
カルテシステム　サービス仕様書 vol.0.10
2008 年 6 月 26 日　チーム C

1.概要

　この資料は、カードリーダーを利用し、カルテ管理のサービス開発するうえでのサービス仕様を

簡単にまとめたものである。患者個人が持ち歩き、各病院に提出する形式のカルテシステム開発

を行う。操作はネットワークを介して管理ＰＣのＷｅｂクライアントソフトにより行う。

2.システム構成

　　以下にシステム構成を示す。

装置（Armadillo）:データベースを搭載した制御装置で、カードの R/W、および業務 PC の

　　　　　　　　　　　入出力制御を行う

管理者用 PC ：Web クライアントとして動作し、装置から制御される。

　　　　　　　　　　データの表示、登録および変更を行う。

医師 PC ：Web クライアントとして動作し、装置から制御される。

　　　　　　 　カルテデータの登録および表示を行う。

患者用 PC ：Web クライアントとして動作し、装置から制御される。

　　　　　　 　カルテデータの表示を行う。

カードリーダ ：カードの R/W を行う。

開発 PC ：開発用 PC。
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３．サービス機能

3.1 機能一覧

提供するサービスを一覧します。

項番 機能名称 概要

A-1 初期選択画面 ・クリックすることで患者専用画面に移行

A-2 パスワード入力 ・パスワードを入力する

B-1 管理者メイン ・メイン画面から各項目に移動する

B-2-1 病院情報一覧 ・記録してある病院情報の一覧を表示する

B-2-2 病院情報登録 ・病院情報を新規に追加する

B-2-3 病院情報変更 ・指定した病院情報を変更する

B-2-4 病院情報削除 ・指定した病院情報を削除する

B-3-1 病気一覧 ・記録してある病気情報の一覧を表示する

B-3-2 病気登録 ・病気情報を新規に追加する

B-3-3 病気変更 ・指定した病気情報を変更する

B-3-4 病気削除 ・指定した病気情報を削除する

B-4-1 薬一覧 ・記録してある薬情報の一覧を表示する

B-4-2 薬登録 ・薬情報を新規に追加する

B-4-3 薬変更 ・指定した薬情報を変更する

B-5-4 薬削除 ・指定した薬情報を削除する

B-5-1 患者一覧 ・記録してある患者情報の一覧を表示する

B-5-2 患者変更 ・指定した患者情報を変更する

B-5-3 患者削除 ・指定した患者情報を削除する

B-6 患者カード登録 ・患者情報を新規に追加、およびカードに記録する

C-1 医者用メニュー ・左画面に医者用メニューが表示される

C-2 治療記録一覧 ・右画面に治療記録一覧が表示される

C-2-1 治療記録の変更 ・治療記録の変更を行う

C-2-2 治療記録の削除 ・治療記録の削除を行う

C-3 治療記録の登録 ・右画面に治療記録の登録画面が表示される

C-4 患者データ ・右画面に患者データが表示される

D-1 患者用メニュー ・左画面に患者用メニューが表示される

D-2 治療記憶一覧 ・右画面に治療記憶一覧が表示される

D-3 処方記憶 ・右画面に処方記憶が表示される

D-4 病院情報 ・右画面に病院情報が表示される

D-5 患者データ ・右画面に患者データが表示される



3.2 機能詳細

各サービスを列挙します。

3 機能一覧

項番 A-1 機能名称 初期選択画面

機能 クリックすることで各画面に移行

操作 ・「管理者」をクリックすることでＡ－２に移行

・「患者」をクリックすることでＣ－１に移行

・「医者」をクリックすることでＤ－１に移行

・「ＴＯＰへ戻る」又は「戻る」をクリックすることでＡ－１に戻る

・D-1 及び C-1 に移動する場合カードが必要

画面

　　　　　　　　患者クリック　　　　　管理者クリック　　　　　　　　　　　　　　　　　医師

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クリック

　　D-1　　　　　　　　　　A-2 および B-1　　　　　　　　　　　　　　　　　C-1
戻るをクリック　　　　　　　　戻るをクリック　　　　　　　　　　　　　　　　戻るをクリック

　　　　　　　　　　　　　　　

