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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに通信ネットワークを介して接続された内視鏡部門サーバと病理部門サーバとを有
し、内視鏡検査レポートに含まれる少なくとも一部分の情報を、内視鏡部門と病理部門と
で相互に共有するための医療部門間の連携システムであって、
　前記内視鏡検査レポートに含まれる少なくとも一部の情報を利用して作成され前記病理
部門に病理検査を依頼するための病理検査依頼情報を、前記内視鏡部門から前記病理部門
に送信し、該送信の送信履歴を記録する病理検査依頼情報送信手段と、
　送信された前記病理検査依頼情報を前記病理部門サーバ側で受信すると共に、受信した
前記病理検査依頼情報に対する病理部門の処理状況を表すステータス情報を管理する病理
部門ステータス情報管理手段と、
　前記内視鏡検査レポートの情報に変更が生じた場合に、当該内視鏡検査レポートと対応
する送信済みの前記病理検査依頼情報を、前記病理検査依頼情報送信手段の前記送信履歴
に基づいて判断し、該判断された病理検査依頼情報の変更を要求する変更要求手段と、
　前記変更要求手段からの変更要求を受信した場合に、変更対象となる前記病理検査依頼
情報のステータス情報を前記病理部門ステータス情報管理手段から取得して、前記病理検
査依頼情報の変更の可否を判断する変更可否判断手段と、
　前記変更可否判断手段が変更可能と判断した場合は前記変更要求に基づいて該当する前
記病理検査依頼情報を変更して、前記内視鏡検査レポートに含まれる少なくとも一部の情
報の内容と、前記病理検査依頼情報の内容とを整合させ、変更不可能と判断した場合は前
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記変更要求を拒否する変更拒否通知を前記内視鏡部門に送信する変更実施手段と、を備え
た医療部門間の連携システム。
【請求項２】
　請求項１記載の医療部門間の連携システムであって、
　前記病理部門ステータス情報管理手段は、少なくとも、前記病理部門サーバ側で受信し
た前記病理検査依頼情報に対して、病理検査オーダを生成したか否かを表す病理検査オー
ダ生成ステータスを管理する、医療部門間の連携システム。
【請求項３】
　請求項１記載の医療部門間の連携システムであって、
　前記病理部門ステータス情報管理手段は、少なくとも、前記病理部門サーバ側で受信し
た前記病理検査依頼情報に対して、前記病理部門で実際に病理検査を開始したか否かを表
す病理検査開始ステータスを管理する、医療部門間の連携システム。
【請求項４】
　請求項１記載の医療部門間の連携システムであって、
　前記病理部門ステータス情報管理手段は、少なくとも、前記病理部門サーバ側で受信し
た前記病理検査依頼情報に対して、該当する病理検査対象物が前記病理部門へ到着したか
否かを表す検体到着ステータスを管理する、医療部門間の連携システム。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか１項記載の医療部門間の連携システムであって、
　前記病理部門ステータス情報管理手段は、ステータス情報の状態が変化したタイミング
に相当する少なくとも１つの時刻情報を記録する、医療部門間の連携システム。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれか１項記載の医療部門間の連携システムであって、
　前記内視鏡検査レポートを変更する場合に、当該内視鏡検査レポートを利用した病理検
査依頼情報が送信済みであれば、前記病理部門ステータス情報管理手段のステータス情報
を参照し、前記内視鏡検査レポートの変更の可否を判断し、変更が不可能な場合には前記
内視鏡部門サーバに病理検査受付後である旨の報知信号を出力する報知手段、を備えた医
療部門間の連携システム。
【請求項７】
　請求項６記載の医療部門間の連携システムであって、
　前記病理検査依頼情報が、複数の検体それぞれに対する病理検査依頼の情報を含む医療
部門間の連携システム。
【請求項８】
　互いに通信ネットワークを介して接続された内視鏡部門サーバと病理部門サーバとを有
するシステムを用いて、内視鏡検査レポートに含まれる少なくとも一部分の情報を、内視
鏡部門と病理部門とで相互に共有するための医療部門間の連携処理方法であって、
　前記内視鏡検査レポートに含まれる少なくとも一部の情報を利用して作成され前記病理
部門に病理検査を依頼するための病理検査依頼情報を、病理検査依頼情報送信手段が、前
記内視鏡部門から前記病理部門に送信し、該送信の送信履歴を記録し、
　送信された前記病理検査依頼情報を前記病理部門サーバ側の病理部門ステータス情報管
理手段が受信すると共に、受信した前記病理検査依頼情報に対する病理部門の処理状況を
表すステータス情報を前記病理部門ステータス情報管理手段が管理し、
　前記内視鏡検査レポートの情報に変更が生じた場合に、変更要求手段が当該内視鏡検査
レポートと対応する送信済みの前記病理検査依頼情報を、前記病理検査依頼情報送信手段
の前記送信履歴に基づいて判断し、該判断された病理検査依頼情報の変更を要求し、
　前記病理検査依頼情報の変更要求を前記病理部門サーバ側の前記病理部門ステータス情
報管理手段が受信した場合に、変更可否判断手段が、変更対象となる前記病理検査依頼情
報のステータス情報を取得して、前記病理検査依頼情報の変更の可否を判断し、
　前記変更可否判断手段が変更可能と判断した場合は、変更実施手段が、前記変更要求に
基づいて該当する前記病理検査依頼情報を変更して、前記内視鏡検査レポートに含まれる
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少なくとも一部の情報の内容と、前記病理検査依頼情報の内容とを整合させ、変更不可能
と判断した場合は、前記変更実施手段が、前記変更要求を拒否する変更拒否通知を前記内
視鏡部門に送信する、医療部門間の連携処理方法。
【請求項９】
　請求項８記載の医療部門間の連携処理方法であって、
　前記ステータス情報として、前記病理部門サーバ側で受信した前記病理検査依頼情報に
対して病理検査オーダを生成したか否かを表す病理検査オーダ生成ステータスと、前記病
理部門サーバ側で受信した前記病理検査依頼情報に対して前記病理部門で実際に病理検査
を開始したか否かを表す病理検査開始ステータスと、前記病理部門サーバ側で受信した前
記病理検査依頼情報に対して該当する病理検査対象物が前記病理部門へ到着したか否かを
表す検体到着ステータスとの少なくとも１つを用いる、医療部門間の連携処理方法。
【請求項１０】
　請求項９記載の医療部門間の連携処理方法であって、
　前記ステータス情報の管理において、ステータス情報の状態が変化したタイミングに相
当する少なくとも１つの時刻情報を記録する、医療部門間の連携処理方法。
【請求項１１】
　請求項８記載の医療部門間の連携処理方法であって、
　前記内視鏡検査レポートを変更する場合に、当該内視鏡検査レポートを利用した病理検
査依頼情報が送信済みであれば、前記ステータス情報を参照して、前記内視鏡検査レポー
トの変更の可否を判断し、変更が不可能な場合には前記内視鏡部門サーバに病理検査受付
後である旨の報知信号を出力する、医療部門間の連携処理方法。
【請求項１２】
　請求項８～請求項１１のいずれか１項記載の医療部門間の連携処理方法であって、
　前記病理検査依頼情報が、複数の検体それぞれに対する病理検査依頼の情報を含む医療
部門間の連携処理方法。
【請求項１３】
　互いに通信ネットワークを介して接続された内視鏡部門サーバと病理部門サーバとを有
するシステムを利用し、内視鏡検査レポートに含まれる少なくとも一部分の情報を、内視
鏡部門と病理部門とで相互に共有するための医療部門間の連携処理プログラムであって、
　前記内視鏡検査レポートに含まれる少なくとも一部の情報を利用して作成され前記病理
部門に病理検査を依頼するための病理検査依頼情報を、病理検査依頼情報送信手段が、前
記内視鏡部門から前記病理部門に送信し、該送信の送信履歴を記録する病理検査依頼情報
送信ステップと、
　送信された前記病理検査依頼情報を前記病理部門サーバ側の病理部門ステータス情報管
理手段が受信すると共に、受信した前記病理検査依頼情報に対する病理部門の処理状況を
表すステータス情報を前記病理部門ステータス情報管理手段が管理する病理部門ステータ
ス情報管理ステップと、
　前記内視鏡検査レポートの情報に変更が生じた場合に、変更要求手段が当該内視鏡検査
レポートと対応する送信済みの前記病理検査依頼情報を、前記病理検査依頼情報送信手段
の前記送信履歴に基づいて判断し、該判断された病理検査依頼情報の変更を要求する変更
要求ステップと、
　前記病理検査依頼情報の変更要求を前記病理部門サーバ側の前記病理部門ステータス情
報管理手段が受信した場合に、変更可否判断手段が、変更対象となる前記病理検査依頼情
報の前記ステータス情報を取得して、前記病理検査依頼情報の変更の可否を判断する変更
可否判断ステップと、
　前記変更可否判断手段が変更可能と判断した場合は、変更実施手段が、前記変更要求に
基づいて該当する前記病理検査依頼情報を変更して、前記内視鏡検査レポートに含まれる
少なくとも一部の情報の内容と、前記病理検査依頼情報の内容とを整合させ、変更不可能
と判断した場合は、前記変更実施手段が、前記変更要求を拒否する変更拒否通知を前記内
視鏡部門に送信する変更実施ステップと、
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をコンピュータに実行させるための医療部門間の連携処理プログラム。
