
1

カルテット操作マニュアルの画面が新しくなっておりますので手順をご確認下さい。

株式会社 デンタルハート
ｖ ５．１．６００
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業務コード紹介

キーボードで業務コードを入力することにより、業務選択が可能です。

業務

ｺｰﾄﾞ

業務

ｺｰﾄﾞ

業務

ｺｰﾄﾞ

37 
カルテ呼出画面〈来院〉

（カルテ 2 号用紙画面）
38 

カルテ呼出画面〈訪問〉

（カルテ 2 号用紙画面）
39 

カルテ呼出画面

（頭書き画面）

34 カルテチェック画面 35 レセプト印刷画面 36 
入金管理画面

（会計・日計表）

業
務
選
択

31 
患者管理画面

（検索機能）
32 

統計資料画面

（統計資料）
システム終了

367 会計入
金
管
理364 日計表 365 領収証発行 366 入金管理

317 検索カルテ印刷 318 頭書き検索 319 検索カルテ印刷患
者
管
理314 未装着患者一覧 315 保険証期限切れ患者

327 保険種別月計表 328 保険種別期間表 329 月計表統
計
資
料324 往診カルテ書出し

07 処置セット編集 08 病名マスタ編集 09 薬剤マスタ編集

04 エラーマスタ編集 05 システム情報 06 アップデート情報
設
定
１

01 カラー設定 02 リモート接続

.7 システム設定 .8 ログ書出し .9 ロック解除
設
定
２.4 環境設定 .5 本日日付の設定
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新画面のご紹介

カルテットの画面が変わりました。トライアル版インストール後、カルテット操作マニュアルをご覧頂くことが

できますが、メインメニュー・診療室メニュー・受付メニュー等が無くなっており、起動後に業務選択画面が

表示されるようになっております。それに伴い、操作方法等に変更点がございますので、新画面での操作を

ご案内いたします。

【カルテット起動後のトップ画面】

※ マウスでクリックまたはキーボードで業務コードを入力することにより、画面を開くことができます。

業務

ｺｰﾄﾞ

業務

ｺｰﾄﾞ

業務

ｺｰﾄﾞ

37 
カルテ呼出画面〈来院〉へ

（カルテ 2 号用紙画面）
38 

カルテ呼出画面〈訪問〉へ

（カルテ 2 号用紙画面）
39 

カルテ呼出画面へ

（頭書き画面）

34 カルテチェック画面 35 レセプト印刷画面へ 36 
入金管理画面へ

（会計・日計表）

31 
患者管理画面へ

（検索機能） 
32 

統計資料画面へ

（統計資料）
システム終了

37 38 39

34 35 36

31 32 33
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※「受付追加」、「保険者変更」の方法について※

従来ではカルテ呼出し画面から患者を検索すると、患者一覧（検索結果）画面が出てきていました。

新バージョンでは、カルテ呼出し画面から患者を検索すると、カルテ２号画面へ移動します。

新バージョンで患者一覧（検索結果）画面を表示させる場合は以下の２通りの方法があります。

患者一覧（検索結果）画面の表示の仕方

（１） カルテ呼出し画面から患者コードを入力し、「Shift」キーを押しながら「検索」ボタンをクリック

すると、患者一覧（検索結果）の画面が表示されます。

「Shift」キー+「検索」患者コード又は氏名の一部入力
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（２） ・カルテ呼出し画面より「F２」キー（「詳細検索」）ボタンを押します。

・患者情報を入力しテンキーの「Enter」キー（「検索」）ボタンを押します。

すると下部にある患者一覧（検索結果）の欄に検索された患者が表示されます。

【受付追加】 【保険者変更】

「F5」キー（「受付追加」）ボタンをクリック 「F9」キー（「カルテ一覧」）ボタンをクリック

しますと「受付患者一覧」画面に検索された しますと下図のような画面が表示し、保険者変更

患者が登録されます。 などを行う事ができます。

「F2」キー

テンキーの

「Enter」キー

「F5」キー 「F9」キー

カーソルの上下キーで

フィールドを選択
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＜カルテ入力＞・ ＜訪問診療カルテ入力＞

