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(57)【要約】
【課題】ユーザに大きな負担をかけることなく一連の業
務プロセスを処理すること。
【解決手段】一連の業務プロセスを処理する医療情報処
理装置１１０は、表示部３００と、一覧表示部３０１と
、選択部３０２と、表示制御部３０３とを備える。一覧
表示部３０１は、一連の業務プロセスの進捗状況を含む
オーダ情報の一覧を表示部３００に表示させる。選択部
３０２は、一覧の中から、任意のオーダ情報の選択を受
け付ける。表示制御部３０３は、任意のオーダ情報が選
択されたことに応じて、選択されたオーダ情報によって
特定されるオーダの進捗状況に応じた業務プロセスの処
理画面を、表示部３００に表示させる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一連の業務プロセスを処理する医療情報処理装置であって、
　前記一連の業務プロセスの進捗状況を含むオーダ情報の一覧を表示部に表示させる一覧
表示手段と、
　前記一覧の中から、任意の前記オーダ情報の選択を受け付ける選択手段と、
　任意の前記オーダ情報が選択されたことに応じて、選択された前記オーダ情報によって
特定されるオーダの前記進捗状況に応じた業務プロセスの処理画面を、前記表示部に表示
させる表示制御手段と、
　を備えることを特徴とする医療情報処理装置。
【請求項２】
　前記表示制御手段は、
　前記進捗状況が簡易的に示されている前記一覧を前記表示部に表示させることを特徴と
する請求項１に記載の医療情報処理装置。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、
　任意の前記オーダ情報が選択されたことに応じて、選択された前記オーダ情報によって
特定されるオーダの前記進捗状況の詳細情報を、前記表示部にさらに表示させることを特
徴とする請求項２に記載の医療情報処理装置。
【請求項４】
　前記表示制御手段は、
　任意の前記オーダ情報が選択されたことに応じて、選択された前記オーダ情報によって
特定されるオーダの前記進捗状況が前記一連の業務プロセスの構造を模した複数のボタン
で示されている前記詳細情報を前記表示部にさらに表示させ、
　前記詳細情報に示されている前記複数のボタンのいずれかが押下されたことに応じて、
押下された前記ボタンに対応付けられている業務プロセスの処理画面であって、選択され
た前記オーダ情報によって特定されるオーダの前記進捗状況に応じた業務プロセスの処理
画面を、前記表示部に表示させることを特徴とする請求項３に記載の医療情報処理装置。
【請求項５】
　前記表示制御手段は、
　前記一連の業務プロセスに用いられる複数の種類の資材のそれぞれの在庫状況と、前記
一覧に表示されている全てのオーダに必要な資材およびその必要量とを、前記表示部にさ
らに表示させることを特徴とする請求項１～４のいずれか一つに記載の医療情報処理装置
。
【請求項６】
　前記表示制御手段は、
　前記一連の業務プロセスに用いられる複数の種類の資材のそれぞれの在庫状況と、選択
された前記オーダ情報によって特定される一または複数のオーダに必要な資材およびその
必要量とを、前記表示部にさらに表示させることを特徴とする請求項１～４のいずれか一
つに記載の医療情報処理装置。
【請求項７】
　一連の業務プロセスを処理する医療情報処理方法であって、
　前記一連の業務プロセスの進捗状況を含む前記オーダ情報の一覧を表示部に表示させる
一覧表示工程と、
　前記一覧の中から、任意の前記オーダ情報の選択を受け付ける選択工程と、
　任意の前記オーダ情報が選択されたことに応じて、選択された前記オーダ情報によって
特定されるオーダの前記進捗状況に応じた業務プロセスの処理画面を、前記表示部に表示
させる表示制御工程と、
　を含むことを特徴とする医療情報処理方法。
【請求項８】
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　一連の業務プロセスを処理する医療情報処理プログラムであって、
　前記一連の業務プロセスの進捗状況を含む前記オーダ情報の一覧を表示部に表示させる
一覧表示工程と、