【請求項１４】
　請求項１３記載の医療部門間の連携処理プログラムであって、
　前記病理部門ステータス情報管理ステップでは、前記ステータス情報として、前記病理
部門サーバ側で受信した前記病理検査依頼情報に対して病理検査オーダを生成したか否か
を表す病理検査オーダ生成ステータスと、前記病理部門サーバ側で受信した前記病理検査
依頼情報に対して前記病理部門で実際に病理検査を開始したか否かを表す病理検査開始ス
テータスと、前記病理部門サーバ側で受信した前記病理検査依頼情報に対して該当する病
理検査対象物が前記病理部門へ到着したか否かを表す検体到着ステータスとの少なくとも
１つを用いる、医療部門間の連携処理プログラム。
【請求項１５】
　請求項１４記載の医療部門間の連携処理プログラムであって、
　前記病理部門ステータス情報管理ステップでは、ステータス情報の状態が変化したタイ
ミングに相当する少なくとも１つの時刻情報を記録する、医療部門間の連携処理プログラ
ム。
【請求項１６】
　請求項１３記載の医療部門間の連携処理プログラムであって、
　前記内視鏡検査レポートを変更する場合に、当該内視鏡検査レポートを利用した病理検
査依頼情報が送信済みであれば、前記ステータス情報を参照して、前記内視鏡検査レポー
トの変更の可否を判断し、変更が不可能な場合には前記内視鏡部門サーバに病理検査受付
後である旨の報知信号を出力する報知ステップを更に備える医療部門間の連携処理プログ
ラム。
【請求項１７】
　請求項１３～請求項１６のいずれか１項記載の医療部門間の連携処理プログラムであっ
て、
　前記病理検査依頼情報が、複数の検体それぞれに対する病理検査依頼の情報を含む医療
部門間の連携処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療部門間の連携システムに関し、内視鏡部門及び病理部門の部門間の検査
オーダの連携を支援するために利用される。
【背景技術】
【０００２】
　病院内において、内視鏡部門や病理部門等の各部門間では、コンピュータを導入した検
査マネージメントシステムや画像ファイリングシステムが構築されているが、各部門のシ
ステムは互いに独立して動作している場合が多いため、各部門間で相互の連携性を高める
ことが要求されている。一般的な病院では、病理検査依頼の際に、内視鏡部門から生体組
織と共に病理依頼書（紙）を病理部門に搬送している。また、近年では通信網である病院
内ＬＡＮ（ローカルエリアネットワーク）を経由して、病理依頼書を電子データとして内
視鏡部門から病理部門に送信することが行われている。
【０００３】
　このような病院内における病理検査依頼に関する従来技術としては、例えば特許文献１
や特許文献２が知られている。
　特許文献１においては、内視鏡検査部門で作成するレポートを流用して、病理検査部門
へ病理検査をオーダする病理検査依頼書を発行する。従って、内視鏡部門で作成する検査
レポートに基づいて病理検査依頼書を簡単な手順で作成できる。
　特許文献２においては、内視鏡部門と病理検査部門との間で、病理検査依頼情報、内視
鏡検査レポート、病理検査レポートの電子データを送受信可能として、相互に利用できる
ようにしたシステムを開示している。
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【０００４】
　ところで、内視鏡部門で病理依頼書を病理部門に送信した後、作成した内視鏡検査レポ
ートの内容に、誤記があった場合、これを直ちに是正せねばならない。このような内視鏡
部門側で病理依頼書の変更の必要が生じた場合、病理部門では、該当する検査の処理前（
受付前、検査実施前等）であればこの変更は可能であるが、既に検査が実行されている場
合には変更ができない。担当者は、そのような状況を考慮したうえで、変更可能かどうか
の判断をしなければならず、病理部門への負担を大きくさせているのが実情である。
【０００５】
　特許文献１の技術では、レポートに変更点が生じた際に、既に依頼した病理検査オーダ
を変更する仕組みがないので、上記のような病理依頼書の変更には対応できない。また、
特許文献２の技術についても、病理検査内容を修正する場合を想定しておらず、病理部門
との連携が取れない。従って、病理依頼の内容変更ができない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－３８４１３号公報
【特許文献２】特開２００１－１２５９９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、内視鏡部門と病理部門との間で、文書等のデータの少なくとも一部分を共有
して使用する場合に、いずれか一方の部門で一部のデータの変更要求が生じたときに、部
門間のデータの整合性を確保することが可能な医療部門間の連携システム及び連携処理方
法並びに連携処理プログラ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】
　本発明は下記構成からなる。
（１）　互いに通信ネットワークを介して接続された内視鏡部門サーバと病理部門サーバ
とを有し、内視鏡検査レポートに含まれる少なくとも一部分の情報を、内視鏡部門と病理
部門とで相互に共有するための医療部門間の連携システムであって、
　前記内視鏡検査レポートに含まれる少なくとも一部の情報を利用して作成され前記病理
部門に病理検査を依頼するための病理検査依頼情報を、前記内視鏡部門から前記病理部門
に送信し、該送信の送信履歴を記録する病理検査依頼情報送信手段と、
　送信された前記病理検査依頼情報を前記病理部門サーバ側で受信すると共に、受信した
前記病理検査依頼情報に対する病理部門の処理状況を表すステータス情報を管理する病理
部門ステータス情報管理手段と、
　前記内視鏡検査レポートの情報に変更が生じた場合に、当該内視鏡検査レポートと対応
する送信済みの前記病理検査依頼情報を、前記病理検査依頼情報送信手段の前記送信履歴
に基づいて判断し、該判断された病理検査依頼情報の変更を要求する変更要求手段と、
　前記変更要求手段からの変更要求を受信した場合に、変更対象となる前記病理検査依頼
情報のステータス情報を前記病理部門ステータス情報管理手段から取得して、前記病理検
査依頼情報の変更の可否を判断する変更可否判断手段と、
　前記変更可否判断手段が変更可能と判断した場合は前記変更要求に基づいて該当する前
記病理検査依頼情報を変更して、前記内視鏡検査レポートに含まれる少なくとも一部の情
報の内容と、前記病理検査依頼情報の内容とを整合させ、変更不可能と判断した場合は前
記変更要求を拒否する変更拒否通知を前記内視鏡部門に送信する変更実施手段と、を備え
た医療部門間の連携システム。
【０００９】
（２）　互いに通信ネットワークを介して接続された内視鏡部門サーバと病理部門サーバ
とを有するシステムを用いて、内視鏡検査レポートに含まれる少なくとも一部分の情報を
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、内視鏡部門と病理部門とで相互に共有するための医療部門間の連携処理方法であって、
　前記内視鏡検査レポートに含まれる少なくとも一部の情報を利用して作成され前記病理
部門に病理検査を依頼するための病理検査依頼情報を、病理検査依頼情報送信手段が、前
記内視鏡部門から前記病理部門に送信し、該送信の送信履歴を記録し、
　送信された前記病理検査依頼情報を前記病理部門サーバ側の病理部門ステータス情報管
理手段が受信すると共に、受信した前記病理検査依頼情報に対する病理部門の処理状況を
表すステータス情報を前記病理部門ステータス情報管理手段が管理し、
　前記内視鏡検査レポートの情報に変更が生じた場合に、変更要求手段が当該内視鏡検査
レポートと対応する送信済みの前記病理検査依頼情報を、前記病理検査依頼情報送信手段
の前記送信履歴に基づいて判断し、該判断された病理検査依頼情報の変更を要求し、
　前記病理検査依頼情報の変更要求を前記病理部門サーバ側の前記病理部門ステータス情
報管理手段が受信した場合に、変更可否判断手段が、変更対象となる前記病理検査依頼情
報のステータス情報を取得して、前記病理検査依頼情報の変更の可否を判断し、
　前記変更可否判断手段が変更可能と判断した場合は、変更実施手段が、前記変更要求に
基づいて該当する前記病理検査依頼情報を変更して、前記内視鏡検査レポートに含まれる
少なくとも一部の情報の内容と、前記病理検査依頼情報の内容とを整合させ、変更不可能
と判断した場合は、前記変更実施手段が、前記変更要求を拒否する変更拒否通知を前記内
視鏡部門に送信する、医療部門間の連携処理方法。
【００１０】
（３）　互いに通信ネットワークを介して接続された内視鏡部門サーバと病理部門サーバ
とを有するシステムを利用し、内視鏡検査レポートに含まれる少なくとも一部分の情報を
、内視鏡部門と病理部門とで相互に共有するための医療部門間の連携処理プログラムであ
って、
　前記内視鏡検査レポートに含まれる少なくとも一部の情報を利用して作成され前記病理
部門に病理検査を依頼するための病理検査依頼情報を、病理検査依頼情報送信手段が、前
記内視鏡部門から前記病理部門に送信し、該送信の送信履歴を記録する病理検査依頼情報
送信ステップと、
　送信された前記病理検査依頼情報を前記病理部門サーバ側の病理部門ステータス情報管
理手段が受信すると共に、受信した前記病理検査依頼情報に対する病理部門の処理状況を
表すステータス情報を前記病理部門ステータス情報管理手段が管理する病理部門ステータ
ス情報管理ステップと、
　前記内視鏡検査レポートの情報に変更が生じた場合に、変更要求手段が当該内視鏡検査
レポートと対応する送信済みの前記病理検査依頼情報を、前記病理検査依頼情報送信手段