【新画面】 【旧画面】

37

指定した患者さんのカルテ２号画面

が開きます。

※カルテ呼出画面以降の操作については

カルテット操作マニュアルのＰ51 を

ご覧下さい。

※新規患者登録の場合は、頭書き画面が

が表示されます。

指定した患者さんのカルテ２号画面

が開きます。

※カルテ呼出画面以降の操作については

カルテット操作マニュアルのＰ51 を

ご覧下さい。

※新規患者登録の場合は、頭書き画面が

が表示されます。

カレンダーのアイコンで基本日付を変更

する事ができます。

38
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＜頭書き入力＞

【新画面】 【旧画面】

39

指定した患者さんの頭書き画面が開

きます。

※カルテ呼出画面以降の操作については

カルテット操作マニュアルのＰ51 を

ご覧下さい。

指定した患者さんの頭書き画面が開

きます。

※カルテ呼出画面以降の操作については

カルテット操作マニュアルのＰ51 を

ご覧下さい。
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＜カルテチェック画面＞レセプトチェックの他、カルテチェックが可能になりました！

【新画面】 【旧画面】

月指定・日付指定で、全患者のレセプト・

カルテ内容のチェックが可能です。

指定した年月の、カルテチェック・エラー

チェックリストが開きます。

※年月指定以降の操作については

カルテット操作マニュアルのＰ154 を

ご覧下さい。

34

カレンダーでチェック

を行う年と月を指定し

ます。

指定した年月の、レセプトチェックリスト

が開きます。

※年月指定以降の操作については

カルテット操作マニュアルのＰ154 を

ご覧下さい。
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＜レセプト発行＞

【新画面】 【旧画面】

35

レセプト印刷画面が開きます。

※レセプト印刷画面以降の操作については

カルテット操作マニュアルのＰ138 を

ご覧下さい。

レセプト印刷画面が開きます。

※レセプト印刷画面以降の操作については

カルテット操作マニュアルのＰ138 を

ご覧下さい。
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＜患者管理＞

【新画面】

※ マウスでクリックまたはキーボードで業務コードを入力することにより、画面を開くことができます。

業務コード紹介

317 カルテ検索へ 318 頭書き検索へ 319 検索カルテ印刷

314 未装着患者一覧へ 315 保険証期限切れ患者

313 業務選択へ

31

患者管理を選択すると、

下記の【新画面】が開き、患者管理用の

メニューが表示されます。

317 318 319

314 315

313
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【旧画面】

【新画面】の患者管理メニューは【旧画面】のボタンでは下記のように該当します。

カルテ検索 F6 カルテ検索ボタン

※以降の操作についてはカルテット操作マニュアルのＰ24 をご覧下さい。

頭書き検索 F5 保険者別検索ボタン

※以降の操作についてはカルテット操作マニュアルのＰ23 をご覧下さい。

検索カルテ印刷 F3 カルテ検索印刷ボタン

※ 以降の操作についてはカルテット操作マニュアルのＰ11 をご覧下さい。

未装着患者一覧 F10 未来院検索

※以降の操作についてはカルテット操作マニュアルのＰ27 をご覧下さい。

保険証期限切れ患者 F11 保険証期限ボタン

※以降の操作についてはカルテット操作マニュアルのＰ28 をご覧下さい。
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＜統計資料＞

