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◼ 改訂履歴 
版数 改訂箇所 改訂理由 改訂日 

1.0 新規発行 － － 
1.1 05 章/5-7 補足説明を追加  2020/11/26 
1.2 表紙～目次 サイトの利用環境を追加  2020/12/25 
 04 章/4-6 備考の説明欄に半角文字が全角に変換されることを記載   
 05 章/5-8 ステータス「変更確認前」「取消確認前」の説明に納品日の条

件を追加 
 

 05 章/5-13,5-15 画面に更新者・更新日時の欄を追加   
 05 章/5-14,5-16 項目説明に更新者・更新日時を追加   
 08 章/8-1 同一の製造番号が検索された際のメッセージを追加   
 08 章/8-3 納品日を過ぎた発注に対するメッセージを追加   
 01～07 章/該当画像  ヘッダー部のロゴを修正   
1.3 表紙～目次 災害対策用サイトを追加  2021/07/01 
1.4 表紙～目次 サイトの利用環境を更新  2022/01/26 
 04 章 セット発注、発注完了時の発注票出力、2 次元コード発注時

の流れについて追加  
 

 05 章 発注一覧の検索・出力画面、発注一覧の CSV ファイル仕様、
自動で承認される場合の仕様について追加  

 

 08 章 発注一覧検索時のエラーメッセージを追加   
1.5 04 章 発注登録、セット発注における製剤表示画像を差し替え  2022/03/23 
1.6 表紙～目次 サイトの利用環境を更新  2022/06/22 
1.7 表紙～目次 サイトの利用環境を更新  2023/03/22 
 01～07 章/該当画像  文字サイズ変更に伴うデザイン修正   
 02 章、04 章 備考欄定型文入力機能について説明を追加  
 04 章 セット発注のフローを変更。かんたん発注について説明を追加  
 05 章 発注一覧の日付自動入力機能について補足を追加   
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◼ 本書の表記 

・ 本書は、各システムの操作方法を記載しています。 

・ 本書では以下の記号を用いています。 
記 号 説 明 

［□□□□］ ボタン名称、タブ名称、キーボードのキーなどを表記する場合に用いています。 
「□□□□」 参照先、画面内の項目の選択肢を表記する場合に用いています。 

・ 画面の項目説明は、下例のように記載しています。 

＜例＞ 
項目名 項目ステータス 項目説明 

発注者 必須 発注者を入力します。 

発注番号 条件付き必須 
発注番号を入力します。 
「発注番号」、「発注日時」、「納品日時」のいずれかを入力必須とします。 

医療機関コード － 医療機関コードを表示します。 

納品場所  
納品場所を入力します。 
納品場所をあらかじめ登録しておくことで、発注登録中、配送指定画面にて

納品場所が自動で入力されます。 

 「項目ステータス」の意味は、以下のとおりです。 

「必須」 ・・・ 必ず値を入力します。 
「条件付き必須」 ・・・ 特定の条件では、必ず値を入力します。 
「 － 」 ・・・ 表示項目、又はボタンなどのように、直接、値を入力できない項目です。 
「   」 （空白） ・・・ 任意に値を入力します。 

 項目説明内で別途補足がある場合は、「※」を付けて後述の補足説明にて記載しています。 

・ フロー図では、以下の図形を用いています。 
図 図の説明 

  操作 

  説明章以外での操作（関連する前後の章） 

  帳票 

共通説明 

血液製剤発注システムの画面遷移は、操作説明書で説明しているボタンやリンクを使って操作してください。 

ブラウザの［戻る］［進む］では操作をしないでください。ブラウザの［戻る］［進む］を使用すると、操作を継続でき

なくなります。その場合は、ブラウザを終了し、血液製剤発注システムを再び起動してログイン画面から操作を

やりなおしてください。 
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◼ サイトの利用環境 

本システムは下記の環境での動作を確認しています。 
ブラウザ: Google Chrome 110, Safari 16, Edge 110 
 
◼ 災害対策用サイト 
大災害が発生した場合は、こちらの災害対策用サイトに切り替わることがあります。 
あらかじめ医療機関のネットワーク設定をお願いします。 
 
通常サイト URL      ： https://www.nisseki-ketsueki.jp 
災害対策用サイト URL： https://www.nisseki-ketsueki2.jp 
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1. ログイン、マイページ 

本システムにログインした後、メニューから業務を選択します。 

 

 

 

マイページ 
（1.2 参照） 

ユーザー情報メンテナンス 
（2 参照） 

パスワード再設定 
（3 参照） 

通常発注 
（4 参照） 

ログイン 
（1.1 参照） 

ログアウト 
（1.3 参照） 

発注情報検索・照会・変更・取消・出力 
（5 参照） 

赤血球抗原情報検索 
（6 参照） 

かんたん発注 
（4 参照） 

セット発注 
（4 参照） 
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1.1. ログイン 

処理概要 

ログイン画面で、医療機関ユーザーの認証を行います。ログインに成功した場合、本システムのマイページ

画面へ遷移します。 

操作 

① Web ブラウザから本システムの URL を指定すると、本システムのログイン画面が表示されます。利用規

約をご確認いただいたうえで、ユーザーID とパスワードを入力し、［規約に同意してログイン］ボタンをクリックします。 

 

項目説明 

項目名 項目 
ステータス 

項目説明 

ユーザーID 必須 
血液センターより連絡のあったユーザーIDを入力します。 
半角数字＋“-”(ハイフン)+半角数字にて入力 例)1234567-0001 

パスワード 必須 パスワードを入力します。 

ログイン状態を保持する。 － 
ログイン状態を保持する場合にチェックを入れます。 
チェックを入れてログインした場合、以後一定期間（7 日間）自動的にログイ
ンします。 

利用規約 － 利用規約を表示します。 

規約に同意してログイン － 
認証に成功するとログインします。 
パスワードの入力を 10回誤ると、アカウントがロックされます。管轄の血液
センターにお問い合わせください。 

パスワードの再設定 － パスワード再登録 URL送信画面（3.1 参照）へ遷移します。 
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1.2. マイページ 

処理概要 

ログイン後、最初に表示される画面です。この画面から発注登録や赤血球抗原検索などへ遷移できます。 

操作 

① マイページ画面が表示されます。処理を行うメニューをクリックして選択します。 

 

項目説明 

項目名 項目説明 
ユーザー情報 ログインしているユーザーの医療機関名・ユーザー名を表示します。 
メッセージ 未確認の発注変更やパスワード期限切れの警告メッセージを表示します。 
お知らせ サイト管理者が登録したお知らせ情報が表示されます。 
通常発注 発注登録画面（4.1 参照）へ遷移します。 
セット発注 セット発注画面（4.1.1 参照）へ遷移します。 
かんたん発注 かんたん発注画面（4.1.2 参照）へ遷移します。 
すべての発注をみる 発注一覧画面（5.1 参照）へ遷移します。 
検索する 赤血球抗原情報検索画面（6.1 参照）へ遷移します。 
ユーザー情報メンテナンス ユーザー情報メンテナンス画面（2.1 参照）へ遷移します。 
パスワード再設定 パスワード再登録 URL送信画面（3.1 参照）へ遷移します。 
操作マニュアル 操作マニュアルを表示します。 

 

ユーザー情報 

メッセージ 

お知らせ 

各種メニュー 
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1.2.1. ページヘッダ 

処理概要 

各画面の上部に表示されています。画面は問わず、ヘッダのリンクから発注登録や赤血球抗原検索などへ

遷移できます。 

ログイン状態ではない場合、ページヘッダは表示されません。 

操作 

① 各画面の上部に表示されます。処理を行うリンクをクリックして選択します。 

 

