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1 地域連携システム 運用ガイド 

1.1 地域連携システム概要 

1.1.1 システム構成 

 

地域連携システムは、以下の分類で構築されている。 

 患者情報アップローダ 

患者情報を提供する医療機関（病院/診療所/薬局）内で動作し、レセコンから出力

された連携用データを、地域連携システムへ送信する。 

送信するネットワークは晴れやかネットの基盤を利用する。 

 患者情報ビューア 

晴れやかネットのポータルサイトからログインし、集計された患者情報を表示する。 

また患者情報の登録を行う。 

 システム管理 

  患者情報、マスタ等の管理を行う。 
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1.1.2 ユーザ権限 

地域連携システムのユーザ権限は、以下の３つの機能となっている。 

No 権限名 内容 

１ 一般ユーザ 患者情報の参照、詳細情報の登録のみを行うことができる。 

２ 施設管理者 一般ユーザの権限に加え、 

自施設の患者登録、関連付け管理、公開設定を行うことができる。 

職員マスタ、科マスタの設定を行うことができる。 

３ 地域管理者 施設管理者の権限に加え。 

他施設の関連付け管理、公開設定を行うことができる。 

地域連携システムのログを参照することができる。 
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1.2 患者情報提供施設向けガイド 

医療機関（病院/診療所/薬局）内のレセコンから連携用データを出力し、晴れやかネッ

トを通じて地域連携システムへデータを送信する。 

 

1.2.1 レセコンデータ出力 

レセコンのサーバもしくはパソコンから、データ出力処理を行う。 

※操作手順はレセコンベンダーにより異なる 

※事前に患者毎に設定が必要な場合がある 

 

 

1.2.2 データ送信 

送信用の晴れやかネットを晴れやかネットの VPN に接続する。 

自動的に連携データが地域連携システムへ送信される。 

 

データの転送状況を確認する場合、タスクトレイ内のアイコンをクリックして表示され

るアプリケーション（アップローダ）の送信日時を確認する。 
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1.3 患者情報閲覧者向けガイド 

晴れやかネットを通じて、地域連携システムのデータを参照する。 

 

1.3.1 晴れやかネットログイン 

実証実験用の利用者 ID で晴れやかネットにログインする。 

利用者情報を入力する。 

 

 

自分の利用者 ID で参照可能な患者一覧が表示されるので、患者をクリックすると 

患者情報のビューアが表示される。 
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1.3.2 患者情報ビューア 

患者の情報を参照することができる。また、患者詳細情報を入力することができる。 

 

 

画面 機能 

[閉じる]ボタン ビューア画面を閉じます。 

[患者詳細情報]ボタン 患者詳細情報を別画面で表示します。 

[アレルギー]ボタン アレルギーが存在するときに色が変化し、患者詳細情報

（アレルギー画面）を表示します。 

[病名]ボタン 病名が存在するときに色が変化し、患者詳細情報（病名画

面）を表示します。 

[既往歴]ボタン 既往歴が存在するときに色が変化し、患者詳細情報（既往

歴画面）を表示します。 

[服薬指導]ボタン 服薬指導が存在するときに色が変化し、患者詳細情報（服

薬指導画面）を表示します。 

文書入力 文書(SOAP)入力画面を表示します。 

検査結果入力 検査結果入力画面を表示します。 

ファイル登録 ファイル登録画面を表示します。 
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医療機関 医療機関と科を指定して文書を絞り込むことができます。 

期間指定 選択した期間内の文書を表示します。 

[以前データ取得]ボタン 現在抽出している期間よりも前のデータを取得します。 

文書タイプ(処方)  その日に処方された文書録を表示します。 

文書タイプ(注射)  その日に行った注射の情報を表示します。 

文書タイプ(検体検査)  その日に検体検査をした結果の文書録を表示します。 

ボタンを押すことで検査結果値の一覧が表示されま

す。 

文書タイプ(文書) その日に登録した文書(SOAP)情報を表示します。 

文書タイプ(その他) その日に発生したその他の文書録を表示します。 

文書タイプ(ファイル) その日に発生したファイルを表示します。 

ボタン 
文書情報を再読み込みします。 
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1.3.3 患者詳細情報入力 

