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1 はじめに

今回のアップデートは、平成２４年１０月の金属価格改定に伴うアップデートです。 
 
９月中におこなっても９月中は旧点数で入力されますし、９月分のレセプトも発行できま
す。 
 
もし、不安がある場合は、９月のレセプトを発行した後にアップデート作業を行ってくださ
い。 
 
通常のアップデートと少し違いますので、マニュアルを良く読んでから行ってください。 
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2 バージョンの確認

事前に11.2b09.018へアップデート
このアップデートするには事前にバージョン
11.2b09.018以上にアップデートする必要があ
ります。 
　「カルテメーカーについて」を表示させて
バージョンを事前に確認してください。 
 
 
これより前のバージョンの場合は、
11.2b09.019tアップデートを使ってアップデー
トをしてください。 
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3 アップデートの流れ

アップデート作業は次のように行います。 

■バックアップと検査
■サーバー（スタンドアロン）での作業
インストール 
データの更新 

■クライアントでの作業
インストール 
マスターデータのダウンロード 
又は、データファイルの配布

■いくつかの追加作業
カルテ１号紙の座標データの更新 
原爆用の病名の更新 
訪問診療の修正 
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4 バックアップ

　バージョンアップ作業の失敗、プログラムの不具合による障害等でデータファイルの破損
やレセプトの発行ができないなどの最悪の事態を回避するために、必ず、今お使いのカルテ
メーカーをバックアップしてください。 
　サーバーのデータを最優先でバックアップしてください。 
　クライアントもバックアップしてください。 

バックアップ方法
　もっとも簡便な方法は、今使ってる「v11運
用」フォルダをフォルダごと違うハードディス
クにコピーしてしまう事です。 
　もし、違うHDが用意できない場合は少なくと
も、違うフォルダにコピーをしておいてくださ
い。 

検査
　バックアップしたら一度起動してMSCでデー
タファイルを検査してください。異常がある場
合は適切に復旧をした上でアップデート作業を
開始してください。 
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4章　バックアップ

復旧方法
作業中あるいはデータを検査をして異常があった場合は、バックアップを戻して作業をやり
直してください。 

復旧するにはまず最初に失敗したデータファイ
ルを削除します。データファイルは次の３つで
す。 
　カルテメーカー.4DD 
　カルテメーカー.4DIndx 
　カルテメーカー.Match 
この３つのファイルを削除します。 

次に保存してあった同じく 
　カルテメーカー.4DD 
　カルテメーカー.4DIndx 
　カルテメーカー.Match 
の３つを削除したフォルダにコピーします。 
右クリックしてドラッグし、「ここにコピー」
を選択してコピーします。 

復旧方法２
MSCの検査で、このように、全体がダメなのに
レコードとインデックスの双方は正常とレポー
トされた時は、インデックスの再構築をお試し
ください。 

■インデックスの再構築

5



4章　バックアップ

インデックスの再構築をするには、一旦、カル
テメーカーv11を終了します。 
「v11運用」フォルダを開き、「カルテメー
カー.4DIndx」を削除します。 

削除した状態で「カルテメーカーv11.app」を
通常通り起動すると、このような表示が表示さ
れインデックスの再構築が開始します。 
　データ量によっては２、３０分かかります。 
正常に起動できたら、MSCで再検査してくださ
い。 
　もし、これでも改善しない時は、前記のよう
にバックアップから復旧するか、MSCの修復機
能で修復してください。 
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5 サーバー（スタンドアロ
ン）

インストール
■マウント

　ダウンロードした「tkmv11.zip」はzipで圧
縮されています。 

右クリックして「すべて展開」を選んで解凍し
ます。 

展開ウイザードの指示に従ってください。 
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5章　サーバー（スタンドアロン）

