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1. 目的 

本事業では、処方箋の電磁的交付、および、情報連携のためのシステムを構築した。こ

れらのシステムでは利用者(医師、薬剤師、医療従事者、患者等)、および、施設(医療機関、

調剤薬局)のマスタ情報が必要となる。 

各種マスタ情報をそれぞれのシステムで個別に管理した場合、利用者からの申請に応じ

必要な作業をそれぞれのシステムに対し実施する必要がある。そのため、作業コストや作

業ミスに繋がる恐れがある。 

ID 管理システムでは、サポートセンターでの運用を中心とした利用者および施設の管理

を行い、周辺システムとのマスタ連携および情報連携を実現する。 

システムの概念図を以下に示す。 

 

 

図 4.2.1-1 システム概念図 
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2. システム概要 

ID 管理システムは、目的を達成するために以下の三つの機能を有する。 

 

① 施設および利用者マスタ管理機能 

② 患者 FeliCa カードおよび患者マスタ管理機能 

③ 外部連携機能 

 

① および②におけるマスタ管理機能では、サポートセンターでの運用を中心としたフロ

ーに対応することに留意し、各種申請書と親和性の高い画面構成とする。③において

は、連携対象となるそれぞれのシステムに応じ、適切な連携用データを出力するよう

設計する。 

 

機能概要を下記の表にまとめる。 

 

分類 機能 概要 

共通 認証機能 PKI カードを用い、認証された利用者のみが

ID 管理システムにアクセスできる。 

ログ ID管理システムの保有する各種データへのア

クセスログ、およびデータ変更時の変更ログ

を一覧で閲覧できる。検索条件によるデータ

の絞りこみも可能とする。 

施設 医療機関管理 医療機関の管理（登録・更新・削除）を行う。

また、医療機関に所属する医師や医療従事者

の管理（登録・削除）も行う。 

調剤薬局管理 調剤薬局の管理（登録・更新・削除）を行う。

また、調剤薬局に所属する薬剤師や医療従事

者の管理（登録・削除）も行う。 

サポートセンター管理 サポートセンターの管理を行う。 

利用者 医師管理 医師の管理（登録・更新・削除）を行う。 

薬剤師管理 薬剤師の管理（登録・更新・削除）を行う。 

オペレータ管理 サポート対応をしているオペレータの管理

（登録・更新・削除）を行う。 

オペレータ権限管理 オペレータに設定されるオペレータ権限（ロ

ール）の管理を行う。オペレータは設定され

た権限に含まれる機能のみ利用が可能とす

る。 
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PKI カード管理 医療従事者およびオペレータに対し発行され

る PKI カードの発行・失効状態を管理する。

また、発行および失効の申請に必要なデータ

のダウンロード、および、申請結果データの

アップロードが可能とする。 

患者 FeliCa

カード 

患者 FeliCa カード管理 患者に対して付与される患者 FeliCa カード

の発行、管理を行う。カードの発行に際して

は、事前に会員番号の発番、患者 FeliCa カー

ドの印字、FeliCa カードの IDｍと券面に印字

された会員番号の紐付けを行う。 

患者 患者管理 患者の管理（登録・更新・削除）を行う。 

患者詳細にて各施設との関連付け、および、

患者に紐付けられた患者 FeliCa カードの管

理（追加・削除）も行う。 

外部連携 どこでも My 病院連携 ID 管理システムに登録されている、施設、利

用者、および、患者の情報を提供する。 

提供は変更のあったデータについて、一定の

タイミングで自動的に行う。 

シームレス連携 ID 管理システムに登録されている、施設、利

用者、および、患者の情報を提供する。 

提供は変更のあったデータについて、一定の

タイミングで自動的に行う。 

処方 ASP 連携 ID 管理システムに登録されている、施設、利

用者、および、患者の情報を提供する。 

また、調剤薬局においては院内患者 ID との関

連付けを行う機能を持つ。 

認証認可連携 ID管理システムが管理する利用者が認証認可

システムで正しく認証される為に必要なデー

タの提供を行う。 

WisePoint 連携 ID 管理システムが管理する患者が WisePoint

を用いた認証で正しく認証される為に必要な

データの提供を行う。 
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3. システム機能仕様 

3.1. システム構成図 

事業への参加申請書に記載された内容や、患者に配布する会員番号の管理機能を提供す

る。システムへのログインには PKI カードを用いた認証が必要となる。 

 

 

図 4.2.1-1 システム構成図 

 

3.2. 機能処理記述 

(1) 共通 

① 認証機能 

PKI カードを用い、認証された利用者のみが ID 管理システムにアクセスできる。ま

た、PKI カードによる認証が正しく行われたとしても、ID 管理システムに登録されて

いない利用者はシステムにアクセスすることはできない。 

 

② ログ 

ID 管理システムの保有する各種データへのアクセスログ、およびデータ変更時の変

更ログを一覧で閲覧可能とする。検索条件は登録日時による期間、ログレベル、およ

び VTOC（機能 ID）が指定可能とし、一覧には登録日時降順でデータが表示される。 
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(2) 施設管理 

① 医療機関管理 

医療機関情報について、申請書に記載された内容を基に Web 画面からの登録、およ

び登録された各医療機関情報を一覧・詳細画面で閲覧可能とする。詳細画面から登録

情報の更新が可能とする。 

一覧の検索条件は医療機関番号、および医療機関の完全施設名であり、医療機関番

号昇順でデータが表示される。 

医療機関詳細画面からは、医療機関に所属する医師、および医療従事者の登録や削

除が可能とし、こちらも申請書にあった内容を基に画面から登録する。 

医療従事者を追加した際には、後述する PKI カード管理で PKI カードの発行手続き

を行う必要がある。 

 

② 調剤薬局管理 

対象を調剤薬局とし、医療機関管理と同様の機能を持つ。ただし所属する医師の代

わりに所属する薬剤師を登録・削除する。医療従事者については医療機関管理と同様

とする。 

 

③ サポートセンター管理 

医療機関管理と同様の機能を持つ。ただし、所属する医師、薬剤師、医療従事者の

登録はなく、サポートセンター詳細画面からオペレータ管理メニューを呼び出すこと

でオペレータの管理を行う。 

 

(3) 利用者管理 

① 医師管理 

医師について、申請書に記載された内容を基に Web 画面からの登録、および登録さ

れた各医師を一覧・詳細画面で閲覧可能とする。詳細画面からは登録情報の更新も可

能とする。 

一覧の検索条件は医籍番号、および医師の氏名、カナ氏名であり、医籍番号昇順で

表示する。詳細画面から登録情報の更新が可能とする。 

 

② 薬剤師管理 

対象を薬剤師とし、医師管理と同様の機能を持つ。 

 

③ オペレータ管理 

サポートセンター詳細から呼び出される機能で、対象をオペレータとし、医師管理

と同様の機能を持つ。 
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ただし、オペレータ登録時には PKI カード識別子（CN）は自動採番、PIN コード

はランダムに設定され、後述する PKI カード管理で PKI カードの発行手続きを行う。

PKI カード識別子（CN）の採番方法については PKI カード ID 体系及び会員番号体系

仕様書を参照する。 

 

④ オペレータ権限管理 

オペレータに設定するオペレータ権限（ロール）の管理を行う。オペレータ権限一

覧画面から登録、修正、削除を可能とする。 

また権限設定画面では、全てのオペレータ権限がどの機能を利用できるかの可否設

定をまとめて行う。 

 

⑤ PKI カード管理 

医療従事者およびオペレータに対し発行される PKI カードの発行・失効ステータス

を管理する。 

発行依頼待ちの PKI カードについては、申請依頼用のデータダウンロードおよびス

テータスを発行処理待ちに更新する。発行処理待ちの PKI カードについては、発行完

了通知データを取り込み、ステータスを受領済みに更新する。 

失効依頼待ちの PKI カードについては、申請依頼用のデータダウンロードおよびス

テータスを失効処理待ちに更新する。失効処理待ちの PKI カードについては、失効完

了通知データを取り込み、ステータスを失効済みに更新する。 

不要なデータについてはステータスを基に不要なデータがダウンロードされないよ

う制御を行う。 

 

(4) 患者 FeliCa カード管理 

患者に配布する患者 FeliCa カードの在庫を作成・管理を行う。 

患者 FeliCa カードについては 

1) 会員番号の発番 

2) WisePoint との連携（マトリクスコード発行、ID 管理システムへの取込） 

3) 券面印字用ファイルの出力、カードの印字 

4) 印字済み FeliCa カードの IDm と会員番号の関連付け 

の処理を行う。 

会員番号は、指定した枚数分をシステムで自動的に発番する。会員番号の発番方法につ

いては PKI カード ID 体系及び会員番号体系仕様書を参照する。 

WisePoint との連携は CSV ファイルを介して行い、発番した会員番号に対してマトリク

スコードを受け取り、設定する。 

WisePoint と連携したデータを券面印字用ファイルとして出力し、FeliCa カードに対し
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て券面印字を行う。券面には会員番号（表面）と WisePoint から出力されたマトリクスコ

ード（裏面）が印字される。 

FeliCa カードの IDm を FeliCa カードリーダーで読み取り、FeliCa カードに印字された

会員番号と、読み取った IDm を関連づける事で患者 FeliCa カードとして利用可能となる。

印字された会員番号は表面に印刷された会員番号を表現する QR コードを読み取ることで、

ミスなく入力することを可能とする。 

 

(5) 患者管理 

患者について、申請書に記載された内容を基に、登録、および登録された患者を一覧・

詳細画面で閲覧できる。詳細画面から登録情報の更新が可能とする。 

一覧の検索条件は会員番号、氏名（姓）、氏名（名）、カナ氏名（姓）、カナ氏名（名）で

あり、会員番号昇順で一覧に表示される。 

医療機関番号と院内における患者 IDを詳細画面から登録することで患者を医療機関へ紐

付ける。調剤薬局との関連付けは医療機関同様手動で行う事も可能であるが、通常は後述

する処方 ASP 連携で行う。 

患者 FeliCa カードの再発行も詳細画面から可能であり、不要な患者 FeliCa カードの無

効化、新規 FeliCa カードへの券面印字、会員番号と IDm の関連付け、の処理を行う必要

がある。 

 

