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（はじめに） 

このマニュアルでは日医標準レセプトソフト ORCA に対応したラベル発行プログラムの導

入に必要な動作環境、および初期設定について説明しています。システム担当者向けの内容

とさせて頂いております。プログラムおよび CUPS ドライバーのインストール方法につい

ては割愛しています。 

 

I. パッケージ名称 

日医標準レセプトソフト『ORCA』かかりつけ連携手帳印刷プログラム 

 

II. 動作環境 

1. Linux OS    ：Ubuntu 18.04 以上 

2. 日医標準レセプトソフト  ：ORCA ver.5.1.0 以上 

3. 検証済みプリンタ   ：株式会社シチズン・システムズ CT-S801II 

   ：株式会社ムーブ TSP743II-LFX(S) 

各プリンタの CUPS、Windows ドライバーのダウンロードページは下記の通りです。 

 

【株式会社シチズン・システムズ】 

https://www.citizen-systems.co.jp/printer/download/driver/?p=CT-S801II 

 

【株式会社ムーブ】 

CUPS（スター精密）：https://sp-support.star-m.jp/Default.aspx 

Windows：https://www.move-p.jp/support/7002dl/ 

 

III. 機能概要 

日医標準レセプトソフト ORCA で入力された診療データを元にして『かかりつけ連携手帳』

（日本医師会発行）に配置可能なサイズで下記、ラベルの発行を行います。 

1. かかりつけ連携手帳（お薬手帳） 

お薬手帳（用法と用量）を印字します。 

2. かかりつけ連携手帳（効能効果・注意事項） 

上記、お薬手帳（用法と用量）に効能効果・注意事項を添えて印字します。 

 

IV. プログラム名称 

プログラム名とプログラムＩＤは以下の通りです。 

 

プログラム名 ／ プログラムＩＤ 

○ かかりつけ連携手帳      A00000RA01 
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V. プログラムオプション設定について 

 

プログラムオプション設定画面 

各プログラムオプションの設定を行います。 

 

「01 医事業務」→「91 マスタ登録」→「101 システム管理マスタ」を選び、 

管理コードの「1910 プログラムオプション情報」を選択して下さい。 

各オプション項目を確認して登録して下さい。 

 

 

かかりつけ連携手帳では以下、印字の制御を行うことが出来ます。 

①効能効果・注意事項の印字 

＝０：効能効果・注意事項を印字しない（「お薬手帳」形式のみ印字する） 

＝１：効能効果・注意事項を印字する（「お薬手帳」形式は印字しない） 

②各薬剤（「注射・点滴」、「検査」、「画像診断」）の印字 

＝０：印字しない、＝１：印字する 

③用法コメントの印字 

設定されたコメントを印字します。 

④院内処方・院外処方の印字 

＝１：院内処方のみを印字する 

＝２：院内処方、院外処方の両方を印字する 

⑤フォーム（印刷様式）の選択 

プログラム名が一覧から選択した名称と 
同じであることを確認して下さい。 
 
・かかりつけ連携手帳= A00000RA01 

用法コメントの設定 
帳票に印字したいコメントコードを頭４桁が「0086」で

はじまるコード（画面表示用コメント）を設定して下さい。

１つのみ設定が可能です。 
② 

③ 

① 

④ 
⑤ 
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＝１：オンプレ印刷（デフォルト） … 以前と同じ様式で出力印字する 

＝２：WebORCA 印刷 … ページサイズを幅 83ｍｍ×縦 297ｍｍに調整した様式で出力 

 

他の項目は表示されているオプション説明を参照して下さい（標準のお薬手帳と同様です）。 

 

WebORCA の場合 

プログラムオプション「⑤フォームの選択」は CT-S801II の場合、「２：WebORCA 印刷」、

TSP743II の場合、「１：オンプレ印刷印刷」を設定してください。また Windows 側のプリ

ンタの印刷設定を下記の通りに設定してください。 

 

【Windows 側のプリンタの印刷設定】 

CT-S801II の場合 

（印刷設定→詳細設定） 

  用紙サイズ：A4 length 83 × 297mm 

  Printer functions 

    Paper Media：Label/BM Paper 

    Cutter Mode 

      Label/BM Paper(Page/Job)：Cut/Cut 

 

TSP743II E3-LFX(S)の場合 

（印刷設定→詳細設定） 

  用紙サイズ：A4 

 

VI. 剤登録順の設定について 

 

自動算定・チェック機能制御情報画面 

診療行為入力画面で並び順を薬剤の診療区分順に並び替えて登録するように設定します。 

 