　解凍して表示された「tkmv11」フォルダをダ
ブルクリックして開くとこのように 
「カルテメーカーv11」フォルダと 
「更新」フォルダ 
が表示されます。 

■削除
　インストール前に、運用に使ってる「v11運
用」フォルダの中の古い「カルテメーカー
v11」フォルダと「更新」フォルダ（もしあれ
ば）を削除します。 
　削除する項目を選択し、 
 

右クリックして「削除」を選んでください。 
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5章　サーバー（スタンドアロン）

■インストール
ダウンロードした、 
「カルテメーカーv11」フォルダと 
「更新」フォルダ 
の両方を先程削除した「v11運用」フォルダに
右クリックしてドラッグし、「ここにコピー」
を選んで、コピーします。 
 

■起動
　運用時に使っていた「カルテメーカーv11.exe
へのショートカット」をダブルクリックして起
動します。 

　起動時のこの画面が表示されたら、すぐに
「Alt」を押したままにします。 
　少し時間はかかりますが、そのまま押したま
まにしてください。 
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5章　サーバー（スタンドアロン）

■データファイルの選択
　正しく「Alt」キーを押してると、画面のよう
なダイアログがでます。 
　上から２番目の「他のデータファイルを選
択」を選んで「OK」ボタンを押します。 

　ファイル選択ダイアログが表示されます。 
今までお使いの「カルテメーカー.4DD」ファイ
ルを選択します。 
　初期の場所は通常、「カルテメーカーv11」
フォルダの中の「Database」フォルダが開いて
います。 
 
 

ですので、２つほど階層を上がるといつもの
データファイルが入ってる「v11運用」フォルダ
があります。 

「カルテメーカー.4DD」を選択します。 
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5章　サーバー（スタンドアロン）

■ログイン
　起動時のユーザー選択画面では「管理者」ま
たは「院長」を選んでください。 

起動すると、ストラクチャの構造を変更しまし
たというダイアログが表示されます。 
「OK」ボタンを押すと、カルテメーカーは終了
します。 

■再起動
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5章　サーバー（スタンドアロン）

終了したら、再度「カルテメーカーv11.exeへの
ショートカット」をダブルクリックして起動し
ます。 
 
この時は、もう「Alt」キーを押しておく必要は
ありません。 

　起動時のユーザー選択画面では「管理者」を
選んでください。更新後にMSCでデータファイ
ルの検査をするためです。 

データの更新
■データ更新
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5章　サーバー（スタンドアロン）

次にデータの更新処理を行います。 
 
「ファイル」メニューから「総合情報」を選び
ます。 
 
 
 
 
 

表示されたリストの最後の「更新処理」を選び
ます。 
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5章　サーバー（スタンドアロン）

今回は金属点数の改正なので、上から４番目の
「平成２４年１０月更新」の実行ボタンを押し
てください。 

確認に答えます。 

いくつかの進捗ダイアログが表示されます。 
標準マスタの読み込みには少し時間がかかりま
すが、それ以外はすぐに終わります。 

読み込みが終わるとこのダイアログがでますの
で、OKを押してください。 

■確認
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5章　サーバー（スタンドアロン）

読み込みが完了したら「ヘルプ」メニューから
「カルテメーカーv11について」を開きます。 

　マスタ更新日が「２０１２年９月１９日」に
なっていれば正常にデータの更新が行われてい
ます。 

■検査
データの更新が終わったらデータベースの検査をします。 

「ファイル」メニューから「MSC」を選びま
す。 

MSC画面です。 
左のアイコンから「検証」を選びます。 
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5章　サーバー（スタンドアロン）

検証画面の１番上の「レコードとインデックス
を検証」ボタンを押して検査を開始します。 

このように正常とレポートされればサーバーの
処理は完了です。 
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5章　サーバー（スタンドアロン）

■修復
このバージョンの場合、4Dのエンジンの関係で
MSCで検査すると、このように、データとイン
デックスはそれぞれ正常なのに、全体では異常
がレポートされます。（必ずではありません
が、とても高頻度です。） 
　この場合、破損ではなくインデックスのミス
マッチのようですので、最初の復旧方法で解説
したように、インデックスの再構築を行ってく
ださい。 

