
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

　

　

　

　して機能させることを特徴とする プログラム。
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患者への診療の実績を表わす診療実績情報を記憶する診療実績情報データベース、該診
療実績情報収集の条件を医薬品ごとに記述した条件情報ファイル、および該診療実績情報
の形式を医薬品ごとに記述した診療実績フォーマットを有し、通信回線に接続され該通信
回線を経由して送信されてきた診療実績情報を受信して前記診療実績情報データベースに
記録する医薬品情報処理装置との間で通信回線を介して接続された、患者の診療録を記憶
する診療録データベースおよび患者の検査結果を記憶する検査結果データベースを有する
コンピュータを、

ユーザ操作により医薬品の指定を受けて指定された医薬品を前記医薬品情報処理装置に
向けて通知する医薬品通知部と、

医薬品の通知を受けた前記医薬品情報処理装置から送信されてきた、通知を受けた医薬
品に関する条件情報ファイルを基に、前記診療録データベースを検索して、該条件情報フ
ァイルに記述された条件に合致した患者を抽出する患者抽出部と、

ユーザ操作により、前記患者抽出部により抽出された患者の中から診療実績情報作成対
象となる患者の指定を受けて、前記診療録データベースと前記検査結果データベースを参
照し、医薬品の通知を受けた前記医薬品情報処理装置から送信されてきた、通知を受けた
医薬品に関する診療実績フォーマットに従って、指定を受けた患者の診療実績情報を作成
して前記医薬品情報処理装置に送信する診療実績情報作成部と

診療実績情報作成



【請求項２】
　

　

　

　して機能させることを特徴とする医薬品情報処理プログラム。
【請求項３】
　

　

　

　して機能させることを特徴とする請求項２記載の医薬品情報処理プログラム。
【請求項４】
　

　

　

　

　
【請求項５】
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患者への診療実績を表わす診療実績情報を記憶する診療実績情報データベース、該診療
実績情報収集の条件を医薬品ごとに記述した条件情報ファイル、および該診療実績情報の
形式を医薬品ごとに記述した診療実績フォーマットを有し、患者の診療録を記憶する診療
録データベースおよび患者の検査結果を記憶する検査結果データベースを有する診療録記
録装置との間で通信回線を介して接続されたコンピュータを、

前記診療録記録装置からの、指定された医薬品の通知を受けて、通知を受けた医薬品に
関する条件情報ファイルと診療実績フォーマットを該診療録記録装置に伝達する条件／フ
ォーマット伝達部と、

前記条件／フォーマット送信部からの条件情報ファイルと診療実績フォーマットの送信
を受けた前記診療録記録装置で、前記診療録データベースと前記検査結果データベースを
参照し該診療実績フォーマットに従って作成されて送信されてきた、前記条件情報ファイ
ルに記述された条件に合致した患者の中から指定された診療実績情報作成対象となる患者
についての診療実績情報を前記診療実績情報データベースに記録する診療実績情報更新部
と、

前記コンピュータは、更に、評価ポイントの供与条件を医薬品ごとに設定したポイント
設定データベースおよび医療機関に対する付与ポイント数を医療機関ごとに記憶するポイ
ント実績データベースを有するコンピュータであって、前記医薬品情報処理プログラムは
、前記コンピュータを更に、

前記ポイント設定データベースを参照して、前記条件／フォーマット送信部からの条件
情報ファイルと診療実績フォーマットの送信を受けた前記診療録記録装置で作成されて送
信されてきた診療実績情報のポイントを算出するポイント算出部と、

前記ポイント算出部で算出されたポイントを、診療実績情報を送信してきた診療録記録
装置に対応する医療機関に対応づけて前記ポイント実績データベースに記録するポイント
情報更新部と

患者への診療の実績を表わす診療実績情報を記憶する診療実績情報データベース、該診
療実績情報収集の条件を医薬品ごとに記述した条件情報ファイル、および該診療実績情報
の形式を医薬品ごとに記述した診療実績フォーマットを有し、通信回線に接続され該通信
回線を経由して送信されてきた診療実績情報を受信して前記診療実績情報データベースに
記録する医薬品情報処理装置との間で通信回線を介して接続された、患者の診療録を記憶
する診療録データベースおよび患者の検査結果を記憶する検査結果データベースを有する
診療録記録装置内で実行される、

ユーザ操作により医薬品の指定を受けて指定された医薬品を前記医薬品情報処理装置に
向けて通知する医薬品通知ステップと、

医薬品の通知を受けた前記医薬品情報処理装置から送信されてきた、通知を受けた医薬
品に関する条件情報ファイルを基に、前記診療録データベースを検索して、該条件情報フ
ァイルに記述された条件に合致した患者を抽出する患者抽出ステップと、

ユーザ操作により、前記患者抽出部により抽出された患者の中から診療実績情報作成対
象となる患者の指定を受けて、前記診療録データベースと前記検査結果データベースを参
照し、医薬品の通知を受けた前記医薬品情報処理装置から送信されてきた、通知を受けた
医薬品に関する診療実績フォーマットに従って、指定を受けた患者の診療実績情報を作成
して前記医薬品情報処理装置に送信する診療実績情報作成ステップと

を有することを特徴とする診療実績情報作成方法。

互いに通信回線を介して接続された、患者の診療録を記憶する診療録データベースおよ
び患者の検査結果を記憶する検査結果データベースを有する診療録記録装置と、患者への



　
　

　

　

　
　

　

を有することを特徴とする医薬品情報シ
ステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、診療録記録装置に医薬品情報を提供する医薬品情報処理装置、医薬品情報処理
装置に診療実績情報を提供する診療録記録装置、医薬品情報処理装置と診療録記録装置と
からなる医薬品情報提供システム、医薬品情報処理プログラム、および診療録記録プログ
ラムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
最近、医師が作成した診療録を電子的に記録する診療録記録装置を採用した医療機関が増
加しつつある。この診療録には患者の治療に使用した医薬品の治療効果や副作用などの診
療実績情報が記録されており、この診療実績情報は、新薬開発を行う製薬会社や医薬品販
売会社などの担当者にとって極めて重要な情報源となっている。
【０００３】
そこで、医療機関で使用された新薬等の治療効果や副作用情報などの診療実績情報を収集
するために、製薬会社や医薬品販売会社など、医薬品供給者側のＭＲ（Ｍｅｄｉｃａｌ　
Ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅｓ：医療情報担当者）は直接医療機関を訪問し、医師に面
会して使用成績調査票と呼ばれる文書に診療実績を記入して貰うことにより医薬品に関す
る診療実績情報の収集を行っている。
【０００４】
一方、医療機関側では、開発されたばかりの新薬についての情報を迅速に入手することを
望んでおり、その情報入手のルートの一つとして、医療機関を訪問した医薬品供給者側の
ＭＲが直接医師に面会した際に新薬等の効能や副作用、相互作用等に関する医薬品情報を
入手するというルートがあり、これが医師にとって貴重な情報入手ルートとなっている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、医薬品供給者が上記のようなルートで新薬の開発に必要な診療実績情報を収集す
るには、医師への直接説明に伴う時間的制約により、ＭＲには訪問調整における多大の労
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診療の実績を表わす診療実績情報を記憶する診療実績情報データベース、該診療実績情報
収集の条件を医薬品ごとに記述した条件情報ファイル、および該診療実績情報の形式を医
薬品ごとに記述した診療実績フォーマットを有する医薬品情報処理装置とを備え、

前記診療録記録装置が、
ユーザ操作により医薬品の指定を受けて指定された医薬品を前記医薬品情報処理装置に

向けて通知する医薬品通知部と、
医薬品の通知を受けた前記医薬品情報処理装置から送信されてきた、通知を受けた医薬

品に関する条件情報ファイルを基に、前記診療録データベースを検索して、該条件情報フ
ァイルに記述された条件に合致した患者を抽出する患者抽出部と、

ユーザ操作により、前記患者抽出部により抽出された患者の中から診療実績情報作成対
象となる患者の指定を受けて、前記診療録データベースと前記検査結果データベースを参
照し、医薬品の通知を受けた前記医薬品情報処理装置から送信されてきた、通知を受けた
医薬品に関する診療実績フォーマットに従って、指定を受けた患者の診療実績情報を作成
して前記医薬品情報処理装置に送信する診療実績情報作成部とを有し、

前記医薬品情報処理装置が、
前記診療録記録装置からの医薬品の通知を受けて、通知を受けた医薬品に関する条件情

報ファイルと診療実績フォーマットを該診療録記録装置に伝達する条件／フォーマット伝
達部と、

前記条件／フォーマット送信部からの条件情報ファイルと診療実績フォーマットの送信
を受けた前記診療録記録装置で作成されて送信されてきた診療実績情報を前記診療実績情
報データベースに記録する診療実績情報更新部と



