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第1章 はじめに 

 

本章では、「アプリケーション操作説明書」の概要について説明します。 
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1.1 はじめに 

 

「アプリケーション操作説明書」では、「病名検索システム JAVA 版」をクライアントＰＣより利用する

一般利用者の方向けの操作方法を説明しています。 

 

オペレーティングシステムに関する基本的な操作説明は行いません。操作が不明な場合は、お手

元のコンピュータの説明書を参照してください。 

 

1.2 本書の表記方法について 

 

本文の表記 操作手順は番号（①、② …）で示します。 

 ウィンドウ名、アイコン名、メニュー名、コマンド名は［］で、ボタ

ン名は＜＞で括ります。 

 メニューバーの［XXX］メニューから［YYY］コマンドを選択する

場合、操作手順の中では、“［XXX］－［YYY］”を選択すると表

します。 

 

マウス操作に関する用語 “ポイント“とは、画面上に表示された操作対象物にマウスポ

インタをあわせることを意味します。 

 “クリック”とは、マウスボタンを押して素早く離す動作を１回行

うことを意味します。 

 “ダブルクリック”とは、マウスボタンを押して素早く離す動作

を 2 回行うことを意味します。 

 “ドラッグ”とは、マウスボタンを押したままマウスを移動する

動作を意味します。 

 

キーボード操作に関する表記 操作中に使用するキーは、キートップの記号で示します。 

 二つのキー名がプラス記号で結ばれているときは、それらの

キーを同時に押すことを意味します。たとえば[Shift + Tab]は、

Shift キーを押しながら Tab キーを押すことを意味します。 
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第2章 アプリケーション 

 

本章では、アプリケーションの概要と操作方法について説明します。 
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2.1 アプリケーションの概要 

アプリケーションを利用することで、病名や修飾語の検索が行えます。 

 

2.2 アプリケーションの起動と終了 

アプリケーションの起動 アプリケーションのアイコンをダブルクリックします。 

 メイン画面が表示されます。 

 

アプリケーションの終了 以下のいずれかの方法により終了します。 

・ メイン画面内の＜終了＞ボタンのクリックにより終了しま

す。 

・ ［ファイル］－［終了］の選択により終了します。 

・ [CTRL+Q]の押下により終了します。 
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2.3 画面構成（メイン画面） 

アプリケーションを起動すると、メイン画面が表示されます。 

メイン画面では、病名の検索の他、修飾語の検索が行えます。タブの切り替えにより、病名および

修飾語の検索方法を選択できます。 

メイン画面は、病名タブビュー、類似病名エリア、修飾語タブビュー、病名表示パネル、基本修飾

語パネル、その他のエリアの 6 つから構成されます。 

各リストに表示する検索件数は最大 50 件です。50 件以上検索された場合は、49 件＋「50 件以上

データがあります」と表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メイン画面 初期状態 

 

 

病名タブビュー 

類似病名エリア 

修飾語タブビュー 

病名表示パネル

基本修飾語パネル 
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2.3.1 病名タブビュー 
病名の検索が行えます。 

病名を選択すると、右のリストに類似病名と良く使う修飾語が表示されます。 

 

2.3.2 類似病名エリア 
病名タブビューで選択された病名の類似病名を表示します。 

 

2.3.3 修飾語タブビュー 
修飾語の検索が行えます。 

病名タブビューで選択された病名の修飾語を「良く使う修飾語」ビューに表示します。 

 

2.3.4 病名表示パネル 
選択された病名および修飾語を表示します。 

病名が再選択されると修飾語はクリアされます。修飾語は複数選択することができます。 

 

2.3.5 基本修飾語パネル 
基本修飾語として＜右＞＜左＞または＜両＞の修飾語を、１つの病名に対し、１つだけ追加する

ことができます。 

 

2.3.6 その他のエリア 
病名の検索範囲指定、病名の決定、病名および修飾語の削除、操作の Undo（取消）ボタンやメニ

ューが含まれます。 

 



 
病名検索システム Java 版 

アプリケーション操作説明書 第 1.0 版 

 

 
7                      Fuji Xerox Information Systems Co., Ltd 

2.4 病名タブビュー 

病名の検索を行います。 

病名タブビューは、[ツリー検索]、[キーワード検索]、[自由検索] 3 つのタブに分かれます。 

 

