医療従事者全員で使える医療情報データベース
～ 病院全体の 医療の質向上 チーム医療 に貢献 ～

スマートフォンなど
マルチデバイスに
対応

電子カルテ端末※モバイルデバイスからも使え
しかも同時アクセス無制限
※電子カルテ端末でのご利用には「今日の臨床サポート イントラネット版」のご契約が必要になります

研修医の Common disease 教育にも最適
患者説明資料で患者・家族ケアが向上

http://j-poc.jp/
無料トライアル受付中！
！

臨床サポート

検索

日常の診療を十分に網羅する豊富な情報を収載
「今日の臨床サポート」は、日常の診療を十分に網羅する約 250 の症状と約 1,100 の疾患、約 1,360 の臨床検査情報、すべての
治療薬情報、診療報酬点数情報などを収載しています。また、常に最新の情報にアップデートされます。

スタート画面

疾患・症状ページ

スタート画面には検索窓と目次があり、どちらからでも情報を

疾患・症状ページにはクイックナビがあり、実際の診療に沿った

診断アルゴリズム・画像

患者向け説明資料

参照できます。

診断アルゴリズム、症例レポートつき画像、X 線やCT、心電図波形の
画像も参照可能。パワーポイントへのエクスポートも可能です。

情報を直観的に素早く参照できます。

患者向けに、症状のポイントや薬剤・検査について分かりやすく

コンパクトに説明しており、印刷も可能です。
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エビデンス・解説
推奨度・エビデンスランクが付いており、

治療薬情報
をはじめと

する元論文アブストラクトへのリンクで参照も容易です。

ジェネリックを含む全ての治療薬情報や添付文書が参照可能。
全ての治療薬情報は毎月更新します。

主なコンテンツ
● 1335 疾患・症状概要、診断・治療方針

● 薬剤情報（ジェネリック含む）

● 診療報酬点数

● エビデンス解説と PubMed へリンク

● 検査・処方例

● 検査情報

● 1126 疾患・症状の患者向け説明資料

● アルゴリズム、画像

医療に携わる全ての人をサポート
「今日の臨床サポート」は豊富な診療情報と機能により、医師、看護師だけでなく全てのメディカルスタッフにご利用いただけます。

医師

疾患情報の
クイックリファレンス

医事課スタッフ
ソーシャルワーカー

医療費・医療制度に関する
質問等に対応

看護師

薬剤・疾患情報の
確認

作業療法士
理学療法士

リハビリ時に配慮すべき
ポイントを把握

管理栄養士

医師の質問に
根拠をもって回答

臨床検査技師
検査で把握すべき
ポイントの確認

院内・院外を問わずいつでもどこからでもアクセス
「今日の臨床サポート」は院内の全てのインターネット接続端末からのアクセスはもちろん、ID・パスワードでログインいただくことで
電子カルテ端末・オー
院外のパソコンやスマートフォン、タブレット端末からもアクセス可能。また、オプションのイントラネット版 ※では、
ダリング端末など、院内のインターネットに接続されていない端末からでもご利用頂けます。
※「今日の臨床サポート イントラネット版」単体でのご契約はできません。インターネット版のご契約が必要となります。※サーバー用コンピューターは施設にてご用意下さい。

インターネット版

イントラネット版

弊社サーバー
電子カルテ 院内掲示板等
サーバー
サーバー

インターネット
経由

インターネット接続がある端末

電子カルテ端末・オーダリング端末などの院内のパソコン

【イントラネット版サーバー用コンピューター推奨スペック】
（ 7 ～ 10 万円程度のデスクトップパソコンを想定 ）
CPU: Core-i5 以上 / 本体搭載メモリ：4GB 以上 / USB インタフェース：１つ以上（3.0 推奨）/ ハードディスク容量：130GB 以上（空き容量 80GB 以上）
OS：Windows7/Windows8/Windows Server 2008 R2 （いずれも 64bit 版）