の前記送信履歴に基づいて判断し、該判断された病理検査依頼情報の変更を要求する変更
要求ステップと、
　前記病理検査依頼情報の変更要求を前記病理部門サーバ側の前記病理部門ステータス情
報管理手段が受信した場合に、変更可否判断手段が、変更対象となる前記病理検査依頼情
報の前記ステータス情報を取得して、前記病理検査依頼情報の変更の可否を判断する変更
可否判断ステップと、
　前記変更可否判断手段が変更可能と判断した場合は、変更実施手段が、前記変更要求に
基づいて該当する前記病理検査依頼情報を変更して、前記内視鏡検査レポートに含まれる
少なくとも一部の情報の内容と、前記病理検査依頼情報の内容とを整合させ、変更不可能
と判断した場合は、前記変更実施手段が、前記変更要求を拒否する変更拒否通知を前記内
視鏡部門に送信する変更実施ステップと、
をコンピュータに実行させるための医療部門間の連携処理プログラム。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、内視鏡部門と病理部門との間で、文書等のデータの少なくとも一部分
を共有して使用する場合に、いずれか一方の部門で一部のデータの変更要求が生じたとき
に部門間のデータの整合性を確保することが可能であり、データを修正することも状況に
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よっては可能になる。即ち、病理部門の病理検査受付前であれば、病理検査依頼書の内容
を変更でき、病理検査受付後であれば変更不可とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施形態を説明するための図で、病院内システム全体構成を示すブロッ
ク図である。
【図２】図１に示すシステムにおける内視鏡部門システムの概略構成を示すブロック図で
ある。
【図３】図２に示した内視鏡部門システムの一部分の詳細な構成を示すブロック図である
。
【図４】図１に示すシステムにおける病理部門システムの詳細な構成を示すブロック図で
ある。
【図５】病院内における患者自身の処理の流れと、内視鏡部門及び病理部門並びに病院情
報システム（ＨＩＳシステム）の間の情報伝達の様子を概略で表す説明図である。
【図６】病理依頼画面の表示例を示す説明図である。
【図７】内視鏡検査レポート画面の表示例を示す説明図である。
【図８】図３に示した内視鏡部門システムに関する主要な動作を表すフローチャートであ
る。
【図９】図４に示した病理部門システムに関する主要な動作を表すフローチャートである
。
【図１０】クライントＰＣにインストールされたプログラムにより提供される主な機能及
び機能間の状態遷移を表す模式図である。
【図１１】ログイン機能実行時の画面表示の一例を示す説明図である。
【図１２】オーダ検索機能実行時の画面表示の一例を示す説明図である。
【図１３】オーダ検索機能実行時の画面表示の一例を示す説明図である。
【図１４】問診前処置機能実行時の画面表示の一例を示す説明図である。
【図１５】問診前処置機能実行時の画面表示の一例を示す説明図である。
【図１６】画像表示機能実行時の画面表示の一例を示す説明図である。
【図１７】画像表示機能実行時の画面表示の一例を示す説明図である。
【図１８】レポート登録機能実行時の画面表示の一例を示す説明図である。
【図１９】病理依頼機能実行時の画面表示の一例を示す説明図である。
【図２０】実施報告機能実行時の画面表示の一例を示す説明図である。
【図２１】ログアウト機能実行時の画面表示の一例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。
　病院内システムの全体構成を図１に示した。このシステムは病院情報システム（ＨＩＳ
：Hospital Information System）１０と、内視鏡部門システム２０と、病理部門システ
ム３０と、医用画像保管システム（ＰＡＣＳ：Picture Archiving and Communication Sy
stem）４０と、他部門システム５０とを備え、これらは院内ＬＡＮ６０に接続されて相互
に連携可能になっている。
【００１４】
　ＨＩＳ１０は、医療事務会計システム、診療予約システム、診療情報システム等を含む
包括的なシステムであり、電子カルテデータベース等を有する。電子カルテデータベース
には、患者の診療情報を記録した電子カルテが保管される。
【００１５】
　内視鏡部門システム２０は、内視鏡部門の管理を行うためのシステムである。病理部門
システム３０は、病理部門の管理を行うためのシステムである。ＰＡＣＳ４０は、内視鏡
装置、ＣＴ、ＭＲＩ等の医療画像診断装置からの検査画像を電子的に保存、検索、解析す
るシステムである。他部門システム５０は、その他の部門の管理を行うためのシステムで
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ある。
【００１６】
　図１に示すシステムにおける内視鏡部門システムの概略構成を図２に示した。図２に示
すように、内視鏡部門には、受付２０Ａと、前処置室２０Ｂと、複数の内視鏡検査室（以
下、検査室）２０Ｃと、洗浄室２０Ｄと、カンファレンス室２０Ｅとが含まれている。
【００１７】
　前処置室２０Ｂは、内視鏡検査の前に行う問診及び前処置を行うための部屋である。検
査室２０Ｃは、内視鏡検査を行うための部屋である。洗浄室２０Ｄは、内視鏡検査に用い
たスコープ等の洗浄を行うための部屋である。
【００１８】
　図２に示す内視鏡部門システム２０は、内視鏡部門サーバ２１と、複数のクライアント
ＰＣ２２と、画像入力装置２３と、内視鏡装置２４と、洗浄管理装置２５と、洗浄機２６
とを備える。内視鏡部門サーバ２１、複数のクライアントＰＣ２２、画像入力装置２３、
及び洗浄管理装置２５は部門内ＬＡＮ２７に接続されている。部門内ＬＡＮ２７は院内Ｌ
ＡＮ６０に接続されている。
【００１９】
　クライアントＰＣ２２は、受付２０Ａ、前処置室２０Ｂ、内視鏡検査室２０Ｃ、及びカ
ンファレンス室２０Ｅの各々に設置されたコンピュータである。図３に示すように、内視
鏡部門システムの各クライアントＰＣ２２は、入力部２２ａ、表示部２２ｂ、記録部２２
ｃ、通信部２２ｄ、及び制御部２２ｅで構成されている。
【００２０】
　入力部２２ａは、各種入力を行うための、キーボード及びタッチパネル等の入力デバイ
ス、マウス・トラックボール等のポインティングデバイスから構成されている。表示部２
２ｂは、画像、レポート等の各種表示を行うための表示装置であり、ＬＣＤやＣＲＴ等で
構成されている。
【００２１】
　記録部２２ｃは、各種データを記録するためのハードディスク等で構成されている。通
信部２２ｄは、送受信インターフェイス回路等から構成され、各種指示、各種要求、及び
各種データを、部門内ＬＡＮ２７を介して送受信する処理を実行する。
【００２２】
　制御部２２ｅは、ＣＰＵ（ｃｅｎｔｒａｌ ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ ｕｎｉｔ）等の演算
制御装置と、プログラムを格納するＲＯＭ（ｒｅａｄ－ｏｎｌｙ ｍｅｍｏｒｙ）等のプ
ログラム格納部と、記憶媒体とを含む（全て不図示）。プログラム格納部に格納されるプ
ログラムには、検体を管理するための検体管理プログラムが含まれる。記憶媒体は、上記
プログラムを実行するときのワークエリアを構成するシステムメモリ及びＲＡＭ（ｒａｎ
ｄｏｍ ａｃｃｅｓｓ ｍｅｍｏｒｙ）等で構成される。
【００２３】
　制御部２２ｅは、上記プログラム、部門内ＬＡＮ２７を介し外部から送信される各種の
要求、及び入力部２２ａから入力される指示情報等に従ってクライアントＰＣ２２の各部
の制御を行う。
【００２４】
　また、図３に示すように内視鏡部門サーバ２１は、各種データベース（２１ａ、２１ｂ
、２１ｃを備えている。検査依頼情報データベース（以下、省略して「ＤＢ」と記載）２
１ｃは、検査依頼情報を保持している。
【００２５】
　検査依頼情報とは、他の診療科から内視鏡部門に対して検査依頼が行われる場合の検査
の依頼（オーダー）に関する情報である。オーダーキー情報（「オーダー番号」、「発生
日時」等）、依頼元情報（「依頼科名」、「依頼医師名」、「依頼日」等）、オーダ情報
（「依頼病名」、「検査目的」、「検査種別」、「検査項目」、「検査部位」、「コメン
ト」、「シェーマ画像」等）、検査予約情報（「検査日」、「実施時刻」等）、等からな
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り、これらは、管理システムとして機能するＨＩＳ１０から、部門システムに対して送信
される。オーダーキー情報は、１つの検査オーダを一意に特定するための情報である。
【００２６】
　図２に示すように画像入力装置２３及び内視鏡検査装置２４は、複数の検査室２０Ｃの
各々に設置されている。画像入力装置２３は、それが設置される検査室２０Ｃの内視鏡検
査装置２４に接続されている。画像入力装置２３は、接続された内視鏡検査装置２４で撮
影して得られた画像データを内視鏡部門サーバ２１に入力するための装置である。画像入
力装置２４によって入力された画像データは、内視鏡部門サーバ２１の制御により、ＰＡ
ＣＳ４０によって保管される。なお、内視鏡検査装置２４として、画像入力装置２３を一
体化したものを用いても良い。
【００２７】
　洗浄機２６と洗浄管理装置２５は洗浄室２０Ｄに設置されている。洗浄機２６は、内視
鏡検査に用いたスコープ等の洗浄を行う機器である。洗浄管理装置２５は、洗浄機２６に
接続されており、洗浄機２６による洗浄履歴等の情報を内視鏡部門サーバ２１に登録する
ためのコンピュータである。
【００２８】
