
本システムでは、患者さんの処方と調剤の情報について、登録や閲覧ができます。
また、他医療機関や薬局、患者さんが登録した情報を他システム画面より閲覧ができます。

①

②

③

①

②

③

①

②

③

①

②

①

②

①

②

①

②

(※1）調剤Expressで過去に診察情報もしくは処方情報を登録した場合のみ閲覧が可能です。
（※）本ドキュメントでは、「調剤Express」を「調剤Exp」と略します。

初めて提示された場合、薬局の患者IDを登録する。

「私の健康note操作説明書」
（別紙）参照

Ⅶ.

Ⅳ.

Ⅲ.

Ⅴ.
1日の業務終了後に行うこと。

複数人でシステムを利用する。

調剤実績を送信する。

調剤実績の送信時に、エラーが発生する。

調剤後に実施すること。

Ⅵ.

システムで発生するエラーについて

5.調剤実績の送信

「実証端末起動終了手順」
（別紙）参照

システム利用時の注意事項について

12.送信エラー

実証端末を「実証端末起動終了手順」に沿って終了する。

本システムから、ログアウトする。

患者の診療情報（地域連携システムへ連携）を表示する。

登録済の調剤実績を表示する。（※1） 6.調剤実績の詳細表示

7.診療情報の表示

調剤実績が複数存在する場合に、調剤実績を選択する。 10.調剤実績選択

システムへのログイン時にエラーが発生する。

本システムで実施する内容 参照する章
Ⅰ.

患者が来院される日に準備すること。

実証端末を「実証端末起動終了手順」に沿って起動する。

利用者ご自身のICカードとICカードのPINを用意する。

「実証端末起動終了手順」
（別紙）参照

本システムを起動し、ログインする。 1.ログイン

11.ログインエラー

9.複数人でのシステム利用

8.ログアウト

Ⅱ.

2.患者IDの初回登録

システム起動中に実施できること。

調剤実績の取り込みを行う。 4.調剤実績作成

処方せんの取込または受付を行う。 3.受付データの作成

「地域連携システム」にログインし、患者さんの診療情報
を参照する。

「地域連携システム操作説明書」
（別紙）参照

「私の健康note」にログインし、患者さんの画面を参照す
る。

患者から会員証を提示されたら実施すること。
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1．ログイン

「調剤Exp」システムを起動し、システムへログインします。

1) デスクトップにある「調剤Express」のアイコンをダブルクリックします。

＜補足＞
ログイン画面が表示する前に、以下の画面が表示されることがあります。
バージョンアップを自動で行っていますので、画面が消えるまでお待ちください。

2) 「調剤Exp」のログイン画面が表示されますので、
ご自身のICカードを、ICカードリーダへ挿入して、ICカード読み込みボタンをクリックします。

＜補足＞
ICカードの表面を上にして、チップ側（図の金色部分）をカードリーダに差し込みます。

差し込んだときに、カードリーダの緑のランプが点灯する事を確認してください。
ランプが点灯しない場合は、もう一度差し込みなおしてください。
（ランプはしばらくすると消えますが、そのまま差し込んだままとしてください。）

差し込む
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＜参考＞
ボタンのクリック時にエラーが発生する場合は、【13.ログインエラー】章をご確認ください。

3） しばらくすると、以下の画面が表示されます。
ログインボタンをクリックします。

ログインせずに終了する
場合は、[終了]ボタンをク
リックします。
ログイン画面が閉じます。

ボタンをクリックします。
3）へ進みます。
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4） カードの証明書選択画面が表示されます。
ご自身の証明書情報を選択後、[OK]ボタンをクリックします。

＜補足＞
以下の警告画面が出た場合は、「はい」をクリックして先へ進んでください。

5) PIN入力画面が表示されます。
ご自身のPINを入力後、[OK]ボタンをクリックします。

＜参考＞
ボタンのクリック時にエラーが発生する場合は、【13.ログインエラー】章をご確認ください。

＜補足＞＜補足＞＜補足＞＜補足＞
登録されている証明書が全て
表示されますので、複数の証
明書が表示される場合は、ご
自身の証明書を選択してくだ
さい。

ご自身の証明書情報がない
場合は、[キャンセル]をクリッ
クします。

2)へ戻ります。
※ICカードが正しく差し込まれて
いるか、確認ください

PINを入力します。
※HPKIカード申込書で指定
した4ケタの数字になります。

ログインしない場合は、[キャンセル]ボタ
ンをクリックします。
2）へ戻ります。
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5) -1 先に調剤レセコンから調剤実績の取り込み※を実施した場合、以下の画面が表示されます。
※詳細は4.調剤実績の作成を参照ください。
処理が終了すると自動的に画面が消えて、6)の画面に遷移しますので、しばらくお待ちください。