2.4.1 病名ツリー検索 
分類に従い、項目を選択することにより、病名の検索が行えます。 

 

画面レイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ジャンプ 選択した病名が、ツリー上で階層表示されます。 

  

 

選択 ツリーで選択されている病名を、[病名表示パネル]へ選択します。 

 その際、既に[病名表示パネル]に病名が追加されている場合は、修飾 

 語も含めてすべてクリアされます。 

 病名以外が選択されている場合は、何も起こりません。 

アプリケーション起動前に、ジャンプしたい病名を Ini ファイルに

設定しておく必要があります。 
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選択範囲を検索 ツリーで選択されている病名パス以下を対象として、キーワード検索を 

 行います。 

 このボタンをクリックすると、[キーワード検索タブ]が表示されます。 

 

病名の検索 

① タブビューの上にある[範囲]より、[全て]または[よく使う病名]を選択します。 

（デフォルトは[よく使う病名]になっています） 

② ツリーより[全体]をダブルクリックします。１つ下の階層が展開表示されます。 

③ 分類に沿って、順にフォルダアイコンをダブルクリックし、該当する病名を検索します。 

④ 病名を選択し、[選択]ボタンをクリックすると、選択された病名が[病名表示パネル]に表

示されます。 

 

検索結果の表示 

ツリー表示されるアイコンについて説明します。 

フォルダアイコン 

黄 子ノードが存在する場合の病名 （採択区分＝１） 

青 子ノードが存在する場合の病名 （採択区分＝２） 

緑 子ノードが存在する場合の病名 （採択区分＝３） 

オレンジ 子ノードが存在する場合の分類項目 

ファイルアイコン 

黄 子ノードが存在しない最下層の病名 （採択区分＝１） 

青 子ノードが存在しない最下層の病名 （採択区分＝２） 

緑 子ノードが存在しない最下層の病名 （採択区分＝３） 

オレンジ 子ノードが存在しない最下層の分類項目 
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2.4.2 病名キーワード検索 
病名をキーワードで検索します。 

 

画面レイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検索対象 検索する対象範囲を表示します。[ツリー検索タブ]より＜選択範囲を検 

索＞した場合、ここに病名パスが表示されます。 

 何も指定されていない場合は、全ての階層を検索します。 

検索オプション 検索オプションを指定します。[前方一致検索]または[後方一致検索]を 

 選択します。 

キーワード 検索キーワードを入力します。 

 何も入力されていない場合は、全件検索を行います。 

検索実行 ボタンのクリックにより、指定された条件に沿って検索を開始します。 
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 検索された結果は、[検索結果リスト]にリスト表示されます。 

検索結果リスト 検索結果（病名、同義語、キーワード、パス）をリスト表示します。 

 リストに表示する検索件数は最大 50 件です。検索結果が 50 件を超え 

 た場合は、49 件＋「50 件以上データがあります」と表示します。 

 検索結果が 0 件の場合は、何も表示されません。 

クリア 設定された検索対象範囲をクリアします。 

選択 リストで選択されている病名を、[病名表示パネル]へ選択します。 

  その際、既に[病名表示パネル]に病名が追加されている場合は、修飾 

 語も含めてすべてクリアされます。 

 このボタンをクリックすると、[ツリー検索タブ]が表示され、選択した病名 

 がツリー表示されます。  

 

病名の検索 

① タブビューの上にある[範囲]より、[全て]または[よく使う病名]を選択します。 

（デフォルトは[よく使う病名]になっています） 

② キーワードの検索オプション[前方一致検索]または[後方一致検索]を選択します。 

（デフォルトは[前方一致検索]になっています） 

③ キーワードを入力し、＜検索実行＞ボタンをクリックします。検索結果が[検索結果リスト]

に一覧表示されます。 

検索結果が 50 件を超えた場合は、リストの最終行に「50 件以上データがあります」と表示

します。検索結果が 0 件の場合は、何も表示されません。 

④ 病名を選択し、＜選択＞ボタンをクリックすると、選択された病名が[病名表示パネル]に表

示されます。 
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2.4.3 病名自由検索 
病名を自由なキーワードで検索します。 