※タブレットレイアウトでは以下をクリックして選択します。 

 

② 血液製剤発注登録、お客様情報はカーソルを合わせると、それぞれのリンクが表示されます。 

   

   

※タブレットレイアウトでは以下のようにリンクが表示されます。 
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項目説明 

項目名 項目説明 
サイトロゴ マイページ画面（1.2 参照）へ遷移します。 
マイページ マイページ画面（1.2 参照）へ遷移します。 
血液製剤発注登録- 
通常発注 

発注登録画面（4.1 参照）へ遷移します。 

血液製剤発注登録- 
セット発注 

セット発注画面（4.1.1 参照）へ遷移します。 

血液製剤発注登録- 
かんたん発注 

かんたん発注画面（4.1.2 参照）へ遷移します。 

発注一覧 発注一覧画面（5.1 参照）へ遷移します。 
赤血球抗原情報検索 赤血球抗原情報検索画面（6.1 参照）へ遷移します。 
お客様情報- 
ユーザー情報メンテナンス 

ユーザー情報メンテナンス画面（2.1 参照）へ遷移します。 

お客様情報- 
パスワード再設定 

パスワード再登録 URL送信画面（3.1 参照）へ遷移します。 

ログインユーザー ログインしているユーザー名を表示します。 
ログアウト ログアウト画面（1.3 参照）へ遷移します。 

補足説明 

各画面でリンクをクリックすると、対象画面へ遷移することができます。 

ただし、操作の途中で別画面へ遷移した場合は、操作中のデータは本システムに反映されませんので、ご

注意ください。 
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1.3. ログアウト 

処理概要 

本システムからログアウトし、ログアウト画面へ遷移します。 

操作 

① ページヘッダにある［ログアウト］ボタンをクリックします。 

 

 

② ログアウト画面が表示されます。 

 
 

項目説明 

項目名 項目ステータス 項目説明 
トップページへ戻る － ログイン画面（1.1 参照）へ遷移します。 

 

補足説明 

画面は問わず、［ログアウト］ボタンをクリックすると、本システムからログアウトできます。 
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2. ユーザー情報メンテナンス 

ユーザー情報の編集を行います。 

氏名、納品場所、メールアドレス、よく使う製剤、備考欄定型文の編集を行うことができます。 

 

 

ユーザー情報メンテナンス 
（2.1 参照） 

マイページ 
（1.2 参照） 
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2.1. ユーザー情報メンテナンス 

処理概要 

医療機関ユーザー情報（氏名、納品場所、メールアドレス、製剤選択、備考欄定型文）の編集を行います。 

操作 

① マイページ画面の［ユーザー情報メンテナンス］をクリックします。 

ユーザー情報メンテナンス画面が表示されます。 

   

 

項目説明 

項目名 項目ステータス 項目説明 

氏名 必須 
姓名、合わせて全角 10文字以内で入力します。 
「姓」項目と「名」項目両方とも必須入力です。 

納品場所  
納品場所を全角 15文字以内で入力します。 
納品場所をあらかじめ登録しておくことで、発注登録中、配送指定画面にて

納品場所が自動で入力されます。 
メールアドレス 必須 メールアドレスを入力します。 

よく使う製剤を選択 － 
よく使う製剤を選択します。 
発注時に選択する製剤をフィルタすることができます。※1 

備考欄 定型文登録 － 
備考欄定型文を全角 30文字以内で入力します。 
備考欄定型文をあらかじめ登録しておくことで、発注予定一覧、かんたん発

注画面で定型文ボタン、定型文プルダウンが使用できます。※2 
更新する － 画面で入力した値にて、情報を更新します。 
前へ戻る － 遷移元の画面へ戻ります。 
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② ［更新する］ボタンをクリックすることで入力した情報で更新されます。 
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補足説明 

※1 

「よく使う製剤を選択」項目を利用することにより、発注時に選択する製剤をフィルタすることができます。 

手順は以下となります。 

１．製剤種別のいずれかのボタンをクリックすると製剤のリストが下に表示されます。 

２．チェックがついているものが良く使うものとして登録されている状態となり、 

  発注不要な製剤についてはチェックオフにすることで発注時に選択肢として非表示となります。 

  ※デフォルトはすべてチェックがついている状態です。（すべてが発注可能な状態） 

  ※［全選択/全解除］ボタンにて、表示されている製剤の全選択と全解除を行うことができます。 

以下、赤血球製剤を選択しているイメージ

 

※2 

「備考欄 定型文登録」項目を利用することにより、備考欄の入力について簡略化することができます。 

手順は以下となります。 

１．製剤種別のいずれかのボタンをクリックすると定型文入力欄が下に表示されます。 

２．定型文入力欄に使用する文言を入力して更新します。 

備考欄が存在する画面で対象文言が表示されたボタンを押下、 

あるいはプルダウンを選択することで備考欄に対象文言が追記されます。 

以下、赤血球製剤を選択しているイメージ 

 

1．製剤種別をクリック 

3．発注不要なもののチェックを外す 

2．紐づく製剤リストが開く 

1．製剤種別をクリック 

2．紐づく定型文入力欄が開く 

3．使用する文言を入力 
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3. パスワード再発行 

ユーザーのパスワードを再設定します。 

 

 

パスワード再登録 URL送信 
（3.1 参照） 

マイページ 
（1.2 参照） 

パスワード再発行 
（3.2 参照） 

ログイン 
（1.1 参照） 
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3.1. パスワード再登録 URL送信 

処理概要 

ユーザーのパスワードを再設定するための URLをメールにて送信します。 

操作 

① マイページ画面の［パスワード再設定］をクリックします。 

パスワード再登録 URL送信画面が表示されます。 

 

項目説明 

項目名 項目ステータス 項目説明 
メール 必須 メールアドレスを入力します。 

ユーザーID 必須 
血液センターより連絡のあったユーザーIDを入力します。 
半角数字＋“-”(ハイフン)+半角数字にて入力 例)1234567-0001 

送信する － 

メールアドレスと、ユーザーIDのチェックを行います。 
組み合わせが合致する場合のみ実際にパスワード再登録メールを送信しま

す。 
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② メールアドレスとユーザーID を入力し［送信する］ボタンをクリックします。 

メール送信完了メッセージが表示され、入力したアドレスへパスワード再発行画面へのURLが記載された

パスワード再登録メールが送信されます。 

 

 

   以下、パスワード再登録メールイメージ 

 

補足説明 

・完了メッセージは、メールアドレスとユーザーIDの入力に誤りがあっても表示されます。 

・メールアドレスやユーザーIDを忘れた場合またはメールが届かない場合は、管轄の血液センターまでご連
絡ください。 
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3.2. パスワード再発行 

① メールに記載されたパスワード再登録 URLにアクセスします。 

パスワード再発行画面が表示されます。 

 

 

 

 

項目説明 

項目名 項目ステータス 項目説明 

新しいパスワード 必須 
新しいパスワードを半角英数字 6文字以上で入力します。 
パスワードは半角の英字と数字を組み合わせてください。 

新しいパスワード確認 必須 新しいパスワード確認を半角英数字 6文字以上で入力します。 
登録する － 新しいパスワードを登録します。 

トップページへ戻る － 
マイページ画面（1.2 参照）へ遷移します。未ログインの場合は、ログイン

画面（1.1 参照）へ遷移します。 

 

補足説明 

パスワード再登録 URLの有効期限は、24時間です。24時間を超え該当 URLにアクセスした場合は無効
となりますので改めてパスワード再登録 URL送信画面より、メールを送信してやりなおしてください。 
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② 新しいパスワードと新しいパスワード確認を入力し［登録する］ボタンをクリックします。 