動作条件

患者 医師

管理者

患者 医師

管理者

治療記録一覧 変更 削除

治療記録登録

患者データ 治療日 病気名 病院名 担当医 区分

花粉症 △△耳鼻科 小玉 初診

風邪 ○○クリニック 栗原 継続

トップ画面に戻る

2007年4月21日

2007年5月10日

管理者メイン

患者カード登録
病院情報登録
病名登録
薬登録

患者一覧

トップ画面に戻る

管理に入るためにはパスワードが必要です

パスワード OK

戻る

治療記憶

治療記憶一覧 治療日 病気名 病院名 担当医 区分

処方記憶 風邪 栗原 初診

病院情報

患者データ

トップ画面に戻る

00年01月01日 ○×病院



項番 A-2 機能名称 パスワード入力

機能 パスワードを入力する

操作 ・パスワードを入力する

・「戻る」でＡ－１画面に移行

・パスワードがあってれば「ＯＫ」でＢ－１画面に移行

画像

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　　　　　　　　失敗

　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　

動作

条件

・パスワードは管理者が設定

・パスワードは半角英数字で入力

・五文字制限

・パスワードの文字表示は＊とする

・パスワードが正しければ管理者メイン画面に移動する

・パスワードが間違ってればポップ画面が現れる

・ポップ画面の「ＯＫ」をクリックすればＡ－１に行こう

患者カード登録

病院情報登録

病名登録

薬登録

患者一覧

トップ画面に戻る

成

功

戻る 患者 医師

管理者

パスワードが違
います
　　OK

管理に入るためにはパスワードが必要です

パスワード ***** OK

戻る

O
K



3.2.？. B-1 管理者メイン

項番 B-1 機能名称 管理者メイン

概要 ・管理者用メイン画面

・各項目へ移動する

操作 ①病院情報登録 ：右画面のみ B-2 へ移動

②病名登録 ：右画面のみ B-3 へ移動

③薬登録 ：右画面のみ B-4 へ移動

④患者一覧 ：右画面のみ B-5 へ移動

⑤患者カード登録 ：右画面のみ B-6 へ移動

⑥トップ画面に戻る ：A-1 へ移動

画面

備考 ・①～⑤の項目は右窓のみ移動する

管理者メイン

患者カード登録
病院情報登録
病名登録
薬登録

患者一覧

トップ画面に戻る

B-6へ

B-2へ

B-3へ

B-4へ

B-5へ

A-3へ

①
②
③

⑤

⑥

④



3.2.. B-2-1 病院情報一覧

項番 B-2-1 機能名称 病院情報一覧

概要 ・病院情報を一覧できる

・ボタンにより各項目（新規登録、変更、削除）へ移動する

操作 ①新規作成 ：B-2-2 へ移動

②変更 ：B-2-3 へ移動

③削除 ：B-2-4 へ移動

画面 ・B-1②（病院情報登録）より

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B-2-2 へ  B-2-3 へ  B-2-4 へ

備考 ・右窓に表示される

3.2.3. B-1 管理者メイン

項番 B-1 機能名称 管理者メイン

機能 ・管理者用メイン画面

・各項目へ移動する

操作 ・病院情報登録 ：右画面のみ B-2 へ移動

・病名登録 ：右画面のみ B-3 へ移動

・薬登録 ：右画面のみ B-4 へ移動

管理者メイン 病院情報一覧 新規作成 変更 削除

患者カード登録 病院名 診療科目 担当 電話番号

病院情報登録 1001 ○○クリニック 内科 栗原 0178-12-3456
病名登録 1001 ○○クリニック 外科 小玉 0178-12-3456
薬登録

患者一覧

終了

病院ID

① ② ③



・患者一覧 ：右画面のみ B-5 へ移動

・患者カード登録 ：右画面のみ B-6 へ移動

・トップ画面に戻る ：A-1 へ移動

画面

備考 ・①～⑤の項目は右窓のみ移動する

3.2.4. B-2-1 病院情報一覧

項番 B-2-1 機能名称 病院情報一覧

機能 ・病院情報を一覧できる

・ボタンにより各項目（新規登録、変更、削除）へ移動する

操作 ・新規作成 ：B-2-2 へ移動

・変更 ：B-2-3 へ移動

・削除 ：B-2-4 へ移動

管理者メイン

患者カード登録
病院情報登録
病名登録
薬登録

患者一覧

トップ画面に戻る

B-6へ

B-2へ

B-3へ

B-4へ

B-5へ

A-3へ



画面 ・B-1②（病院情報登録）より

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B-2-2 へ  B-2-3 へ  B-2-4 へ

備考 ・右窓に表示される

・小さい順

管理者メイン 病院情報一覧 新規作成 変更 削除

患者カード登録 病院名 診療科目 担当 電話番号

病院情報登録 1001 ○○クリニック 内科 栗原 0178-12-3456
病名登録 1001 ○○クリニック 外科 小玉 0178-12-3456
薬登録

患者一覧

終了

病院ID



3.2.5. B-2-2 病院情報登録

項番 B-2-2 機能名称 病院情報登録

機能 ・病院情報を登録する

操作 ①項目を入力し「確認」ボタンクリック

②項目を入力し「OK」ボタンクリック

③「OK」ボタンクリック：B-2-1 に移動（登録）

・各画面の「キャンセル」：B-2-1 に移動

・「戻る」：前画面へ移動

画面 ・B-2-1①（新規作成）より

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B-2-1 へ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（未登録）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・エラー表示

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B-2-1 へ 

　　　　　　　　　　　　　B-2-1 へ　

備考 ・病院 ID は 5 桁（半角数字）。自動で設定される。

・病院名は 20 文字（全角半角）、必須

・電話番号は 15 桁（半角数字）、必須

・医師名は 10 文字（全角半角）

・全て重複可

・診療科目名はデータベースにすでに設定されている。

病院情報登録

管理者メイン

病院ＩＤ 1001 病院名 ○○クリニック
患者カード登録 電話番号 0178-12-3456
病院情報登録
病名登録 医師名 栗原 内科
薬登録 小玉 外科

患者一覧 山口 皮膚科

川守田 産婦人科

小玉 整形外科

終了 戻る キャンセルok

②

病院情報登録

管理者メイン

病院名 ○○クリニック
患者カード登録 電話番号 01781-12-3456
病院情報登録
病名登録 医師名 栗原 診療科目 内科　　　　　　　　▽
薬登録 小玉 診療科目 外科　　　　　　　　▽