6) 「調剤Exp」の画面が表示されます。

以上で【1．ログイン】は終わりです。

途中で処理を止める場合は「終了」ボタンを押し
ます。
※調剤Expの終了操作になります。
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2.患者IDの初回登録

薬局内で管理されている患者IDを登録します。
＜補足＞

本章は、患者様が本システム導入後にはじめて来局された場合のみ実施をお願いします。
3.受付データの作成においても「患者IDの初回登録」を行うことが可能です。

＜画面について＞
①ログイン直後は参照タブが表示されます。

②調剤実績タブ

ログイン者の施設と氏名を
表示します。

ここでコメントを事前登録
しておくことも可能です。

参照したい患者さんの検索と、検索結
果の患者さんの氏名を表示します。

送信待ちの情報がある場合は表示されます。
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③送信済みタブ

1) 薬局内で管理されている患者IDを登録します。
参照タブで自局の患者IDを入力し、[検索] ボタンをクリックします。

過去に送信した調剤実績データが表示されます。

過去に送信した調剤実績データを検索することができます。
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2) 該当の患者IDを初めて検索した場合は、以下の画面が表示されます。
[はい]ボタンをクリックします。

既にIDの登録が終わっている場合は、
4)の画面が表示されます。

3) 処方せんをみながら、医療機関コードと処方せんの患者IDを入力し、[登録]ボタンをクリックします。

103210 都道府県番号２桁＋
点数表番号１桁＋
医療機関コード７桁

403210
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＜エラーが表示される場合＞
以下のようなエラーが表示される場合は、登録する情報をもう一度ご確認ください。
① ②

処方せんの医療機関コードもしくは、
処方せんの患者IDに誤りがある可能性があります。

入力した医療機関コードと処方せんの患者IDの
組み合わせが、自局の別の患者さんとして
既に登録されています。

4) 登録が完了すると患者情報欄に患者氏名と自局の患者IDが表示されます。

以上で【2.患者IDの初回登録】は終わりです。
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3.受付データの作成

処方受付データを作成します。
処方受付データの作成には、以下の二つの方法があります。

医療機関から受け取った処方箋に・・・
処方せんのQRコードが記載されている場合：

⇒　A）処方QRコードを読み取るを参照してください。
処方せんのQRコードが記載されていない場合：

⇒　B)処方せん発行医療機関のID入力を参照してください。

＜画面について＞
この操作では、主に調剤実績タブの画面を利用します。

① 送信対象 ：チェックが入っている状態で送信ボタンを押すと該当データが送信されます。
② 受付日 ：受付データを作成した日付です。
③ 患者ID（薬局内） ：自局の患者IDを表示します。
④ 患者名 ：患者さんのお名前を表示します。
⑤ 患者ID（医療機関内） ：処方せん発行医療機関での患者IDを表示します。
⑥ 病院名 ：処方せん発行医療機関の名称を表示します。
⑦ NSIPS取込状況 ：４．で記述する、調剤データ（NSIPS）の取込状況を表示します。
⑧ 後発品変更 ：後発品変更がある場合に状態を表示します。

明細行をダブルクリックすると、詳細情報が表示されます。

1 2 3 4 5 6 7 8
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A)　処方せんQRコードを読み取る
1) 調剤実績タブで、処方せんQRコード読み込みの[読取]ボタンをクリックします。

以下の画面が表示されるのを確認します。

2) QRコードスキャナを手に取ります。

読み取り面

ボタン
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3) QRコードスキャナの読み取り面を、処方せんに印字されているQRコードに向けます。

4) QRコードスキャナのボタンを押して、QRコードを読み取ります。

QRコードスキャナのボタンを押すと の光が出ます。

の枠内にQRコードが入るようにかざします。

【QRコードが１つの場合】
読み取りができると「ピッ」という音がして
読み取りが完了します。

【QRコードが２つの場合】※
１つ目を読み取ると「ピピッ」という音がします。
２つ目を読み取ると、「ピピピッ」という音がして
読み取りが完了します。

【QRコードが３つ以上の場合】※
１つ目を読み取ると「ピピッ」という音がします。
２つ目～途中のコードを読み取ると、
「ピッ」という音がします。
最後を読み取ると、「ピピピッ」という音がして
読み取りが完了します。

