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(57)【要約】
【課題】 ミスオペレーションを低減させる電子カルテ
管理装置を提供する。
【解決手段】 電子カルテ管理装置（１００）は、電子
カルテの仮保存要求を受信した際に、該仮保存要求の電
子カルテを一時的に格納部（１０４）に仮保存する。そ
して、電子カルテ管理装置（１００）は、格納部（１０
４）に仮保存した電子カルテの確定保存要求を受信した
際に、格納部（１０４）に仮保存した電子カルテを正式
に格納部（１０１）に確定保存する。
【選択図】 図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
電子カルテを管理する電子カルテ管理装置であって、
電子カルテの仮保存要求を受信した際に、該仮保存要求の電子カルテを一時的に仮保存
する電子カルテ仮保存手段と、
前記仮保存した電子カルテの確定保存要求を受信した際に、前記電子カルテ仮保存手段
により仮保存した電子カルテを正式に確定保存する電子カルテ格納手段と、を有すること
を特徴とする電子カルテ管理装置。
【請求項２】
前記電子カルテ仮保存手段により仮保存した電子カルテの修正要求を受信した際に、前
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記仮保存した電子カルテと、前記電子カルテを修正した修正電子カルテと、を関連づけて
仮保存することを特徴とする請求項１記載の電子カルテ管理装置。
【請求項３】
前記電子カルテ格納手段は、前記仮保存した電子カルテを正式に確定保存する際に、前
記仮保存した電子カルテに関連する関連電子カルテが存在する場合には、前記仮保存した
電子カルテを前記関連電子カルテに関連づけて確定保存することを特徴とする請求項１記
載の電子カルテ管理装置。
【請求項４】
前記電子カルテの仮保存が完了した際に、該仮保存した電子カルテを、仮保存要求先に
通知する仮保存カルテ通知手段を有し、
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前記電子カルテ格納手段は、
前記仮保存要求先から前記確定保存要求を受信した際に、前記仮保存した電子カルテを
正式に確定保存することを特徴とする請求項１から３の何れか１項に記載の電子カルテ管
理装置。
【請求項５】
電子カルテを生成するクライアント端末装置と、前記電子カルテを管理する電子カルテ
管理装置と、を有して構成される電子カルテシステムであって、
前記クライアント端末装置は、
電子カルテを生成し、該生成した電子カルテの仮保存要求を前記電子カルテ管理装置に
送信する仮保存要求送信手段と、
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前記仮保存要求を送信した前記電子カルテの確定保存要求を前記電子カルテ管理装置に
送信する確定保存要求送信手段と、を有し、
前記電子カルテ管理装置は、
前記仮保存要求を受信した際に、該仮保存要求の電子カルテを一時的に仮保存する電子
カルテ仮保存手段と、
前記確定保存要求を受信した際に、前記電子カルテ仮保存手段により仮保存した電子カ
ルテを正式に確定保存する電子カルテ格納手段と、を有することを特徴とする電子カルテ
システム。
【請求項６】
前記電子カルテ管理装置は、
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前記仮保存要求の電子カルテを一時的に仮保存した際に、該仮保存した電子カルテを前
記クライアント端末装置に送信する仮保存カルテ送信手段を有し、
前記クライアント端末装置は、
前記電子カルテ管理装置から、前記仮保存した電子カルテを受信した際に、前記仮保存
した電子カルテを表示する仮保存カルテ表示手段を有することを特徴とする請求項５記載
の電子カルテシステム。
【請求項７】
前記クライアント端末装置は、
前記仮保存カルテ表示手段により表示された電子カルテの閉鎖要求操作が行われた際に
、前記仮保存要求を送信した前記電子カルテの確定保存要求を送信することを特徴とする
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請求項６記載の電子カルテシステム。
【請求項８】
前記クライアント端末装置は、
前記仮保存カルテ表示手段により表示された電子カルテの修正操作が行われたと判断し
た際に、前記修正操作が行われた電子カルテの修正要求を前記電子カルテ管理装置に送信
し、
前記電子カルテ管理装置は、
前記仮保存電子カルテの修正要求を受信した際に、前記仮保存した電子カルテと、前記
電子カルテを修正した修正電子カルテと、を関連づけて仮保存することを特徴とする請求
項６記載の電子カルテシステム。
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【請求項９】
前記電子カルテ管理装置は、
前記仮保存した電子カルテを正式に確定保存する際に、前記仮保存した電子カルテに関
連する関連電子カルテが存在する場合には、前記仮保存した電子カルテを前記関連電子カ
ルテに関連づけて確定保存することを特徴とする請求項５記載の電子カルテシステム。
【請求項１０】
前記クライアント端末装置は、
前記電子カルテ格納手段により正式に確定保存した確定電子カルテを表示する電子カル
テ表示手段と、
前記電子カルテを生成するためのカルテ入力画面を表示するカルテ入力画面表示手段と
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、を有し、前記電子カルテ表示手段により表示する前記確定電子カルテと、前記カルテ入
力画面表示手段により表示する前記カルテ入力画面と、を重ならないように表示すること
を特徴とする請求項５記載の電子カルテシステム。
【請求項１１】
前記クライアント端末装置は、
前記電子カルテ表示手段により表示する確定電子カルテを時系列的に表示することを特
徴とする請求項１０記載の電子カルテシステム。
【請求項１２】
電子カルテを管理する電子カルテ管理装置が行う電子カルテ管理方法であって、
電子カルテの仮保存要求を受信した際に、該仮保存要求の電子カルテを前記電子カルテ
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装置の具備する格納部に一時的に仮保存する電子カルテ仮保存工程と、
前記仮保存した電子カルテの確定保存要求を受信した際に、前記電子カルテ仮保存工程
により前記格納部に仮保存した電子カルテを正式に前記格納部に確定保存する電子カルテ
格納工程と、を、前記電子カルテ管理装置が行うことを特徴とする電子カルテ管理方法。
【請求項１３】
前記電子カルテ管理装置は、
前記電子カルテ仮保存工程により仮保存した電子カルテの修正要求を受信した際に、前
記仮保存した電子カルテと、前記電子カルテを修正した修正電子カルテと、を関連づけて
前記格納部に仮保存することを特徴とする請求項１２記載の電子カルテ管理方法。
【請求項１４】
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前記電子カルテ管理装置は、
前記仮保存した電子カルテを正式に確定保存する際に、前記仮保存した電子カルテに関
連する関連電子カルテが存在する場合には、前記仮保存した電子カルテを前記関連電子カ
ルテに関連づけて前記格納部に確定保存することを特徴とする請求項１２記載の電子カル
テ管理方法。
【請求項１５】
前記電子カルテ管理装置は、
前記電子カルテの仮保存が完了した際に、該仮保存した電子カルテを、仮保存要求先に
通知する仮保存カルテ通知工程を行い、
前記仮保存要求先から前記確定保存要求を受信した際に、前記仮保存した電子カルテを
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正式に前記格納部に確定保存することを特徴とする請求項１２から１４の何れか１項に記
載の電子カルテ管理方法。
【請求項１６】
電子カルテを生成するクライアント端末装置と、前記電子カルテを管理する電子カルテ
管理装置と、を用いて行う電子カルテ管理方法であって、
前記クライアント端末装置が、電子カルテを生成し、該生成した電子カルテの仮保存要
求を前記電子カルテ管理装置に送信する仮保存要求送信工程と、
前記電子カルテ管理装置が、前記クライアント端末装置から前記仮保存要求を受信した
際に、該受信した仮保存要求の電子カルテを一時的に前記電子カルテ管理装置の具備する
格納部に仮保存する電子カルテ仮保存工程と、
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前記クライアント端末装置が、前記仮保存要求を送信した前記電子カルテの確定保存要
求を前記電子カルテ管理装置に送信する確定保存要求送信工程と、
前記電子カルテ管理装置が、前記クライアント端末装置から前記確定保存要求を受信し
た際に、前記電子カルテ仮保存工程により前記格納部に仮保存した電子カルテを正式に前
記格納部に確定保存する電子カルテ格納工程と、を行うことを特徴とする電子カルテ管理
方法。
【請求項１７】
前記電子カルテ管理装置が、前記仮保存要求の電子カルテを一時的に前記格納部に仮保
存した際に、該仮保存した電子カルテを前記クライアント端末装置に送信する仮保存カル
テ送信工程と、
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前記クライアント端末装置が、前記電子カルテ管理装置から前記仮保存した電子カルテ
を受信した際に、該受信した電子カルテを前記クライアント端末装置の具備する表示部に
表示する仮保存カルテ表示工程と、を行うことを特徴とする請求項１６記載の電子カルテ
管理方法。
【請求項１８】
前記クライアント端末装置は、
前記仮保存カルテ表示工程により前記表示部に表示した電子カルテの閉鎖要求操作が行
われたと判断した際に、前記仮保存要求を送信した前記電子カルテの確定保存要求を前記
電子カルテ管理装置に送信することを特徴とする請求項１７記載の電子カルテ管理方法。
【請求項１９】
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前記クライアント端末装置は、
前記仮保存カルテ表示工程により前記表示部に表示した電子カルテの修正操作が行われ
たと判断した際に、前記修正操作が行われた電子カルテの修正要求を前記電子カルテ管理
装置に送信し、
前記電子カルテ管理装置は、
前記電子カルテの修正要求を受信した際に、前記仮保存した電子カルテと、前記電子カ
ルテを修正した修正電子カルテと、を関連づけて前記格納部に仮保存することを特徴とす
る請求項１７記載の電子カルテ管理方法。
【請求項２０】
前記電子カルテ管理装置は、
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前記仮保存した電子カルテを正式に確定保存する際に、前記仮保存した電子カルテに関
連する関連電子カルテが存在する場合には、前記仮保存した電子カルテを前記関連電子カ
ルテに関連づけて前記格納部に確定保存することを特徴とする請求項１６記載の電子カル
テ管理方法。
【請求項２１】
前記クライアント端末装置は、
前記電子カルテ格納工程により前記格納部に正式に確定保存した確定電子カルテを前記
表示部に表示する電子カルテ表示工程と、
前記電子カルテを生成するためのカルテ入力画面を前記表示部に表示するカルテ入力画
面表示工程と、を行い、前記電子カルテ表示工程により表示する前記確定電子カルテと、
