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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医療情報の表題である主訴や所見或いは注射や処置等の種別名称に当該医療情報の内容
である記録データを対応付けて、且つ、同じ受診歴ＩＤに対応付けられている記録データ
を同じ領域内に配置して、且つ、削除設定された記録データについてはその旨と削除日時
を明示して、表示対象患者の各医療情報を表示する、カルテ画面の表示機能を備えた診療
支援装置であって、
　記録データにその入力日時及び受診歴ＩＤを対応付けて保持する医療情報レコードを有
し、或る記録データが削除設定された場合には当該或る記録データの医療情報レコードで
は当該削除日時をも対応付けて保持する医療情報記憶手段と、
　受診歴ＩＤが同じであるにもかかわらず入力日時が異なる複数の医療情報レコードを前
記医療情報記憶手段から受診歴ＩＤ毎に検索し、入力日時が最先でない医療情報レコード
を当該受診歴ＩＤについての更新履歴情報として保持して、その入力日時を所定の更新履
歴表示領域に選択可能に表示する更新履歴表示手段と、
　ユーザの操作入力により前記更新履歴表示領域から入力日時が選択されると、当該選択
された入力日時を保持している医療情報レコード及び当該選択された入力日時と同じ削除
日時を保持している医療情報レコードを前記医療情報記憶手段から検索して、それらに基
づく表示を前記カルテ画面にて強調表示する強調表示手段と、
　を有することを特徴とする診療支援装置。
【請求項２】
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　請求項１に於いて、さらに、
　ユーザの操作入力により前記更新履歴表示領域から選択された入力日時を保持している
医療情報レコード及び当該選択された入力日時と同じ削除日時を保持している医療情報レ
コードに基づく強調表示の先頭位置を、前記カルテ画面内の先頭位置に設定する先頭位置
設定手段、
　を有することを特徴とする診療支援装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に於いて、
　前記強調表示手段に代えて、
　ユーザの操作入力により前記更新履歴表示領域から入力日時が選択されると、当該選択
された入力日時以後の入力日時を保持している医療情報レコードを前記医療情報記憶手段
から検索して、それらに基づく表示を前記カルテ画面にて非表示とする強調手段、
　を有することを特徴とする診療支援装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、電子カルテ機能を備えたコンピュータ装置であるところの診療支援装置に関す
る。詳しくは、修正（削除／入力）された医療情報を表示する機能を備えた診療支援装置
に関する。
【０００２】
【従来の技術】
電子カルテでは改竄が許されない。このため、医療情報の種別名称や内容等を持つ医療情
報レコードは、削除後に於いても、削除された旨のデータ（例：削除フラグ，削除日時等
）を付加して保存される。
このため、所望の医療情報の削除前のレコードを呼び出して表示することにより、修正（
削除／入力）の内容を知ることができる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
患者の検査結果や主訴等の経過の変化に応じて、投薬や注射等の処方が診療途中で変更さ
れることがある。他の医師により処方が変更された場合、その理由を知ることが、診療を
引き継ぐ医師にとって重要である。このため、処方の変更の理由を、電子カルテの記録か
ら容易に知り得ることが望ましい。
【０００４】
投薬や注射等の処方が変更された場合には、前述のように、変更前のレコードに削除の旨
が記録され、変更後の処方を持つレコードが新規に追加して記録される。このため、変更
前の処方を知ることは可能である。また、変化した検査結果や主訴等を知ることも可能で
ある。しかし、従来の電子カルテでは、変更前の処方と、変更の理由となった検査結果や
主訴等の変化とを、関連付けて表示することはできない。ただ単に、表示を指定された項