更新完了メッセージが表示されます。 
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 発注 

血液製剤の発注情報を登録します。 

 

 

備考・抗原陰性等入力 
（4.2 参照） 

配送指定 
（4.3 参照） 

発注内容確認 
（4.4 参照） 

発注完了 
（4.5 参照） 

発注登録 
（4.1 参照） 

発注一覧 
（5 参照） 

セット発注 
（4.1.1 参照） 

発注票 
（5.5 参照） 

かんたん発注 
（4.1.2 参照） 
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4.1. 発注登録 

処理概要 

発注対象の製剤種別、製剤名称、血液型を選択、本数を入力します。 

操作 

 マイページ画面の［通常発注］をクリックします。 

発注登録画面が表示されます。 

    

項目説明 

項目名 項目ステータス 項目説明 
No － 明細 No を表示します。 
製剤種別 必須 製剤種別を選択します。 
製剤名称 必須 製剤名称を選択します。 

全製剤の表示 － 
全製剤を表示するかをチェックします。 
チェックがある場合、ユーザー情報メンテナンスの状態に関わらず、全ての

製剤を表示します。※1 
血液型 必須 血液型を選択します。選択時は血液型に対応する背景色を表示します。 
本数 必須 本数を 1-9999の範囲で半角で入力します。 
次へ － 備考・抗原陰性等入力画面（4.2 参照）へ遷移します。 
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 製剤種別、製剤名称、血液型を選択、本数を入力し［次へ］をクリックします。 

 

補足説明 

・本システムは、製剤種別の種類に問わず、一度に発注を依頼することができます。 

・製剤種別を選択することで、選択した製剤種別に関する製剤名称をプルダウンから選択することができま

す。また、製剤名称を選択することで、選択した製剤名称に関する血液型をプルダウンから選択することが

できます。 

・製剤種別が選択された状態で、製剤名称、血液型のいずれかが選択されていない場合は、エラーとなりま

す。 
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※1 

・全製剤の表示チェックボックスについて、チェックがついている場合は、すべての製剤を表示します。 

 

チェックがついていない場合は、よく使う製剤にて選択されている製剤が表示されます。

 

 よく使う製剤の選択は、ユーザー情報メンテナンス（2章参照）にて選択が可能です。 

 

※よく使う製剤の選択の初期値は、すべてチェック（全製剤の表示）が入っていますので、 

  初期値のまま利用する場合は、全製剤の表示のチェックはなしで問題ありません。 
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なお、よく使う製剤が１つもチェックが入っていない状態の場合、製剤種別選択時にエラーとなります。 

このまま発注を行う場合は[全製剤の表示]にチェックを入れ、オペレーションを実施してください。 

 

※2次元コードを使った発注をされる場合、以下の流れで操作をお願いします。 

1)  ブラウザを起動し血液製剤発注システムにログインする。 

2)  （タブレットの場合）カメラを起動しバーコードを読み取り、URLに遷移する。 

  （PCの場合）バーコードリーダーなどで読み取った結果をアドレスバーに入力し URLに遷移する。 

3) 発注内容確認画面に遷移する。（4.4 参照） 

4) 発注完了する。（4.5 参照。発注内容確認以前の画面には戻れません。） 
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4.1.1. セット発注 

処理概要 

発注対象の製剤種別、製剤名称を選択、本数を入力します。 

操作 

 マイページ画面の［セット発注］をクリックします。 

セット発注画面が表示されます。 

 

項目説明 

項目名 項目ステータス 項目説明 
No － 明細 No を表示します。 
製剤種別 必須 製剤種別を選択します。 
製剤名称 必須 製剤名称を選択します。 

全製剤の表示 － 
全製剤を表示するかをチェックします。 
チェックがある場合、ユーザー情報メンテナンスの状態に関わらず、全ての

製剤を表示します。※1 

血液型 必須 
血液型を選択します。選択時は血液型に対応する背景色を表示します。 
初期表示時は各製剤につき A+ O+ B+ AB+が選択されています。 

本数 必須 本数を 1-9999の範囲で半角で入力します。 
次へ － 備考・抗原陰性等入力画面（4.2 参照）へ遷移します。 
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 製剤種別、製剤名称、血液型を選択、本数を入力し［次へ］をクリックします。 

 

補足説明 

・本システムは、1製剤名称に対して、最大 4種類の血液型を一度に発注依頼することができます。 

・製剤種別を選択することで、選択した製剤種別に関する製剤名称をプルダウンから選択することができ

ます。 

・製剤種別が選択された状態で、製剤名称、血液型のいずれかが選択されていない場合は、エラーとなり

ます。 

・本数が空欄の血液型は次画面遷移時に削除されます。 
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※1 

・全製剤の表示チェックボックスについて、チェックがついている場合は、すべての製剤を表示します。 

 

チェックがついていない場合は、よく使う製剤にて選択されている製剤が表示されます。 

 

 よく使う製剤の選択は、ユーザー情報メンテナンス（2章参照）にて選択が可能です。 

 

※よく使う製剤の選択の初期値は、すべてチェック（全製剤の表示）が入っていますので、 
    初期値のまま利用する場合は、全製剤の表示のチェックはなしで問題ありません。 
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4.1.2. かんたん発注 

処理概要 

発注対象の製剤種別、製剤名称、配送便を選択、血液型・本数、納品場所、備考を入力します。 

操作 

① マイページの「かんたん発注」をクリックします。 
かんたん発注画面が表示されます。 

   

項目説明 

項目名 項目ステータス 項目説明 
製剤種別 必須 製剤種別を選択します。 
製剤名称 必須 製剤名称を選択します。 
血液型・本数 必須 発注対象の血液型の本数を 1-99の範囲で半角で入力します。※1 
納品日 必須 納品日を選択します。※2 

配送便 必須 
配送便を選択します。※3 
発注操作時刻が便の締め切り時間を過ぎている場合は、 
その便種が表示対象外となります。 

納品場所 － 
納品場所を全角 15文字以内で入力します。 
納品場所はユーザー情報メンテナンスで登録したものがデフォルトで入力さ

れています。実際に発注で使用する納品場所を入力してください。 
備考 － 血液センターへの連絡事項がある場合に、30文字以内で入力します。 
定型文ボタン － ボタンに記載された定型文を備考欄に追記します。※4 
発注内容確認へ － 発注内容確認(4.4参照)へ遷移します。※5 
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② 製剤種別、製剤名称、納品日、配送便を選択し、血液型・本数、納品場所、備考を入力し、「発注内

容確認へ」をクリックします。 

 

 

補足説明 

・本システムは、1製剤名称に対して、最大 4種類の血液型を一度に発注依頼することができます。 
・製剤種別を選択することで、選択した製剤種別に関する製剤名称を表示します。 
・照射製剤と未照射製剤を区別するため、照射製剤（上段）には背景色をつけています。 
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※1 
・本数が 0の血液型は発注対象になりません。 

・ 「＋」ボタンをクリックすることで対象の血液型の本数が 1増えます。 
「－」ボタンをクリックすることで対象の血液型の本数が 1減ります。 

・血液型の本数は直接入力することもできます。 
・本数が 0でなく空欄の場合、発注ができません。発注しない場合は本数が 0であることをご確認ください。 

 
 

※2 

・納品日の入力においてカレンダーのアイコンをクリックすることで、カレンダーから納品日の指定を行うこと

ができます。また×のアイコンをクリックすることで、入力をリセットします。 

 
 
