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■ 概要 

トランザクションファイルから変換対象を取得し、HL7CDAフォーマットを最新仕様へ

対応させると共に、SS-MIX2 標準化ストレージに格納された処方オーダデータを自動

で検知し、HL7CDA形式に自動で変換して SS-MIX2 拡張ストレージに格納する 

 

■ フォルダ構成 

アプリケーションフォルダはコンピュータの任意の場所に配置できる。 

フォルダ・ファイル名 内容 

 ConverterService アクセス権設定サービスプログラムのル

ートフォルダ 

 bin 実行ファイル用フォルダ 

  Common.dll 共通処理のクラスファイル 

 HL7.dll 変換処理のクラスファイル  

  HL7Conf.dll 監視処理のクラスファイル  

 HL7Monitoring.exe 監視処理の実行ファイル  

 log4net.dll log 出力に関するクラスファイル 

  log4net.xml log の設定 

 TransactionLogAnalysis.exe 変換処理の実行ファイル 

 TransactionLogAnalysis.exe.config 変換処理の設定 

 log ログ出力先フォルダ 

 conf 設定ファイル用フォルダ 

 HL7ServiceConf.xml 変換・監視処理の設定ファイル 

 

当該サービスが起動しているかどうかのチェックを、HL7Monitoring.exe を用いて行

う。変換処理プロセスの存否を確認し、起動していない場合はプロセスを起動するス

クリプトを 10 分に 1 度実行するよう設定する。 

 

■ 設定ファイル記載内容 

HL7ServiceConf.xml 

設定項目名 内容 設定値 

AnalysisFileName 解析開始ファイル名 文字列 

AnalysisLineNum 解析開始行 整数 

RetryCount リトライ回数 整数 

MaxGoingBackDays 最大取得日数 整数 
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ExtractionCondition 検索条件 文字列(平文) 

DatClassification データ種別 文字列 

ProcessingDivision 処理区分 文字列 

MedicalDepartmentCord 

診療科コード 文字列 

ConvertTargetDate 変換対象日 日付 

RootFolderPath トランザクションログパス パス文字列 

 

■ 処理内容 

1. タスクスケジューラーから定時で HL7Monitoring.exe が起動 

2. TransactionLogAnalysis.exe の監視スタート 

3. TransactionLogAnalysis.exe が停止している場合、起動 

4. 変換処理 

① トランザクションファイル解析 

② 変換対象取得 

③ 変換 

※ 処理に失敗した場合は、設定ファイルのリトライ回数を加算して更新す

る。 

 

                                    以上. 
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■ 概要 

処理要求ファイルが配置されるフォルダを監視し、ファイルを検知したときフォ

ルダアクセス権の付与または解除を行うプログラムの設計を記述する。 

プログラムはWindowsサーバ上で動作するサービスである。 

 

■ 必要とするライブラリ等 

Windowsサービスとして動作させるため、Apache Commons Daemonを使用す

る。下記を使用する。 

・commons-daemon-1.0.15.jar 

・prunsvr.exe 

・prunmgr.exe 

使用ライセンスについては下記を参照のこと。 

http://commons.apache.org/proper/commons-daemon/license.html 

 

  ログ出力には、log4jを使用し、日付でローリングする。 

 

データベースにアクセスするため、下記を使用する。 

・commons-dbcp-1.2.1.jar 

・commons-dbutils-1.5.jar 

・postgresql-9.3-1104.jdbc41.jar 

 

■ フォルダ構成 

アプリケーションフォルダはコンピュータの任意の場所に配置できる。 

フォルダ・ファイル名 内容 

 PermissionSettingApps アクセス権設定サービスプログラムのル

ートフォルダ 

 bin 実行ファイル用フォルダ 

  FolderPermissionControl.exe サービスの実行ファイル 

 FolderPermissionControl.jar サービスのクラスファイル 

  FolderPermissionControlw.exe サービスの管理を行う実行ファイル 

 DeleteOldLog.bat 一定期間経過したログを削除するバッチ 

 HealthCheck.vbs サービスの監視&再起動を行うバッチ 

 conf 設定ファイル用フォルダ 

  log4j.properties ログ出力設定ファイル 

  FolderPermissionControl.properties 動作設定ファイル 

http://commons.apache.org/proper/commons-daemon/license.html
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 log ログ出力先フォルダ 

 

当該サービスが起動しているかどうかのチェックを、タスクスケジューラを用いて行

う。サービスプロセスの存否を確認し、起動していない場合はサービスを起動するス

クリプトを 10分に 1度実行するよう設定する。 

 

■ 設定ファイル記載内容 

FolderPermissionControl.properties 

設定項目名 内容 設定値 

ssmix2_root_dir SS-MIX2ルートフォルダパス パス文字列 

req_file_dir フォルダアクセス権設定要求

ファイル配置先ディレクトリ

パス 

パス文字列 

err_file_dir 処理失敗となった要求ファイ

ルを配置するディレクトリの

パス 

パス文字列 

db_user_name DBのユーザ名 文字列 

db_password DBのパスワード 文字列(平文) 

db_url 接続先 DB情報 文字列 

 

■ 処理内容 

1. 設定ファイル読み込み 

2. フォルダアクセス権限編集要求ファイル配置フォルダの監視スタート 

3. 要求ファイルの命名規則に一致したファイルを検知 

4. 要求ファイル名末尾に.tmpを付与。既に tmpの場合は rtyを付与。 

① ファイル内容解析 

② アクセス権の付与または解除 

③ アクセス権一覧ファイルへの書き込み 

④ 要求ファイル削除 

※ 処理に失敗した場合は、内容をログに出力して削除する。 

※ 起動後初回の要求ファイル処理では、前回起動で完了しなかったファイ

ルも処理する。 

※ 付与するアクセス権は変更アクセス権とする。 

※ 処理対象フォルダが存在しなかった場合、警告ログを出力し、要求ファ

イルは削除する。 
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5. DBのアクセス権限一覧に、権限を付与したユーザ・患者 ID・オーダ種別を登

録する。 

 

■ 要求ファイルフォーマット 

 アクセス権付与要求 

命名規則  ：GRANTyyyyMMddHHmmssfff.req 

フォーマット：ユーザ名,患者 ID,オーダ種別(要素数 3の CSV) 

各要素はダブルクォート括りがないものとする。また、CSVの各要素はカン

マが含まれる可能性がないことから、カンマエスケープは考慮しない。 

 

例)  ファイル名：GRANT201602222183427456.req 

      内容：user1,000111234, OMP-01 

user1ユーザに対し、患者 ID000111234フォルダのオーダ種別 OMP-01フォルダ

配下の全ファイルにアクセス権限を付与する 

 

 アクセス権解除要求 

命名規則  ：REMOVEyyyyMMddHHmmssfff.req 

フォーマット：ユーザ名,患者 ID,オーダ種別(要素数 3の CSV) 

アクセス権付与要求と同様、ダブルクォート括りとカンマエスケープは考慮

しない。患者 IDとオーダ種別を記載しないことで、ユーザ単位でアクセス権

を解除できるものとする。 

 

例 1)  ファイル名：REMOVE201602222183427456.req 

       内容：user1,000111234, OMP-01 

user1ユーザに対し、患者 ID000111234フォルダのオーダ種別 OMP-01フォルダ

配下の全ファイルからアクセス権限を解除する 

 

例 2)  ファイル名：REMOVE20160223212249012.req 

       内容：user1, ,  

user1ユーザに対し、ルートフォルダ以下全てのフォルダに対するアクセス権限

を解除する 

 

 拡張子について 

アクセス権付与・解除要求ファイルには状態に応じて下記の拡張子を付与する。 

処理中 .tmp 
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処理中にプログラムが終了したファイルの再処理 .rty 

■ アクセス権一覧データベース 

DBは PostgresSQL 9.3を使用する。 

DB名    ：ssmix2pmt 

テーブル名：t_grant_info 

カラム名 型 サイズ 主キー 内容 

user_name varchar 32 ○ ユーザ名 

patient_id varchar 200 ○ 患者 ID 

order_kind varchar 6 ○ オーダ種別 

 

■ 初回処理バッチ 

設置時、サービスを起動する前に SS-MIX2ルートフォルダに対して下記を行うバ

ッチを手動で実行する。 

1. Everyoneフルコントロー-ルでフォルダ共有 

2. 配下の全ファイル・フォルダのアクセス権を解除 

3. 施設で全フォルダにアクセスできるシステム管理者が必要とされるなどの場

合は、必要なユーザ・パスに必要な権限を与える 

4. アクセス権限一覧ファイル(ファイル名の先頭と拡張子で判断)を削除する。 

 

本バッチファイルは、設置時に施設ごとに適切な内容を都度作成する。 

 

                                    以上. 
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１. 概要 

厚生労働科学研究費 「電子化した処方箋の標準化様式の整備と運用に関する研究」 調剤レセコン連携に関

する開発で、平成 26年度に確認された処方箋の電子記録様式によって記述された処方情報を調剤薬局で使用

されている既存レセプトコンピュータへ取り込めるように電子処方箋データの変換を行うソフトウエアの開発を行う。 

 

２. 機能要件   

 以下の機能を実装する。 

• 処方箋の電子記録様式（HL7CDAR2）から『JAHIS 院外処方せん２次元シンボル記録条件規約 

Ver1.1』へ変換する機能  

• 『処方オーダリングシステム用標準用法「服用回数、服用のタイミングに関する標準用法マスタ」』で定義さ

れている用法コードを解析し、用法名称を生成する機能  

• 対象となる処方箋情報ファイル（HL7CDAR2）を指定する機能（GUI による指定）  

• 『JAHIS 院外処方せん２次元シンボル記録条件規約 Ver1.1』へ変換したファイルを指定したフォルダに

保存する機能（GUI による指定） 

• 処方オーダリングシステム用標準用法「服用回数、服用のタイミングに関する標準用法マスタ」 で定義され

ている表定義情報を参照/変更/保存する機能 
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３. 構成 

 

フォルダ構成 

  フォルダ構成を以下に記述する。 

 

 
 

 

cda2csv.exe メインプログラム 

cda2csv.exe.config プログラム設定ファイル 

default.xsl 処方箋 CDAから 2次元シンボル処方箋を作成するためのスタイルシート 

mst/ 標準用法コードまたは補足用法コードから標準用法名称を作成する為の定義フ

ァイルを保存する。 

変換ルール.xml 標準用法コードから標準用法名称を作成するための定義ファイル 

補足用法変換ルール 補足用法コードから補足用法名称を作成するための定義ファイル 

表◯◯_*.xml 処方オーダリングシステム用標準用法「服用回数、服用のタイミングに関する標

準用法マスタ」で定義されている表ごとにマスタファイル。※独自の定義を含む 

表◯◯_*.xsd 対応する xml ファイルの表定義ファイル 
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プログラム 入出力関係図 

 プログラムの入出力を以下に記述する。 

 

 各入出力のファイルについては次の項目で説明を行う。 

 

処理フロー 

  プログラムの処理の流れを以下に記述する。 
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入出力ファイル 

  入出力ファイルの詳細を以下に記述する。 

 

入力ファイル 

処方箋 CDA ファイル GUIで指定された変換対象の処方箋(電子記録様式（HL7CDAR2）) 

 

参照ファイル 

 

処方箋 CDA_２次元  

シンボル処方箋変換定義フ

ァイルファイル 

変換対象の処方箋から２次元シンボル処方箋を作成する為の定義ファイル。 

記述仕様については補足１．処方箋 CDA_２次元シンボル処方箋変換定義

ファイルを参照。 

標準用法名称変換定義マ

スタファイル 

標準用法コードまたは補足用法コードから標準用法名称を作成する為の定義フ

ァイル。 

必要に応じて各表定義（表◯◯_*.xml）を参照する。 

表◯◯_*.xml 入力ファイルの標準用法コードパターン、該当桁に応じた表を参照する。 

 

出力ファイル 

 

２次元処方箋ファイル 入力ファイルを元に作成された２次元シンボル処方箋（JAHIS 院外処方せん

２次元シンボル記録条件規約 Ver1.1） 
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３. 画面 

  プログラムの画面を以下に記述する。 

 

メイン画面 

 

 

 

 

 

４. 機能 

 

処方箋 CDA追加 

 

オープンファイルダイアログを表示して、変換対象の処方箋 CDA を選択する。 

 

１．ツールバーの「処方箋 CDA追加」をクリック 

 

 

 
 

 

 

 

クリック 
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   ２．オープンファイルダイアログで、変換対象のファイルを選択 

 
 

 

３．画面に選択ファイルを表示 

 

 

変換元ファイルパス 選択ファイルのファイルパスを表示する 

変換後ファイルパス 選択ファイルの拡張子を.csv に変更したファイルパスを表示する 

 

処方箋 CDA除外 

 

選択行をリストから削除する。 

 

１．削除する行を選択 

 

 

選択ファイルを行追加して表示 

選択 
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２．ツールバーの「処方箋 CDA除外」をクリック 

 

 

 

３．画面から対象のファイルを削除する。（物理的なファイル削除はしない） 

 

変換実行 

 

画面に表示されている処方箋 CDA ファイルを２次元シンボル処方箋形式に変換する。 

 

１．「処方箋 CDA追加」で変換対象のファイルを追加 

２．処方箋 CDA を追加した状態で、ツールバーの「変換実行」をクリック 

 

 

 
 

３．変換処理を実行し、「変換後ファイルパス」に２次元シンボル処方箋が作成される。 

  変換仕様については４．変換仕様を参照 

 

変換定義・マスタ参照/保存 

 

標準用法コードから、標準用法名称（または補足用法コードから補足用法名称）を作成する定義ファイルを

参照・編集・更新する 

 

 

 

出力定義マスタ 出力定義マスタの表示を行う 

標準用法変換定義マスタ 標準用法変換に使用する各表定義の表示を行う 

補足用法変換定義マスタ 補足用法変換に使用する各表定義の表示を行う 

ツール 変換したデータの保存を行う 

 

 

クリック 

クリック 
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５．変換仕様  

処方箋 CDA_２次元シンボル処方箋変換仕様 

処方箋 CDAの XML ファイルに XSLT スタイルシートを適用することで、２次元シンボル処方箋を作成する。 

 

 
 

但し、この時点では下記の内容が不足または誤っているため、プログラムで適切な２次元シンボル処方箋形式

に補足変換する。 

 

1. 負担区分レコードが作成できていない。 

2. 用法レコードの用法名称に処方箋 CDA に記載されている用法名称が記録されている 

3. 補足用法コードが、用法レコードとして作成される。 

※ 本来であれば用法補足レコードに作成するべきだが、コードを記録する欄が無いため。 

4. 不均等指示の薬品の場合、服用時点毎に不均等レコードが作成される。 

5. RP毎の連番が 1 として出力される。 

6. 医師レコードの医師カナ氏名、患者氏名レコードの患者カナ氏名が全角で出力される。 

 

※２、３に関しては次項「標準用法名称/補足用法名称作成仕様」を参照 

 

※ 処方箋 CDA_２次元シンボル処方箋変換定義ファイルと、処方箋 CDA とマッピングについては[８．定義

ファイル]-[変換定義ファイル]参照 

 

標準用法名称/補足用法名称作成仕様 

 

標準用法コードから標準用法名称の作成 

指定された標準用法コードを元に、変換ルール.xml を参照し、全ての桁において、条件に当てはまる出力

値を生成・取得する。 

 例えば、「1013044400000000」が指定された場合、１行目の「食事等タイミングを基本とする内服用法」

が選択され、出力値から、「１日 3回朝昼夕食後」が生成される。 
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補足用法コードから補足用法名称の作成 

指定された補足用法コードを元に、補足用法変換ルール.xml を参照し、全ての桁において、条件にあては

まる出力値を生成・取得する。 

 例えば、「W110000」が指定された場合、3 行目の「曜日指定」が選択され、「日曜と月曜に服用」が生成

される。 

 

６．定義ファイル  

変換定義ファイル（xslt) 処方箋 CDA に XSLT を適用することで、２次元シンボル処方箋を作成する。 

 ※変換できない項目についてはプログラムで適切な形に修正する。 

標準用法名称作成用定義

ファイル（xml） 

標準用法コードまたは補足用法コードから標準用法名称を作成する為の定義。 

 

