
■お問い合わせ先■開発・販売元

※外観・仕様は改良のため予告なく変更されることがありますので、予めご了承下さい。
※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。※その他の会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

※ハードウェアの仕様の詳細は販売店にお問い合わせください。
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●機能一覧 ●Dr.Pen Lite システム標準構成
診察室／Dr.Pen Lite クライアント（診察室）

共有

受付・会計／Dr.Pen Liteクライアント（受付・会計）

受付・会計／ORCAサーバー

●ネットワーク構成

〒113-0001東京都文京区白山１-３３-１８ 白山NTビル5F
TEL : 03-5842-2318　FAX : 03-5842-2329　
http://www.drpen.info

紙に書くだけで電子カルテ化

500種類の入力帳票サンプルを用意

既存の帳票をそのまま利用可能

紙カルテと電子カルテの併用が可能

患者さんとの会話もスムーズ

日医標準レセプトソフト（愛称ORCA）に直結

診療所（有床・無床）向け 手書き電子カルテ・オーダリング・医事会計システム

ドクターペンライト

Dr.Pen Lite™

システム概要

診察室受付・会計

ORCA

パソコン デスクトップ型、ワイドTFT液晶モニタ、Core2Duo®、
 メモリ 2GB、ハードディスク160GB、CD-ROM、キーボード、マウス
デジタルペン DP-201 OMS
プログラム Dr.Pen Liteクライアント（診察室）
基本OS Windows®XP Professional
Bluetooth®受信機 Bluetooth® Ver1.2 準拠、インターフェース USB 1.1

ハブ ファーストイーサネット･スイッチ、10BASE-T/100BASE-TXポート（自動認識） 
 4ポート
ルーター RAM 32MB、ROM 4MB、LAN 1ポート※LANポートは4ポートスイッチングハブ、 
 WAN 1ポート、ISDN U/LINE 1ポート、ISDN S/T 1ポート、TEL 2ポート、 
 シリアル 1ポート
ケーブル 一式
プリンタ 専用プリンタ（Ａ４サイズ、カラー）

パソコン デスクトップ型、TFT液晶モニタ、Celeron®、メモリ2GB、
 ハードディスク160GB、CD-ROM、キーボード、マウス
デジタルペン DP-201 OMS
プログラム Dr.Pen Liteクライアント（会計）
基本ＯＳ Windows®XP Professional
Bluetooth®受信機 Bluetooth® Ver1.2 準拠、インターフェース USB 1.1

サーバー タワー型、ＴＦＴ液晶モニタ、Pentium® メモリ2GB、
 ハードディスクドライブ160GB、CD-ROM、MO、キーボード、マウス
プログラム 日医標準レセプトソフト（愛称：ＯＲＣＡ）
基本OS Linux debian
無停電電源装置 １台

カルテ記載 手書き入力 デジタルペンと紙による手書き入力ができます。
 キーボード・マウス入力 キーボードによるテキスト入力、単語リストやテンプレート機能を使用して
  簡単に文字入力ができます。
 シェーマー シェーマー機能及びシェーマシートを使用してスムーズな所見スケッチ
  ができます。
 過去カルテの３Ｄ表示 カルテを３Ｄ表示し、紙カルテと同じ操作性で過去カルテの参照ができます。
  ※但し、この機能を利用するためには別途グラフィックボードの搭載が必要になります。

 記録表示 ログインＩＤ、タイムスタンプ、筆跡を記録し描画再生が可能です。
オーダーリング機能 通常オーダー 検索機能を使用し、すべての診療行為を検索することができます。
 Ｄｏ入力 Ｄｏ処方の他に、過去のオーダー内容をスムーズに検索する事ができます。
 オーダーシート 専用のオーダーシートからデジタルペンを使用して簡単にオーダーリング
  を行うことができます。
 併用禁忌チェック お薬の併用禁忌をチェックすることができます。
画像 画像表示 ＤＩＣＯＭ、ＪＰＧ、ＢＭＰ形式の画像ファイルの表示が可能です。
  操作性として拡大・縮小、回転などもできます。
病名 病名検索 病名検索、登録、転帰などが可能です。
 自院病名登録・検索 自院にて汎用する病名を登録し、簡単に検索・登録することが可能です。
 病名シート 自院にて汎用する病名を専用シートにして、デジタルペンからも登録する
  ことができます。
バイタル バイタル入力 日付、時間ごとにバイタル情報を登録することができます。
 バイタルグラフ 登録してあるバイタルをグラフ化し参照することができます。
その他機能 患者情報 患者属性情報の他に保険・公費の情報などを参照することができます。
 受診歴 受診日ごと、受診した診療科ごとに表示されています。
  また、受診日をクリックするとその日のカルテにジャンプする機能も
  付加されています。