　前記一覧の中から、任意の前記オーダ情報の選択を受け付ける選択工程と、
　任意の前記オーダ情報が選択されたことに応じて、選択された前記オーダ情報によって
特定されるオーダの前記進捗状況に応じた業務プロセスの処理画面を、前記表示部に表示
させる表示制御工程と、
　をコンピュータに実行させることを特徴とする医療情報処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、医療情報を処理する、医療情報処理装置、医療情報処理方法、および医療
情報処理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　検査対象ごとの一連の業務プロセスの進捗状況を一覧表示する臨床検査システムが考案
されている（たとえば下記特許文献１および特許文献２参照。）。このような臨床検査シ
ステムによれば、一連の業務プロセスの進捗状況管理を容易におこなうことができる、一
連の業務プロセスにおける遅延や障害を早期発見することができる、などの効果を奏する
とされている。
【０００３】
【特許文献１】特開平１１－５１９４２号公報
【特許文献２】特開平３－１４８０６７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来技術では、ユーザは、検査対象ごとに、当該検査対象の進捗状況に
応じて、処理すべき業務プロセスを特定したうえで、特定された業務プロセスの処理画面
をメニューなどから選択して表示させる必要がある。また、業務プロセスの処理画面にお
いては、オーダＮｏ．などのオーダ情報を改めて入力する必要がある。このように、従来
技術では、一連の業務プロセスを処理するにあたり、ユーザに大きな負担がかかっていた
。
【０００５】
　この発明は、上述した従来技術による問題点を解消するため、ユーザに大きな負担をか
けることなく一連の業務プロセスを処理することができる医療情報処理装置、医療情報処
理方法、および医療情報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】
【０００６】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、請求項１の発明にかかる医療情報処理装
置は、一連の業務プロセスを処理する医療情報処理装置であって、一連の業務プロセスの
進捗状況を含むオーダ情報の一覧を表示部に表示させる一覧表示手段と、一覧の中から、
任意のオーダ情報の選択を受け付ける選択手段と、任意のオーダ情報が選択されたことに
応じて、選択されたオーダ情報によって特定されるオーダの進捗状況に応じた業務プロセ
スの処理画面を、表示部に表示させる表示制御手段と、を備えることを特徴とする。
【０００７】
　この請求項１の発明によれば、オーダ情報の一覧が表示されている状態から、選択され
たオーダに対し処理すべき業務プロセスの処理画面をダイレクトに表示することができる
。
【０００８】
　また、請求項２の発明にかかる医療情報処理装置は、請求項１に記載の発明において、
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表示制御手段は、進捗状況が簡易的に示されている一覧を表示部に表示させることを特徴
とする。
【０００９】
　この請求項２の発明によれば、一覧としての視認性が高く、個別のオーダの進捗状況お
よび処理すべきオーダ全体としての進捗状況を、ユーザに視覚的、直感的に把握させるこ
とができるオーダ情報の一覧を表示することができる。
【００１０】
　また、請求項３の発明にかかる医療情報処理装置は、請求項２に記載の発明において、
表示制御手段は、任意のオーダ情報が選択されたことに応じて、選択されたオーダ情報に
よって特定されるオーダの進捗状況の詳細情報を、表示部にさらに表示させることを特徴
とする。
【００１１】
　この請求項３の発明によれば、オーダ情報の一覧が表示されている状態から、選択され
たオーダの進捗状況をより具体的にユーザに把握させることができる該オーダの進捗状況
の詳細情報を視覚的、直感的に表示することができる。
【００１２】
　また、請求項４の発明にかかる医療情報処理装置は、請求項３に記載の発明において、
