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はじめに

①動作環境、本システム仕様について

動作環境：Windowsで.NET Framework2.0を導入した環境
必要なディスク容量: HD　700 MB 以上推奨

サポート対象：Windows 2000 Service Pack 3、4　Windows XP Service Pack 2�
※ Windows VISTAに標準で搭載されている、.NET Framework3.0での動作も確認済み 

※データベースアクセス部分が32bitで製作（64bitOS不可）

バージョンアップは、インターネット経由若しくは外部メディアで配布予定です。
お客様登録が必要な場合がございますので、予めご登録をお勧めいたします。

②インストール、初期設定

(.NET Frameworkが入っていないOSをご使用の場合、.NET Framework2.0の
インストールが開始されます。)

③メニュー説明、ボタン説明

(1)本体CDをセットしてください。
(2)インスターラーが自動で立ち上がります。
(3)インストーラー(下図)に従い、インストールしてください。

インストーラー

■製品シリアル番号は、お客様登録用紙に
　張ってある１２桁の数字です。

■パスワードは、他人にわからないよう
　ご担当者の方が責任を持って管理して
　下さい。

■バックアップは、ＰＣ本体ではなく
　なるべく外部のメディア(メモリース
　ティックやMO等)を指定してください。

(4)設定が終了するとディスクトップにアイコン(下記)が表示されます。
　作業開始時にダブルクリックしてご使用下さい。

　※設定した起動パスワードは、起動時毎の
　　必須入力となります。

①
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③
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⑤
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⑧
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⑩

⑪
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新規患者情報入力…新しく患者情報を入力する時に使用します。

設定…表示・パスワード・帳票・理論値設定等の各種環境設定を行います。

レンズ検索/確認…患者情報に合わせたレンズの検索を行います。

患者検索/編集…患者の検索と編集、DM用などの患者情報の抽出等ができます。

発注/入庫…患者付け(客注文)以外の基本在庫等を注文、入庫する場合に使用

患者レンズロット入力…注文品(注文したレンズ)の入庫処理

入出庫履歴…レンズの状態(入庫や注文等)に変化があった全てを記録します。

在庫一覧…在庫の一覧、レンタル中の一覧等が確認できます。

一括発注処理…注文待のレンズを注文済みに変え発注書をプリントします。

在庫表…在庫情報が表示された早見表

バックアップ…入力データを手動で保存します。

終了…同時にバックアップします。
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新規患者入力はメニューの「新規患者情報入力」ボタンから行います。

①新規患者情報入力方法

患者情報について

・カルテNo.→半角英数字での強制入力となっております。
・年齢→西暦で入力、自動で満年齢が表示されます。
・患者名→氏名を分けてご入力下さい。漢字とアルファベット、全角カナ入力です。�
・連絡先→数字とハイフンのみ可。例03-3333-1234
・住所→郵便番号入力で自動入力対応します。
・note→通信欄、備考欄、連絡事項として自由にお使いいただけます。

必須入力項目：カルテNo.、性別、生年月日、患者名、郵便番号、住所、連絡先１
便利機能：各項目入力後、次項目へ移動する際"Enterキー"でも移動できます。

②患者情報の編集・更新（上書保存）

登録終了後、右上の「患者情報登録」ボタンを押すと登録されます。

登録年月日→最初に患者登録をした年月日
最終更新日→患者情報内全ての項目の中で、一つでも変更があった場合の日時
検眼データ履歴・履歴一覧→検眼データ内の項目が変更された日時

登録／更新年月日表示

③患者の検眼データを確認・編集する

患者情報の編集は、どの項目も修正できますが
修正前の記録は、検眼データ以外残りませんので
ご注意下さい。●修正後は、患者情報登録ボタンで上書き保存して下さい。

検眼データの左ボタン(タブ)の切り替えで過去の検眼データを、
無制限で保存できます。また、過去の検眼データは、日付上でマウスを
右クリックで編集又はデータの削除が行えます。

※登録作業を後日行う場合などは、この機能を使用して日付の変更をしてください。
※顧客一覧などでの、並び替え機能などには反映されません。

検眼データ履歴は
右クリックで編集／削除可能

情報登録・上書き修正の際には
必ず「患者情報登録」ボタンを
押してください。

最終来院日(検眼データ更新日)表示

任意で編集可能、標準は検眼データの最新更新日を表示します。
顧客一覧で並び替え機能に対応しておりますので定期検査の
DM送付先など案内状情報の抽出にご利用下さい。

