
課題概要 備考

合計

370

合計 97

0 40

312 4 413

解決事項 97 272 1
未解決事項 0 40

3

要望 その他
3 43

(1)日医仕様のCSV取り込み、書き出し機能を実装す
る。
(2)ソースコードを公開する。
(3)今後のバージョンアップの頻度を検討する。

31

その他

0

合計不具合

0

30 マニュアル共通 0 3 0

9

29 運用マニュアル 0 0 2 マニュアル類の整備
28 インストールマニュアル 0 0 0
27 クイックインストールマニュアル 0 0 0
26 初期設定マニュアル 0 0 0

25 オンライン請求・提出 0 0 1 操作手順を運用マニュアルに追加
24 オンラインアップデート 0 0 0
23 データベース 0 0 0 一部の項目に、有効期限を設定する。
22 インストーラ 0 0 0

21 帳票共通 0 0 0
20 結果通知表 0 3 0 検査分野別判定の出力を可能にする。
19 入力票 0 1 0

18 全画面共通 0 7 0 (1)UI を改善する。（入力操作性、ガイダンスの表示な
17 ログイン 0 0 0

16
メンテナンス共通

0 1 0
(1)各項目に有効期限を設定する。
(2)他の健診機関への、マスタのコピーを可能にす
る

15 システム利用者メンテナンス 0 0 0
14 システム管理ユーザ情報メンテナンス 0 0 0
13 保険者情報マスタメンテナンス 0 1 0
12 支払代行機関マスタメンテ 0 2 0
11 健診パターンメンテナンス 0 1 0
10 健診項目マスタメンテナンス 0 1 0
9 機関情報メンテナンス 0 0 0
8 機関ＤＢバックアップ 0 0 0
7 請求データ編集 0 0 0
6 請求・HL７出力 0 1 0
5 詳細表示 0 0 0
4 メタボ判定・階層化 0 0 0
3 検査データ取り込み 0 0 0

8 02 健診結果データ入力 0
2 01 受診券入力画面 0

作成日 更新日

課題管理表概要 日医特定健康診査システム - 1.2.7 2008/11/27 2010/3/10

タイトル システム名称

項目
番号

サブシステム名称 バージョン

項目 不具合 要望 その他



バージョン 更新日

機能No. No.
ステータ
ス

記入日 完了日 依頼者 大分類（画面 中分類 小分類 重要度分類 内容 対応方法 備考

1.受診券入力画面

1 1 確認

2008/4/9

画面

受診券入力画面

インターフェース

B

改善要望

（B）
○市区町村で同じパターンの受診券は多い筈
　→保険者番号を入れると直前の保険者を同じくする被保険者の「窓口負担」情報をコピーして
表示する

（2009/02/23）
ユーザに運用を委ねるような形で実装できないだろう
か。
設定すれば、引用できる。設定しなければ、従来どお
り。
保険者により異なる部分になるので 設定可能となれ

1 2 2008/2/28

画面 受診券入力画面

QRコード C その他

QRコードの実装について （2009/01/26）
取り込み用フォーマットが複雑で、実用的でないとの声
もあり。
---------------------------
（2009/02/05）
問い合わせないため優先順位下げ。

1 3 対応

2008/5/8

画面

受診券入力画面

UI B 改善要望

登録時の追加機能
　　- 以下のオプションをチェックボックスで選べると良い。
　　　- 保険情報を残す。
　　　- 入力表を印刷する。

（2009/02/05）
チェックボックスを追加
----------------------------
(2009/02/18)
優先順位C→B
----------------------------
(2009/04/22)
保険者メンテナンス画面で一括登録出来るようにする。

1 4

2008/6/7

画面

受診券入力画面

UI A 改善要望

受診券整理番号について
○文字型で処理して桁数も増やすべきかと
　＃ちなみに板橋区は受診券番号１３桁

(2009/02/18)
優先順位B→C
(2009/0３/30)
13桁で固定（今後、増えた場合には、再度検討）
----------------------------
(2009/04/22)
経年変化については、全画面共通18.14で対応予定で
す。

2.健診結果データ入力

2 1 対応

2008/3/22 画面 健診結果データ入力 インターフェース A 改善要望 具体的な既往歴など、は、健診シートにあわせて選択肢が出るべき。選択肢に「なし」も欲しい。
さらに、ワープロエリアもあると良い

Ctrl+Enterでワープロエリアが起動します。 (2009/01/30)
入力エリアにデフォルトで
「なし」を設定

2 2 提案

2008/3/22

画面

健診結果データ入力

B 改善要望

入力済フラグが分かりにくい
　→健診・問診結果データのうち、必須項目が全て入力済みの受診者
　　・「（入力）済」
　→メタボ判定・階層化が終わってる
　　・「判定日」に日付が入っている
　→結果通知表を印刷済みである
　　・「通知日」に日付が入っている
　→請求・ＨＬ７出力済みである
　　・「HL7出力日」に日付が入っている
　※以上の段階別で適宜、各画面で整理・表示・検索可能とすること

（仕様未確定）
-------------------------------------------
（2009/02/09）
入力済みの説明をタイトルバーのコメントに追加。
入力済みフラグを太字で表示する。
入力済みフラグの背景色を薄い水色で表示する。
又、他のフラグも同様とする、

2 3 対応

2008/3/22

画面

健診結果データ入力

B 改善要望

No65：「結果（数値）と結果（コード）と結果（文字列）は、１列で縦に入力していけると良いが時間
がないので３列のまま」 1列にする。

-------------------------------------------
(2009/01/30)
登録処理自体の構造が変わる為、影響範囲大

2 4 対応

2008/3/22

画面

健診結果データ入力

B 改善要望

No145：（Ｂ）
Ctl + Enter キーのコトは画面で強調しよう（文字色を変える？）
　→結果入力画面のラベルの２行目、日本語が変

ガイダンスを表示する。
-------------------------------------------
（2009/02/05）
マニュアルに記載する

(2009/01/30)
No.6と同一

2 5 提案

2008/4/9

画面

健診結果データ入力

インターフェース A 改善要望

（Ａ）
○総合コメント入力エリアで「Ctl＋Enter」の候補文
　→複数選択したいときにまるで使えない
　→検査分野別判定と医師の判断の候補が混じっている

複数選択できるようにすることを検討致します。
項目の内容についても、再度見直します。
-----------------------------------
（2009/02/05）
文例登録の要望あり（医見書など参考に）
分野別判定で医師の判断もいれた希望あり

1行ずつ追加が可能なので、
一度に複数選択する必要は
ない。ただし、今後、UIの改
善を検討する。

2 6 対応
2008/4/9

画面
健診結果データ入力

B 改善要望
テキストを入力した後、登録ボタンにキーボードでフォーカスを移動できない。 Ctrl + Tab で移動可能。ただし、わかりにくいので、ガイ

ダンスを表示する。
(2009/01/30)
No.6と同一

1.2.7 2010/3/10

タイトル システム名称 サブシステム名称

未解決事項一覧(改善要望) 日医特定健康診査システム -

2 / 28



バージョン 更新日

機能No. No.
ステータ
ス

記入日 完了日 依頼者 大分類（画面 中分類 小分類 重要度分類 内容 対応方法 備考

1.2.7 2010/3/10

タイトル システム名称 サブシステム名称

未解決事項一覧(改善要望) 日医特定健康診査システム -

2 7 対応

2008/4/9

画面

健診結果データ入力

テキスト入力画面 B 改善要望

改行コードが保存されていない。某フリーソフトも同じ仕様だ。技術的に難しいのか？ 改行コードを保存するように変更する。
-------------------------------------------
（2009/02/05）
windowsの改行コードに合わせる。
印刷時は改行コードを抜く
Linux での動きを考慮
※Win → Linux への移行は必ずある

2 8 対応

2008/5/13

画面

健診結果データ入力

UI B 改善要望

■健診・問診結果データ一覧など
（C）
○これから処理する受診者を選択するのに、左端のチェックボックスを押すのが直感的でない

(2009/01/30)
レコード選択時と同時にチェックする。
一覧系の画面は、インターフェース統一する必要があ
る。
-------------------------------------------
（2009/02/05）
チェックボックスは無くす
複数選択時のみチェックボックス
某フリーソフトと同じ動きを
-------------------------------------------
（2009/02/18）
優先度 C→B

2 9 対応

2008/12/24

画面

健診結果データ入力

B 改善要望

メタボ判定で「判定不能」になる場合の必須項目について、
メタボ判定に必要な必須項目が入力されていない場合、エラーとする。

健診結果入力時、メタボ判定時の必須項目が無い場
合、
必須エラーメッセージを表示する、
「メタボ判定における必須項目が入力されていませ
ん 」

3.検査データ取り込み

3 1 確認

2008/5/25 画面 検査データ取り込み 基準値の取り込
み

C

改善要望 基準値を取り込めるか？基準値は、検査会社ごとか、健診機関ごとに設定できれば良い。現状
のように、保険者ごとに設定できるようにするべきではない。

(2009/02/02)
現状は取り込まない形である。
検査結果は、健診機関毎に取り込む。
--------------------------
(2009/02/05)
運用の状況をみて、取り込むかどうかの判断を行う。
--------------------------
(2009/03/30)
優先順位 A→C
→ 各マスタのインポート、エクスポートと同様にユーザ
の判断でできるようにして欲しい。

4.メタボ判定・階層化

4 1 対応

2008/6/7 画面 メタボ判定・階層化 C 改善要望 2.保健指導レベルで「判定不能」となった場合、何が原因でそうなるのか
メッセージが表示されるとありがたいです。

「判定不能」は、欠損値が発生した場合に発生します。
必須項目チェックのメッセージを表示するレベルよろし
いかと思います。
--------------------------
(2009/02/05)
保健指導レベルで「判定不能」になる原因の欠損値が
ある場合、健診項目のリストを表示する。

4 2 P

2009/2/6 画面 メタボ判定・階層化 A 改善要望 メタボ判定時の判定基準が、厚生労働省のHPに記載されている内容と
相違がある。

(2009/02/05)
メタボ判定のリスク計算等を考慮して、
再度仕様を見直す必要がある。
--------------------------
(2009/02/10)
「メタボリックシンドロームの考え方　～判定と生活習慣
支援のイメージ～」は、
確認したところ、平成17年8月26日（金）に実施された検
討会の検討資料です。（以前の仕様）
正規の仕様としては、2008.05.01発行の
「システム開発者のための補足資料」となりますので、
改修は必要ありません。
--------------------------
(2009/03/30)
→ 今後、判定の仕様が変更となる場合には柔軟に対
応して欲しい。（現時点では、保留）
--------------------------
(2009/04/22)
マニュアルに補足資料についての説明を解りやすく明
記する。

5.詳細表示

6.請求・HL7出力

6 1 対応

2008/5/16

画面

請求・HL７出力 B 改善要望 「HL7出力済みの受診者を含める」のチェックが外れてる場合は【HL7出力日】の入力フォームを
使用不能にしておいた方が良い。（チェックがない場合に使用できても検索結果はすべて０件に
なってしまう為）

(2009/02/05)
HL７の検索項目を灰色の使用不可コントロールに設定
する
------------------------------------
(2009/04/22)
チェック項目と連動する

3 / 28



バージョン 更新日

機能No. No.
ステータ
ス

記入日 完了日 依頼者 大分類（画面 中分類 小分類 重要度分類 内容 対応方法 備考

1.2.7 2010/3/10

タイトル システム名称 サブシステム名称

未解決事項一覧(改善要望) 日医特定健康診査システム -

7.請求データ編集

8.機関ＤＢバックアップ

9.機関情報メンテナンス

10.健診項目マスタメンテナンス

10 1 対応

2008/3/8 マスタメンテ 健診項目マスタメンテ
ナンス

A 改善要望 ○「データタイプ」が「コード」のものは、キチンと画面で整理すべき 文言変更かガイダンスを表示します。
→ガイダンスを表示する。
データタイプが2の項目に関しては該当の行を薄い
グレーにする。
「グレーになっているあり、なしなどのコードを選択する
項目に関しては単価以外は修正しないでください。」

11.健診パターンメンテナンス

11 1 対応

2008/7/23

マスタメンテ

健診パターンメンテナ
ンス

B 改善要望

メタボリックシンドローム判定、保健指導レベルの項目を削除しようとした場合、削除できないよ
うにするか、警告メッセージを表示して注意を促すようにする。（要検討） (2009/02/05)