※3 

・配送便に時間指定を選択した場合、時間の入力は必須となります。 

時間は 10分単位で入力することが可能です。 

 

 
※4 

  ・すでに備考が入力されている場合は全角スペースと押したボタンの定型文を追記します。 
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  ・定型文の追記により備考欄が 30文字を超えてしまう場合は、アラートダイアログが表示されます。 
   この場合でも 30文字までは追記処理が行われます。 

 

 

 
※5 

・必須項目を全て入力することで、「発注内容確認へ」ボタンが活性化します。 
・製剤名称を選択後に製剤種別を変更した場合、製剤名称が選択されたままの状態となります。 
 選択している製剤名称を確認したい場合は、選択した製剤名称に応じた製剤種別を再度選択してください。 

 

 非活性状態                 活性状態 
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4.2. 備考・抗原陰性等入力 

処理概要 

備考の入力、抗原陰性等選択を行います。 

操作 

 発注登録画面で［次へ］をクリックします。備考・抗原陰性入力画面が表示されます。 
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項目説明 

項目名 項目ステータス 項目説明 
全体備考 － 全ての明細に反映される備考を 30文字以内で入力します。※1 
定型文プルダウン － 全体備考欄に選択した定型文を追記します。※2 

一括反映 － 

全体備考に入力した値を反映させます。 
全体備考に値を入力し、［一括反映］をクリックすることで全明細に対して一

括で備考の入力を行えます。また個別の備考に値が入力されている場合

は、全体備考の値で内容が上書きされます。 
製剤名称 － 発注登録画面で入力した値が表示されます。 
抗原陰性等選択 － 抗原陰性等を選択します。 
備考 － 血液センターへの連絡事項がある場合に、30文字以内で入力します。 
定型文ボタン － ボタンに記載された定型文を備考欄に追記します。※3 

本数 必須 
本数を 1-9999の範囲で半角で入力します。 
発注登録画面で入力した値が初期値として入力されています。 

削除 － 明細を削除します。 
注文手続きへ － 配送指定画面（4.3 参照）へ遷移します。 
戻る － 発注登録画面（4.1 参照）へ戻ります。 

 

 抗原陰性等を選択する場合は、［抗原陰性等選択］をクリックします。 

製剤に対応する抗原陰性血液等画面が表示されます。 

抗原陰性等の選択が無い場合は、⑥のステップへ進んでください。 
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項目説明 

項目名 項目説明 表示製剤 
CMV CMVの項目を表示します。 赤血球製剤・血小板製剤・全血製剤 
血漿タンパク 血漿タンパクの項目を表示します。 血漿製剤・全血製剤 
抗原陰性血液 抗原陰性血液の項目を表示します。  

赤血球製剤・全血製剤 まれな血液型 まれな血液型の項目を表示します。 
その他 その他の項目を表示します。 
キャンセル 抗原陰性血液等画面を閉じます。 － 
選択完了 抗原陰性血液等の選択を完了します。 － 

 

補足説明 

抗原情報の選択の上限は 10個とし、上限以上設定するとエラーメッセージが表示されます。 
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 抗原情報を選択し、［選択完了］をクリックします。 

選択した抗原情報が画面に反映され、［抗原陰性等選択］のボタンがオレンジ色になります。 

 
 

 ［納品・配送指定へ］をクリックします。 
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補足説明 

  ※1 

・全体備考欄に値が残ったまま［注文手続きへ］ボタンをクリックした場合、注意喚起のアラートダイアログが

表示されます OKをクリックした場合のみ次画面へ遷移します。 

   
 
※2 

  ・すでに全体備考が入力されている場合は全角スペースとプルダウンから選択した定型文を追記します。 

 
  ・定型文の追記により備考欄が 30文字を超えてしまう場合は、アラートダイアログが表示されます。 
   この場合でも 30文字までは追記処理が行われます。 

 

 
 
※3 

  ・すでに備考が入力されている場合は全角スペースと押したボタンの定型文を追記します。 

 
  ・定型文の追記により備考欄が 30文字を超えてしまう場合は、アラートダイアログが表示されます。 
   この場合でも 30文字までは追記処理が行われます。 
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4.3. 配送指定 

処理概要 

納品日、配送便等を入力します。 

操作 

 備考・抗原陰性等入力画面で［納品・配送指定へ］をクリックします。 

配送指定画面が表示されます。 
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項目説明 

項目名 項目ステータス 項目説明 
医療機関 － ユーザーの医療機関を表示します。 
発注者 － ユーザーの姓名を表示します。 
納品日 必須 納品日を選択します。※1 

配送便 必須 
配送便を選択します。※2 
発注操作時刻が便の締め時間を過ぎている場合は、その便種は表示対象

外となります。 

納品場所 － 
納品場所を全角 15文字以内で入力します。 
納品場所はユーザー情報メンテナンスで登録したものがデフォルトで入力さ

れています。実際に発注で使用する納品場所を入力してください。 

発注予定一覧 － 発注予定の一覧（製剤名称、血液型、本数）を表示します。 

前へ戻る － 備考・抗原陰性入力画面（4.2 参照）へ戻ります。 
発注内容確認へ － 発注内容確認画面（4.4 参照）へ遷移します。 

 

補足説明 

  ※1 

・納品日の入力においてカレンダーのアイコンをクリックすることで、カレンダーから納品日の指定を行うこと

ができます。また×のアイコンをクリックすることで、入力をリセットします。 

 

※2 

・配送便に時間指定を選択した場合、時間の入力は必須となります。 

時間は 10分単位で入力することが可能です 
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 納品日、配送便、納品場所を入力し、［発注内容確認へ］をクリックします。 
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4.4. 発注内容確認 

処理概要 

発注内容の確認を行います。 

操作 

 配送指定画面で［発注内容確認へ］をクリックします。 

発注内容確認画面が表示されます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

明細 
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項目説明 

項目名 項目ステータス 項目説明 
医療機関 － ユーザーの医療機関を表示します。 
発注者 － ユーザーの姓名を表示します。 
納品日 － 配送指定画面で入力した納品日を表示します。 
配送便 － 配送指定画面で入力した配送便を表示します。 
納品場所 － 配送指定画面で入力した納品場所を表示します。 
明細 － 発注ごとに明細を表示します。※1 
発注を確定する － 発注を確定し、発注完了画面（4.5 参照）へ遷移します。 
前へ戻る － 配送指定画面（4.3 参照）へ戻ります。 

 
 

 発注内容を確認し、［発注を確定する］をクリックします。 

 

 

補足説明 

※1 

・本システムでは、一度に複数の製剤種別を同時に投入し発注依頼することが可能ですが、 
以下条件時においては、発注の単位が分かれます。 
 
発注単位が分かれる条件は以下のとおりです。 
①複数製剤種別での同時発注※2 
②備考欄に異なる内容が入力されている。 
③抗原陰性等に異なる内容が入力されている。 
※2 同一製剤種別でも一定の条件で発注が分かれる場合があります。 
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4.5. 発注完了 

処理概要 

発注が完了したことを伝える画面を表示します。 

また、本画面から発注情報の確認等を行える発注一覧画面への遷移や、再発注を行うことができます。 

操作 

 発注内容確認画面で［発注を確定する］をクリックします。 

発注完了画面が表示され、発注完了メールが送信されます。 

    
以下、発注完了メールイメージ 
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 発注内容を確認したい場合は、［発注内容はこちらから確認いただけます。］のリンクをクリックします。 

発注一覧画面へ遷移します。（発注一覧画面については 5.1章にて記載） 

 
 

