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1. ログイン 

1.1. HARMONYsuiteビューアにログインする 

手順1） ご自身の IDカードをカードリーダへ挿入します。 

手順2） ブラウザを起動し、下記URLにアクセスします。 

 

http://mydoctor.keiju.co.jp 

 

手順3） ログイン方法選択画面が表示されるので「医療従事者の方」の「次へ」ボタンを

クリックします。 
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手順4） 医療従事者向けログイン画面が表示されるので「地域連携」の「次へ」ボタンを

クリックします。 

 

 

 

手順5） 証明書の選択ダイアログが表示されるので、「OK」ボタンをクリックします。 
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手順6） PIN コード入力ダイアログが表示されるので、PIN コードを入力し、「OK」ボタ

ンをクリックします。 

 

 

 

手順7） 正しく認証が行われると、HARMONYsuite ビューアの画面が表示されます。所

属している医療機関が 1 つの場合は患者検索画面が、複数の場合は医療機関選択画面

が表示されます。 
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2. 医療機関 

この画面で選択した医療機関に紐づく情報をHARMONYsuiteビューアで閲覧します。 

所属している医療機関が一つしかない場合はこの画面は表示されず、選択した状態で以降

の画面を表示します。 

 

 

 

####    名称名称名称名称    説明説明説明説明    

(1) ユーザ情報 ログイン中のユーザ名が表示されます 

(2) 医療機関一覧 認証されたユーザが所属する医療機関を表示します。クリックす

ると選択した医療機関に紐付く情報を以降の画面で表示します 

 

  

（（（（1111））））    

（（（（2222））））    
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2.1. 医療機関を選択する 

手順1） 一覧から、任意の医療機関をクリックします。 

 

 

 

手順2） 患者検索画面が表示されます。 
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3. 診療情報閲覧 

SS-MIX2標準化ストレージおよび拡張ストレージから取得した診療情報を閲覧します。 

 

3.1. 患者検索 

任意の条件で院内患者を検索し、該当する患者を一覧で表示します。 

患者一覧の詳細ボタンをクリックするとタイムライン画面へ遷移します。 

 

3.1.1. 患者を検索する 

手順1） 患者検索画面を表示します。 

 

 

 

####    名称名称名称名称    説明説明説明説明    

(1) 院内患者 ID ログインした医療機関における患者の IDで検索を行います 

(2) 氏名 患者の漢字氏名で検索を行います 

(3) 氏名（カナ） 患者のカナ氏名で検索を行います 

(4) 保険証記号 患者の保険証記号で検索を行います 

(5) 保険証番号 患者の保険証番号で検索を行います 

(6) 診療日 ログインした医療機関における診療日で検索を行います 

（（（（1111））））    

（（（（2222））））    （（（（3333））））    

（（（（4444））））    （（（（5555））））    

（（（（6666））））    

（（（（7777））））    

（（（（8888））））    

（（（（9999））））    

（（（（10101010））））    （（（（11111111））））    
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(7) 病名 ログインした医療機関において診断された傷病名で検索を行

います 

(8) 薬名 ログインした医療機関において処方された薬名で検索を行い

ます 

(9) 主治医名 ログインした医療機関における主治医名で検索を行います 

(10) 条件をクリア 入力した検索条件をすべて消去します 

(11) この条件で検索 入力した条件で患者の検索を行います 

 

手順2） 任意の条件を入力します。 

手順3） （11）「この条件で検索」ボタンをクリックします。 

手順4） 入力した条件に合致する患者の一覧が表示されます。 

 

 
 

####    名称名称名称名称    説明説明説明説明    

(1) 設定した検索条件 検索時に設定した条件を表示します 

(2) 検索項目を変更する クリックすると、検索条件入力欄が再び表示されます 

（検索結果は表示されたままです） 

(3) 検索結果 検索条件に合致する患者の総数を表示します 

(4) 表示数 一覧に表示する患者の件数を指定します。5件、10 件、20

（（（（1111））））    

（（（（2222））））    

（（（（3333））））    

（（（（4444））））    

（（（（5555））））    

（（（（6666））））    

（（（（6666））））    
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件、50件、100件から選択できます 

(5) 患者一覧 指定した検索条件に合致する患者を一覧で表示します。一

覧中の「詳細」ボタンをクリックするとタイムライン画面

に遷移します。 

(6) ページネーション 検索条件に合致する患者の件数が、一覧に表示する患者の

件数を越える場合に表示されます。クリックすると、任意

の位置の患者一覧を表示します 
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3.2. タイムライン 

患者検索画面の検索結果で選択した任意の患者のイベントを日付降順で一覧に表示します。 

 

