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1はじめに
本書は、「 ROOT Q for Trauma  Ver 1.1 」（以下本システムといいます）のインストール方

法を説明するものです。

1.1表記規則

規則 意味

「 大 メ ニ ュ 」 |

「小メニュ」

メニューの名称を表します。メニューの大項目と小

項目の間は、縦線で区切って表します。

[] 大カッコ内は、画面やダイヤログボックスに表示さ

れる文字、またはキーボードのキーを表します。

<> 山カッコ内は、ユーザが入力する内容を表します。

→ 操作したあとの結果を表します。

ご使用となるうえでの注意事項を表します。

ほかのマニュアルやヘルプの参照先を表します。

2 インストール要件
ここでは、本システムをインストールするための要件を説明します。

2.1 ハードウエア要件

現在、販売されているパーソナルコンピュータであればほぼ動作可能です。

本システムをインストールする上で最低限必要なハードウエア要件は下記の通りです。

ハードディスク空き容量 5 GB 以上

メモリ 1GB 以上

画面解像度：1024 x 768 以上

2.2 OS要件

本システムは、以下のＯＳがインストーされたコンピュータ上で動作します。

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows XP SP1 以降

Microsoft Windows 2008 Server  R2

Microsoft Windows 2008 Server 

Microsoft Windows 2003 Server
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2.3 システムドライブのファイルシステム要件

システムドライブ（通常は C ドライブ）のファイルシステムが NTFS であることが必要です。イン

ストーラが自動チェックしますので、事前のご確認は必要ありません。

2.4 ネットワーク要件

JTDB サーバと通信するためには、インターネットに接続可能であることが必要です。

2.5 旧バージョンからのバージョンアップ

本システムの旧バージョン（β バージョン Ver0.9）がインストールされているコンピュータに、本

システムをインストールすると、システムのバージョンアップが行われます。旧バージョンに登

録した患者情報はバージョンアップ後もそのまま有効です。

2.6 PostgreSQLについて

汎用データベースソフト PostgreSQL が、（他の用途で）既にインストールされているコンピュー

タにはインストールできません。

インストーラが自動チェックしますので、事前のご確認は必要ありません。

もし該当する場合、PostgreSQL のアンインストールをいただくか、または別コンピュータへの

インストールをご検討ください。

2.7 コンピュータへのログインユーザの権限

コンピュータへ管理者権限でログインしていることが必要です。

確認方法は、3.1(4)項をご参照ください。

3 インストールの準備
3.1 準備

(1) 本システムのインストーラーファイル（Setup.exe）をお手元にご準備ください。

(2) コンピュータ上の他のアプリケーションは終了させてください。

(3) ウイルス対策ソフト等のセキュリティ用ソフトが起動していると、インストールが失

敗する場合があります。インストールの間だけセキュリティソフトを終了してくださ

い。

(4) コンピュータへ管理者権限を持ったユーザでログインしてください。ログインユーザ

の権限は、以下の手順で確認が出来ます。

●  WindowsXP  、または、  Windows2003Server      の場合  
・「スタート」｜「コントロールパネル」｜「ユーザアカウント」を選択します。

・以下の画面が表示されます。現在ログインしているユーザ名の下欄に「コンピュータの

管理者」と表示されていることを確認します。（画面はサンプルです）
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●  Windows  　  Vista      または      Windws 2008 Server      の場合  
・「スタート」｜「設定」｜「コントロールパネル」｜「ユーザアカウント」を選択します。

・以下の画面が表示されます。現在ログインしているユーザの [グループ]欄に

「Administrator」と表示されていることを確認します。（画面はサンプルです）
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　「コンピュータの管理者」

「 Administrator 」



●  Windows  　  7   または      Windws 2008 Server R2      の場合  
・「スタート」｜「設定」｜「コントロールパネル」｜「ユーザアカウント」を選択します。

・以下の画面が表示されます。現在ログインしているユーザの [グループ]欄に

「Administrator」と表示されていることを確認します。（画面はサンプルです）

 

3.2インストール所要時間
インストールには、10～20 分程度の時間を要します。

4インストール手順
ここでは、本システムのインストール手順を説明します。

インストーラにより以下の順番にインストールが行われます。

・Microsoft .NET Framework 2.0 (*1) 

・Microsoft .NET Framework 2.0 日本語Language Pack (*1)

