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使用するにあたって 

動作条件 

サーバーOS： Microsoft Windows Server2012、2012R2、2016、Microsoft Windows 7、８、8.1、10 

データベース： Microsoft SQL Server 2012、2014 

クライアント OS： Microsoft Windows ７、８、8.1、10、MacOS X 

ブラウザ： Microsoft IE11、Edge、Google Chrome、Fire Fox、Safari 

周辺機器： 電子天秤やラベルプリンタ等 OS：Windows、ブラウザ：Edge 以外 

容器 ID仕様 

容器 ID は以下の形式で採番されます。 

XXXXXXXXXXXX（チーム ID5 桁以内 + 西暦下 2 桁 + 年間通し番号 5 桁） 

天秤を接続しての使用 

天秤をパソコンに接続して、容器込み重量を直接システムに取り込むことができます。天秤を接続して使用するためには、専用コン

ポーネントのインストールが必要となります。 

事前準備 

プリンタ設定

 

  

「マスタメンテ」－「プリンタ設定」でバーコードを印刷するプリンタを事前に

設定します。 

 
 
 

汎用プリンタの位置の調整を行うことができます。 



 

     

 

ヘッダメニューについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①一般／管理者メニュー切り替え 

一般メニューと管理者メニューを切り替えます。 

②日本語／英語切り替え 

使用言語の切り替えを行います。画面がクリアされます。 

③ホーム 

ホーム画面を表示します。 

④ログアウト 

ログアウトし、ログイン画面に戻ります。 

⑤有効期限切れ容器リスト 

有効期限を過ぎた容器を表示する画面が開きます。 

⑥更新（再読み込み） 

画面を再読み込みします。 

⑦鍵ボックス 

鍵ボックスの施錠・開錠、メンテナンス画面が開きます。 

⑧ユーザー情報メンテナンス 

ログインユーザーのメンテナンス画面が開きます。 

⑨システム管理者情報 

システム管理者の情報が表示されます。  

① ② ③ ④ 

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

管理者メニュー 

一般ユーザーメニュー 
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１.処理の流れ 

試薬発注してから廃棄までに行う処理の流れです。システムでは在庫登録処理から廃棄処理までを行います。 

  

STEP➌ 

STEP➍ 

STEP➎ 

使用量入力 

廃棄 

空き瓶 

廃棄行為 

納品 

STEP❶ 

試薬を発注 

STEP➋ 

在庫登録 

② 使用量の記録が必要な試薬を使用した時 

★廃棄するまで繰り返す 

③ 空ビンや期限切れ試薬等の廃棄時 

在庫登録を行います 

システム ① 試薬を購入し、入手した時 

使用量入力を行います 

空き瓶・廃棄処理を行います 

3.試薬を入手したら 

5.試薬を使用する時 

6.試薬を使い切った時 

7.試薬を途中で捨てる時 
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主な機能について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

試薬の残量は 

大丈夫かな？ 

在庫検索 

発注連携 

有効期限切れ容器リスト 

在庫容器を検索します。容器情報詳細で現在の残量を確認できます。 

有効期限が切れてしまった試薬を一覧表示します。 

指定された残量を下回ったら自動発注される等の機能があります。 

空瓶処理／廃棄処理 
有効期限切れの場合は廃棄処理を行います。使用済みの場合は空瓶処理を

行います。 

新しい試薬を購入

したから登録しよう 

在庫登録 

小分け 

開封 

バーコード事前発行 

カタログデータや登録履歴を用いて、試薬を登

録します。 

 一斗缶等での試薬を別容器に移し替えて使用
する場合に小分け機能を使用します。 

開封処理を行います。開封日が設定され、有効

期限が計算されます。 

バーコードを事前に発行します。発行されたバ

ーコードを容器に貼付けてから在庫登録を行う

ことも可能です。 

 