変換定義ファイル 

XSLT によるスタイルシートを定義する。 

 

XML ファイル定義 

ファイル名 default.xsl 

XML定義ファイル 文字エンコード Shift_JIS 

XML version 1.0 

スタイルシート バージョン 2.0 

名前空間 xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 

出力データ 文字エンコーディング  Shift_JIS 

 

XMLヘッダ部定義サンプル 

<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?> 

<xsl:stylesheet version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" > 

<xsl:output method="text" encoding="Shift_JIS" /> 

</xsl:stylesheet> 

 

２次元シンボル処方箋への対応付け template定義 

 

XPath 値 

/xsl:stylesheet/xsl:template  

  @match “/” 
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バージョンレコード変換定義 

 

バージョンレコードは固定値を設定する。 

 

XPath 値 

text() JAHIS2 

xsl:text/  

 text() [CRLF] 

 ※文中の[CRLF]は改行コードを指す。 

 

記述サンプル 

JAHIS2<xsl:text> 

</xsl:text> 

 

1 医療機関レコード 

 

・中間定義 

記述パス 

/xsl:stylesheet/xsl:template/ 

 

XPath 値 

xsl:apply-templates  

@select EPD/ 

Prescription/ 

ClinicalDocument/ 

author/ 

assignedAuthor/ 

representedOrganization/ 

asOrganizationPartOf/ 

wholeOrganization 

 @mode csv1 

 

・変換定義 

記述パス 

/xsl:stylesheet/ 

処方箋 CDA 参照 XPath 

/EPD/Prescription/ClinicalDocument/author/assignedAuthor/representedOrganization/a

sOrganizationPartOf/wholeOrganization 
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XPath 値 項目名 

xsl:template/   

@match wholeOrganization  

  @mode csv1  

text() 1, レコード番号 

xsl:value-of/   

@select substring(id/@extension,3,1) 医療機関コード種別(医科:1) 

医療機関番号の 3桁目を取得する 

text() , 区切り 

xsl:value-of/   

  @select substring(id/@extension,4) レセプト提出用コード 

処方箋CDAでは都道府県コード(２桁)＋

医療機関コード種別(１桁)＋医療機関コ

ード（７桁）の 10 桁構成となっているため

頭から 3文字削除する 

text() ,  

xsl:value-of   

＠select substring(id/@extension,1,2) 都道県番号 

医療機関番号の頭 2桁を取得する 

xsl:value-of   

@select name 医療機関名称 

xsl:text/   

  text() [CRLF] 改行コード 

 

XML記述 

<xsl:template> 

<xsl:apply-templates 

select="EPD/Prescription/ClinicalDocument/author/assignedAuthor/representedOrganization/asOrganizationPartOf/w

holeOrganization"  

mode="csv1"  

/> 

</xsl:template> 

 

<xsl:template  

match="wholeOrganization"  

mode="csv1">1,<xsl:value-of  

select="substring(id/@extension,3,1)" />,<xsl:value-of  

select="substring(id/@extension,4)" />,<xsl:value-of  

select="substring(id/@extension,1,2)" />,<xsl:value-of select="name" /><xsl:text> 

</xsl:text></xsl:template> 

  

 

2 医療機関所在地レコード 
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・中間定義 

記述パス 

/xsl:stylesheet/xsl:template/ 

 

XPath 値 

xsl:apply-templates  

@select EPD/ 

Prescription/ 

ClinicalDocument/ 

author/ 

assignedAuthor/ 

representedOrganization/ 

asOrganizationPartOf/ 

wholeOrganization 

 @mode csv2 

 

・変換定義 

記述パス 

/xsl:stylesheet/ 

処方箋 CDA 参照 XPath 

/EPD/Prescription/ClinicalDocument/author/assignedAuthor/representedOrganization/a

sOrganizationPartOf/wholeOrganization 

 

XPath 値 項目名 

xsl:template/   

@match wholeOrganization  

  @mode csv2  

text() 2, レコード番号 

xsl:value-of/   

@select addr/postalCode 郵便番号 

text() ,  

xsl:value-of/   

  @select addr/streetAddressLine 医療機関住所 

xsl:text/   

  text() [CRLF] 改行コード 

 

XML記述 

<xsl:template> 

<xsl:apply-templates 
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select="EPD/Prescription/ClinicalDocument/author/assignedAuthor/representedOrganization/asOrganizationPartOf/w

holeOrganization"  

mode="csv2"  

/> 

</xsl:template> 

 

<xsl:template  

match="wholeOrganization" mode="csv2">2,<xsl:value-of  

select="addr/postalCode" />,<xsl:value-of  

select="addr/streetAddressLine" /><xsl:text> 

</xsl:text></xsl:template> 

  

3 医療機関電話レコード 

 

医療機関電話レコードは、処方箋 CDA に医療機関電話番号が記載されている場合のみ出力する。 

 

・中間定義 

記述パス 

/xsl:stylesheet/xsl:template/ 

 

XPath 値 

xsl:apply-templates  

@select EPD/ 

Prescription/ 

ClinicalDocument/ 

author/ 

assignedAuthor/ 

representedOrganization/ 

asOrganizationPartOf/ 

wholeOrganization 

 @mode csv3 

 

・変換定義 

記述パス 

/xsl:stylesheet/ 

処方箋 CDA 参照 XPath 

/EPD/Prescription/ClinicalDocument/author/assignedAuthor/representedOrganization/a

sOrganizationPartOf/wholeOrganization 

 

XPath 値 項目名 

xsl:template/   

@match wholeOrganization  
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  @mode csv3  

text() 3, レコード番号 

xsl:value-of/   

@select substring(telecom/@value,5) 電話番号 

処方箋 CDA では頭に”tel:”が含まれる為

5文字目以降を取得する。 

xsl:text/   

  text() [CRLF] 改行コード 

 

XML記述 

<xsl:template> 

<xsl:apply-templates 

select="EPD/Prescription/ClinicalDocument/author/assignedAuthor/representedOrganization/asOrganizationPartOf/w

holeOrganization" mode="csv3"  

/> 

</xsl:template> 

 

<xsl:template  

match="wholeOrganization"  

mode="csv3"><xsl:if test='telecom/@value'>3,<xsl:value-of  

select="substring(telecom/@value,5)" /><xsl:text> 

</xsl:text></xsl:if></xsl:template> 

  

4 診療科レコード 

 

・中間定義 

記述パス 

/xsl:stylesheet/xsl:template/ 

 

XPath 値 

xsl:apply-templates  

@select EPD/ 

Prescription/ 

ClinicalDocument/ 

author/ 

assignedAuthor/ 

representedOrganization 

 @mode csv4 

 

・変換定義 

記述パス 

/xsl:stylesheet/ 

処方箋 CDA 参照 XPath 
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/EPD/Prescription/ClinicalDocument/author/assignedAuthor/representedOrganization 

 

XPath 値 項目名 

xsl:template/   

@match representedOrganization  

  @mode csv4  

text() 4, レコード番号 

xsl:choose/   

  xsl:when/   

    @test id/@extension 処方箋 CDA に診療科コードが記載されて

いる場合が記載されている場合 

    text() 2, 診療科コード種別 

2 をセットする。 

    xsl:value-of   

      @select id/@extension" 診療科コード 

    text() ,  

    xsl:value-of   

      @select name[@use='IDE'] 診療科名 

xsl:otherwise/   

    text() 1,, 処方箋 CDA に診療科コードが記載されて

いない場合は 2桁目は空値にする。 

xsl:value-of/   

@select name[@use='IDE'] 診療科名 

xsl:text/   

  text() [CRLF] 改行コード 

 

XML記述 

<xsl:template> 

<xsl:apply-templates 

select="EPD/Prescription/ClinicalDocument/author/assignedAuthor/representedOrganization " mode="csv4"  

/> 

</xsl:template> 

 

<xsl:template   

match="representedOrganization"  

mode="csv4">4,<xsl:choose> 

<xsl:when test="id/@extension">2,<xsl:value-of  

select="id/@extension"/>,<xsl:value-of  

select="name[@use='IDE']"/></xsl:when> 

<xsl:otherwise>1,,<xsl:value-of  

select="name[@use='IDE']"/></xsl:otherwise> 

</xsl:choose><xsl:text> 

</xsl:text></xsl:template> 
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5 医師レコード 

 

・中間定義 

記述パス 

/xsl:stylesheet/xsl:template/ 

 

XPath 値 

xsl:apply-templates  

@select EPD/ 

Prescription/ 

ClinicalDocument/ 

author/ 

assignedAuthor/ 

assignedPerson 

 @mode csv5 

 

・変換定義 

記述パス 

/xsl:stylesheet/ 

処方箋 CDA 参照 XPath 

/EPD/Prescription/ClinicalDocument/author/assignedAuthor/assignedPerson 

 

XPath 値 項目名 

xsl:template/   

@match assignedPerson  

  @mode csv5  

text() 5,, レコード番号,医師コード 

医師コードは処方箋CDAの仕様上OIDに

医療機関が含まれ可変となるためXpathで

指定できない為、空値とする 

xsl:value-of/   

  @select name[@use='SYL'] 処方医師名（漢字） 

text() , 区切り 

xsl:value-of/   

  @select name[@use='IDE'] 処方医師名（カナ） 

xsl:text/   

  text() [CRLF] 改行コード 

 

処方医師名（フリガナ）については処方箋 CDA では全角であるため、変換後にプログラムで半角に変換す
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る。 

 

XML記述 

<xsl:template> 

<xsl:apply-templates select="EPD/Prescription/ClinicalDocument/author/assignedAuthor/assignedPerson" mode="csv5" 

/> 

<xsl:apply-templates 

select="EPD/Prescription/ClinicalDocument/author/assignedAuthor/representedOrganization "  

mode="csv4"  

/> 

</xsl:template> 

 

<xsl:template  

match="assignedPerson"  

mode="csv5">5,,<xsl:value-of  

select=" name[@use='SYL']" />,<xsl:value-of  

select="name[@use='IDE']" /><xsl:text> 

</xsl:text></xsl:template> 

  

11 患者氏名レコード 

 

・中間定義 

記述パス 

/xsl:stylesheet/xsl:template/ 

 

XPath 値 

xsl:apply-templates  

@select EPD/ 

Prescription/ 

ClinicalDocument/ 

recordTarget/ 

patientRole 

 @mode csv11 

 

・変換定義 

記述パス 

/xsl:stylesheet/ 

処方箋 CDA 参照 XPath 

/EPD/Prescription/ClinicalDocument/recordTarget /patientRole  

 

XPath 値 項目名 

xsl:template/   

@match patientRole  
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  @mode csv11  

text() 11, レコード番号, 

xsl:value-of/   

  @select id[substring(@root,1,21)='1.2.392.200250.3.3.1

.']/@extension 

患者コード 

text() ,  

xsl:value-of/   

  @select patient/name[@use='IDE'] 患者名（漢字） 

text() ,  

xsl:value-of/   

  @select patient/name[@use='SYL'] 患者名（カナ） 

xsl:text/   

  text() [CRLF] 改行コード 

 

処方医師名（フリガナ）については処方箋 CDA では全角であるため、変換後にプログラムで半角に変換す

る。 

 

XML記述 

<xsl:template> 

<xsl:apply-templates select="EPD/Prescription/ClinicalDocument/recordTarget/patientRole" mode="csv11" /> 

</xsl:template> 

 

<xsl:template  

match="patientRole"  

mode="csv11">11,<xsl:value-of  

select="id[substring(@root,1,21)='1.2.392.200250.3.3.1.']/@extension"/>,<xsl:value-of  

select="patient/name[@use='IDE']" />,<xsl:value-of  

select="patient/name[@use='SYL']" /><xsl:text> 

</xsl:text></xsl:template> 

  

12 患者性別レコード 

 

・中間定義 

記述パス 

/xsl:stylesheet/xsl:template/ 

 

XPath 値 

xsl:apply-templates  

@select EPD/ 

Prescription/ 

ClinicalDocument/ 

recordTarget/ 
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patientRole 

 @mode csv12 

 

・変換定義 

記述パス 

/xsl:stylesheet/ 

処方箋 CDA 参照 XPath 

/EPD/Prescription/ClinicalDocument/recordTarget /patientRole  

 

XPath 値 項目名 

xsl:template/   

@match patientRole  

  @mode csv12  

text() 12, レコード番号,  

xsl:value-of/   

  @select translate( 

patient/administrativeGenderCode/@code, 

'MF', 

'12' 

) 

患者性別 

“M”を”1”に 

“F”を”2”に変換する 

xsl:text/   

  text() [CRLF] 改行コード 

 

XML記述 

<xsl:template> 

<xsl:apply-templates select="EPD/Prescription/ClinicalDocument/recordTarget/patientRole" mode="csv12" /> 

</xsl:template> 

 

<xsl:template  

match="patientRole"  

mode="csv12">12,<xsl:value-of  

select="translate(patient/administrativeGenderCode/@code,'MF','12')" /><xsl:text> 

</xsl:text></xsl:template> 

 

13 患者生年月日レコード 

 

・中間定義 

記述パス 

/xsl:stylesheet/xsl:template/ 

 

XPath 値 
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xsl:apply-templates  

@select EPD/ 

Prescription/ 

ClinicalDocument/ 

recordTarget/ 

patientRole 

 @mode csv13 

 

・変換定義 

記述パス 

/xsl:stylesheet/ 

処方箋 CDA 参照 XPath 

/EPD/Prescription/ClinicalDocument/recordTarget /patientRole  

 

XPath 値 項目名 

xsl:template/   

@match patientRole  

  @mode csv13  

text() 13, レコード番号,  

xsl:value-of/   

  @select patient/birthTime/@value 生年月日 

xsl:text/   

  text() [CRLF] 改行コード 

 

XML記述 

<xsl:template> 

<xsl:apply-templates select="EPD/Prescription/ClinicalDocument/recordTarget/patientRole" mode="csv13" /> 

</xsl:template> 

 

<xsl:template  

match="patientRole"  

mode="csv13">13,<xsl:value-of  

select="patient/birthTime/@value " /><xsl:text> 

</xsl:text></xsl:template> 

 

14 患者一部負担レコード 

 

患者一部負担レコードは処方日時点の患者年齢と負担割合から求める必要があるため、プログラムで処理す

る。 
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21 保健種別レコード 

 

・中間定義 

記述パス 

/xsl:stylesheet/xsl:template/ 

 

XPath 値 

xsl:apply-templates  

@select EPD/ 

Prescription/ 

ClinicalDocument/ 

component/ 

structuredBody/ 

component/ 

section/ 

entry[../code/@code='11']/ 

act/ 

entryRelationship[@typeCode='COMP'] 

 @mode csv21 

 

・変換定義 

記述パス 

/xsl:stylesheet/ 

処方箋 CDA 参照 XPath 

/EPD/Prescription/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/e

ntry[../code/@code='11']/act/entryRelationship[@typeCode='COMP'] 

 

XPath 値 項目名 

xsl:template/   

@match act  

  @mode csv21  

xsl:choose/   

xsl:when/   

    @test "code/@nullFlavor"  

text() 21,9 レコード番号 

コードが未記載の場

合 

xsl:when/   
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      @test performer/ 

assignedEntity/ 

id[@root='1.2.392.200119.6.101']  

and  

code[@codeSystem='1.2.392.200250.2.2.13'

] 

保険者番号を確認 

    text() 21, レコード番号 

    xsl:value-of/   

   @select code/@code 保険種別 

xsl:text/   

    text() [CRLF]  

 

XML記述 

<xsl:template> 

<xsl:apply-templates 

select="EPD/Prescription/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/entry[../code/@code='11

']/act/entryRelationship[@typeCode='COMP']" mode="csv21" /> 

</xsl:template> 

 

<xsl:template match="act" mode="csv21"> 

<xsl:choose> 

<xsl:when  

test="code/@nullFlavor">21,9</xsl:when> 

<xsl:when  

test="performer/assignedEntity/id[@root='1.2.392.200119.6.101']  

and  

code[@codeSystem='1.2.392.200250.2.2.13']">21,<xsl:value-of  

select="code/@code" /></xsl:when> 

</xsl:choose><xsl:text> 

</xsl:text> 

</xsl:template> 

 

