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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者に施すべき医療行為についての予定情報と、当該医療行為において使用される医療
器材の情報とを対応づけた組み合わせのデータを複数記憶するとともに、術式と当該術式
において使用される医療器材の情報とを予め対応づけた術式器材データと、医療器材に付
与された識別番号と医療器材との関係が示されたデータとを記憶する記憶部と、
　前記記憶部に記憶した複数の組み合わせのデータの中から、これから実施すべき医療行
為に対応する予定情報を、ボタンへの入力を介して受けつけた医療行為者の指示に従って
選択する選択部と、
　前記これから実施すべき医療行為において、実際に使用される医療器材に割り当てられ
た識別符号を外部からスキャナ機能によって読み込む読込部と、
　前記記憶部に記憶した複数の組み合わせのデータのうち、前記選択部において選択し、
かつネットワークを介して受けつけた予定情報に対応した医療器材の情報に、前記読込部
において読み込み、かつネットワークを介して受けつけた識別符号を対応づけて、前記記
憶部に記憶した組み合わせのデータを更新する更新部とを備え、
　前記更新部は、前記記憶部に記憶した医療器材に付与された識別番号と医療器材との関
係が示されたデータをもとに、前記読込部において読み込んだ識別符号のうちの識別番号
から医療器材を特定する手段と、特定した医療器材と、前記記憶部に記憶した組み合わせ
のデータに含まれた医療器材を比較することによって、前記記憶部に記憶した組み合わせ
のデータに含まれた医療器材の情報と、手術において実際に使用した医療器材との差異を
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特定して、前記記憶部に記憶した術式器材データに含まれた医療器材の情報を更新する手
段とを含むことを特徴とする医療行為管理システム。
【請求項２】
　前記選択部において予定情報を選択する際に、前記記憶部に記憶した複数の予定情報で
あって、かつネットワークを介して受けつけた複数の予定情報を表示する表示部をさらに
備え、
　前記選択部は、前記表示部に表示した複数の予定情報のうちのいずれかをボタンの押下
げにより医療行為者に選択させることによって、これから実施すべき医療行為に対応する
予定情報を選択することを特徴とする請求項１に記載の医療行為管理システム。
【請求項３】
　前記表示部は、前記選択部において選択した予定情報に対応した医療器材の情報を、ネ
ットワークを介して前記記憶部から取得して表示することを特徴とする請求項２に記載の
医療行為管理システム。
【請求項４】
　前記読込部においてスキャナ機能によって読み込んだ識別符号には、数量に関する情報
と、識別番号が含まれており、
　前記更新部は、前記読込部においてスキャナ機能によって識別符号が読み込まれた場合
に、数量に関する情報を無視しつつ、識別番号を単位にして、識別番号の読み込み回数を
カウントすることを特徴とする請求項１に記載の医療行為管理システム。
【請求項５】
　前記記憶部は、医療器材の費用のデータも記憶しており、
　前記記憶部に記憶した医療器材に付与された識別番号と医療器材との関係が示されたデ
ータをもとに、前記読込部において読み込んだ識別番号にもとづいて医療器材を特定し、
前記記憶部に記憶した医療器材の費用のデータをもとに、特定した医療器材から医療器材
の費用を積算する計算部とをさらに備えることを特徴とする請求項１から４のいずれかに
記載の医療行為管理システム。
【請求項６】
　前記記憶部は、医療行為者に対する人件費のデータも記憶しており、
　前記選択部は、ボタンへの入力を介して受けつけた医療行為者の指示に従って、医療行
為を実施すべき医療行為者も選択し、
　前記計算部は、前記記憶部に記憶した医療行為者に対する人件費のデータをもとに、前
記選択部において選択した医療行為者に対する人件費を特定し、特定した人件費を前記こ
れから実施すべき医療行為における費用に含めることを特徴とする請求項５に記載の医療
行為管理システム。
【請求項７】
　実施される医療行為に関し、少なくとも、使用される医療器材の情報および医療行為者
の情報を含む実施情報を、医療行為者からの入力によって取得する取得部と、
　少なくとも、医療器材の費用および医療行為者に対する人件費を含む複数の費用項目の
それぞれの単価のデータを記憶する記憶部と、
　前記記憶部に記憶した単価のデータをもとに、前記取得部において取得した実施情報に
対する費用項目の単価のデータを特定し、特定した単価のデータをもとに、１医療行為当
たりの費用を算出する計算部とを備え、
　前記計算部は、前記記憶部に記憶したデータであって、費用項目が複数回の医療行為に
渡って使用されるリユース品であるか使い捨て器材であるかを示すデータを取得し、当該
費用項目がリユース品であるか否かを判断する手段と、費用項目がリユース品である場合
、費用項目に関連づけて前記記憶部に記憶した１医療行為当たりの使用に対する評価額を
取得し、単価として使用するとともに、前記記憶部に記憶した費用項目の使用回数と予め
定められたしきい値とを比較し使用回数が前記しきい値以上となったときにその費用項目
の評価額を更新する手段と、使用されたリユース品の数量と評価額を乗算することによっ
て、リユース品に対する費用を算出する手段とを含むことを特徴とする医療行為管理シス
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テム。
【請求項８】
　前記計算部による計算結果を表示する表示部をさらに備え、
　前記記憶部は、前記取得部において取得した実施情報のデータを蓄積し、
　前記計算部は、前記取得部において取得した実施情報のデータに含まれた医療行為に関
し、前記記憶部に記憶した単価のデータをもとに、ユーザによって指定された項目の数値
データを求め、
　前記表示部は、前記数値データを表示することを特徴とする請求項７に記載の医療行為
管理システム。
【請求項９】
　前記表示部は、ユーザによって指定された分類方法で前記数値データをグラフ化して表
示することを特徴とする請求項８に記載の医療行為管理システム。
【請求項１０】
　前記記憶部は、診療報酬に関する情報のデータをさらに記憶し、
　前記計算部は、前記記憶部に記憶した診療報酬に関する情報のデータをもとに、前記取
得部において取得した実施情報に対応した１医療行為当たりの診療報酬をさらに計算する
ことを特徴とする請求項７から９のいずれかに記載の医療行為管理システム。
【請求項１１】
　患者に施すべき医療行為についての予定情報と、当該医療行為において使用される医療
器材の情報とを対応づけた組み合わせのデータを複数記憶するとともに、術式と当該術式
において使用される医療器材の情報とを予め対応づけた術式器材データと、医療器材に付
与された識別番号と医療器材との関係が示されたデータとを記憶する記憶部と、
　前記記憶部に記憶した複数の組み合わせのデータの中から、これから実施すべき医療行
為に対応する予定情報であって、かつボタンへの入力を介して受けつけた医療行為者の指
示に従って選択された予定情報を、ネットワークを介して受けつける選択部と、
　前記これから実施すべき医療行為において、実際に使用される医療器材に割り当てられ
た識別番号であって、かつ外部からスキャナ機能によって読み込まれた識別番号を、ネッ
トワークを介して受けつける受付部と、
　前記記憶部に記憶した複数の組み合わせのデータのうち、前記選択部において受けつけ
た予定情報に対応した医療器材の情報に、前記受付部において受けつけた識別番号を対応
づけて、前記記憶部に記憶した組み合わせのデータを更新する更新部とを備え、
　前記更新部は、前記記憶部に記憶した医療器材に付与された識別番号と医療器材との関
係が示されたデータをもとに、前記受付部において受けつけた識別番号から医療器材を特
定する手段と、特定した医療器材と、前記記憶部に記憶した組み合わせのデータに含まれ
た医療器材を比較することによって、前記記憶部に記憶した組み合わせのデータに含まれ
た医療器材の情報と、手術において実際に使用した医療器材との差異を特定して、前記記
憶部に記憶した術式器材データに含まれた医療器材の情報を更新する手段とを含むことを
特徴とする管理サーバ。
【請求項１２】
　実施される医療行為に関し、少なくとも、使用される医療器材の情報および医療行為者
の情報を含む実施情報を、医療行為者からの入力によって取得する取得部と、
　少なくとも、医療器材の費用および医療行為者に対する人件費を含む複数の費用項目の
それぞれの単価のデータを記憶する記憶部と、
　前記記憶部に記憶した単価のデータをもとに、前記取得部において取得した実施情報に
対する費用項目の単価のデータを特定し、特定した単価のデータをもとに、１医療行為当
たりの費用を算出する計算部とを備え、
　前記計算部は、前記記憶部に記憶したデータであって、費用項目が複数回の医療行為に
渡って使用されるリユース品であるか使い捨て器材であるかを示すデータを取得し、当該
費用項目がリユース品であるか否かを判断する手段と、費用項目がリユース品である場合
、費用項目に関連づけて前記記憶部に記憶した１医療行為当たりの使用に対する評価額を
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取得し、単価として使用するとともに、前記記憶部に記憶した費用項目の使用回数と予め
定められたしきい値とを比較し使用回数が前記しきい値以上となったときにその費用項目
の評価額を更新する手段と、使用されたリユース品の数量と評価額を乗算することによっ
て、リユース品に対する費用を算出する手段とを含むことを特徴とする管理サーバ。
【請求項１３】
　患者に施すべき医療行為についての予定情報と、当該医療行為において使用される医療
器材の情報とを対応づけた組み合わせのデータがメモリに複数記憶されているとともに、
術式と当該術式において使用される医療器材の情報とを予め対応づけた術式器材データと
、医療器材に付与された識別番号と医療器材との関係が示されたデータもメモリに記憶さ
れており、
　コンピュータが、前記メモリに記憶した複数の組み合わせのデータの中から、これから
実施すべき医療行為に対応する予定情報を、ボタンへの入力を介して受けつけた医療行為