（画面と結果通知には出るので）
保険の指導レベルを入れなくて良い個別契約あり？
必須項目は、パターン編集で自由に変わってしまう為、
デフォルトパターン(1,2)を固定する(編集不可)

12.支払代行機関マスタメンテナンス

12 1 提案

2008/12/24 マスタメンテ 支払代行機関マスタメ
ンテナンス

B 改善要望 使用しない支払代行機関情報は表示しない (2009/02/05)
'９９'を入れてマスタを編集する、
表示順に並び替えてソートする。
---------------------------------------
(2009/02/10)
個人情報データに登録されている支払い代行機関を優
先的にリスト上側に表示する。
---------------------------------------
(2009/04/22)
健診パターンと同じ画面レイアウトにする。
支払代行機関が呼び出された時には、登録されたもの
を表示

12 2 P

2008/8/5 2009/2/5

マスタメンテ

支払代行機関マスタメ
ンテナンス

B 改善要望

（Ｂ）
○支払代行機関の登録済所在地データに半角が混じっている
　→半角データが混じっているため、例えば少し編集して登録すると、
　　全角半角混合エラーが出る。

(2009/02/02)
以前、半角入力を許可した時のデータが残っている。現
状では、全角入力のみ許可する為、ユーザは再度登録
しなければならない。
HL7出力項目に存在するが、全角・半角混在可
---------------------------------------
(2009/04/22)
オンラインアップデートで全角変換を実施

4 / 28



バージョン 更新日

機能No. No.
ステータ
ス

記入日 完了日 依頼者 大分類（画面 中分類 小分類 重要度分類 内容 対応方法 備考

1.2.7 2010/3/10

タイトル システム名称 サブシステム名称

未解決事項一覧(改善要望) 日医特定健康診査システム -

13.保険者情報マスタメンテナンス

13 1 提案

マスタメンテ 保険者情報
マスタメンテナンス

C 改善要望 13.2保険者情報マスタメンテナンスの対応に関わる (2009/02/05)
年齢によって変わるなどあり
生活機能評価の同時実施も考慮
------------------------------------------
(2009/02/10)
国保の場合→提出側は意識せず、差し引きを
社保の場合→提出側は、その他項目に入力する。
------------------------------------------
(2009/04/22)
日次と月次の修正対応時に請求データ編集画面
での修正内容を保存できれば良い

14.システム管理ユーザ情報メンテナンス

15.システム利用者メンテナンス

16.メンテナンス共通

16 1 P 2008/2/25

マスタメンテ メンテナンス共通

インターフェース A 改善要望

代行機関メンテナンス画面などデータグリッド使用画面では、入力項目をクリックしないと入力で
きない。

入力欄はフォーカスが移動すると入力可能にする。
-----------------------------
(2009/02/02)
一覧画面共通事項として、一覧画面表示中に
項目を編集させる必要がある？

16 2 P 2008/2/25

マスタメンテ メンテナンス共通

インターフェース A 改善要望

代行入力画面やデータグリッド使用画面ではフォーカス移動が項目名称にも行われる フォーカス移動は入力項目のみ
-------------------------------------
(2009/02/02)
16.1メンテナンス共通で一覧画面で編集する事となれ
ば、必要無い

16 3 対応

2008/11/21 マスタメンテ メンテナンス共通

Ａ 改善要望

項目マスタや健診パターンなどのエクスポートおよびインポートが可能にならないか？
--------------------------------
（2008/03/02）
日医仕様のＣＳＶの書き出し
についてはペンディングとしましたが、
実装の検討をお願いしたいです。
--------------------------------
（2008/2/25）
マスタメンテナンス５－２～６までのマスタは、余所の機関のマスタをコピーできる機能が必要で
す。パターン？マスタ？の他健診機関へのコピー→裏技でも良い
--------------------------------
（2009/2/6）
マスタをコピーして配布（医師会に多い）
・滋賀県の連合会から依頼を受けて対応したことあり
・エクスポート、インポートとするか
・ソフト配るのを想定するか
　→エクスポートインポートが万能？
　→ソフト内でのコピー機能も必要
　→医療機関DBをまるまるコピー？

（2009/02/02）
メニュー画面でエクスポート及びインポート機能を付け、
自由にチェック出来るようにする。
CSV形式?
----------健診ソフト
1.健診項目、2.保険者情報、3.健診パターン、4.支払代
行、5.機関情報、6.システム利用者
----------システム管理
1.健診機関、2.システム管理者

-----------
(2009/2/6)
複数機関対応で、内部的にインポート、エクスポートを
想定する。
-----------
(2009/2/１0)
日次画面で、CSV出力機能が必要
-----------
（2008/2/5）
日次用の画面へ請求リスト画面を追加する。

16 4 対応

2009/4/22 画面 全画面共通 C 改善要望 CSV取込み、出力機能

(2009/04/22)
提案する

16-3と同件
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バージョン 更新日

機能No. No.
ステータ
ス

記入日 完了日 依頼者 大分類（画面 中分類 小分類 重要度分類 内容 対応方法 備考

1.2.7 2010/3/10

タイトル システム名称 サブシステム名称

未解決事項一覧(改善要望) 日医特定健康診査システム -

17.ログイン

18.全画面共通

18 1 対応

2008/3/22 画面 全画面共通 B 改善要望 右クリックが効かない　＃コピー＆ペーストができない

(2009/02/05)
ガイダンスをマニュアルに明記する。
例）テキストエディターを使用して。。
。CSVコピー機能
------------------------------------
(2009/04/22)
以下の実装機能が必要（前回Do機能の話も。。）
・プルダウンのコピー機能
結果データ入力での結果データコピーに以下の２種類
１．結果値とコメント
２．コメントのみ

18 2 質問 2008/2/26

画面 全画面共通

B 改善要望

郵便番号や電話番号のフォーマットの規定が無い
→（半角、ハイフンなし　等）

フォーマットの規定を設定します。
------------------------------------
(2009/02/05)
今のまま（半角ハイフンなしのガイダンスを。。）
画面表示時の郵便番号の表示を変更します。
例）172-0022
------------------------------------
(2009/02/10)
対象画面
・保険者情報マスタメンテナンス一覧
・支払代行マスタメンテナンス一覧
・健診・問診データ一覧
・メタボリックシンドローム一覧
・請求・HL７出力一覧
・健診・問診データ表示
郵便番号以外で日付(生年月日、健診実施日、判定日、
結果通知日)の対応も必要かと思いますが、対応の必
要がありますでしょうか？。
-----------------------------------
（2009/03/30）
→ 郵便番号（必須項目）のため、ハイフンなしの7桁固
定。→ 電話番号（必須項目でない）ため、半角であれば
登録可能とする。※ハイフンや（ ）カッコも許すことは可
能でしょうか？

18 3 対応

2008/4/9

画面

全画面共通

インターフェース B 改善要望

■全体
（Ｂ）郵便番号や電話番号に、入力書式のコメント
→全角、半角含め
例）被保険者証記号（全角入力のみ20文字以内）

表示方法を検討致します。
------------------------------------
(2009/02/05)
支払代行期間マスタ画面のガイダンスを追加する。

受診券入力画面に書式を表
示した。

18 4 対応

2008/5/19

画面

全画面共通

UI B 改善要望

（2008/03/08）
○メタボ判定・階層化で選択した受診者が、実行後、選択がクリアされる
　→このままの仕様とするかどうか検討
---------------------------------------------------------------
チェックボックスと選択行の使い方については違和感があるので
再考の余地があると考えてます。

チェックボックス選択時、チェックして同時に選択
状態(青色)にする。

18 5 P 2008/5/19 画面 全画面共通 UI B 改善要望 状況に応じて、ボタンの有効/無効を切り替えた方が良い。

18 6 確認

2008/11/21

画面

全画面共通

Ａ 改善要望

各画面において、登録ボタンを押した後の挙動が不定なので、統一できないか？
登録を押すと確認メッセージは出現しないが、空白画面となる
受診券入力（個人情報登録）
登録を押すと確認メッセージが出現し、入力された画面がそのまま残る
健診・問診結果入力画面（※メタボ判定画面から遷移し、修正にて展開した画面も同一）
どちらの画面も連続して次の入力を実施される運用を考慮すれば、登録を押したあとは空白の
画面に戻る、が良いのではないか？
ただし、※のメタボ判定からの遷移においては、メタボ判定の画面に2画面の戻りが必要とな
る。
---------------------------------------------
（2008/08/05）
○終了ボタン押下後、メッセージなしでウインドウが閉じる
＃このあたりは、受診券入力画面のUIが固まったら他のウインドウでも採用の上、操作性を統

（2009/02/02）
主に登録系の処理でメッセージを追加
検索系は不要
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バージョン 更新日

機能No. No.
ステータ
ス

記入日 完了日 依頼者 大分類（画面 中分類 小分類 重要度分類 内容 対応方法 備考

1.2.7 2010/3/10

タイトル システム名称 サブシステム名称

未解決事項一覧(改善要望) 日医特定健康診査システム -

18 7 質問

2008/11/21

印刷

全画面共通

Ａ 改善要望

各画面における一覧表や請求データなどのリストの印刷はできないか？

（2009/02/02）
一覧表と同じレイアウト？でPDF出力する
日次画面で、PDF印刷機能が必要
--------------------------
（2009/02/10）
対応画面
必要と思われるものをピックアップ致しました。
以下の画面以外に必要でしたら、必要画面のピック
アップをお願い致します。
・健診問診結果データ入力
・健診問診結果データ一覧
・メタボリックシンドローム判定階層化一覧
・請求・HL7出力一覧
--------------------------
（2009/03/30）
現在、思案中であるため、もう少しお時間をください。
ボタンの配置場所がない為、
「結果データXX」の文言を「結果XX」に訂正する必要
があります。

18 8 確認

2008/12/24

画面

全画面共通

UI C 改善要望
ファンクションキーの利用
⇒入力画面のみか画面全体かどうか検討

（2009/02/02）
一覧表と同じレイアウト？でPDF出力する
日次画面で、PDF印刷機能が必要
--------------------------
（2009/02/10）
対応画面
必要と思われるものをピックアップ致しました。
以下の画面以外に必要でしたら、必要画面のピックアッ
プをお願い致します。
・健診問診結果データ入力
・健診問診結果データ一覧
・メタボリックシンドローム判定階層化一覧
・請求・HL7出力一覧
--------------------------
（2009/04/22）
OSC鈴木様提示書類参照
F１：戻る、F12：進む（UI改善案資料参照の事）
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バージョン 更新日

機能No. No.
ステータ
ス

記入日 完了日 依頼者 大分類（画面 中分類 小分類 重要度分類 内容 対応方法 備考

1.2.7 2010/3/10

タイトル システム名称 サブシステム名称

未解決事項一覧(改善要望) 日医特定健康診査システム -

18 9 提案

2009/3/2

画面

全画面共通

インターフェース C 改善要望

UIの抜本的改良を行う--GUI部

GUI部---------------
日医レセプトソフトの様に
Java Look & Feelを使用し、GUIの見た目をメニューで
切り替えられるようにすることで対応する。
※切り替えモード(Metal,Nimbus,windows,windows-
classic)
OS別に利用できるLook & Feelを使用
swing以外で対応する場合は、画面を作り直す必要が
あります。

18 10 要検討

2009/3/2

画面

全画面共通

インターフェース A 改善要望

UIの抜本的改良を行う--制御部 制御部---------------
医見書ベースで入力制御を検討
---------------------------
(2009/04/02)
一覧画面のテーブルのキー項目を固定とする
---------------------------
(2009/04/22)
バランス取りつつ作業を進める

19.入力票

19 1 P

2008/8/5

帳票

入力票

印刷 A 改善要望

■特定健康診査用入力票
○項目の順序
　→詳細な健診（例えば貧血）で、入力票（紙）での順番と
　　健診・問診結果データ入力（画面）での順番が異なる

入力票のレイアウト変更
1.身体測定体　6.採血条件→2.血圧の下へ
2.血圧　　　　　　7.尿→4.肝機能の下へ
3.血中脂質　　　8.貧血
4.肝機能　　　　　9.心電図→7.尿の下へ
5.血糖　　　　　　 10.眼底