(6) 外部連携 

① どこでも MY 病院連携 

ID 管理システムに登録されている、施設、利用者、および患者の情報を、CSV を介

してどこでも MY 病院に提供する。 

提供するデータは前回提供時以降に、新規登録、更新、削除されたデータのいずれ

かとし（差分提供）、一定の間隔で自動的に実行する。 

 

② シームレス連携 

ID 管理システムに登録されている、施設、利用者、および患者の情報を、CSV を介

してシームレスに提供する。 

データの提供対象選別方法、および提供方法はどこでもMY病院連携と同様である。 

 

③ 処方 ASP 連携 

ID 管理システムに登録されている、施設、利用者、および患者の情報を処方 ASP

から参照・更新する機能を提供する。 

処方 ASP ではマスタ管理を行わず、本連携機能を利用することで、リアルタイムに

マスタ連携を行う。処方 ASP との連携には SOAP Version1.2 を利用する。 



10 

 

SOAP 連携の仕様については、SOAP 連携仕様書を参照する。 

 

④ 認証・認可連携 

ID 管理システムに登録されている、施設と利用者を、CSV を介して認証基盤に提供

する。 

提供対象データの選別方法はどこでも MY 病院連携と同様であるが、CSV のデータ

は ID 管理システムから手動でダウンロードし、認証基盤へ提供するものとする。 

 

⑤ WisePoint 連携 

ID 管理システムに登録されている、患者情報を、CSV を介して WisePoint に提供す

る。 

提供対象データの選別方法はどこでも MY 病院連携と同様であるが、CSV のデータ

は ID 管理システムから手動でダウンロードし、WisePoint へ提供するものとする。 
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4. システム機能仕様 

4.1. 業務フロー 

本システムは、各申請書に記載された内容を基にマスタデータとして登録、管理する。

ただし、一部の外部連携については申請書ではなくシステムから利用者に対して操作を要

求する。 

 

 

図 4.2.1-1 業務フロー 
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4.2. システム処理機能記述（バッチ処理） 

4.2.1. どこでもMy病院連携 

項目 内容 

同期タイミング 時間帯：08:00～21:00 

タイミング：毎時 35 分（1 時間に 1 度） 

出力先 /mnt/IDManagement/ 

対象データ 項目 ファイル名 

施設マスタ MyFacility.CSV 

利用者マスタ MyUser.CSV 

患者マスタ MyPatient.CSV 

出力対象条件 項目 条件 

施設マスタ 前回同期日時以降に新規登録、更新、削除された医

療機関、および調剤薬局データ 

利用者マスタ 前回同期日時以降に新規登録、更新、削除された所

属医師、所属薬剤師、医療従事者、および患者デー

タ 

患者マスタ 前回同期日時以降に新規登録、更新、削除された患

者データ 

その他条件 ファイル出力先に出力対象データファイルが存在する場合は同期処

理を行わない 
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4.2.2. シームレス連携 

項目 内容 

同期タイミング 時間帯：08:00～21:00 

タイミング：毎時 5 分（1 時間に 1 度） 

出力先 /mnt/IDRelationCSVPool/ 

対象データ 項目 ファイル名 

施設情報 FacilityInfo.CSV 

利用者情報 UserInfo.CSV 

患者情報 PatientInfo.CSV 

出力対象条件 項目 条件 

施設情報 前回同期日時以降に新規登録、更新、削除された医

療機関、および調剤薬局データ 

利用者情報 前回同期日時以降に新規登録、更新、削除された所

属医師、所属薬剤師データ 

患者情報 前回同期日時以降に新規登録、更新、削除された患

者連携データ 

トリガーファイル 項目 ファイル名 

施設情報 FacilityInfo.flg 

利用者情報 UserInfo.flg 

患者情報 PatientInfo.flg 

その他条件 ファイル出力先に出力対象データファイルが存在する場合は同期処

理を行わない 
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5. ユーザインタフェース仕様 

5.1. 画面 

画面仕様を記述する。 

5.1.1. 画面一覧 

ID 管理システムの画面の一覧を下記の表にまとめる。 

 

No 画面 内容 

1 メニュー PKIカードによる認証後に表示される初期画面 

2 施設管理メニュー 医療機関管理、調剤薬局管理、サポートセンタ

ー管理へのリンクを表示 

3 利用者管理メニュー 医師管理、薬剤師管理、オペレータ権限管理、

PKI カード管理へのリンクを表示 

4 患者管理メニュー 患者の新規登録、または一覧・検索へのリンク

を表示 

5 患者 FeliCa カード管理メニュー 券面印字を行っていないカードの在庫数、およ

び患者 FeliCa カード作成に必要な各処理への

リンクを表示 

6 外部連携管理メニュー 認証・認可連携、および WisePoint 連携への必

要の有無とダウンロードボタンを表示 

7 医療機関管理メニュー 医療機関の新規登録、または一覧・検索へのリ

ンクを表示 

8 医療機関登録 医療機関情報をシステムに登録 

9 医療機関一覧・検索 医療機関を医療機関番号順に一覧で表示。条件

による検索も可能。 

10 医療機関詳細 医療機関の詳細情報を表示 

11 医療機関編集 医療機関情報を編集 

12 医療機関所属医師登録 医療機関に所属する医師をシステムに登録 

13 医療機関削除 医療機関情報をシステムから削除 

14 調剤薬局管理メニュー 調剤薬局の新規登録、または一覧・検索へのリ

ンクを表示 

15 調剤薬局登録 調剤薬局情報をシステムに登録 

16 調剤薬局一覧・検索 調剤薬局を調剤薬局番号順に一覧で表示。条件

による検索も可能。 

17 調剤薬局詳細 調剤薬局の詳細情報を表示 

18 調剤薬局編集 調剤薬局情報を編集 
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19 調剤薬局所属薬剤師登録 調剤薬局に所属する薬剤師をシステムに登録 

20 調剤薬局削除 調剤薬局情報をシステムから削除 

21 サポートセンター管理メニュー サポートセンターの新規登録、または一覧・検

索へのリンクを表示 

22 サポートセンター登録 サポートセンター情報をシステムに登録 

23 サポートセンター一覧・検索 サポートセンターをサポートセンター番号順

に一覧で表示。条件による検索も可能。 

24 サポートセンター詳細 サポートセンターの詳細情報を表示 

25 サポートセンター編集 サポートセンター情報を編集 

26 サポートセンター削除 サポートセンター情報をシステムから削除 

27 オペレータ管理メニュー オペレータの新規登録、または一覧・検索画面

へのリンクを表示 

28 オペレータ登録 オペレータ情報をシステムに登録 

29 オペレータ一覧・検索 オペレータを PKI カード識別子順に一覧で表

示。条件による検索も可能。 

30 オペレータ詳細 オペレータの詳細情報を表示 

31 オペレータ編集 オペレータ情報を編集 

32 オペレータ削除 オペレータ情報をシステムから削除 

33 医師管理メニュー 医師の新規登録、または一覧・検索へのリンク

を表示 

34 医師登録 医師情報をシステムに登録 

35 医師一覧・検索 医師を医籍番号順に一覧で表示。条件による検

索も可能 

36 医師詳細 医師の詳細情報を表示 

37 医師編集 医師情報を編集 

38 医師削除 医師情報をシステムから削除 

39 薬剤師管理メニュー 薬剤師の新規登録、または一覧・検索へのリン

クを表示 

40 薬剤師登録 薬剤師情報をシステムに登録 

41 薬剤師一覧・検索 薬剤師を薬剤師名簿登録番号順に一覧で表示。

条件による検索も可能 

42 薬剤師詳細 薬剤師の詳細情報を表示 

43 薬剤師編集 薬剤師情報を編集 

44 薬剤師削除 薬剤師情報をシステムから削除 

45 オペレータ権限管理 オペレータに設定する権限を登録、編集、削除 
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46 権限管理 オペレータ権限が利用可能な機能を設定 

47 PKI カード管理 PKIカードの発行状態を表示。PKIカード発行、

および PKI カード失効へのリンクを表示 

48 PKI カード発行 PKI カード発行に必要なデータのダウンロー

ド、及び発行処理完了処理が可能 

49 PKI カード失効 PKI カード失効に必要なデータのダウンロー

ド、および失効処理完了処理が可能 

50 会員番号照会 未使用の会員番号かを確認 

51 患者登録 患者情報をシステムに登録 

52 患者情報一覧・検索 患者を会員番号順に一覧で表示。条件による検

索も可能。 

53 患者情報詳細 患者の詳細情報を表示 

54 患者情報編集 患者情報を編集 

55 再発行時 IDm 関連付け 新規 FeliCa カードと会員番号を関連付け 

56 患者情報削除 患者情報を削除 

57 白カード在庫調整 券面印字を行っていないカードの在庫数を調

整 

58 会員番号割り振り 会員番号を生成 

59 発行完了 生成した会員番号数を表示。WisePoint に取り

込むデータのダウンロードも可能 

60 マトリクスコード取込 WisePoint から出力されたマトリクスコードの

取り込み 

61 取込完了 券面印字に必要なデータのダウンロードが可

能 

62 IDm 関連付け 会員番号と会員番号の印字された FeliCa カー

ドの IDm を関連付け 

63 ログ システムログ一覧を表示 
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5.1.2. 画面遷移図 

ID 管理システムの画面遷移図を下記に示す。 

 

 

図 5.1.2-1 全体 

 

 

図 5.1.2-2 医療機関管理 
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図 5.1.2-3 調剤薬局管理 

 

 

図 5.1.2-4 サポートセンター管理 
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図 5.1.2-5 利用者管理 
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図 5.1.2-6 患者管理 

 

 

図 5.1.2-7 患者 FeliCa カード管理 
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5.1.3. 画面項目定義 

各画面についての項目を定義する。 

ID 管理システムは、各画面において、画面上の機能を共通化したレイアウトを採用する。 

共通化したレイアウトを下記に示す。 

 

 

図 5.1.3-1 共通レイアウト 

 