「01 医事業務」→「91 マスタ登録」→「101 システム管理マスタ」を選び、 

管理コードの「1007 自動算定・チェック機能制御情報」を選択して下さい。 

剤登録順を「0 診療区分順」に設定して登録して下さい。 

 

自動算定・チェック機能制御情報画面 
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VII. 操作方法 

ラベル発行するまでの操作手順についてご説明します。 

 

１）日医標準レセプトソフトを起動しマスターメニューを開きます。 

２）「01 医事業務」をクリックし業務メニューを開きます。 

３）「21 診療行為」をクリックし診療行為入力画面を開きます。 

４）診療行為入力画面にて診療行為を入力します。 

 

診療行為入力画面 入力例 

 

 

○ かかりつけ連携手帳 のラベル発行 

 

■請求確認画面からの操作手順 

 

(a) お薬手帳の発行区分を選択します。 

ラベル発行する場合、「1 発行あり」を選択して下さい。 

ラベル発行しない場合、「0 発行なし」を選択して下さい。 

※院内処方／院外処方の選択に関しては P.3 プログラムオプションについて を参照

して下さい。 

 

請求確認画面 

 

 

(b) [登録] ボタンをクリックします。 
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■中途終了からの操作手順 

 

(a) 診療行為入力画面の「中途終了」をクリックして確認画面を表示します。 

(b) 「F6 お薬手帳」「F7 薬情・手帳」「F10 全部」のいずれかをクリックします。 

 

確認画面 

 

 

注) 「前回処方」から印刷する場合、お薬以外（注射、検査、画像診断）、および用法コメ

ントの印字を行うことは出来ません。お薬以外、および用法コメントを印字する場合、

請求確認画面、または 中途終了から行って下さい。 
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VIII. 印字対象データについて 

 

■ラベル発行内容 

○ かかりつけ連携手帳の場合 

印字対象の診療区分、および診療内容は以下の通りです。 

・在宅（診療区分 14 を対象） 

・内服（診療区分 21 を対象） 

・頓服（診療区分 22 を対象） 

・外用（診療区分 23 を対象） 

・注射（診療区分 31,32,33 を対象） 

・検査（診療区分 60 を対象） 

    検査では診療行為の入力コードが「16~」ではじまるものを印字します。 

    そのうち、以下の文字の付く名称は印字しません。 

    →"加算"、"減算"、"判断料"、"実施料"、"検査料" 

・画像診断（診療区分 70 を対象） 

    画像診断では診療行為の入力コードが「17~」ではじまるものを印字します。 

    そのうち、以下の文字の付く名称は印字しません。 

     →"加算"、"減算"、"手技料"、"診断料"、"剤注入" 

  

◇ヘッダ・フッタについて 

かかりつけ連携手帳 

【ヘッダ】 

患者氏名 

診療日 

保険医名 

※頁数は印字しません 

 

【フッタ】 

医療機関名 

電話番号 
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IX. 入力サンプル 

 

◇診療区分毎で印字します。 

「在宅」「内服」「頓服」「外用」「注射・点滴」「検査」「画像診断」の順に印字します。 

注射、検査、画像診断については印字有無をプログラムオプションから設定が可能です。 

必要に応じて編集して下さい。 

 

全グループの印字例 

    入力例１）内服・頓服・外用の場合 

     
入力例２）注射の場合 

 

入力例３）検査の場合 

 

入力例４）画像診断の場合 
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X. 印字サンプル 

 

 

【薬剤】 

 

 

 

  

かかりつけ連携手帳 
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【効能効果・注意事項】（１） 

 

（２） 
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（３） 

 

（４） 

 

 

XI. 修正履歴 

第１版 2016/06/01 

第２版 2016/08/17 

P2. 問合せ先（サトーヘルスケア）メールアドレスを掲載 

P5. 請求確認画面からの操作手順（発行区分）説明を変更 

第３版 2016/09/29 

P2. 検証済みプリンタ（スター精密）を更新 

P2. CUPS ドライバーのダウンロードページ（スター精密）を更新 

P2. 問合せ先（スター精密）メールアドレスを掲載 

P3. プログラムオプション設定画面に④院内処方・院外処方の印字の説明を追記 

P5. 請求確認画面からの操作手順（※院内処方／院外処方の選択）説明を追記 

第４版 2022/11/30 

P2. 動作環境を更新 

P3～4. 「⑤フォーム（印刷様式）の選択」WebORCA を追記 


