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＜おことわり＞

　マニュアルの画像は随時更新を行っておりますが

　旧点数・旧画面レイアウトのままになっている場合があります。

　順次変更をしていく予定ですので，あらかじめご了承ください。
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1 章 メニュー画面

1.1 glclient2について

1.1.1 glclient2ランチャーの各項目の説明

基本

ホスト サーバのホスト名を入力します。

（ポート） サーバの待ち受けポート番号を入力します（通常は8000です）。

アプリケーション 日レセ以外を起動する場合に使用します。

ユーザ名 サーバ側で登録してあるユーザ名を入力します。

パスワード サーバ側で登録してあるパスワードを入力します。

パスワードの保存 チェックを入れることで，次回以降パスワード入力を省略できま

す。

SSL

以下のリンク先をご覧ください。

https://www.orca.med.or.jp/receipt/use/glserver_ssl_client_verification.html
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詳細

スタイル 「参照」からスタイルファイルを指定できます。

※日レセの場合はスタイルファイルを指定する必要はありません。

Gtkrc 「参照」からGtkrcファイルを指定できます。

フォント フォントを指定できます。

ログ出力 glclient2のログを出力させたい場合に選択します。

チェックを入れると，/ver/log/syslog にログファイルを作成します。

キーバッファを有効にす

る

キーボードから入力された文字を一時的に保存しておくことで，高速でキー入力しても入力情

報が失われることがなくなります。

入力ソメッドの制御とカ

タカナ入力を無効にする

有効　日本語入力を行う欄にカーソルが来たときに自動的に日本語入力に切り替わる。

　　　カタカナ入力を行う欄にカーソルが来たときに自動的にカタカナ入力に切り替わる。

無効　日本語入力を行う欄にカーソルが来たときに自動的に日本語入力に切り替わらない。

　　　カタカナ入力を行う欄にカーソルが来たときに自動的にカタカナ入力に切り替わらない。

　　　※手動で切替を行う。

タイマー処理を有効にす

る

氏名検索の対象になる項目で，入力途中に検索処理が行われます。

タイマー起動時間（ミリ

秒）

氏名検索を開始する時間を指定できます。
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情報

バージョンを表示します。

設定

ランチャー右下の「設定」ボタンから設定を新規作成・編集・削除できます。
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1.1.2 起動オプションの説明

glclient2のコマンドラインオプションは以下の2つです。

• -c または --config[設定番号または設定名]

指定した設定番号または設定名の設定を使用して接続します。

• -l または --list-config

登録されている設定を表示します（設定の登録はランチャーの「設定」ボタンから行います）。

【実行例】

 $ /usr/bin/glclient2

　→オプションを指定しない場合はランチャーが表示される。

 $ /usr/bin/glclient2 -l 

 ------------------

 [1]

description:         default

host:                localhost

port:                8000

application:         panda:orca00

user:                user

gconfkey:            /apps/glclient/servers/1

 ------------------

 [2]

description:         trial

host:                trial.orca.med.or.jp

port:                8000

application:         panda:orca00

user:                trial

gconfkey:            /apps/glclient/servers/2

 $ /usr/bin/glclient2 -c 2

　→[2]の設定を利用して trial.orca.med.or.jp に接続する。
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1.2 マスターメニュー

日医標準レセプトソフト（以下日レセ）を起動するとマスターメニューを表示します。

注意！

マスターメニューに「従サーバに接続しています」のメッセージが表示され，医事業務が選択できない場合

2台運用の設定を行った場合は誤動作防止のため，従サーバで稼動する日レセへ接続した際に「従サーバへ接続していま

す。」とメッセージの表示を行い，「01　医事業務」が選択できなくなります。

接続先の日レセが「従サーバ」である状態の検知は日レセ起動後にクライアントから初めて接続したときに行います。この

とき，接続先のサーバがリダイレクト先の場合，接続先を従サーバとみなします。

検知された状態は接続先の日レセが停止されるまで保持します。主サーバの日レセから従サーバの日レセに切り替えて運

用を行う際にリダイレクト状態を解除する前の従サーバの日レセに接続していた場合は，従サーバの日レセを再起動する

必要があります。
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バッチログ

管理者権限を持つユーザーのみ表示できます。

バッチ処理として起動されたレセプト処理，マスタ更新，プログラム更新などの実行履歴を確認できます。

初期表示はシステム日付に実行されたバッチ処理一覧を表示します。

システム日付以外の日を確認するには「ログ日付」に日を入力します。

一覧を選択します。

選択されたログを表示します。

ログは「.html」(F11)，「.log」(F12)で保存することができます。

「バッチ処理タブ」または「タブ切替」(F8)で一覧画面に戻ります。
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ユーザ管理

日レセにログインしているクライアントを表示し，メッセージの配信，強制終了できます。

【3.10　ユーザ管理】を参照してください。

日医オープンソース使用許諾契約

「情報」(F12)を押すと日医オープンソース使用許諾契約を表示します。
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医事業務を行う

医事業務へ遷移するには「01　医事業務」を選択します。

業務メニューへ遷移します。
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プログラム更新を行う

追加プログラム，不具合等による修正プログラムをダウンロードしプログラム更新をします。

プログラム更新のお知らせは業務メニューの新着情報に表示します。

「03　プログラム更新」をクリック，または選択番号に「03」を入力し「Enter」を押します。

プログラム更新管理一覧画面へ遷移後，更新(F12)を押します。

確認メッセージを表示しますので「OK」(F12)を押します。

プログラム更新を開始します。

再起動のメッセージが表示されればプログラム更新終了です。
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ファンクションキーの説明

プラグイン(F4) 各都道府県の地方公費，国保総括表・請求書および公開帳票がダ

ウンロードできます。

○各都道府県の地方公費，国保総括表・請求書は，ORCAホームペ

ージ(https://www.orca.med.or.jp/receipt/

chihoukouhi/）を参照してください。

○公開帳票は，ORCAホームページ（https://

www.orca.med.or.jp/receipt/forms/）を参照してください。

一斉通知(F5) プログラム更新を行う旨を各クライアントに表示します。

チェック(F9) 提供されているパッチプログラムが正しく取り込まれているかチ

ェックします。

状況(F11) 処理メッセージを更新します。

（処理メッセージは約3秒ごとに自動更新します）

更新(F12) プログラム更新をします。

環境設定

マスターメニュー画面または業務メニューの「環境設定」(F6)によりシステム日付の変更，担当医を設定できま

す。
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＜端末設定＞

任意の日付へ変更できます。

また時間外区分の設定を行うとその後の診療行為入力時に設定した時間外区分を適応します。

日付，時間外区分を変更した場合，背景色を変更して注意が促せます。【5．1システム管理マスタ】の【1038　診

療行為機能情報】を参照してください。

注意！

システム日付を変更するとその後行った作業の処理日がすべてシステム日付で処理します。

日付変更後の作業終了時に日付を元に戻します。日レセを終了させ画面を立ち上げ直しても日付が元に戻り

ます。

＜システム設定＞

診療科ごとに担当医の設定，変更できます。

設定した担当医を受付業務，診療行為入力時のドクターリストに表示します。

設定のない場合は「101　システム管理マスタ」－「1010　職員情報」から診療科ドクター」を表示しますので，休

日等，一時的な変更等に使用できます。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 15 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 1.12



＜登録をする＞

登録する診療科を入力またはクリックします。

番号を入力し担当医を選択します。（番号は任意の4桁英数字を1桁以上入力します）

（専門科が違い医師一覧にない場合でもドクターコードを入力すれば登録できます）

「確定」(F10)を押します。「登録」(F12)を押し登録します。「全体」(F6)でも登録します。

担当医は各診療科ごとに20件まで登録できます。

＜削除する＞

診療科を選択した状態で「削除」(F4)を押した場合は，表示されている内容をすべて削除します。

診療科を選択し担当医を選択した状態で「削除」(F4)を押した場合は，選択した担当医のみ削除します。

削除後に「登録」(F12)を押します。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 16 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 1.13



1.3 業務メニュー

各業務画面への遷移，環境設定，新着情報の表示，オンライン帳票の再印刷をします。

各業務画面へ遷移する
各業務のボタンをクリックするか，選択番号へ業務番号を入力し「Enter」を押します。

新着情報を読む
新着情報の見出しをクリックします。

記事の中の「戻る」をクリックして戻ります。

環境設定(F6)
【1.1　マスターメニュー】の【環境設定】と同じ機能です。そちらを参照してください。

印刷削除(F7)
印刷データの削除をします。

日レセの画面からcupsのスプールに残っている印刷データを削除します。

電子版手帳(F8)
電子版お薬手帳データをICカードリーダ／ライタへ転送し，携帯端末アプリケーションへ送信します。

【6.4.付録4　電子版お薬手帳データの作成】を参照してください。
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再印刷(F5)

オンライン帳票の再印刷をします。

＜オンライン帳票再印刷の対象帳票＞

1. 診療行為（外来）

中途終了画面

処方箋(発行指示ボタンを押したとき)（QRコード無し）

請求確認画面

処方箋(登録ボタンを押したとき)（QRコード無し）

請求書兼領収書(登録ボタンを押したとき)

診療費明細書(登録ボタンを押したとき)

2. 診療行為（入院）

入院印刷指示画面

入院処方箋(発行指示ボタンを押したとき)

注射箋(発行指示ボタンを押したとき)

指示箋(発行指示ボタンを押したとき)

3. 収納

請求一覧画面

請求書兼領収書（再発行ボタンを押したとき）

月別請求書兼領収書（外来月別ボタンを押したとき）

請求確認画面（入院・外来）
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請求書兼領収書（登録・請求書印刷ボタンを押したとき）

診療費明細書（登録・明細書印刷ボタンを押したとき）

一括入金画面

請求書兼領収書（登録ボタンを押したとき）

4. 入退院登録

請求確認画面

請求書兼領収書（登録タンを押したとき）

診療費明細書（登録タンを押したとき）

退院証明書（登録タンを押したとき）

注意！

• カスタマイズ帳票に関して再印刷をできるようにするためには，再印刷データに登録するための処理を追加する

必要があります。

• QRコード付の処方箋の場合はオンライン再印刷ができません。診療行為「前回処方」より再発行を行ってください。

＜一覧画面の表示＞

再印刷一覧は日付ごとに表示をします。当日を初期表示します。「前日」(F6)，「翌日」(F7)で表示を切り替えます。

どの業務から印刷を行ったかわかる場合は，あらかじめ業務を指定して探せます。

＜再印刷をする＞

再印刷をしたいデータをクリックするか選択番号に入力し「Enter」を押します。頁指定等を行い「印刷」(F12)を

押します。

＜印刷データの削除＞

「削除」(F3)・・・選択した印刷データを個別に削除します。「一括削除」(Shift+F3）・・・残す（削除しない）

印刷データの期間を設定し，その期間以外の印刷データを一括削除します。

＜印刷データの保存期間の設定＞

「101　システム管理マスタ」－「8000　印刷データ等削除機能情報」で保存期間の設定をします。

【5.1　システム管理マスタ】の【8000　印刷データ等削除機能情報】を参照してください。
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削除情報(F4)

患者削除、外来診療削除の情報を表示します。

患者削除：「12 登録」画面で患者削除を行った患者と日時を表示します。

外来診療削除：「21 診療行為」で1日分の診療削除を行った患者と日時を表示します。

＜データ切替＞

全体表示、患者削除、外来診療削除の表示を切り替えます。

＜選択患者＞

右上の選択患者番号にカーソルを移動します。患者を指定して表示できます。

＜前頁、次頁＞

画面のページを切り替えます。

＜●、※ 表示について＞

●：患者番号が現在存在しないが、患者IDは存在する場合（患者番号を再発行を行ったことが考えられる）

※：患者番号と患者IDが一致しない場合（患者番号再発行後、前と同じ患者番号で新しく患者登録を行ったこと

が考えられる）
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2 章 日次業務

2.1 受付

2.1.1　患者の呼び出し

2.1.2　受付入力

2.1.3　メモ機能

2.1.4　医師一覧

2.1.1 患者の呼び出し

これから受付を行う患者の患者番号を入力するか，氏名欄に検索する氏名を10文字以内で全角カタカナまたは

漢字で入力します。患者番号の採番がされていない新規患者の受付を行う場合は，氏名欄に氏名を全角で入力し

ます。
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また，患者氏名による検索結果からも患者が指定できます。

氏名検索(F9)を押して検索文字を入力し患者氏名の一覧より番号選択します。

検索方法：日医　四郎（ニチイ　シロウ）を検索

姓のみで検索 ニチイ 

日医 

名のみで検索 「＊」をつける（全角）

＊シロ 

＊四郎 

組合せで検索 ニチイ　シ 

苗字が部分検索のときは「＊」をつける（全角）

ニ＊シ 

日＊四 

　　↓
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＜二重登録警告メッセージ＞

患者番号・診療科・保険組合せが同じで内容で，受付中の患者（受診が終了していない患者）の場合は二重登

録の警告メッセージを表示します。メッセージを閉じて再度「受付完了(F12)」を押し登録できます。

＜患者を呼び出すと警告表示されるときは＞

患者を呼び出したときに

このメッセージが表示される場合は，前回の診療で使用した保険組合せと今回自動表示した保険組合せに違い

があるときです。

主な原因

● 公費の適用期間が終了した

● 公費または主保険が削除された

● 本人家族区分が変更され保険組合せが変わっている

メッセージを表示します。患者登録確認と過去の診療分の保険組合せを確認してください。

※前回との保険組合せチェックは「101　システム管理マスタ」－「1007　自動算定・チェック機能制御情報」－前回保険組

合せ相違チェックの項目で設定できます。

ヒント！　受付業務から予約業務へ患者番号の引継ぎ

「101　システム管理マスタ」－「1045　予約・受付機能情報」の患者番号連動区分を「1　連動する」にすると，受付業務で

患者を表示中に予約画面に遷移したときに患者を引継ぎ表示します。
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2.1.2 受付入力

