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平成 24年 9月 15日 

Dr.Pen Lite スタートパック 

ユーザー各位 

株式会社ヤマダ電機 法人事業本部 

医療ソリューション部 

 

Dr.Pen Lite スタートパック Ver2.1.0  

リリースノート 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

弊社電子カルテシステム（以下 Dr.Pen Lite スタートパックと記載）の以下の点につきまして、

システムを改善／変更いたしましたので、お知らせ致します。 

 

主な機能追加、修正：23項目 

No 業務 機能 内容 

1 カルテ 読込 
カルテ画面を開くときに発生していたカルテキーボードエラー対

応のためデータを DB に格納するようにいたしました。 

2 カルテ 転帰 病名をまとめて転帰できるようにいたしました。 

3 カルテ 送信 二重紐付けが発生する問題に対応いたしました。 

4 カルテ オーダー 生体検査の一部が検索できない問題に対応いたしました。 

5 カルテ 読込 
他端末で使用していないのに他端末で使われていますとなり表示

できない問題に対応いたしました。 

6 会計連携 送信 

受付一覧に「時間外区分」を追加しました。「時間外区分」の設定

を行い会計連携を行うと時間外等の加算がＯＲＣＡ上で、自動算定

できるようにいたしました。 

7 カルテ オーダー オーダー表示部分の表示幅を変更しました。 

8 カルテ 送信 
受け付け一覧からユーザー１～５へ追記送信すると紐付かない問

題に対応いたしました。 

9 会計連携 送信 
自費の患者様でカルテからオーダーを指示していない場合の連携

に対応いたしました。 

10 会計連携 送信 
会計連携時にエラーが発生するとロックファイルが残ったままに

なっている問題に対応いたしました。 

11 カルテ 履歴 病名をダブルクリックすることにより選択可能にいたしました。 
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12 カルテ 履歴 
病名「登録」「変更」のウィンドウの「戻る」ボタンの名称を「閉

じる」に修正いたしました。 

13 カルテ 記録画面 
グリッド表示「種別」、「ユーザーID」、「操作」の表示が縦並びにな

っている問題に対応いたしました。 

14 カルテ 表示 
入院カルテをクレードル送信した際に、該当のカルテ画面が表示さ

れない問題に対応いたしました。 

15 カルテ 印刷 
カルテ参照からカルテ印刷を行った場合に最終ページが印刷され

ない場合がある問題に対応いたしました。 

16 カルテ 表示 
オーダータブの過去歴を非表示に設定できるようにいたしました。 

受け付け一覧画面で Shift+S で設定画面を表示します。 

17 カルテ 表示 
オーダー歴表示時にカルテを記入した日付のオーダー歴が表示さ

れていない問題に対応いたしました。 

18 カルテ 表示 
カルテを開いた際に空白のテキストがあるとエラーとなる問題に

対応いたしました。 

19 ORCA 総括表 
44総括表→レセ電→(T99)処理結果の画面の表示が黒くなる問題に

対応いたしました。 

20 検査結果 保留 
検査結果取込保留画面で患者の基本情報が表示されない問題に対

応いたしました。 

21 検査結果 表示 選択している検査結果の色が赤色だったのを修正いたしました。 

22 検査結果 表示 
履歴詳細画面で患者の基本情報がコピーできるように修正いたし

ました。 

23 履歴管理 紹介状作成 
医師名のデフォルトをログインしている医師名に変更いたしまし

た。 

 

過去の主な機能追加、修正：2項目（Ver2.0.12） 

No 業務 機能 内容 

1 オーダーシート 送信 
病名シートで病名を送信した際に特疾患区分が設定されなかった

問題点に対応いたしました。 

2 文書管理 サムネイル サムネイル機能のフォルダ管理方法を修正しました。 

 

過去の主な機能追加、修正：11項目（Ver2.0.11） 

No 業務 機能 内容 

1 カルテ 表示 
カルテ参照からカルテを開いた際に性別がおかしくなり、正しく表

示されなかった問題点に対応いたしました。 

2 カルテ 表示 
カルテを送信するとエラーが出て取り込まれない問題点に対応い

たしました。 
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3 オーダーシート 送信 オーダーシートが飛ばない問題点に対応いたしました。 

4 カルテ 表示 
入院のカルテを保留リストから紐づけようとするとエラーがでる

問題点に対応いたしました。 

5 カルテ 表示 
カルテ画面を開き、入院患者のカルテを送信すると診察 exe が落ち

る問題点に対応いたしました。 

6 受付 受付一覧 
受付一覧画面で同一の入院患者の情報が複数行表示される問題点

に対応いたしました。 

7 その他 リモート接続 
ダッシュボードから Packetix が開かず、OMSDesktopVPN が表示

される問題点に対応いたしました。 

8 カルテ シート送信 
病名シートの送信で『の疑い』・『急性』とついていても Orca 側で

は『疑い』・『急性』が付かない状態の問題点に対応いたしました。 

9 カルテ 病名登録 
カルテの病名タブで登録ボタンを押下しても、登録画面が表示され

ない問題点に対応いたしました。 

10 カルテ 送信 
カルテ送信の際のメッセージ表示をオフに切替ても、一覧画面から

の送信でメッセージが表示される問題点に対応いたしました。 

11 カルテ 
キーボード入

力 
検査結果をコピー＆ペースト出来るようになりました。 

 