者の指示に従って選択するステップと、
　コンピュータが、前記これから実施すべき医療行為において、実際に使用される医療器
材に割り当てられた識別符号を外部からスキャナ機能によって読み込むステップと、
　コンピュータが、前記メモリに記憶した複数の組み合わせのデータのうち、前記選択す
るステップにおいて選択し、かつネットワークを介して受けつけた予定情報に対応した医
療器材の情報に、前記読み込むステップにおいて読み込み、かつネットワークを介して受
けつけた識別符号を対応づけて、前記メモリに記憶した組み合わせのデータを更新するス
テップとを備え、
　前記更新するステップは、前記メモリに記憶した医療器材に付与された識別番号と医療
器材との関係が示されたデータをもとに、前記読み込むステップにおいて読み込んだ識別
符号のうちの識別番号から医療器材を特定するステップと、特定した医療器材と、前記メ
モリに記憶した組み合わせのデータに含まれた医療器材を比較することによって、前記メ
モリに記憶した組み合わせのデータに含まれた医療器材の情報と、手術において実際に使
用した医療器材との差異を特定して、前記メモリに記憶した術式器材データに含まれた医
療器材の情報を更新するステップとを含むことを特徴とする医療行為管理方法。
【請求項１４】
　コンピュータが、実施される医療行為に関し、少なくとも、使用される医療器材の情報
および医療行為者の情報を含む実施情報を、医療行為者からの入力によって取得するステ
ップと、
　コンピュータが、少なくとも、医療器材の費用および医療行為者に対する人件費を含む
複数の費用項目のそれぞれの単価のデータがメモリに記憶されており、前記メモリに記憶
した単価のデータをもとに、取得した実施情報に対する費用項目の単価のデータを特定し
、特定した単価のデータをもとに、１医療行為当たりの費用を算出するステップを備え、
　前記算出するステップは、前記メモリに記憶したデータであって、費用項目が複数回の
医療行為に渡って使用されるリユース品であるか使い捨て器材であるかを示すデータを取
得し、当該費用項目がリユース品であるか否かを判断するステップと、費用項目がリユー
ス品である場合、費用項目に関連づけてメモリに記憶した１医療行為当たりの使用に対す
る評価額を取得し、単価として使用するとともに、前記メモリに記憶した費用項目の使用
回数と予め定められたしきい値とを比較し使用回数が前記しきい値以上となったときにそ
の費用項目の評価額を更新するステップと、使用されたリユース品の数量と評価額を乗算
することによって、リユース品に対する費用を算出するステップとを含むことを特徴とす
る医療行為管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療行為管理技術に関し、特に医療器材を管理する医療行為管理方法ならび
にそれを利用した携帯端末装置および管理サーバおよび医療行為管理システムに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　手術や投薬などの医療行為は、人によってなされる部分を含むので、医療ミスが生じる
可能性を有する。そのため、一般的に、医療現場では、患者に点滴や注射等を行う場合に
、異なった看護師によって、２重のチェックがなされるような規則を設けている。しかし
ながら、このような規則を実行することによって、看護師等の業務がさらに繁忙になって
しまう。そこで、特許文献１では、患者に対して予め識別番号を付与しておき、識別番号
と、患者に投与すべき薬剤との関係をデータベースにしている。また、患者にも所定の手
段によって識別番号を所持させている。このような構成において、投薬を実行する際に、
看護師は、患者が所持する識別番号をハンディーターミナルによって読み込む。さらに、
識別番号は、データベースを記録したコンピュータに送信される。コンピュータは、デー
タベースを参照して、識別番号に対応した薬剤を看護師に通知する。
【特許文献１】特開２００１－３４４３３８号公報
【特許文献２】特開２００２－３０４５８４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　医療行為、特に手術を行うために必要な器材、薬剤等の準備は、看護師等の経験にもと
づいて行われている場合が多い。そのため、必要な器材、薬剤等を準備する際に、間違っ
た薬剤を準備してしまう可能性がうまれる。患者の数が多くなれば、それぞれの患者に対
する器材等の準備が必要になる。その際に、すべてを一から準備していれば、看護師等の
負担がさらに大きくなるだけでなく、一般的にミスも発生しやすくなる。一方、術式が同
一であれば、準備すべき器材、薬剤等も同様のものになる傾向にある。また、医療制度の
改革によって、医療機関において、収支の管理が必要になっている。そのため、医療機関
は、手術に使用した器材、薬剤等の費用を簡易に把握したいという要望を有する。
【０００４】
　本発明はこうした状況に鑑みてなされたものであり、その目的は、簡易にかつ確実に医
療行為の予定や実績を把握する医療行為管理方法ならびにそれを利用した携帯端末装置お
よび管理サーバおよび医療行為管理システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するために、本発明のある態様の医療行為管理システムは、患者に施す
べき医療行為についての予定情報を取得する取得部と、複数の予定情報にそれぞれ対応づ
けながら、医療行為に使用される医療器材の情報を複数記憶する記憶部と、記憶部に記憶
した複数の医療器材の情報の中から、取得部において取得した予定情報に対応すべき医療
器材の情報を選択する選択部と、取得した予定情報と、選択部において選択した医療器材
の情報とを対応させて管理する管理部と、を備える。
【０００６】
　「医療器材」とは、医療行為に使用される物をいう。「医療器材」は、薬剤も含み、こ
れに限られず、ガスのような気体も含む。医療行為に使用されるものであればよい。「予
定情報」とは、将来実施する医療行為を特定するための情報であるが、予定情報は、複数
の項目を含んでいてもよく、さらに、複数の項目のうちのひとつを「予定情報」としても
よい。
【０００７】
　この態様によると、医療器材の情報と予定情報、例えば、診療行為名との組み合わせを
予め複数記憶しており、予定情報を取得すれば、記憶した組み合わせから医療器材の情報
を取得し、取得した医療器材の情報を取得した予定情報に対応づけてから、当該予定情報
を管理するので、予め定められた医療器材の情報を取得できる。
【０００８】
　取得部が予定情報を取得する際に、複数の予定情報を表示する表示部をさらに備えても
よい。取得部は、表示部に表示した複数の予定情報のうちのいずれかを医療行為者に選択
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させることによって、予定情報を取得してもよい。
【０００９】
　「医療行為者」とは、医師、看護師等の医療行為を実施する者を意味するが、このよう
に直接医療行為を実施する者だけではなく、医師、看護師等の指示のもとにおいて作業を
する者も含める。この場合、医療行為者は、複数の選択肢の中からひとつを選択するだけ
の処理でよいので、医療行為者の負担を軽減できる。
【００１０】
　管理部において管理する予定情報と医療器材の情報の少なくともいずれかを医療行為者
が編集する編集部をさらに備えてもよい。この場合、情報を修正できる。
【００１１】
　取得部において取得した予定情報には、医療行為を実行すべき医師名と、医療行為の種
別が少なくとも含まれており、記憶部に記憶した複数の医療器材の情報は、医療行為を実
行すべき医師名と、医療行為の種別に対応づけられており、選択部は、取得部において取
得した医療行為を実行すべき医師名と、医療行為の種別に対応すべき医療器材の情報を選
択し、管理部は、取得した医療行為を実行すべき医師名と、医療行為の種別に、選択部に
おいて選択した医療器材の情報とを対応させて管理してもよい。「医療行為の種別」は、
例えば、術式の種類に相当するが、それ以外の医療行為を含んでもよい。この場合、医師
名と、医療行為の種別とに対応づけられながら、医療器材の情報が記憶されているので、
医療器材の情報の選択の精度を向上できる。
【００１２】
　取得部において取得する予定情報には、複数の医療行為の種別が含まれており、選択部
は、取得部において取得した複数の医療行為の種別のそれぞれに対応すべき医療器材の情
報を選択し、管理部は、取得部において取得した複数の医療行為の種別にかかわらず、選
択部において選択した医療器材の情報をまとめて管理してもよい。この場合、ひとつの予
定情報に対する医療器材の情報がまとめられるので、ひとつの予定情報に対する医療器材
の情報の把握を容易にできる。
【００１３】
　本発明の別の態様もまた、医療行為管理システムである。この医療行為管理システムは
、患者に施すべき医療行為についての予定情報と、当該医療行為において使用される医療
器材の情報を対応づけた組み合わせを複数記憶する記憶部と、記憶部に記憶した複数の組
み合わせの中から、これから実施すべき医療行為に対応する予定情報を医療行為者の指示
に従って選択する選択部と、これから実施すべき医療行為において、実際に使用される医
療器材に割り当てられた識別番号を外部から読み込む読込部と、記憶部に記憶した複数の
組み合わせのうち、選択部において選択した予定情報に対応した医療器材の情報に、読込
部において読み込んだ識別番号を対応づけて、記憶部に記憶した組み合わせを更新する更
新部と、を備える。
【００１４】
　この態様によると、医療行為の予定情報と、実際の医療行為の実施内容とを対応づけて
管理できる。
【００１５】
　選択部において予定情報を選択する際に、記憶部に記憶した複数の予定情報を表示する
表示部をさらに備えてもよい。選択部は、表示部に表示した複数の予定情報のうちのいず
れかを医療行為者に選択させることによって、これから実施すべき医療行為に対応する予
定情報を選択してもよい。この場合、医療行為者は、複数の選択肢の中からひとつを選択
するだけの処理でよいので、医療行為者の処理を容易にできる。
【００１６】
　表示部は、選択部において選択した予定情報に対応した医療器材の情報を表示してもよ
い。医療行為者が医療器材の準備を行う場合に、準備すべき医療器材を確認できるので、
経験にしたがって準備する場合よりも、医療器材の準備が正確になる。
【００１７】