 発注票を確認したい場合は、[発注票を印刷する]をクリックします。 

発注票画面へ遷移します。（発注票画面については 5.5章にて記載） 

 
 

 再発注したい場合は、［同じ製剤を再発注する］をクリックします。 

備考・抗原陰性等入力画面へ遷移します。（備考・抗原陰性等入力画面については 4.2章にて記載） 

 

 

項目説明 

項目名 項目ステータス 項目説明 
発注内容はこちらから

確認いただけます。 
－ 発注一覧画面（5.1 参照）へ遷移します。 

発注票を印刷する － 発注票画面（5.5 参照）へ遷移します。 

同じ製剤を再発注する － 
備考・抗原陰性等入力画面（4.2 参照）へ遷移します。 
発注した内容と同じ内容で再度、発注登録を行うことができます。 

トップページへ戻る － マイページ画面（1.2 参照）へ遷移します。 
発注に失敗した明細の

発注 
－ 

備考・抗原陰性等入力画面（4.2 参照）へ遷移します。 
発注に失敗した製剤の発注登録を行います。 
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補足説明 

・発注時に一部の発注が失敗する場合があります。 

 その場合は以下画面が表示されますので、[発注失敗した製剤の確認]ボタンをクリックし、 
 もう一度発注手続きを実施してください。繰り返しエラーとなるような場合は、管轄の血液センターまでご連絡

ください。 
 

 
 成功した発注の発注票が見たい場合は、[発注票を印刷する]ボタンをクリックし、発注票画面へ遷移してくだ
さい。（発注票画面については 5.5章にて記載） 
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5. 発注情報検索・照会・変更・取消・出力 

発注情報の検索・照会・変更・取消・出力を行います。 

 

 

発注明細 
（5.2 参照） 

発注履歴一覧 
（5.3 参照） 

発注一覧 
（5.1 参照） 

発注履歴明細 
（5.4 参照） 

発注票 
（5.5 参照） 

備考・抗原陰性等入力 
（4 参照） 
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5.1. 発注一覧 

処理概要 

所属医療機関の発注情報の一覧を表示します。 

操作 

 マイページ画面の［すべての発注をみる］をクリックします。発注一覧画面が表示されます。 
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項目説明 

項目名 項目ステータス 項目説明 
ステータス － 発注情報のステータスを表します。 
すべて表示 － 全てのステータスの発注情報を検索します。 
受注済 － ステータスが受注済の発注情報を検索します。 
配送中・納品済 － ステータスが配送中・納品済の発注情報を検索します。 
変更・取消確認待ち － ステータスが変更・取消確認待ちの発注情報を検索します。 
変更却下 － ステータスが変更却下の発注情報を検索します。 
取消・中止 － ステータスが取消・中止の発注情報を検索します。 

納品日 － 
納品日を入力します。 
入力した範囲内で絞り込みを行います。 

詳細検索 － 詳細検索入力欄を表示します。 

配送便 － 
配送便を選択します。 
選択した配送便で絞り込みを行います。 

製剤種別 － 
製剤種別を選択します。 
選択した製剤種別で絞り込みを行います。 

製剤名 － 
製剤名を選択します。 
選択した製剤名で絞り込みを行います。 

抗原陰性血液等 － 
抗原陰性血液等の有無を選択します。 
選択した抗原陰性血液等の有無で絞り込みを行います。 
一覧では 4つ目以降の抗原陰性は省略されます。 

備考 － 
備考を全角文字で入力します。 
入力した備考を部分一致で絞り込みを行います。 
一覧では 26文字以降の文字は省略されます。 

検索開始 － 発注情報を検索します。 
受注番号 － 発注明細画面（5.2 参照）へ遷移します。 
キャンセル － 発注情報をキャンセルします。（5.1.2 参照） 
印刷 － 発注票画面（5.5 参照）へ遷移します。 
CSV出力 － 発注一覧を CSV ファイルとして出力します。（5.1.3 参照） 
前へ戻る － 遷移元の画面へ戻ります。 

  

補足説明 

・本システム内で利用されるステータスについては、以下の通りです。 
ステータス 説明 

受注済 医療機関からの発注依頼を血液センターにて受付を行った状態。 
配送中・納品済 血液センターにて配送準備や配送中の状態、もしくは、医療機関へ納品済である状態。 
変更・取消確認待ち 発注内容の変更や取消について、医療機関の承認待ちの状態。 
変更却下 変更依頼に対して、医療機関が却下した状態。 
取消・中止 発注が取消、中止となっている状態。 

 

・マイページからの遷移のほか、発注完了画面、ページヘッダからも発注一覧画面へ遷移することができま

す。（発注完了画面については 4.5章、ページヘッダについては 1.2.1章にて記載） 
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5.1.1. 発注情報の検索 

処理概要 

発注情報を検索します。ステータス、納品日、配送便、製剤種別、製剤名、抗原陰性血液等、備考による絞

り込みができます。 

操作 

 ステータス、納品日、配送便、製剤種別、製剤名、抗原陰性血液等を選択、備考を入力します。 

 

補足説明 

・ステータスを選択すると、検索ボタンをクリックしなくても、ステータスで絞り込みが行われます。 

・初期表示ではステータス、納品日が表示されており、［詳細検索］をクリックすると配送便、製剤種別、 

製剤名、抗原陰性血液等、備考が表示されます。 

・納品日に大小関係が不正な日付を設定した場合、片方の設定されていた日付は、後に設定した日付と同

じ日付に自動設定されます。 
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 ［検索開始］をクリックします。 

条件で絞り込んだ結果が表示されます。所属医療機関の発注情報を対象に検索されます。 
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補足説明 

 ・本システムでは、一度に複数の製剤種別を同時に投入し発注依頼することが可能ですが、以下条件時に 

おいては、発注の単位が分かれます。そのため、１度に発注した場合でも、発注一覧上では発注が分かれ 
て表示されることがあります。 
 
発注単位が分かれる条件は以下のとおりです。 
①複数製剤種別での同時発注※ 
②備考欄に異なる内容が入力されている。 
③抗原陰性等に異なる内容が入力されている。 
※ 同一製剤種別でも一定の条件で発注が分かれる場合があります。 
 

・血液センターのシステムで処理を行った場合、表示された一覧は最新でない場合があります。最新の内容

を確認する場合は、検索結果の受注番号をクリックして、発注明細を表示させてください。 
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5.1.2. 発注情報のキャンセル 

処理概要 

発注情報をキャンセルします。 

操作 

 ステータスの［キャンセル］をクリックします。 

 

 確認ダイアログが表示されます。OKをクリックした場合のみ発注がキャンセルされます。 

     
 

 キャンセル完了メッセージが表示され、ステータスが取消・中止に更新されます。 
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補足説明 

・［キャンセル］ボタンはステータスが受注済の場合のみ表示されます。 

・発注キャンセル時に下記メッセージが表示される場合があります。 

 

キャンセル不可の条件となっている可能性がありますので、管轄の血液センターまでご連絡ください。 

・電話、FAXからの発注は、血液製剤発注システムからのキャンセルすることはできません。 

キャンセルが必要な場合は、管轄の血液センターまでご連絡ください。 
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5.1.3. CSV出力 

処理概要 

検索条件をもとに発注一覧の CSV ファイルを出力します。 

それぞれの発注の発注番号や発注日時、明細を一覧として出力することができます。 

操作 

 ［CSV出力］をクリックします。 

 

 CSV ファイルが出力されます。 

     発注情報として管理している情報について、すべて CSV ファイルにて出力できます。 
 

 