項目の説明

診療科 コンボボックスより診療科を選択します。必須入力項目です。

システム管理マスタで登録された診療科は最大99科まで表示します。

カルテ発行する際，選択された診療科で病名が登録してある場合に該当病名を印字しま

す。

ドクター コンボボックスより対診したドクターを選択します。システム管理マスタで登録された

ドクターは最大99人まで表示します。医師が20名以上いる場合は，診療科ごとに表示を

します。業務メニュー「1010　職員情報」で非表示設定されているドクターは表示しませ

ん。

医師一覧を表示し当日のドクターを登録できます。【2.1.4　医師一覧】を参照してくだ

さい。

診療内容 コンボボックスより診療内容を選択します。必須入力項目です。

システム管理マスタで登録された診療内容は最大99件まで表示します。

カルテ カルテ頭書，または続紙の頭書きを印刷する場合に各指定をします。

初期値は「0：発行なし」を表示します。

処方箋 処方箋の前回処方分，または頭書きを印刷する場合に指定します。

初期値は「0：発行なし」を表示します。

「1：発行あり」を指定した場合は，指定した「診療科」と保険の「組合せ」で過去印刷され

た院外処方箋から，最終の日付の処方内容で前回処方を印刷します。

指定した「診療科」と「組合せ」に院外処方箋の発行が無かった場合は，処方箋の頭書き

のみ印刷します。

組合せ カルテの頭書き，処方箋の前回処方分や頭書きを印刷する場合に，保険公費組合せに表

示されている保険組合せの中から指定します。

U・P この機能は日レセ本体にない機能（ユーザの作成した処理プログラム）を実行

できます。【5.1　システム管理マスタ】の【9700　ユーザプログラム起動管理情報】を

参照してください。
操作説明は，サポートベンダーへお問い合わせください。

以上の項目を指定し，「受付完了」(F12)を押し，該当の患者の受付や印刷が完了します。

受付処理は行わずカルテや続紙頭書きの印刷のみする場合は，「印刷」(Shift＋F12)を押します。

なお，患者番号採番前の新規患者は，必ず受付をしてから「受付など」（※注参照）で該当する新規患者を選択

して「患者登録」(F6)で患者の登録を行ってください。選択された受付番号により該当する受付を判断するため，

選択されていないと受付と連動しません。予約の新規患者についても，必ず受付処理を行ってから「受付など」

で該当患者を選択後に患者登録を行ってください。

※注）受付をした新規患者の選択は，以下の3箇所のいずれかより行ってください。

「11　受付」「現在の予約，受付状況」一覧

「12　登録」「受付」の「未登録受付者」一覧

診療行為入力画面から指定した「受付一覧」(F11)

ヒント！

受付登録時に保険組合せの設定がない場合，警告表示できます。【5.1　システム管理マスタ】の【1045　予約機能情報】を

参照してください。
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＜保険確認ボタン＞

患者登録画面の保険確認と同様に，保険証の確認を行った際に「未確認保険公費」一覧横の確認ボタンをクリッ

クすると，システム日付を最終確認日に編集し，確認ボタンが「未」のときは「済」へ表示を変えます。

ファンクションキーの説明

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 遷移元の画面へ戻ります。

クリア F2 入力途中の患者の情報をクリアします。

受付順変更 Shift+F3 受付順変更モードに入ります。

前回患者 F3 前回取り扱っていた患者内容を表示します。

受付取消 F4
受付済みの患者番号を選択して，その患者の受付を取り消しできま

す。

予約／受付 Shift＋F5
押すたびに，「予約，受付」→「予約のみ」→「受付のみ」→「予約，受

付」と画面表示を変えます。

患者登録 F5 患者登録の画面へ遷移します。

前↑ Shift＋F6
「未確認保険公費」一覧に表示された保険または公費が5件以上にな

った場合に前頁へ戻ります。

診療行為 F6 診療行為の画面へ遷移します。

次↓ Shift＋F7
「未確認保険公費」一覧に表示された保険または公費が5件以上にな

った場合に次頁へ遷移します。

病名登録 F7 病名登録の画面へ遷移します。

選択一欄 Shift＋F8 選択一覧画面へ遷移します。

収納登録 F8 収納登録の画面へ遷移します。

会計照会 Shift＋F9 会計照会の画面へ遷移します。

氏名検索 F9
氏名検索の画面へ遷移し，患者氏名から該当受付患者を指定できま

す。初期設定では1秒後の自動検索をしますが設定を変更できます。

メモ登録 Shift＋F10 患者に対するメモを登録できます。

予約登録 F10 予約登録の画面へ遷移します。

一覧更新 Shift＋F11

複数端末環境において他端末で受付処理を行った場合などに最新の

内容を表示します。

なお，タイマー（60秒）により60秒ごとに自動で最新の内容に更新

をします。

受付一覧 F11
受付一覧の画面へ遷移します。受付一覧画面では，一覧の印刷，複数

端末使用時の一覧の更新等ができます。

印刷 Shift＋F12
受付処理をしない場合のカルテまたは処方箋，続紙の印刷に使用し

ます。
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受付完了 F12 入力した患者の受付処理・印刷をします。

＜診療科別，ドクター別，診療内容別に受付患者を見たい＞

1. 受付画面から「受付一覧」(F11)を押し受付一覧へ遷移します。

2. 「選択一覧」(F9)を押します。

3. 診療科，ドクター，診療内容を選択します。

受付順の変更

当日に予約がある場合とない場合で操作・表示方法が異なります。

予約がある場合の操作

受付画面を表示します。

「予約／受付」(Shift+F5)を押します。

「現在の受付状況」一覧に表示が変わると，「受付順変更」(Shift+F3)を表示します。

「受付順変更」(Shift+F3)を押します。
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＜受付順更新＞を表示し，受付順更新モードに入ります。

患者を選択し，「前↑」(Shift+F6)，「次↓」(Shift+F7)を押して順番を変更します。

変更後に再度「受付順更新」(Shift+F3)を押します。
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変更を確定し，受付順更新モードから通常モードに戻ります。

＜変更後の表示＞

「現在の受付状況」一覧の表示

順番を変更した患者には「*」を付けます。
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「現在の予約・受付状況」一覧の表示

変更前の順番で表示し，変更した患者に「**」を付けます。

受付順は「現在の受付状況」一覧へ切り替えて確認します。

ヒント

受付順変更により付いた「*」「**」は，順番を元に戻しても解除できません。

予約がない場合

「現在の予約，受付状況」一覧で操作・表示ができます。

操作方法は，予約がある場合と同様の操作です。

ヒント

予約がない場合は，「現在の予約，受付状況」，「現在の受付状況」のどちらでも操作・表示ができ，「**」は表示しません。
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氏名検索時の自動で検索するタイミングの変更

＜glclientの場合＞

氏名検索の画面では入力が少しの間止まったときに自動で検索します。

自動検索のタイミングは変更できます。

環境変数に　GL_SEND_EVENT_DELAY=XXXX　を設定します。

単位はミリ秒で0（ゼロ）と設定した場合は検索は「Enter」を押したタイミングで始まります。

詳しくはベンダーへお問い合わせください。

＜glclientランチャーの場合＞

詳細をクリックします。

「タイマー処理を有効にする」のチェックを外して「接続」をクリックします。
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＜glclient/Java(monsiaj)の場合＞

起動画面－その他の設定で設定します。

タイマーを使用する場合はチェックボックスをクリックします。

タイマーを使用しない，またはタイマー起動時間を0（ゼロ）と設定した場合は「Enter」を押したタイミングで

検索します。

その他の設定は

http://www.orca.med.or.jp/receipt/download/java-client/others.html
を参照してください。

詳しくはベンダーへお問い合わせください。
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2.1.3 メモ機能

受付から患者ごとにメモ登録できます。登録内容は受付，診療行為入力画面で確認・登録できます。またメモ内

容をCLAIM送信します。メモは各診療科ごとに1件ずつ，1件につき最大1000バイト分，全角半角混在で登録でき

ます。

ただし，メモ2はCLAIM送信のため　<>　の文字はエラーとし入力できません。

当日メモ登録がある患者は受付画面と診療行為入力画面でお知らせします。

【受付画面】

【診療行為画面】

【診療行為画面　通知表示】

ヒント！

通知表示を行うには，業務メニュー「91　マスタ登録」－「101　システム管理マスタ」－「1920　患者情報通知情報」で設定

が必要です。
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メモ登録をする

受付画面から患者を呼び出します。「メモ登録」(Shift＋F10)を押します。

メモ登録画面に遷移します。

メモ登録手順

1. メモ登録は日付ごとに登録を行うためまず日付を確認します。

（登録はシステム日付のメモのみ登録できます）

2. 診療科を設定します（初期表示は全科です）。

3. メモ1またはメモ2へ入力します。

4. 「登録」(F12)を押しますと，メモ1メモ2の両方を登録します。
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ヒント！

「101　システム管理マスタ」－「9000　CLAIM接続情報」によりCLAIM送信を行う設定になっている場合

は，確認メッセージを表示します。

F10：メモ登録後にCLAIM送信をします。

F12：メモ登録のみ行います。

メモ1，メモ2を別々に登録するには「メモ1登録」(F5)，「メモ2登録」(F8)を押します。

5. 登録を完了した後，「戻る」(F1)で受付へ戻ります。

6. 受付では該当の患者を選択時に当日のメモがあれば画面の右上部に【M】の表示をします。
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＜すでに登録済みのメモを複写する＞

メモを選択して複写する場合

1. 「一覧切替え」(F4)で複写元のメモを探します。

2. メモを選択すると置換「OK」(F12)，追加「NO」(F1)を選択します。

3. 複写します。

最新のメモを複写したい場合

1. 「一覧切替え」(F4)で複写したいメモ一覧へ切り替える。

2. 「メモ複写」(Shift＋F11)を押す。

注意！

• メモ1からの一覧から選択（メモ複写）するとメモ1へ複写し，メモ2の一覧から選択するとメモ2へ複写します。

• 「メモ複写」では表示しているメモ一覧の1件目を複写します。

＜メモ2へ文例選択から入力＞

「文例選択」(F11)を押し，すでに登録されている文例を選択し入力できます。

文例一覧から一つ選択し，「追加(F11)または「置換」(F12)を押します。

注意！

• 文例から入力ができるのはメモ2のみです。

• 文例の選択はできますが文例登録はできません。文例登録は【2.9　会計照会】の【（2）－7　文例登録】を参照し

てください。
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メモを確認する

当日メモがある場合は【M】を表示します。

＜メモ内容を確認する＞

1. 「メモ登録」(Shift＋F10)を押します。

2. まず登録してある一覧表を表示します。

メモ1，メモ2を「一覧切替え」(F4)で表示を変えながらメモ一覧を表示します。

3. 一覧ではメモ内容がすべて表示しきれないので，「前日」(F6)，「翌日」(F7)を押し日付を変更し，診療

科を変更してメモ内容を確認します。

注意！

• 初期表示は当日のメモを表示し，複数の診療科で登録がある場合は最後に入力した診療科分を表示します。
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登録したメモの変更

＜当日のメモの場合＞

1. 当日のメモを変更する場合は，診療科を合わせ変更したいメモを表示します。

2. 内容を直接変更し再度登録をします。

＜過去の日付のメモの場合＞

登録・変更はシステム日付当日のメモしか変更できません。

環境設定で日付を変更してからメモを表示させ変更します。

メモの削除

＜メモを個別に削除する＞

削除したいメモはメモ一覧から選択するのではなく，削除したいメモをメモ1またはメモ2に表示させます。表示
させた後，「メモ1削除」(Shift＋F5)，「メモ2削除」(Shift＋F8)を押して削除します。

1. 「前日」・「翌日」，診療科を設定し削除するメモを表示する。

2. 「メモ1削除」(Shift＋F5)，「メモ2削除」(Shift＋F8)を押して削除します。

＜診療日で一括削除する＞

1. 「前日」・「翌日」で削除したい診療日を表示する。

2. 「一括削除」(F3)を押す。

注意！

一括削除は指定した日のすべてのメモを削除します。あらかじめ一覧を表示しどのメモが削除されるか確認してください。

メモのCLAIM送信について

• 「送信」(Shift＋F12)を押すと当日のメモ2の内容をすべてCLAIM送信します。

（受付中で受付番号を選択していない場合は，最初に受付をした内容でCLAIM送信をします。受付番号

が選択されいれば該当の受付内容で送信します）。

• メモ2の内容は受付・請求確認画面からCLAIM送信します。

• 受付時にメモ2として登録されている内容があればその内容を予約請求モジュールの

• 「claim:memo」に設定して送信します。

• 外来の請求確認画面登録時にメモ2として登録されている内容があればその内容を点数金額モジュール

の先頭の「claimA:bundle」の「claimA:memo」に設定して送信する。

• 受付または請求確認画面を登録する診療科でメモ2が登録済みであればその診療科のメモ2の内容を，そ

の診療科で登録されていなければ「全科」で登録されているメモ2の内容を送信します。

• 「＊＊＊＊＊」でメモ内容を区切り，最後の内容を送信します。

• 「＊＊＊＊＊」の区切りがない場合はすべての内容を送信します。

この場合は「テストメモ2－2」を送信します。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 37 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 2.26



2.1.4 医師一覧

医師一覧を表示し当日の担当医を登録できます。

医師一覧より登録した当日の担当医は「環境設定」‐システム設定の当日担当医より優先します。

医師一覧の表示

ドクター欄のコンボボックスを押し，「****医師一覧」を選択します。

診療科担当医選択画面を表示します。

初期表示は登録されているすべてのドクターをカナ氏名順に表示します。
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＜表示順の変更＞

「コード順」(F3)を押す毎に　「コード順」　→　「カナ氏名順」　を切り替えます。

＜診療科の変更＞

「診療科」(F8)を押す毎に診療科を変更します。ただし受付画面で患者を表示している場合は診療科の変更はで

きません。

＜専門医の表示＞

「専門医」(F9)を押す毎に　「専門医」　→　「非表示なし」　→　「全体」　を切り替えます。

専門医：選択中の診療科の専門医を表示します。

非表示なし：業務メニュー「1010　職員情報」で非表示設定したドクターを表示しません。

全体：すべてのドクターを表示します。

当日の医師の登録

1．画面左上の診療科を選択します。

2．一覧より当日の医師を選択します。このとき表示する順番に選択します。

ヒント！

「コード順」(F3)，「専門医」(F9)を押して表示を切り替えてから選択できます。
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3．「登録」(F12)を押します。

4．「担当医を登録します。よろしいですか？」のメッセージを表示します。「OK」を押します。

5．当日の担当医が登録されます。

6．診療科を変更し，別の診療科の担当医を登録します。

ヒント！

担当医の登録は各科99人まで登録できます。

＜登録済み担当医の表示順の変更＞

受付より医師一覧を表示します。表示順を変更したい医師を選択し，「↑」(Shift+F6)「↓」(Shift+F7)を押して

順番を変更します。「登録」(F12)を押して登録します。

＜担当医の登録削除＞

登録を解除したい診療科を選択します。「一括削除」(F4)を押します。「登録してある担当医を削除します。復元は

できません。よろしいですか？」の確認メッセージを表示します。「OK」を押します。
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＜当日担当ではない医師を選択するには＞

受付画面で患者を開きます。ドクター欄より「****医師一覧」を選択します。

ドクターを選択し，「今回選択」(F11)を押します。
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2.2 登録（患者登録について）