 メモ 患者固有の情報をメモ欄として使用する事ができます。
 サマリー 患者サマリー画面が所見欄と別にあり印刷も可能です。
 診療情報提供書（紹介状） 診療情報提供書の作成・発行が可能です。
 文書管理機能 スキャナーなどで取り込んだ文書や、自院にてエクセル・ワードなどを使用
  して作成したファイルを患者と紐づけをして一括管理することができます。
 薬剤情報提供書発行 写真付き薬剤情報提供書の発行やお薬手帳に貼付する用紙などを自動で
  発行することができます。
外注検査表示 検査結果取り込み 磁気媒体（ＦＤ等）で外注検査結果データを取り込みます。
 検査結果時系列表示 検査結果を時系列で表示します。
 検査結果グラフ表示 検査結果をグラフ化して表示することが可能です。
他患者カルテ参照 複数カルテ閲覧 選択した患者の過去カルテ参照が可能です。
日計・月計表出力 窓口集計表 ORCA側から日計表・月計表などの出力が可能です。また、出力形式も
  保険別・医師別・地区別など様々な形式での出力を選択していただけます。

機　能 概　要

プリンタ無停電電源装置

インターネット

※Dr.Pen Lite専用の
　インターネット接続環境を
　ご用意ください。

ルーター

PCサーバー PCFD

ハブ

レセプト

オンラ
イン請

求

完全対
応

●Dr.Pen Lite オプション品
■保守サポートプログラム

■設置・操作教育
・Dr.Pen Liteの設置、操作教育のスケジュール及び費用につきましては、
販売店にお問い合わせください。

・ 無償保証期間終了後は、有償で保守サポート契約をご契約いただけます。
・ 保守・サポートサービスの内容は、電話、又はE-mailによるお問い合わせ受付、
システム不具合対応、ネットワーク経由でのリモートメンテナンスとなります。

各種ハードウェアの追加や追加機能などオプションをご用意しております。
詳細は販売店にお問い合わせください。
例）他社機器との連携（画像ファイリングシステム・予約システム等）

レセプトチェックソフト「Dr.Pen Checker」
往診用ノートパソコン



Dr.Pen Liteは普通の紙とデジタルペンによりカルテ記入ができる診療所向け
電子カルテシステムです。
キーボード入力に起因するドクターの作業負担を軽減するので診療の質が高められ
ます。また、日医標準レセプトソフト（愛称：ＯＲＣＡ）との連携により、ドクターが記入
した指示内容が即座にレセコンに取り込まれますので会計担当者の作業効率を上げ、
最終的には患者さんの待ち時間を軽減することにつながります。

■Dr.Pen Lite 基本入力帳票

●検査入力シート

●シェーマシート

例（4種類まで好みのレイアウトで作成できます。5種類目から有償です。）

●カルテ2号用紙

紙とボールペンで電子カルテを実現

日医標準レセプトソフト（愛称：
ORCA）により患者登録を行い
ます。日医標準レセプトソフト
（愛称：ORCA）で患者受付を
いたします。

ドクター及び会計担当者は単純な入力業務から
解放されるので、診療など最重要業務へ集中する
ことができます。

紙カルテも残せる安心感

実際に紙にも記入するので、コンピュータシステム
上の思わぬトラブルによるデータの損失などの
場合にも紙を参照できるので安心です。

全ての診療科に対応

今、お使いのカルテ２号用紙、問診票、指示箋等が
そのまま使用になれます。

Dr.Pen 
Lite™

診療所（有床・無床）・向け
手書き電子カルテ・オーダリング・

医事会計システム

会計担当者が診察情報を入力する必要があり、負担が大きい ドクターがコンピュータに診療内容を入力するため、コンピュータ
操作に不慣れなドクターは診察に集中することができない

レセコンだけを導入すると 従来の電子カルテを導入すると

ドクターは患者さんの顔を見な
がら診察問診を行うことができ
ます。事前に専用プリンタで
印刷した入力帳票に、デジタル
ペンで記入すると、文字がパソ
コンに転送されます。

ボタン一つでドクターの指示内容
が画面上に表示されます。診察時
に記入した内容は、処理を通して
レセプトソフト用データに変換され
ます。もちろん処方箋や領収証も
発行できます。

レセプト電算処理システムに
標準で対応していますので
電子媒体でのレセプト提出が
可能です。

受 付 診察室 会 計 保険請求
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Dr.Pen Lite™Dr.Pen Lite の特長