20.結果通知表
20 1 P 2008/4/22 帳票 結果通知表 C 改善要望 裏面の印刷も何処かで（マスタメンテなど）予め行える機能があると便利 （要調査）

20 2 確認

2008/4/22

帳票

結果通知表

日医フォーマット
の結果通知表の
コード値対応

B 改善要望

日医フォーマットのコード値に対応するという話はなかったか？
（2009/04/22）
------------------------------
【日本医師会】
『特定健診　代行入力関連資料』
http://www.med.or.jp/chiiki/kenshin/input.html

20 3 質問

2008/5/21

帳票

結果通知表

B 改善要望

◇結果通知表の「検査分野別判定」は書式右下の備考欄に今は表示される、という表現で良い
か
　（現在のバージョンでは）

暫定対応として、検査分野別判定を検査結果一覧から
入力できるうようにする。
------------------------------
（2009/03/30）
各検査分野別で、判定結果にH又はLが含まれている
場合に正常か異常かのメッセージを出力しています。
HL判定は自動なので、ユーザによるて編集は許可しま
せん。その為、現行の仕様で問題ありませんでしょう
か？

20 4 対応

2008/6/7

帳票

結果通知表

B 改善要望

既往歴、自覚症状、他覚症状について「特記すべきことなし」とプルダウンから選択した
場合は、手入力でなく、自動的に印字がされるようにしていただけるとうれしいです。

喫煙歴なしと同様の動きをする
------------------------------
（2009/04/22）
コンボボックスで選んだ文字列そのまま出力

20 5 対応
2008/8/5

帳票
結果通知表

A 改善要望
1枚目の帳票を、A4 2枚に分割する。 （2009/02/05）

A41枚又は、A42枚で選択できる様に印字する

21.帳票共通

22.インストーラ

23.データベース

24.オンラインアップデート

25.オンライン請求・提出

25 1 P

2008/3/13

他

オンライン請求・提出 マニュアル A その他 ○マニュアル記載（提出・請求系）
○マニュアル記載（返戻時の運用）
○IP-Sec+IKE 利用時
　＃日レセで業者を決めた後

（2009/02/05）
マニュアルの修正が必要
ただし、マニュアルには、参考リンク程度にする。
------------------------------
（2009/04/22）
端的に明記する。

26.初期設定マニュアル
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バージョン 更新日

機能No. No.
ステータ
ス

記入日 完了日 依頼者 大分類（画面 中分類 小分類 重要度分類 内容 対応方法 備考

1.2.7 2010/3/10

タイトル システム名称 サブシステム名称

未解決事項一覧(改善要望) 日医特定健康診査システム -

27.インストールマニュアル

28.運用マニュアル

28 1 P

2008/3/22 他 運用マニュアル マニュアル B その他 委託料単価区分個別と集団の違い（説明）をマニュアルに記載のこと マニュアルに記載いたします。
※マニュアル類は、健診制度が変わった段階で改修す
る。又、随時指摘あり。

28 2 P

2008/6/25 他 運用マニュアル マニュアル B その他 下記による基準値の変更を記載する。
------
各健診機関において用いられている、科学的根拠のある数値を用いられたい。
ただし、階層化に必要な腹囲、血糖、脂質、血圧の４項目については、
保健指導判定値を用いることが望ましい。

※マニュアル類は、健診制度が変わった段階で改修す
る。又、随時指摘あり。

29.マニュアル共通

29 1 P

2008/11/21 他 マニュアル共通 マニュアル B 改善要望 マニュアルに使用する「言葉」の統一性が欲しい
Web上にある「初期設定マニュアル」とインストール時にインストールされる「スタートアップマ
ニュアル」は同一。

※マニュアル類は、健診制度が変わった段階で改修す
る。又、随時指摘あり。

29 2 対応

2009/2/6 他 マニュアル共通 マニュアル B 改善要望 操作マニュアルが必要(日常操作（深い部分）に関わる改良)。
運用マニュアルは使うのは 初だけ
・入力系のガイダンスの充実
・バックアップレストア、PC引っ越し etc
　→今までQAを含めた Tips 集というイメージ
　→多くある操作の間違いなど含める
　→BMI自動判定がおかしいと思ってしまう場合　など

※マニュアル類は、健診制度が変わった段階で改修す
る。又、随時指摘あり。

29 3 対応

2009/2/6 他 マニュアル共通 マニュアル B 改善要望 Q＆A（問い合わせ件数が多いもの中心）が必要 ※マニュアル類は、健診制度が変わった段階で改修す
る。又、随時指摘あり。
------------------------------
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バージョン 更新日

機能No. No.
ステータ
ス

記入日 完了日 依頼者 大分類（画面 中分類 小分類 重要度分類 内容 対応方法 備考

1.2.7 2010/3/10

タイトル システム名称 サブシステム名称

未解決事項一覧(改善要望) 日医特定健康診査システム -

30.Linux対応

31.その他

31 1 対応 2008/2/26

他 その他

インターフェース A

改善要望 郵便番号の住所変換は必要
--------------------------------------
（2008/04/22）
郵便番号から住所を検索

郵便番号データを整備し、住所自動取得での対応を検
討します。
-------------------------------------
(2009/02/02)
日本郵便サイトより住所マスタを利用可能です。
-------------------------------------
(2009/02/05)
医見書の住所マスタを利用する。
検索ボタンと、検索機能の実装が必要。
-------------------------------------
(2009/02/10)
対応画面
・受診券登録画面
・医療保険者情報マスタメンテナンス
・支払代行機関情報登録
・機関情報登録、編集
-------------------------------------
(2009/04/22)
意見書機能を参考

31 2 確認 2008/2/28

他 その他 インターフェース C 改善要望 保険者情報のデータのダウンロード 日レセ非連動時は内部の別マスタから取得。
日本医師会からダウンロード可能に。ORCA連携時は
ORCAから取得
-------------------------------------
(2009/02/05)
現在ML上にて情報提供中
-------------------------------------
(2009/04/22)
郵便マスタ同様にデータの更新のしくみにする

31 3 P

2008/5/21

他

その他

B 改善要望

□ エラーログ出力/メッセージの詳細化
また、どのような失敗か、エラーメッセージが分かりやすくなればと思います。
例えば、システムにプリンタが登録されていない場合は、印刷に失敗しますが
「印刷に失敗しました」としか出てきません。
アクセス権がらみで、DBの登録(作成)に失敗するケースでも同様です。
サポートの立場としては、エラーログの出力や、詳細なエラーメッセージが
欲しいところです。

（応相談）
-------------------------------------
2009/04/22
細かいログが出力されるとサポートがしやすい

31 4 対応

2008/11/21

他

その他

A 改善要望

CVSによるソース管理を行いたい
---------------------------------------
（2008/3/13）
ＣＶＳ化とコミットのルールと同件の為マージ
Javaソースのリファクタリング見直し

現在の 新ソースの提供
過去のコメント等で可読性が低い為、一度ソースの整理
が必要
-------------------------------------
(2009/04/21)
処理の高速化特に結果データ登録処理は重い

31 5 対応

2008/1/23

他

その他

B 改善要望

ログイン時のエラー表示
セキュリティを高める上では、ログイン時のユーザ名/パスワードを間違えた際の
エラーメッセージは、どちらも「ユーザ名またはパスワードが間違っています」
に統一したほうがよい。
(ただし、医院での運用上このレベルのセキュリティポリシでよければ問題なし)

31 6 対応

2009/2/6

他

その他

A 改善要望

セキュリティガイドラインに沿って運営 マニュアルに明記する
-------------------------------------
(2009/04/22)
【ORCAプロジェクト セキュリティポリシー】
http://www.orca.med.or.jp/receipt/security/orcasecuri
ty rhtml

31 7 対応
2009/2/6

他
その他

B 改善要望
Javaの電子署名の方式を採用する。
サイン付きjarを作成する為、日医総研様環境でビルドを実施して頂く。

31 8 要検討

2009/2/6

他

その他

C 改善要望

XMLビューア
　→選択肢を示してもらう（製品、開発、既存、、）
　→シェアウェア（1万円）あり

株式会社アルファインターナショナル 様提供

31 9 対応
2009/2/6

他
その他

C 改善要望
日医フォーマットCSV取り込み 日医フォーマットを元に要提案

http://www.med.or.jp/chiiki/kenshin/input.html
コメントがコード化されている

31 10 対応
2009/4/22

他
その他

C 改善要望
人間ドックのオリジナル健診項目（東大版）を追加させる (2009/04/22)

任意追加健診項目一覧表を元にT_KENSHINMASTER
テーブルへデータを追加する

58 58
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バージョン 更新日

機能No. No.
ステータ
ス

記入日 完了日 依頼者 大分類（画面 中分類 小分類 重要度分類 内容 対応方法 備考

1.2.7 2010/3/10

タイトル システム名称 サブシステム名称

未解決事項一覧(改善要望) 日医特定健康診査システム -
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バージョン 更新日

機能No. No.
ス
テー
タス

記入日 完了日 依頼者 大分類（画面） 中分類 小分類 重要度 分類 内容 対応方法 備考
数

1.受診券入力画面

2.健診結果データ入力

3.検査データ取り込み

4.メタボ判定・階層化

5.詳細表示

6.請求・HL7出力

7.請求データ編集

8.機関ＤＢバックアップ

9.機関情報メンテナンス

10.健診項目マスタメンテナンス

11.健診パターンメンテナンス

12.支払代行機関マスタメンテナンス

13.保険者情報マスタメンテナンス

13.5.検査センター検査項目コードマスタメンテナンス

14.システム管理ユーザ情報メンテナンス

15.システム利用者メンテナンス

16.メンテナンス共通

17.ログイン

18.全画面共通

19.入力票

1.2.7 2009/11/02

タイトル システム名称 サブシステム名称

未解決事項一覧(不具合) 日医特定健康診査システム -
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バージョン 更新日

機能No. No.
ス
テー
タス

記入日 完了日 依頼者 大分類（画面） 中分類 小分類 重要度 分類 内容 対応方法 備考
数

1.2.7 2009/11/02

タイトル システム名称 サブシステム名称

未解決事項一覧(不具合) 日医特定健康診査システム -

20.結果通知表

21.帳票共通

22.インストーラ

23.データベース

24.オンラインアップデート

25.オンライン請求・提出

26.初期設定マニュアル

26.5.クイックインストールマニュアル

27.インストールマニュアル

28.運用マニュアル

29.マニュアル共通

30.その他
0 0 0
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サブシステム名称 バージョン 更新日

No.
ス
テー
タス
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1 済

2008/4/6

画面

受診券入力画面

改善要望
■受診券入力画面
支払代行機関は、番号ではなく「名称」をトップにして、デフォルトは空白が
良い

支払代行機関については、受診券入力画面でのコンボボッ
クスによる選択の要望を
いただいております。
請求・HL7 出力機能の精査後、その実装に合わせて修正を
行ないたいと思います。

2 済 画面
受診券入力画面

質問
・受診券に、保険者番号しかない時

　　（代行機関番号が入力されていない受診者）
　　→保険者単位でアーカイブファイルを作成

はい、その通りです。
「ファイルアーカイブ仕様」に基づき、請求先ごとにアーカイ
ブを

3 済 画面

受診券入力画面

不具合（仕様との相違

> > > １）受診券入力で支払代行機関を入力して登録しても、次回
> > > 読み込むとクリアされています。仕様でしょうか？
> >
> > ここは、金曜に代行機関番号（４８箇所）がようやく公開されたので
> > 仕様変更します。

コンボボックスにし、マスタにデータを登録しました。

10 済 2008/2/28
画面 受診券入力画面

A
不具合（仕様との相
違部分）

被保険者証等記号が空白の場合の処理ができていない。 2008/3/29

29 済 2008/2/25 画面

受診券入力画面

インターフェース A 改善要望

入力後矢印キー、Enterでも入力項目の移動が出来ない。 矢印、Enterで入力項目の移動が出来ること
また、Enterキーで項目の確定と項目移動すること
→上下の矢印キーにてフォーカス移動としました。

2008/3/7

30 済 2008/2/25 画面

受診券入力画面

インターフェース A
不具合（仕様との相
違部分）

タブオーダー順が整理番号の次に基本的な健診になっている タブオーダー順は上からしたへ。
患者ID、受診券整理番号、交付日、有効期限、保険者番
号・・・の順にする。

