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救急救助オフラインシステム
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システム全体構成図
システムの全体構成を下図に示します。

消防庁の救急救助オンラインシステムで扱われる情報は、救急・救助そ
れぞれ１つの事案に対して、「事案No」で管理されます。

救急救助
データベース

登録／アップロード
CSVファイル

独自システムの改造
費用を削減するため
に、CSV->XMLデータ
コンバート機能を提
供

オンラインシステム用PC

オフラインシステム
データベース

XMLファイル

オフラインシステム用PC



3

「事案Ｎｏ」とは
「事案Ｎｏ」とは、消防本部が救急および救助の事案に対して、
一意につける管理Ｎｏを指します。

消防本部によっては、「事案番号」「出場番号」「災害番号」等
とも呼ばれ、その消防本部が事案に対して付ける番号です。

本システムでは、「事案Ｎｏ」をその消防本部内で１年を通じ
てユニークな番号がつけられていることを条件とし、その番
号は、消防本部が管理することを前提としています。

※事案Ｎｏは、半角英数字で構成された番号としています。

日本語（漢字、ひらがな、カタカナ）は使用できません。
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オフラインシステムとは
オフラインシステムとは、消防
庁が提供するオンラインシステ
ムに対して、ネットワークを使用
せず、ＰＣ単体で動作可能なソ
フトウェアです。

オフラインシステムは、データ
ベースを装備し、消防本部のシ
ステムから出力されたCSVファ
イルを取り込んだり、また、登
録画面からデータを登録し、
データを蓄積することができま
す。
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オフラインシステム機能概要

オフラインシステムの主な機能は以下のとおりです。

登録、変更機能

データコンバート機能

突合機能

出力機能
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オフラインシステムの利用手順
オフラインシステムは以下の利用手順を想定しています。

ユースケース①
他システムから出力されたCSVファイルを「データコンバート機能」を使
用し、オフラインシステムのデータベースに登録する。

データベースに登録されたデータを「登録、変更機能」を使用し、データ
の追加、修正を行う。

登録されたデータを「突合チェック機能」でチェックを行う。

オンラインシステムへアップロードするデータをデータベースから「出力機
能」を使用し、出力する。

ユースケース②
「登録、変更機能」を使用し、オフラインシステムのデータベースに登録
する。

登録したデータを「突合チェック機能」でチェックを行う。

オンラインシステムへアップロードするデータをデータベースから「出力機
能」を使用し、出力する。
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登録、変更機能とは
新規登録画面でデータを入
力することによりデータ
ベースに登録できる機能で
す。

登録されたデータは、検索
画面から各種条件で検索
できます。

検索結果を変更し、再度登
録することができます。

新規登録画面例
※実際の画面は変更される場合があります。
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データコンバート機能とは
消防本部で運用している救急およ
び救助の出場記録に関するシステ
ムから出力されたデータ（CSVファ
イル※１）を、オフラインシステムに
取り込む機能です。

さまざまな並びのCSVファイルに
対応して、オフラインシステムに
データを取り込むために「関連付
け」設定を行う必要があります。

※１：カンマ区切りかタブ区切りで保存されたシフトJIS文字コー
ドのテキストファイルで拡張子がCSVもしくはTXTのものと
します。
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「関連付け」とは（１）
「関連付け」とは「データコンバート機能」に消防庁システムが必要としている情報
と貴消防本部システムから出力できるCSVファイルの情報との関連性を覚えさせ
ることです。

例えば、消防庁システムに必要な情報に「医師の搭乗：あり／なし」があったと仮
定します。

貴消防本部システムから出力できるCSVファイルは
「医師の搭乗の項目がありのとき：001」
「医師の搭乗の項目がなしのとき：002」

となっており、消防庁システムでは
「医師の搭乗あり」
「医師の搭乗なし」

となっていたとき、この場合の「関連付け」は
001 医師の搭乗あり と 002 医師の搭乗なし

となります。

※上記の「医師の搭乗：あり／なし」の情報は、本機能を説明するための例として使
用しています。必須項目ではありませんのでご注意ください。
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「関連付け」とは（２）
同じ情報であっても、システムに
よって扱い方が異なるため、それ
ぞれを「同じ情報である」と「デー
タコンバート機能」に覚えさせるこ
とが「関連付け」なのです。「デー
タコンバート機能」は、この「関連
付け」の設定に従い、CSVファイ
ルを消防庁システムの必要な情
報に変換を行います。