2.2.1 新患登録の場合の患者番号採番

新患登録の場合，患者番号の採番をする必要があります。患者番号構成の初期設定によって多少異なりますが，

ここでは「*」を左詰めで入力し，「Enter」を押します。患者番号構成は「患者番号構成の設定と動作について」の

項で説明をしています。

新しい患者番号を表示します。

表示した患者番号を別番号としたい場合，「F5：再発行」を押すと新たに患者番号を採番し，表示します。患者

番号を確認し，患者登録をします。（「2.2.3　患者情報の入力」で説明します）

＜患者番号の空き番号について＞

自動採番した患者番号を「登録」(F12)する前に，「戻る」(F1)や「クリア」(F2)を押した場合その患者番号は空き

番号になり，引き続き「＊」を入れると先程表示していた患者番号に「＋1」された番号を採番します。空き患者番

号を手入力した場合は，その番号を再使用できます。

（例）

初めに「＊」で自動採番した患者番号・・・・・・「00002」

「戻る」等を押して登録されていない場合に，再度「＊」で採番すると・・・「00003」

これでは患者番号に空きができてしまいます。空き番号を発生させたくない場合は，初めに採番された「00002」

を患者番号入力欄へ入力し，再度患者情報の入力を行ってください。なお，患者番号の桁数は，「101　システ

ム管理マスタ」－「1009　患者番号構成管理情報」で設定されている桁数になります。
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2.2.2 修正時の患者番号入力

（1）修正時の患者番号入力
（2）患者番号再発行（患者番号の付け替え）

（1）修正時の患者番号入力

患者番号を入力します。

患者番号が分からない場合は，検索する患者の名字，または氏名を10文字以内で全角カタカナまたは漢字で入

力するか，「F9：氏名検索」を押し氏名検索画面で検索をします。患者内容を確認し，登録患者の修正をします。

（「2.2.3 患者情報の入力」で説明します）
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（2）患者番号再発行（患者番号の付け替え）

登録済みの患者番号を別の患者番号へ付け替えます。

患者番号のみ変更しますので，登録済みの内容は影響がありません。

例）00002　→　00007　へ患者番号を変更します。

登録済みの患者番号を入力し表示します。

「再発行」(Shift＋F5)を押します。

新患者番号を入力し「確定」(F12)を押すか，「Enter」を押します。
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旧患者番号が欠番になるメッセージを表示します。「OK」をクリックします。

患者番号が変わります。

旧患者番号は欠番になります
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2.2.3 患者情報の入力

（1）基本情報

（1）－1　漢字氏名への変換

（1）－2　同姓同名患者リストの表示

（1）－3　二重登録疑いリストの表示

（1）－4　禁忌薬剤登録

（2）周辺地域一覧

（2）－1　周辺地域一覧への住所登録

（2）－2　周辺地域一覧からの住所入力

（3）患者情報の複写

（4）保険入力

（5）公費入力

（6）労災入力

（7）自賠責入力

（8）公費欄の負担金，負担割合が変わった場合の変更方法

（9）一般・前期高齢受給者・後期高齢者の変更

（10）一定以上所得者の月上限経過措置（自己負担上限額の経過措置）

（11）公務災害入力

（12）公害保険入力

（13）特記事項登録

（14）介護老人保健施設，介護医療院の入所登録（入所中・入所中以外のレセプト作成）

（15）レセプト分割設定
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（1）基本情報

患者の基本情報を入力します。

項目の説明

患者番号入力欄 〈新患登録の場合〉

「＊」を左詰めで入力し，「Enter」を押し，自動採番します。

（すでに登録のある患者の呼び出しの場合）

患者の患者番号を入力するか，検索する患者の名字，または氏名を10文字以
内で全角カタカナまたは漢字で入力します。

該当する氏名が1件しかない場合は，その患者を呼び出して表示します。1件
以上存在する場合は，患者検索一覧画面へ遷移して該当の全患者を表示しま

す。

カナ氏名（全角25文字） カナ氏名を全角カタカナで入力します。姓と名の間に1文字分全角の空白を入

力します。

漢字氏名（全角25文字）

（拡張漢字を使用した場合は25文字まで

登録できない場合があります）

漢字選択画面から選択した漢字を表示します。「漢字氏名への変換」で説明し

ます。

性別 男性の場合は「1」を，女性の場合は「2」を半角で入力します。

画面最上部の患者氏名の右に性別を表示します。

生年月日 SYYMMDD の書式で Sが年号になります。

明治・・・「1」　　大正・・・「2」

昭和・・・「3」　　平成・・・「4」

令和・・・「5」

YYは和暦年で入力します。MMは月，DDは日を入力します。
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（例）昭和30年7月15日生まれの場合，「3300715」　と入力します。

その他の入力は以下のようになります。

「S30.07.15」

「S30.7.15」

「1955.07.15」

「1955.7.15」

上記例では「S30.　7.15」と表示します。

また，年・月・日を省略できます。

例）システム日付がH22.9.3の場合に

入力 表示

3 H22.9.3

10 H22.9.10

802 H22.8.2

8.2 H22.8.2

230802 H23.8.2

30802 H3.8.2

10.8.2 H10.8.2

年齢 年齢を表示します。

死亡区分ボタン ボタンをクリックすると，「死亡」と表示します。

業務メニュー「22　病名」の転帰区分「2　死亡」を選択し登録すると，「死亡」

と表示します。

通名（全角25文字） 外国人の場合など，通称名（ニックネーム）を希望される場合があれば入力

します。

カルテ発行 カルテの発行を行う場合は「1　カルテ発行あり」を指定した後，保険組合せ

一覧よりカルテ発行を行う保険組合せと診療科を選択します。「登録」(F12)
を押して印刷をします。なお，保険組合せが選択されていない場合は，頭書

きのみ印刷します。

（カルテに印字する傷病名について）

「3　カルテ発行あり（傷病名なし）」を選択した場合は傷病名を印字しませ

ん。また，「101　システム管理マスタ」－「1017患者登録機能情報」，「1910
プログラムオプション情報」によって記載する内容を変更できます。

（新規患者のカルテ発行欄・初期表示について）

新規患者を登録する場合のみ，「101　システム管理マスタ」－「1017

患者登録機能情報」で設定された初期表示をします。なお，すでに登録済

みの患者の初期値は，「0　カルテ発行なし」を表示します。

U・P この機能は日レセ本体にない機能（ユーザの作成した処理プログラ

ム）を実行できます。【5.1　システム管理マスタ】の【9700　ユーザプログ

ラム起動管理情報】を参照してください。
操作説明は，サポートベンダーへお問い合わせください。

保険組合せ 一覧に現在（システム日付）使用できる保険を表示します。カルテ発行をす

るときに該当の保険組合せを選択すると，その保険組合せでカルテを印刷し

ます。

診療科 カルテを発行するときに，診療科を選択します。カルテ発行時には，必須選

択になります。

何も選択されていない場合，エラーメッセージを表示します。選択された診

療科で病名が登録してある場合にカルテに該当病名を印刷します。

患者 「1　テスト患者」を選択したときは，レセプト一括作成，総括表，日次統

計，月次統計の対象になりません。

住所 郵便番号欄へ半角数字で入力します。該当の住所を表示します。また，住所を

全角50文字まで直接入力できます。この場合は住所マスタを検索し郵便番号

を表示します。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 48 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI



※住所より郵便番号の検索は「101　システム管理マスタ」－「1017患者登録

機能情報」で設定できます。

右側の欄は番地方書を全角50文字以内で直接入力します。

郵便番号の全桁入力以外にも，入力した数字から前方一致する郵便番号があ

れば住所一覧選択画面に遷移し，該当の番号を選択して住所欄に表示できま

す。また，左側の郵便番号欄の先頭に「/」を入力して「Enter」を押すと，周辺

地域一覧へ遷移します。頻繁に使用する住所は，あらかじめ登録しておくと

便利です。登録と入力方法は「周辺地域一覧」で説明します。

電話　自宅 ・ 勤務先（半角15桁） 自宅・勤務先の各電話番号を半角数字で入力します。

減免事由 「101　システム管理マスタ」－「1026　減免事由情報」で設定した減免事由

を，コンボボックスより選択します。減免事由を選択すると関連する割引率

を表示します。

割引率 「101　システム管理マスタ」－「1027　割引率情報」で設定した割引率を，減

免事由を選択すると表示します。

世帯主名（全角25文字） 新規登録の場合に患者氏名を複写し，世帯主名に自動表示します。患者当人

が家族の場合は，姓のみの複写をします。「被保険者名」欄の入力を行うと世

帯主名へ編集します。

「101　システム管理マスタ」－「1017　患者登録機能情報」で「自動表示しな

い」を設定できます。

続柄（全角15文字） 世帯主との続柄を入力します。

状態1～3 「101　システム管理マスタ」－「1018～1020　患者状態コメント情報」で設

定したコメントの該当があればコンボボックスより選択します。選択時，基

本情報画面上部にある旧姓の横の3つの項目に値を表示します。

出生時体重 出生時の体重を入力します。特定入院料の算定上限日数の判定に使用します。

領収・明細 診療行為入力後の請求確認画面の請求書発行区分を患者ごとに設定できま

す。「101　システム管理マスタ」－「1001　医療機関情報」の設定より優先し

ます。

0：請求書・明細書不要

1：請求書・明細書必要

2：請求書・明細書必要（請求あり）

3：請求書・明細書必要（訂正時なし）

4：請求書必要（明細書不要）

5：請求書必要（請求あり）（明細書不要）

6：請求書必要（訂正なし）（明細書不要）

7：請求書必要（請求あり）（明細書必要）

8：請求書不要・明細書必要

9：請求書不要・明細書必要（請求あり）

10：請求書不要・明細書必要（訂正時なし）

未設定の場合は「101　システム管理マスタ」－「1001　医療機関情報」，

「1010職員情報」の設定に従います。

禁忌（全角50文字） 禁忌情報を2行まで入力できます。

アレルギー（全角50文字） アレルギー情報を2行まで入力できます。

感染症（全角50文字） 感染症情報を2行まで入力できます。

コメント（全角で50文字分） コメントを2行まで入力できます。コメント欄のみ全角・半角（半角カタカナ

以外）を混在できます。

※全角半角混在であり，全角24文字（2列目は31文字）以上が入力された場

合，診療行為画面には「全角半角混在のため表示できません」と表示します。

文字数を減らすか50文字以内ですべて全角に変更してください。

主科設定 旧総合病院以外で診療科別請求を行う場合に主科を設定します。

主科設定しない（システム管理未設定）医療機関では選択できません。

主科設定をする医療機関は【3.2.3　主科設定】を参照してください。
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ファンクションキーの説明

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 遷移元の画面へ戻ります。

↑↓全体

（↑↓保険）

（↑↓公費）

Shift+F2
「前↑」(F6)と「次↓」(F7)で表示を切り替える保険を指定します。

クリア F2 内容をクリアし，患者番号の入力になります。

前回患者 F3 前回表示していた患者を再度表示します。

患者削除 F4 患者の内容をすべて削除します。

再発行 Shift＋F5
患者番号採番時の番号を変更したい場合に使用します。

連番号部分が＋1された患者番号を再度，発行します。

保険組合せ F5

新たに追加した保険や公費情報より，保険組合せの仮登録をします

（登録をする前に保険組合せを更新します）。

「保険組合せ」と同様に，タブ切替で他の画面へ遷移しても基本情報

画面の保険組合せ一覧を更新します。

保険追加 Shift＋F6 他保険の追加入力をする際に使用します。

前↑ F6
保険・公費情報が複数件入力済みの場合に，前の保険・公費を表示

します。

公費追加 Shift＋F7
4件目以降の公費を追加入力するとき，公費欄の最初の1行を空白に

します。

次↓ F7
保険・公費情報が複数件入力済みの場合に，次の保険・公費を表示

します。

←タブ切替 Shift＋F8
タブ画面の切り替えをします。押すごとに現在表示している画面の左

隣の画面を表示します。

→タブ切替 F8
タブ画面の切り替えをします。押すごとに現在表示している画面の右

隣の画面を表示します。

労災・自賠 Shift＋F9
労災・自賠責保険入力画面に遷移します。ただし，保険欄に該当の労

災保険または自賠責保険を表示しているか，新規入力であれば保険

欄が空白の状態で遷移します。

氏名検索 F9 氏名により患者を検索します。氏名検索画面に遷移します。

予約登録 F10 この画面から予約登録画面に遷移し，予約登録できます。

患者複写 Shift＋F11

新患入力時のみ，すでに患者登録されている患者の情報を複写でき

ます。

操作方法は，「患者情報の複写」で説明します。

受付一覧 F11 この画面から本日の受付一覧画面に遷移し，受付業務できます。

登録 F12 入力された患者情報の内容を登録します。

禁忌薬剤 Shift＋F12
患者個別に禁忌薬剤を登録できます。

登録した薬剤を診療行為入力すると警告を表示します。

カナ氏名，漢字氏名，性別，生年月日は必須入力項目です。カナ氏名を入力すると漢字選択画面を表示します。

そこで選択した内容を漢字氏名に表示します。
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（1）－1　漢字氏名への変換

「101　システム管理マスタ」－「1017　患者登録機能情報」の「2：人名辞書使用」の設定により，漢字氏名欄の漢

字の変換は2通りの方法があります。

「0：使用する」を設定した場合　・・・人名辞書を使用した漢字変換

「1：使用しない」を設定した場合・・・漢字氏名欄への直接入力

＜例1＞人名辞書ダイアログから「日医　太郎」へ漢字変換する

カナ氏名に「ニチイ　タロウ」と全角カタカナで入力後，「Enter」を押すと漢字選択画面へ遷移します。

選択候補一覧に該当する氏名の漢字がある場合は，選択番号へ該当する番号を入力するか，一覧をクリックし

て選択します。選択候補一覧に該当する氏名の漢字が無い場合は，確定漢字へカーソルを移動させて直接入力し

ます。画面では，「ニチイ」の該当漢字がありませんので確定漢字欄で「日医」と入力します。
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（重要）漢字を新規に登録する場合，一連の動作で「Enter」を2回押してください。