No 機能 内容 

1 ヘッダ 実証事業名やシステム名、ログイン中の利用者名を表

示する。 

各管理メニューへのショートカットリンクやプルダ

ウンリンクも配置。 

2 施設管理 

プルダウンメニュー 

医療機関管理、調剤薬局管理、サポートセンター管理

へのショートカットリンクを表示する。 

3 利用者管理 

プルダウンメニュー 

医師管理、薬剤師管理、オペレータ権限管理、PKI カ

ード発行管理へのショートカットリンクを表示する。 

4 出力マーク 外部連携で出力対象データが存在する場合は「 」

マークが表示される 

 

  

1 

 
 

2 

3 

4 
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5.1.3.1. メニュー 

 

図 5.1.3-2 メニュー 

 

No 項目 内容 

1 「施設管理」ボタン ボタンをクリックすると施設管理メニューへ遷移する 

2 「利用者管理」ボタ

ン 

ボタンをクリックすると利用者管理メニューへ遷移する 

3 「患者管理」ボタン ボタンをクリックすると患者管理メニューへ遷移する 

4 「患者 FeliCa カー

ド管理」ボタン 

ボタンをクリックすると患者 FeliCa カード管理メニュ

ーへ遷移する 

5 外部連携 ボタンをクリックすると外部連携画面へ遷移する 

 

5.1.3.2. 施設管理メニュー 

 

図 5.1.3-3 施設管理メニュー 

 

No 項目 内容 

1 「医療機関管理」ボ

タン 

ボタンをクリックすると医療機関管理メニューへ遷移す

る 

2 「調剤薬局管理」ボ

タン 

ボタンをクリックすると調剤薬局管理メニューへ遷移す

る 

3 「サポートセンタ

ー管理」ボタン 

ボタンをクリックするとサポートセンター管理メニュー

へ遷移する 

 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

2 

3 
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5.1.3.3. 利用者管理メニュー 

 

図 5.1.3-4 利用者管理メニュー 

 

No 項目 内容 

1 「医師管理」ボタン ボタンをクリックすると医師管理メニューへ遷移する 

2 「薬剤師管理」ボタ

ン 

ボタンをクリックすると薬剤師管理メニューへ遷移する 

3 「オペレータ権限

管理」ボタン 

ボタンをオペレータ権限管理メニューへ遷移する 

4 「PKI カード発行

管理」ボタン 

ボタンをクリックすると PKI カード発行管理メニューへ

遷移する 

 

5.1.3.4. 患者管理メニュー 

 

図 5.1.3-5 患者管理メニュー 

 

No 項目 内容 

1 「会員番号照会」ボ

タン 

ボタンをクリックすると会員番号照会画面へ遷移する 

2 「患者情報一覧」ボ

タン 

ボタンをクリックすると患者情報一覧画面へ遷移する 

 

1 

2 

3 

4 

1 

2 
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5.1.3.5. 患者 FeliCa カード管理メニュー 

 

図 5.1.3-6 患者 FeliCa カード管理メニュー 

 

No 項目 内容 

1 「白カード在庫調

整」ボタン 

ボタンをクリックすると白カード在庫調整画面へ遷移す

る 

2 白カード在庫数 ID 管理システムに登録されている白カードの枚数を表

示する 

3 「患者 FeliCa カー

ド利用状況ダウン

ロード」ボタン 

ボタンをクリックすると ID 管理システムで生成した患

者 FeliCa カードの利用状況を CSV ファイルとしてダウ

ンロードが可能 

4 「会員番号生成」ボ

タン 

ボタンをクリックすると会員番号生成画面へ遷移する 

5 会員番号生成済み

カード数 

これまでに生成された会員番号の数を表示する 

6 「マトリクスコー

ド取込」ボタン 

ボタンをクリックするとマトリクスコード取込待ち画面

へ遷移する 

7 マトリクスコード

取込待ち件数 

生成した会員番号のうちマトリクスコードが取り込まれ

ていない件数を表示する 

8 「マトリクスコー

ド取込待ち再ダウ

ンロード」リンク 

リンクをクリックするとマトリクスコードが取り込まれ

ていない会員番号をWisePointに取り込める形式のCSV

ファイルとしてダウンロード可能 

9 「IDm 関連付け」 ボタンをクリックすると IDm 関連付け画面へ遷移する 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 



25 

 

ボタン 

10 IDm 未関連付け数 マトリクスコードが取り込まれた会員番号のうち IDm

と関連付けが行われていない件数を表示する 

11 未関連付けデータ

再ダウンロードボ

タン 

リンクをクリックすると IDm と関連付けが行われてい

ない会員番号を印字ファイルとして利用可能な形式の

CSV ファイルとしてダウンロード可能 

 

【補足】 

白カード：券面印刷及び IDm の関連付けがおこなわれていないカードの事 

 

5.1.3.6. 外部連携管理メニュー 

 

図 5.1.3-7 外部連携管理メニュー 

 

No 項目 内容 

1 認証・認可連携「ダ

ウンロード」ボタン 

ボタンをクリックすると、認証・認可連携用 CSV ファイ

ルがダウンロード可能。ボタンは出力対象データが存在

する場合のみ有効化する。 

2 認証・認可連携ダウ

ンロード履歴 

直近 5 件分のダウンロード履歴を表示。過去にダウンロ

ードした連携用ファイルの再ダウンロードも可能。 

3 WisePoint 連携「ダ

ウンロード」ボタン 

ボタンをクリックすると、WisePoint 連携用 CSV ファイ

ルがダウンロード可能。ボタンは出力対象データが存在

する場合のみ有効化する。 

4 WisePoint 連携ダ

ウンロード履歴 

直近 5 件分のダウンロード履歴を表示。過去にダウンロ

ードした連携用ファイルの再ダウンロードも可能。 

1 

2 

3 

4 
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5.1.3.7. 医療機関管理メニュー 

 

図 5.1.3-8 医療機関管理メニュー 

 

No 項目 内容 

1 「新規登録」ボタン ボタンをクリックすると新規登録画面へ遷移する 

2 「医療機関一覧」ボ

タン 

ボタンをクリックすると医療機関一覧・検索画面へ遷移

する 

 

5.1.3.8. 医療機関登録 

 

図 5.1.3-9 医療機関登録 

1 

2 

1 

2 

3 

4 
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No 項目 内容 

1 基本情報 医療機関の基本情報入力欄 

2 連絡先 医療機関の連絡先入力欄 

3 その他備考 医療機関のその他備考入力欄 

4 「登録する」ボタン ボタンをクリックすると、アラートを表示し、医療機関

登録処理を実行する 

 

【入力項目詳細】 

分類 項目名 説明 

基本情報 医療機関番号 医療機関番号 

完全施設名 医療機関の正式名称 

施設名カナ 医療機関の正式名称のフリガナ 

施設名（表示用） 医療機関の表示用名称 

施設名（簡易名） 医療機関の簡易名 

PKI カードの券面に印字される施設名称としても利

用する 

インデックス文字 医療機関の頭文字 

濁点、及び半濁点をつけないものをひらがな 1 文字で

入力する 

施設種別 施設の種別 

下記一覧から選択する。 

 1：PA 中央管理センター 

 2：PA 事務局 

 10：病院(あるいは HIS 連携が行えるクリニック) 

 20：保険薬局 

 30：介護施設（ベットなし：ケアセンタなど） 

 99：その他 

連絡先 電話番号 医療機関の電話番号 

FAX 番号 医療機関の FAX 番号 

郵便番号 医療機関の郵便番号 

住所（都道府県） 医療機関の住所（都道府県） 

住所（市区町村） 医療機関の住所（市区町村） 

住所（番地） 医療機関の住所（番地） 

住所（建物名） 医療機関の住所（建物名） 
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担当者 連絡時の担当者名 

その他備考 営業時間 医療機関の営業時間（例：09:00～18:00） 

休診・休館・休業日 医療機関の休診・休館・休業日（例：土日・祝日） 

診療科目・サービス

内容 

医療機関の対応する診療科目、及びサービス内容 

（例：内科） 

補足事項 緊急時対応等、補足事項 

HIS 対応フラグ 登録する医療機関が HIS に対応している場合は、チ

ェックボックスにチェックを入れる 

 

【補足】 

必須項目が入力されていない場合、登録は実行されず、警告メッセージを表示する。 

 

5.1.3.9. 医療機関一覧・検索 

 

図 5.1.3-10 医療機関一覧・検索 

 

No 項目 内容 

1 検索条件 一覧に表示する医療機関の検索条件入力欄 

2 「検索」ボタン ボタンをクリックすると検索条件に設定した医療機関の

検索を行う 

3 「リセット」ボタン ボタンをクリックすると検索条件の内容を初期化する 

4 医療機関一覧 医療機関を医療機関番号昇順で一覧に表示。各医療機関

の詳細画面、削除画面へのリンクも表示する。 

 

【検索条件詳細】 

項目名 説明 

医療機関番号 医療機関番号と前方一致する医療機関を一覧に表示する 

医療機関名 完全施設名と部分一致する医療機関を一覧に表示する 

 

1 2 3 

4 
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5.1.3.10. 医療機関詳細 

 

図 5.1.3-11 医療機関詳細 

 

No 項目 内容 

1 基本情報 医療機関の基本的な情報 

2 連絡先 医療機関の連絡先 

3 その他備考 医療機関に関するその他備考情報 

4 所属医師一覧 医療機関に所属している医師の一覧 

5 所属医師登録 医療機関に所属する医師を追加する際の入力欄 

6 所属医師「追加」ボ

タン 

所属医師登録欄に必要な項目が入力されている場合、ボ

タンをクリックすると入力されている内容に基づいた医

師を医療機関の所属医師として登録する。 

7 所属医師「リセッ

ト」ボタン 

所属医師登録入力欄の内容を初期化する 

8 PKI カード使用者

一覧 

医療機関の持つ PKI カードを使用する医療従事者の一覧 

ステータスは下記の種類が存在 

 発行依頼待ち：PKI カードの発行依頼が行われてい

ない状態 

 発行中：PKI カードの発行依頼が行われ、処理完了

を待っている状態（※この時 PKI カードを失効は不

可） 

 発行済み：PKI カードが使用可能な状態 

9 PKI カード使用者 PKI カード使用者を追加する際の入力欄 

1 2 

3 

4 

5 6, 7 10 

8 

9 11 

12 
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登録 

10 PKI カード使用者

「追加」ボタン 

PKI カード使用者登録欄に必要な項目が入力されている

場合、ボタンをクリックすると入力されている内容に基

づいた PKI カード使用者を登録する 

11 PKI カード使用者

「リセット」ボタン 

PKI カード使用者入力欄の内容を初期化する 

12 「編集」ボタン ボタンをクリックすると医療機関編集画面へ遷移する 

 

