IBM Micromedex
ケアの提供

医療上の意思決定者のた
めのエビデンスに基づいた
臨床意思決定サポート

			 健康と予防

コスト削減

			
患者データの


医療品質の向上

有効活用と分析

ビジョンは何ですか
			
公衆衛生
		 運用効率の改善

		
消費者エンゲージメント

医療上の意思決定を臨床エビデン
スで支えることの潜在的なメリット:

–診
 療現場で、
より多くの情報に基づいた治
療上の意思決定を下せる
–適
 切な臨床エビデンスに基づいて投薬ミ
スを特定

–臨
 床上一貫性があり、関連付けられた要
約または詳細なコンテンツに 1 つの画面
からアクセスできるため、検索時間を短縮

患者の安全のためのケア
の提供を強化
課題

診療現場で意思決定を行うときには、
あらゆる医療分野の薬剤師、
看護師、医師、臨床スタッフは、患者の安全を維持し、迅速に治療
を進めるために、正確で一貫した信頼できる臨床エビデンスを必
要としています。

ソリューション

エビデンスに基づく薬物療法管理、毒性、疾患、症状管理および
患者教育のための単一のソリューションにオンラインおよびモバ
イルでアクセス。
IBM® Micromedex® は、1 つのソリューションから
エビデンスに基づく以下の情報を提供します

– エビデンスの強さ、推奨の有効性と強さ
を一括評価する Micromedex システムを
使って臨床上の意思決定を高速化するた
めに役立つ主な要因の強さを特定

2,700 の EMA および FDA 承認薬の投薬および薬剤管理

– 15 か国語の患者教育および消費者健康
リソースを使った患者エンゲージメントの
改善

毒性・曝露管理に関する 1,788 の詳細な手続き

– エビデンスに基づいて症状別に代替薬を
表示するなど、有効性比較データにより医
薬品不足を管理

3,591 の疾患・症状管理文書

患者エンゲージメントを支援する患者教育を 15 か国語で提供

新生児に関する 230 のモノグラフと小児に関する 525 のモノ
グラフのトピック
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IBM Micromedex:
確かなエディトリアルレビュー方法の上に構築されたエ
ビデンス
世界中の医療文献をレビュー
– 毎週発表される約 15,000 の医療論文
– 8,500 の刊行物の概要および詳細を定期的にレビュー

リサーチ・メソッドの専門知識・技術を持つ、臨床研修を受け
た社内編集スタッフ

最高のケアを提供するには臨床エビデンスが必要です

IBM の厳格な編集プロセスにより、医療分野で最も正確で信
頼性の高い臨床エビデンスが取得できます。

患者の安全を第一に考える医療プロフェッショナルには、
より
確かな情報に基づいた臨床決定を支援するための臨床的に
適切で正確なエビデンスが必要です。
IBM のプロセスと社
内編集者の厳格なトレーニングは、業界でもトップ・レベルで
す。
IBM の臨床医は文献について広範囲に及ぶ評価と統合を
行い、複数のコンテンツ分野にまたがる情報を検証しているた
め、IBM Micromedex を使用するお客様は、臨床的に正確で適
切な、一貫性のある情報が含まれた IBM の臨床ナレッジから
の信頼性の高い情報に基づいて意思決定を下せます。
IBM の確固としたな手順には以下が含まれます。

– 複数ステップの編集プロセスと文書化されたポリシー
– 主な文献を批判的に評価する継続的な調査

– リサーチ・メソッドの専門知識・技術を持つ、臨床研修を受
けた編集スタッフ

–単
 一の編集グループとプロセスにより一貫したコンテンツ
を保証
– インライン参照と裏付けとなる研究論文が透明性を提供
– 適応症以外の症状や治療的使用にも一貫して対応

– 効力の強さとエビデンス評価による、臨床意思決定の支援
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IBM Micromedex
ナレッジ開発プロセス
調査
世界のバイオ医療文献と規制措置
を継続的に参照

評価
さまざまな発行元からの文献を特
定、臨床上の重要性を判断

補強されたエビデンス
学者と専門家が客観的に検証

コンテンツ作成
IBM の専門家が薬剤、疾患、毒性、
および患者教育の全分野に取り組
んで、全コンテンツにわたる一貫性
を実現

内部・外部のレビュー
臨床的正確さと適切さについてコン
テンツをレビュー。重要なコンテンツ
分野については、編集委員会のメン
バーが追加レビュー

最終的レビューと公開

IBM Micromedex 評価システム:

IBM のわかりやすい評価システムでは、
より確かな情報に基づく意思決定を支援する
ため、主な要素の強度を医師が簡単に特定できるよう、
アイコンが使用されています。
英国国立医療技術評価機構
(National Institute for Health
and Care Excellence: NICE) が、
IBM® Micromedex® でコンテンツ
を作成するために採用されている
プロセスを認証1。
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IBM Micromedex Clinical Knowledge

日常的に投与する薬剤含量から、専門科の患者集団や適応外
使用にいたるまで、IBM® Micromedex® Clinical Knowledge
は、毎日、
スタッフ全員が活用できる参考情報や、臨床医が困
難な状況で必要になるコンテンツを提供します。

速度とコスト効率を向上する、高速のアクセスと統合
治療薬、疾患、毒性など、
いつでもどこでも臨床医が必要なと
きに確かなリソースにアクセスできるため、臨床上の一貫性を
実現。

IBM Micromedex Medication Management

毎日アクセスする薬剤投与情報から、専門科患者集団、適応
外使用にいたるまで、IBM Micromedex は、
スタッフが日常的
にアクセスできる参照ツールやリソースとなるばかりでなく、
困難な状況で臨床医が必要とする専門的なコンテンツも提供
できます。

信頼性の高いコンテンツを提供する Micromedex Medication
Management は、確かな薬剤および治療薬情報を一元的に
提供する真のエンドツーエンド型ソリューションです。

統合された臨床エビデンスに基づいたリソース
この製品を使用することで、以下のようなメリットが得られるこ
IBM Micromedex が臨床エビデンスに基づいた情報
とが考えられます。
を提供臨床医が診療現場での意思決定に活用できる
– 患者体験の改善
IBM Micromedex は、
さまざまな HIS システムと統合されてい
– 有害事象の減少
るため、患者固有の臨床意思決定に関する情報を一元的に提
– 感染症の低減
供します。
これにより、Meaningful Use (意義ある利用) 目標を
満たすことができ、臨床スタッフの効率性を改善できます。
– 医薬品の欠品に対処
統合オプション:

– CKO/Ultimedex/MAS 限定の、HL7 標準または API を使
用した Web サービス経由のコンテキスト固有のコンテン
ツ取得

– 上記のメリットに関連するコスト削減

本製品は、臨床医が、
より確実な情報に基づいて意思決定で
きるよう、詳細な、
エビデンスベースのコンテンツにアクセスで
きるモジュールとして提供されます。
主なトピックには以下が
– システムにアップロードするためのデータ・ファイル (フラッ 挙げられます。
ト・ファイル) を含む組み込みコンテンツ・オプション
薬物治療の安全性のための医薬品情報
– IBM Micromedex の柔軟性は、病院および診療施設の毎
診療現場では、
IBM 独自のリソースが、薬物間、薬物と食
日のワークフローに対応します
品、薬物と疾患、薬物とエタノール、薬物と実験室、薬物と妊娠、
薬物と授乳、薬物特定ツールを含む、投与量、治療的使用、
提供オプション:
注意事項、効果の比較、適応外使用、薬物動態、臨床応用お
– web 2.0
よび薬物間相互作用に関する完全に検証されたコンテンツを
– イントラネット
臨床医に提供します。
– 顧客用モバイル/タブレット/アプリ
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薬物治療の安全性のための完全な IV 互換性
IV 互換性の権威、Lawrence Trissel、MS、FASHP からの最
新データベースである Trissel’s™ 2 を使用するこのツールは、
好ましくない組み合わせを特定し、物理的互換性、保管、試験
期間、容器、科学的安定性などの要因を識別するため、臨床
医は矛盾する互換性結果を解釈できます。
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小児科および新生児患者の安全のためのエビデンス
このコンテンツは、小児科および新生児集団で一般的に使
用される薬物、栄養サプリメント、代替薬に関する情報を
幅広く提供します。
患者固有および症状固有の薬物投与
ツールは、臨床医による必須薬品と経静脈栄養の処方、計
算、配合、投与に役立ちます。
これにより、臨床医は時間を
節約し、課題の多い新生児および小児科集団のケアを改善
できます。

IBM Micromedex Disease and Condition
Management

単一のソリューションで、臨床医のワークフローに統合されるた
め、IBM® Micromedex® Disease and Condition Management
ソリューションのエビデンスに基づいた臨床情報により、診療
現場で最適な治療方法に関する最新情報をすばやく参照でき
ます。