一旦、カルテメーカーを終了させ、「カルテ
メーカー.4DIndx」ファイルを削除します。 

通常通り起動させると、インデックスファイル
の再構築が始まります。 
 
再構築が終わりましたら、一旦終了させてから
再度起動し直して、MSCで検査してください。 

■終了
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5章　サーバー（スタンドアロン）

処理が完了したら一旦カルテメーカーを終了し
ます。 
スタンドアロンの場合は再起動して運用を開始
します。 
 
　再起動の時には「Alt」キーを押す必要はあり
ません。前回選択したデータファイルが自動的
に選ばれます。 
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6 クライアント

更新方法
クライアントの更新処理はダウンロードによる方法で行ってください。 
 
従来通りのデータファイルを配布する方法でおこなっても構いません。 

ダウンロードによる方法
クライアントには「カルテメーカーv11.app(exe)」だけをインストールするだけで、基本的
な方法はサーバーの時と同じです。 

■インストール
クライアントの「v11運用」フォルダから古い
「カルテメーカーv11」フォルダ（Macの場合
は「カルテメーカーv11.app」）を事前に削除
しておきます。 
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6章　クライアント

サーバーの時と同じようにダウンロードした
ファイルを解凍あるいはマウントします。 
新しい「カルテメーカーv11」フォルダ（Mac
の場合は「カルテメーカーv11.app」）を「v11
運用」フォルダにコピーします。 

■起動
サーバーを事前に起動しておきます。 

通常通り「v11運用」フォルダ中の「カルテ
メーカーv11.exeへのショートカット」をダブル
クリックして起動します。 
Macの場合は「カルテメーカーv11.app」をダ
ブルクリックして起動します。 

サーバーの時と同じようにMacならアイコンが
ジャンプしだしたら「option」キーを、winな
らメインウインドウ（この画面）が表示された
ら「Alt」キーを押したままにします。 

■データファイルの選択
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6章　クライアント

　正しく「Alt(option)」キーを押してると、画
面のようなダイアログがでます。 
　上から２番目の「他のデータファイルを選
択」を選んで「OK」ボタンを押します。 

ファイル選択ダイアログが開くので、今まで
使っていた「カルテメーカー.4DD」ファイルを
選びます。 

ログインは管理者でも院長でもどちらでも大丈
夫です。 
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6章　クライアント

起動すると、ストラクチャの構造を変更しまし
たというダイアログが表示されます。 
「OK」ボタンを押すと、カルテメーカーは終了
します。 

■再起動
もう一度「カルテメーカーv11.app」（winの場
合は「カルテメーカーv11.exeへのショートカッ
ト」）をダブルクリックして起動します。 
この時はoption(Alt)キーを押しておく必要はあ
りません。 
 

ログインは「院長」でも「管理者」でもかまい
ません。 
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6章　クライアント

■データの更新
起動すると、今度はいつもの接続画面になりま
すので、サーバーへ接続してください。 
 

通常通りに接続が完了したら、サーバーの時と
同じように「ファイル」メニューから「総合情
報」を選びます。 
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6章　クライアント

表示されたリストの一番下の「更新処理」を選
びます。 

サーバーと同じように「平成２４年１０月更
新」の「実行」ボタンを押します。 

確認ダイアログに「OK」と答えます。 
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6章　クライアント

いくつかの進捗ダイアログが表示され、マスタ
のデータがサーバーからダウンロードされま
す。 

このダイアログが表示されたら処理は完了で
す。このまま運用を開始できます。 

このまま運用を継続することもできますが、で
きれば時間をみて、クライアントのデータファ
イルの検査を行ってください。 
方法はサーバーの場合とまったく同じです。 
異常があった場合の対処も基本的には同じです
が、インデックスの再構築よりサーバーのデー
タファイルをコピーした方が早い場合もありま
す。 
お使いの環境で適した方法を選んでください。 
 

