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(57)【要約】
【課題】第１の文書情報と第２の文書情報の融合に関連
する第３の文書情報を生成した場合にあっても、文書情
報群の改竄を検知できる特徴値を算出するようにした情
報処理プログラムを提供する。
【解決手段】情報処理プログラムは、コンピュータに、
第１の文書情報に基づいて算出され、該第１の文書情報
が改竄されたか否かを検知できる第１の特徴値を受け取
る第１の特徴値受取機能と、第２の文書情報に基づいて
算出され、該第２の文書情報が改竄されたか否かを検知
できる第２の特徴値を受け取る第２の特徴値受取機能と
、前記第１の特徴値受取機能によって受け取られた第１
の特徴値と、前記第２の特徴値受取機能によって受け取
られた第２の特徴値と、前記第１の文書情報及び前記第
２の文書情報の融合に関連する第３の文書情報に基づい
て、該第３の文書情報が改竄されたか否かを検知できる
第３の特徴値を算出する特徴値算出機能を実現させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータに、
　第１の文書情報に基づいて算出され、該第１の文書情報が改竄されたか否かを検知でき
る第１の特徴値を受け取る第１の特徴値受取機能と、
　第２の文書情報に基づいて算出され、該第２の文書情報が改竄されたか否かを検知でき
る第２の特徴値を受け取る第２の特徴値受取機能と、
　前記第１の特徴値受取機能によって受け取られた第１の特徴値と、前記第２の特徴値受
取機能によって受け取られた第２の特徴値と、前記第１の文書情報及び前記第２の文書情
報の融合に関連する第３の文書情報に基づいて、該第３の文書情報が改竄されたか否かを
検知できる第３の特徴値を算出する特徴値算出機能
　を実現させることを特徴とする情報処理プログラム。
【請求項２】
　前記第１の文書情報と前記第２の文書情報とを融合する指示を受け付けた場合、前記第
１の文書情報と前記第２の文書情報を融合した旨であることを示す内容である、前記特徴
値算出機能が用いる第３の文書情報を生成する第３の文書生成機能
　をさらに具備することを特徴とする請求項１に記載の情報処理プログラム。
【請求項３】
　前記第３の文書生成機能は、前記第１の文書情報と前記第２の文書情報の融合に関与し
た利用者を識別できる利用者情報を含むように前記第３の文書情報を生成する
　ことを特徴とする請求項２に記載の情報処理プログラム。
【請求項４】
　前記第３の文書生成機能は、前記第２の文書情報の対象は、前記第１の文書情報の対象
であったことを示す旨を含むように前記第３の文書情報を生成する
　ことを特徴とする請求項２又は３に記載の情報処理プログラム。
【請求項５】
　前記第３の文書生成機能は、前記第１の文書情報と前記第２の文書情報の融合の依頼に
関する文書情報と該融合を実施したことを確認する文書情報を含むように前記第３の文書
情報を生成する
　ことを特徴とする請求項２から４のいずれか一項に記載の情報処理プログラム。
【請求項６】
　予め定められた判断基準に基づいて、前記第１の文書情報の対象と前記第２の文書情報
の対象が同じであるか否かを判断する判断機能
　をさらに具備し、
　前記第３の文書生成機能は、前記判断機能によって同じ対象であると判断された場合に
、前記第１の文書情報と前記第２の文書情報を融合する
　ことを特徴とする請求項５に記載の情報処理プログラム。
【請求項７】
　前記文書情報とは、医療分野における患者に関する文書情報であり、
　前記判断機能は、予め定められた判断基準として、前記患者の氏名、生年月日、人体情
報、生体認証の情報のいずれか一つ以上を用いて、前記第１の文書情報の対象である患者
と前記第２の文書情報の対象である患者が同じであるか否かを判断する
　ことを特徴とする請求項６に記載の情報処理プログラム。
【請求項８】
　第１の文書情報に基づいて算出され、該第１の文書情報が改竄されたか否かを検知でき
る第１の特徴値を受け取る第１の特徴値受取手段と、
　第２の文書情報に基づいて算出され、該第２の文書情報が改竄されたか否かを検知でき
る第２の特徴値を受け取る第２の特徴値受取手段と、
　前記第１の特徴値受取手段によって受け取られた第１の特徴値と、前記第２の特徴値受
取手段によって受け取られた第２の特徴値と、前記第１の文書情報及び前記第２の文書情



(3) JP 2011-22743 A 2011.2.3

10

20

30

40

50

報の融合に関連する第３の文書情報に基づいて、該第３の文書情報が改竄されたか否かを
検知できる第３の特徴値を算出する特徴値算出手段
　を具備することを特徴とする情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理プログラム及び情報処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　文書情報のセキュリティ確保のために改竄検知の技術が求められている。
　これに関連する技術として、例えば、特許文献１、特許文献２には、デジタル署名生成
者自身がしたデジタル署名と第３者がデジタル署名生成者になりすまして行ったデジタル
署名とを識別可能とすることを課題とし、デジタル署名者側装置は、生成したデジタル署
名とメッセージを含むデジタル署名付きメッセージの配布に先立ち、当該デジタル署名付
きメッセージの署名ログを署名ログテーブルに登録し、デジタル署名検証者側装置は、デ
ジタル署名者側装置から署名ログリストを入手し、検証対象のデジタル署名付きメッセー
ジが取得した署名ログリストに登録されているか否かを調べることで、当該デジタル署名
付きメッセージがデジタル署名者側装置で生成されたものであるか否かを検証することが
開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－３３１１０４号公報
【特許文献２】特開２００４－０４０８３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、第１の文書情報と第２の文書情報の融合に関連する第３の文書情報を生成し
た場合にあっても、文書情報群の改竄を検知できる特徴値を算出するようにした情報処理
プログラム及び情報処理装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　かかる目的を達成するための本発明の要旨とするところは、次の各項の発明に存する。
　請求項１の発明は、コンピュータに、第１の文書情報に基づいて算出され、該第１の文
書情報が改竄されたか否かを検知できる第１の特徴値を受け取る第１の特徴値受取機能と
、第２の文書情報に基づいて算出され、該第２の文書情報が改竄されたか否かを検知でき
る第２の特徴値を受け取る第２の特徴値受取機能と、前記第１の特徴値受取機能によって
受け取られた第１の特徴値と、前記第２の特徴値受取機能によって受け取られた第２の特