表示制御手段は、任意のオーダ情報が選択されたことに応じて、選択されたオーダ情報に
よって特定されるオーダの進捗状況が一連の業務プロセスの構造を模した複数のボタンで
示されている詳細情報を表示部にさらに表示させ、詳細情報に示されている複数のボタン
のいずれかが押下されたことに応じて、押下されたボタンに対応付けられている業務プロ
セスの処理画面であって、選択されたオーダ情報によって特定されるオーダの進捗状況に
応じた業務プロセスの処理画面を、表示部に表示させることを特徴とする。
【００１３】
　この請求項４の発明によれば、オーダ情報の一覧が表示されている状態から、選択され
たオーダの進捗状況をより具体的にユーザに把握させることができる詳細情報であって、
選択されたオーダに対し処理すべき業務プロセスの処理画面へのダイレクトな遷移を可能
とする詳細情報を、視覚的、直感的に表示することができる。
【００１４】
　また、請求項５の発明にかかる医療情報処理装置は、請求項１～４のいずれか一つに記
載の発明において、表示制御手段は、一連の業務プロセスに用いられる複数の種類の資材
のそれぞれの在庫状況と、一覧に表示されている全てのオーダに必要な資材およびその必
要量とを、表示部にさらに表示させることを特徴とする。
【００１５】
　この請求項５の発明によれば、全オーダを処理するために必要な資材の必要量と在庫量
との照合を容易におこなうことを可能とする情報をさらに表示することができる。
【００１６】
　また、請求項６の発明にかかる医療情報処理装置は、請求項１～４のいずれか一つに記
載の発明において、表示制御手段は、一連の業務プロセスに用いられる複数の種類の資材
のそれぞれの在庫状況と、選択されたオーダ情報によって特定される一または複数のオー
ダに必要な資材およびその必要量とを、表示部にさらに表示させることを特徴とする。
【００１７】
　この請求項６の発明によれば、選択された複数のオーダを処理するために必要な資材の
必要量と在庫量との照合を容易におこなうことを可能とする情報をさらに表示することが
できる。
【００１８】
　また、請求項７の発明にかかる医療情報処理方法は、一連の業務プロセスを処理する医
療情報処理方法であって、一連の業務プロセスの進捗状況を含むオーダ情報の一覧を表示
部に表示させる一覧表示工程と、一覧の中から、任意のオーダ情報の選択を受け付ける選
択工程と、任意のオーダ情報が選択されたことに応じて、選択されたオーダ情報によって
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特定されるオーダの進捗状況に応じた業務プロセスの処理画面を、表示部に表示させる表
示制御工程と、を含むことを特徴とする。
【００１９】
　この請求項７の発明によれば、オーダ情報の一覧が表示されている状態から、選択され
たオーダに対し処理すべき業務プロセスの処理画面をダイレクトに表示することができる
。
【００２０】
　また、請求項８の発明にかかる医療情報処理プログラムは、一連の業務プロセスを処理
する医療情報処理プログラムであって、一連の業務プロセスの進捗状況を含むオーダ情報
の一覧を表示部に表示させる一覧表示工程と、一覧の中から、任意のオーダ情報の選択を
受け付ける選択工程と、任意のオーダ情報が選択されたことに応じて、選択されたオーダ
情報によって特定されるオーダの進捗状況に応じた業務プロセスの処理画面を、表示部に
表示させる表示制御工程と、をコンピュータに実行させることを特徴とする。
【００２１】
　この請求項８の発明によれば、オーダ情報の一覧が表示されている状態から、選択され
たオーダに対し処理すべき業務プロセスの処理画面をダイレクトにコンピュータに表示さ
せることができる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、ユーザに大きな負担をかけることなく一連の業務プロセスを処理する
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下に添付図面を参照して、この発明にかかる医療情報処理装置、医療情報処理方法、
および医療情報処理プログラムの好適な実施の形態を詳細に説明する。以降、一連の業務
