
【２０１６年４月】Ver.１６．０３．２３

 ＜対象パッケージ＞
 　◆サービス事業者版
 　◆障害福祉サービス事業者版
 《制度改正/機能向上対応》
・地域密着型通所介護の住所地特例請求に対応しました。
 《障害対応》
・通所併設の訪問介護・障害福祉サービス事業所様で、通所の予定がヘルパー予定に表示されてしまうのを改修しまし
た。 
 【２０１６年３月】Ver.１６．０３．２１

 ＜対象パッケージ＞
 　◆居宅/サービス事業者版
 　◆障害福祉サービス事業者版
 《制度改正/機能向上対応》
 　◆居宅/サービス事業者版
・総合事業の独自・定率／独自・定額に対応しました。ご利用には市区町村が発行する「単位マスタ」のCSVファイル
が必要です。
 《障害対応》
 　◆障害福祉サービス事業者版
・行動援護サービスにおいて、１日複数回サービスを行った場合の例外規定に基づき、１回分のサービスコードとして
まとめた介護給付費請求を行うように改修いたしました。 

 【２０１６年３月】Ver.１６．０３．０４

 ＜対象パッケージ＞
 　◆居宅/サービス事業者版
 　◆小規模多機能型事業者版
 　◆複合型サービス事業者版
 　◆グループホーム事業者版
 　◆短期入所生活介護事業者版
 　◆居宅療養管理指導版
 《障害対応》
・3/15にリリースいたしましたVer.16.03.02またはVer.16.03.03に不具合があり、修正版Ver.16.03.04を再リリースい
たしました。 前記バージョンでは、生活保護単独（被保険者番号の先頭が"H"で始まる利用者）の給付費請求、利用者
請求がマイナス値で表示されることがございますので、お手数ですが再度バージョンアップをお願いいたします。お手
数をおかけして申し訳ございません。
※障害福祉サービス版は今回の再リリース対象外です。

 【２０１６年３月】Ver.１６．０３．０２

 ＜対象パッケージ＞
 　◆居宅/サービス事業者版
 　◆障害福祉サービス事業者版
 　◆小規模多機能型事業者版
 　◆複合型サービス事業者版
 　◆グループホーム事業者版
 　◆短期入所生活介護事業者版
 　◆居宅療養管理指導版
 《制度改正/機能向上対応》
・地域密着型通所介護に対応しました
 ・総合事業の「独自」に対応いたしました（「独自」サービスを行うに市町村から単位マスタの取得が必要です)
　◆居宅介護支援事業者版、小規模多機能型居宅介護事業者版、複合型サービス事業者版
 《制度改正/機能向上対応》
・給付管理票総括表の文言変更に対応しました

【２０１５年１２月】Ver.１５．１２．１７

 ＜対象パッケージ＞
 　◆居宅介護支援事業者版、居宅サービス事業者版、居宅支援／居宅サービス事業者版
 《不具合修正》
・１日に２回以上「送迎減算」が発生するケース（お泊りデイ等）で、利用者負担の計算が正しくされないことがある
のを修正しました。
 利用票別表及び通所系サービス事業者の給付費請求、利用者請求で誤りが発生する事があります。
 該当者が存在しないかチェックツールを実装してあります。ケアマザーのメイン画面から「通所系チェック」を クリ
ックしていただければ、疑いのある利用者名一覧が出力されます（該当者がない場合は出力されません）。
 不明な点は弊社ヘルプデスクまでお問い合わせください
度々ご迷惑をおかけしてしまい申し訳ございません。

 【２０１５年１１月】Ver.１５．１１．２４

 ＜対象パッケージ＞
 　◆居宅介護支援事業者版、居宅支援／居宅サービス事業者版（複合版・統合版）
 《不具合修正》
・月途中で「総合事業サービスを受けている利用者」が「要介護」に区分変更された場合等で、
 居宅介護支援事業者側で総合事業を給付管理を行う時に、ケアマザーで作成した給付管理票CSV



ファイルの内容に一部不備が発生するのを改修いたしました。
(総合事業を受託していなければ対象ではありません。また、サービス事業者様は対象ではありません)

【２０１５年１１月】Ver.１５．１０．２０

 ＜対象パッケージ＞
 　◆共通
 《機能追加・操作性向上》
■Windows10への対応が完了しました
■Microsoft Excel2016への対応が完了しました
※KingOffice等の疑似Officeはお使いいただけませんのでご注意ください。
■2015年10月版郵便番号マスタを反映しました
■請求ファイル送信時、古いCSVファイルでの請求を防ぐために、デフォルトを「今月のみ」に変更しました
《不具合修正》
・訪問看護、訪問リハ、通所介護、通所リハ、訪問入浴介護事業者様対象
■限度調整を行いサービス提供体制加算の対象サービスが単位調整該当日に2つ以上ある場合に、サービス提供体制加
算の自費調整分の計算誤りがあったのを改修しました。 過誤処理が必要な場合がありますが、事業所様において過誤
再請求が必要となるケースがあるかは、お問い合わせください。(サービス事業者様のみが対象であり、居宅介護支援
事業所様では過誤再請求の可能性はございません) 

（限度調整＋サービス提供加算算定で過誤再請求が必要な可能性のある例）
・デイサービスや訪問看護を午前と午後等、1日複数回行った場合で、そのサービス日が調整単位の境界日に該当した
場合。
・リハビリ(訪看・訪リハ)を連続時間サービスした場合で、そのサービス日が調整単位の境界日に該当した場合。

 ＜対象パッケージ＞
 　◆居宅介護支援事業者版
 《機能追加・操作性向上》
■週間ケアプランをエクセル方式で作成した場合、画面入力方式からの反映のダイアログのコメントをわかりやすく変
更しました
　◆居宅サービス事業者版
 《機能追加・操作性向上》
■介護タクシー機能を追加しました。無料オプションとなります、是非ご利用ください。
■パワービー社製の「訪問看護記録システムあかり」とのインターフェースを実装しました
※「訪問看護記録システムあかり」のお問い合わせは株式会社パワービーまでお問い合わせください。

 【２０１５年８月】Ver.１５．０８．２０

 ＜対象パッケージ＞
 　◆障害福祉サービス事業者版
 《機能追加・操作性向上》
■「放課後等デイサービス」対応機能のオプション提供を開始いたしました。また、「放課後等デイサービス」単体で
のご提供も可能といたしました。
 機能：予定実績入力、個別支援計画書作成、国保連提出請求帳票・請求ファイル作成

 【２０１５年７月】Ver.１５．０７．２０

 ＜対象パッケージ＞
 　◆居宅/サービス事業者版
 　◆障害福祉サービス事業者版
 　◆小規模多機能型事業者版
 　◆複合型サービス事業者版
 　◆グループホーム事業者版
 　◆短期入所生活介護事業者版
 　◆居宅療養管理指導版
 《機能追加・操作性向上》
■2015年制度改正対応の通所・訪問リハビリ計画書の実装しました。
■2015年8月から実施される、負担割合を履歴で持つように改修しました。
■2015年9月から実施される、特定事業者集中減算の新方式に対応しました。
■月間プラン一括作成にサービス予定実績チェック一覧表を実装しました。
■利用者登録で居宅介護タブと公費タブにも「前回データの取得」ボタンを実装しました。
■Excel方式帳票も、終了時にパソコン内に自動バックアップを行う機能を実装しました。そのため 初回のみ、若干終
了時にお時間がかかる場合があります
《不具合等修正》
■支援経過で従来のフォーマットで印刷した時に最後の行右も左もフォントの種類が異なるのを改修しました。
■小規模加算と中山間地加算で請求と月間ケアプラン・別表で一致しない問題を改修しました。

 【２０１５年５月】Ver.１５．０５．１２

 ＜対象パッケージ＞
 　◆居宅/サービス事業者版
 　◆小規模多機能型事業者版
 　◆短期入所生活介護事業者版

 《不具合等修正》
■「送迎減算」「訪問看護特別指示減算」等、負の単位と同時に「サービス提供体制加算」を算定した場合に、
 限度額調整値が正しく計算されない事がある。
また、単位調整していなくても「サービス提供体制加算」に10割自費が発生してしまう事がある。
※５月に行っていただいた請求処理に影響はありません。



 【２０１５年５月】Ver.１５．０４．２３

 ＜対象パッケージ＞
 　◆居宅/サービス事業者版
 　◆障害福祉サービス事業者版
 　◆小規模多機能型事業者版
 　◆複合型サービス事業者版
 　◆グループホーム事業者版
 　◆短期入所生活介護事業者版

 《不具合等修正》
■小規模多機能型事業者版
・小規模多機能型の中山間地居住加算が請求明細書に算定されないのを改修しました。
■全パッケージ
 ・月途中で保険者が変わる等で被保険者番号が変更された場合に、正しく請求できないのを改修しました。
 　（サービス提供体制加算を算定していない場合や訪問介護、居宅療養管理指導の場合は問題ありません）
■障害福祉サービス事業者版
・報酬パターン４または５で、研修のみのヘルパーを選択すると、予期せぬエラーとなってしまうのを改修しました。

 【２０１５年５月】Ver.１５．０４．２１

 ＜対象パッケージ＞
 　◆居宅/サービス事業者版
 　◆小規模多機能型事業者版
 　◆複合型サービス事業者版
 　◆短期入所生活介護事業者版

 《不具合等修正》
■短期入所生活介護事業者版
・30日超えの利用者請求を行うと、「処遇改善加算が複数登録されています。」のダイアログが出力されるのを改修し
ました。
■全ての月額包括サービス(各予防、小規模、複合型、定期巡回、夜間訪問)　
・請求書の処遇改善の単価が全て固定値で出力されてしまうのを、改修しました。
■居宅介護支援事業者版
・予防福祉用具貸与のみのケアプランだと利用者の名前が一覧に表示されないのを改修しました。