徴値と、前記第１の文書情報及び前記第２の文書情報の融合に関連する第３の文書情報に
基づいて、該第３の文書情報が改竄されたか否かを検知できる第３の特徴値を算出する特
徴値算出機能を実現させることを特徴とする情報処理プログラムである。
【０００６】
　請求項２の発明は、前記第１の文書情報と前記第２の文書情報とを融合する指示を受け
付けた場合、前記第１の文書情報と前記第２の文書情報を融合した旨であることを示す内
容である、前記特徴値算出機能が用いる第３の文書情報を生成する第３の文書生成機能を
さらに具備することを特徴とする請求項１に記載の情報処理プログラムである。
【０００７】
　請求項３の発明は、前記第３の文書生成機能は、前記第１の文書情報と前記第２の文書
情報の融合に関与した利用者を識別できる利用者情報を含むように前記第３の文書情報を
生成することを特徴とする請求項２に記載の情報処理プログラムである。
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【０００８】
　請求項４の発明は、前記第３の文書生成機能は、前記第２の文書情報の対象は、前記第
１の文書情報の対象であったことを示す旨を含むように前記第３の文書情報を生成するこ
とを特徴とする請求項２又は３に記載の情報処理プログラムである。
【０００９】
　請求項５の発明は、前記第３の文書生成機能は、前記第１の文書情報と前記第２の文書
情報の融合の依頼に関する文書情報と該融合を実施したことを確認する文書情報を含むよ
うに前記第３の文書情報を生成することを特徴とする請求項２から４のいずれか一項に記
載の情報処理プログラムである。
【００１０】
　請求項６の発明は、予め定められた判断基準に基づいて、前記第１の文書情報の対象と
前記第２の文書情報の対象が同じであるか否かを判断する判断機能をさらに具備し、前記
第３の文書生成機能は、前記判断機能によって同じ対象であると判断された場合に、前記
第１の文書情報と前記第２の文書情報を融合することを特徴とする請求項５に記載の情報
処理プログラムである。
【００１１】
　請求項７の発明は、前記文書情報とは、医療分野における患者に関する文書情報であり
、前記判断機能は、予め定められた判断基準として、前記患者の氏名、生年月日、人体情
報、生体認証の情報のいずれか一つ以上を用いて、前記第１の文書情報の対象である患者
と前記第２の文書情報の対象である患者が同じであるか否かを判断することを特徴とする
請求項６に記載の情報処理プログラムである。
【００１２】
　請求項８の発明は、第１の文書情報に基づいて算出され、該第１の文書情報が改竄され
たか否かを検知できる第１の特徴値を受け取る第１の特徴値受取手段と、第２の文書情報
に基づいて算出され、該第２の文書情報が改竄されたか否かを検知できる第２の特徴値を
受け取る第２の特徴値受取手段と、前記第１の特徴値受取手段によって受け取られた第１
の特徴値と、前記第２の特徴値受取手段によって受け取られた第２の特徴値と、前記第１
の文書情報及び前記第２の文書情報の融合に関連する第３の文書情報に基づいて、該第３
の文書情報が改竄されたか否かを検知できる第３の特徴値を算出する特徴値算出手段を具
備することを特徴とする情報処理装置である。
【発明の効果】
【００１３】
　請求項１記載の情報処理プログラムによれば、第１の文書情報と第２の文書情報の融合
に関連する第３の文書情報を生成した場合にあっても、文書情報群の改竄を検知できる特
徴値を算出することができる。
【００１４】
　請求項２記載の情報処理プログラムによれば、第１の文書情報と第２の文書情報とを融
合する指示を受け付けた場合、第３の文書を利用者の操作を介さないで生成することがで
きる。
【００１５】
　請求項３記載の情報処理プログラムによれば、第１の文書情報と第２の文書情報の融合
に関与した利用者を特定できるようになる。
【００１６】
　請求項４記載の情報処理プログラムによれば、第１の文書情報と第２の文書情報の融合
に関連する第３の文書情報が生成された後であっても、その第２の文書情報を生成した者
にとって、第２の文書情報の対象が第１の文書情報の対象であることが判明できるように
なる。
【００１７】
　請求項５記載の情報処理プログラムによれば、第３の文書情報の生成が、本構成を有し
ていない場合と比較して、より厳密な手続きを経て行われたことを証明することができる
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ようになる。
【００１８】
　請求項６記載の情報処理プログラムによれば、第１の文書情報の対象と第２の文書情報
の対象が同じである場合に、第１の文書情報と第２の文書情報を融合することができるよ
うになる。
【００１９】
　請求項７記載の情報処理プログラムによれば、患者の氏名、生年月日、人体情報、生体
認証の情報のいずれか一つ以上を判断に反映させることができる。
【００２０】
　請求項８記載の情報処理装置によれば、第１の文書情報と第２の文書情報の融合に関連
する第３の文書情報を生成した場合にあっても、文書情報群の改竄を検知できる特徴値を
算出することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本実施の形態の構成例についての概念的なモジュール構成図である。
【図２】本実施の形態による文書群の生成処理例を示す説明図である。
【図３】本実施の形態によって第１の文書群と第２の文書群とを融合する処理例を示す説
明図である。
【図４】本実施の形態の採番管理モジュールによる採番処理例を示すフローチャートであ
る。
【図５】文書データテーブルのデータ構造例を示す説明図である。
【図６】文書番号テーブルのデータ構造例を示す説明図である。
【図７】本実施の形態によって電子署名、タイムスタンプ処理が行われた場合のデータの
変化過程の例を示す説明図である。
【図８】本実施の形態によって第１の文書群と第２の文書群とを融合する処理例を示すフ
ローチャートである。
【図９】本実施の形態による融合処理前の文書データテーブルのデータ構造例を示す説明
図である。
【図１０】本実施の形態による融合処理後の文書データテーブルのデータ構造例を示す説
明図である。
【図１１】本実施の形態によって融合処理時において、電子署名、タイムスタンプ処理が
行われた場合のデータの変化過程の例を示す説明図である。
【図１２】同一人物チェックテーブルのデータ構造例を示す説明図である。
【図１３】本実施の形態を実現するコンピュータのハードウェア構成例を示すブロック図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、図面に基づき本発明を実現するにあたっての好適な一実施の形態の例を説明する
。
　図１は、本実施の形態の構成例についての概念的なモジュール構成図を示している。
　なお、モジュールとは、一般的に論理的に分離可能なソフトウェア（コンピュータ・プ