　内視鏡部門サーバ２１は、クライアントＰＣ２２、画像入力装置２３、及び洗浄管理装
置２５を統括制御するコンピュータである。内視鏡部門サーバ２１には、データベースＤ
Ｂが内蔵されており、このデータベースＤＢに各種情報（オーダー情報、レポート情報等
）が格納されている。
【００２９】
　クライアントＰＣ２２には、検体管理プログラムの他、所定のアプリケーションプログ
ラムがインストールされており、このプログラムにより、各データベース（２１ａ，２１
ｂ，２１ｃ）に記録されているデータの参照及び編集、データベースへのデータの登録等
が可能となっている。
【００３０】
　図１に示すシステムにおける病理部門システムの概略構成を図４に示した。図４に示す
病理部門システム３０は、病理部門サーバ３１と、複数のクライアントＰＣ３２と、病理
検査機器３３とを備えている。なお、病理検査機器３３は部門内ＬＡＮ３４に接続されて
いてもよく、接続されていなくてもよい。また、部門内ＬＡＮ２７は院内ＬＡＮ６０に接
続され、各種情報が共有されるようになっている。
【００３１】
　病理部門の受付には、図示はしないが、検査対象となる「検体」、即ち生体から採取さ
れた生体組織が容器に入れられて内視鏡部門から送られてくる。病理部門では、この「検
体」を受け付けて、適宜なタイミングで病理検査室の検査機器により病理検査を行う。病
理検査結果は、病理検査室のクライアントＰＣ３２から病理部門サーバ３１に登録され、
内視鏡部門にも病理検査結果の情報が送信される。
【００３２】
　ここで、病院内における患者自身の処理の流れと、内視鏡部門及び病理部門並びに病院
情報システム（ＨＩＳシステム）の間の情報伝達の概略的な様子を図５に示した。以下、
図１～図３を参照しつつ図５に示す処理の流れを説明する。
　まず、患者が来院して受付を済ませると、内視鏡部門ではＨＩＳシステムから内視鏡部
門システム２０に受付情報が送信される。ここで、内視鏡部門システム２０においては、
内視鏡部門サーバ２１が、患者の内視鏡検査オーダを生成する。
【００３３】
　患者は、医療スタッフにより内視鏡部門内で問診、前処置が適宜行われ、内視鏡検査を
受ける。内視鏡検査においては、内視鏡による検査の他、患者体内から検査対象となる生
体組織を採取し、これを検体として取り出すこともある。検体は、病理依頼書（ハードコ
ピー）と共に病理部門に送られる。
【００３４】
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　患者の内視鏡検査を終了した後、内視鏡部門では、クライアントＰＣ２２を利用して内
視鏡検査レポートの作成を行う。この内視鏡検査レポートには、検体採取位置や診断内容
等の情報が記入される。そして、レポートに記入された情報の一部を流用して、病理検査
依頼書が作成される。
【００３５】
　電子データの病理検査依頼書は、内視鏡部門サーバ２１からＨＩＳシステム１０の管理
サーバに送信され、この管理サーバが病理検査依頼書を病理部門の病理部門サーバ３１に
転送する。一方、ハードコピーの病理検査依頼書は、検体と共に内視鏡部門から病理部門
に送られる。
【００３６】
　病理部門では、病理部門サーバ３１に病理検査依頼書の電子データ、つまり、病理検査
オーダが届く。また、検体が内視鏡部門から搬送されてくる。そして、病理部門内の医療
スタッフのスケジュールの下で、検体に対する病理検査が適宜なタイミングで行われる。
検査後の病理検査結果（電子データ）は、病理部門サーバ３１に登録され、同時に、ＨＩ
Ｓシステム１０の管理サーバを介して内視鏡部門サーバ２１に送られる。
【００３７】
　内視鏡部門では、病理部門からの病理検査結果を受けて、内視鏡検査レポートに病理検
査結果の情報を記入してレポートを完成させる。完成した内視鏡検査レポートは、所定の
承認者による承認を受けて内視鏡部門サーバ２１に検査結果として登録される。
【００３８】
　ところで、内視鏡部門で作成される病理検査依頼書の内容は、作成した内視鏡検査レポ
ートの内容の電子情報を、表示画面上でコピー／ペースト操作することにより生成される
ので、通常は内視鏡検査レポートの内容と病理検査依頼書の内容とが整合する。
【００３９】
　一方、病理検査依頼（病理検査依頼書の送信）を行った後であっても、例えば内視鏡検
査レポートの内容の誤記等について内視鏡部門の担当者が気が付く場合がある。その場合
には、内視鏡検査レポートの内容に修正を加える必要が生じる。しかし、内視鏡検査レポ
ートのみを修正すると、この内視鏡検査レポートを流用して作成した病理検査依頼書の内
容と修正後の内視鏡検査レポートの内容との整合がとれなくなる。また、整合が取れるよ
うに内視鏡検査レポートと病理検査依頼書の双方を修正しようとしても、病理検査依頼書
が病理部門に送信済みであれば、病理検査依頼書を簡単に修正することはできない。
【００４０】
　つまり、内視鏡部門で作成された内視鏡検査レポートやそれに対応する病理検査依頼書
は内視鏡部門の内視鏡部門サーバ２１で管理され、内視鏡部門から病理部門に送られた病
理検査依頼書については病理部門の病理部門サーバ３１で独立に管理されている。そのた
め、既に病理部門の受付が完了している場合等、病理検査依頼書の修正ができない（安易
にすべきでない）場合もあるので、整合性を維持したまま病理検査依頼書の内容を修正す
る手続きは容易ではない。
【００４１】
　そこで、本システムにおいては、内視鏡部門のシステムと病理検査のシステムとが連携
し、作成された内視鏡検査レポートやそれに対応する病理検査依頼書の修正手続きを容易
にするための機能を搭載している。
【００４２】
　即ち、内視鏡部門で内視鏡検査レポートに修正を加えようとする際に、その内視鏡検査
レポートに基づき既に病理検査依頼をしている場合には、病理部門の検査ステータスを確
認する。このタイミングで、既に病理部門で検体の病理検査オーダが登録され、この病理
検査を実質的にスタートさせる前であれば、内視鏡検査レポートの修正内容に基づいて病
理検査依頼書の内容を書き換える。病理部門では、この書き換えられた病理検査依頼書に
基づいて検査が行われる。一方、確認したタイミングが病理検査のスタート後であった場
合は、病理検査依頼書の修正は受け付けず、内視鏡部門に修正受付却下の報知信号を送信
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する。
【００４３】
　ここで、病理検査をスタートしたか否かを区別する基準については、次のような複数種
類の条件の少なくとも１つを利用することが想定できる。
（１）病理依頼書が病理部門サーバに届いて、病理部門サーバが病理依頼オーダとして登
録したか否か。
（２）病理部門の医療スタッフが、病理依頼オーダに基づいて実際に病理検査を開始した
か否か。
（３）病理部門に検体が到着して受け付けたか否か。
【００４４】
　病理検査が実質的にスタートした後で内視鏡検査レポートを修正しようとする場合、内
視鏡部門システムから病理依頼を再度行う際に、図６に示すような病理依頼画面で、病理
依頼ボタン５１を押下したとき、病理依頼画面内に「病理検査受付済みのため訂正受付で
きません」等の報知ウィンドウ５３を表示させる。
【００４５】
　また、内視鏡検査レポートの内容を修正する作業時において、その内視鏡検査レポート
が病理検査依頼済みで、病理検査が実質的にスタートした後であった場合には、修正情報
を入力してリターンキーを押した（決定した）タイミングで、図７に示すような内視鏡検
査レポート画面上に、「病理検査受付済みです」等の報知ウィンドウ６１を表示させる。
【００４６】
　内視鏡部門では、このような報知ウィンドウがクライアントＰＣの表示画面上に現れる
ので、病理部門に対して個別に確認する処置が自動的に行われ、電話連絡等の煩わしい検
査の問い合わせを無くすことができる。また、報知ウィンドウが現れない場合は、病理検
査前で特に問題なく修正が完了したことを認識できる。報知は、表示画面上のウィンドウ
で表示する他、音声等の他の手段により報知することであってもよい。
【００４７】
　上述のような部門間の連携機能は、具体例として、内視鏡部門システム２０のクライア
ントＰＣ２２や内視鏡部門サーバ２１にインストールされたプログラムと、病理部門シス
テム３０のクライアントＰＣ３２や病理部門サーバ３１にインストールされたプログラム
によって実現される。
【００４８】
　このプログラムの実行により実現する内視鏡部門システム２０側及び病理部門システム
３０側の主要な動作をそれぞれ図８及び図９に示した。なお、ここで示す動作は一例であ
り、図８に示されている処理の一部分を病理部門システム３０側で実現することも可能で
あり、図９に示されている処理の一部分を内視鏡部門システム２０側で実現することも可
能である。
【００４９】
　図８及び図９に示す動作について以下に説明する。
　図８のステップＳ１１では、内視鏡部門システム２０のクライアントＰＣ２２を操作す
ることにより、未記入の内視鏡検査レポート（電子データ）が生成される。
【００５０】
　次のステップＳ１２では、内視鏡検査の結果を表す情報が、検査担当者等の入力操作に
より、ステップＳ１１で生成された内視鏡検査レポートに記入される。また、該当する内
視鏡検査で採取された検体について、病理部門に病理検査を依頼する場合には、病理検査
依頼書の電子データを担当者がクライアントＰＣ２２を操作することにより作成する。こ
の病理検査依頼書の内容は、内視鏡検査レポートに入力された情報をコピー／ペーストす
ることにより得られる。従って、内視鏡検査レポートの内容と病理検査依頼書の内容とは
整合している。
【００５１】
　所定の送信指示があると、図８のステップＳ１３からＳ１４を通ってＳ１５に進む。ス