患者一覧 山口 診療科目 皮膚科　　　　　　　▽

川守田 診療科目 産婦人科 　　　　　▽

診療科目 内科　　　　　　　　▽

トップ画面に戻る 確認 キャンセル

①

完了しました
No.01001

OK

項目が記入されていません

戻る



3.2.6. B-2-3 病院情報変更

項番 B-2-3 機能名称 病院情報変更

機能 ・病院情報の変更を行う

操作 ①項目をチェックし「OK」ボタンクリック

② B-2-2①～③と同様

画面 ・B-2-1②（変更）より

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ボタンを選択

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B-2-1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B-2-2①～②と同様

・選択した項目の変更画面

　（前回書いたデータが明記されている）

備考 ・病院 ID は変更不可能

・病院名は 20 文字（全角半角）

・電話番号は 15 桁（半角数字）

・医師名は 10 文字（全角）

・診療科目名はデータベースにすでに設定されている。

・全て重複可

管理者メイン 病院情報変更 新規作成 変更 削除

患者カード登録 病院名 診療科目 医師名 電話番号 ▲

病院情報登録 1001 ○○クリニック 内科 栗原 0178-12-3456○ ■
病名登録 1001 ○○クリニック 外科 小玉 0178-12-3456◎
薬登録 1001 ○○クリニック 皮膚科 山口 ○

患者一覧 1001 ○○クリニック 産婦人科 川守田 ○
1001 ○○クリニック 整形外科 小玉 ○

○ ▼

トップ画面に戻る OK キャンセル

病院ID

②

①

病院情報登録

管理者メイン

病院ＩＤ 1001 病院名 ○○クリニック
患者カード登録 電話番号 01781-12-3456
病院情報登録
病名登録 医師名 栗原 診療科目 内科　　　　　　　　▽
薬登録 小玉 診療科目 外科　　　　　　　　▽

患者一覧 山口 診療科目 皮膚科　　　　　　　▽

川守田 診療科目 産婦人科 　　　　　▽

診療科目 内科　　　　　　　　▽

トップ画面に戻る 確認 キャンセル



3.2.7. B-2-4 病院情報削除

項番 B-2-4 機能名称 病院情報削除

機能 ・病院情報の削除の削除を行う

操作 ①削除したい項目をチェックする

②「OK」クリック

③「OK」クリック

④「OK」クリック B-2-1 へ移動（データ削除）

・B-2-4a の「キャンセル」:B-2-1 へ移動

・B-2-4b の「戻る」：B-2-4a へ移動

画面 ・B-2-1③（削除）より

・B-2-4a

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　選択

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B-2-1
・B-2-4b

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B-2-1 へ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  B-2-1 へ　

備考 ・選択個数は 1 個のみ

③選択した B-2-1 の内容が削除される

管理者メイン 病院情報削除 新規作成 変更 削除

患者カード登録 病院名 診療科目 医師名 電話番号 ▲

病院情報登録 1001 ○○クリニック 内科 栗原 0178-12-3456○ ■
病名登録 1001 ○○クリニック 外科 小玉 0178-12-3456◎
薬登録 1001 ○○クリニック 皮膚科 山口 ○

患者一覧 1001 ○○クリニック 産婦人科 川守田 ○
1001 ○○クリニック 整形外科 小玉 ○

○ ▼

トップ画面に戻る OK キャンセル

病院ID

②

③

①

管理者メイン 病院情報削除

以下の情報を削除します。よろしいですか
患者カード登録
病院情報登録 病院ＩＤ 1001 病院名 ○○クリニック
病名登録 電話番号 01781-12-3456
薬登録

患者一覧 診療科目名 外科 医師名 小玉

トップ画面に戻る 戻る ok キャンセル

削除しました

OK

④



3.2.8. B-3-1 病気情報一覧

項番 B-3-1 機能名称 病気情報一覧

機能 ・病気情報を一覧できる

・ボタンにより各項目（新規登録、変更、削除）へ移動する

操作 ・新規作成 ：B-3-2 へ移動

・変更 ：B-3-3 へ移動

・削除 ：B-3-4 へ移動

画面 ・B-1③（病名登録）より

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B-3-2 へ  B-3-3 へ  B-3-4 へ

備考 ・右窓に表示される

・小さい順

管理者メイン 病気一覧 新規作成 変更 削除

患者カード登録 病気コード 病気名

病院情報登録
病名登録
薬登録

患者一覧

トップ画面に戻る



3.2.9. B-3-2 病気情報登録

項番 B-3-2 機能名称 病気情報登録

機能 ・病気情報を登録する

操作 ①項目を入力し「OK」ボタンクリック

②「OK」ボタンクリック：B-3-1 に移動（登録）

・各画面の「キャンセル」：B-3-1 に移動

画面 ・B-3-1①（新規作成）より

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B-3-1 へ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（未登録）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・エラー表示 