 

画面レイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キーワード 検索するキーワードを入力します。（部分一致） 

 何も入力されていない場合は、全件検索を行います。 

検索実行 ボタンのクリックにより、指定された条件に沿って検索を開始します。 

 検索された結果は、[検索結果リスト]にリスト表示されます。 

検索結果リスト 検索結果（病名、同義語、キーワード、パス）をリスト表示します。 

 リストに表示する検索件数は最大 50 件です。検索結果が 50 件を超え 

 た場合は、49 件＋「50 件以上データがあります」と表示します。 

 検索結果が 0 件の場合は、何も表示されません。 

選択 リストで選択されている病名を、[病名表示パネル]へ追加します。 

  その際、既に[病名表示パネル]に病名が追加されている場合は、修飾 

 語も含めてすべてクリアされます。 

 このボタンをクリックすると、[ツリー検索タブ]が表示され、選択した病名 

 がツリー表示されます。 
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病名の検索 

① タブビューの上にある[範囲]より、[全て]または[よく使う病名]を選択します。 

（デフォルトは[よく使う病名]になっています） 

② キーワードを入力し、＜検索実行＞ボタンをクリックします。検索結果が[検索結果リスト]

に一覧表示されます。 

検索結果が 50 件を超えた場合は、リストの最終行に「50 件以上データがあります」と表

示します。検索結果が 0 件の場合は、何も表示されません。 

③ 病名を選択し、＜選択＞ボタンをクリックすると、選択された病名が[病名表示パネル]に

表示されます。 
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2.5 類似病名エリア 

病名タブビューで選択された病名の同義語、類似語を表示します。 

 

画面レイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択  リストで選択されている病名を、[病名表示パネル]へ追加します。 

  その際、既に[病名表示パネル]に病名が追加されている場合は、修飾 

 語も含めてすべてクリアされます。 

 このボタンをクリックすると、[ツリー検索タブ]が表示され、選択した病名 

 がツリー表示されます。 
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2.6 修飾語タブビュー 

修飾語の検索を行います。 

修飾語タブビューは、[良く使う修飾語]、[部位検索]、[キーワード検索] 、[ツリー検索]の 4 つのタ

ブに分かれます。 

 

2.6.1 良く使う修飾語 
病名に対してよく使う修飾語を検索できます。 

また、病名タブビューで選択された病名の修飾語を表示します。 

 

画面レイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンボボックス 選択した分類の修飾語を[修飾語リスト]に表示します。 

修飾語リスト コンボボックスより選択された分類の修飾語をリスト表示します。 

追加 [修飾語リスト]で選択された修飾語を、病名パネルに追加します。 

ツリー検索へ このボタンをクリックすると、[修飾語ツリー検索タブ]が表示され、選択し

 た修飾語がツリー表示されます。 
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2.6.2 修飾語部位検索 
部位による修飾語の検索が行えます。人型のイメージをクリックして部位を選択します。 

 

画面レイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部位選択ウィンドウ イメージの任意の部位をクリックします。 

 選択された部位に含まれる修飾語が、[修飾語リスト]に表示されます。 

修飾語リスト [部位選択ウィンドウ]より選択された分類の修飾語をリスト表示します。 

追加 [修飾語リスト]で選択された修飾語を、[病名表示パネル]に追加します。 

ツリー検索へ このボタンをクリックすると、[修飾語ツリー検索タブ]が表示され、選択し

 た修飾語がツリー表示されます。 
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2.6.3 修飾語キーワード検索 
キーワードによる修飾語の検索が行えます。 

 

画面レイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キーワード 修飾語のキーワードを入力します。 

 何も入力されていない場合は、全件検索を行います。 

検索実行 ボタンのクリックにより、指定された条件に沿って検索を開始します。 

 検索された結果は、[修飾語リスト]にリスト表示されます。 

修飾語リスト 検索結果（修飾語）をリスト表示します。 

追加 修飾語リストで選択された修飾語を、[病名表示パネル]に追加します。 

ツリー検索へ このボタンをクリックすると、[修飾語ツリー検索タブ]が表示され、選択し

 た修飾語がツリー表示されます。 
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2.6.4 修飾語ツリー検索 
分類に従い、項目を選択することにより、修飾語の検索が行えます。 