 【２０１５年４月】Ver.１５．０４．２０

 ＜対象パッケージ＞
 　◆居宅/サービス事業者版
 　◆障害福祉サービス事業者版
 　◆小規模多機能型事業者版
 　◆複合型サービス事業者版
 　◆グループホーム事業者版
 　◆短期入所生活介護事業者版
 　◆居宅療養管理指導版

 《不具合等修正》
■全パッケージ
 ・公費対象利用者で別表が2枚以上にわたる利用者を印刷時、予期せぬエラーとなり印刷できないのを改修しました。

・同じサービス種類の時処遇改善加算が2つ以上登録されると給付費請求が正しく行えないため、給付費請求時に警告
を出すように改修しました
■居宅サービス版（訪問介護）／障害福祉サービス事業者版
・ヘルパー報酬６を使用していて、特定事業所加算のサービス提供をしていると、明細が0円になるのを改修しました
。
■小規模多機能型事業者版
・予防小規模多機能の同一建物サービスで摘要欄が手入力できないのを改修しました。
■小規模多機能型居宅介護／複合型サービス
 ・訪問、通い、泊まり、（看護）の回数が、利用者請求書に出力されないのを改修しました。

 【２０１５年４月】Ver.１５．０４．１８

 ＜対象パッケージ＞
 　◆居宅/サービス事業者版
 　◆障害福祉サービス事業者版
 　◆小規模多機能型事業者版
 　◆複合型サービス事業者版
 　◆グループホーム事業者版
 　◆短期入所生活介護事業者版
 　◆居宅療養管理指導版

 《機能追加・操作性向上》
■平成27年4月制度改定対応版(請求対応)
・国保連・利用者請求対応
・ヘルパー報酬対応
・住所地特例の対応
・介護予防・日常生活総合支援事業の対応（みなしのみ対応）



※みなし以外の対応は、現在対応を検討中です

【２０１５年４月】Ver.１５．０４．０２

 ＜対象パッケージ＞
 　◆小規模多機能型事業者版
 《不具合等修正》
 「訪問介護体制加算」が「限度内」から「限度外」に再度変更を行いました。
※前回バージョンで、弊社の解釈誤りにより「訪問介護体制加算」を「限度内」と判断しておりました。
 事業者様におかれましてはご迷惑をおかけしていまい、大変申し訳ございません。

 【２０１５年３月】Ver.１５．０３．２７

 ＜対象パッケージ＞
 　◆居宅/サービス事業者版
 　◆障害福祉サービス事業者版
 　◆小規模多機能型事業者版
 　◆複合型サービス事業者版
 　◆グループホーム事業者版
 　◆短期入所生活介護事業者版
 　※今回、居宅療養管理指導版のバージョンアップはございません

《機能追加・操作性向上》
■障害福祉サービス事業者版
・平成27年4月制度改定対応を行いました。
・他に「通院乗降介助」にサービス時間を設定できるように改修いたしました。
■小規模多機能型・複合型・居宅／サービス事業者版
・３／２５厚労省公開の「算定基準」に関する変更に準拠しました。
→「訪問介護体制加算」が「限度外」から「限度内」に変更されるのに対応。
 《不具合等修正》
■全てのパッケージ
 ・利用票別表・提供票別表の印刷で常に「作成日付時刻」が表示されてしまうのを改修しました。
■居宅／サービス版
・旧バージョンのケアマザーで、４月以降の月間ケアプランに「認知症加算」「独居加算」を設定したまま 制度改定
対応のケアマザーにバージョンアップすると、月間ケアプラン上のサービスコードの認識位置がずれてしまうのを、 
自動修正するように改修しました（今回のバージョンアップを実行していただければ改善されます）。

 《４月末対応予定》
・国保連請求・利用者請求・ヘルパー報酬は４月末の対応となります。
 （今回の対応はございません）

 【２０１５年３月】Ver.１５．０３．２１

 ＜対象パッケージ＞
 　◆居宅/サービス事業者版
 　◆小規模多機能型事業者版
 　◆複合型サービス事業者版
 　◆グループホーム事業者版
 　◆短期入所生活介護事業者版
 　◆居宅療養管理指導事業者版
 　※障害福祉サービス版を除く。新しい居宅/サービス版をインストールした後に、障害福祉版をインストールするこ
とは避けて下さい。居宅／サービス版が正しく動作しないことがあります

《機能追加・操作性向上》
・平成27年４月制度改正対応
・制度改正に合わせた利用票・別表の作成、予定実績の入力機能の改修
・予防総合事業（みなし）の対応。
 《４月末対応予定》
・国保連請求・利用者請求・ヘルパー報酬は４月末の対応となります。
 （今回の対応はございません）

 【２０１５年２月】Ver.１５．０１．２３

 ＜対象パッケージ＞
 　◆居宅/サービス事業者版
 　◆小規模多機能型事業者版
 《不具合等修正》
■居宅介護支援・小規模多機能型居宅介護共通
 画面入力方式で、モニタリング画面から居宅サービス計画書の情報を、取得することが出来ない場合があるのを修正
。

 【２０１５年２月】Ver.１５．０１．２３

 ＜対象パッケージ＞
 　◆居宅/サービス事業者版
 　◆小規模多機能型事業者版
 　◆複合型サービス事業者版
 　◆グループホーム事業者版
 　◆短期入所生活介護事業者版
 　◆居宅療養管理指導事業者版



 　◆障害福祉サービス事業者版

 《機能追加・操作性向上》
■複数パッケージ
 ・郵便番号マスタの更新を行いました
 ・医療系公費「難病法：54」の追加を行いました
 ・B4版請求書兼領収書で「領収書控え」を「請求書・請求書控え」に変更しどちらでも利用できるよう改修いたしま
した。
・ケアプラン～カンファレンスの入力画面の選択方法をより細分化したボタン方式とし、わかりやすいようにしました
。
・画面入力方式でケアプラン～カンファレンスの「履歴」が取得できるようになりました。
・画面入力方式での２表画面で、行の順番を上下できるよう改修しました。また、セルの縦結合を可能としました。
・利用表（提供票）の横線を実線と破線で分けより見やすいように工夫しました
 ・居宅介護支援経過の画面を大幅に改良いたしました。印刷に於いては従来型の支援経過と、画面の項目を追加した
新型の支援経過の２種類を出力できるようになりました。
・計画書３表のサービスごとのカラーリングが白黒印刷をより見やすくなるように工夫しました
 ・Excel方式帳票で「参照のみ」で表示順番を変更しないように改修しました
 ・ケアプランに、ディスプレイの解像度に合わせて拡張できる機能を実装しました（ディスプレイの解像度によって
は機能しない場合もあります）。 ・担当者会議のシートにヘッダーを付与し、２枚目以降も正しく印刷できるように
改修しました
 ・月間ケアプランの作成日付を保存する機能を実装しました
 ・月間ケアプランの前月データ取得で、回数のあるサービスについては限り正確な回数を再現するように改修しまし
た
 ・利用者情報登録で、更新忘れを防止する警告を出力するように改修しました。
■居宅サービス事業者版 ・訪問介護のモニタリングシートのADLとIADLの項目を分けました。
■障害福祉サービス事業者版 ・計画相談支援、ケアプラン・モニタリング帳票作成・請求機能の実装
・月間ケアプランにサービス実績時間の表示も行うように改修しました
 ・移動支援「尼崎市」帳票改正対応をしました

《不具合等修正》
■複数パッケージ
 ・訪問看護の長時間サービスで正しいサービス時間を入力できるよう修正しました
 ・サービス担当者会議の要点と居宅介護支援経過で「計画作成者」欄を行政推奨の方式を参考に改修しました。 ・定
期巡回を２行以上に分けた時の単位計算の誤り（丸目にならない）を改修しました。
・特定事業所集中減算で事業所を削除すると正しく計算されないのを改修しました
■短期入所生活介護事業者版 ・福祉事務所請求で利用状況一覧画面を通さずに月間ケアプラン画面だけ作成して出力
しようとするとできないのを改修しました

【２０１４年９月】Ver.１４．０９．２９

 ＜対象パッケージ＞
 　◆短期入所生活介護事業者版

 《不具合修正》
 短期入所生活介護事業者版のVer.14.09.20にて、データにより利用者請求が行えないことがあるのを修正しました。
※Ver.14.09.20をインストールした場合は、再インストールをお願いいたします

【２０１４年１０月】Ver.１４．１０．２９

 ＜対象パッケージ＞
 　◆居宅/サービス事業者版
 　◆小規模多機能型事業者版
 　◆複合型サービス事業者版
 　◆グループホーム事業者版
 　◆短期入所生活介護事業者版
 　◆居宅療養管理指導事業者版

 《機能追加・操作性向上》
■複数パッケージ
 インターネット伝送に対応した請求ファイルを作成する機能を実装いたしました。

 【２０１４年９月】Ver.１４．０９．２９

 ＜対象パッケージ＞
 　◆短期入所生活介護事業者版

 《不具合修正》
 短期入所生活介護事業者版のVer.14.09.20にて、データにより利用者請求が行えないことがあるのを修正しました。
※Ver.14.09.20をインストールした場合は、再インストールをお願いいたします

【２０１４年９月】Ver.１４．０９．２０

 ＜対象パッケージ＞
 　◆居宅/サービス事業者版
 　◆小規模多機能型事業者版
 　◆複合型サービス事業者版
 　◆グループホーム事業者版
 　◆短期入所生活介護事業者版
 　◆居宅療養管理指導事業者版