　　　　　　　　　B-3-1 へ

備考 ・病気コードは 5 桁（半角数字）。自動で設定される。

・病気名は 20 文字（全角半角）

・病気名は必須

・重複可

①

管理者メイン 病気登録

患者カード登録
病院情報登録
病名登録 病気名 風邪
薬登録

患者一覧

トップ画面に戻る OK キャンセル

項目が記入されていません

戻る

②

完了しました
No.01001

OK



3.2.10. B-3-3 病気情報変更

項番 B-3-3 機能名称 病気情報変更

機能 ・病気情報の変更を行う

操作 ①項目をチェックし「OK」ボタンクリック

② B-2-2①と同様

画面 ・B-3-1②（変更）より

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ボ　選択

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B-3-1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B-3-2①と同様

・選択した項目の変更画面

　（前回書いたデータが明記されている）

備考 ・病気コードは 5 桁（半角数字）。自動で設定される。

・病気名は 20 文字（全角半角）

・病気名は必須

・重複可

②

①

管理者メイン 病気登録

患者カード登録
病院情報登録
病名登録 病気名 風邪
薬登録

患者一覧

トップ画面に戻る OK キャンセル

管理者メイン 病気一覧 新規作成 変更 削除

患者カード登録 病気コード 病気名 ▲

病院情報登録 ○ ■
病名登録 ◎
薬登録 ○

患者一覧 ○

○

○ ▼

トップ画面に戻る OK キャンセル



3.2.11. B-3-4 病気情報削除

項番 B-3-4 機能名称 病気情報削除

機能 ・病院情報の削除の削除を行う

操作 ①削除したい項目をチェックする

②「OK」クリック

③「OK」クリック

④「OK」クリック：B-3-1 へ移動（データ削除）

・B-3-4a の「キャンセル」:B-3-1 へ移動

・B-2-4b の「戻る」：B-3-4a へ移動

画面 ・B-3-1③（削除）より

・B-3-4a

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　選択

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B-3-1
・B-3-4b

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B-3-1 へ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       B-3-1 へ　

備考 ・選択個数は 1 個のみ

③選択した B-3-1 の内容が削除される

管理者メイン 病気削除

以下の情報を削除します。よろしいですか
患者カード登録

病院情報登録
病名登録 病気コード 1001 病気名 風邪
薬登録

患者一覧

トップ画面に戻る 戻る OK キャンセル

②

③

削除しました

OK

管理者メイン 病気一覧 新規作成 変更 削除

患者カード登録 病気コード 病気名 ▲

病院情報登録 ○ ■
病名登録 ◎
薬登録 ○

患者一覧 ○

○

○ ▼

トップ画面に戻る OK キャンセル

④

①



3.2.12. B-4-1 薬情報一覧

項番 B-4-1 機能名称 薬情報一覧

機能 ・薬情報を一覧できる

・ボタンにより各項目（新規登録、変更、削除）へ移動する

操作 ・新規作成 ：B-4-2 へ移動

・変更 ：B-4-3 へ移動

・削除 ：B-4-4 へ移動

画面 ・B-1③（薬登録）より

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B-4-2 へ  B-4-3 へ  B-4-4 へ

備考 ・右窓に表示される

・小さい順

管理者メイン 薬一覧 新規作成 変更 削除

患者カード登録 薬コード 薬名

病院情報登録
病名登録
薬登録
患者一覧

トップ画面に戻る



3.2.13. B-4-2 薬情報登録

項番 B-4-2 機能名称 薬情報登録

機能 ・薬情報を登録する

操作 ①項目を入力し「次へ」ボタンクリック

②「OK」ボタンクリック：B-3-1 に移動（登録）

・各画面の「キャンセル」：B-3-1 に移動

画面 ・B-4-1①（新規作成）より

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B-4-1 へ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（未登録）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・エラー表示 

　　　　　　　　　B-4-1 へ

備考 ・病気コードは 5 桁（半角数字）。自動で設定される。

・薬名は 20 文字（全角半角）

・薬名は必須

・重複可

①

項目が記入されていません

戻る

②

管理者メイン 薬登録

患者カード登録
病院情報登録
病名登録 薬名 パブロン
薬登録
患者一覧

トップ画面に戻る OK キャンセル

完了しました
No.01001

戻る



3.2.14. B-4-3 薬情報変更

項番 B-4-3 機能名称 薬情報変更

機能 ・薬情報の変更を行う

操作 ①項目をチェックし「OK」ボタンクリック

② B-4-2①と同様

画面 ・B-4-1②（変更）より

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ボ　選択

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B-4-1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B-4-2①と同様

・選択した項目の変更画面

　（前回書いたデータが明記されている）

備考 ・薬コードは 5 桁（半角数字）。自動で設定される。

・薬名は 20 文字（全角半角）

・薬名は必須

管理者メイン 薬一覧 新規作成 変更 削除

患者カード登録 病気コード 病気名 ▲

病院情報登録 ○ ■
病名登録 ◎
薬登録 ○

患者一覧 ○

○

○ ▼

トップ画面に戻る OK キャンセル

②

管理者メイン 薬登録

患者カード登録
病院情報登録
病名登録 薬名 バファリン
薬登録
患者一覧

トップ画面に戻る OK キャンセル

①



3.2.15. B-4-4 薬情報削除

項番 B-4-4 機能名称 薬情報削除

機能 ・薬情報の削除の削除を行う

操作 ①削除したい項目をチェックする

②「OK」クリック

③「OK」クリック

④「OK」クリック：B-3-1 へ移動（データ削除）

・B-4-4a の「キャンセル」:B-3-1 へ移動

・B-4-4b の「戻る」：B-3-4a へ移動

画面 ・B-4-1③（削除）より

・B-4-4a

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　選択

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B-4-1
・B-4-4b

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B-4-1 へ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       B-4-1 へ　