22保険者番号レコード 

 

 

・中間定義 

記述パス 

/xsl:stylesheet/xsl:template/ 

 

XPath 値 

xsl:apply-templates  

@select EPD/ 

  Prescription/ 

    ClinicalDocument// 



 

 

 26 / 69 

      entry[../code/@code='11']/ 

        act/ 

          entryRelationship[@typeCode='COMP']/ 

            act/ 

              performer/ 

                assignedEntity/ 

                  id 

 @mode csv22 

 

 

・変換定義 

記述パス 

/xsl:stylesheet/ 

処方箋 CDA 参照 XPath 

/EPD/Prescription/ClinicalDocument//entry[../code/@code='11']/act/entryRelationship

[@typeCode='COMP']/act/performer/assignedEntity/id 

 

XPath 値 項目名 

xsl:template/   

@match id  

  @mode csv22  

  xsl:choose/   

    xsl:when/   

      @test ./@root='1.2.392.200119.6.101'  

      text() 22, レコード番号 

      xsl:value-of/   

        @select ./@extension 保険者番号 

    xsl:when   

      @test ./@nullFlavor  

      text() 22, レコード番号 

  xsl:text   

    text() [CRLF]  

 

XML記述 

<xsl:template> 

</xsl:text><xsl:apply-templates 

select="EPD/Prescription/ClinicalDocument//entry[../code/@code='11']/act/entryRelationship[@typeCode='COMP']/

act/performer/assignedEntity/id" mode="csv22" /><xsl:text> 

</xsl:template> 

 

<xsl:template match="id" mode="csv22">  
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<xsl:choose> 

<xsl:when test="./@root='1.2.392.200119.6.101'">22,<xsl:value-of select="./@extension" /></xsl:when> 

<xsl:when test="./@nullFlavor">22,</xsl:when> 

</xsl:choose><xsl:text> 

</xsl:text> 

</xsl:template> 

 

23 記号番号レコード 

 

・中間定義 

記述パス 

/xsl:stylesheet/xsl:template/ 

 

XPath 値 

xsl:apply-templates  

@select EPD/Prescription/ClinicalDocument// 

participant[@typeCode='COV']/participantRole 

 @mode csv23 

 

・変換定義 

記述パス 

/xsl:stylesheet/ 

処方箋 CDA 参照 XPath 

/EPD/Prescription/ClinicalDocument//participant[@typeCode='COV']/participantRole 

 

XPath 値 項目名 

xsl:template/   

@match participantRole  

  @mode csv23  

  xsl:if/   

    @test code[@codeSystem='1.2.392.200250.2.2.14']  

    text() 23, レコード番号 

    xsl:value-of/   

      @select id[@root='1.2.392.200119.6.204']/@extension 被保険者証記号 

    text() ,  

    xsl:value-of/   

      @select id[@root='1.2.392.200119.6.205']/@extension 被保険者証番号 

    text() ,  

    xsl:value-of/   

      @select code/@code 被保険者/被扶養者 
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    xsl:text/   

    text() [CRLF]  

 

XML記述 

<xsl:template> 

<xsl:apply-templates  

select="EPD/Prescription/ClinicalDocument//participant[@typeCode='COV']/participantRole"  

mode="csv23" /> 

</xsl:template> 

 

<xsl:template  

match="participantRole"  

mode="csv23"><xsl:if  

test="code[@codeSystem='1.2.392.200250.2.2.14']">23,<xsl:value-of  

select="id[@root='1.2.392.200119.6.204']/@extension"/>,<xsl:value-of  

select="id[@root='1.2.392.200119.6.205']/@extension" />,<xsl:value-of  

select="code/@code" /><xsl:text> 

</xsl:text></xsl:if></xsl:template> 

 

24 負担・給付率レコード 

 

・中間定義 

記述パス 

/xsl:stylesheet/xsl:template/ 

 

XPath 値 

xsl:apply-templates  

@select //section[./code/@code='11']/ 

entry/ 

act/ 

entryRelationship[@typeCode='COMP'] 

 @mode csv24 

 

・変換定義 

記述パス 

/xsl:stylesheet/ 

処方箋 CDA 参照 XPath 

//section[./code/@code='11']/entry/act/entryRelationship[@typeCode='COMP'] 

 

XPath 値 項目名 

xsl:template/   

@match act  

  @mode csv24  
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  xsl:if/   

    @test .//entryRelationship[@typeCode='REFR']/obser

vation/code[@codeSystem='1.2.392.200250.2.

2.15']/@code 

データ確認 

 

    text() 24, レコード番号 

    xsl:value-of/   

      @select .//value[../code[@code='1']]/@value 患者負担率 

    text() ,  

    xsl:value-of/   

      @select .//value[../code[@code='2']]/@value 保険給付率 

    xsl:text   

      text() [CRLF]  

 

XML記述 

<xsl:template> 

<xsl:apply-templates  

select="//section[./code/@code='11']/entry/act/entryRelationship[@typeCode='COMP']"  

mode="csv24" /> 

</xsl:template> 

 

<xsl:template  

match="act"  

mode="csv24"><xsl:if  

test=".//entryRelationship[@typeCode='REFR']/observation/code[@codeSystem='1.2.392.200250.2.2.15']/@code">24

,<xsl:value-of  

select=".//value[../code[@code='1']]/@value" />,<xsl:value-of  

select="..//value[../code[@code='2']]/@value" /><xsl:text> 

</xsl:text></xsl:if></xsl:template> 

 

25 職務上の事由レコード 

 

記述パス 

/xsl:stylesheet/xsl:template/ 

 

XPath 値 

xsl:apply-templates  

@select //section[./code/@code='11']/ 

entry/ 

act/ 

entryRelationship[@typeCode='COMP'] 

 @mode csv25 
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記述パス 

/xsl:stylesheet/ 

処方箋 CDA 参照 XPath 

//section[./code/@code='11']/entry/act/entryRelationship[@typeCode='COMP'] 

 

XPath 値 項目名 

xsl:template/   

@match act  

  @mode csv25  

  xsl:if/   

    @test .//entryRelationship[@typeCode='REFR']/obser

vation/code[@codeSystem='1.2.392.200250.2.

2.16']/@code 

 

  text() 25, レコード番号 

  xsl:value-of/   

      @select entryRelationship/observation/code/@code 職務上の事由 

    xsl:text/   

      text() [CRLF]  

 

XML記述 

<xsl:template> 

<xsl:apply-templates  

select="//section[./code/@code='11']/entry/act/entryRelationship[@typeCode='COMP']"  

mode="csv25" /> 

</xsl:template> 

 

<xsl:template  

match="act"  

mode="csv25"><xsl:if  

test=".//entryRelationship[@typeCode='REFR']/observation/code[@codeSystem='1.2.392.200250.2.2.16']/@code">25

,<xsl:value-of  

select="entryRelationship/observation/code/@code" /><xsl:text> 

</xsl:text></xsl:if></xsl:template> 

 

26 老人保健レコード 

 

現在の制度ではないため作成しない 

 

27 第一公費レコード 

 

記述パス 

/xsl:stylesheet/xsl:template/ 
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XPath 値 

xsl:apply-templates  

@select //section[./code/@code='11']/ 

entry/ 

act/ 

entryRelationship[@typeCode='COMP']/ 

act/ 

entryRelationship[@typeCode='COMP'  

and  

./sequenceNumber/@value='1'] 

 @mode csv27 

 

 

記述パス 

/xsl:stylesheet/ 

処方箋 CDA 参照 XPath 

//section[./code/@code='11']/entry/act/entryRelationship[@typeCode='COMP'] 

 

XPath 値 項目名 

xsl:template/   

@match act[@classCode='ACT' and @moodCode='EVN']  

  @mode csv27  

text() 27, レコード番号 

    xsl:value-of/   

      @select performer/assignedEntity/id[@root='1.2.392.20

0119.6.301']/@extension 

公費負担者番号 

    text()   

      @select participant/participantRole/id[@root='1.2.392.2

00119.6.302']/@extension 

公費受給者番号 

    xsl:text/   

      text() [CRLF]  

 

XML記述 

<xsl:template> 

<xsl:apply-templates  

select="//section[./code/@code='11']/entry/act/entryRelationship[@typeCode='COMP']/act/entryRelationship[@typ

eCode='COMP' and ./sequenceNumber/@value='1']" mode="csv27" /> 

</xsl:template> 

 

<xsl:template  
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match="act[@classCode='ACT' and @moodCode='EVN']"  

mode="csv27">27,<xsl:value-of  

select="performer/assignedEntity/id[@root='1.2.392.200119.6.301']/@extension"/>,<xsl:value-of  

select="participant/participantRole/id[@root='1.2.392.200119.6.302']/@extension" /><xsl:text> 

</xsl:text></xsl:template> 

 

28 第二公費レコード 

 

記述パス 

/xsl:stylesheet/xsl:template/ 

 

XPath 値 

xsl:apply-templates  

@select //section[./code/@code='11']/ 

entry/ 

act/ 

entryRelationship[@typeCode='COMP']/ 

act/ 

entryRelationship[@typeCode='COMP'  

and  

./sequenceNumber/@value='3'] 

 @mode csv28 

xsl:text/  

  text() [CRLF] 

 

 

記述パス 

/xsl:stylesheet/ 

処方箋 CDA 参照 XPath 

//section[./code/@code='11']/entry/act/entryRelationship[@typeCode='COMP'] 

 

XPath 値 項目名 

xsl:template/   

@match act[@classCode='ACT' and @moodCode='EVN']  

  @mode csv28  

text() 28, レコード番号 

    xsl:value-of/   

      @select performer/assignedEntity/id[@root='1.2.392.20

0119.6.301']/@extension 

公費負担者番号 

    text()   
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      @select participant/participantRole/id[@root='1.2.392.2

00119.6.302']/@extension 

公費受給者番号 

    xsl:text/   

      text() [CRLF]  

 

XML記述 

<xsl:template> 

<xsl:apply-templates  

select="//section[./code/@code='11']/entry/act/entryRelationship[@typeCode='COMP']/act/entryRelationship[@typ

eCode='COMP' and ./sequenceNumber/@value='2']"  

mode="csv28" /> 

</xsl:template> 

 

<xsl:template  

match="act[@classCode='ACT'  

and  

@moodCode='EVN']"  

mode="csv27">28,<xsl:value-of  

select="performer/assignedEntity/id[@root='1.2.392.200119.6.301']/@extension"/>,<xsl:value-of  

select="participant/participantRole/id[@root='1.2.392.200119.6.302']/@extension" /><xsl:text> 

</xsl:text></xsl:template>   

 

29 第三公費レコード 

 

記述パス 

/xsl:stylesheet/xsl:template/ 

 

XPath 値 

xsl:apply-templates  

@select //section[./code/@code='11']/ 

entry/ 

act/ 

entryRelationship[@typeCode='COMP']/ 

act/ 

entryRelationship[@typeCode='COMP'  

and  

./sequenceNumber/@value='1'] 

 @mode csv29 

 

記述パス 

/xsl:stylesheet/ 

処方箋 CDA 参照 XPath 

//section[./code/@code='11']/entry/act/entryRelationship[@typeCode='COMP'] 
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XPath 値 項目名 

xsl:template/   

@match act[@classCode='ACT' and @moodCode='EVN']  

  @mode csv29  

text() 29, レコード番号 

    xsl:value-of/   

      @select performer/assignedEntity/id[@root='1.2.392.20

0119.6.301']/@extension 

公費負担者番号 

    text() ,  

      @select participant/participantRole/id[@root='1.2.392.2

00119.6.302']/@extension 

公費受給者番号 

    xsl:text/   

      text() [CRLF]  

 

XML記述 

<xsl:template> 

<xsl:apply-templates  

select="//section[./code/@code='11']/entry/act/entryRelationship[@typeCode='COMP']/act/entryRelationship[@typ

eCode='COMP' and ./sequenceNumber/@value='3']"  

mode="csv29" /> 

</xsl:template> 

 

<xsl:template  

match="act[@classCode='ACT'  

and  

@moodCode='EVN']"  

mode="csv27">29,<xsl:value-of  

select="performer/assignedEntity/id[@root='1.2.392.200119.6.301']/@extension"/>,<xsl:value-of  

select="participant/participantRole/id[@root='1.2.392.200119.6.302']/@extension" /><xsl:text> 

</xsl:text></xsl:template> 

 

30 特殊公費レコード 

 

特殊公費は作成しない 

 

31 レセプト種別レコード 

 

・中間定義 

記述パス 

/xsl:stylesheet/xsl:template/ 

 

XPath 値 
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xsl:apply-templates  

@select EPD/ 

Prescription/ 

ClinicalDocument// 

participant[@typeCode='COV']/participantRole 

 @mode csv31 

xsl:text/  

  text() [CRLF] 

 

・変換定義 

記述パス 

/xsl:stylesheet/ 

処方箋 CDA 参照 XPath 

//section[./code/@code='11']/entry/act/entryRelationship[@typeCode='COMP']/observ

ation 

 

XPath 値 項目名 

xsl:template/   

@match value[@codeSystem='1.2.392.200250.2.2.12'] レセプト種別 

  @mode csv31  

  text() 31, レコード番号 

  xsl:value-of/   

    @select ./@code レセプト種別コード 

  xsl:text/   

    text() [CRLF]  

 

XML記述 

<xsl:template> 

<xsl:apply-templates  

select="//section[./code/@code='11']/entry/act/entryRelationship[@typeCode='COMP']/observation"  

mode="csv31" /> 

</xsl:template> 

 

<xsl:template  

match="value[@codeSystem='1.2.392.200250.2.2.12']"  

mode="csv31">31,<xsl:value-of  

select="./@code" /><xsl:text> 

</xsl:text></xsl:template> 

 

51 処方せん交付年月日レコード 
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記述パス 

/xsl:stylesheet/xsl:template/ 

 

XPath 値 

xsl:apply-templates  

@select EPD/ 

Prescription/ 

ClinicalDocument[ 

code/@codeSystem='1.2.392.200250.2.1.2.1']/ 

effectiveTime 

 @mode csv51 

xsl:text/  

  text() [CRLF] 

 

記述パス 

/xsl:stylesheet/ 

処方箋 CDA 参照 XPath 

/EPD/Prescription/ClinicalDocument[code/@codeSystem='1.2.392.200250.2.1.2.1']/eff

ectiveTime 

 

XPath 値 項目名 

xsl:template/   

@match effectiveTime 発行日 

  @mode csv51  

  text() 51, レコード番号 

  xsl:value-of/   

    @select @value 発行日 

  xsl:text/   

    text() [CRLF]  

 

XML記述 

<xsl:template> 

<xsl:apply-templates 

select="EPD/Prescription/ClinicalDocument[code/@codeSystem='1.2.392.200250.2.1.2.1']/effectiveTime" 

mode="csv51" /> 

</xsl:template> 

 

<xsl:template  

match="effectiveTime"  

mode="csv51">51,<xsl:value-of  

select="@value" /><xsl:text> 

</xsl:text></xsl:template> 



 

 

 37 / 69 

 

52 使用期限年月日レコード 

 

記述パス 

/xsl:stylesheet/xsl:template/ 

 

XPath 値 

xsl:apply-templates  

@select EPD/ 

Prescription/ 

ClinicalDocument[code/ 

@codeSystem='1.2.392.200250.2.1.2.1']/ 

documentationOf/ 

serviceEvent[code/ 

@codeSystem='1.2.392.200250.2.2.11']/ 

effectiveTime[@type='IVL_TS'] 

 @mode csv52 

xsl:text/  

  text() [CRLF] 

 

記述パス 

/xsl:stylesheet/ 

処方箋 CDA 参照 XPath 

/EPD/Prescription/ClinicalDocument[code/@codeSystem='1.2.392.200250.2.1.2.1']/do

cumentationOf/serviceEvent[code/@codeSystem='1.2.392.200250.2.2.11']/effectiveTi

me[@type='IVL_TS'] 

 

XPath 値 項目名 

xsl:template/   

@match effectiveTime 処方せん有効期限 

  @mode csv52  

  xsl:choose/   

    xsl:when/   

      @test ./@nullFlavor データ存在確認 

    xsl:when/   

      @test high/@value データ存在確認 

    text() 52, レコード番号 

    xsl:value-of/   
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      @select high/@value 有効期限 

    xsl:text/   

      text() [CRLF]  

 

XML記述 

<xsl:template> 

<xsl:apply-templates 

select="EPD/Prescription/ClinicalDocument[code/@codeSystem='1.2.392.200250.2.1.2.1']/documentationOf/service

Event[code/@codeSystem='1.2.392.200250.2.2.11']/effectiveTime[@type='IVL_TS']"  

mode="csv52" /> 

</xsl:template> 

 

<xsl:template  

match="effectiveTime"  

mode="csv52"><xsl:choose> 

<xsl:when test="./@nullFlavor"></xsl:when> 

<xsl:when test="high/@value">52,<xsl:value-of select="high/@value" /><xsl:text> 

</xsl:text></xsl:when> 

</xsl:choose> 

</xsl:template> 

 

61 麻薬施用レコード 

 

麻薬施用レコードは作成しない 

 

81 備考レコード 

 

81 備考レコードでは、今回の実証事業用のコードを出力する。 

 

・中間定義 

記述パス 

/xsl:stylesheet/xsl:template/ 

 

XPath 値 

xsl:apply-templates  

@select EPD/ 

Prescription/ 

ClinicalDocument// 

inFulfillmentOf/ 

order/ 

id[@root='1.2.392.200250.3.3.3'] 

 @mode csv81-2 

xsl:text/  
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  text() [CRLF] 

 

 

・変換定義 

記述パス 

/xsl:stylesheet/ 

処方箋 CDA 参照 XPath 

/EPD/Prescription/ClinicalDocument//inFulfillmentOf/order/id[@root='1.2.392.200250.

