//FormApp.getActiveForm();
//Claris Connect にデータを送信するための準備
function sendToConnect(data1, data2, data3, data4, data5, data6, data7, data8, data9, data10, data11, data12, data13, data14, data15, data16, data17, data18, data19, data20, data21, data22, data23, data24, data25, data26, data27, data28, data29, data30, data31,data32, data33, data34, data35, data36, data37, data38){
//Claris Connectでwebhookは準備します。Connectは別途説明します。
 var url = "https://xxxxx.apps.connect.claris.com/api/webhook/v1/webhookgooglerireki2/catch";
 var data = {"karutenum" : data1,"rota_syu" : data2, "rota_kai" : data3, "rota_hi" : data4, "hib" : data5, "hib_kai" : data6, "hib_hi" : data7, "hai" : data8, "hai_kai" : data9, "hai_hi" : data10, "bcg" : data11, "yon": data12, "yon_kai" : data13, "yon_hi" : data14, "hb" : data15, "hb_kai" : data16, "hb1_hi" : data17, "mr" : data18, "mr_ki": data19, "mr_hi": data20, "sui": data21, "sui_kai": data22, "sui_hi": data23, "mumpus": data24, "mumpus_kai" : data25, "mumpus_hi" : data26, "niti" : data27, "niti_kai" : data28, "niti_hi" : data29, "time" : data30, "hiragana_sei" : data31, "hb_hi" : data32, "mailadd" : data33, "na_sei" : data34, "na_mei" : data35, "sex" : data36, "birthday" : data37, "hiragana_mei" : data38};
 var payload = JSON.stringify(data);
 var options = {
  "method" : "POST",
  "contentType" : "application/json",
  "payload" : payload
 };
 var response = UrlFetchApp.fetch(url, options);
}
//実際にフォームの送信ボタンがクリックされた際に実行する処理
function onFormSubmit(e){
  //フォーム入力データを項目ごとに変数へ格納
 var itemResponse = e.response.getItemResponses();

 for (var j = 0; j < itemResponse.length; j++){
   var formData = itemResponse[j];
   var title = formData.getItem().getTitle();
   var answer = formData.getResponse();
   switch (title) {
  //【重要】フォーム入力の順番で上から記入してください。そうでないと上手く動きません!!
     case "1カルテ番号か登録番号を数字で記入してください。例；  1111":
       karutenum = answer;
       break;
     case "姓を記入してください。例；香川":
       na_sei = answer;
       break;
     case "名を記入してください。例；太朗":
       na_mei = answer;
       break;
     case "せいを、ひらがなで記入してください。例；かがわ":
       hiragana_sei = answer;
       break;
     case "めいを、ひらがなで記入してください。例；たろう":
       hiragana_mei = answer;
       break;
     case "ワクチン種の関連で性別をマークしてください。":
       sex = answer;
       break;
     case "誕生日を記入してください。例;2022/07/10":
       birthday = answer;
       break;
     case "連絡時に使用するメールアドレスを記入してください。チャットワークとの接続時にも使用します。":
       mailadd = answer;
       break;
     case "ロタウイルスワクチンについて教えてください。※受けている人はワクチン名、受けていない人は｢なし｣で答えてください。":
       rota_syu = answer;
       break;
     case "そのロタウイルスワクチンの最終の回数は何回目でしたか。":
       rota_kai = answer;
       break;
     case "そのロタウイルスワクチンの接種日（内服）はいつですか。半角の 西暦年/月/日 でお願いします。例；2022/04/01":
       rota_hi = answer;
       break;
     case "インフルエンザ菌ワクチン（Hibないしヒブワクチン）について教えてください。※受けている人はワクチン名、受けていない人は｢なし｣で答えてください。":
       hib = answer;
       break;
     case "そのインフルエンザ菌ワクチン（Hibないしヒブワクチン）の最終の回数は何回目でしたか。":
       hib_kai = answer;
       break;