目個々の修正（削除／入力）内容を、相互に無関係に表示できるにすぎない。
【０００５】
本発明は、電子カルテ機能に於いて、変更前の処方等と、変更の理由となった検査結果や
主訴等の経過の変化等を、相互に関連付けて表示できるようにすることを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、下記［Ａ］～［Ｃ］のように構成される。
［Ａ］
　医療情報の表題である主訴や所見或いは注射や処置等の種別名称に当該医療情報の内容
である記録データを対応付けて、且つ、同じ受診歴ＩＤに対応付けられている記録データ
を同じ領域内に配置して、且つ、削除設定された記録データについてはその旨と削除日時
を明示して、表示対象患者の各医療情報を表示する、カルテ画面の表示機能を備えた診療
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支援装置であって、
　記録データにその入力日時及び受診歴ＩＤを対応付けて保持する医療情報レコードを有
し、或る記録データが削除設定された場合には当該或る記録データの医療情報レコードで
は当該削除日時をも対応付けて保持する医療情報記憶手段と、
　受診歴ＩＤが同じであるにもかかわらず入力日時が異なる複数の医療情報レコードを前
記医療情報記憶手段から受診歴ＩＤ毎に検索し、入力日時が最先でない医療情報レコード
を当該受診歴ＩＤについての更新履歴情報として保持して、その入力日時を所定の更新履
歴表示領域に選択可能に表示する更新履歴表示手段と、
　ユーザの操作入力により前記更新履歴表示領域から入力日時が選択されると、当該選択
された入力日時を保持している医療情報レコード及び当該選択された入力日時と同じ削除
日時を保持している医療情報レコードを前記医療情報記憶手段から検索して、それらに基
づく表示を前記カルテ画面にて強調表示する強調表示手段と、
　を有することを特徴とする診療支援装置。
【０００７】
［Ｂ］
　前記［Ａ］に於いて、さらに、
　ユーザの操作入力により前記更新履歴表示領域から選択された入力日時を保持している
医療情報レコード及び当該選択された入力日時と同じ削除日時を保持している医療情報レ
コードに基づく強調表示の先頭位置を、前記カルテ画面内の先頭位置に設定する先頭位置
設定手段、
　を有することを特徴とする診療支援装置。
【０００８】
［Ｃ］
　前記［Ａ］又は［Ｂ］に於いて、
　前記強調表示手段に代えて、
　ユーザの操作入力により前記更新履歴表示領域から入力日時が選択されると、当該選択
された入力日時以後の入力日時を保持している医療情報レコードを前記医療情報記憶手段
から検索して、それらに基づく表示を前記カルテ画面にて非表示とする強調手段、
　を有することを特徴とする診療支援装置。
【０００９】
【発明の実施の形態】
図１は実施の形態の診療支援装置（＝電子カルテ機能を備えたコンピュータ装置）の構成
図、図２は各テーブル間の連携関係を示す説明図、図３は診療情報入力のタイミング（入
力日時の決定タイミング）を示す説明図、図４～図８は本診療支援装置で実行される入力
履歴表示手順を示すフローチャート、図９は経過等テーブルの一例を示す説明図、図１０
は処方等テーブルの一例を示す説明図、図１１～図１３は入力履歴表示画面を例示する説
明図である。
【００１０】
［１］装置の概要：
本診療支援装置は、図１に示すように、ＣＰＵ・ＲＡＭ・ＲＯＭ等を備えた制御装置１０
、ハードディスク等で構成される記憶装置１１、液晶モニタ或いはＣＲＴ等で構成される
表示装置１６、キーボードやマウス等で構成される入力装置１７、印刷装置１８、等を備
えたコンピュータ装置である。これらを有するコンピュータ装置の構成は周知であるため
、原則として説明は省略する。また、図１はスタンドアローンの構成例を示しているが、
本診療支援装置は、ＬＡＮ上のサーバ及びクライアントを用いて構成してもよい。要は、
本発明の機能を実現できる構成であれば、単独のコンピュータ装置であるか、複数のコン
ピュータ装置を連携させたものであるかは問わない。
【００１１】
ハードディスク１１には、電子カルテ機能を実現するためのアプリケーションソフトウエ
アが記憶されている。電子カルテ機能のうち公知の部分については説明を省略し、入力履