(7) JP 4873384 B2 2012.2.8

10

20

30

40

50

　読込部において読み込んだ識別符号には、数量に関する情報と、識別番号が含まれてお
り、更新部は、読込部において識別符号が読み込まれた場合に、数量に関する情報を無視
しつつ、識別番号を単位にして、識別番号の読み込み回数をカウントしてもよい。この場
合、ひとつの識別番号を読み込んだときに、自動的にカウントアップがなされるので、医
療行為者の処理を容易にできる。
【００１８】
　選択部において選択した予定情報に対応した医療器材の情報を変更する変更部と、変更
部による変更が反映された医療機材の情報を表示する表示部とをさらに備えてもよい。こ
の場合、医療器材の情報を変更してから表示するので、現在の状態に適合した医療器材の
情報を表示できる。
【００１９】
　更新部は、変更部による変更を反映させるように、記憶部に記憶した組み合わせを更新
してもよい。この場合、変更を反映した組み合わせに更新されるので、実際の状態に近い
組合せを記憶できる。
【００２０】
　記憶部は、医療器材の費用も記憶しており、記憶部を参照しながら、読込部において読
み込んだ識別番号にもとづいて医療器材を特定し、特定した医療器材にもとづいて医療器
材の費用を積算する計算部と、をさらに備えてもよい。この場合、医療行為における費用
、特に１診療行為あたりの費用を明らかにできる。
【００２１】
　記憶部は、医療行為者に対する人件費も記憶しており、選択部は、医療行為者の指示に
従って、医療行為を実施すべき医療行為者も選択し、計算部は、記憶部を参照しながら、
選択部において選択した医療行為者に対する人件費を特定し、特定した人件費をこれから
実施すべき医療行為における費用に含める。この場合、人件費を含めた費用を明らかにで
きる。
【００２２】
　本発明のさらに別の態様もまた、医療行為管理システムである。この医療行為管理シス
テムは、患者に施すべき医療行為についての予定情報を取得する取得部と、複数の予定情
報にそれぞれ対応づけながら、医療行為に使用される医療器材の情報を複数記憶する記憶
部と、記憶部に記憶した複数の医療器材の情報の中から、取得部において取得した予定情
報に対応すべき医療器材の情報を選択する選択部と、選択部において選択した医療器材の
情報に対応した医療行為であって、かつ医療行為者がこれから実施すべき医療行為におい
て、実際に使用される医療器材に割り当てられた識別番号を外部から読み込む読込部と、
選択部において選択した医療器材の情報と、読込部において読み込んだ識別番号との差異
にもとづいて、記憶部に記憶した複数の医療器材の情報を更新する更新部と、を備える。
【００２３】
　この態様によると、実際の医療行為に使用された医療器材に応じて、予め記憶した予定
情報と医療器材の情報の組み合わせを更新するので、組み合わせの信頼性を高めることが
できる。
【００２４】
　本発明のさらに別の態様もまた、医療行為管理システムである。この医療行為管理シス
テムは、実施される医療行為に関し、少なくとも、使用される医療器材の情報および医療
行為者の情報を含む実施情報を取得する取得部と、少なくとも、医療器材の費用および医
療行為者に対する人件費を含む複数の費用項目のそれぞれの単価を記憶する記憶部と、実
施情報および単価を参照し、１医療行為当たりの費用を算出する計算部と、を備える。「
１医療行為」とは、１回の手術等の単位である１回の診療行為や１回の検査行為を含む概
念であってもよい。
【００２５】
　この態様によると、１医療行為当たりの費用を算出することにより、綿密な費用管理が
可能となる。
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【００２６】
　記憶部は、医療機器購入費、医療機器リース費、保守修理費、医療廃棄処理費、および
消毒滅菌費の１つ以上を、費用項目としてさらに記憶してもよい。この場合、さらに綿密
な費用管理が可能になる。
【００２７】
　計算部は、複数回の医療行為に渡って使用される物に対して、１医療行為当たりの使用
に対する評価額を算出し、評価額を単価と同様に扱ってもよい。この場合、医療行為ごと
の費用をより実態に近い形で把握することが可能になる。
【００２８】
　所定の条件に従い、評価額を更新する更新部をさらに備えてもよい。「所定の条件」と
は、その物の使用回数であってもよい。この場合、医療機器等の提供側と医療機関側との
柔軟な契約形態を考慮した費用を算出することができる。
【００２９】
　計算部による計算結果を表示する表示部をさらに備え、記憶部は、実施情報を蓄積し、
計算部は、実施された医療行為に関し、記憶部を参照して、指定された項目の数値データ
を求め、表示部は、数値データを表示してもよい。この場合、医療行為ごとの費用やその
他の項目を可視的に把握することができる。
【００３０】
　表示部は、指定された分類方法で数値データをグラフ化して表示してもよい。この場合
、ある現象とある費用項目との関連性等を含め、経営判断に有益な情報を可視的に把握す
ることができる。
【００３１】
　記憶部は、診療報酬に関する情報をさらに記憶し、計算部は、実施情報を参照して、１
医療行為当たりの診療報酬をさらに計算してもよい。この場合、１医療行為当たりの診療
報酬や利益を綿密に把握することができる。
【００３２】
　本発明のさらに別の態様は、携帯端末装置である。この装置は、患者に施すべき医療行
為についての予定情報と、当該医療行為において使用される医療器材の情報を対応づけた
組み合わせを複数記憶したサーバから、複数の組み合わせを受信する受信部と、受信部が
受信した複数の組み合わせのうち、複数の予定情報を表示する表示部と、表示部に表示し
た複数の予定情報の中から、これから実施すべき医療行為に対応する予定情報を医療行為
者の指示に従って選択する選択部と、これから実施すべき医療行為において、実際に使用
される医療器材に割り当てられた識別番号を外部から読み込む読込部と、受信部が受信し
た複数の組み合わせのうち、選択部において選択した予定情報に対応した医療器材の情報
に、読込部において読み込んだ識別番号を対応づけて、サーバに送信する送信部と、を備
える。
【００３３】
　この態様によると、サーバと離れた場所からでも、医療行為の予定情報と、実際の医療
行為の実施内容とを対応づけて管理できる。
【００３４】
　本発明のさらに別の態様は、管理サーバである。この管理サーバは、患者に施すべき医
療行為についての予定情報を取得する取得部と、複数の予定情報にそれぞれ対応づけなが
ら、医療行為に使用される医療器材の情報を複数記憶する記憶部と、記憶部に記憶した複
数の医療器材の情報の中から、取得部において取得した予定情報に対応すべき医療器材の
情報を選択する選択部と、取得した予定情報と、選択部において選択した医療器材の情報
とを対応させて管理する管理部と、を備える。
【００３５】
　この態様によると、予定情報と医療器材の情報との組み合わせを予め複数記憶しており
、予定情報を取得すれば、記憶した組み合わせから医療器材の情報を取得し、取得した医
療器材の情報を取得した予定情報に対応づけてから、当該予定情報を管理するので、予め
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定められた医療器材の情報を取得できる。
【００３６】
　本発明のさらに別の態様もまた、管理サーバである。この管理サーバは、患者に施すべ
き医療行為についての予定情報と、当該医療行為において使用される医療器材の情報を対
応づけた組み合わせを複数記憶する記憶部と、記憶部に記憶した複数の組み合わせの中か
ら、これから実施すべき医療行為に対応する予定情報を医療行為者の指示に従って選択す
る選択部と、これから実施すべき医療行為において、実際に使用される医療器材に割り当
てられた識別番号を受けつける受付部と、記憶部に記憶した複数の組み合わせのうち、選
択部において選択した予定情報に対応した医療器材の情報に、受付部において受けつけた
識別番号を対応づけて、記憶部に記憶した組み合わせを更新する更新部と、を備える。
【００３７】
　この態様によると、医療行為の予定情報と、実際の医療行為の実施内容とを対応づけて
管理できる。
【００３８】
　本発明のさらに別の態様もまた、管理サーバである。この管理サーバは、患者に施すべ
き医療行為についての予定情報を取得する取得部と、複数の予定情報にそれぞれ対応づけ
ながら、医療行為に使用される医療器材の情報を複数記憶する記憶部と、記憶部に記憶し
た複数の医療器材の情報の中から、取得部において取得した予定情報に対応すべき医療器
材の情報を選択する選択部と、選択部において選択した医療器材の情報に対応した医療行
為であって、かつ医療行為者がこれから実施すべき医療行為において、実際に使用される
医療器材に割り当てられた識別番号を外部から読み込む読込部と、選択部において選択し
た医療器材の情報と、読込部において読み込んだ識別番号との差異にもとづいて、記憶部
に記憶した複数の医療器材の情報を更新する更新部と、を備える。
【００３９】
　この態様によると、実際の医療行為に使用された医療器材に応じて、予め記憶した予定
情報と医療器材の情報の組み合わせを更新するので、組み合わせの信頼性を高めることが
できる。
【００４０】
　本発明のさらに別の態様もまた、管理サーバである。この管理サーバは、実施される医
療行為に関し、少なくとも、使用される医療器材の情報および医療行為者の情報を含む実
施情報を取得する取得部と、少なくとも、医療器材の費用および医療行為者に対する人件
費を含む複数の費用項目のそれぞれの単価を記憶する記憶部と、実施情報および単価を参
照し、１医療行為当たりの費用を算出する計算部と、を備える。
【００４１】
　この態様によると、１医療行為当たりの費用を算出することにより、綿密な費用管理が
可能となる。
【００４２】
　本発明のさらに別の態様は、医療行為管理方法である。この方法は、患者に施すべき医
療行為についての予定情報を取得するステップと、複数の予定情報にそれぞれ対応づけな
がら、医療行為に使用される医療器材の情報がメモリに複数記憶されており、メモリに記
憶した複数の医療器材の情報の中から、取得するステップにおいて取得した予定情報に対
応すべき医療器材の情報を選択するステップと、取得した予定情報と、選択するステップ
において選択した医療器材の情報とを対応させて管理するステップと、を備える。
【００４３】
　本発明のさらに別の態様もまた、医療行為管理方法である。この方法は、患者に施すべ
き医療行為についての予定情報と、当該医療行為において使用される医療器材の情報を対
応づけた組み合わせがメモリに複数記憶されており、メモリに記憶した複数の組み合わせ
の中から、これから実施すべき医療行為に対応する予定情報を医療行為者の指示に従って
選択するステップと、これから実施すべき医療行為において、実際に使用される医療器材
に割り当てられた識別番号を外部から読み込むステップと、メモリに記憶した複数の組み
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合わせのうち、選択するステップにおいて選択した予定情報に対応した医療器材の情報に
、読み込むステップにおいて読み込んだ識別番号を対応づけて、メモリに記憶した組み合
わせを更新するステップと、を備える。
【００４４】
　本発明のさらに別の態様もまた、医療行為管理方法である。この方法は、患者に施すべ
き医療行為についての予定情報を取得するステップと、複数の予定情報にそれぞれ対応づ
けながら、医療行為に使用される医療器材の情報がメモリに複数記憶されており、メモリ
に記憶した複数の医療器材の情報の中から、取得するステップにおいて取得した予定情報
に対応すべき医療器材の情報を選択するステップと、選択するステップにおいて選択した
医療器材の情報に対応した医療行為であって、かつ医療行為者がこれから実施すべき医療
行為において、実際に使用される医療器材に割り当てられた識別番号を外部から読み込む
ステップと、選択するステップにおいて選択した医療器材の情報と、読み込むステップに
おいて読み込んだ識別番号との差異にもとづいて、メモリに記憶した複数の医療器材の情
報を更新するステップと、を備える。
【００４５】
　本発明のさらに別の態様もまた、医療行為管理方法である。この方法は、実施される医
療行為に関し、少なくとも、使用される医療器材の情報および医療行為者の情報を含む実
施情報を取得するステップと、少なくとも、医療器材の費用および医療行為者に対する人
件費を含む複数の費用項目のそれぞれの単価がメモリに記憶されており、実施情報および
単価を参照し、１医療行為当たりの費用を算出するステップと、を備える。
【００４６】
　この態様によると、１医療行為当たりの費用を算出することにより、綿密な費用管理が
可能となる。
【００４７】
　なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を方法、装置、システム、記録媒
体、コンピュータプログラムなどの間で変換したものもまた、本発明の態様として有効で
ある。
【発明の効果】
【００４８】
　本発明によれば、簡易にかつ確実に医療行為の予定や実績を把握できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４９】
（実施例１）
　本発明を具体的に説明する前に、概要を述べる。本発明の実施例１は、手術などの医療
行為に対する予定および実施内容を管理する医療行為管理システムに関する。医療行為管
理システムは、手術を予定する場面や、手術の実施内容を登録する場面において使用され
る。本実施例に係る医療行為管理システムにおいて、医師、看護師等の医療行為者は、コ
ンピュータに手術の予定を入力する（以下、入力した手術の予定の情報を「予定情報」と
いう）。その際に、予め定められた複数の術式の中から少なくともひとつを選択すること
によって、術式が特定される。さらに、医療行為に使用される器材、薬剤等に対する医療
器材の情報と、術式との組み合わせが複数記憶されており、医療行為者によって選択され
た術式に応じて、医療器材の情報が選択される。医療行為管理システムは、予定情報と医
療器材の情報を組み合わせて管理する。
【００５０】
　また、手術の実施内容を登録する場面において、医療器材には、識別番号が貼付されて