 

-------------------------（中略）------------------------- 

 

 

####    名称名称名称名称    説明説明説明説明    

(1) 患者情報 SS-MIX2標準化ストレージから取得した患者の基本情報を表

示します。詳細は 3.2.1を参照してください。 

(2) イベント 登録されたイベントデータを表示します。詳細は 3.2.2を参照

してください。 

(3) 傷病名一覧へ クリックすると、傷病名一覧画面へ遷移します 

(4) 入退院歴一覧へ クリックすると、入退院歴一覧画面へ遷移します 

(5) 私の健康 note クリックすると、表示中の患者を指定した状態で私の noteア

プリへ遷移します 

（（（（1111））））    

（（（（2222））））    

（（（（3333））））    

（（（（4444））））    

（（（（5555））））    

（（（（6666））））    

（（（（7777））））    

（（（（8888））））    
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(6) 検索条件 タイムラインに表示するイベントの検索条件を指定できま

す。詳細は 3.2.4を参照してください。 

(7) 先頭へ移動 クリックすると、自動的にページ先頭へスクロールします 

(8) もっと見る 表示しているデータよりも古いデータが存在する場合、クリ

ックすると過去 5件分のイベントを取得します。 

 

イベントとはSS-MIX2標準化ストレージから取得したデータ及び診療情報提供書の送付実

績と受取実績の事で、下記のイベントが存在します。 

 

名称名称名称名称    アイコンアイコンアイコンアイコン    説明説明説明説明    

病歴 

 

 

SS-MIX2のデータ種別「PPR-01 病名（歴）情報の登

録／更新」に該当するデータを診断日毎にまとめたデ

ータ。 

入退院歴 

 

 

SS-MIX2のデータ種別「ADT-21 入院予定」、「ADT-22 

入院実施」、「ADT-31 外出泊実施」、「ADT-32 外出泊

帰院実施」、「ADT-41 転科・転棟(転室・転床)予定」、

「ADT-42 転科・転棟(転室・転床)実施」、「ADT-51 退

院予定」、「ADT-52 退院実施」、に該当するデータ 

処方歴 

 

 

SS-MIX2 のデータ種別「OMP-01 処方オーダ」、

「OMP-11 処方実施通知」に該当するデータ 

注射歴 

 

 

SS-MIX2 のデータ種別「OMP-02 注射オーダ」、

「OMP-12 注射実施通知」に該当するデータ 

検体検査 

 

 

SS-MIX2 のデータ種別「OML-01 検体検査オーダ」、

「OML-11 検体検査結果通知」に該当するデータ 

放射線検査 

 

 

SS-MIX2 のデータ種別「OMG-01 放射線検査オー

ダ」、「OMG-11 放射線検査の実施通知」に該当するデ

ータ 

内視鏡検査 

 

SS-MIX2 のデータ種別「OMG-02 内視鏡検査オー

ダ」、「OMG-12 内視鏡検査の実施通知」に該当するデ

ータ 
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生理検査 

 

SS-MIX2 のデータ種別「OMG-03 生理検査オーダ」、

「OMG-13 生理検査結果通知」に該当するデータ 

調剤実績 

 

SS-MIX2 の 拡 張 ス ト レ ー ジ に 格 納 さ れ る

「SETEX-50」に該当するデータ 

歯科受診 

 

SS-MIX2 の 拡 張 ス ト レ ー ジ に 格 納 さ れ る

「SETEX-60」に該当するデータ 

 

3.2.1. 患者基本情報を閲覧する 

手順1） タイムライン画面を表示し、画面上部に患者情報が表示されることを確認します。 

 

 

 

####    名称名称名称名称    説明説明説明説明    

(1) 患者種別 入院患者の場合は「入院患者」、外来患者の場合は「外来患者」

と表示します 

(2) フリガナ 患者のカナ氏名を表示します 

(3) 名前 患者の漢字氏名を表示します 

(4) 性別 患者の性別を表示します 

(5) 患者 ID 患者の IDを表示します 

(6) 年齢 患者の画面表示時の年齢を表示します 

(7) アレルギー 患者のアレルギーの有無を表示します。有：アレルギーあり、

無：アレルギーなし 

(8) 患者基本情報を表

示する 

 

 

手順2） (8)「患者基本情報を表示する」をクリックします。 

手順3） 患者基本情報が表示されます。 

（（（（1111））））    

（（（（2222））））    
（（（（3333））））    
（（（（4444））））    

（（（（5555））））    
（（（（6666））））    
（（（（7777））））    

（（（（8888））））    
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####    名称名称名称名称    説明説明説明説明    