3.3.3'] 

 

XPath 値 項目名 

xsl:template/   

@match id  

  @mode csv81-2  

  text() 81,999,51,  

  xsl:value-of/   

    @select ./@extension 処方箋 ID 

  xsl:text()   

  @text [CRLF]  

 

XML記述 

<xsl:template> 

<xsl:apply-templates  

select="EPD/Prescription/ClinicalDocument//inFulfillmentOf/order/id[@root='1.2.392.200250.3.3.3']" 

mode="csv81-2" /> 

</xsl:template> 

 

<xsl:template  

match="id" mode="csv81-2">81,999,51,<xsl:value-of  

select="./@extension" /><xsl:text> 

</xsl:text></xsl:template> 

 

101剤形レコード～281 薬品補足レコードについて 

 

100番以降のレコードは繰り返し記述が可能になっているため、処方箋CDAの参照方法も繰り返し参照が可

能な形に記述する必要がある。このため、101～281 については予め纏めて中間定義を作成する 

 

・中間定義１ 

記述パス 

/xsl:stylesheet/xsl:template/ 
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XPath 値 

xsl:apply-templates  

@select EPD/Prescription/ClinicalDocument/component/structuredBody/ 

component/section 

 @mode tyozai 

xsl:text/  

  text() [CRLF] 

 

 

・中間定義２ 

記述パス 

/xsl:stylesheet/ 

処方箋 CDA 参照 XPath 

/EPD/Prescription/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section 

 

XPath 値 

xsl: templates  

@match section 

 @mode tyozai 

xsl:if  

  @test code[@code='01'] 

xsl:apply-templates  

@select entry 

  @mode tyozai-rp 

xsl:text/  

  text() [CRLF] 

 

・中間定義３ 

記述パス 

/xsl:stylesheet/ 

処方箋 CDA 参照 XPath 

/EPD/Prescription/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/e

ntry 

 

XPath 値 項目名 

xsl:template/   

@match entry  

  @mode tyoza-rp  
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xsl:apply-templates  剤形レコード用 

    @select substanceAdministration[@classCode='SB

ADM'] 

 

    @mode csv101  

xsl:apply-templates  用法レコード用 

    @select substanceAdministration[@classCode='SB

ADM'] 

 

    @mode csv111  

xsl:apply-templates  薬品レコード用 

    @select substanceAdministration[@classCode='SB

ADM'] 

 

    @mode csv201  

xsl:apply-templates  一回量レコード用 

    @select substanceAdministration[@classCode='SB

ADM'] 

 

    @mode csv241  

xsl:apply-templates  用法補足レコード用 

    @select substanceAdministration[@classCode='SB

ADM' 

and ./entryRelationship[@typeCode='COM

P']/observation/code/@code='181'] 

 

    @mode csv181  

xsl:apply-templates  薬品補足レコード用 

    @select substanceAdministration[@classCode='SB

ADM' 

and ./entryRelationship[@typeCode='COM

P']/observation/code/@code='281'] 

 

    @mode csv281  

xsl:apply-templates  用法補足レコー ド

（部位）用 

    @select substanceAdministration[@classCode='SB

ADM' 

and ./approachSiteCode/@codeSystem='1

.2.392.200250.3.2.8'] 

 

    @mode csv181bui  

xsl:apply-templates  不均等レコード用 

    @select substanceAdministration[@classCode='SB

ADM' 
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and ./id/@root='1.2.392.200250.2.3.2'] 

    @mode csv221  

 

XML記述 

<xsl:template> 

<xsl:apply-templates  

select="EPD/Prescription/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section"  

mode="tyozai" /> 

</xsl:template> 

 

<xsl:template match="section" mode="tyozai"> 

<xsl:if test="code[@code='01']"> 

<xsl:apply-templates select="entry" mode="tyozai-rp" /> 

</xsl:if> 

</xsl:template> 

 

<xsl:template match="entry" mode="tyozai-rp"> 

<xsl:apply-templates  

select="substanceAdministration[@classCode='SBADM']" mode="csv101" /> 

<xsl:apply-templates  

select="substanceAdministration[@classCode='SBADM']" mode="csv111" /> 

<xsl:apply-templates  

select="substanceAdministration[@classCode='SBADM']" mode="csv201" /> 

<xsl:apply-templates  

select="substanceAdministration[@classCode='SBADM']" mode="csv241" /> 

<xsl:apply-templates  

select="substanceAdministration[@classCode='SBADM'  

and ./entryRelationship[@typeCode='COMP']/observation/code/@code='181']" mode="csv181" /> 

<xsl:apply-templates  

select="substanceAdministration[@classCode='SBADM'  

and ./entryRelationship[@typeCode='COMP']/observation/code/@code='281']" mode="csv281" /> 

<xsl:apply-templates  

select="substanceAdministration[@classCode='SBADM'  

and ./approachSiteCode/@codeSystem='1.2.392.200250.3.2.8']" mode="csv181bui" /> 

<xsl:apply-templates  

select="substanceAdministration[@classCode='SBADM'  

and ./id/@root='1.2.392.200250.2.3.2']" mode="csv221" /> 

</xsl:template> 

 

101 剤形レコード 

 

・変換定義 

記述パス 

/xsl:stylesheet/ 

処方箋 CDA 参照 XPath 

/EPD/Prescription/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/e

ntry/substanceAdministration[@classCode='SBADM'] 

 

XPath 値 項目名 
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xsl:template/   

@match substanceAdministration  

  @mode csv101  

  text() 101,  

  xsl:value-of/   

    @select id[@root='1.2.392.200250.2.3.1']/@extensio

n 

RP番号 

  text() ,  

  xsl:value-of/   

    @select value[@codeSystem='1.2.392.200250.2.2.1

7']/@code 

剤型区分 

  text() ,  

  xsl:value-of/   

    @select value[@codeSystem='1.2.392.200250.2.2.1

7']/@displayName 

剤型名称 

  text() ,  

  xsl:choose/   

    xsl:when/   

      @test test="value[@codeSystem='1.2.392.200250.

2.2.17']/@code!=1 and  

value[@codeSystem='1.2.392.200250.2.2.1

7']/@code!=2 

調剤数量チェック 

      text() 1 薬品の用量に総量を

記録する場合は 1 を

記録 

    xsl:when/   

      @test entryRelationship/supply/expectedUseTime/

width/@value 

 

      xsl:value-of/   

        @select entryRelationship/supply/expectedUseTime/

width/@value 

調剤数量 

    xsl:when/   

      @test doseQuantity/@value > 0  

      xsl:value-of/   

        @select entryRelationship/supply/quantity/@value div 

doseQuantity/@value 

全量を 1日量で除算

して数量を求める場

合 

xsl:otherwise/   
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      text() 1 上記までの条件が当

てはまらない場合 

      xsl:text   

      text() [CRLF]  

 

XML記述 

<xsl:template  

match="substanceAdministration"  

mode="csv101">101,<xsl:value-of  

select="id[@root='1.2.392.200250.2.3.1']/@extension" />,<xsl:value-of  

select="value[@codeSystem='1.2.392.200250.2.2.17']/@code" />,<xsl:value-of  

select="value[@codeSystem='1.2.392.200250.2.2.17']/@displayName" />,<xsl:choose> 

<xsl:when  

test="value[@codeSystem='1.2.392.200250.2.2.17']/@code!=1  

and  

value[@codeSystem='1.2.392.200250.2.2.17']/@code!=2">1</xsl:when> 

<xsl:when  

test="entryRelationship/supply/expectedUseTime/width/@value"><xsl:value-of  

select="entryRelationship/supply/expectedUseTime/width/@value" /></xsl:when> 

<xsl:when  

test="doseQuantity/@value &gt; 0"><xsl:value-of  

select="entryRelationship/supply/quantity/@value div doseQuantity/@value" /></xsl:when> 

<xsl:otherwise>1</xsl:otherwise></xsl:choose><xsl:text> 

</xsl:text> 

</xsl:template> 

 

111 用法レコード 

 

標準用法コードのレコードを作成し、プログラム内で標準用法コードから標準用法名称を作成する。 

補足用法コードのレコードを作成し、プログラム内で補足用法コードから補足用法名称を作成後、181用法補

足レコードへ置き換える。 

 

・中間定義 

記述パス 

/xsl:stylesheet/ 

処方箋 CDA 参照 XPath 

/EPD/Prescription/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/e

ntry/substanceAdministration[@classCode='SBADM'] 

 

XPath 値 項目名 

xsl:template/   

@match substanceAdministration  

  @mode csv111  

xsl:apply-templates/  テンプレートの指定 
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@select effectiveTime[@type='EIVL_TS']/event[

@codeSystem='1.2.392.200250.2.2.20'] 

 

  @mode csv111def  

xsl:apply-templates/  テンプレートの指定 

    @select effectiveTime[@type='EIVL_TS']/event[

@codeSystem='1.2.392.200250.2.2.22'] 

 

  @mode csv111append  

 

 

・標準用法コード用 変換定義 

記述パス 

/xsl:stylesheet/ 

処方箋 CDA 参照 XPath 

/EPD/Prescription/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/e

ntry/substanceAdministration[@classCode='SBADM']/effectiveTime[@type='EIVL_TS']/

event[@codeSystem='1.2.392.200250.2.2.20'] 

 

XPath 値 項目名 

xsl:template/   

@match event  

  @mode csv111def  

text() 111,  

  xsl:value-of/   

    @select ../../id[@root='1.2.392.200250.2.3.1']/

@extension 

RP番号 

  xsl:choose/   

    xsl:when/   

      @test @codeSystem='1.2.392.200250.2.2.20'  

      text() ,2, 標準用法コード時は

2 を出力する 

      xsl:value-of/   

        @select @code 標準用法コード 

      text() ,  

    xsl:otherwise   

      text() ,1,, 標準用法コードで無

い場合は 1 を出力 

  xsl:value-of/   

    @select @displayName 用法名称 
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(処方箋 CDA 出力

値) 

  text() ,  

xsl:choose/   

    xsl:when/   

      @test count(../../doseCheckQuantity/numerato

r)>0 

 

      xsl:value-of/   

        @select ../../doseCheckQuantity/numerator/@val

ue div ../../doseQuantity/@value 

1日回数 

1日量を 1回量で除

算する 

 xsl:text /   

    text() [CRLF]  

 

・補足用法コード用 変換定義 

記述パス 

/xsl:stylesheet/ 

処方箋 CDA 参照 XPath 

/EPD/Prescription/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/e

ntry/substanceAdministration[@classCode='SBADM']/effectiveTime[@type='EIVL_TS']/

event[@codeSystem='1.2.392.200250.2.2.22'] 

 

XPath 値 項目名 

xsl:template/   

@match event  

  @mode csv111append  

  text() 111,  

  xsl:value-of/   

    @select ../../id[@root='1.2.392.200250.2.3.1']/@ext

ension 

RP番号 

  xsl:choose/   

    xsl:when/   

      @test @codeSystem='1.2.392.200250.2.2.22'  

      text() ,2,  

      xsl:value-of/   

        @select @code 補足用法コード 

      text() ,  

    xsl:otherwise   
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      text() ,1,,  

  xsl:value-of/   

    @select @displayName 補足用法名称 

(処方箋 CDA 出力

値) 

  text() ,  

 xsl:text /   

    text() [CRLF]  

 

 

XML記述 

<xsl:template match="substanceAdministration" mode="csv111"> 

<xsl:apply-templates select="effectiveTime[@type='EIVL_TS']/event[@codeSystem='1.2.392.200250.2.2.20']" 

mode="csv111def" /> 

<xsl:apply-templates select="effectiveTime[@type='EIVL_TS']/event[@codeSystem='1.2.392.200250.2.2.22']" 

mode="csv111append" /> 

</xsl:template> 

 

<xsl:template  

match="event"  

mode="csv111def">111,<xsl:value-of select="../../id[@root='1.2.392.200250.2.3.1']/@extension" /> 

<xsl:choose> 

<xsl:when test="@codeSystem='1.2.392.200250.2.2.20'">,2,<xsl:value-of select="@code" />,</xsl:when> 

<xsl:otherwise>,1,,</xsl:otherwise> 

</xsl:choose> 

<xsl:value-of select="@displayName" />,<xsl:choose> 

<xsl:when test="count(../../doseCheckQuantity/numerator)>0"><xsl:value-of 

select="../../doseCheckQuantity/numerator/@value div ../../doseQuantity/@value" /></xsl:when> 

<xsl:otherwise></xsl:otherwise> 

</xsl:choose><xsl:text> 

</xsl:text> 

</xsl:template> 

 

<xsl:template  

match="event"  

mode="csv111append">111,<xsl:value-of  

select="../../id[@root='1.2.392.200250.2.3.1']/@extension" /> 

<xsl:choose> 

<xsl:when  

test="@codeSystem='1.2.392.200250.2.2.22'">,2,<xsl:value-of select="@code" />,</xsl:when> 

<xsl:otherwise>,1,,</xsl:otherwise> 

</xsl:choose> 

<xsl:value-of  

select="@displayName" />,<xsl:text> 

</xsl:text> 

</xsl:template> 

 

181 用法補足レコード 

用法補足コードは、補足情報から取得する。 
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部位については、処方箋 CDA の定義が通常の参照先から異なるため、別に定義する 

 

・変換定義 

記述パス 

/xsl:stylesheet/ 

処方箋 CDA 参照 XPath 

/EPD/Prescription/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/e

ntry/substanceAdministration[@classCode='SBADM' 

and ./entryRelationship[@typeCode='COMP']/observation/code/@code='181'] 

 

XPath 値 項目名 

xsl:template/   

@match substanceAdministration  

  @mode csv181  

  xsl:value-of/   

    @select id[@root='1.2.392.200250.2.3.1']/@extension RP番号 

  text() ,1,  

  xsl:value-of/   

    @select entryRelationship[@typeCode='COMP']/observa

tion[code/@code='181']/value/@code 

用法補足区分 

  text() ,  

  xsl:value-of/   

    @select entryRelationship[@typeCode='COMP']/observa

tion[code/@code='181']/value/originalText 

用法補足情報 

  xsl:text/   

    text() [CRLF]  

 

 

記述パス 

/xsl:stylesheet/ 

処方箋 CDA 参照 XPath 

/EPD/Prescription/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/su

bstanceAdministration 

 