力を要し、医薬品供給者には多額の人的費用が発生するという問題がある。
【０００６】
また、医療機関の医師が診療実績情報を作成するにあたっては、治療に使用した医薬品に
関する診療録を検索して診療実績情報を収集しなければならず膨大な作業負担が発生する
等の問題がある。
【０００７】
また、医療機関の医師が新薬についての情報を入手するにも、現状では上記のＭＲからの
ルートに依存する以外に効率のよい情報入手ルートがなく、最新の医薬品情報を迅速に入
手することは困難である。
【０００８】
本発明は、上記事情に鑑み、医薬品供給者による診療実績情報の収集に好適な医薬品情報
処理装置、医療機関による医薬品情報の入手に好適な診療録記録装置、医薬品情報提供シ
ステム、医薬品情報処理プログラム、および診療録記録プログラムを提供することを目的
とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成する本発明の医薬品情報処理装置は、
医療機関側に設置され医療担当者によって作成された診療録を記録する診療録記録装置と
の間で通信回線によって接続され、上記診療録記録装置に記録された診療録のうちその診
療録記録装置が設置された医療機関で使用している医薬品に関する診療実績情報の提供を
受け、提供を受けた診療実績情報に関する処理を行う診療実績情報処理部と、上記医療機
関から提供された診療実績情報に応じてその医療機関に評価ポイントを供与する評価ポイ
ント供与部とを備えたことを特徴とする。
【００１０】
ここで、上記診療録記録装置は、その診療録記録装置が設置されている医療機関に期限付
きで使用権が与えられているものであって、上記医薬品情報処理装置は、上記診療録記録
装置が設置されている医療機関によるその診療録記録装置の使用権の期限を管理する使用
権期限管理部を備え、その使用権期限管理部が、上記評価ポイント供与部によって上記医
療機関に供与された評価ポイントの累積値に応じて上記使用権の期限を延長するものであ
ることが好ましい。
【００１１】
また、上記医薬品情報処理装置が、医療機関ごとの診療録記録装置の使用権の期限を記録
する使用権記録データベースを備え、上記使用権期限管理部が、上記使用権の期限を延長
するに際し、上記使用権記録データベースに記録された期限を自動的に更新するものであ
ることも好ましい態様である。
【００１２】
さらに、上記医薬品情報処理装置が、予め医薬品毎に評価ポイントの供与条件を設定した
ポイント設定データベースと、そのポイント設定データベースに格納された評価ポイント
の供与条件、および医療機関から提供された診療実績情報の提供条件に基づいて評価ポイ
ントを算出するポイント算出部とを備えたものであることも好ましい態様の一つである。
【００１３】
上記目的を達成する本発明の診療録記録装置は、
医薬品供給者側に設置され医薬品に関する医薬品情報を医療機関に提供する医薬品情報処
理装置と通信回線によって接続された、医療機関側に設置され医療担当者によって作成さ
れた診療録を所定の診療録データベースに記録する診療録記録装置において、上記医薬品
情報処理装置から新薬に関する医薬品情報を自動的に取得し画面上に表示する医薬品情報
取得表示部を備えたことを特徴とする。
【００１４】
ここで、上記医薬品情報取得表示部が、上記医療機関が使用している医薬品および最近購
入した医薬品についての医薬品情報を取得し表示するものであることが好ましい。
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【００１５】
また、上記医薬品情報取得表示部は、上記医療機関においてすでに使用実績のある新薬に
関する医薬品情報以外の医薬品情報を取得し表示するものであることも好ましい態様であ
る。
【００１６】
さらに、前記評価ポイント供与部により医療機関に供与された評価ポイントを参照する評
価ポイント参照部を有するものであることも好ましい態様の一つである。
【００１７】
また、上記目的を達成する本発明の医薬品情報提供システムは、
医療機関側に設置され医療担当者によって作成された診療録を所定の診療録データベース
に記録するとともに、上記診療録データベースに記録された診療録のうちその医療機関で
使用している医薬品に関する診療実績情報を医薬品供給者に提供する診療録記録装置と、
医薬品供給者側に設置され通信回線によって上記診療録記録装置と接続された、上記診療
録記録装置から提供された診療実績情報に応じてその医療機関に評価ポイントを供与する
評価ポイント供与部を備えた医薬品情報処理装置とを有することを特徴とする。
【００１８】
ここで、上記診療録記録装置が、上記医薬品情報処理装置から新薬に関する医薬品情報を
自動的に取得し画面上に表示する医薬品情報取得表示部を備え、上記評価ポイント供与部
は、上記医薬品情報取得表示部が、上記医薬品情報処理装置から新薬に関する医薬品情報
を取得し表示するごとに、上記医療機関に評価ポイントを供与するものであることが好ま
しい。
【００１９】
また、上記診療録記録装置が、上記診療録データベースに記録するための、上記診療実績
情報を含む診療録を入力する診療録入力部を備え、上記診療録入力部による診療実績情報
の入力に際し、上記医薬品情報処理装置から提供された医薬品情報を画面上に表示すると
ともにその表示された医薬品情報の中から入力すべき医薬品名を選択する医薬品情報選択
部を有し、かつ上記医薬品情報選択部が、画面上に表示された医薬品が上記評価ポイント
供与部によるポイント供与の対象となる医薬品であるか否かを表示するものであることも
好ましい態様である。
【００２０】
また、上記医薬品情報処理装置が、医薬品供給者が要求する診療実績情報についての条件
を記述した条件情報を上記診療録記録装置に伝達する条件情報伝達部を有し、かつ上記診
療録記録装置が、上記条件情報伝達部により伝達されてきた条件情報に基づき診療実績情
報の対象となる患者を上記診療録データベースの中から抽出し抽出された対象患者につい
ての情報を画面上に表示する対象患者抽出表示部を有することも好ましい態様の一つであ
る。
【００２１】
さらに、上記医薬品情報処理装置が、上記診療録記録装置で作成すべき診療実績情報の書
式をその診療録記録装置に伝達する診療実績書式伝達部を有し、かつ上記診療録記録装置
が、上記診療実績書式伝達部から伝達されてきた診療実績情報の書式を上記診療録データ
ベースの書式に変換する書式変換対応データベースを有するものであり、上記診療実績書
式伝達部から伝達されてきた診療実績情報の書式と、上記書式変換対応データベースとに
基づいて、上記診療録データベースに記録された診療録を編集して診療実績情報を生成す
る診療実績情報生成部を有することも好ましい態様の一つである。
【００２２】
また、上記目的を達成する本発明の医薬品情報処理プログラムは、
医療機関側に設置され医療担当者によって作成された診療録を記録する診療録記録装置と
の間で通信回線によって接続されたコンピュータにより実行され、そのコンピュータを、
上記診療録記録装置に記録された診療録のうちその診療録記録装置が設置された医療機関
で使用している医薬品に関する診療実績情報の提供を受け、提供を受けた診療実績情報に
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関する処理を行う診療実績情報処理部と、上記医療機関から提供された診療実績情報に応
じて該医療機関に評価ポイントを供与する評価ポイント供与部とを備えた医薬品情報処理
装置として動作させることを特徴とする。
【００２３】
また、上記目的を達成する本発明の診療録記録プログラムは、
医薬品供給者側に設置され医薬品に関する医薬品情報を医療機関に提供する医薬品情報処
理装置と通信回線によって接続されたコンピュータにより実行され、そのコンピュータを
、医療機関側に設置され医療担当者によって作成された診療録を所定の診療録データベー
スに記録する診療録記録装置として動作させる診療録記録プログラムにおいて、上記医薬
品情報処理装置から新薬に関する医薬品情報を自動的に取得し画面上に表示する医薬品情
報取得表示部を有することを特徴とする。
【００２４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態について説明する。
【００２５】
図１は、本発明の一実施形態の医薬品情報提供システムを運用するためのコンピュータシ
ステムの一部分を示す図である。
【００２６】
ここには、５台のコンピュータシステム１００，２００，３００，４００，５００が示さ
れており、このうち、例えば、２台のコンピュータシステム１００，２００が、本発明の
医療情報処理装置として構成され、３台のコンピュータシステム３００，４００，５００
が、本発明の診療録記録装置として構成される。
【００２７】
これらの各コンピュータシステム１００，２００，３００，４００，５００は、通信回線
６００を介して互いに接続されている。この通信回線は、ＷＷＷ（インターネット）のよ
うな外部ネットワークでも、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　ＡｒｅａＮｅｔｗｏｒｋ）でも、ある