各疾患第一人者の
根拠に基づく書き下ろし

6名の総合編集委員が
69 名の監修チームを編成し
1,248 名の精鋭執筆者と連携

総合編集委員会

永井 良三 先生
自治医科大学 学長

国立国際医療研究センター
国府台病院 院長

上村 直実 先生

木村 健二郎 先生

桑島 巌 先生

名郷 直樹 先生

今井 靖 先生

NPO 法人
臨床研究適正評価教育機構 理事長

地域医療機能推進機構
東京高輪病院 院長

武蔵国分寺公園クリニック
院長

自治医科大学 循環器内科学部門
成人先天性心疾患センター 准教授

監修者
循環器 桑島 巌先生（NPO 法人 臨床研究適正評価教育機構 理事長）/ 代田 浩之先生

眼 科 沖波 聡先生（倉敷中央病院 眼科 部長）
耳鼻咽喉科 森山 寛先生（耳鼻咽喉科展望会 名誉主幹）/ 小島 博己先生（東京慈恵会医科

（順天堂大学医学部附属順天堂医院 院長）/ 永井 良三先生（自治医科大学 学長）/ 山下 武志
先生（心臓血管研究所公益財団法人 心臓血管研究所 所長 / 付属病院 院長）

大学附属病院 耳鼻咽喉科 診療部長 教授）

呼吸器 久保 惠嗣先生（地方独立行政法人 長野県立病院機構 理事長）/ 桑平 一郎先生

口腔外科 近津 大地先生（東京医科大学病院 歯科口腔外科・矯正歯科 主任教授）

（東海大学 医学部付属東京病院 呼吸器内科 教授）/ 杉山 幸比古先生（自治医科大学 内科

乳 腺 中村 清吾先生（昭和大学 医学部乳腺外科 診療科長 教授）

学講座 呼吸器内科学部門 教授）/ 高橋 和久先生（順天堂大学大学院 医学研究科 呼吸器

産婦人科 小西 郁生先生（国立病院機構 京都医療センター 院長）

内科学 教授）/ 長瀬 隆英先生（東京大学大学院 医学系研究科・医学部 内科学専攻 器官

小児科 五十嵐 隆先生（国立成育医療研究センター 理事長）/ 渡辺 博先生（帝京大学

病態内科学講座 呼吸器内科学 教授）/ 藤田 次郎先生（琉球大学 医学部 感染病態制御学

医学部附属溝口病院 小児科 教授）

講座 [ 第一内科 ] 教授）

皮 膚 宮地 良樹先生（滋賀県立成人病センター 病院長）/ 戸倉 新樹先生（浜松医科大学

消化器 上村 直実先生（独立行政法人 国立国際医療研究センター 国府台病院 院長）/ 金子

医学部附属病院 教授）

周一先生（金沢大学 医薬保健研究域 医学系 教授）/ 木下 芳一先生（島根大学 医学部附

泌尿器 力石 辰也先生（聖マリアンナ医科大学・大学病院 腎泌尿器外科学 診療部長 教授）/

属病院 第二内科 教授）/下瀬川 徹先生（東北大学大学院 医学系研究科・医学部 消化器病

中川 昌之先生（鹿 児 島大学大学院 医歯学総合研究科 腫 瘍学講 座 泌尿器科学分野

態学分野 教授）/ 杉原 健一先生（光仁会第一病院 院長）/ 田妻 進先生（広島大学病院

教授）/ 堀江 重郎先生（順天堂大学 大学院医学研究科 泌尿器外科学 教授）
/ 松田 公志先生

病院長補佐 / 総合内科・総合診療科長 教授）

（関西医科大学泌尿器科 教授）

肝胆膵 真弓 俊彦先生（産業医科大学 医学部 救急医学 教授）

精神科 上島 国利先生（国際医療福祉大学 医療福祉学部 医療福祉・マネジメント学科 教授）

腎臓内科 今井 圓裕先生（中山寺いまいクリニック 院長）/ 木村 健二郎先生（地域医療機能

整形外科 落合 直之先生（キッコーマン総合病院外科系 センター長）/ 中村 利孝先生

推進機構 東京高輪病院 院長）/ 花房 規男先生（東京大学医学部附属病院 / 東京大学大学院