＜補足＞　QRコードが複数ある場合
コードの読み取りの順番はどこから始めても良いです。順番は関係ありません。
すべてのコードを読み取るまで、ボタンを押し続けてください。
赤い光が消えてしまったら、もう一度ボタンを押して、最初のコードから、読み取り直してください。
「ピピピッ」と音がしたら、完了です。

読み取りに成功すると、以下の画面に文字列が表示されたのち、調剤実績タブに行が追加されます。

13



調剤実績タブ
明細行をダブルクリックして詳細表示画面を開きます。

5) 不足している情報を登録します。

①①①① 患者氏名 ：患者さんの氏名を表示します。
②②②② 処方せんの医療機関コード ：処方せんの医療機関コードを表示します。
③③③③ 処方せんの患者ID ：処方せんの患者IDを表示します。
④④④④ 薬局の患者ID ：自局の患者IDを表示します。
⑤⑤⑤⑤ 調剤実績コメント調剤実績コメント調剤実績コメント調剤実績コメント ：連携する医療機関等に伝えたい事項を記載ください。：連携する医療機関等に伝えたい事項を記載ください。：連携する医療機関等に伝えたい事項を記載ください。：連携する医療機関等に伝えたい事項を記載ください。
⑥⑥⑥⑥ お薬手帳コメントお薬手帳コメントお薬手帳コメントお薬手帳コメント ：患者さんに対して伝えたい事項（指導内容等）を記載ください。：患者さんに対して伝えたい事項（指導内容等）を記載ください。：患者さんに対して伝えたい事項（指導内容等）を記載ください。：患者さんに対して伝えたい事項（指導内容等）を記載ください。
⑦⑦⑦⑦ 処方せん ：処方せんQRコードの情報が表示されます。

赤字の①～④および⑦については、QRコード内に情報があり、かつ、２．患者IDの初回登録が
済んでいる場合は、QRコードを読み取った段階で自動的に表示されます。
⇒自動的に表示されない場合、「C) 補足：患者情報が自動的に登録されない場合」を確認し、
　 登録をお願いします。
⑤、⑥については、手入力で登録をお願いします。

登録が終わりましたら、[確定]ボタンをクリックしてください。
変更せずに終了する場合は[閉じる]ボタンをクリックしてください。
明細データを削除する場合は[受付取り消し]ボタンをクリックしてください。

※一旦、削除を行うと、元に戻せません。　再登録の場合は1)の手順より実施ください。※一旦、削除を行うと、元に戻せません。　再登録の場合は1)の手順より実施ください。※一旦、削除を行うと、元に戻せません。　再登録の場合は1)の手順より実施ください。※一旦、削除を行うと、元に戻せません。　再登録の場合は1)の手順より実施ください。

１行追加されます。ダブルクリックします。

1

2

3

4

5 6

7
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B)　処方せん発行医療機関のID入力
1) 調剤実績タブで、患者を指定して受付の[ID入力]ボタンをクリックします。

2) 以下の画面が表示されたら、自局の患者IDと処方せんに記載の医療機関コードを入力し、
[↓処方せんの患者ID検索]ボタンをクリックします。

医療機関コードは処方せんに記載のものです。

都道府県番号２桁＋
点数表番号１桁＋
医療機関コード７桁

9930000032

403210
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3) 処方せんの患者IDが表示されたら[登録]ボタンをクリックします。

※処方せんの患者IDが表示されない場合、２．患者IDの初回登録が済んでおりません。
　 処方せんより処方せんの患者IDを手入力して、[登録]ボタンをクリックすることで、
　 ２．患者IDの初回登録と、受付データの作成を同時に実施することができます。