人事異動があったか

らユーザーの所属を

変更したい 

チームマスタ 

ユーザーマスタ 

所属(部署)の登録・更新を行います。 

ユーザーの所属変更、所属追加、ユーザーの統合を行います。 

保管場所一括変更 容器の保管場所をまとめて変更します。 

試薬を使って 

作業を行いたい 

使用量入力 

出庫／返却 

容量管理している容器を使用した場合、使用量

の計測を行います。 

保管部屋から容器を持ち出す時、または保管部

屋へ戻す時に出庫／返却処理を行います。 

試薬の在庫を 

確認したい 

棚卸機能 

ハンディモジュール 

システム上の保管場所と実際の保管場所が一致する

かどうか調査します。 

棚卸処理を行う場合、ハンディターミナルを使用して保管

部屋の在庫容器バーコードを読取ります。 

 

危険物の法規制
管理を行いたい 

PRTR集計 

消防法リスト 

リスクアセスメント 
リスクレベルを判定し、対策シートの共有を行うことが

可能です。 

鍵ボックス 
PC と鍵ボックスを連動させ、鍵の持出返却を管理しま

す。 

指定した PRTR 物質の集計(総使用量)を行うこと

ができます。 
在庫状況から消防法指定数量を計算する事ができま

す。 

オプション機能 
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２.システムを使用する前に 

個人設定 

各画面のデフォルト表示をご自分で使いやすいように、設定する事が可能です。メニューの「マスタメンテ」-「個人設定」

より個人設定画面を起動します。個人設定はログインユーザー毎に設定することが出来ます。 

 

「保管場所はいつも決まっている」「プリンタはこれしか使用しない」など、あらかじめ使用する項目が決まって

いる場合、ここで設定しておくと、どの画面でも設定された項目がデフォルトで選択されます。 

設定項目について 

◆入手方法 

各画面で使用する入手方法のデフォルト値を設定します。 

 

◆入手先 

各画面で使用する入手先のデフォルト値を設定します。 

  

在庫登録の入手方法に、ここで設定した値がデフォルトで

選択されます。 

 

在庫登録の入手先に、ここで設定した値がデフォルトで選

択されます。 

設定後、更新ボタンを押下します。 
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◆内容量単位 

各画面で使用する内容量単位のデフォルト値を設定します。 

 

◆容器込重量単位 

各画面で使用する容器込重量単位のデフォルト値を設定します。 

 

◆規格 

各画面で使用する規格のデフォルト値を設定します。 

 

◆濃度純度 

各画面で使用する濃度・純度のデフォルト値を設定します。 

 

◆保管場所 

各画面で使用する保管場所のデフォルト値を設定します。 

 

◆使用部屋（保管部屋） 

各画面で使用する使用部屋または保管部屋のデフォルト値を設定します。 

 

◆管理項目 

各画面で使用する管理項目のデフォルト値を設定します。 

  

在庫登録の内容量単位に、ここで設定した値がデフォルトで

選択されます。 

在庫登録の容器込重量単位に、ここで設定した値がデフォ

ルトで選択されます。 

在庫登録の規格に、ここで設定した値がデフォルトで選

択されます。 

使用量入力、出庫、返却の使用部屋、または消防法該当

容器一覧の保管部屋に、ここで設定した値がデフォルトで選

択されます。 

在庫登録の管理項目に、ここで設定した値が

デフォルトで設定されます。 

在庫登録の濃度・純度に、ここで設定した値がデフォルトで

設定されます。 

在庫登録、保管場所一括変更の保管場所に、ここで設定

した値がデフォルトで設定されます。 
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◆登録履歴検索対象 

各画面で使用する検索対象のデフォルト値を設定します。 

 

 

◆プリンタ 

各画面で使用するプリンタ情報のデフォルト値を設定します。 

 

◆使用量入力時、前回残量をデフォルト表示 

使用量入力画面の「使用前残量」に前回残量のデフォルト値を設定するかどうかを設定します。 

  

