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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータでアプリケーションソフトウエアを動作させるために前記コンピュータの
ハードウエアの抽象化を含む動作を実行するＯｐｅｒａｔｉｏｎ  Ｓｙｓｔｅｍである第
１の特定の基本ソフトウエアと、
　前記第１の特定の基本ソフトウエアで動作可能なプレゼンテーション画面作成用の特定
の情報表示用ソフトウエアである第１の特定情報表示用ソフトウエアと、
　プレゼンテーション画面の作成に伴い使用する各種情報を記憶するデータベースと、を
備える第１の端末と、
　前記第１の特定の基本ソフトウエアと異なる第２の特定の基本ソフトウエアで動作可能
な第２の特定情報表示用ソフトウエアを備える第２の端末と、
　前記第１の端末と前記第２の端末と通信可能に接続されている管理装置と、を備える表
示情報管理システムであって、
　前記第１の端末は、前記第１の特定情報表示用ソフトウエアが、プレゼンテーションを
作成する際に、前記データベースの情報とプレゼンテーションの各画面とを関連付けるこ
とができると共に、
　前記第１の特定情報表示用ソフトウエアで作成し、前記データベースと関連付けて作成
した頁単位のプレゼンテーション情報を、前記第２の特定情報表示用ソフトウエアで作成
した頁単位の異種プレゼンテーション情報でも作成することができ、
　前記頁単位のプレゼンテーション情報と前記頁単位の異種プレゼンテーション情報の内
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容は同様であり、
　前記頁単位のプレゼンテーション情報及び前記頁単位の異種プレゼンテーション情報を
前記管理装置に送信し、
　前記管理装置は、前記第１の端末から前記データベースの情報を取得し、取得した前記
データベースに変更があったときは、その変更を適否を判断し、変更が適切と判断したと
きは、前記データベースを変更し、
　一方、変更が不適切と判断したときは、変更が不適切であることを前記第１の端末に通
知し、
　前記管理装置は、前記頁単位の異種プレゼンテーション情報の提供先の前記第２の端末
の前記第２の特定の基本ソフトウエア情報で動作可能な前記頁単位の異種プレゼンテーシ
ョン情報を選択し、前記第２の端末に提供し、
　前記管理装置が自己の前記データベースを変更したときは、前記第２の端末にも、その
変更に関する情報を提供する構成となっていることを特徴とする表示情報管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、営業担当者等が端末等で使用するプレゼンテーション情報等の表示
情報の表示情報管理システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、営業担当者の営業活動を支援する携帯端末装置が提案されている（例えば、特許
文献１）。
　このような携帯端末装置の中には、この携帯端末を有する営業担当者が、自己の顧客等
向けのプレゼンテーション用の画面を作成し、携帯端末のディスプレイ上に表示させて営
業活動することができるように構成されているものも存在する。
　また、このような構成となっている各携帯端末には、プレゼンテーション画面で引用可
能な各種の情報をデータベースとして保有しているものも存在する。
【０００３】
　さらに、このように独自のプレゼンテーション用の画面を作成するためのプレゼンテー
ション作成ソフトウエア（例えば、Ｐｏｗｅｒ　Ｐｏｉｎｔ（登録商標））が動作可能と
なっている携帯端末もある。
　一方、このように特定の携帯端末で作成された独自のプレゼンテーション用の画面及び
これに関連付けられたデータベース上の情報は、管理サーバ等に送信され、この管理サー
バから他の携帯端末へ送信されることで、他の営業担当者も利用可能なシステムともなっ
ている。
【０００４】
　ところが、実際には、管理サーバから前記独自のプレゼンテーション用の画面及びこれ
に関連付けられたデータベース上の情報を受信する他の携帯端末が有するＯＳ（Ｏｐｅｒ
ａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ、アプリケーション等のソフトウエアを動作させるため端末の
ハードウエアの抽象化を実行する基本ソフトウエア等）が、当該プレゼンテーション用の
画面等を作成した携帯端末のＯＳと同じでない場合も多い。
　ＯＳが異なる携帯端末では、当該プレゼンテーション用の画面等をディスプレイに表示
させることができないため、管理サーバは、このように携帯端末で作成されたプレゼンテ
ーション用の画面等のデータを他の携帯端末でも表示可能なアプリケーションソフト（例
