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　Ⅰ．検索条件について

（１） 検索項目

　　　　　患者を検索する条件項目は、以下の項目とする。

・ 患者番号

・ 患者氏名（カナ氏名，漢字氏名）

・ 性別

・ 生年月日

・ 住所

・ 保険－記号・番号，公費－保険番号・負担者番号

・ 診療行為

・ 病名

・ 診療年月日

・ 診療科

・ 紹介の情報

・ コメント

　　　　　　　　・ドクター名

　　　　　　　　患者照会　　検索条件入力

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　診療年月日　　　　　　～ 　　　　

　　生年月日　　　　　～ 　　　

患者番号　　　　　　　　　　　　　　　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

カナ氏名　　　　　　　　　　　　　　　漢字氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

コメント

　　　　　　　　　　　　　　　

基本情報　　保険　公費　　病名　診療行為　　並び順
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（２） 検索条件の指定

検索項目に対して、単一指定、複数指定及び範囲指定で条件設定が行え、それ

ぞ

　　　　れの検索項目の関係は、かつ（ＡＮＤ）及びまたは（ＯＲ）の条件指定が行える。

　　　　また、カナ氏名、性別、生年月日、診療内容などをソートキー（昇順，降順も含め

　　　　て）として設定が行え、結果の出力順を操作できる。
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　Ⅱ．検索の結果表示について

（１） 検索結果表示

検索条件により抽出された結果は、患者の属性情報（患者番号、患者氏名、性

　　　　別、生年月日）を画面に一覧表示する。

（２） 検索結果出力

　　　　　検索条件により抽出された結果は、プリンター出力及び外部媒体出力とする。出

　　　　力する項目は、患者の属性情報（患者氏名、性別、生年月日）とする。出力する際

　　　　に、表題と検索条件の要約文を入力し、結果表の中に表示を行う。

患者照会

　　　ポリオ製剤投与患者一覧（平成元年～平成２年）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポリオ，診療年月（平成元年～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２年），外来，循環器科

１　日医　太郎　　男　Ｓ０７．１０．１０　（１２３４５６）

２　日医　花子　　女　Ｓ０９．１２．１２　（２２３３４４）

患者照会　　検索結果出力

表題　　　ポリオ製剤投与患者一覧（平成元年～平成２年）

条件　　　ポリオ，診療年月（平成元年～平成２年），外来，循環器科

番号 氏名 性別 生年月日 診療内容
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　Ⅰ．診療日の予約について

（１） 予約枠の設定

　　　　　予約を入力する枠をシステム管理に設定する。システム管理に設定する内容は、

　　　　ドクター毎に患者一人あたりの平均診察時間を設定する。初期値は５分とする。こ

　　　　れにより、システム管理に登録してある診察時間を、この平均診察時間で刻んだ時

　　　　間枠を予約枠として入力する。また、連続したいくつかの枠を合わせて予約枠の時

　　　　間幅を調節し柔軟に設定が行え、一つの枠に複数の患者が入力できる。処置、検査

　　　　リハビリなど時間で動く診療行為の予約にために、項目を分けて入力を行い管理す

　　　　る。

　　　　　　○月×日　Ｄｒ．Ａ

　　　　　　9:00

　　　　　　9:05

　　　　　　9:10

　　　　　　9:15

　　　　　　○月×日　Ｄｒ．Ｂ

　　　　　　9:00

　　　　　　9:07

　　　　　　9:14

　　　　　　9:21

診察

　9:

　15

Ｄｒ

Ｄｒ

～

システム管理
～

ht(C) 2002 JMA

時間

00～12:00

:00～18:00

．Ａ　５分

．Ｂ　７分
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（２） ドクタースケジュールとの連動

　　　　　ドクターの都合により休診する場合は、ドクタースケジュール管理で登録を行う

　　　　が、予約登録ではその情報と連動し、休診となる時間帯は網かけ等の表示を行う。

　　　　休診の時間帯でも予約の入力はできる。また、ドクタースケジュール管理で休診の

　　　　情報を入力した時に、該当する時間帯に既に予約をしている患者が存在する場合は、

　　　　その旨のガイダンスを表示する。そして、休診の連絡のために一覧表の出力を行う。

　Ⅱ．予約の入力について

（１） 予約のタイミング

患者が予約の申し込みを行うタイミングは、診察中、会計後、あるいは外から電

　　　　話をかけてと様々である。よってどの業務画面を処理中であっても画面を切り替え

　　　　て入力を行う。

（２） 入力方法

平成14年１月 日 月 火 水 木 金 土

時間帯 27 28 29 30 31

～8:59

9:00

10:00 2

11:00

12:00

13:00 1

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00～
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カレンダーイメージで表示された予約枠に現時点の予約状況を表示する。空いて

いる予約枠を選択し、予約を入れる患者の情報を入力するため患者番号を入力す

る。

　　診察内容　　　01  　　診察１   

　　ドクター　　　0001  小児科　花子

    

    患者番号　　　　　　　　　　　-　　　 - 　　　　　　　　　

　　予約氏名   　　　　　　　　　　　　　

　　予約日　　　　           　　　　　　予約時間 　　　　　 

　　診療科　　　　01　内科

　　予約内容　　　01  患者による予約

　　確認連絡　　　１　確認不必要  

　　

  　

　　　　　　　平成 14 年１月　　日　　月　　火　　水　　木　　金　　土

　　　　　　　　時間帯　　　　 27    28    29    30   31

　　　　　　　　～8:59

                  9:00

                 10:00

                 11:00

                 12:00

                 13:00

                 14:00

                 15:00

                 16:00

                 17:00

                 18:00

                 19:00

                 20:00

                 21:00～
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平成 14 年 1.30

 　番号　　　予約時間　　　　　患者氏名　　　　　　科　　　来　院

　　　　001       10:00        てすと　　　　　　　　　内

 　　　 002       10:00        てすと幼児５　　　　　　内

        003       13:00　　　　てすと１２２７　　　　　内
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　Ⅲ．予約状況の表示について

（１） 予約患者の一覧表示

指定した診療日の予約患者の一覧を画面に表示が行える。一覧の内容は、

・ 診療日

・ 予約時間

・ 診療科

・ 診療内容

・ 希望ドクター

・ 患者番号

・ 患者氏名

・ 連絡先電話番号

・ 来院区分

　　　　とする。

（２） 予約患者の一覧表出力

予約患者の一覧を画面表示できるが、その内容をプリンタより出力も行う。

（３） 来院確認の一覧表示

指定した診療日の予約患者のうち、来院していない患者の一覧を画面に表示が行

　　　　える。一覧表の内容は、予約患者の一覧表示と同様とする。また、ドクターが予約

　　　　を入れた患者には、その行をハイライトにして表示を行う。

（４） 来院確認の一覧表出力

来院確認の一覧を画面表示できるが、その内容をプリンタより出力も行う。
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