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前記カルテ入力画面表示工程により表示する前記カルテ入力画面と、を重ならないように
表示することを特徴とする請求項１６記載の電子カルテ管理方法。
【請求項２２】
前記クライアント端末装置は、
前記電子カルテ表示工程により前記表示部に表示する確定電子カルテを時系列的に表示
することを特徴とする請求項２１記載の電子カルテ管理方法。
【請求項２３】
電子カルテを管理する電子カルテ管理装置において実行される電子カルテ管理プログラ
ムであって、
電子カルテの仮保存要求を受信した際に、該仮保存要求の電子カルテを一時的に前記電
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子カルテ管理装置の格納部に仮保存する電子カルテ仮保存処理と、
前記仮保存した電子カルテの確定保存要求を受信した際に、前記電子カルテ仮保存処理
により前記格納部に仮保存した電子カルテを正式に前記格納部に確定保存する電子カルテ
格納処理と、を前記電子カルテ管理装置において実行させることを特徴とする電子カルテ
管理プログラム。
【請求項２４】
前記電子カルテ仮保存処理により仮保存した電子カルテの修正要求を受信した際に、前
記仮保存した電子カルテと、前記電子カルテを修正した修正電子カルテと、を関連づけて
前記格納部に仮保存する処理を、前記電子カルテ管理装置において実行させることを特徴
とする請求項２３記載の電子カルテ管理プログラム。
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【請求項２５】
前記電子カルテ格納処理は、前記仮保存した電子カルテを前記格納部に正式に確定保存
する際に、前記仮保存した電子カルテに関連する関連電子カルテが存在する場合には、前
記仮保存した電子カルテを前記関連電子カルテに関連づけて前記格納部に確定保存するこ
とを特徴とする請求項２３記載の電子カルテ管理プログラム。
【請求項２６】
前記電子カルテの仮保存が完了した際に、該仮保存した電子カルテを、仮保存要求先に
通知する仮保存カルテ通知処理を、前記電子カルテ管理装置において実行させ、
前記仮保存要求先から前記確定保存要求を受信した際に、前記仮保存した電子カルテを
正式に前記格納部に確定保存することを特徴とする請求項２３から２５の何れか１項に記
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載の電子カルテ管理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、診療所及び医療機関において作成される診療情報を電子的な情報（電子カル
テ）として管理することが可能な電子カルテ管理装置、電子カルテシステム、電子カルテ
管理方法及び電子カルテ管理プログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
従来、医療における紙記載の優れた特性としては、取り扱いの容易性にある。例えば、
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紙であれば、自由に手書きメモをすることが可能であったり、コピーを貼り付けたり、定
型の図などを貼り付け、その上から記録することも可能であったりする。また、強調する
内容に下線や印を記載することも可能である。さらに、紙にタグをつけたり、色別のファ
イルに保管したり、視覚性の高い管理を行うことが可能であり、大量の情報にざっと目を
通すことも可能となる。
【０００３】
しかしながら、医療における紙記載は、破損や保管場所の確保、また、その検索の困難
性等が指摘されていた。このため、近年では、紙によって管理されていた書類（カルテや
処方箋など）の電子化を図った電子カルテシステムがある。この電子カルテシステムの優
れた特性としては、データの保管・管理を一元化したり、共有化したりすることが可能と
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なり、また、大量のデータをキーワード検索にて取得することも可能となることである。
【０００４】
なお、従来の電子カルテシステムは、タッチパネルなどの入力表示部から多種多様な電
子カルテデータが入力されると、その入力された電子カルテデータが、データベースに即
時に登録されることになる。このため、データベースに即時に登録された電子カルテデー
タを、他の病院職員が読み出して参照することが可能となるため、電子カルテデータの即
時伝達を行うことが可能となる。しかしながら、入力表示部から入力される電子カルテデ
ータの確認作業を行う機会が少なくなり、ミスオペレーションが発生する可能性が高くな
る。例えば、電子カルテデータの登録が即時に行われることになると、仮に誤った電子カ
ルテデータが入力表示部から入力されたとしても、その誤った電子カルテデータが即時に
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データベースに登録されることになるため、その誤った電子カルテデータが他の病院職員
に伝達される虞がある。このため、ミスオペレーションに対する防止策が必要となり、入
力表示部から入力された電子カルテデータをデータベースに登録する前に、電子カルテデ
ータの検査を行う必要がある。
【０００５】
また、従来の電子カルテシステムは、患者選択画面とカルテ参照画面と、は常に画面全
体を利用して表示されていた。このため、画面全体を利用して表示されると、複数の画面
を同時に参照しながら操作することが困難となり、様々な操作を行う際に、画面上での操
作が複雑にならざるを得ない状態を確立していたことになる。このため、ミスオペレーシ
ョンが発生する可能性が高くなる。
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【０００６】
なお、本発明より先に出願された技術文献として、各医療機関が有する患者データをそ
れぞれ医療機関のコンピュータで管理し、各患者はそれぞれが有する通信手段によって前
記コンピュータとデータ通信可能として少なくとも病名、検査結果及び投薬内容を知得可
能としかつ診察予約可能とし、前記医療機関終了時にアップロードされ、患者自身に関す
る様々な情報をコンピュータで管理し、関係者に自己カルテ等の情報を携帯電話やＰＤＡ
及びパーソナルコンピュータ等を通じて開示し、医療の合理化をはかると共に病院での待
ち時間を減らすことができる医療情報開示システムが開示された文献がある（例えば、特
許文献１参照）。
【０００７】
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また、患者リストの各項目の情報を診療情報データベースから取得して一覧表示する患
者リスト表示機能を備えた診療支援装置であって、患者リストの一項目として処方項目を
設定する処方項目設定手段と、処方項目が設定されている場合に取得される処方情報と現
在日時とに基づいて処方の残り日数を処方毎に各々算出する処方日数算出手段と、処方毎
に算出された各処方の残り日数を各々当該処方の対象患者の処方項目の欄に表示する処方
表示制御手段と、を有し、患者一覧画面で処方の残り日数が少ない患者を確実に見出して
、投薬等が途切れる前に次回の処方を確実に行い得るようにする診療支援装置が開示され
た文献がある（例えば、特許文献２参照）。
【特許文献１】特開２００３−１９６３８４号公報
【特許文献２】特開２００３−９１５８７号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
なお、上記特許文献１、２は、患者に関する情報を効率良く管理するものではあるが、
その患者に関する情報の保存操作及び表示操作については何ら考慮されたものではない。
【０００９】
本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、ミスオペレーションを低減させる電子
カルテ管理装置、電子カルテシステム、電子カルテ管理方法及び電子カルテ管理プログラ
ムを提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
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【００１０】
かかる目的を達成するために、本発明は以下の特徴を有することとする。
【００１１】
本発明にかかる電子カルテ管理装置は、電子カルテを管理する電子カルテ管理装置であ
って、電子カルテの仮保存要求を受信した際に、該仮保存要求の電子カルテを一時的に仮
保存する電子カルテ仮保存手段と、仮保存した電子カルテの確定保存要求を受信した際に
、電子カルテ仮保存手段により仮保存した電子カルテを正式に確定保存する電子カルテ格
納手段と、を有することを特徴とするものである。
【００１２】
また、本発明にかかる電子カルテ管理装置は、電子カルテ仮保存手段により仮保存した
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電子カルテの修正要求を受信した際に、仮保存した電子カルテと、電子カルテを修正した
修正電子カルテと、を関連づけて仮保存することを特徴とするものである。
【００１３】
また、本発明にかかる電子カルテ管理装置において、電子カルテ格納手段は、仮保存し
た電子カルテを正式に確定保存する際に、仮保存した電子カルテに関連する関連電子カル
テが存在する場合には、仮保存した電子カルテを関連電子カルテに関連づけて確定保存す
ることを特徴とするものである。
【００１４】
また、本発明にかかる電子カルテ管理装置は、電子カルテの仮保存が完了した際に、該
仮保存した電子カルテを、仮保存要求先に通知する仮保存カルテ通知手段を有し、電子カ
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ルテ格納手段は、仮保存要求先から確定保存要求を受信した際に、仮保存した電子カルテ
を正式に確定保存することを特徴とするものである。
【００１５】
また、本発明にかかる電子カルテシステムは、電子カルテを生成するクライアント端末
装置と、電子カルテを管理する電子カルテ管理装置と、を有して構成される電子カルテシ
ステムであって、クライアント端末装置は、電子カルテを生成し、該生成した電子カルテ
の仮保存要求を電子カルテ管理装置に送信する仮保存要求送信手段と、仮保存要求を送信
した電子カルテの確定保存要求を電子カルテ管理装置に送信する確定保存要求送信手段と
、を有し、電子カルテ管理装置は、仮保存要求を受信した際に、該仮保存要求の電子カル
テを一時的に仮保存する電子カルテ仮保存手段と、確定保存要求を受信した際に、電子カ
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ルテ仮保存手段により仮保存した電子カルテを正式に確定保存する電子カルテ格納手段と
、を有することを特徴とするものである。
【００１６】
また、本発明にかかる電子カルテシステムにおいて、電子カルテ管理装置は、仮保存要
求の電子カルテを一時的に仮保存した際に、該仮保存した電子カルテをクライアント端末
装置に送信する仮保存カルテ送信手段を有し、クライアント端末装置は、電子カルテ管理
装置から、仮保存した電子カルテを受信した際に、仮保存した電子カルテを表示する仮保
存カルテ表示手段を有することを特徴とするものである。
【００１７】
また、本発明にかかる電子カルテシステムにおいて、クライアント端末装置は、仮保存