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テップＳ１５では、ステップＳ１２で作成された病理検査依頼書の電子データを内視鏡部
門サーバ２１が病理部門宛てに送信する。
【００５２】
　病理部門システム３０の病理部門サーバ３１は、図８のステップＳ１５で内視鏡部門シ
ステムから送信された病理検査依頼書を受信する。この病理検査依頼書を受信すると、病
理部門システム３０の処理は図９のステップＳ３１からステップＳ３２に進む。ステップ
Ｓ３２では、病理部門サーバ３１は、受信した病理検査依頼書の管理を開始すると共に、
該当する病理検査依頼書の処理状況を表すステータス情報を初期化する。この例では、そ
れぞれの病理検査依頼書について、ステータス情報として「病理検査オーダ生成ステータ
ス」、「病理検査開始ステータス」、「検体到着ステータス」の３つを管理している。
【００５３】
　該当する病理検査依頼書について、病理依頼オーダの登録完了を病理部門サーバ３１が
検出すると、病理部門サーバ３１の処理は図９のステップＳ３３からステップＳ３４に進
む。ステップＳ３４では、病理部門サーバ３１は現在時刻の情報を内蔵された時計から取
得し、「病理検査オーダ生成ステータス」に現在時刻の情報を記録する。
【００５４】
　また、該当する病理検査依頼書について、実質的な病理検査の開始、つまり病理部門の
医療スタッフが病理依頼オーダに基づいて実際に病理検査を開始した状態を病理部門サー
バ３１が検出すると、病理部門サーバ３１の処理は図９のステップＳ３５からステップＳ
３６に進む。ステップＳ３６では、病理部門サーバ３１は現在時刻の情報を内蔵された時
計から取得し、「病理検査開始ステータス」に現在時刻の情報を記録する。
【００５５】
　また、該当する病理検査依頼書のオーダに対応する検体が病理部門に到着してそれを受
け付けたことを病理部門サーバ３１が検出すると、病理部門サーバ３１の処理は図９のス
テップＳ３７からステップＳ３８に進む。ステップＳ３８では、病理部門サーバ３１は現
在時刻の情報を内蔵された時計から取得し、「検体到着ステータス」に現在時刻の情報を
記録する。
【００５６】
　また、内視鏡部門システム２０からステータス情報の要求を受信した場合には、病理部
門サーバ３１の処理は図９のステップＳ３９からステップＳ４０に進む。ステップＳ４０
では、「病理検査オーダ生成ステータス」、「病理検査開始ステータス」、「検体到着ス
テータス」の全ての内容を要求元の内視鏡部門システム２０に通知する。
【００５７】
　一方、内視鏡部門で作成中の内視鏡検査レポートについて、内容を修正するための入力
操作がクライアントＰＣ２２から行われた場合には、内視鏡部門システム２０の処理は図
８のステップＳ１７からＳ１８に進む。ステップＳ１８では、内視鏡部門システム２０は
修正対象の内視鏡検査レポートと対応する病理検査依頼書について、既に病理検査依頼済
みかどうか（送信済みかどうか）を送信履歴に基づき判断する。病理検査依頼済みの場合
にはステップＳ１９に進み、未送信であればステップＳ２０に進む。
【００５８】
　ステップＳ１９では、内視鏡部門システム２０は病理検査ステータスを確認する。具体
的には、該当する病理検査依頼書について、内視鏡部門サーバ２１から病理部門サーバ３
１に対してステータス情報の送信を要求し、内視鏡部門サーバ２１は病理部門サーバ３１
から通知されたステータス情報の状態を区別して病理検査開始前か否かを判断する。
【００５９】
　即ち、病理部門サーバ３１は前述の「病理検査オーダ生成ステータス」、「病理検査開
始ステータス」、「検体到着ステータス」をステータス情報として返すので、これらの少
なくとも１つを参照することにより、病理検査開始前か否かを判断できる。つまり、有効
な時刻情報ががステータス情報に含まれている場合には、病理部門でオーダが受け付けら
れたかもしくは実質的に病理検査が開始されたものと判断できる。
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【００６０】
　ステップＳ１９で病理検査開始前であることを認識した場合には次にステップＳ２０に
進み、病理検査開始後であることを認識した場合には次にステップＳ２１に進む。
　ステップＳ２０では、該当する内視鏡検査レポートに対する担当者からの修正の入力を
受け付けて、内視鏡検査レポートの内容を更新する。また、修正された内視鏡検査レポー
トの内容を反映するように、病理検査依頼書の内容も修正する。
【００６１】
　ステップＳ２１では、修正対象の内視鏡検査レポートに対応する病理検査依頼書の依頼
に対して実質的に病理部門で検査が開始されている状態であるので、内視鏡検査レポート
を修正するための入力を却下する。即ち、図７に示すように内視鏡検査レポート画面上に
「病理検査受付済みです」等の報知ウィンドウ６１を表示させる。
【００６２】
　また、内視鏡部門システム２０がステップＳ２０で修正入力を受け付けた場合には、修
正された内視鏡検査レポートに対応する修正された病理検査依頼書を、内視鏡部門サーバ
２１から病理部門サーバ３１に対して再送することになる。
【００６３】
　この再送のための送信指示を検出した場合には、内視鏡部門システム２０の処理は図８
のステップＳ１３からＳ１４を通りＳ２２に進む。ステップＳ２２では、内視鏡部門シス
テム２０は前述のステップＳ１９と同様に、ステータス情報を病理部門サーバ３１に問い
合わせ、返送されたステータス情報の内容から病理検査開始前か否かを判断する。
【００６４】
　病理検査開始前であれば、ステップＳ２２からＳ１５に進み、修正された病理検査依頼
書を、内視鏡部門サーバ２１から病理部門サーバ３１に対して再送する。病理検査開始後
であれば、ステップＳ２３に進み再送の指示を却下する。この場合、図６に示すような病
理依頼画面上で病理依頼ボタン５１が押下されたときに、この病理依頼画面内に「病理検
査受付済みのため訂正受付できません」等の報知ウィンドウ５３を表示させる。
【００６５】
　このようにして、内視鏡部門と病理部門との間で、内視鏡検査レポートと病理依頼書と
の整合性が確保される。
【００６６】
　ここで、上記の内視鏡検査と病理検査は、内視鏡部門から病理部門に病理検査依頼する
際、１つの内視鏡検査オーダに対して１つの検体を病理検査依頼することを想定して説明
したが、１つの内視鏡検査オーダに対して複数の検体を病理検査依頼する場合でも同様の
連携処理が可能である。　病理検査には、生体組織診（以下、組織診）、細胞診等があり
、組織診では１つの内視鏡検査オーダに対して１つの検体を病理検査し、細胞診では１つ
の内視鏡検査オーダに対して複数の検体を病理検査することが多い。そこで、内視鏡部門
が病理部門に細胞診を依頼する場合を想定して、複数の検体の病理検査を依頼する例を説
明する。
【００６７】
　細胞診を行う場合、内視鏡部門では、複数の検体それぞれに対して病理検査を依頼する
ため、担当者がクライアントＰＣ２２を操作して、複数の病理検査依頼書を一度に作成す
る。そして、作成した各病理検査依頼書の電子データは、内視鏡部門サーバ２１によって
病理部門サーバ３１に送信される。また、複数の検体は、各病理検査依頼書のハードコピ
ーと共に病理部門へ搬送される。
【００６８】
　病理部門では、病理部門サーバ３１が複数の病理検査依頼書を受信して、これら病理検
査依頼書に対する管理を開始する。つまり、前述の各病理検査依頼書の処理状況を表すス
テータス情報をそれぞれ初期化した後、状況に応じたステータス状況を前述と同様に記録
する。これにより、各病理検査依頼書に対するステータス情報がそれぞれ更新されて、内
視鏡部門から病理検査依頼情報の変更要求があった場合に、病理検査依頼書のそれぞれに
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対して病理部門サーバ３１が個別に変更の可否を判断できる。
【００６９】
　つまり、内視鏡部門サーバ２１は、既に送信した各病理検査依頼書に対して個別に変更
の可否を問い合わせでき、変更可能なステータスであれば、病理部門サーバ３１に記録さ
れた病理検査依頼書の内容を変更できる。
【００７０】
　内視鏡部門から搬送されてくる複数の検体は、病理部門の担当者により、病理部門サー
バ３１で受信した各病理検査依頼書に基づいて病理検査がなされる。これら各病理検査依
頼書に基づく病理検査結果は、病理部門サーバ３１が内視鏡部門サーバ２１に送信して内
視鏡部門に送られる。内視鏡部門では、送信されてきた病理検査結果を、病理依頼した内
視鏡検査オーダに対するレポート作成に用いる。これにより、細胞診を行った複数の病理
検査結果は、１つの内視鏡検査レポートに纏められることになる。
【００７１】
　以上のように、１つの内視鏡検査オーダに対して複数の検体を採取してそれぞれ個別に
病理検査依頼する場合でも、これら複数の病理検査依頼のそれぞれに対して内視鏡検査レ
ポートの内容と整合させることができ、部門間のデータの整合性を確実に確保することが
できる。
【００７２】
　次に、内視鏡部門システムのクライアントPCにインストールされたプログラムの実行に
より提供される主な機能及び画面表示の具体例について説明する。クライアントPCにイン
ストールされたプログラムにより提供される主な機能及び各機能間の状態遷移の様子を図
１０に示した。
【００７３】
　図１０に示すように、このプログラムによって、ログイン機能、ログアウト機能、オー
ダ検索機能、問診前処置機能、画像表示機能、レポート登録機能、病理依頼機能、実施報
告機能が提供される。以下に各機能について説明する。
【００７４】
　まず、ログイン機能実行時の画面表示の一例を図１１に示した。図１１に示すログイン