プロセスの一例として、処理順に、「交差血液型検査」、「製剤割当」、「交差適合試験
」、「製剤払出」、および「製剤使用返納」を業務プロセスとして含む、輸血業務プロセ
スを用いて説明する。
【００２４】
（システム構成）
　まず、本実施の形態にかかる医療情報処理システムのシステム構成について説明する。
図１は、本実施の形態にかかる医療情報処理システムのシステム構成の一例を示す説明図
である。図１において、医療情報処理システム１００は、医療情報処理装置１１０と、サ
ーバ１２０と、検査装置１３０と、を備えて構成されている。
【００２５】
　医療情報処理装置１１０とサーバ１２０とは、ネットワーク１５０を介して、互いに接
続されている。医療情報処理装置１１０およびサーバ１２０は、ネットワーク１５０を介
して、ＨＩＳ（医療情報システム）などの上位システム１４０に接続されている。サーバ
１２０には、検査装置１３０が接続されている。
【００２６】
　医療情報処理装置１１０は、クライアント端末として機能する。サーバ１２０は、患者
情報や検査情報などの各種データを管理する。サーバ１２０は、医療情報処理装置１１０
からの要求に応じて、上記各種データを、医療情報処理装置１１０へ提供する。
【００２７】
（医療情報処理装置１１０のハードウェア構成）
　つぎに、医療情報処理装置１１０のハードウェア構成について説明する。図２は、本実
施の形態にかかる医療情報処理装置１１０のハードウェア構成の一例を示すブロック図で
ある。サーバ１２０のハードウェア構成は医療情報処理装置１１０のハードウェア構成と
同様のため、説明を省略する。
【００２８】



(6) JP 2010-92213 A 2010.4.22

10

20

30

40

50

　図２に示すように、医療情報処理装置１１０は、ＣＰＵ２０１と、ＲＯＭ２０２と、Ｒ
ＡＭ２０３と、ＨＤＤ（ハードディスクドライブ）２０４と、ＨＤ（ハードディスク）２
０５と、ディスプレイ２０６と、ネットワークＩ／Ｆ（インターフェイス）２０７と、キ
ーボード２０８と、マウス２０９とを備える。各構成部２０１～２０９のそれぞれは、バ
ス２００に接続される。
【００２９】
　ＣＰＵ２０１は、医療情報処理装置１１０の全体の制御を司る。ＲＯＭ２０２は、医療
情報処理装置１１０を起動させるブートプログラムや、医療情報処理プログラムなどの各
種データを記憶する。ＲＡＭ２０３は、ＣＰＵ２０１のワークエリアとして使用される。
【００３０】
　ＨＤＤ２０４は、ＨＤ２０５に対するデータの読み込みおよび書き込みを制御する。Ｈ
Ｄ２０５は、各種データを記憶する。ディスプレイ２０６は、各種データを表示する。ネ
ットワークＩ／Ｆ２０７は、医療情報処理装置１１０と他の情報処理装置とのデータ通信
を制御する。キーボード２０８およびマウス２０９は、医療情報処理装置１１０へ情報を
入力するための入力手段として機能する。
【００３１】
（医療情報処理装置１１０の機能構成）
　つぎに、医療情報処理装置１１０の機能構成について説明する。図３は、本実施の形態
にかかる医療情報処理装置１１０の機能構成の一例を示すブロック図である。
【００３２】
　図３に示すように、医療情報処理装置１１０は、表示部３００と、一覧表示部３０１と
、選択部３０２と、表示制御部３０３とを備える。
【００３３】
　一覧表示部３０１は、一連の業務プロセスの進捗状況を含むオーダ情報の一覧を表示部
３００に表示させる。一覧表示部３０１は、進捗状況が簡易的に示されている一覧を表示
部３００に表示させてもよい。
【００３４】
　選択部３０２は、表示部３００に表示されているオーダ情報の一覧の中から、任意のオ
ーダ情報を選択する。たとえば、選択部３０２は、ユーザによるマウス、キーボードなど
の入力デバイスの操作により、任意のオーダ情報を選択する。
【００３５】
　表示制御部３０３は、任意のオーダ情報が選択されたことに応じて、選択されたオーダ
情報によって特定されるオーダの進捗状況に応じた業務プロセスの処理画面を、表示部３
００に表示させる。ここで、表示制御部３０３は、オーダ情報の一覧の表示画面から、上
記業務プロセスの処理画面へ切り替えさせてもよく、オーダ情報の一覧の表示画面を表示
させたまま、上記業務プロセスの処理画面をさらに表示させてもよい。