●処方シート

●問診票

デジタルペンが文字を読み取れる仕組みとは？デジ
通信ユニット

バッテリー

インクカートリッジ

メモリ

イメージプロセッサ

筆圧センサ

カメラ 普通紙に印刷された
ドットパターン

直交する格子からわずかにずれたドットが
紙上の位置情報を定義する

紙に書くだけで電子カルテ化を実現します！！

Dr.Pen Lite を導入すると

キーボードに慣れている方はキーボード入力もご利用になれます。



■Dr.Pen Liteの記入用紙例 ■受付/新患登録・再来受付
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Dr.Pen Lite™
●病名入力シート ●セットシート ●患者情報シート

●内服・外用・処置・検査 入力シート ●検査報告書 ●X線撮影依頼票

●助産録 ●処置・検査・手術入力シート ●視力検査シート

●新患登録 ●再来受付

日医標準レセプトソフト（愛称：ORCA）
は、診療報酬改定や薬価改定があっても
インターネットからの簡単ダウンロードで
対応できるので安心です。

診療報酬改定や薬価改定

●受付一覧
レセプトソフトで再来受付をするとDr.Pen Lite（受付・会計）
端末の「受付一覧」に反映されます。「受付一覧」では患者さん
の状態が一目でわかります。また、状態による色わけはご利用
者の好みに応じて自由に設定できます。受付一覧画面は受付・
会計端末からでも診察室端末からでも参照できます。
「連絡／コメント」欄には院内で連絡事項などある場合に、入
力して表示させることが可能です。



■診察室
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●所見入力 その１ 〈紙とデジタルペン〉
紙に書くだけで手書きデータを電子化します。

●所見入力 その3 〈テンプレート機能〉

●所見入力 その5 〈スタンプ機能〉

よく使う診療行為の組合せなどを
テンプレートとして登録しておくことができます。

貴院にてご利用のスタンプをシェーマシートとして作成しご利用可能です。

●所見入力 その4 〈シェーマ入力〉
ボールペン（デジタルペン）でシェーマシート（ラミネート加工された紙）に
描いたものが電子化されます。

キーボードに慣れている方はキーボードからの入力もご利用になれます。

Dr.Pen Lite™
●所見入力 その2 〈キーボード入力〉

（所見入力） ■診察室（オーダー入力）

●所見入力 その１ 〈紙とデジタルペン〉
紙に書くだけで手書きデータを電子化します。

●所見入力 〈 プ ト機能〉
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●オーダー入力 その1 〈カルテに記載（医事で入力）〉 ●オーダー入力 その2 〈各種オーダーシートより〉

●オーダー入力 その3 〈検索画面より〉 ●オーダー入力 その4 〈Do機能〉

●病名登録 その1 〈病名登録シートより〉 ●病名登録 その2 〈病名検索画面より〉



■各種表示、出力機能 ■システム連携
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入力情報の履歴確認画面
デジタルペンでの記述内容は記述日
付と時間、記述したペンのID、ログイ
ンしたユーザーのＩＤで管理されてい
ます。

●セキュリティ関連機能

パスワードを入力しなければ、
システムへログインできません。

●検査結果表示画面 ●検査結果グラフ表示 ●履歴表示

●紹介状入力・出力機能

●患者情報閲覧機能
患者の基本情報、禁忌、病名、保険、公費、メモ、サマリー、スキャナで取り込んだ紹介状、画像やワード、エクセルデータを登録し、
閲覧することができます。

Dr.Pen Lite 外部機器連携実績

Dr.PenLite 検査会社対応 （検査会社の順序は、主に連携実績順）

（株)アークレイ
 臨床検査システム

 メックネットケアラボ 糖尿病結果ビューア 
● ●

 