（国立国際医療研究センター 病院長）/ 酒井 昭典先生（産業医科大学 整形外科学教室 教授）

医学系研究科・医学部 腎疾患総合医療学講座 特任准教授）

感染症 岩田 健太郎先生（神戸大学大学院 医学研究科 微生物感染症学講座 感染治療学

膠原病 岸本 暢将先生（聖路加国際病院 アレルギー・膠原病科 医長）/ 三森 明夫先生（独立

講座 教授）/ 大曲 貴夫先生（国立国際医療研究センター 国際感染症センター センター長）/

行政法人 国立国際医療研究センター病院 副院長 / 膠原病科 第一病棟部長）/ 山本 一彦先生

細川 直登先生（亀田総合病院 総合診療・感染症科部長 / 感染管理室室長 / 臨床検査科

（東京大学大学院 医学研究科・医学部 内科学専攻 生体防御腫瘍内科学講座 アレルギー・

部長）/ 山本 舜悟先生（神戸大学医学部附属病院 感染症内科）
救命救急 林 寛之先生（福井大学医学部附属病院総合診療部 教授）/ 箕輪 良行先生

リウマチ学 教授）
内分泌 平田 結喜緒先生（先端医療センター病院長 / 東京医科歯科大学 名誉教授）

（地域医療機能推進機構 東京高輪病院 総合診療研修顧問）

代 謝 野田 光彦先生（埼玉医科大学 内分泌・糖尿病内科 教授）

診断学 井村 洋先生（飯塚病院 総合診療科 部長）/ 大滝 純司先生（北海道大学大学院 医学

脳神経外科 吉峰 俊樹先生（大阪大学医学部附属病院 脳神経外科科長 教授）/ 甲村 英二

研究科 医学教育推進センター 教授）/ 岡田 定先生（聖路加国際病院 内科チェアマン / 血液

先生（神戸大学 大学院医学研究科 外科系講座 脳神経外科学分野）

内科部長）/ 金城 紀与史先生（沖縄県立中部病院 総合内科 医長）/ 徳田 安春先生（地域医療

神経内科 内山 真一郎先生（国際医療福祉大学 臨床医学研究センター 教授）/ 庄司 進一先生

機能推進機構 研修センター長・総合診療教育チームリーダー）/ 野口 善令先生（名古屋第二
赤十字病院 総合内科 部長）/ 前野 哲博先生（筑波大学附属病院 総合診療グループ長、

（筑波大学 名誉教授）/ 高橋 裕秀先生（みどり野リハビリテーション病院 神経内科
パーキンソン病治療センター センター長）/ 永山 正雄先生（国際医療福祉大学熱海病院

総合臨床教育センター部長 教授）/ 山中 克郎先生（諏訪中央病院 内科）

神経内科 教授）

地域医療 名郷 直樹先生（武蔵国分寺公園クリニック 院長）

癌 佐治 重衡先生（福島県立医科大学 腫瘍内科学講座 主任教授）/ 藤原 康弘先生（国立

在 宅 和田 忠志先生（いらはら診療所 在宅医療部）

がん研究センター中央病院 乳腺・腫瘍内科 企画戦略局長）/ 田村 研治先生（国立がん

薬 理 中原 保裕先生（ファーマシューティカルケア研究所）

研究センター中央病院 乳腺・腫瘍内科）

薬 剤 平田 純生先生（熊本大学 薬学部 臨床薬理学分野 教授）/ 木津 純子先生（慶應

血液内科 木崎 昌弘先生（埼玉医科大学 総合医療センター 血液内科 教授 / 診療科長）

義塾大学 薬学部 教授）/ 若林 進先生（杏林大学医学部付属病院 薬剤部）

エルゼビア・ジャパン株式会社 ソリューション営業本部

販売代理店：

〒106-0044 東京都港区東麻布 1-9-15 東麻布 1 丁目ビル 3 階
TEL

03-3589-6372

FAX

03-3589-6371
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support@clinicalsup.jp
掲載内容は 2016 年 4 月時点の情報です