【００３６】
　表示制御部３０３は、任意のオーダ情報が選択されたことに応じて、選択されたオーダ
情報によって特定されるオーダの進捗状況の詳細情報を、表示部３００にさらに表示させ
てもよい。この場合、表示制御部３０３は、上記詳細情報をユーザが確認したことに応じ
て、上記業務プロセスの処理画面をさらに表示させてもよい。
【００３７】
　表示制御部３０３は、一連の業務プロセスに用いられる複数の種類の資材のそれぞれの
在庫状況と、一覧に表示されている全てのオーダに必要な資材（たとえば製剤や試薬）お
よびその必要量とを、表示部３００にさらに表示させてもよい。これにより、ユーザは、
全オーダを処理するために必要な資材の必要量と在庫量との照合を容易におこなうことが
できる。
【００３８】
　表示制御部３０３は、一連の業務プロセスに用いられる複数の種類の資材のそれぞれの
在庫状況と、選択されたオーダ情報によって特定される一または複数のオーダに必要な資
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材およびその必要量とを、表示部３００にさらに表示させてもよい。これにより、ユーザ
は、選択された複数のオーダを処理するために必要な資材の必要量と在庫量との照合を容
易におこなうことができる。
【００３９】
　表示制御部３０３は、任意のオーダ情報が選択されたことに応じて、選択されたオーダ
情報によって特定されるオーダの進捗状況が一連の業務プロセスの構造を模した複数のボ
タンで示されている詳細情報を表示部３００にさらに表示させてもよい。この場合、表示
制御部３０３は、詳細情報に示されている複数のボタンのいずれかが押下されたことに応
じて、押下されたボタンに対応付けられている業務プロセスの処理画面であって、選択さ
れたオーダ情報によって特定されるオーダの進捗状況に応じた業務プロセスの処理画面を
、表示部３００に表示させてもよい。これにより、ユーザは、選択したオーダの進捗状況
をより具体的に把握することができるうえ、選択したオーダに対し処理すべき業務プロセ
スの処理画面を容易に表示させることができる。
【００４０】
　医療情報処理装置１１０は、ＲＯＭ２０２、ＲＡＭ２０３、またはＨＤ２０５に格納さ
れている医療処理プログラムをＣＰＵ２０１が実行することにより、図３に示した各機能
部として機能する。
【００４１】
（医療情報処理の手順）
　つぎに、医療情報処理装置１１０による医療情報処理の手順について説明する。図４は
、一覧表示部３０１によるオーダ情報の一覧を表示する処理の手順の一例を示すフローチ
ャートである。ここでは、輸血業務プロセスのオーダ情報の一覧を表示する処理の手順の
一例を説明する。
【００４２】
　まず、画面表示項目、判定ロジック、パラメタ設定情報をサーバ１２０から取得する（
ステップＳ４０１）。
【００４３】
　つぎに、情報リスト［ｎ］をサーバ１２０から取得する（ステップＳ４０２）。ｎはオ
ーダ数を示す。情報リストには、オーダごとに、基本情報および簡易ステータスが示され
ている。
【００４４】
　つぎに、情報リストに示されている全てのオーダについて、情報リストの基本情報（情
報リストの基本情報に対して、ステップＳ４０１で取得した画面表示項目、判定ロジック
、パラメタ設定情報を用いて処理をおこなった結果出力された情報）を、オーダ情報の一
覧の基本情報欄に表示させる。（ステップＳ４０３）。
【００４５】
　つぎに、製剤の在庫情報をサーバ１２０から取得して（ステップＳ４０４）、ステップ
Ｓ４０４で取得した製剤の在庫情報を表示部３００に表示させる（ステップＳ４０５）。
【００４６】
　つぎに、条件式ｎ＝＝０を満たすか否かを判断する（ステップＳ４０６）。ステップＳ
４０６において、満たすと判断した場合（ステップＳ４０６：Ｙｅｓ）は、一連の処理を
終了する。ステップＳ４０６において、満たさないと判断した場合（ステップＳ４０６：
Ｎｏ）は、ステップＳ４０７へ進む。
【００４７】
　つぎに、情報リスト［ｎ］の簡易ステータスに「中止」が設定されているか否かを判断
する（ステップＳ４０７）。ステップＳ４０７において、設定されていると判断した場合
（ステップＳ４０７：Ｙｅｓ）は、オーダ情報の一覧［ｎ］のステータス欄に中止ボタン