4) 調剤実績タブ
明細行をダブルクリックして詳細表示画面を開きます。

１行追加されます。ダブルクリックします。

403210

103210

処方せんの患者ID（処方せんを発行した医
療機関内で管理している患者番号）が表示

されます。
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5) 不足している情報を登録します。

①①①① 患者氏名 ：患者さんの氏名を表示します。
②②②② 処方せんの医療機関コード ：処方せんの医療機関コードを表示します。
③③③③ 処方せんの患者ID ：処方せんの患者IDを表示します。
④④④④ 薬局の患者ID ：自局の患者IDを表示します。
⑤⑤⑤⑤ 調剤実績コメント調剤実績コメント調剤実績コメント調剤実績コメント ：連携する医療機関等に伝えたい事項を記載ください。：連携する医療機関等に伝えたい事項を記載ください。：連携する医療機関等に伝えたい事項を記載ください。：連携する医療機関等に伝えたい事項を記載ください。
⑥⑥⑥⑥ お薬手帳コメントお薬手帳コメントお薬手帳コメントお薬手帳コメント ：患者さんに対して伝えたい事項（指導内容等）を記載ください。：患者さんに対して伝えたい事項（指導内容等）を記載ください。：患者さんに対して伝えたい事項（指導内容等）を記載ください。：患者さんに対して伝えたい事項（指導内容等）を記載ください。
⑦⑦⑦⑦ 処方せん ：登録されません。

赤字の①～④については、2)にて登録した情報が表示されます。
⇒自動的に表示されない場合、「C) 補足：患者情報が自動的に登録されない場合」を確認し、
　 登録をお願いします。
⑤、⑥については、手入力で登録をお願いします。
⑦については、B)　処方せん発行医療機関のID入力で受付データを作成した場合、登録されません。

登録が終わりましたら、[確定]ボタンをクリックしてください。
変更せずに終了する場合は[閉じる]ボタンをクリックしてください。
明細データを削除する場合は[受付取り消し]ボタンをクリックしてください。

※一旦、削除を行うと、元に戻せません。　再登録の場合は1)の手順より実施ください。※一旦、削除を行うと、元に戻せません。　再登録の場合は1)の手順より実施ください。※一旦、削除を行うと、元に戻せません。　再登録の場合は1)の手順より実施ください。※一旦、削除を行うと、元に戻せません。　再登録の場合は1)の手順より実施ください。

1

2

3

4

5 6

7
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C) 補足：患者情報が自動的に登録されない場合
QRコード内に医療機関側の患者IDが無い場合や、２．患者IDの初回登録が済んでいない場合、
患者情報が自動的に表示されないことがあります。
その場合、以下の手順で登録をお願いします。

1) 不足している情報を登録します。
[ID入力]ボタンをクリックします。

1 2 3 4 5 6 7 8

受付データの作成は、②～⑥に情報が表示されていれば完了です。

情報が足りない場合、空白になっています。

受付データの作成は、②と⑤に患者IDが表示されていれば完了です。

情報が足りない場合、空白になっているので、ダブルクリックで詳細画面を開きま

す。
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2) 以下の画面が表示されたら、自局の患者IDを入力し、
[↓処方せんの患者ID検索]ボタンをクリックします。

3) 処方せんの患者IDが表示されたら[登録]ボタンをクリックします。

※処方せんの患者IDが表示されない場合、２．患者IDの初回登録が済んでおりません。
　 処方せんより処方せんの患者IDを手入力して、[登録]ボタンをクリックすることで、
　 ２．患者IDの初回登録と、受付データの作成を同時に実施することができます。

処方せんの患者ID（処方せんを発行した医
療機関内で管理している患者番号）が表示

されます。
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4) 登録した患者IDが表示されていることを確認し、[確定]ボタンをクリックします。

※　B)処方せん発行医療機関のID入力　の方法で受付データを作成した場合、
　　処方せんの情報は登録されません。

以上で【3.受付データの作成】は終わりです。

登録した患者IDが表示されます。
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4.調剤実績の作成

調剤実績の取り込みを行います。
調剤実績の取り込み方法は複数あります。こちらから指定する方法で実施をお願いします。

方法Ⅰ：調剤レセコンと実証端末がネットワーク接続されている場合は、特に操作は必要ありません。
　　　　　「調剤Exp」の調剤画面を開くと、自動でNSIPSファイルの取り込みを行い、

　　2)の画面のように、「調剤実績」が「あり」となります。
　※ご使用の環境によって、セキュアネットワークサービスを切断しなければいけない等
　　の操作が発生する場合がありますので、サポートセンターへお問い合わせください。