えば、ＰＤＦ（「Ｐｏｒｔａｂｌｅ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｏｒｍａｔ」ポータブル・ド
キュメント・フォーマット）／Ａ－１等に変換してから他の携帯端末へ送信する構成とな
っていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
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【特許文献１】特開２００５－２７５８２４号公報（図１等）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、アプリケーションを例えば、Ｐｏｗｅｒ　ＰｏｉｎｔからＰＤＦへ変換しても
プレゼンテーションの画面と関連付けられているデータベースのデータとの関連が壊れて
しまい、適切に関連付けを再現することが困難となっていた。
　そこで、管理サーバは、各携帯端末から送信された独自のプレゼンテーション用の画面
のデータを変換すると共に、データベースのデータを、当該変換後のアプリケーションで
再現可能なようにプレゼンテーション用の画面と関連付けを行い直す必要があった。そし
て、これは、携帯端末の数の増加と共に大きな負担となり、問題となっていた。
【０００７】
　そこで、本発明は、各端末等で作成したプレゼンテーション用の画面情報及びこれに関
連付けられているデータベースの情報を他の端末に提供する際の管理サーバ等の管理装置
の負担を大幅に軽減することができる表示情報管理システムを提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記課題は、本発明によれば、コンピュータでアプリケーションソフトウエアを動作さ
せるために前記コンピュータのハードウエアの抽象化を含む動作を実行するＯｐｅｒａｔ
ｉｏｎ  Ｓｙｓｔｅｍである第１の特定の基本ソフトウエアと、前記第１の特定の基本ソ
フトウエアで動作可能なプレゼンテーション画面作成用の特定の情報表示用ソフトウエア
である第１の特定情報表示用ソフトウエアと、プレゼンテーション画面の作成に伴い使用
する各種情報を記憶するデータベースと、を備える第１の端末と、前記第１の特定の基本
ソフトウエアと異なる第２の特定の基本ソフトウエアで動作可能な第２の特定情報表示用
ソフトウエアを備える第２の端末と、前記第１の端末と前記第２の端末と通信可能に接続
されている管理装置と、を備える表示情報管理システムであって、
　前記第１の端末は、前記第１の特定情報表示用ソフトウエアが、プレゼンテーションを
作成する際に、前記データベースの情報とプレゼンテーションの各画面とを関連付けるこ
とができると共に、前記第１の特定情報表示用ソフトウエアで作成し、前記データベース
と関連付けて作成した頁単位のプレゼンテーション情報を、前記第２の特定情報表示用ソ
フトウエアで作成した頁単位の異種プレゼンテーション情報でも作成することができ、前
記頁単位のプレゼンテーション情報と前記頁単位の異種プレゼンテーション情報の内容は
同様であり、前記頁単位のプレゼンテーション情報及び前記頁単位の異種プレゼンテーシ
ョン情報を前記管理装置に送信し、前記管理装置は、前記第１の端末から前記データベー
ス情報を取得し、取得した前記データベースに変更があったときは、その変更を適否を判
断し、変更が適切と判断したときは、前記データベースを変更し、一方、変更が不適切と
判断したときは、変更が不適切であることを前記第１の端末に通知し、前記管理装置は、
前記頁単位の異種プレゼンテーション情報の提供先の前記第２の端末の前記第２の特定の
基本ソフトウエア情報で動作可能な前記頁単位の異種プレゼンテーション情報を選択し、
前記第２の端末に提供し、前記管理装置が自己の前記データベースを変更したときは、前
記第２の端末にも、その変更に関する情報を提供する構成となっていることを特徴とする
表示情報管理システムにより達成される。
【０００９】
　前記構成によれば、例えば、Ｐｏｗｅｒ　Ｐｏｉｎｔ（登録商標）等の特定情報表示用
ソフトウエアで作成し、データベースと関連付けて作成したプレゼンテーション情報（Ｐ
ｏｗｅｒ　Ｐｏｉｎｔで作成したプレゼンテーション情報）を、他の特定情報表示用ソフ
トウエア、例えば、ＰＤＦ／Ａ－１で作成した情報で作成することができる。
　このため、このＰｏｗｅｒ　Ｐｏｉｎｔで作成したＰｏｗｅｒ　Ｐｏｉｎｔプレゼンテ
ーション情報と、ＰＤＦ／Ａ－１に作成処理したＰＤＦ／Ａ－１プレゼンテーション情報
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を共に記憶することができる。
　また、管理装置は、端末装置からＰｏｗｅｒ　Ｐｏｉｎｔプレゼンテーション情報とＰ
ＤＦ／Ａ－１プレゼンテーション情報を取得することができる。
　したがって、管理サーバは、このように取得したプレゼンテーション情報を他の端末装