画面は、プログラム起動直後に表示される。このログイン画面には、ユーザＩＤ入力欄１
０１、及びパスワード入力欄１０２が表示される。ユーザＩＤ入力欄１０１、及びパスワ
ード入力欄１０２に、それぞれ所定のユーザＩＤ、パスワードを入力されてログインボタ
ン１０３がクリックされると、内視鏡部門サーバ２１が、入力されたユーザＩＤとパスワ
ードとを照合し、ユーザ承認を行う。内視鏡部門サーバ２１による承認がなされると、ロ
グインが完了する。
【００７５】
　次に、オーダ検索機能実行時の画面表示の一例を図１２、図１３に示した。図１２に示
すオーダ検索画面は、ログイン完了後に表示される。このオーダ検索画面は、画面上部の
ランチャーバー２０１、画面中央部の検索条件設定領域３０１、及び画面下部の検索結果
表示領域３０２で大略構成されている。
【００７６】
　ランチャーバー２０１には、検査一覧アイコン２０２ａ、問診前処置アイコン２０２ｂ
、画像表示アイコン２０２ｃ、レポートアイコン２０２ｄ、病理依頼アイコン２０２ｅ、
実施報告アイコン２０２ｆが表示されている。アイコン２０２ａ～２０２ｆは、プログラ
ムが提供する種々の機能を起動するものであって、アイコン毎に所定の機能が割り当てら
れている。具体的には、検査一覧アイコン２０２ａにはオーダ検索機能が、問診前処置ア
イコン２０１ｂには問診前処置機能が、画像表示アイコン２０２ｃには画像表示機能が、
レポートアイコン２０２ｄにはレポート登録機能が、病理依頼アイコン２０２ｅには病理
依頼機能が、また、実施報告アイコン２０２ｆには実施報告機能がそれぞれ割り当てられ
ている。各アイコンがクリックされると、それに割り当てられた機能に応じた画面に遷移
する。このランチャーバー２０１は、遷移先の各機能画面においても、常に画面の上部領
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域に表示されるようになっている。
【００７７】
　検索条件設定領域３０１には、データベースＤＢに記録されている検査依頼情報を検索
するための各種の検索条件を入力するフォームが表示される。検索条件として、例えば、
検査日付、時間帯、患者ＩＤ、患者氏名、等が設定される。
【００７８】
　検索結果表示領域３０２には、データベースＤＢに記録されている検査依頼情報のうち
検索条件設定領域３０１において設定された検索条件に該当する検査依頼情報の一覧が表
示される。検索結果表示領域３０２において、そこに表示されている１つの検査依頼情報
が選択されると、以後、その検査依頼情報の検査に付随する受付、問診前処置、画像表示
、レポート登録、病理依頼、実施報告といった各種業務に関する情報の照会及び編集、並
びに登録が可能となる。
【００７９】
　例えば、検査のため患者が来院した際には、受付２０Ａ（図２参照）において、患者氏
名等の患者情報や日付等から検査依頼情報が検索され、検索条件に該当するものとして一
覧に表示される検査依頼情報のなかから１の検査依頼情報が選択される。その状態で、予
約ボタン３０２Ａがクリックされると、図１３に示すように、その検査依頼情報の詳細が
表示される。患者情報や日付等と検査依頼情報の詳細との照合がなされ、選択されている
検査依頼情報が所望の検査依頼情報であることが確認された後、受付ボタン３０３がクリ
ックされ、受付がなされる。その情報は、クライアントＰＣ２２から内視鏡部門サーバ２
１に入力され、選択されている検査依頼情報と関連付けてデータベースＤＢに登録される
。
【００８０】
　また、検索結果表示領域３０２において１つの検査依頼情報が選択された状態で、ラン
チャーバー２０１の問診前処置アイコン２０２ｂ、画像表示アイコン２０２ｃ、レポート
アイコン２０２ｄ、病理依頼アイコン２０２ｅ、又は実施報告アイコン２０２ｆのいずれ
かがクリックされると、クリックされたアイコンに応じた機能画面に遷移し、遷移先の画
面上で、選択された検査依頼情報の検査に付随する各種業務に関する情報の照会及び編集
、並びに登録が行われる。
【００８１】
　次に、問診前処置機能実行時の画面表示の一例を図１４、図１５に示した。図１４、図
１５に示す問診前処置画面は、ランチャーバー２０１の問診前処置アイコン２０２ｂがク
リックされた際に表示される。この問診前処置画面は、ランチャーバー２０１と、問診前
処置情報の入力領域４０１とで大略構成されている。
【００８２】
　入力領域４０１には、問診により得られた患者の既往歴等の問診情報を入力するフォー
ムと、前処置で患者に投薬された薬剤等の前処置情報を入力するフォームとが択一的に表
示される。表示されるフォームの切り替えは、その領域の上部に設けられているタブ４０
２、４０３の選択によりなされる。
【００８３】
　図１４は、入力領域４０１に問診のフォームが表示されている状態を示す。フォームの
各欄に入力された問診情報は、保存ボタン４０４がクリックされると、選択されている検
査依頼情報に関連付けてデータベースＤＢに登録される。また、選択されている検査依頼
情報に関連付けてデータベースＤＢに問診情報が記録されている場合には、その問診情報
がフォームの各欄に表示される。
【００８４】
　図１５は、入力領域４０１に前処置のフォームが表示されている状態を示す。フォーム
の各欄に入力された前処置情報は、保存ボタン４０５がクリックされると、選択されてい
る検査依頼情報に関連付けてデータベースＤＢに登録される。また、選択されている検査
依頼情報に関連付けてデータベースＤＢに前処置情報が記録されている場合には、その前
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処置情報がフォームの各欄に表示される。
【００８５】
　画像表示機能実行時の画面表示の一例を図１６、図１７に示した。図１６に示す画像表
示画面は、ランチャーバー２０１の画像表示アイコン２０２ｃがクリックされた際に表示
される。この画像表示画面は、ランチャーバー２０１と、画像表示領域５０１と、画像設
定領域５０２と、出力設定領域５０３とで大略構成されている。
【００８６】
　画像表示領域５０１には、内視鏡検査装置２４（図２参照）により撮影され、個々の検
査依頼情報に関連付けてＰＡＣＳ４０（図１参照）に保管されている画像情報のうち、選
択されている検査依頼情報に関連付けられている画像情報が画像として表示される。図１
６の表示例において、画像表示領域５０１には、複数の画像情報がサムネイル画像で一覧
表示されると共に、それらのうちから選択された画像情報がサムネイル画像より大きいサ
イズの画像で表示されている。
【００８７】
　画像設定領域５０２には、画像表示領域５０１における画像の表示方法を設定するボタ
ンが表示されている。表示方法としては、図１７に示すように複数の選択画像を図１６の
例より縮小して多数並べて表示する方法等が例示できる。また、画像設定領域５０２には
、選択画像に対するマーキングや、アノテーションを行うボタンが表示されている。マー
キングは、その画像が特定の症例に該当することを分かりやすくするための所定のマーク
を付加するものである。また、アノテーションは、任意のコメントや図形等を描画するも
のである。マーキングにより付加されたマークやアノテーションにより描画されたコメン
ト等は、それらが付加、描画された画像の画像情報と共にＰＡＣＳ４０に保管される。出
力設定領域５０３には、選択画像に対して印刷等の出力処理を設定するボタン等が表示さ
れている。
【００８８】
　次に、レポート登録機能実行時の画面表示の一例を図１８に示した。図１８に示すレポ
ート登録画面は、ランチャーバー２０１のレポートアイコン２０２ｄがクリックされた際
に表示される。このレポート登録画面は、ランチャーバー２０１と、レポート情報入力領
域６０１と、添付情報設定領域６０２とで大略構成されている。
【００８９】
　レポート情報入力領域６０１には、検査の所見、診断等のレポート情報を入力するフォ
ームが表示されている。フォームの各欄に入力されたレポート情報は、確定ボタン６０３
がクリックされると、選択されている検査依頼情報に関連付けてデータベースＤＢに登録
される。
【００９０】
　添付情報設定領域６０２には、内視鏡検査装置２４により撮影された画像情報等のレポ
ートに添付する情報が表示される。画像情報は、選択されている検査依頼情報に関連付け
てＰＡＣＳ４０に保管されており、上述の画像表示画面（図１６参照）において予め選択
された画像情報が添付される。
【００９１】
　選択されている検査依頼情報に関連付けてデータベースＤＢにレポート情報が記録され
ている場合には、そのレポート情報がレポート情報入力領域６０１のフォームの各欄に表
示され、また、レポートに添付されている画像情報等の情報が添付情報設定領域６０２に
表示される。
【００９２】
　病理依頼機能実行時の画面表示の一例を図１９に示した。図１９に示す病理依頼画面は
、ランチャーバー２０１の病理依頼アイコン２０２ｅがクリックされた際に表示される。
この病理依頼画面は、ランチャーバー２０１と、病理依頼情報入力領域７０１と、プレビ
ュー領域７０２とで大略構成されている。
【００９３】
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　病理依頼情報入力領域７０１には、病理検査の依頼情報を入力するフォームが表示され
ている。フォームの各欄に入力された病理検査依頼情報は、病理依頼ボタン７０３がクリ
ックされると、選択されている検査依頼情報に関連付けてデータベースＤＢに登録され、
また、院内ＬＡＮ６０（図１参照）を介して病理部門システム３０（図１参照）に送信さ
れる。選択されている検査依頼情報に関連付けてデータベースＤＢに病理検査依頼情報が