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カルテ表示手段により表示された電子カルテの閉鎖要求操作が行われた際に、仮保存要求
を送信した電子カルテの確定保存要求を送信することを特徴とするものである。
【００１８】
また、本発明にかかる電子カルテシステムにおいて、クライアント端末装置は、仮保存
カルテ表示手段により表示された電子カルテの修正操作が行われたと判断した際に、修正
操作が行われた電子カルテの修正要求を電子カルテ管理装置に送信し、電子カルテ管理装
置は、仮保存電子カルテの修正要求を受信した際に、仮保存した電子カルテと、電子カル
テを修正した修正電子カルテと、を関連づけて仮保存することを特徴とするものである。
【００１９】
また、本発明にかかる電子カルテシステムにおいて、電子カルテ管理装置は、仮保存し
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た電子カルテを正式に確定保存する際に、仮保存した電子カルテに関連する関連電子カル
テが存在する場合には、仮保存した電子カルテを関連電子カルテに関連づけて確定保存す
ることを特徴とするものである。
【００２０】
また、本発明にかかる電子カルテシステムにおいて、クライアント端末装置は、電子カ
ルテ格納手段により正式に確定保存した確定電子カルテを表示する電子カルテ表示手段と
、電子カルテを生成するためのカルテ入力画面を表示するカルテ入力画面表示手段と、を
有し、電子カルテ表示手段により表示する確定電子カルテと、カルテ入力画面表示手段に
より表示するカルテ入力画面と、を重ならないように表示することを特徴とするものであ
る。
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【００２１】
また、本発明にかかる電子カルテシステムにおいて、クライアント端末装置は、電子カ
ルテ表示手段により表示する確定電子カルテを時系列的に表示することを特徴とするもの
である。
【００２２】
また、本発明にかかる電子カルテ管理方法は、電子カルテを管理する電子カルテ管理装
置が行う電子カルテ管理方法であって、カルテの仮保存要求を受信した際に、該仮保存要
求の電子カルテを電子カルテ装置の具備する格納部に一時的に仮保存する電子カルテ仮保
存工程と、仮保存した電子カルテの確定保存要求を受信した際に、電子カルテ仮保存工程
により格納部に仮保存した電子カルテを正式に格納部に確定保存する電子カルテ格納工程
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と、を、電子カルテ管理装置が行うことを特徴とするものである。
【００２３】
また、本発明にかかる電子カルテ管理方法において、電子カルテ管理装置は、電子カル
テ仮保存工程により仮保存した電子カルテの修正要求を受信した際に、仮保存した電子カ
ルテと、電子カルテを修正した修正電子カルテと、を関連づけて格納部に仮保存すること
を特徴とするものである。
【００２４】
また、本発明にかかる電子カルテ管理方法において、電子カルテ管理装置は、仮保存し
た電子カルテを正式に確定保存する際に、仮保存した電子カルテに関連する関連電子カル
テが存在する場合には、仮保存した電子カルテを関連電子カルテに関連づけて格納部に確
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定保存することを特徴とするものである。
【００２５】
また、本発明にかかる電子カルテ管理方法において、電子カルテ管理装置は、電子カル
テの仮保存が完了した際に、該仮保存した電子カルテを、仮保存要求先に通知する仮保存
カルテ通知工程を行い、仮保存要求先から確定保存要求を受信した際に、仮保存した電子
カルテを正式に格納部に確定保存することを特徴とするものである。
【００２６】
また、本発明にかかる電子カルテ管理方法は、電子カルテを生成するクライアント端末
装置と、電子カルテを管理する電子カルテ管理装置と、を用いて行う電子カルテ管理方法
であって、クライアント端末装置が、電子カルテを生成し、該生成した電子カルテの仮保
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存要求を電子カルテ管理装置に送信する仮保存要求送信工程と、電子カルテ管理装置が、
クライアント端末装置から仮保存要求を受信した際に、該受信した仮保存要求の電子カル
テを一時的に電子カルテ管理装置の具備する格納部に仮保存する電子カルテ仮保存工程と
、クライアント端末装置が、仮保存要求を送信した電子カルテの確定保存要求を電子カル
テ管理装置に送信する確定保存要求送信工程と、電子カルテ管理装置が、クライアント端
末装置から確定保存要求を受信した際に、電子カルテ仮保存工程により格納部に仮保存し
た電子カルテを正式に格納部に確定保存する電子カルテ格納工程と、を行うことを特徴と
するものである。
【００２７】
また、本発明にかかる電子カルテ管理方法は、電子カルテ管理装置が、仮保存要求の電
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子カルテを一時的に格納部に仮保存した際に、該仮保存した電子カルテをクライアント端
末装置に送信する仮保存カルテ送信工程と、クライアント端末装置が、電子カルテ管理装
置から仮保存した電子カルテを受信した際に、該受信した電子カルテをクライアント端末
装置の具備する表示部に表示する仮保存カルテ表示工程と、を行うことを特徴とするもの
である。
【００２８】
また、本発明にかかる電子カルテ管理方法において、クライアント端末装置は、仮保存
カルテ表示工程により表示部に表示した電子カルテの閉鎖要求操作が行われたと判断した
際に、仮保存要求を送信した電子カルテの確定保存要求を電子カルテ管理装置に送信する
ことを特徴とするものである。
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【００２９】
また、本発明にかかる電子カルテ管理方法において、クライアント端末装置は、仮保存
カルテ表示工程により表示部に表示した電子カルテの修正操作が行われたと判断した際に
、修正操作が行われた電子カルテの修正要求を電子カルテ管理装置に送信し、電子カルテ
管理装置は、電子カルテの修正要求を受信した際に、仮保存した電子カルテと、電子カル
テを修正した修正電子カルテと、を関連づけて格納部に仮保存することを特徴とするもの
である。
【００３０】
また、本発明にかかる電子カルテ管理方法において、電子カルテ管理装置は、仮保存し
た電子カルテを正式に確定保存する際に、仮保存した電子カルテに関連する関連電子カル
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テが存在する場合には、仮保存した電子カルテを関連電子カルテに関連づけて格納部に確
定保存することを特徴とするものである。
【００３１】
また、本発明にかかる電子カルテ管理方法において、クライアント端末装置は、電子カ
ルテ格納工程により格納部に正式に確定保存した確定電子カルテを表示部に表示する電子
カルテ表示工程と、電子カルテを生成するためのカルテ入力画面を表示部に表示するカル
テ入力画面表示工程と、を行い、電子カルテ表示工程により表示する確定電子カルテと、
カルテ入力画面表示工程により表示するカルテ入力画面と、を重ならないように表示する
ことを特徴とするものである。
【００３２】
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また、本発明にかかる電子カルテ管理方法において、クライアント端末装置は、電子カ
ルテ表示工程により表示部に表示する確定電子カルテを時系列的に表示することを特徴と
するものである。
【００３３】
また、本発明にかかる電子カルテ管理プログラムは、電子カルテを管理する電子カルテ
管理装置において実行される電子カルテ管理プログラムであって、電子カルテの仮保存要
求を受信した際に、該仮保存要求の電子カルテを一時的に電子カルテ管理装置の格納部に
仮保存する電子カルテ仮保存処理と、仮保存した電子カルテの確定保存要求を受信した際
に、電子カルテ仮保存処理により格納部に仮保存した電子カルテを正式に格納部に確定保
存する電子カルテ格納処理と、を電子カルテ管理装置において実行させることを特徴とす
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るものである。
【００３４】
また、本発明にかかる電子カルテ管理プログラムは、電子カルテ仮保存処理により仮保
存した電子カルテの修正要求を受信した際に、仮保存した電子カルテと、電子カルテを修
正した修正電子カルテと、を関連づけて格納部に仮保存する処理を、電子カルテ管理装置
において実行させることを特徴とするものである。
【００３５】
また、本発明にかかる電子カルテ管理プログラムにおいて、電子カルテ格納処理は、仮
保存した電子カルテを格納部に正式に確定保存する際に、仮保存した電子カルテに関連す
る関連電子カルテが存在する場合には、仮保存した電子カルテを関連電子カルテに関連づ
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けて格納部に確定保存することを特徴とするものである。
【００３６】
また、本発明にかかる電子カルテ管理プログラムは、電子カルテの仮保存が完了した際
に、該仮保存した電子カルテを、仮保存要求先に通知する仮保存カルテ通知処理を、電子
カルテ管理装置において実行させ、仮保存要求先から確定保存要求を受信した際に、仮保
存した電子カルテを正式に格納部に確定保存することを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００３７】
本発明によれば、電子カルテの仮保存要求を受信した際に、該仮保存要求の電子カルテ
を一時的に電子カルテ管理装置の格納部に仮保存し、その仮保存した電子カルテの確定保
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存要求を受信した際に、格納部に仮保存した電子カルテを正式に格納部に確定保存する。
これにより、ミスオペレーションを低減させることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
まず、図１を参照しながら、本実施形態における電子カルテシステムについて説明する
。
【００３９】
本実施形態における電子カルテシステムは、電子カルテを生成するクライアント端末装
置（１２０）と、電子カルテを管理する電子カルテ管理装置（１００）と、がネットワー
ク（１１０）を介して接続されて構成される電子カルテシステムである。
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【００４０】
本実施形態における電子カルテシステムは、クライアント端末装置（１２０）において
電子カルテを生成し、該生成した電子カルテの仮保存を要求するための仮保存要求を電子
カルテ管理装置（１００）に送信する。電子カルテ管理装置（１００）は、ＷＥＢクライ
アント端末装置（１２０）から電子カルテの仮保存要求を受信した際に、該受信した仮保
存要求の電子カルテを一時的に仮保存する。その後、クライアント端末装置（１２０）は
、電子カルテ管理装置（１００）に仮保存要求を行った電子カルテの確定保存を要求する
ための確定保存要求を電子カルテ管理装置（１００）に送信する。電子カルテ管理装置（
１００）は、ＷＥＢクライアント端末装置（１２０）から電子カルテの確定保存要求を受
信した際に、仮保存を行った電子カルテを正式に確定保存することになる。このように、