2008/3/7

44 済 2008/2/27 画面 請求・HL7出力 A 改善要望 種別コードの選択欄の表示枠が狭い 文言が見えるようにサイズを拡張
45 済 2008/2/25 画面 受診券入力画面 インターフェース A 改善要望 被保険者証等記号、被保険者証等番号は全角のみ若しくは半角のみ 全角のみ 2008/2/28
49 済 2008/2/27 画面 受診券入力画面 A 改善要望 受診券入力で呼出ができない 健診結果検索画面から受診券呼び出し機能を追加 2008/3/3

52 済 2008/2/28 画面 請求・HL7出力 HL7 B 改善要望
一部の項目について、文字数の制限が正常に行われておらず、制限以上
の文字数が書き込まれてしまうことがある。

制限をかける。
2008/3/3

54 済 2008/2/28 画面 受診券入力画面 A 改善要望 保険者、代行機関の番号がわかりにくい 四角で囲むなど→レイアウトを変更しました。 2008/3/7
62 済 2008/2/27 画面 請求・HL7出力 B 未実装 請求処理ができない。アラームも出ない 2008/3/3

63 済 2008/2/28 画面
請求・HL7出力

自動判定 B 未実装
BMIやメタボの判定の接続部分ができていないため、それぞれの判定を行
うことができない。

2008/2/29

67 済 2008/2/25 画面
受診券入力画面

A 改善要望 必須項目の差別化
必須項目の横に＊マークを表示
色を変更

2008/3/3

68 済 2008/2/28 画面 請求データ編集 機能 B 未実装 決済データ変更の際に登録ボタンを押しても正常に登録ができない。 2008/3/7
70 済 2008/2/28 画面 受診券入力画面 A 改善要望 保険者の必須は番号のみ 2008/3/10
71 済 2008/2/28 画面 受診券入力画面 A 改善要望 支払代行機関の必須は番号のみ 2008/3/10
72 済 2008/2/28 画面 受診券入力画面 A 改善要望 呼び出しボタンで検索が欲しい 受診者検索画面を表示して検索後戻る 2008/3/5
73 済 2008/2/28 画面 受診券入力画面 A 改善要望 受診券番号の桁数チェック チェックが必要 2008/3/7
75 済 2008/3/7 画面 受診券入力画面 A 改善要望 男女区分の入力が数値入力に対応していない 1:男性、2:女性とする。 2008/3/7
83 済 2008/2/26 画面 受診券入力画面 A 改善要望 生年月日による年齢チェックはいるのではないか 年齢の自動計算と表示で対応。→チェックは行わない。

85 済 2008/2/27
画面

受診券入力画面 B
不具合（仕様との相
違部分）

窓口負担が入力できない 入力可能に。 2008/3/7

88 済
2008/3/7 画面 受診券入力画面 A 改善要望 保険者番号、被保険者証等記号、被保険者証等番号が同一の人が登録

できない
同一のデータの場合には、連番を付与するか別の項目で重
複しないようなキーを追加する。例：登録日や年度など。※
年度は持つ必要がありそう！

2008/3/10

89 済
2008/3/8 画面 受診券入力画面 B 不具合（仕様との相

違部分）
PostgresSQL ドライバの初期化に失敗（M4390）が出る

確認して修正いたします。
2008/3/10

95 済 2008/3/8 画面 受診券入力画面 A 改善要望 「受診券整理番号」必須項目ではないのか？ 受診券を発行しない場合に対応 2008/3/10
96 済 2008/3/8 画面 受診券入力画面 A 改善要望 「窓口負担なし」の場合、金額欄は disable であるべき 変更します。 2008/3/14
101 済 2008/3/8 画面 受診券入力画面 A 改善要望 上下矢印でフォーカス移動が行えない 変更します。 2008/3/7

102 済
2008/3/8

画面
受診券入力画面 A 不具合（仕様との相

違部分）
タブオーダー順が上から下へになっていない 変更します。 2008/3/10

104 済 2008/2/28 画面 受診券入力画面 A 改善要望 日医フォーマット 日医フォーマットで出力します。→入力票は独自フォーマット 2008/3/13
105 済 2008/3/10 画面 受診券入力画面 A 改善要望 日レセ連動のボタン名称が読込となっている 日レセ読込の表記に変更。 2008/3/13
126 済 2008/3/12 画面 受診券入力画面 A 改善要望 「患者ＩＤ」　→　「患者ＩＤ（日レセ連携時）」 2008/3/10 項目並び順はそのまま
136 済 2008/3/8 画面 請求データ編集 A 改善要望 画面上のテキストフィールドの左位置と長さがばらばら 左位置と長さを揃えます。 2008/3/14
137 済 2008/3/8 画面 請求データ編集 A 改善要望 貧血、心電図、眼底のコードはいらない 非表示にする。 2008/3/14
138 済 2008/3/8 画面 請求データ編集 A 改善要望 窓口負担種別のドロップダウンの幅が狭い。左端もそろっていない 幅を広げて左端を揃えます。 2008/3/13
142 済 2008/2/27 画面 受診券入力画面 A 改善要望 機関番号にレングスチェックがかかっていないように見える レングスチェックを行う 2008/3/21
147 済 2008/3/13 マニュアル 初期設定マニュアル A 改善要望 表紙ならびに名称変更　「はじめにお読みください」→　「初期設定マニュア 2008/3/21

148 済

2008/3/13 マニュアル 初期設定マニュアル A 改善要望 ３頁目（後ろから３行目の文言書き換え
　→日医特定健康診査システムを正常に動作させるには、初期設定をお
勧めします。

2008/3/21

149 済
2008/3/13 マニュアル 初期設定マニュアル A 改善要望 ３頁目　→ 後の２行は削除 2008/3/21

150 済
2008/3/13 マニュアル 初期設定マニュアル A 改善要望 ４頁目　→項目番号１～７について太ゴチ、囲みなど目立つ様に

　→「２．健診機関情報の登録」の後ろに目立つ様に「必須」
2008/3/21

151 済
2008/3/13 マニュアル 初期設定マニュアル A 改善要望 ５頁目　→Linux の話と Windows の話の違いが分かりやすいように修飾 2008/3/21

152 済

2008/3/13 マニュアル 初期設定マニュアル A 改善要望 １２頁目　※注意事項の 後
　「データ入力業務を行うことができません」
　　　↓↓

「各種判定や出力、請求データの作成で正しい処理ができません」

2008/3/21

153 済
2008/3/13 マニュアル 初期設定マニュアル A 改善要望 １７頁目　※※　の下２行　→受診券入力画面から保険者登録画面に遷移

する件について「囲み強調」して下さい
2008/3/21

- 1.2.7 2010/3/10
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162 済

2008/3/14 画面 受診券入力画面 B 不具合（仕様との相
違部分）

保険者マスタにない保険者番号のため、保険者登録画面に遷移して登録
後、
下記のメッセージが出て、個人情報の登録ができない

→「保険者番号が入力されていません」（Ｍ４３５２）

2008/3/21

168 済
2008/3/14 画面 受診券入力画面 B 不具合（仕様との相

違部分）
保険者マスタにない保険者番号のため、保険者登録画面に遷移して登録
後、
下記のメッセージが出て、個人情報の登録ができない

2008/2/29

171 済

2008/4/9

画面

受診券入力画面

機能 A 不具合（仕様との相違

■受診券入力
（Ａ）
○支払代行機関の「追加」ボタンでマスタ画面にジャンプ
　→登録時にエラーメッセージ

→しかし、実際は登録されている

修正しました。
2008/3/13

210 済 画面
請求データ編集

B 質問
画面下部の項目名の種類、入力値が意味不明

＃マニュアル読んでませんが
タイトルを追加しました。

211 済 画面
請求データ編集

B 質問
単価編集はできないが、委託料単価区分（個別→集団）は変更可能

→仕様か？
変更不可にしました。

212 済 画面 請求データ編集 B 不具合（仕様との相違 受診者氏名の 初の１文字が表示されていない 表示欄の幅を広げました。 2008/3/31

214 済 画面
詳細

- 不具合（仕様との相違
（Windows Vista）
判定・階層化画面の詳細での結果データ表示画面が変なことになります。
  横に伸長させれば正常になります。

画面のデフォルトの幅を広げて対応しました。

229 済 2008/4/22 画面 受診券入力画面 C 質問 QRコードを実装するのか？

230 済

2008/4/14

画面

受診券入力画面

機能 不具合（仕様との相違

受診券入力を試行していますが、登録ボタンをクリックしても、何の反応も
なく（エラーメッセージも出ず）呼出ボタンをクリックすると「入力された受診
券整理番号に該当する受信者情報が存在しません（メッセージID:M4383)」
と表示されます。
終了ボタンをクリックして健診データを入力しようとしても登録したはずの
データは登録されていません

再現性を確認致します。
-> クリーンインストールで解決した。

231 済 2008/4/22 画面 受診券入力画面 QRコード C 質問 QRコードを実装するのか？

232 済
2008/4/22

画面
受診券入力画面 保険者番号選択欄の

場所
質問

被保険者証等記号、番号と一緒に表示していないのには、違和感を感じ
る。

受診券に記載されている情報のみをまとめているため、現
在の分類になっている。

238 済 2008/2/26 画面 受診券入力画面 A 改善要望 日付や数字は入力フォーマット・桁数を表示すべき 表示するようにいたします。
239 済 2008/3/7 画面 受診券入力画面 B 改善要望 日付入力欄では数値のみ6桁の入力をすると19が先頭に着く 日付数値のみ入力は6桁では受け付けないようにする。

240 済
2008/3/8 画面 受診券入力画面 A 改善要望 「支払代行機関」はラジオボタンかプルダウンで、国保か基金を選べるよう

に
ご相談させてください。

241 済
2008/3/22 画面 受診券入力画面 A 改善要望 保険者マスタでは詳細な健診の個別契約単価があるが、受診券の画面に

無い
受診券に記載がないため、対応しない。

242 済
2008/3/22 画面 受診券入力画面

A 改善要望
検索画面を追加若しくは、検索ボタンで検索できる項目と結果の一覧画面
が欲しい

健診データ入力画面から受診券入力画面を呼び出せるよう
にすることで対応する。

243 済 画面

受診券入力画面

A 改善要望

（Ａ）
○受診券入力
　→被保険者記号、番号など、連携不十分

→日レセからとれる情報は全てゲットすべし

取得するよう修正する。

244 △ 画面

受診券入力画面

インターフェース 特A
不具合
（仕様との相違部分）

■受診券呼出
（特Ａ）
○保険者の表示が消えた
　→１連の入力、判定作業を終えて健診データ入力画面から受診券情報
を呼出

→受診券整理番号は入力していないパターン

再現性を確認致します。

245 済
2008/4/14

画面
受診券入力画面 不具合

（仕様との相違部分）

保険者番号を4桁で登録しようとすると、エラーが表示される。

246 済 2008/4/22 画面 受診券入力画面 保険者、支払代行機 改善要望 以前のインターフェースの方が良い。キーボードで番号を入力できた方が
247 済 2008/4/22 画面 受診券入力画面 保険者、支払代行機 改善要望 保険者番号は、0 抜きで検索できる方が良い。

248 済
2008/4/22

画面
受診券入力画面 保険者、支払代行機

関
改善要望

途中の桁まで入力した段階で候補を表示し、そこから選択できるようにし
た方が良い。

249 済

2008/4/22

画面

受診券入力画面
保険者、支払代行機
関

改善要望

保険者番号、支払代行機関番号の追加は、「追加」ボタンではなく、コンボ
ボックスのリストに、追加用の項目を表示した方が良い。 番号の入力欄でEnterキーを押下したとき、未登録なら登録

画面を表示するように修正する。

250 済
2008/4/22

画面
受診券入力画面 保険者、支払代行機

関
改善要望

番号をテキストボックスにし、名称をコンボボックスにすれば良い。他の項
目についても、同じ形に統一する。

251 済 2008/4/22 画面 受診券入力画面 保険者、支払代行機 改善要望 年号を英字 + 数字の形式で入力する場合、英字が小文字だとエラーにな

252 済
2008/4/22

画面
受診券入力画面 生年月日の入力形式

（元号を英字で表す場
合）

改善要望
小文字でも受け付けるよう修正する。

253 済
2008/4/22

画面
受診券入力画面 生年月日の入力形式

（元号を数字で表す場
合）

改善要望
明治、大正の場合に対応していない。
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254 済
2008/4/22