XPath 値 項目名 

xsl:template/   

@match substanceAdministration  

  @mode csv181bui  
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  xsl:for-each   

    @select approachSiteCode[@codeSystem='1.2.392.200

250.3.2.8'] 

 

    text() 181,1 レコード番号 

  xsl:value-of/   

    @select ../id[@root='1.2.392.200250.2.3.1']/@extensio

n 

RP番号 

  text() ,  

  xsl:value-of/   

      @select position()  

  text() ,6, 用法補足区分 

部位固定 

    xsl:value-of/   

    @select @displayName 部位情報 

  xsl:text/   

      text() [CRLF]  

 

XML記述 

<xsl:template  

match="substanceAdministration"  

mode="csv181">181,<xsl:value-of  

select="id[@root='1.2.392.200250.2.3.1']/@extension" />,1,<xsl:value-of  

select="entryRelationship[@typeCode='COMP']/observation[code/@code='181']/value/@code" />,<xsl:value-of  

select="entryRelationship[@typeCode='COMP']/observation[code/@code='181']/value/originalText" /><xsl:text> 

</xsl:text> 

</xsl:template> 

 

<xsl:template match="substanceAdministration" mode="csv181bui"> 

  <xsl:for-each  

select="approachSiteCode[@codeSystem='1.2.392.200250.3.2.8']">181,<xsl:value-of  

select="../id[@root='1.2.392.200250.2.3.1']/@extension"/>,<xsl:value-of  

select="position()" />,6,<xsl:value-of select="@displayName" /><xsl:text> 

</xsl:text> 

  </xsl:for-each> 

</xsl:template> 

 

201 薬品レコード 

 

・変換定義 

記述パス 

/xsl:stylesheet/ 

処方箋 CDA 参照 XPath 

/EPD/Prescription/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/su

bstanceAdministration 
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XPath 値 項目名 

xsl:template/   

@match substanceAdministration  

  @mode csv201  

  text() 201, レコード番号 

  xsl:value-of/   

    @select id[@root='1.2.392.200250.2.3.1']/@extensio

n 

RP番号 

  text() ,1,1,  

  xsl:choose/   

    xsl:when/  薬品コード種別 

      @test .//manufacturedLabeledDrug/code[@codeSy

stem='1.2.392.200250.2.2.4'] 

 

    text() 6 HOT コード 

    xsl:when/  薬品コード種別 

      @test .//manufacturedLabeledDrug/code[@codeSy

stem='1.2.392.200250.2.2.7’] 

 

    text() 4 YJ コード 

    xsl:when/  薬品コード種別 

    @test .//manufacturedLabeledDrug/code[@codeSy

stem='1.2.392.200250.2.2.22’] 

 

      text() 7 厚労省一般名コード 

  xsl:when/  薬品コード種別 

      @test .//manufacturedLabeledDrug/code[@codeSy

stem='1.2.392.200250.2.2.6’] 

 

      text() 3 厚労省コード 

  xsl:when/  薬品コード種別 

      @test .//manufacturedLabeledDrug/code[@codeSy

stem='1.2.392.200250.2.2.9’] 

 

      text() 2 レセプト電算コード 

  xsl:otherwise/   

      text() ,  

  xsl:value-of   

    @select consumable/manufacturedProduct/manufact

uredLabeledDrug/code/@code 

薬品コード 

  text() ,  

  xsl:value-of   
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    @select consumable/manufacturedProduct/manufact

uredLabeledDrug/code/@displayName 

薬品名称 

  text() ,  

  xsl:choose/   

    xsl:when/   

      @test value[@codeSystem='1.2.392.200250.2.2.1

7']/@code!=1 

and  

value[@codeSystem='1.2.392.200250.2.2.1

7']/@code!=2" 

用量 内服と頓服以

外の場合 

      xsl:value-of/   

        @select entryRelationship[@typeCode='REFR']/suppl

y/quantity/@value 

全量を参照 

    xsl:when/  用量内服の場合 

      @test value[@codeSystem='1.2.392.200250.2.2.1

7']/@code=1  

and  

count(doseCheckQuantity/numerator)>0 

 

      xsl:value-of/   

        @select doseCheckQuantity/numerator/@value １日量 

    xsl:when/  用量 頓服の場合 

      @test value[@codeSystem='1.2.392.200250.2.2.1

7']/@code=2  

and  

count(doseQuantity)>0 

 

      xsl:value-of/   

        @select doseQuantity/@value １回量 

text() ,1, 力価フラグ（薬価単

位を前提とする） 

  xsl:choose/   

    xsl:when/  単位変換 

      @test translate(entryRelationship/supply/quantity/

@unit,'{}','') = 'G' 

 

      text() g  

    xsl:when/  単位変換 

      @test translate(entryRelationship/supply/quantity/

@unit,'{}','') = 'MG' 

 

      text() mg  
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    xsl:when/  単位変換 

      @test translate(entryRelationship/supply/quantity/

@unit,'{}','') = 'MCG' 

 

      text() μｇ  

    xsl:when/  単位変換 

      @test translate(entryRelationship/supply/quantity/

@unit,'{}','') = 'TAB' 

 

      text() 錠  

    xsl:when/  単位変換 

      @test translate(entryRelationship/supply/quantity/

@unit,'{}','') = 'CAP' 

 

      text() C  

    xsl:when/  単位変換 

      @test translate(entryRelationship/supply/quantity/

@unit,'{}','') = 'L' 

 

      text() L  

    xsl:when/  単位変換 

      @test translate(entryRelationship/supply/quantity/

@unit,'{}','') = 'ML' 

 

      text() mL  

    xsl:when/  単位変換 

      @test translate(entryRelationship/supply/quantity/

@unit,'{}','') = 'KIT' 

 

      text() ｷｯﾄ  

    xsl:when/  単位変換 

      @test translate(entryRelationship/supply/quantity/

@unit,'{}','') = 'AMP' 

 

      text() 管  

    xsl:when/  単位変換 

      @test translate(entryRelationship/supply/quantity/

@unit,'{}','') = 'BAG' 

 

      text() 袋  

    xsl:when/  単位変換 

      @test translate(entryRelationship/supply/quantity/

@unit,'{}','') = 'BTL' 

 

      text() 瓶  

    xsl:when/  単位変換 

      @test translate(entryRelationship/supply/quantity/  
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@unit,'{}','') = 'HON' 

      text() 本  

    xsl:when/  単位変換 

      @test translate(entryRelationship/supply/quantity/

@unit,'{}','') = 'KO' 

 

      text() 個  

    xsl:when/  単位変換 

      @test translate(entryRelationship/supply/quantity/

@unit,'{}','') = PCK' 

 

      text() 包  

    xsl:when/  単位変換 

      @test translate(entryRelationship/supply/quantity/

@unit,'{}','') = 'SHT' 

 

      text() 枚  

    xsl:when/  単位変換 

      @test translate(entryRelationship/supply/quantity/

@unit,'{}','') = 'VIL' 

 

      text() VIL  

    xsl:otherwise/  単位が定義外の場合 

      xsl:value-of/   

        @select translate(entryRelationship/supply/quantity/

@unit,'{}','') 

 

  xsl:text   

    text() [CRLF]  

 

XML記述 

<xsl:template  

match="substanceAdministration"  

mode="csv201">201,<xsl:value-of  

select="id[@root='1.2.392.200250.2.3.1']/@extension" />,1,1,<xsl:choose> 

<xsl:when  

test=".//manufacturedLabeledDrug/code[@codeSystem='1.2.392.200250.2.2.4']">6</xsl:when> 

<xsl:when  

test=".//manufacturedLabeledDrug/code[@codeSystem='1.2.392.200250.2.2.7']">4</xsl:when> 

<xsl:when  

test=".//manufacturedLabeledDrug/code[@codeSystem='1.2.392.200250.2.2.22']">7</xsl:when> 

<xsl:when  

test=".//manufacturedLabeledDrug/code[@codeSystem='1.2.392.200250.2.2.6']">3</xsl:when> 

<xsl:when  

test=".//manufacturedLabeledDrug/code[@codeSystem='1.2.392.200250.2.2.9']">2</xsl:when> 

<xsl:otherwise>1</xsl:otherwise> 

</xsl:choose>,<xsl:value-of  

select="consumable/manufacturedProduct/manufacturedLabeledDrug/code/@code" />,<xsl:value-of  

select="consumable/manufacturedProduct/manufacturedLabeledDrug/code/@displayName" />,<xsl:choose> 
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<!-- 内服以外の場合、総投与量を出力する--> 

<xsl:when  

test="value[@codeSystem='1.2.392.200250.2.2.17']/@code!=1  

and  

value[@codeSystem='1.2.392.200250.2.2.17']/@code!=2"><xsl:value-of 

select="entryRelationship[@typeCode='REFR']/supply/quantity/@value"/></xsl:when> 

<!-- 内服の場合、1日量を出力 --> 

<xsl:when  

test="value[@codeSystem='1.2.392.200250.2.2.17']/@code=1  

and  

count(doseCheckQuantity/numerator)>0"><xsl:value-of select="doseCheckQuantity/numerator/@value" 

/></xsl:when> 

<!-- 頓服の場合、1回量を出力 --> 

<xsl:when  

test="value[@codeSystem='1.2.392.200250.2.2.17']/@code=2  

and  

count(doseQuantity)>0"><xsl:value-of select="doseQuantity/@value" /></xsl:when> 

<!-- 通常ありえませんが、他の場合は 1 --> 

<xsl:otherwise>1</xsl:otherwise> 

</xsl:choose>,1,<xsl:choose><!--単位変換--> 

  <xsl:when test="translate(entryRelationship/supply/quantity/@unit,'{}','') = 'G'">g</xsl:when> 

  <xsl:when test="translate(entryRelationship/supply/quantity/@unit,'{}','') = 'MG'">mg</xsl:when> 

  <xsl:when test="translate(entryRelationship/supply/quantity/@unit,'{}','') = 'MCG'">μｇ</xsl:when> 

  <xsl:when test="translate(entryRelationship/supply/quantity/@unit,'{}','') = 'TAB'">錠</xsl:when> 

  <xsl:when test="translate(entryRelationship/supply/quantity/@unit,'{}','') = 'CAP'">C</xsl:when> 

  <xsl:when test="translate(entryRelationship/supply/quantity/@unit,'{}','') = 'L'">L</xsl:when> 

  <xsl:when test="translate(entryRelationship/supply/quantity/@unit,'{}','') = 'ML'">mL</xsl:when> 

  <xsl:when test="translate(entryRelationship/supply/quantity/@unit,'{}','') = 'KIT'">ｷｯﾄ</xsl:when> 

  <xsl:when test="translate(entryRelationship/supply/quantity/@unit,'{}','') = 'AMP'">管</xsl:when> 

  <xsl:when test="translate(entryRelationship/supply/quantity/@unit,'{}','') = 'BAG'">袋</xsl:when> 

  <xsl:when test="translate(entryRelationship/supply/quantity/@unit,'{}','') = 'BTL'">瓶</xsl:when> 

  <xsl:when test="translate(entryRelationship/supply/quantity/@unit,'{}','') = 'HON'">本</xsl:when> 

  <xsl:when test="translate(entryRelationship/supply/quantity/@unit,'{}','') = 'KO'">個</xsl:when> 

  <xsl:when test="translate(entryRelationship/supply/quantity/@unit,'{}','') = 'PCK'">包</xsl:when> 

  <xsl:when test="translate(entryRelationship/supply/quantity/@unit,'{}','') = 'SHT'">枚</xsl:when> 

  <xsl:when test="translate(entryRelationship/supply/quantity/@unit,'{}','') = 'VIL'">VIL</xsl:when> 

  <xsl:otherwise><xsl:value-of select="translate(entryRelationship/supply/quantity/@unit,'{}','')"/></xsl:otherwise> 

</xsl:choose><xsl:text> 

</xsl:text> 

</xsl:template> 

 

211単位変換レコード 

 

単位変換レコードは出力しない。（今回は薬価収載単位を前提としているため） 

 

221 不均等レコード 

 

不均等レコードは各服用時点毎に作成し、プログラムでマージを行う。 

また、作成した不均等レコードは、プログラムによって 281薬品補足レコードにも出力される。 

 

・変換定義 
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記述パス 

/xsl:stylesheet/ 

処方箋 CDA 参照 XPath 

/EPD/Prescription/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/su

bstanceAdministration 

 

XPath 値 項目名 

xsl:template/   

@match substanceAdministration  

  @mode csv221  

  text() 221, レコード番号 

  xsl:value-of/   

    @select id[@root='1.2.392.200250.2.3.1']/@extensio

n 

RP番号 

  text() ,1,  

xsl:choose/   

    xsl:when/   

      @test id[@root='1.2.392.200250.2.3.2'  

and @extension='1'] 

不均等１回目のデー

タ確認 

    xsl:value-of/   

        @select doseQuantity/@value 不均等１回目の服

用量 

    xsl:when/   

      @test id[@root='1.2.392.200250.2.3.2'  

and @extension='2'] 

不均等２回目のデー

タ確認 

    xsl:value-of/   

        @select doseQuantity/@value 不均等２回目の服

用量 

    xsl:when/   

      @test id[@root='1.2.392.200250.2.3.2'  

and @extension='3'] 

不均等３回目のデー

タ確認 

    xsl:value-of/   

        @select doseQuantity/@value 不均等３回目の服

用量 

    xsl:when/   

      @test id[@root='1.2.392.200250.2.3.2'  

and @extension='4'] 

不均等４回目のデー

タ確認 

    xsl:value-of/   
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        @select doseQuantity/@value 不均等４回目の服

用量 

    xsl:when/   

      @test id[@root='1.2.392.200250.2.3.2' and 

@extension='5'] 

不均等５回目のデー

タ確認 

    xsl:value-of/   

        @select doseQuantity/@value 不均等５回目の服

用量 

 

XML記述 

<xsl:template  

match="substanceAdministration"  

mode="csv221">221,<xsl:value-of  

select="id[@root='1.2.392.200250.2.3.1']/@extension" />,1,<xsl:choose> 

<xsl:when  

test="id[@root='1.2.392.200250.2.3.2' and @extension='1']"><xsl:value-of  

select="doseQuantity/@value"/></xsl:when> 

<xsl:otherwise></xsl:otherwise></xsl:choose>,<xsl:choose> 

<xsl:when  

test="id[@root='1.2.392.200250.2.3.2' and @extension='2']"><xsl:value-of  

select="doseQuantity/@value" /></xsl:when> 

<xsl:otherwise></xsl:otherwise></xsl:choose>,<xsl:choose> 

<xsl:when  

test="id[@root='1.2.392.200250.2.3.2' and @extension='3']"><xsl:value-of  

select="doseQuantity/@value" /></xsl:when> 

<xsl:otherwise></xsl:otherwise></xsl:choose>,<xsl:choose> 

<xsl:when  

test="id[@root='1.2.392.200250.2.3.2' and @extension='4']"><xsl:value-of  

select="doseQuantity/@value" /></xsl:when> 

<xsl:otherwise></xsl:otherwise></xsl:choose>,<xsl:choose> 

<xsl:when  

test="id[@root='1.2.392.200250.2.3.2' and @extension='5']"><xsl:value-of  

select="doseQuantity/@value" /></xsl:when><xsl:otherwise></xsl:otherwise></xsl:choose><xsl:text> 

</xsl:text> 

</xsl:template> 

 

231 負担区分レコード 

 

負担区分レコードは出力しない。 

 

241 １回服用量レコード 

 

・変換定義 

記述パス 

/xsl:stylesheet/ 

処方箋 CDA 参照 XPath 
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/EPD/Prescription/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/su

bstanceAdministration 

 

XPath 値 項目名 

xsl:template/   

@match substanceAdministration  

  @mode csv241  

text() 241, レコード番号 

xsl:value-of/   

    @select id[@root='1.2.392.200250.2.3.1']/@extensio

n 

RP番号 

  text() ,1,  

xsl:value-of/   

    @select doseQuantity/@value １回服用量 

  text() ,  

  xsl:choose/   

    xsl:when/   

      @test count(doseCheckQuantity/numerator)>0  

  xsl:value-of/   

        @select doseCheckQuantity/numerator/@value  

div doseQuantity/@value 

１日服用回数 

※１日量を１回量で

除算する 

    xsl:otherwise/   

      text() 1  

  xsl:text/   

    text() [CRLF]  