 《機能追加・操作性向上》
■複数パッケージ
月間ケアプランで印刷一覧画面　提供票枠の　『実績印刷（別表）』　表記変更しました
月間ケアプランで処遇改善加算が自動登録されない場合があるのを改修しました。
 一括印刷で速度向上を目的としたを調整しました。
 収納代行ファイルの一覧の再印刷機能を実装しました
■居宅サービス事業者版
サービス利用票・提供票で土日祝日の休日についている　曜日の○印をを表示しないオプションを実装しました
 ヘルパー明細で時間帯手当の時間を変更できるようにしました
居宅別・ケアマネ別一覧表を実装しました。
 緊急連絡先一覧表を実装しました
 サービス提供票欄外右下のコメントを消去するオプションを実装しました。
 一括印刷画面に、「ケアマネ別に印刷」の機能を実装しました。
 訪問介護版の日別スタッフ別売上一覧表を実装しました
利用者画面に、現在の利用者数を表示するボタンを実装しました
■短期入所生活介護事業者版
 空き部屋検索や利用している部屋(ベッド)を管理する機能を実装しました。
 部屋割りを行うと、食費を自動設定する機能を実装しました。
 負担段階の終了日を一覧出力できる機能を実装しました
■障害福祉サービス事業者版
ヘルパー明細で金額に単位を表示しました。
 移動支援オプション　三重県津市2014年4月改定対応
 移動支援オプション　沖縄県名護市対応
 移動支援オプション　三重県伊勢市対応
 移動支援オプション　三重県北牟婁郡紀北町対応

 《不具合修正》
■居宅サービス事業者版
アセスメントシートで、【特記、解決すべき課題などで、に折り返しが入っていないのを修正。
インストーラーセットアップで、Excelがインストールされているのに警告が出てしまう場合があるのを修正。
カンファレンスで、エクセル方式帳票へコピーができないのを修正。
サービス計画書１で、現在担当登録してあるケアマネジャーではなく、以前のケアマネの名前が印刷される
 サービス計画書2で、期間の更新の“選択行のみ”の機能が行えないのを修正
のを修正 サービス予定で、【ヘルパー実績で、後から利用者を中止者にすると画面から内容を消すことができないの
を修正
サービス予定で、サービス予定には載ってこない利用者がヘルパー明細には載ってきてしまうのを修正。
ヘルパー明細で、報酬パターン７で固定給サービスに予防訪問介護を登録しても計算されないのを修正
 月間ケアプランで、居宅支援の印刷画面、一括印刷画面でまとめ印刷にチェックが入っているとサービス支援でも有
効になってしまうのを修正
 月間ケアプランで、居宅版で保険外サービスしか登録がないと印刷時予期せぬエラーとなるのを修正
 月間ケアプランで、訪看Ⅰ５・２超　の最小時間が30分で判定されるのを修正
 月間ケアプランで、訪看Ⅰ５・２超　を登録する時に、サービス時間20分での登録ができない。（30分に修正されて
しまう）のを修正
 請求で、額超過時の調整分が利用者請求の全額自費が出てこないのを修正（訪問看護）
 請求で、生活保護なのに利用者請求額が0円にならないのを修正
 通所サービス予定】きちんと表示されない場合があるのを修正。
 川崎市予防アセスメント　♯表示になる箇所があるのを修正
■小規模多機能型居宅介護事業者版対象
 月間ケアプランで、別表印刷すると予期せぬエラーとなるのを修正（オーバーフローしました）
 請求書兼領収書で、Ｂ４版請求書兼領収書、利用日に加算の日付も印字されてしまうのを修正。
 利用者一覧印刷で、プレビューOFFにすると印刷されないのを修正
■障害福祉サービス事業者版
 移動支援で、葛飾区は利用者負担はなし（給付率100%）
 月間ケアプランと請求で身体夜間０．５のサービスが、請求ファイルを作成すると身体夜間０．５・２人　で作成さ
れる
請求で、同行援護上限管理加算だけの請求ファイルを作成できない
利用者請求で、請求書＋領収書で領収日に日付を入れれるようにしてほしい
■短期入所生活介護事業者版
 限度額超過した場合の特定入所者介護サービス費の日数調整の誤りを改修しました。

 【２０１４年６月】Ver.１４．０４．２３

 ＜対象パッケージ＞
 　◆居宅/サービス事業者版
 　◆小規模多機能型事業者版
 　◆複合型サービス事業者版
 　◆グループホーム事業者版
 　◆短期入所生活介護事業者版
 　◆居宅療養管理指導事業者版

 《機能追加・操作性向上》
■複数パッケージ
 ・郵便番号マスタ反映 2014年4月および保険者マスタ・市町村マスタ更新を行いました。
・月間ケアプラン画面、印刷／一括印刷画面が新しくなりました。
・複数のＰＣで同じ利用者、同じ画面を操作時、警告ダイアログを表示するようにしました。
・利用者登録画面で家族情報、医師情報を複数登録できるように改修しました。
・サービス利用票、提供票、別表で被保険者番号が月中で変更になるようなケース時、それぞれで印刷されるように改
修しました。
・週間ケアプラン画面で、直近のプラン取得が行えるように改修しました。



・月間ケアプラン画面で、指定月プランの取得が行えるように改修しました。
■サービス事業者版
・ヘルパー明細、報酬パターン１で交通費の合計とサービスの合計欄を設けました。
・サービス予定画面、週間スケジュールを利用者単位で出力できるように改修しました。
・サービス予定画面、週間スケジュールを８行以上出力可能にしました。
■障害福祉事業者版
・統計機能を新しく追加しました。
・請求で重度訪問介護サービスの終了時刻を任意で設定設定できるようにしました。

 《不具合修正》
■複数パッケージ
 ・利用者登録画面、認定有効期間が平成26年4月を跨ぐ場合の考慮不足を改修しました。
・月間ケアプラン画面、複数ＰＣで操作時に同じ時間、同じサービスが２行登録されてしまうのを改修しました。
■サービス事業者版
・全ヘルパー実績画面で一覧表作成ボタン押下後、帳票が作成されないケースを修正しました。
■障害福祉事業者版
・週間ケアプラン画面で、月間ケアプラン反映時、時間が反映されないケースを修正しました。
・移動支援尼崎市で地域生活支援事業明細書の地域区分の表示方法を修正しました。

 【２０１４年３月】Ver.１４．０３．２６

 ＜対象パッケージ＞
 　◆障害福祉サービス事業者版

 《報酬改定対応》
・障害福祉サービス版の平成２６年度４月報酬改定に対応いたしました。
・既に旧単位で作成された４月以降の月間ケアプランを新単位に一括変換する機能を実装いたしました。
→→→※「旧単位を新単位に変換する方法」はこちらをご覧ください。

=======================================================================================
【２０１４年３月】Ver.１４．０３．１４

 ＜対象パッケージ＞
 　◆居宅/サービス事業者版
 　◆小規模多機能型事業者版
 　◆複合型サービス事業者版
 　◆グループホーム事業者版
 　◆短期入所生活介護事業者版
 　◆居宅療養管理指導事業者版

 《報酬改定対応【再リリース】》
2014年3月19日リリースの「Ver.14.03.12」におきまして、データの自動変換に一部不備がございました。
 　＜内容＞（旧バージョンにて）利用者の認定有効期間・開始日を2014年4月1日以降で登録されていた場合、
 　　　　　2014年4月1日以降に適用される新しい「区分支給限度額」に自動変換されない。
 大変お手数ではございますが、上記のケースは以下(1)(2)のいずれかの方法により、
 新区分支給限度単位の設定をしていただくようお願いいたします。
(1)対象の利用者の介護保険情報で４月開始以降の認定期間を選択し「要介護度」を変更するように一度クリックして
　 同じ介護度を選びなおす→「介護保険情報の変更」→「更新」で新しい限度区分に変更されます。
(2)今回、2014年3月20日リリースの「Ver.14.03.14」に再度バージョンアップしていただき、ケアマザーを立ち上げる

(該当する利用者の「区分支給限度額」を一括で自動変換します)。
※ご注意
 　自治体の上乗せサービスで区分支給限度額が変更されている場合は、個別に変更をお願いします。

=======================================================================================
【２０１４年３月】Ver.１４．０３．１２

 ＜対象パッケージ＞
 　◆居宅/サービス事業者版
 　◆小規模多機能型事業者版
 　◆複合型サービス事業者版
 　◆グループホーム事業者版
 　◆短期入所生活介護事業者版
 　◆居宅療養管理指導事業者版

 《報酬改定対応》
・平成２６年度４月報酬改定に対応いたしました（障害福祉サービス版を除く）。
・既に旧単位で作成された４月以降の月間ケアプランを新単位に一括変換する機能を実装いたしました。
→→→※「旧単位を新単位に変換する方法」はこちらをご覧ください。
・障害福祉サービス版につきましては、３月下旬のリリースを予定しております。

 【２０１４年１月】Ver.１４．０１．０８

 ＜対象パッケージ＞
 　◆居宅/サービス事業者版（居宅サービス「限定版」は除く）
 　◆小規模多機能型事業者版

 《不具合修正》



■全社協アセスメントを利用している事業者様
・「全社協アセスメント」の「家族状況等」～「全体のまとめ」で「×」ボタンを押すと、　利用者情報が入れ換わっ
て保存されてしまう場合があるのを修正。
===============================================================================================
※尚、情報に入れ換わりがあった場合、大変お手数ではございますが利用者情報を修正のうえ、請求処理を
行っていただきますようお願いいたします(バージョンアップしても自動修復はおこないません)。
===============================================================================================
■居宅/サービス事業者版
・月途中で、要介護度の区分変更がある場合、居宅介護支援費請求で、加算が2行記載されるのを修正
・月途中の区分変更があり、福祉用具のみ利用の利用者の場合、後半の介護度単位で請求できないのを修正。