備考 ・選択個数は 1 個のみ

③選択した B-4-1 の内容が削除される

管理者メイン 薬削除

以下の情報を削除します。よろしいですか
患者カード登録

病院情報登録
病名登録 薬コード 1001 薬名 バファリン
薬登録
患者一覧

トップ画面に戻る 戻る OK キャンセル

削除しました

OK

②

③

④

①

管理者メイン 薬一覧 新規作成 変更 削除

患者カード登録 病気コード 病気名 ▲

病院情報登録 ○ ■
病名登録 ◎
薬登録 ○

患者一覧 ○

○

○ ▼

トップ画面に戻る OK キャンセル



3.2.16. B-5-1 患者報一覧

項番 B-5-1 機能名称 患者情報一覧

機能 ・患者情報を一覧できる

・ボタンにより各項目（新規登録、変更、削除）へ移動する

操作 変更 ：B-5-2 へ移動

削除 ：B-5-3 へ移動

画面 ・B-1⑤（患者一覧）より

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

             　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B-5-2 へ  B-5-3 へ  

備考 ・右窓に表示される

・小さい順

3.2.17. B-5-2 患者情報変更

項番 B-5-2 機能名称 患者情報変更

機能 ・患者情報の変更を行う

管理者メイン 患者一覧 変更 削除

患者カード登録 患者ＩＤ 患者名 性別 生年月日 血液型

病院情報登録 10001八工大　太郎 男
病名登録
薬登録

患者一覧

トップ画面に戻る

1980年5月30日 A型



操作 ①項目をチェックし「OK」ボタンクリック

② B-6①～③と同様

画面 ・B-5-1②（変更）より

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ボ　選択

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B-5-1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B-6 と同様

・選択した項目の変更画面

　

（前回書いたデータが明記されている）

備考 ・患者コードは 5 桁（半角数字）。自動で設定される。

・患者名は 10 文字（全角半角）

・性別はボタン（初期状態：男に設定）

・血液型は選択（初期状態：A型に設定）

・生年月日は年 4 桁、月：1～12、日は暦と同じ数値（うるう年含む）

・すべて必須

3.2.18. B-5-3 患者情報削除

項番 B-5-3 機能名称 患者情報削除

機能 ・患者情報の削除の削除を行う

管理者メイン 患者情報変更 変更 削除

患者カード登録 患者ＩＤ 患者名 性別 生年月日 血液型 ▲

病院情報登録 10001八工大　太郎 男 ○ ■
病名登録 ◎
薬登録 ○

患者一覧 ○

○

○ ▼

トップ画面に戻る OK キャンセル

1980年5月30日 A型

②

①

管理者メイン 患者カード登録

患者カード登録 患者ＩＤ 1001 患者名 八工大　太郎

病院情報登録

病名登録 性別 男 ◎ 女 ○ 血液型
薬登録

患者一覧 生年月日 1980年 5月 30日

トップ画面に戻る 確認 キャンセル

A型　　　　▽



操作 ①削除したい項目をチェックする

②「OK」クリック

③「OK」クリック

④「OK」クリック：B-5-1 へ移動（データ削除）

・B-3-4a の「キャンセル」:B-5-1 へ移動

・B-2-4b の「戻る」：B-5-3a へ移動

画面 ・B-5-1③（削除）より

・B-5-3a

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　選択

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B-5-1

・B-3-4b

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B-5-1 へ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       B-5-1 へ　

備考 ・選択個数は 1 個のみ

③選択した B-5-1 の内容が削除される

3.2.19. B-6 患者カード登録

項番 B-6 機能名称 患者カード登録

概要 ・患者カードの書き込み

管理者メイン 患者情報削除

以下の情報を削除します。よろしいですか
患者カード登録

病院情報登録 病院ＩＤ 1001 患者名 八工大　太郎
病名登録
薬登録 性別 男 血液型

患者一覧

生年月日

トップ画面に戻る 戻る ok キャンセル

A型

1980年5月30日

削除しました

OK

②

③

④

①
管理者メイン 患者情報変更 変更 削除

患者カード登録 患者ＩＤ 患者名 性別 生年月日 血液型 ▲

病院情報登録 10001八工大　太郎 男 ○ ■
病名登録 ◎
薬登録 ○

患者一覧 ○

○

○ ▼

トップ画面に戻る OK キャンセル

1980年5月30日 A型



・患者情報を登録する

操作 ①

項目を入力し「次へ」ボタンクリック

②「OK」ボタンクリック：B-3-1 に移動（登録）

・各画面の「キャンセル」：B-3-1 に移動

画面 ・B-1⑥（患者カード登録）より

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入項目が白くなる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・エラー表示 