画面
受診券入力画面 呼出（DB データ呼び

出し）
改善要望

受診券整理番号の他、以下の項目でも呼び出せる（検索できる）方が良
い。
患者ID、氏名（カナ）、生年月日、性別

255 済
2008/4/22

画面
受診券入力画面 呼出（DB データ呼び

出し）
改善要望

検索結果が複数ある場合は、リスト表示すれば良い。

256 済
2008/4/22

画面
受診券入力画面 呼出（DB データ呼び

出し）
改善要望

呼び出しに対応する項目には、マークを付けた方が良い。

257 済
2008/4/22

画面
受診券入力画面 日レセ読込（ORCA 連

携）
改善要望

地番方書、被保険者証等記号、番号など、ORCA 側から取得可能な情報
を全て取得し、表示するべき。

258 済 2008/5/8 画面 受診券入力画面 UI 改善要望 窓口負担種別を表示するテキストボックスは不要。 非表示にする。

259 済

2008/5/8

画面

受診券入力画面

UI 改善要望

保険者番号入力欄、支払代行機関番号入力欄から、Enterキーでコンボ
ボックスにフォーカスが移動した方が良い。
番号入力時の動作は、以下のようにする。
　　　- 登録済みの番号を検索し、ヒットしたらコンボボックスに
　　　　表示する。
　　　- 未登録の番号を入力した場合は、コンボボックスでは

「新規追加」の項目を選択する
264 済 2008/3/22 画面 受診券入力画面 A 改善要望 生活機能評価が無い。 その他の健診による負担額を設定可能にすることで対応す

265 済 画面

請求データ編集

インターフェース B
不具合
（仕様との相違部分）

■請求・ＨＬ７出力
▽請求データ編集画面
（Ｂ）
○追加健診項目の表示に不要なものが多い（画面下部）
　→健診パターンを厳選しても

→採血時間や既往歴、質問項目などが表示されている

再現性を確認致します。

282 済 2008/5/13 画面 受診券入力画面 UI 不具合 患者IDの桁数が6桁以上だと日レセ連携できない。
286 済 2008/5/13 画面 受診券入力画面 UI 改善要望 QRボタンのdisable化

312 済
2008/5/8 2008/6/8

画面
受診券入力画面

UI B 不具合
結果入力画面から遷移した、受診券入力画面で、 住所に27文字以上入
力すると、画面が崩れます。

結果入力画面から遷移した、受診券入力画面で、 住所に27
文字以上入力すると、画面が崩れます。

313 済
2008/6/7 2008/6/8

画面
受診券入力画面

UI A 不具合
日レセ連携で、患者情報を取得できない場合がある。
健診機関登録の「データベースユーザのパスワード」項目が
日レセ連携の際のデータベース名として流用されているのが原因。

日レセ連携で、患者情報を取得できない場合がある。
健診機関登録の「データベースユーザのパスワード」項目が
日レセ連携の際のデータベース名として流用されているの

314 済
2008/6/7 2008/6/8

画面
受診券入力画面

UI B 不具合
画面に表記されている文字数の制限と、実際に入力可能な文字数が異な
る。

画面に表記されている文字数の制限と、実際に入力可能な
文字数が異なる。

334 済 2008/6/12 2008/6/12 画面 受診券入力画面 不具合 Windows Vista で実行すると表示が崩れる。 Windows Vista で実行すると表示が崩れる。
346 済 2008/3/22 画面 受診券入力画面 A 改善要望 誤って登録した患者が消せない。

351 済

2008/6/25 2008/7/2

画面

請求データ編集

A 改善要望

不具合 受診券整理番号が出力されない。 再現テストを実施し、対応されている為、解決済みとする。
（2008/10/31） 2008/10/31

368 済

2008/10/29 2008/10/29

画面 請求・HL7出力

機能

不具合
請求・HL7出力-請度求データ編集画面で一「登録」ボタンを押下
しないと、HL7出力時、追加健診項目が請求合計額に合算されない。

HL7出力時、追加健診項目が請求合計額に合算されるよう
に修正する。 2008/10/20

369 済
2008/10/29 2008/10/29

画面 請求・HL7出力
機能

改善要望
請度求データ編集画面に請求コンボボックスコントロールを追加。 請求区分を編集できる様に追加する。

2008/10/20

370 済
2008/4/19 2008/10/20

画面
検査結果取り込み 機能

改善要望
機能として、
■日医仕様のＣＳＶの取り込み
の実装もお願いします。

2008/10/20

371 済

2008/5/8 2008/10/20

画面

検査結果取り込み 機能

改善要望

■検査データ取り込み時のキーについて
○日医版ＣＳＶは策定中
○取り込みには２段階を想定中
　１）患者ＩＤでマッチして取り込む（優先）
　２）受診券番号でマッチして取り込む
　（問題点）
　　※受診券番号を発行していない地域で、カルテのない受診者が漏れ
る・・

2008/10/20

372 済 2008/5/8 2008/8/8 画面 健診結果データ入 改善要望 健診実施日変更時に、データを残すか、複製するか、選択できるようにするべき。 2008/8/8
373 済 2008/5/19 2008/10/20 その他 Linux対応 改善要望 Linuxでの動作を確認する。 動作検証を行い、Ver1.1.4でリリース 2008/10/20

374 済

2008/5/19 2008/8/8

その他

CS対応

改善要望

CS（クライアントサーバ型）での動作を確認する。
----------------------------------------------------
2008/03/08　その他
Firebird の場所を指定できるように
　→（参考）医見書では、設定（S）→データベースの設定（D）
----------------------------------------------------
2008/02/28　その他
ネットワーク対応の設定画面は？
----------------------------------------------------

動作検証を行い、Ver1.1.0でリリース

2008/8/8

375 済
2008/5/21 2008/10/20

画面
検査データ取り込み 機能

改善要望
◇検査データ取り込みの「独自フォーマット」は、公開するか？（改めて）

→取り込み機能は disable にしたが、フォーマットのみ事前公開の質問
機能実装を行い、Ver1.1.3でリリース(要望ありのユーザ様に
提供)

2008/10/20

376 済
2008/6/13 2008/8/8

画面
健診結果データ入
力

機能
不具合

総合コメントを変更すると、健診実施日が異なる同じ受診者のデータの
総合コメントも変更されてしまう。

再現テストを実施し、再現しない為、解決済みとする。
2008/8/8

377 済
2008/7/2 2008/9/10

その他
Linux対応 調査

改善要望
Linuxでの不具合調査を協力者に依頼するため、開発環境構築用の資料
を作成し、
ソースコードを公開する。

2008/9/10

378 済 2008/7/7 2008/8/8 画面 請求・HL７出力 機能 不具合 血圧（収縮期、拡張期）が正常に出力されない場合がある。 2008/8/8
379 済 2008/7/7 2008/10/20 DB データベース DBレイアウト 改善要望 T_KOJIN.HKNJANUM に not null 制約を追加する。 2008/10/20
380 済 2008/7/15 2008/8/8 帳票 入力票 機能 不具合 追加の健診が表示されない。 2008/8/8

381 済

2008/7/15 2008/8/8

帳票

入力票 メッセージ

不具合

Ｎｏ．１２
「ほぼ同世代の同姓と比較して歩く速度が速い。」
　　　　　　　　　　　↓
「ほぼ同世代の同性と比較して歩く速度が速い。」

文言を修正。

2008/8/8

現在の健診結果データ入力画面から、受診券情報の新規
追加を可能にする。併せて、メニューも変更する。
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382 済

2008/8/18 2008/8/8

画面

受診券入力画面 日レセ機能

改善要望 日レセ連携時に保険者情報を取得し、ない場合は登録する。

(1)日レセ連携が有効な場合
・患者ID入力欄が空の場合 -> 受診券整理番号入力欄に
フォーカスを移動する。
・患者ID入力欄が空ではない場合
・DB に該当するデータが存在した場合 -> 受診券整理番号
入力欄にフォーカスを移動
・DB に該当するデータが存在しなかった場合 -> エラーメッ
セージを表示する。フォーカスは移動しない。
(2)日レセ連携が無効の場合
・患者ID入力欄が空の場合 -> 受診券整理番号入力欄に
フォーカスを移動する。
・患者ID入力欄が空ではない場合 -> 受診券整理番号入力
欄にフォーカスを移動する。

2008/8/8

383 済
2008/8/27 2008/8/8

画面
健診機関マスタメン
テナンス

エラーチェック
不具合

健診機関名のチェックを、40 byte とする。
健診機関住所のチェックを、全角40文字とする。

健診機関名にバイト数、全角チェック処理を追加する。
2008/8/8

384 済

2008/8/28 2008/9/10

画面

受診券入力画面 機能

改善要望 患者ID の自動 0 埋め機能追加

機関情報メンテナンス画面で設定した内容に従い、患者 ID
が指定した桁数に満たない場合は、 　　先頭の 0 埋めを行
なって表示、検索を行なう機能を追加した。
設定内容については、後述の「8.機関情報メンテナンス」で
説明する。

2008/9/10

393 済

2008/9/3 2008/9/10

画面

健診結果通知表 印刷機能

不具合
心電図所見、眼底（その他の所見）に実施していないのに「所見なし」
と印字されている。

 心電図に関して
 ●詳細健診として扱う場合
 １．健診パターンに「心電図(所見の有無)」が登録されてい
る。
 ２．「心電図(所見の有無)」にデータが記録されており、「心
電図所見」が
 　ブランクの場合。
 ●追加健診として扱う場合
 １．健診パターンに「心電図(所見の有無)」がある。
 ２．「心電図(所見の有無)」にデータが記録されており、「心
電図所見」がブラ
 ンクの場合。または、「心電図実施理由」にデータが記録さ
れて「心電図所見」が
 　ブランクの場合。

眼底検査
●詳細健診・追加健診として扱う場合
１．健診パターンに「眼底検査（４種）」のいずれかが登録さ
れている。
２．「眼底検査(SCOTT分類)」に値がなく、「眼底検査(その他
の所見)」の値が
　ブランクの場合　「ＳＣＯＴＴ：異常なし」

　3-3.眼底検査でキースワグナー、シェイエ、ＳＣＯＴＴ表示を
全角で出力
キースワグナーの値が１のとき：「キースワグナー：０」を出
力
キースワグナーの値が２のとき：「キースワグナー：Ⅰ」を出
力
キースワグナーの値が３のとき：「キースワグナー：Ⅱａ」を
出力
キースワグナーの値が４のとき：「キースワグナー：Ⅱｂ」を
出力

2008/9/10

394 済 2008/9/25 2008/10/20 画面 請求・HL７出力 HL7 不具合 H7出力時、追加健診の検査項目が複数出力されてしまう箇所の対応。 検査項目が複数ある場合の条件判断処理を追加する。 2008/10/20

395 済
2008/9/25 2008/10/20

画面
健診結果データ入
力

画面レイアウト
不具合

画面 小サイズ指定
※結果データ入力画面で上下にぶれる場合がある事への対応

画面 小サイズを指定し、画面の表示が崩れないようにす
る。

2008/10/20

396 済
2008/9/25 2008/10/20

帳票
基本チェックリスト 印刷機能

不具合
・回答欄「0.はい」、「1.いいえ」の出力不正の修正
・生活機能評価の結果出力不正の修正

出力条件が不正な為、修正する。
2008/10/20

397 済 2008/7/7 2008/10/20 DB データベース DBレイアウト 改善要望 T_KOJIN.HKNJANUM に not null 制約を追加する。 2008/10/24

398 済

2008/10/29 2008/10/20

DB

データベース DBレイアウト

改善要望 T_KENSAKEKA_TOKUTEI、T_KENSAKEKA_SONOTAテーブルレイアウト変更

検査結果取り込み機能、及び実施区分「未実施」「測定不
能」の追加
により、以下の項目を追加する。
・T_KENSAKEKA_TOKUTEIテーブル
　NYUBI_YOUKETU Varchar(10)
　SYOKUZEN_SYOKUGO Varchar(10)
・T_KENSAKEKA_SONOTAテーブル
　JISI_KBN　Smallint NOT NULL

KEKA TI KEITAI Smallint"

2008/10/24

399 済
2008/10/29 2008/10/20

DB
データベース DBデータ

改善要望 JISI_KBN値がnull値の場合、メタボ判定に失敗する。
T_KENSAKEKA_SONOTAテーブル
項目JISI KBNがNull値⇒'1':実施に変更する。