いはＷＡＮ（Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）でもよい。
【００２８】
各コンピュータシステム１００，２００，３００，４００，５００は、ＣＰＵ（中央処理
装置）、ＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ）、ハードディスク、通信用ボード等が内蔵さ
れた本体部１０１，２０１，３０１，４０１，５０１、本体部１０１，２０１，３０１，
４０１，５０１からの指示により表示画面１０２ａ，２０２ａ，３０２ａ，４０２ａ，５
０２ａ上に画像や文字列を表示する表示部１０２，２０２，３０２，４０２，５０２、コ
ンピュータシステム１００，２００，３００，４００，５００に利用者の指示を入力する
ためのキーボード１０３，２０３，３０３，４０３，５０３、表示画面１０２ａ，２０２
ａ，３０２ａ，４０２ａ，５０２ａ上の任意の位置を指定することにより、その指定時に
その位置に表示されていたアイコン等に応じた指示を入力するマウス１０４，２０４，３
０４，４０４，５０４を備えている。
【００２９】
本体部１０１，２０１，３０１，４０１，５０１は、さらに外観上、ＦＤ（フロッピィデ
ィスク：図示せず）、ＭＯ（光磁気ディスク）７００が装填されるＦＤ装填口１０１ａ，
２０１ａ，３０１ａ，４０１ａ，５０１ａ、ＭＯ装填口１０１ｂ，２０１ｂ、３０１ｂ，
４０１ｂ，５０１ｂを有しており、それらの内部には、それらの装填口から装填されたフ
ロッピィディスクやＭＯ７００をドライブしてアクセスするフロッピィディスクドライバ
およびＭＯドライバも内蔵されている。
【００３０】
以下の説明では、代表としてコンピュータシステム１００についてのみ説明する。
【００３１】
図２は、図１に示す外観を有するコンピュータシステムのハードウェア構成図である。
【００３２】
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このハードウェア構成図には、ＣＰＵ１１１、ＲＡＭ１１２、ハードディスクコントロー
ラ１１３、フロッピィディスクドライバ１１４、ＭＯドライバ１１５、マウスコントロー
ラ１１６、キーボードコントローラ１１７、ディスプレイコントローラ１１８、および通
信用ボード１１９が示されており、それらはバス１１０で相互に接続されている。
【００３３】
フロッピィディスクドライバ１１４、ＭＯドライバ１１５は、図１を参照して説明したよ
うに、それぞれフロッピィディスク７１０、ＭＯ７００が装填され、装填されたフロッピ
ィディスク７１０およびＭＯ７００をアクセスするものである。
【００３４】
通信用ボード１１９は通信回線６００に接続される。
【００３５】
また、図２には、ハードディスクコントローラ１１３によりアクセスされるハードディス
ク１２０、マウスコントローラ１１６により制御されるマウス１０４、キーボードコント
ローラ１１７により制御されるキーボード１０３、およびディスプレイコントローラ１１
８により制御されるＣＲＴディスプレイ１０２も示されている。
【００３６】
以上説明したコンピュータシステム上に本発明の医薬品情報処理装置、診療録記録装置、
および医薬品情報提供システムが構築され運用される。
【００３７】
図３は、本発明の医薬品情報処理装置、診療録記録装置、および医薬品情報提供システム
の一実施形態の概略構成図である。
【００３８】
先ず、図３を参照しながら、本実施形態の医薬品情報処理装置１０について説明する。
【００３９】
本実施形態の医薬品情報処理装置１０は、医療機関側に設置され医療担当者によって作成
された診療録を記録する診療録記録装置３０との間で通信回線５０によって接続され、診
療録記録装置３０に記録された診療録のうち診療録記録装置３０が設置された医療機関で
使用している医薬品に関する診療実績情報の提供を受け、提供を受けた診療実績情報に関
する処理を行う診療実績情報更新部１７およびポイント算出部１４と、医療機関から提供
された診療実績情報に応じてその医療機関に評価ポイントを供与するポイント情報更新部
１９とを備えている。
【００４０】
医薬品供給者側の医薬品情報処理装置１０および医療機関側の診療録記録装置３０には、
それぞれ通信部１６および通信部３８が備えられており、医薬品供給者側の通信部１６お
よび医療機関側の通信部３８は通信回線５０によって接続され、相互に情報を送受信する
ことができるようになっている。
【００４１】
なお、本実施形態における診療実績情報更新部１７およびポイント算出部１４は、本発明
にいう診療実績情報処理部に相当するものであり、また、本実施形態におけるポイント情
報更新部１９は、本発明にいう評価ポイント供与部に相当するものである。
【００４２】
なお、本発明にいう医薬品供給者とは、本実施形態における製薬会社のほかに医薬品販売
会社など医療機関に対して医薬品を供給する者すべてを含むものである。
【００４３】
上記の診療実績情報は、図３に示すように、医療機関側における医師の操作に基づき診療
実績情報生成部３６によって、診療録記録装置３０内の診療録データベース３１に記録さ
れた診療録、および検査結果データベース４５に記録された医療機関内や外注検査センタ
での検査結果を基に作成され、診療実績情報送信部３７により医療機関側の通信部３８、
通信回線５０、および製薬会社側の通信部１６を経由して診療実績情報更新部１７に送信
される。
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【００４４】
診療実績情報更新部１７は、医療機関から送信されてきた診療実績情報により診療実績デ
ータベース１８を更新すると共に、受信した診療実績情報をポイント算出部１４に伝達す
る。
【００４５】
ポイント算出部１４は、医療機関から診療実績情報更新部１７を経由して伝達された診療
実績情報に基づき、ポイント設定データベース１３に設定されている各医薬品毎の評価ポ
イントの供与条件などのポイント設定情報を参照して評価ポイントを算出する。ポイント
算出部１４により評価ポイントが算出された場合には、ポイント情報更新部１９にポイン
ト情報を伝達する。
【００４６】
図４は、本実施形態におけるポイント設定データベースのファイル構造を示す図である。
【００４７】
図４に示すように、このポイント設定データベースには、ポイント加算対象の医薬品コー
ド、ポイントモード、すなわち、ポイントを提供するモードが先着性のモードか期間性の
モードか、ポイントモードが先着性の場合は先着件数、ポイントモードが期間性の場合は
提供期間、および提供するポイント数などが格納されている。
【００４８】
ポイント情報更新部１９は、ポイント算出部１４から伝達されたポイント情報を、製薬会
社側のポイント実績データベース２０に記録すると共に、そのポイント情報を製薬会社側
の通信部１６、通信回線５０、および医療機関側の通信部３８を介して医療機関側のポイ
ント情報更新部３９に伝達する。
【００４９】
医療機関側のポイント情報更新部３９は、製薬会社側のポイント情報更新部１９から伝達
されてきたポイント情報をポイント実績データベース４０に記録する。ポイント実績デー
タベース４０は、製薬会社側のポイント実績データベース２０との整合性確保のために、
その医療機関で取得したポイント情報を記録しておくためのデータベースである。
【００５０】
図５は、製薬会社側のポイント実績データベースのファイル構造を示す図である。
【００５１】
表に示すように、製薬会社側のポイント実績データベースには、医療機関コード、医師情
報、ポイントを取得した日、ポイント取得対象医薬品コード、取得ポイント数、および医
療機関側のポイント実績データベースに反映済か否かを表す送信完了フラグが記録されて
いる。
【００５２】
図６は、医療機関側のポイント実績データベースのファイル構造を示す図である。
【００５３】
図６に示すように、医療機関側のポイント実績データベースには、医師情報、ポイント取
得日、ポイント取得対象医薬品コード、および取得ポイント数が記録されている。
【００５４】
ポイント情報がポイント実績データベース４０に正常に記録された場合は、通信回線５０
経由で製薬会社側のポイント情報更新部１９にその旨が通知される。もし、そのポイント
情報が正常に医療機関側のポイント実績データベース４０に更新されなかった場合は、医
療機関側のポイント情報更新部３９から、通信回線５０経由で製薬会社側のポイント情報
更新部１９にその旨が通知され、ポイント実績データベース２０に、医療機関側には未送
信のポイント情報がある旨の情報が記録される。製薬会社側のポイント実績データベース
２０に未送信のポイント情報がある場合には、定期的に医療機関側に更新情報の送信を行
い、正常に更新された場合には、ポイント実績データベース２０内の未送信情報をクリア
する。
【００５５】
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図７は、本実施形態における診療実績データベース１８のファイル構造を示す図である。