ログラム）、ハードウェア等の部品を指す。したがって、本実施の形態におけるモジュー
ルはコンピュータ・プログラムにおけるモジュールのことだけでなく、ハードウェア構成
におけるモジュールも指す。それゆえ、本実施の形態は、コンピュータ・プログラム、シ
ステム及び方法の説明をも兼ねている。ただし、説明の都合上、「記憶する」、「記憶さ
せる」、これらと同等の文言を用いるが、これらの文言は、実施の形態がコンピュータ・
プログラムの場合は、記憶装置に記憶させる、又は記憶装置に記憶させるように制御する
の意である。また、モジュールは機能にほぼ一対一に対応しているが、実装においては、
１モジュールを１プログラムで構成してもよいし、複数モジュールを１プログラムで構成
してもよく、逆に１モジュールを複数プログラムで構成してもよい。また、複数モジュー
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ルは１コンピュータによって実行されてもよいし、分散又は並列環境におけるコンピュー
タによって１モジュールが複数コンピュータで実行されてもよい。なお、１つのモジュー
ルに他のモジュールが含まれていてもよい。また、以下、「接続」とは物理的な接続の他
、論理的な接続（データの授受、指示、データ間の参照関係等）の場合にも用いる。
　また、システム又は装置とは、複数のコンピュータ、ハードウェア、装置等がネットワ
ーク（一対一対応の通信接続を含む）等の通信手段で接続されて構成されるほか、１つの
コンピュータ、ハードウェア、装置等によって実現される場合も含まれる。「装置」と「
システム」とは、互いに同義の用語として用いる。「予め定められた」とは、対象として
いる処理の前に定まっていることをいい、本実施の形態による処理が始まる前はもちろん
のこと、本実施の形態による処理が始まった後であっても、対象としている処理の前であ
れば、そのときの状況・状態に応じて、又はそれまでの状況・状態に応じて定まることの
意を含めて用いる。また、管理という用語を用いるが、これは文脈に応じて、制御する、
マネジメントする、制御又はマネジメントするためのデータを記憶するの意で用い、その
役割又は動作をさす。
【００２３】
　なお、文書情報とは、テキストデータ、場合によっては画像、動画、音声等の電子デー
タ、又はこれらの組み合わせであり、記憶、編集及び検索等の対象となり、システム又は
利用者間で個別の単位として交換できるものをいい、これらに類似するものを含む。以下
、文書ともいう。また、その内容は、限定するものではないが、医療分野における患者に
関する文書（例えば、具体的にはカルテ、レントゲン写真、検査結果を記した書面等）を
主に例示して説明する。文書群とは、同じ対象に対して生成された複数の文書をいい、例
えば、同じ患者を対象として時系列的に生成されたカルテ等が該当する。
　また、文書の特徴値は、文書に基づいて算出され、その文書が改竄されたか否かを検知
できるものであり、ハッシュ値を主に例示して説明する。
【００２４】
　本実施の形態である情報処理プログラムは、文書の改竄を検知し得るように文書情報を
管理するものであって、図１に示すように、対象者データ管理モジュール１１０、対象者
ＤＢ１１５、文書処理モジュール１５０、表示モジュール１７０を有している。
　対象者データ管理モジュール１１０は、対象者ＤＢ１１５、文書作成モジュール１５１
と接続されている。例えば、患者を一意に識別する患者ＩＤ（ＩＤｅｎｔｉｆｉｅｒ）、
その患者に関する情報等の生成、受け付け等を行って対象者ＤＢ１１５に記憶させ、管理
等する。そして、文書処理モジュール１５０の文書作成モジュール１５１からの要求に応
じて、患者に関する情報等を渡す。
　対象者ＤＢ１１５は、対象者データ管理モジュール１１０からアクセスされる。対象者
データ管理モジュール１１０によって生成等された患者に関する情報等を記憶する。
【００２５】
　文書処理モジュール１５０は、文書作成モジュール１５１、採番管理モジュール１５２
、ハッシュ（電子署名）生成モジュール１５３、文書管理モジュール１５４、リンク管理
モジュール１５５、文書表示制御モジュール１５６、署名検証モジュール１５７を有して
いる。
　文書作成モジュール１５１は、対象者データ管理モジュール１１０、採番管理モジュー
ル１５２と接続されている。既存の文書を開き又は新規に文書を開き、利用者の編集指示
を受け付けて文書を生成する。その文書を生成するときに、対象者データ管理モジュール
１１０から患者に関する情報等を得る。そして、完成した文書を採番管理モジュール１５
２へ渡す。
　採番管理モジュール１５２は、文書作成モジュール１５１、ハッシュ（電子署名）生成
モジュール１５３、文書管理モジュール１５４と接続されている。患者ＩＤごとに文書の
インクリメンタルな番号（以下、文書番号ともいう）を生成する。また、文書管理モジュ
ール１５４の登録ＩＤを管理する。そして、文書番号が採番された文書をハッシュ（電子
署名）生成モジュール１５３へ渡す。
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【００２６】
　ハッシュ（電子署名）生成モジュール１５３は、採番管理モジュール１５２、文書管理
モジュール１５４と接続されている。前回登録した文書のハッシュ値（又は電子署名値）
を含めた電子署名を、今回の文書に付与する。電子署名を付与した文書を文書管理モジュ
ール１５４へ渡す。
　文書管理モジュール１５４は、採番管理モジュール１５２、ハッシュ（電子署名）生成
モジュール１５３、リンク管理モジュール１５５、文書表示制御モジュール１５６、署名
検証モジュール１５７と接続されている。原本性保証が可能になるような機能を備えた文
書管理装置であり、記憶装置内で文書を管理する。文書の実データ、電子署名データ、文
書の管理情報等を管理し、文書ごとにその文書を一意に識別する文書ＩＤを付与する。ハ
ッシュ（電子署名）生成モジュール１５３又はリンク管理モジュール１５５から渡された
文書を受け取り、利用者の文書表示指示に基づいて文書表示制御モジュール１５６へ文書
を渡し、又は検証対象の文書を署名検証モジュール１５７へ渡す。
【００２７】
　リンク管理モジュール１５５は、文書管理モジュール１５４と接続されている。臨時患
者ＩＤで生成された文書のリンクを同じ患者の実患者ＩＤのリンクに融合させる。その際
に管理データによるチェックを行う。また、融合時に利用者の融合指示を受け付け、リン
ク用文書を生成する。
　リンク管理モジュール１５５は、実患者ＩＤを対象としている文書Ａのハッシュ値Ａを
受け取り、臨時患者ＩＤを対象としている文書Ｂのハッシュ値Ｂを受け取り、受け取った
ハッシュ値Ａと、ハッシュ値Ｂと、文書Ａ及び文書Ｂの融合に関連するリンク用文書に基
づいて、そのリンク用文書のハッシュ値Ｃを算出する。
【００２８】
　また、リンク管理モジュール１５５は、文書Ａと文書Ｂとを融合する指示を受け付けた