患者の詳細情報が表示される。 

一部の項目については情報を入力することができる。 

 

 

 

  

画面 機能 入力 

基本情報 患者の基本情報を表示します。  

近親者 患者の近親者の情報を表示します。  

アレルギー 患者のアレルギー情報を表示します。 ○ 

保険 患者の保険情報を表示します。  

病名 患者の病名情報を表示します。 ○ 

既往歴等 患者の既往歴等を表示します。 ○ 

服薬指導 患者の服薬指導情報を表示します。 ○ 
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1.3.4 文書情報入力 

SOAP 形式で患者の情報を入力することができる。 

 

 

  

画面 機能 

[確定]ボタン 入力した内容を確定します。 

S 主観的データ。患者の訴え、病歴などを入力します。 

O 客観的データ。診察所見、検査所見などを入力します。 

A 上記 2 つの情報に対する評価を入力します。 

P 上記 3 つの情報を基にした治療方針を入力します。 
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1.3.5 検査結果入力 

検査結果情報を入力することができる。 

 

 

1.3.6 ファイル入力 

ファイルを登録（アップロード）することができる。 

 

 

  

画面 機能 

[確定]ボタン 入力した内容を確定します。 

検査項目セット セット化された検査を選択します。 

検査日 検査日を入力します。 

結果値 検査結果の値を入力します。(検査項目は設定により可変) 

単位 検査結果の単位を入力します。(検査項目は設定により可変) 

画面 機能 

[登録]ボタン 入力したファイルを登録します。 

登録日 セット化された検査を選択します。 

ファイル（参照） 登録するファイルを選択します。 
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1.4 患者情報登録者向けガイド 

1.4.1 地域連携システム管理画面ログイン 

地域連携システムの管理サイトにアクセスし、「施設管理者」もしくは「地域管理者」

の権限を持つユーザでログインする。 
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1.4.2 患者一覧 

ログインしたユーザで参照可能な患者一覧が表示される。 

 

 

画面 機能 

施設患者 ID 施設患者 ID を入力します。 

地域カード ID 地域カード ID を入力します。 

男・女 性別を選択します。 

氏名 カナ氏名または漢字氏名を入力します。 

[権限なしも含む]チェック

ボックス 

チェックを付けると閲覧権限の無い患者も検索対象と

します。 

閲覧権限のない患者は、施設患者 ID にリンク（アンダ

ーライン）が表示されません。 

自分宛公開患者・自施設公

開患者 

自分に公開されている患者を抽出する。もしくは自分の

施設の公開患者を抽出するかを選択します。 

[検索]ボタン 入力した条件で、患者を検索します。 

患者 ID（リンク） 公開されている患者の場合、ビューア画面を別ウィンド

ウで開きます。 

[詳細]ボタン 患者の詳細表示画面を別ウィンドウで開きます。 

 

  



 

13 
 

 

1.4.3 患者登録 

地域連携システムに患者情報を登録する。 

 

 

[登録]ボタンを押すと、患者情報が登録され、確認画面に遷移します。 

 

  [登録＆公開設定]ボタンを押すと、患者情報が登録され、患者公開設定画面に遷移し、 

[戻る]ボタンを押すと、新規登録・修正画面に遷移します。 

 

もし、新規登録時にカナ氏名、生年月日、性別で同一の人物が他施設にて登録されてい

た場合、以下の画面が表示されます。 

 

[戻る]ボタンを押すと、患者情報入力画面に戻ります。 

[新規登録]ボタンを押すと、新規患者登録として登録確認画面に遷移します。 

  [選択患者に関連け]ボタンを押すと、選択した患者に関連付けを行い更新確認画面に

遷移します。 
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1.4.4 患者公開管理 

公開済みの患者の管理を行う。 

患者検索を行い、検索された患者に対して処理を行う。 

 

 

画面 機能 

氏名 氏名(漢字・ひらがな・カタカナ)を入力します。 

性別 性別を選択します。 

施設患者 ID 施設患者 ID を入力します。 

地域カード ID 地域カード ID を入力します。 

生年月日 生年月日(和暦)を入力します。 

住所 住所を入力します。 

[検索]ボタン 入力した条件で、患者を検索します。 

[新規登録]ボタン 患者を新規登録します。 

 