記録されている場合には、その病理検査依頼情報が病理依頼情報入力領域７０１のフォー
ムの各欄に表示される。
【００９４】
　プレビュー領域７０２には、病理依頼情報入力領域７０１のフォームに入力された病理
検査依頼情報に基づき作成される病理依頼書のプレビューが表示される。
【００９５】
　次に、実施報告機能実行時の画面表示の一例を図２０に示した。図２０に示す実施報告
画面は、ランチャーバー２０１の実施報告アイコン２０２ｆがクリックされた際に表示さ
れる。この実施報告画面は、ランチャーバー２０１と、手技や薬剤・材料の選択領域８０
１と、実施情報入力領域８０２とで大略構成されている。
【００９６】
　選択領域８０１には、検査の手技、薬剤、処置具等の材料、等が一覧で表示される。こ
れらのうちから、検査で実際に行われた手技、前処置や検査で使用された薬剤及び材料が
選択される。
【００９７】
　実施情報入力領域８０２には、選択領域８０１で選択された手技、薬剤及び材料が表示
される。実施情報入力領域８０２に表示される実施情報は、登録ボタン８０３がクリック
されると、選択されている検査依頼情報に関連付けてデータベースＤＢに登録される。こ
こで登録された実施情報に基づいて会計処理がなされる。選択されている検査依頼情報に
関連付けてデータベースＤＢに実施情報が記録されている場合には、その実施情報が実施
情報入力領域８０２のフォームの各欄に表示される。
【００９８】
　次に、ログアウト機能実行時の画面表示の一例を図２１に示した。図２１に示すログア
ウト画面は、上述のオーダ検索画面において、その下部領域に表示されているログアウト
ボタン９０１がクリックされた際に表示される。このログアウト画面には、ログアウトボ
タン９０２に加えて、離席ボタン９０３及びユーザ切替ボタン９０４が表示される。離席
ボタン９０３がクリックされると、画面全体に図１１に示すログイン画面が表示され、そ
れまで画面に表示されていた情報が隠されると共に他人による操作が防止される。ユーザ
切替ボタン９０４がクリックされると、図１１に示すログイン画面に戻ることなくログイ
ンユーザの切り替えがなされる。
【００９９】
　このように、本発明は上記の実施形態に限定されるものではなく、明細書の記載、並び
に周知の技術に基づいて、当業者が変更、応用することも本発明の予定するところであり
、保護を求める範囲に含まれる。
【０１００】
　以上の通り、本明細書には次の事項が開示されている。
（１）　互いに通信ネットワークを介して接続された内視鏡部門サーバと病理部門サーバ
とを有し、内視鏡検査レポートに含まれる少なくとも一部分の情報を、内視鏡部門と病理
部門とで相互に共有するための医療部門間の連携システムであって、
　前記内視鏡検査レポートに含まれる少なくとも一部の情報を利用して作成され、前記病
理部門に病理検査を依頼するための病理検査依頼情報を、前記内視鏡部門から前記病理部
門に送信する病理検査依頼情報送信手段と、
　送信された前記病理検査依頼情報を前記病理部門サーバ側で受信すると共に、受信した
前記病理検査依頼情報に対する病理部門の処理状況を表すステータス情報を管理する病理
部門ステータス情報管理手段と、
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　前記内視鏡検査レポートの情報に変更が生じた場合に、当該内視鏡検査レポートと対応
する送信済みの前記病理検査依頼情報の変更を要求する変更要求手段と、
　前記変更要求手段からの変更要求を受信したときに、変更対象となる前記病理検査依頼
情報のステータス情報を前記病理部門ステータス情報管理手段から取得して、前記病理検
査依頼情報の変更の可否を判断する変更可否判断手段と、
　前記変更可否判断手段が変更可能と判断した場合は前記変更要求に基づいて該当する前
記病理検査依頼情報を変更し、変更不可能と判断した場合は前記変更要求を拒否する変更
拒否通知を前記内視鏡部門に送信する変更実施手段と、を備えた。
【０１０１】
　この医療部門間の連携システムによれば、内視鏡部門と病理部門との間で一部のデータ
を実質的に共有することができるので、部門間の連携性を高めて効率的な作業を実現でき
る。即ち、内視鏡部門が作成したレポートに基づいて病理依頼書を作成し、この病理依頼
書を病理部門に送信した後であっても、作成済みの前記レポートの記載内容の間違いに気
が付いた場合や変更点が生じた場合には、所定の条件を満たす時であれば病理依頼書を変
更することが可能であり、しかも病理依頼書の変更によって内視鏡部門の依頼内容と病理
部門の検査結果との間にデータの不整合が生じるのを防止できる。前記病理部門ステータ
ス情報管理手段と前記変更可否判断手段とを設けることにより、変更可否の判断を自動化
できる。
【０１０２】
（２）　（１）記載の医療部門間の連携システムであって、
　前記病理部門ステータス情報管理手段は、少なくとも、前記病理部門サーバ側で受信し
た前記病理検査依頼情報に対して、病理検査オーダを生成したか否かを表す病理検査オー
ダ生成ステータスを管理する。
【０１０３】
　この医療部門間の連携システムによれば、前記病理部門ステータス情報管理手段が管理
する病理検査オーダ生成ステータスを参照することにより、それぞれの病理検査依頼情報
に対して病理部門で病理検査オーダが生成済みか否かを判断できる。もしも、病理検査オ
ーダが生成済みであれば、該当する病理検査依頼情報に対しては病理部門での受付が完了
していると見なすことができるので、病理検査依頼情報の変更は不可能と判断し、病理検
査オーダが未生成であれば、病理検査依頼情報の変更を可能と判断することができる。
【０１０４】
（３）　（１）記載の医療部門間の連携システムであって、
　前記病理部門ステータス情報管理手段は、少なくとも、前記病理部門サーバ側で受信し
た前記病理検査依頼情報に対して、前記病理部門で実際に病理検査を開始したか否かを表
す病理検査開始ステータスを管理する。
【０１０５】
　この医療部門間の連携システムによれば、前記病理部門ステータス情報管理手段が管理
する病理検査開始ステータスを参照することにより、それぞれの病理検査依頼情報に対し
て病理部門で実際に病理検査を開始したか否かを判断できる。既に病理検査を開始してい
る場合には、該当する病理検査依頼情報の変更は混乱をもたらすので変更は不可能と判断
し、まだ病理検査を開始していなければ、病理検査依頼情報の変更を可能と判断すること
ができる。
【０１０６】
（４）　（１）記載の医療部門間の連携システムであって、
　前記病理部門ステータス情報管理手段は、少なくとも、前記病理部門サーバ側で受信し
た前記病理検査依頼情報に対して、該当する病理検査対象物が前記病理部門へ到着したか
否かを表す検体到着ステータスを管理する。
【０１０７】
　この医療部門間の連携システムによれば、前記病理部門ステータス情報管理手段が管理
する検体到着ステータスを参照することにより、それぞれの病理検査依頼情報に対して病
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理部門に該当する病理検査対象物（検体）が到着しているか否かを判断できる。既に到着
している時には、病理部門での検査が開始されている可能性が高いので、混乱を避けるた
めに病理検査依頼情報の変更は不可能と判断し、まだ病理検査対象物が到着してなければ
病理検査依頼情報の変更を可能と判断することができる。
【０１０８】
（５）　（１）乃至（４）のいずれか１つに記載の医療部門間の連携システムであって、
　前記病理部門ステータス情報管理手段は、ステータス情報の状態が変化したタイミング
に相当する少なくとも１つの時刻情報を記録する。
　この医療部門間の連携システムによれば、前記ステータス情報の状態の有無や変化した
タイミングを時刻により把握することができ、管理が容易になる。
【０１０９】
（６）　（１）乃至（５）のいずれか１つに記載の医療部門間の連携システムであって、
　前記内視鏡検査レポートを変更するときに、当該内視鏡検査レポートを利用した病理検
査依頼情報が送信済みであれば、前記病理部門ステータス情報管理手段のステータス情報
を参照し、前記内視鏡検査レポートの変更の可否を判断し、変更が不可能な場合には前記
内視鏡部門サーバに病理検査受付後である旨の報知信号を出力する報知手段、を備えた。
　この医療部門間の連携システムによれば、送信済みの病理検査依頼情報と対応する内視
鏡検査レポートに対する変更の操作について、必要な時には入力者に対して状況を知らせ
警告を与えることができる。
【０１１０】
（７）　（６）記載の医療部門間の連携システムであって、
　前記病理検査依頼情報が、複数の検体それぞれに対する病理検査依頼の情報を含む医療
部門間の連携システム。
　この医療部門間の連携システムによれば、例えば細胞診のような複数の検体を病理検査
依頼する場合でも、各検体の病理検査依頼情報それぞれに対しても部門間のデータの整合
性を確保できる。
【０１１１】
（８）　互いに通信ネットワークを介して接続された内視鏡部門サーバと病理部門サーバ
とを有するシステムを用いて、内視鏡検査レポートに含まれる少なくとも一部分の情報を
、内視鏡部門と病理部門とで相互に共有するための医療部門間の連携処理方法であって、
　前記内視鏡検査レポートに含まれる少なくとも一部の情報を利用して作成され、前記病
理部門に病理検査を依頼するための病理検査依頼情報を、前記内視鏡部門から前記病理部
門に送信し、
　送信された前記病理検査依頼情報を前記病理部門サーバ側で受信すると共に、受信した
前記病理検査依頼情報に対する病理部門の処理状況を表すステータス情報を管理し、
　前記内視鏡検査レポートの情報に変更が生じた場合には、当該内視鏡検査レポートと対
応する送信済みの前記病理検査依頼情報の変更を要求し、