場合、文書Ａと文書Ｂを融合した旨であることを示す内容であるリンク用文書を生成する
ようにしてもよい。
　また、リンク管理モジュール１５５は、文書Ａと文書Ｂの融合に関与した利用者を識別
できる利用者情報（利用者ＩＤ、利用者の氏名等）を含むようにリンク用文書を生成する
ようにしてもよい。
　また、リンク管理モジュール１５５は、文書Ｂの対象である臨時患者ＩＤの患者は、文
書Ａの対象であった実患者ＩＤの患者であることを示す旨を含むようにリンク用文書を生
成するようにしてもよい。
　また、リンク管理モジュール１５５は、文書Ａと文書Ｂの融合の依頼に関する実施依頼
書とその融合を実施したことを確認する実施確認書を含むようにリンク用文書を生成する
ようにしてもよい。
　また、リンク管理モジュール１５５は、予め定められた判断基準に基づいて、文書Ａの
対象である実患者ＩＤの患者と文書Ｂの対象である臨時患者ＩＤの患者が同じであるか否
かを判断し、同じ人物であると判断した場合に、文書Ａと文書Ｂとの融合処理を行う。ま
た、同じ人物ではないと判断した場合に、利用者に同じ人物であるか否かを判断させ、利
用者が同じ人物であると判断した場合（利用者の操作によって、同じ人物であると指示さ
れた場合）に、実施依頼書と実施確認書を含むリンク用文書を生成して、文書Ａと文書Ｂ
との融合処理を行うようにしてもよい。
【００２９】
　文書表示制御モジュール１５６は、文書管理モジュール１５４、表示モジュール１７０
と接続されている。文書管理モジュール１５４から受け取った文書を表示モジュール１７
０に表示させる。
　署名検証モジュール１５７は、文書管理モジュール１５４、表示モジュール１７０と接
続されている。文書管理モジュール１５４で管理されている文書の電子署名、電子署名の
リンクを検証し、結果を表示モジュール１７０に表示させる。
　表示モジュール１７０は、文書処理モジュール１５０の文書表示制御モジュール１５６
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、署名検証モジュール１５７と接続されており、ディスプレイ等に文書、署名の検証結果
等を表示する。
【００３０】
　ここで、本実施の形態における前提条件を説明する。
　まず、患者ＩＤによる患者の特定方法を採用していることが必要である。一般に、患者
ＩＤが判明している患者ごとに文書が作成される。ただし、救急外来など患者の身元が特
定できないときに、臨時患者ＩＤが付与される。この場合、後に、その臨時患者が既に患
者ＩＤが付与されている患者であることが判明する場合がある。
　次に、文書管理モジュール１５４は、文書の内容と管理情報のセットで管理するもので
あることが必要である。
【００３１】
　以下、本実施の形態における各種の処理、（Ａ）新患者についての文書登録処理、（Ｂ
）既に登録されている旧患者についての文書登録処理、（Ｃ）患者ＩＤ不明な患者につい
ての文書登録処理、（Ｄ）臨時患者ＩＤと新規患者の患者ＩＤとの融合処理、（Ｅ）臨時
患者ＩＤと旧患者の既存患者ＩＤとの融合処理、（Ｆ）文書リンクの検証処理、を図２、
図３を用いて説明する。図２は、本実施の形態による文書群の生成処理例を示す説明図で
ある。図３は、本実施の形態によって第１の文書群と第２の文書群とを融合する処理例を
示す説明図である。
　なお、文書は、患者ごとに時系列に生成される。したがって、前文書とは、現在作成さ
れた対象の文書よりも前に作成された文書であり、対象の文書に時間的に直近の文書であ
る。
【００３２】
　（Ａ）登録１：新患者についての文書登録処理
［Ａ１］病院の対象者データ管理モジュール１１０より、正式な患者ＩＤが発行される。
［Ａ２］文書作成モジュール１５１で文書が作成された後、採番管理モジュール１５２に
患者ＩＤと文書を送信し、登録処理を開始する。
［Ａ３］採番管理モジュール１５２は、該当患者ＩＤに前文書がないため、最新文書番号
として１を設定し、現在の登録文書の文書番号にする。
【００３３】
［Ａ４］ハッシュ（電子署名）生成モジュール１５３は、登録する文書の実体に対して、
署名者の電子署名を付与する。前回登録した文書は存在しないため、ハッシュ生成の対象
は文書実体だけである。図２に例示するように文書１　２１１からハッシュ値２２１を生
成して、電子証明書２３１を用いて電子署名２４１を行う。
［Ａ５］文書と電子署名値、前文書の文書ＩＤ（最初の文書であるため、存在しない）、
患者の個人情報から構成される管理情報を文書管理モジュール１５４で管理する。
【００３４】
　（Ｂ）登録２：既に登録されている旧患者についての文書登録処理
［Ｂ１］患者ＩＤが存在するため、患者ＩＤの発行は不要である。文書作成モジュール１
５１で文書が作成された後、採番管理モジュール１５２に患者ＩＤと文書を送信し、登録
処理を開始する。
［Ｂ２］採番管理モジュール１５２は、該当患者ＩＤの最新文書番号に１を足し、更新し
た最新文書番号を登録する文書の文書番号とする。
【００３５】
［Ｂ３］ハッシュ（電子署名）生成モジュール１５３は、登録する文書の実体と前回登録
した文書のハッシュ値（又は電子署名値）のデータを含めたデータに対して、署名者の電
子署名を付与する。図２に例示するように文書２　２１２以降の文書はこのケースである
。つまり、文書２　２１２の場合、文書２　２１２（文書２の実体）とハッシュ値２２１
からハッシュ値２２２を生成して、電子証明書２３１を用いて電子署名２４２を生成する
。そして、ハッシュ値２２２は次の文書３　２１３の登録に用いられる。
［Ｂ４］文書と電子署名値、前文書の文書ＩＤ、患者の個人情報から構成される管理情報
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を文書管理モジュール１５４で管理する。
【００３６】
　（Ｃ）登録３：患者ＩＤ不明な患者についての文書登録処理
［Ｃ１］病院の対象者データ管理モジュール１１０より、臨時の患者ＩＤが発行される。
［Ｃ２］文書作成モジュール１５１で文書が作成された後、採番管理モジュール１５２に
臨時患者ＩＤと文書を送信し、登録処理を開始する。
［Ｃ３］採番管理モジュール１５２は、該当臨時患者ＩＤに前文書がない場合、最新文書
番号を１に設定し、現在の登録文書の文書番号にする。２度目以降の文書登録の場合、最
新文書番号に１を足し、更新した文書番号を登録する文書の文書番号にする。
【００３７】
［Ｃ４］ハッシュ（電子署名）生成モジュール１５３は、前文書がない場合、登録する文
書の実体に対して、署名者の電子署名を付与する。前回登録した文書は存在しないため、
ハッシュ生成の対象は文書実体だけである。図３に例示するように文書１　３５１からハ
ッシュ値３６１を生成して、電子証明書３７１を用いて電子署名３８１を行う。前文書が
ある場合、登録する文書の実体と前回登録した文書のハッシュ値（又は電子署名値）のデ
ータに対して、署名者の電子署名を付与する。
［Ｃ５］文書と電子署名値、前文書の文書ＩＤ（最初の文書である場合は存在しない）、