 

XML記述 

<xsl:template  

match="substanceAdministration"  

mode="csv241">241,<xsl:value-of  

select="id[@root='1.2.392.200250.2.3.1']/@extension" />,1,<xsl:value-of  

select="doseQuantity/@value" />,<xsl:choose> 

<xsl:when  

test="count(doseCheckQuantity/numerator)>0"><xsl:value-of  

select="doseCheckQuantity/numerator/@value div doseQuantity/@value" /></xsl:when> 

<xsl:otherwise>1</xsl:otherwise> 

</xsl:choose><xsl:text> 

</xsl:text> 

</xsl:template> 
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281 薬品補足レコード 

 

・変換定義 

記述パス 

/xsl:stylesheet/ 

処方箋 CDA 参照 XPath 

/EPD/Prescription/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/su

bstanceAdministration 

 

XPath 値 項目名 

xsl:template/   

@match substanceAdministration  

  @mode csv281  

  text() 281, レコード番号 

  xsl:value-of/   

    @select id[@root='1.2.392.200250.2.3.1']/@extension RP番号 

  text() ,1,1,  

  xsl:value-of/   

    @select entryRelationship[@typeCode='COMP']/observa

tion[code/@code='281']/value/@code 

薬品補足区分 

  text() ,  

  xsl:value-of   

    @select entryRelationship[@typeCode='COMP']/observa

tion[code/@code='281']/value/@displayName 

薬品補足情報 

  xsl:text/   

    text() [CRLF]  

 

XML記述 

<xsl:template  

match="substanceAdministration"  

mode="csv281">281,<xsl:value-of  

select="id[@root='1.2.392.200250.2.3.1']/@extension" />,1,1,<xsl:value-of  

select="entryRelationship[@typeCode='COMP']/observation[code/@code='281']/value/@code" />,<xsl:value-of  

select="entryRelationship[@typeCode='COMP']/observation[code/@code='281']/value/@displayName" /><xsl:text> 

</xsl:text> 

</xsl:template> 

 

 

用法名称作成定義ファイル 

 

プログラムが標準用法コードまたは補足用法コードから適切に標準用法名称を作成する為の定義ファイル。
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下記の定義は標準用法コードを元に記載しているため、補足用法コードの場合は、標準用法コードを補足用

法コードに読み替えてください。 

 

XML ファイル定義 

ファイル名 標準用法コード：変換ルール.xml 

補足用法コード：補足用法変換ルール.xml 

XML定義ファイル 文字エンコード UTF-8 

XML version 1.0 

 

XPath サンプル値(text()) 説明 

/DocumentElement/  ルートタグ 

変換ルール/  繰返記述可能 

    No./ 0 行番号（0..n） 

    概要/ 食事等タイミングを基本とする内服用法 説明文 

プログラムでは参照しませ

ん。 

    出力値/ １日$4回|$concat($8$7$6)&$5&$9&$10 最終的に出力される値

定義。出力値の仕様に

ついては「出力値仕様」

を参照 

    第 n桁.定義/ 表２_用法詳細区分 該当する表名を指定す

る。「表定義一覧」を参

照 

    第 n桁.条件/ コード=1 参照する表定義のフィル

タ条件（参照範囲）を

指定 

第 n桁.値/ $1 該当桁が出力する値を

指定。値の仕様について

は、「項目値仕様」を参

照 

 

第ｎ桁には第１桁～第１６桁が割り当てられる。 

 

出力値定義 

 

第 n桁.値の出力値から、最終的に出力される値のフォーマットを指定します。 

 

値 説明 

$1 .. $16 各第ｎ桁.値を出力します。 
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$concat($1$2$3...) $1から$16 の出力値の内、部分一致する部分を纏めて出力します。 

例えば、１日３回$concat($6$7$8) の場合、１日３回朝食後昼食

後夕食後 → １日３回朝昼夕食後 となります。 

& 出力時に”と”に置き換えます。 

 

項目値定義 

第ｎ桁.値に出力する値のフォーマットを指定します。 

 

値 説明 

$1 .. $16 表定義を参照し、標準用法コードの指定桁目の値に該当する”用語”列の

値を出力します。 

$ref(第 n桁:定義表項目名

[, 第 n桁:定義表項目名]) 

 

標準用法コードの第ｎ桁の値を、該当桁が参照する表の定義表項目名に

設定し、フィルタします。 

例えば、”1050120000000000”の標準用法コードの場合、表８_頓用イ

ベントコード表を参照する場合、120=頭痛時を出力するには、 

第5桁目の値に”$ref(第6桁: 表６．２_イベント区分,$ref(第7桁: 

表７_イベント附帯条件区分)” 

の定義を行います。 

 

表定義一覧 

表１_基本用法区分 

表２_用法詳細区分 

表３_タイミング指定区分 

表４_イベント前後タイミング区分 

表５_時刻指定文字コード 

表６_イベント区分 

表７_イベント附帯条件区分 

表８_頓用イベントコード表 

表９_頓用時の時間間隔コード表 

表１０_頓用時の上限回数コード表 

表１１_外用回数指定コード表 

表１２_外用時間間隔指定コード表 

表１３_外用部位コード表 

表１４_時間的要素・機器区分コード表 

表１５_実施環境・施行者区分コード表 

表１６_補足用法区分コード表 

表１７_日数指定文字コード表 

表１８_服用指定コード表 
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表１９_期間指定コード表 

表２０_不均等用コード表  

表２１_一日服用回数  

表２２_一日服用回数_時間間隔  

 

表２０_不均等用コード表、表２１_一日服用回数、表２２_一日服用回数_時間間隔については『処

方オーダリングシステム用標準用法「服用回数、服用のタイミングに関する標準用法マスタ」』では定義されてい

ないが、プログラムを実装する上で表定義を行う方が適した状態になるため、別途定義した。 

表２０_不均等用コード表については、補足用法コードとしての定義が可能であった場合に必要になる定義

であったため、最終的に未使用となった。 

 

 

７．動作環境  

 

OS Windows 7 / Windows 8.1 / Windows10 

ミドルウェア .NET Framework 4.5.2 

 

－Microsoft、Windows、Windows 7、Windows 8.1、Windows 10 は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその

他の国における登録商標です。－ 

 

以上 
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付録 

 

◇処方箋 CDA サンプル 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<EPD> 

  <id extension="1234567890" root="1.2.392.200250.3.3.4"/> 

  <Prescription> 

    <ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:voc="urn:hl7-org:v3/voc" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../CDASchemas/cda/Schemas/CDA.xsd"> 

      <!-- 

******************************************************** 

  CDA Header 

******************************************************** 

--> 

      <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/> 

      <id nullFlavor="NI"/> 

      <!--文書区分コード--> 

      <code code="01" codeSystem="1.2.392.200250.2.1.2.1"/> 

      <title>処方指示情報提供書</title> 

      <!--発行日--> 

      <effectiveTime value="20160217"/> 

      <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/> 

      <!--処方せん番号--> 

      <setId extension="1234567890" root="1.2.392.200250.3.3.4"/> 

      <!--版数--> 

      <versionNumber value="1"/> 

      <!--患者情報--> 

      <recordTarget> 

        <patientRole> 

          <!--患者 ID--> 

          <id extension="1" root="1.2.392.200250.3.3.1.12717777777"/> 

          <patient> 

            <name use="IDE">テスト 一郎</name> 

            <name use="SYL">テスト イチロウ</name> 

            <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/> 

            <birthTime value="19900101"/> 

          </patient> 

        </patientRole> 

      </recordTarget> 

      <author> 

        <!--処方箋作成日(交付日)--> 

        <time value="20160217"/> 

        <assignedAuthor> 

          <!--利用者 ID--> 

          <id extension="3" root="1.2.392.200250.3.3.2.12717777777"/> 

          <!--署名者識別子--> 

          <id extension="CN=JAPAN TELECOM CA,O=JAPAN TELECOM CO. LTD.,C=JP;01234a" 

root="1.2.392.200250.3.3.2"/> 

          <assignedPerson> 
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            <!--処方医師氏名--> 

            <name use="IDE">医師 Ａ</name> 

            <name use="SYL">イシ エー</name> 

          </assignedPerson> 

          <representedOrganization> 

            <!--処方医師所属診療科番号--> 

            <id extension="01" root="1.2.392.200250.3.2.1"/> 

            <!--処方医師所属診療科名称--> 

            <name use="IDE">内科</name> 

            <asOrganizationPartOf> 

              <wholeOrganization> 

                <!--医療機関番号--> 

                <id extension="2717777777" root="1.2.392.200250.2.2.1"/> 

                <!--医療機関名称--> 

                <name>ダミー医療機関</name> 

                <!--電話番号--> 

                <telecom value="tel:06-0000-0000"/> 

                <!--FAX番号--> 

                <telecom value="fax:06-0000-0000"/> 

                <!--医療機関郵便番号・住所--> 

                <addr> 

                  <postalCode>532-0003</postalCode> 

                  <streetAddressLine>大阪府大阪市淀川区宮原Ｘ丁目Ｘ‐ＸＸ</streetAddressLine> 

                </addr> 

              </wholeOrganization> 

            </asOrganizationPartOf> 

          </representedOrganization> 

        </assignedAuthor> 

      </author> 

      <!--custodianは、未使用とする--> 

      <custodian> 

        <assignedCustodian> 

          <representedCustodianOrganization> 

            <id nullFlavor="NI"/> 

          </representedCustodianOrganization> 

        </assignedCustodian> 

      </custodian> 

      <!--処方オーダ情報--> 

      <inFulfillmentOf> 

        <!--処方せん ID、オーダー番号 --> 

        <order> 

          <!--処方せん ID--> 

          <!--1.2.392.200250.3.3.4 と同値--> 

          <id extension="1234567890" root="1.2.392.200250.3.3.3"/> 

          <!--医療機関内オーダー番号--> 

          <id extension="1_20160217_1_3_1_000_1" root="1.2.392.200250.3.3.3.12717777777"/> 

        </order> 

      </inFulfillmentOf> 

      <!--処方指示情報--> 

      <documentationOf> 

        <serviceEvent> 
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          <!--実施区分--> 

          <code code="01" codeSystem="1.2.392.200250.2.2.11" displayName="処方指示情報"/> 

          <!--処方せん有効期限--> 

          <effectiveTime xsi:type="IVL_TS"> 

            <low value="20160217"/> 

            <high value="20160220"/> 

          </effectiveTime> 

          <!--処方箋発行者--> 

          <performer typeCode="PRF"> 

            <assignedEntity> 

              <!--予約項目--> 

              <id nullFlavor="NI"/> 

              <!--処方箋発行医療機関--> 

              <representedOrganization> 

                <!--医療機関番号--> 

                <id extension="2717777777" root="1.2.392.200250.2.2.1"/> 

                <!--医療機関名称--> 

                <name>ダミー医療機関</name> 

              </representedOrganization> 

            </assignedEntity> 

          </performer> 

        </serviceEvent> 

      </documentationOf> 

      <!-- 

******************************************************** 

  CDA Body 

******************************************************** 

--> 

      <component> 

        <structuredBody> 

          <!--処方指示情報--> 

          <component> 

            <section> 

              <!--セクション区分--> 

              <code code="01" codeSystem="1.2.392.200250.2.1.2.2" displayName="処方指示情報"/> 

              <title>処方指示情報</title> 

              <text> 

                <list> 

                  <item>パセトシンカプセル１２５ １２５ｍｇ；6 カプセル；分３ 毎食後；5日分</item> 

                  <item>【般】レボフロキサシン錠５００ｍｇ；2錠；分１ 夕食後；5日分</item> 

                  <item>アセトアミノフェン錠２００ｍｇ；2錠；発熱時；5回分</item> 

                </list> 

              </text> 

              <!--1 つめの Rx の記述--> 

              <!--内服均等処方--> 

              <entry> 

                <!--用法の記述--> 

                <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="RQO"> 

                  <!--ＲＰ番号--> 

                  <id extension="1" root="1.2.392.200250.2.3.1"/> 

                  <!-- 剤型情報 --> 
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                  <code code="101" codeSystem="1.2.392.200250.3.2.2" displayName="剤型区分"/> 

                  <value codeSystem="1.2.392.200250.2.2.17" code="1" xsi:type="CE" displayName="内服"/> 

                  <!--医科用法--> 

                  <effectiveTime xsi:type="IVL_TS"> 

                    <low value="20160217"/> 

                    <high value="20160221"/> 

                  </effectiveTime> 

                  <effectiveTime operator="A" xsi:type="EIVL_TS"> 

                    <event code="1013044400000000" codeSystem="1.2.392.200250.2.2.20" displayName="１日３

回朝昼夕食後"/> 

                  </effectiveTime> 

                  <!--一回量--> 

                  <doseQuantity value="2" unit="{CAP}"/> 

                  <!--一日量--> 

                  <doseCheckQuantity> 

                    <numerator xsi:type="PQ" value="6" unit="{CAP}"/> 

                    <denominator xsi:type="PQ" value="1" unit="d"/> 

                  </doseCheckQuantity> 

                  <!--薬剤情報--> 

                  <consumable> 

                    <manufacturedProduct> 

                      <manufacturedLabeledDrug> 

                        <code code="6131001M1070" codeSystem="1.2.392.200250.2.2.7" displayName="パセトシンカ

プセル１２５ １２５ｍｇ"/> 

                      </manufacturedLabeledDrug> 

                    </manufacturedProduct> 

                  </consumable> 

                  <!--投与総数：日数指示できない場合--> 

                  <entryRelationship typeCode='REFR' inversionInd='false'> 

                    <supply classCode="SPLY" moodCode="INT"> 

                      <quantity value="30" unit="{CAP}"/> 

                      <expectedUseTime xsi:type="IVL_TS"> 

                        <width xsi:type="PQ" value="5" unit="d"/> 

                      </expectedUseTime> 

                    </supply> 

                  </entryRelationship> 

                </substanceAdministration> 

              </entry> 

              <!--内服均等一般名処方--> 

              <entry> 

                <!--用法の記述--> 

                <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="RQO"> 

                  <!--ＲＰ番号--> 

                  <id extension="2" root="1.2.392.200250.2.3.1"/> 

                  <!-- 剤型情報 --> 

                  <code code="101" codeSystem="1.2.392.200250.3.2.2" displayName="剤型区分"/> 

                  <value codeSystem="1.2.392.200250.2.2.17" code="1" xsi:type="CE" displayName="内服"/> 

                  <!--医科用法--> 

                  <effectiveTime xsi:type="IVL_TS"> 

                    <low value="20160217"/> 

                    <high value="20160221"/> 
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                  </effectiveTime> 

                  <effectiveTime operator="A" xsi:type="EIVL_TS"> 

                    <event code="1011040000000000" codeSystem="1.2.392.200250.2.2.20" displayName="１日１

回夕食後"/> 

                  </effectiveTime> 

                  <!--一回量--> 

                  <doseQuantity value="2" unit="{TAB}"/> 

                  <!--一日量--> 

                  <doseCheckQuantity> 

                    <numerator xsi:type="PQ" value="2" unit="{TAB}"/> 

                    <denominator xsi:type="PQ" value="1" unit="d"/> 

                  </doseCheckQuantity> 

                  <!--薬剤情報--> 

                  <consumable> 

                    <manufacturedProduct> 

                      <manufacturedLabeledDrug> 

                        <code code="6241013F3ZZZ" codeSystem="1.2.392.200250.2.2.22" displayName="【般】レボフ

ロキサシン錠５００ｍｇ"/> 

                      </manufacturedLabeledDrug> 

                    </manufacturedProduct> 

                  </consumable> 

                  <!--投与総数：日数指示できない場合--> 

                  <entryRelationship typeCode='REFR' inversionInd='false'> 

                    <supply classCode="SPLY" moodCode="INT"> 

                      <quantity value="10" unit="{TAB}"/> 

                      <expectedUseTime xsi:type="IVL_TS"> 

                        <width xsi:type="PQ" value="5" unit="d"/> 

                      </expectedUseTime> 

                    </supply> 

                  </entryRelationship> 

                </substanceAdministration> 

              </entry> 

              <!--頓服処方--> 

              <entry> 

                <!--用法の記述--> 

                <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="RQO"> 

                  <!--ＲＰ番号--> 

                  <id extension="3" root="1.2.392.200250.2.3.1"/> 

                  <!-- 剤型情報 --> 

                  <code code="101" codeSystem="1.2.392.200250.3.2.2" displayName="剤型区分"/> 

                  <value codeSystem="1.2.392.200250.2.2.17" code="2" xsi:type="CE" displayName="頓服"/> 