2008/10/24

400 済

2008/10/29 2008/10/20

画面

請求・HL７出力 UI

改善要望

請求・HL７出力画面のソート処理が不正
チェックボックスに請求対象者をチェックをして請求処理を行い
その後、一覧のヘッダーにてソートを行うと、請求編集画面には
別の対象者がでてしまう。

請求・HL７出力画面のソート処理を追加

2008/10/24
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401 済

2008/10/29 2008/10/24

画面

全画面共通 機能

改善要望 実施区分に「未実施、測定不能」項目を追加する。

以下、１-５の箇所に実施区分の変更処理を対応する。
１．健診・問診結果データ入力
２．健診・問診結果データ表示
３．HL7出力
・健診項目、追加健診項目で実施区分の優先順位で出力。
・追加健診の複数選択項目で複数入力があった場合の対
応。
・未実施である場合は、observation 要素のnegationInd 属
性を「true」
・測定不能である場合は、value要素のnullFlavor 属性に、
データが存在しないことを意味する「NI」値を指定する。
４．健康検査受信結果出力
５ 検査結果取り込み

2008/10/24

402 済

2008/10/29 2008/10/24

画面

請求・HL7出力 機能

改善要望
請求区分と健診項目に、不一致が生じない為の警告レベルでのエラー
チェックを追加する。

以下の画面にて請求区分と健診問診項目による警告チェッ
クを追加。
・健診・問診結果データ入力
・請求・HL7出力
・請求編集
追加したチェック処理(①.存在チェック、②.一致チェック)
・①に関して、請求区分に対応した検査項目が１つ以上ない
場合、
警告としています。（処理は継続）
・②に関して、請求区分に対応した以外の検査項目がある
場合
警告としています。（処理は継続）
※チェック処理対象外の項目
質問票に関わる問診項目、その他（採血時間（食後）、メタボ
リックシンドロ ム判定

2008/10/24

403 済 2008/10/29 2008/10/24 画面 検査結果取り込み 機能 改善要望 検査結果取り込み機能を新規追加する。（提供希望ユーザ様が対象） ・機能詳細はドキュメントを参照 2008/10/24

404 済
2008/10/29 2008/10/24

画面
アップデートソフト
ウェア

機能
改善要望 アップデートソフトウェア機能の全面機能改修を行う。

・機能詳細はドキュメントを参照
2008/10/24

405 済
2008/10/29 2008/10/29

その他
データベース

不具合 実施区分追加に伴い、過去データで正常に動作させる為
以下のクエリをup
HL7出力時、追加健診項目が請求合計額に合算されるよう
に修正する。 2008/10/29

406 済

2008/11/21 2008/11/21

帳票 結果通知表

機能

不具合

同一の検査項目で、検査方法が複数ある時に
結果通知表出力時に表示された基準値が不正である。

対応前は、複数検査方法がある検査項目で、設定した基準
値は
健診マスタの表示上(3つの内1つめ)が使用されていました。
⇒複数検査方法がある検査項目で基準値設定が使用でき

2008/11/21

407 済

2008/11/21 2008/11/21

帳票 結果通知表

機能

不具合

以下の様に単価設定を行い、結果通知表を出力すると
「視力（右；矯正）」だけが印字されない
・視力（右）　￥100
・視力（左）　￥110
・視力（右；矯正）　￥120
・視力（左；矯正）　￥130

updatetask.xmlにて視力（右；矯正）の項目コードを更新す
る。
テーブ
ル:T_KENSHINMASTER,T_KENSAKEKA_SONOTA,T_KENSHI
N_P_S
健保連システム→9E160162500000001
日医ソフト→9E160162560000001

2008/11/21

408 済

2008/11/21 2008/11/21

画面

請求・HL７出力 機能 B 不具合 デフォルトの健診パターンに「項目追加」した場合、
請求ファイルの合計に合算してこない。
この現象にともない、請求データには、合算されてきたが、
集計情報ファイルには合算されてこない。

2008/11/21

409 済

2008/11/21 2008/11/21

画面

健診結果データ入
力 UI 不具合

結果通知表に記載された年齢は(当日ー誕生日)となっております。
年度末年齢を表示する様に改修する必要がありますでしょうか？

再現確認しました。(2008/10/31)
こちら現在満年齢として表示していますので、解決事項とし
て処理させて頂きます、

2008/11/21

410 済
2008/11/21 2008/11/12

画面
健診結果データ入
力

機能
不具合

結果取り込み実行時、検査項目コードが不正な場合に取り込まれていな
いにもかかわらず、「正常に取り込みました」のメッセージが表示されてし

検査項目コード17桁以下の取り込みを許さず、17桁固定で
のチェックをかけるようにしました

2008/11/21

411 済

2008/11/21 2008/10/30

画面

請求・HL７出力 機能

不具合

・詳細な健診項目を保険者の都合で「追加健診」とする場合の振る舞い
一度、基本的な健診＋詳細健診として、結果入力を実施。
請求処理を実行した後、健診項目の間違いに気づき、結果入力画面で修
正をする。
この際に、貧血検査の数値を入力済み、実施理由も入力済み、とする。
健診パターンを変更すると、貧血の検査の項目の表示がなくなる。
健診パターンを特定健診＋追加健診とする。（請求区分：3）
この後、もう一度請求処理を実行し、請求データ編集を開くと、
貧血の金額が表示され、追加健診項目としても、金額があがってきます。
 （ちなみに、結果通知表にも、貧血検査の数値が入っておりました。）
 HL7に出力すると、DATAファイルの中のXMLには、貧血の項目も実施理
由も存在せず

408と同件

2008/11/21

412 済
2008/11/21 2008/10/30

画面
請求・HL７出力 機能

改善要望
請求区分によるエラーチェック（警告レベル）について
結果登録時、請求時にどのようにわけて実現するか、仕様の検討及び実

410と同件
2008/11/21

413 済

2008/11/25 2008/11/25

他

結果通知表 機能 A 不具合 ・項目マスタメンテナンスのうち、標準で提供している「血清クレアチニン」
「血清尿酸」の基準値が結果通知表に印字されない。
・GOT、GPT、γ-GPTにおいて、検査項目（その他）に基準値を入力して
も、結果通知表には反映しない。

結果通知表に印字するよう、修正しました

2008/11/25

414 済

2008/11/25 2008/11/25

他

請求・HL７出力 機能 A 改善要望 健診パターン変更時に健診パターンと請求区分のチェックを行い、 警告
メッセージを表示する。  ・Yes＝健診パターン以外の結果データの削除 ・
No＝健診パターンを戻すことを促す。
(新規結果登録時、健診パターンコンボボックスで健診パターンと請求区分
のチェックを行わない。)

健診パターンを変更した場合の処理を追加(変更後のパ
ターンに存在する結果は残る)

2008/11/25

415 済
2008/11/25 2008/11/25

他
請求・HL７出力 機能 A 改善要望 請求区分の不一致,未存在による警告チェックがありますが、

項目毎に出現します。その為、登録(請求時含め)時に1回のメッセージを
表示するように改善

メッセージを1回に出力するように修正しました
2008/11/25
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416 済

2008/11/25 2008/11/25

他

請求・HL７出力 機能 A 不具合 追加健診項目のHL判定処理で上記例の場合に正常となるように修正
結果通知表 追加健診項目で、追加健診項目のＨＬ判定で不具合あり。
 上限値、下限値の境界値で「H」、「L」に判定されてしまう。
例)基準値：40～70結果値；40の場合 L

健診項目マスタメンテナンスの上限値、下限値いずれか一
方の値を参照し判定処理を実行させるよう修正しました
その結果全ての項目を「異常なし」「異常」と判定するように
なりました

2008/11/25

417 済

2008/11/25 2008/11/25

他

請求・HL７出力 機能 A 不具合 検査結果が入力されているにも関わらず、判定の項目が「未判定」
となります。「異常なし」、と表示される場合と、「未判定」と表示される項目
があり、ユーザは【判定されていない】と混乱いたします。
基準値の有無が関係するのか？とも思いましたが、
血色素量（ヘモグロビン）のように 基準値が存在していても 未判定となり

上限値、下限値どちらか一方の値の時の判定処理を修正
することで対応

2008/11/25

418 済

2008/11/25 2008/11/25

他

請求・HL７出力 機能 A 不具合 血清クレアチニンと血清尿酸において、結果通知表（2枚目印字）に 基準
値の印字がされない不具合を修正
（現象）
血清クレアチニンと血清尿酸の基準値が項目マスタメンテナンスに設定さ
れているが、結果通知表には印字されなかった

結果通知表に印字するよう、修正しました

2008/11/25
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419
2008/8/18 2008/12/19

他
アップデートソフト
ウェア

改善要望 アップデート失敗後のロールバック時に、ファイルのタイムスタンプが更新
されてしまう。

アップデートソフトウェア改善により、しくみの変更とないまし
た。

2008/12/19

420 済

2008/7/15 2008/12/19

画面

健診結果データ入
力

機能

B 不具合

通知日が表示されない。 通知日フィールドは存在するが、データ登録されていない為
表示されていなかった。
[対応]
結果通知表印刷実施時、結果通知日を設定する処理を追
加。

2008/12/19

421 済

2008/5/21 2008/12/19

画面

健診結果データ入
力

機能

B 不具合

コメント欄に 256 バイトを超える文字を入力して登録ボタンを押すと、DB
への登録に失敗するが、エラーメッセージが表示されない。

コメント欄の入力チェックを行い、チェックエラーの場合、エ
ラーメッセージを表示する

2008/12/19

422 済

2008/5/21 2008/12/19

画面

健診結果データ入
力

機能

B 不具合

健診実施日の入力欄で、フォーマットが「YYYYMMDD」以外の値の場合
【登録】を押下してもエラーメッセージが表示されず普通に登録されたよう
な動作を行ってしまう。
※登録されたように見えるだけで健診データ上には登録されない。

健診実施日の入力チェックを行い、チェックエラーの場合、
エラーメッセージを表示する 2008/12/19

423 済

2008/8/21 2008/12/19

画面

健診結果データ入
力

機能

B 不具合

入力値のチェックに、CHECK.csv の値が使用されている。 NITTOKU\CSV配下にCHECK.csvファイルがあるが、この
ファイルを使用し
上限値、下限値をチェックしていた。
[対応]
T_KENSHIN_MASTERテーブルの上限値、下限値を使用し
チェックを行うように対応する。入力上限値下限値は、健診
項目マスタメンテナンス画面で設定することができる。

2008/12/19

424 済

2008/11/27 2008/12/19

画面

健診結果データ入
力

機能

A 不具合

 健診パターン変更時の、データの削除のタイミングについて
 Yes＝健診パターン以外の結果データの削除が実施されます。
 No＝健診パターンを戻されます。
 この時点で、「Yes」を押すとデータが削除されています。
 「登録」ボタンを押さずに「戻る」で戻っても、結果が削除されます。
 新規登録であれば、「登録」ボタンを押していないこと＝保存されていな
い。
 「修正」で展開された場合（特にメタボ判定がすでに実行されている場合）
には、
「登録」ボタンを押すことで 「修正」された内容が反映する

結果登録画面で健診パターン変更時は、警告メッセージを
表示する。
次に登録ボタンを押した時に、再度削除する旨の警告メッ
セージを表示する。
Yesの場合、削除実行し、登録を継続する。
Noの場合、削除を行わず、登録を継続する。
又、登録を行わず、画面を閉じた場合は、何もしない（パ
ターン削除、登録）

2008/12/19

425 済

2008/10/31 2008/12/19

画面

メタボ判定・階層化 機能

B 不具合

【保健指導レベル】を「なし」で検索した場合に検索結果が出現しない。 正常に動作を確認。メタボリックシンドローム判定・階層化の
判定結果の値
と見間違えたと推測する。
その為、不具合の指摘があった場合に対応する。

2008/12/19

426 済

2008/7/15 2008/12/19

画面

メタボ判定・階層化 機能

B 不具合

通知日が表示されない。 通知日フィールドは存在するが、データ登録されていない為
表示されていなかった。
[対応]
結果通知表印刷実施時、結果通知日を設定する処理を追
加。 2008/12/19

