
お問い合わせ

カスタマーサポート

個人サブスクリプションや施設で利用されている	
ユーザーのカスタマーサポートは、 以下まで 
ご連絡ください。
メール
utdjapan@wolterskluwer.com 

電話
1-800-998-6374または+1-781-392-2000 
月曜～金曜、午前7時～午後9時 
（米国東部時間）
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UpToDate® CME/CE/CPD単位

CME/CE/CPD単位を管理する

UpToDateは、取得した単位をユーザーが簡単に管理できるように、使用状況を自動的に記録します。 
単位を管理するには、UpToDateにログインし、該当するCMEリンクをクリックします。

• CME/CE/CPDの使用 — 単位や時間は
アクティビティの完了から2年間（また
は認定団体の規定による）使用でき
ます。 

•	履歴の表示	—	過去の生涯教育証明書
やアクティビティログを必要に応じて
確認、ダウンロード、印刷できます。 

• CME設定の確認/変更 — UpToDate 
は、世界中の医師を対象としたさまざ 
まな生涯教育要件に対応しています。 
各地域における要件を満たすには、 
認定に関する選択を設定します。 

• CME関連のヘルプ — CMEの管理に 
関する問題を解決します。 

•	認定情報 — 認定団体の最新リストは
UpToDateのウェブサイトに掲載されて
います。 詳しくは、 
www.uptodate.com/cmeをご覧くだ
さい。

UpToDate®でCME/CE/CPD単位を容易に取得・使用

UpToDateは、世界中の大学、協会・団体、権威機関
に認定・承認されており、情報源や学習ツールとして
広く受け入れられています。

• UpToDateを使用して臨床上の疑問を検索した 
時間（モバイル機器を使用して検索した時間を含む） 
を、生涯教育の要件を満たす目的に使用可能

• 試験、費用、第三者機関の必要なし 

• UpToDateモバイルアプリなど、モバイル機器でいつ
でも単位を使用 

• AMA PRA Category 1 Credit™、AANP contact 
hours、CFPC Mainpro+ Certified Self-Learning 
Creditなど、さまざまな単位に対応

• UpToDateで取得した単位の認定資格維持（MOC）
への使用はABIMなどのABMS加盟団体に認められ
ており、UpToDateのアカウントにログインして単位
をABIMに直接申告可能 

注：お住まいの国やご自身の専門領域でUpToDateを 
生涯教育や資格認定維持に使用できるかどうかは、 
www.uptodate.com/cme で各要件の最新リストをご確認くだ 
さい。UpToDateの使用がそれぞれの国や専門領域で 
生涯教育要件として認められるかどうかは、個人の責任で 
判断してください。教育目的で使用する場合は、 
https://www.uptodate.com/home/educational-objectivesを 
ご覧ください
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See reverse side for accreditation statements

Denise S. Basow, MD    President & CEO, Clinical Effectiveness

UpToDate certifies that
Dr. John Sample

has participated in the educational activity titled

from August 1, 2016 to November 1, 2016

and is awarded

credit to be used to fulfill CME/CPD requirements

Earn <V1-CME/CPD> credit while you practice!

SAM
PLE O

NLY

<Dr. John Sample>

has participated in the educational activity titled

UpToDate®

from September 1, 2018 to September 1, 2019

and is awarded

credit to be used to fulfill <V1-CME/CPD> requirements

UpToDate® certifies that

評価を送信すると、[CME History]ページに移動し、証明書やアクティビティログを確認、
ダウンロード、印刷できます。5

単位は[Credit Count]（新しく取得した順に単位数ごとに表示）または[Month Range] 
（選択した期間内に取得した単位を新しく取得した順に表示）で表示されます。

• 使用する単位を選択し、[Continue]をクリックします。 

• モバイル機器から実行する場合は、単位をタップして選択します。2

ポイントオブケア学習のユーザーは、[Continue]をクリックすると、
検索の目的と得た情報をどのように臨床応用したかを記入するよう
に求められます。記入が終わると、単位が緑色に変わります。

• [Continue]をクリックします。3ポイントオブケア学習で取得した単位の使用方法

• UpToDateにログインして、一番上のナビゲーションメニューにある[CME] 
リンクをクリックします。 CMEの申請、履歴の確認、ヘルプの検索をする 
ダッシュボードが表示されます。 

• [Redeem]をクリックします。
1

CME/CE/CPD単位を使用すると、証明書が自動
的にUpToDate CME Historyに保存されます。 
証明書と証明書に関連するアクティビティログは、 
いつでもダウンロード＆印刷できます。

[Continue]をクリックすると、評価目的の質問に
答えるように求められます。

• 質問に答えて[Submit]をクリックします。4

CME/CE/CPD単位を使用する

認定団体では、以下の２種類の追跡方法のうち１種類を認めています。UpToDateでは、どちらの追跡方法も 
使用できます。認定団体の最新リストは、www.uptodate.com/cmeをご覧ください。

•	ポイントオブケア学習	—	検索した質問、閲覧したトピック、情報をどのように臨床応用したかをまとめた文書
を追跡 

•	時間ベースの追跡	—	トピックを読むのに費やした時間を追跡（1回のセッションでトピック1件につき 
最大10分）。

単位はユーザーのアカウントに関連付けられるので、所属組織が変わっても消失することはありません。 
お持ちの認証情報を使用して新しい所属組織でログインすると、取得したCME/CE/CPD単位を保持できます。

CME/CE/CPD単位を取得する

CME/CE/CPD単位を取得するには、個人サブスクリプションを契約するか、UpToDateにユーザー 
登録してユーザー名とパスワードを所有していることが必要です。これにより、UpToDateはユーザーが 
所属組織内の個人ユーザーであることを認識し、単位が記録されます。 
ご自身が登録しているかどうかわからない場合は、所属組織の管理者に登録方法を確認してロ 
グインしてください。 
登録後、UpToDateを利用するたびにユーザー名とパスワードでログインすると、臨床上の疑問を 
検索するごとにCME/CE/CPD単位が発生します。
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