方法Ⅱ：調剤レセコンと実証端末がネットワーク接続されていない場合は、
　　　　　NSIPSファイルをフォルダ（DATAフォルダ、INDEXフォルダ）毎、USBメモリへコピーします。
　　　　　USBメモリへコピーしたフォルダ（DATAフォルダ、INDEXフォルダ）を、
　　　　　①DATAフォルダ、②INDEXフォルダの順に、フォルダごと、C:\NsipsC:\NsipsC:\NsipsC:\Nsipsへ保存してください。

1) 「調剤Exp」の調剤実績タブを表示します。

2) 調剤実績が取り込まれると、NSIPS取込状況が「未」から「済」に変化します。

以上で【4.調剤実績作成】は終わりです。

＜補足＞＜補足＞＜補足＞＜補足＞

「「「「NSIPSNSIPSNSIPSNSIPS取込状況」取込状況」取込状況」取込状況」は、受付データとレセコンから出力され

た調剤実績の有無を表します。マッチングした調剤実績

が1件ある場合は「済」、複数ある場合は「複数」、1件もな

いものは「未」と表示します。

※「複数」の場合は10.調剤実績選択の実施をお願いしま

す。

＜補足＞＜補足＞＜補足＞＜補足＞
「後発品変更」「後発品変更」「後発品変更」「後発品変更」は、
処方と調剤した薬
品が異なった場合
に設定します。
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5.調剤実績の送信

調剤実績を送信します。

1) 「調剤Exp」の調剤実績タブを表示します。
送信できる状態のものは、自動的に送信対象にチェックがつきます。
送信したくないものがあれば、チェックをはずしてください。

※送信できる状態とは、以下の２つを満たしている状態となります。
①患者ID（薬局内）と、患者ID（医療機関内）、病院名が登録されていること。
②NSIPS取込状況が済となっていること

2) [送信]ボタンをクリックすると、送信にチェックが入っている調剤実績が全て送信されます。

3) 送信の確認メッセージが表示されますので、[はい]ボタンをクリックします。

＜補足＞＜補足＞＜補足＞＜補足＞

「送信対象」「送信対象」「送信対象」「送信対象」は、送信できる状態（※）になったも

のに自動的にチェックがつきます。

＜補足＞＜補足＞＜補足＞＜補足＞
「送信」「送信」「送信」「送信」にチェックが入っている
ものが送信対象となります。
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4) 送信完了のメッセージが表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。

5) 「調剤Exp」の調剤実績画面へ戻ります。
送信が完了した調剤実績は、調剤画面には表示されません。

以上で【5.調剤実績の送信】は終わりです。
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6.調剤実績の詳細表示

送信済みの調剤実績の詳細を表示します。

1) 「調剤Exp」の送信済タブを表示します。

2) 絞込み条件に条件を入力し、[検索]ボタンをクリックします。
詳細を確認するには、表示された明細をダブルクリックします。

ダブルクリック

絞り込み条件が反

映されます。
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3) 調剤実績の詳細画面が表示されます。
[閉じる]ボタンで、「調剤Exp」の送信済タブへ戻ります。
一度送信したデータをサーバから削除する場合は[送信済み取り消し]ボタンをクリックしてください。

※削除を行うと、送信済みが取り消され、調剤実績タブに戻ります。※削除を行うと、送信済みが取り消され、調剤実績タブに戻ります。※削除を行うと、送信済みが取り消され、調剤実績タブに戻ります。※削除を行うと、送信済みが取り消され、調剤実績タブに戻ります。

以上で【6.調剤実績の詳細表示】は終わりです。
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7.診療情報の表示

地域連携システムや私の健康noteを閲覧することができます。
患者さんに関する他医療機関から集められた情報が参照できます。患者さんに関する他医療機関から集められた情報が参照できます。患者さんに関する他医療機関から集められた情報が参照できます。患者さんに関する他医療機関から集められた情報が参照できます。
例えば「服薬指導の際に、お薬手帳から過去の調剤実績を参照したり、患者さんが登録した
服薬実績を確認する」や「調剤時に患者さんの病名を確認する」等で活用ください

A)　地域連携システムを表示する。

1) 参照タブで患者さんを指定した状態や、
処方せんや調剤実績の詳細画面に表示される[地域連携システムを表示]ボタンをクリックします。

2) 該当患者の地域連携システムの内容（デイリービュー画面）が表示されます。
※詳細は、地域連携システムの操作手順書を参照ください。
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B)　私の健康noteを参照する。
＜補足＞