在庫登録の商品リスト検索一覧で表示される登録履

歴の検索対象を「全チーム」、「自チームのみ」から選択

します。 

在庫登録後、ユーザーマスタ、保管場所マスタ、バーコ

ード事前発行、バーコード再発行時、バーコード発行画

面でプリンタ情報に、ここで設定した値がデフォルトで選択

されます。 
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３.試薬を入手したら 

入手した試薬をシステムに登録します。メニューの「在庫登録」-「在庫登録」で画面を起動します。 

 

① はじめに、在庫登録する容器情報のベースとなる（複製元の）情報を検索します。 

※ベースとなる情報を選択しなくても在庫登録は可能です。 

画面を起動すると商品リストポップアップが表示されます。条件を設定し、検索すると条件に該当する登録履歴と

カタログデータが一覧に展開されます。対象行を「ダブルクリック」、または「行選択+選択ボタン押下」で選択された

試薬情報が在庫登録画面に設定されます。 

在庫登録では、登録する試薬によって測定種別を指定します。 

毒劇物などの「使用量の管理が必要」な試薬を登録する場合 ・・・容器込重量 

「使用量の管理が不要」な試薬を登録する場合  ・・・内容量 

登録時はご注意下さい！ 

一覧に商品情報が展開されます。 

登録画面へ遷移します。 
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② 容器情報を入力します。 

 

新規／使いかけ 

使いかけの場合、「現在の内容量」フィールドが追加されます。ここに現在の内容量を設定します。 

容器 IDバーコード 

容器 ID バーコードを印刷するかどうかを選択します。必須入力です。 

最終発行済みバーコード 

最後に発行されたバーコードを表示します。 

最終登録済みバーコード 

最後に登録されたバーコードを表示します。 

登録数 

容器の登録数を入力します。入手した試薬を複数の容器に分けた場合はその容器数を入力します。必須入力です。 

商品名(英) 

英語の商品名を入力します。必須入力です。 

商品名(日) 

日本語の商品名を入力します。 

別名 

別名を入力します。複数入力可能です。追加ボタンを押下するとリストに入力可能となります。 

別名は、在庫検索時、商品名検索フィールドで検索できます。 

例）別名：●●△● と登録した場合、在庫検索にて商品名：●△で検索するとヒットします。 
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メーカー 

 

製品番号 

製品番号を入力します。 

 

入手方法 

入手方法を選択します。必須入力です。 

 

入手日 

入手日を入力します。必須入力です。※デフォルトで今日の日付が表示されています。変更可能です。 

 

入手者 

 

有効期限 

有効期限を入力します。日付、または入手後・開封後の経過期間(月)のいずれかを選択し、入力します。 

  

入手者を選択します。必須入力です。 

※デフォルトでログインユーザーが表示され

ています。変更可能です。 

メーカー選択ポップアップより、メーカーを選

択します。必須入力です。 

 

■よく使うメーカータブ 

個人設定のメーカータブでチェックされて

いるメーカーが表示されます。 

■検索結果タブ 

全てのメーカーが表示されます。 

■A～Z タブ 

メーカー名(英)の頭文字で絞り込み表

示されます。 

対象の行を「ダブルクリック」、または「行選択+OK

ボタン押下」で選択します。 

対象の行を「ダブルクリック」、または「行選択

+OK ボタン押下」で選択します。 
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保管場所 

保管場所を選択します。必須入力です。 

 

 

  

保管部屋を選択すると 

保管場所が表示されます 

対象の行を「ダブルクリック」、または「行

選択+OK ボタン押下」で選択します。 

事業所を選択します 
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測定種別、使用量管理、容器込重量は、使用量管理が必要か否かにより設定値が変わります。 

 

 
 

内容量 

登録時の内容量を入力します。必須入力です。 

比重 

比重を入力して下さい。必須入力です。 

入手先 

入手先を選択、または入力して下さい。 

規格 

規格を選択、または入力して下さい。 

濃度純度 

濃度純度を入力して下さい。 

CAS No 

CAS No を入力して下さい。複数入力可能です。追加ボタンを押下するとリストに入力可能となります。 

  