いる。ここで、識別番号は、文字、数字、図形等の形式によって表現されている。医療行
為者は、スキャナ機能を有した携帯端末装置など識別番号を認識可能な器材を使用して、
手術に使用する医療器材の識別番号を読み込む。読み込まれた識別番号は、コンピュータ
に送信され、前述の予定情報に組み込まれて管理される。このように、手術の予定と実施
内容が一体的になることによって、実施内容に含まれるデータのうち、予定に含まれたデ
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ータは、そのまま使用されるので、実施内容の管理を容易にする。さらに、医療器材の費
用に関するデータも予め記憶しており、使用した医療器材の費用も計算する。また、使用
した医療器材の実績は、医療器材の情報に反映されるので、次に予定情報を入力する際に
、医療器材の情報の精度が高くなる。
【００５１】
　本発明の実施例に係る医療行為管理システムを説明する前に、医療行為管理システムが
使用される医療器材の流通システム１００を説明する。図１は、本発明の実施例１に係る
医療器材の流通システム１００における医療器材の流通経路を説明するための模式図であ
る。医療器材の流通システム１００は、医療器材提供機関１０、医療機関１２を含む。こ
こでは、医療器材提供機関１０と医療機関１２の間の流通経路として医療器材を運搬する
経路のみを記載したが、実際には、医療器材提供機関１０と医療機関１２との間で医療器
材の発注・受注などを行うためのインターネットなどのネットワークも流通経路として存
在する。また、同図では説明の簡潔化のために医療器材の流通システム１００が医療器材
提供機関１０と医療機関１２をそれぞれひとつずつ含む形で構成されているが、通常は、
複数の医療機関１２によって医療器材の流通システム１００の全体が構成される。
【００５２】
　医療器材提供機関１０は、医療器材を提供する機関であり、例えば医療器材メーカに該
当する。医療機関１２は、医療器材のユーザとなる機関であり、通常、病院に該当する。
医療器材提供機関１０は、図示しないネットワークを介して医療機関１２から医療器材の
注文を受けつける（Ｓ１０）。医療器材提供機関１０は、受けつけた注文に応じて医療器
材を梱包する（Ｓ１２）。さらに、医療器材提供機関１０は、梱包した医療器材を医療機
関１２に出荷する（Ｓ１４）。
【００５３】
　医療器材提供機関１０から出荷された医療器材は、医療機関１２に搬入される（Ｓ１６
）。医療機関１２は、搬入された医療器材を手術で使用する（Ｓ１８）。医療器材のうち
、医療器材を構成する各部品は手術で使用される。使用後の医療器材は部品単位に分解さ
れる。この分解された部品のうち、医療器材提供機関１０に引き取られるべき医療器材（
以下、「引取用医療器材」という）に含まれた部品は、洗滌され、さらに滅菌処理される
（Ｓ２０）。滅菌処理された医療器材は再び手術に使用されてもよいが、ここでは説明の
簡略化のために説明を省略する。このような洗滌滅菌処理された引取用医療器材は、部品
単位に分解されたまま医療器材提供機関１０に回収され（Ｓ２２）、医療器材提供機関１
０に受け入れられる（Ｓ２４）。
【００５４】
　医療器材提供機関１０は、回収した取引用医療器材が回収されるべき取引用医療器材で
あるかを確認する（Ｓ２６）。すなわち、回収した引取用医療器材が不足していないか、
あるいは回収した引取用医療器材に不要な医療器材が含まれていないかを確認する。医療
器材提供機関１０は、回収した引取用医療器材を再び滅菌する（Ｓ２８）。滅菌した引取
用医療器材のうち、再び使用すべき医療器材は、部品の使用状態に応じて再利用可能か廃
棄すべきかを点検する（Ｓ３０）。点検によって廃棄すべきと判定された医療器材は廃棄
処理される。通常は、医療廃棄物処理業者または産業廃棄物処理業者がこのような医療器
材を回収する。再利用可能と判定された医療器材は、再びステップ１２において梱包され
る。
【００５５】
　以上の構成において、本発明の実施例に係る医療行為管理システムは、ステップ１８に
おいて使用される。すなわち、医療行為管理システムは、手術の予定を管理する（以下、
このような段階を「予定段階」という）と共に、手術の実施内容を管理する（以下、この
ような段階を「実施段階」という）。予定段階において、医療行為管理システムは、手術
に必要な医療器材が用意されるように管理を行う。一方、実施段階において、医療行為管
理システムは、手術に使用した医療器材の費用を計算し、また医療器材の在庫を明確にす
るように管理を行う。
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【００５６】
　図２は、本発明の実施例１に係る医療行為管理システム１８の構成を示す。医療行為管
理システム１８は、携帯端末装置２０と総称される第１携帯端末装置２０ａ、第２携帯端
末装置２０ｂ、第Ｎ携帯端末装置２０ｎ、医療機関内コンピュータ２２、ルータ２４、医
療器材提供機関内コンピュータ２６を含む。
【００５７】
　携帯端末装置２０は、医療器材に付与された識別番号を読み込むためのスキャナ機能を
有し、所定の情報を入力あるいは出力する。例えば、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇ
ｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔｓ）であってもよい。携帯端末装置２０は、医療機関１２
において、医療行為者によって使用される。
【００５８】
　医療機関内コンピュータ２２は、予定段階と実施段階において、予定情報、医療器材の
情報、実施内容の情報を管理する。医療機関内コンピュータ２２も携帯端末装置２０と同
様に医療機関１２に備えられており、医療行為者は、医療機関内コンピュータ２２を直接
使用して、以上の情報を医療機関内コンピュータ２２に管理する。あるいは、携帯端末装
置２０を使用して、以上の情報を医療機関内コンピュータ２２に管理させてもよい。その
ため、携帯端末装置２０と医療機関内コンピュータ２２は、無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａ
ｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）等のネットワークを介して接続されている。例えば、医療機関
内コンピュータ２２は、ナースステーションに備えられ、携帯端末装置２０は、医療行為
者に携帯される。その結果、医療行為者は、携帯端末装置２０を使用することによって、
ナースステーション以外の場所においても、医療機関内コンピュータ２２にアクセスでき
る。
【００５９】
　医療器材提供機関内コンピュータ２６は、医療器材提供機関１０に備えられたコンピュ
ータであり、医療機関１２に対して発送した医療器材の情報等を管理する。さらに、医療
器材提供機関内コンピュータ２６は、医療機関内コンピュータ２２において管理すべき情
報の一部あるいは全部を管理してもよい。そのために、携帯端末装置２０、医療機関内コ
ンピュータ２２は、ネットワークを介して医療器材提供機関内コンピュータ２６と接続さ
れている。なお、両者は別の事業者に属するので、一般的に、ネットワークは、ルータ２
４によって分離されている。
【００６０】
　以下の説明では、説明の簡略化のために、予定段階と実施段階における予定情報、医療
器材の情報、実施内容の情報は、医療機関内コンピュータ２２によって管理されるものと
して説明する。前述のごとく、これらの情報の管理は、医療器材提供機関内コンピュータ
２６によってなされてもよい。その際、医療器材提供機関内コンピュータ２６の記憶媒体
の記憶内容と、医療機関内コンピュータ２２の記憶媒体の記憶内容は、同期されていても
よい。
【００６１】
　次に、図１のステップ１８、例えば、手術において、医療行為管理システム１８が使用
される状況を説明する。手術には、複数の過程が含まれており、その中の一部において医
療行為管理システム１８が使用されるので、その一部を説明する。
【００６２】
　図３は、本発明の実施例１の前提となる手術の手順を示すフローチャートである。医療
機関１２において、医療行為者は、手術オーダ締切日の処理を実行する（Ｓ５０）。これ
は、手術の数日前に実行される処理であり、手術に必要な手術室や医療器材の予約に相当
する。また、医療行為者は、手術前日の処理を実行する（Ｓ５２）。これは、手術の前日
になされる準備に相当する。さらに、医療行為者は、手術当日の処理を実行する（Ｓ５４
）。これは、手術を当然含むが、それ以外にも手術直前の準備や手術の後処理も含む。こ
こで、ステップ５０とステップ５２が、予定段階に相当し、ステップ５４が、実施段階に
相当する。以上のステップのそれぞれにおいて、医療行為管理システム１８は使用される
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。以下、これらのステップを詳細に説明する。
【００６３】
　図４は、手術オーダ締め切り日の処理の手順を示すフローチャートである。これは、図
３のステップ５０を詳細にした処理に相当する。医療行為者は、手術を担当する医局より
手術オーダを受けつける（Ｓ６０）。医療行為者は、手術室を確保すると共に、スケジュ
ールを確認する（Ｓ６２）。以上の結果、医療行為者は、手術オーダスケジュールを確定
する（Ｓ６４）。その後、医療行為者は、医療機関内コンピュータ２２を使用して、手術
予定表を記入する（Ｓ６６）。さらに、関連する医療行為者等に手術予定表を配布する（
Ｓ６８）。以上の手順の中、医療行為管理システム１８は、ステップ６６において使用さ
れる。
【００６４】
　図５は、手術前日の処理の手順を示すフローチャートである。これは、図３のステップ
５２を詳細にした処理に相当する。医療行為者は、術式別に器材を準備する（Ｓ７０）。
ここで、医療行為者は、携帯端末装置２０を使用しながら、図４のステップ６６において
記入された手術予定表であって、かつ医療機関内コンピュータ２２に記憶された手術予定
表を閲覧する。さらに、手術予定表に記入された医療器材を確認しながら、器材を準備す
る。その後、医療行為者は、手術室を準備する（Ｓ７２）。以上の手順の中、医療行為管
理システム１８は、ステップ７０において使用される。
【００６５】
　図６は、手術当日の処理の手順を示すフローチャートである。これは、図３のステップ
５４を詳細にした処理に相当する。医療行為者は、手術前の処理を実行する（Ｓ８０）。
医療行為者は、携帯端末装置２０を使用して、実際に手術で使用される医療器材に付与さ
れた識別番号を読み取る。なお、この作業は、後述の手術の段階においてなされてもよい
。さらに、医療行為者は、手術を実行し（Ｓ８２）、手術後の処理を実行する（Ｓ８４）
。また、医療行為者は、手術に要した時間等の手術の実績を携帯端末装置２０あるいは医
療機関内コンピュータ２２に入力する（Ｓ８６）。以上の手順の中、医療行為管理システ
ム１８は、ステップ８０やステップ８６において使用される。なお、前述のごとく、ステ
ップ８０と共に、ステップ８２やステップ８４において、医療行為管理システム１８が使
用されてもよい。
【００６６】
　図７は、本発明の実施例１に係る医療行為管理システム１８の構成を示す図である。医
療行為管理システム１８は、前述のごとく、携帯端末装置２０、医療機関内コンピュータ
２２を含む。携帯端末装置２０は、指示部５０、編集部５２、表示部５４、選択部５６、
読込部５８、制御部６０、記憶部６２、通信部６４を備える。また、医療機関内コンピュ
ータ２２は、通信部６６、制御部６８、データベース７０、選択部７２、管理部７４、更
新部７６、取得部７８、編集部８０、計算部８２、表示部８４を含む。ここで、これらの
構成を予定段階において使用される部分と、実施段階において使用される部分に分けて説
明する。
【００６７】
　まず、予定段階について説明する。取得部７８は、患者に施すべき医療行為、例えば手
術についての予定情報を取得する。ここで、予定情報は、手術を実施するために予め定め
ておく必要のある情報を示し、例えば、患者名、手術室、手術開始時刻、術者、術式等を
含む。その際、医療行為者は、表示部８４に表示される項目に従って、すなわち、表示部
８４に表示される項目を埋めていく。また、表示部８４は、その際に、複数の予定情報と
して、ひとつの項目に対する選択肢の一覧を表示する。例えば、「術式」として、「腹腔
鏡下胆嚢摘出術」、「経尿道的前立腺切除術」のような、後述のデータベース７０に予め
記憶されている術式の一覧を表示する。取得部７８は、表示部８４に表示した選択肢の一
覧のうちのいずれかを医療行為者に選択させることによって、予定情報を取得する。
【００６８】
　図８は、表示部８４に表示されたオーダ登録の画面を示す。図８に示した画面のうち、
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「患者ＩＤ」、「患者名（カナ）」、「手術予定日時」、「手術予定時間」等は、医療行
為者によって埋められるべき項目であり、これらに対応した情報が予定情報になる。なお
、図８は、すべての項目が埋められていない状態に相当する。医療行為者が、図中の「術
式」にポインタを移動させると、例えば、ポップアップ形式によって、術式の一覧が表示
される。医療行為者は、ポップアップされた術式のうちのひとつを選択する。なお、この
ような選択は、「術式」以外の項目に対してなされてもよい。
【００６９】
　図７に戻る。データベース７０は、複数の予定情報にそれぞれ対応づけながら、医療行
為に使用される医療器材の情報を複数記憶する。すなわち、ひとつの術式と、当該術式に
使用される医療器材の情報を組み合わせておき、術式の数に応じて、これらの組み合わせ
を複数記憶する。例えば、「腹腔鏡下胆嚢摘出術」とそれに対応した医療器材の情報との
組み合わせ、「経尿道的前立腺切除術」とそれに対応した医療器材の情報との組み合わせ
が記憶されている。
【００７０】
　図９（ａ）－（ｂ）は、データベース７０におけるデータの構造を示す。図９（ａ）は
、術式と医療器材の対応を示す。図示のごとく、術式欄２００、名称欄２０２、内容欄２
０４が設けられており、所定の情報が格納されている。術式欄２００に記入された情報が