                                 ～ 
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補足説明 

・CSVのフォーマット形式は UTF-8（BOM有り）です。 

・テキストエディタで文字化けする際は、ご利用されているテキストエディタのエンコード指定をご確認ください。 

・Excelで開く場合、受注番号などの桁の長い値はテキストインポート機能で読み込まないと正しく表示されませ

ん。表示の際はテキストとしてインポートするようお願いします。 
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5.2. 発注明細 

処理概要 

発注情報の明細を表示します。 

発注情報の変更に対する承認及び却下、該当発注内容での再発注、 

発注変更履歴確認を行える発注履歴一覧画面への遷移を行うことができます。 

操作 

 発注一覧画面の受注番号をクリックします。 

 

 発注明細画面が表示されます。 

   
納品日が本日以降、かつステータスが変更・取消確認待ちの場合 
以下のボタンが表示されます。 
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項目説明 

項目名 項目ステータス 項目説明 
受注番号 － 発注情報の受注番号を表示します。 
発注日時 － 発注情報の発注日時を表示します。 
発注番号 － 発注情報の発注番号を表示します。 
ステータス － 発注情報のステータスを表示します。 
医療機関名 － 発注情報の医療機関名を表示します。 
発注者 － 発注情報の発注者を表示します。 
納品日 － 発注情報の納品日を表示します。 

納品場所 － 発注情報の納品場所を表示します。 

配送便(希望配送時間) － 発注情報の配送便(希望配送時間)を表示します。 
抗原情報 － 発注情報の抗原情報を表示します。 
CMV － 発注情報の CMVを表示します。 
備考 － 発注情報の備考を表示します。 
製剤名称 － 発注情報の製剤名称を表示します。 
製剤略称 － 発注情報の製剤略称を表示します。 
血液型 － 発注情報の血液型を表示します。 
本数 － 発注情報の本数を表示します。 

同じ内容で発注する － 
備考・抗原陰性等入力画面（4.2 参照）へ遷移します。 
明細と同じ内容で製剤の発注登録を行います。 

承認 － 

発注情報変更の承認を行います。 
納品日が本日以降、かつステータスが変更・取消確認待ちの場合のみ 

表示されます。 

却下 － 

発注情報変更の却下を行います。 
納品日が本日以降、かつステータスが変更・取消確認待ちの場合のみ 

表示されます。 
変更履歴を見る － 発注履歴一覧画面（5.3 参照）へ遷移します。 
前へ戻る － 遷移元の画面へ戻ります。 

 

補足説明 

・発注明細画面で［同じ内容で発注する］をクリックすることで、明細情報をもとに、備考・抗原陰性等入力画面

へ遷移することができます。その後は、発注フローと同様の流れにて再度同じ発注内容にて発注することがで

きます。 
・本画面において、納品日が本日以降、かつ変更・取消確認待ちステータスの場合のみ承認・却下ができます

が、納品日が本日以降、かつ変更・取消確認待ちステータスにおいては、マイページ画面にも承認依頼を促す

メッセージが表示されています。  
（マイページ画面については 1.2章にて記載） 
・納品日が過去日の変更･取消確認待ちステータスの発注については、承認･却下は行えません。 
・発注明細画面表示時に下記メッセージが表示される場合があります。この場合、表示内容が一時的に古い場

合があります。再度ページを表示させ、メッセージがなくなることを確認してください。画面表示都度繰り返しメッ

セージが表示されるような場合は、管轄の血液センターまでご連絡ください。 
【発注データ更新エラーメッセージ】 
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5.2.1. 発注情報の変更・取消 

処理概要 

ステータスが変更・取消確認待ちの発注情報の承認・却下を行います。 

なお、以下の条件を満たす場合、自動で承認が行われます。 

条件１：備考に「承認済」という記載が含まれていること 

条件２：納品日が本日以降であること 

操作 

 発注情報のステータスを変更・取消確認待ちで絞り込みます。 

 

 発注一覧画面の受注番号をクリックします。 

発注明細画面が表示されます。 
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 ［承認］または［却下］をクリックします。 

 
 

 確認ダイアログが表示されます。OKをクリックした場合のみ処理が行われ完了メッセージが表示されます。 

［承認］をクリック 

 
 
【承認時メッセージ】 

 
 



発注情報検索・照会・変更・取消・出力 

5-15 Copyright (C) 2020 Japanese Red Cross Society All rights reserved. 

［却下］をクリック 

 
 
【却下時メッセージ】 

 

補足説明 

・承認・却下時に下記メッセージが表示される場合があります。再度ボタンをクリックしてください。 

繰り返しメッセージが表示されるような場合は、管轄の血液センターまでご連絡ください。 

【承認時エラーメッセージ】 

 

【却下時エラーメッセージ】 

 

 

補足説明 

・変更確認待ちや、取消確認待ちの発注はステータスで確認することができます。 

変更確認待ちの発注 

 

 

取消確認待ちの発注 
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発注明細画面のステータスでも確認できます。 
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5.3. 発注履歴一覧 

処理概要 

発注の変更履歴の一覧を表示します。 

操作 

 発注明細画面で［変更履歴を見る］をクリックします。
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 発注履歴一覧画面が表示されます。 

  
 

項目説明 

項目名 項目ステータス 項目説明 
受注番号 － 発注情報の受注番号を表示します。 
履歴番号 － 発注情報の変更の履歴番号を表示します。 
更新日時 － 発注情報の更新日時を表示します。 

更新者 － 
発注の変更・取消を承認/却下もしくは発注取消をしたユーザーを表示しま
す。 
自動で承認が行われた場合(5.2.1 参照)、「代行承認」と表示されます。 

納品日 － 発注情報の納品日を表示します。 
配送便(希望配送時間) － 発注情報の配送便(希望配送時間)を表示します。 
製剤名/製剤番号/血液
型/本数 

－ 発注情報の製剤名/製剤番号/血液型/本数を表示します。 

抗原陰性血液等 － 発注情報の抗原陰性血液等を表示します。 
前へ戻る － 遷移元の画面へ戻ります。 
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5.4. 発注履歴明細 

処理概要 

発注情報の変更履歴の明細を表示します。 

操作 

 発注履歴一覧画面で履歴番号をクリックします。 
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 発注履歴明細画面が表示されます。 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



発注情報検索・照会・変更・取消・出力 

5-21 Copyright (C) 2020 Japanese Red Cross Society All rights reserved. 

項目説明 

項目名 項目ステータス 項目説明 
受注番号 － 発注情報変更履歴の受注番号を表示します。 
履歴番号 － 発注情報変更履歴の履歴番号を表示します。 
更新日時 － 発注情報変更履歴の更新日時を表示します。 

更新者 － 
発注の変更・取消を承認/却下もしくは発注取消をしたユーザーを表示しま
す。 
自動で承認が行われた場合(5.2.1 参照)、「代行承認」と表示されます。 

発注番号 － 発注情報変更履歴の発注番号を表示します。 
ステータス － 発注情報変更履歴のステータスを表示します。 
医療機関名 － 発注情報変更履歴の医療機関名を表示します。 
発注者 － 発注情報変更履歴の発注者を表示します。 
納品日 － 発注情報変更履歴の納品日を表示します。 

納品場所 － 発注情報変更履歴の納品場所を表示します。 

配送便(希望配送時間) － 発注情報変更履歴の配送便(希望配送時間)を表示します。 
抗原情報 － 発注情報変更履歴の抗原情報を表示します。 
CMV － 発注情報変更履歴の CMVの指定を表示します。 
備考 － 発注情報変更履歴の備考を表示します。 
製剤名称 － 発注情報変更履歴の製剤名称を表示します。 
製剤略称 － 発注情報変更履歴の製剤略称を表示します。 
血液型 － 発注情報変更履歴の血液型を表示します。 
本数 － 発注情報変更履歴の本数を表示します。 
前へ戻る － 遷移元の画面へ戻ります。 
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5.5. 発注票 