30

クライアント端末装置（１２０）において生成した電子カルテを、一旦、電子カルテ管理
装置（１００）において仮保存し、その後、クライアント端末装置（１２０）から電子カ
ルテの確定保存要求が送信された際に、その仮保存した電子カルテを正式に確定保存する
ことで、クライアント端末装置（１２０）において生成した電子カルテを確認した後に、
電子カルテ装置（１００）に確定保存することが可能となり、ミスオペレーションを低減
させることが可能となる。以下、添付図面を参照しながら、本実施形態における電子カル
テシステムについて詳細に説明する。
【００４１】
まず、図１を参照しながら、本実施形態における電子カルテシステムのシステム構成に
ついて説明する。
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【００４２】
本実施形態における電子カルテシステムは、電子カルテサーバ（１００）と、ＷＥＢク
ライアント端末装置（１２０）と、がネットワーク（１１０）を介して接続して構成され
る。なお、ネットワーク（１１０）は、電子カルテサーバ（１００）と、ＷＥＢクライア
ント端末装置（１２０）と、の間で情報の授受ができれば、特に限定するものではなく、
有線、無線を問わずあらゆる情報通信形態を適用することは可能である。
【００４３】
＜電子カルテサーバ１００＞
電子カルテサーバ（１００）は、ＷＥＢクライアント端末装置（１２０）から登録され
る電子カルテデータを格納管理する情報処理装置であり、電子カルテ格納部（１０１）と
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、カルテ伝送部（１０２）と、カルテ制御部（１０３）と、中間カルテ格納部（１０４）
と、を有して構成される。
【００４４】
電子カルテ格納部（１０１）は、例えば、図２に示すように、患者の過去の電子カルテ
データを格納する格納部である。
【００４５】
図２に示すように、電子カルテ格納部（１０１）は、患者情報に関連づけて、カルテ登
録日情報が格納されており、そのカルテ登録日情報に関連づけられてカルテ保存情報や修
正元・削除元情報が格納されることになる。
【００４６】
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なお、患者情報としては、患者を識別するための患者ＩＤや、患者氏名などがあげられ
る。また、カルテ登録日情報としては、カルテの登録日、患者の入院外来区分などがあげ
られる。また、カルテ保存情報としては、カルテ記入情報、そのカルテ記入情報を作成し
た操作者情報、そのカルテ記入情報の送信先となるＷＥＢクライアント端末装置を識別す
る操作端末、診療科などがあげられる。また、修正元・削除元情報としては、修正・削除
前のカルテ保存情報を示す修正元情報、削除元情報、その修正・削除操作を行った操作者
情報、その修正・削除操作を行ったＷＥＢクライアント端末装置を識別する操作端末、診
療科などがあげられる。なお、電子カルテ格納部（１０１）で格納管理する電子カルテデ
ータの管理方法は、患者の電子カルテが区分管理されれば特に限定せず、各情報が関連づ
けられた形態のデータ構造であればあらゆるデータ構造を適用することが可能である。

20

【００４７】
中間カルテ格納部（１０４）は、例えば、図３に示すように、ＷＥＢクライアント端末
装置（１２０）から送信された電子カルテデータを一時的に仮保存する格納部である。
【００４８】
図３に示すように、中間カルテ格納部（１０４）は、操作者情報に関連づけて、患者情
報が格納されており、その患者情報に関連づけてカルテ記入情報が格納されることになる
。
【００４９】
なお、操作者情報としては、操作者を識別するための操作者ＩＤ、操作者氏名、その操
作者が操作したＷＥＢクライアント端末装置を識別する操作端末、診療科などがあげられ
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る。また、患者情報としては、患者を識別する患者ＩＤ、患者氏名、患者の入院外来区分
、診療科などがあげられる。また、カルテ記入情報としては、カルテ情報、カルテ情報の
修正・削除前のカルテ情報を示す修正元情報、削除元情報などがあげられる。なお、中間
カルテ格納部（１０４）で格納管理する電子カルテデータの管理方法は、患者の電子カル
テが区分管理されれば特に限定せず、各情報が関連づけられた形態のデータ構造であれば
あらゆるデータ構造を適用することが可能である。
【００５０】
カルテ伝送部（１０２）は、電子カルテ格納部（１０１）に格納されている電子カルテ
データと、中間カルテ格納部（１０４）に仮保存されている電子カルテデータと、を、Ｗ
ＥＢクライアント端末装置（１２０）に送信したり、ＷＥＢクライアント端末装置（１２

40

０）から送信された電子カルテデータを受信したりするものである。
【００５１】
カルテ制御部（１０３）は、電子カルテデータに関する制御処理を行うものであり、電
子カルテ格納部（１０１）から電子カルテデータを取得し、該取得した電子カルテデータ
をＷＥＢクライアント端末装置（１２０）に送信したり、ＷＥＢクライアント端末装置（
１２０）から送信される電子カルテデータを中間カルテ格納部（１０４）に仮保存したり
、その中間カルテ格納部（１０４）に仮保存した電子カルテデータをＷＥＢクライアント
端末装置（１２０）に送信したり、電子カルテ格納部（１０１）に確定保存したりするも
のである。なお、このカルテ制御部（１０３）における制御処理は、電子カルテアプリケ
ーションプログラムを用いて行うことも可能である。
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【００５２】
＜ＷＥＢクライアント端末装置１２０＞
ＷＥＢクライアント端末装置（１２０）は、電子カルテデータを電子カルテサーバ（１
００）に登録する情報処理装置であり、カルテ伝送部（１２１）と、カルテ表示部（１２
２）と、カルテ制御部（１２３）と、を有して構成される。なお、カルテ表示部（１２２
）には、患者一覧画面（１２２０）と、カルテ主画面（１２２１）と、カルテ入力画面（
１２２２）と、新規入力画面（１２２３）と、が表示されることになる。
【００５３】
カルテ伝送部（１２１）は、電子カルテデータを電子カルテサーバ（１００）に送信し
たり、電子カルテサーバ（１００）から送信された電子カルテデータを受信したりするも

10

のである。
【００５４】
カルテ表示部（１２２）は、電子カルテデータを表示したり、記入したりするものであ
り、患者一覧画面（１２２０）と、カルテ主画面（１２２１）と、カルテ入力画面（１２
２２）と、新規入力画面（１２２３）と、が表示されることになる。なお、患者一覧画面
（１２２０）は、患者の一覧を表示することになる。また、カルテ主画面（１２２１）は
、患者の過去の電子カルテデータを表示することになる。また、カルテ入力画面（１２２
２）は、電子カルテデータを記入することになる。また、新規入力画面（１２２３）は、
中間カルテ格納部（１０４）に仮保存した電子カルテデータを表示することになる。
【００５５】

20

（本実施形態における電子カルテシステムにおける処理動作）
次に、図４を参照しながら、本実施形態における電子カルテシステムにおける第１の処
理動作について詳細に説明する。なお、図４は、ＷＥＢクライアント端末装置（１２０）
のカルテ表示部（１２２）において電子カルテデータを表示する際の処理動作を示すもの
である。
【００５６】
まず、操作者が、ＷＥＢクライアント端末装置（１２０）の保有する電子カルテアプリ
ケーションプログラムを起動し、該起動した電子カルテアプリケーションプログラムによ
りカルテ制御部（１２３）が、カルテ表示部（１２２）上にログイン画面を表示すること
になる。そして、操作者が、そのログイン画面から操作者を識別する操作者情報を入力し

30

、患者一覧画面（１２２０）の表示要求操作を行うことになる。
【００５７】
カルテ制御部（１２３）は、患者一覧画面（１２２０）の表示要求操作が行われたと判
断した際に、カルテ制御部（１２３）は、そのＷＥＢクライアント端末装置（１２０）を
操作している操作者情報と、患者一覧画面（１２２０）の取得要求と、を電子カルテサー
バ（１００）に送信する。
【００５８】
電子カルテサーバ（１００）は、ＷＥＢクライアント端末装置（１２０）から、患者一
覧画面（１２２０）の取得要求と、操作者情報と、を受信した際に、カルテ制御部（１０
３）が、電子カルテ格納部（１０１）を検索し、ＷＥＢクライアント端末装置（１２０）

40

から受信した操作者情報に関連づけられたカルテ保存情報を有する患者情報を取得し（図
２参照）、該取得した患者情報と、操作者情報と、をＷＥＢクライアント端末装置（１２
０）に送信する。
【００５９】
ＷＥＢクライアント端末装置（１２０）は、電子カルテサーバ（１００）から、患者情
報と、操作者情報と、を受信した際に、カルテ制御部（１２３）が、電子カルテサーバ（
１００）から受信した患者情報と、操作者情報と、を基に、カルテ表示部（１２２）上に
、予約患者単位、担当患者単位などでフィルタリングされた患者一覧画面（１２２０）を
表示することになる（ステップＳ１）。これにより、カルテ表示部（１２２）上には、図
５に示すような患者一覧画面（１２２０）が表示されることになり、操作者は、カルテ表
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示部（１２２）上で患者一覧画面（１２２０）を参照することが可能となる。
【００６０】
なお、患者一覧画面（１２２０）は、患者表示欄（１２２０Ａ）と、患者一覧表示ＴＡ
Ｂ（１２２０Ｂ）と、から構成され、患者一覧画面（１２２０）を管理するための情報が
付与されることになる。そして、カルテ表示部（１２２）上に表示される患者一覧画面（
１２２０）には、その患者一覧画面（１２２０）を管理するための患者一覧表示ＴＡＢ（
１２２０Ｂ）と関連付けられて表示されることになる。
【００６１】
次に、操作者は、カルテ表示部（１２２）上に表示された患者一覧画面（１２２０）の
患者表示欄（１２２０Ａ）の中から、過去の電子カルテを参照したい患者を選択し、患者

10

の過去の電視カルテを参照するための参照要求操作を行うことになる。
【００６２】
カルテ制御部（１２３）は、電子カルテの参照要求操作が行われたと判断した際に、患
者表示欄（１２２０Ａ）の中から選択された患者に関する電子カルテの取得要求と、その
選択された患者の患者情報と、を電子カルテサーバ（１００）に送信する（ステップＳ２
）。
【００６３】
電子カルテサーバ（１００）は、ＷＥＢクライアント端末装置（１２０）から、電子カ
ルテの取得要求と、患者情報と、を受信した際に、カルテ制御部（１０３）が、電子カル
テ格納部（１０１）を検索し、ＷＥＢクライアント端末装置（１２０）から受信した患者