　　　　　　　B-3-1 へ

備考 ・患者コードは 5 桁（半角数字）。自動で設定される。

・患者名は 10 文字（全角半角）

・性別はボタン（初期状態：男に設定）

・血液型は選択（初期状態：A型に設定）

・生年月日は年 4 桁、月：1～12、日は暦と同じ数値（うるう年含む）

・すべて必須

・重複可

項番 Ｃ－１ 機能名称 医者用メニュー項目

完了しました
No.01001

0k

カードが刺さっていません

OK

①

①

数値を正しく入力してください

OK

項目が記入されていません

戻る

管理者メイン 患者カード登録

患者カード登録 患者名 八工大　太郎

病院情報登録
病名登録 性別 男
薬登録

患者一覧 血液型

生年月日 1980年 5月 30日

トップ画面に戻る 確認 キャンセル

A型　　　　

管理者メイン 患者カード登録

患者カード登録 患者名 八工大　太郎

病院情報登録
病名登録 性別 男 ◎ 女 ○
薬登録

患者一覧 血液型

生年月日 1980年 5月 30日

トップ画面に戻る 確認 キャンセル

A型　　　　　　　　　▽



機能 ・医者用メニューの「治療記録一覧」、「治療記録登録」、「患者データ」を選択

することで、それぞれのメニューへ移行できる。

・「トップ画面に戻る」ボタンで、トップ画面に移行できる。

操作 ・カードが差し込まれていることを確認

・左画面メニューの「治療記録一覧」をクリック

・左画面メニューの「治療記録登録」をクリック

・左画面メニューの「患者データ」をクリック

・右画面の右上の「変更」をクリック

・右画面の右上の「削除」をクリック

・左画面メニューの「トップ画面に戻る」をクリック

画面

　　　　　「治療記録一覧」　　　　　　　「治療記録登録」　　　　　「患者データ」

　　　　　　　をクリック　　　　　　　　　　　をクリック　　　　　　　　　　　をクリック

　Ｃ－２へ　　　　　　　　　　　　Ｃ－３へ　　　　　　　　　　　Ｃ－４へ

　　　　　「変更」をクリック　　　　　　「削除」をクリック　　　　　「トップ画面に戻る」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をクリック

　Ｃ－２－１へ　　　　　　　　　Ｃ－２－２へ　　　　　　　　Ａ－１へ

動作条件 ・トップメニューから、「医師」を選択すると、はじめから「治療記録一覧」（Ｃ－２

画面）が表示されている。

治療記録一覧 変更 削除

治療記録登録

患者データ 治療日 病気名 病院名 担当医 区分

風邪 ○○クリニック 栗原 継続

花粉症 △△耳鼻科 小玉 初診

トップ画面に戻る

2007年5月10日

2007年4月21日



項番 Ｃ－２ 機能名称 治療記録一覧

機能 ・「治療記録登録」、「患者データ」の画面から、「治療記録一覧」をクリックすると

「治療記録一覧」を表示することができる。

・「トップ画面に戻る」をクリックすることでトップ画面に移行できる。

操作 ・カードが差し込まれていることを確認

①左画面の「治療記録一覧」をクリック

・「変更」ボタンをクリック

・削除ボタンをクリック

画面
　　　　　　　　　　　　　　　①左画面の「治療記録一覧」をクリック

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　「変更」をクリック　　　　　　　　　　　　「削除」をクリック

　　　　　　Ｃ－２－１へ　　　　　　　　　　　　　　Ｃ－２－２へ

動作条件 ・トップ画面から「医師」を選択した時点で、この画面は最初から表示。

・治療日の最新のものが一番上になるように（降順）「治療記録一覧」が表示。

治療記録一覧 変更 削除

治療記録登録

患者データ 治療日 病気名 病院名 担当医 区分

風邪 ○○クリニック 栗原 継続

花粉症 △△耳鼻科 小玉 初診

トップ画面に戻る

2007年5月10日

2007年4月21日



項番 Ｃ－２－１ 機能名称 治療記録の変更

機能 ・治療記録の変更を行うことができる。

・「トップ画面に戻る」ボタンで、トップ画面に移行できる。

操作 ・カードが差し込まれていることを確認

①右画面の右上の「変更」をクリック

②変更したい列の右端の「変更」ボタンを選択し「ＯＫ」をクリック

③変更したら「完了」ボタンをクリック

画面 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　         　　　　　　　　

　                                                 

　　　　　　　　　

　　　　　　　①「変更」をクリック

　　　　　　　　　　　　　　　　　 