(1) 患者基本情報を閉じ

る 

クリックすると表示されている患者の基本情報が非表示 

(2) 生年月日 患者の生年月日を表示します 

(3) 血液型 患者の血液型を表示します 

(4) 身長 患者の身長を表示します 

(5) 体重 患者の体重を表示します 

(6) 身体障害の有無 患者の身体障害の有無を表示します 

(7) アレルギー 患者のアレルギー情報を表示します。「詳細」をクリックする

とアレルギーの詳細情報を表示します。アレルギーの詳細情

報が表示された状態で再び「詳細」をクリックするとアレル

ギー詳細情報は非表示となります。 

 

（（（（1111））））    

（（（（2222））））    （（（（3333））））    （（（（4444））））    （（（（5555））））    （（（（6666））））    

（（（（7777））））    

（（（（8888））））    

（（（（9999））））    

（（（（10101010））））    
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(8) 連絡先 患者の連絡先を表示します 

(9) 近親者 患者の近親者情報を表示します 

(10) 保険 患者の保険情報を表示します 

 

3.2.2. 診療情報詳細を閲覧する 

手順1） タイムライン画面を表示し、画面上にイベントが表示されていることを確認しま

す。 

 

 

 

####    名称名称名称名称    説明説明説明説明    

(1)  種別 イベントの種別をアイコンで表示 

(2) 日付 イベントの日付を表示 

(3) オーダ種別 入院患者オーダの場合は「入院」、外来患者オーダの場合は「外

来」と表示。不明の場合は非表示。 

(4) メッセージ種別 イベントがオーダのデータであるか、実施のデータであるかを

表示。指定がない場合は表示されません。 

(5) 医療機関名 データを登録した医療機関名を表示 

(6) 概要 イベントの概要を表示 

(7) 詳細 クリックするとイベントの詳細をポップアップウィンドウで表

示。ただし、診療情報提供書は選択中の医療機関のデータの場

合のみ詳細ボタンが表示され、ポップアップウィンドウではな

く各詳細画面へ遷移します。 

 

手順2） (7)詳細ボタンをクリックします。 

手順3） クリックしたイベントの詳細情報がポップアップ画面で表示されます。 

  

（（（（1111））））    （（（（2222））））    （（（（3333））））    （（（（4444））））    

（（（（5555））））    

（（（（6666））））    

（（（（7777））））    
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� 病歴 

 

（下部省略） 

 

� 入退院歴 

 

（下部省略） 

 

� 処方歴（オーダー） 

 

（下部省略） 
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� 処方歴（実施） 

 

（下部省略） 

 

� 注射歴（オーダー） 

 

（下部省略） 

 

� 注射歴（実施） 

 
（下部省略） 
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� 検体検査（オーダー） 

 

（下部省略） 

 

� 検体検査（実施） 

 

（下部省略） 

 

グラフボタンをクリックすると、検体検査のグラフ表示画面へ遷移します。 

グラフは選択中のデータを最新のデータとし、医療機関を越えて同一の検体検査について

最大過去 5回分の結果をグラフで表示します。 
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� 検体検査（グラフ） 

 

（下部省略） 

 

「<<詳細に戻る」をクリックすると、検体検査詳細画面へ遷移します。 

 

� 放射線検査（オーダー、実施） 

 

（下部省略） 
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� 内視鏡検査（オーダー、実施） 

 

（下部省略） 

 

� 生理検査（オーダー、実施） 

 

（下部省略） 

 

� 調剤実績、および歯科受診 

取得した XMLおよび XSLファイルによって表示が変わります 

 

3.2.3. 更に読み込む 

タイムラインに一度に読み込まれるデータは最大 5件です。5件以上のデータを取得する場

合は、画面を最後までスクロールします。すると自動的に次の 5件が取得されます。 

または画面下部に表示される「もっと見る」ボタンを押すことでも次の 5 件が取得できま

す。 

検索条件が指定してある場合は「もっと見る」ボタンを押してもデータが表示されない場

合があります。その際にはデータが表示される、もしくは「全て表示しました」と表示さ

れるまでボタンをクリックしてください。 
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3.2.4. 条件で絞る 

手順1） 検索条件で医療機関一覧、イベント種別、期間のいずれかをクリックします。 

 

 

 