1回目の「Enter」は，漢字を確定します。

2回目の「Enter」は，入力項目の内容を確定します。

※2回目の「Enter」を押さないで「登録」を押しても，入力内容は登録されませんのでご注意ください。

「登録」を押した場合は，次に漢字選択画面を表示させたときに，「日医　太郎」の漢字を優先して先頭に表示し

ます。

項目 ファンクションキー 説明

確定 F11
確定漢字欄に表示している漢字等を履歴に残したくないときに押し

ます。

登録 F12 入力された患者情報の内容を登録します。

次に同じ読み方の患者氏名が入力されたときに優先して選択候補一覧の一番上へ表示します。

選択候補一覧は50件まで表示できます。なお，この画面では漢字の削除を行うことができません。不要だと思わ

れる漢字は，マスタ登録－「106　人名辞書情報マスタ」で削除できます。

（1）－2　同姓同名患者リストの表示

新患登録時，またはカナ氏名・漢字氏名を変更したときに，すでに同姓同名患者が登録済みの場合，同姓同名

者リストを表示します。

新規患者入力中は，一覧より登録済み患者を選択して修正できます。ただしこのとき，新規入力中の患者番号は

欠番になります。選択番号欄に該当患者を選択して「Enter」を押すと確認メッセージを表示します

「101　システム管理マスタ」－「1017　患者登録機能情報」により同姓同名リストを表示する・しないを設定で

きます。
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「OK」で現在入力中である新規患者の患者番号は欠番になり，選択した登録済みの患者の基本情報を表示します。

「戻る」を押すと新規患者の基本情報入力画面へと戻ります。

（1）－3　二重登録疑いリストの表示

新規患者登録時，またはカナ氏名・漢字氏名・性別・生年月日を変更したときに，「101　システム管理マス

タ」－「1017　患者登録機能情報」の設定により条件に一致する患者を二重登録疑い患者としてリスト表示しま

す。

新規患者入力中は，一覧より登録済み患者を選択して修正できます。ただしこのとき，新規入力中の患者番号は

欠番になります。選択番号欄に該当患者を選択して「Enter」を押すと確認メッセージを表示します。

「OK」で現在入力中である新規患者の患者番号は欠番になり，選択した登録済みの患者の基本情報を表示します。

「戻る」を押すと新規患者の基本情報入力画面へと戻ります。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 53 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 2.45

図 2.46

図 2.47



（1）－4　禁忌薬剤登録

患者ごとに禁忌薬剤を登録し，登録された薬剤が診療行為入力されたときに警告メッセージを表示します。
また投与期限のある薬剤の場合，投与開始日，禁忌開始日を登録すれば投与期限チェックに使用できます。

患者登録－基本情報より「禁忌薬剤」(Shift＋F12)を押します。

薬剤コード（9桁コード，入力CD）を入力し「登録」(F12)を押します。

薬剤は「検索・登録」(F8)を押し名称から検索できます。

＜投与期限チェックに使用する場合＞

投与開始日，禁忌開始日を入力してください。

禁忌開始日は投与最終日の次の日（投与できなくなる日）を入力します。

禁忌開始日以降に診療行為入力した場合にエラー表示（投与開始日，禁忌開始日）を表示します。

＜投与期限チェックを更新したい場合＞

投与期間チェックをするため，一度禁忌登録した薬剤を再度患者に投与した場合は，該当の薬剤を禁忌登録か

ら削除し，再度新たな投与開始日で禁忌登録してください。
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（2）周辺地域一覧

（2）－1　周辺地域一覧への住所登録

＜例＞東京都文京区白山（1丁目）　を登録する

住所の郵便番号入力欄へ「/」を入力後，「Enter」を押して周辺地域一覧を表示します。

↓
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「住所登録」(F4)を押します。

コードと，地方公共団体コードか，または郵便番号が必須入力項目になります。

地方公共団体コード，郵便番号のどちらかの番号は全桁入力以外にも，入力した頭の数字から前方一致で検索

をしますが，検索範囲を絞るためにここでは郵便番号の上3桁を入力してみます。「113」を入力し「Enter」を押し

ます。

項目の説明

コード 3桁以内の数字で入力します。このコードは，周辺地域一覧で町域と共に表示

する番号です。

地方公共団体コード 該当する地方公共団体コードを半角数字で入力します。

郵便番号 該当する郵便番号を半角数字で入力します。

枝番 1つの郵便番号で2つ以上の住所が存在する場合に使用します。

町域名短縮 周辺地域一覧に表示される町域名です。自院で名称変更できます。

ファンクションキーの説明

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 遷移元の画面へ戻ります。

クリア F2 表示した内容をクリアします。

削除 F3 表示した情報内容を削除します。

住所一覧 F9 現在，使用できません。

登録 F12 入力された内容を登録します。
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検索の画面より該当する番号を選択します。

住所を複写します。
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「登録」(F12)で登録します。
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（2）－2　周辺地域一覧からの住所入力

郵便番号入力欄へ「/」を入力後，「Enter」を押して登録済みの周辺地域一覧を表示します。周辺地域一覧から該

当する住所を選択番号に入力して「Enter」を押すか，または一覧の住所を直接クリックすると該当する住所を

画面下方の確定住所欄へ表示します。

「確定」(F12)を押すと患者登録画面の住所欄に選択した住所を表示します。また，「/001」のように，「/」の後に

続けてコード（周辺地域番号）を数字3桁で入力したときは，該当の住所を表示できます。なお，該当が無けれ

ば，「/」と同様に周辺地域一覧へ遷移します（連絡先等を入力する画面でもこの機能を使用できます）。
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（3）患者情報の複写

新患の患者番号を採番後，カナ氏名・漢字氏名を入力して「患者複写」(Shift＋F11)を押します（カナ氏名・漢

字氏名の入力が無い場合は，コピー元の患者氏名で表示します）。

コピー元の患者の患者番号を入力し，「Enter」を押して該当患者を表示します。「F12　複写開始」を押すと，性

別，生年月日，労災保険，公費受給者番号，状態，領収・明細，禁忌，アレルギー，感染症，コメント以外の

項目を複写します。
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上記の複写されない項目を入力します。公費の複写が不必要な場合は，負担者番号欄の先頭に「/D」，または「/

d」を入力して「Enter」を押すと削除できます。

注意！

特に「本人家族」欄も複写しますので注意してください。

確認後，「登録」(F12)を押して患者情報の登録をします。

ヒント！

公費を複写したくない場合は，「公費複写なし」(F10)を押します。
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（4）保険入力

保険の追加

保険入力は，空白の保険欄に直接入力しますが，他保険の追加入力をするときは，保険者番号欄の先頭に「/

A」，または「/a」を入力後「Enter」を押すか，または「保険追加」(Shift＋F6)を押して保険欄を空白にしてから，

新たな保険情報を入力します。

保険の複写

保険追加時に現在すでに入力済みの保険を複写したい場合は，入力済み保険の保険者番号欄に「/C」または「/c」

を入力します。

保険の削除

すでに登録してある保険を削除するときは，保険者番号欄の先頭に「/D」，または「/d」」を入力して「Enter」を押

します。ただし，労災・自賠責保険は「労災・自賠責」(Shift＋F6)を選択して労災入力画面で追加，修正，削除

をします。

ヒント！

複数の保険履歴がある場合は，有効期限の新しい順番で表示します。次の保険を保険欄へ表示させるには「次↓」(F7)を押

します。前の保険を表示するときは，「前↑」(F6)を押します。
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項目の説明

保険者番号 保険者番号を入力します。必須入力項目です。

「/A」，または「/a」を先頭に入力して「Enter」を押すと他保険の追加入力が

できます。また「/D」，または「/d」を先頭に入力して「Enter」を押すと表示し

ている保険を削除します。

保険の種類 保険の種類を選択します。保険者番号が入力済みのときは，保険者番号より

保険の種類を決定します。必須入力項目です。登録済みの保険種別を変更する

ことはできません。

本人家族区分 1　本人 ，2　家族 をコンボボックスより選択します。必須入力項目です。

年齢が15歳未満のときは「家族」を初期表示します。また，「101　システム管

理マスタ」－「1017　患者登録機能情報」により，家族とする年齢，または初

期表示をしないように設定できます。

保険の種類が「980　自費」の場合は，15歳未満の場合でも「本人」を初期表示

します。

補助区分 保険の種類によって選択内容がかわります。保険の種類が，国保・船員・自

費に該当する場合に選択できます。国保組合の場合は，「91　マスタ登録－

105　保険者マスタ」の「給付割合」欄で入院・外来別に負担割合の初期表示

の設定ができます。設定がされていない場合，患者登録画面では「3割」が初

期表示です。

自費保険の場合は，補助区分から「課税」または「非課税」を選択しま

すが，初期表示は「101　システム管理マスタ」－「1017　患者登録機能

情報」で設定できます。

70～74歳までの高齢受給者の場合は，患者負担割合「1割」を初期表示しま

す。

継続区分 保険の種類が該当する場合のみ，選択内容を表示し選択できます。

記号（全角20文字） 記号を全角で入力します。「91　マスタ登録－105　保険者マスタ」の「記号」

欄に記号の設定がある保険番号が入力されたときは，記号を自動表示しま

す。

全角スペースを健康保険の場合に入力すると警告メッセージを表示します。

「閉じる」をクリックします。

番号（全角20文字） 番号を全角で入力します。

資格取得日 資格取得日を入力します。

有効期間（開始年月日） 開始年月日を入力します。未入力の場合はシステム日付を登録します。

有効期間（終了年月日） 終了年月日を入力します。未入力の場合，「9999999」を終了年月日として扱

います。

被保険者名（全角25文字） 新規登録の場合に患者氏名を複写し，被保険者名に表示します。「本人家族区

分」が本人の場合は姓名共に複写します。家族の場合は，入力された保険の種

類が社保のときは姓のみ編集し，保険の種類が国保の場合は姓名共に複写し

ます。

「101　システム管理マスタ」－「1017　患者登録機能情報」により国保で家

族の場合の初期表示の設定を変更できます。

また，患者氏名の変更を行ったときで患者当人が本人の場合は画面表示中の

保険のみ，被保険者名に編集します。家族の場合は変更されません。

確認年月日 確認年月日を入力します。未入力の場合，システム日付を確認年月日として

扱います。

履歴 保険確認日の履歴を表示します。

※履歴の削除・変更できません。
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確認ボタン 「未」をクリックすると「済」に変わります。

確認年月日を更新します。

＜保険追加の仕方＞

患者を呼び出します。

「保険追加」(Shift＋F6)を押します。

空白になった保険欄へ新しい保険を入力していきます。
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保険追加をするときにすでに登録済みの保険を複写したい。

患者を呼び出し，複写したい保険を表示します。

保険者番号欄に「/C」または「/c」を入力し，「Enter」を押します。

補助区分，有効期間以外の保険情報を新規追加分として複写します。

※1割→3割の変更のみ等に使用すると便利です。

＜保険の確認について＞

保険証の変更の有無についての確認を行った場合に「確認年月日」横の「未」ボタンを押します。

変更がある場合は保険の追加登録します。修正の場合，確認年月日は修正前と変わりませんので「未」ボタンを

押し「済」にします。
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＜後期高齢者の登録＞

通常の主保険と同じように登録をします。

※老人保健から後期高齢者への変更は【（9）－3　老人保健から後期高齢者への変更】を参照してください。
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（5）公費入力

負担者番号を入力すると公費の種類を自動表示します。その後受給者番号，適用期間を入力します。

同じ法別番号で複数の公費がある場合は，負担者番号入力後に公費の種類を変更してください。

ヒント！

同じ法別番号で複数の公費がある場合に，一覧表示できます。

【5.1　システム管理マスタ】の【1017　患者登録機能情報】を参照してください。

また，一度選択済みの公費でも公費の種類の先頭に「/」を入力すると再度一覧を表示します。

注意！

「20　精神入院」の公費と他の単独公費を入力する場合は，レセプトが1枚にまとまってしまうため適用開始日が同じにな

らないように設定してください。
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画面の表示

患者の公費情報を直接入力します。最大3件まで，有効期間の新しい順番に表示します。4件以上の公費が存在す

るときの画面への表示は，「次↓」(F7)または「前↑」(F6)を押します。

公費の追加

4件目以降を追加入力するときは，負担者番号欄の先頭に　「/A」，または「/a」を入力後「Enter」を押すか，また

は「公費追加」(Shift＋F7)を押すと公費欄の最初の1行が空白になりますのでそこへ新たな公費情報を入力しま

す。

公費の削除

また，すでに登録してある公費を削除するときは，負担者番号欄の先頭に「/D」，または「/d」を入力して

「Enter」を押します。

注意！

「970　第三者行為」の追加・変更・削除は，「労災・自賠」(Shift+F9)を押し，労災自賠保険入力画面から行います。

ヒント！

地方公費単独の保険組合せができる場合に警告メッセージの表示をしますが，「101　システム管理マスタ」－

「1017　患者登録機能情報」で警告メッセージを表示しないように設定できます。
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項目の説明

負担者番号（半角8桁または全角4文字） 負担者番号を入力します。なお，負担者番号に全角文字を入力する場合は，

まず「91　マスタ登録」－「104　保険番号マスタ」で該当する地方公費の「検

証番号チェック区分」に「2　チェックしない」を設定してください。

公費の種類 負担者番号より公費の種類を決定し，表示します。必須入力項目です。

受給者番号（半角20桁または全角10文
字）

受給者番号を入力します。なお，受給者番号に全角文字を入力する場合は，

「104　保険番号マスタ」で該当する地方公費の「受給者検証番号チェック区

分」に「2　チェックしない」を設定します。

適用期間（開始年月日） 適用開始年月日を入力します。未入力の場合はシステム日付を登録します。

年齢制限のある公費入力を行う場合に生年月日から年齢を計算してチェック

します。

適用期間（終了年月日） 終了年月日を入力します。未入力の場合，「9999999」を終了年月日として扱

います。

確認年月日 確認年月日を入力します。未入力の場合，システム日付を確認年月日として

扱います。

確認ボタン 「未」をクリックすると「済」に変わります。

最終確認日を更新します。

表示 表示ボタンを「有」にすると，公費の終了日が設定済みの場合に終了日の前の

月から期限切れの注意を促すメッセージを表示します。

＜診療行為入力画面のメッセージ＞

「無」の場合は表示しません。また「有」になっていても同じ種類で次の公費が

登録された場合はメッセージを表示しません。

※メッセージは診療日ではなく，システム日付で終了日の前の月から表示し

ます。
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＜公費の終了日が過ぎた後にメッセージ表示したい＞