 

画面レイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジャンプ  選択した修飾語が、ツリー上で階層表示されます。 

追加 [修飾語リスト]で選択された修飾語を、[病名表示パネル]に追加します。 
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2.7 病名表示パネル 

病名タブビュー、類似病名エリアより選択された病名を表示します。 

修飾語タブビューより選択された修飾語を表示します。 

 

画面レイアウト 

 

 

 

 

 

病名  選択された病名、修飾語を表示します。 

病名交換用コード 選択された病名、修飾語に対応する交換用コードを表示します。 

ICD10 選択された病名の ICD10 確度を表示します。 

レセ電算コード 選択された病名のレセ電算コードを表示します。 

 



 
病名検索システム Java 版 

アプリケーション操作説明書 第 1.0 版 

 

 
19                      Fuji Xerox Information Systems Co., Ltd 

2.8 基本修飾語パネル 

基本修飾語を選択します。 

基本修飾語は、１つの病名に対して１つだけ付加することができます。 

 

画面レイアウト 

 

 

 

 

右 ボタンのクリックにより、病名パネルに「右」が付加されます。 

左 ボタンのクリックにより、病名パネルに「左」が付加されます。 

両 ボタンのクリックにより、病名パネルに「両」が付加されます。 
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2.9 その他のエリア 

検索する病名の範囲指定、病名の決定、病名および修飾語の削除、操作の Undo（取消）など、そ

の他の操作について説明します。 

 

画面レイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

範囲 病名の検索範囲[全て]または[良く使う病名]を指定します。 

病名決定 [病名表示パネル]に表示された病名を決定し、[病名表示パ

ネル]をクリアします。 

終了 アプリケーションを終了します。 

元に戻す 直前に行った処理（病名および修飾語の追加または削除）を

Undo(取消)します。 

削除 [病名表示パネル]で選択された病名または修飾語を削除し
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ます。 

 病名が選択されている場合は、[病名表示パネル]を全てクリ

アします。 

 修飾語が選択されている場合は、修飾語のみ削除します。 

 

 

[ファイル]-[終了] アプリケーションを終了します。 

[CTRL+Q]の押下も同様の動作をします。 

[編集]-[元に戻す] 直前に行った処理（病名および修飾語の追加または削除）を

Undo(取消)します。 

 [CTRL+Z]の押下も同様の動作をします。 

[編集]-[病名の削除] [病名表示パネル]をクリアします。 

[CTRL+X]の押下も同様の動作をします。 

[ヘルプ]-[バージョン情報] バージョン情報ダイアログを表示します。 

[CTRL+A]の押下も同様の動作をします。 
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第3章 ＩＮＩファイル 

 
本章では、ＩＮＩファイルについて説明します。 
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3.1 ＩＮＩファイル 

 

アプリケーションを実行する際には、必ずＩＮＩファイルが必要です。このＩＮＩファイルはアプリケーシ

ョンの実行ファイル下の properties ディレクトリに配置しなければいけません。 

以下にＩＮＩファイルの設定項目の一覧を示します。また、設定項目の値はユーザが自由に変更す

ることが出来ます。 

No 設定項目 値 

1 メッセージファイル アプリケーションで使用するメッセージのファ

イル。メッセージファイル名をフルパスで記述

します。(通常はアプリケーションの実行ファイ

ルと同一のディレクトリに配置します。) 