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歴の表示に係る機能を中心に説明する。
【００１２】
［２］テーブル：
ハードディスク１１には、また、電子カルテ機能に於いて使用する診療情報データベース
が記憶されている。診療情報データベースのうち公知の部分については説明を省略し、入
力履歴の表示に於いて使用する経過等テーブルや処方等テーブル等の構成例を説明する。
【００１３】
患者テーブルは、一意の患者ＩＤに、患者氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、等を
対応付けるテーブルである。
保険テーブルは、一意の保険ＩＤに、患者ＩＤ、保険名称、保険証番号、保険区分、負担
率、等を対応付けるテーブルである。つまり、各患者の保険請求に必要な情報を記録した
テーブルである。
医師等テーブルは、一意の医師等ＩＤに、医師等氏名、職種区分（医師／看護婦等）、所
属診療科、性別、生年月日、住所、電話番号、等を対応付けるテーブルである。
受診歴テーブルは、一意の受診歴ＩＤに、受診日時、患者ＩＤ、受診区分（初診／再診／
入院）、経過等ＩＤ、処方等ＩＤ、受診診療科、医師等ＩＤ、等を対応付けるテーブルで
ある。
病歴テーブルは、一意の病歴ＩＤに、患者ＩＤ、病名ＩＤ、診断日、等を対応付けるテー
ブルである。つまり、各患者の病歴を記録したテーブルである。病名ＩＤは、病名マスタ
テーブルにて病名や分類に対応付けられるものとする。
【００１４】
経過等テーブルでは、図９に示すように、一意の経過等ＩＤに、患者ＩＤ、受診歴ＩＤ、
修正後ＩＤ、表示順、経過マスタ、内容、入力日時、入力者ＩＤ、削除フラグ、削除日時
、削除者ＩＤ、等が対応付けられる。経過マスタに代えて経過ＩＤとし、経過マスタテー
ブルにて経過ＩＤと経過等名称（主訴／所見等）を対応付けてよいことは勿論である。
【００１５】
また、処方等テーブルでは、図１０に示すように、一意の処方等ＩＤに、患者ＩＤ、受診
歴ＩＤ、修正後ＩＤ、表示順、処方マスタ、内容、入力日時、入力者ＩＤ、削除フラグ、
削除日時、削除者ＩＤ、等が対応付けられる。処方マスタに代えて処方ＩＤとし、処方マ
スタテーブルにて処方ＩＤと処方等名称（注射（点滴）／注射（静注）／投薬等）を対応
付けてよいことは勿論である。
【００１６】
上記各テーブルは一例を示すものであり、本発明の機能を奏し得る構成であれば、上記と
異なるテーブル構成を用いてよいことは勿論である。また、上記各テーブルの記録方法や
使用方法については、以下の手順（診療情報入力手順／入力履歴表示手順）の説明で詳述
する。
【００１７】
［３］入力日時の決定（図３）：
経過等テーブル（図９）や処方等テーブル（図１０）には、入力日時項目や削除日時項目
が設けられている。これらの入力日時や削除日時は、診療情報（経過等，処方等）が入力
／削除された日時を示すデータであり、後述のように、入力履歴表示に於いて、同時期に
入力／削除されたデータをまとめて強調表示する際に用いられる。
この入力日時／削除日時は、以下のように決定・記録される。
【００１８】
図３に示すように、カルテ入力画面では、病名，経過等，処方等，その他の診療情報が、
項目毎に入力／削除される。データの入力や削除が終了して、操作者がその旨を入力する
と、それらの入力／削除結果をハードディスクの診療情報データベースに記録する前に、
確認画面が表示される。この確認画面を見て操作者が入力の不足や誤りに気づいた場合は
、再び、カルテ入力画面に戻る。
【００１９】
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一方、過不足の無い入力が行われたことを操作者が確認した場合には、操作者は、確認入
力操作（例：ＯＫボタンの押下等）を行う。これにより、カルテ入力画面にて入力された
各データがハードディスクの診療情報データベース（経過等テーブルや処方等テーブル等
）に新規レコードとして記録され、又は、診療情報データベース（経過等テーブルや処方
等テーブル等）の既存のレコードが削除レコードとして設定される（例：削除フラグがセ
ットされる）。また、この確認入力操作の日時刻が例えばシステムから取得されて、経過
等テーブルや処方等テーブルに、入力日時（削除設定の場合は「削除日時」）として該当