置に提供する際に、当該他の端末装置上で動作可能なプレゼンテーション情報（Ｐｏｗｅ
ｒ　Ｐｏｉｎｔプレゼンテーション情報及び／又はＰＤＦ／Ａ－１プレゼンテーション情
報）を選択して提供することができ、管理装置の負担を大幅に軽減させることができる。
　また、データ変換に伴うデータの関連付けの不具合等の発生を未然に防止することもで
きる。
【００１１】
　前記構成によれば、管理装置は、プレゼンテーション情報の提供先の端末装置の基本ソ
フトウエア情報に基づいて、当該基本ソフトウエアで動作可能なプレゼンテーション情報
及び／又は異種プレゼンテーション情報を選択し、提供するので、受信した端末装置で、
当該プレゼンテーション情報を閲覧等することができない等の弊害の発生を未然に防ぐこ
とができる。
【００１３】
　前記構成によれば、管理装置は、前記端末装置から前記データベース情報を取得する。
このため、各端末装置で管理しているデータベースと管理サーバが管理しているデータベ
ースのデータを共通の同一データとすることができ、データベースのデータの効果的な活
用が可能となる。
　また、端末装置のデータベースのデータの変更があったときは、その変更の適否を判断
するので、システム全体で使用する共通データベースの信頼性及び確実性を確保すること
ができる。
【００１５】
　前記構成によれば、管理装置が自己のデータベースを変更したときは、他の端末装置に
も、その変更に関する情報を提供するので、システム全体で常に最新のデータベースを共
有することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明は、各端末等で作成したプレゼンテーション用の画面情報及びこれに関連付けら
れているデータベースの情報を他の端末に提供する際の管理サーバ等の管理装置の負担を
大幅に軽減することができる表示情報管理システムを提供できるという利点がある。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の表示情報管理システムである例えば、医師説明用資料管理システムを示
す概略図である。
【図２】図１の端末の主な構成を示す概略ブロック図である。
【図３】図２の端末側各種情報記憶部の主な構成を示す概略ブロック図である。
【図４】図１の管理サーバの主な構成を示す概略ブロック図である。
【図５】図４のサーバ側第１各種情報記憶部の主な内容を示す概略ブロック図である。
【図６】図４のサーバ側第２各種情報記憶部の主な内容を示す概略ブロック図である。
【図７】図１の端末の主な構成を示す概略ブロック図である。
【図８】医師説明用資料管理システムの主な動作例等を示す概略フローチャートである。
【図９】医師説明用資料管理システムの主な動作例等を示す他の概略フローチャートであ
る。
【図１０】医師説明用資料管理システム１の主な動作例等を示す他の概略フローチャート
である。
【図１１】医師説明用資料管理システム１の主な動作例等を示す他の概略フローチャート
である。
【図１２】医師説明用資料管理システム１の主な動作例等を示す他の概略フローチャート
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である。
【図１３】図３の端末側プレゼンテーションデータの主な内容を示す概略説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、この発明の好適な実施の形態を添付図面等を参照しながら、詳細に説明する。
　尚、以下に述べる実施の形態は、本発明の好適な具体例であるから、技術的に好ましい
種々の限定が付されているが、本発明の範囲は、以下の説明において特に本発明を限定す
る旨の記載がない限り、これらの態様に限られるものではない。
【００１９】
　図１は、本発明の表示情報管理システムである例えば、医師説明用資料管理システム１
を示す概略図である。
　図１に示すように、医師説明用資料管理システム１は、製薬会社等が管理する管理装置
である例えば、管理サーバ１０を有している。
　また、この管理サーバ１０は、インターネット網２及び基地局３等を介して端末装置で
ある例えば、端末５０や端末９０等と通信可能に接続されている。
　この端末５０及び端末９０は、製薬会社の社員等である医療情報担当者（ＭＲ）が携帯
所持し、これら端末５０及び端末９０の表示部である端末５０側タッチパネル型ディスプ
レイ５１や端末９０側タッチパネル型ディスプレイ９１に、当該製薬会社の薬剤、例えば
、「降圧剤α」の医療情報を表示し、これを医師等の医療従事者に示しながら各種情報を
提供することができる構成となっている。
【００２０】
　また、端末５０及び端末９０は、図１に示すように、所謂タブレット型端末となってお
り、端末５０や端末９０は、その中央部に縦長の長方形を成す「タッチパネル型ディスプ