* * 

・測定種別                       

「容器込重量」を選択します。 

・使用量管理                     

「必須」を選択します 

・容器込重量                     

登録時の容器込重量を入力(測定)します。 

・測定種別                       

「内容量」を選択します 

・使用量管理                     

「任意」を選択します 

使用量を細かく管理したい 

毒劇物等、取扱に注意が必要な試薬 

※電子天秤で計量する場合も使用量管理が必要です 

NO 
一般試薬の場合は通常こちら⇒ 

YES 

* 

* 

* 

* * 
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SDS 

 

 

法令情報 

 

PRTR関連 

  

編集ボタンを押下すると、SDS ファイル一覧が表示されます。 

① 参照ボタンで追加したい SDS ファイルを選択し、追加ボタンを押下します。 

② SDS ファイル一覧にそのファイルが表示されます。 

③ 「実行ボタン」押下でファイルが追加されます。※「閉じるボタン」押下時は変更が保存されません 

同一 CAS No の SDS を流用する場合は、「同一 CAS No の SDS を流用する」ボタンを押

下してください。同一 CAS No の試薬一覧が表示されます。該当する行を「ダブルクリック」、

または「行選択+選択ボタン押下」で選択して下さい。 

 

 

「PRTR 情報ボタン」を押下すると、

PRTR 情報ポップアップが表示されます。 

CAS No、法令分類、種別、政令番号

で検索することが出来ます。 

左の一覧より「行選択+▶ボタン」で右の

選択リストに移動します。 

選択したら「決定ボタン」を押下してくださ

い。 

「法令情報ボタン」を押下すると、法令情報ポップアップが表示されま

す。法令情報を選択し、「選択ボタン」を押下してください。 

同一 CAS No の法令情報を流用する場合は、「同一 CAS No.の法

令を流用ボタン」を押下してください。同一CAS Noの試薬一覧が表示

されます。該当する行を「ダブルクリック」、または「行選択+選択ボタン

押下」で選択して下さい。 

 

 

 

② 

③ 

①  

① ファイルを選択し、「開くボタン」を押下します。 

② SDS ファイル一覧が表示されるので、該当ファイルの

リンクをクリックします。 
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分子式 

 

成分 

成分を入力して下さい。 

公開設定 

公開設定を選択して下さい。 

メーカーバーコード 

メーカーバーコードを入力して下さい。 

備考 

備考を入力して下さい。 

管理項目 

 

検索ボタン 

商品リストポップアップが表示されます。 

クリアボタン 

入力した値をクリアします。検索された情報はそのまま残ります。 

登録ボタン 

入力されている容器情報を登録します。登録後にバーコードを発行します。 

  

分子式を入力して下さい。 

同一 CAS No の分子式を流用する場合は、「同一 CAS No の分子式を流用するボ

タン」を押下してください。同一CAS Noの試薬一覧が表示されます。該当する行を「ダ

ブルクリック」、または「行選択+選択ボタン押下」で選択して下さい。 

管理項目を選択します。 
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③ バーコード発行画面が表示されます。使用するプリンタを選択します。 

 

◆P-Touchなどのバーコード専用プリンタを使用する場合 

Ⅰ.「バーコード専用」を選択し、出力先プリンタを選択します。 

 

Ⅱ.出力バーコードタイプ、テープ幅を指定します。 

 

Ⅲ.印刷ボタンを押下し、バーコードを発行します。 

 

  

プリンタにセットしてあるテープカセットのテー

プ幅を選択します。 

テープ幅が、18、24mmの場合、ラベルに

出力する項目を選べます。 
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◆レーザープリンタ等の汎用プリンタを使用する場合 

Ⅰ.「汎用プリンタ」を選択し、出力先プリンタを選択します。 

 

Ⅱ.印刷位置や印刷項目などの印刷情報を指定します。 

 

 

Ⅲ.印刷ボタンを押下し、バーコードを発行します。 

  

バーコード PDF がダウンロードされますので、

このファイルを印刷して下さい。 

barcode.pdf 

 
 
 
 
 