・PostgreSQL8.2.3

・ROOT Q for Trauma アプリケーション

 (*1) Microsoft .NET Framework 2.0 、Microsoft .NET Framework 2.0 日本語 Language Pack は、ご利用のコンピ

ュ

　　　　　　　　　　ータの OS が Windows Xpまたは 2003 Server であり、Microsoft .NET Framework2.0 がインストールされてい

　　　　　　　　　　ない場合に、本インストーラによりインストールされます。

　　　　　　　　　　（Windows Vista ,  7 , Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 の場合は、上位バージョンの.NET 　

　　　　　　　　　　　Framework が OS の初期状態でインストール済みため、Microsoft .NET Framework 2.0 はインストールされ

　　　　　　　　　　　ませんが問題はありません）
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4.1インストール手順

(1) 本システムの下記のインストーラーファイルを実行します。
Setup.exe

(2) [次へ] を押します。

(3) 使用許諾契約書の内容をご確認いただき、<使用許諾契約の全条項に同意しま

す>を選択し、[次へ]を押します。

　

この後、ご利用のコンピュータに Microsoft .Net Framework2.0 が既にインストール

されている場合、(7)または(10)に進みます。

Microsoft .Net Framework2.0 がインストールされていない場合、(4)に進みます。
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(4) Microsoft .Net Framework2.0 のインストールを開始します。

[次へ]を押します。

(5) [同意する]を選択し、[インストール]を押します。

→これにより Microsoft .Net Framework2.0 のインストールが開始します。  

  処理は数分掛かりますので暫くお待ちください。
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(6) Microsoft .Net Framework2.0 のインストールが終了すると、次の画面が表示され

ます

［完了］を押します。

(7) Microsoft .NET Framework2.0 日本語 Language Pack のインストール

※ご利用のコンピュータに Microsoft .Net Framework2.0 日本語 Language Pack が

インストールされていない場合、この画面が表示されます。

［次へ］を押します。

　- 9 -



　　　

(8) [同意する]にチェックを入れ、[インストール]を押します。

　　　　→これにより、Microsoft .Net Framework2.0 日本語 Language Pack のインストール

　　が開始します。

(9) Microsoft .Net Framework2.0 日本語 Language Pack のインストールが終了すると、

次の画面が表示されます。

［完了］を押します。
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(10)ROOT Q for Trauma の旧バージョンがインストールされている場合、次の画面が

表示されます。

［はい］を押します。

(11)PostgreSQL のインストールを開始します。この処理は数分掛かります。暫くお待

ちください。

　- 11 -



(12)ROOT Q for Trauma アプリケーションのインストール

[次へ]を押します。
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(13)[次へ]を押します。

※フォルダ及びユーザは、変更の必要はありません。

(14)[次へ]を押します。
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(15)アプリケーションのインストールが終了すると次の画面が表示されます。

[閉じる]を押します。

(16)完了を押します。

以上で、本システムのインストールは完了です。
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5システムのアンインストール方法

(1) 患者データを全て削除します。

患者データを完全に削除するには、ROOT Q for Trauma を起動し、メニューから「オプ

ション」-「動作環境設定」を選択します。[データ全件削除]画面が表示されますので、同

画面の「削除実行」ボタンを押します。

プログラムをアンインストールをしただけでは、患者データは削除さ　　　

　　れません。システムをアンインストールする際には、本手順を必ず実施

　　してください。

(2) 現在インストールされているプログラムの一覧を表示します。

プログラム一覧を表示するには下記のメニュー選択をします。

・XP,2003Server の場合：「スタート」-「コントロールパネル」‐「プログラムの追加と削除」

・Vista,Windows7,Windows2008 Server の場合：「スタート」-「コントロールパネル」‐「プ

ログラムと機能」

(3) 現在インストールされているプログラムの一覧から、下記のプログラムを削除しま

す。

　　　　　　・ROOT Q for Trauma

※下記のプログラムについては、本システム以外のアプリケーションでも使用されてい

る可能性がありますので、ご利用のコンピュータの状況に応じ、アンインストールをして

ください。

　　　　　　・PostgreSQL 8.2

　　　　　　・Microsoft .Net Framework 2.0 

　　　　　　・Microsoft .Net Framework 2.0 日本語 Language Pack

以上
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