20

情報に関連付けられた電子カルテデータを取得する（ステップＳ３）。そして、カルテ制
御部（１０３）は、上記検索取得した電子カルテデータをＷＥＢクライアント端末装置（
１２０）に送信する（ステップＳ４）。
【００６４】
ＷＥＢクライアント端末装置（１２０）は、電子カルテサーバ（１００）から、参照要
求の患者情報の電子カルテデータを受信した際に、カルテ制御部（１２３）は、カルテ主
画面（１２２１）をカルテ表示部（１２２）上に起動・表示し、カルテ制御部（１２３）
は、ＷＥＢクライアント端末装置（１２０）から受信した電子カルテデータを、カルテ主
画面（１２２１）上に表示することになる（ステップＳ５）。これにより、カルテ表示部
（１２２）上には、図６に示すようなカルテ主画面（１２２１）が表示されることになり
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、操作者は、カルテ表示部（１２２）上に起動・表示したカルテ主画面（１２２１）上で
、患者一覧画面（１２２０）上から選択操作した患者に関する過去の電子カルテデータを
参照することが可能となる。
【００６５】
なお、カルテ制御部（１２３）は、電子カルテサーバ（１００）から取得した電子カル
テデータをカルテ主画面（１２２１）上に表示する際に、その電子カルテデータを解析し
、電子カルテデータに改竄等があると判断した場合には、エラー表示を行うことになる。
なお、電子カルテデータには、入力データ単位毎に電子署名が付与されており、データ制
御部（１２３）は、その電子カルテデータに付与された電子署名の検証を行うことになる
。

40

【００６６】
なお、本実施形態におけるＷＥＢクライアント端末装置（１２０）は、カルテ表示部（
１２２）上に、カルテ主画面（１２２１）を起動した際に、カルテ制御部（１２３）が、
カルテ表示部（１２２）上に表示されている患者一覧画面（１２２０）を、図５の状態か
ら図６に示す状態のように、カルテ表示部（１２２）の画面の左側に自動的に滑らかに動
かし、患者一覧画面（１２２０）をカルテ表示部（１２２）上から隠蔽し、非表示状態と
し、その患者一覧画面（１２２０）を管理する患者一覧表示ＴＡＢ（１２２０Ｂ）のみを
表示状態とする（ステップＳ６）。そして、カルテ表示部（１２２）上にカルテ主画面（
１２２１）を表示し、該表示したカルテ主画面（１２２１）上に、過去の電子カルテデー
タを表示することになる。
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【００６７】
また、カルテ制御部（１２３）は、カルテ表示部（１２２）上に表示したカルテ主画面
（１２２１）を患者情報毎に区分管理することになり、カルテ制御部（１２３）は、カル
テ表示部（１２２）上にカルテ主画面（１２２１）を起動・表示した患者を管理するため
の患者ＴＡＢ（１２２１Ａ）を表示し（ステップＳ７）、該表示した患者ＴＡＢ（１２２
１Ａ）を選択状態にする（ステップＳ８）。これにより、カルテ表示部（１２２）上には
、図６に示すように、患者ＴＡＢ（１２２１Ａ）が付与されたカルテ主画面（１２２１）
が表示されることになり、操作者は、カルテ表示部（１２２）上で現在表示されているカ
ルテ主画面（１２２１）に関する患者の患者ＴＡＢ（１２２１Ａ）を分別することが可能
となる。

10

【００６８】
なお、本実施形態における電子カルテシステムは、上記選択した患者のカルテ主画面（
１２２１）をカルテ表示部（１２２）上に表示した状態で、ステップＳ１〜ステップＳ８
の処理を行い、他の患者のカルテ主画面（１２２１）を開くことも可能である。
【００６９】
例えば、図６に示すように、カルテ表示部（１２２）上に表示されている患者一覧表示
ＴＡＢ（１２２０Ｂ）を、操作者が選択操作することで、カルテ制御部（１２３）が、患
者一覧画面（１２２０）の参照要求操作が行われたと判断し、カルテ制御部（１２３）は
、図５に示すように、患者表示欄（１２２０Ａ）が表示状態となる患者一覧画面（１２２
０）をカルテ表示部（１２２）上に表示する。そして、操作者が、カルテ表示部（１２２

20

）上に表示されている患者一覧画面（１２２０）の患者表示欄（１２２０Ａ）の中から別
の患者を選択操作することで、カルテ制御部（１２３）は、上記選択操作された患者に関
する患者情報の取得要求と、その選択された患者の患者情報と、を電子カルテサーバ（１
００）に送信し、その選択操作された患者に関する患者情報に関連づけられた電子カルテ
データを、電子カルテサーバ（１００）から取得する。
【００７０】
そして、カルテ制御部（１２３）は、電子カルテサーバ（１００）から電子カルテデー
タを受信した際に、該受信した電子カルテデータを表示するためのカルテ主画面（１２２
１）をカルテ表示部（１２２）上に表示する。そして、カルテ制御部（１２３）は、カル
テ主画面（１２２１）上に電子カルテデータを表示すると共に、そのカルテ主画面（１２
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２１）を管理する患者ＴＡＢ（１２２１Ａ）をカルテ主画面（１２２１）に付与して表示
することになる。これにより、図６に示す患者ＴＡＢ（１２２１Ａ）に付け加えて、更に
、今回取得した電子カルテデータを表示するためのカルテ主画面（１２２１）を管理する
患者ＴＡＢ（１２２１Ａ）を付与し、図７に示すように、複数の患者ＴＡＢ（１２２１Ａ
）が表示されることになる。
【００７１】
次に、操作者は、患者に対する診察が終了した際に、その患者のカルテ主画面（１２２
１）を閉じるための閉鎖要求操作を行い、カルテ制御部（１２３）が、そのカルテ主画面
（１２２１）の閉鎖要求操作が行われたと判断した際に、その患者のカルテ主画面（１２
２１）を閉じ、そのカルテ主画面（１２２１）の患者を管理する患者ＴＡＢ（１２２１Ａ
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）を削除し、カルテ表示部（１２２）上からその患者ＴＡＢ（１２２１Ａ）を消去するこ
とになる。
【００７２】
このように、本実施形態における電子カルテシステムは、カルテ表示部（１２２）上に
表示した患者一覧画面（１２２０）の中から選択された患者に関連する電子カルテデータ
をカルテ主画面（１２２１）上に表示する際に、そのカルテ主画面（１２２１）と、患者
一覧画面（１２２０）と、の表示状態が重ならないように表示することで、患者一覧画面
（１２２０）から、複数の患者の電子カルテデータを選択表示することが可能になり、カ
ルテ表示部（１２２）上で紙カルテと同様に交互に電子カルテを参照しつつ複雑な操作を
行うことが可能となる。
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【００７３】
なお、従来の電子カルテシステムでは、患者一覧画面（１２２０）は、カルテ表示部（
１２２）上の画面全体に表示されていたので、患者の電子カルテデータを参照しながら他
の患者の電子カルテデータを開くことが非常に困難であった。これに対し、本実施形態に
おける電子カルテシステムは、患者一覧画面（１２２０）をカルテ表示部（１２２）の画
面左側部分に表示し、画面右側部分で患者の電子カルテデータを参照することが可能とな
るため、患者の電子カルテをいつでも参照することが可能となり、現在の作業内容を把握
せず、他の患者の電子カルテを開くことが可能となる。また、患者一覧画面（１２２０）
を非表示状態とすることで、カルテ表示部（１２２）上での画面を有効利用することが可
能となる。なお、本実施形態では、患者一覧画面（１２２０）をカルテ表示部（１２２）

10

の画面左側部分に表示することにしたが、カルテ表示部（１２２）の表示枠沿に表示し、
それ以外の部分にて患者の電子カルテデータを参照するように構築することも可能である
。
【００７４】
次に、図８を参照しながら、図７に示す患者ＴＡＢ（１２２１Ａ）の切り替え操作につ
いて詳細に説明する。
【００７５】
複数の患者に関する過去の電子カルテデータを、電子カルテサーバ（１００）から取得
した場合には、カルテ表示部（１２２）上には、図７に示すように、複数の患者ＴＡＢ（
１２２１Ａ）が表示されることになる。なお、患者ＴＡＢ（１２２１Ａ）は、電子カルテ
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サーバ（１００）から取得した患者の電子カルテデータの数だけ表示されることになる。
この状態において、操作者が、カルテ表示部（１２２）上で現在選択されている患者ＴＡ
Ｂ以外の他の患者ＴＡＢを選択操作した際に、カルテ制御部（１２３）は、その選択操作
された他の患者ＴＡＢにより管理される患者のカルテ主画面（１２２１）を、カルテ表示
部（１２２）上に表示するように切替制御を行うことになる（ステップＳ１１）。
【００７６】
まず、カルテ制御部（１２３）は、上記選択操作された他の患者ＴＡＢに関する患者の
電子カルテデータの取得要求と、その選択された患者の患者情報と、を電子カルテサーバ
（１００）に送信することになる（ステップＳ１２）。
【００７７】
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電子カルテサーバ（１００）は、ＷＥＢクライアント端末装置（１２０）から、電子カ
ルテデータの取得要求と、患者情報と、を受信した際に、カルテ制御部（１０３）が、電
子カルテ格納部（１０１）を検索し、ＷＥＢクライアント端末装置（１２０）から受信し
た患者情報に関連づけられた電子カルテデータを取得することになる（ステップＳ１３）
。そして、カルテ制御部（１０３）は、上記検索取得した電子カルテデータと、患者情報
と、をＷＥＢクライアント端末装置（１２０）に送信する（ステップＳ１４）。
【００７８】
ＷＥＢクライアント端末装置（１２０）は、電子カルテサーバ（１００）から、電子カ
ルテデータと、患者情報と、を受信した際に、カルテ制御部（１２３）は、カルテ主画面
（１２２１）をカルテ表示部（１２２）上に起動・表示し、カルテ主画面（１２２１）を