する項目に記録される。また、併せて、現在のログイン者のＩＤが、入力者ＩＤ（削除設
定の場合は「削除者ＩＤ」）として記録される。
【００２０】
［４］入力履歴表示（図４～図８）：
現時点で有効な診療情報と現時点では削除済みである診療情報とを併せて表示する入力履
歴表示画面（但し、削除済みの診療情報は削除済みである旨を明記して表示）の表示手順
を、以下、説明する。図４～図８のフローチャートは、入力履歴表示画面を表示する手順
の一例を示す。
【００２１】
[4-1] 入力履歴表示手順の概要：
メニュー画面（不図示）等に於いて入力履歴の表示が指令されると、まず、入力履歴表示
画面を起動して、入力履歴表示画面内に、基本情報表示領域と、更新履歴表示領域とを、
設定する（Ｓ０１）。また、この時、基本情報表示領域の行数を、メモリ上の行位置・行
数管理テーブルに保持する。この行位置・行数管理テーブルのデータは、強調表示のデー
タ群が基本情報表示領域に収まり切らない場合に該データ群の先頭を基本情報表示領域の
先頭位置までスクロールするために用いられる。詳細は後述する。
【００２２】
次に、患者テーブルから、表示対象患者の患者ＩＤを取得する（Ｓ０３）。表示対象患者
は、既に電子カルテが開かれている場合は、該カルテが開かれている患者である。患者が
未指定の場合は、患者を指定すべき旨が表示される。
また、受診歴テーブルから、表示対象患者の表示対象日の受診歴ＩＤを取得する（Ｓ０３
）。表示対象日は、通常は、現在日及び現在日から所定期間（例：２週間）前までの日で
あるが、操作入力で指定してもよい。表示対象日に２回以上の受診がある場合は、各回の
受診歴ＩＤを取得する。
【００２３】
次に、経過等テーブル及び処方等テーブルから、上記ステップＳ０３で取得した患者ＩＤ
且つ受診歴ＩＤを持つ各レコードの各項目のデータ値を、それぞれ取得する（Ｓ０５）。
【００２４】
ステップＳ０７では、前記ステップＳ０１で設定した基本情報表示領域に、基本情報（経
過等・処方等）を表示する。その手順の一例を図５に示す。なお、基本情報表示手順につ
いては、後に詳述する。
【００２５】
ステップＳ０９では、前記ステップＳ０１で設定した更新履歴表示領域に、更新履歴情報
（更新の入力日時・入力者・承認日時・承認者・診療科・主治医・使用保険）を、選択可
能に表示する。その手順の一例を図６に示す。なお、更新履歴表示手順については、後に
詳述する。
【００２６】
更新履歴表示領域内の何れかの更新履歴が操作者により選択されると（Ｓ１１でＹＥＳ）
、該選択された更新履歴の入力日時を持つレコードを経過等テーブル及び処方等テーブル
から検索して、該検索したレコードの表示データ（基本情報表示領域に表示中のデータ）
を強調表示する（Ｓ１３）。強調表示を行う手順の一例を図７～図８に示す。なお、強調
表示手順については後に詳述する。
【００２７】
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また、選択されている更新履歴が操作者によりその選択を解除されると（Ｓ１５でＹＥＳ
）、当該強調表示を終了する（Ｓ１７）。これにより、当該データの表示は、通常表示に
戻る。
【００２８】
[4-2] 基本情報の表示：
基本情報は、下記（ａ）～（ｅ）に述べる規則に従い、略カルテ２号紙（左欄に経過等・
右欄に処方等）のイメージで表示される。即ち、
【００２９】
（ａ）経過等では、同じ受診歴ＩＤを持つレコードを、当該受診歴ＩＤの時刻領域内に表
示する。例えば、図１１では、受診時刻１０：００の領域内に、受診日時Ｈ１４．０４．
０９／１０：００の各レコードが表示されている。また、受診時刻１６：００の領域内に
、受診日時Ｈ１４．０４．０９／１６：００の各レコードが表示されている。
【００３０】
（ｂ）処方等では、処方マスタ項目のデータ値の表示下の領域に、内容項目のデータ値を
対応付けて表示する。例えば、図１１では、注射（点滴）／注射（静注）／注射（静注）
の表示下の領域に、ビタミンＣ注射～１回分／強力ネオミノ～１回分／強力ネオミノ～１
回分、が、それぞれ表示されている。
【００３１】
（ｃ）経過等では、同じ時刻領域内での各レコードの表示順は、表示順項目のデータ値に
従う。表示順項目のデータ値が同じレコードでは、入力日時項目のデータ値（入力日時）