わたしの健康noteは、患者さんの閲覧許可（フェリカカード）が必要なため、以下の場合のみ閲覧可能です。
　①患者さんがその場にいてフェリカカードでの閲覧許可を実施いただける場合
　②患者さんは帰られたが、来局時にわたしの健康noteで、
　　　「本日中」または「X日間」で閲覧許可済みの場合

1) 参照タブで患者さんを指定した状態や、
処方せんや調剤実績の詳細画面に表示される[私の健康noteを表示]ボタンをクリックします。

2) 以下の画面が、別画面で表示されます。
患者さんのフェリカカードをフェリカリーダに乗せて、次へボタンをクリックしてください。
※上記の②の場合は、本画面は表示されません。
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3) 患者さんの私の健康note画面が表示されます。

※私の健康noteの詳細手順は、別紙を参照ください。

以上で【7.診療情報の表示】は終わりです。
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8.ログアウト

「調剤Exp」システムを終了します。

1) 「調剤Exp」画面の終了ボタンをクリックします。
終了の確認メッセージが表示されますので、はいボタンをクリックします。

以上で【8.ログアウト】は終わりです。
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9.複数人でのシステム利用

1台の実証端末を複数人で使用される場合には、
それぞれログイン／ログアウトを実施していただく必要があります。

1) ログイン中に、別の人でログインする場合には、
画面上部のユーザ切り替えボタンをクリックします。

2) ユーザを切り替える確認メッセージが表示されますので、はいボタンをクリックします。

3) 「調剤Exp」のログイン画面が表示されますので、
次に利用される方のカードに挿しなおして、ログインを行ってください。

以上で【9.複数人でのシステム利用】は終わりです。
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10.調剤実績選択

1つの処方に対して、複数の調剤実績候補が発生した場合に、調剤実績を選択する必要があります。

1) 「調剤Exp」の調剤画面を表示します。

2) 該当の行をダブルクリックします。

＜補足＞＜補足＞＜補足＞＜補足＞
「「「「NSIPSNSIPSNSIPSNSIPS取込状取込状取込状取込状
況」況」況」況」が、「複数」と
表示される場合
があります。

ダブルクリック
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3) 処方せんと調剤実績の詳細画面が表示されます。
調剤実績エリアに、複数の調剤が表示されますので、該当の調剤を選択してください。

4) 調剤実績が複数表示されますので、適切な調剤実績を選択します。
選択したら[確定]ボタンをクリックします。

5) 【5.調剤実績の送信】へ進みます。

以上で【10.調剤実績選択】は終わりです。

一番端のスク

ロールバーを

下に移動する

と、複数の調

剤が表示され

ます。

該当の調剤の

上の「この調

剤実績を選択

する」を選択し

てください。

29



11.ログインエラー

「調剤Exp」へのログイン時に、エラーが発生することがあります。
エラーの内容とその対策について記載します。

1) ネットワークエラー

① ネットワークエラー画面が表示されますので、[OK]ボタンで閉じます。

＜確認点＞
・ ICカードが正しく挿入されていること（差し忘れ、不十分な挿入）を確認してください。
・ ICカードとログイン時の業種（医療従事者／薬剤師）があっていることを確認してください。
・ インターネットが接続されていることを確認してください。
・ セキュアネットワークサービスに正しく接続されていることを確認してください。

解決しない場合は、サポートセンターへお問い合わせください。

2) ID管理システムに登録されていないエラー

① エラー画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。
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＜確認点＞
・ ICカードの利用者情報が、ID管理システムに登録されていない可能性があります。

サポートセンターへお問い合わせください。
・ ご利用者の方の在籍する医療機関と、実証端末が設置されている医療機関が

同じであることを確認してください。
※例えば、A薬局に在籍している歯科医師の方は、
　 B薬局に設置されている端末からシステムへログインすることはできません。

3) PIN間違いエラー

① エラー画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。

＜確認点＞
・ PINを確認してください。

以上で【11.ログインエラー】は終わりです。
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12.送信エラー

調剤実績の送信時に、エラーが発生することがあります。

a. ネットワークエラー

① ネットワークエラー画面が表示されますので、[OK]ボタンで閉じます。

＜確認点＞
・ インターネットが接続されていることを確認してください。
・ セキュアネットワークサービスに正しく接続されていることを確認してください。

解決しない場合は、サポートセンターへお問い合わせください。
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