40

切り替え表示することになる。そして、カルテ制御部（１２３）は、カルテ表示部（１２
２）上に切替・表示したカルテ主画面（１２２１）上に、ＷＥＢクライアント端末装置（
１２０）から受信した電子カルテデータを表示することになる（ステップＳ１５）。そし
て、カード制御部（１２３）は、その切替・表示したカルテ主画面（１２２１）を管理す
る患者ＴＡＢ（１２２１Ａ）の表示状態を他の患者ＴＡＢとは異なる表示状態とし、選択
操作された患者ＴＡＢを選択状態にすることになる（ステップＳ１６）。
【００７９】
このように、本実施形態における電子カルテシステムは、カルテ表示部（１２２）上に
表示した患者の電子カルテデータ（１２２１）を、患者ＴＡＢ（１２２１Ａ）に関連づけ
て管理し、その患者ＴＡＢ（１２２１Ａ）を切り替えることで、その切り替えた患者ＴＡ
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Ｂ（１２２１Ａ）に関連づけられた患者の電子カルテデータ（１２２１）をカルテ表示部
（１２２）上に表示することが可能となる。
【００８０】
なお、従来の電子カルテシステムでは、複数の電子カルテデータ（１２２１）を同時に
カルテ表示部（１２２）上で参照することが困難であった。これに対し、本実施形態にお
ける電子カルテシステムは、患者の電子カルテデータ（１２２１）と患者ＴＡＢ（１２２
１Ａ）と、を関連づけてカルテ表示部（１２２）上に表示することで、患者ＴＡＢ（１２
２１Ａ）を選択操作するだけで、その選択操作された患者ＴＡＢ（１２２１Ａ）に関連づ
けられた患者の電子カルテデータ（１２２１）をカルテ表示部（１２２）上で切り替えて
表示することが可能となり、紙カルテのような感覚で複数の電子カルテを交互に参照する

10

ことが可能となる。
【００８１】
次に、図９を参照しながら、本実施形態の電子カルテシステムにおける第２の処理動作
について説明する。なお、図９は、電子カルテサーバ（１００）が、ＷＥＢクライアント
端末装置（１２０）から電子カルテデータを受信した際に、該受信した電子カルテデータ
を中間カルテ格納部（１０４）に仮保存し、ＷＥＢクライアント端末装置（１２０）から
電子カルテデータの確定保存要求が行われた際に、その中間カルテ格納部（１０４）に一
旦仮保存した電子カルテデータを電子カルテ格納部（１０１）に確定保存するものである
。
【００８２】
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まず、操作者は、電子カルテアプリケーションプログラムを起動し、上述した第１の処
理動作と同様に、ＷＥＢクライアント端末装置（１２０）の具備するカルテ表示部（１２
２）上に、図５に示す患者一覧画面（１２２０）を表示することになる。次に、操作者は
、図５に示す患者一覧画面（１２２０）の患者表示欄（１２２０Ａ）の中から過去の電子
カルテを閲覧したい任意の患者を選択することになる。
【００８３】
ＷＥＢクライアント端末装置（１２０）は、カルテ表示部（１２２）上に表示された患
者一覧画面（１２２０）の患者表示欄（１２２０Ａ）の中から任意の患者が選択されたと
判断した際に、カルテ制御部（１２３）が、カルテ主画面（１２２１）を起動し、その選
択された患者に関するカルテ主画面（１２２１）をカルテ表示部（１２２）上に表示する
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ことになる。
【００８４】
この場合、カルテ制御部（１２３）は、カルテ主画面（１２２１）の起動を決起とし、
ＷＥＢクライアント端末装置（１２０）を操作している操作者に関する操作者情報と、そ
の選択された患者に関する患者情報と、その患者の電子カルテの取得要求と、を電子カル
テサーバ（１００）に送信する（ステップＳ２１）。
【００８５】
電子カルテサーバ（１００）は、ＷＥＢクライアント端末装置（１２０）から、電子カ
ルテの取得要求と、操作者情報と、患者情報と、を受信した際に、カルテ制御部（１０３
）が、ＷＥＢクライアント端末装置（１２０）から受信した操作者情報を基に、操作者Ｉ
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Ｄ・操作者氏名・ＷＥＢクライアント端末装置ＩＤ・診療科などの操作者情報を生成し、
該生成した操作者情報を図３に示すように、中間カルテ格納部（１０４）に格納すること
になる。次に、カルテ制御部（１０３）は、ＷＥＢクライアント端末装置（１２０）から
受信した患者情報を基に、電子カルテ格納部（１０１）を検索し、ＷＥＢクライアント端
末装置（１２０）から受信した患者情報に関連付けられた電子カルテデータを取得し、該
取得した電子カルテデータと、患者情報と、操作者情報と、をＷＥＢクライアント端末装
置（１２０）に送信することになる。また、カルテ制御部（１０３）は、ＷＥＢクライア
ント端末装置（１２０）から受信した患者情報を基に、患者ＩＤ・患者氏名・入院外来区
分・診療科などの患者情報を生成し、該生成した操作者情報を、上記生成した操作者情報
に関連づけて、図３に示すように、中間カルテ格納部（１０４）に格納することになる（

50

(17)

JP 2006‑260305 A 2006.9.28

ステップＳ２２）。
【００８６】
ＷＥＢクライアント端末装置（１２０）は、電子カルテサーバ（１００）から、患者の
電子カルテデータと、患者情報と、操作者情報と、を受信した際に、カルテ制御部（１２
３）が、その受信した電子カルテデータを、カルテ表示部（１２２）上に起動・表示した
カルテ主画面（１２２１）上の過去記入情報欄（図１０に示す１２２１Ｂ）に表示するこ
とになる（ステップＳ３３）。これにより、操作者は、図５に示す患者一覧画面（１２２
０）から選択した任意の患者に関する過去の電子カルテデータを、カルテ表示部（１２２
）上に表示されたカルテ主画面（１２２１）の過去記入情報欄（１２２１Ｂ）にて参照す
ることが可能となる。なお、カルテ主画面（１２２１）上の過去記入情報欄（１２２１Ｂ
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）に表示される電子カルテデータは、登録日毎に区分管理されて時系列で表示されること
になり、図１０に示す時系列スクロール（１２２１Ｄ）を上下に移動操作することで、過
去の電子カルテデータを登録日毎に参照することが可能となる。
【００８７】
なお、カルテ制御部（１２３）は、カルテ表示部（１２２）上に表示されたカルテ主画
面（１２２１）を、患者情報と、操作者情報と、に関連づけて管理することになる。即ち
、図５に示すように、カルテ主画面（１２２１）と患者ＴＡＢ（１２２１Ａ）と、を関連
づけて管理することになる。
【００８８】
次に、操作者は、カルテ主画面（１２２１）の過去記入情報欄（１２２１Ｂ）にて過去
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の電子カルテデータを参照し、患者の新規な電子カルテデータを記入する場合には、カル
テ表示部（１２２）上にカルテ入力画面（１２２２）を表示させるための表示要求操作を
行うことになる。
【００８９】
カルテ制御部（１２３）は、カルテ入力画面（１２２２）の表示要求操作が行われたと
判断した際に、カルテ入力画面（１２２２）を起動・表示し、図１１に示すように、カル
テ表示部（１２２）上にカルテ入力画面（１２２２）を表示することになる。これにより
、操作者は、カルテ表示部（１２３）上に表示されたカルテ入力画面（１２２２）上にて
新規なカルテデータを記入することが可能となる。なお、カルテ制御部（１２３）は、カ
ルテ表示部（１２２）上に表示されたカルテ入力画面（１２２２）を、患者情報と、操作
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者情報と、に関連づけて管理することになる。なお、カルテ入力画面（１２２２）は、図
１１に示すように、過去記入情報欄（１２２１Ｂ）とは重ならない表示状態でカルテ主画
面（１２２１）上に表示されることになる。または、カルテ主画面（１２２１）上の最も
最上面にて表示されることになる。
【００９０】
次に、操作者は、カルテ表示部（１２２）上に表示されたカルテ入力画面（１２２２）
に患者のカルテデータを記入することになる。なお、カルテ入力画面（１２２２）に記入
されたカルテ記入情報は、ＷＥＢクライアント端末装置（１２０）において一時的に保存
されることになる。そして、操作者は、カルテ入力画面（１２２２）上に記入したカルテ
データを電子カルテサーバ（１００）に仮保存する場合には、そのカルテ入力画面（１２
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２２）上に記入したカルテデータの仮保存要求操作を行うことになる。
【００９１】
カルテ制御部（１２３）は、カルテ入力画面（１２２２）に記入したカルテデータの仮
保存要求操作が行われたと判断した際に、そのカルテ入力画面（１２２２）に記入された
カルテ記入情報と、患者情報と、操作者情報と、カルテ記入情報の仮保存要求と、を電子
カルテサーバ（１００）に送信することになる（ステップＳ２４）。
【００９２】
電子カルテサーバ（１００）は、ＷＥＢクライアント端末装置（１２０）から、カルテ
記入情報と、患者情報と、操作者情報と、カルテ記入情報の仮保存要求と、を受信した際
に、カルテ制御部（１０３）は、ＷＥＢクライアント端末装置（１２０）から受信したカ
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ルテ記入情報を中間カルテ格納部（１０４）に一時的に仮保存することになる。
【００９３】
この時、カルテ制御部（１０３）は、ＷＥＢクライアント端末装置（１２０）から受信
したカルテ記入情報を基に、カルテＩＤ・カルテ情報・修正元情報・削除元情報などのカ
ルテ記入情報を生成し、該生成したカルテ記入情報を、ＷＥＢクライアント端末装置（１
２０）から受信した患者情報と、操作者情報と、に紐づいた状態で中間カルテ格納部（１
０４）に格納することになる。これにより、図３に示すように、中間カルテ格納部（１０
４）に電子カルテデータが格納されることになる。
【００９４】
なお、カルテ制御部（１０３）は、上記作成したカルテ記入情報を中間カルテ格納部（