 【２０１３年１２月】Ver.１３．１２．１２

 ＜対象パッケージ＞
 　◆居宅/サービス事業者版（居宅介護支援「限定版」を除く）
 　◆障害福祉サービス事業者版(旧・障害者自立支援事業者版)
　◆小規模多機能型事業者版
 　◆グループホーム事業者版
 　◆短期入所生活介護事業者版
 　◆居宅療養管理指導事業者版

 《不具合修正》
Ver.１３．１１．１５の利用者請求画面にて、「□ 請求日」　にチェックを入れて請求書を作成すると、先頭行の利
用者のみ日付が保存され、その他の利用者の日付が保存されない。 
 既にこのバージョンで利用者請求されていても、請求書の出力や金額等内容に問題はありませんので、再請求する必
要はございません。但し、請求日付が残らないため、日付を保存するためには請求処理を 再度擬似的に行う必要があ
ります(プリンタで印刷する必要はありません)。

 【２０１３年１２月】Ver.１３．１１．１５

 ＜対象パッケージ＞
 　◆居宅/サービス事業者版
 　◆障害福祉サービス事業者版(旧・障害者自立支援事業者版)
　◆小規模多機能型事業者版
 　◆グループホーム事業者版
 　◆短期入所生活介護事業者版
 　◆居宅療養管理指導事業者版

 《機能追加・操作性向上》
■全パッケージ ・郵便番号マスタ反映 2013年10月および保険者マスタ・市町村マスタ更新を行いました。
・アセスメントにパスワードが設定できるようになりました。
・B4請求書で振込先口座に記載する会社名の文字数等を改修しました。
■小規模多機能型、グループホーム事業者版
・小規模多機能型サテライト、グループホームでケアプラン作成者にケアマネ以外が設定できるようになりました。
■居宅/サービス、小規模多機能型事業者版
・週間ケアプランで週単位以外のサービス登録がフリー入力できるようになりました。
・サービス事業者登録で、一覧をあいうえお順に表示するようにしました。
■居宅/サービス事業者版
・同一サービスでの複数事業者およびサテライトへの対応が可能となりました(別途オプション契約が必要です)。
・印刷オプションに「日付/時刻印刷（サービスカレンダー）」が追加されました。
・事業者登録されたサービス事業者が事業者番号で検索できるようになりました。
・管理責任者の一覧表が出力できるようになりました。
・保険外サービスの画面サイズが変更できるようになりました。また、サイズが保存されるようになりました。
・利用者一覧にサービス提供責任者を出力指定できるようになりました。
・利用者一覧の個人印刷をExcel表示で編集できるようになりました。
■障害福祉サービス事業者版
・移動支援オプション　奈良県大和郡山市を対応しました。
・移動支援でケアプラン作成画面に単位数等の合計欄を表示するよう改修しました。
■居宅療養管理指導事業者版
・日別スタッフ別売上一覧表を実装いたしました。
■グループホーム事業者版
・ライフサポートワークをグループホーム版にも実装しました。

 《不具合修正》
・在宅支援ホームヘルプサービス活動記録簿でExcel2013 名前をつけて保存　ができないのを改修しました。
・アセスメント画面方式「アセスメント実施日」を独立して見やすいように改修しました。
・月途中に要支援→要介護の区変があり、後半に実績がない場合の請求方法を改修しました。
・小規模多機能の利用者請求の請求書にて、その他のサービス分が合計額に合算されないのを改修しました。

 【２０１３年９月】Ver.１３．０９．０５

 ＜対象パッケージ＞
 　◆居宅/サービス事業者版
 　◆障害福祉サービス事業者版(旧・障害者自立支援事業者版)
　◆小規模多機能型事業者版
 　◆グループホーム事業者版
 　◆短期入所生活介護事業者版

 《不具合修正》
・以下の条件を全て満たす請求で不具合が発生するのを修正。



①自社の事業所に処遇改善加算を算定していない。
②Ver.１３．０８．２０をインストールしている。
③限度管理額を超過する請求があると、超過分の算定が出来ず国保連・利用者請求にのらないのを修正。

 【２０１３年８月】Ver.１３．０８．２０

 ＜対象パッケージ＞
 　◆居宅/サービス事業者版
 　◆障害福祉サービス事業者版(旧・障害者自立支援事業者版)
　◆小規模多機能型事業者版
 　◆グループホーム事業者版
 　◆短期入所生活介護事業者版
 　◆居宅療養管理指導事業者版

 《機能追加・操作性向上》
MicroSoft Excelが登録されていないパソコンには、ケアマザーをインストールできないように改修しました。
 郵便番号マスタ反映　2013年05月分
B4版の請求書・領収書が出力できるようになりました。
A5請求書・領収書でそれぞれで住所、事業所名、ＴＥＬ番の位置を揃えるように改修しました。
 医療費控除が無いときは領収書に空白でなく0円と表示するように改修しました。
A5版請求書・領収書の金額のフォントサイズを変更しました。
 請求書で振込先口座がないときは口座欄を表示しないように改修しました。
 保険外サービスで、消費税が計算できるように改修しました。
 請求書内訳に小規模サービス内の、訪問・泊まり・通い が記載されているが０円なので、記載しないように変更しま
した。
 消費税の請求に対応しました。
 月間ケアプランで自動排泄処理装置貸与のプラン追加時、メッセージを変更しました。
サンプル帳票で通所サービス提供記録も追加しました。
モニタリングで総合的評価欄を追加しました。
カレンダーで指定した曜日について自動で休日設定できるようにしました。 月途中に保険者が変わる場合、給付管理
票の作成区分を前半と後半で別の区分で請求できるようにしました。
 利用者一覧印刷で携帯番号も印刷するようにしました。
 「プラン作成利用者数の推移」の介護度表示を、「要」ではなく「介」と表現を変えました。
 領収書で医療費控除が無いときは空白でなく0円と表示するように対応しました
利用者請求書で振込先口座の欄を空白の場合は欄も消すようにしました。
 訪問看護計画書・報告書を2012年制度改正にフォーマット変更しました。
 【グループホーム事業者版のみ】
 ＧＨ（短期利用以外）認知症対応型初期加算回数チェック機能を追加しました。
 【障害福祉サービス事業者版のみ】
 「代理受領書」が複数ページ分作成されても、改ページが入っていないのを改修。

 《不具合修正》
 月間ケアプラン一括作成から前月データコピーをすると前月の作成年月日の日付もコピーされてしまうのを改修
 月間ケアプラン画面で短期入所前月迄の日数の表示が変な数字で表示されることがあるのを改修
 月間ケアプランの単位調整画面で、他事業所合計単位数をクリアして更新すると予期せぬエラー発生するのを改修
サービス提供票で作成年月日の年が、#　で表示される
一括印刷で医師居宅療養管理指導の単位数も回数も空白で一括印刷を行うと、予期せぬエラーが発せするのを改修
その他のサービス登録で提供終了時間の表示が開始時間と統一されていないのを改修。
 週間ケアプランで7:40～8:00　身体介護0・夜が登録できないのを改修
 週間サービス計画表で介護予防のサービスを登録すると、単位数が増えるのを改修
サービス計画書・週間ケアプランでエクセル方式へコピー時に、作成済みの週間プランが反映されないのを改修
 同じ被保険者番号の利用者が2人いると、CSV読込した時にもう一人の利用者情報で復元されてしまうことがあるのを
改修
 ＣＳＶ請求一覧作成で同一の被保険者番号の登録が複数あると違う名前で作成されてしまうことがあるのを改修
2013/4より81：原爆公費が定期巡回と複合型も対象となるのを改修
ヘルパー報酬／一覧印刷でページ設定の不備、および不要データの表示等あるのを改修
 医療費控除で通所リハビリの保険外サービスのうち食費は医療費控除対象となるのを追加

 【２０１３年７月】

Ver.１３．０７．２３
 ＜対象パッケージ＞
 　◆小規模多機能型事業者版

 《機能追加・操作性向上》
■小規模多機能型居宅介護事業者版対象
[システム]
MicroSoft Excelが登録されていないパソコンには、ケアマザーをインストールできないように改修しました。
 郵便番号マスタ反映　2013年05月分
[請求]
B4版の請求書・領収書が出力できるようになりました。
A5請求書・領収書でそれぞれで住所、事業所名、ＴＥＬ番の位置を揃えるように改修しました。
 医療費控除が無いときは領収書に空白でなく0円と表示するように改修しました。
A5版請求書・領収書の金額のフォントサイズを変更しました。
 請求書で振込先口座がないときは口座欄を表示しないように改修しました。
 保険外サービスで、消費税が計算できるように改修しました。
 請求書内訳に小規模サービス内の、訪問・泊まり・通い が記載されているが０円なので、記載しないように変更しま
した。
[月間ケアプラン]
「通い」「訪問」「泊まり」が直接入力できるようになりました(設定が必要です)。



サービス利用票「通い」「訪問」「泊まり」も印字できるようになりました。
[保険外]
サービス登録で「予定」「実績」で別々に管理できるよう改修しました。 [その他帳票]
保険外サービスの一括登録が可能となりました(設定が必要です)。
 小規模多機能変更説明書のPDFをケアマザー本体から閲覧できます。
 日次・月次の通所・訪問・宿泊予定表が出力できるようになりました。