を表示させて（ステップＳ４０８）、ステップＳ４１４へ進む。一方、ステップＳ４０７
において、設定されていないと判断した場合（ステップＳ４０７：Ｎｏ）は、ステップＳ
４０９へ進む。
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【００４８】
　つぎに、情報リスト［ｎ］の簡易ステータスに「使用」が設定されているか否かを判断
する（ステップＳ４０９）。ステップＳ４０９において、設定されていると判断した場合
（ステップＳ４０９：Ｙｅｓ）は、オーダ情報の一覧［ｎ］のステータス欄に使用ボタン
を表示させて（ステップＳ４１０）、ステップＳ４１４へ進む。一方、ステップＳ４０９
において、設定されていないと判断した場合（ステップＳ４０９：Ｎｏ）は、ステップＳ
４１１へ進む。
【００４９】
　つぎに、情報リスト［ｎ］の簡易ステータスに「返納」が設定されているか否かを判断
する（ステップＳ４１１）。ステップＳ４１１において、設定されていると判断した場合
（ステップＳ４１１：Ｙｅｓ）は、オーダ情報の一覧［ｎ］のステータス欄に返納ボタン
を表示させて（ステップＳ４１２）、ステップＳ４１４へ進む。一方、ステップＳ４１１
において、設定されていないと判断した場合（ステップＳ４１１：Ｎｏ）は、ステップＳ
４１３へ進む。
【００５０】
　ステップＳ４１３では、オーダ情報の一覧［ｎ］のステータス欄に各業務プロセス（「
交差血液型検査」、「製剤割当」、「交差適合試験」、「製剤払出」、および「製剤使用
返納」）のそれぞれのステータスを簡易的に示すアイコンを表示させて（ステップＳ４１
３）、ステップＳ４１４へ進む。ステップＳ４１４では、演算処理ｎ＝ｎ－１を実行する
（ステップＳ４１４）。そして、ステップＳ４１４を実行した後、ステップＳ４０６へ戻
る。
【００５１】
　つぎに、表示部３００に表示されたオーダ情報の一覧の一例について説明する。図５は
、表示部３００に表示されたオーダ情報の一覧の一例を示す図である。図５において、画
面５００は、表示部３００に表示された画面である。画面５００には、オーダ情報の一覧
の一例である、輸血オーダ一覧５１０が表示されている。
【００５２】
　輸血オーダ一覧５１０は、基本情報欄およびステータス欄を含む。基本情報欄には、一
覧表示部３０１の制御により、オーダごとの、「オーダＮｏ．」、「患者ＩＤ」、「氏名
」、「ＡＢＯ（血液型）」、「Ｒｈ」、「抗体」、「製剤名」、「単位」、「術式」、「
使用場所」、および「使用予定日時」が表示される。ステータス欄には、一覧表示部３０
１の制御により、オーダの進捗状況を簡易的に示すアイコンが表示される。
【００５３】
　具体的には、ステータス欄には、各業務プロセスのそれぞれのステータスを示す５個の
アイコンが並べて表示される。５個のアイコンのそれぞれには、「完了」を示すアイコン
、「処理すべき」を示すアイコン、「未完了または実施中（仕掛中）」を示すアイコンの
いずれかが用いられる。これにより、オーダごとの各業務プロセスのそれぞれのステータ
スを、ユーザに視覚的、直感的に把握させることができる。
【００５４】
　たとえば、輸血オーダ一覧５１０において、「オーダＮｏ．」が「０００００００１」
のオーダのステータス欄では、左から２番目のアイコンに「処理すべき」を示すアイコン
が表示されている。これにより、当該オーダに対して、２番目の業務プロセスを処理すべ
きであることを、ユーザに視覚的、直感的に把握させることができる。
【００５５】
　なお、一覧表示部３０１は、上記以外の表示形態により、ステータス欄に、一連の業務
プロセスの進捗状況を表示させることができる。たとえば、図５に示すように、ステータ
ス欄には、業務プロセス「製剤使用返納」において製剤が使用されたことを示す「使用」
、製剤が返納されたことを示す「返納」、オーダが中止されたことを示す「中止」を、ボ
タン形式で表示させることができる。これらのボタンをユーザが押下した場合、医療情報
処理装置１１０は、該オーダの状況をユーザが確認したことをシステムに通知してもよく
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、該オーダ行をオーダ一覧表から削除してもよい。