(株)メディング TATTO 診察券発行機 ● ‒

(株)メディング C30 診察券発行機 ● ‒

(株)ムーブ AR200 診察券発行・読取（リライトカードリーダ） ● ‒

(株)リオン オージオメータ 聴力結果ビューア ● ‒ 

(株)エスプラント I -Call 予約システム ● ‒

東邦薬品 LX-MATE HeLios 予約システム ● ‒

アイアコス 受付 tell me 予約システム ● ‒

(株)フクダ電子 FEV-40/ FEV-CAL80 画像ファイリングシステム ● ●

RS_Base RSベース 画像ファイリングシステム ‒ ● 

富士フイルム(株) FCR ＰＩＣＯ 画像ファイリングシステム ● ●

富士フイルム(株) CAPSULA VIEW2 画像ファイリングシステム ● ●

富士フイルム(株) SYNAPSEWS （WS） 画像ファイリングシステム ● ●

(株)モリタ製作所 I-VIEW 画像ファイリングシステム ● ●

(株)ビゴメントソフトウェア PowerDICOM 画像ファイリングシステム ● ●

ViewSend(株) ViewSend 画像ファイリングシステム ● ●

コニカミノルタ（株） I-PACS 画像ファイリングシステム ● ●

ライフサイエンス コンピューティング（株） GENESYS 画像ファイリングシステム ● ●

連携メーカ 製品(ソフトウェア) 概  要
要件の内容

属性連動 表示連動

新仕様
対応No 検査会社 備 考

旧仕様は実績あり

拠 点 新仕様
対応No 検査会社 拠 点

 １ エスアールエル 全国 ○

 ２ ビーエムエル 全国 ○

 ３ 三菱化学メディエンス 全国 ○

 ４ ファルコバイオシステムズ 関西・関東 ○

 ５ 保健科学研究所 関東・中部・新潟 ○

 ６ 江東微生物研究所 関東・東北 ○

 ７ サンリツ 千葉 ○

 ８ 京浜予防医学研究所 神奈川・東京 ○

 ９ ジャパンクリニカルサービス 西日本 ×

 １０ 群馬臨床 群馬 ○

 １１ 立川臨床 東京 ○

 １２ クリニカルパソロジーラボラトリ 鹿児島 ○

 １３ アルプ 中部 ○

 １４ 日本臨床 大阪 ○

 １５ 岡山医学検査センター 岡山 ○

 １６ 昭和メディカル 関東 ○

 １７ 福山臨床 広島 ○

 １８ 兵庫臨床 兵庫 ○

 １９ 武蔵野臨床 東京・埼玉 ○

 ２０ 那覇市医師会 沖縄 ○

 ２１ メデカジャパン 関東 ○

Dr.Pen Lite™



■レセプト作成
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●オンライン請求の届出の代行業務

●導通試験および確認試験の立会い

●電話サポート（随時）

●オンライン請求端末の設定

●本請求時の立会い

Q

Dr.Pen Lite™

Dr.Pen Liteによる レセプトオンライン請求オプショ
ン

レセプトオンライン化の目的

届出から運用開始までのスケジュールは?

弊社のサービス

国民医療費の適正化

①医療保険事務のコスト大幅削減

②レセプトをデータベース化し、疫学的活用をすることで予防医療の推進を促進

③医療ITのネットワーク化

N月-2ヶ月 N月N月-1ヶ月

20日まで 15日～25日 5日～10日

①オンライン請求の
提出 ②指定ツール等送付 ③設定作業

⑤オンライン請求
開始

④確認試験

「厚生労働大臣の指定申請に
関する届出」等の提出

・ユーザ指定情報（ID/パスワードの案内）

・操作手順書
・セットアップCD-ROM（送信用ソフト）

・送信用ソフトインストール
・電子証明書ダウンロード
・導通試験

①医療機関・薬局は、オンライン請求を希望する月の20日前までに、最寄りの支払基金へ届出を提出する。
　（合わせて、通信事業者へネットワーク回線接続の申し込みが必要）

②支払基金は、オンライン請求を行うための設定ツール等を翌月の15日頃までに送付する。

③医療機関・薬局は、設定ツール等を用いて、環境設定および電子証明書をダウンロードし、導通試験を行う。

④医療機関・薬局は、15日～25日までの間、オンラインにより確認試験が可能

⑤医療機関・薬局は、届出の翌々月の5日からオンラインにより請求が可能。

回線接続申込 → 回線開通 （回線申し込みから回線開通まで概ね2～4週間）

チューンアップ機能により、地方によって
異なるローカルルールも独自に追加・
変更することが可能です。

導入によるメリット

●ローカルルールにも柔軟に対応 

メニューから選択していく方式なので
直感的な操作が可能です。

レセプト形式で印刷する事も
可能で、点検用仮レセプトとし
ても利用できます。

●メニュー形式なので指示・操作が簡単 ●チェック用レセプト印刷が可能

レセプトチェックソフト「Dr.Pen Checker」は、レセプト電子請求におけるレセプト点検ソフトです。
データベースを参照して診療行為の適応性を自動的にチェック。 正確なチェックによりレセプト業務を大幅に効率化します。

Dr.Pen Checkerレセプトチェックソフトレ
オプショ

ン

医院の収益改善

レセプト業務の効率化

残業・休日出勤の削減

院外処方薬剤にも対応

※Dr.Pen Checkerには初期費用の他、年間利用料が毎年かかります。 ※レセプトオンライン請求設定には初期費用がかかります。また、オルカVPN利用料が毎年かかります。