患者の個人情報から構成される管理情報を文書管理モジュール１５４で管理する。
【００３８】
　（Ｄ）リンクの融合１：臨時患者ＩＤと新規患者の患者ＩＤとの融合処理
［Ｄ１］臨時の患者ＩＤを使用している患者の身元が判明した場合、病院の対象者データ
管理モジュール１１０より、正式な患者ＩＤが発行され、リンクの融合処理を行う。
［Ｄ２］融合する際に、新規患者ＩＤに前文書がないため、同一人物のチェックを省略す
る。
［Ｄ３］利用者の指示を受け、リンク管理モジュール１５５が融合する旨を記載する文書
（例えば、融合報告書）を作成し、登録する。採番管理モジュール１５２は、該当患者Ｉ
Ｄに前文書がないため、最新文書番号を１に設定し、融合報告書の文書番号にする。
【００３９】
［Ｄ４］登録する文書（融合報告書）の実体と臨時患者ＩＤで登録された前文書のハッシ
ュ値（又は電子署名）のデータに対して、署名者の電子署名を付与する。
［Ｄ５］文書と電子署名値、前文書の文書ＩＤ、患者の個人情報から構成される管理情報
を文書管理モジュール１５４で管理する。
［Ｄ６］融合対象の臨時患者ＩＤで作成された文書の管理情報のうち、「患者ＩＤ」と「
生年月日」のデータを実患者ＩＤの最新データ（例えば、病院内の他システムから取得し
たデータ）と一致するように更新する。
【００４０】
　（Ｅ）リンクの融合２：臨時患者ＩＤと旧患者の既存患者ＩＤとの融合処理
［Ｅ１］臨時の患者ＩＤを使用している患者の身元が判明した場合、患者の実患者ＩＤを
使用するため、患者ＩＤ発行は不要である。
［Ｅ２］リンク管理モジュール１５５は、融合する場合に、故意又は患者ＩＤの指定ミス
等による不正な融合を防ぐため、文書の管理情報を使用し、同一人物か否かのチェックを
行う。なお、既存文書の管理情報は登録者と融合の指示者が修正できないものとする。チ
ェック結果が不一致の場合、融合処理を中止するようにしてもよいし、その後、利用者の
判断に任せるようにしてもよい。
【００４１】
　同一人物か否かのチェックは次に示すようなものがある。
（１）人体情報によるチェック
　患者の実患者ＩＤの前文書と臨時患者ＩＤの前文書の管理情報を取得し、性別、身長、
血液型、年齢帯等が一致するか否かをチェックする。身長と年齢帯には許容する誤差範囲
を設ける。
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（２）氏名と生年月日によるチェック
　融合前では臨時患者ＩＤの文書の管理情報は患者名が空欄である場合が多い。その場合
、まずは管理情報を修正する権限を有する機関に臨時患者ＩＤの文書に患者氏名、その読
みがなの記載と生年月日の更新を行って貰い、融合時に氏名、その読みがなと生年月日を
チェックする。この場合、氏名、その読みがなと生年月日の全てが同じであることが必要
である。
（３）生体認証のデータによるチェック
　指紋、静脈パターンなどの生体認証データを採取できる場合、これを同一人物のチェッ
クに使用する。
【００４２】
［Ｅ３］利用者の指示を受け取り、リンク管理モジュール１５５が融合する旨を記載する
文書（例えば、融合報告書）を作成し、登録する。採番管理モジュール１５２は、該当患
者ＩＤの最新文書番号に１を足し、更新した最新文書番号を融合報告書の文書番号にする
。図３に例示する文書（Ｎ＋１）　３１８はこの文書に該当する。つまり、文書（Ｎ＋１
）　３１８（文書（Ｎ＋１）の実体）とハッシュ値３２７とハッシュ値３６２からハッシ
ュ値３２８を生成して、電子証明書３３１を用いて電子署名３４８を生成する。そして、
ハッシュ値３２８は次の文書（Ｎ＋２）　３１９の登録に用いられる。
［Ｅ４］登録する文書（融合報告書）の実体と実患者ＩＤの前文書のハッシュ値（又は電
子署名）、臨時ＩＤの前文書のハッシュ値（又は電子署名）のデータを含めたデータに対
して、署名者の電子署名を付与する。
【００４３】
［Ｅ５］文書と電子署名値、実患者ＩＤの前文書の文書ＩＤ、臨時患者ＩＤの前文書の文
書ＩＤ、患者の個人情報から構成される管理情報を文書管理モジュール１５４で管理する
。
［Ｅ６］融合対象の臨時患者ＩＤで作成された文書の管理情報のうち、「患者ＩＤ」と「
生年月日」のデータを実患者ＩＤの最新データ（例えば、病院内の他システムから取得し
たデータ）と一致するように更新する。
【００４４】
　（Ｆ）文書リンク（患者ごとに経時的に生成された複数の文書であって、前述の登録処
理（融合処理を含む）が行われた文書群）の検証処理
［Ｆ１］文書リンクに最後に登録された文書Ａの電子署名値を公開鍵で復号し、署名対象
データのハッシュ値に一致すれば、文書Ａが改竄されていないことが判明する。
［Ｆ２］文書Ａの署名対象データ内にある文書Ｂ（前文書）のハッシュ値と文書Ｂの実体
からハッシュ計算で得た値が一致すれば、文書Ｂと文書Ａの間に抜き取りがなかったこと
が証明される。
［Ｆ３］以下、前述の手順を繰り返し実施すれば、文書の改竄がないことと文書のリンク
に漏れがないことが証明できる。文書リンクに文書ハッシュ値の代わりに電子署名を使用
した場合、電子証明書の公開鍵による復号処理を行えば、ハッシュ値の検証が同様に実行
し得る。
【００４５】
　次に、２つの文書を融合する場合のリンク用の文書（前述の例では、融合報告書）の作
成処理について説明する。
　融合を行う場合に、利用者が文書処理モジュール１５０に対して「急患Ｘさんで作成さ
れた文書リストを患者Ｂさんの文書として管理する」と指示すると、リンク管理モジュー
ル１５５がリンク用文書を生成する。このリンク用文書は以下のものとする。
（１）融合指示を行った利用者を示す識別情報を含むように、リンク管理モジュール１５
５がリンク用文書を生成する。
　本来、文書に電子署名が付与されているので、各利用者が電子証明書を所持し、署名し
ている場合、署名者の電子署名が融合の指令を発した利用者を識別するのに使用できる。
しかし、現状は署名者が実際の利用者でなく、組織の責任者又は文書管理の責任者となる
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場合は珍しくない。このような署名者と利用者が一致しない場合においても、融合指示を
行った利用者のＩＤを含めた情報をリンク用文書の本文、又は管理属性に記録することに
よって、融合を実施した者を追跡し得る。例えば、融合すべき患者ＩＤの間違い等の融合
ミスが発見された場合、指示した利用者がこのリンク用文書で判明し得る。不正な融合を
抑制するために、融合指示を受け付けたときにその旨を表示するようにしてもよい。
　なお、このようなリンク用文書を作成するために、融合指示を行う利用者の利用者ＩＤ
を受け取ってから融合指示を受け取るようにする。例えば、利用者ＩＤを記憶しているＩ
Ｃカード等から読み取るようにしてもよい。
【００４６】
（２）臨時患者が融合される患者であることを示す旨（例えば、「急患Ｘさんは患者Ｂさ
んであった」ことを示すメッセージ）を含むように、リンク管理モジュール１５５がリン