【００５６】
図７に示すように、この診療実績データベースには、医薬品コード、医療機関コード、診
療実績情報を提供した医師を識別する情報、投与対象となった患者の基本情報及び既往症
等の情報、対象医薬品の投薬状況、患者の経過状況、同時に併用した医薬品の情報、副作
用等の有害事象情報、同時に併用した医薬品の情報、診療実績情報が登録された日時など
の診療実績情報が記録されている。
【００５７】
次に、医療機関側における診療実績情報の作成から、製薬会社側に診療実績情報が収集さ
れるまでの処理の流れについてフローチャートを参照しながら説明する。
【００５８】
図８、図９、および図１０は、診療実績情報の作成から、医薬品情報処理装置に診療実績
情報が収集されるまでの処理の流れを示すフローチャートである。
【００５９】
医療機関側の診療記録装置１０に備えられた医薬品情報取得表示部３２（図３参照）は、
図８に示すように、医薬品ごとに提供ポイント数が記述された診療実績情報提供ポイント
一覧を通信回線５０経由で製薬会社側から取得する（ステップＳ０１）。
【００６０】
次に、医師が上記の医薬品の中から所望の医薬品を選択すると製薬会社から、図８に示す
ように、「年齢１５歳以上で、投薬期間４週間以上」というような診療実績情報の条件情
報ファイルが取得される（ステップＳ０２）。
【００６１】
次に、取得した条件情報ファイルに設定された条件を元に、診療録データベース３１（図
３参照）を検索する（ステップＳ０３）。
【００６２】
次に、上記の条件に該当する患者は存在するか否かが判定される（ステップＳ０４）。判
定の結果、該当する患者が存在しなければ処理を終了する（ステップＳ０５）。判定の結
果、該当する患者が存在する場合は、図８に示すような対象患者一覧を画面上に表示する
（ステップＳ０６）。
【００６３】
なお、ステップＳ０５において処理を終了させずに先頭に戻り、ステップＳ０１以降の処
理を繰り返すように構成してもよい。
【００６４】
次に、対象患者一覧の中から患者を選択すると製薬会社から、図８に示すような該当医薬
品の診療実績フォーマット（書式）が伝達される。図８に示す診療実績フォーマットは、
データ定義部分とスタイル定義部分とからなり、ＸＭＬ言語（Ｅｘｔｅｎｓｉｂｌｅ　Ｍ
ａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）で記述されている（ステップＳ０７）。なお、条件情報
ファイル取得の際に診療実績フォーマットも同時に取得するように構成してもよい。
【００６５】
次に、診療録記録装置側の書式変換対応データベース３５（図３参照）を用い、製薬会社
側から取得した診療実績書式情報を解析する（ステップＳ０８）。
【００６６】
図１１は、本実施形態の書式変換対応データベースのファイル構造を示す図である。
【００６７】
図１１に示すように、この書式変換対応データベースには、要素名、テーブル名、および
フィールド名が記録されている。
【００６８】
次に、図９に示すように、解析済みの診療実績書式情報を元に診療録データベースおよび
検査結果データベースからデータを取得し、図９に示すように、医薬品Ｃについて、医師
佐藤太郎により作成された患者斉藤次郎に対する使用成績調査票が画面上に表示される（
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ステップＳ０９）。なお、図示の画面から診療録の参照が行えるように構成してもよい。
【００６９】
図１２は、本実施形態における検査結果データベースのファイル構造を示す図である。
【００７０】
図１２に示すように、この検査結果データベースには、患者情報、検査日時、検査項目、
検査結果の結果値、および検査項目の基準値が記録されている。
【００７１】
次に、図９に示す画面右下にある「送信ボタン」を押下すると、作成された診療実績情報
が製薬会社側に送信される。また、この際送信した内容を自動的に診療録記録装置側に保
存するようにしてもよい（ステップＳ１０）。
【００７２】
次に、製薬会社側では、送信された診療実績情報が条件に適合しているか否かを判定する
（ステップＳ１１）。判定の結果、条件に適合していない場合は、その旨を医療機関に通
知し（ステップＳ１２）、処理を終了する（ステップＳ１３）。判定の結果、条件に適合
している場合は、製薬会社側の診療実績情報更新部１７（図３参照）では送信されてきた
診療実績情報を診療実績データベース１８（図３参照）に記録する（ステップＳ１４）。
また、診療実績情報更新部１７（図３参照）は受信した内容をポイント算出部１４（図３
参照）へも伝達し、ポイント算出部１４ではポイント設定データベース１３（図９：ポイ
ント設定ＤＢ例参照）を元に、現在送られてきた診療実績情報のポイントを計算する（ス
テップＳ１５）。この例では、医薬品Ｃの患者斉藤次郎への投薬に対しポイント２５００
が算出される。
【００７３】
次に、ポイント数が正であるか否かを判定し（ステップＳ１６）、判定の結果、ポイント
数が正でない場合は、処理を終了する（ステップＳ１７）。判定の結果、ポイント数が正
である場合は、算出されたポイント数等の情報をポイント情報更新部１９（図３参照）へ
伝達する（ステップＳ１８）。
【００７４】
ポイント情報更新部１９では医療機関情報やポイント数等をポイント実績データベース２
０（図３参照）へ記録する。こうして、製薬会社側のポイント実績データベース２０には
、図９に示すようなポイント実績情報が記録される（ステップＳ１９）。
【００７５】
なお、このポイント算出の際に、医薬品の購入量等に応じて、優待医療機関等の設定がで
きるようにしておき、評価ポイントにサービスポイントを加算するなどの仕組みを組み込
んだ構成としてもよい。
【００７６】
次に、図１０に示すように、ポイント情報更新部１９では同情報を医療機関側のポイント
情報更新部３９へ伝達する（ステップＳ２０）。
【００７７】
次に、医療機関側のポイント情報更新部３９では、受信した内容を図１０に示す医療機関
側のポイント実績ＤＢ例のように、医師佐藤太郎のポイント実績２５００が、ポイント実
績データベース４０に記録される（ステップＳ２１）。
【００７８】
ポイント情報更新部３９は、正常に更新できた場合は製薬会社側のポイント情報更新部１
９へ通知する（ステップＳ２２）。
【００７９】
製薬会社のポイント情報更新部１９において（ステップＳ２３）、正常に更新できた旨を
医療機関側から受信した場合は、製薬会社側のポイント実績データベース２０の送信完了
フラグを“１”にして（ステップＳ２４）処理を終了する。一方、製薬会社のポイント情
報更新部１９において（ステップＳ２３）、タイムオーバまたは更新エラー通知を医療機
関側から受信した場合は、製薬会社側のポイント実績データベース２０の送信完了フラグ
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を“０”にして（ステップＳ２５）処理を終了する。
【００８０】
次に、製薬会社側のポイント実績データベースと医療機関側のポイント実績データベース
との整合性を確保するための処理について説明する。
【００８１】
図１３は、製薬会社側のポイント実績データベースと医療機関側のポイント実績データベ
ースとの整合処理のフローチャートである。
【００８２】
図１３に示すように、先ず、製薬会社側のポイント実績データベース２０に送信完了フラ
グ＝“０”のデータがあるか否かを判定し（ステップＳ３１）、判定の結果、送信完了フ
ラグ＝“０”のデータがない場合は処理を終了する（ステップＳ３７）。ステップＳ３１
における判定の結果、送信完了フラグ＝“０”のデータがある場合は、送信完了フラグ＝
“０”のデータを医療機関側のポイント情報更新部３９（図３参照）へ送信する（ステッ
プＳ３２）。医療機関側のポイント情報更新部３９では受信した内容をポイント実績デー
タベース４０に記録する（ステップＳ３３）。
【００８３】
ポイント実績データベース４０に正常に更新できた場合は、製薬会社側のポイント情報更
新部１９（図３参照）へその旨を通知する（ステップＳ３４）。
【００８４】
製薬会社側のポイント情報更新部１９において（ステップＳ３４）、正常に更新できた旨
を医療機関側から受信した場合は、製薬会社側のポイント実績データベース２０の送信完
了フラグを“１”にし（ステップＳ３５）、先頭に戻りステップＳ３１以降の処理を繰り
返す。一方、製薬会社のポイント情報更新部１９において（ステップＳ３４）、タイムオ
ーバまたは更新エラー通知を医療機関側から受信した場合は、製薬会社側のポイント実績
データベース２０の送信完了フラグを“０”にして（ステップＳ３６）から先頭に戻りス
テップＳ３１以降の処理を繰り返す。
【００８５】
なお、上記の処理は設定ファイル等により設定された間隔で自動的に実行されるようにな
っている。
【００８６】
次に、診療録記録装置の使用権の期限延長処理について説明する。
【００８７】
本実施形態の診療録記録装置３０は、その診療録記録装置の設置されている医療機関に期
限付きで使用権が与えられているものであり、医薬品情報処理装置１０は、診療録記録装