キャンセルで

前画面へ　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　②右端のラジオボタンを選択

　　　　　　　　　　ＯＫをクリック

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　③「完了」をクリック

「治療記録一覧」へ（Ｃ－２）へ

治療記録一覧 治療記録変更 変更 削除

治療記録登録

患者データ 変更したい記録を１つだけ選択してください。

治療日 病気名 病院名 担当医 区分 ▲

風邪 ○○クリニック 栗原 継続 ◎

花粉症 △△耳鼻科 小玉 初診 ○

虫歯 ◇◇歯科 山口 完治 ○

虫歯 ◇◇歯科 山口 継続 ○

虫歯 ◇◇歯科 山口 継続 ○

虫歯 ◇◇歯科 山口 初診 ○ ▼

トップ画面に戻る

ＯＫ キャンセル

2007年5月10日

2007年4月21日

2007年3月2日

2007年2月29日

2007年2月20日

2007年2月16日

治療記録一覧 治療記録変更 変更 削除

治療記録登録

患者データ 治療日 病気名 病院名 担当医 区分

風邪 ○○クリニック 栗原 継続

花粉症 △△耳鼻科 小玉 初診

虫歯 ◇◇歯科 山口 完治

虫歯 ◇◇歯科 山口 継続

虫歯 ◇◇歯科 山口 継続

虫歯 ◇◇歯科 山口 初診

トップ画面に戻る

2007年5月10日

2007年4月21日

2007年3月2日

2007年2月29日

2007年2月20日

2007年2月16日

治療記録一覧 治療記録変更

治療記録登録

患者データ 治療日 2007 年 5 月 10日 区分 継続 ▽

病気名 風邪 ▽

処方薬 ﾊﾟﾌﾞﾛﾝ ▽

病院名 ○○クリニック ▽

診療科目 内科 ▽

トップ画面に戻る

担当医師 栗原 ▽ 完了



・エラー画面

　　　　　　　（１）

　　　　　　　（２）

　　　　　　　（３）

　＊戻るボタンで前画面へ

動作条件 ・ラジオボタンで選択できるのは１つだけ。

・治療記録削除の初期画面では、１番上のラジオボタンが選択されている。

・エラー画面の表示（「戻る」ボタンで前画面へ）

　　（１）治療日を半角数字で入力しなかった場合

　　（３）誤った日にちを入力した場合

　　（２）すべての項目を入力しなかった場合

項目が選択されていません

戻る

日にちが誤っています

正しく入力してください

戻る

数字は半角で入力してください

戻る



項番 Ｃ－２－２ 機能名称 治療記録の削除

機能 ・治療記録の削除を行うことができる。

・「トップ画面に戻る」ボタンで、トップ画面に移行できる。

操作 ・カードが差し込まれていることを確認

①右画面の右上の「削除」をクリック

②変更したい列の右端のラジオボタンを選択し、「ＯＫ」をクリック

③削除なら「はい」、キャンセルするなら「いいえ」をクリック

画面

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①右上の「削除」をクリック

キャンセルで

前画面へ

                                                       

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②右端のラジオボタンを選択　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＯＫをクリック

　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　③「はい」をクリック　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③「いいえ」をクリック 

治療記録一覧へ（Ｃ－２）　　　　　　　　　

　　　　　　　

動作条件 ・ラジオボタンで選択できるのは１つだけ。

・治療記録削除の初期画面では、１番上のラジオボタンが選択されている。

治療記録一覧 治療記録削除 変更 削除

治療記録登録

患者データ 治療日 病気名 病院名 担当医 区分

風邪 ○○クリニック 栗原 継続

花粉症 △△耳鼻科 小玉 初診

虫歯 ◇◇歯科 山口 完治

虫歯 ◇◇歯科 山口 継続

虫歯 ◇◇歯科 山口 継続

虫歯 ◇◇歯科 山口 初診

トップ画面に戻る

2007年5月10日

2007年4月21日

2007年3月2日

2007年2月29日

2007年2月20日

2007年2月16日

削除が完了しました

戻る

治療記録一覧 治療記録削除

治療記録登録

患者データ 治療日 2007年 5月 10日 区分 継続

病院名 ○○クリニック 病気名 風邪

診療科目 内科 処方薬 ﾊﾟﾌﾞﾛﾝ

担当医師 栗原

この治療記録を本当に削除しますか？

トップ画面に戻る

はい いいえ

治療記録一覧 治療記録削除 変更 削除

治療記録登録

患者データ 削除したい記録を１つだけ選択してください。

治療日 病気名 病院名 担当医 区分 ▲

風邪 ○○クリニック 栗原 継続 ◎

花粉症 △△耳鼻科 小玉 初診 ○

虫歯 ◇◇歯科 山口 完治 ○

虫歯 ◇◇歯科 山口 継続 ○

虫歯 ◇◇歯科 山口 継続 ○

虫歯 ◇◇歯科 山口 初診 ○ ▼

トップ画面に戻る

ＯＫ キャンセル

2007年5月10日

2007年4月21日

2007年3月2日

2007年2月29日

2007年2月20日

2007年2月16日



項番 Ｃ－３ 機能名称 治療記録登録

機能 ・患者個人の治療記録を医師が登録することができる。

操作 ・カードが差し込まれていることを確認

①「治療記録登録」をクリック。

②「治療日」を半角で入力。「治療日」以外の項目は、プルダウンを用いて選択。

③すべての項目が入力し終えたら、「完了」ボタンを選択。

④「登録が完了しました」という画面が表示されたら、登録完了。「戻る」ボタンで、

治療記録一覧の画面へ。

画面

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①「治療記録登録」をクリック

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②「治療日」を入力

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「治療日」以外の項目を選択

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③「完了」をクリック

治療記録一覧

治療記録登録

患者データ 治療日 病気名 病院名 担当医 区分

風邪 ○○クリニック 栗原 初診

トップ画面に戻る

2007年5月10日

治療記録一覧 治療記録登録 すべての項目を入力し、数値は半角で打ち込んでください

治療記録登録

患者データ 治療日 年 月 日 区分 選択してください ▽

病気名 選択してください ▽

処方薬 選択してください ▽

病院名 選択してください ▽

診療科目 選択してください ▽

トップ画面に戻る

担当医師 選択してください ▽ 完了

治療記録一覧 治療記録変更 すべての項目を入力し、数値は半角で打ち込んでください

治療記録登録

患者データ 治療日 2007年 5月 10日 区分 継続 ▽

病気名 風邪 ▽

処方薬 ﾊﾟﾌﾞﾛﾝ ▽

病院名 ○○クリニック ▽

診療科目 内科 ▽

トップ画面に戻る

担当医師 栗原 ▽ 完了



　　　　　　　　　　⑤「戻る」をクリック

治療記録一覧へ（Ｃ－２）　　　

・エラー画面　　　

　（１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　（２）　

　