【所属医師登録欄入力項目詳細】 

項目名 説明 

医籍番号 追加する医師の医籍番号 

施設内 ID 追加する医療機関における医師の ID 

診療科 追加する医師の担当する診療科 

肩書 追加する医師の肩書 

 

【PKI カード使用者登録欄入力項目詳細】 

項目名 説明 

PKI カード使用者名 PKI カードの券面に印字される氏名 

 

【補足】 

PKI カード識別子（CN）は ID 管理システムで自動的に発番。 

各登録処理で必須項目が入力されていない場合、登録は実行されず、警告メッセージを表

示する。 
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5.1.3.11. 医療機関編集 

 

図 5.1.3-12 医療機関編集 

 

No 項目 内容 

1 基本情報 医療機関の基本情報入力欄 

2 連絡先 医療機関の連絡先入力欄 

3 その他備考 医療機関のその他備考入力欄 

4 「更新する」ボタン ボタンをクリックすると、アラートを表示し、医療機関

更新処理を実行する 

 

【補足】 

入力項目は、医療機関登録と同様。ただし、医療機関番号の変更は不可。 

 

1 

2 

3 

4 
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5.1.3.12. 医療機関所属医師登録 

 

図 5.1.3-13 医療機関所属医師登録 

 

No 項目 内容 

1 基本情報 医師の基本情報入力欄 

2 「登録する」ボタン ボタンをクリックすると、アラートを表示し、医師登録

処理を実行する。またこの画面から登録した医師を呼び

出した医療機関の所属医師として自動的に登録する。 

 

【入力項目詳細】 

分類 項目名 説明 

基本情報 医籍番号 医師の医籍番号 

医師姓 医師の姓 

医師名 医師の名 

医師姓（カナ） 医師姓のフリガナ 

医師名（カナ） 医師名のフリガナ 

 

【補足】 

必須項目が入力されていない場合、登録は実行されず、警告メッセージを表示する。 

 

1 

2 
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5.1.3.13. 医療機関削除 

 

図 5.1.3-14 医療機関削除 

 

No 項目 内容 

1 「削除する」ボタン ボタンをクリックすると医療機関削除処理を実行する 

 

【補足】 

表示項目は医療機関詳細と同様。所属医師、および PKI カード利用者が存在する場合は削

除不可。 

 

5.1.3.14. 調剤薬局管理メニュー 

 

図 5.1.3-15 調剤薬局管理メニュー 

 

1 

1 

2 
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No 項目 内容 

1 「新規登録」ボタン ボタンをクリックすると新規登録画面へ遷移する 

2 「医療機関一覧」ボ

タン 

ボタンをクリックすると調剤薬局一覧・検索画面へ遷移

する 

 

5.1.3.15. 調剤薬局登録 

 

図 5.1.3-16 調剤薬局登録 

 

No 項目 内容 

1 基本情報 調剤薬局の基本情報入力欄 

2 連絡先 調剤薬局の連絡先入力欄 

3 その他備考 調剤薬局のその他備考入力欄 

4 「登録する」ボタン ボタンをクリックすると、アラートを表示し、調剤薬局

登録処理を実行する 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
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【入力項目詳細】 

分類 項目名 説明 

基本情報 調剤薬局番号 調剤薬局番号 

完全施設名 調剤薬局の正式名称 

施設名カナ 調剤薬局の正式名称のフリガナ 

施設名（表示用） 調剤薬局の表示用名称 

施設名（簡易名） 調剤薬局の簡易名 

PKI カードの券面に印字される施設名称としても利

用する 

インデックス文字 調剤薬局の頭文字 

濁点、及び半濁点をつけないものをひらがな 1 文字で

入力する 

連絡先 電話番号 調剤薬局の電話番号 

FAX 番号 調剤薬局の FAX 番号 

郵便番号 調剤薬局の郵便番号 

住所（都道府県） 調剤薬局の住所（都道府県） 

住所（市区町村） 調剤薬局の住所（市区町村） 

住所（番地） 調剤薬局の住所（番地） 

住所（建物名） 調剤薬局の住所（建物名） 

担当者 連絡時の担当者名 

その他備考 営業時間 調剤薬局の営業時間（例：09:00～18:00） 

休診・休館・休業日 調剤薬局の休診・休館・休業日（例：土日・祝日） 

診療科目・サービス

内容 

調剤薬局の対応する診療科目、及びサービス内容 

（例：調剤、市販薬の販売） 

補足事項 補足事項 

 

【補足】 

必須項目が入力されていない場合、登録は実行されず、警告メッセージを表示する。 
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5.1.3.16. 調剤薬局一覧・検索 

 

図 5.1.3-17 調剤薬局一覧・検索 

 

No 項目 内容 

1 検索条件 一覧に表示する調剤薬局の検索条件入力欄 

2 「検索」ボタン ボタンをクリックすると検索条件に設定した調剤薬局の

検索を行う 

3 「リセット」ボタン ボタンをクリックすると検索条件の内容を初期化する 

4 調剤薬局一覧 調剤薬局を調剤薬局番号昇順で一覧に表示。各調剤薬局

の詳細画面、削除画面へのリンクも表示する。 

 

【検索条件詳細】 

項目名 説明 

調剤薬局番号 調剤薬局番号と前方一致する調剤薬局を一覧に表示する 

調剤薬局名 完全施設名と部分一致する調剤薬局を一覧に表示する 

 

1 2 3 

4 
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5.1.3.17. 調剤薬局詳細 

 

図 5.1.3-18 調剤薬局詳細 

 

No 項目 内容 

1 基本情報 調剤薬局の基本的な情報 

2 連絡先 調剤薬局の連絡先 

3 その他備考 調剤薬局に関するその他備考情報 

4 所属薬剤師一覧 調剤薬局に所属している薬剤師の一覧 

5 所属薬剤師登録 調剤薬局に所属する薬剤師を追加する際の入力欄 

6 所属薬剤師「追加」

ボタン 

所属薬剤師登録欄に必要な項目が入力されている場合、

ボタンをクリックすると入力されている内容に基づいた

薬剤師を調剤薬局の所属薬剤師として登録する。 

7 所属薬剤師「リセッ

ト」ボタン 

所属薬剤師登録入力欄の内容を初期化する 

8 PKI カード使用者

一覧 

調剤薬局の持つ PKI カードを使用する医療従事者の一覧 

ステータスは下記の種類が存在 

 発行依頼待ち：PKI カードの発行依頼が行われてい

ない状態 

 発行中：PKI カードの発行依頼が行われ、処理完了

を待っている状態（※この時 PKI カードを失効不可） 

 発行済み：PKI カードが使用可能な状態 

9 PKI カード使用者

登録 

PKI カード使用者を追加する際の入力欄 

1 2 

3 

4 

5 6, 7 

8 

9 10 11 

12 
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10 PKI カード使用者

「追加」ボタン 

PKI カード使用者登録欄に必要な項目が入力されている

場合、ボタンをクリックすると入力されている内容に基

づいた PKI カード使用者を登録する 

11 PKI カード使用者

「リセット」ボタン 

PKI カード使用者入力欄の内容を初期化する 

12 「編集」ボタン ボタンをクリックすると調剤薬局編集画面へ遷移する 

 

【所属医師登録欄入力項目詳細】 

項目名 説明 

薬剤師名簿登録番号 追加する薬剤師の薬剤師名簿登録番号。末尾に「-jpa」必須 

施設内 ID 追加する調剤薬局における薬剤師の ID 

 

【PKI カード使用者登録欄入力項目詳細】 

項目名 説明 

PKI カード使用者名 PKI カードの券面に印字される氏名 

 

【補足】 

PKI カード識別子（CN）は ID 管理システムで自動的に発番。 

各登録処理では必須項目が入力されていない場合、登録は実行されず、警告メッセージを

表示する。 



39 

 

5.1.3.18. 調剤薬局編集 

 

図 5.1.3-19 調剤薬局編集 

 

No 項目 内容 

1 基本情報 調剤薬局の基本情報入力欄 

2 連絡先 調剤薬局の連絡先入力欄 

3 その他備考 調剤薬局のその他備考入力欄 

4 「更新する」ボタン ボタンをクリックすると、アラートを表示し、調剤薬局

更新処理を実行する 

 

【補足】 

入力項目は、調剤薬局登録と同様。ただし、調剤薬局番号の変更は不可。 

 

1 

2 

3 

4 
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5.1.3.19. 調剤薬局所属薬剤師登録 

 

図 5.1.3-20 調剤薬局所属薬剤師登録 

 

No 項目 内容 

1 基本情報 薬剤師の基本情報入力欄 

2 「登録する」ボタン ボタンをクリックすると、アラートを表示し、薬剤師登

録処理を実行する。またこの画面から登録した薬剤師を

呼び出した調剤薬局の所属薬剤師として自動的に登録す

る。 

 

【入力項目詳細】 

分類 項目名 説明 

基本情報 薬剤師名簿登録番号 薬剤師の薬剤師名簿登録番号。末尾に「-jpa」必須 

薬剤師姓 薬剤師の姓 

薬剤師名 薬剤師の名 

薬剤師姓（カナ） 薬剤師姓のフリガナ 

薬剤師名（カナ） 薬剤師名のフリガナ 

 

【補足】 

必須項目が入力されていない場合、登録は実行されず、警告メッセージを表示する。 

1 

2 
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5.1.3.20. 調剤薬局削除 

 

図 5.1.3-21 調剤薬局削除 

 

No 項目 内容 

1 「削除する」ボタン ボタンをクリックすると医療機関削除処理を実行する 

 