置３０が設置されている医療機関による診療録記録装置３０の使用権の期限を管理する使
用権期限管理部２２を備え、使用権期限管理部２２が、ポイント情報更新部１９（評価ポ
イント供与部）によって医療機関に供与された評価ポイントの累積値に応じて上記使用権
の期限を延長するように構成されている。
【００８８】
また、本実施形態の医薬品情報処理装置１０は、医療機関ごとの診療録記録装置３０の使
用権の期限を記録する使用権記録データベース２３を備え、使用権期限管理部２２が、使
用権の期限を延長するに際し、使用権記録データベース２３に記録された期限を自動的に
更新するように構成されている。
【００８９】
図１４は、評価ポイントにより診療録記録装置の使用期限が延長されるようにした場合の
プロセスを示すフローチャートである。
【００９０】
図１４に示すように、診療録記録装置が起動される（ステップＳ６１）と、本日の日付が
使用期限以内であるか否かが判定される（ステップＳ６２）。
【００９１】
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この診療録記録装置の使用期限は次式により定義される。
【００９２】
使用期限＝ベンダから購入した使用期限＋診療実績情報提供ポイントによる延長期間
ここで、「診療実績情報提供ポイントによる延長期間」は、次に示す２つのパターンのう
ちから、医療機関が取得することができる。
【００９３】
「単純比例型」：一日延長当り何ポイントという風に定め、診療実績情報提供ポイント÷
１日延長当りの規定ポイントで自動算出される。
【００９４】
「ポイント購入型」：医療機関が取得、蓄積した診療実績情報提供ポイントを、医療機関
が必要に応じて診療録記録装置の延長使用権を獲得する方法。なお、この変換レートは、
１００ポイントで１日、４００ポイントで５日、という具合に階段式に設定されている。
医療機関が診療実績情報提供ポイントを診療録記録装置の延長使用権として獲得した場合
は、その情報が診療録記憶装置に記録される。
【００９５】
ステップＳ６２の判定の結果、使用期限以内である場合は診療録記録装置を起動し（ステ
ップＳ６３）、ステップＳ６２の判定の結果、使用期限を超過している場合は使用期限切
れのメッセージを表示して処理を終了する（ステップＳ６４）。
【００９６】
このようにして診療録記録装置の使用権のチェックを行うことができる。
【００９７】
次に、図３を参照しながら、本実施形態の診療録記録装置３０について説明する。
【００９８】
本実施形態の診療録記録装置３０は、図３に示すように、製薬会社側に設置され医薬品に
関する医薬品情報を医療機関に提供する医薬品情報処理装置１０と通信回線５０によって
接続された、医療機関側に設置され医療担当者によって作成された診療録を所定の診療録
データベース３１に記録する診療録記録装置３０において、医薬品情報処理装置１０から
新薬に関する医薬品情報を自動的に取得し画面上に表示する医薬品情報取得表示部３２を
備えている。
【００９９】
医薬品情報は、図３に示すように、製薬会社側の医薬品情報処理装置１０に備えられた医
薬品データベース１５に格納されている。
【０１００】
図１５は、本実施形態における医薬品データベース１５のファイル構造を示す図である。
【０１０１】
図１５に示すように、この医薬品データベース１５には、医薬品コード、医薬品名、厚生
省コード、情報送信フラグ、一日や一月等の極量に関する極量情報、配合禁忌に関する情
報、相互作用に関する情報、診療録記録装置へ表示する医薬品情報を優先して表示したい
医薬品に対して設定される医薬品情報優先表示フラグ、医薬品情報の更新日時などのデー
タが格納されている。
【０１０２】
図３に示すように、医薬品情報処理装置１０には医薬品情報抽出部２１が備えられており
、この医薬品情報抽出部２１は、医薬品データベース１５に格納されている医薬品情報お
よび診療実績データベース１８に格納されている診療実績情報から医薬品に関する各種情
報の抽出を行う。
【０１０３】
この医薬品情報処理装置１０による医薬品情報の抽出は、例えば医薬品情報処理装置１０
の起動時に自動的に行われるように構成してもよく、また、所定の時間間隔で自動的に行
われるように構成してもよく、さらに、医薬品情報処理装置の担当者の操作により行われ
るように構成してもよい。
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【０１０４】
また、本実施形態の診療録記録装置３０では、医薬品情報取得表示部３２が、医療機関が
使用している医薬品および最近購入した医薬品についての医薬品情報を自動的に取得し画
面上に表示するように構成されている。
【０１０５】
また、本実施形態の診療録記録装置３０は、医薬品情報取得表示部３２が、医療機関にお
いてすでに使用実績のある新薬に関する医薬品情報以外の医薬品情報を取得し表示するよ
うに構成されている。
【０１０６】
この医薬品情報取得表示部３２は、製薬会社側の通信部１６、通信回線５０、および医療
機関側の通信部３８を介して、製薬会社側の医薬品情報抽出部２１より医薬品に関する文
書情報（相互作用等）を取得して医薬品マスタ４１に記録する。
【０１０７】
図１６は、本実施形態の診療記録装置に備えられる医薬品マスタのファイル構造を示す図
である。
【０１０８】
図１６に示すように、医薬品マスタには、医薬品コード、医薬品名、厚生省コード、医薬
品情報選択部において強調表示を行う医薬品の識別のための強調表示フラグ、一日や一月
等の極量に関する極量情報、配合禁忌情報、相互作用に関する情報、および薬効に関する
情報などが記録される。
【０１０９】
なお上記の情報取得の際に、医薬品情報の取得および表示だけではなく、診療実績データ
ベース１８に格納されている診療実績情報の参照も可能である。なお、診療実績情報提供
によるポイント加算対象医薬品については他と識別する情報を診療実績データベース１８
に記録する。
【０１１０】
なお、医薬品情報取得表示部３２の表示対象の医薬品情報は医療機関における使用医薬品
の効能に準じた新薬による絞り込みや、その医療機関で既に使用している医薬品をマスク
することにより、医薬品情報の効率的な取得および表示が可能な構成となっている。
【０１１１】
次に、診療録記録装置における医薬品情報の取得のプロセスについて説明する。
【０１１２】
図１７は、本実施形態の診療録記録装置における医薬品情報の取得のフローチャートであ
る。
【０１１３】
図１７に示すように、医療機関側では、診療録記録装置１０の起動時など、所定のタイミ
ングで医薬品情報取得表示部３２（図３参照）が起動される（ステップＳ４１）。なお、
医薬品情報取得表示部３２の起動タイミングは、任意に指定してもよい。また、一定時間
間隔で自動的に起動するようにしてもよい。
【０１１４】
医薬品情報取得表示部３２は製薬会社側の医薬品情報抽出部２１（図３参照）に医薬品情
報の提供を依頼する（ステップＳ４２）。
【０１１５】
製薬会社側の医薬品情報抽出部２１は各医療機関における前回アクセス時刻以降に更新さ
れた医薬品データを医療機関側の医薬品情報取得表示部３２へ送信する（ステップＳ４３
）。なお、医療機関ごとのアクセス情報をデータベースで管理しておき、そのアクセス情
報に基づいて抽出を行うようにしてもよい。
【０１１６】
医療機関側の医薬品情報取得表示部３２では受信した医薬品情報を医薬品マスタ４１に記
録し（ステップＳ４４）処理を終了する。
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【０１１７】
次に、診療録記録装置における医薬品情報の表示のプロセスについて説明する。
【０１１８】
図１８は、本実施形態の診療録記録装置における医薬品情報の表示のプロセスを示すフロ
ーチャートである。
【０１１９】
図１８に示すように、医療機関側では、診療録記録装置３０（図３参照）の起動時等に医
薬品情報取得表示部３２に表示される医薬品を以下のプロセスで抽出する（ステップＳ５
１）。
【０１２０】
医療機関で使用している医薬品を診療録データベース３１から検索し、その薬効情報を元
に医薬品を抽出する（ステップＳ５２）。
【０１２１】
ここで、既に使用している医薬品を診療録データベース３１で検索し、該当する医薬品は
除外する（ステップＳ５３）。また、一度表示済で、かつ医師により「この医薬品は今後
表示しない」と指定された医薬品は除外する（ステップＳ５４）。
【０１２２】
さらに、残った医薬品リストの中から近々の更新日の医薬品を図１８に示す、抗リウマチ
剤　医薬品Ｄのような画面で表示する。なお、この際に医薬品の表示の順序に多少ランダ
ム性を持たせてもよい（ステップＳ５５）。
【０１２３】
図１８に示した画面上の「詳細参照」ボタンを選択した場合は、該当医薬品についての相
互作用や副作用情報等の詳細情報画面を表示する（ステップＳ５６）。また、「診療実績
参照」ボタンを選択した場合は、製薬会社から診療実績情報を取得し、該当医薬品におけ
る診療実績情報を表示する（ステップＳ５７）。また、「この医薬品は今後表示しない」