ク用文書を生成する。
　融合処理後、臨時患者ＩＤで登録された文書の管理情報は実の患者ＩＤのものに修正さ
れる。これによって、実の患者ＩＤを使用すれば、救急時の文書を含む文書を検索し得る
。しかし、例えば、応急措置を実施した救急部門の医師は臨時患者ＩＤしか知らない。患
者はその後回復し、転科後に身元が判明し、文書リンクの融合が行われた。前述の救急の
医師が患者の文書を確認したい場合、患者の実患者ＩＤ、氏名、生年月日等が分らないた
め、患者の文書を検索することが困難である。このような場合、リンク用文書に患者の実
患者ＩＤと臨時患者ＩＤの両方を記載しておき、リンク用文書を逐次確認（又は全文検索
）することで、臨時患者ＩＤから実患者ＩＤを調べ得る手段となる。
【００４７】
（３）リンク用文書を実施依頼書と実施確認書の２部（又は２部以上）に分け、２名以上
の利用者が関与しなければならないようにする。
　利用者が文書処理モジュール１５０に対して、融合の実施指示を行い、実施依頼書が作
成され、保管される。その後、この依頼が他の利用者（職制の上位者又はシステム管理者
等）の確認を得て、実施確認書が生成される。そして、その実施依頼書と実施確認書をリ
ンク用文書に含むようにして融合を実施する。
【００４８】
（４）また、前述の（３）で説明した２文書以上に分ける方法は、通常の運用では使用せ
ず、融合時の管理情報を用いた同一人物チェックが失敗した場合であって、利用者がチェ
ックを行って同一人物と判断して融合する場合にのみ適用してもよい。
【００４９】
　次に、より詳細な例を用いて説明する。
　例えば、救急搬送された患者が、患者ＩＤの不明な状態で診療を受け、複数の文書が作
成された。後日、その患者の患者ＩＤが判明し、救急で作成された文書を実患者ＩＤの既
存文書にリンクする融合を行うといった一連の処理を説明する。処理の流れには以下の操
作が含まれる。
（１）前文書なしの状態で文書を作成し、採番を行い、登録する。
（２）前文書ありの状態で文書を作成し、採番を行い、登録する。
（３）臨時患者ＩＤの文書リンクを実患者ＩＤの文書リンクに融合する。
（４）文書の完全性を検証する。
【００５０】
（１）前文書なしの状態で文書を作成し、採番を行い、登録する。
　初めて診察を受ける患者は受付で患者登録を受け、患者ＩＤが発行される。患者ＩＤの
所持状態が不明な場合、臨時の患者ＩＤが付与される。いずれの場合においても初めて患
者ＩＤが付与された患者は、前文書は存在しない。
　採番管理モジュール１５２による採番データは、図６に例示するように記録する。図６
は、文書番号テーブル６００のデータ構造例を示す説明図である。文書番号テーブル６０
０は、患者ＩＤ欄６１０、文書番号欄６２０、文書ＩＤ欄６３０、電子署名値欄６４０を
有している。なお、文書番号テーブル６００は文書データテーブル５００のサブセットで
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ある。
　患者ＩＤ欄６１０は、患者ＩＤを記憶する。
　文書番号欄６２０は、その患者ＩＤの患者を対象として作成された文書の文書番号（採
番管理モジュール１５２が生成する文書番号）を記憶する。
　文書ＩＤ欄６３０は、その文書を一意に識別する文書ＩＤを記憶する。
　電子署名値欄６４０は、その文書から生成された電子署名値を記憶する。
【００５１】
　図４は、本実施の形態の採番管理モジュール１５２による採番処理例を示すフローチャ
ートである。なお、前文書がある文書及び前文書がない文書を登録する場合の採番処理例
である。
　ステップＳ４０２では、患者の文書を文書作成モジュール１５１から受け付ける。
　ステップＳ４０４では、患者ＩＤの記録があるか否かを判断する。記録がある場合はス
テップＳ４０６へ進み、それ以外の場合はステップＳ４０８へ進む。
　ステップＳ４０６では、今現在の最新文書番号と前文書のＩＤと電子署名値を取得する
。
　ステップＳ４０８では、患者ＩＤを追加する最新文書番号を「０」に設定する。
　ステップＳ４１０では、現在の文書番号に「１」を足し、登録文書の番号を生成する。
　ステップＳ４１２では、ハッシュ（電子署名）生成モジュール１５３に文書の文書番号
と前文書の文書ＩＤと電子署名値を渡す。
　ステップＳ４１４では、ハッシュ（電子署名）生成モジュール１５３より、文書の電子
署名値を取得し、文書番号テーブル６００に保管する。
　ステップＳ４１６では、文書管理モジュール１５４より、文書の文書ＩＤを取得し、文
書番号テーブル６００に保管する。
【００５２】
　図７は、本実施の形態によって電子署名、タイムスタンプ処理が行われた場合のデータ
の変化過程の例を示す説明図である。前文書がないため、現文書の番号と現文書のデータ
に対して行う。
　署名対象データ７１０は、現文書の本体７１１、前文書の署名値７１２を含む。現文書
の本体７１１と前文書の署名値７１２の２つからハッシュ値７２０を生成する（ステップ
Ｓ７７１）。そして、ハッシュ値７２０に対して署名者の電子証明書７２５を用いて電子
署名付与７３０を行い、現文書の署名値７３５を生成する（ステップＳ７７２）。
　タイムスタンプ対象データ７００は、署名対象データ７１０、現文書の署名値７３５を
含む。署名対象データ７１０と現文書の署名値７３５からハッシュ値７４０を生成する（
ステップＳ７７３）。そして、ハッシュ値７４０に対してタイムスタンプ局７４５を用い
てタイムスタンプ付与７５０を行い、現文書のタイムスタンプ値７５５を生成する（ステ
ップＳ７７４）。
【００５３】
　文書管理モジュール１５４が管理するデータは文書データテーブル５００で管理する。
図５は、文書データテーブル５００のデータ構造例を示す説明図である。文書データテー
ブル５００は、文書欄５１０、文書ＩＤ欄５２０、文書名欄５３０、電子署名値欄５４０
、タイムスタンプ値欄５５０、管理情報欄５６０を有している。
　文書欄５１０は、その文書の形態（データ、画像等）を記憶する。
　文書ＩＤ欄５２０は、その文書を一意に識別する文書ＩＤを記憶する。
　文書名欄５３０は、その文書の文書名を記憶する。
　電子署名値欄５４０は、その文書から生成した電子署名値を記憶する。
　タイムスタンプ値欄５５０は、その文書から生成したタイムスタンプ値を記憶する。
　管理情報欄５６０は、患者ＩＤ欄５６１、前文書のＩＤ欄５６２、文書番号欄５６３、
名前欄５６４、生年月日欄５６５、性別欄５６６、身長欄５６７、血液型（ＡＢＯ）欄５
６８、血液型（ＲＨ）欄５６９を有している。管理情報欄５６０で記憶する管理情報は、
採番管理モジュール１５２、病院内の患者システムである対象者データ管理モジュール１
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１０等から取得する。
【００５４】
（２）前文書ありの状態で文書を作成し、採番を行い、登録する。
　同じ患者ＩＤでの２回目以降の文書登録は前文書が存在するため、前文書の署名値（又