Micromedex Disease and Condition Management は、
より確
処方集ソリューション
かな情報に基づいた治療意思決定を下せるよう、標準および
IBM のソリューションを導入することにより、患者への処方
拡張情報を提供します。
製品の主な特長は次のとおりです。
を高速化すると同時に医薬品の適正流通ガイドラインを順
–救
 急医療および総合内科を含む急性および慢性疾患管理
守することができます。
医薬品の価格がすぐ参照できるため、
データ
コストに基づいて決定することもできます。
– 手術および治療情報
代替薬
IBM の情報には、患者が通常の医薬品と併用している可能
性もある漢方薬などの代替治療も統合されているため、選
択肢が広がります。

グローバルな医薬品情報
Redbook、Martindale、Index Nominum、the Italian
Dialogo sui Farmaci から取得。

Micromedex Medication Management で
は、iPhone、iPod touch、iPad、Android 用の
無償のモバイル・アプリケーションが提供され
ているため、
より柔軟に、便利に使用できます。

– 患者の安全を向上させるためのプロトコル・チェックリスト
– 解釈、価値、範囲などの研究所からの推奨事項

この製品を使用することにより、以下のようなメリットが得ら
れます。
– 医療ミスを最小限に抑える

– 不必要な検査や手術を回避
– 治療費の減額

– 患者体験の改善
IBM Micromedex Toxicology Management
IBM® Micromedex® Toxicology Management は、臨床効果、
治療、毒性範囲、鑑別疾患等に関する 1,780 以上の詳細な管
理/治療プロトコールを含む商業、薬剤、生物学的薬物の成分
を特定し、提供します。
–曝
 露の特定および管理に関する要約および詳細情報

–家
 庭用品、薬物、薬品、植物などの毒物源となる可能性の
ある製品のリスト、曝露の評価および管理
–薬
 物、工業化学物質、物理的および環境要因の影響を含
む生殖リスク・データ、
および催奇形効果に関する科学的
評価の編集
– TOMES® 工業化学物質データベース
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IBM Micromedex は、
いつでもどこでもアクセス可能
Micromedex のコンテンツはオンラインでアクセスすること
も、緊急医療システム (EMR) および病院情報システムに統
合することもでき、患者固有の情報やコンテキスト固有の情
報にワンクリックでアクセスできます。
要約レベルのコンテ
ンツは、
モバイル・デバイスから直接利用できます。
すべて
のアプリは、
すべての Micromedex ソリューションで使用さ
れる、包括的で客観的な同じ編集プロセスによって支えられ
ています。

受賞履歴のある IBM の2 編集プロセスは、
最も臨床的に関連性の高いエビデンスを基
に、一貫して正確に取得されたコンテンツを
提供します。

IBM Micromedex CareNotes 患者教育
患者の症状、薬剤、臨床検査、
ケアといったさまざまな側面
について患者を教育するための、わかりやすい教材

– IBM® Micromedex® CareNotes®: 最も一般的な症状お
よび手術に関するわかりやすい説明

–最
 も処方頻度の高い薬物について、
シンプルで簡潔な、
読みやすい説明

CareNotes のデータ
エビデンスに基づいた 7,800 を超える健康および医薬品文書

よく実施される臨床検査に関する 480 以上の文書

薬剤、
ワクチン、
ビタミン、局所療法に関する 2,400 以上の文書

15 か国語

患者体験を向上

– Joint Commission International の患者教育ガイド
ラインに適合し、他の全国および国際的な認定測定基
準に対応

– エビデンスに基づく客観的なコンテンツが最高の診療
を支援

–患
 者エンゲージメントと臨床結果を改善し、新しい規制
や患者の安全イニシアチブに対応

–コ
 ンテンツを病院のシステムに統合して効率性を改善し、
時間を節減できます

– ドキュメントをパーソナライズ化して、患者エンゲージメ
ントを向上し、病院のブランド力を強化できます
– 15 か国語および低識字率版も提供

Watson Health © IBM Corporation 2018

7

電子メール: micromedex@us.ibm.com

IBM Watson Health について

医療エコシステムのプロたちは、
より健康な未来に向けて日々
邁進しています。
IBM Watson Health の私たちは、
お客様が
障害を取り除き、取り組みを最適化し、患者やその家族などを
サポートするための新しい洞察を見出せるようにお手伝いしま
す。
私たちは保険者、医療提供者、政府、
ライフ・サイエンスに
またがる取り組みを行い、医療に関する深い専門知識、実績あ
るイノベーション、人工知能の能力を結集して、全世界の人々
のために医療課題の解決に従事する私たちのお客様が発見
し、
つながり、行動できるようにしています。
IBM Watson Health の詳細については、次の Web サイトをご
覧ください: ibm.com/watsonhealth
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サービスが必要になることがあります。
IBM
は、
システム、製品、
サービス、
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