「101　システム管理マスタ」－「1007　自動算定・チェック機能制御情報」－前回保険組合せ相違チェックの項

目を「1　チェックする」にします。

受付画面・診療行為入力画面に患者を呼び出したときに前回の診療で使用した保険組合せと今回の自動表示し

た保険組合せをチェックし，メッセージを表示します。

警告を表示するのは，以下のような場合です。

● 公費の適用期間が終了した

● 公費または主保険が削除された

● 本人家族区分が変更され保険組合せが変わっている

注意!
● 警告を表示する条件は

「今回自動表示された保険組合せ番号が前回の保険組合せ番号の終了日以前に開始になっている場合」に警告表示します。

＜生活保護の受給者番号入力について＞

生活保護受給者の受給者番号は，受給者番号が変わらない固定番号制と，毎月付番される変動番号制の2通りの

制度が各自治体によって存在します。固定番号制の場合は一度の受給者番号登録で済むのに比べ，変動番号制の

場合は受給者番号を毎月登録し直す必要があるため，固定番号制と変動番号制の生活保護受給者では推奨する

入力方法が異なります。また，以下の各帳票に印字する公費欄の情報は，通常，患者登録画面で登録された公費

情報から編集しますが，生活保護の受給者番号をレセプトの公費欄に印字する場合に限り，上記理由により編

集元が異なります。

カルテおよび処方箋 患者登録画面の公費情報として登録されている負担者番号・受給者番号を印字しま

す。未入力の場合は，空白のままになります。

レセプト 患者登録画面の公費情報として登録されている負担者番号を印字します。未入力の場

合は，空白のままになります。

受給者番号は，明細書作成画面で登録された受給者番号を優先して印字をします。

固定番号制と変動番号制の各推奨する入力項目は，以下のとおりです。

（固定番号制・変動番号制　共通入力項目）

公費情報として，生活保護の「負担者番号」・「公費の種類」・「適用期間」を必須入力します。「適用期間」は，

「適用開始日」は各生活保護受給者によりそれぞれの開始日を入力し，「適用終了日」は，カーソルを「適用終了

日」欄に合わせたのち，未入力のまま「Enter」を押します。「9999999」が表示され，適用期間は適用開始日以降，

継続しているものとして扱います。
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（固定番号制の場合の推奨入力項目）

「受給者番号」の入力を推奨します。

受給者番号を入力する方法は，患者登録画面からの入力のほかに，明細書作成画面の「生保入力」で遷移する生

活保護まとめ入力画面から月単位で一括入力する方法もあります。レセプトへの受給者番号欄の記載は，生活保

護まとめ入力画面で登録された番号を優先して行いますが，生活保護まとめ入力画面で登録を行わなかった場

合は患者登録画面で入力された番号を記載します。よって，患者登録画面で受給者番号を入力しておくと，生活

保護まとめ入力画面で再入力の必要はありません。（生活保護まとめ入力画面では診療月には患者登録画面と同

番号を表示します）。

（変動番号制の場合）

「受給者番号」は，未入力（空白）で登録することを推奨します。

毎月変わる受給者番号は，生活保護まとめ入力画面より月ごとに一括入力します。このとき，患者登録画面で受

給者番号を入力されていると，診療のあった月の生保まとめ入力画面には毎月，患者登録画面で登録された受

給者番号を初期表示してしまいます。よって，受給者番号欄は未入力とすると毎月の一括入力作業が軽減できま

す。

明細書作成画面の操作方法は，【3.2　明細書】の【（1）－1　生活保護の受給者番号入力】を参照してください。

＜診療報酬明細書における，1円単位の記載方法について＞

地方公費の場合でレセプトの一部負担金額欄へ1円単位まで記載表示するには，「91　マスタ登録」業務から

「104　保険番号マスタ」に遷移し，保険番号マスタ画面の「レセプト負担金額」欄を「2　10円未満四捨五入しな

い」と設定して「登録」すると，1円単位の記載をします。デフォルトは，「1　10円未満四捨五入する」を表示しま

す。

＜特定疾患治療研究事業，小児特定，難病医療の入力方法＞

ポイント！

特定疾患治療研究事業，小児特定，難病医療は以下の登録をする必要があります。

• 患者の窓口自己負担限度額の登録

• レセプト記載用に所得区分の登録

使用する保険番号マスタ

番号 制度名 備考

051 特定負有 －

091 特定負無 －

052 小児特定 －

054 難病医療 －

956 公費アイ 上位所得者の患者

957 公費ウエオ 一般所得者・低所得者の患者

低所得者の場合は所得者情報で低所得の設定も必要
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登録例

1.公費欄に特定疾患医療受給者証の負担者番号を入力します。
2.次ぎに特定疾患医療受給者証の適用区分を入力します。

（区分ア・イ：上位所得者，区分Ⅳ：現役並み所得者）

（区分ウ・エ：一般，オ：低所得者，Ⅲ：一般，Ⅱ：低所得2，Ⅰ：低所得1）

※低所得者の場合は「所得者情報」で低所得の設定を行ってください。

3.月額自己負担限度額がある場合は「所得者情報」に設定します。

ポイント！

月額自己負担限度の設定方法は【2.2.7　所得者情報】を参照してください。

注意！：特定疾患医療受給者証，難病医療の適用区分と自己負担限度額認定証について

956：公費アイ

957：公費ウエオ　

は月内の診療が特定疾患治療研究事業，難病医療または小児特定との併用になる場合，医保単独分についても高額療養費

の現物給付扱いになります。月内で併用にならない（特定疾患治療研究事業の診療が無い，またはレセプト上医保単独に

なる）場合は現物給付の扱いにはなりません。

966：高額アイ

967：高額ウエオ

は医保単独，特定疾患治療研究事業，難病医療または小児特定共に高額療養費の現物給付の扱いになります。

公費のみで適用区分を確認した場合は　956，957を入力し，後に自己負担限度額認定証で区分を確認できた場合は　

966，967に変更します。両方同時に確認できた場合は　966，967を入力します。
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＜特定疾患治療研究事業の多数該当の入力＞

使用する保険番号マスタ

番号 制度名 備考

958 特疾4回目 956：公費アイ

957：公費ウエオ

966：高額アイ

967：高額ウエオ

にプラスして入力します。

登録例

上位所得者

一般

低所得者

※所得者情報で低所得区分の入力が必要です。

注意！　958特疾4回目と965高額4回目について

医療保険，特定疾患治療研究事業はそれぞれ回数のカウントをしますので，958：特疾4回目，965：高額4回目はそれぞれ

登録が必要です。
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初期設定されている公費の種類

950～979の公費の種類は各種保険制度に使用しています。

追加，変更，削除は行わないでください。

946：高齢者現役

948：医併入所中

949：医療入所中

950：０７入所中

951：０８入所中

954：特例非該当

953：減額（円超）

955：０１公該当

956：公費高額（適用区分ア・イ・4）

957：公費高額（適用区分ウ・エ・オ・3・2・1）

958：特定疾患高額4回目以降

959：災害該当

960：減額（割）

961：減額（円）

962：免除

963：支払猶予

964：高額委任払

965：高額4回目

966：高額（適用区分ア・イ）

967：高額（適用区分ウ・エ・オ）

968：後期該当

969：75歳到達月の特例

970：第三者

972：長期

974：長期（上位所得者）

976：高齢非該当

977：後期非該当

978：一般経過措置（H20.12.31　終了）

979：低２経過措置（H20.7.31　終了）
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開始日について

956：公費アイ

957：公費ウエオ

958：特疾4回目

960：減額（割）

961：減額（円）

962：免除

963：支払猶予

964：高額委任払

966：高額アイ

967：高額ウエオ

965：高額4回目

上記保険番号マスタは通常は「1日」を入力してください。

月途中の保険変更時に変更後の保険から高額療養費を適用したい場合は，主保険の開始日に合わせて登録します。

通常時の例

保険変更後から高額アを適用したい場合

1月1日～1月24日まで社保，1月25日～国保＋高額ア

ヒント！

上記の例の場合でも開始日を1月1日～とすれば，1月分の変更前の社保，変更後の国保の両方で高額療養費を適用し

ます。
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＜高齢者の高額療養費区分＞

使用する保険番号マスタ

番号 制度名 備考

946 高齢者現役 受給者番号欄の入力あり

登録例

現役並みⅡ　「946　高齢者現役」を選択し「２」を受給者番号欄に入力します。

現役並みⅠ　「946　高齢者現役」を選択し「１」を受給者番号欄に入力します。

現役並みⅢについて

現役並みⅢとみなすのは以下の場合です。

• 「946　高齢者現役」の登録がなく，補助区分が「3割」のとき。
• 「946　高齢者現役」の受給者番号が空白または「２」，「１」以外のとき。

ヒント

「２」または「１」は全角・半角のどちらも登録できます。
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＜特記事項　01公の患者＞

使用する保険番号マスタ

番号 制度名 備考

955 01公該当 一般所得以外の所得区分で高額療養

費の現物給付がされるとき，負担金

計算を一般所得区分で行います。

（参考）特記事項01公の患者とは

医療保険単独の者および後期高齢者医療単独の者に係る明細書で，「公費負担医療が行われる療養に係る高額療養費の支

給について」（昭和48年10月30日付保発第42号，庁保発第26号）による公費負担医療が行われる療養に要する費用の額

が，健康保険法施行令（大正15年勅令第243号）第42条および高齢者医療確保法施行令（昭和57年政令第293号）第15条
に規定する金額を超える場合

登録例
公費欄に入力します。

レセプト記載
登録例の場合は，特記事項へ「26区ア」，「01公」を記載します。

一部負担金欄へは一般所得の高額療養費を記載します。
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＜災害時の際の一時負担金の徴収猶予・免除＞

使用する保険番号マスタ

番号 制度名 備考

959 災害該当

960 減額（割）

所得者情報で減額する割合を入力。

負担者番号欄の1桁目に「2」を入力し

た場合は，保険の負担割合を減額。

961 減額（円） 所得者情報で減額する金額の入力

953 減額（円超） 所得者情報で自己負担上限額を入力

962 免除 －

963 支払猶予 －

960　減額（割）について

負担者番号欄の1桁目に「2」を登録した場合は，保険の負担割合を所得者情報で設定された割合分をさらに減額します。

例）協会けんぽ　本人負担割合3割

　　所得者情報に10％を設定　　　　　　→　　本人負担割合を2割として計算

登録例

公費欄に入力します。

960：減額（割），961:減額（円）は所得者情報で減免の割合（金額）を入外別に入力します。

953：減額（円超）は所得者情報で自己負担上限額を入力します。
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960：減額（割）の負担者番号欄に「2」を入力する場合。

＜高額委任払い制度＞

使用する保険番号マスタ

番号 制度名 備考

964 高額委任払 受給者番号欄または所得者情報で金額の

入力あり

登録例

公費欄と所得者情報に入力します。

保険部分の上限額を所得者情報に入力します。

ヒント！

外来のみ高額委任払い計算を行うには，入院上限額に9999999を入力します。

入院のみ高額委任払い計算を行うには，外来上限額に9999999を入力します。

■高額委任払い（964）で高額療養費の計算をするには

受給者番号欄に所得区分（ア～オ）を入力します。
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＜「限度額適用認定証」による現物給付（高額療養費）＞

使用する保険番号マスタ

番号 制度名 備考

966 高額アイ 上位所得者の患者

967 高額ウエオ 一般所得者・低所得者（非課税世帯）の患者

低所得者の場合は所得者情報で低所得の設定も必要

登録例

上位所得者の場合

公費欄に入力します。受給者番号に所得区分を入力します。

一般所得の場合

公費欄に入力します。受給者番号に所得区分を入力します。

低所得の場合

公費欄に「高額ウエオ」，受給者番号に所得区分を入力します。所得者情報に低所得を入力します。

所得者情報に低所得の入力

「標準負担額減額認定証」がある場合は開始日も入力します。
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＜高額療養費多数該当（4回目以降）＞

使用する保険番号

番号 制度名 備考

965 高額4回目 70歳以上は単独入力

一般の方は

966：高額アイ

967：高額ウエオ

にプラスして入力します。

登録例　上位所得者の場合

公費欄に入力します。

一般所得の場合　公費欄に入力します。

低所得の場合　公費欄に入力します。

所得者情報で低所得区分の入力が必要です。
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＜後期該当＞

使用する保険番号

番号 制度名 備考

968 後期該当 75歳未満の生活保護単独の患者を後

期高齢者として算定する場合に設定

登録例
公費欄に入力します。
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＜75歳到達月の特例＞

• 月の途中で75歳を迎え後期高齢者に加入した場合，その月の医療保険制度と後期高齢者医療制度の高額

療養費の自己負担限度額をそれぞれ2分の1にします。

• 扶養者が75歳に到達すると被扶養者の保険変更の場合もそれぞれ2分の1の特例計算の対象になります。

患者登録の必要がある患者

● 扶養者が75歳に到達すると，保険変更になった被扶養者の患者

（75歳を迎える本人は生年月日より自動計算を行うため登録は必要ありません）

特例対象外になる患者

● 75歳到達日が1日の患者，またはその被扶養者

● 2月29日生まれの患者，またはその被扶養者

● 公費単独の患者

● 障害認定により75歳到達月以前に後期高齢者になっている患者

使用する保険番号マスタ

番号 制度名 備考

969 75歳特例 966：高額アイ

967：高額ウエオ

にプラスして入力します。

登録例
公費欄に入力します。

75歳特例の開始日について

開始日は扶養者が75歳に到達したことに伴い被扶養者の保険が変更になった日付を入力します。

＜特例非該当＞

75歳到達月で75歳の誕生日前に死亡した場合など，負担金計算の75歳特例を解除します。

使用する保険番号マスタ

番号 制度名 備考

954 特例非該当

登録例
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登録例：10月15日誕生日　10日に死亡

開始日，終了日は非該当期間を登録します。

＜長期（特定疾病療養受領証）＞

使用する保険番号マスタ

番号 制度名 備考

972 長期 上限10000円

974 長期（上位 上限20000円

登録例

公費欄に入力します。

ヒント！

「972　長期」（マル長）の患者で月の途中から公費が適用となった場合のレセプト記載は，【第7章　対処事例1】を参照し

てください。

＜高齢非該当＞

70歳以上で高齢受給者証を持っていない（一般扱い）場合に登録します。

使用する保険番号マスタ

番号 制度名 備考

976 高齢非該当 補助区分に注意！

登録例

公費欄に入力します。

国保の場合は補助区分を3割に設定する。
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社保の場合は補助区分を空白にする。

この際，主保険と高齢非該当の開始日に注意して入力を行わないと空白にできない。

＜後期非該当＞

75歳以上の後期高齢者で後期高齢者保険に該当しない場合に登録します。

使用する保険番号マスタ

番号 制度名 備考

977 後期非該当

登録例
公費欄に入力します。
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（6）労災入力

「労災・自賠」(Shift＋F9）を押して表示された労災自賠責入力画面で，患者の労災保険情報の入力，修正，削

除をします。

ファンクションキーの説明

F1　戻る 患者登録画面へ戻ります。

F2　クリア（追加） 画面をクリアします。

労災・自賠責保険を新たに追加するときに押します。

F3　削除 表示されている保険情報を削除します。

F12　登録 労災・自賠責を登録します。
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F7　次 労災・自賠責が複数登録済みの場合に表示を切り替えます。