 《不具合修正》
■小規模多機能型居宅介護事業者版対象
[システム]
shlwapi.dllが登録されていないパソコンでもケアマザーが利用できるよう改修しました。
64bit版のExcel2013がインストールされているパソコンでもケアマザーを利用できるよう改修しました。
データベースの変換エラーでバージョンアップに失敗するケースがあるのを改修しました。
[月間ケアプラン]
摘要欄の通い・訪問・泊まりの数値を回数から日数に変更しました。
[請求]
介護給付費請求書（様式第一）の請求年月日が１日固定になっているのを変更できるよう改修しました。
 同じ被保険者番号の利用者が2人いると、CSV読込した時にもう一人の利用者情報で復元されてしまう事があるのを改
修しました。
 ＣＳＶ請求一覧作成で同一の被保険者番号の登録が複数あると違う名前で作成されてしまうことがあるのを改修しま
した。
[保険外]
保険外サービス⇔月間ケアプランの画面遷移を繰り返すとメモリ不足になる現象を改修しました。

 【２０１３年５月】Ver.１３．０５．０７

 ＜対象パッケージ＞
 　◆障害福祉サービス事業者版(旧・障害者自立支援事業者版)
　◆居宅/サービス事業者版

 《不具合修正》
 障害福祉サービスで平成２５年度「丙地→５級地」単価に不具合が発見されたため変更を行いました。
 居宅/サービス事業者版の最新版は、障害福祉サービスとの複合版・統合版を利用されている「丙地→５級地」事業者
さまのみインストールを御願いします (Ver.１３．０３．０７と機能的な変更はありません) 。

 【２０１３年４月】Ver.１３．０４．０３

 ＜対象パッケージ＞
 　◆障害福祉サービス事業者版(旧・障害者自立支援事業者版)

《機能追加・操作性向上》
 受給者証登録画面に「難病等対象者」を登録できるように修正致しました。

 《不具合修正》
 月間ケアプラン画面において、利用票、提供票を印刷後２ページを超える場合、エラーとなって印刷が行えないのを
修正致しました。

 【２０１３年４月】Ver.１３．０３．２８

 ＜対象パッケージ＞
 　◆障害福祉サービス事業者版(旧・障害者自立支援事業者版)

《機能追加・操作性向上》
 ２０１３年４月地区単価の変更に伴い、新バージョンをリリースしました。
Ver.１３．０２．２２以降のバージョンをご利用されていない事業所様は、本バージョンのインストールを御願いしま
 す。
また、障害者総合支援法の施行に伴い、パッケージ名称を「障害福祉サービス事業者版」と変更いたしました。

 【２０１３年３月】Ver.１３．０３．０７

 ＜対象パッケージ＞
 　◆居宅/サービス事業者版
 　◆小規模多機能型事業者版
 　◆グループホーム事業者版
 　◆短期入所生活介護事業者版
 　◆居宅療養管理指導事業者版

 《不具合修正》
■全対象パッケージ
 ・一部のパソコンにおいて、ケアマザーから請求ファイルをCDやフロッピー等に書き込めない障害が発生しており対
応を行いました。

 【２０１３年３月】Ver.１３．０３．０１

 ＜対象パッケージ＞
 　◆居宅/サービス事業者版
 　◆小規模多機能型事業者版
 　◆グループホーム事業者版
 　◆短期入所生活介護事業者版
 　◆居宅療養管理指導事業者版



 《不具合修正》
■全対象パッケージ
 ・提供票の一括印刷（実績単位表示）を行うとエラーが発生し印刷が出来ない現象を修正しました。尚、提供票の一
括印刷を利用されない場合や 実績印刷を利用されない場合は、バージョンアップは不要です

【２０１３年２月】Ver.１３．０２．２２

 ＜対象パッケージ＞
 　◆居宅/サービス事業者版
 　◆小規模多機能型事業者版
 　◆グループホーム事業者版
 　◆短期入所生活介護事業者版
 　◆居宅療養管理指導事業者版
 　◆障害者自立支援事業者版

 《機能追加・操作性向上》
■全対象パッケージ
 ・Windows8に対応しました。
・主要帳票の白紙をＰＤＦ形式で出力できるようにしました。
・郵便番号マスタ反映 2013年01月分の反映を行いました。
・その他のサービスで単価を自由に変更できるように改修しました(マイナス単位も可とする)。
・「CSVファイル転送・削除」メッセージ「受け先のファイルがいっぱいです」を適切な表現に改修しました。
・「CSVファイル転送・削除」機能で「全ファイル削除」ボタンを設けました。
・「CSVファイル転送・削除」でファイル名を更新日時順に並べるように改修しました。
・「CSVファイル転送・削除」を利用して伝送・ＣＤ/ＦＤ保存した場合に限り、請求ファイルの履歴を閲覧できるよう
に改修しました。
・請求業務画面で、予定実績が両方とも無いサービスが登録されていても、実績欄に○を表示するように改修しました
。
■居宅・サービス版
・パターン6でヘルパー明細書を印刷した際に交通費とサービスの金額がまとまっているので、それぞれ小計を出すよ
うに改修しました。
・口座振替引落手配後、収納不能だった利用者のについて登録できるように改修しました。
・月間ケアプランの前月データ取得を一括でききると共に、居宅介護支援加算を一覧表形式で入力・参照できる機能を
実装しました。
・サービス提供票でサービス毎に実績単位数を表示するように改修しました。また、居宅介護支援メニューからも自社
分のみ実績単位を表示可能になりました。
・請求書・領収書で振込口座番号を請求書に印字するように改修しました。
・ケアマネジャーの参照と更新でケアマネジャーの退職者を登録できるようになりました。
・月間ケアプランにおいて、時間順でサービスを並び替えられるボタンを実装しました。
・実績は入力されているが、予定と完全に合致しないものに赤い印をつけることとしました(ツールヒントで単位数を
表示します)。
・サービス予定印刷で実行速度、レスポンスの向上を計りました。
■障害者自立支援版
・月間ケアプランの閉じるボタンで、処遇改善加算を自動追加する処理を追加しました。
・障害福祉サービスの平成25年度～27年度の新地区単価に対応しました。
■小規模多機能型居宅介護版
・サテライト型小規模多機能型居宅介護事業所の請求に対応しました。
・請求業務に過少減算判別機能を実装しました。
■短期入所生活介護版
・サービス事業者版に搭載している統計機能を、短期入所版にも実装しました。

 《不具合修正》
■全対象パッケージ
 ・月途中で生活保護の負担者番号・受給者番号が変更になるケースで自己負担が出てしまう時があるのを修正しまし
 た。
・月間ケアプラン、週間ケアプラン、サービス事業者登録において実行速度が向上するよう修正しました。
・終了ボタンをクリックした時に閉じる時間を出来る限り短縮する改修をしました(メッセージを出力します)。
・異なるケアマザーパッケージで事業所番号が同一ケース(小規模多機能＋他の地域密着サービス、短期入所＋訪問+デ
イ等)かつ利用者が同一のときに請求できなかったのを、国保連への介護給付費請求書のまとめ機能を実装することで
請求可能としました。
■居宅・サービス版
・サービス提供票別表において他事業所合計が最終行に表示されるケースで、合計単位数に誤差が生ずる事が有るのを
修正しました。
・生活援助に掛かる処遇改善加算を対象とした、医療費控除額が領収書に記載されてしまうのを修正しました。
・エクセル方式帳票へサービス計画書をコピー時、「居宅介護支援事業所・事業所名および所在地」に自社名と住所が
出力されないことがあるのを修正しました。
・福祉用具だけ利用の利用票別表で表示の不具合があったのを修正しました。
・福祉用具貸与の統計で「利用者数、サービス提供時間数の推移」が全て0で出力されるのを修正しました。
■障害者自立支援版
・尼崎市 地域生活支援事業明細書： 移動支サービス提供の間隔が２時間未満の場合、１回のサービスとして算定され
ないのを修正しました。
・勤務割表の時間に、移動支援分が予定のみでも計上されてしまうのを修正しました。
■小規模多機能型居宅介護版
・月途中で介護区分が変更になる利用者の摘要欄が、上位のみに記載されたサービスのみ反映されていたのを修正しま
した。
・月間ケアプランとサービス登録で日割りサービスの時に、正しく摘要欄に数字が登録されない等の項目を修正しまし
 た。
■短期入所生活介護版
・月間ケアプランで短期入所利用に関する累積日数・30日越え等の日数に関する対応が正しくなるよう修正しました。



 【２０１２年１１月】Ver.１２．１１．２７

 ＜対象パッケージ＞
 　◆居宅/サービス事業者版
 　◆障害者自立支援事業者版

 《不具合修正》
・訪問介護と自立支援で当月に中止者扱いにしたご利用者さまがいると、サービス予定画面で登録したヘルパーが一部
消えてしまう場合があるのを修正。

 【２０１２年１１月】Ver.１２．１１．１９

 ＜対象パッケージ＞
 　◆居宅/サービス事業者版
 　◆小規模多機能型事業者版
 　◆グループホーム事業者版
 　◆短期入所生活介護事業者版
 　◆居宅療養管理指導事業者版
 　◆障害者自立支援事業者版