【００５６】
　画面５００には、詳細ステータス欄５２０が設けられている。詳細ステータス欄５２０
には、表示制御部３０３の制御により、輸血オーダ一覧５１０に表示されているオーダの
うち、選択されたオーダの進捗状況の詳細情報が表示される。
【００５７】
　具体的には、詳細ステータス欄５２０には、一連の業務プロセスを模した５個のボタン
が処理順に並べて表示される。各ボタンは、業務プロセス名が記載されている点で、輸血
オーダ一覧５１０のステータス欄に表示されるアイコンと異なる。詳細ステータス欄５２
０においては、処理すべき業務プロセスのボタンと、他の業務プロセスのボタンとが異な
る色で表示される。また、それぞれのボタンは、業務プロセスの処理画面へのリンクが設
定されており、ボタンが押下されることにより、押下されたアイコンに対応付けられてい
る業務プロセスの処理画面が表示部３００に表示される。
【００５８】
　たとえば、図５に示す例では、輸血オーダ一覧５１０において、「オーダＮｏ．」が「
０００００００１」のオーダが選択されている。これにより、詳細ステータス欄５２０に
は、選択されたオーダに対して処理すべき業務プロセスである「製剤割当」のボタンが、
他の業務プロセスのボタンとは異なる色で表示されている。ユーザは、「製剤割当」のボ
タンを押下することにより、業務プロセス「製剤割当」の処理画面を表示部３００に表示
させることができる。
【００５９】
　また、画面５００には、製剤在庫欄５３０が設けられている。製剤在庫欄５３０には、
表示制御部３０３の制御により、サーバ１２０から取得した製剤の在庫情報が表示される
。輸血オーダ一覧５１０においては、ステータス、血液型、または製剤名による、ソート
が可能である。これにより、ユーザは、製剤の必要量と在庫量とを容易に対比することが
できるので、当日の業務での準備作業の効率化が図れ、発注作業の予測が容易となる。
【００６０】
　つぎに、表示部３００に表示された業務プロセスの処理画面の一例について説明する。
図６は、表示部３００に表示された業務プロセスの処理画面の一例を示す図である。図６
において、画面６００は、表示部３００に表示された画面であって、「オーダＮｏ．」が
「０００００００１」のオーダに対する、業務プロセス「製剤割当」の処理画面である。
【００６１】
　たとえば、画面６００は、図５に示した画面５００において、「オーダＮｏ．」が「０
００００００１」のオーダが選択されている状態から、「製剤割当」のアイコンが選択さ
れることにより、表示制御部３０３の制御によって表示部３００に表示される。このとき
、画面６００には、該オーダに関する情報が、図５に示した画面５００から自動的に継承
される。これにより、ユーザの入力操作を軽減させることができるので、ユーザの入力ミ
スを回避することができる。
【００６２】
　画面６００において必要な処理がおこなわれた後、登録ボタン６０２が押下されること
により、医療情報処理装置１１０は、サーバ１２０に該オーダの処理内容を送信する。こ
れにより、サーバ１２０は、該オーダのステータス情報を「製剤払出」から「製剤使用返
納」へ更新する。医療情報処理装置１１０は、画面５００を表示する都度、ステータス情
報をサーバ１２０から取得することにより、常に最新のステータス情報を表示することが
できる。
【００６３】
　以上説明したように、本実施形態の医療情報処理装置１１０によれば、オーダ情報の一
覧が表示されている状態から、選択されたオーダに対し処理すべき業務プロセスの処理画
面をダイレクトに表示することができる。これにより、ユーザに、オーダの進捗状況に応
じて、処理すべき業務プロセスを特定させたり、処理すべき業務プロセスの処理画面をメ
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ニューなどから選択して表示させたりすることなく、処理すべき業務プロセスの処理画面
を表示することができる。したがって、ユーザに大きな負担をかけることなく一連の業務
プロセスを処理することができる。
【００６４】
　また、本実施形態の医療情報処理装置１１０によれば、オーダの進捗状況が簡易的に表