２ 良く使う病名個数 ＩＮＩファイルに設定するよく使う病名の個数を

記述します。 

３ 良く使う病名 n よく使う病名として実際に登録する情報を記

述します。複数個登録することが出来ます。

１個以上登録する際は必ず最後の n の部分

に半角数字で1からの連番を振ってください。

４ 画像データディレクトリ 部位画像ファイルのディレクトリ名を記述しま

す。絶対パス、相対パスどちらの指定も可能

です。相対パスの場合はアプリケーションの

実行ファイルが配置されているディレクトリを

基準とします。 

絶対パスの場合：「c:¥disPACK¥Bitmap」 

相対パスの場合：「¥Bitmap」 

５ 部位エリア個数 修飾語部位検索で使用する部位エリアの個

数を記述します。 

６ 部位エリア n 部位エリアとして実際に登録する情報を記述

します。複数個登録することが出来ます。１

個以上登録する際は必ず最後の n の部分に

半角数字で 1 からの連番を振ってください。 

ファイル名は必ずフルパスで記述してくださ

い。 

７ 基本画像のファイル名 修飾語部位検索で使用する基本画像のファ

イル名をフルパスで記述します。 

８ 病名データディレクトリ 病名データファイルのディレクトリ名を記述し

ます。絶対パス、相対パスどちらの指定も可

能です。相対パスの場合はアプリケーション

の実行ファイルが配置されているディレクトリ

を基準とします。 

絶対パスの場合：「c:¥disPACK¥master-db」 

相対パスの場合：「¥master-db」 

９ 病名 Index 病名Ｉｎｄｅｘファイル名をフルパスで記述しま

す。 

１０ 修飾語 Index 修飾語 Index ファイル名をフルパスで記述し

ます。 

１１ キーワード Index キーワードIndexファイル名をフルパスで記述

します。 
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No 設定項目 値 

１２ 病名階層関係 Index 病名階層関係 Index ファイル名をフルパスで

記述します。 

１３ 修飾語階層関係 Index 病名詳細ファイル名をフルパスで記述しま

す。 

１４ 病名詳細 病名Ｉｎｄｅｘファイル名をフルパスで記述しま

す。 

１５ 修飾語詳細 修飾語詳細ファイル名をフルパスで記述しま

す。 

１６ キーワード詳細 キーワード詳細ファイル名をフルパスで記述

します。 

１７ 修飾語区分 修飾語区分ファイル名をフルパスで記述しま

す。 

１８ 類似病名 類似病名ファイル名をフルパスで記述しま

す。 



 
 
 

 

第4章 メッセージ 

 

本章では、メッセージについて説明します。 
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4.1 メッセージ一覧 

 