過去の主な機能追加、修正：18項目（Ver2.0.10） 

No 業務 機能 内容 

1 検査結果 取込 重複検査チェック機能を追加しました。 

2 カルテ 病名登録 病名の一覧に転帰区分が表示されない問題点に対応いたしました。 

3 オーダーシート 送信 体重別処方シート対応 

4 受付 受付一覧 
受付一覧で外来から入院に切り替えるとエラーが表示される問題

点に対応いたしました。 

5 カルテ 送信 問診票が追記出来ない問題点に対応いたしました。 

6 患者検索 表示 
患者検索画面の生年月日表示がおかしい問題点に対応いたしまし

た。 

7 受付 受付一覧 受付一覧のソートが出来ない問題点に対応いたしました。 

8 カルテ 送信 
受付取消された患者の Anoto 用紙が飛ばない問題点に対応いたし

ました。 
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9 患者検索 表示 

患者検索を行った際に『該当の患者は以前に診療がありません。』

と表示され、診察詳細画面が開けない事がある問題点に対応いたし

ました。 

10 その他 設定 

frmMain で職員情報編集時にログイン状態でないのにログインし

ていますと表示され、情報の編集が出来ない問題点に対応いたしま

した。 

11 患者検索 表示 
患者検索時に該当患者が一名しかいない場合は、検索後は『確定』

ボタンをアクティブにしました。 

12 履歴管理 紹介状作成 紹介状タイトルの編集可能に対応いたしました。 

13 履歴管理 紹介状作成 
ORCA の職員情報で有効期間切れの職員は紹介状、診断書の一覧に

表示しないようにいたしました。 

14 履歴管理 紹介状作成 
紹介状、診断書には ORCA に登録されている医師名のみ表示に対

応いたしました。 

15 カルテ 表示 ペンデータ送信後画面が更新されない問題点に対応いたしました。 

16 カルテ オーダー 

オーダー入力でセットを選択している状態で、『結果クリア』・『検

索クリア』を行うと、検索側のデータの表示がおかしくなる問題点

に対応いたしました。 

17 カルテ 
キーボード入

力 
キーボード入力で不自然な改行が入る問題点に対応いたしました。 

18 文書管理 文書作成 
診療情報提供書で患者の住所が長いと 2 行表示されるが、1 行目が

上半分切れて表示される問題点に対応いたしました。 

 

過去の主な機能追加、修正：6項目（Ver2.0.9） 

No 業務 機能 内容 

1 オーダーシート 送信 オーダーシートで小数点を認識しない問題点に対応いたしました。 

2 文書管理 表示 
サムネール機能でカルテのページで表示されないページがある問

題点に対応いたしました。 

3 受付一覧 保留 
ユーザー１～ユーザー５のタブに設定されている帳票が、保留リス

トを開くと全て消去される問題点に対応いたしました。 

4 カルテ 表示 
オーダー歴、Do 画面でのオーダー一覧のカラムを広げ、背景色を

変更しました。 

5 カルテ 表示 

カルテ送信時に、以前は開いている患者と異なる場合はメッセージ

が表示されていたが、バージョンアップ後に表示されなくなった問

題点に対応いたしました。 
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6 カルテ 表示 

カルテ参照で入院のデータが存在する際に、最終来院日が表示され

ず、年齢欄も『ＸＸ歳ＸＸヶ月』と表示されず、エラーメッセージ

が表示される問題点に対応いたしました。 

 

過去の主な機能追加、修正：4項目（Ver2.0.8） 

No 業務 機能 内容 

1 カルテ オーダー 
オーダー検索時に別の項目を選択すると検索文字列を消すように

いたしました。 

2 カルテ 表示 
受付取り消しされている患者に対してデータを送信するとカルテ

に表示されない問題点に対応いたしました。 

3 カルテ オーダー 
オーダー入力時、画面から複数の剤を登録するとオーダーが登録さ

れない問題点に対応いたしました。 

4 履歴画面 表示 
履歴管理画面でサマリーとメモを入力しても一覧表に赤●が表示

されない問題点に対応いたしました。 

 