↑印刷項目はこのように 

表示されます。 

クリックで印刷位置を指定します。 

任意の場所にバーコードを印刷することが可能です。 

印刷項目を選択します。 
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④ 印刷したバーコードを薬品ビンに貼り付けます。 

バーコードシールを貼る際は、以下の事に留意ください。 

 

 

  

反りが小さい為、バーコードリー

ダーで読み取りやすい 

△ 〇 

状態によっては読み取りに

くい場合がある 

市販されているジュースなどの円筒形商品と同様に、バーコードシールを 

縦に貼ると、反りが小さい為、バーコードリーダーで読み取りやすくなります 

！貼り方のポイント！ 
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４.試薬の登録で誤った時 

在庫検索で誤って登録した容器を探します。メニューの「検索」-「在庫検索」より、在庫検索画面を起動します。 

① 在庫検索で検索条件を入力し、検索します。 

該当容器を選択し右クリックにてコンテキストメニューを表示し、「容器処理」を選択します。 

 

② 容器処理メニューより「登録内容変更」を選択します。 
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③ 登録内容変更画面で変更箇所を修正し、更新ボタンを押下します。 
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５.試薬を使用する時 

メニューの「容器処理」-「使用量入力」、または在庫検索後、容器の右クリックメニューより「使用量入力」を選択し、使

用量入力画面を起動します。 

 

① 使用する容器のバーコードを読み込み、検索ボタンを押下します。 

 

② 使用前残量および使用後残量を入力(測定)し、使用量入力を行います。 

  

容器の測定種別が容器込重量の

場合のみ切り替えが可能です。 

「使用後残量」or「使用量」を入力し、フ

ィールドを離れると自動計算されます。 

「残量コピーボタン」を押下すると「使用前残量」欄に

前回の残量がコピーされます。 
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③ 使用者の「選択ボタン」を押下し、ユーザー選択画面より使用者を選択します。 

 

◆◆ユーザー選択画面◆◆ 

  

検索条件を入力します。 検索を実行します。 

対象の使用者を「ダブルクリック」、または「使用

者選択+OK ボタン押下」で選択します。 
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④ 「使用年月日」「使用目的」「使用部屋」を確認し、変更があれば修正します。 

「実行ボタン」を押下します。入力された内容が使用量入力データとして登録されます。 

 

  

使用量入力を実行します。 
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６.試薬を使い切った時 

容器の試薬を全て使い切ってビンが空になった場合、メニューの「容器処理」-「使用済（空き瓶）処理」、または在庫

検索後、容器の右クリックメニューより「空き瓶処理リストに追加」を選択し、空き瓶処理画面を起動します。 

 

① 空になった容器のバーコードを読み込み、「追加ボタン」を押下します。 

 

② 空き瓶処理を行う容器のチェックボックスがチェックされていることを確認し、「実行ボタン」を押下します。 

 

  

チェックされているものに対して

空き瓶処理を行います。 

処理をとりやめたい場合は、対象容器の右ク

リックメニューより「作業状態を解除」を選択し

ます。 
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７.試薬を途中で捨てる時 

何らかの理由で使い切る前に廃棄する場合、メニューの「容器処理」-「廃棄」、または在庫検索後、容器の右クリックメ

ニューより「廃棄処理」を選択し、廃棄処理画面を起動します。 

 

① 廃棄する容器のバーコードを読み込み、追加ボタンを押下します。 
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② システム上の残量と実際に廃棄する量が異なる場合、容器の右クリックメニューより「残量入力」を選択

します。残量入力ポップアップが表示されます。 

 

 

  

処理をとりやめたい場合は、対象容器の右ク

リックメニューより「作業状態の解除」を選択し

ます。 

残量入力ポップアップが表示されます。 

廃棄量を入力し、適用ボタンを押下します。 
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③ 廃棄処理を行う容器のチェックボックスがチェックされていることを確認し、実行ボタンを押下します。 

 

 

  

チェックされているものに対して

廃棄処理を行います。 
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８.試薬を探す時 

試薬を探したい時、メニューの「検索」-「在庫検索」で容器の検索を行います。 

 