患者 ID のリンクをクリックすると、患者登録の修正画面に遷移します。 

公開設定をされている患者で自施設の患者 ID を設定されていない場合、施設患者 ID は

未設定と表示されます。 

[関連付け]ボタンを押すと、患者関連付け画面が表示されます。 

[削除]ボタンを押すと、患者が削除されます。（システム管理者のみ） 
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患者関連付け管理で、施設ごとに関連付いた患者 ID の管理を行う。 

 

 

画面 機能 

医療機関 医療機関を選択します。（施設内管理者の場合は自施設

のみ） 

施設患者 ID 施設患者 ID を入力します。（施設内管理者の場合は自施

設のみ） 

[削除] 押下した行を一行削除します。（施設内管理者の場合は

自施設のみ） 

[検索] 患者検索画面を別画面で表示します（追加時のみ） 

[追加] 新しく入力欄を一行追加します。（システム管理者のみ） 

[戻る] 患者検索画面に遷移します。 

[確認]ボタン 入力内容確認画面に遷移します。 
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1.4.1 患者公開設定 

患者情報の公開設定を行うことができる。 

 

 

画面 機能 

公開患者指定 情報を公開する患者を指定します。 

公開内容指定 公開する科、公開する情報、参照可能期限を指定します。 

公開先医療機関指定 情報を公開する医療機関及び職員を指定します。 

[確認]ボタン 設定内容の確認画面へ遷移します。 

 

公開内容指定で[変更]ボタンを押すことで、詳細な設定を行うことができる。 
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公開先医療機関指定で[医療機関検索]ボタンを押すことで、公開先設定を指定すること

ができる。 

 

  



 

18 
 

 

1.4.2 患者公開取消設定 

公開設定の内容を取消しすることができる。 

 

 

 

  

画面 機能 

公開患者指定 公開設定を取り消す患者を指定します。 

公開先一覧 公開患者を指定すると公開先の設定済み一覧が表示さ

れます。 

一覧から取り消す公開設定を選択します。 

[確認]ボタン 取消内容の確認画面へ遷移します。 
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1.5 施設管理者向けガイド 

1.5.1 職員登録 

ログインしている施設の職員情報を登録・管理を行うことができる。 

 

 

画面 機能 

氏名 氏名(漢字・ひらがな・カタカナ)を入力します。 

職種 を押して表示される一覧から選択します。 

専門科 を押して表示される一覧から選択します。 

[検索]ボタン 入力した条件で、患者を検索します。 

[新規登録]ボタン 患者を新規登録します。 

職員コード（リンク） 修正画面に遷移します。 

[削除]ボタン 職員情報を削除します。 

 

職員情報の登録を行うことができる。 

 

注意：晴れやかネットポータルの職員情報管理は、晴れやかネット事務局に依頼する 
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1.5.2 科登録 

ログインしている施設の科情報を登録・管理を行うことができる。 

 

 

画面 機能 

科コード 一意となる科コードを入力します。 

科名称 科名称を入力します。 

統一科コード レセプト電算で使用される統一科コードを入力します。 

[削除]ボタン ボタンがある行を削除します。 

[追加]ボタン 最下段に入力枠を追加します。 

[確認]ボタン 編集内容の確認画面へ遷移します。 
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1.6 地域管理者向けガイド 

1.6.1 施設登録 

地域連携システムで取り扱う施設情報の登録・管理を行うことができる。 

※注意：施設を追加する場合、別途セットアップ作業が必要です 

 

 

画面 機能 

医療機関コード 医療機関コードを入力します。 

医療機関名称 医療機関名称を入力します。 

[検索]ボタン 選択している検索条件にて検索を行います。 

[新規登録]ボタン 施設新規登録画面に遷移します。 
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1.6.2 ログ参照 

地域連携システムのログを参照することができる。 

 

 

画面 機能 

日付 日付の範囲を指定します。 

職員氏名・コード 職員の氏名か職員コードを指定します。 

職員所属施設 職員が所属する施設を指定します。 

患者氏名・ID 患者の氏名、もしくは地域患者 ID を指定します。 

[ダウンロード]ボタン ログの内容をダウンロードすることができます。 

 