レイ５１」、「タッチパネル型ディスプレイ９１」を有している。
　このタッチパネルは、表示部である例えば、ディスプレイと、位置入力装置を組み合わ
せた電子部品であり、ディスプレイ上の表示に利用者が触れることで各種情報を入力でき
る入力装置である。
　なお、端末５０及び端末９０は、端末５０側タッチパネル型ディスプレイ５１、端末９
０側タッチパネル側ディスプレイ９１以外に、端末５０側入力ボタン５２及び端末９０側
入力ボタン９２を有している。
【００２１】
　端末５０、端末９０及び管理サーバ１０は、コンピュータを有し、図示しないＣＰＵ（
Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅ
ｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）等を有し、これら
は、バス等を介して接続されている。
　また、端末５０等には、コンピュータでアプリケーションソフトウエアを動作させるた
めに、コンピュータのハードウエアの抽象化を含む動作を実行するＯｐｅｒａｔｉｏｎ　
Ｓｙｓｔｅｍ（ＯＳ）である基本ソフトウエア、例えば、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄ
ｏｗｓ（登録商標）やＯＳＸ（登録商標）等が搭載されている。
　なお、各端末５０等には、これら基本ソフトウエアのいずれかのソフトウエア、例えば
、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓ又はＯＳＸが搭載されている。
　本実施の形態では、端末５０には、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓが搭載され、
端末９０には、ＯＳＸが搭載されている例で説明する。
【００２２】
　また、本実施の形態では、端末５０には、そのＯＳで動作するプレゼンテーション画面
作成用の特定情報表示ソフトウエアである例えば、プレゼンテーション用アプリケーショ
ンであるＰｏｗｅｒ　ｐｏｉｎｔ（登録商標）がインストールされている。
　一方、端末９０には、そのＯＳで動作する他の特定情報表示ソフトウエアである例えば
、ＰＤＦ／Ａ―１（ＩＳＯ　１９００５－１）がインストールされ、そのディスプレイ９
１上では、プレゼンテーション画面としてＰＤＦ画面が表示される構成となっている。
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【００２３】
　図２は、図１の端末５０の主な構成を示す概略ブロック図である。図２に示すように、
端末５０は、「端末５０制御部５３」を有すると共に、端末５０制御部５３は、図１に示
す「端末５０側タッチパネル型ディスプレイ５１」及び「端末５０側入力ボタン５２」を
制御すると共に、図１の管理サーバ１０等と通信するための「端末５０側通信装置５４」
も制御している。
　また、端末５０側制御部５３は、図２に示す「端末５０側各種情報記憶部６０」も制御
する。
　図３は、図２の端末５０側各種情報記憶部６０の主な構成を示す概略ブロック図である
。これらの内容については、後述する。
【００２４】
　図４は、図１の管理サーバ１０の主な構成を示す概略ブロック図である。図４に示すよ
うに、管理サーバ１０は、「サーバ制御部１１」を有し、サーバ制御部１１は、端末５０
等と通信等するための「サーバ側通信装置１２」、各種情報を表示する「サーバ側ディス
プレイ１３」及び各種情報を入力するための「サーバ側入力装置１４」等を制御する構成
となっている。
　また、サーバ制御部１１は、図４に示す「サーバ側第１各種情報記憶部２０」や「サー
バ側第２各種情報記憶部３０」を制御する。
　図５及び図６は、それぞれ、図４の「サーバ側第１各種情報記憶部２０」及び「サーバ
側第２各種情報記憶部３０」の主な内容を示す概略ブロック図である。これらの内容につ
いては後述する。
【００２５】
　図７は、図１の端末９０の主な構成を示す概略ブロック図である。図７に示すように、
端末９０は、「端末９０制御部９３」を有し、図１に示す「端末９０側タッチパネル型デ
ィスプレイ９１」及び「端末９０側入力ボタン９２」を制御すると共に、図１の管理サー
バ１０等と通信するための「端末９０側通信装置９４」も制御している。
　また、端末９０側制御部９３は、図７に示す「端末９０側ＯＳ情報記憶部９５」、「端
末９０側データベース９６」及び「端末９０側各種情報記憶部９７」も制御する。
　これら「端末９０側ＯＳ情報記憶部９５」、「端末９０側データベース９６」及び「端
末９０側各種情報記憶部９７」の内容については、後述する。
【００２６】
　図８乃至図１２は、医師説明用資料管理システム１の主な動作例等を示す概略フローチ
ャートである。
　本実施の形態では、製薬会社の社員であるＭＲ（医薬情報担当者）が，自己の端末５０