、術式の情報に相当し、名称欄２０２と内容欄２０４に記入された情報が医療器材の情報
に相当する。ここで、名称欄２０２に記入された医療器材が複数の部品によって構成され
ている場合、内容欄２０４に部品の名称が記入される。図９（ｂ）は、医療器材と、医療
器材に付与された識別番号と、医療器材の費用との関係を示す。図示の名称欄２０２、識
別番号欄２０６、単価欄２０８が、医療器材、医療器材に付与された識別番号、医療器材
の費用にそれぞれ対応する。識別番号とは、実際の医療器材に割り当てられた番号であり
、後述の実施段階において、実際に使用した医療器材を把握するために使用される。この
ような識別番号は、医療器材に貼付されている。
【００７１】
　図７に戻る。選択部７２は、データベース７０に記憶した複数の医療器材の情報の中か
ら、取得部７８において取得した予定情報に対応する医療器材の情報を選択する。すなわ
ち、取得部７８において、「術式」として「腹腔鏡下胆嚢摘出術」が入力されれば、選択
部７２は、「腹腔鏡下胆嚢摘出術」と記入された術式欄２００に対応した名称欄２０２お
よび内容欄２０４の医療器材を選択する。例えば、「内視鏡下外科手術キット」等が選択
される。
【００７２】
　管理部７４は、取得した予定情報と、選択部７２において選択した医療器材の情報とを
対応させて管理する。すなわち、予定情報と、「内視鏡下外科手術キット」等との情報を
一体化して管理する。図１０は、管理部７４に記録されたデータの構造を示す。図示のご
とく、患者ＩＤ欄２１０、手術予定日時欄２１２、手術予定時間欄２１４、手術種別欄２
１６、器材欄２１８が設けられており、「予定情報」は、患者ＩＤ欄２１０から手術種別
欄２１６等に記録されており、「医療器材の情報」は、器材欄２１８に記録されている。
また、図１０のひとつの行における情報が、ひとりの患者に対する「予定情報」と「医療
器材の情報」の組み合わせに対応する。なお、「予定情報」と「医療器材の情報」は、図
１０に限定されない。
【００７３】
　図７に戻る。医療行為者は、編集部８０を介して、管理部７４において管理する予定情
報と医療器材の情報の少なくともいずれかを編集する。すなわち、既に登録した予定情報
のうち、例えば、「手術予定日時」が変更になれば、医療行為者は、管理部７４において
管理している情報を表示部８４に表示させて、表示された画面にもとづいて、編集部８０
によって所定の修正を行う。なお、制御部６８は、医療機関内コンピュータ２２が所定の
処理を施せるように、情報の入出力やタイミングを制御する。予定段階にて予定情報が確
定すると同時に、準備すべき医療器材の一覧を、例えば準備品リストとして表示部８４に
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表示する。その際に制御部６８は、準備品リストに表示されている医療器材の数量変更や
削除、準備リストへの新規器材の追加を促し、変更・追加・削除が行われると管理部７４
へ通知し、データベース７０内のデータを更新する。また、ステップＳ５２で説明したオ
ーダ登録が行われると、制御部６８は、準備品リストの印刷を促し、準備品リストの印刷
が指示された場合は、図示しないプリンタ等から準備品リストを印刷する。また、予定の
医療行為が複数存在する場合やひとつの予定に複数の術式が存在する場合には、該当する
医療行為と対応づけられた準備品を全て合算したものをリスト表示できるようにしてもよ
い。
【００７４】
　続いて、実施段階について説明する。指示部５０は、実施段階の処理を実行するために
、管理部７４に対して予定情報の一覧を出力するように指示する。当該出力の指示は、通
信部６４と通信部６６を介して、管理部７４に伝達される。管理部７４は、前述のごとく
、予定情報と医療器材の情報を対応づけた組み合わせを複数記憶しており、指示部５０か
らの指示に従って、これらの情報を出力する。通信部６４は、管理部７４から、予定情報
と医療器材の情報を対応づけた組み合わせを受信する。
【００７５】
　表示部５４は、管理部７４から入力した予定情報の一覧を表示する。図１１は、表示部
５４に表示された実施入力一覧の画面を示す。図１１のように、手術予定日ウインドウ２
２０、手術種別ウインドウ２２２、内容ウインドウ２２４、ログアウトボタン２２６、確
定ボタン２２８が備えられている。医療行為者が、手術予定日ウインドウ２２０と手術種
別ウインドウ２２２に所定の情報を入力すれば、管理部７４から入力した予定情報の一覧
のうち、入力された情報に対応したものが、内容ウインドウ２２４に表示される。すなわ
ち、所定の手術予定日であって、かつ所定の手術種別であるような予定情報が内容ウイン
ドウ２２４に表示される。
【００７６】
　内容ウインドウ２２４に表示された予定情報の一覧の中から、これから実施すべき医療
行為に対応する予定情報を医療行為者が指定すれば、これが当該予定情報の選択に相当す
る。この処理が、図７の選択部５６での処理に対応する。すなわち選択部５６は、表示部
５４に表示した複数の予定情報のうちのいずれかを医療行為者に選択させることによって
、これから実施すべき医療行為に対応する予定情報を選択する。なお、医療行為者による
予定情報の指定は、医療行為者が、内容ウインドウ２２４に表示された複数の予定情報の
うちのいずれかをタップし、さらに確定ボタン２２８を押すことによって実現される。図
７の選択部５６による選択の指示は、更新部７６に出力される。
【００７７】
　読込部５８は、これから実施すべき医療行為において、実際に使用される医療器材に割
り当てられた識別番号を外部から読み込む。図１２は、表示部５４に表示された実施入力
の画面を示し、読込部５８において読込の処理を実行している場合における表示部５４の
表示を示す。図示のごとく、オーダ詳細ボタン２３０、員数確認ボタン２３２、内容ウイ
ンドウ２３４、数量変更ボタン２３６、セット内容ボタン２３８、２段識別番号入力ボタ
ン２４０、キャンセルボタン２４２、実施入力完了ボタン２４４が備えられている。識別
番号を読み込んでいない初期の状態において、内容ウインドウ２３４には何も表示されて
いない。医療行為者が、読込部５８によって識別番号を読み込むと、識別番号に対応した
医療器材の名称が表示される。その際に、読込部５８は、データベース７０に記憶された
識別番号と医療器材との関係を参照する。すなわち、図９（ｂ）の名称欄２０２と識別番
号欄２０６との関係を参照する。
【００７８】
　内容ウインドウ２３４に表示された医療器材のうち、「内視鏡下外科手術キット」は、
さらに複数の医療器材を含んでいる。これは、図９（ａ）の名称欄２０２と内容欄２０４
の関係に相当する。そのような場合において、医療行為者がセット内容ボタン２３８を押
せば、表示部５４の表示が図１３のように切り替わる。図１３は、表示部５４に表示され
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たセット内容確認の画面を示す。図示のごとく、内容ウインドウ２５０と戻るボタン２５
２が備えられ、内容ウインドウ２５０が、「内視鏡下外科手術キット」に含まれた医療器
材の詳細を示す。医療器材の詳細は、図９（ａ）の内容欄２０４に記入されている内容に
対応する。戻るボタン２５２を押せば、図１２の表示に戻る。
【００７９】
　医療行為者が、図１２の員数確認ボタン２３２を押せば、表示部５４の表示が図１４の
ように切り替わる。図１４は、表示部５４に表示された医療器材の一覧の画面を示す。図
示のごとく、オーダ詳細ボタン２６０、セット内容確認ボタン２６２、内容ウインドウ２
６４、戻るボタン２６６が設けられている。内容ウインドウ２６４は、選択部５６におい
て選択された予定情報に対応した医療器材の情報を表示する。この情報は、読込部５８に
よって読み込まれた情報ではなく、管理部７４によって管理された情報である。そのため
、読込部５８による処理を実行する前でも、医療行為者は当該情報を閲覧できる。図５の
ステップ７０の処理を実行する際に、医療行為者は、携帯端末装置２０の表示部５４に図
１４の画面を表示させて、手術に必要な医療器材を準備する。
【００８０】
　セット内容確認ボタン２６２と戻るボタン２６６は、図１２のセット内容ボタン２３８
と図１３の戻るボタン２５２と同様の機能を有する。医療行為者がオーダ詳細ボタン２６
０を押せば、表示部５４の表示が図１５のように切り替わる。図１５は、表示部５４に表
示されたオーダの詳細の画面を示す。この画面では、管理部７４において管理されている
予定情報が表示される。なお、この画面への切替は、図１２のオーダ詳細ボタン２３０を
押すことによっても実現可能である。
【００８１】
　図７に戻る。読込部５８は、選択部５６において選択した予定情報に対応した医療器材
の情報に、読み込んだ識別番号を対応づけて更新部７６に送信する。制御部６０は、携帯
端末装置２０が所定の処理を施せるように、情報の入出力やタイミングを制御する。記憶
部６２は、携帯端末装置２０に入力された情報を記憶し、また、記憶した情報を携帯端末
装置２０から医療機関内コンピュータ２２に出力する。すなわち、携帯端末装置２０は、
医療機関内コンピュータ２２の代わりに記憶部６２にアクセスして、以上説明した携帯端
末装置２０の処理を実行してもよい。
【００８２】
　更新部７６は、管理部７４に記憶した複数の組み合わせのうち、選択部５６において選
択した予定情報に対応した医療器材の情報に、読込部５８において読み込んだ識別番号を
対応づけて、管理部７４に記憶した組み合わせを更新する。すなわち、更新部７６は、図
１０に示したデータ構造を有した組み合わせに対して、識別番号を付加する。このような
処理によって、予定情報、医療器材の情報、実際に使用された医療器材の情報が一体的に
管理される。
【００８３】
　さらに、データベース７０に記憶された情報を利用して、識別番号から医療器材を特定
する。このような医療器材と、管理部７４に記憶した医療器材を比較すれば、データベー
ス７０に予め用意した医療器材の情報と、手術において実際に使用した医療器材との差異
が明らかになる。更新部７６は、この差異にもとづいて、データベース７０に記憶した医
療器材の情報を更新する。例えば、データベース７０に記憶された医療器材の情報は、「
鉗子」を含んでいたが、実際の手術では「鉗子」が使用されなかった場合、更新部７６は
、データベース７０に記憶された医療器材の情報から「鉗子」を削除する。なお、以上の
処理は、ひとつの「術式」を単位に実行される。すなわち、対象とする術式が「腹腔鏡下
胆嚢摘出術」であれば、データベース７０に記憶された医療器材の情報のうち、「腹腔鏡
下胆嚢摘出術」に対応した医療器材の情報を更新する。制御部６８は、管理部７４に蓄積
された各術式毎の医療器材の情報に基づき、所定の術式において、データベース７０内の
該当する医療器材の情報のうち、予め決められた回数使用されない医療器材が存在する場
合に、データベース７０に記憶された医療器材の情報から該当する医療器材を削除し、情
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報を更新してもよい。
【００８４】
　計算部８２は、データベース７０に記憶された医療器材の費用の情報を参照しながら、
実際の医療行為に使用した医療器材の費用を積算する。データベース７０のデータ構造は
、図９（ｂ）のように示されているので、計算部８２は、識別番号欄２０６を参照しなが
ら、読込部５８において読み込んだ識別番号に対応した医療器材、医療器材の単価を特定
する。さらに、読込部５８において読み込んだ識別番号が複数であれば、それらに対して
も同様の処理を実行し、複数の単価を特定する。最終的に、計算部８２は、複数の単価を
積算する。
【００８５】
　医療行為者は、前述した編集部８０を介して、管理部７４に記憶した医療器材の情報を
編集する。図１６は、表示部８４に表示された実施入力の画面を示す。医療行為者は、図
１６のように表示された画面の内容を編集する。すなわち、図１６の画面に記載された情
報、例えば、「時間」等は、予定段階において入力された情報を初期値としている。その
ため、手術の予定時間が「１時間３０分」であった場合に、実際の手術が「１時間」であ
れば、編集部８０によってこれを修正する。なお、このような編集は、編集部５２によっ
てなされてもよい。
【００８６】
　この構成は、ハードウエア的には、任意のコンピュータのＣＰＵ、メモリ、その他のＬ
ＳＩで実現でき、ソフトウエア的にはメモリにロードされたプログラムなどによって実現
されるが、ここではそれらの連携によって実現される機能ブロックを描いている。したが
って、これらの機能ブロックがハードウエアのみ、ソフトウエアのみ、またはそれらの組
合せによっていろいろな形で実現できることは、当業者には理解されるところである。
【００８７】
　以上の構成による医療行為管理システム１８の動作を説明する。図１７は、医療機関内
コンピュータ２２による予約手順を示すフローチャートである。取得部７８は、医療行為
者の指示を受けつけながら、予定情報を生成する（Ｓ１００）。表示部５４は、図８の画
面を表示する。その際に、医療行為者は、術式の一覧から少なくともひとつを選択して（
Ｓ１０２）、取得部７８は選択された術式を予定情報に入力する。選択部７２は、データ
ベース７０に記憶した複数の医療器材の情報のうち、術式に対応した医療器材の情報を取
得する（Ｓ１０４）。管理部７４は、予定情報と医療器材の情報を対応づけて管理する（
Ｓ１０６）。医療行為者から表示の要求があれば（Ｓ１０８のＹ）、表示部８４は、管理
部７４において管理している情報を表示する（Ｓ１１０）。その際、表示部５４は、図１
６の画面を表示する。一方、要求がなければ（Ｓ１０８のＮ）、表示部８４は表示を行わ
ない（Ｓ１１２）。
【００８８】
　図１８は、医療行為管理システム１８による実施内容の登録手順を示すシーケンス図で
ある。携帯端末装置２０は、医療行為者からの指示に従って、予定情報の一覧の出力を要
求する（Ｓ１２０）。医療機関内コンピュータ２２は、要求に応じて、管理している予定
情報の一覧を出力する（Ｓ１２２）。携帯端末装置２０は、受けつけた予定情報の一覧を
表示する（Ｓ１２４）。さらに、携帯端末装置２０は、医療行為者の指示に従って、表示
した予定情報の一覧から、ひとつの予定情報を選択し（Ｓ１２６）、これを医療機関内コ
ンピュータ２２に送信する。