 《機能追加・操作性向上》
・訪問介護のサービス予定において、実行速度の向上を図りました。
・その他のサービス登録で、サービスの登録順を変更できるよう改修しました。
・その他のサービス登録で、画面のサービス登録で、サービスを並び変えできるよう改修しました。
・データバックアップで、自動バックアップ機能にチェックを入れた場合もListOutフォルダをコピーできるよう改修
しました。
・介護予防帳票で、同意欄の文言を変更しました。
・月間ケアプランで、30日超えの場合に自身で30日超えのサービスとして登録できるよう改修しました。
・月間ケアプランで、サービス事業者の限度額オーバー調整を簡易にできるようにしました。
・月間ケアプランで、各事業者ごとの実績合計の簡単表示できるよう改修しました。
・月間ケアプランで、短期入所の前月までの日数と当月の日数を自動反映できるよう改修しました。
・月間ケアプランで、登録順位の設定できるよう改修しました。
・自立支援の月間ケアプランで、処遇改善の実績に１が自動で入らないのを改修しました。
・月間プラン・請求で、30日越えのプランでは、請求時警告を行うように改修しました。
・週間ケアプランで、保険外サービスの終了時刻が登録ができるよう改修しました。
・請求で、１年前の請求を同時にできるよう改修しました。
・居宅支援費請求で、運営基準減算Ⅱの人がいる時の表示・メッセージを改修しました。
・デイサービスの請求で、実績が無い場合でも、利用者請求できるよう改修しました。
・請求で、請求画面で表示している一覧表を印刷できるようにできるよう改修しました。
・通所介護計画書で、画面方式でできる機能をエクセル方式でも行えるように改修しました。
・居宅版の統計で、「◎：区分変更」　⇒　「◎：介護度変更」　と改修しました。
・統計で、通院等乗降介助（サービス時間０分）のみの利用者も、利用者数にカウントするよう改修しました。
・利用者請求で、処遇改善加算一覧 の金額が国保連のお知らせに計算方法を合わせました。
・利用者請求で、先月の領収書と今月の請求書がいっしょになっている帳票を新設しました。
・利用者請求で、予定で計上した月毎の入金額を一覧で出力するように改修しました。
・移動支援オプションで、「移動支援の計画書」も出せるようにしました
 ・移動支援オプションで、サービス予定で、ヘルパー３を「同行」または「研修」として登録できるようにしました
 ・移動支援オプションで、移動支援プラン画面の、予定の内容での「サービス提供報告書」を印刷しました

《不具合修正》
・介護予防アセスメントでExcel2007の介護予防サービス・支援計画表の、初回・認定済・要支援をWクリックすると○
がずれるのを改修しました。
・他に調整した場合に、請求時に実績欄に○がつかないことがあるのを改修しました。
・サービス事業者の検索条件　フリガナ先頭文字が、「ン」の場合、五十音の絞込みに事業者名が出てこなくなるのを
改修しました。

 【２０１２年８月】Ver.１２．０８．２７

 ＜対象パッケージ＞
 　◆居宅/サービス事業者版
 　◆小規模多機能型事業者版
 　◆グループホーム事業者版
 　◆短期入所生活介護事業者版
 　◆居宅療養管理指導事業者版
 　◆障害者自立支援事業者版

 《機能追加・操作性向上》
 利用票のカレンダー印刷機能を追加しました
月間ケアプラン画面にて処遇改善加算の自動登録を行えるようにしました
診療情報提供書作成画面にて歯科専用「診療情報提供書」の作成が行えるようにしました
請求書や領収書を医療用のフォーマットに合わせて出力可能にしました
通所介護の提供実績記録表を実装しました（Excel方式）
サービス計画書に居宅サービス計画の原案について、「同意を受け、了承」の旨の文言とサイン欄を設けました
介護予防アセスメント標準帳票にて、介護予防サービス・支援計画表の左下の項目それぞれに自動反映しました
 グループホーム事業者版は、介護保険請求がない場合でも保険外サービスの請求書を出力可能にしました
週間ケアプラン20分サービスを連続2回行う場合の登録が重なならず登録可能にしました
福祉用具個別援助計画書の書式のプロパティで配置が統一されていないので統一しました



《不具合修正》
 月間ケアプランにてサービスの終了時刻が異なっていても、開始時刻が同じ場合、登録できない「すでに同じサービ
スが存在します」というダイアログが出る
週間ケアプラン4:00にサービスの登録がある場合、第3表への印刷と月間ケアプランへの反映に整合性が取れていない

【２０１２年４月】

 平成２４年度制度改定対応（国保連請求・利用者請求対応））Ver.１２．０４．２０
 ＜対象パッケージ＞
 　◆居宅/サービス事業者版
 　◆小規模多機能型事業者版
 　◆グループホーム事業者版
 　◆短期入所生活介護事業者
 　◆居宅療養管理指導事業者
 　◆居宅療養管理指導事業者

 平成２４年度制度改定対応（ヘルパー報酬対応）
 　◆居宅/サービス事業者版
 　◆障害者自立支援事業者

 【２０１２年３月】

 平成２４年度制度改定対応（ケアプラン対応）Ver.１２．０３．２１
 ＜対象パッケージ＞
 　◆居宅/サービス事業者版
 　◆小規模多機能型事業者版
 　◆グループホーム事業者版
 　◆短期入所生活介護事業者
 　◆居宅療養管理指導事業者
 　◆障害者自立支援事業者

 【２０１２年１月】

 ＜対象パッケージ＞
 　◆居宅/サービス事業者版
 　◆小規模多機能型事業者版
 　◆グループホーム事業者版
 　◆短期入所生活介護事業者

 ＜対象となる事業者様＞
 　以下の①②の全てに該当する事業者様
 　①Excel2007もしくはExcel2010を利用されている場合
 　②ケアマザーVer.11.12.12をご利用いただいている場合

 ＜修正内容の詳細＞
 　現象　：　Excel2007およびExcel2010において、エクセル方式の「居宅サービス計画書」において
　　　　　　「修正/印刷」ボタンもしくは「コピーして新規作成」ボタンをクリックした際、
 　　　　　　「XXXを保存しますか」等メッセージが表示され、ケアマザーを終了することが出来なくなる。
 　　　　　　もしくは、フリーズ状態が発生しケアマザーを終了することができなくなる。

 　修正内容　：　正しくファイルの編集が行えるように修正致しました。
 　　　■居宅/サービス事業者版Ｖｅｒ１２．０１．０５
 　　　■小規模多機能型事業者版Ｖｅｒ１２．０１．０５
 　　　■グループホーム事業者版Ｖｅｒ１２．０１．０５
 　　　■短期入所生活介護事業者Ｖｅｒ１２．０１．０５

 【２０１１年１２月】

■居宅/サービス事業者版Ｖｅｒ１１．１２．１２

 《機能追加・操作性向上》
2011年12月版の郵便番号マスタ反映を行いました
居宅サービス利用料領収書で、利用者住所欄に郵便番号も記載するよう改修しました
月間ケアプランの表示範囲を広げることを可能としました。但し、ディスプレイの種類によっては実現できない場合が
あります
 サービス計画書2でニーズ、長期目標、短期目標などを一覧に登録して、呼び出せる機能を実装しました
利用者登録で利用者ごとにサービス提供責任者を登録できるようになりました
居宅サービス版に売り上げ一覧機能が実装されました
 ヘルパー明細でその他の作業登録で登録したサービスは朝夜割増から除外できる機能を実装しました

《不具合修正》
 居宅サービス計画書で作成日が一度印刷するごとにチェックが消えてしまうのを修正しました
福祉用具貸与で、実日数１日の登録・請求が出来るようになりました
月間ケアプランで短期入所で30日超えサービスを前月データ取得し、印刷ボタンをクリックするとエラーとなるのを修
正しました
週間ケアプランで訪問入浴サービスの終了時刻が設定できるように修正しました
 ヘルパー明細1,2,3,6で、夜朝割増、休日割増の小数点第一位の四捨五入が正しく行われないことがあるのを修正しま



した

■障害者自立支援版Ｖｅｒ１１．１２．１２

 《機能追加・操作性向上》
2011年12月版の郵便番号マスタ反映を行いました
居宅サービス利用料領収書で、利用者住所欄に郵便番号も記載するよう改修しました
 ヘルパー明細でその他の作業登録で登録したサービスは朝夜割増から除外できる機能を実装しました
 アセスメント・介護計画書を障害者自立支援版に実装しました

《不具合修正》
ヘルパー明細1,2,3,6で、夜朝割増、休日割増の小数点第一位の四捨五入が正しく行われないことがあるのを修正しま
した
利用者請求で移動支援の受給者証だけの利用者は、その他サービスの利用料が請求書に反映されないのを修正しました

■小規模多機能型事業者版Ｖｅｒ１１．１２．１２

 《機能追加・操作性向上》
2011年12月版の郵便番号マスタ反映を行いました
居宅サービス利用料領収書で、利用者住所欄に郵便番号も記載するよう改修しました
 サービス計画書2でニーズ、長期目標、短期目標などを一覧に登録して、呼び出せる機能を実装しました
居宅サービス計画書とライフサポートワークを同時に使用することができるようになりました
月間ケアプランで小規模多機能型居宅介護初期加算の回数チェック機能を実装しました

《不具合修正》
 居宅サービス計画書で作成日が一度印刷するごとにチェックが消えてしまうのを修正しました
福祉用具貸与で、実日数１日の登録・請求が出来るようになりました
週間ケアプランで訪問入浴サービスの終了時刻が設定できるように修正しました

■グループホーム事業者版Ｖｅｒ１１．１２．１２

 《機能追加・操作性向上》
2011年12月版の郵便番号マスタ反映を行いました
居宅サービス利用料領収書で、利用者住所欄に郵便番号も記載するよう改修しました

■短期入所生活介護事業者Ｖｅｒ１１．１２．１２

 《機能追加・操作性向上》
2011年12月版の郵便番号マスタ反映を行いました
居宅サービス利用料領収書で、利用者住所欄に郵便番号も記載するよう改修しました

■居宅療養管理指導事業者版Ｖｅｒ１１．１２．１２

 《機能追加・操作性向上》
2011年12月版の郵便番号マスタ反映を行いました
居宅サービス利用料領収書で、利用者住所欄に郵便番号も記載するよう改修しました

【２０１１年１１月】

■障害者自立支援版Ｖｅｒ１１．１０．２４

 《不具合修正》
 月間ケアプラン画面にて提供時間終了時刻を任意で変更できるように修正しました
請求の「居宅介護サービス提供実績記録票」の日跨ぎの算定時間で誤りが生じていたのを修正しました