     case "そのインフルエンザ菌ワクチン（Hibないしヒブワクチン）の接種日はいつですか。半角の 西暦年/月/日 でお願いします。例；2022/04/01":
       hib_hi = answer;
       break;
     case "肺炎球菌ワクチンについて教えてください。※受けている人はワクチン名、受けていない人は｢なし｣で答えてください。":
       hai = answer;
       break;
     case "その肺炎球菌ワクチンの最終の回数は何回目でしたか。":
       hai_kai = answer;
       break;
     case "その肺炎球菌ワクチンの接種日はいつですか。半角の 西暦年/月/日 でお願いします。例；2022/04/01":
       hai_hi = answer;
       break;
     case "BCGワクチンは受けましたか。※受けている人は接種日を記入してください。半角の 西暦年/月/日 でお願いします。例；2022/04/01":
       bcg = answer;
       break;
     case "四種混合ワクチンについて教えてください。※受けている人はワクチン名、受けていない人は｢なし｣で答えてください。":
       yon = answer;
       break;
     case "その四種混合ワクチンの最終の回数は何回目でしたか。":
       yon_kai = answer;
       break;
     case "その四種混合ワクチンの接種日はいつですか。半角の 西暦年/月/日 でお願いします。例；2022/04/01":
       yon_hi = answer;
       break;
     case "B型肝炎ワクチンについて教えてください。※受けている人はワクチン名、受けていない人は｢なし｣で答えてください。":
       hb = answer;
       break;
     case "そのB型肝炎ワクチンの最終の回数は何回目でしたか。":
       hb_kai = answer;
       break;
     case "そのB型肝炎ワクチンの接種日はいつですか。半角の 西暦年/月/日 でお願いします。例；2022/04/01":
       hb_hi = answer;
       break;
     case "そのB型肝炎ワクチンの1回目(上記が2回目や3回目の場合のみ記入。)の接種日はいつですか。半角の 西暦年/月/日 でお願いします。例；2022/04/01":
       hb1_hi = answer;
       break;
     case "麻しん風しんワクチン（MRワクチン）について教えてください。※受けている人はワクチン名、受けていない人は｢なし｣で答えてください。":
       mr = answer;
       break;
     case "麻しん風しんワクチンの最終の回数は何期目でしたか。":
       mr_kai = answer;
       break;
     case "その麻しん風しんワクチンの接種日はいつですか。半角の 西暦年/月/日 でお願いします。例；2022/04/01":
       mr_hi = answer;
       break;
     case "水ぼうそうワクチン（水痘ワクチン）について教えてください。※受けている人はワクチン名、受けていない人は｢なし｣で答えてください。":
       sui = answer;
       break;
     case "その水ぼうそうワクチンの最終の回数は何回目でしたか。":
       sui_kai = answer;
       break;
     case "その水ぼうそうワクチンの接種日はいつですか。半角の 西暦年/月/日 でお願いします。例；2022/04/01":
       sui_hi = answer;
       break;
     case "おたふくかぜワクチン（ムンプスワクチン）について教えてください。※受けている人はワクチン名、受けていない人は｢なし｣で答えてください。":
       mumpus = answer;
       break;
     case "そのおたふくかぜワクチンの最終の回数は何回目でしたか。":
       mumpus_kai = answer;
       break;
     case "そのおたふくワクチンの接種日はいつですか。半角の 西暦年/月/日 でお願いします。例；2022/04/01":
       mumpus_hi = answer;
       break;
     case "日本脳炎ワクチンについて教えてください。※受けている人はワクチン名、受けていない人は｢なし｣で答えてください。":
       niti = answer;
       break;
     case "その日本脳炎ワクチンの最終の回数は何回目でしたか。":
       niti_kai = answer;
       break;
     case "その日本脳炎ワクチンの接種日はいつですか。半角の 西暦年/月/日 でお願いします。例；2022/04/01":
       niti_hi = answer;
       break;
     default:
       break;
     
   }
 }
 //現在の日時を取得し、time　変数に格納
 var date = new Date();
 var time = Utilities.formatDate(date, 'Asia/Tokyo', 'yyyy/MM/dd HH:mm:ss');
 //最後に、フォーム入力データと現在の日日を SendToConnect 関数に渡して Claris Connect へ送信
 sendToConnect(karutenum, rota_syu, rota_kai, rota_hi, hib, hib_kai, hib_hi, hai, hai_kai, hai_hi, bcg, yon, yon_kai, yon_hi, hb, hb_kai, hb1_hi, mr, mr_kai, mr_hi, sui, sui_kai, sui_hi, mumpus, mumpus_kai, mumpus_hi, niti, niti_kai, niti_hi,time, hiragana_sei, hb_hi, mailadd, na_sei, na_mei, sex, birthday, hiragana_mei);
}