簡易検索 

① 検索条件を入力します。 

検索条件は以下のように指定します。 

Ⓐ.容器 ID ・・・完全一致検索。複数指定時はカンマ区切り。 

例）「000001400001,000001400002」 

Ⓑ.CAS No ・・・完全一致検索。複数指定時はカンマ区切り。 

例）「67-64-1,611-75-6」 

©.商品名 ・・・部分一致検索(商品名に入力されたワードが含まれていればヒット) 

商品名(和)、商品名(英)、別名の項目が対象。 

  

Ⓐ Ⓑ © 
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② 検索ボタンを押下すると、一覧に検索結果が表示されます。 

 

詳細検索 

① 詳細検索ボタンを押下します。 

  

簡易検索より、詳細な条件を指定することが出来ます。 
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② 詳細検索条件を指定します。 

 

 

 

  

ここで「 」を選択します。 

容器状態「使用終了」「廃棄済」の容器

が対象となります。 

廃棄済み容器を検索したい場合 
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検索結果一覧について 

◆検索結果に表示する項目を設定するには 

「表示設定ボタン」よりポップアップを表示してください。 

 

項目を表示する位置にドラッグアンドドロップしてください。 

 

 

◆保管部屋・保管場所で絞り込むには 

検索結果が表示されている状態で、画面左の保管部屋・保管場所を選択するとその場所に保管されている容器

で絞り込む事ができます。 

  

選択した保管場所

で絞り込まれます。 
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検索結果の操作 

検索結果一覧に対して操作を行うことが出来ます。 

 

◆行のダブルクリック 

一覧の行をダブルクリックすると容器詳細情報が表示されます。商品情報、構成試薬情報、使用量履歴、作

業履歴が参照可能です。この画面から「使用量入力画面」や「登録内容変更画面」に遷移できます。 

 

◆行の右クリックメニュー「容器処理」 

  

容器に対する様々な処理を行う

ことが出来ます。 
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◆複数の容器に対して処理を同時に行う 

Ⅰ.Shift キー、または Ctrl キーを押下しながら対象の容器をクリックします。 

 

Ⅱ.右クリックメニューの容器処理を選択します。 

 

※「使用量入力」、「登録内容変更」、「小分け」、「Copy-在庫登録」は一件の容器選択時のみ可能です。 

  

複数の容器に対して様々な処理

を行うことが出来ます。 

⇧Shift 

クリック 

Ctrl 



Chemical Design Ver.6 一般向け操作マニュアル 

 

 31 / 42   

 

容器状態について 

検索結果一覧の容器状態はそれぞれ下記のような状態を表します。 

 

容器状態 状態 

使用可能 在庫中の容器 

廃棄済 廃棄された容器 

使用終了 空き瓶処理された容器 

出庫中 保管場所から出庫している容器 

紛失 棚卸を行った際に、見当たらなかった容器 

譲渡済 別のチームに譲り渡した容器 

譲渡中 譲り渡し処理は行ったが、譲り渡し先のチームがまだ在庫登録を行っていない容器 

廃棄処理中 廃棄処理リストに追加中の容器 

譲渡処理中 譲り渡しリストに追加中の容器 

保管場所変更処理中 保管場所一括変更リストに追加中の容器 

譲受処理中 別チームより譲り渡し処理が行われたが、まだ在庫登録を行っていない容器 

登録ミス削除処理中 登録ミス削除リストに追加された容器 

出庫処理中 出庫リストに追加された容器 

復帰処理中 復帰処理リストに追加された容器 

棚卸処理中 棚卸中の容器 

開封処理中 開封リストに追加された容器 

 

「使用可能」以外の状態の場合、使用量入力等の作業を行うことが出来ません！！ 

 

容器状態を変更する場合は、次ページの『作業中容器をキャンセルする』を参照して下さい。 
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９.作業中容器をキャンセルする 

メニューの「管理表」-「作業中容器リスト」より、作業中容器リスト画面を起動します。 

 

作業を中止したい容器を選択し、右クリックメニューの「処理取消」を選択します。 

 