患者情報削除
記録した患者情報を削除できますが、一度削除すると復活出来ません。また、レン
ズと関連付け(注文待ちやレンタル中等)の場合は、関連付けを解除してからでないと
在庫数管理のため削除が出来ません。
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カルテ番号、氏名、電話番号など患者の基本情報全て検索可能です。下図A参照
(入力は左側より一部のみの入力で検索が可能です。or検索には対応しておりません)

※全ての患者一覧をご覧になる場合は、何も選択せず、そのまま「患者検索」ボ
タンを押してください。登録済みの全患者が表示されます。

※一覧に表示される人数は、メニューの「設定」ボタンから選択できます。
標準では、５０に設定されております。５１番目からは、２ページ目に
移行されますので、ご注意下さい。

④患者検索機能について

患者情報について

●検索結果は、各項目(性別、生年月日、最終来院日等)で並び替え出来ます。

患者検索画面　図A

検索結果後、この項目を押すと並び替えが可能となります。

⑤CSVで情報出力する

患者情報一覧の検索結果をDM(ダイレクトメールやラベル印刷等)ソフトに送る場合は
該当する情報をクリックして選択します。複数選択する場合は、キーボードの
「Ctrl」キー又は「Shift」キーで選択してください。選択すると下図Bのように
アクティブ表示(青色表示)されますので、この状態で右下の「住所エクスポート」キー
を押してください。

「CSVファイル保存」のダイヤログが表示されますので、適当な場所を指定し
保存してください。

患者選択画面　図B

「CSVファイル保存」のダイヤログ

※出力した情報をはがきソフトに取り込む方法は、はがきソフトの
説明書をご覧頂きますようお願いいたします。
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患者情報について

⑥オルソを処方する

患者情報を登録後、�
オルソの処方履歴を入力します。

左右の選択

在庫がない場合、ここで選択をすると発注登録画面が開きます。

レンズ選択画面が開きます。右図C参照、在庫がない場合(状態が"無")、ここで
選択をすると発注登録画面が開きます。

在庫がある場合(状態が"在庫")は、選択(クリック後選択ボタン)する事で
右図Dの画面となり、このレンズで処方決定の場合は「処方」ボタンを
押すことにより、個別患者情報の処方履歴に処方が反映されます。

レンズ選択画面　図C

オルソ選択　図B

オルソ選択後の画面　図D

下の画Bが表示され L、R 何れか選択します。

個別の患者情報画面(図A)から左下の�
「オルソ処方」ボタンを
クリックします。

個別患者情報の処方履歴

患者情報画面　図A
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患者の注文品ではない通常在庫(基本在庫等)として注文する場合は、メニュー
画面の「発注／入庫」ボタンから注文します。下図A参照

レンズの在庫管理について

①レンズの注文（基本在庫としての注文方法） ②レンズの注文（患者に合わせた注文方法）

図A

患者の各パラメーター(TPW、
FK）入力後、レンズ検索を
押します。

在庫数を確認した後、状態を
発注登録に変更します。

以降、サイズ等を入力して
下さい。

ここでの発注は、仮発注と
なります。この後、一括
発注処理を行ってください。

患者の注文品の場合は、メニューの「患者検索」→オルソ処方から注文します。
この場合、自動でレンズ検索の値が入りますが、在庫がない場合のみ下図Bの
画面が開き、図Aの発注画面より注文を入れるようになります。

図B

発注登録後は下図Cのように、状態が「注文待ち」となります。
この後、一括発注処理を行ってください。

図C

③注文の確定と発注方法

①と②で注文登録した物を一括で注文処理を行います。メニューの「一括発注処理」を
選択します。この時「注文待ち」の状態の物が「注文済み」に変更となります。�
一度、この処理をすると「注文待ち」に戻せませんのでご注意下さい。
※発注書もプリントできなくなります。

ご注意下さい！注文書は１度しかプリントできません。ご注意下さい！注文書は１度しかプリントできません。

※4ページの「オルソ処方」も参考にしてください。
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メニューの「患者レンズロット入力」を選択します。

⑤レンズの入庫（注文品以外の入庫処理）④レンズの入庫（注文品の入庫処理）

レンズの在庫管理について

該当商品をクリックし、右下の「Lot入力」ボタンを押し、Lotを入力します。�
「OK」ボタンを押すと「在庫」として入庫処理されます。

④以外の入庫（初期在庫やその他入庫）は、メニューの「発注／入庫」より
行います。下図C参照

図C

患者の処方からの注文（注文品・客注文など）や施設から注文した商品の
入庫処理を行います。(それ以外の入庫方法は次項目⑤を参照)