で、自己の担当病院の循環器系の医師向けに、自社の製品「降圧剤α」の情報を説明する
ためのスライド等のプレゼンテーション資料を独自に作成し、この作成した資料を自社の
管理サーバ１０に登録し、後で、同じ会社の他のＭＲが、自己の端末９０に、当該プレゼ
ンテーション資料をダウンロード等する場合を例に、以下、説明する。
【００２７】
　図８のステップＳＴ（以下「ＳＴ」とする。）１では、タッチパネル型ディスプレイ５
１等の入力手段等を介して、図３に示す「端末５０側データベース６１」の「Ｄ００４　
降圧剤αの薬効の優位性のデータ」を最新のデータに書き換えて、更新する。
　端末５０のＭＲは、図３の「端末５０側データベース６１」に登録されているように、
「Ｄ００４」のデータを書き換える権原を有しており、また、当該ＭＲがこれから作成し
ようとする「降圧剤α」のプレゼンテーション資料で「Ｄ００４」の資料を使用するため
更新する。
【００２８】
　このように、本システム１では、各端末５０、９０等には、端末５０側データベース６
１等がそれぞれ格納されており、これらのデータベースの内容は、管理サーバ１０も含め
て同一内容とすることで、そのデータの利便性を高める構成となっている。
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【００２９】
　次いで、ＳＴ２へ進む。ＳＴ２では、ＭＲは、自己の担当病院の循環器系の医師向けに
、自社の製品「降圧剤α」の情報を説明するためのスライド等のプレゼンテーション資料
の作成を開始すべく、プレゼンテーション用アプリケーション（例えば、Ｐｏｗｅｒ　ｐ
ｏｉｎｔ）を起動する。具体的には、図３の「プレゼンテーション用ソフトウエア（Ｐｏ
ｗｅｒ　Ｐｏｉｎｔ）（プログラム）６２」を駆動させる。
【００３０】
　次いで、ＳＴ３へ進む。ＳＴ３では、タッチパネル型ディスプレイ５１上に「スライド
１頁目」を表示させ、「高血圧の基礎情報」のデータを入力すると共に、スライド１頁目
と、図３の「端末５０側データベース６１」の「Ｄ００１　高血圧に関する大学教授の論
文データ」を関連付け、スライド１頁目で、クリック等の信号が入力されると、Ｄ００１
のデータがタッチパネル型ディスプレイ５１に表示されるように設定する。
　そして、図３の「端末５０側プレゼンテーションデータ記憶部６３」に記憶する。この
記憶されたデータがプレゼンテーション情報の一例となる。
【００３１】
　図１３は、図３の「端末５０側プレゼンテーションデータ６３ａ」の主な内容を示す概
略説明図である。
　図１３に示すように、「端末５０側プレゼンテーションデータ６３ａ」には、プレゼン
テーション用アプリケーション（Ｐｏｗｅｒ　Ｐｏｉｎｔ）で作成した、スライド１頁に
「高血圧の基礎情報」と、これに関連付けられた「Ｄ００１」のデータが記憶される。
　また、端末５０側プレゼンテーションデータ６３ａには、その名称「降圧剤α」及び識
別番号「１２３４５」の情報も併せて記憶されることになる。
【００３２】
　次いで、ＳＴ４へ進む。ＳＴ４では、図３に示す「異種情報表示用ソフト向けデータ作
成（プログラム）６４」が動作し、図１３に示す「端末５０側プレゼンテーションデータ
記憶部６３」のプレゼンテーション用アプリケーション（Ｐｏｗｅｒ　Ｐｏｉｎｔ）で作
成した欄のスライド１頁及び端末５０側データベース６１との関連付けをアプリケーショ
ンソフトＰＤＦ／Ａ－１及びアプリケーションソフトＨＴＭＬでも作成する。
【００３３】
　このように、異なるアプリケーションソフトでも作成するのは、以下の理由による。
　すなわち、端末５０のＯＳは、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓで、端末９０には
、ＯＳＸが搭載されている。
　このような場合、Ｐｏｗｅｒ　Ｐｏｉｎｔは、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓで
は正常に動作するが、ＯＳＸでは、正常に動作しないおそれがある。
　また、Ｐｏｗｅｒ　ｐｏｉｎｔのデータをＰＤＦ／Ａ－１等のデータに変換すると、変
換の際に、上述の端末５０側データベース６１との関連付けに不具合が生じるおそれもあ
る。
　そこで、Ｐｏｗｅｒ　Ｐｏｉｎｔで作成したデータを、ＰＤＦ／Ａ－１やＨＴＭＬ等の
異なる形式のアプリケーションソフトでも作成する。
　したがって、異なるＯＳを搭載する端末、例えば、端末９０ではＰｏｗｅｒ　ポイント
よりＰＤＦ／Ａ－１の方がより正常に動作する場合には、後述のようにＰＤＦ／Ａ－１で
作成したデータを提供することができ、当該端末９０等における表示の不具合を未然に回
避することができることになる。
　また、このような作業を管理サーバ１０ではなく、各プレゼンテーション資料を作成す
る各端末５０等が行うため管理サーバ１０の負担を著しく低減させることができる。
