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分類 項目・対象画面 機能名 機能備考

指令セン
ター

ログイン画面 ログイン 指令センター用トップページに遷移するための認証
を行う。

指令セン
ター

共通 ログアウト ログアウトを行う。

指令セン
ター

現場情報一覧画面 事案一覧 事案の一覧を表示及び更新する。

指令セン
ター

現場情報一覧画面 事案作成 指令システムから事案を作成する。

指令セン
ター

現場情報一覧画面 出動要請 出動要請を反映する。

指令セン
ター

現場情報一覧画面 検索 フリーワードでの検索を行う。

指令セン
ター

現場情報入力画面 事案取得 事案更新 事案の取得、一覧表示、更新を行う。

指令セン
ター

現場情報入力画面 事案修正 各項目をソフトウエアキーボードならびに音声認識
で入力する。

指令セン
ター

現場情報入力画面 事案更新 入力内容を更新する。

指令セン
ター

現場情報入力画面 録音機能 通報者との会話を録音する。

救急隊 ログイン画面 設定取得 救急隊用トップページに遷移するための認証を行
う。

指令セン
ター

共通 ログアウト ログアウトを行う。

共通 メニュー遷移 音声によるメニュー遷移を行う。

救急隊 救急隊情報画面 救急隊情報一覧 救急隊の情報の取得、一覧表示、編集を行う。

救急隊 救急隊情報画面 隊員検索 登録されている隊員名、救命士認定区分の取得、表
示、選択する。

救急隊 指令情報一覧画面 出動一覧 出動一覧の取得、表示(※初期表⽰時は、当該⾞両
の事案表示）する。

救急隊 指令情報一覧画面 当該車両表示 当該車両の最新情報を取得し表示する。

救急隊 指令情報一覧画面 全事案表示 全事案の最新情報を取得し表示する。

救急隊 指令情報一覧画面 指令情報詳細登録画面表示「詳細」ボタンより指令情報詳細登録画面表示へ遷
移する。

救急隊 指令情報詳細登録
画面

出動取得 指令情報の事案詳細の取得、一覧表示、編集する。

救急隊 指令情報詳細登録
画面

位置情報作成 GPSから位置情報を取得する。

救急隊 指令情報詳細登録
画面

現場距離自動計算 災害点から救急車までの距離を自動計算し、表示す
る。救急車の移動に応じて距離を自動更新する。

救急隊 指令情報詳細登録
画面

受報者情報編集 受報者の氏名、所属の表示、編集する。

救急隊 指令情報詳細登録
画面

情報編集 各項目をソフトウエアキーボードならびに音声認識
で入力する。

救急隊 打刻画面 打刻 時刻を記録し、同時にGPSを通じて位置情報を取得
する。

救急隊 打刻画面 位置情報一覧 Google Map API より地図を取り込み、位置情報を
表示する。

救急隊 打刻画面 動態情報共有 自隊以外の市内救急隊の動態及び現在位置を共有す
る。

救急隊 打刻画面 現在時刻表示 現在時刻を表示する。

救急隊 打刻画面 情報編集 各項目をソフトウエアキーボードならびに音声認識
で入力する。
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救急隊 バイタル画面 バイタル一覧 バイタルの一覧表示、編集を行う。