項目の説明

労災自賠保険区分 該当する労災保険をコンボボックスより選択します。

被保険者名 患者登録画面で呼び出している患者の氏名を表示します。

傷病の部位 傷病の部位を入力します。

複数の労災保険で受診している場合などに使用でき，診療行為入力画面の保険組合せ欄に表示します。

－短期給付・傷病年金－

労働保険番号 短期給付の場合に労働保険番号を入力します。労働保険番号がわからない場合

は省略して登録できます。登録時に「警告！！労働保険番号が未入力です。」と

メッセージを表示しますが，そのまま登録できます。

年金証書番号 傷病年金の場合に年金証書番号を入力します。

災害区分 コンボボックスより選択します。

新継再別 労災保険区分に入力があればコンボボックスより選択できます。

転帰事由 コンボボックスより選択します。ここで入力された転帰事由をレセプト記載し

ます。（病名登録画面の労災病名に入力されている転帰はレセプトに反映しま

せん。労災・自賠保険入力画面の転帰事由が反映されます）

「継続」以外の転帰事由が選択済みの場合，レセプト診療年月と療養終了年月

日が同じ月であれば，「継続」以外を記載し，そうでなければ「継続」を記載し

ます。

四肢特例区分 労災保険の該当部位が四肢，または手指であった場合に選択します。

傷病年月日 「療養補償給付たる療養の給付請求書」にある傷病年月日を入力します。

療養開始日 療養開始年月日を入力します。

療養終了日 療養終了年月日を入力します。終了日が入力された月の労災レセプトの療養期

間には，療養開始日（療養開始日の翌月以降であれば1日）から療養終了日ま

で表示します。未入力の場合は「9999999」を終了年月日として扱います。この

とき，その月の労災レセプトへの表示は，療養開始日または1日から末日まで

です。

事業の名称 「療養補償給付たる療養の給付請求書」にある事業名称を入力します。

事業場の所在地 「療養補償給付たる療養の給付請求書」にある事業場の所在地をコンボボック

スより選択し，入力します。

労災レセ回数記載 労災レセプトへの請求回数記載の設定をします。基準年月は「療養開始日」を初

期設定しますが，診療開始日以降で任意に基準年月，回数を変更できます。設

定された基準月から回数をカウントし労災レセへ記載します。

労災基準監督署 労災の請求書を作成するのに使用します。

※労災レセへ記載するには「101　システム管理マスタ」－「4001　労災自賠医療機関設定情報」も設定する必要

があります。

－アフターケア－

健康管理手帳番号 健康管理手帳番号の入力します。

損傷区分 該当するアフターケア対象傷病をコンボボックスより選択します。

療養開始日 療養開始日を入力します。

療養終了日 療養終了日を入力します。未入力の場合，「9999999」を終了年月日として扱

います。
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【労災保険登録後の患者登録画面】

労災保険対応として使用する際には，「101　システム管理マスタ」－「4001　労災自賠医療機関情報」で必要項目

の設定を行ってください。

（7）自賠責入力

「労災・自賠」(Shift＋F9）を押して表示された労災自賠責入力画面で，患者の自賠責または第三者行為（自賠

責）の入力，修正，削除をします。

交通事故等（第三者行為によるケガ）で健康保険を使用して治療を受ける場合

労災自賠責保険区分に「6　第三者行為」を選択してください。

登録後，公費の種類欄に「970　第三者行為」を追加します。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 88 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 2.111



ファンクションキーの説明

F1　戻る 患者登録画面へ戻ります。

F2　クリア（追加） 画面をクリアします。労災・自賠責保険を新たに追加するときに押します。

F3　削除 表示されている保険情報を削除します。

F12　登録 労災・自賠責を登録します。

F7　次 労災・自賠責が複数登録済みの場合に表示を切り替えます。

使用項目の説明

労災自賠責保険区分 コンボボックスより選択します。

自賠責請求区分 コンボボックスより選択します。初期表示を「101　システム管理マスタ」－

「4001　労災自賠医療機関情報」で設定できます。

※労災自賠責保険区分に「6　第三者行為」を選択した場合は，「2　請求しな

い（0%）」を表示します。

傷病の部位 自賠責診療報酬明細書への表示等，反映はしませんが診療行為入力画面右上

部への画面に表示され，部位が確認できます。必須入力ではありません。

転帰事由 コンボボックスより選択します。ここで入力された転帰事由をレセプト記載

します。（病名登録画面の自賠病名に入力されている転帰はレセプトに反映

しません。労災・自賠保険入力画面の転帰事由が反映されます）

「継続」以外の転帰事由が選択済みの場合，レセプト診療年月と療養終了年月

日が同じ月であれば，「継続」以外を記載し，そうでなければ「継続」を記載

します。

四肢特例区分 労災保険に準拠するため，自賠責保険の該当部位が四肢，または手指であっ

た場合に選択します。

傷病年月日 受傷日を入力します。

療養開始日 診療期間開始日を入力します。
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療養終了日 診療期間終了日を入力します。終了日が入力された月の自賠責レセプトの診

療期間には，療養開始日（療養開始日の翌月以降であれば1日）から療養終

了日まで表示します。未入力の場合，「9999999」を終了年月日として扱いま

す。その月の自賠責レセプトへの表示は療養開始日または1日から末日までで

す。

自賠責点数算定区分 自賠責保険の算定区分を設定します。

「0　労災自賠医療機関情報に準拠」－システム管理－「4001　労災自賠医療

機関情報」の「自賠責区分」の設定に従います。

「1　労災準拠」－労災準拠で点数算定します。

「2　健保準拠」－健保準拠で点数算定します。

※「1　労災準拠」，「2　健保準拠」はシステム管理の設定と異なる算定を行

いたい場合に設定する事を推奨します。

自賠責担当医 自賠責レセプトへ担当医を記載します。科を選択後，担当医を選択，または

医師コードを直接入力します。入力がない場合は，「101　システム管理

マスタ」－「1001　医療機関情報―基本」の管理者氏名（院長）を自賠責

レセプトへ記載します。
自賠責保険会社名 自賠責レセプトへ保険会社名を記載します。

業務メニュー「91　マスタ登録」－「101　システム管理マスタ」－「2005　レ

セプト・総括印刷情報」－労災・自賠責タブ－自賠責・様式選択で新様式が

「2　OCR様式」の場合は15文字以上印字されません。次項の「OCR様式の保険

会社略称」の保険会社略称（入力用）を入力してください。

第三者行為　現物給付 第三者行為診療分の一部負担金の計算方法を選択します。

「2　対象」を選択すると，自己負担限度額までの負担金計算をします。

業務メニュー「91　マスタ登録」－「101　システム管理マスタ」－「4001　労
災自賠医療機関情報」の「現物給付区分初期設定」で初期表示設定ができま

す。

第三者行為　特記事項 第三者行為診療分のレセプト特記事項へ「10第三」の記載有無を選択します。

自賠責対応として使用する際には，「101　システム管理マスタ」－「4001　労災自賠医療機関情報」で必要項目の

設定を行ってください。

「6　第三者行為」について

• 「6　第三者行為」を登録すると，医保＋第三者行為の保険組合せを作成します。

• 第三者行為単独の保険組合せは作成されません。

• 患者登録画面に「減免事由」が設定されていても，減免計算は行いません。

• 災害減免対象外になります。

• 75歳到達月の自己負担限度額特例対象外になります。

OCR様式の保険会社略称

自賠責レセプトをOCR様式で提出する場合の保険会社名は以下の略称を入力してください。

保険会社名 保険会社略称（入力用）

共栄火災海上保険株式会社 共栄火災海上保険

三井住友海上火災保険株式会社 三井住友海上火災保険

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 あいおいニッセイ同和損害保険

東京海上日動火災保険株式会社 東京海上日動火災保険

セコム損害保険株式会社 セコム損害保険

日新火災海上保険株式会社 日新火災海上保険
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富士火災海上保険株式会社 富士火災海上保険

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 損害保険ジャパン日本興亜

朝日火災海上保険株式会社 朝日火災海上保険

大同火災海上保険株式会社 大同火災海上保険

セゾン自動車火災保険株式会社 セゾン自動車火災保険

ソニー損害保険株式会社 ソニー損害保険

三井ダイレクト損害保険株式会社 三井ダイレクト損害保険

ＳＢＩ損害保険株式会社 ＳＢＩ損害保険

イーデザイン損害保険株式会社 イーデザイン損害保険

（8）公費欄の負担金，負担割合が変わった場合の変更方法

公費の改正等で負担金や負担割合等が変わった場合は，公費の期限を終了させ，新たに同じ公費を登録する必

要があります。これは，公費情報（保険番号マスタ）に期間があり，新たな負担金等が設定されるためです。

例）平成25年7月1日から191福祉の負担金が変わる場合

平成25年7月1日以降に登録する患者は問題ありません。

平成25年6月30日以前に登録済みの患者に対して，再度公費の登録が必要です。

該当の患者の登録画面を開きます。

「Enter」またはいずれかのファンクションキーを押すとメッセージを表示します。

「OK」を選択します。

負担者番号，受給者番号がコピーされ，10月1日からの公費を追加登録します。
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（9）一般・前期高齢受給者・後期高齢者の変更

（9）－1　一般から前期高齢受給者に変更する場合

＜社保の場合＞

該当の患者の登録画面を開きます。登録(F12)を押すとメッセージを表示します。（ほかにも保険組合せ(F5)，

タブ切替(F8，Shift+F8)，労災・自賠(Shift+F9)を押したタイミングでメッセージを表示します）

「OK」を選択します。

負担割合に「2割」を表示します。

ヒント！

社会保険の場合に補助区分を「3割」に変更するには，有効期限をH18.10.01以降に変更する必要があります。
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＜国保の場合＞

患者登録画面の有効開始日，確認年月日が前期高齢者になる日より前の場合にメッセージを表示します。

前期高齢者2割の場合は「保険追加」より新たに保険を追加します。

前期高齢者3割の場合は確認年月日の「未」ボタンを押し「済」に変更します。
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確認日が更新され次回からはチェックがかからなくなります。

（9）－2　一般または前期高齢者受給者から後期高齢者へ変更

該当の患者の登録画面を開きます。

「Enter」またはいずれかのファンクションキーを押すとメッセージを表示します。

「閉じる」を押し，「保険追加」(Shift＋F6)で後期高齢者の保険を追加してください。

（9）－3　老人保健から後期高齢者への変更

1. 老人保健が登録されている患者を呼び出します。

2. 老人保健を平成20年3月31日で終了するメッセージを表示します。

3. 「OK」で老人保健が終了します。

4. 「保険追加」(Shift＋F6)で後期高齢者の保険を登録します。

（10）一定以上所得者の月上限経過措置（自己負担上限額の経過措置）

削除
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（11）公務災害入力

「労災・自賠」(Shift＋F9）を押して表示された労災自賠責入力画面で，患者の自賠責保険情報の入力，修正，

削除をします。

使用項目の説明

労災自賠責保険区分 コンボボックスより選択します。

請求区分 コンボボックスより選択します。初期表示を「101　システム管理マスタ」－

「4001　労災自賠医療機関情報」で設定できます。

傷病の部位 診療行為入力画面右上部への画面に表示され，部位が確認できます。必須入

力ではありません。

転帰事由 コンボボックスより選択します。ここで入力された転帰事由をレセプト記載

します。（病名登録画面の公害病名に入力されている転帰はレセプトに反映

しません。労災・自賠保険入力画面の転帰事由が反映されます）

「継続」以外の転帰事由が選択済みの場合，レセプト診療年月と療養終了年月

日が同じ月であれば，「継続」以外を記載し，そうでなければ「継続」を記載

します。

四肢特例区分 労災保険に準拠する場合，四肢または手指であった場合に選択します。

傷病年月日 受傷日を入力します。

療養開始日 診療期間開始日を入力します。

療養終了日 診療期間終了日を入力します。終了日が入力された月のレセプトの診療期間

には，療養開始日（療養開始日の翌月以降であれば1日）から療養終了日ま

で表示します。未入力の場合，「9999999」を終了年月日として扱います。そ

の月のレセプトへの表示は療養開始日または1日から末日までです。

担当医 公務災害レセプトへ担当医を記載します。科を選択後，担当医を選択，また

は医師コードを直接入力します。入力がない場合は，「101　システム管

理マスタ」－「1001　医療機関情報―基本」の管理者氏名（院長）をレセ

プトへ記載します。
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ヒント！

公務災害として使用する際には，「101　システム管理マスタ」－「4001　労災自賠医療機関情報」で必要項目の

設定を行ってください。

（12）公害入力

保険の種類から「975　公害保険」を選択します。

本人家族区分は「本人」のみ登録できます。

（13）特記事項登録

患者ごとに特記事項を登録しレセプト，レセプト電算データに記載します。

患者登録の「特記事項・レセプト分割」タブを選択します。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 96 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 2.122

図 2.123



特記事項入力画面に遷移します。赤枠内の各項目を入力します。

項目の説明

入外区分 入外を指定します。

レセ電 レセプト電算データに記録する特記事項番号を入力します。

任意の番号が登録できます。

紙レセプト 紙レセプトの特記事項に記載する内容を入力します（レセ電欄の

番号との連動）。任意の文字列が入力できます。

有効期間 開始年月，終了年月を入力します。
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ポイント！

● 特記事項に「07　老併」「09　施」が登録してある場合は，診療行為入力画面の診察料が自動的にダミーコードに変

わります。

● 「09　施」が登録してある場合は，レセプトに【配】○○回のコメントを自動記載します。

● 特記事項はコンボボックスより選択して登録できます。
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（14）介護老人保健施設，介護医療院の入所登録（入所中・入所中以外のレセプト作成）

介護老人保健施設，介護医療院に入所中の診療と入所中以外の診療をそれぞれ個別のレセプトに記載します。

＜登録方法＞

公費欄に「950　07入所中」，「951　08入所中」，「948　医併入所中」または「949　医療入所中」を入力します。

適用期間の開始日に入所日を入力し，終了日に退所日を入力します。

適用開始日，適用終了日で保険組合せが変わります。

「42　明細書」でレセプトを作成すると，それぞれの保険組合せの期間で個別にレセプトを作成します。

ヒント！

「950　07入所中」は特記事項「07老併」に該当します。

「951　08入所中」は特記事項「08老健」に該当します。

「948　医併入所中」は特記事項「38医併」に該当します。

「949　医療入所中」は特記事項「39医療」に該当します。

それぞれレセプトに自動記載します。
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＜同日に入所中と入所中以外の両方の診療がある場合＞