データファイルの検査と修復
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6章　クライアント

データファイルを配布する方法
　ダウンロードの場合、各クライアントで念のためのデータファイルの検査とインデックス
の再構築が必要な場合があります。 
　クライアントのへのデータファイルの配布ではその手間はかかりませんが、大きなデータ
ファイルのコピーに時間がかかるかもしれません。 
 
 
　クライアントへの配布はファイル共有でもいいですし、USBメモリ等を使ってもいいで
しょう。 

■配布先がMacの場合

まずクライアントの「v11運用」フォルダの中
の 
「カルテメーカーv11.app」 
「カルテメーカー.4DD」 
「カルテメーカー.4DIndx」 
「カルテメーカー.Match」 
の４つのファイルを削除します。 

クライアントの準備

　「カルテメーカーv11.app」はMac版のアッ
プデートファイルの中から「v11運用」フォルダ
にコピーします。 
 

インストール
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6章　クライアント

サーバーの「v11運用」フォルダの中の 
「カルテメーカー.4DD」 
「カルテメーカー.4DIndx」 
「カルテメーカー.Match」 
の３つのファイルをクライアントにコピーしま
す。 
ファイル共有の場合はどちらかで相手をマウン
トして３つのファイルをドラッグ＆ドロップで
コピーします。 
　USBメモリ等で３つのファイルを移動させて
もOKです。 
　３つの新しいファイルを「v11運用」フォル
ダの中に正しくコピーしてください。 

データファイルの転送

クライアントを起動するとすぐに運用を始められます。事前にサーバーを起動しておきま
しょう。 

サーバーを起動

コピーした「カルテメーカーv11.app」をダブル
クリックして起動しますが、いつもと同じよう
にドックでアイコンがジャンプを始めたら
「option」キーを押してください。 

起動

　正しく「option」キーを押してると、画面の
ようなダイアログがでます。 
　上から２番目の「他のデータファイルを選
択」を選んで「OK」ボタンを押します。 
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6章　クライアント

ファイル選択ダイアログが開くので、今まで
使っていた「カルテメーカー.4DD」ファイルを
選びます。 

すぐに運用が開始できますので、院長でも管理
者でもかまいません。 

いつもの接続画面になりますので、サーバーへ
接続してください。そのまま通常の運用を開始
できます。 
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6章　クライアント

■配布先がWinの場合

まずクライアントの「v11運用」フォルダの中
の 
「カルテメーカーv11」フォルダ 
「カルテメーカー.4DD」 
「カルテメーカー.4DIndx」 
「カルテメーカー.Match」 
の1つのフォルダと３つのファイルを削除しま
す。 

クライアントの準備

サーバーの「v11運用」フォルダの中の 
「カルテメーカーv11」フォルダ 
「カルテメーカー.4DD」 
「カルテメーカー.4DIndx」 
「カルテメーカー.Match」 
の１つのフォルダと３つのファイルをクライア
ントにコピーします。 
ファイル共有の場合はどちらかで相手をマウン
トして４つをドラッグ＆ドロップでコピーしま
す。 
　USBメモリ等で４つを移動させてもOKです。 
　１つのフォルダと３つの新しいファイルを
「v11運用」フォルダの中に正しくコピーしてく
ださい。 

データファイルの転送

クライアントを起動するとすぐに運用を始められます。事前にサーバーを起動しておきま
しょう。 

サーバーを起動
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6章　クライアント

通常通り「v11運用」フォルダ中の「カルテ
メーカーv11.exeへのショートカット」をダブル
クリックして起動します。 

起動

　起動時のこの画面が表示されたら、すぐに
「Alt」を押したままにします。 
　少し時間はかかりますが、そのまま押したま
まにしてください。 

　正しく「Alt」キーを押してると、画面のよう
なダイアログがでます。 
　上から２番目の「他のデータファイルを選
択」を選んで「OK」ボタンを押します。 

コピーした新しい「カルテメーカー.4DD」を選
択します。 
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6章　クライアント