以降、「データコンバート機能」が
どのような「関連付け」設定がで
きるかを説明します。
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「関連付け」とは（３）
消防庁システムに必要な情報の
種類によって「関連付け」の形式
を３種類、用意しています。

「あり／なし」や種別、分類等を
コードによって管理している情報
を「選択型」、日付、時間で管理
している情報を「日付型」、数値、
文章で管理している情報を「入力
型」としています。

以降、形式別に「関連付け」の方
法、考え方、コツを説明します。

入力型

日付型

選択型

■搭乗者
1：あり
2：なし

■事故種別
00１：火災
002：自然災害
003：水難
004：交通
005：労働災害

■覚知時刻
2006年06月03日12時34分

■要請機関名
○○○○病院

■出場時刻
2006年06月03日12時35分

■出場隊員数
6人

３種類の型式と
情報のサンプル
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選択型関連付け（１）
消防庁システムに必要な情報に「災害種別」があったと仮定します。

消防庁の災害種別は「火災」「事故」の２つになっているのに対し、貴消
防本部の災害種別は消防庁の災害種別に比べてもっと細かく「住宅火
災」「車両火災」「水難事故」「交通事故」の４つになっていたとします。こ
の場合は、以下のように「関連付け」を設定することができます。

CSVファイルの情報は、数字や記号でなく、上記のように日本語の情報
でも問題ありません。判別できる情報があればＯＫです。
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選択型関連付け（２）
消防庁システムに必要な情報に「出場
隊員：あり／なし」があったと仮定しま
す。
貴消防本部システムから出力できる
CSVファイルには「出場隊員：あり／な
し」に該当する項目はありませんが、類
似の項目として「出場隊員数」があった
とします。この場合、以下のように「関
連付け」を設定することができます。

出場隊員数：0のとき＝出場隊員：なし
出場隊員数：0以外のとき＝出場隊員：あり
（その他）

関連付けには「その他」の場合の「関連
付け」が設定できるようになっています。
「その他」の「関連付け」を有効利用す
ることにより、該当する項目がないと思
われる項目でもその情報の内容により、
判別することができます。

消防庁システムＣＳＶファイル

出場
隊員

なし

あり

出場
隊員数

０（人）

２（人）

１（人）

３（人）

・
・

消防庁システムＣＳＶファイル

出場
隊員

なし

あり

出場
隊員数

０（人）

２（人）

１（人）

３（人）

・
・

消防庁システム

出場
隊員

なし

あり

・
・

ＣＳＶファイル

出場
隊員数

０（人）

２（人）

１（人）

３（人）

・
・

その他
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選択型関連付け（３）
消防庁システムに必要な情報に「ウツタイン情報：あり／なし」があったと仮定しま
す。
しかし、貴消防本部では「ウツタイン情報：あり／なし」の情報がCSVファイルにあ
りません。
それでは、この情報を判別するための他の情報はないでしょうか？
もし、「ウツタイン情報：あり／なし」の判別に「ＣＰＲ実施：あり／なし」が利用でき
れば以下のように設定することができます。

ＣＰＲ実施：ありのとき ウツタイン情報：あり
ＣＰＲ実施：なしのとき ウツタイン情報：なし

関連付けの対象になった項目は、何度でも設定できます。上記の例では、消防
庁システムに必要な情報に「ＣＰＲ実施：あり／なし」があれば、
ＣＰＲ実施：ありのとき ＣＰＲ実施：あり
ＣＰＲ実施：なしのとき ＣＰＲ実施：なし
と設定できます。
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選択型関連付け（４）
以下のような判別も可能です。
CSVファイルにウツタイン情報がある場合には「ウツタインの覚知時刻に必ず時
刻が記入されている」というルールがあった場合、

ウツタインの覚知時刻に時刻が記入されている ウツタイン情報：あり
ウツタインの覚知時刻に時刻が記入されていない ウツタイン情報：なし

という「関連付け」が可能です。
上記の設定は、ソフトウェア上では

ウツタインの覚知時刻に時刻が空白のとき ウツタイン情報：なし
ウツタインの覚知時刻に時刻がその他のとき ウツタイン情報：あり

と設定します。
前にも述べましたが「その他」の「関連付け」を有効利用することにより、該当する
項目がないと思われる項目でもその情報の内容により、判別することができるの
です。
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日付型関連付け
日付や時間の関連付けは、「年」
「月」「日」「時」「分」の単位で、CSV
ファイルの項目のどの部分と関連付
けできるかを設定します。
例えば、年は以下のように
2006
2006/5/24
2006/05/24 12:13:00
2006年5月24日