業務ｺｰﾄﾞ紹介

327 保険種別月計表へ 328 保険種別期間表へ 329 月計表

324 往診カルテ書出し

323 業務選択へ

※ マウスでクリックまたはキーボードで業務コードを入力することにより、画面を開くことができます。

32

統計資料を選択すると、下記の統計資料用

のメニューが表示されます。

保険種別期間表・月計表は新機能となりま

す。その他のメニューについてご説明をいた

します。

327 328 329

324

323
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保険種別月計表

【新画面】 【旧画面】

期間を指定して、保険種別総括印刷

（月計）画面が開きます。

※以降の操作については

カルテット操作マニュアルのＰ34 を

ご覧下さい。

期間を指定して、保険種別総括印刷

（月計）画面が開きます。

※以降の操作については

カルテット操作マニュアルのＰ34 を

ご覧下さい。

327
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往診カルテ書出し

弊社カルテット連動ソフト医院長秘書 YUUKO（オプション）へカルテットのデータを書き出し可能です。

【新画面】 【旧画面】

期間指定して、データを書き出します。

※以降の操作については

医院長秘書 YUUKO のマニュアルに記載

しています。

期間指定して、データを書き出します。

※以降の操作については

医院長秘書 YUUKO のマニュアルに記載

しています。

324
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業務

ｺｰﾄﾞ

業務

ｺｰﾄﾞ

業務

ｺｰﾄﾞ

07 処置セット編集画面へ 08 病名マスタ編集画面へ 09 薬剤マスタ編集画面へ

04 エラーマスタ編集画面へ 05 システム情報へ 06 アップデート情報へ

01 カラー設定画面へ 02 リモート接続へ 業務選択画面へ

※ マウスでクリックまたはキーボードで業務コードを入力することにより、画面を開くことができます。

業務選択画面から【F5】設定 1 ボタンを

押します。

（または、この画面でキーボードの数字の0
を押します。

【設定 1】のメニューが表示されます。

07 08 09

04 05 06

01 02 03
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＜処置セット編集＞ ＜病名マスタ編集＞ ＜薬剤マスタ編集＞

【新画面】 【旧画面】

【新画面】の設定 1 メニューは右の【旧画面】のマスター

メンテナンスのボタンに下記のように該当します。

処置セット編集⇒処置セットマスタ

※以降の操作についてはカルテット操作マニュアルの

Ｐ174 をご覧下さい。

病名マスタ編集⇒病名マスタ

※以降の操作についてはカルテット操作マニュアルの

Ｐ165 をご覧下さい。

薬剤マスタ編集⇒薬剤マスタ

※以降の操作についてはカルテット操作マニュアルの

Ｐ169 をご覧下さい。

07

各編集画面が開きます。

08 09

各編集画面が開きます。
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＜システム情報＞

【新画面】 【旧画面】

05

医院情報、マシン環境、バージョン番

号等システム情報を印刷します。

医院情報、マシン環境、バージョン番

号等システム情報を印刷します。
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＜アップデート情報＞

【新画面】 【旧画面】

06

インターネット接続が可能な状況であ

れば、製品のアップデート情報を表示

します。

インターネット接続が可能な状況であ

れば、製品のアップデート情報を表示

します。
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＜カラー設定＞

【新画面】 【旧画面】

￥

01

背景色やボタンなどの

カラーを自由に設定できます。

このポップアップ

でカラー設定後

登録します。

背景色やボタンなどの

カラーを自由に設定できます。



20

＜リモート接続＞

【新画面】 【旧画面】

リモートサポートを開始します。

※接続サービスが開始されている必要が

あります。

リモートサポートを開始します。

※接続サービスが開始されている必要が

あります。

02
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業務

ｺｰﾄﾞ

業務

ｺｰﾄﾞ

業務

ｺｰﾄﾞ

.7 システム設定へ .8 ログ書出しへ .9 ロック解除へ

.4 環境設定へ .5 本日日付の設定へ

.3 業務選択へ

※ マウスでクリックまたはキーボードで業務コードを入力することにより、画面を開くことができます。

業務選択画面から【F6】設定 2 ボタンを

押します。

（または、この画面でテンキーの数字の 0
の右の・（Del）キーを押します。

【設定 2】のメニューが表示されます。

.7 .8 .9

.4

.3
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＜環境設定＞.7

ソフト動作等の設定を行います。

※以降の操作については

デンタルハートへお問い合わせ下さい。

ソフト動作等の設定を行います。

※以降の操作については

デンタルハートへお問い合わせ下さい。
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＜ログ書出し＞ ＜ロック解除＞

【新画面】 【旧画面】

.8

操作記録の出力が開始されます。

※以降の操作については

カルテット操作マニュアルのＰ8 を

ご覧下さい。

操作記録の出力が開始されます。

※以降の操作については

カルテット操作マニュアルのＰ8 を

ご覧下さい。

※LAN 対応版で使用

※以降の操作については

カルテット操作マニュアルのＰ10 を

ご覧下さい。

※LAN 対応版で使用

※以降の操作については

カルテット操作マニュアルのＰ10 を

ご覧下さい。

.9
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＜システム設定＞

【新画面】 【旧画面】

＜本日日付の設定＞ ※カルテット操作マニュアルの P7 をご覧下さい。

.4

各項目のマスタの登録・編集などを

行います。

※以降の操作については

カルテット操作マニュアルのＰ157 を

ご覧下さい。

各項目のマスタの登録・編集などを

行います。

※以降の操作については

カルテット操作マニュアルのＰ157 を

ご覧下さい。

.5