救急隊 バイタル画面 バイタル作成 バイタル各項目をソフトウエアキーボードならびに
音声認識で入力する。

救急隊 バイタル画面 バイタル更新 バイタルを更新する。

救急隊 バイタル画面 バイタル削除 バイタルを削除する。

救急隊 バイタル画面 緊急度判定 入力したバイタル等に基づいた緊急度を判定し表示
する。

救急隊 バイタル画面 情報編集 各項目をソフトウエアキーボードならびに音声認識
で入力する。

救急隊 傷病者情報画面 傷病者情報一覧 傷病者情報各項目の一覧表示、編集を行う。

傷病者情報画面 傷病者情報詳細画面遷移 「情報詳細を追加する」から傷病者情報詳細画面へ
遷移する。

救急隊 傷病者情報画面 情報編集 各項目をソフトウエアキーボード、音声認識のいず
れかで入力する。

救急隊 傷病者情報詳細画
面

傷病者情報詳細一覧 傷病者情報詳細各項目の一覧表示、編集する。

傷病者情報詳細画
面

災害点住所コピー 「災害点住所コピー」ボタン押下後、指令情報詳細
画⾯の「住所」を表⽰する。

救急隊 傷病者情報詳細画
面

情報編集 各項目をソフトウエアキーボード、音声認識のいず
れかで入力する。

救急隊 応急処置画面 応急処置情報一覧 応急処置情報各項目の一覧表示、編集する。

救急隊 応急処置画面 情報編集 各項目をソフトウエアキーボードならびに音声認識
で入力する。

救急隊 ノート画面 ノート一覧 ノートの一覧表示、編集を行う。

救急隊 ノート画面 ノート作成 ノート雛形を読み込む。ノートへの入力がフリーハ
ンド、ソフトウエアキーボードならびに音声認識の
いずれかを選択する。

救急隊 ノート画面 ノート更新 ノートを更新する。

救急隊 ノート画面 ノート削除 ノートを削除する。

救急隊 ノート画面 ノート画像 端末内蔵カメラを起動し撮影した画像を保存する。

救急隊 ちば救急ネット画
面

(画面無し） ちば救急医療ネットのサイトに移動する。

救急隊 病院選定画面 医療機関一覧 医療機関情報を一覧表示する。

救急隊 病院選定画面 医療機関検索 条件を選択して、医療機関を検索すると、GPSによ
る現在位置から、医療機関までの距離でソートされ
る。救急隊 病院選定画面 一括要請 一括申請対象の医療機関を一覧から選択し、チェッ
クボックスにチェックをいれる。一括要請すると、
医療機関画面に要請がプッシュ通知する。また、
twillo APIを通じて医療機関に架電し、自動音声で
通知する。

救急隊 病院選定画面 病院詳細画面遷移 一覧より医療機関情報項目のいずれかをタッチして
病院詳細画面へ遷移する。

救急隊 病院選定画面 情報編集 各項目をソフトウエアキーボードで入力する。

救急隊 病院詳細画面 医療機関詳細表示 医療機関情報の詳細ステータス(要請状況、受入可
否、不能事由)を変更、表示する。

救急隊 病院詳細画面 情報編集 各項目をソフトウエアキーボードで入力する。

救急隊 報告書画面 報告書作成 報告書情報各項目の一覧表示、編集する。



別紙２

救急隊 報告書画面 情報編集 各項目をソフトウエアキーボードならびに音声認識
で入力する。

救急隊 報告書画面 架電追加 架電情報を⼊⼒、保存後、架電履歴リストに追加す
る。

救急隊 報告書画面 音声送信 音声を送信する。

救急隊 報告書画面 ログアウト ログアウトを行う。

医療機関 ログイン画面 ログイン 医療機関用トップページに遷移するための認証を行
う。

医療機関 受入要請一覧画面 受入要請一覧 受け入れ要請の一覧表示(※ログイン後のデフォル
ト画面)する。

医療機関 受入要請一覧画面 受入要請詳細画面遷移 一覧より事案のいずれかをタッチして受入要請詳細
画面へ遷移する。

医療機関 受入要請詳細画面 傷病者情報表示 要請内容を表示し、「受入」「保留」「不可」の中
から選択する。

受入要請詳細画面 受入決定 「受入」「保留」「不可」を選択する。

医療機関 過去の受入要請画
面

過去の受入要請一覧 過去の受入要請を一覧表示する。

医療機関 過去の受入要請画
面

過去の受入要請詳細画面遷移一覧より事案のいずれかをタッチして過去の受入要
請詳細画面へ遷移する。

医療機関 科目設定画面 診療科目設定 診療科目を設定する。

医療機関 応需設定画面 応需設定画面 応需情報（受入可否情報）を設定する。科目毎に応
需設定する。

医療機関 病院情報設定画面 医療機関情報設定 医療機関情報を設定する。

医療機関 アカウント管理画
面

アカウント設定 アカウントを設定する。

医療機関 職員管理画面 職員管理 職員を管理する。

医療機関 職員新規登録画面 職員新規登録 職員を新規登録する。

医療機関 ログアウト ログアウト ログアウトする

情報出力 指定した情報をCSVファイルにて出力する。

隊員管理 隊員の登録・変更・削除を行う。

救急隊管理
者

管理画面