【００３４】
　また、ＳＴ４では、それぞれ、アプリケーションソフト（ＰＤＦ／Ａ－１）及びアプリ
ケーションソフト（ＨＴＭＬ）でも作成されたデータを、図１３の「アプリケーションソ
フト（ＰＤＦ／Ａ－１）作成データ」及び「アプリケーションソフト（ＨＴＭＬ）作成デ
ータ」として記憶させる
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　これら「アプリケーションソフト（ＰＤＦ／Ａ－１）作成データ」及び「アプリケーシ
ョンソフト（ＨＴＭＬ）作成データ」が異種プレゼンテーション情報の一例となる。
【００３５】
　次いで、ＳＴ５へ進む。ＳＴ５では、タッチパネル型ディスプレイ５１上に「スライド
２頁目」を表示させ、「高血圧の処方薬剤の動向」のデータを入力すると共に、スライド
２頁目と「端末５０側データベース６１」の「Ｄ００２　近年の高血圧に関する処方薬剤
の動向のグラフデータ」を関連付け、スライド２頁目で、クリック等の信号が入力される
と、Ｄ００２のデータがタッチパネル型ディスプレイ５１に表示されるように設定し、図
１３の「端末５０側プレゼンテーションデータ記憶部６３」のプレゼンテーション用アプ
リケーション（Ｐｏｗｅｒ　Ｐｏｉｎｔ）で作成した欄に記憶する。
【００３６】
　次いで、ＳＴ６へ進む。ＳＴ６では、異種情報表示用ソフト向けデータ作成部（プログ
ラム）６４が動作し、「端末５０側プレゼンテーションデータ記憶部６３」の「端末５０
側プレゼンテーションデータ６３ａ」のプレゼンテーション用アプリケーション（Ｐｏｗ
ｅｒ　Ｐｏｉｎｔ）で作成した欄のスライド２頁及びデータベースとの関連付けをアプリ
ケーションソフト（ＰＤＦ／Ａ－１）及びアプリケーションソフト（ＨＴＭＬ）で作成し
て、「端末５０側プレゼンテーションデータ記憶部６３」に、それぞれ、「アプリケーシ
ョンソフト（ＰＤＦ／Ａ－１）の作成データ」及び「アプリケーションソフト（ＨＴＭＬ
）の作成データ」として記憶する。
【００３７】
　次いで、ＳＴ７へ進む。ＳＴ７では、タッチパネル型ディスプレイ５１上に「スライド
３頁目」を表示させ、「高血圧の処方例」を入力すると共に、スライド３頁目と図３の「
端末５０側データベース６１」の「Ｄ００３　高血圧に関する処方例データ」を関連付け
、スライド３頁目で、クリック等の信号が入力されると、Ｄ００３のデータがタッチパネ
ル型ディスプレイ５１に表示されるように設定し、図１３の「端末５０側プレゼンテーシ
ョンデータ記憶部」のプレゼンテーション用アプリケーション（Ｐｏｗｅｒ　Ｐｏｉｎｔ
）で作成した欄に記憶させる。
【００３８】
　次いで、ＳＴ８へ進む。ＳＴ８では、図３の異種情報表示用ソフト向けデータ作成部（
プログラム）６４が動作し、「端末５０側プレゼンテーションデータ記憶部６３」のプレ
ゼンテーション用アプリケーションで作成のスライド３頁及び「端末５０側データベース
６１」との関連付けをアプリケーションソフト（ＰＤＦ／Ａ－１）及びアプリケーション
ソフト（ＨＴＭＬ）で作成して、「端末５０側プレゼンテーションデータ記憶部６３」に
、それぞれ、「アプリケーションソフト（ＰＤＦ／Ａ－１）の作成データ」及び「アプリ
ケーションソフト（ＨＴＭＬ）の作成データ」として記憶する。
【００３９】
　次いで、ＳＴ９へ進む。ＳＴ９では、タッチパネル型ディスプレイ５１上に「スライド
４頁目」を表示させ、「降圧剤αの薬効の優位性」を入力すると共に、スライド４頁目と
「端末５０側データベース６３」の「Ｄ００４　降圧剤αの薬効の優位性のデータ」を関
連付け、スライド４頁目で、クリック等の信号が入力されると、Ｄ００４のデータがタッ
チパネル型ディスプレイ５１に表示されるように設定し、図１３の「端末５０側プレゼン
テーションデータ記憶部」のプレゼンテーション用アプリケーション（Ｐｏｗｅｒ　Ｐｏ
ｉｎｔ）で作成した欄に記憶させる。
【００４０】
　次いで、ＳＴ１０へ進む。ＳＴ１０では、図３の異種情報表示用ソフト向けデータ作成
部（プログラム）６４が動作し、「端末５０側プレゼンテーションデータ記憶部６３」の
プレゼンテーション用アプリケーションのスライド４頁及び「端末５０側データベース６
１」との関連付けをアプリケーションソフト（ＰＤＦ／Ａ－１）及びアプリケーションソ
フト（ＨＴＭＬ）で作成して、「端末５０側プレゼンテーションデータ記憶部６３」に、
それぞれ、「アプリケーションソフト（ＰＤＦ／Ａ－１）の作成データ」及び「アプリケ
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ーションソフト（ＨＴＭＬ）の作成データ」として記憶する。
【００４１】
　以上で、端末５０による「降圧剤α」のスライド１頁乃至４頁の作成、及びこれら「端
末５０側データベース６１」のデータとの関連付けの動作が終了する。