示されているオーダ情報の一覧を表示しているので、個別のオーダの進捗状況および処理
すべきオーダ全体としての進捗状況をユーザに視覚的、直感的に把握させることができる
。
【００６５】
　また、本実施形態の医療情報処理装置１１０によれば、オーダ情報の一覧が表示されて
いる状態から、選択されたオーダの進捗状況の詳細情報を視覚的、直感的に表示すること
ができるので、ユーザに大きな負担をかけることなく、選択されたオーダの進捗状況をよ
り具体的にユーザに把握させることができる。
【００６６】
　また、本実施形態の医療情報処理装置１１０によれば、オーダ情報の一覧が表示されて
いる状態から、選択されたオーダに必要な資材およびその在庫状況をダイレクトに表示す
ることができるので、ユーザに大きな負担をかけることなく、選択されたオーダに必要な
製剤や試薬の調達計画の立案や準備に有用な情報をユーザに提供することができる。
【００６７】
　また、本実施形態の医療情報処理装置１１０によれば、複数のオーダを並列で処理して
いるとき、個別オーダで実施すべき業務プロセスの処理画面へのナビゲーション支援を提
供することで、一連の業務プロセスを処理できる。また、処理すべき業務プロセスの全容
を容易に把握することができるので、計画的に一連の業務プロセスを処理することができ
る。さらに、全オーダを処理するために必要な製剤や試薬の必要量と在庫量との照合を容
易におこなうことができるため、あらかじめ追加発注などの前準備をしておくことができ
るので、効率よく一連の業務プロセスを処理することができる。この発明は、例えば、血
液製剤を利用する採血施設等に適用することができる。
【００６８】
　なお、本実施の形態で説明した医療情報処理方法は、あらかじめ用意されたプログラム
をパーソナル・コンピュータやワークステーションなどのコンピュータで実行することに
より実現することができる。このプログラムは、ＲＡＭ、ハードディスク、フレキシブル
ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ、ＤＶＤなどのコンピュータで読み取り可能な記憶媒体に
記録され、コンピュータによって記憶媒体から読み出されることによって実行される。ま
たこのプログラムは、インターネットなどのネットワークを介して配布することが可能な
伝送媒体であってもよい。
【産業上の利用可能性】
【００６９】
　以上のように、本発明にかかる医療情報処理装置、医療情報処理方法、および医療情報
処理プログラムは、医療情報を処理する医療情報処理システムにおいて有用であり、特に
、一連の業務プロセスのオーダの進捗状況を一覧表示する医療情報処理システムへの利用
に適している。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】本実施の形態にかかる医療情報処理システムのシステム構成の一例を示す説明図
である。
【図２】本実施の形態にかかる医療情報処理装置のハードウェア構成の一例を示すブロッ
ク図である。
【図３】本実施の形態にかかる医療情報処理装置の機能構成の一例を示すブロック図であ
る。
【図４】一覧表示部によるオーダ情報の一覧を表示する処理の手順の一例を示すフローチ
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ャートである。
【図５】表示部に表示されたオーダ情報の一覧の一例を示す図である。
【図６】表示部に表示された業務プロセスの処理画面の一例を示す図である。
【符号の説明】
【００７１】
　１００　医療情報処理システム
　１１０　医療情報処理装置
　１２０　サーバ
　１３０　検査装置
　１４０　上位システム
　１５０　ネットワーク
　２００　バス
　２０１　ＣＰＵ
　２０２　ＲＯＭ
　２０３　ＲＡＭ
　２０４　ＨＤＤ
　２０５　ＨＤ
　２０６　ディスプレイ
　２０７　ネットワークＩ／Ｆ
　２０８　キーボード
　２０９　マウス
　３００　表示部
　３０１　一覧表示部
　３０２　選択部
　３０３　表示制御部
　５００　画面
　５１０　輸血オーダ一覧
　５２０　詳細ステータス欄
　６００　画面
　６０２　登録ボタン
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