がチェックされた場合は、医薬品データベースにその旨を記録する（ステップＳ５８）。
【０１２４】
なお、ステップＳ５６で「詳細参照」ボタンが選択された場合に、ポイントを加算するよ
うにしてもよく、また、ステップＳ５７で「診療実績参照」ボタンが選択された場合に、
ポイントを加算するようにしてもよい。
【０１２５】
次に、製薬会社側のポイント情報更新部１９に対して、医薬品情報を表示した旨の通知を
行う。ここで、必要に応じて該当の医療機関に対してポイントを加算するようにしてもよ
い（ステップＳ５９）。以上により処理を終了する。
【０１２６】
医薬品情報取得表示部３２は、また、医療機関側から製薬会社側に診療実績情報を提供す
ることによる評価ポイントの加算対象となる医薬品を、他の医薬品と識別するための情報
を医薬品マスタ４１に保有することができるようになっている。
【０１２７】
診療録データベース３１は、医師により作成された、患者の症状や経過状況、投薬内容や
処置内容等を記録した診療録が格納されるデータベースであり、診療録入力部３３は、医
師の入力操作によって入力された診療録データを診療録データベース３１に記録するもの
である。
【０１２８】
図１９は、本実施形態における診療録データベースのファイル構造を示す図である。
【０１２９】
図１９に示すように、この診療録データベースには、患者情報、診療科情報、受診日時、
診療録を記載した医師の情報、患者の症状や経過について記載した症状経過情報、医師が
患者に対して行った処置処方情報、および患者の病名情報が記録される。
【０１３０】
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次に、図３を参照しながら、本実施形態の医薬品情報提供システム１について説明する。
【０１３１】
本実施形態の医薬品情報提供システム１は、図３に示すように、医療機関側に設置され医
療担当者によって作成された診療録を診療録データベース３１に記録するとともに、診療
録データベース３１に記録された診療録のうちその医療機関で使用している医薬品に関す
る診療実績情報を製薬会社に提供する診療録記録装置３０と、製薬会社側に設置され外部
ネットワーク３０によって診療録記録装置３０と接続された、診療録記録装置３０から提
供された診療実績情報に応じてその医療機関に評価ポイントを供与するポイント情報更新
部１９を備えた医薬品情報処理装置１０とを有している。
【０１３２】
また、本実施形態の医薬品情報提供システムでは、診療録記録装置３０が、医薬品情報処
理装置１０から新薬に関する医薬品情報を自動的に取得し画面上に表示する医薬品情報取
得表示部３２を備え、上記のポイント情報更新部１９は、医薬品情報取得表示部３２が、
医薬品情報処理装置１０から新薬に関する医薬品情報を取得し表示するごとに、医療機関
に評価ポイントを供与するように構成されている。
【０１３３】
また、この医薬品情報提供システムでは、診療録記録装置３０が、診療録データベース３
１に記録するための、診療実績情報を含む診療録を入力する診療録入力部３３を備え、診
療録入力部３３による診療実績情報の入力に際し、医薬品情報処理装置１０から提供され
た医薬品情報を画面上に表示するとともにその表示された医薬品情報の中から入力すべき
医薬品名を選択する医薬品情報選択部３４を有し、かつ医薬品情報選択部３４が、画面上
に表示された医薬品がポイント情報更新部１９によるポイント供与の対象となる医薬品で
あるか否かを表示するように構成されており、この医薬品情報選択部３４により、医師は
、医薬品マスタ４１を医師の要求する形式で検索して画面上に表示させ、それを見ながら
診療録の作成（入力）の際に医薬品情報を選択して入力することが可能である。この医薬
品情報選択部３４は、医薬品マスタ４１が保有しているポイント対象医薬品等の識別情報
により、画面上で強調表示するようになっている。
【０１３４】
図２０は、本実施形態における医薬品情報選択部により画面上に表示される医薬品一覧表
示画面の例である。
【０１３５】
図２０に示すように、この画面上には、医薬品Ａ、医薬品Ｂ、医薬品Ｃの３種類の医薬品
名称およびその提供ポイントが一覧表示され、提供ポイントが設定されている医薬品Ａお
よび医薬品Ｃの医薬品名称は強調表示されているが、提供ポイントが設定されていない医
薬品Ｂは強調表示されていない。
【０１３６】
医薬品情報選択部３４により、画面上に表示された医薬品がポイント情報更新部１９によ
るポイント供与の対象となる医薬品であるか否かを表示するために、医薬品情報処理装置
１０には、ポイント設定データベース１３に設定されている各医薬品毎のポイント設定情
報を取得する設定ポイント取得部２５が備えられており、各医薬品毎のポイント設定情報
を取得して通信回線５０経由で医療機関側の医薬品情報選択部３４に伝達するように構成
されている。
【０１３７】
また、この医薬品情報提供システムでは、医薬品情報処理装置１０が、製薬会社が要求す
る診療実績情報についての条件を記述した条件情報を診療録記録装置３０に伝達する条件
情報伝達部２４を有し、かつ診療録記録装置３０が、条件情報伝達部２４により伝達され
てきた条件情報に基づき診療実績情報の対象となる患者を診療録データベース３１の中か
ら抽出し抽出された対象患者についての情報を画面上に表示する対象患者抽出表示部４３
を有するものとして構成されている。
【０１３８】
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また、この医薬品情報提供システムでは、医薬品情報処理装置１０が、診療録記録装置３
０で作成すべき診療実績情報の書式をその診療録記録装置３０に伝達する診療実績書式伝
達部１２を有し、かつ診療録記録装置３０が、診療実績書式伝達部１２から伝達されてき
た診療実績情報の書式を診療録データベース３１の書式に変換する診療実績書式変換部４
２を有するものであり、診療実績書式伝達部１２から伝達されてきた診療実績情報の書式
と、書式変換対応データベース３５とに基づいて、診療録データベース３１に記録された
診療録を編集して診療実績情報を生成する診療実績情報生成部３６を有している。
【０１３９】
本実施形態の診療実績書式伝達部１２では、医薬品毎に存在する診療実績情報の書式をＸ
ＭＬ等の書式（図８参照）を用いて汎用的なデータ形式として医療機関側に送信する。
【０１４０】
診療実績書式変換部４２は、診療実績書式伝達部１２から医療機関側に送信されてきた、
診療実績情報を作成するための書式情報と、書式変換対応データベース３５に設定されて
いる医療機関側の診療録データベース３１との対応情報を元に書式解析を行い、解析結果
を診療実績情報生成部３６に伝達する。
【０１４１】
診療実績情報生成部３６は、医療機関において医師が新薬等を投与した場合の治療効果や
副作用等の有害事象、併用医薬品等の情報を製薬会社側に情報提供するために用いられる
。ただし、医薬品毎に診療実績情報の書式が異なるので診療実績書式変換部４２を経由し
て、その医薬品に対応した書式で診療実績情報の作成が行えるようになっている。更に書
式変換対応データベース３５を用いることにより、診療録データベース３１から診療実績
情報が自動的に展開され、診療実績情報の作成が容易な構成となっている。
【０１４２】
診療実績情報生成部３６で生成された診療実績情報は、診療実績情報送信部３７により通
信回線５０を介して製薬会社側に送信される。
【０１４３】
さらに、本実施形態では、診療録記録装置３０が、ポイント情報更新部１９（評価ポイン
ト供与部）により医療機関に供与され、ポイント実績データベース４０に記憶された評価
ポイントを参照する評価ポイント参照部４４を有するものとして構成されている。この評
価ポイント参照部４４により、医療機関側では、その医療機関に供与された評価ポイント
の最新の値を迅速かつ随時に参照することができる。
【０１４４】
次に、本発明の医薬品情報処理プログラムの一実施形態について説明する。
【０１４５】
図２１は、本実施形態の医薬品情報処理プログラムの構成図である。
【０１４６】
図２１に示すように、この医薬品情報処理プログラム６０は、医療機関側に設置され医療
担当者によって作成された診療録を記録する診療録記録装置（図３参照：符号３０）との
間で通信回線（図３参照：符号５０）によって接続されたコンピュータにより実行され、
そのコンピュータを、上記診療録記録装置に記録された診療録のうちその診療録記録装置
が設置された医療機関で使用している医薬品に関する診療実績情報の提供を受け、提供を
受けた診療実績情報に関する処理を行う診療実績情報処理部６１と、上記医療機関から提
供された診療実績情報に応じて該医療機関に評価ポイントを供与する評価ポイント供与部
６２とを備えた医薬品情報処理装置（図３参照：符号１０）として動作させるプログラム
である。
【０１４７】
この医薬品情報処理プログラム６０は、図１を参照して説明したコンピュータシステム１
００，２００，３００，４００，５００のうち、例えばコンピュータシステム１００，２
００上にインストールされて医薬品情報処理装置としての運用が行われる。
【０１４８】