■居宅/サービス事業者版Ｖｅｒ１１．１０．２４

 《不具合修正》
 障害者自立支援版と機能が一部共有しているため、同時にバージョンアップを行いました

【２０１１年１０月】

■小規模多機能型事業者版Ｖｅｒ１１．１０．０３

 《不具合修正》
 給付管理票作成画面で印刷すると給付管理票総括票作成に失敗しました。メッセージが表示されるのを修正しました

【２０１１年９月】

■居宅/サービス事業者版Ｖｅｒ１１．０９．３０

 《不具合修正》
 月間ケアプラン画面にて公費情報の履歴が2007.12.31以前の登録がされていると印刷ボタン押下時にエラーになる現
象を修正しました

■障害者自立支援版Ｖｅｒ１１．０９．３０

 《機能追加・操作性向上》
 同行援護に対応しました



■小規模多機能型事業者版Ｖｅｒ１１．０９．３０

 《不具合修正》
 月間ケアプラン画面にて公費情報の履歴が2007.12.31以前の登録がされていると印刷ボタン押下時にエラーになる現
象を修正しました

■グループホーム事業者版Ｖｅｒ１１．０９．３０

 《不具合修正》
 月間ケアプラン画面にて公費情報の履歴が2007.12.31以前の登録がされていると印刷ボタン押下時にエラーになる現
象を修正しました

■短期入所生活介護事業者Ｖｅｒ１１．０９．３０

 《不具合修正》
 月間ケアプラン画面にて公費情報の履歴が2007.12.31以前の登録がされていると印刷ボタン押下時にエラーになる現
象を修正しました

■居宅療養管理指導事業者版Ｖｅｒ１１．０９．３０

 《不具合修正》
 月間ケアプラン画面にて公費情報の履歴が2007.12.31以前の登録がされていると印刷ボタン押下時にエラーになる現
象を修正しました

■居宅/サービス事業者版Ｖｅｒ１１．０９．１２

 《機能追加・操作性向上》
2011年9月版の郵便番号マスタ反映を行いました
 カレンダー設定で、更新ボタンを押下した時に「更新しました」のメッセージを表示するように改修しました
 その他のサービス登録で、提供時間帯が複数ある場合の表示上の工夫を行いました
 パスワード設定で、パスワードの設定時、確認パスワードを入力するように改修しました
 ヘルパー報酬５．30分単位個別報酬の登録画面：ヘルパーの並び順が「職員登録」画面と異なるのを修正しました
給付費請求で、限度調整をした結果、給付単位数が0になった場合の請求ファイルを作成しないように修正しました
居宅サービス利用料領収書で、利用者住所を記載し、領収年月日に「　　　　年　　月　　日」の枠だけ記載するよう
改修しました
請求書兼領収書に領収日欄を設けました
福祉用具貸与にも統計機能を設けました
Excelの独自帳票設定で、拡張子が「.xlsx」の利用も可能としました(Excel2007以上がインストールされているPCに限
る)

《不具合修正》
 送迎スケジュールで、認知症対応型通所介護のみ行っている事業者は機能が使えないのを改修しました
利用者請求書およびサービス実施日付請求書で、全額負担分などがある場合は、段を分けて別に記載するようにしまし
た

■障害者自立支援版Ｖｅｒ１１．０９．１２

 《機能追加・操作性向上》
2011年9月版の郵便番号マスタ反映を行いました
 カレンダー設定で、更新ボタンを押下した時に「更新しました」のメッセージを表示するように改修しました
 その他のサービス登録で、提供時間帯が複数ある場合の表示上の工夫を行いました
 パスワード設定で、パスワードの設定時、確認パスワードを入力するように改修しました
 ヘルパー報酬５．30分単位個別報酬の登録画面：ヘルパーの並び順が「職員登録」画面と異なるのを修正しました
Excelの独自帳票設定で、拡張子が「.xlsx」のものの利用も可能としました(Excel2007以上がインストールされている
PCに限る)

《不具合修正》
 利用者請求書およびサービス実施日付請求書で、全額負担分などがある場合は、段を分けて別に記載するようにしま
した

■小規模多機能型事業者版Ｖｅｒ１１．０９．１２

2011年9月版の郵便番号マスタ反映を行いました
事業開始日を登録、設定できるようになりましたこれにより事業開始加算の摘要欄に自動で割り振られるようになりま
す その他のサービス登録で、提供時間帯が複数ある場合の表示上の工夫を行いました
 パスワード設定で、パスワードの設定時、確認パスワードを入力するように改修しました
給付費請求で、限度調整をした結果、給付単位数が0になった場合の請求ファイルを作成しないように修正しました
居宅サービス利用料領収書で、利用者住所を記載し、領収年月日に「　　　　年　　月　　日」の枠だけ記載するよう
改修しました
請求書兼領収書に領収日欄を設けました
Excelの独自帳票設定で、拡張子が「.xlsx」のものの利用も可能としました(Excel2007以上がインストールされている
PCに限る)

《不具合修正》
 利用者請求書およびサービス実施日付請求書で、全額負担分などがある場合は、段を分けて別に記載するようにしま
した

■グループホーム事業者版Ｖｅｒ１１．０９．１２



 《機能追加・操作性向上》
2011年9月版の郵便番号マスタ反映を行いました
 その他のサービス登録で、提供時間帯が複数ある場合の表示上の工夫を行いました
 パスワード設定で、パスワードの設定時、確認パスワードを入力するように改修しました
給付費請求で、限度調整をした結果、給付単位数が0になった場合の請求ファイルを作成しないように修正しました
居宅サービス利用料領収書で、利用者住所を記載し、領収年月日に「　　　　年　　月　　日」の枠だけ記載するよう
改修しました
請求書兼領収書に領収日欄を設けました
Excelの独自帳票設定で、拡張子が「.xlsx」のものの利用も可能としました(Excel2007以上がインストールされている
PCに限る)

■短期入所生活介護事業者Ｖｅｒ１１．０９．１２

2011年9月版の郵便番号マスタ反映を行いました
 その他のサービス登録で、提供時間帯が複数ある場合の表示上の工夫を行いました
 パスワード設定で、パスワードの設定時、確認パスワードを入力するように改修しました
給付費請求で、限度調整をした結果、給付単位数が0になった場合の請求ファイルを作成しないように修正しました
居宅サービス利用料領収書が複数ページ分作成されても、改ページされるように改修しました 居宅サービス利用料領
収書で、利用者住所を記載し、領収年月日に「　　　　年　　月　　日」の枠だけ記載するよう改修しました
請求書兼領収書に領収日欄を設けました
Excelの独自帳票設定で、拡張子が「.xlsx」のものの利用も可能としました(Excel2007以上がインストールされている
PCに限る)

■居宅療養管理指導事業者版Ｖｅｒ１１．０９．１２

 《機能追加・操作性向上》
2011年9月版の郵便番号マスタ反映を行いました
歯科レセコン連動による利用者情報取得時に、介護保険公費以外は設定しないように変更しました
 その他のサービス登録で、提供時間帯が複数ある場合の表示上の工夫を行いました
 パスワード設定で、パスワードの設定時、確認パスワードを入力するように改修しました
給付費請求で、限度調整をした結果、給付単位数が0になった場合の請求ファイルを作成しないように修正しました
居宅サービス利用料領収書が複数ページ分作成されても、改ページされるように改修しました 居宅サービス利用料領
収書で、利用者住所を記載し、領収年月日に「　　　　年　　月　　日」の枠だけ記載するよう改修しました
請求書兼領収書に領収日欄を設けました
Excelの独自帳票設定で拡張子が「.xlsx」のものの利用も可能としました(Excel2007以上がインストールされているPC
に限る)

【２０１１年６月】
■短期入所生活介護事業者Ｖｅｒ１１．０６．２８

 《機能追加・操作性向上》
2011年6月版の郵便番号マスタ反映を行いました
被保険者さまへの収納代行データ作成ができるようになりました！
 短期入所生活介護事業者用　アセスメント帳票に対応
 利用状況一覧で、あいうえお順で並ぶように修正しました
介護給付費請求で、被災者で受給率100%利用者の特定入所者介護サービス費が正しく請求できるように修正しました
利用状況一覧で、前月データ取得が行えるように修正しました
利用状況一覧で、利用者の件数を表示できるように修正しました
利用状況一覧で、利用状況一覧印刷の帳票にヘッダを付けて印刷できるようにしました

《不具合修正》
 介護給付費請求で認定有効期限開始日と利用開始日が同じ日付になっている場合、入所年月日が不正となるのを修正
しました

■居宅/サービス事業者版Ｖｅｒ１１．０６．２０
 《不具合修正》
ヘルパー実績登録画面で以前のバージョンで保存したデータが表示されない件を修正しました
月途中の要支援度変更と生活保護受給者番号変更のケースの請求不具合を修正しました

■障害者自立支援版Ｖｅｒ１１．０６．２０
 《不具合修正》
ヘルパー実績登録画面で以前のバージョンで保存したデータが表示されない件を修正しました

■居宅/サービス事業者版Ｖｅｒ１１．０６．１４

 《機能追加・操作性向上》
2011年6月版の郵便番号マスタ反映を行いました
被保険者さまへの収納代行データ作成ができるようになりました！
サービス予定印刷カレンダーを１日最大4件まで対応の帳票を追加しました

《不具合修正》
 特定事業者集中減算の減算シート作成時、事業者番号単位で集計しているが、法人単位で集計できるように修正しま
した
初回加算チェック機能理由コードEの不具合
サービス別表の前月までの利用日数、当月の日数、累計日数が正しく印刷されるように修正しました