10

１０４）に格納した際に、その中間カルテ格納部（１０４）に格納したカルテ記入情報と
、患者情報と、操作者情報と、をＷＥＢクライアント端末装置（１２０）に送信すること
になる（ステップＳ２５）。
【００９５】
ＷＥＢクライアント端末装置（１２０）は、カルテ記入情報の仮保存要求を電子カルテ
サーバ（１００）に送信した後に、電子カルテサーバ（１００）から、カルテ記入情報と
、患者情報と、操作者情報と、を受信した際に、カルテ制御部（１２３）は、新規入力画
面（１２２３）を起動し、ＷＥＢクライアント端末装置（１２０）から受信した患者情報
と、操作者情報と、に関連付けて管理されているカルテ主画面（１２２１）の過去記入情
報欄（図１２に示す１２２１Ｂ）の一番下側に、その過去記入情報欄（１２２１Ｂ）と重
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ならないように、新規入力画面（１２２３）を表示し、該表示した新規入力画面（１２２
３）上に、ＷＥＢクライアント端末装置（１２０）から受信したカルテ記入情報を表示す
ることになる（ステップＳ２６）。なお、新規入力画面（１２２３）は、カルテ主画面（
１２２１）上の最も最上面にて表示するように構築することも可能である。
【００９６】
これにより、カルテ入力画面（１２２２）上に記入したカルテ記入情報が、ＷＥＢクラ
イアント端末装置（１２０）から電子カルテサーバ（１００）に送信され、電子カルテサ
ーバ（１００）の具備する中間カルテ格納部（１０４）に一時的に仮保存された際に、Ｗ
ＥＢクライアント端末装置（１２０）の具備するカルテ表示部（１２２）上のカルテ主画
面（１２２１）上に表示された新規入力画面（１２２３）上に、その中間カルテ格納部（
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１０４）に仮保存されたカルテ記入情報が表示されることになる。
【００９７】
なお、カルテ制御部（１２３）は、カルテ主画面（１２２１）上に表示された新規入力
画面（１２２３）上に表示するカルテ記入情報と、カルテ主画面（１２２１）上の過去記
入情報欄（１２２１Ｂ）に表示する電子カルテデータと、を異なる表示形態にて表示する
。例えば、新規入力画面（１２２３）に表示するカルテ記入情報と、過去記入情報欄（１
２２１Ｂ）に表示する電子カルテデータと、を異なる色で表示するように構築する。これ
により、操作者は、カルテ表示部（１２２）上のカルテ主画面（１２２１）を参照するこ
とで、過去の電子カルテデータと、新規に記録した電子カルテデータと、を容易に分別す
ることが可能となる。
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【００９８】
なお、操作者は、一人の患者に対してカルテデータを複数回記入したい場合には、操作
者は、上述したカルテ入力画面（１２２２）の表示要求操作を行い、カルテ表示部（１２
２）上にカルテ入力画面（１２２２）を起動・表示させ、該起動・表示させたカルテ入力
画面（１２２２）から新規なカルテデータを記入し、該記入したカルテ記入情報を中間カ
ルテ格納部（１０４）に仮保存させ、その仮保存させたカルテ記入情報を、カルテ主画面
（１２２１）上に起動・表示させた新規入力画面（１２２３）に表示させる工程を、繰り
返し行うことで、一人の患者に対して複数回のカルテデータの仮保存処理を行うことが可
能となる。この場合、中間カルテ格納部（１０４）には、操作者が上述した工程を行った
回数の数だけ、カルテ記入情報が格納されることになる。
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【００９９】
なお、中間カルテ格納部（１０４）に仮保存されているカルテ記入情報に関し、ＷＥＢ
クライアント端末装置（１２０）からの修正、削除要求が発生した場合は、中間カルテ格
納部（１０４）に仮保存されているカルテ記入情報の破壊更新、破壊削除が行われること
になる。
【０１００】
例えば、操作者が、カルテ主画面（１２２１）上の新規入力画面（１２２３）上に表示
されているカルテ記入情報を修正、削除したい場合には、その新規入力画面（１２２３）
上に表示されているカルテ記入情報の修正、削除操作を行い、カルテ制御部（１２３）が
、その修正、削除処理を行ったカルテ記入情報と、患者情報と、操作者情報と、を電子カ
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ルテサーバ（１００）に送信することになる。
【０１０１】
電子カルテサーバ（１００）は、ＷＥＢクライアント端末装置（１２０）から、修正、
削除処理を行ったカルテ記入情報と、患者情報と、操作者情報と、を受信した際に、カル
テ制御部（１０３）が、その受信したカルテ記入情報と、患者情報と、操作者情報と、を
基に、中間カルテ格納部（１０４）に一時的に仮保存されているカルテ記入情報の更新・
削除処理を行い、該更新・削除処理を行ったカルテ記入情報を中間カルテ格納部（１０４
）に仮保存することになる。なお、この時、改竄防止を考慮し、更新・削除処理を行う前
のカルテ記入情報と、更新・削除処理をした後のカルテ記入情報と、を関連づけて格納す
るようにすることが好ましい。なお、更新・削除処理を行う前のカルテ記入情報と、更新
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・削除処理を行う前のカルテ記入情報と、更新・削除処理をした後のカルテ記入情報と、
を関連づけて格納するか否かは、操作者がクライアント端末装置（１２０）を用いて任意
に設定するように構築することも可能である。
【０１０２】
また、操作者が、中間カルテ格納部（１０４）に仮保存した複数のカルテ記入情報の中
から修正・削除を行いたい場合には、その修正・削除を行いたいカルテ記入情報の読み出
し要求操作を行い、カルテ制御部（１０３）は、その読み出し要求操作が行われたと判断
した際に、そのカルテ記入情報の読出要求と、その読出要求のカルテ記入情報と、そのカ
ルテ記入情報に関連付けられた患者情報と、操作者情報と、を電子カルテサーバ（１００
）に送信することになる。
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【０１０３】
電子カルテサーバ（１００）は、ＷＥＢクライアント端末装置（１２０）からカルテ記
入情報の読出要求と、カルテ記入情報と、患者情報と、操作者情報と、を受信した際に、
カルテ制御部（１０３）が、カルテ記入情報と、患者情報と、操作者情報と、を基に、中
間カルテ格納部（１０４）から読出要求に該当するカルテ記入情報を検索取得し、該取得
したカルテ記入情報と、患者情報と、操作者情報と、をＷＥＢクライアント端末装置（１
２０）に送信することになる。
【０１０４】
ＷＥＢクライアント端末装置（１２０）は、電子カルテサーバ（１００）から、カルテ
記入情報と、患者情報と、操作者情報と、を受信した際に、カルテ制御部（１２３）が、
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該受信したカルテ記入情報をカルテ表示部（１２２）上に表示し、操作者が、カルテ記入
情報の修正、削除処理を行い、カルテ制御部（１２３）が、その修正、削除処理を行った
カルテ記入情報と、患者情報と、操作者情報と、を電子カルテサーバ（１００）に送信す
ることになる。
【０１０５】
電子カルテサーバ（１００）は、ＷＥＢクライアント端末装置（１２０）から、修正、
削除処理を行ったカルテ記入情報と、患者情報と、操作者情報と、を受信した際に、カル
テ制御部（１０３）が、その受信したカルテ記入情報と、患者情報と、操作者情報と、を
基に、中間カルテ格納部（１０４）に一時的に仮保存されているカルテ記入情報の更新・
削除処理を行い、該更新・削除処理を行ったカルテ記入情報を中間カルテ格納部（１０４
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）に仮保存することになる。なお、この時、改竄防止を考慮し、更新・削除処理を行う前
のカルテ記入情報と、更新・削除処理をした後のカルテ記入情報と、を関連づけて格納す
るようにすることが好ましい。なお、更新・削除処理を行う前のカルテ記入情報と、更新
・削除処理を行う前のカルテ記入情報と、更新・削除処理をした後のカルテ記入情報と、
を関連づけて格納するか否かは、操作者がクライアント端末装置（１２０）を用いて任意
に設定するように構築することも可能である。
【０１０６】
次に、操作者は、患者の診察を終了する場合には、カルテ主画面（１２２１）の閉鎖操
作を行うことになり、カルテ制御部（１２３）は、カルテ主画面（１２２１）の閉鎖操作
が行われたと判断した際に、そのカルテ主画面（１２２１）をカルテ表示部（１２２）か

10

ら閉じ、そのカルテ主画面（１２２１）に関連づけられた患者情報と、操作者情報と、カ
ルテ記入情報の確定保存要求と、を電子カルテサーバ（１００）に送信する（ステップＳ
２７）。
【０１０７】
電子カルテサーバ（１００）は、ＷＥＢクライアント端末装置（１２０）から、患者情
報と、操作者情報と、カルテ記入情報の確定保存要求と、を受信した際に、カルテ制御部
（１０３）が、中間カルテ格納部（１０４）を検索し、ＷＥＢクライアント端末装置（１
２０）から受信した患者情報と、操作者情報と、に関連づけられたカルテ記入情報を取得
することになる。
【０１０８】
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次に、カルテ制御部（１０３）は、患者情報と、操作者情報と、カルテ記入情報と、を
基に、中間カルテ格納部（１０４）から取得したカルテ記入情報を電子カルテ格納部（１
０１）に確定保存することになる登録日を示すカルテ登録日情報を生成し、該生成したカ
ルテ登録日情報と、カルテ記入情報と、患者情報と、操作者情報と、を電子カルテ格納部
（１０１）に確定保存することになる。
【０１０９】
そして、カルテ制御部（１０３）は、中間カルテ格納部（１０４）から取得したカルテ
記入情報を電子カルテ格納部（１０１）に確定保存した際に、その確定保存したカルテ記
入情報に該当するカルテ記入情報を中間カルテ格納部（１０４）から削除することになる
（ステップＳ２８）。
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【０１１０】
なお、本実施形態における電子カルテシステムは、カルテ表示部（１２２）上に表示さ
れた図５に示す患者一覧画面（１２２０）の患者表示欄（１２２０Ａ）の中から、上記処
理により電子カルテ格納部（１０１）に確定保存した患者が選択された場合には、カルテ
制御部（１２３）がカルテ表示部（１２２）上にカルテ主画面（１２２１）を起動・表示
した際に、上記処理により電子カルテ格納部（１０１）に確定保存したカルテ記入情報が
、その起動・表示したカルテ主画面（１２２１）の過去記入情報欄（１２２１Ｂ）に表示
されることになる。
【０１１１】
このように、本実施形態における電子カルテシステムは、電子カルテサーバ（１００）