                  <!--医科用法--> 

                  <effectiveTime xsi:type="IVL_TS"> 

                    <low value="20160217"/> 

                    <high nullFlavor="NI"/> 

                  </effectiveTime> 

                  <effectiveTime operator="A" xsi:type="EIVL_TS"> 

                    <event code="1050712000000000" codeSystem="1.2.392.200250.2.2.20" displayName="発熱時

"/> 

                  </effectiveTime> 

                  <!--一回量--> 
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                  <doseQuantity value="2" unit="{TAB}"/> 

                  <!--一日量--> 

                  <!--薬剤情報--> 

                  <consumable> 

                    <manufacturedProduct> 

                      <manufacturedLabeledDrug> 

                        <code code="1141007F1080" codeSystem="1.2.392.200250.2.2.7" displayName="アセトアミノフ

ェン錠２００ｍｇ"/> 

                      </manufacturedLabeledDrug> 

                    </manufacturedProduct> 

                  </consumable> 

                  <!--投与総数：日数指示できない場合--> 

                  <entryRelationship typeCode='REFR' inversionInd='false'> 

                    <supply classCode="SPLY" moodCode="INT"> 

                      <quantity value="10" unit="{TAB}"/> 

                    </supply> 

                  </entryRelationship> 

                </substanceAdministration> 

              </entry> 

            </section> 

          </component> 

          <component> 

            <section> 

              <code code="11" codeSystem="1.2.392.200250.2.1.2.2" displayName="保険・公費情報"/> 

              <title>保険・公費情報</title> 

              <text> 

                <list> 

                  <item>保険者番号 77777777</item> 

                  <item>被保険者証記号 １</item> 

                  <item>被保険者証番号 １１</item> 

                </list> 

              </text> 

              <entry> 

                <act classCode="ACT" moodCode="EVN"> 

                  <code code="48768-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Payment Sources"/> 

                  <!-- レセプト種別 --> 

                  <entryRelationship typeCode="COMP"> 

                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

                      <code code="Receipt.Category.Name" codeSystem="1.2.392.200119.10.180030" 

codeSystemName="JMIX"/> 

                      <value xsi:type="CE" code="1112" codeSystem="1.2.392.200250.2.2.12" displayName="医科・

医保単独・本人・入院外"/> 

                    </observation> 

                  </entryRelationship> 

                  <!-- 保険者情報 --> 

                  <entryRelationship typeCode="COMP"> 

                    <act classCode="ACT" moodCode="EVN"> 

                      <code code="1" codeSystem="1.2.392.200250.2.2.13" displayName="医保"/> 

                      <performer typeCode="PRF"> 

                        <assignedEntity> 

                          <!--保険者番号--> 
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                          <id extension="77777777" root="1.2.392.200119.6.101"/> 

                        </assignedEntity> 

                      </performer> 

                      <participant typeCode="COV"> 

                        <participantRole> 

                          <!--被保険者証記号--> 

                          <id extension="１" root="1.2.392.200119.6.204"/> 

                          <!--被保険者証番号--> 

                          <id extension="１１" root="1.2.392.200119.6.205"/> 

                          <code code="1" codeSystem="1.2.392.200250.2.2.14" displayName="被保険者"/> 

                        </participantRole> 

                      </participant> 

                      <entryRelationship typeCode="REFR"> 

                        <observation classCode="OBS" moodCode="DEF"> 

                          <code code="1" codeSystem="1.2.392.200250.2.2.15" displayName="患者負担率"/> 

                          <value xsi:type="PQ" value="30" unit="%"/> 

                        </observation> 

                      </entryRelationship> 

                      <entryRelationship typeCode="REFR"> 

                        <observation classCode="OBS" moodCode="DEF"> 

                          <code code="2" codeSystem="1.2.392.200250.2.2.15" displayName="保険給付率"/> 

                          <value xsi:type="PQ" value="70" unit="%"/> 

                        </observation> 

                      </entryRelationship> 

                    </act> 

                  </entryRelationship> 

                </act> 

              </entry> 

            </section> 

          </component> 

        </structuredBody> 

      </component> 

    </ClinicalDocument> 

  </Prescription> 

</EPD> 

 

◇２次元処方箋サンプル 

 

JAHIS2 

1,1,7777777,27,ダミー医療機関 

2,532-0003,大阪府大阪市淀川区宮原Ｘ丁目Ｘ‐ＸＸ 

3,06-0000-0000 

4,2,01,内科 

5,,ｲｼ ｴｰ,医師 Ａ 

11,1,テスト 一郎,ﾃｽﾄ ｲﾁﾛｳ 

12,1 

13,19900101 

21,1 

22,77777777 

23,１,１１,1 
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24,30,70 

31,1112 

51,20160217 

52,20160220 

81,999,51,1234567890 

101,1,1,内服,5 

111,1,2,1013044400000000,１日３回朝昼夕食後,3 

201,1,1,1,4,6131001M1070,パセトシンカプセル１２５ １２５ｍｇ,6,1,C 

241,1,1,2,3 

101,2,1,内服,5 

111,2,2,1011040000000000,１日１回夕食後,1 

201,2,1,1,7,6241013F3ZZZ,【般】レボフロキサシン錠５００ｍｇ,2,1,錠 

241,2,1,2,1 

101,3,2,頓服,1 

111,3,2,1050712000000000,発熱時,2 

201,3,1,1,4,1141007F1080,アセトアミノフェン錠２００ｍｇ,10,1,錠 

241,3,1,2,1 
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１. 検証の目的 

 電子処方箋の実現に向け、処方箋の電子記録様式、メッセージ交換方式等の標準化の検討が平成26年度と

平成 27 年度の 2 ヵ年で進めている。 

 平成 26 年度では、実証実験での課題などを基に、処方箋の電子記録様式、服用法コードなどの拡張、整備が

行われた。また、アプリケーションによる処方情報の表記が可能であることが確認された。 

 平成 27 年度は、平成 26 年度に確認された処方箋の電子記録様式によって表記された処方情報を調剤薬局

で使用されている既存レセプトコンピュータへ取り込めるよう、ソフトウエアを試作し、拡張仕様の確認を行う。 
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２.  検証   

2-1. 検証内容 

 既存のレセプトコンピュータによる処方情報取り込みを可能にするため、処方箋の電子記録様式

（HL7CDAR2）から、『JAHIS 院外処方せん２次元シンボル記録条件規約 Ver1.1』（以下「CSV 規

格データ」という）に準拠する CSV フォーマットに変換したデータを既存の調剤システムへ取り込む。 

 取り込みデータの正当性を判断する材料として、取り込みデータの元となった処方箋と薬局で保存、保管義務

のある調剤録の紙面を比較することで実施する。 

 取り込みデータのパターンは、ＨＬ７ＣＤＡの構造、標準用法コードの表現種類の組み合わせにより複数用

意する。 

 検証には、パナソニック ヘルスケア株式会社（以下、ＰＨＣ）、株式会社ＥＭシステムズ（以下、ＥＭ）

の 2 社のレセプトコンピュータを使用することで、システムによる機能、表現差異を確認する。 

 

 

2-2. 検証項目 

 検証項目は、処方箋に印字される 21 種類の項目とレセプトコンピュータから印字される調剤録を比較する。 
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Ｎｏ データ項目 

1 患者情報 

  

  

  

患者者名 

2 フリガナ 

3 生年月日 

4 性別 

5 保険情報 

  

  

  

  

保険者番号 

6 記号 

7 番号 

8 公費負担者番号 

9 受給者番号 

10 医療機関情報 

  

  

  

  

  

医療機関名 

11 住所 

12 電話番号 

13 保険医師名 

14 都道府県番号 

15 医療機関コード 

16 処方箋情報 処方箋交付日 

17 処方内容 

  

  

  

  

医薬品名 

18 服用法 

19 用量 

20 服用期間 

21 服用指示 
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2-3. 検証パターン 

項目 処方内容概要  

パターン１ 内服・頓服 

主保険 

最も一般的なデータ表記 

パターン２ 内服・外用 

主保険・副保険 

最も一般的なデータ表記及び保険情報の組み合わ

せ、用法による部位指定 

パターン３ 不均等・漸減投与 

自費 

複雑なデータ表記による不均等指示 

パターン４ 曜日指定服用・交互服用 タイミング用法を利用したデータ表記 

 

2-4. 検証システム 

[電子カルテ] 

メーカー システム名 

株式会社ＥＭシステムズ ＭＲＮ 

 

[調剤システム] 

メーカー システム名 

パナソニック ヘルスケア株式会社 ＰｈａｒｎｅｓⅢ-ＭＸ 

株式会社ＥＭシステムズ ＲｅｃｅｐｔｙＮＥＸＴ 
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３．検証結果 

3-1. 検証結果まとめ 

 表 3-1 に示すように各パターン、各社とも処方箋の表記内容と異なる意味を持つデータでの取り込みを行っている

項目はなかった。完全に表示内容が一致しない項目もあったが、各システムにおけるマスタの表記名称の違い、また

は、一般名と薬剤の違いなど、データ取り込みによる問題ではなく、薬局の業務に即したデータ変換を行っている項

目となっている。 

 しかし、表 3-2 に示すように各社ともレセプトコンピュータへの取り込み時は、すべてのデータを解釈して取り込んで

いるのではなく、各レセプトコンピュータの機能にあわせて、オペレーターが操作または情報を入力する必要があった。 

 特に漸減投与、交互服用などの補助用法コードで表現される用法に関しては、ＣＳＶに変換した時点で、情報

がテキストとして表現されていることから、改めて情報を入力する必要があった。また、不均等に関しては、情報化さ

れているものの、各服用時点と各服用量の情報の紐付けが難しいことから、各社ともレセコンへの取り込みを行って

いないことも判明した。 

表 3-1 取り込み結果 

Ｎｏ データ項目 パターン 1 パターン２ パターン３ パターン４ 

ＰＨＣ ＥＭ ＰＨＣ ＥＭ ＰＨＣ ＥＭ ＰＨＣ ＥＭ 

1 患者情報 患者者名 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2 フリガナ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

3 生年月日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

4 性別 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

5 保険情報 保険者番号 ○ ○ ○ ○ - - ○ ○ 

6 記号 ○ ○ ○ ○ - - ○ ○ 

7 番号 ○ ○ ○ ○ - - ○ ○ 

8 公費負担者番号 - - ○ ○ - - ○ ○ 

9 受給者番号 - - ○ ○ - - ○ ○ 

10 医療機関情報 医療機関名 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

11 住所 - - - - - - - - 

12 電話番号 - - - - - - - - 

13 保険医師名 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

14 都道府県番号 - - - - - - - - 

15 医療機関コード ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

16 処方箋情報 処方箋交付日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

17 処方内容 医薬品名 ○※1 ○※1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

18 服用法 ○※1 ○※1 ○ ○※1 ○※1 ○※1 ○※1 ○※1 

19 用量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

20 服用期間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

21 服用指示 - - - - ○※2 ○※2 ○※2 ○※2 

※1:各レセプトコンピュータのマスタ表記名称の違いによる差異 

※2:各レセプトコンピュータの機能にあわせた情報再入力、表記による差異 
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表 3-2 手動データ登録内容 

Ｎｏ 項目 操作内容・理由 

１ 服用法 標準用法コードに対応していない為、取り込みデータとレセプトコン

ピュータの服用法マスタと服用名称一致によるマッチングを行ってい

ることから、初回、または複数マッチング候補がある場合に服用名称

を見て適当な服用法を選択する。 

２ 不均等 各レセプトコンピュータの機能あわせて、不均等の各服用時点にお

ける容量の情報を入力する。 

３ 漸減・漸増投与 保険点数計算に必要な情報として、各レセプトコンピュータの機能

あわせて、漸減投与の対象となるＲｐを指定する。 

４ 交互服用 保険点数計算に必要な情報として、各レセプトコンピュータの機能

あわせて、交互服用の情報を入力する。 
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3-2. 検証結果詳細 

 

3-2-1. パターン１ 

 

・一般名による処方から薬剤を特定したことによる差異 

処方箋： 

 

ＰＨＣ： 

 

Ｅ Ｍ： 

 

 

・各システムに登録されている服用名称による差異 

参考）標準用法：１日３回朝昼夕食後 

処方箋： 

 
ＰＨＣ： 

 
Ｅ Ｍ： 
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JAHIS2 

1,1,7777777,27,ダミー医療機関 

2,532-0003,大阪府大阪市淀川区宮原Ｘ丁目Ｘ‐ＸＸ 

3,06-0000-0000 

4,2,01,内科 

5,,ｲｼ ｴｰ,医師 Ａ 

11,1,テスト 一郎,ﾃｽﾄ ｲﾁﾛｳ 

12,1 

13,19900101 

21,1 

22,77777777 

23,１,１１,1 

24,30,70 

31,1112 

51,20160217 

52,20160220 

81,999,51,1234567890 

101,1,1,内服,5 

111,1,2,1013044400000000,１日３回朝昼夕食後,3 

201,1,1,1,4,6131001M1070,パセトシンカプセル１２５ １２５ｍｇ,6,1,C 

241,1,1,2,3 

101,2,1,内服,5 

111,2,2,1011040000000000,１日１回夕食後,1 

201,2,1,1,7,6241013F3ZZZ,【般】レボフロキサシン錠５００ｍｇ,2,1,錠 

241,2,1,2,1 

101,3,2,頓服,5 

111,3,2,1050712000000000,発熱時, 

201,3,1,1,4,1141007F1080,アセトアミノフェン錠２００ｍｇ,2,1,錠 

241,3,1,2,1 
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3-2-2. パターン２ 

 

・各システムに登録されている服用名称による差異 

参考）標準用法：１日１回貼付 

処方箋： 

 
ＰＨＣ： 

 
Ｅ Ｍ： 
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JAHIS2 

1,1,7777777,27,ダミー医療機関 

2,532-0003,大阪府大阪市淀川区宮原Ｘ丁目Ｘ‐ＸＸ 

3,06-0000-0000 

4,2,11,整形外科 

5,,ｲｼ ｴｰ,医師 Ａ 

11,2,テスト 二郎,ﾃｽﾄ ｼﾞﾛｳ 

12,1 

13,19350202 

14,1 

21,7 

22,39271234 

23,,２２２２２２２２,1 

24,10,90 

27,88274147,2222222 

31,1128 

51,20160217 

52,20160220 

81,999,51,1234567891 

101,1,1,内服,5 

111,1,2,1013044400000000,１日３回朝昼夕食後,3 

201,1,1,1,4,1149019F1560,ロキソニン錠６０ｍｇ,3,1,錠 

201,1,2,1,4,1179025F1026,デパス錠０．５ｍｇ,3,1,錠 

101,2,3,外用,1 

111,2,2,2A71000000000000,１日１回貼付,1 

201,2,1,1,4,2649729S2169,モーラステープ２０ｍｇ ７ｃｍ×１０ｃｍ,7,1,枚 

241,2,1,1,1 
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3-2-3. パターン３ 

 

・不均等情報の表現方法による差異 

参考）標準用法：１日３回朝昼夕食後 朝 2、昼 1、夕 1 

処方箋： 

 
ＰＨＣ： 

 
Ｅ Ｍ： 

 
 

 