の先後に従う。例えば、図１１の受診時刻１０：００の領域内では、経過等テーブル（図
９）の表示順項目のデータ値に従って、主訴・所見・体温・メモ（検査指示）・メモ（血
液検査指示）、の順に表示されている。また、メモ（検査指示）と、メモ（血液検査指示
）とは、表示順項目のデータ値が同じため、入力日時項目のデータ値（入力日時）の先後
順に表示されている。
【００３２】
（ｄ）処方等では、各レコードの表示順は表示順項目のデータ値に従う。表示順項目のデ
ータ値が同じレコードでは、入力日時項目のデータ値（入力日時）の順に表示する。例え
ば、図１１では、処方等テーブル（図１０）の表示順項目のデータ値に従って、注射（点
滴）・注射（静注）（強力ネオ～３管～）・注射（静注）（強力ネオ～４管～）、の順に
表示されている。また、注射（静注）（強力ネオ～３管～）と、注射（静注）（強力ネオ
～４管～）とは、表示順項目のデータ値が同じため、入力日時項目のデータ値（入力日時
）の先後順に表示されている。
【００３３】
（ｅ）経過等では、同じレコードの経過マスタ項目のデータ値と内容項目のデータ値とを
、対応付けて表示する。例えば、図１１では、主訴／所見／体温／メモ／メモに、症状変
化無し／特に問題無し・経過を見る／３７．３度／検査指示／血液検査指示、が、それぞ
れ対応付けて表示されている。
【００３４】
上記（ａ）～（ｅ）の規則はカルテ２号紙と同様の表示を行うための規則であるが、カル
テ２号紙とは異なる表示を行うために、さらに下記（ｆ）～（ｉ）の規則が適用される。
即ち、
【００３５】
（ｆ）経過等では、受診歴ＩＤは同じであるが、入力日時項目のデータ値（入力日時）が
異なるレコードが有る場合は、該受診歴ＩＤの時刻領域内に、各入力日時項目の入力者氏
名・承認者氏名を、入力日時順に表示する。例えば、図１１の受診時刻１０：００の領域
では、「（入）医師太郎・（承）医師太郎」が、２行に渡って表示されている。
【００３６】
（ｇ）処方等では、該処方等の入力者氏名・承認者氏名（及び、データ値が有る場合は、
被指示者氏名・実施者氏名）を、該処方等の処方マスタ項目のデータ値の表示下の領域に
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表示する。例えば、図１１では、「注射（点滴）」の表示下の領域に、「（入）医師太郎
・（承）医師太郎・（指）看護婦花子・（実）看護婦花子」が表示されている。
【００３７】
（ｈ）経過等では、削除済みのレコード（例：削除日時項目にデータ値を持つレコード）
に関しては、当該レコードが削除済みである旨を明瞭に表示する。例えば、図１１の受診
時刻１０：００の領域では、「メモ：検査指示」に、削除線が上書きされている。また、
図１３の受診時刻１５：２１の領域では、シェーマ図の右横に削除マークが付記されてい
る。なお、シェーマ図の場合には削除線等を上書きするのではなく、削除マークを付記す
ることとした理由は、削除線等を上書きすると、その線等がシェーマ図を構成する線等で
あるか、又は、シェーマ図を削除した旨を表す線等であるかが、不明瞭となるためである
。
【００３８】
（ｉ）処方等でも、削除済みのレコード（例：削除日時項目にデータ値を持つレコード）
に関しては、当該レコードが削除済みである旨を明瞭に表示する。例えば、図１１の処方
等欄（右欄）略中央部の「注射（点滴）」の表示下の領域では、「注射（静注）」と「強
力ネオ～３管～１回分」とに、削除線が上書きされている。
【００３９】
以上の規則を実現する手順の一例を図５に示す。
ステップＳ１０１～Ｓ１０７は、各種の表示データを作成するための処理である。また、
ステップＳ１０９～Ｓ１１９は、削除済みのレコードのデータに削除線を上書きし、及び
／又は、削除マークを付記するための処理である。なお、ステップＳ１０１，Ｓ１０５，
Ｓ１０７では、各表示の位置・行数をメモリ上の行位置・行数管理テーブルに保持してい
るが、これは、前記ステップ０１の場合と同様に、強調表示のデータ群が基本情報表示領
域に収まり切らない場合に、該データ群の先頭を基本情報表示領域の先頭位置までスクロ
ールするのに用いるためである。詳細は後述する。
【００４０】
[4-3] 更新履歴情報の表示：