　前記病理検査依頼情報の変更の要求を前記病理部門サーバ側で受信した場合に、変更対
象となる前記病理検査依頼情報のステータス情報を取得して、前記病理検査依頼情報の変
更の可否を判断し、変更可能と判断した場合は前記変更の要求に基づいて該当する前記病
理検査依頼情報を変更し、変更不可能と判断した場合は前記変更の要求を拒否する変更拒
否通知を前記内視鏡部門に送信する。
【０１１２】
　この医療部門間の連携処理方法によれば、内視鏡部門と病理部門との間で一部のデータ
を実質的に共有することができるので、部門間の連携性を高めて効率的な作業を実現でき
る。即ち、内視鏡部門が作成したレポートに基づいて病理依頼書を作成し、この病理依頼
書を病理部門に送信した後であっても、作成済みの前記レポートの記載内容の間違いに気
が付いた場合や変更点が生じた場合には、所定の条件を満たす時であれば病理依頼書を変
更することが可能であり、しかも病理依頼書の変更によって内視鏡部門の依頼内容と病理
部門の検査結果との間にデータの不整合が生じるのを防止できる。前記ステータス情報を
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管理することにより、変更可否の判断を自動化できる。
【０１１３】
（９）　（８）記載の医療部門間の連携処理方法であって、
　前記ステータス情報として、前記病理部門サーバ側で受信した前記病理検査依頼情報に
対して病理検査オーダを生成したか否かを表す病理検査オーダ生成ステータスと、前記病
理部門サーバ側で受信した前記病理検査依頼情報に対して前記病理部門で実際に病理検査
を開始したか否かを表す病理検査開始ステータスと、前記病理部門サーバ側で受信した前
記病理検査依頼情報に対して該当する病理検査対象物が前記病理部門へ到着したか否かを
表す検体到着ステータスとの少なくとも１つを用いる。
【０１１４】
　この医療部門間の連携処理方法によれば、いずれかのステータス情報を参照することに
より、それぞれの病理検査依頼情報に対して変更が可能か否かを判断できる。即ち、病理
検査オーダ生成ステータスにより病理検査オーダが生成済みか否かを判断でき、病理検査
開始ステータスにより既に病理検査が開始されているか否かを判断でき、検体到着ステー
タスにより病理検査対象物が既に病理部門へ到着しているか否かを判断できる。
【０１１５】
（１０）　（９）記載の医療部門間の連携処理方法であって、
　前記ステータス情報の管理において、ステータス情報の状態が変化したタイミングに相
当する少なくとも１つの時刻情報を記録する。
　この医療部門間の連携処理方法によれば、前記ステータス情報の状態の有無や変化した
タイミングを時刻により把握することができ、管理が容易になる。
【０１１６】
（１１）　（８）記載の医療部門間の連携処理方法であって、
　前記内視鏡検査レポートを変更するときに、当該内視鏡検査レポートを利用した病理検
査依頼情報が送信済みであれば、前記ステータス情報を参照して、前記内視鏡検査レポー
トの変更の可否を判断し、変更が不可能な場合には前記内視鏡部門サーバに病理検査受付
後である旨の報知信号を出力する。
　この医療部門間の連携処理方法によれば、送信済みの病理検査依頼情報と対応する内視
鏡検査レポートに対する変更の操作について、必要な時には入力者に対して状況を知らせ
警告を与えることができる。
【０１１７】
（１２）　（８）～（１１）のいずれか１項記載の医療部門間の連携処理方法であって、
　前記病理検査依頼情報が、複数の検体それぞれに対する病理検査依頼の情報を含む医療
部門間の連携処理方法。
　この医療部門間の連携処理方法によれば、例えば細胞診のような複数の検体を病理検査
依頼する場合でも、各検体の病理検査依頼情報それぞれに対しても部門間のデータの整合
性を確保できる。
【０１１８】
（１３）　互いに通信ネットワークを介して接続された内視鏡部門サーバと病理部門サー
バとを有するシステムを利用し、内視鏡検査レポートに含まれる少なくとも一部分の情報
を、内視鏡部門と病理部門とで相互に共有するための、コンピュータが実行可能な医療部
門間の連携処理プログラムであって、
　前記内視鏡検査レポートに含まれる少なくとも一部の情報を利用して作成され、前記病
理部門に病理検査を依頼するための病理検査依頼情報を、前記内視鏡部門から前記病理部
門に送信する病理検査依頼情報送信ステップと、
　送信された前記病理検査依頼情報を前記病理部門サーバ側で受信すると共に、受信した
前記病理検査依頼情報に対する病理部門の処理状況を表すステータス情報を管理する病理
部門ステータス情報管理ステップと、
　前記内視鏡検査レポートの情報に変更が生じた場合に、当該内視鏡検査レポートと対応
する送信済みの前記病理検査依頼情報の変更を要求する変更要求ステップと、
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　前記変更要求手段からの変更要求を受信したときに、変更対象となる前記病理検査依頼
情報の前記ステータス情報を取得して、前記病理検査依頼情報の変更の可否を判断する変
更可否判断ステップと、
　前記変更可否判断ステップで変更可能と判断した場合は前記変更要求に基づいて該当す
る前記病理検査依頼情報を変更し、変更不可能と判断した場合は前記変更要求を拒否する
変更拒否通知を前記内視鏡部門に送信する変更実施ステップと、を備えた。
【０１１９】
　この医療部門間の連携処理プログラムを所定のシステムを管理するコンピュータで実行
することにより、内視鏡部門と病理部門との間で一部のデータを実質的に共有することが
できるので、部門間の連携性を高めて効率的な作業を実現できる。即ち、内視鏡部門が作
成したレポートに基づいて病理依頼書を作成し、この病理依頼書を病理部門に送信した後
であっても、作成済みの前記レポートの記載内容の間違いに気が付いた場合や変更点が生
じた場合には、所定の条件を満たす時であれば病理依頼書を変更することが可能であり、
しかも病理依頼書の変更によって内視鏡部門の依頼内容と病理部門の検査結果との間にデ
ータの不整合が生じるのを防止できる。前記ステータス情報を管理することにより、変更
可否の判断は自動的に行うことができる。
【０１２０】
（１４）　（１３）記載の医療部門間の連携処理プログラムであって、
　前記病理部門ステータス情報管理ステップでは、前記ステータス情報として、前記病理
部門サーバ側で受信した前記病理検査依頼情報に対して病理検査オーダを生成したか否か
を表す病理検査オーダ生成ステータスと、前記病理部門サーバ側で受信した前記病理検査
依頼情報に対して前記病理部門で実際に病理検査を開始したか否かを表す病理検査開始ス
テータスと、前記病理部門サーバ側で受信した前記病理検査依頼情報に対して該当する病
理検査対象物が前記病理部門へ到着したか否かを表す検体到着ステータスとの少なくとも
１つを用いる。
【０１２１】
　この医療部門間の連携処理プログラムによれば、いずれかのステータス情報を参照する
ことにより、それぞれの病理検査依頼情報に対して変更が可能か否かを判断できる。即ち
、病理検査オーダ生成ステータスにより病理検査オーダが生成済みか否かを判断でき、病
理検査開始ステータスにより既に病理検査が開始されているか否かを判断でき、検体到着
ステータスにより病理検査対象物が既に病理部門へ到着しているか否かを判断できる。
【０１２２】
（１５）　（１４）記載の医療部門間の連携処理プログラムであって、
　前記病理部門ステータス情報管理ステップでは、ステータス情報の状態が変化したタイ
ミングに相当する少なくとも１つの時刻情報を記録する。
　この医療部門間の連携処理プログラムによれば、前記ステータス情報の状態の有無や変
化したタイミングを時刻により把握することができ、管理が容易になる。
【０１２３】
（１６）　（１３）記載の医療部門間の連携処理プログラムであって、
　前記内視鏡検査レポートを変更するときに、当該内視鏡検査レポートを利用した病理検
査依頼情報が送信済みであれば、前記ステータス情報を参照して、前記内視鏡検査レポー
トの変更の可否を判断し、変更が不可能な場合には前記内視鏡部門サーバに病理検査受付
後である旨の報知信号を出力する報知ステップを更に備える。
　この医療部門間の連携処理プログラムによれば、送信済みの病理検査依頼情報と対応す
る内視鏡検査レポートに対する変更の操作について、必要な時には入力者に対して状況を
知らせ警告を与えることができる。
【０１２４】
（１７）　（１３）～（１６）のいずれか１項記載の医療部門間の連携処理プログラムで
あって、
　前記病理検査依頼情報が、複数の検体それぞれに対する病理検査依頼の情報を含む医療
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部門間の連携処理プログラム。
　この医療部門間の連携処理プログラムによれば、例えば細胞診のような複数の検体を病
理検査依頼する場合でも、各検体の病理検査依頼情報それぞれに対しても部門間のデータ
の整合性を確保できる。
【符号の説明】
【０１２５】
　１０　病院情報システム（ＨＩＳ）
　２０　内視鏡部門システム
　２１　内視鏡部門サーバ
　２１ａ　医薬品ＤＢ
　２１ｂ　手技・実施セットＤＢ
　２１ｃ　検査依頼情報ＤＢ
　２２　クライアントＰＣ
　２２ａ　入力部
　２２ｂ　表示部
　２２ｃ　記憶部
　２２ｄ　通信部
　２２ｅ　制御部
　３０　病理部門システム
　３１　病理部門サーバ
　３２　クライアントＰＣ
　３３　検査機器
　４０　医用画像保管システム
　５０　他部門システム
　６０　ＬＡＮ
【図１】 【図２】
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