【補足】 

表示項目は調剤薬局詳細と同様。所属薬剤師、および PKI カード利用者が存在する場合は

削除不可。 

 

  

1 
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5.1.3.21. サポートセンター管理メニュー 

 

図 5.1.3-22 サポートセンター管理メニュー 

 

No 項目 内容 

1 「新規登録」ボタン ボタンをクリックすると新規登録画面へ遷移する 

2 「サポートセンタ

ー一覧」ボタン 

ボタンをクリックするとサポートセンター一覧・検索画

面へ遷移する 

 

1 

2 
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5.1.3.22. サポートセンター登録 

 

図 5.1.3-23 サポートセンター登録 

 

No 項目 内容 

1 基本情報 サポートセンターの基本情報入力欄 

2 連絡先 サポートセンターの連絡先入力欄 

3 その他備考 サポートセンターのその他備考入力欄 

4 「登録する」ボタン ボタンをクリックすると、アラートを表示し、サポート

センター登録処理を実行する 

 

 

 

 

  

1 

2 

3 
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【入力項目詳細】 

分類 項目名 説明 

基本情報 サポートセンター番号 サポートセンター番号 

完全施設名 サポートセンターの正式名称 

施設名カナ サポートセンターの正式名称のフリガナ 

施設名（表示用） サポートセンターの表示用名称 

施設名（簡易名） サポートセンターの簡易名 

PKI カードの券面に印字される施設名称としても

利用する 

インデックス文字 サポートセンターの頭文字 

濁点、及び半濁点をつけないものをひらがな 1 文

字で入力する 

連絡先 電話番号 サポートセンターの電話番号 

FAX 番号 サポートセンターの FAX 番号 

郵便番号 サポートセンターの郵便番号 

住所（都道府県） サポートセンターの住所（都道府県） 

住所（市区町村） サポートセンターの住所（市区町村） 

住所（番地） サポートセンターの住所（番地） 

住所（建物名） サポートセンターの住所（建物名） 

担当者 連絡時の担当者名 

その他備考 営業時間 サポートセンターの営業時間（例：09:00～18:00） 

休診・休館・休業日 サポートセンターの休業日 

（例：土日・祝日） 

診療科目・サービス内

容 

サポートセンターの対応するサービス内容 

補足事項 補足事項 

 

【補足】 

必須項目が入力されていない場合、登録は実行されず、警告メッセージを表示する。 
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5.1.3.23. サポートセンター一覧・検索 

 

図 5.1.3-24 サポートセンター一覧・検索 

 

No 項目 内容 

1 検索条件 一覧に表示するサポートセンターの検索条件入力欄 

2 「検索」ボタン ボタンをクリックすると検索条件に設定したサポートセ

ンターの検索を行う 

3 「リセット」ボタン ボタンをクリックすると検索条件の内容を初期化する 

4 サポートセンター

一覧 

サポートセンターをサポートセンター番号昇順で一覧に

表示。各サポートセンターの詳細画面、削除画面へのリ

ンクも表示する 

 

【検索条件詳細】 

項目名 説明 

サポートセンター番号 サポートセンター番号と前方一致するサポートセンターを一覧に

表示する 

サポートセンター名 完全施設名と部分一致するサポートセンターを一覧に表示する 

 

1 2 3 

4 
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5.1.3.24. サポートセンター詳細 

 

図 5.1.3-25 サポートセンター詳細 

 

No 項目 内容 

1 基本情報 サポートセンターの基本的な情報 

2 連絡先 サポートセンターの連絡先 

3 その他備考 サポートセンターに関するその他備考情報 

4 オペレータ一覧 サポートセンターに所属しているオペレータの一覧 

ステータスは下記の種類が存在 

 発行依頼待ち：PKI カードの発行依頼が行われてい

ない状態 

 発行中：PKI カードの発行依頼が行われ、処理完了

を待っている状態（※この時 PKI カードの失効不可） 

発行済み：PKI カードが使用可能な状態 

5 「編集」ボタン ボタンをクリックするとサポートセンター編集画面へ遷

移する 

6 「オペレータ管理」

ボタン 

ボタンをクリックするとオペレータ管理メニューへ遷移

する 

 

1 2 

3 

4 

5 6 
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5.1.3.25. サポートセンター編集 

 

図 5.1.3-26 サポートセンター編集 

 

 

No 項目 内容 

1 基本情報 サポートセンターの基本情報入力欄 

2 連絡先 サポートセンターの連絡先入力欄 

3 その他備考 サポートセンターのその他備考入力欄 

4 「更新する」ボタン ボタンをクリックすると、アラートを表示し、サポート

センター更新処理を実行する 

 

【補足】 

入力項目は、サポートセンター登録と同様。ただし、サポートセンター番号の変更は不可。 

1 

2 

3 

4 
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5.1.3.26. サポートセンター削除 

 

図 5.1.3-27 サポートセンター削除 

 

No 項目 内容 

1 「削除する」ボタン ボタンをクリックするとサポートセンター削除処理を実

行する 

 

【補足】 

表示項目はサポートセンター詳細と同様。オペレータが存在する場合は削除不可。 

 

5.1.3.27. オペレータ管理メニュー 

 

図 5.1.3-28 オペレータ管理メニュー 

 

 

1 

1 

2 
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No 項目 内容 

1 「新規登録」ボタン ボタンをクリックすると新規登録画面へ遷移する 

2 「オペレータ一覧」

ボタン 

ボタンをクリックするとオペレータ一覧・検索画面へ遷

移する 

 

5.1.3.28. オペレータ登録 

 

図 5.1.3-29 オペレータ登録 

 

No 項目 内容 

1 基本情報 オペレータの基本情報入力欄 

2 PKI カード情報 オペレータの PKI カード情報入力欄 

3 「登録する」ボタン ボタンをクリックすると、アラートを表示し、オペレー

タ登録処理を実行する 

 

【入力項目詳細】 

分類 項目名 説明 

基本情報 オペレータ姓 オペレータの姓 

オペレータ名 オペレータの名 

オペレータ姓（カナ） オペレータ姓のフリガナ 

オペレータ名（カナ） オペレータ名のフリガナ 

所属権限グループ オペレータが利用できる権限グループ 

複数選択可能 

1 

2 

3 
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PKI カード

情報 

券面印字用氏名 PKI カードの券面に印字される氏名 

資格情報 PKI カードの持つ資格 

 Operator：運用事業者 

 Manager：システム管理者 

 

【補足】 

PKI カード識別子（CN）は ID 管理システムで自動的に発番。 

必須項目が入力されていない場合、登録は実行されず、警告メッセージを表示する。 

 

5.1.3.29. オペレータ一覧・検索 

 

図 5.1.3-30 オペレータ一覧・検索 

 

No 項目 内容 

1 検索条件 一覧に表示するオペレータの検索条件入力欄 

2 「検索」ボタン ボタンをクリックすると検索条件に設定したオペレータ

の検索を行う 

3 「リセット」ボタン ボタンをクリックすると検索条件の内容を初期化する 

4 オペレータ一覧 オペレータを PKI カード識別子（CN）昇順で一覧に表

示。各オペレータの詳細画面、削除画面へのリンクも表

示する。 

 

【検索条件詳細】 

項目名 説明 

PKI カード識別子(CN) PKI カード識別子と前方一致するオペレータを一覧に表示する 

氏名 オペレータ姓名と部分一致するオペレータを一覧に表示する 

氏名（カナ） オペレータ姓名（カナ）と部分一致するオペレータを一覧に表示

する 

 

1 2 3 

4 
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5.1.3.30. オペレータ詳細 

 

図 5.1.3-31 オペレータ詳細 

 

No 項目 内容 

1 基本情報 オペレータの基本的な情報 

2 PKI カード情報 オペレータの PKI カード情報 

発行ステータスは下記の種類が存在 

 発行依頼待ち：PKI カードの発行依頼が行われてい

ない状態 

 発行中：PKI カードの発行依頼が行われ、処理完了

を待っている状態（※この時オペレータは削除不可） 

 発行済み：PKI カードが使用可能な状態 

3 「編集」ボタン ボタンをクリックすると、オペレータ編集画面へ遷移す

る 

 

1 

2 
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5.1.3.31. オペレータ編集 

 

図 5.1.3-32 オペレータ編集 

 

No 項目 内容 

1 基本情報 オペレータの基本情報入力欄 

2 PKI カード情報 オペレータの PKI カード情報入力欄 

3 「更新する」ボタン ボタンをクリックすると、アラートを表示し、オペレー

タ更新処理を実行する 

 

【補足】 

入力項目は、オペレータ登録と同様。ただし、資格情報の変更は不可。 

1 

2 

3 



53 

 

5.1.3.32. オペレータ削除 

 

図 5.1.3-33 オペレータ削除 

 

No 項目 内容 

1 「削除する」ボタン ボタンをクリックするとオペレータ処理を実行する 

 

【補足】 

表示項目はオペレータ詳細と同様。ステータスが発行中の場合は削除不可。 

 

5.1.3.33. 医師管理メニュー 

 

図 5.1.3-34 医師管理メニュー 

 

No 項目 内容 

1 「新規登録」ボタン ボタンをクリックすると新規登録画面へ遷移する 

2 「医師一覧」ボタン ボタンをクリックすると医師一覧・検索画面へ遷移する 

 

1 

1 

2 
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5.1.3.34. 医師登録 

 

図 5.1.3-35 医師登録 

 

No 項目 内容 

1 基本情報 医師の基本情報入力欄 

2 「登録する」ボタン ボタンをクリックすると、アラートを表示し、医師登録

処理を実行する 

 

【入力項目詳細】 

分類 項目名 説明 

基本情報 医籍番号 医師の医籍番号 

医師姓 医師の姓 

医師名 医師の名 

医師姓（カナ） 医師姓のフリガナ 

医師名（カナ） 医師名のフリガナ 

 

【補足】 

必須項目が入力されていない場合、登録は実行されず、警告メッセージを表示する。 

 

1 

2 
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5.1.3.35. 医師一覧・検索 

 