■小規模多機能型事業者版Ｖｅｒ１１．０６．１４

 《機能追加・操作性向上》
2011年6月版の郵便番号マスタ反映を行いました



被保険者さまへの収納代行データ作成ができるようになりました！
 小規模多機能型居宅介護事業者専用のアセスメント帳票に対応しました

《不具合修正》
 月間ケアプラン画面で小規模多機能の初期加算などがサービスのない日にあると「不整合」の警告が出るのを修正し
ました
月を通してサービスがない場合での小規模多機能給付費請求の不具合を修正しました

■グループホーム事業者版Ｖｅｒ１１．０６．１４

 《機能追加・操作性向上》
2011年6月版の郵便番号マスタ反映を行いました
被保険者さまへの収納代行データ作成ができるようになりました！

 《不具合修正》
GHオプション機能で「勤務表（スタッフ別）」の印刷時、個人の帳票で改ページが入ると表示が不良となるのを修正

■障害者自立支援版Ｖｅｒ１１．０６．１４

 《機能追加・操作性向上》
2011年6月版の郵便番号マスタ反映を行いました
被保険者さまへの収納代行データ作成ができるようになりました！

■居宅療養管理指導事業者版Ｖｅｒ１１．０６．１４

 《機能追加・操作性向上》
2011年6月版の郵便番号マスタ反映を行いました
被保険者さまへの収納代行データ作成ができるようになりました！

 【２０１１年３月】
■居宅療養管理指導事業者Ｖｅｒ１１．０３．１４

 《新規リリース》
 歯科従事者向け居宅療養管理指導事業者（Ｖｅｒ１１．０３．１４）を新規にリリースいたしました

■居宅/サービス事業者Ｖｅｒ１１．０３．１４

 《機能追加・操作性向上》
2011年3月版の郵便番号マスタ反映を行いました
月間ケアプランで通所介護に加算を付けている際、親サービスの時間帯が２つある場合の運用を再考しました
請求機能でCSVファイル転送削除画面の、複数ファイルが選択しやすいようにチェックボックスを付加しました
利用者登録で介護保険外利用者の登録を可としました(訪問介護事業者のみ)メンテナンス→利用オプションでチェック
してください
利用者一覧でサービスによる絞込みにより一覧表示することができるようになりました(サービス事業者のみ)

《不具合修正》
 利用者請求で、月途中の区分変更で前半にサービスがないと利用者請求できないのを修正
 予防アセスメントで、誤植あり「統合的」→「総合的」に修正
 利用者一覧印刷で、サービス事業者別、介護度順で印刷した時、二重に印刷される利用者があるのを修正
 月間ケアプランで、訪問リハビリ１を追加すると上限を超えていなくても上限時間超えのメッセージが出るのを修正
 月間ケアプランで、サービス提供票別表で限度額超過時の利用者負担額が発生することがあるのを修正

■小規模多機能事業者版Ｖｅｒ１１．０３．１４

 《機能追加・操作性向上》
2011年3月版の郵便番号マスタ反映を行いました
月間ケアプランで通所介護に加算を付けている際、親サービスの時間帯が２つある場合の運用を再考しました
請求機能でCSVファイル転送削除画面の、複数ファイルが選択しやすいようにチェックボックスを付加しました

《不具合修正》
 利用者請求で、月途中の区分変更で前半にサービスがないと利用者請求できないのを修正
 予防アセスメントで、誤植あり「統合的」→「総合的」に修正
 利用者一覧印刷で、サービス事業者別、介護度順で印刷した時、二重に印刷される利用者があるのを修正
 月間ケアプランで、訪問リハビリ１を追加すると上限を超えていなくても上限時間超えのメッセージが出るのを修正
 月間ケアプランで、サービス提供票別表で限度額超過時の利用者負担額が発生することがあるのを修正

■グループホーム事業者Ｖｅｒ１１．０３．１４

 《機能追加・操作性向上》
2011年3月版の郵便番号マスタ反映を行いました
請求機能でCSVファイル転送削除画面の、複数ファイルが選択しやすいようにチェックボックスを付加しました

《不具合修正》
 利用者登録で、「家族／医師情報」タブの「TEL」「携帯TEL」でEnterキーを押すと、予期せぬエラーとなるのを修正

 請求業務で月途中で介護度が変更になると、様式第六の入居日数と外泊日数に誤りが出ることがあるのを修正

■障害者自立支援版Ｖｅｒ１１．０３．１４

 《機能追加・操作性向上》



2011年3月版の郵便番号マスタ反映を行いました
請求機能でCSVファイル転送削除画面の、複数ファイルが選択しやすいようにチェックボックスを付加しました

■短期入所生活介護事業者Ｖｅｒ１１．０３．１４

 《機能追加・操作性向上》
2011年3月版の郵便番号マスタ反映を行いました
請求機能でCSVファイル転送削除画面の、複数ファイルが選択しやすいようにチェックボックスを付加しました
月間ケアプランで、通所介護に加算を付けている際、親サービスの時間帯が２つある場合の運用を再考しました
利用者状況一覧で、”介護度なし”などの利用者状況一覧から反映できない場合のメッセージをわかりやすく変更しま
した
利用状況一覧で、前月データ取得を行えるようになりました
請求機能で、利用者請求の食費明細行を、朝食／昼食／夕食として計算できるようになりました

《不具合修正》

 月間ケアプランで、【利用者請求】食費の並び順が、朝食・昼食・夕食　の順にならない利用者があるのを修正
 利用状況一覧で選択した利用者にフォーカスを当て、利用者に対応した情報を表示できない場合があるのを修正

 【２０１１年１月】

■短期入所生活介護事業者Ｖｅｒ１１．０１．１１

 《新規リリース》
 短期入所生活介護事業者版(Ｖｅｒ１１．０１．１１)を新規にリリースいたしました

【２０１０年１１月】

■居宅/サービス事業者Ｖｅｒ１０．１１．１１

 《機能追加・操作性向上》

サービス予定でタイムスケジュールの時間間隔を１５分単位にいたしました
Office2010で、線が青く表示されてしまう、○が上手く表示されない等の問題に対し、改善を行いました
通所サービス予定で、予定・実績どちらでも表示可能となりました
 システム設定で、親機の設定でネットワークのタイムアウト時間表示を行えるようになりました
 ほとんどの画面でタイトルバーにバージョンを表示するようにいたしました
2010年10月の郵便番号マスタを反映いたしました

《不具合修正》

 月間ケアプランで、サービス事業者版の「サービス支援」から入ると、限度単位調整時、単位調整値が表示されない
のを修正
 月間ケアプランで、通院等乗降介助の事業所を選び直しすると、単位数が戻ってしまうのを修正
 月間ケアプランで、利用票・提供票を事業者順に印刷すると最終行丁度の場合に不要なページが追加されるのを修正
 利用者請求で、サービス実施日付請求書で、複数事業者のときに事業者名がはいりきらないのを修正

■小規模多機能事業者版Ｖｅｒ１０．１１．１１

 《機能追加・操作性向上》
Office2010で、線が青く表示されてしまう、○が上手く表示されない等の問題に対し、改善を行いました
 システム設定で、親機の設定でネットワークのタイムアウト時間表示を行えるようになりました
 ほとんどの画面でタイトルバーにバージョンを表示するようにいたしました
2010年10月の郵便番号マスタを反映いたしました

《不具合修正》

 月間ケアプランで、サービス事業者版の「サービス支援」から入ると、限度単位調整時、単位調整値が表示されない
のを修正
 月間ケアプランで、通院等乗降介助の事業所を選び直しすると、単位数が戻ってしまうのを修正
 月間ケアプランで、利用票・提供票を事業者順に印刷すると最終行丁度の場合に不要なページが追加されるのを修正
 利用者請求で、サービス実施日付請求書で、複数事業者のときに事業者名がはいりきらないのを修正

■グループホーム事業者Ｖｅｒ１０．１１．１１

 《機能追加・操作性向上》
Office2010で、線が青く表示されてしまう、○が上手く表示されない等の問題に対し、改善を行いました
 システム設定で、親機の設定でネットワークのタイムアウト時間表示を行えるようになりました
 ほとんどの画面でタイトルバーにバージョンを表示するようにいたしました
2010年10月の郵便番号マスタを反映いたしました

《不具合修正》

 月間ケアプランで、サービス事業者版の「サービス支援」から入ると、限度単位調整時、単位調整値が表示されない
のを修正
 月間ケアプランで、通院等乗降介助の事業所を選び直しすると、単位数が戻ってしまうのを修正
 月間ケアプランで、利用票・提供票を事業者順に印刷すると最終行丁度の場合に不要なページが追加されるのを修正
 利用者請求で、サービス実施日付請求書で、複数事業者のときに事業者名がはいりきらないのを修正

■障害者自立支援版Ｖｅｒ１０．１１．１１



 《機能追加・操作性向上》
Office2010で、線が青く表示されてしまう、○が上手く表示されない等の問題に対し、改善を行いました
 システム設定で、親機の設定でネットワークのタイムアウト時間表示を行えるようになりました
 ほとんどの画面でタイトルバーにバージョンを表示するようにいたしました
2010年10月の郵便番号マスタを反映いたしました

《不具合修正》

 月間ケアプランで、サービス事業者版の「サービス支援」から入ると、限度単位調整時、単位調整値が表示されない
のを修正
 月間ケアプランで、通院等乗降介助の事業所を選び直しすると、単位数が戻ってしまうのを修正
 月間ケアプランで、利用票・提供票を事業者順に印刷すると最終行丁度の場合に不要なページが追加されるのを修正
 利用者請求で、サービス実施日付請求書で、複数事業者のときに事業者名がはいりきらないのを修正

 【２００４年　３月】★★発売開始★★