処理概要 

発注票の表示を行います。 

操作 

 発注一覧画面で［印刷］をクリックします。 

 

 発注票が表示されます。 
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取り消された発注の発注票には「取消済」の文字が表示されます。 
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項目説明 

項目名 項目ステータス 項目説明 
医療機関コード － 発注者の医療機関のコードを表示します。 
医療機関名 － 発注者の医療機関名を表示します。 
発注者 － 発注情報の発注者を表示します。 
発注日時 － 発注情報の発注日時を表示します。 
発注番号 － 発注情報の発注番号を表示します。 
納品日 － 発注情報の納品日を表示します。 
配送便(時間) － 発注情報の配送便(時間)を表示します。 
納品場所 － 発注情報の納品場所を表示します。 
受注番号 － 発注情報の受注番号を表示します。 
No. － 発注情報の製剤の明細 No を表示します。 
製剤名称 － 発注情報の製剤名称を表示します。 
略称 － 発注情報の製剤の略称を表示します。 
血液型 － 発注情報の製剤の血液型を表示します。 
本数 － 発注情報の製剤の本数を表示します。 
抗原陰性血液 
まれな血液型 

－ 発注情報の製剤の抗原陰性等指定を表示します。 

CMV(-) － 発注情報の CMVの指定を表示します。 
備考 － 発注情報の備考を表示します。 
印刷日時 － 発注票を出力した時刻を表示します。 
   

 

補足説明 

・本システム上印刷機能はありません。 

印刷を行いたい場合は、本画面表示後にブラウザの印刷機能をご利用ください。 

・一度の発注依頼で発注の単位が分かれた場合、発注の単位分明細が表示されます。 

 （単位が分かれる条件については 4.4章補足説明を参照） 
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6. 赤血球抗原情報検索 

製造番号を入力して赤血球抗原情報の検索を行います。 

 

 

赤血球抗原情報検索 
（6.1 参照） 

マイページ 
（1.2 参照） 
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6.1. 赤血球抗原情報検索 

処理概要 

赤血球抗原情報を検索します。 

操作 

 マイページ画面の［赤血球抗原情報検索］をクリックします。 

赤血球抗原情報検索画面が表示されます。 

 

項目説明 

項目名 項目ステータス 項目説明 
製造番号 必須 製造番号を入力します。 

血液型 
－ 血液型を選択します。※1 

選択した血液型に該当するデータをピックアップします。 

赤血球抗原陰性フィル

ター 

－ 赤血球抗原陰性を選択します。※2 
選択した赤血球抗原陰性に該当するデータ(-)をピックアップします。 

選択解除 － 血液型と赤血球抗原陰性フィルターの選択を解除します。 
削除 － データの検索結果を削除します。 
検索 － 赤血球抗原情報を検索します。 
全クリア － 全ての検索結果をクリアします。 
画面印刷 － 印刷画面を表示します。 
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 製造番号を入力し［検索］ボタンをクリックします。製造番号入力後、［Enter］押下でも検索可能です。 

一度に表示できるのは 20件までです。 

 

 

 検索結果が表示されます。 
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 印刷を行いたい場合は［画面印刷］ボタンをクリックします。 

ブラウザの印刷設定画面が表示されますので、ブラウザの印刷機能をご利用ください。 

    
 

補足説明 

  ※1 

・血液型を選択することで、該当するデータがピックアップ表示されます。 
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※2 

・赤血球抗原陰性フィルターを選択することで、該当するデータ(-)がピックアップ表示されます。 

・赤血球抗原陰性フィルターを複数選択した場合には、選択した全てのフィルター条件にあてはまるものの

み、ピックアップ表示されます。 
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7. プライバシーポリシー、お問い合わせ 

各画面のフッターリンクより、プライバシーポリシー、お問い合わせを確認します。 

 

 

各画面のフッターリンク 

プライバシーポリシー 
（7.1 参照） 

お問い合わせ 
（7.2 参照） 
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7.1. プライバシーポリシー 

処理概要 

プライバシーポリシーを確認します。 

操作 

 Webブラウザから血液製剤発注システムのURLを指定すると、血液製剤発注システムのログイン画面が

表示されます。 

ページフッターの［プライバシーポリシー］をクリックします。 
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 プライバシーポリシー画面が表示されます。 

 

補足説明 

・各画面でページフッターの［プライバシーポリシー］をクリックすると、プライバシーポリシー画面へ遷移する

ことができます。ただし、操作の途中でプライバシーポリシー画面へ遷移した場合は、操作中のデータは血

液製剤発注システムに反映されませんので、ご注意ください。 
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7.2. お問い合わせ 

処理概要 

お問い合わせを確認します。 

操作 

 Webブラウザから血液製剤発注システムのURLを指定すると、血液製剤発注システムのログイン画面が

表示されます。 

ページフッターの［お問い合わせ］をクリックします。 
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 お問い合わせ画面が表示されます。 

 

補足説明 

・本お問い合わせ画面からはお問い合わせをすることはできません。 

なにかございましたら、管轄の血液センターまでお問い合わせください。 

・各画面でページフッターの［お問い合わせ］をクリックすると、お問い合わせ画面へ遷移することができま

す。ただし、操作の途中でお問い合わせ画面へ遷移した場合は、操作中のデータは血液製剤発注システム

に反映されませんので、ご注意ください。 
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8. メッセージ一覧 

本システムでは、以下のメッセージが表示されます。 

 

8.1. メッセージ一覧 

本システムでは、以下のエラーメッセージが表示されます。 
メッセージ 原因・対処方法 

XXXXの大小関係が不正です。 値の大小関係が正しくないときに表示されます。大小関係を正しく入力してく

ださい。 
パスワードの有効期限が切れています。

パスワード再設定画面より更新してくださ

い。 

最後にパスワードを変更してから 90日以上経過した場合に表示されます。安
全性向上のため、一定期間ごとにパスワードを変更することを推奨しておりま

す。マイページで「パスワード再設定」を選択し、パスワードの変更をお願いし

ます。 
カートに入れる製剤と本数を指定してくだ

さい。 
製剤と本数が入力されていないときに表示されます。カートに入れる製剤と本

数を指定してください。 
カートに製剤を追加できませんでした。 カートに製剤を追加できなかったときに表示されます。もう一度発注処理をや

りなおしてください。 
XXXX は、現在、お取扱いをしておりませ

ん。 
お取り扱いしていない製剤を選択しているときに表示されます。 

No.Xの本数は必ず入力してください。 明細 No.Xの本数が入力されていないときに表示されます。本数を入力してく
ださい。 

XXXX のお取扱い条件が変わったため、

もう一度カートに製剤を入れ直してくださ

い。 

製剤のお取扱い条件が変ったときに表示されます。もう一度発注処理をやり

なおしてください。 

XXXXは必ず入力してください。 必須項目に値が入力されていないときに表示されます。値を入力してくださ

い。 
No.Xの製剤は存在しないため、発注いた
だけません。カートから削除させていただ

きました。 

存在しない製剤をカートに追加したときに表示されます。 

画面の情報が一部変更されました。再度

内容をご確認ください。 
画面の情報が更新されたときに表示されます。内容をご確認ください。 

明細が存在しません。発注登録画面より

入力しなおしてください。 
明細が存在しないときに表示されます。発注登録画面より入力しなおしてくだ

さい。 
該当の製剤はカートに存在しません。 カートに該当の製剤が存在しないときに表示されます。 
入力された値が不正です。 入力形式が誤っているときに表示されます。正しい形式で入力してください。 
はじめから製剤発注をやり直してくださ