　なお、本実施の形態では、これらはプレゼンテーション用アプリケーション（Ｐｏｗｅ
ｒ　Ｐｏｉｎｔ）で作成されると同時に、同じ内容のデータが「アプリケーションソフト
（ＰＤＦ／Ａ－１）」及び「アプリケーションソフト（ＨＴＭＬ）」でも作成され、図１
３の「端末５０側プレゼンテーションデータ６３ａ」に記憶される。
　したがって、端末５０の操作者であるＭＲが、同じ作業を３回する必要なく、１回で全
ての動作が完了するので、ＭＲの操作が煩わしくなることがなく、迅速に処理することが
できる。
【００４２】
　次いで、ＳＴ１１へ進む。ＳＴ１１では、端末５０が「端末５０側プレゼンテーション
データ記憶部６３」及び「端末５０側データベース６１」のデータを管理サーバ１０へ送
信する。
【００４３】
　次いで、ＳＴ１２へ進む。ＳＴ１２では、管理サーバ１０は「端末５０側プレゼンテー
ションデータ記憶部のデータ６３」及び「端末５０側データベース６１」のデータをそれ
ぞれ、図５の「サーバ側プレゼンテーションデータ記憶部２１」及び「暫定データベース
記憶部２２」に記憶する。
【００４４】
　次いで、ＳＴ１３へ進む。ＳＴ１３では、図５の「データベース確認処理部（プログラ
ム）２３」が動作して、「サーバ側データベース２４」と、「暫定データベース２２」を
比較し、相違データがあるか否かを確認する。
　なお、「サーバ側データベース２４」の内容は、端末５０の「端末５０側データベース
６１」及び図７の端末９０の「端末９０側データベース９６」と同じ内容となっている。
　そして、ＳＴ１４で、相違データが存在した場合は、ＳＴ１５へ進む。
【００４５】
　ＳＴ１５では、相違データを図５の「相違データ記憶部２５」に記憶する。本実施の形
態では、ＳＴ１で、端末５０が「Ｄ００４　降圧剤αの薬効の優位性データ」を変更して
いるので、「Ｄ００４　降圧剤αの薬効の優位性データ」を「相違データ記憶部２５」に
記憶する。
【００４６】
　次いで、ＳＴ１６へ進む。ＳＴ１６では、図５の「相違データ適正判断処理部（プログ
ラム）２６」が動作し、「サーバ側データベース２４」（このデータは、図３の「端末５
０側データベース６１」と同様）で「相違データ記憶部２５」の相違データの「変更権原
」情報を参照し、当該データを送信した端末５０が「変更権原」を有しているか否かを判
断する。
【００４７】
　次いで、ＳＴ１７へ進む。ＳＴ１７で、変更権原があると判断された場合は、ＳＴ１８
へ進む。本実施の形態では、図３の「端末５０側データベース６１」に示されているよう
に、端末５０は、「Ｄ００４　降圧剤αの薬効の優位性データ」の変更権原を有している
ため、ＳＴ１８へ進む。
【００４８】
　ＳＴ１８では、管理サーバ１０が「サーバ側データベース２４」のデータを変更後のデ
ータに書き換える。
　すなわち、「端末５０側データベース６１」の変更された「Ｄ００４　降圧剤αの薬効
の優位性データ」に合わせるように変更する。
　これにより、端末５０と管理サーバ１０のデータベースの内容の統一が図られる。また
、データベースの内容の変更は、その権原の有無を確認して行うためデータベースの内容
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の信頼性や確実性を確保することができる。
【００４９】
　次いで、ＳＴ１９へ進む。ＳＴ１９では、図６の管理サーバ１０の「データベース変更
通知処理部（プログラム）３１」が動作し、「サーバ側データベース２４」の変更後のデ
ータを、各端末、例えば、図１の端末９０等に送信する。
　次いで、ＳＴ２０へ進む。ＳＴ２０では、端末９０は、受信したデータに基づき、図７
の「端末９０側データベース９６」のデータを変更後のデータに書き換え、更新登録する
。
　これにより、全ての端末５０、９０等と管理サーバ１０のデータベースは同じ内容であ
り、且つ最新の内容であることが確保される。
　したがって、各端末５０等をして、ＭＲが医師等に向け、各種情報を提示するときに使
用されるデータベースの内容の共通性及び信頼性等を確保することができる。
【００５０】
　一方、ＳＴ１７で、変更権原を有していないと判断されたときは、ＳＴ２１へ進み、そ
の旨が端末５０に通知される。
【００５１】
　次いで、図１１及び図１２のフローチャートを用いて、端末５０で作成したプレゼンテ
ーション資料を、管理サーバ１０を関して端末９０へ提供する主な工程を説明する。
　図１の端末９０を所持するＭＲが、端末５０で作成した「降圧剤α」のプレゼンテーシ
ョン資料を利用したいと考えたときは、先ず、図１１のＳＴ３１で、管理サーバ１０は、
端末９０からプレゼンテーションデータの閲覧要求かあったか否かを判断する。
　具体的には、図６の「閲覧要求判断処理部（プログラム）３２」が判断する。
【００５２】
　ＳＴ３１で、閲覧要求があったと判断されたときは、ＳＴ３２へ進む。ＳＴ３２では、