図 5.1.3-36 医師一覧・検索 

No 項目 内容 

1 検索条件 一覧に表示する医師の検索条件入力欄 

2 「検索」ボタン ボタンをクリックすると検索条件に設定した医師の検索

を行う 

3 「リセット」ボタン ボタンをクリックすると検索条件の内容を初期化する 

4 医師一覧 医師を医籍番号昇順で一覧に表示。各医師の詳細画面、

削除画面へのリンクも表示する。 

 

【検索条件詳細】 

項目名 説明 

医籍番号 医師の医籍番号と前方一致する医師を一覧に表示する 

氏名 医師姓名と部分一致する医師を一覧に表示する 

氏名（カナ） 医師姓名（カナ）と部分一致する医師を一覧に表示する 

 

5.1.3.36. 医師詳細 

 

図 5.1.3-37 医師詳細 

 

1 2 3 
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No 項目 内容 

1 基本情報 医師の基本的な情報 

所属している医療機関が存在する場合は医療機関の一覧

を表示する 

2 HPKI カード情報 医師の HPKI カード情報 

3 「編集」ボタン ボタンをクリックすると医師編集画面へ遷移する 

 

5.1.3.37. 医師編集 

 

図 5.1.3-38 医師編集 

 

No 項目 内容 

1 基本情報 医師の基本情報入力欄 

2 「更新する」ボタン ボタンをクリックすると、アラートを表示し、医師更新

処理を実行する 

 

【補足】 

入力項目は医師登録と同様。ただし医籍番号の変更は不可。 

1 

2 
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5.1.3.38. 医師削除 

 

図 5.1.3-39 医師削除 

 

No 項目 内容 

1 「削除する」ボタン ボタンをクリックすると医師処理を実行する 

 

【補足】 

表示項目は医師詳細と同じ。 

 

5.1.3.39. 薬剤師管理メニュー 

 

図 5.1.3-40 薬剤師管理メニュー 

 

No 項目 内容 

1 「新規登録」ボタン ボタンをクリックすると新規登録画面へ遷移する 

2 「薬剤師一覧」ボタ

ン 

ボタンをクリックすると薬剤師一覧・検索画面へ遷移す

る 

1 

1 

2 
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5.1.3.40. 薬剤師登録 

 

図 5.1.3-41 薬剤師登録 

 

No 項目 内容 

1 基本情報 薬剤師の基本情報入力欄 

2 「登録する」ボタン ボタンをクリックすると、アラートを表示し、薬剤師登

録処理を実行する 

 

【入力欄詳細】 

分類 項目名 説明 

基本情報 薬剤師名簿登録番号 薬剤師の薬剤師名簿登録番号。末尾に「-jpa」必須 

薬剤師姓 薬剤師の姓 

薬剤師名 薬剤師の名 

薬剤師姓（カナ） 薬剤師姓のフリガナ 

薬剤師名（カナ） 薬剤師名のフリガナ 

 

【補足】 

必須項目が入力されていない場合、登録は実行されず、警告メッセージを表示する。 

 

1 
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5.1.3.41. 薬剤師一覧・検索 

 

図 5.1.3-42 薬剤師一覧・検索 

 

No 項目 内容 

1 検索条件 一覧に表示する薬剤師の検索条件入力欄 

2 「検索」ボタン ボタンをクリックすると検索条件に設定した薬剤師の検

索を行う 

3 「リセット」ボタン ボタンをクリックすると検索条件の内容を初期化する 

4 薬剤師一覧 薬剤師を薬剤師名簿登録番号昇順で一覧に表示。各薬剤

師の詳細画面、削除画面へのリンクも表示する。 

 

【検索項目詳細】 

項目名 説明 

薬剤師名簿登録番号 薬剤師の薬剤師名簿登録番号と前方一致する薬剤師を一覧に表示

する 

氏名 薬剤師姓名と部分一致する薬剤師を一覧に表示する 

氏名（カナ） 薬剤師姓名（カナ）と部分一致する薬剤師を一覧に表示する 

 

1 2 3 
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5.1.3.42. 薬剤師詳細 

 

図 5.1.3-43 薬剤師詳細 

 

No 項目 内容 

1 基本情報 薬剤師の基本的な情報 

所属している調剤薬局が存在する場合は調剤薬局の一覧

を表示する 

2 HPKI カード情報 薬剤師の HPKI カード情報 

3 「編集」ボタン ボタンをクリックすると薬剤師編集画面へ遷移する 

 

5.1.3.43. 薬剤師編集 

 

図 5.1.3-44 薬剤師編集 

 

 

1 
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No 項目 内容 

1 基本情報 薬剤師の基本情報入力欄 

2 「更新する」ボタン ボタンをクリックすると、アラートを表示し、薬剤師更

新処理を実行する 

 

【補足】 

入力項目は薬剤師登録と同様。ただし薬剤師名簿登録番号の変更は不可。 

 

5.1.3.44. 薬剤師削除 

 

図 5.1.3-45 薬剤師削除 

 

No 項目 内容 

1 「削除する」ボタン ボタンをクリックすると薬剤師処理を実行する 

 

【補足】 

表示項目は薬剤師詳細と同じ。 

1 
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5.1.3.45. オペレータ権限管理 

 

図 5.1.3-46 オペレータ権限管理（下部省略） 

 

No 項目 内容 

1 権限グループ登録 権限グループを追加する際の入力欄 

2 「登録する」ボタン 権限グループ登録欄に必要な項目が入力されている場

合、ボタンをクリックすると入力されている内容に基づ

いた権限グループを登録する。 

3 「リセット」ボタン 権限グループ登録入力欄の内容を初期化する 

4 「権限編集」ボタン ボタンをクリックすると、権限編集画面へ遷移する 

5 権限グループ一覧 登録されている権限グループと各権限グループが利用で

きる機能の一覧を表示する。 

各権限グループの編集リンクと削除リンクも表示。 

 利用できる機能：○ 

 利用できない機能：× 

 

1 2 3 
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5.1.3.46. 権限管理 

 

図 5.1.3-47 権限管理（上部） 

 

 

図 5.1.3-48 権限管理（下部） 

 

No 項目 内容 

1 権限登録 各権限グループに設定する権限一覧 

チェックを入れた機能が利用可能となる 

2 「登録する」ボタン ボタンをクリックすると、アラートを表示し、権限登録

処理を実行する 

 

【設定可能な権限一覧】 

分類 機能 説明 

医療機関管理 閲覧 医療機関の検索、及び詳細情報の閲覧が行

える 

新規登録 医療機関の新規登録が行える 

更新 医療機関の更新が行える 

削除 医療機関の削除が行える 

所属利用者編集 医療機関の所属医師、および PKI カード使

用者の編集が行える 

調剤薬局管理 閲覧 調剤薬局の検索、及び詳細情報の閲覧が行

える 

1 
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新規登録 調剤薬局の新規登録が行える 

更新 調剤薬局の更新が行える 

削除 調剤薬局の削除が行える 

所属利用者編集 調剤薬局の所属薬剤師、および PKI カード

使用者の編集が行える 

サポートセンター管理 閲覧 サポートセンターの検索、及び詳細情報の

閲覧が行える 

新規登録 サポートセンターの新規登録が行える 

更新 サポートセンターの更新が行える 

削除 サポートセンターの削除が行える 

医師管理 閲覧 医師の検索、及び詳細情報の閲覧が行える 

新規登録 医師の新規登録が行える 

更新 医師の更新が行える 

削除 医師の削除が行える 

薬剤師管理 閲覧 薬剤師の検索、及び詳細情報の閲覧が行え

る 

新規登録 薬剤師の新規登録が行える 

更新 薬剤師の更新が行える 

削除 薬剤師の削除が行える 

オペレータ管理 閲覧 オペレータの検索、及び詳細情報の閲覧が

行える 

新規登録 オペレータの新規登録が行える 

更新 オペレータの更新が行える 

削除 オペレータの削除が行える 

オペレータ権限管理 新規登録 権限グループの新規登録が行える 

更新 権限グループの更新が行える 

削除 権限グループの削除が行える 

権限編集 権限グループの持つ権限の編集が行える 

PKI カード発行管理 発行 PKI カードの発行に関する管理が行える 

失効 PKI カードの失効に関する管理が行える 

患者管理 閲覧 患者の検索、及び詳細情報の閲覧が行える 

新規登録 患者の新規登録が行える 

更新 患者の更新が行える 

削除 患者の削除が行える 

パスワードリセット 患者のパスワードリセットが行える 
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IDm 関連付け 患者の持つ会員番号への IDm 関連付けが

行える 

患者 ID 連携登録 各施設における患者の ID と会員番号への

関連付けが行える 

患者 FeliCa カード管理 白カード在庫数調整 白カードの在庫数の調整が行える 

会員番号生成 白カードに対する会員番号の生成を行え

る 

マトリクス取込 WisePoint から出力されたマトリクスコー

ドの取り込みが行える 

IDm 関連付け 割り振った会員番号に対する IDm の関連

付けが行える 

カード利用状況出力 生成された会員番号の利用状況ファイル

の出力処理が行える 

外部連携 認証・認可連携 認証・認可システム連携用ファイルの出力

処理が行える 

WisePoint 連携 WisePoint 更新用ファイルの出力処理が行

える 

ログ閲覧 閲覧 システムログの閲覧が行える 
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5.1.3.47. PKI カード発行管理 

 

図 5.1.3-49 PKI カード発行管理 

 

No 項目 内容 

1 「PKI カード発行」ボ

タン 

ボタンをクリックすると PKI カード発行画面へ遷移する 

2 発行依頼待ち件数 ID 管理システムに登録され、発行に必要なデータのダウ

ンロードが行われていない状態 

3 発行処理待ち件数 発行に必要なデータのダウンロードが行われた状態の

PKI カード件数を表示する 

4 受領済み件数 実際に PKI カードの発行処理が完了し、発行完了データ

ファイルが取り込まれた状態の PKI カード件数を表示す

る 

5 「PKI カード失効」ボ

タン 

ボタンをクリックすると PKI カード発行画面へ遷移する 

6 失効依頼待ち件数 ID 管理システムから失効登録され、失効に必要なデータ

のダウンロードが行われていない状態の PKI カード件数

を表示する 

7 失効処理待ち件数 失効に必要なデータのダウンロードが行われた状態の

PKI カード件数を表示する 

8 失効完了件数 実際に PKI カードの失効処理が完了し、失効完了データ

ファイルが取り込まれた状態の PKI カード件数を表示す

る 

9 「PKI カード発行依頼

/失効依頼テンプレー

トファイルダウンロー

ド」リンク 

リンクをクリックすると、PKI カードの発行、または失

効に必要となる Excel のテンプレートファイルをダウン

ロード可能 

1 

2 
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5.1.3.48. PKI カード発行 

 