  

処理をとりやめたい場合は、対象容器の右ク

リックメニューより「処理取消」を選択します。 
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10.誤った使用量を入力した時 

誤った使用量を入力してしまった場合、入力した値を相殺する為、再度、使用量入力を行います。 

メニューの「容器処理」-「使用量入力」、または在庫検索後、容器の右クリックメニューより「使用量入力」を選択し、使

用量入力画面を起動します。 

 

例）使用量5ｇのところ、誤って50ｇと入力し、使用量入力を実行してしまった 

① 使用量入力前の容器詳細 

 

② 誤って 50ｇで入力し、実行してしまう 

  

残量は 500ｇ 
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使用量入力後の容器状態（商品情報・使用量履歴） 

  

残量は 450ｇ 

商品情報 

使用量履歴 

使用量は 50ｇ 
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③ 再度、使用量入力にて使用量の相殺を行う 

 

使用量入力後の容器状態（商品情報・使用量履歴） 

使用量履歴 

残量は500ｇ 

商品情報 

残量は500ｇ 

使用目的は「使用量誤入力」と

すると分かりやすいです。 

使用後残量を使用入力前の「500ｇ」で入

力します。使用量は「-50ｇ」になりますが、

そのまま実行ボタンを押下してください。 
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④ もう一度、使用量入力画面を起動し、使用量に正しい値（5ｇ）を入力、実行する 

使用量入力後の容器状態（商品情報・使用量履歴） 

 

  

使用量履歴 

使用量は 5ｇ 

残量は495ｇ 

商品情報 
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11.所属組織の改編や人事異動が行われた場合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

異動、退職対象者が管理している容器が処理中の

ままになっていて、気づかずにユーザーを削除してし

まった為に解除する方法がなく、その容器が「処理

中のため、使用できません」となってしまう 

例④：退職 

開発事業部長 試薬 正夫 

海外事業戦略部 

例①：海外事業戦略部へ異動 

例②：海外事業戦略

部と開発事業部を兼務 

例③：海外事業戦略部へ管

理している試薬も一緒に異動 

人事異動や退職時によくある困ったことは… 

対処方法 

削除する前に、必ず 

メニュー「管理表」－「作業中容器リスト」 

で処理中容器がないか確認する。処理中容器があ

る場合は、処理を取り消す 
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例①：試薬正夫さんは 4 月の異動で「開発事業部」から新しく立ち上げた「海外事業戦略部」へ異動と

なり、役職も担当リーダーから部長へと昇進する 

【手順】 

 1. 管理者メニューの「人事」－「チームマスタ」で新規に「海外事業戦略部」を作成する。 

 

 

 

 

 2. 管理者メニューの「人事」－「ユーザーマスタ」で所属の変更を行う。 

 

  

チームを「海外事業戦

略部」に変更する 

権限を「所属長」に変更する 
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例②：海外事業戦略部長の試薬正夫さんは 9月から「開発事業部長」も兼務することになった 

【手順】 

 1. 管理者メニューの「人事」－「ユーザーマスタ」で所属の追加を行う。 

 

 2.同じユーザーに 2 つ以上の所属、又は権限を兼務させる事が可能。 

 

  

「開発事業部」「所属長」

を追加する 

「海外事業戦略部」と「開発事

業部」を兼務する 
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例③：開発事業部から海外事業戦略部へ異動する際に、管理している試薬も一緒に異動する 

【手順】 

 １. 異動先へ譲り渡し処理を行う。 

 

 ２. 例①同様、ユーザーマスタより所属の変更を行う。 
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 3. 異動先で譲り受け処理を行う。 

 

 

  



Chemical Design Ver.6 一般向け操作マニュアル 

 

 42 / 42   

 

例④：退職した時 

【手順】 

 1. 「管理表」－「作業中容器リスト」で確認し、処理を取り消すか又は処理を完了させる。 

 

 2.「マスタメンテ」－「ユーザーマスタ」から対象ユーザーを削除する。 

 

 

 

 

ｚ 