は文書のハッシュ値）と現文書のデータに対して、ハッシュ値生成等を行う。また、電子
署名値と文書登録後に文書管理モジュール１５４が生成する文書ＩＤは採番管理モジュー
ル１５２に送付され、採番管理モジュール１５２の文書番号テーブル６００に追加する。
【００５５】
（３）臨時患者ＩＤの文書リンクを実患者ＩＤの文書リンクに融合する。
　臨時の患者ＩＤを使用している患者の実患者ＩＤが判明したときに、２つのＩＤで登録
されている文書リンクの融合を行い、臨時患者ＩＤで登録された文書は実患者ＩＤの文書
リンクに加えられる。
【００５６】
　図８は、本実施の形態のリンク管理モジュール１５５によって第１の文書群と第２の文
書群とを融合する処理例を示すフローチャートである。
　ステップＳ８０２では、融合対象の患者ＩＤと臨時患者ＩＤを受け付ける。
　ステップＳ８０４では、臨時患者ＩＤと実患者ＩＤで登録された最新文書の管理情報は
一致するか否かを判断する。一致する場合はステップＳ８０６へ進み、それ以外の場合は
ステップＳ８２０へ進む。
【００５７】
　ステップＳ８０４での同一人物か否かの判断は、管理情報によってチェックを行う。
　例えば、同一人物チェックテーブル１２００を用いて行う。図１２は、同一人物チェッ
クテーブル１２００のデータ構造例を示す説明図である。同一人物チェックテーブル１２
００は、列方向に文書欄１２１０、文書ＩＤ欄１２２０、文書名欄１２３０、電子署名値
欄１２４０、タイムスタンプ値欄１２５０、管理情報欄１２６０を有しており、行方向に
融合の差分計算結果欄１２８２、誤差範囲欄１２８４、判断結果欄１２８６を有している
。管理情報欄１２６０は、患者ＩＤ欄１２６１、前文書のＩＤ欄１２６２、文書番号欄１
２６３、名前欄１２６４、生年月日欄１２６５、性別欄１２６６、身長欄１２６７、血液
型（ＡＢＯ）欄１２６８、血液型（ＲＨ）欄１２６９を有している。また、臨時患者ＩＤ
として比較対象Ａ１２７２、実患者ＩＤとして比較対象Ｂ１２７４がある。
　図１２の例では、比較対象Ａ１２７２と比較対象Ｂ１２７４の生年月日欄１２６５、性
別欄１２６６、身長欄１２６７、血液型（ＡＢＯ）欄１２６８、血液型（ＲＨ）欄１２６
９が比較され、融合の差分計算結果欄１２８２には比較した場合の差分が記載され、誤差
範囲欄１２８４は一致しているか否かの判断範囲（差分が、この範囲内にあるならば一致
していると判断してもよい範囲）を記憶しており、これにしたがって判断された結果が判
断結果欄１２８６に記載される。例えば、融合の差分計算結果欄１２８２内に「不可」が
ないことを条件として、両者を融合してもよい。また、「可」の比率（誤差範囲欄１２８
４が設定されている欄の数に対する「可」の割合）が予め定められた値以上であることを
条件として、両者を融合してもよい。また、各欄の値に重みを付して「可」の比率を算出
するようにしてもよい。
　なお、同一人物チェックテーブル１２００内の誤差範囲欄１２８４は予め設定されてい
る。そして、比較対象Ａ１２７２、比較対象Ｂ１２７４の各欄は、臨時患者ＩＤ、実患者
ＩＤに基づいて抽出した値を記載する。次に、各欄の差分を計算（比較等を含む）し、融
合の差分計算結果欄１２８２に記載する。そして、その差分が誤差範囲欄１２８４の値の
範囲内にあるか否か（同じか否かを含む）を判断して、判断結果欄１２８６を記載する。
　また、比較する欄として、図１２に示したもの（生年月日欄１２６５等）の他、名前欄
１２６４が一致することとしてもよいし、指紋等の生体認証のデータを含めてもよい。
【００５８】
　ステップＳ８０６では、実患者ＩＤの今現在の最新文書番号と前文書の文書ＩＤと電子
署名値を取得する。
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　ステップＳ８０８では、臨時患者ＩＤの今現在の最新文書番号と前文書の文書ＩＤと電
子署名値を取得する。
【００５９】
　ステップＳ８１０では、「融合作業報告」が作成され、実患者ＩＤの文書リンクから文
書番号を取得する。つまり、実患者ＩＤの文書の文書番号に「１」を加えた番号を、「融
合作業報告」の文書番号とする。
　ステップＳ８１２では、両者の前文書を使用し、電子署名を付与する。
　ステップＳ８１４では、署名済みデータに対して、タイムスタンプを付与する。
　ステップＳ８１６では、文書管理モジュール１５４に「融合作業報告」を保管する。
　ステップＳ８１８では、臨時患者ＩＤで登録された文書の管理情報の「患者ＩＤ」と「
生年月日」項目を修正する。
　ステップＳ８２０では、同じ患者であることが確認できない旨のメッセージを表示する
。
【００６０】
　図１１は、本実施の形態によって融合処理時において、電子署名、タイムスタンプ処理
が行われた場合のデータの変化過程の例を示す説明図である。
　署名対象データ１１１０は、「融合作業報告」の本体１１１２、臨時患者ＩＤの前文書
の署名値１１１４、実患者ＩＤの前文書の署名値１１１６を含む。「融合作業報告」の本
体１１１２と臨時患者ＩＤの前文書の署名値１１１４と実患者ＩＤの前文書の署名値１１
１６の３つからハッシュ値１１２０を生成する（ステップＳ１１７１）。そして、ハッシ
ュ値１１２０に対して署名者の電子証明書１１２５を用いて電子署名付与１１３０を行い
、現文書の署名値１１３５を生成する（ステップＳ１１７２）。
　タイムスタンプ対象データ１１００は、署名対象データ１１１０、現文書の署名値１１
３５を含む。署名対象データ１１１０と現文書の署名値１１３５からハッシュ値１１４０
を生成する（ステップＳ１１７３）。そして、ハッシュ値１１４０に対してタイムスタン
プ局１１４５を用いてタイムスタンプ付与１１５０を行い、現文書のタイムスタンプ値１
１５５を生成する（ステップＳ１１７４）。
【００６１】
　文書管理モジュール１５４のデータの変化例を図９と図１０で示す。図９に例示する文
書データテーブル５００には、患者ＩＤとして「１１１１」と臨時患者ＩＤの「臨時１２
３」が記憶されている。つまり、２つの文書群が記憶されている。ここで、患者ＩＤ「１
１１１」と臨時患者ＩＤ「臨時１２３」は同一人物であることが判明したので、融合報告
書が作成され、文書データテーブル５００の最下行に追加されている。ここで、その融合
報告書の文書番号欄５６３は、患者ＩＤ「１１１１」の文書番号３の次の値であり、前文
書のＩＤ欄５６２には２つの文書の文書ＩＤが記憶され、名前欄５６４、生年月日欄５６
５等は患者ＩＤ「１１１１」のものが用いられる。そして、臨時患者ＩＤ「臨時１２３」
の名前欄５６４、生年月日欄５６５も患者ＩＤ「１１１１」のものに応じて修正される。
なお、融合前後の管理データはこのように変更される箇所があるが、文書の本体は変更さ
れない。したがって、署名、タイムスタンプの有効性は維持される。
【００６２】
（４）文書の完全性を検証する。
　リンクの検証は以下のステップで行う。
１．個々の文書の改竄検出
　文書管理モジュール１５４で保管されている文書Ａの実体データと前文書の電子署名デ