【００８９】
　医療機関内コンピュータ２２は、携帯端末装置２０からの選択の指示を受けつける（Ｓ
１２８）。医療行為者は、携帯端末装置２０を使用して、実際に使用される医療器材に付
与された識別番号を読み込み（Ｓ１３０）、これを医療機関内コンピュータ２２に送信す
る。医療機関内コンピュータ２２は、携帯端末装置２０からの識別番号を受けつける（Ｓ
１３４）。医療機関内コンピュータ２２は、選択した予定情報と読み込んだ識別番号にも
とづいて、管理している予定情報を更新する（Ｓ１３６）。さらに、医療機関内コンピュ
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ータ２２は、医療行為における費用を計算する（Ｓ１３８）。一方、携帯端末装置２０は
、識別番号に対応した医療器材の名称を表示する（Ｓ１３２）。
【００９０】
　図１９は、携帯端末装置２０による実施内容の登録手順を示すフローチャートである。
医療行為者は、指示部５０を介して予定情報の一覧の出力を医療機関内コンピュータ２２
に要求する（Ｓ１５０）。選択部５６は、医療機関内コンピュータ２２から受けつけた予
定情報の一覧を表示する（Ｓ１５２）。この表示は、図１１に対応する。表示部５４は、
医療行為者の指示に従って、予定情報の一覧の中から、ひとつの予定情報を選択する（Ｓ
１５４）。選択した情報は、医療機関内コンピュータ２２に送信される。医療行為者は、
読込部５８を使用して、医療器材に付与された識別番号を読み込む（Ｓ１５６）。読み込
んだ識別番号は、医療機関内コンピュータ２２に送信される。表示部５４は、読み込んだ
識別番号に対応した医療器材の名称を表示する（Ｓ１５８）。この表示は、図１２に対応
する。さらに、セット内容表示の要求があれば（Ｓ１６０のＹ）、表示部５４は、表示を
切り替える（Ｓ１６２）。この表示は、図１３に対応する。なお、セット内容表示の要求
がなければ（Ｓ１６０のＮ）、処理を終了する。
【００９１】
　図２０は、医療機関内コンピュータ２２による実施内容の登録手順を示すフローチャー
トである。管理部７４は、携帯端末装置２０から、予定情報の一覧を出力する旨の指示を
受けつける（Ｓ１７０）。管理部７４は、携帯端末装置２０からの指示に従って、携帯端
末装置２０に対して、予定情報の一覧を出力する（Ｓ１７２）。更新部７６は、携帯端末
装置２０から、予定情報の選択の指示を受けつける（Ｓ１７４）。更新部７６は、携帯端
末装置２０から、識別番号を受けつける（Ｓ１７６）。更新部７６は、予定情報の選択の
指示と、識別番号にもとづいて、管理部７４において管理している予定情報や医療器材の
情報を更新する（Ｓ１７８）。
【００９２】
　計算部８２は、管理部７４に管理している予定情報や医療器材の情報と、データベース
７０に記憶している費用の情報にもとづいて、医療行為の費用を計算する（Ｓ１８０）。
さらに、更新部７６は、データベース７０に記憶している医療器材の情報と、識別番号が
対応しなければ（Ｓ１８２のＮ）、データベース７０に記憶した医療器材の情報を更新す
る（Ｓ１８４）。一方、更新部７６は、データベース７０に記憶している医療器材の情報
と、識別番号が対応すれば（Ｓ１８２のＹ）、処理を終了する。
【００９３】
（変形例１）
　実施例の変形例を説明する。これまでの説明と同様に、まず、予定段階について説明す
る。実施例において、データベース７０は、予定情報と医療器材を対応づけている。変形
例においては、予定情報をさらに詳細に規定する。その前提として、手術準備において、
膨大な手術器具や薬品類の中から、予定術式に応じて適切な準備を行うことは、看護師に
とって手間と時間がかかる。手術を担当する医師の好みにより、その医師用の器材を準備
することも多いので、術前に完全な準備を行うことが困難である。
【００９４】
　変形例において、取得部７８において取得した予定情報には、医療行為を実行すべき医
師名と、医療行為の種別が少なくとも含まれている。ここで、医療行為を実行すべき医師
名は、例えば、手術を担当する医師名に相当する。また、医療行為の種別は、例えば、手
術の種別、すなわち予定術式に相当する。予定術式は、図９（ａ）の術式欄２００に示さ
れた術式に対応する。
【００９５】
　データベース７０に記憶した複数の医療器材の情報は、医療行為を実行すべき医師名と
、予定術式に対応づけられている。図９（ａ）では、術式と医療器材の対応を示している
が、変形例では、これに医師名が加えられた形によって対応づけられている。すなわち、
医療器材、医師名、予定術式の３つが、互いに対応づけられながらデータベース７０に記
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憶されている。選択部７２は、データベース７０から、取得部７８において取得した医療
行為を実行すべき医師名と、予定術式に対応すべき医療器材の情報を選択する。管理部７
４は、医療行為を実行すべき医師名と術式に、選択部７２において選択した医療器材の情
報とを対応させて管理する。その結果、図１０に、医師名が加えられる。以上の構成によ
り、予定行為が決まると担当医師と術式が決定するので、その情報を組み合わせることに
よって、最適な準備を実行できる。
【００９６】
（変形例２）
　変形例２も予定段階に対応する。これまでは、ひとつの術式に対応するように、医療器
材を選択していた。１回の手術において、複数の術式が実行される場合もある。そのとき
、それぞれの術式に対応させながら、医療器材を管理するよりも、複数の術式の医療器材
をまとめて管理する方が、医療器材の管理を容易にできる。取得部７８において取得する
予定情報には、複数の医療行為の種別、すなわち複数の予定術式が含まれている。予定術
式は、前述の通りである。選択部７２は、データベース７０から、取得部７８において取
得した複数の予定術式のそれぞれに対応すべき医療器材の情報を選択する。管理部７４は
、取得部７８において取得した複数の予定術式にかかわらず、選択部７２において選択し
た医療器材の情報をまとめて管理する。ここで、「まとめて管理する」とは、医療器材を
単位にして、個数を合算してから管理することに相当する。
【００９７】
　図２１は、本発明の変形例に係る表示部８４に表示された準備品リストの画面を示す。
取得部７８は、予定術式として「ラバコレ（クローズド法）」を取得し、選択部７２は、
データベース７０から、「ラバコレ（クローズド法）」に対応した医療器材を選択する。
表示部８４は、準備品リスト３００に、選択された医療器材を表示する。図２２は、本発
明の変形例に係る表示部８４に表示された準備品リストの別の画面を示す。これは、図２
１に表示された予定術式と、同一の手術においてなされる予定術式に対応した準備品リス
トに相当する。取得部７８は、予定術式として「ラバマーゲン」を取得し、選択部７２は
、データベース７０から、「ラバマーゲン」に対応した医療器材を選択する。表示部８４
は、準備品リスト３００に、選択された医療器材を表示する。図２３は、本発明の変形例
に係る表示部８４に表示された準備品リストのさらに別の画面を示す。これは、図２１に
表示された予定術式と図２２に表示された予定術式をまとめた準備品リストに相当する。
取得部７８は、予定術式として「ラバコレ（クローズド法）」と「ラバマーゲン」を取得
し、管理部７４は、両方の術式に対応した医療器材の情報を合算する。すなわち、管理部
７４は、同一の医療器材に対する数量をカウントする。表示部８４は、準備品リスト３０
０に、合算した医療器材を表示する。
【００９８】
（変形例３）
　変形例３は実施段階に対応する。実施例の読込部５８は、これから実施すべき医療行為
において、実際に使用される医療器材に割り当てられた識別番号を外部から読み込む。携
帯端末装置２０によって、商品コード、数量、有効期限、ロット番号を含む識別番号（例
えば、ＥＡＮ１２８準拠）を読み取る。しかしながら、同一商品の識別番号を読んだ場合
、１個単位のカウントがなされ、同一商品にもかかわらず、数量が自動的にカウントされ
ない。そのため、読み込んだ数だけの商品が一覧表示される。その結果、複数の商品の識
別番号を読み込んだ場合、表示部５４の小さい画面で確認することは使い勝手が悪くなる
。そのため、変形例では、以下のような処理がなされる。
【００９９】
　読込部５８において読み込んだ識別番号には、数量に関する情報と、商品コードが含ま
れている。数量に関する情報とは、複数の医療器材がひとつのキットとしてまとめられて
いる場合に、ひとつのキットに含まれた医療器材の数量に相当する。この場合、ひとつに
キットに識別番号が付与されている。更新部７６は、読込部５８において数量に関する情
報と、商品コードが読み込まれた場合に、数量に関する情報を無視しつつ、商品コードを
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単位にして、商品コードの読み込み回数をカウントする。表示部５４や表示部８４は、カ
ウントされた結果を表示する。具体的に説明すると、更新部７６は、読み込まれた商品コ
ードと、すでに読み込まれた商品コードを比較する。また、商品コードが同一である場合
に、更新部７６は、数量をカウントアップする。
【０１００】
　さらに、同一の医療器材の商品コードが読み込まれ、かつ更新部７６が数量をカウント
アップした場合に、更新部７６は、有効期限、ロット番号を破棄してもよい。具体的に説
明すると、更新部７６は、読み込まれた商品コードと、すでに読み込まれた商品コードを
比較する。また、商品コードが同一である場合に、更新部７６は、数量をカウントアップ
する。さらに、更新部７６は、数量をカウントする際に、有効期限、ロット番号を破棄す
る。
【０１０１】
　図２４（ａ）－（ｂ）は、本発明の変形例に係る識別番号の構成を示す。なお、識別番
号は、ＥＡＮ１２８に対応する。図２４（ａ）は、識別番号に含まれている「コード種別
」を示す。「コード種別」として、「商品コード」、「有効期限」、「ロット番号」が含
まれる。また、図には、それぞれの「コード種別」に対応した「ＡＩ」、「項目」が示さ
れている。図２４（ｂ）は、識別番号の具体例を示す。図の下段に示された具体例は、上
段に示された「商品コード」、「有効期限」、「数量」、「ロット番号」に対応する。
【０１０２】
（変形例４）
　変形例４も実施段階に対応する。これまで、実施入力時、医療行為者は、どの医療器材
を使用したのかをひとつずつ入力しなければならず、手間がかかっている。これまでの説
明のごとく、予定段階において、選択部７２が、医療器材、すなわち準備品を選択してい
るので、変形例では、手術に使用した医療器材も準備品リストを表示する。更新部７６は
、編集部８０を介して、医療行為者からの指示を受けつけると、データベース７０におい
て選択した予定情報に対応した医療器材の情報を変更する。表示部８４は、変更が反映さ
れた医療機材の情報を表示する。なお、更新部７６は、変更を反映させるように、データ
ベース７０に記憶した組み合わせを更新してもよい。
【０１０３】
　図２５は、本発明の変形例に係る表示部８４に表示された準備品リストのクリック時の
画面を示す。準備品リストクリックメニュー３０２は、準備品リスト３００に表示されて
いる器材の数量変更や、キットの場合の内容確認、クリックメニューそのもののキャンセ
ルを実行する。「数量変更」選択時は、数量画面が表示され、編集部８０による数量変更
が可能となる。該当器材がキット器材の場合には「内容確認」選択時、表示部８４によっ
て、キット内容を表示する画面が表示される。
【０１０４】
　図２６は、本発明の変形例に係る表示部８４に表示された準備品の数量変更時の画面を
示す。数量変更器材名称欄３０４は、選択した器材の名称を表示する。数量欄３０６にお
いて、直接編集、あるいは増減ボタンにより、編集部８０が数量を編集する。キャンセル
ボタン３０８において、該当器材の数量変更がキャンセルされる。確定ボタン３１０にお
いて、該当器材の数量変更が確定される。
【０１０５】
　図２７は、本発明の変形例に係る表示部８４に表示された準備品キットの内容確認時の
画面を示す。キット名称欄３１２は、該当キットの名称を表示する。キット内容リスト３
１４は、データベース７０における該当キットの構成品リストを表示する。本リストは、
器材マスタの表示順にてデフォルト表示される。閉じるボタン３１６は、本画面を閉じる
。
【０１０６】
　図２８は、本発明の変形例に係る表示部８４に表示された準備品追加時の画面を示す。
検索キーワード入力エリア３１８に、器材検索用のキーワードが入力される。また、検索
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キーワード入力エリア３１８の下部にあるチェックボックスにチェックすることによって
、入力したキーワードを含む検索条件とすることができる。検索ボタン３２０がクリック
されることによって、検索キーワード入力エリア３１８に入力されたキーワードにて、選
択部７２が検索を実行する。検索結果がある場合には、検索結果表示エリア３２２に結果
が表示され、検索結果がない場合には、検索結果無しを通知するメッセージダイアログが
表示される。検索キーワード入力エリア３１８に指定が入力されていない場合には、全検
索を行うかの確認ダイアログが表示され、選択部７２は、全検索を実行する。検索結果は
、検索結果表示エリア３２２に表示される。
【０１０７】
　検索結果表示エリア３２２は、検索した結果をリスト表示する。検索結果から該当する
器材がクリックされると、検索結果クリックメニュー３２４が開かれる。検索結果クリッ
クメニュー３２４は、検索結果から該当する器材がクリックされると、表示される。「追
加」を選択すると、数量画面が開かれる。数量画面上にはデフォルト量が予め表示される
ものとする。数量画面にて確定ボタン押下により、準備品リスト３００に器材が追加され
た旨のメッセージが表示され、準備品リスト３００に該当器材が追加される。閉じるボタ
ン３２６は、本画面を閉じる。
【０１０８】
　図２９は、本発明の変形例に係る表示部８４に表示された準備品追加時の別の画面を示
す。追加器材名称欄３２８には、検索結果にて選択した追加器材の名称が表示される。数
量欄３３０には、追加器材のデフォルト量が所定の単位で表示される。直接編集、増減ボ