10

20

30

40

50

(16) JP 3943342 B2 2007.7.11



次に、本発明の診療録記録プログラムの一実施形態について説明する。
【０１４９】
図２２は、本実施形態の診療録記録プログラムの構成図である。
【０１５０】
図２２に示すように、この診療録記録プログラム７０は、医薬品供給者側に設置され医薬
品に関する医薬品情報を医療機関に提供する医薬品情報処理装置（図３参照：符号１０）
と通信回線（図３参照：符号５０）によって接続されたコンピュータにより実行され、そ
のコンピュータを、医療機関側に設置され医療担当者によって作成された診療録を所定の
診療録データベースに記録する診療録記録装置（図３参照：符号３０）として動作させる
プログラムであって、上記医薬品情報処理装置から新薬に関する医薬品情報を自動的に取
得し画面上に表示する医薬品情報取得表示部７１を有する。
【０１５１】
この診療録記録プログラム７０は、図１を参照して説明したコンピュータシステム１００
，２００，３００，４００，５００のうち、例えばコンピュータシステム３００，４００
，５００上にインストールされて診療録記録装置としての運用が行われる。
【０１５２】
以下、本発明の各種態様を付記する。
【０１５３】
（付記１）　医療機関側に設置され医療担当者によって作成された診療録を記録する診療
録記録装置との間で通信回線によって接続され、前記診療録記録装置に記録された診療録
のうち該診療録記録装置が設置された医療機関で使用している医薬品に関する診療実績情
報の提供を受け、提供を受けた診療実績情報に関する処理を行う診療実績情報処理部と、
前記医療機関から提供された診療実績情報に応じて該医療機関に評価ポイントを供与する
評価ポイント供与部とを備えたことを特徴とする医薬品情報処理装置。
【０１５４】
（付記２）　前記診療録記録装置は、該診療録記録装置が設置されている医療機関に期限
付きで使用権が与えられているものであって、
前記医薬品情報処理装置は、前記診療録記録装置が設置されている医療機関による該診療
録記録装置の使用権の期限を管理する使用権期限管理部を備え、該使用権期限管理部が、
前記評価ポイント供与部によって前記医療機関に供与された評価ポイントの累積値に応じ
て前記使用権の期限を延長するものであることを特徴とする付記１記載の医薬品情報処理
装置。
【０１５５】
（付記３）　前記医薬品情報処理装置が、医療機関ごとの診療録記録装置の使用権の期限
を記録する使用権記録データベースを備え、
前記使用権期限管理部が、前記使用権の期限を延長するに際し、前記使用権記録データベ
ースに記録された期限を自動的に更新するものであることを特徴とする付記２記載の医薬
品情報処理装置。
【０１５６】
（付記４）　前記医薬品情報処理装置が、予め医薬品毎に評価ポイントの供与条件を設定
したポイント設定データベースと、該ポイント設定データベースに格納された評価ポイン
トの供与条件、および医療機関から提供された診療実績情報の提供条件に基づいて評価ポ
イントを算出するポイント算出部とを備えたことを特徴とする付記１記載の医薬品情報処
理装置。
【０１５７】
（付記５）　医薬品供給者側に設置され医薬品に関する医薬品情報を医療機関に提供する
医薬品情報処理装置と通信回線によって接続された、医療機関側に設置され医療担当者に
よって作成された診療録を所定の診療録データベースに記録する診療録記録装置において
、
前記医薬品情報処理装置から新薬に関する医薬品情報を自動的に取得し画面上に表示する
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医薬品情報取得表示部を備えたことを特徴とする診療録記録装置。
【０１５８】
（付記６）　前記医薬品情報取得表示部が、前記医療機関が使用している医薬品および最
近購入した医薬品についての医薬品情報を取得し表示するものであることを特徴とする付
記５記載の診療録記録装置。
【０１５９】
（付記７）　前記医薬品情報取得表示部は、前記医療機関においてすでに使用実績のある
新薬に関する医薬品情報以外の医薬品情報を取得し表示するものであることを特徴とする
付記５記載の診療録記録装置。
【０１６０】
（付記８）　前記評価ポイント供与部により医療機関に供与された評価ポイントを参照す
る評価ポイント参照部を有することを特徴とする付記５記載の診療録記録装置。
【０１６１】
（付記９）　医療機関側に設置され医療担当者によって作成された診療録を所定の診療録
データベースに記録するとともに、前記診療録データベースに記録された診療録のうち該
医療機関で使用している医薬品に関する診療実績情報を医薬品供給者に提供する診療録記
録装置と、医薬品供給者側に設置され通信回線によって前記診療録記録装置と接続された
、前記診療録記録装置から提供された診療実績情報に応じて該医療機関に評価ポイントを
供与する評価ポイント供与部を備えた医薬品情報処理装置とを有することを特徴とする医
薬品情報提供システム。
【０１６２】
（付記１０）　前記診療録記録装置が、前記医薬品情報処理装置から新薬に関する医薬品
情報を自動的に取得し画面上に表示する医薬品情報取得表示部を備え、
前記評価ポイント供与部は、前記医薬品情報取得表示部が、前記医薬品情報処理装置から
新薬に関する医薬品情報を取得し表示するごとに、前記医療機関に評価ポイントを供与す
るものであることを特徴とする付記９記載の医薬品情報提供システム。
【０１６３】
（付記１１）　前記診療録記録装置が、前記診療録データベースに記録するための、前記
診療実績情報を含む診療録を入力する診療録入力部を備え、
前記診療録入力部による診療実績情報の入力に際し、前記医薬品情報処理装置から提供さ
れた医薬品情報を画面上に表示するとともに該表示された医薬品情報の中から入力すべき
医薬品名を選択する医薬品情報選択部を有し、かつ
前記医薬品情報選択部が、画面上に表示された医薬品が前記評価ポイント供与部によるポ
イント供与の対象となる医薬品であるか否かを表示するものであることを特徴とする付記
９記載の医薬品情報提供システム。
【０１６４】
（付記１２）　前記医薬品情報処理装置が、医薬品供給者が要求する診療実績情報につい
ての条件を記述した条件情報を前記診療録記録装置に伝達する条件情報伝達部を有し、か
つ
前記診療録記録装置が、前記条件情報伝達部により伝達されてきた条件情報に基づき診療
実績情報の対象となる患者を前記診療録データベースの中から抽出し抽出された対象患者
についての情報を画面上に表示する対象患者抽出表示部を有することを特徴とする付記９
記載の医薬品情報提供システム。
【０１６５】
（付記１３）　前記医薬品情報処理装置が、前記診療録記録装置で作成すべき診療実績情
報の書式を該診療録記録装置に伝達する診療実績書式伝達部を有し、かつ
前記診療録記録装置が、前記診療実績書式伝達部から伝達されてきた診療実績情報の書式
を前記診療録データベースの書式に変換する書式変換対応データベースを有するものであ
り、前記診療実績書式伝達部から伝達されてきた診療実績情報の書式と、前記書式変換対
応データベースとに基づいて、前記診療録データベースに記録された診療録を編集して診
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療実績情報を生成する診療実績情報生成部を有することを特徴とする付記９記載の医薬品
情報提供システム。
【０１６６】
（付記１４）　医療機関側に設置され医療担当者によって作成された診療録を記録する診
療録記録装置との間で通信回線によって接続されたコンピュータにより実行され、該コン
ピュータを、前記診療録記録装置に記録された診療録のうち該診療録記録装置が設置され
た医療機関で使用している医薬品に関する診療実績情報の提供を受け、提供を受けた診療
実績情報に関する処理を行う診療実績情報処理部と、前記医療機関から提供された診療実
績情報に応じて該医療機関に評価ポイントを供与する評価ポイント供与部とを備えた医薬
品情報処理装置として動作させることを特徴とする医薬品情報処理プログラム。
【０１６７】
（付記１５）　医薬品供給者側に設置され医薬品に関する医薬品情報を医療機関に提供す
る医薬品情報処理装置と通信回線によって接続されたコンピュータにより実行され、該コ
ンピュータを、医療機関側に設置され医療担当者によって作成された診療録を所定の診療
録データベースに記録する診療録記録装置として動作させる診療録記録プログラムにおい
て、
前記医薬品情報処理装置から新薬に関する医薬品情報を自動的に取得し画面上に表示する
医薬品情報取得表示部を有することを特徴とする診療録記録プログラム。
【０１６８】
【発明の効果】
以上、説明したように、本発明の医薬品情報処理装置によれば、医療機関側に設置され医
療担当者によって作成された診療録を記録する診療録記録装置との間で通信回線によって
接続され、診療録記録装置に記録された診療録のうち診療録記録装置が設置された医療機
関で使用している医薬品に関する診療実績情報の提供を受け、提供を受けた診療実績情報