　（３）

　　

＊戻るボタンで前画面へ

動作条件 ・治療記録登録の「治療日」の文字指定

　　すべて半角数字の入力

　　年：西暦で４桁まで　月：１～１２の２桁まで　日：１～３１の２桁まで

　　うるう年の判定あり

・④で「完了」をクリックした際のエラー（「戻る」ボタンで前画面へ）

　　（１）治療日を半角数字で入力しなかった場合

　　（２）誤った日にちを入力した場合

　　（３）すべての項目を入力しなかった場合

項目が選択されていません

戻る

登録が完了しました

戻る

数字は半角で入力してください

戻る

日にちが誤っています

正しく入力してください

戻る



項番 Ｃ－４ 機能名称 患者データ

機能 ・患者の個人情報を閲覧することができる。

・ここからは、新規作成などはできない。

・「トップ画面に戻る」でトップ画面に移行。

操作 ・カードが差し込まれていることを確認

①左画面から「患者データ」ボタンをクリック

画面

　　　　　　　　　　　　　　カードが差し込まれていることを確認　　　　

　①「患者データ」をクリック

動作条件

治療記録一覧 患者番号 1020304
治療記録登録

患者データ 患者名 八戸太郎

生年月日

性別 男

血液型 AB

トップ画面に戻る

1980年1月1日

治療記録一覧 変更 削除

治療記録登録

患者データ 治療日 病気名 病院名 担当医 区分

花粉症 △△耳鼻科 小玉 初診

風邪 ○○クリニック 栗原 継続

トップ画面に戻る

2007年4月21日

2007年5月10日



項番 D-1 機能名称 患者メイン

機能 各画面に移動する

操作 ①治療記憶一覧 ：右画面のみ B-2 へ移動

②処方記憶 ：右画面のみ B-3 へ移動

③病院情報 ：右画面のみ B-4 へ移動

④患者データ ：右画面のみ B-5 へ移動

⑤トップ画面に戻る ：A-1 へ移動

・カードが刺さっていること

画面

動作

条件

・①～⑤の項目は右窓のみ移動する

治療記憶一覧
処方記憶
病院情報
患者データ

トップ画面に戻る

D-2へ

D-3へ

D-4へ

D-5へ

A-3へ

①
②
③

⑥

④



項番 D-2 機能名称 治療記録一覧

機能 右画面に治療記憶一覧が表示される

操作 ・左画面の治療記録一覧をクリックすることで右画面に治療記録を表示

・カードが刺さっていること

画面

動作

条件

・治療記録では、治療日、病気名、担当医、区分が確認できる

・新規、変更、削除はできない

・またＡ－１の動作後の初期画面である

・表示は 20 件まで

・降順である

項番 D-3 機能名称 処方記録

機能 右画面に病院情報が表示される

操作 ・左画面の処方記録をクリックすることで右画面に処方記録を表示

・カードが刺さっていること

画面

動作

条件

・治療日、病気名、病院名、処方薬が確認できる

・新規、変更、削除はできない

・表示は 10 件まで

・降順である

処方記録

治療記録一覧 治療日 病気名 病院名 処方薬

処方記録 風邪 バファリン

病院情報

患者データ

トップ画面に戻る

00年01月01日 ○×病院

治療記録

治療記録一覧 治療日 病気名 病院名 診療科目 担当医 区分

処方記録 風邪 内科 栗原 初診

病院情報

患者データ

トップ画面に戻る

00年01月01日 ○×病院



項番 D-4 機能名称 病院情報

機能 右画面に病院情報が表示される

操作 ・左画面の病院情報をクリックすることで右画面に病院情報を表示

・カードが刺さっていること

画面 　

動作

条件

・新規、変更、削除はできない

・病院名、診療科目、担当医、電話番号が確認できる

・表示は 20 件まで

項番 D-5 機能名称 患者データ

機能 右画面に患者データが表示される

操作 ・左画面の患者データをクリックすることで右画面に患者データを表示

・カードが刺さっていること

画面

動作

条件

・新規、変更、削除はできない

・名前、生年月日、性別、血液型が確認できる。

治療記録一覧 患者番号 1020304
処方記録

病院情報 患者名 八戸太郎

患者データ

生年月日

性別 男

血液型 AB

トップ画面に戻る

1980年1月1日

病院情報

治療記録一覧

処方記録 病院名 診療科目 担当医 電話番号

病院情報 内科 栗原 0000-00-000-000
患者データ

トップ画面に戻る

○×病院



4．管理データ

・患者ＩＤのみ

5．制限事項

　病院の登録は 10 件まで

　医者の登録は 5 件まで

　