過去の主な機能追加、修正：28項目（Ver2.0.7） 

No 業務 機能 内容 

1 診察 画面解像度 

画面の解像度が変更された場合（ノート PC でカルテ表示する場合

等）にキーボードデータのサイズ処理がされず、正しく表示されな

い問題点に対応いたしました。 

2 カルテ データ移行 
Dr.PenLite からスタートパックへ移行した際の、キーボードデー

タ表示文字サイズの適正表示に対応しました。 

3 カルテ 表示 
1つのページにキーボードとシェーマーが混在すると一部データが

正しく表示されない不具合を修正しました。 

4 文書管理 文書管理 
ダッシュボード、しん s 夏、検査画面から文書管理を呼び出せるボ

タンを追加しました。 

5 診察 用法の表示 オーダーの再、用法の表示を頻度順に設定できるようにしました。 

6 診察 タブ表示 
診察・カルテ参照の「ユーザー１」～「ユーザー５」までのタブ名

を修正できるようにしました。 

7 診察 病名登録 
病名について頻度順の検索ができるようにしました。また、Shift+s

の設定画面で 1 ヶ月から 99 ヶ月で設定できるようにしました。 

8 カルテ 
テキストボッ

クス 

キーボード入力のテキストボックスについて診察終了後、文字サイ

ズが異なって表示される不具合を修正しました。 

9 カルテ シェーマー 
シェーマーシートで送信したデータがテキストボックスを貼りつ

けた直後にサイズが小さくなってしまう不具合を修正しました。 

10 診察 オーダー入力 用法について、挿入によるデータ修正が行えるようにしました。 
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11 診察 オーダー入力 

オーダー入力のセットタブ以外で、頻度順（降順）の検索・表示を

可能としました。Shift+s の設定画面で、対象期間を 1 ヶ月から 99

ヶ月で設定できるようにしました。 

12 会計 ORCA 連携 
受付から診療行為画面を開いた場合、会計連携時にエラーメッセー

ジが表示されましたが、エラー表示されないよう修正しました。 

13 患者削除 患者削除 

ORCA 患者登録にて、患者削除をした場合に、設定により Dr.Pen

側もカルテが削除できるようにしました。 

※標準設定では、カルテ削除は行いません。 

14 カルテ印刷 カルテ印刷 日付指定をした印刷ができるようにしました。 

15 カルテ印刷 カルテ印刷 カルテ印刷時にオーダーが印刷されない不具合を修正しました。 

16 受付 カルテ入力 
受け付け一覧からすでに紐付いている用紙のストロークを送信す

るとエラーが表示される不具合を修正した。 

17 カルテ 
スクロールバ

ー 

カルテのオーダー、受診歴、病名グリッドで横スクロールバーの操

作時にエラーメッセージが表示される不具合を修正しました。 

18 カルテ 表示 
カルテを開く際にキーボード、シェーマーが表示されないことがあ

ったが、表示されるように修正しました。 

19 受付一覧 保険なし 
ORCA で保険なし（期限切れ等）の患者を受け付けると、患者が受

け付け一覧に表示されない不具合を修正しました。 

20 カルテ参照 問診票等 
カルテ参照にて問診票等の Anoto イメージを表示するとエラーが

発生した不具合を修正しました。 

21 メンテナンス ログイン 
メンテナンス画面でログインしていないユーザーがログイン中で

表示される不具合を修正しました。 

22 カルテ ペンの色 ペンの色を黒以外に変更できるように修正しました。 

23 カルテ 拡大縮小 
カルテの拡大、縮小をすると最初に開いた時と縮尺が変わってしま

う不具合を修正しました。 

24 FmsImport インポート 複数の帳票をまとめてインポートできるように修正しました。 

25 カルテ カルテ送信 
ペンやクレードルからカルテの送信ができなくなる不具合を修正

しました。 

26 カルテ DB 取込 
Anoto 用紙の DB 取込にちじがローカル端末の日時のため、DB の

時間を設定するよう修正しました。 

27 カルテ 時間がかかる カルテを開く際に時間がかかる不具合を修正しました。 

28 診察画面 患者検索 
患者検索画面で選択した行の背景色が黒色のため、背景色を変更し

ました。 
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過去の主な機能追加、修正：1項目（Ver2.0.6） 

No 業務 機能 内容 

1 診察 記録画面 記録画面での Anoto アドレスの表示を行いました。 

 

過去の主な機能追加、修正：17項目（Ver2.0.5） 

No 業務 機能 内容 

1 ペン 送信 クレードルからの送信ができない問題に対応しました。 

2 カルテ 定型文 定型文を押すとエラーが発生する問題に対応しました。 

3 DB その他 UTF 文字コードエラーに対応しました。 

5 FmsImport インポート オーダーシートのインポートができない問題に対応しました。 

6 会計連携 エラー多発 会計連携での多発していていたエレーに対応しました。 

7 その他 リモート 
リモートデスクトップセッションが終了しました。表示され接続が

切れる問題に対応しました。 

8 受付一覧 患者検索 患者検索が遅い問題に対応しました。 

9 紹介状 入力 
紹介状で半角英数の文字を入力すると改行がおかしくなる。医師名

を複数入力できるよう対応してほしい。 

10 検査結果表示 表示 検査表示の不具合を修正しています。 

11 オーダー入力 表示 
オーダー入力のタブ切り替えに時間がかかっている問題に対応し

ました。 

12 紹介状 入力 
紹介状の医療機関名称に「ダミー病院名」が入っており、削除でき

ない問題に対応しました。 

13 サムネイル 機能 サムネイル機能を搭載しました。 

14 その他 患者番号 患者番号補完に対応しました。 

15 オーダー入力 表示 

オーダー歴ウィンドウのボタンが効かなくなる。 

Error2201X:OFFSET は負数であってはなりません。と表示される

問題に対応しました。 

17 検査 検査結果取込 
検査結果取込で、保留ボタンを押すとエラーになる問題に対応しま

した。 

 