427 済

2008/3/22 2008/12/19

画面

請求・HL７出力 機能 B 不具合 未入力の受診者も検索ボタンで表示されてしまう
→請求してしまうと問題

未入力の受診者を表示しないようにする。
[対応]
HL7出力画面にて、KEKA_INPUT_FLGが「済：2」のものだけ
を表示するようにする。 2008/12/19

428 済

2008/3/22 2008/12/19

画面

機関情報メンテナン
ス

機能

B 不具合

特定健診機関番号は10桁までしか入力できないのに送付元機関番号は
11桁まで入力できる。(入力できても登録の際にエラーメッセージは表示さ
れる)

特定健診機関番号は10桁までしか入力できないように制限
する。 2008/12/19

429 済

2008/7/1 2008/12/19

データベース

機関情報メンテナン
ス

機能

C 不具合

機関名称が同じ健診機関がすでに登録されている場合、登録に失敗す
る。

機関名称(Unique)が同じ健診機関がすでに登録されている
場合、エラーメッセージを表示する。 2008/12/19

430 済

2008/8/7 2008/12/19

マスタメンテ

健診パターンメンテ
ナンス

機能

B 不具合

健診パターンを削除してから追加すると、その内容が削除したパターンの
ものになる。削除してから、他のパターンを複製しても同様。

健診パターンを削除時に、T_KENSHIN_P_M（健診パターンマ
スタ）,
T_KENSHIN_P_S（健診パターンマスタ詳細）を共に削除する
ように対応する。

2008/12/19
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431 済

2008/11/21 2008/12/19

他

オンラインアップ
デート

機能 A 不具合 Ver1.1.2以下で検査結果が入力されているにも関わらず、
Ver1.1.4へバージョンアップすると、未実施となってしまう。
【現象】
検査結果が入力され、請求が終了しているにも関わらず、バージョンアッ
プで実施とならずに未実施となる。
【条件予測】
Ver1.1.0で追加された「実施区分」のデフォルトの問題ではなかろうか？
Ver1.1.3で機能として追加する以前に、すでに項目が存在しデフォルトが

Ver1.1.0-1.1.2間のバージョンで新規に健診・問診結果登録
を行うと、未実施として登録されてしまう。こちらの問題を回
避するには、Ver1.1.5（2008/11/27時点での 新）にバー
ジョンアップして頂く必要があります。
原因と致しまして、シート「内容」-「条件予測」の通り、
Ver1.1.0-1.1.2間の実施区分のプログラム不具合です。実施
区分の導入にも期間にずれがあります。Ver1.1.0でのス
キーマ変更、Ver1.1.3での画面レイアウトへの導入

2008/12/19

432 済

2008/11/21 2008/12/19

他

インストーラ その他 B 不具合 インストーラ（nittoku112_setup.exe）にて
インストール時に起きるエラー（メッセージID：M1000）について
property.xmlファイル(property)において
<property id="AbsolutePath">
</property>
このようになっている場合は、この部分の改行や空白を削除して
<property id="AbsolutePath"></property>
の形に書き換えて起動する。

インストーラ（installshield2008）による不具合
インストーラ側でpropertyファイルをｘｍｌファイルとして認識し
ていた為、
空のタグに関して値が書き換わってしまう現象。
[対応]ｘｍｌファイルとしてでなく、ファイルとしてインストーラ
に含める事で対応
[環境テスト]
以下の環境でテストを実施する（フォルダパスを変更）
WindowsXP、WindowsVista、Windows2000

2008/12/19

433 済
2008/11/21 2008/12/19

画面
メタボ判定・階層化 その他 改善要望 メタボ判定実施時、一覧画面対象者のチェックが外れてしまう メタボ判定後もチェック状態を保持するようにする。

2008/12/24

434 済

2008/9/5 2008/12/19

画面

健診結果データ入
力
メタボ判定・階層化
請求 出力

その他

B 不具合

氏名検索時、あいまい検索ができない。
例）「シダ」と入力されている受診者を検索する際に
　　 「シ」だけで検索しています。

firebirdデータベースのLike文を使用せず、containing関数を
使用する事で解決 2008/12/24
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435 済
2008/6/7

他
A 不具合 オンラインアップデート実行時に、スキーマ更新に失敗する場合がある。 オンラインアップデート改善にて不具合吸収

2009/1/5

436 済
2008/7/11

他
A 不具合 アップデート時に、property.xml の SchemaVersion、DBDataVersion の

バージョンが変わらない。
オンラインアップデート改善にて不具合吸収

2009/1/5

437 済
2008/7/11

他
その他

A 不具合
オンラインアップデートで 1.0.8 にすると、アイコンが改良版にならない。 オンラインアップデート改善にて不具合吸収

2009/1/5

438 済
2008/10/24

他
アップデートソフト
ウェア

A 不具合 オンラインアップデートで仕様について改善する必要があり オンラインアップデート改善にて吸収
2009/1/5

438 済

2008/5/18

他

アップデートソフト
ウェア

A 不具合 正式リリース時には、とりあえず、
FDBにバージョン情報テーブルを新設してください。
#オンラインアップデートでも、ALTER文1行とINSERT文1行で済みますね
-----
本体側のDBバージョンチェック機能には、バージョンテーブルが無い場合
は
下記のような文言のアラートを表示するようにしておくと良いかも。

特定健診システムで使用できないデータベースが指定されています。

オンラインアップデート改善にて不具合吸収

2009/1/5

439 済

2009/1/5 2009/1/5

画面

健診パターンメンテ
ナンス

その他

B 不具合

健診パターンメンテナンスより遷移した「パターン編集」画面における
「登録」ボタンの位置

「操作取り消し」と「登録」ボタンの位置を入れ替える。

2009/1/5

440 済

2009/1/23 2009/1/23

画面

健診結果データ入
力

機能

A 不具合

健診パターンコンボボックスにて健診パターン変更時の、データの削除時
に入力画面がリフレッシュされてしまう。
その為、入力途中の文字列が消去されてしまう。

リフレッシュ処理を行わないように修正

2009/1/23

441 済

2009/1/23 2009/1/23

画面

健診結果データ入
力

機能

A 不具合

健診結果データ入力画面の結果データ(文字列)に256バイトを超える文字
を入力して登録ボタンを押すと、
DBへの登録に失敗するが、エラーメッセージが表示されない。
エラー発生時、CTL+Enterキー（ポップアップ画面）が効かなくなる。

健診結果データ入力画面のコメント欄に256バイトを超える
文字を入力して登録ボタンを押した時にバイト数チェックを
行い、エラーメッセージを表示する。
エラー処理後もCTL+Enterキー（ポップアップ画面）ができる
ようにする。

2009/1/23

442 済

2009/1/23 2009/1/23

画面

健診パターンメンテ
ナンス

機能

A 不具合

健診パターンを削除した後、デフォルト提供の「特定健診」を「複製」した
時、全ての項目が空となる。

健診パターンを2件(A,B)追加して、先に追加した項目(A)を
削除した場合に「複製」処理が不正。
健診パターンに欠番(1:デフォルトパターン,2:デフォルトパ
ターン,A:追加,B:追加)が発生した場合の処理を修正。

2009/1/23

443 済
2009/2/2 2008/5/13 画面 その他 A 改善要望 「実行ロック解除ソフトウェア」を動かした際、

初に一瞬、「二重ロックはありません」と表示されました。
　＃すぐ消えますが

2009/1/23

444 済

2008/11/21 2009/1/23

他

その他 A

改善要望

過去バージョンでのリストアが可能にならないか？

2009/1/23

445 済

2008/5/21 2009/2/2

帳票

結果通知表 A

改善要望 改善要望

◇結果通知表のＡ４版は後日対応できるか？

2009/1/23

446 済 2008/6/7 2009/2/2 帳票 結果通知表 A 改善要望 生活機能問診の１～10までしか受診結果表に印字されません。 2009/02/03対応済みを確認 2009/1/23

447 済

2008/5/16 2009/2/2

画面

請求・HL７出力 B 改善要望 生理中の女性で尿蛋白、尿糖を実施しても測定値が意味をなさないと
判断されたとき
①請求対象とするべき：実施
②請求対象としない：未実施（ただし未実施でも請求対象とする例外があ
る）
①の場合valueではなく、nullFlavor/NI　を出力するか否か
手引き を参照 上 ど ような仕様にするべきか ご回答 さ

2009/02/03対応済みを確認

2009/1/23

448 済
2008/5/13 2009/2/2 画面 メタボ判定・階層化 A 改善要望 メタボ判定・階層化→詳細→修正で総合判定を修正登録後、詳細表示の

画面に戻ってもすぐ反映されていない
2009/02/03対応済みを確認

2009/1/23

449 済 2008/5/21 2009/2/2 他 その他 B 改善要望 検査分野別の判定結果は何処から入力するか HLの判定により、正常か異常かを判断する。 2009/1/23

450 済 2008/5/21 2009/2/2 他 その他 B 改善要望 国保連接続試験を完了する。 2009/02/03対応済みを確認 2009/1/23

451 済

2008/6/7 2009/2/5

画面

受診券入力画面

UI C 改善要望

質問票等には和暦で生年月日を記入するのに対し、システムでは
西暦入力となります。
相違を防ぐ意味でも和暦を入力したら、自動的に西暦に直すという
ようにはならないでしょうか。

2009/1/23

451 済

2008/6/7 2009/2/5

画面

受診券入力画面

UI C 改善要望

質問票等には和暦で生年月日を記入するのに対し、システムでは
西暦入力となります。
相違を防ぐ意味でも和暦を入力したら、自動的に西暦に直すという
ようにはならないでしょうか。

2009/1/23

474 済

2008/5/21 2009/2/5

他

その他

改善要望

□ マスタ等からの呼び出しUIの統一
日レセID/受診券整理番号/郵便番号から
マスタ等を参照してデータを呼び出す場合は、使い勝手を考えて
1.入力エリアのすぐ横に、"呼出"ボタン等を必ず設置する
2.入力エリアにフォーカスが当たっている状態でEnterを押すと呼び出す
などの方式に統一して採用できないでしょうか。ご検討ください。
#2.の方式は日レセで採用している方式です。ただし、日レセは
#キーボード操作を中心に考えられており、UIが多少異なるため
#NITTOKUは 1 の方式で統一するのが良いかもしれません

2009/1/23

475 済 2008/11/21 2009/2/5 他 その他 改善要望 アップデートタスクの大文字小文字の使い分けなど正しくして欲しい オンラインアップデート改善で対応済み 2009/1/23
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476 済

2009/4/22 2009/2/5

他

その他 不具合 入力閾値（入力制限値）の登録を許可する。
上限値、下限値を超えた場合、登録時警告エラーを表示する。
又、HL7出力の際「H」、「L」の出力を行う。

結果入力時、上限下限値をエラーとしてユーザに通知す
る。
HL7出力の際「H」、「L」の出力が出来ない現状。

2009/4/22

477 済

2009/4/22 2009/7/14

画面

受診券入力画面

インターフェース AA 改善要望

・受診券整理番号重複エラーメッセージ

18.14全画面共通の経年対応 2009/7/14

478 済

2008/5/13 2009/7/14

画面

健診結果データ入
力 A 改善要望

BMIは、身長と体重の両方が入力された時点で計算、表示した方が良い。
(2009/02/05)
身長、体重のフォーカスアウト時、自動計算を行う。

2009/7/14

479 済

2009/3/10 2009/7/14

画面

全画面共通

インターフェース AA 改善要望

運用で回避するには、後々の問題を含んでくると思います。
・前年度の結果データを引用するか、複製しなければならない。
・前年度の受診券番号が上書きされてしまうので、返戻などの対応が煩雑
になる。など。

前年度受診者の呼び出しは特定健診の制度開始２年度以降では、
必ず必要となってくると思います。
開発案件に加えていただき、対応をお願いするようになると思います。
（生年月日で検索し「受診券番号」を変更した後に登録。
前年度の受診券番号も履歴として参照可能とするなど）
（仕様については、検討しますので、提案いただけますと幸いです）

・新規登録時、同一受診者と判断できない
・結果データ複製後、過去受診券番号がなくなる持てない
（複数データある場合、１つの受診券番号しか持てない）
現在、T_KOJINテーブル内に履歴を持つ構造になっておら
ず、
---------------------------
(2009/04/22)
カナ氏名を整理番号下に移動して検索する
打ち合わせでの上野様提案のものを実装予定
※提案資料の内容は破棄