「950　07入所中」または「951　08入所中」の受給者番号欄に「1」（半角）を入力します。

1月15日，2月20日は保険組合せを重複させ入所中と入所中以外の両方の診療が入力できます。
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＜すでに入所中の患者，または入所登録を行っていない患者が退所した場合＞

同一月に「入所中の診療」と「入所中以外の診療」があった場合，個別にレセプトを作成する必要があります。

■退所後の診療が当月にない場合

入所登録は必要ありません。

■退所後の診療が当月にある場合

当月の1日から退所日までの期間で「950　07入所中」または「951　08入所中」を登録してください。入所日以降は

保険組合せが変わりますので入力を訂正してください。
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（15）レセプト分割設定

1枚まとめレセプト（複数の保険分）を分割し，各保険組合せごとにレセプトを作成します。

ポイント！

1. 分割を行うには必ず主保険またはすべての公費の適用期間を区切る必要があります。

※公費の変更があり，主保険に変更がなかったとしても主保険を公費に合わせて区切る必要があります。

2. 各保険組合せの変更日に分割する保険を指定します。

3. 主保険の保険者番号の変更等，複数のレセプトが作成される場合は分割の設定は必要ありません。

4. 1枚にまとめたレセプトでは請求できない場合のみ設定してください。
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＜操作方法＞

例）国保の記号・番号の変更　

　　保険組合せ0001，0002，0003，それぞれのレセプトを作成する

　　国保：保険組合せ0001　H31.4. 1～R02.1.14

　　国保：保険組合せ0002　R02.1.15～R02.1.19

　　国保：保険組合せ0003　R02.1.20～999999

1．（P02)登録画面で患者を開き，「特記事項・レセプト分割」を押します。

2．対象年月欄に「H2501」を入力し，振替日に「15」を入力し，「Enter」を押します。

　 14日までの保険組合せと15日以降の保険組合せを表示します。
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3．15日では保険組合せの0001と0002を分ける設定のため，0003を削除します。

　 削除番号に「3」を入力するか，「0003」をマウスで選択します。

　 削除設定された保険組合せに「◎」が付きます。

4．「更新」を押して登録します。

5．20日では保険組合せの0002と0003を分ける設定のため，0001を削除します。
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6．「更新」を押して登録します。

　 最後に「登録」(F12)を押し，登録を完了します。

7．レセプトを作成します。
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2.2.4 受付

（1）受付
（2）「未登録者受付」ボタン

（1）受付

当日の患者の受付情報を表示します。また受付情報の追加・変更・取消をします。

診療科 コンボボックスに表示しているリストより選択します。（前回受診科を表示

します）

担当ドクター コンボボックスに表示しているリストより選択します。

診療内容 コンボボックスに表示しているリストより選択します。

カルテ カルテ頭書きを印刷するかどうかを指定します。

処方箋 処方箋頭書きを印刷するかどうかを指定します。発行ありの場合，保険組合

せの選択が必要です。

保険組合せ カルテまたは処方箋を出力する場合，保険・公費の組合せ情報より番号を選

択入力します。
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以上の項目を入力し，「受付完了」を押し，本日の予約状況，受付状況欄に表示します。

本日の予約状況，受付状況欄に表示します。

ボタンの説明

受付完了 入力した患者の受付処理を行い，本日の予約状況，受付状況欄に表示します。

受付取消 本日の予約状況，受付状況欄に表示されている中から，選択された受付済みの内

容を取り消します。

未登録受付者

（受付登録画面で氏名のみで受

付を完了している患者）

受付が完了している新患の中で，採番，保険登録がまだされていない患者を一覧

に表示します。
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（2）「未登録者受付」ボタン

このボタンを押し，未登録受付一覧画面へ遷移します。

患者登録する該当者を選択番号に入力し，「Enter」を押すと患者登録の受付にある本日の予約状況，受付状況

欄に表示します。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 108 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 2.141

図 2.142



2.2.5 保険組合せ履歴

＜保険組合せ情報の表示＞

基本情報画面の保険・公費情報より作成されたすべての保険組合せを表示します。

＜保険・公費の確認ボタン＞

保険・公費の確認年月日は，この画面からも切り替えできます。保険証の変更の有無についての確認を行った場

合に確認ボタンを押します。「未」のときにクリックするとシステム日付を確認年月日に編集し，表示を「済」へ

と変更します。
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＜該当保険組合せの患者負担割合の表示＞

選択番号を入力またはクリックして表示された保険組合せの患者負担割合が確認できます。また，外来ボタンは

クリックすると入院時の患者負担割合へ切り替わると共に薬剤負担金欄は食事療養費欄と表示を変更します。

＜特定疾患治療研究事業の期間が重複する場合の表示＞

　「051　特定負有」，「091　特定負無」，「052　小児特定」は，同一公費を複数，重複した期間持つ場合がある

ため，保険組合せ履歴により確認できます。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 110 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 2.145

図 2.146



＜保険組合せの非表示＞

患者ごとに公費を含む複数の保険組合せの中から使用しない保険組合せを非表示にできます。

非表示の条件

• 該当の患者で非表示にしたい保険組合せを過去に使用（診療行為入力・病名）していないこと

＜非表示登録する＞

保険組合せ履歴を表示し，非表示したい保険組合せを選択し非表示区分を設定します。

診療行為入力画面で非表示になります。

＜エラーメッセージが表示される場合は＞

診療行為入力または病名で使用されたことのある保険組合せは，エラーメッセージを表示し非表示登録ができ

ません。

＜非表示設定後の各業務画面の表示＞

• 患者登録画面では「非表示分」として保険組合せの表示をします。
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• 受付・診療行為画面では表示を行いません。

• 会計照会－保険一括変更では「非表示」として表示をします。

• ●非は入外共に非表示設定です。

• ●入は入院のみ非表示設定です。

• ●外は外来のみ非表示設定です。

＜難病等＋生保の組合せ作成＞

015　更生

016　育成

021　精神通院

052　小児特定

054　難病

　＋　「012　生活保護」の保険組合せを作成します。

ヒント

主保険がない期間を対象にし公費のみの保険組合せを作成します。

注意

チェックを外すと一度作成した保険組合せを削除します。
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2.2.6 連絡先等

患者の自宅情報，連絡先情報，勤務先情報，帰省先情報などを入力します。

患者自宅情報

FAX（半角15文字） 自宅のFAX番号を入力します。

携帯（半角15文字） 患者の携帯電話番号を入力します。

E-mail（半角50文字） 患者のe-mailアドレスを入力します。

職業（全角10文字） 患者の職業を入力します。

連絡先情報

名称（全角25文字） 名称を入力します。

続柄（全角15文字） 連絡先の続柄を入力します。

郵便番号（半角7桁） 半角数字で入力する方法の他，「/」入力から該当する住所を検索できます。

【2.2.3　患者情報の入力】の【（1）基本情報】を参照してください。

住所（全角50文字） 連絡先の住所を前述の方法で表示するか直接入力します。

この場合，郵便番号より住所を検索し住所欄に表示しています。

番地方書（全角50文字） 番地方書を入力します。

電話　昼（夜）（半角15桁） 連絡先の電話番号を半角数字で入力します。

勤務先情報・帰省先情報の入力も同様になります。
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2.2.7 所得者情報

＜低所得者情報＞

患者の所得者情報を入力します。

入力項目の説明

選択番号 認定日等の訂正・または削除を行うとき，一覧の番号を入力します。

認定日 認定開始年月日を入力します。

終了日 認定修了年月日を入力します。

認定範囲 低所得情報の設定範囲を選択します。

0：すべて対象

1：地方公費は対象外

2：地方公費のみ対象

3：食事標準負担額のみ対象

4：地方公費＋食事標準負担額対象

標準負担額減額開始日 入院時食事標準負担額の減額対象開始日を入力します。

長期入院該当年月日（低所得者2） 入力した年月日より，標準負担額の減額をします。

老齢福祉年金受給者証 低所得1に該当する患者で老齢福祉年金受給者の場合は「1　有り」を選択します。

0：無し　　1：有り

境界層該当 境界層該当患者の場合は「1　境界層該当」を選択します。

期間を入力後，「更新」を押すと低所得者履歴一覧に入力内容を表示します。

ボタンの説明

更新 認定日および終了日を入力後，このボタンを押すと低所得者履歴一覧に入力内容を表示します。

削除 低所得者履歴一覧の中から削除対象になる番号を選択番号に入力し，「Enter」を押します。

表示内容を確認後，このボタンを押し低所得者履歴一覧からその内容を削除します。
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「更新」または「削除」後に「登録」(F12)を押します。

低所得の設定が有効である場合は患者登録－基本情報で表示します。

＜公費負担額＞

以下の公費は患者毎に自己負担上限額が設定できます。

　011 結核入院　　012 生活保護　　015 更生　　　　016 育成　　　　019 原爆一般　　025 残留邦人等　

　038 肝炎治療　　051 特定負有　　052 小児特定　　054 難病　　　　021 精神通院　　020 精神入院

　024 療養介護　　079 障害児施設　092 肝がん治療　953 減額（円超　960 減額（割）　961 減額（円）　

　964 高額委任払 

基本情報画面で登録した公費情報は画面左側の一覧表に表示します。その下の選択番号欄に該当する番号を入力，

または一覧表の該当列をクリックして指定した後に適用期間，上限額を入力します。
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注意！：月途中（該当月の診療行為入力後）に上限額の変更があった場合

該当月のすべての診療を再計算する必要があります（自動では再計算を行いません）。収納画面の「一括再計算」を押し，

該当月すべての診療に対し変更後の上限額で再計算します。【2.8.7　再計算・一括再計算】を参照してください。

ヒント！

患者登録のときに公費自己負担額の設定をする公費の自己負担額が設定されていないときに警告を表示できます。「101　

システム管理マスタ」－「1017　患者登録機能情報」で設定をします。

入力項目の説明

選択番号 訂正・または削除を行うとき，画面右側の一覧に表示される番号を入力します。

適用期間 適用期間を入力します。

外来上限額・入院上限額 外来，または入院時の患者自己負担の上限額を入力します。

＜特定疾患治療研究事業の期間が重複する場合の表示＞

　「051　特定負有」，「091　特定負無」，「052　小児特定」は，同一公費を複数，重複した期間持つ場合がある

ため，公費の種別を選択すると当該公費の受給者番号を表示します。

ボタンの説明

削除 画面右側の一覧から指定した内容を削除します。

削除対象になる番号を指定し，削除ボタンを押します。

更新 適用期間，上限額を入力後に更新ボタンを押します。

画面右側の一覧に入力内容を表示します。

「更新」または「削除」後は，「登録」(F12)を押します。

＜自立支援法，肝炎治療，難病医療の他の医療機関・薬局の負担金の入力方法＞

月ごとに患者の負担上限額を登録し，患者負担管理票で他の医療機関・薬局の負担金も登録します。

登録方法

1. 他の医療機関の負担金のまとめたトータル金額を入力する方法

2. 他の医療機関の負担金を診療ごとに負担金を入力し，履歴を作成する方法

1.他の医療機関の負担金のまとめたトータル金額を入力する方法

登録したい公費を左の一覧から選択します。

適応期間を一月分として入力し，負担金上限額を入力します。

「他一部負担金累計」欄には他の医療機関・薬局で支払われたトータルの金額を入力します。
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「更新」，「登録」を押し登録します。

二度目に来院された場合は，管理票で他の医療機関の受診が無いか確認します。

他の医療機関で受診があれば，変更したい月を選択し「他一部負担金累計」欄を変更します。

「更新」，「登録」を押し登録します。

ヒント！

月が変わり新しい月で登録する場合，「次月複写」ボタンを使用すると同じ負担金で次月分を作成します。

ポイント！

難病医療（自立支援）等，同じ難病で複数の医療受給者証が登録してある場合は，すべての難病の「他一部負担累計」に同

じ金額を入力してください。
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2.他の医療機関の負担金を診療ごとに負担金を入力し，履歴を作成する方法

まず，一月分の患者上限額を登録します。

入力したい月を選択し，「他一部負担入力」を押します。

入力画面を表示します。
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他の医療機関の診療日と負担金額を入力し，「更新」を押します。
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入力が終わったら「確定」を押します。

☆印は「他一部負担入力」画面より登録を行った場合に表示します。

最後に「登録」を押します。

注意！

同一月に

1. 他の医療機関の負担金のまとめたトータル金額を入力する方法

2. 他の医療機関の負担金を診療ごとに負担金を入力し，履歴を作成する方法

の両方で入力することはできません。月ごとにどちらかを選んで入力してください。

ヒント！

月が変わり新しい月で登録する場合，「次月複写」を使用すると同じ負担金で次月分を作成します。

ポイント！

難病医療（自立支援）等，同じ難病で複数の医療受給者証が登録してある場合は，すべての難病の「他一部負担累計」に同

じ金額を入力してください。

＜原爆一般単独の登録＞

3割を公費が負担し，7割を本人負担とする場合の登録方法です。

1. 「019　原爆一般」の公費の開始日を平成28年4月1日以降にします（平成28年4月1日以前に登録がある場

合は有効期限を切り，平成28年4月1日以降開始する「原爆一般」を作成します。

2. 得者情報タブの公費負担額欄から「原爆一般」を選択し，外来負担（％），入院負担（％）に「70」を入

力し，登録します。

ポイント

• 患者負担は7割となります。

• レセプト公費欄の一部負担金欄は空白となります。

• レセプト摘要欄に「自己負担7割」を記載します。
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2.2.8 入力履歴

（1）入力履歴
（2）旧姓履歴の更新

（3）旧姓履歴の削除

（4）受診科履歴の選択番号

（1）入力履歴

旧姓履歴の更新・削除および受診科履歴の表示をします。
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（2）旧姓履歴の更新

上の旧姓履歴一覧に表示された履歴から該当の番号を選択番号に入力をするか，クリックをして選択します。修

正は下段の明細行で表示された内容から行います。カナ氏名，漢字氏名，通名はいずれも全角で25文字以内の入

力です。修正後は，「更新」をクリックして，履歴の更新をします。

注）旧姓履歴は，旧姓の変更を行った月のレセプト等から変更後の氏名で印刷します。よって，本月以前のレセ

プトに変更後の氏名で出したい場合は，旧姓履歴一覧から該当の番号を選択し，下の明細行で氏名が変更にな

った日を変更年月日に入力して「更新」します。

（3）旧姓履歴の削除

更新のときと同様，該当の履歴を選択します。「削除」をクリックすると旧姓履歴一覧から削除します。氏名の入

力ミス等，旧姓履歴に残したくない場合に使用します。これにより，レセプトの氏名は旧姓履歴一覧の変更年月

日に関係無く，変更後の氏名で印刷をします。なお，更新・削除後は「登録」(F12)を押し，画面内で編集された

履歴を登録します。
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（4）受診科履歴の選択番号

1患者で複数の受診科を受けている場合に，受診科履歴右側の一覧の表示したい番号を選択番号に入力します。

選択した受診科の内容が受診科履歴の一覧に表示します。
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2.2.9 その他