タンによって、編集部８０は、数量を編集する。キャンセルボタン３３２は、該当器材の
数量欄３３０への追加をキャンセルする。キャンセル後は、検索結果表示状態の前画面へ
戻る。確定ボタン３３４は、該当器材の準備品リスト３００への追加を確定する。追加後
は追加完了メッセージダイアログを表示し、検索結果表示状態の前画面へ戻る。
【０１０９】
　本発明の実施例１によれば、予定情報と医療器材の情報との組み合わせを予め複数記憶
しており、取得した予定情報に応じて、記憶した組み合わせから医療器材の情報を取得し
、取得した医療器材の情報を取得した予定情報に対応づけてから、当該予定情報を管理す
るので、予め定められた医療器材の情報を取得できる。また、医療器材の情報を入力しな
くても、予定情報に応じて自動的に医療器材の情報を取得できるので、医療行為者の負担
を軽減できる。また、予め定められた医療器材の情報を取得するので、医療器材の情報を
生成する際の誤りを低減できる。
【０１１０】
　また、予定情報を入力する際に、複数の選択肢の中からひとつを選択するだけの処理に
することによって、予定情報の入力処理に対する医療行為者の負担を軽減できる。また、
情報を修正できる。また、医療行為の予定情報と、実際の医療行為の実施内容とを対応づ
けて管理できる。また、予定情報と実施内容を対応づけて管理することによって、複数の
情報を一元的に管理できる。また、一元的に管理した情報に所定の処理を施すことによっ
て、情報の２次的利用ができる。また、予定情報と実施内容を比較すれば、より実施内容
に近い予定情報を生成できる。また、不要な在庫を減少できる。また、医療行為者が医療
器材の準備を行う場合に、準備すべき医療器材を確認できるので、医療行為に必要な医療
器材を準備できる。
【０１１１】
　また、携帯情報端末を使用するので、紙への印刷を不要にでき、紙の消費量を低減でき
る。また、医療行為における費用を明らかにできる。また、収支の計算を容易にできる。
また、実際の医療行為に使用された医療器材に応じて、予め記憶した予定情報と医療器材
の情報の組み合わせを更新するので、組み合わせの信頼性を高めることができる。また、
サーバと携帯端末装置という構成により、医療行為者は、サーバから離れた場所において
も、サーバ内の情報にアクセスできる。
【０１１２】
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また、医師名と、予定術式とに対応づけられながら、医療器材の情報が記憶されているの
で、医療器材の情報の選択の精度を向上できる。また、ひとつの予定情報に対する医療器
材の情報がまとめられるので、ひとつの予定情報に対する医療器材の情報の把握を容易に
できる。また、ひとつの商品コードを読み込んだときに、自動的にカウントアップがなさ
れるので、医療行為者の処理を容易にできる。また、医療器材の情報を変更してから表示
するので、現在の状態に適合した医療器材の情報を表示できる。また、変更を反映した組
み合わせに更新されるので、実際の状態に近い組合せを記憶できる。
【０１１３】
（実施例２）
　次に、本発明の実施例２について説明する。実施例２は、１医療行為当たりの費用を正
確に管理する医療行為管理システム１８を提供するものである。図３０は、本発明の実施
例２に係る医療行為管理システム１８の第１構成を示す図である。この医療行為管理シス
テム１８の第１構成は、前述のごとく、携帯端末装置２０、医療機関内コンピュータ２２
を含む。携帯端末装置２０は、実施例１のそれと、同一の構成および動作でよいため、説
明を省略する。また、医療機関内コンピュータ２２は、通信部６６、制御部６８、データ
ベース７０、更新部７６、取得部７８、計算部８２、および表示部８４を含む。
【０１１４】
　実施例２の取得部７８は、患者に施すべき医療行為、または患者に施した医療行為に関
する実施情報を取得する。実施情報は、１医療行為当たりの費用を正確に算出するために
必要な情報を含み、例えば、患者名、手術室、手術開始時刻、手術時間、術者、術式、使
用医療器材、合併症の有無、その症例等を含む。なお、術者に関しては、医師、看護師等
を具体的に特定する情報、例えば社員コード等を取得する。また、使用する医療器材や医
療機器に関しては、そららを具体的に特定する情報、例えば、識別番号等を取得する。
【０１１５】
　取得部７８による上記実施情報は、いずれの方法で取得してもよい。例えば、単純に医
療行為者が手術や外来診療などの医療行為を実施した後に、携帯端末装置２０を介して、
または直接医療機関内コンピュータ２２に一人以上の医療行為者が実施情報を入力しても
よい。また、実施例１で説明したように、医療機関内コンピュータ２２に予め予定情報を
登録し、実施段階でその情報を適宜更新することにより、最終的な実施情報が生成されて
もよい。例えば、図７において、更新部７６が、実際に使用された医療器材に割り当てら
れた識別番号を読込部５８から読み込んで、上記予定情報の医療器材に関する項目を更新
してもよい。また、医療行為者は、図７の編集部８０を介して、予定段階で登録された予
定情報を、医療行為の実施前または実施後に編集してもよい。実施例２の取得部７８は、
このような種々の手法で実施情報を取得することを包括して表す構成要素とする。
【０１１６】
　図３１は、実施例２におけるデータベース７０の詳細を示す。データベース７０は、実
施情報蓄積データベース７１０、人件費データベース７２０、医療器材費データベース７
３０、医療機器購入費データベース７４０、医療機器リース費データベース７５０、保守
・修理費データベース７６０、医療廃棄処理費データベース７７０、消毒・滅菌費データ
ベース７８０、および診療報酬データベース７９０を含む。
【０１１７】
　実施情報蓄積データベース７１０は、取得部７８により取得された実施情報を蓄積して
いくものである。医療行為ごとに図１６に示したような項目を含む実施情報を蓄積してい
く。また、それ以外の項目として、合併症の有無等を含んでもよい。人件費データベース
７２０は、術者、看護師、技師等の医療行為者ごとに時給や、１手術当たりの手当て等を
管理する。同一の職種であっても、勤続年数や熟練度によって時給などの給与が異なるた
め、医療行為者ごとにそれを管理するとよい。人件費は、人件費データベース７２０に登
録された時給と、実施情報に含まれる医療行為の実施時間を掛けること等により算出する
ことができる。また、新たな医療行為者が登録されたり、既存の医療行為者に給与の変更
があった場合、実施例２の更新部７６は、人件費データベース７２０の内容を更新する。
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【０１１８】
　医療器材費データベース７３０は、図９（ｂ）に示したように、医療器材ごとの単価を
管理する。本明細書では、「医療器材」という用語を薬剤も含むものとして使用している
ため、薬剤の単価も医療器材費データベース７３０で管理している。医療機器購入費デー
タベース７４０は、以前に購入した医療機器の購入費を管理する。医療機器リース費デー
タベース７５０は、医療機器をリースした場合のそのリース費を管理する。保守・修理費
データベース７６０は、医療機器やその他の病院施設の保守・修理費を管理する。医療機
器ごとに保守・修理費用が異なる場合、医療機器ごとに管理する。なお、実施情報として
蓄積された医療器材にかかわる費用が管理できればよく、医療器材費データベース７３０
、医療機器購入費データベース７４０、医療機器リース費データベース７５０内のデータ
を必要に応じて利用する。
【０１１９】
　医療廃棄処理費データベース７７０は、鉗子や処置具等のディスポーザブル製品、メス
、アンプル、脱脂綿、包帯、廃血液等の医療廃棄物として処理する際に発生する費用を管
理する。医療廃棄処理費データベース７７０は、医療廃棄物の分類や排出量別に単価を管
理する。消毒・滅菌費データベース７８０は、医療機関で使用された内視鏡や処置具、メ
ス、ピンセット、注射筒等の医療器材の医療器材を洗滌・消毒・滅菌するための費用を管
理する。消毒・滅菌を外部の業者に委託する場合、その業者の料金体系により医療器材や
繊維製品ごとの単価が設定される。消毒・滅菌費データベース７８０は、その単価を管理
する。
【０１２０】
　実施例２の更新部７６は、医療器材費データベース７３０、医療機器購入費データベー
ス７４０、医療機器リース費データベース７５０、保守・修理費データベース７６０、医
療廃棄処理費データベース７７０、および消毒・滅菌費データベース７８０についても、
人件費データベース７２０の場合と同様に単価等に変更がある場合、それらのデータベー
スの内容を更新する。
【０１２１】
　診療報酬データベース７９０は、医療機関が投薬、検査、手術等、個々の治療行為に対
して受け取る診療代の公定価格を管理する。薬剤を含む医療器材も、診療報酬の対象とな
るため、その公定価格も管理する。
【０１２２】
　図３０に戻り、計算部８２は、１医療行為当たりの費用をデータベース７０を参照して
、算出する。ここで、１医療行為とは、１回の手術等の単位である１回の診療行為や１回
の検査行為を含む概念である。１医療行為当たりの費用は、下記式１により求める。
【０１２３】
　１医療行為当たりの費用＝医療器材費用＋人件費＋医療機器購入費＋医療機器リース費
＋保守・修理費＋医療廃棄物処理費＋消毒・滅菌費　…（式１）
【０１２４】
　計算部８２は、まず、上記（式１）の医療器材費用等を、実施情報蓄積データベース７
１０を参照して、対象となる医療行為で使用した医療器材の種類や数量、医療行為者、医
療廃棄物の量などを特定する。その後、特定した種類や量と、対応する単価を人件費デー
タベース７２０等から特定し、対応する費用項目同士を掛けてやることにより、各費用項
目を算出することができる。なお、購入した医療機器等が存在しない場合、その費用項目
は加算されない。
【０１２５】
　また、計算部８２は、実施情報蓄積データベース７１０を参照して、実施した医療行為
および使用した医療器材を特定し、診療報酬データベース７９０を参照して、その特定し
た医療行為等に対応する公定価格を算出し、それらの公定価格を合算する。これにより、
１医療行為当たりの診療報酬を算出することができる。そして、この診療報酬から、上記
（式１）により算出した当該医療行為の費用を減算すると、その医療行為の利益を算出す
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ることができる。
【０１２６】
　表示部８４は、計算部８２が算出した１医療行為当たりの費用や利益を表示する。なお
、表示部８４は、計算部８２が算出した１診療行為当たりの費用と利益を表示する際に、
それぞれの乖離を識別しやすいようにグラフにて表示してもよい。表示部８４は、医療機
関内コンピュータ２２に接続可能な外部端末のディスプレイであってもよい。例えば、医
療機関内コンピュータ２２がナースステーションに設置される場合、院長室に設置される
端末に表示可能なようにしてもよい。
【０１２７】
　図３２は、本発明の実施例２に係る医療行為管理システム１８の第２構成を示す図であ
る。第２構成は、第１構成と比較し、医療機関内コンピュータ２２と医療器材提供機関内
コンピュータ２６とが連携して、１医療行為当たりの費用を算出するためのデータを管理
し、その費用を算出する点が異なる。
【０１２８】
　医療器材提供機関内コンピュータ２６は、通信部８６、制御部８８、データベース９０
、更新部９２、および計算部９４を含む。第２構成では、図３１に示した複数のデータベ
ース７１０～７９０を医療機関内コンピュータ２２のデータベース７０と、医療器材提供
機関内コンピュータ２６のデータベース９０に振り分けて管理する。例えば、実施情報蓄
積データベース７１０、人件費データベース７２０を医療機関内コンピュータ２２のデー
タベース７０で管理し、医療器材費データベース７３０以下のそれ以外のデータベース７
３０～７９０を医療器材提供機関内コンピュータ２６のデータベース９０で管理する。人
件費データベース７２０は、人事情報を含むため、医療機関外に出しづらい性質のもので
ある。そのため、人件費データベース７２０は、医療機関内コンピュータ２２のデータベ
ース７０で管理している。
【０１２９】
　またこの例において、実施情報蓄積データベース７１０のうち、医療行為者に関する情
報や医療行為の実施時間に関する情報等、医療機関内に閉じておきたい情報に関係する部
分のデータを医療機関内コンピュータ２２のデータベース７０で管理し、それ以外の実施
情報を医療器材提供機関内コンピュータ２６のデータベース９０で管理してもよい。
【０１３０】
　また、保守・修理費データベース７６０、医療廃棄処理費データベース７７０等、医療
機関外に出したくないとその医療機関が判断するデータについても、医療機関内コンピュ
ータ２２のデータベース７０で管理してもよい。このように、実施情報や各種の費用を算
出するためのデータは、医療機関の判断により、どのように振り分けて管理してもよい。
また、医療機関内コンピュータ２２のデータベース７０で管理されているデータを、医療
器材提供機関内コンピュータ２６のデータベース９０へ送信し、同期を取る構成にしても
よい。制御部６８は通信部６６を介して、データベース７０に格納されているデータを送
信する。制御部８８は、通信部８６を介して医療機関内コンピュータ２２より送信された
データを受信し、データベース９０へ格納する。なお、同期については、データ入力する
人間に対して手動による同期を促すか、予め設定したタイミングで自動的に同期を取るか
、いずれかにより実行される。制御部６８は、手動による同期の際に、データの未送信件
数および送信ボタンを表示部８４に表示し、送信ボタンが押下された際に同期処理を行う
ようにしてもよい。なお、同期処理が行われた場合には、医療機関内コンピュータ２２の
データベース７０に送信済フラグを立てておく。オーダの変更が行われ、データベース７
０の内容が更新された際に該当するデータの送信フラグを降ろし、再度同期処理による更
新対象データとして取り扱う。また、同期処理が行われた履歴、例えば送信記録を予め設
定された期間、記録しておき、送信情報確認要求があった場合に、一覧表示として表示さ
せてもよい。
【０１３１】
　図３２では、医療機関内コンピュータ２２および医療器材提供機関内コンピュータ２６