図 5.1.3-50 PKI カード発行 

 

No 項目 内容 

1 「ダウンロード」ボ

タン 

ボタンをクリックすると、発行依頼待ちのデータを CSV

形式のファイルでダウンロード可能 

2 「発行中データ再

ダウンロード」リン

ク 

リンクをクリックすると、発行処理待ちのデータを CSV

形式のファイルでダウンロード可能 

3 発行完了データフ

ァイル 

発行が完了した PKI カードの PKI カード識別子（CN）

が記載されたファイルを選択する 

4 「アップロード」ボ

タン 

ボタンをクリックすると、発行完了データファイルで選

択された CSV 形式のファイルを ID 管理システムにアッ

プロードする 

5 発行待ち件数一覧 ID 管理システムで PKI カードの発行が完了していない

データを施設単位で一覧に表示する 

 

【補足】 

出力対象となるデータが存在しない場合、上記項目は画面に表示されない。 

 

1 

2 
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5.1.3.49. PKI カード失効 

 

図 5.1.3-51 PKI カード失効 

 

No 項目 内容 

1 「ダウンロード」ボ

タン 

ボタンをクリックすると、失効依頼待ちのデータを CSV

形式のファイルでダウンロード可能 

2 「失効中データ再

ダウンロード」リン

ク 

リンクをクリックすると、失効処理待ちのデータを CSV

形式のファイルでダウンロード可能 

3 失効完了データフ

ァイル 

失効が完了した PKI カードの PKI カード識別子（CN）

が記載されたファイルを選択する 

4 「アップロード」ボ

タン 

ボタンをクリックすると、失効完了データファイルで選

択された CSV 形式のファイルを ID 管理システムにアッ

プロードする 

5 失効待ち件数一覧 ID 管理システムで PKI カードの失効が完了していない

データを施設単位で一覧に表示する 

 

【補足】 

出力対象となるデータが存在しない場合、上記項目は画面に表示されない。 

 

1 
2 
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5.1.3.50. 会員番号照会 

 

図 5.1.3-52 会員番号照会 

 

No 項目 内容 

1 会員番号 新規登録する患者の会員番号（申込書に記載された会員

番号）入力欄 

2 「照会」ボタン ボタンをクリックすると、会員番号入力欄に入力された

値が正しい値かを確認後、患者登録画面へ遷移する。 

3 「リセット」ボタン ボタンをクリックすると会員番号入力欄を初期化する 

 

【補足】 

会員番号を照会した結果、間違った値や既に利用中の会員番号の場合は警告メッセージを

表示する。 

 

1 2 3 
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5.1.3.51. 患者登録 

 

図 5.1.3-53 患者登録 

 

No 項目 内容 

1 基本情報 患者の基本情報入力欄 

2 「登録する」ボタン ボタンをクリックすると、アラートが表示され、患者登

録処理を実行する。 

 

【入力項目詳細】 

分類 項目名 説明 

基本情報 会員番号 会員番号照会画面で入力した会員番号 

変更不可 

氏名（姓） 患者の氏名（姓） 

氏名（名） 患者の氏名（名） 

カナ氏名（姓） 氏名（姓）のフリガナ 

カナ氏名（名） 氏名（名）のフリガナ 

生年月日 患者の生年月日 

1 
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性別 患者の性別 

郵便番号 患者の郵便番号 

都道府県 患者の住所（都道府県） 

住所（市区町村） 患者の住所（市区町村） 

住所（番地） 患者の住所（番地） 

住所（建物名） 患者の住所（建物名） 

電話番号 患者の電話番号 

勤務先電話番号 患者の勤務先電話番号 

お薬手帳代行登録包

括同意 

調剤ローカルからお薬手帳の情報を自動で登録する

かどうかの確認 

 

【補足】 

必須項目が入力されていない場合、登録は実行されず、警告メッセージを表示する。 

 

5.1.3.52. 患者情報一覧・検索 

 

図 5.1.3-54 患者情報一覧・検索 

 

No 項目 内容 

1 検索条件 一覧に表示する患者の検索条件入力欄 

2 「検索」ボタン ボタンをクリックすると検索条件に設定した患者の検索

を行う 

3 「リセット」ボタン ボタンをクリックすると検索条件の内容を初期化する 

4 患者一覧 患者を会員番号昇順で一覧に表示。各患者の詳細画面、

削除画面へのリンクも表示する。 

 

 

 

 

1 2 3 

4 
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【検索条件詳細】 

項目名 説明 

会員番号 会員番号と完全一致する患者を一覧に表示する 

氏名（姓） 氏名（姓）と部分一致する患者を一覧に表示する 

氏名（名） 氏名（名）と部分一致する患者を一覧に表示する 

カナ氏名（姓） カナ氏名（姓）と部分一致する患者を一覧に表示する 

カナ氏名（名） カナ氏名（名）と部分一致する患者を一覧に表示する 

 

5.1.3.53. 患者情報詳細 

 

図 5.1.3-55 患者情報詳細 

 

No 項目 内容 

1 基本情報 患者の基本情報 

2 「どこでも MY 病

院パスワードリセ

ット」ボタン 

ボタンをクリックすると、アラートが表示され、患者が

「どこでも MY 病院」ログイン時に必要となるパスワー

ド（WisePoint 利用）のリセット処理を実行する。 

3 患者 FeliCa カード

情報 

会員番号に紐づいている患者 FeliCa カードの一覧を表

示する。患者 FeliCa カードの無効化リンクも表示。 

4 「再発行用ファイ

ル取得」ボタン 

ボタンをクリックすると、アラートが表示され、患者

FeliCa カードの再発行に必要な CSV ファイルのダウン

ロードが可能 

5 「追加関連付け」ボ

タン 

ボタンをクリックすると再発行時 IDm 関連付け画面へ

遷移する 

6 患者 ID 連携情報 会員番号に紐付けられている、各施設における患者 ID の

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 8 

9 
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一覧を表示する 

7 患者 ID 連携登録 患者 ID 連携登録入力項目 

8 「紐付け」ボタン 患者 ID 連携登録欄に必要な項目が入力されている場合、

ボタンをクリックすると入力されている内容に基づいた

患者 ID 連携情報を登録する 

9 「編集」ボタン ボタンをクリックすると患者編集画面へ遷移する 

 

【患者 ID 連携登録入力項目詳細】 

項目名 説明 

施設番号 医療機関番号、または調剤薬局番号 

施設内 ID 医療機関、または調剤薬局における患者を識別する番号 

 

【補足】 

ID 管理システムでパスワードをリセットしただけでは WisePoint に設定は反映されない。 

紐付け時に必要な項目が入力されていない場合は、紐付け処理は実行されず、警告メッセ

ージを表示する。 

 

5.1.3.54. 患者情報編集 

 

図 5.1.3-56 患者情報編集 

1 1 

2 
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No 項目 内容 

1 基本情報 患者の基本情報入力欄 

2 「更新する」ボタン ボタンをクリックすると、アラートが表示され、患者更

新処理を実行する。 

 

【補足】 

入力項目は患者登録と同様。ただし、会員番号の変更は不可。 

 

5.1.3.55. 再発行時 IDm 関連付け 

 

図 5.1.3-57 再発行時 IDm 関連付け 

 

No 項目 内容 

1 会員番号 患者の会員番号。変更不可。 

2 IDm FeliCa カードリーダーで読み取った IDm 表示欄。手入

力不可。 

3 「再読み取り」ボタ

ン 

ボタンをクリックすると、IDm表示欄を初期化し、FeliCa

カードリーダーから再度 IDm を読み取れる状態にする 

4 「登録する」ボタン ボタンをクリックすると、アラートが表示され、IDm 関

連付け処理を実行する 

5 関連付け済み患者

FeliCa カード一覧 

既に関連付けられている患者 FeliCa カード一覧を表示

する 

 

【補足】 

必須項目が入力されていない場合、登録は実行されず、警告メッセージを表示する。 

 

1 

2 3 

4 

5 
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5.1.3.56. 患者情報削除 

 

図 5.1.3-58 患者情報削除 

 

No 項目 内容 

1 「削除する」ボタン ボタンをクリックすると患者情報削除処理を実行する 

 

【補足】 

表示項目は患者情報詳細と同様。 

 

5.1.3.57. 白カード在庫調整 

 

図 5.1.3-59 白カード在庫調整 

 

No 項目 内容 

1 白カード在庫数 ID 管理システムに登録されている白カードの枚数を表

示する 

1 

1 

1 2 3 4 
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2 変更枚数 白カード在庫数に対し、追加、削除する枚数入力欄。削

除する際にはマイナス（－）を付けた値を入力。 

3 「更新する」ボタン ボタンをクリックすると、アラートが表示され、白カー

ド在庫数の更新処理を実行する。 

4 「リセット」ボタン 変更枚数入力欄を初期化する 

 

5.1.3.58. 会員番号割り振り 

 

図 5.1.3-60 会員番号割り振り 

 

No 項目 内容 

1 生成枚数 生成したい会員番号の数を入力する。 

2 「生成」ボタン ボタンをクリックすると、アラートが表示され、会員番

号生成処理を実行する。 

3 「リセット」ボタン 生成枚数入力欄を初期化する 

 

【補足】 

会員番号は ID 管理システムで自動的に発番される。 

 

5.1.3.59. 発行完了 

 

図 5.1.3-61 発行完了 

 

No 項目 内容 

1 「ダウンロード」ボ

タン 

ボタンをクリックすると、アラートが表示され、

WisePoint 取込用 CSV ファイルのダウンロードが可能。 

1 2 3 

1 
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5.1.3.60. マトリクスコード取込 

 

図 5.1.3-62 マトリクスコード取込 

 