40

が、ＷＥＢクライアント端末装置（１２０）から電子カルテデータを受信した際に、該受
信した電子カルテデータを中間カルテ格納部（１０４）に仮保存し、ＷＥＢクライアント
端末装置（１２０）から電子カルテデータの確定保存要求が行われた際に、その中間カル
テ格納部（１０４）に一旦仮保存した電子カルテデータを電子カルテ格納部（１０１）に
確定保存することで、電子カルテ格納部（１０１）に電子カルテデータを格納することを
回避することになり、ミスオペレーションの可能性を低減させることが可能となる。
【０１１２】
次に、図１３を参照しながら、中間カルテ格納部（１０４）に仮保存したカルテ記入情
報を、電子カルテ格納部（１０１）に確定保存する際の処理動作について詳細に説明する
。
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【０１１３】
本実施形態の電子カルテシステムにおけるカルテ記入情報の確定保存処理は、操作者が
、カルテ主画面（１２２１）の閉鎖操作を行った際に、カルテ制御部（１２３）が、カル
テ主画面（１２２１）の閉鎖操作が行われたと判断し、カルテ制御部（１２３）は、カル
テ主画面（１２２１）を閉じ、そのカルテ主画面（１２２１）に関連づけられた患者情報
と、操作者情報と、カルテ記入情報の確定保存要求と、を電子カルテサーバ（１００）に
送信する（ステップＳ３１）。
【０１１４】
電子カルテサーバ（１００）は、ＷＥＢクライアント端末装置（１２０）から、患者情
報と、操作者情報と、カルテ記入情報の確定保存要求と、を受信した際に、カルテ制御部
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（１０３）が、中間カルテ格納部（１０４）を検索し、ＷＥＢクライアント端末装置（１
２０）から受信した患者情報と、操作者情報と、に関連づけられたカルテ記入情報を取得
することになる。
【０１１５】
次に、カルテ制御部（１０３）は、患者情報と、操作者情報と、カルテ記入情報と、を
基に、中間カルテ格納部（１０４）から取得したカルテ記入情報を電子カルテデータ格納
部（１０１）に確定保存することになる登録日を示すカルテ登録日情報を生成し、該生成
したカルテ登録日情報を、図２に示すように、患者情報に関連づけて電子カルテ格納部（
１０１）に確定保存することになる（ステップＳ３２）。これにより、例えば、カルテ登
録日情報として、カルテ登録日、入院外来区分などの情報が電子カルテ格納部（１０１）
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に格納されることになる。
【０１１６】
次に、カルテ制御部（１０３）は、患者情報と、操作者情報と、カルテ記入情報と、を
基に、電子カルテ格納部（１０１）に確定保存するカルテ保存情報を生成し、該生成した
カルテ保存情報を、図２に示すように、カルテ登録日情報に紐づいた状態で電子カルテ格
納部（１０１）に確定保存することになる（ステップＳ３３）。これにより、例えば、カ
ルテ保存情報として、カルテ情報、操作者情報などの情報が電子カルテ格納部（１０１）
に格納されることになる。
【０１１７】
なお、上記生成したカルテ保存情報の中に、過去のカルテデータを修正・削除したカル
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テデータが存在する場合には、修正・削除後のカルテデータ（図２に示すカルテ保存情報
１）とは別に、修正・削除前のカルテデータ（図２に示す修正元・削除元情報１）も併せ
て電子カルテ格納部（１０１）に格納することになる。この場合、修正・削除前のカルテ
データと、修正・削除後のカルテデータと、を関連づけて電子カルテ格納部（１０１）に
格納することが好ましい。
【０１１８】
即ち、カルテ制御部（１０３）は、図１４（ａ）に示すように、中間カルテ格納部（１
０４）から取得したカルテ記入情報と、患者情報と、操作者情報と、を基に、図１４（ｂ
）に示すように、患者情報と、カルテ登録日情報と、に関連づけて、カルテ保存情報と、
修正・削除元情報と、を電子カルテ格納部（１０１）に確定保存することになる。これに
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より、修正元・削除元の電子カルテデータを電子カルテ格納部（１０１）に保存すること
になるため、電子カルテデータの履歴を管理することが可能となる。
【０１１９】
次に、カルテ制御部（１０３）は、中間カルテ格納部（１０４）から取得したカルテ記
入情報を電子カルテ格納部（１０１）に確定保存した際に、その確定保存したカルテ記入
情報に該当するカルテ記入情報を中間カルテ格納部（１０４）から削除することになる（
ステップＳ３４）。
【０１２０】
このように、本実施形態における電子カルテシステムは、ＷＥＢクライアント端末装置
（１２０）が、電子カルテアプリケーションプログラムを起動させ、該起動させた電子ア
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プリケーションプログラムを用いて、患者の電子カルテデータを電子カルテサーバ（１０
０）から取得し、該取得した電子カルテデータをカルテ参照画面にて参照しつつ、新規な
電子カルテデータを作成し、該作成した電子カルテデータと、電子カルテデータの仮保存
要求と、を電子カルテサーバ（１００）に送信し、電子カルテサーバ（１００）の具備す
る中間カルテ格納部（１０４）に一時的に仮保存することになる。そして、その仮保存し
た電子カルテデータをカルテ参照画面にて確認し、患者の過去の電子カルテデータと、新
規に作成した電子カルテデータと、の相関を確認し、カルテ参照画面を閉鎖することで、
新規に作成した電子カルテデータの確定保存要求が、電子カルテサーバ（１００）に送信
されることになる。そして、電子カルテサーバ（１００）は、確定保存要求を受信するこ
とで、その確定保存要求の電子カルテデータを中間カルテ格納部（１０４）から取得し、
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該取得した電子カルテデータを電子カルテ格納部（１０１）に確定保存することになる。
【０１２１】
したがって、新規に作成した電子カルテデータを中間カルテ格納部（１０４）に一旦格
納し、カルテ参照画面にて、その新規に作成した電子カルテデータと、過去の電子カルテ
データと、を比較しつつ内容確認を行った後に、電子カルテデータを正式に電子カルテ格
納部（１０１）に格納することになるため、ミスオペレーションを低減させることが可能
となる。このため、ミスオペレーションによる病院内での誤情報伝達といった危険を未然
に回避することが可能となる。
【０１２２】
また、中間カルテ格納部（１０４）に一旦格納した電子カルテデータに対して、修正・
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削除処理などを施した場合には、その修正・削除前の電子カルテデータと、修正・削除後
の電子カルテデータと、を関連づけて、電子カルテ格納部（１０１）に格納することで、
電子カルテデータの履歴管理を行うことが可能となり、誰が、何時、どの端末で、どのよ
うな修正・削除を施したのかを確認することが可能となり、電子カルテデータの改竄を防
止することが可能となる。
【０１２３】
また、新規に作成した電子カルテデータと、過去の電子カルテデータと、を同じカルテ
参照画面上で表示させるように構築したり、電子カルテデータを時系列で表示させるよう
に構築したりすることで、複数の画面を同時に参照しながら操作することが可能となり、
操作者の操作性を向上させることが可能となる。
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【０１２４】
なお、上述する実施形態は、本発明の好適な実施形態であり、上記実施形態のみに本発
明の範囲を限定するものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更を
施した形態での実施が可能である。例えば、上記実施形態の電子カルテシステムにおいて
行った一連の処理動作は、コンピュータプログラムにより実行することも可能であり、ま
た、上記のプログラムは、光記録媒体、磁気記録媒体、光磁気記録媒体、または半導体等
の記録媒体に記録し、その記録媒体からプログラムを情報処理装置に読み込ませることで
、上述した処理動作を情報処理装置において実行させることも可能である。また、所定の
ネットワークを介して接続されている外部機器からプログラムを情報処理装置に読み込ま
せることで、上述した処理動作を情報処理装置において実行させることも可能である。
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【産業上の利用可能性】
【０１２５】
本発明にかかる電子カルテシステムは、複数の関連性のある情報をデータベースに格納
する際に、そのデータベースに格納する情報を正確且つ確実に保存させるための情報管理
装置に適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１２６】
【図１】本実施形態における電子カルテシステムのシステム構成を示す図である。
【図２】図１に示す電子カルテ格納部（１０１）のデータ構造を示す図である。
【図３】図１に示す中間カルテ格納部（１０４）のデータ構造を示す図である。
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【図４】ＷＥＢクライアント端末装置（１２０）のカルテ表示部（１２２）において電子
カルテデータを表示する際の処理動作を示すシーケンスチャートである。
【図５】カルテ表示部（１２２）上に表示される患者一覧画面（１２２０）を示す図であ
る。
【図６】図５に示す患者一覧画面（１２２０）の患者表示欄（１２２０Ａ）の中から任意
の患者を選択操作し、その選択操作した患者に関するカルテ主画面（１２２１）を表示し
た場合の図である。
【図７】複数の患者を選択操作した場合のカルテ表示部（１２２）の表示例を示す図であ
る。
【図８】患者ＴＡＢ（１２２１Ａ）の切り替え操作を説明するためのシーケンスチャート
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である。
【図９】電子カルテデータを中間カルテ格納部（１０４）に仮保存し、電子カルテデータ
の確定保存要求が行われた際に、その中間カルテ格納部（１０４）に一旦仮保存した電子
カルテデータを電子カルテ格納部（１０１）に確定保存する際の処理動作を示すシーケン
スチャートである。
【図１０】カルテ主画面の表示例を示す図であり、過去記入情報欄（１２２１Ｂ）が時系
列的に表示されている場合を示す図である。
【図１１】カルテ主画面の表示例を示す図であり、カルテ入力画面（１２２２）を起動・
表示した場合を示す図である。
【図１２】カルテ主画面の表示例を示す図であり、新規入力画面（１２２３）を起動・表
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示した場合を示す図である。
【図１３】中間カルテ格納部（１０４）に仮保存したカルテ記入情報を、電子カルテ格納
部（１０１）に確定保存する際の処理動作を示すシーケンスチャートである。
【図１４】中間カルテ格納部（１０４）に仮保存したカルテ記入情報を、電子カルテ格納
部（１０１）に確定保存する際のデータ構造を示す図であり、（ａ）は、中間カルテ格納
部（１０４）に仮保存した際のデータ構造を示し、（ｂ）は、電子カルテ格納部（１０１
）に確定保存した際のデータ構造を示す図である。
【符号の説明】
【０１２７】
１００

電子カルテサーバ

１０１

電子カルテ格納部

１０２

カルテ伝送部

１０３

カルテ制御部

１０４

中間カルテ格納部

１１０

ネットワーク

１２０

ＷＥＢクライアント端末装置

１２１

カルテ伝送部

１２２

カルテ表示部

１２２０
１２２０Ａ
１２２０Ｂ
１２２１

患者一覧画面
患者表示欄
患者一覧表示ＴＡＢ
カルテ主画面

１２２１Ａ
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