更新履歴は、下記（ｊ）（ｋ）の規則に従って、入力履歴表示画面内下部の更新履歴表示
領域に表示される。即ち、
【００４１】
（ｊ）同じ受診歴ＩＤを持ち、入力日時項目のデータ値（入力日時）が異なるレコードが
有る場合、換言すれば、修正（削除・入力）されたレコードが有る場合は、該受診歴ＩＤ
を持つレコードの更新履歴情報（入力日時（最先の入力日時を除く）・入力者・承認日時
・承認者・診療科・主治医・使用保険）を、更新履歴表示領域に、選択可能に表示する。
【００４２】
（ｋ）２以上の更新履歴情報が有る場合（最先の入力日時を除く入力日時が同じ受診歴Ｉ
Ｄに２以上有る場合・前記とは別の受診歴ＩＤに関して該別の受診歴ＩＤと同じ受診歴Ｉ
Ｄを持ち入力日時項目のデータ値（入力日時）が異なるレコードが有る場合）は、それら
の更新履歴情報を、入力日時順に表示する。
【００４３】
以上の規則を実現する手順の一例を図６に示す。
ステップＳ２０１～Ｓ２０５は、修正されたレコードに対応する受診歴ＩＤを検索するた
めの処理である。また、ステップＳ２０７～Ｓ２１３は、検索した受診歴ＩＤのレコード
に関して更新履歴を作成するための処理である。
【００４４】
[4-4] 強調表示：
前述のように、更新履歴情報が選択されると（Ｓ１１でＹＥＳ）、該選択された更新履歴
情報の入力日時項目のデータ値（入力日時）と同じデータ値（入力日時）を入力日時項目
に持つレコードを、経過等テーブル・処方等テーブルから検索して、基本情報表示領域内
の対応する表示を強調表示する（Ｓ１３）。
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【００４５】
強調表示としては、例えば、背景色を他と異ならせる、文字列を斜体表示・太字表示・下
線付加・色を異ならせる等する、シェーマ図を枠で囲む、等を例示することができる。
【００４６】
例えば、図１２には、入力日時としてＨ１４．０４．０９／１９：００が選択された結果
、該時刻に削除された基本情報である「メモ：検査指示」及び処方等である「注射（静注
）－強力ネオ～３管～１回分」と、該時刻に入力された基本情報である「メモ：血液検査
指示」及び処方等である「注射（静注）－強力ネオ～４管～１回分」とを、強調表示（背
景色を異ならせる表示（図中に枠線で囲んで示す））した様子が示されている。
【００４７】
また、図１３には、入力日時としてＨ１４．０４．１０／１５：３１が選択された結果、
該時刻に入力された基本情報である「シェーマ図」を、強調表示（枠で囲む）した様子が
示されている。
【００４８】
上記の強調表示を実現する手順の一例を図７～図８に示す。
ステップＳ３０１～Ｓ３０５は、強調表示すべきレコードを検索するための処理である。
また、ステップＳ３０７～Ｓ３１９は、検索したレコードの表示データに強調表示を施す
ための処理である。
【００４９】
また、ステップＳ３２１～Ｓ３２７は、強調表示すべきデータが、基本情報表示領域から
はみ出す場合に、強調表示すべきデータの先頭を基本情報表示領域の先頭位置までスクロ
ール移動するための処理である。図示のフローチャートの手順では、このようにスクロー
ル移動することで、強調表示対象のデータ群全体を同時に一覧できる可能性を高めている
。
【００５０】
ステップＳ３２９は、ステップＳ３０１～Ｓ３１９の処理によりデータ上で強調表示を施
され、ステップＳ３２１～Ｓ３２７の処理により必要に応じてスクロール移動されたデー
タを、強調表示するステップである。
【００５１】
なお、図４～図８に示したフローチャートは、本発明の機能を実現する手順の一例を示す
ものであり、本発明が図示のフローチャートの手順に限定されないことは勿論である。
【００５２】
上記では、入力日時を指定（強調表示指定）して、該入力日時（又は削除日時を持つ場合
には削除日時）の医療情報レコードの表示を一括して強調表示する場合を説明したが、本
発明は、強調表示に限定されない。
強調表示に代えて、非表示とすることもできる。即ち、入力日時を指定（非表示指定）し
て、該入力日時（又は削除日時を持つ場合には削除日時）と、該入力日時（又は削除日時
を持つ場合には削除日時）より後のレコードの表示を非表示とするように構成することも
できる。その場合には、指定した日時での有効な医療情報を視認できる効果がある。
【００５３】