ータの改竄有無は文書Ａの電子署名とタイムスタンプで検証し得る。これは、電子署名と
タイムスタンプの本来機能である。
２．文書のリンクの抜き取り検出
　前述の個別文書の検証で、第Ｎ番目の文書の検証に使用した第（Ｎ－１）番目の文書の
ハッシュ値と第（Ｎ－１）番目の文書実体から生成されるハッシュ値が一致する場合、第
（Ｎ－１）番目文書は第Ｎ番目文書の前文書であることを証明し得る。
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【００６３】
　なお、本実施の形態としてのプログラムが実行されるコンピュータのハードウェア構成
は、図１３に例示するように、一般的なコンピュータであり、具体的にはパーソナルコン
ピュータ、サーバーとなり得るコンピュータ等である。つまり、具体例として、処理部（
演算部）としてＣＰＵ１３０１を用い、記憶装置としてＲＡＭ１３０２、ＲＯＭ１３０３
、ＨＤ１３０４を用いている。ＨＤ１３０４として、例えばハードディスクを用いてもよ
い。文書作成モジュール１５１、採番管理モジュール１５２、ハッシュ（電子署名）生成
モジュール１５３、文書管理モジュール１５４、リンク管理モジュール１５５等のプログ
ラムを実行するＣＰＵ１３０１と、そのプログラムやデータを記憶するＲＡＭ１３０２と
、本コンピュータを起動するためのプログラム等が格納されているＲＯＭ１３０３と、補
助記憶装置であるＨＤ１３０４と、キーボード、マウス等のデータを入力する入力装置１
３０６と、ＣＲＴや液晶ディスプレイ等の出力装置１３０５と、ネットワークインタフェ
ースカード等の通信ネットワークと接続するための通信回線インタフェース１３０７、そ
して、それらをつないでデータのやりとりをするためのバス１３０８により構成されてい
る。これらのコンピュータが複数台互いにネットワークによって接続されていてもよい。
【００６４】
　前述の実施の形態のうち、コンピュータ・プログラムによるものについては、本ハード
ウェア構成のシステムにソフトウェアであるコンピュータ・プログラムを読み込ませ、ソ
フトウェアとハードウェア資源とが協働して、前述の実施の形態が実現される。
　なお、図１３に示すハードウェア構成は、１つの構成例を示すものであり、本実施の形
態は、図１３に示す構成に限らず、本実施の形態において説明したモジュールを実行可能
な構成であればよい。例えば、一部のモジュールを専用のハードウェア（例えばＡＳＩＣ
等）で構成してもよく、一部のモジュールは外部のシステム内にあり通信回線で接続して
いるような形態でもよく、さらに図１３に示すシステムが複数互いに通信回線によって接
続されていて互いに協調動作するようにしてもよい。また、特に、パーソナルコンピュー
タの他、情報家電、複写機、ファックス、スキャナ、プリンタ、複合機（スキャナ、プリ
ンタ、複写機、ファックス等のいずれか２つ以上の機能を有している画像処理装置）など
に組み込まれていてもよい。
【００６５】
　前述の実施の形態においては、患者に関する文書を示したが、文書の対象は患者でなく
、他の種類の人、物質等であってもよい。
　前述の実施の形態において示したデータ構造は、これらのデータ構造に限られず、他の
データ構造であってもよい。例えば、テーブル構造のものはリンク構造等であってもよい
。また、データ項目は、これらに図示したものに限られず、他のデータ項目を有していて
もよい。
【００６６】
　なお、説明したプログラムについては、記録媒体に格納して提供してもよく、また、そ
のプログラムを通信手段によって提供してもよい。その場合、例えば、前記説明したプロ
グラムについて、「プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」の発明
として捉えてもよい。
　「プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、プログラムのイ
ンストール、実行、プログラムの流通などのために用いられる、プログラムが記録された
コンピュータで読み取り可能な記録媒体をいう。
　なお、記録媒体としては、例えば、デジタル・バーサタイル・ディスク（ＤＶＤ）であ
って、ＤＶＤフォーラムで策定された規格である「ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－
ＲＡＭ等」、ＤＶＤ＋ＲＷで策定された規格である「ＤＶＤ＋Ｒ、ＤＶＤ＋ＲＷ等」、コ
ンパクトディスク（ＣＤ）であって、読出し専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、ＣＤレコーダ
ブル（ＣＤ－Ｒ）、ＣＤリライタブル（ＣＤ－ＲＷ）等、ブルーレイ・ディスク（Ｂｌｕ
－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ（登録商標））、光磁気ディスク（ＭＯ）、フレキシブルディスク（
ＦＤ）、磁気テープ、ハードディスク、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、電気的消去及び書
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換可能な読出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、フラッシュ・メモリ、ランダム・アクセス
・メモリ（ＲＡＭ）等が含まれる。
　そして、前記のプログラム又はその一部は、前記記録媒体に記録して保存や流通等させ
てもよい。また、通信によって、例えば、ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）、
メトロポリタン・エリア・ネットワーク（ＭＡＮ）、ワイド・エリア・ネットワーク（Ｗ
ＡＮ）、インターネット、イントラネット、エクストラネット等に用いられる有線ネット
ワーク、あるいは無線通信ネットワーク、さらにこれらの組み合わせ等の伝送媒体を用い
て伝送させてもよく、また、搬送波に乗せて搬送させてもよい。
　さらに、前記のプログラムは、他のプログラムの一部分であってもよく、あるいは別個
のプログラムと共に記録媒体に記録されていてもよい。また、複数の記録媒体に分割して
記録されていてもよい。また、圧縮や暗号化など、復元可能であればどのような態様で記
録されていてもよい。
【符号の説明】
【００６７】
　１１０…対象者データ管理モジュール
　１１５…対象者ＤＢ
　１５０…文書処理モジュール
　１５１…文書作成モジュール
　１５２…採番管理モジュール
　１５３…ハッシュ（電子署名）生成モジュール
　１５４…文書管理モジュール
　１５５…リンク管理モジュール
　１５６…文書表示制御モジュール
　１５７…署名検証モジュール
　１７０…表示モジュール
【図１】 【図２】

【図３】
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