####    名称名称名称名称    説明説明説明説明    

(1) 医療機関一覧 クリックすると患者が連携を行っている医療機関が表示されます。

チェックボックスにチェックのはいった医療機関が登録したデー

タのみがタイムラインに表示されます。 

(2) イベント種別 クリックすると患者に紐づけられたイベントの種別一覧が表示さ

れます。チェックボックスにチェックのはいったイベントのデータ

のみがタイムラインに表示されます。 

(3) 期間 クリックするとイベントが登録されている年の一覧が表示されま

す。年をクリックすると、クリックした年以前のイベントのデータ

のみがタイムラインに表示されます。 

 

手順2） 表示された検索条件のチェック状態を変更します。 

 

 

 

手順3） チェック状態を変更すると、チェックが入った条件に該当するイベントのみがタ

イムラインに表示されます。 

  

（（（（1111））））    

（（（（2222））））    

（（（（3333））））    
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3.3. 傷病名一覧 

任意の条件で傷病名を検索し、該当する傷病名を一覧で表示します。 

傷病名は医療機関をまたいで検索することができます。 

 

3.3.1. 傷病名を検索する 

手順1） タイムライン画面から傷病名一覧画面を表示します。 

 

 

 

####    名称名称名称名称    説明説明説明説明    

(1) 医療機関名 傷病名を登録した医療機関の名称で検索を行います 

(2) 診断日 傷病名の診断日で検索を行います 

(3) 区分 診断の区分で検索を行います 

(4) 傷病名 傷病名で検索を行います 

(5) 転帰区分 転帰区分で検索を行います 

(6) 検索ボタン クリックすると、入力した条件で検索を開始します 

(7) 検索結果 検索条件に合致する傷病名の件数を表示します 

(8) 表示件数 一覧に表示する傷病名の件数を指定します。5件、10件、20

件、50件、100件から選択できます。 

（（（（1111））））    （（（（2222））））    （（（（3333））））    （（（（4444））））    （（（（5555））））    
（（（（6666））））    

（（（（7777））））    
（（（（8888））））    

（（（（9999））））    

（（（（10101010））））    
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(9) 傷病名一覧 指定した検索条件に合致する傷病名を一覧で表示します。一

覧中の「詳細」ボタンをクリックすると詳細情報をポップア

ップ画面で表示します。 

(10) ページネーション 検索条件に合致する傷病名の件数が、一覧に表示する傷病名

の件数を越える場合に表示されます。クリックすると、任意

の位置の傷病名一覧を表示します 

 

手順2） 任意の条件を入力します。 

手順3） （6）「検索」ボタンをクリックします。 

手順4） 入力した条件に合致する傷病名の一覧が表示されます。 

 

3.3.2. 傷病名詳細を閲覧する 

手順1） 傷病名一覧から任意の「詳細」ボタンをクリックします。 

手順2） ポップアップウィンドウが表示され、選択した傷病名の詳細が表示されます。 
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3.4. 入退院歴一覧 

任意の条件で入退院歴を検索し、該当する入退院歴を一覧で表示します。 

 

3.4.1. 入退院歴を検索する 

手順1） タイムライン画面から入退院歴一覧画面を表示します。 

 

 

 

####    名称名称名称名称    説明説明説明説明    

(1) 年月日 入退院歴の年月日で検索を行います。年月日には、入退院の予

定日や実際に入退院を行った日付が入ります。 

(2) 医療機関名 入退院歴を登録した医療機関の名称で検索を行います 

(3) 入退院種別 入退院の種別で検索を行います 

(4) 検索ボタン クリックすると、入力した条件で検索を開始します 

(5) 検索結果 検索条件に合致する入退院歴の件数を表示します 

(6) 表示数 一覧に表示する入退院歴の件数を指定します。5件、10件、20

件、50件、100件から選択できます。 

(7) 入退院歴一覧 指定した検索条件に合致する入退院歴を一覧で表示します。一

覧中の「詳細」ボタンをクリックすると詳細情報をポップアッ

プ画面で表示します。 

（（（（1111））））    （（（（2222））））    （（（（3333））））    
（（（（4444））））    

（（（（5555））））    
（（（（6666））））    

（（（（7777））））    

（（（（8888））））    
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(8) ページネーション 検索条件に合致する入退院歴の件数が、一覧に表示する入退院

歴の件数を越える場合に表示されます。クリックすると、任意

の位置の入退院歴一覧を表示します 

 

手順2） 任意の条件を入力します。 

手順3） 「検索」ボタンをクリックします。 

手順4） 入力した条件に合致する入退院歴が一覧に表示されます。 

 

3.4.2. 入退院歴詳細を閲覧する 

手順1） 入退院歴一覧から任意の「詳細」ボタンをクリックします。 

手順2） ポップアップウィンドウが表示され、選択した入退院歴の詳細が表示されます 

 

 

 

 