2009/7/14

480 済

2008/8/5 2009/7/14

帳票

結果通知表

A 改善要望

2、3 枚目のタイトルは、「非特定健診受診結果」→「追加健診項目結果
表」、「基本チェックリスト」→「生活機能評価基本チェックリスト」の方が良
いのではないか？

（2009/02/05）
2枚目
「非特定健診受診結果」→「追加健診項目等結果表」
3枚目
「基本チェックリスト」→「生活機能評価基本チェックリスト」

2009/7/14

481 済

2009/7/14 2009/7/14

画面

請求・HL７出力

A 不具合

.ver117による修正により、請求・HL7出力処理の対応により表示している
通知日が
結果データ(通知表印刷)のデータを参照していた為、再請求処理を行う
と HL7出力日が消えてしまう現象⇒ver118個別対応

テーブルのレイアウト変更により、再請求を実施してもHL７
出力日が表示されるようにする。

2009/7/14

482 済
2009/7/14 2009/7/14

帳票
結果通知表 帳票

A 改善要望
入力上限値、下限値のチェックをエラーから警告レベルに変更し「H」、「L」
判定を結果通知表へ反映する。

入力上限値、下限値のチェックを警告レベルに変更。登録
が出来るように修正。

2009/7/14

483 済
2009/7/14 2009/7/14

画面
健診項目マスタ

A 不具合
健診項目の検査基準値の対応(基準値表に合わせ修正)

検査基準値表の内容を反映する。 2009/7/14

484 済
2009/7/14 2009/7/14

画面
全画面共通

UI A 改善要望
表示するエラーメッセージ内容が表示しきれない場合、スクロールしてメッ
セージを表示するように対応する。

エラーメッセージダイアログに表示される文言が多い時、
スクロールバーを出力するように修正する。

2009/7/14

485 済
2009/7/14 2009/7/14

画面
結果登録画面

A 改善要望
BMIの自動計算処理(身長、体重のフォーカスアウト時) マウスで「身長」「体重」のフォーカスアウト時にBMIを自動計

算するように修正する。
2009/7/14

486 済
2009/7/14 2009/7/14

画面
結果登録画面

A 不具合
複製実施時、結果登録画面で登録を実施した時のエラーメッセージが不
正

結果複製処理のエラーメッセージ「既に..以前入力したデー
タは消えてしまいます...」を修正する。

2009/7/14

487 済
2009/7/14 2009/7/14

画面
結果登録画面

A 改善要望
結果登録画面に入力データを初期化する「クリアボタン」を追加する。 健診結果一覧の結果値（結果値、実施区分、H/L、判定、コ

メント）
をクリアできるように「クリア」ボタンを追加

2009/7/14

488 済
2009/7/14 2009/7/14

画面
検査結果取り込み

A 不具合
検査結果取り込みで、生年月日を必須項目から除外する。

生年月日を必須項目から除外する。 2009/7/14

489 済
2009/7/14 2009/7/14

画面
検査結果取り込み

A 改善要望
生年月日が西暦で取り込めない 生年月日を西暦、和暦で取り込めるようにする。

2009/7/14

490 済
2009/7/14 2009/7/14

画面
全画面共通

UI A 改善要望
一覧画面系の行の選択状態のUIを変更する
※単一セルを選択するように見える為、行全体を選択できるようにする

一覧画面で行を選択時、単一セルが選択状態のものを行
全体に変更する。

2009/7/14

491 済
2009/7/14 2009/7/14

画面
全画面共通

UI A 改善要望
画面タイトルの文言の修正（一覧と登録画面との区別を行う為） 画面タイトルの文言の統一性が無い為、統一するように変

更
2009/7/14

492 済

2009/7/14 2009/7/14

画面

経年処理

A 改善要望

経年処理(名寄せ機能) [一覧画面全般]
・年度フィールドを追加し、今年度でデフォルト表示する
※表示時、データがない場合、健診実施日の上４桁を取得
する
・ソート順は年度、カナ氏名、生年月日の順で表示
[受診券登録画面]
・受診券画面の氏名カナフィールド移動して、キーに検索を
実施する。
  経年で既に受診券がある場合、以下の2ケースがある。
  1.過去1度受診券登録がある場合→その内容を受診券情
報にセットし表示する
  2.重複する氏名カナが複数件ある場合→ユーザリスト表示

2009/7/14
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493 済

2009/7/14 2009/7/14

画面

経年処理

A 改善要望

経年処理(名寄せ機能) ・一覧で選択した結果データを経年処理を行い、経年データ
を作成する
例)健診年月日:20080630→複製→健診年月日:20090630の
データを作成
・複製後、受診券整理番号を入力するフィールドを追加する
  ※登録後は、受診券整理番号フィールドを非表示にする。
    整理番号の編集は、受診券登録画面で行うようにする
[結果通知表]
・経年処理の対応に併せ、履歴表示処理の対応を行う。
  今年度2009のレコードを選択した場合、以下の2ケースが
ある。
  1.今年度のレコードを選択した場合→過去3年分のレコー
ドを表示する
  2.今年度以外のレコードを選択した場合→選択したレコー
ドを表示する

2009/7/14

494 済

2009/7/14 2009/7/14

画面

経年処理

A 改善要望

経年処理(名寄せ機能)
・帳票タイトルの文言を修正
「非特定健康診査受診結果」→「追加健診項目結果表」
「基本チェックリスト」→「生活機能評価基本チェックリスト」
[マニュアル]
経年処理についての操作についての説明書

2009/7/14
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495 済

2009/11/2 2009/11/2

画面

受診券入力画面

UI A 改善要望

年齢の表示がない

生年月日入力後、年度年齢を表示するように改良 2009/11/2

496 済

2009/11/2 2009/11/2

画面

結果通知票

帳票 A 改善要望

結果通知表印刷実施時、２枚目の追加権新項目表の表示項目文字列が
途切れてしまう

追加健診項目票(2ページ目)の表示項目の文字列を表示す
るようにレイアウト調整
※所見等の長い文字列の項目は、所見欄に出力する

2009/11/2

497 済

2009/11/2 2009/11/2

画面

結果登録画面

A 改善要望

エンターキーによる移動を行い、IMEの切り替えを意識せずに入力
結果登録時、Enter キーによる移動後、IME入力モードを切
り替える。（数値の場合IMEをOFF、文字列の場合IMEを全角
モード、コードの場合、数値の場合IMEをOFF）
又、すぐフォーカス移動後、編集を行えるよう編集モードに
改良

2009/11/2

498 済

2009/11/2 2009/11/2

画面

結果登録画面

A 不具合

結果複製時、登録を行う時に重複エラーとなり登録できない

結果複製時、健診実施日の重複エラーメッセージを警告レ
ベルに修正

2009/11/2

499 済

2009/11/2 2009/11/2

画面

健診パターンメンテ
ナンス画面

A 改善要望

登録画面の表示順をパターンにより変更
健診パターンメンテナンスにて、パターン項目を上下移動

健診パターンメンテナンスにて、上下の移動を可能とする改
良

2009/11/2

500 済

2009/11/2 2009/11/2

画面

日次、月次画面

A 改善要望

請求を日次処理、月次処理別に画面を分ける

日次処理、月次処理別に画面を分け、業務フローの改善。 2009/11/2

501 済

2009/11/2 2009/11/2

画面

日次、月次画面

帳票 A 改善要望

日次、月次別にリスト印刷を実施

日計表、月計表、集計表印刷、HL7出力機能を改良
2009/11/2

502 済

2009/11/2 2009/11/2

画面

受診券登録画面

A 改善要望

氏名を入力時、既に登録済みの受診券を検索してリスト表示する

かな氏名検索で姓名が一致する場合、選択するメッセージ
を表示する様に修正

2009/11/2

503 済

2009/11/2 2009/11/2

画面

受診券登録画面

A 改善要望

入力票印刷時、帳票に健診実施日を指定する

入力票印字時、健診年月日を指定できる様に改良
※ダイアログに日付を入力した場合、その日付を印字
　指定しない場合、当日を印字

2009/11/2

504 済

2009/11/2 2009/11/2

画面

受診券登録画面

A 改善要望

保険者マスタに単価が登録されていれば、保険者番号入力と同時に受診
券入力画面で表示される

単価フィールドを追加し、保険者に単価設定されていれば、
表示するように改良

2009/11/2

505 済

2009/11/2 2009/11/2

画面

HL7出力画面

A 改善要望
登録画面で入力した文字列は、文字列ならば全角、数値ならば半角に置
き換え出力する

結果登録画面にて、文字列登録の入力チェックを追加
※どの項目が不正かのメッセージを表示する

2009/11/2

506 済

2009/11/2 2009/11/2

機能 基準値の小数点 A 改善要望

基準値の小数点以下3桁を、支払基金資料に則した小数点の形式にする
健診項目マスタメンテナンス、結果登録画面、結果表示画
面にてフォーマットに合わせを改良
HL7出力、結果通知表の出力時に、フォーマットに合わせ改
良

2009/11/2
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507 済

2009/11/2 2009/11/2

機能 背景色変更 A 改善要望

一覧画面にて登録できる項目が解らない為、入力可能フィールドの背景色
を変更し、凡例を追加する

一覧画面で入力可能なフィールドの背景色を変更する 2009/11/2

508 済

2009/11/2 2009/11/2

機能 タイトル文言 A 改善要望

一覧画面、登録画面のタイトル文言が同じ為、判別がつかない

各画面のタイトル文言を修正 2009/11/2

509 済

2009/11/2 2009/11/2

画面 画面サイズ A 不具合

Vista環境等で画面が崩れてしまう問題を修正
画面が崩れない様に共通画面サイズを変更
改善前：width=850、height=600
改善後：width=1000、height=650
※viewsetting.propertiesファイルにて各環境で編集可能

2009/11/2

510 済

2009/11/2 2009/11/2

機能 日付検索 A 改善要望

一覧画面における日付検索が西暦８桁でないとできない

日付検索を年度、月、日付別で実施できるように改良
2009/11/2

511 済

2009/11/2 2009/11/2

マニュアル A 改善要望

バージョンアップ手順についての記載を追加
動作や権限について、マニュアルに記載を追加

ver1.2.3に合わせ、「運用マニュアル」「請求手順マニュアル」
を修正

2009/11/2

512 済

2009/11/2 2009/11/2

画面

結果登録画面

A 改善要望

問診の内容がわからない。質問票を元にと言うのであれば生活機能評価
のように、「質問１－１とか質問４」

質問票に合わせ、結果登録画面のタイトル文言を修正 2009/11/2

513 済

2009/11/2 2009/11/2

画面

HL7出力画面
（月次画面）

Linux対応 A 改善要望

Linux環境にて、住所等に使用される全角ハイフン（－）波文字（～）がＨＬ７
出力時、文字化けする

登録時に、文字化けする全角ハイフン（－）波文字（～）を長
音文字（ー）に変換する

2009/11/2

514 済

2009/3/10 2009/3/10

画面

一覧系画面

C 改善要望

単価や数値（数量）は右寄せが良い
数値項目入力フィールドを「右寄せ」する
5.健診・問診結果データ表示
結果数値（数値系全て）
7.請求データ編集
一覧→単価
～～マスタメンテナンス～～
8 健診項目マスタメンテナンス

2009/11/2

515 済

2009/3/10 2009/3/10

画面

一覧系画面

B 改善要望

検索０件だった場合、メッセージを表示した方がいいのではないか？(検索
件数が膨大な量の場合、検索に時間がかかり中々画面上に表示されず０
件の検索結果と勘違いされる為)

2009/11/2

515 済

2009/3/10 2009/3/10

画面

一覧系画面

A 改善要望

基準値、単価などは有効期限を持つべき
　→日レセでもＫＩＳ（check-ups）でも実装している概念
　→○月○日から変更、となる制度変更が多い

（2009/03/11）
基準値有効期限マスタを用意して、有効期限を過ぎた
場合、対象の項目レコードの色を変更する。

2009/11/2

515 済

2009/3/10 2009/3/10

画面

一覧系画面

B 改善要望

同一保険者で個別健診と集団検診の両方を登録可能にする。 (2009/02/05)
主な影響範囲（大きい）
1.T_HOKENJYAのKey項目(ITAKU_KBN)を追加変更
-----------------------------------
(2009/04/22)
FROM～TOの期日を追加、契約マスタを追加？

2009/11/2
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