い。 
発注登録画面からより入力しなおしてください。 

選択されている XXXX は、現在、お取扱

いをしておりません。備考・抗原陰性等入

力画面にてご確認お願いいたします。 

お取扱いしていない製剤を選択しているときに表示されます。備考・抗原陰性

等入力画面にてご確認ください。 

表示可能な行数を超えています。 赤血球抗原情報検索画面で検索できる抗原情報の上限を超えているときに

表示されます。 
同一の製造番号はすでに検索されていま

す 
赤血球抗原情報検索画面で既に検索済の番号を入力したときに表示されま

す。 
該当の XXXX は存在しないか、すでに削
除済みです。 

該当のデータが存在しないか、削除済みのときに表示されます。 
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メッセージ 原因・対処方法 
ログイン認証に失敗しました。 ログインの認証に失敗したときに表示されます。 

正しいユーザーID とパスワードを入力してください。 
パスワードの入力形式が正しくありませ

ん。 
パスワードの入力形式が誤っているときに表示されます。正しい形式で入力

してください。 
入力パスワードと確認用パスワードが異

なります。 
入力パスワードと確認用パスワードが一致しない場合に表示されます。正し

い値を入力してください。 
不正な URLです。 URLが誤っているときに表示されます。正しい URL を入力してください。 
この URL は有効期限切れか、URL に誤
りがあります。 

パスワード再登録 URL が誤っているか、有効期限切れのときに表示されま
す。正しいURLを入力するか再度パスワード再登録 URL送信を行ってくださ
い。 

XXXXの更新を完了しました。 データの更新完了時に表示されます。 
XXXX メールを送信しました。 メール送信時に表示されます。 
すでに登録済みの XXXXです。 データがすでに登録されているときに表示されます。 
選択されているお届け先が変更されてお

ります。 
配送先情報が変更されているときに表示されます。 

XXXXの承認を完了しました。 承認完了時に表示されます。 
この発注は承認ができません。 発注情報の変更の承認の失敗時に表示されます。 

管轄の血液センターへお問い合わせください。 
キャンセルの処理に失敗しました。もう一

度キャンセルして下さい。 
キャンセル失敗時に表示されます。もう一度処理をやりなおしてください。 

XXXXの却下を完了しました。 却下完了時に表示されます。 
この発注は却下ができません。 発注情報の変更の却下の失敗時に表示されます。 

管轄の血液センターへお問い合わせください。 
XXXXのキャンセルを完了しました。 キャンセル完了時に表示されます。 
XXXXが最新化できませんでした。 発注情報が最新化できないときに表示されます。繰り返し表示される場合は

管轄の血液センターへお問い合わせください。 
XXXXはよく使う製剤が設定されていない
ため、選択できません。「全製剤の表示」

にチェックを入れて、再度入力してくださ

い。 

ユーザー情報メンテナンス画面でよく使う製剤で１つもチェックが入っていない

製剤を選択したときに表示されます。 
「全製剤の表示」にチェックを入れて、再度入力してください。 

ログイン情報が取得できません。 ログイン情報が取得できないときに表示されます。 
ログインしなおしてください。 

既に登録済みの発注情報です。 2 次元コードでの発注で登録済みの医療機関伝票番号を使用したときに表示
されます。 

製剤コード：XXXX 血液型コード :YYYY
は発注不可の製剤です。 

2次元コードでの発注で発注不可の製剤を選択したときに表示されます。 

製剤コード：XXXXの指定血・CMV:Yは存
在しません。 

2次元コードでの発注で製剤の指定血・CMVの組み合わせが存在しないとき
に表示されます。 

抗原陰性血等は CMV(-)を除き X 個まで
しか選択できません。 

抗原陰性血液等の指定数が上限を超えているときに表示されます。指定数

以内で選択してください。 
この発注は血液センターが処理を行って

いるため、キャンセルできません。 血液
センターにご連絡いただくようお願いいた

します。 

発注情報のキャンセルができないときに表示されます。 

No.X の製剤に利用できない抗原陰性血

液等が選択されています。再度内容をご

確認ください。 

抗原陰性血液等で製剤の指定血・CMV に選択できないものが指定されてい

るときに表示されます。 



メッセージ一覧 

8-3 Copyright (C) 2020 Japanese Red Cross Society All rights reserved. 

メッセージ 原因・対処方法 
製剤名称：XXXXは存在しないため、発注
いただけません。カートから削除させてい

ただきました。 

存在しない製剤をカートに追加しようとしたときに表示されます。 

搬送便が時間指定以外の場合、希望時

間は設定できません。 
2 次元コードでの発注で配送便に時間指定以外を指定して希望時間を指定し
ているときに表示されます。 

搬送便が時間指定の場合、希望時間は

必須入力です。 
2 次元コードでの発注で配送便に時間指定を指定して希望時間を指定してい
ないときに表示されます。 

納品日に過去の日付が入力されていま

す。内容を確認して、再度、入力しなおし

てください。 

お届け先の指定で納品日に過去の日付が入力されているときに表示されま

す。納品日を正しく入力してください。 

納品日に指定できない日付が入力されて

います。内容を確認して、再度、入力しな

おしてください。 

発注処理において納品日に不正な値が入力されているときに表示されます。

納品日を正しく入力してください。 

納品日を過ぎた発注の承認、却下はでき

ません。ご不明な点がありましたら血液セ

ンターにお問い合わせください。 

該当の発注が納品日を過ぎているときに表示されます。 

配送便に利用できない出庫便が選択され

ています。内容を確認して、再度、入力し

なおしてください。 

配送便に利用できない出庫便が選択されているときに表示されます。配送便

を選択しなおしてください。 

納品時間に指定できない時間が選択され

ています。内容を確認して、再度、入力し

なおしてください。 

配送便の時間指定の希望時間で指定できない時間が入力されているときに

表示されます。時間を指定しなおしてください。 

発注処理が失敗しました。もう一度注文手

続きをしてください。 
発注処理に失敗したときに表示されます。発注処理をやりなおしてください。 

一度に発注できる明細の上限数は{X}件
までです。 

2 次元コードでの発注で明細の上限を超えているときに表示されます。上限
数以内の発注でやりなおしてください。 

XXXXは利用できない抗原陰性血液等が
指定されています。内容を確認して、再

度、入力しなおしてください。 

発注内容確認で製剤の指定血・CMV に選択できないものが指定されている

ときに表示されます。入力しなおしてください。 

XXXXはY個を超える抗原陰性血液等が
指定されています。内容を確認して、再

度、入力しなおしてください。 

発注内容確認で製剤の指定血・CMV に上限数以上指定されているときに表

示されます。入力しなおしてください。 

発注連携に失敗しました。しばらく時間が

経ってから、もう一度発注手続きをしてく

ださい。 

発注情報の連携に失敗したときに表示されます。時間を置いて発注をやりな

おしてください。 

検索結果が 0件です。 検索結果が 0件のときに表示されます。 
出力可能なデータはありませんでした。 CSVの出力で出力可能なデータがないときに表示されます。 
XXXXは全角文字で入力してください。 半角文字が入力されているときに表示されます。全角文字の入力制限があり

ますので全角文字で入力してください。 
XXXX は使用できない文字種が含まれて

います。 
検索で使用できない文字がふくまれているときに表示されます。入力されてい

る文字を確認してください。 

 