処理としては、例えば、前記ステップＳ３０１（図７）で選択された入力日時以後の各入
力日時を取得し、ステップＳ３１３及びＳ３１５（図７）で強調表示データの設定に代え
て非表示データを設定すればよい。
【００５４】
【発明の効果】
　医療情報の表題である主訴や所見或いは注射や処置等の種別名称に当該医療情報の内容
である記録データを対応付けて、且つ、同じ受診歴ＩＤに対応付けられている記録データ
を同じ領域内に配置して、且つ、削除設定された記録データについてはその旨と削除日時
を明示して、表示対象患者の各医療情報を表示する、カルテ画面の表示機能を備えた診療
支援装置であって、記録データにその入力日時及び受診歴ＩＤを対応付けて保持する医療
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療情報レコードでは当該削除日時をも対応付けて保持する医療情報記憶手段と、受診歴Ｉ
Ｄが同じであるにもかかわらず入力日時が異なる複数の医療情報レコードを前記医療情報
記憶手段から受診歴ＩＤ毎に検索し、入力日時が最先でない医療情報レコードを当該受診
歴ＩＤについての更新履歴情報として保持して、その入力日時を所定の更新履歴表示領域
に選択可能に表示する更新履歴表示手段と、ユーザの操作入力により前記更新履歴表示領
域から入力日時が選択されると、当該選択された入力日時を保持している医療情報レコー
ド及び当該選択された入力日時と同じ削除日時を保持している医療情報レコードを前記医
療情報記憶手段から検索して、それらに基づく表示を前記カルテ画面にて強調表示する強
調表示手段と、を有する診療支援装置［Ａ］では、同時に入力／削除された医療情報を強
調表示できる。このため、例えば、変更前の処方等と、変更の理由となった検査結果や主
訴等の経過の変化等を、一括して強調表示でき、両者を相互に関連付けて把握することが
容易となる。
【００５５】
　前記［Ａ］に於いて、さらに、ユーザの操作入力により前記更新履歴表示領域から選択
された入力日時を保持している医療情報レコード及び当該選択された入力日時と同じ削除
日時を保持している医療情報レコードに基づく強調表示の先頭位置を、前記カルテ画面内
の先頭位置に設定する先頭位置設定手段を有する診療支援装置［Ｂ］では、強調表示の先
頭位置がカルテ画面内の先頭位置に設定されるため、［Ａ］の強調表示を画面に確実に表
示できる。
【００５６】
　前記［Ａ］又は［Ｂ］の強調表示手段に代えて、ユーザの操作入力により前記更新履歴
表示領域から入力日時が選択されると、当該選択された入力日時以後の入力日時を保持し
ている医療情報レコードを前記医療情報記憶手段から検索して、それらに基づく表示を前
記カルテ画面にて非表示とする強調手段を有する診療支援装置［Ｃ］では、更新履歴表示
領域で選択された日時での修正前の状態（経過等，処方等）を残して、該日時以後の状態
を非表示とすることができる。このため、変更が行われる以前の状態を容易に視認するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】実施の形態の診療支援装置（＝電子カルテ機能を備えたコンピュータ装置）の構
成図。
【図２】各テーブル間の連携関係を示す説明図。
【図３】診療情報入力のタイミング（入力日時の決定タイミング）を示す説明図。
【図４】本診療支援装置で実行される入力履歴表示手順を示すフローチャート。
【図５】図４のステップＳ０７を示すフローチャート。
【図６】図４のステップＳ０９を示すフローチャート。
【図７】図４のステップＳ１３を示すフローチャートの一部。
【図８】図４のステップＳ１３を示すフローチャートの残部。
【図９】経過等テーブルの一例を示す説明図。
【図１０】処方等テーブルの一例を示す説明図。
【図１１】入力履歴表示画面の起動直後を例示する説明図。
【図１２】入力履歴表示画面で或る入力日時を選択してデータ（文字列）の強調表示を行
った場合を例示する説明図。
【図１３】入力履歴表示画面で或る入力日時を選択してデータ（シェーマ図）の強調表示
を行った場合を例示する説明図。
【符号の説明】
１０　制御装置
１１　記憶装置（ハードディスク）
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