この章では、メッセージの一覧を記述します。 

 
コード メッセージ 

149001 １件も見つかりませんでした。 

149002 見つかりませんでした。 

150001 ＤＢファイルのバージョンが異なるファイルがあります。¥n 全ＤＢファイルのバージョンは同

一でなくてはいけません。¥n 処理を中止します。 

150002 ファイルバージョン情報を読み込む際にエラーが発生しました。 

150003 ファイルのレコード数を計算する際にエラーが発生しました。 

150004 バイナリファイルを読み込む際にエラーが発生しました。 

150005 指定された病名 ID のバイナリサーチでエラーが発生しました。 

150006 指定された修飾語 ID のバイナリサーチでエラーが発生しました。 

150007 指定された病名正規化コードのバイナリサーチでエラーが発生しました。 

150008 病名パスを取得する際にエラーが発生しました。 

150009 取得した接続修飾語区分に無効な文字が入っています。 

150010 文字列を分割する際にエラーが発生しました。 

150011 入力された引数の修飾語区分は無効です。 

150012 病名詳細を取得する際にエラーが発生しました。 

150013 修飾語詳細を取得する際にエラーが発生しました。 

150014 病名を正規化する際にエラーが発生しました。 

150015 接続修飾語区分を取得できませんでした。 

150051 検索種別が「１」～「４」以外ですので、検索できません。 

150052 該当の修飾語は見つかりませんでした。 

150053 同義語生成情報には'['と']'の個数が同じではありません。 

150054 同義語生成情報には'('と')'の個数が同じではありません。 

150055 同義語生成情報は CArray 型から Variant 型へ変換する際にエラーが発生しました。 

150056 アウトパラメータが null です。 

170001 指定された病名ＩＤを持つデータが存在しません。 

170002 指定された修飾語ＩＤのうちデータが存在しないものがあります。 

170031 この修飾語と同時に使用できない修飾語がすでに登録されているため、追加できません。 

170032 チェックに使用する修飾語ＩＤに対応する修飾語情報が見つかりません。 

180051 修飾語が１件もありません。 

180071 基本修飾語を正しく設定してください。 

190011 指定された修飾語情報が見つかりません。 

199001 範囲指定を正しく行ってください。 

199002 病名パスを正しく設定してください。 

199003 病名ＩＤを正しく設定してください。 

199004 修飾語区分を正しく設定してください。 

199005 検索種別を正しく設定してください。 

199006 修飾語パスを正しく設定してください。 

199007 修飾語ＩＤを正しく設定してください。 

199008 キーワードを正しく設定してください。 

199009 ＩＤを正しく設定してください。 

199010 ファイル名を正しく設定してください。 

199011 ファイルが存在しないか、またはオープンできませんでした。 

199012 ファイルフォーマットが不正です。 

199013 指定された病名情報が見つかりません。 

199101 対象文字列を正しく設定してください。 

199999 基本アクセスライブラリの初期化を行ってください。 
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コード メッセージ 

200000 病名ツリー検索で検索されたレコード数は 0 件です。 

200001 病名パスが存在しません。 

200002 子ノードが存在しません。 

250000 オブジェクトがインスタンス化されていません。 

250001 構造体のポインタは NULL です。 

205000 病名キーワード検索で検索されたレコード数は 0 件です。 

205001 「X 件以上のデータが存在します。」の項目がクリックされました。 

255000 オブジェクトがインスタンス化されていません。 

255001 パス転換（ID->NAME）する際にエラーが発生しました。 

255002  構造体のポインタは NULL です。 

210000  病名自由検索で検索されたレコード数は 0 件です。 

210001 「X 件以上のデータが存在します。」の項目がクリックされました。 

260000 オブジェクトがインスタンス化されていません。 

260001 パス転換（ID->NAME）する際にエラーが発生しました。 

260002 構造体のポインタは NULL です。 

215000 類似病名検索で検索されたレコード数は 0 件です。 

265000 オブジェクトがインスタンス化されていません。 

265001 パス転換（ID->NAME）する際にエラーが発生しました。 

265002 構造体のポインタは NULL です。 

270000 ラベルを作成する際にエラーが発生しました。 

270001 オブジェクトのポインタは NULL です。 

270002 CStringArray から Variant へ型変換する際にエラーが発生しました。 

270003 Variant から CStringArray へ型変換する際にエラーが発生しました。 

270004 すでに同一の修飾語が登録されています。 

225000 子ノードが存在しません。 

225001 修飾語パスが存在しません。 

225002 ツリービューのフォントを設定する際にエラーが発生しました。 

225003 コンボボックスのフォントを設定する際にエラーが発生しました。 

225004 Dialog がインスタンス化されていません。 

225005 ComboBox がインスタンス化されていません。 

225006 TreeView がインスタンス化されていません。 

225007 Static がインスタンス化されていません。 

225008 コンボボックスに項目を追加する際にエラーが発生しました。 

275000 オブジェクトがインスタンス化されていません。 

230001 ListView のフォントを設定する際にエラーが発生しました。 

230002 ListView がインスタンス化されていません。 

230003 リストビューを検索する際にエラーが発生しました。 

230004 「X 件以上のデータが存在します」の項目がクリックされました。 

280000 オブジェクトがインスタンス化されていません。 

235000 Picture を設定する際にエラーが発生しました。 

235001 部位修飾語検索で検索されたレコード数は 0 件です。 

285000 構造体のポインタは NULL です。 

285001 頂点文字列をフォーマットする際にエラーが発生しました。 

285002 オブジェクトがインスタンス化されていません。 

240000 コンボボックスのフォントを設定する際にエラーが発生しました。 

240001 リストビューのフォントを設定する際にエラーが発生しました。 

240002 リストビューを検索する際にエラーが発生しました。 

240003 ListView がインスタンス化されていません。 

240004 Dialog がインスタンス化されていません。 

240005 ComboBox がインスタンス化されていません。 

240006 コンボボックスの項目が選択されていません。 

290000 オブジェクトがインスタンス化されていません。 
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コード メッセージ 

245000 なし 

295000 なし 

800000 致命的なエラーが発生しました。 

800001 推奨が False なので、選択できません。 

800002 DB 基本ライブラリの初期化は失敗しました。 

800003 アプリケージョンの初期化は失敗しました。 

800004 設定ファイルの読込は失敗しました。 

999999 致命的なエラーが発生しました。アプリケーションを終了します。 

 