No 項目 内容 

1 マトリクスコード

取込待ち件数 

生成した会員番号のうちマトリクスコードが取り込まれ

ていない件数を表示する 

2 マトリクスコード WisePointから出力されたマトリクスコードCSVファイ

ルを選択する 

3 「アップロード」ボ

タン 

マトリクスコード CSV ファイルが選択されている場合、

ボタンをクリックするとマトリクスコード取込処理を実

行する。 

 

5.1.3.61. 取込完了 

 

図 5.1.3-63 取込完了 

 

No 項目 内容 

1 「ダウンロード」ボ

タン 

ボタンをクリックすると、アラートが表示され、券面印

字用 CSV ファイルのダウンロードが可能。 

 

1 

2 3 

1 
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5.1.3.62. IDm 関連付け 

 

図 5.1.3-64 IDm 関連付け 

 

No 項目 内容 

1 IDm 未関連付け会

員番号数 

マトリクスコードが取り込まれた会員番号のうち IDm

と関連付けが行われていない件数を表示する 

2 会員番号 IDm と関連づける会員番号入力欄 

3 IDm FeliCa カードリーダーで読み取った IDm 表示欄。手入

力不可。 

4 「再読み取り」ボタ

ン 

ボタンをクリックすると、IDm表示欄を初期化し、FeliCa

カードリーダーから再度 IDm を読み取れる状態にする 

5 「登録する」ボタン ボタンをクリックすると、アラートが表示され、IDm 関

連付け処理を実行する 

 

1 

2 

3 4 

5 
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5.1.3.63. ログ 

 

図 5.1.3-65 ログ 

 

No 項目 内容 

1 検索条件 一覧に表示するログの検索条件入力欄 

2 「検索」ボタン ボタンをクリックすると検索条件に設定したログの検索

を行う 

3 「リセット」ボタン ボタンをクリックすると検索条件の内容を初期化する 

4 ログ一覧 ログを日時降順で一覧に表示する 

 

【検索条件詳細】 

項目名 説明 

日付 日付が指定期間内に一致するログを一覧に表示する 

機能コード VTOC と完全一致するログを一覧に表示する 

ログレベル 指定するログレベル以上のログを一覧に表示する 

ログレベルは下記項目で、番号が大きいもの程ログレベルは高い 

(1) デバッグ 

(2) 情報 

(3) 警告 

(4) エラー 

(5) システムエラー 

 

  

1 2 3 

4 
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6. データファイル仕様 

データファイル仕様を記述する。 

 

6.1. どこでもMy病院連携 

(1) データファイル一覧 

No 種類 ファイル名 形式 入出力 

1 施設マスタ情報 MyFacility.CSV CSV 出力 

2 利用者マスタ情報 MyUser.CSV CSV 出力 

3 患者マスタ情報 MyPatient.CSV CSV 出力 

 

(2) 項目 

種類 No 項目 

施設マスタ情報 1 操作 

2 施設 ID 

3 施設区分 ID 

4 施設名称 

5 表示順 

利用者マスタ情報 1 操作 

2 利用者 ID 

3 利用者区分 

4 所属施設 ID 

5 利用者カナ氏名 

6 利用者漢字氏名 

患者マスタ情報 1 操作 

2 患者 ID 

3 性別 

4 生年月日 

5 住所 

6 代行入力許可施設 ID 

7 緊急開示フラグ 
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6.2. シームレス連携 

(1) データファイル一覧 

No 種類 ファイル名 形式 入出力 

1 施設情報 FacilityInfo.CSV CSV 出力 

2 患者情報 UserInfo.CSV CSV 出力 

3 利用者情報 PatientInfo.CSV CSV 出力 

 

(2) 項目 

種類 No 項目 

施設情報 1 削除識別 

2 施設 ID 

3 完全名施設名 

4 施設名カナ 

5 施設名(表示用) 

6 施設名(簡易名) 

7 インデックス文字 

8 オブジェクト識別子（OID） 

9 施設種類 

10 郵便番号 

11 住所１ 都道府県 市区町村名 

12 住所２ 大字・番地 

13 住所３ 建物名・部屋番号など 

14 電話番号 

15 FAX 番号 

16 営業時間 

17 休診・休館・休業日 

18 診療科目・サービス内容 

19 急患情報・緊急時対応 

20 補足事項 

21 ストレージルートフォルダ自動作成指示 

22 患者基本情報作成指示 

患者情報 1 削除識別 

2 地域患者 ID 

3 患者氏名_姓（漢字） 

4 患者氏名_名（漢字） 
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5 患者氏名_姓（カナ） 

6 患者氏名_名（カナ） 

7 性別 

8 生年月日 

9 住所１ 都道府県名 

10 住所２ 市区町村名 

11 住所３ その他の住所 

12 自宅電話番号 

13 勤務先電話番号 

14 施設 ID 

15 施設内患者 ID 

利用者情報 1 削除識別 

2 利用者 ID 

3 利用者名 

4 利用者フリガナ 

5 所属施設 ID 

6 所属課 

7 職種 職種名 

8 肩書き 

 

6.3. PKIカード管理 

(1) データファイル一覧 

No 種類 ファイル名 形式 入出力 

1 PKI カード発行 issuance_YYYYMMDD.csv CSV 出力 

2 PKI カード発行完了 任意のファイル名 CSV 入力 

3 PKI カード失効 invalidate_YYYYMMDD.csv CSV 出力 

4 PKI カード失効完了 任意のファイル名 CSV 入力 

 

(2) 項目 

種類 No 項目 

PKI カード発行 1 PKI カード識別子(CN) 

2 非表示項目（Excel 貼り付け時調整項目） 

3 メールアドレス 

4 パスワード 

5 資格情報 
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6 非表示項目（Excel 貼り付け時調整項目） 

7 O 

8 UID（設定不可項目、Excel 貼り付け時調整項目） 

9 所属施設名 

10 役割 

11 非表示項目（Excel 貼り付け時調整項目） 

12 非表示項目（Excel 貼り付け時調整項目） 

13 非表示項目（Excel 貼り付け時調整項目） 

14 有効期限開始日 

PKI カード発行完了 1 PKI カード識別子(CN) 

PKI カード失効 1 PKI カード識別子(CN) 

2 非表示項目（Excel 貼り付け時調整項目） 

3 メールアドレス 

4 パスワード 

5 資格情報 

6 非表示項目（Excel 貼り付け時調整項目） 

7 O 

8 UID（設定不可項目、Excel 貼り付け時調整項目） 

9 所属施設名 

10 役割 

11 非表示項目（Excel 貼り付け時調整項目） 

12 非表示項目（Excel 貼り付け時調整項目） 

13 非表示項目（Excel 貼り付け時調整項目） 

14 有効期限開始日 

PKI カード失効完了 1 PKI カード識別子(CN) 

 

6.4. 患者 FeliCaカード管理 

(1) データファイル一覧 

No 種類 ファイル名 形式 入出力 

1 WisePoint 設定 wise_point_YYYYMMDD.csv CSV 出力 

2 マトリクスコード取込 任意のファイル名 CSV 入力 

3 券面印字 denomination_YYYYMMDD.csv CSV 出力 

4 患者FeliCaカード利用

状況 

card_status_YYYYMMDD.csv CSV 出力 
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(2) 項目 

種類 No 項目 

WisePoint 設定 1 ユーザ ID（会員番号） 

2 ユーザ名（会員番号） 

3 パスワード 

4 有効期限 

5 利用可能なログイン回数 

6 ログイン回数 

7 制御フラグ 

8 ポータル ID 

マトリクスコード取

込 

1 ユーザ ID（会員番号） 

2 ユーザ名（会員番号） 

3～ マトリクスコード値（項目数は設定値により変動） 

券面印字 1 会員番号 

2 会員番号（QR コード印字用） 

3～ マトリクスコード値（項目数は設定値により変動） 

患者 FeliCa カード利

用状況 

1 会員番号 

2 パスワード 

3 発行ステータス 

4 利用状況 

 

6.5. 外部連携 

(1) データファイル一覧 

No 種類 ファイル名 形式 入出力 

1 認証・認可連携 CA_YYYYMMDD.csv CSV 出力 

2 WisePoint 連携 wisepoint_YYYYMMDD.csv CSV 出力 

 

(2) 項目 

種類 No 項目 

認証・認可連携 1 区分（1:新規、2:変更、3:削除） 

2 組織 ID（施設の 10 桁コード） 

3 認証サービス ID 

（医師・薬剤師は SN、医療従事者は CN） 

4 氏名 

5 認証方式（HPKI: HPKI、PKI: PKI） 
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6 パスワード（使用しない） 

7 Isuer 区分（3: 医師・薬剤師、6: 医療従事者） 

8 証明書識別子（医師・薬剤師は SN、医療従事者は CN） 

WisePoint 連携 1 ユーザ ID（会員番号） 

2 ユーザ名（会員番号） 

3 パスワード 

4 有効期限 

5 利用可能なログイン回数 

6 ログイン回数 

7 制御フラグ 

8 ポータル ID 
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7. ログ仕様 

利用実績の収集及びデバッグを目的として下記のログを出力する。 

 

(1) ログ出力先 

DB に出力。 

 

(2) ログの種類 

No ログレベル 役割 

1 DEBUG デバッグ用のログを意味する 

2 INFO 操作が正しく行われたログを意味する 

3 
WARN ユーザの操作ミス等で正しく処理が完了しなかったロ

グを意味する 

4 ERROR 操作時に何らかのエラーが発生したことを意味する 

5 
FATAL システムが停止するような致命的なエラーが発生した

ことを意味する 

 

(3) ログのレイアウト 

No 項目 内容 

1 アクション 実行時サーバ側アクション名 

2 コントローラ 実行時サーバ側コントローラ名 

3 登録日時 実行日時 

4 ログレベル ログレベル 

5 メッセージ ログの内容 

6 ユーザ名 操作ユーザ名 

7 VTOC VTOC 
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8. 関連ドキュメント 

関連ドキュメントを下記に記述する 

 

 テーブル仕様書.pdf 

 SOAP 連携仕様書.pdf 

 PKI カード ID 体系および会員番号体系仕様書.pdf 