・漸減情報の表現方法の違いによる差異 

参考）標準用法：１日２回朝夕食後 

処方箋： 

 
ＰＨＣ： 

 
Ｅ Ｍ： 
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JAHIS2 

1,1,7777777,27,ダミー医療機関 

2,532-0003,大阪府大阪市淀川区宮原Ｘ丁目Ｘ‐ＸＸ 

3,06-0000-0000 

4,2,01,内科 

5,,ｲｼ ｴｰ,医師 Ａ 

11,3,テスト 三枝,ﾃｽﾄ ﾐﾂｴ 

12,2 

13,19600303 

21,6 

22, 

23,,,1 

51,20160217 

52,20160220 

81,999,51,1234567892 

101,1,1,内服,3 

111,1,2,1013044400000000,１日３回朝昼夕食後,1 

201,1,1,1,4,2456001F1310,プレドニン錠５ｍｇ,4,1,錠 

221,1,1,2,1,1,, 

281,1,1,1,,不均等指示：2-1-1 

101,2,1,内服,3 

111,2,2,1012040400000000,１日２回朝夕食後,2 

181,2,1,1,朝夕食後（RP①後服用） 

201,2,1,1,4,2456001F1310,プレドニン錠５ｍｇ,2,1,錠 

241,2,1,1,2 

101,3,1,内服,3 

111,3,2,1011000400000000,１日１回朝食後,1 

181,3,1,1,朝食後（RP②後服用） 

201,3,1,1,4,2456001F1310,プレドニン錠５ｍｇ,1,1,錠 

241,3,1,1,1 
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3-2-4. パターン４  

 

・漸減情報の表現方法の違いによる差異 

参考）標準用法：１日２回朝夕食後 

処方箋： 

 
ＰＨＣ： 

 
Ｅ Ｍ： 
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JAHIS2 

1,1,7777777,27,ダミー医療機関 

2,532-0003,大阪府大阪市淀川区宮原Ｘ丁目Ｘ‐ＸＸ 

3,06-0000-0000 

4,2,35,リウマチ科 

5,,ｲｼ ﾋﾞｰ,医師 Ｂ 

11,4,テスト 四郎,ﾃｽﾄ ｼﾛｳ 

12,1 

13,19560404 

21,2 

22,274142 

23,４,４４,1 

24,30,70 

31,1112 

51,20160217 

52,20160220 

81,999,51,1234567893 

101,1,1,内服,4 

111,1,2,1012040400000000,１日２回朝夕食後,2 

181,1,1,3,日曜に服用 

201,1,1,1,4,3999016M1021,リウマトレックスカプセル２ｍｇ,2,1,C 

241,1,1,1,2 

101,2,1,内服,4 

111,2,2,1011000400000000,１日１回朝食後,1 

181,2,1,3,月曜に服用 

201,2,1,1,4,3999016M1021,リウマトレックスカプセル２ｍｇ,1,1,C 

241,2,1,1,1 
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厚生労働科学研究費「電子化した処方箋の標準化様式の整備と運用に

関する研究」における調剤レセコン連携に関する開発 
 

処方箋の電子記録様式（HL7CDAR2）から『JAHIS 院外

処方せん２次元シンボル記録条件規約 Ver1.1』への 

フォーマット変換仕様及び課題 
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１. 概要 

厚生労働科学研究費 「電子化した処方箋の標準化様式の整備と運用に関する研究」 調剤レセコン連携に関

する開発で、平成 26 年度に確認された処方箋の電子記録様式によって記述された処方情報を調剤薬局で使用

されている既存レセプトコンピュータへ取り込めるように電子処方箋データの変換を行うソフトウエアの開発を行う。 

 

厳密には既存のレセプトコンピュータによる処方情報取り込みを可能にするため、処方箋の電子記録様式

（HL7CDAR2）から、多くのレセプトコンピュータが対応している『JAHIS 院外処方せん２次元シンボル記録条

件規約 Ver1.1』へフォーマットを変換するアプリケーションの開発を行う。 

 

２. 機能要件   

 以下の機能を実装する。 

• 処方箋の電子記録様式（HL7CDAR2）から『JAHIS 院外処方せん２次元シンボル記録条件規約 

Ver1.1』へ変換する機能  

• 『処方オーダリングシステム用標準用法「服用回数、服用のタイミングに関する標準用法マスタ」』で定義さ

れている用法コードを解析し、用法名称を生成する機能  

• 対象となる処方箋情報ファイル（HL7CDAR2）を指定する機能（GUI による指定）  

• 『JAHIS 院外処方せん２次元シンボル記録条件規約 Ver1.1』へ変換したファイルを指定したフォルダに

保存する機能（GUI による指定） 

• 処方オーダリングシステム用標準用法「服用回数、服用のタイミングに関する標準用法マスタ」 で定義され

ている表定義情報を参照/変更/保存する機能 
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３.  処方箋の電子記録様式（HL7CDAR2）表記での対応 

 『処方・注射オーダ標準用法規格 2016.1 版』で新たに定義された内容及び 2 次元シンボルへの変換時におけ

る課題を踏まえ、処方箋の電子記録様式（HL7CDAR2）（2015.11.30 時点版）での表記を新たに検討し

た。 

3-1. 標準用法の処方箋の電子記録様式での記述 

 

3-1-1. 補足用法コード定義 

 補足用法コードに対応する OID が定義されてない為、本件では、『1.2.392.200250.2.2.22』と定義した。 

例）1 日おきに服用 

 

 

 

3-1-2. 隔日・交互服用等服用日数と服用期間が異なる場合の記述 

 処方箋に記載されている服用日数と実際の服用期間が異なる場合、従来の処方箋の電子記録様式では、服

用日数と服用期間を同一要素で記述することを前提としていた。その為、『服用日数＝服用期間』として扱ってき

た。しかし、本来、服用期間と服用日数は、別の情報を示しており、それぞれ処方、調剤ともに重要な服薬に関す

る情報であることから、別要素で記述した。 

 従 来 か ら 使 用 し て い る <effectiveTime> タ グ で 、 服 用 期 間 を 記 述 し 、 新 た に 追 加 し た

<expectedUseTime>タグでは、服用日数を記述する。 

 

例）1 日 1 回夕食後 1 日おき 5 日分 

[従来] 『服用日数＝服用期間』 

 
[本件] 服用日数、服用期間を別記述 

・服用日数 
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・服用期間 

  
 

3-1-3. 不均等の記述 

 標準用法コードにおける不均等の情報は、補足用法コードを用いて表現することが定義されており、補足用法コ

ード内で服用量を記述する定義になっている。 

 その為、補足用法コードを用いた記述方法として下図の記述が考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  し か し 、 上 記 記 述 で は 、 『 <effectiveTime> 』 タ グ 内 に 服 用 量 を 記 述 す る こ と に な る 。 本 来 、

『<effectiveTime>』タグ内に服用タイミング以外の服用量の情報を表現するのは、妥当ではない。 

 また、『<effectiveTime>』タグは、CodeSystem で指定されるマスタ化された Code を用いて記述する必要が

ある。しかし、標準用法コードにおける不均等のコードは、用量がコード内に含まれるため、マスタ化されているとは言

えず、文法的な側面からも妥当ではないと考えられる。 

 そこで、不均等の記述方法として、服用時点ごとに<substanceAdministration>タグを作成し、服用順序番

号を付与して、服用時点における情報を記述する。しかし、服用法に関しては、一度服用時点ごとに分けた服用

法を 1 日全体の服用法に復元することは、システム上困難なことから、服用時点ごとに分けた服用法を記載するの

ではなく、該当薬剤における 1 日全体の服用法を記述することとする。 

 また、システム上、不均等記述であることを判別するために、複数にまたがる剤の記述を、同じRp番号を使用する

ことでグループ化し、服用順序で服用時点の順番を表現することでシステム上での不均等であることを判断可能な

記述とした。 
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3-1-4.漸減・漸増投与の記述 

 漸減・漸増による処方は、服用開始日が異なる Rp を表現することで実現できる。その為、漸減・漸増処方である

情報を定義するのではなく、各 Rp で指定する服用開始日をずらすことで表現した。 

例）Rp①5 日服用後、Rp②5 日服用 

←服用順序の 1番目を表す。左図の例は、朝

昼夜食後の朝食後を示している 

■下記例は、朝昼夕食後不均等の服用順序の 1 番目である朝食後を表現している。下記と同様の表記を服用順序 2 番目昼

食後、服用順序 3 番目夕食後を記載することで不均等を表現する。 

←朝食後のみの情報を記載する 

↑朝食後のみの情報を記載するのでは

なく、該当薬剤の服用法を記載する 

←朝食後のみの情報を記載する 

←同一の Rp番号を指定する 
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Rp①： 

 

 

 

 

 

Rp②： 

 

 

 

 

 

 

 

3-1-5. 部位記述 

 標準用法コードでの外用用法における部位コードの指定は、「部位情報を 16 桁用法コードに加えて付加すること

ができる。」「部位情報は 16 桁用法コードに含めるのではなく、これとは別に部位コードを列挙する方法により指定

する。その方法については実装にゆだねている。」と定義されている。 

 そこで、一般的に服用法の一部として、部位の情報が指定されることが多いが、<effective>タグは、服用タイミ

ングを記述するタグであることから、別のタグに部位の情報を記述することとした。なお、部位コードは、標準用法コー

ドの表１３を使用した。 

例）膝 

 

 

 

 

3-1-6. 1 日の最大服用量記述 

 薬剤の中には、1 日の最大服用量が定められている薬剤がある。頓服の『疼痛時』のような服用指示がされている

場合、1 回量を表現しただけでは、1 日の最大服用量を超えて服用される恐れがある。 

 また、外用用法では、「1 日１～２枚」のように幅を持たせた回数指定が可能になっており、一日量と一日の最大

量が異なる服用指示が出される場合がある。 

 そこで、1 日の最大容量の記述のタグを追加することで 1 日における最大の服用量や服用量に幅がある服用指

示に対して記述を定義した。 

 しかし、課題として、標準用法で記述可能な定義である「おおよそ○回程度」「数回」などの曖昧な記述に関して

対応できないことがあげられる。 
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例）1 日１～２枚貼付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1-7. 服用条件 

 標準用法の頓用は、各イベントの他に「特定の条件下での任意指示」「特定の条件下での使用必須」を表す付

帯条件区分が定義されている。 

 付帯条件区分の中で、指定数値を定義することが出来るが、「指定数値は使用する単位と必ずペアで、本コード

とは別に記述する。その記述方法は各システムに委ねる。」とあるため、記述仕様に関して、検討した。 

 服用条件は、服用法とは別に記述し、<precondition>タグ、<criterion>タグで記述することにした。 

 ただし、数字、単位の情報は、別に独立した情報として記述することが出来ない為、<text>タグで記述することと

した。 

 また、<value>タグ内にある<code>は、『表８ 頓用イベントコード表』における 3 ケタのコードを用いることで頓

用のイベントを特定できるようにした。 

 

例）発熱時（38 度以上） 
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4. 処方箋の電子記録様式（HL7CDAR2）から『JAHIS 院外処方せん２次

元シンボル記録条件規約 Ver1.1』への変換における課題 

 

4-1.『JAHIS 院外処方せん２次元シンボル記録条件規約 Ver1.1』への変換仕様 

 変換過程で情報が欠落しないことを前提に変換した場合、現在の 2 次元シンボルの定義では、表現できない箇

所に関して、記載する。 

No 項目 対応内容 改善提案 

1 処方箋番号 備考レコードの備考種別を暫定的に「51」を

処方箋番号に設定する。 

例）81,999,51,1234567890 

処方箋番号を記述するためのレ

コード、または、特定するための種

別コードを新たに設定する必要が

ある 

2 用法コード種別 標準用法コードを暫定的に「2」に設定する 標準用法コード用種別コードを

新たに設定する必要がある 

3 用法コード 現状 13 桁だが、16 桁で出力する。16 桁で

出力した場合でも、本件の検証対象となって

いる調剤システムへの取込に影響がないことを

確認した。 

用法コードの最大サイズを 16 桁

以上に設定する必要がある 

4 用法名称 標準用法コードの組み合わせで最大のバイト

数が 60Byte であると想定されるため、問題

がないことを確認した。 

例） 

1038QRSTUVWX0000 

１日８回１６時、１７時、１８時、１９

時、２０時、２１時、２２時、２３時 

- 

5 用法補足コード情報

の出力先 

用法補足コードから生成した用法名称は、用

法補足レコードに出力する。 

例） 

W1000000 

181,1,1,3,日曜に服用 

用法補足コードの情報が欠落す

る為、用法補足コード項目及び

種別の追加 

6 不均等投与情報の

出力先 

不均等投与の変換先として、221 不均等レ

コード及び 281 薬品補足レコードへの出力を

行う。 

例） 

221,1,1,2,1,1,, 

281,1,1,1,,不均等指示：2-1-1 

281 薬品補足レコードの薬品補

足区分に「不均等」の区分追加 

用法補足コードの情報が欠落す

る為、用法補足コード項目及び

種別の追加 
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5. 調剤システム取り込みに関する課題 

 本事業では、新たに定義した処方箋の電子記録様式（HL7CDAR2）データを『JAHIS 院外処方せん２次

元シンボル記録条件規約 Ver1.1』に変換し、調剤システムに取り込む検証を行った。 

 将来的に調剤システムが標準用法等に対応した場合、この限りではないが、現時点での課題として、下記を記述

する。  

No 項目 概要 詳細 

1 標準用法コードから

生成する用法名称 

標準用法コードから生成される服用名称は、

『1 日３回 朝昼夕食後』となる。 

一方、調剤システムでは、「分３毎食後」と

表記されていることが一般的である。 

また、これまで標準化された服用コードを採用

していない調剤システムでは、服用名称一致

で取り込みを行っている。 

その為、調剤システムへの取り込み時に該当

用法無、または、外用用法『1 日○回××

×』のような汎用的な用法がマッチング対象と

して表示される。 

現時点で標準用法コードへ対応

が出来ていないシステムが殆どで

あり、用法名称の一致によるシス

テムへの取り込みを行っていること

から、標準用法対応の移行期に

は、発生する課題 

2 漸減投与 

 

処方箋の電子記録様式（HL7CDAR2）

上では、服用開始日を指定することで、漸減

漸増の服用指示を表現している。しかし、2

次元シンボル上で服用開始日を記述するレ

コードが存在しないことから、用法補足コメント

としてテキスト化された情報として連携されて

いる。 

その為、調剤システムでデータを取り込んだ場

合、どの Rp が漸減の対象であるかを判断す

ることが出来ない為、正しく保険点数計算が

できない。 

正しく、保険点数計算するためには、別途情

報を調剤システムに入力する必要がある。 

各 Rp ごとの服用開始日を指定

することで、処方箋としての情報

は、十分だと考えられる。 

しかし、調剤システムで明確に漸

減・漸増だと判断し、保険点数

計算を実現するためには、明確な

漸減投与のグループ情報が必要

となる。 

現在、複数の Rp にまたがる情報

を記述することが出来ないが、そ

もそも処方箋として必要な情報で

あるかの議論が必要だと考える。 

また、記述データとして定義した

場合、処方医が処方オーダー時

に入力する必要があるなど、運用

上の課題がある。 

3 交互服用 標準用法コードでは、日数間隔指定、曜日

指定、日付指定などスケジュール用法と呼ば

れる補足用法コードを利用して、用法を表現

することが出来る。 

しかし、2 次元シンボル上で交互情報を記述

調剤システムで明確に交互だと

判断し、保険点数計算を実現す

るためには、明確な交互服用のグ

ループ情報が必要となる。 

現在、複数の Rp にまたがる情報
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するレコードが存在しないことから用法補足コ

メントとしてテキスト化された情報として連携さ

れている。 

その為、調剤システムでデータを取り込んだ場

合、交互服用として処理するRpの有無、Rp

の組み合わせの判断をすることが出来ない

為、正しく保険点数計算ができない。 

正しく、保険点数計算するためには、別途情

報を調剤システムに入力する必要がある。 

を記述することが出来ないが、そ

もそも処方箋として必要な情報で

あるかの議論が必要だと考える。 

また、記述データとして定義した

場合、処方医が処方オーダー時

に入力する必要があるなど、運用

上の課題がある 

 

 

 

以上 
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