と、いろいろなフォーマットで記述さ
れていますが、右図のように関連付
けを選択することにより、どの部分が
年を表しているかをソフトウェアに覚
えさせることができます。
同様に「月」「日」も関連付けができま
す。
和暦のフォーマットにも対応します。

消防庁システムCSＶファイル

2006

2006/5/24
年：2006

YYYY

YYYY/MM/DD

2006/05/24 12:13:00

2006年5月24日

YYYY/MM/DD HH:MS:SS

YYYY年MM月DD日

5

2006/5/24

月：5

MM

YYYY/MM/DD

2006/05/24 12:13:00

2006年5月24日

YYYY/MM/DD HH:MS:SS

YYYY年MM月DD日

24

2006/5/24

日：24

DD

YYYY/MM/DD

2006/05/24 12:13:00

2006年5月24日

YYYY/MM/DD HH:MS:SS

YYYY年MM月DD日

ここに表記した「関連付
けフォーマット」は、全
体の一部です。
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入力型関連付け

消防庁システムで必要としている情報が、年齢、隊
員数、病院名等のように数値や文字の情報であっ
た場合、CSVファイルのどの項目がそれらの情報を
指すのかを示します。

指定された項目の内容が消防庁システムにそのま
まの内容で登録されることになります。

対象となる項目がCSVファイルに存在しない場合は、
固定の数値や文字を指定することができます。

※文字種別、長さの制限等の制約条件は別途提供すること
になっています。
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データコンバート機能まとめ（１）
データコンバート機能は、現在消防本部で使用しているシス
テム（既存システム）を極力変更しないで、消防庁が必要とし
ている情報を集めるために開発されました。

消防庁が必要としている情報（必須項目）は、消防本部で利
用されている情報と内容は基本的には同じものと考えていま
す。

表現方法やコード化の違いにより、見た目に差が出ているよ
うな場合に、このデータコンバート機能を利用し、その差を解
消できるものと考えています。
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データコンバート機能まとめ（２）
どうしても差が出てしまった場合、
出力されたＣＳＶファイルを加工
し、その差をなくせることができる
のであれば、ＣＳＶファイルを加
工していただくことをお薦めしま
す。

極力、費用を掛けずに運用した
い場合にはExcel等でこのような
方法も考えられます。

また、取り込み可能な範囲で
データを取り込んだ後に、変更機
能で、項目の追加、変更すること
も可能です。

ＣＳＶ
ファイル

Ｅｘｃｅｌ

ＣＳＶ
ファイル

Excelを利用し、
CSVファイルを
再加工すること
もできます。

■ＣＳＶファイルの再加工方法
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データコンバート機能まとめ（３）
救急の情報には、出場記録と傷病者記録の２種類の情報があることから、
変換元となるＣＳＶファイルは、５つまで指定することができるようになっ
ています。

複数のファイルを使用する場合は出場記録、傷病者記録等の複数のファ
イルを同一事案として「結び付け」を行う必要があります。それぞれの
CSVファイルで、以下のような「結び付け」の記号の関係性を持っている
必要があります。
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突合機能とは

突合機能とは、登録されたデータの整合性をチェッ
クするための機能です。

突合は、データの本登録時に行われます。

突合条件は、消防庁より別途提供されます。
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出力機能とは

出力機能とは、オンラインシステムへアップロードす
るXMLファイルを出力する機能です。

出力できるデータは、オフラインシステムで本登録さ
れたデータのみとなっています。
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参考資料
データコンバート機能の変換処理の仕組み

前項まで救急を例として説明していますが、
データコンバート機能は、救急用、救助用とも
に同じ機能になっています。

データコンバート機能の変換処理の仕組みを
参考資料として次項に記載しました。

技術者の方が本資料を見ることによって、理
解を深めていただければ幸いです。
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データコンバート機能の処理ロジック（１）
技術者向けデータコンバートの仕組み

出場情報
CSV

ファイル

関連付け情報

開始

CSVファイル
結び付け情報

読込

出場情報
次レコードあり？

１レコード読込

関連付け情報
読込／変換
レコード追加

出場情報DB

あり

読込

読込

追加

傷病者情報
CSV

ファイル

１レコード読込

関連付け情報
読込／変換
レコード追加

傷病者情報DB

読込

追加

読込

終了

傷病者情報
次レコードあり？

あり

なし

なし
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データコンバート機能の処理ロジック（２）
「関連付け情報読込／変換／レコード追加」の処理詳細


