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竹村悦子

Ｉ．はじめに

2004月から臨床研修制度が実施され多くの病

院で研修医用の盗料の盤術が進められている。

教育用教材の１つとしてUpToDateがあげら

れ、契約する機関が増えていると聞く。当院で

は2002年から雌読を始めており、簡単にではあ

るが紹介する。

*Pediatricｓ＊Pulmonology*Rheumatology

*Ｗｏｍｅｎ､sHealth

5・ＰｕｂＭｅｄや医中誌Ｗｅｂのように司書が代

行検索をすることは稀で、利用者自らが利用

する形態である。

Ⅲ．検索方法

当院のオンライン画面を使って説明する。

CD-ROMについても大体同様の内容である。

１．Enter両面（図ｌ）からAcceptをクリッ

クし検索両面（図２）に移る。

２．キーワードでの検索は病名､疾病､薬品名で

行う。文字入力は大文字、小文字どちらでも

可能で、最初の数文字でも構わない。検索Ilii

面は非常にわかりやすい。例としてmeta‐

bolicsyndromeを入力してみる。

Ⅱ、UpToDateの概要

１．ＥＢＭに雑づいた‘ＩｉＩｉ報が掲戦された通子臨

床教科替といわれる。

2.3,000人以.上の専門家により作成され、医

師が臨床の場で短時間に疾嫡について教科言‘';：

的な知識や情報を得ることができる。薪者端

の明記やエビデンスのない場合はｌ･ecom‐

mendationの形で掲救される。､1M:常なテキス

ト、薬剤情報、図表、MEDLINEの抄録が

用意されている。アメリカでは内科学会の正

式教材となっており、スポンサーなどの援助

は受けていない。

3．更新頻度は年３回である。

4．カバーする分野は内科を中心に下記21であ

る。

*AdultPrimaIyCare*Allergyandlmmunology

＊Cardiology*Ｃｌ･iticalCare＊DrugInfOrmation

＊EmergencyMedicine＊Endocrinology

＊FamilyMedicine:℃astroenterology*Gynecology

＊Hematology*Hepatology*InfectiousDiseases

*Nephrology*Neurology*Obstetrics＊Oncology
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図'６．Referenceリスト

３．次にmetabolicsyndromeをクリックする

（図３)。

6．referenceをクリックした場合、reference

リスト画面となる（図６）。リスト中のアン

ダーパーの付いているreference番号をクリ

ックするとabstractを含めたMEDLINE情

報画面となる（図７)。
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図 ５．詳細両面

一
一
一
一
一

・
・
一
一
》
》

４．該当する２１件の中から選ぶか更に詳しい

キーワードを追加して絞込み検索を行うこと

もできる。ここでは一番上の文献を選択する

（図４)。
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図７．mediine情報

７．本文中のtableや薬剤部分をクリックする

と詳細内容が表示される（図８，９)。薬に

関しては日本で適応のないものもある。

図４．検索語の追加

５．metabolicsyndromeについての説明Ⅲ面

である（似１５）。左側が全文の11次（アウト

ライン）で右側が内容となっている。左の頂

｜:1部分をクリックすると右側に内詳が表示さ

れる。わざわざスクロールする必要はない。

本文一番上に著背名と更新時期の記載があ

る。

｡印刷や同僚へのメールは右上にある。保存も

可能である。
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8．その他に患蒋様へのパンフレットやスライ

ド作成方法も用意されている。

Ⅳ、提供形態

１．提供形態はCD-ROM、オンライン、Ｐｏｃｋｅｔ

ＰＣである。

２．購読オプションには以下のものがある。

①個人購読（研修医の価格は割安）

②Stand-alone（一台のパソコンで１つの

CD-ROMを'使川する。図書室や小規模の

場所で複数人での利用が可能｡）

③サイトライセンス（法人対象、アクセス同

時無制限)。

①､②の申込に関しては本社(www･uptodate

com）または国内業者へ。③については1-1本

事務所（注１）で照会できる。６０日間無料ト

ライアルも１１．能。

Ｖ・アクセス数の把握について

院内での利川状況はホームページ上で直接確

認することはできないが、１１本１１:務所からメー

ルでアクセス状況を、Excelのファイル（週ご

との表示回数と専'111分野別の1111数をカウントし

たもの）で送儒してもらえる。
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Ⅵ．最後に

当院では３年程前からサイトライセンス契約

に変更した。これにより医師たちは遠く離れた

図書室に来ることなく、病棟や医局のパソコン

からアクセスできるようになった。利用回数に

関しては、年々増加しており、短時間で欲しい

情報を得ることができ、操作性も簡便であるこ

とから医師たちには概ね好評である。利用は増

えてほしいが、印刷紙の使用量も増えるのは少

し困る点ではある。

病院図書館にとって価格的に安価とは言えな

いので検討中の図書室も多いと思う。UpToDate

のホームページには懇切丁寧な説明と情報が盛

り込まれているので是非業務の合間に眺めてみ

ることをお薦めする（図１０、図11)。どういう

ものかを実感できると思う。
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