すぐ運用を開始できますので院長でも管理者で
もどちらでもかまいません。 

いつもの接続画面になりますので、サーバーへ
接続してください。そのまま通常の運用を開始
できます。 

■以上でアップデート作業は終わりです
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7 追加の処理

カルテ１号紙の座標データの更新
　介護保険に対応したのに伴い、カルテ１号紙の備考欄に介護保険の内容を記載する必要が
でてきました。 
　従来のデータには、この欄の座標データが含まれていません。そこで今回このデータを含
んだ新しいファイルをリリースしました。 
　以下の条件に合致する方はインストールをお願いします。 
○介護保険を利用する。 
○カルテ印刷でA4のオーバーレイを利用している。 

■インストール方法
アップデートファイルに含まれる「カルテ１
号.xml」ファイルを 
「v11運用」フォルダの中の「kmPref」フォル
ダの中の「フォーム」フォルダの中にドラッグ
して移動し、同名の「カルテ１号.xml」と置き
換えてください。 

原爆用の病名の更新
原爆公費を利用する場合、単純なC病名では請求できなくEro等が必要とされていましたが、
一部地域でEroではなくC2単Pul病名な必要とされるようになりました。 
　従来C2+単Pulはレセプト上ではC病名になってしまうので、レセプト上もC2+単Pulとな
る病名を用意しました。 
　識別名はC2+単PulでなくC2単Pulと途中に＋のない病名です。 
　現バージョンでは、この病名を光CR充填のようなセットに結びつけられていませんので、
原爆公費を扱う医療機関では以下の手順に従って、病名を関連付けてください。 

■インストール方法
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7章　追加の処理

サーバーのコンピュータで 
ファイルメニュー→総合情報 
マスターメニュー→処置セット 
と操作します。 
この画面が表示されるので、「病名で検索」ボ
タンを押します。 

病名選択ダイアログが表示されるので、上のリ
ストから「１０２　C2」をダブルクリックして
ください。 
ダブルクリックして選択すると下のリストの対
象の病名が表示されます。 
この状態で「OK」ボタンを押すと、この病名関
連した処置セットが選択されます。 

関連した処置セットが選ばれた状態で、今度は
「病名を追加」ボタンを押します。 

先程と同じ病名選択ダイアログが開くので、追
加する病名「１０７　C2単Pul」をダブルク
リックして選びます。 
下のリストに選ばれた病名が入ったら、「OK」
ボタンを押します。 
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7章　追加の処理

これで病名が追加されます。 
念のため、どれかをダブルクリックして開いて
ください。 
右の「対象病名」のリストの中に追加した「１
０７　C2単Pul」があれば大丈夫です。 
　カルテメーカーを再起動して運用を開始して
ください。 
　クライアントは接続すると自動的に変更した
処置セットをダウンロードします。 

訪問診療の修正
訪問診療の仕様を変更しました。 
以前は、訪問診療の中に訪問先の情報と理由を
入力していたために、月が変わると再度の入力
が必要でした。 
このバージョンから、訪問先の情報と理由は、
「訪問先・理由」という独立した項目に記録す
るようにしました。 
　この情報は月が変わっても参照されるので、
一度入力すると情報が変わらない限り再入力の
必要はありません。 
　また履歴管理されているので、もし、途中で
訪問先が変更になる場合等では、新しい項目を
入力することで訪問先を変更できます。 
　なお、従来の訪問診療中の中の情報は反映さ
れなくなりますので、訪問診療を入力済みの場
合も、必ず、この「訪問先・理由」を月初めの
日に入力し、訪問先と理由を登録してくださ
い。 
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