管理サーバ１０は「サーバ側プレゼンテーションデータ記憶部２１」の「プレゼンテーシ
ョンデータ」の「名称一覧」及び「識別番号一覧」を端末へ送信する。
【００５３】
　次いで、ＳＴ３３へ進む。ＳＴ３３では、端末９０から「降圧剤α」等のプレゼンテー
ションデータのダウンロード要求があったか否かを判断し、例えば、端末５０が作成した
「降圧剤α」のプレゼンテーションデータのダウンロード要求があると、ＳＴ３４へ進む
。
【００５４】
　ＳＴ３４では、管理サーバ１０の図６の「端末ＯＳ情報処理部（プログラム）３３」が
動作し、管理サーバ１０は端末９０に当該端末９０が搭載している基本ソフトウエアであ
る「ＯＳ情報」を要求する。
　次いで、ＳＴ３５へ進む。ＳＴ３５では、端末９０は図７の「端末９０側ＯＳ情報記憶
部９５」を参照して、当該ＯＳ情報、例えば、ＯＳＸである旨を管理サーバ１０へ送信す
る。
【００５５】
　次いで、ＳＴ３６へ進む。ＳＴ３６では、管理サーバ１０は受信した「端末９０側ＯＳ
情報」、例えば、ＯＳＸを図６の「端末ＯＳ情報記憶部３４」に記憶する。
　次いで、ＳＴ３７へ進む。ＳＴ３７では、図６の「ダウンロード要求応答処理部（プロ
グラム）３５」が動作し、「端末ＯＳ情報記憶部３４」と「ＯＳ対応動作可能情報表示用
ソフトウエア情報記憶部３６」を参照する。
【００５６】
　この「ＯＳ対応動作可能情報表示用ソフトウエア情報記憶部３６」には、例えば、端末
９０等のＯＳ（ＯＳＸ）で動作可能な「プレゼンテーション用アプリケーション（Ｐｏｗ
ｅｒ　Ｐｏｉｎｔ）」「アプリケーションソフト（ＰＤＦ／Ａ－１）」又は「アプリ－ケ
ーションソフト（ＨＴＭＬ）」等を選択するための情報が記憶されている。
　このため、管理サーバ１０は、「サーバ側プレゼンテーションデータ記憶部２１」に記
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データ６３ａ」が含まれる）のうち、当該ソフトウエア、例えば、アプリケーションソフ
ト（ＰＤＦ／Ａ－１）」のデータでなる「降圧剤α」のプレゼンテーションデータを選択
して、端末９０へ送信する。
【００５７】
　したがって、端末５０と端末９０とはＯＳが相違するが、その相違にかかわらず、端末
９０では、端末５０が作成した「降圧剤α」のプレゼンテーションを適正に表示させるこ
とができ、また、各スライドに関連付けられているデータベースの情報に不具合等を生じ
させることなく、所望のタイミングで表示させることができる。
　また、本システム１では、管理サーバ１０は、プレゼンテーションのデータのＰｏｗｅ
ｒ　ＰｏｉｎｔからＰＤＦ／Ａ－１等への変換等を行う必要がないので、管理サーバ１０
の負担を大幅に軽減させることができる。
　さらに、データの変換を行わないため、データ変換時に発生するスライドとデータベー
スの情報との関連付けの不具合等の発生も未然に防ぐことができる。
【００５８】
　なお、本発明は上述の実施の形態に限らない。
【符号の説明】
【００５９】
　１・・・医師説明用資料管理システム、２・・・インターネット網、３・・・基地局、
１０・・・管理サーバ、１１・・・サーバ制御部、１２・・・サーバ側通信装置、１３・
・・サーバ側ディスプレイ、１４・・・サーバ側入力装置、２０・・・サーバ側第１各種
情報記憶部、２１・・・サーバ側プレゼンテーションデータ記憶部、２２・・・暫定デー
タベース記憶部、２３・・・データベース確認処理部（プログラム）、２４・・・サーバ
側データベース、２５・・・相違データ記憶部、２６・・・相違データ適正判断処理部（
プログラム）、３０・・・サーバ側第２各種情報記憶部、３１・・・データベース変更通
知処理部（プログラム）、３２・・・閲覧要求判断処理部（プログラム）、３３・・・端
末ＯＳ情報処理部（プログラム）、３４・・・端末ＯＳ情報記憶部、３５・・・ダウンロ
ード要求応答処理部（プログラム）、３６・・・ＯＳ対応動作可能情報表示用ソフトウエ
ア情報記憶部、５０、９０・・・端末、５３・・端末５０制御部，５４・・・端末５０側
通信装置，５１・・・端末５０側タッチパネル型ディスプレイ、５２・・・端末５０側入
力ボタン、６０・・・端末５０側各種情報記憶部、６１・・・端末５０側データベース、
６２・・・プレゼンテーション用ソフトウエア（Ｐｏｗｅｒ　Ｐｏｉｎｔ）（プログラム
）、６３・・・端末５０側プレゼンテーションデータ記憶部、６３ａ・・・端末５０側プ
レゼンテーションデータ、６４・・・異種情報表示用ソフト向けデータ作成（プログラム
）、９１・・・端末９０側タッチパネル型ディスプレイ、９２・・・端末９０側入力ボタ
ン、９３・・・端末９０制御部、９４・・・端末９０側通信装置、９５・・・端末９０側
ＯＳ情報記憶部、９６・・・端末９０側データベース、９７・・・端末９０側各種情報記
憶部
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