に関する処理を行う診療実績情報処理部と、医療機関から提供された診療実績情報に応じ
て医療機関に評価ポイントを供与する評価ポイント供与部とを備えたことにより、時間遅
れがなく低コストで診療実績情報を収集でき、ポイント制度により医療機関側に診療実績
情報提供意欲を向上させることが可能であるなど、医薬品供給者による診療実績情報の収
集に好適な医薬品情報処理装置を実現することができる。
【０１６９】
また、本発明の診療録記録装置によれば、医薬品供給者側に設置され医薬品に関する医薬
品情報を医療機関に提供する医薬品情報処理装置と通信回線によって接続された、医療機
関側に設置され医療担当者によって作成された診療録を所定の診療録データベースに記録
する診療録記録装置において、医薬品情報処理装置から新薬に関する医薬品情報を自動的
に取得し画面上に表示する医薬品情報取得表示部を備えたことにより、医師がＭＲから直
接説明を受けるなどの時間が節約されるなど医療機関による新薬等の未購入の医薬品に関
する情報の入手に好適な診療録記録装置を実現することができる。
【０１７０】
また、本発明の医薬品情報提供システムによれば、医療機関側に設置され医療担当者によ
って作成された診療録を所定の診療録データベースに記録するとともに、診療録データベ
ースに記録された診療録のうち医療機関で使用している医薬品に関する診療実績情報を医
薬品供給者に提供する診療録記録装置と、医薬品供給者側に設置され通信回線によって診
療録記録装置と接続された、診療録記録装置から提供された診療実績情報に応じて該医療
機関に評価ポイントを供与する評価ポイント供与部を備えた医薬品情報処理装置とを有す
ることにより、医師の診療実績情報作成における作業軽減が図られ、また医療機関におけ
る診療録記録装置の維持費が軽減されるなど、医薬品供給者および医療機関双方にとって
好適な医薬品情報提供システムを実現することができる。
【０１７１】
また、本発明の医薬品情報処理プログラムによれば、医療機関側に設置され医療担当者に
よって作成された診療録を記録する診療録記録装置との間で通信回線によって接続された
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コンピュータにより実行され、そのコンピュータを、上記診療録記録装置に記録された診
療録のうちその診療録記録装置が設置された医療機関で使用している医薬品に関する診療
実績情報の提供を受け、提供を受けた診療実績情報に関する処理を行う診療実績情報処理
部と、上記医療機関から提供された診療実績情報に応じて該医療機関に評価ポイントを供
与する評価ポイント供与部とを備えたことにより、時間遅れがなく低コストで診療実績情
報を収集でき、ポイント制度により医療機関側に診療実績情報提供意欲を向上させること
が可能であるなど、医薬品供給者による診療実績情報の収集に好適な医薬品情報処理装置
をコンピュータ上に容易に形成することができる。
【０１７２】
また、本発明の診療録記録プログラムによれば、医薬品供給者側に設置され医薬品に関す
る医薬品情報を医療機関に提供する医薬品情報処理装置と通信回線によって接続されたコ
ンピュータにより実行され、そのコンピュータを、医療機関側に設置され医療担当者によ
って作成された診療録を所定の診療録データベースに記録する診療録記録装置として動作
させるプログラムであって、上記医薬品情報処理装置から新薬に関する医薬品情報を自動
的に取得し画面上に表示する医薬品情報取得表示部７１を有するものとしたことにより、
医師がＭＲから直接説明を受けるなどの時間が節約されるなど医療機関による新薬等の未
購入の医薬品に関する情報の入手に好適な診療録記録装置をコンピュータ上に容易に形成
することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態の医薬品情報提供システムを運用するためのコンピュータシ
ステムの一部分を示す図である。
【図２】図１に示す外観を有するコンピュータシステムのハードウェア構成図である。
【図３】本発明の医薬品情報処理装置、診療録記録装置、および医薬品情報提供システム
の一実施形態の概略構成図である。
【図４】本実施形態におけるポイント設定データベースのファイル構造を示す図である。
【図５】製薬会社側のポイント実績データベースのファイル構造を示す図である。
【図６】医療機関側のポイント実績データベースのファイル構造を示す図である。
【図７】本実施形態における診療実績データベース１８のファイル構造を示す図である。
【図８】診療実績情報の作成から、医薬品情報処理装置に診療実績情報が収集されるまで
の処理の流れを示すフローチャートである。
【図９】診療実績情報の作成から、医薬品情報処理装置に診療実績情報が収集されるまで
の処理の流れを示すフローチャートである。
【図１０】診療実績情報の作成から、医薬品情報処理装置に診療実績情報が収集されるま
での処理の流れを示すフローチャートである。
【図１１】本実施形態の書式変換対応データベースのファイル構造を示す図である。
【図１２】本実施形態における検査結果データベースのファイル構造を示す図である。
【図１３】製薬会社側のポイント実績データベースと医療機関側のポイント実績データベ
ースとの整合処理のフローチャートである。
【図１４】評価ポイントにより診療録記録装置の使用期限が延長されるようにした場合の
プロセスを示すフローチャートである。
【図１５】本実施形態における医薬品データベース１５のファイル構造を示す図である。
【図１６】本実施形態の診療記録装置に備えられる医薬品マスタのファイル構造を示す図
である。
【図１７】本実施形態の診療録記録装置における医薬品情報の取得のフローチャートであ
る。
【図１８】本実施形態の診療録記録装置における医薬品情報の表示のプロセスを示すフロ
ーチャートである。
【図１９】本実施形態における診療録データベースのファイル構造を示す図である。
【図２０】本実施形態における医薬品情報選択部により画面上に表示される医薬品一覧表
示画面の例である。
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【図２１】本実施形態の医薬品情報処理プログラムの構成図である。
【図２２】本実施形態の診療録記録プログラムの構成図である。
【符号の説明】
１　　医薬品情報提供システム
１０　　医薬品情報処理装置
１２　　診療実績書式伝達部
１３　　ポイント設定データベース
１４　　ポイント算出部
１５　　医薬品データベース
１６　　通信部
１７　　診療実績情報更新部
１８　　診療実績データベース
１９　　ポイント情報更新部
２０　　ポイント実績データベース
２１　　医薬品情報抽出部
２２　　使用権期限管理部
２３　　使用権記録データベース
２４　　条件情報伝達部
２５　　設定ポイント取得部
３０　　診療録記録装置
３１　　診療録データベース
３２　　医薬品情報取得表示部
３３　　診療録入力部
３４　　医薬品情報選択部
３５　　書式変換対応データベース
３６　　診療実績情報生成部
３７　　診療実績情報送信部
３８　　通信部
３９　　ポイント情報更新部
４０　　ポイント実績データベース
４１　　医薬品マスタ
４２　　診療実績書式変換部
４３　　対象患者抽出表示部
４４　　評価ポイント参照部
４５　　検査結果データベース
５０　　通信回線
６０　　医薬品情報処理プログラム
６１　　診療実績情報処理部
６２　　評価ポイント供与部
７０　　診療録記録プログラム
７１　　医薬品情報取得表示部
１００，２００，３００，４００，５００　　コンピュータシステム
１０１，２０１，３０１，４０１，５０１　　本体部
１０１ａ，２０１ａ，３０１ａ，４０１ａ，５０１ａ　　ＦＤ装填口
１０１ｂ，２０１ｂ、３０１ｂ，４０１ｂ，５０１ｂ　　ＭＯ装填口
１０２，２０２，３０２，４０２，５０２　　表示部（ＣＲＴディスプレイ）
１０２ａ，２０２ａ，３０２ａ，４０２ａ，５０２ａ　　表示画面
１０３，２０３，３０３，４０３，５０３　　キーボード
１０４，２０４，３０４，４０４，５０４　　マウス
１１０　　バス
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１１１　　ＣＰＵ
１１２　　ＲＡＭ
１１３　　ハードディスクコントローラ
１１４　　フロッピィディスクドライバ
１１５　　ＭＯドライバ
１１６　　マウスコントローラ
１１７　　キーボードコントローラ
１１８　　ディスプレイコントローラ
１１９　　通信用ボード
６００　　通信回線
７００　　ＭＯ（光磁気ディスク）
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

(24) JP 3943342 B2 2007.7.11



【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】
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