「注文済」の状態を入庫処理してください。「注文待」のレンズは
「一括発注処理」がまだ済んでいないことを表しております。

各パラメーターで該当レンズを検索後「状態」を「入庫」にし、Size、Lot等を
入力後、「発注／入庫」ボタンを押し入庫処理をしてください。
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在庫レンズの３パラメーター(TPW、FK、BC)以外の値を変更することが可能です。

レンズの在庫管理について

メニューの在庫一覧、レンズ検索、患者情報のレンズ選択等の一覧から
右クリックで「編集」を選択して下さい。

在庫レンズの取り消しは、強制出庫で対応します。
破損・紛失などの事故、入力間違え等の時にご利用下さい。�
�
在庫一覧などのページ右下にある「強制出庫」ボタンで処理できます。

⑥在庫レンズの入力間違え（在庫レンズの属性編集）

「OK」ボタンで
処理出来ます。

⑦レンズの取り消し（強制出庫）

●ご注意下さい！●
複数選択できますが、一度処理を行うと元に戻せません。
処理を行う前に十分確認してから、処理してください。

・noteを使用し、個別情報を管理したい場合

レンズ選択後右クリック

[ 入力ミスを修正する以外の利用例 ]

・noteを使用し、何回目・何人目のレンタル等情報を上書き利用する場合
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メニューの「在庫一覧」から在庫の一覧を表示できます。
左下にある、「総数：在庫＝XX」が現在庫数です。上部の「状態」選択で
レンタル数や注文待ちのみの数などを表示することが可能です。

レンズの在庫管理について

⑧現在庫一覧表示

ページ送り機能

⑨入出庫履歴

レンズの入出庫に関する全ての項目が記録されます。
入力ミスやLotの追跡、処理の確認などにご利用下さい。

総数表示

※「在庫一覧」「入出庫履歴」で表示される「ID」列はデータベースの
内部管理用のIDです。レンズが在庫として入庫された時点で１から順番に
登録されていきます。修正・削除等出来ませんが、院内のレンズ管理等に
ご利用いただいても構いません。
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レンズ検索について

②理論値の周辺のレンズを探す場合①理論値について

理論値１～３のレンズの在庫が無い場合などは、「理論値」の横の「在庫表」を
クリックしてください。

在庫表が開き、近似値の在庫が確認できます。在庫表では、理論値の値が
アクティブ(青色)、在庫がある物が緑色表示となっております。更に在庫表の値から
右クリックでレンズ検索が可能です。

理論値2、理論値3の理論値選択方法は２種類から選択できるようになっております。

(1)TPW(ターゲットパワー)による選択(FK一定)
　オルソ運用管理システムを起動すると標準でこちらが選択されています。
　早見表から算出される理論値1の値からFK固定でTPWを0.25づつ数値を
　上げた値を、それぞれ理論値2、3として算出します。

(2)離心率による選択(BC一定)
　理論値1が離心率e=0.5ということで、
　理論値2、3はそれぞれ e>0.5と
　e<0.5とし、1stチョイスの斜め(左上がり)前後の
　値を算出する方法です。
　
　こちらに変更する場合は、
　「メニュー」→「設定」→「理論値設定」より
　変更してください。

(1)TPWによる選択(FK一定)の画面

(2)離心率による選択(BC一定)の画面

理論値設定画面

クリックで在庫表

右クリックでレンズ検索が可能
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レンタルについて

①レンタル中の患者を探す場合

レンタル中の患者を検索する場合は、メニューの「レンズ検索」又は「在庫一覧」
より、状態を「レンタル」のみの選択で検索してください。一覧表示されます。

②オルソを処方し、レンタルとして貸し出す

患者情報画面の処方履歴より、レンタルしたいレンズを選択し
状態変更で「レンタル」を選択します。

③レンズが返却された場合の処理

②と同じ手順で、レンタルしたレンズを選択し「返却」に状態変更します。レンタル中の患者宛にDMを出す場合

患者検索から何も指定せず、「患者検索」ボタンを押してください。表示された患者
一覧より、「状態R」と「状態R更新日」を押し、ソート(並び替え)をかけます。
抽出したい患者をクリックして(SHIFT、CTRLで複数選択可)住所を
エクスポートできます。

処方が済んでいない場合は、「患者情報について⑥オルソを処方する」を
ご参照下さい。
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