(25) JP 4873384 B2 2012.2.8

10

20

30

40

50

の両方に計算部８２、９４が設けられている。この点、計算部は、少なくとも一方に設け
られればよい。その場合、両コンピュータ２２、２６の通信部６６、６８を利用して、計
算部が設けられる側のコンピュータにデータを送り、そのコンピュータで１医療行為当た
りの費用や利益を算出する。
【０１３２】
　また、両コンピュータ２２、２６の各計算部８２、９４は、それぞれのデータベース７
０、９０に割り振られたデータで算出可能な部分まで計算してもよい。その後、通信部６
６、６８を利用して、どちらかのコンピュータ２２、２６に両計算部８２、９４の計算結
果を集めて、最終的に１医療行為当たりの費用や利益を算出してもよい。
【０１３３】
　次に、１医療行為当たりの費用を算出する際に、その医療行為に使用した医療機器や医
療器材の中に、リユース品が含まれている場合について説明する。リユース品とは、複数
回使用されることが前提となっているものを指し、内視鏡等の医療機器や消毒・滅菌後に
再使用可能な医療器材などが該当する。リユース品以外の使い捨ての器材は、単純に器材
の単価と１医療行為により使用された数量を掛けてやれば、その医療行為によるその器材
の費用を算出することができる。
【０１３４】
　これに対し、リユース品に対しては、器材の単価でなく１医療行為当たりの使用に対す
る対価を金銭評価したものを費用算出の基礎とする。例えば、ＣＰＰ（Ｃｏｓｔ　Ｐｅｒ
　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）システムは、医療機器を使用した検査・治療の診療数に応じて課
金するものである。使用回数が多いほど、１医療行為当たりの使用に対する金銭評価を下
げていくシステムである。例えば、医療機関内コンピュータ２２の更新部７６または医療
器材提供機関内コンピュータ２６の更新部９２は、上記金銭評価が変化する閾値を１００
症例に設定した場合、実施情報蓄積データベース７１０により蓄積された症例数が１００
を超えた際に、医療器材費データベース７３０や医療機器購入費データベース７４０等に
管理されたリユース品の１医療行為当たりの使用に対する金銭評価額を下げる。
【０１３５】
　また、リユース品の１医療行為当たりの使用に対する金銭評価は、これ以外にも種々の
手法により行うことが可能であり、例えば、医療機器の単年の原価消却費を算出し、その
機器のその年の使用回数、または想定使用回数で割った額を上記金銭評価額としてもよい
。また、使用回数が規則で定まっていたり、経験的に予測可能なリユース品の場合に、単
純にそのリユース品の単価をそれらの使用回数で割った額を上記金銭評価額としてもよい
。
【０１３６】
　医療器材費データベース７３０や医療機器購入費データベース７４０等は、リユース品
の管理に関しては、そのリユース品の単価ではなく、１医療行為当たりの使用に対する金
銭評価額を管理する。また、医療機関内コンピュータ２２および医療器材提供機関内コン
ピュータ２６の少なくともいずれかの計算部８２、９４は、リユース品の場合、そのリユ
ース品の１医療行為当たりの使用に対する金銭評価額に、その医療行為により使用された
数量を掛けてやれば、その医療行為によるそのリユース品の費用を算出することができる
。
【０１３７】
　なお、両コンピュータ２２、２６の少なくともいずれかの計算部８２、９４は、保守・
修理費、医療廃棄処理費、消毒・滅菌費についても、１医療行為当たりの単価という形式
で管理されていない場合、１医療行為当たりの金銭評価額を算出する。この場合も、上述
したように種々の評価方法を利用することができる。
【０１３８】
　次に、実施情報蓄積データベース７１０に蓄積されたデータを有効活用する方法につい
て説明する。医療機関内コンピュータ２２および医療器材提供機関内コンピュータ２６の
少なくともいずれかの計算部８２、９４は、術式別、患者別に、各医療行為の人件費や材
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料費などを求め、表示部８４は、その求めた数値データを表示することができる。ここで
、材料費として、各医療行為で使用される医療機器および医療器材の全体の費用を表示し
てもよいし、医療機器別、医療器材別に分けて表示してもよい。
【０１３９】
　図３３は、表示部８４に表示された材料費と合併症との関連をグラフ化して表示した画
面を示す。この画面において、縦軸は各医療行為を識別するための情報を示し、横軸は材
料費の金額を示す。図では、各医療行為を識別するための情報として、術式と患者名を表
示している。もちろん、各医療行為に付された整理番号等の情報で各医療行為を識別して
もよい。ユーザは、術式別や患者別に、各医療行為を分類して表示させることができる。
各医療行為に関し、その対象患者が合併症を併発しているか否か、併発している場合の症
例も識別できるよう、各医療行為に関連づけて表示する。このように、合併症の有無やそ
の症例と材料費との関係を対比させて表示させることにより、症例のパターンと材料費と
の関係性を容易に認識することができる。また、図３３では、横軸に材料費をとっている
が、人件費などユーザが指定した費用項目であってもよい。また、横軸に手術時間をとっ
てもよい。
【０１４０】
　上述したような要領で、患者の入院日数とその患者に医療行為を実施した術者との関係
、患者の入院日数とその患者に実施した際の手術時間との関係等をグラフ化して、表示し
てもよい。通常、医療機関内コンピュータ２２のデータベース７０には、患者の入院日数
が管理されているため、それを利用すればよい。
【０１４１】
　実施例２に係る以上の構成による医療行為管理システム１８の動作を説明する。図３４
は、医療行為管理システム１８による１医療行為当たりの費用を算出する手順を示すフロ
ーチャートである。取得部７８は、各医療行為の実施情報を取得する（Ｓ１９０）。医療
機関内コンピュータ２２および医療器材提供機関内コンピュータ２６の少なくともいずれ
かの計算部８２、９４は、その実施情報に含まれる人的および物的な情報を基に、その医
療行為に参加した医療行為者、使用した医療器材、医療機器などを特定する。そして、医
療機関内コンピュータ２２および医療器材提供機関内コンピュータ２６の少なくともいず
れかのデータベース７０、９０に管理された各種の費用項目を管理するデータベース７２
０～７８０を参照して、その医療行為者の時給、その医療器材の単価等を特定する（Ｓ１
９２）。
【０１４２】
　ここで、その実施情報の中に、リユース品が含まれている場合（Ｓ１９４のＹ）、その
リユース品の１医療行為当たりの使用に対する金銭評価額を、各種の費用項目を管理する
データベース７２０～７８０を参照して特定する（Ｓ１９６）。なお、金銭評価額がその
時点の条件によって変化するものである場合、その時点の金銭評価額を算出する。そして
、当該計算部８２、９４は、各費用項目の費用を算出し、それらを足し合わせることによ
り、１医療行為当たりの費用を算出する（Ｓ１９８）。
【０１４３】
　図３５は、医療行為管理システム１８によるリユース品の金銭評価額を更新する手順を
示すフローチャートである。まず、医療機関内コンピュータ２２および医療器材提供機関
内コンピュータ２６の少なくともいずれかの更新部７６、９２に、リユース品などの１医
療行為当たりの使用に対する金銭評価額を変更するための閾値が設定される（Ｓ２００）
。例えば、医療器材提供業者との契約により設定される。医療機関内コンピュータ２２お
よび医療器材提供機関内コンピュータ２６の少なくともいずれかのデータベース７０、９
０に実施情報が蓄積されていく（Ｓ２０２）。上記更新部７６、９２は、上記リユース品
の使用回数等が上記閾値を超えたことを検出すると（Ｓ２０４のＹ）、そのリユース品の
１医療行為当たりの使用に対する金銭評価額を変更する（Ｓ２０６）。例えば、使用回数
が当該閾値を超えると、その金銭評価額を下げたりする。この金銭評価額の更新は、その
リユース品等が償却済みになるまで（Ｓ２０８Ｙ）、続けられる。
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【０１４４】
　以上説明したように実施例２によれば、１医療行為当たりの費用や利益を算出すること
により、医業の損益状況を医療行為単位で正確に分析することができる。また、保守・修
理費、消毒・滅菌費、医療廃棄物処理費等、人件費や医療材料費以外の費用についても考
慮して、１医療行為当たりの費用を算出することにより、より綿密な費用管理を行うこと
ができる。また、リユース品等、医療行為単位で課金されていない医療器材や医療機器に
対しても、１医療行為当たりの使用に対する金銭評価を行うことにより、より実態に近い
精緻な費用管理を行うことができる。また、診療報酬データベースと、１医療行為当たり
の費用を用いることにより、１医療行為当たり利益も綿密に算出することができる。
【０１４５】
　さらに、様々な表示形態で、例えば、グラフ化したり、ある費用項目と合併症の有無や
その症例とを対比させながら表示したりすることができるため、医業の損益状況やある現
象とある費用項目との関連性等を可視的に把握することができる。これらの情報は、今後
の経営判断に生かすことができる。
【０１４６】
　以上、本発明を実施の形態をもとに説明した。この実施の形態は例示であり、それらの
各構成要素や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変
形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。
【０１４７】
　本発明の実施例１において、携帯端末装置２０や医療機関内コンピュータ２２に記憶あ
るいは管理されている予定情報のうち、「術式」の項目が医療器材の情報に対応づけられ
ている。しかしながらこれに限らず例えば、「術者」の項目が医療器材の情報に対応づけ
られていてもよい。すなわち、「術者」に応じて、医療器材の情報が変わるように規定さ
れていてもよい。さらに、複数の項目に医療器材の情報が対応づけられていてもよい。こ
のような場合に、データベース７０は、医療行為者に対する人件費も記憶している。さら
に、選択部５６は、医療行為者の指示に従って、医療行為を実施すべき医療行為者も選択
する。計算部８２は、データベース７０を参照しながら、選択部５６において選択した医
療行為者に対する人件費を特定し、特定した人件費をこれから実施すべき医療行為におけ
る費用に含める。このような変形例によれば、準備すべき医療器材を医療行為者に応じて
調節できるので、詳細な設定が可能になる。また、人件費を含めた費用を明らかにできる
。つまり、医療器材の情報が変わるような項目であればよい。
【０１４８】
　本発明の実施例１、２において、医療行為として手術を説明した。しかしながらこれに
限らず例えば、投薬等の行為であってもよい。本変形例によれば、様々な医療行為に本発
明を適用できる。つまり、情報を管理する必要があり、同様の病気に対する治療など、原
因と処理内容が対応づけられるものであればよい。
【０１４９】
　本発明の実施例１において、表示部８４は、次のような態様であってもよい。表示部８
４は、ひとつの予定情報を単位にして表示するだけなく、例えば、１日単位で予定情報を
表示してもよく、さらにこれらの表示を切り替えるように構成されてもよい。また、表示
部８４は、実施内容が未入力の予定情報と、実施内容が入力された予定情報とを切り替え
て表示できるように構成されていてもよい。本変形例によれば、医療行為者の利便性を向
上できる。
【０１５０】
　本発明の実施例１において、計算部８２は、費用を人件費、材料費に分けて計算しても
よい。また、本発明の実施例１、２において、計算部８２は、術式や患者や術者を単位に
して積算を実行してもよい。また、計算部８２は、平均などの統計処理を実行してもよい
。例えば、一日平均外来患者数、患者１人１日当たりの入院収益等、各種の病院経営指標
を算出して表示してもよい。本変形例によれば、経営の分析などに使用するデータを取得
できる。



(28) JP 4873384 B2 2012.2.8

10

20

30

40

50

【０１５１】
　本発明の実施例１、２において、更新部７６は、データベース７０に記憶した医療器材
の情報と、読み込んだ識別番号との差異をそのままデータベース７０に記憶した医療器材
の情報に反映している。しかしながらこれに限らず例えば、差異に統計等の処理を施して
から、データベース７０に記憶した医療器材の情報に反映してもよい。本変形例によれば
、データベース７０に記憶した医療器材の情報の精度を高くできる。データベース７０に
記憶した医療器材の情報が、実際に使用された医療器材に近づければよい。
【０１５２】
　本発明の実施例２において、図３２に示したように、各種の費用項目のデータベース７
２０～７８０を構築した。この点、病院施設の賃貸料、光熱水費、租税公課等のデータベ
ースをさらに構築してもよく、この場合、さらに固定費を控除した利益、間接費を控除し
た利益、税引き後の利益を算出することも可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０１５３】
【図１】本発明の実施例１に係る医療器材の流通システムにおける医療器材の流通経路を
説明するための模式図である。
【図２】本発明の実施例１に係る医療行為管理システムの構成を示す図である。
【図３】本発明の実施例１の前提となる手術の手順を示すフローチャートである。
【図４】図３の手術オーダ締め切り日の処理の手順を示すフローチャートである。
【図５】図３の手術前日の処理の手順を示すフローチャートである。
【図６】図３の手術当日の処理の手順を示すフローチャートである。
【図７】本発明の実施例１に係る医療行為管理システムの構成を示す図である。
【図８】図７の表示部に表示されたオーダ登録の画面を示す図である。
【図９】図９（ａ）－（ｂ）は、図７のデータベースにおけるデータの構造を示す図であ
る。
【図１０】図７の管理部に記録されたデータの構造を示す図である。
【図１１】図７の表示部に表示された実施入力一覧の画面を示す図である。
【図１２】図７の表示部に表示された実施入力の画面を示す図である。
【図１３】図７の表示部に表示されたセット内容確認の画面を示す図である。
【図１４】図７の表示部に表示された医療器材の一覧の画面を示す図である。
【図１５】図７の表示部に表示されたオーダの詳細の画面を示す図である。
【図１６】図７の表示部に表示された実施入力の画面を示す図である。
【図１７】図７の医療機関内コンピュータによる予約手順を示すフローチャートである。
【図１８】図７の医療行為管理システムによる実施内容の登録手順を示すシーケンス図で
ある。
【図１９】図７の携帯端末装置による実施内容の登録手順を示すフローチャートである。
【図２０】図７の医療機関内コンピュータによる実施内容の登録手順を示すフローチャー
トである。
【図２１】本発明の変形例に係る表示部に表示された準備品リストの画面を示す図である
。
【図２２】本発明の変形例に係る表示部に表示された準備品リストの別の画面を示す図で
ある。
【図２３】本発明の変形例に係る表示部に表示された準備品リストのさらに別の画面を示
す図である。
【図２４】図２４（ａ）－（ｂ）は、本発明の変形例に係る識別番号の構成を示す図であ
る。
【図２５】本発明の変形例に係る表示部に表示された準備品リストのクリック時の画面を
示す図である。
【図２６】本発明の変形例に係る表示部に表示された準備品の数量変更時の画面を示す図
である。
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【図２７】本発明の変形例に係る表示部に表示された準備品キットの内容確認時の画面を
示す図である。
【図２８】本発明の変形例に係る表示部に表示された準備品追加時の画面を示す図である
。
【図２９】本発明の変形例に係る表示部に表示された準備品追加時の別の画面を示す図で
ある。
【図３０】本発明の実施例２に係る医療行為管理システムの第１構成を示す図である。
【図３１】図３０におけるデータベースの詳細を示す図である。
【図３２】本発明の実施例２に係る医療行為管理システムの第２構成を示す図である。
【図３３】図３０または図３２の表示部に表示された材料費と合併症との関連をグラフ化
して表示した画面を示す図である。
【図３４】図３０または図３２の医療行為管理システムによる１医療行為当たりの費用を
算出する手順を示すフローチャートである。
【図３５】図３０または図３２の医療行為管理システムによるリユース品の金銭評価額を
更新する手順を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１５４】
　１８　医療行為管理システム、　２０　携帯端末装置、　２２　医療機関内コンピュー
タ、　２４　ルータ、　２６　医療器材提供機関内コンピュータ、　５０　指示部、　５
２　編集部、　５４　表示部、　５６　選択部、　５８　読込部、　６０　制御部、　６
２　記憶部、　６４　通信部、　６６　通信部、　６８　制御部、　７０　データベース
、　７２　選択部、　７４　管理部、　７６　更新部、　７８　取得部、　８０　編集部
、　８２　計算部、　８４　表示部。
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】
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【図３１】 【図３２】

【図３３】 【図３４】
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