＜地域連携ID　情報提供＞

地域連携ID，情報提供が設定できます。地域医療連携システム等で使用します。

＜ID番号＞

ID番号を設定できます。地域医療連携システム等の実証試験を想定した機能追加です。

＜電子版お薬手帳＞

電子版お薬手帳データをICカードリーダ／ライタへ転送し，携帯端末アプリケーションへ送信します。

【6.4 付録4　電子版お薬手帳データの作成】を参照してください。

＜妊婦＞

妊婦の場合に設定します。設定すると患者登録ー基本情報で（妊婦）と表示します。
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＜地域包括診療対象疾患＞

地域包括診療加算を自動算定する場合に，患者ごとに対象疾患を設定します。

＜認知症地域包括診療加算算定＞

認知症地域包括診療加算を自動算定する場合に，患者ごとに対象疾患を設定します。

＜小児かかりつけ診療料算定＞

小児かかりつけ診療料をを自動算定する場合に，患者ごとに対象疾患を設定します。

ヒント！

地域包括診療加算，認知症地域包括診療加算，小児かかりつけ診療料を算定するには，「1006　施設基準情報」の設定が

必要です。

＜管理料等自動算定＞

登録した管理料を自動算定します。

ヒント！

• 小児科外来診療料，小児かかりつけ診療料は登録できません。

• 労災，自賠責保険のときは，自動算定を行いません。
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2.2.10 特別療養費（被保険者資格証明書）

（1）患者登録の仕方

（2）レセプトの記載

（3）レセプト印刷時の扱い

（4）診療報酬請求書の記載

（5）請求管理画面の表示

特別療養費（被保険者資格証明書）（10割）について説明します（患者登録・レセプトへの記載・総括表への

記載）

（1）患者登録の仕方

通常どおり保険者番号を入力し，保険の種類に「068　特別療養費」「069　退職特別療養費」「040　後期特療費」

を使用します。

※他の保険とのチェックは通常の国保・後期高齢者と同様です。

＜補助区分について＞

「068　特別療養費」「069　退職特別療養費」「040　後期特療費」を選択すると，患者負担を10割で計算します。補

助区分の変更はしません。レセプトの負担割合の記載は次の項目で説明します。
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（2）レセプトへの記載

「101　システム管理マスタ」－「2005レセプト・総括印刷情報」の設定によります。

「特別療養費」の印刷位置の変更，給付割合の記載の変更，レセプト種別記載の変更できます。

（3）レセプト印刷時の扱い

通常の国保レセプトとは別に特別療養費として件数・枚数を表示し，印刷をします。
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（4）診療報酬請求書の記載

※各都道府県別対応の請求書プログラムをホームページより提供していますが，順次対応をします。

＜参考提供の国保診療報酬請求書の記載＞

参考提供している国保診療報酬請求書は次のように記載します。

（5）請求管理画面の表示

特別療養費の場合は，レセプト種別に「特別療養費」と表示します。

本人・家族区分の表示は行いません。
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2.2.11

2.2.12 自立支援法対応

（1）保険番号マスタ修正（021，015，016）　・・・　マスタ更新

今までのマスタは平成18年3月31日で期限を区切る。

平成18年4月1日～

　　　　主な変更点

　　　　＊制度名021自立支援医療（精神通院）

　　　　　　　　015自立支援医療（更生）

　　　　　　　　016自立支援医療（育成）

　　　　＊レセプト負担金額　「2　10円未満四捨五入しない」

　　　　＊負担割合　10

　　　　＊食事療養費　「1　患者負担あり」

（2）患者登録－公費

保険番号マスタ修正に伴い，自立支援3医療は患者登録時に平成18年3月31日で期限を区切り，平成18年4月1日

～の公費を登録することとする。

（確認画面：○○の期限を平成18年3月31日に変更します。よろしいですか）。

＊平成18年4月1日以降に有効な保険組合せ番号がかわります。

平成18年4月1日以降，015更生および016育成は，疾病ごとに受給者証が発行されるため，公費登録時に期間が

重複しても登録をできるようにする。（021精神通院は複数疾病があっても1枚の受給者証になる）。

（3）患者登録－所得者情報－公費負担額（受給者証単位で入力）

021自立支援医療（精神通院）の上限額を入力できるようにする。

ヒント！

一部負担金累計額の登録方法は【2.2.7　所得者情報】を参照してください。

（4）負担金計算（自立支援医療に係る患者負担相当額の計算）

中間所得層で上限が医療保険の自己負担限度額の場合（入院・外来は別々で計算）

患者登録－所得者情報－公費負担額の入外上限額に9999999を入力します。

一般（入院・外来共に）

診療月の一部負担が

80100＋（総医療費―267000）×1％　まで・・1割計算

高齢者（1割・2割）入院

診療月の一部負担が57600円まで・・1割計算（57600円を超える一部負担は発生しない）
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高齢者（1割・2割）外来（在総診なし）

診療月の一部負担が14000円まで・・1割計算（14000円を超える一部負担は発生しない）

高齢者（1割・2割）外来（在総診あり）

診療月の一部負担が14000円まで・・1割計算（14000円を超える一部負担は発生しない）

上記以外で上限がある場合（入院・外来をあわせて計算）

入力された他一部負担累計と自医院分の入外収納で判断し，上限額まで1割計算を行う。

精神通院・更生・育成の各制度ごとに上限額を適用し負担計算を行う。

窓口患者負担は10円未満四捨五入する。
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2.3 照会

2.3.1 患者情報の検索

（1）概要

（2）基本情報

（3）保険　公費

（4）病名　診療行為

（5）並び順

（6）帳票への印刷

（7）検索条件の保存

（8）介護

（1）概要

「基本情報」，「保険　公費」，「病名　診療行為」，のタブ画面にある各検索項目より，検索条件に該当する患者

の有無の表示，および印刷できます。必須入力項目はありませんが，検索条件の入力が無ければ，「検索」(F12)

を押したときにエラーメッセージを表示します。

＜「AND条件」，「OR条件」，「NOT条件」＞

複数の項目に入力し検索する場合は，項目どうしはAND条件で検索します。OR条件として扱われる項目は，同一

項目の中で「1」～「5」のように番号の付記されている項目が対象になります。ただし，公費の種類・病名・診療

行為はOR条件，AND条件またはNOT条件を指定して検索できます。検索条件は「性別が男性で，病名が喘息」のよ

うに，異なるタブの項目を指定できます。

＜診療年月日の入力時の検索範囲について＞

（診療年月日の入力があった場合）

診療年月日の期間に，該当する保険（公費）で診療行為が行われた（※1）患者を検索します。

（診療年月日に入力が無かった場合）

有効期間に関係無く，該当の保険（公費）を持っている患者を検索します。
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（2）基本情報

項目の説明

診療年月日 診療年月日より検索をします。（範囲の指定できます）

診療年月日を指定しない場合は，登録のある全患者の全データが対象になり

ます。

生年月日 生年月日より検索をします。（範囲の指定できます）

年齢 年齢より検索をします。（範囲の指定できます）

基準日 年齢より検索を行う際には基準日が必須入力項目になります。基準日は変更

できます。

性別 性別より検索をします。コンボボックスから選択します。

最終受診日 最終受診日より検索をします。未来日の入力はできません。（範囲の指定でき

ます）

ドクター （外来患者のみ対応）

設定したドクターで受診した患者を検索します。最大12ヶ月の期間が指定で

きます。

点数が同時に設定済みの場合は，設定されたドクターを受診し，設定点数以

上の患者を検索します。

入外 入院・外来の指定を行う場合に選択します。

診療科 診療科より検索をします。コンボボックスから選択します。

死亡区分 患者登録の死亡区分の患者を検索します。

　　　　空白：すべての患者を対象

　0　未設定：死亡区分が設定されていない患者を対象

　1　死亡　：死亡区分が設定されいる患者を対象
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患者番号 患者番号より検索をします。（範囲の指定できます）

地域連携情報提供 患者登録画面－その他の「情報提供」の検索をします。

コンボボックスから選択します。

テスト患者 患者登録画面で「テスト患者」とした患者を含めるか否かを設定します。

コンボボックスから選択します。

検索ボタン ボタンを押すと周辺地域一覧に遷移し，登録された中から住所を検索できま

す。登録方法は，【2.2.3　患者情報の入力】の【（2）－2　周辺地域一覧

からの住所入力】を参照してください。
郵便番号 郵便番号より前方一致検索を行い，住所を検索した結果を住所欄に編集しま

す。頭3桁の検索もでき，候補の住所一覧画面を表示します。

住所※2 住所より検索をします。

漢字またはカナ氏名※1 漢字氏名，カナ氏名による検索をします。

状態1～3 患者登録の基本情報画面にある「状態」より検索をします。

コメント※2 コンボボックスよりコメント検索する対象を選択します。

1.患者コメント

　　患者登録情報のコメント欄より検索をします。

2.患者禁忌・アレルギー・感染症

　　患者登録情報の禁忌，アレルギー，感染症欄より検索をします。

電話番号 電話番号による検索をします。

検索対象をコンボボックスより選択できます。

123・・・前方一致で検索します。

*123*・・部分一致検索します。

*123・・・後方一致検索します。

減免事由 患者登録の基本情報画面にある「減免事由」により検索をします。

低所得者 患者登録の所得者情報にある低所得者を検索します。

低所得者1または2を選択し，検索条件を入力します。

1：有効月・・入力した月の範囲内で有効な患者を検索します。

2：開始月・・入力した月から低所得になる患者を検索します。

3：終了月・・入力した月に低所得が終了になる患者を検索します。

4：有効日・・入力した日の範囲内で有効な患者を検索します。

特記事項 特記事項検索をします。

注意！ 特記事項検索は請求管理データから検索をします。レセプト作成を行

っていない月の検索はできません。

点数 レセプトの点数から検索をします。

「42　明細書」よりレセプト作成が行われているデータを検索します。

災害該当 災害該当患者を対象に保険者が未確定患者と確定患者を検索します。

点検用レセプト 地方公費を対象に0点公費記載（請求点数が0点の公費の診療内容記載）を行

っている患者を検索します。

＜※1　カナ氏名，漢字氏名の検索について＞

姓のみで検索 ニチイ　または　ニ　でも検索可

日医

名のみで検索 「＊」をつける（全角）

＊シロ

＊四郎

組合せで検索 ニチイ　シ

苗字が部分検索のときは「＊」をつける（全角）

ニ＊シ

日＊四
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＜※2　患者コメント，禁忌・アレルギー・感染症，住所の部分検索＞

部分検索1 ＊あ

「あ」を含むコメント，住所を検索

部分検索2 あい＊えお

「あい」から始まり，「えお」を含むコメント，住

所を検索

　　　レセプトコメントの検索
基本的に部分検索のみ行います。

複数のキーワード検索 あいう　かきく　さしす

最大3個まで複数のキーワードをスペースで区切

り入力します。

ファンクションキーの説明

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 メニュー画面へ戻ります。

クリア F2 画面内の検索内容をクリアします。

すべてクリア Shift＋F2
異なるタブの項目を複数指定している場合に，すべての検索内容をク

リアします。

診療日 F4 診療年月日に当日～当日の範囲をセットさします。

診療月 Shift＋F4 診療年月日に当月1日～月末までをセットします。

前月（前日） F6 診療日(F4)または診療月(Shift＋F4)押した後，診療年月日の範囲を

月単位または日単位で変更します。次月（次日） F7

タブ切替 F8
タブ画面の切り替えをします。押すごとに，現在表示している画面の右

隣の画面を表示できます。

検索 F12 検索を行い，検索結果画面へ遷移します。
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＜検索結果画面＞

項目の説明

表題 帳票のタイトルをつける場合に全角入力します。

条件 帳票に検索条件を表示させる場合に全角入力します。自動表示しているの

は，検索条件に使用した各タブ画面の名称になります。

総件数 検索条件に該当したデータがあるとき，件数を表示します。

選択番号 「患者登録」，「病名登録」画面へ遷移させる場合，番号を入力します。

ファンクションキーの説明

項目
ファンクションキ

ー

説明

戻る F1 遷移元の画面へ戻ります。

クリア F2 表題，条件欄をクリアします。

患者登録 F5 選択した患者の患者登録画面を表示します。

病名登録 Shift＋F5 選択した患者の病名登録画面を表示します。

前頁 F6 検索結果の該当件数が200件を超えた場合，前の200件を表示します。

次頁 F7
検索結果の該当件数が200件を超えた場合，押すごとに次の200件を表示

します。

明細書連携 F9 検索結果をレセプト個別作成へ引き継ぐ場合に押します。

情報削除 F10
エラーが発生し，処理が正常に終了しなかった場合に処理内容の情報削

除できます。

CSV出力 F11 リストの内容をCSVデータに出力します

処理結果 Shift＋F12 処理の経過および結果を確認できます。

印刷 F12 リストの内容を帳票に出力します。
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＜例1＞令和2年4月1日から令和2年4月30日の間に受診した，名字の読みが「ニチイ」の患者を検索する

診察年月日，カナ氏名に検索条件を入力します。

「検索」(F12)を押すと，検索結果画面へ遷移します。

確認後は「戻る」(F1)を押すと遷移元へ戻ります。患者の基本情報を確認する場合は，該当する患者より1名を指

定して「患者登録」(F5)を押すと患者登録画面へ遷移します
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（3）保険　公費

＜「公費」項目内の検索方法＞

公費の種類と負担者番号は，単独の検索項目として取り扱います。互いが別々の異なる公費で，公費の種類の

入力と，負担者番号の入力が混在した同時検索はできません。なお，公費の種類は，ANDまたはOR条件を指定し

て検索できます。クリックして選択してください。

項目の説明

診療年月日 診療年月日より検索をします。（範囲の指定できます）

有効期限終了月 入力した年月に保険の有効期限終了を向かえる患者を検索します。

保険者番号または保険の種類を指定する必要があります。

本人家族 患者登録画面で保険入力をする際に必須入力項目である，本人家族区分より

検索をします。

負担割合 前期高齢者，後期高齢者の負担割合より検索をします。

保険者番号 保険者番号より検索をします。

このとき，別の異なる「保険の種類」との同時検索はできません。

保険の種類 保険の種類をコンボボックスより選択して検索をします。

このとき，別の異なる「保険者番号」との同時検索はできません。

OR・NOT 保険者番号または保険の種類の検索条件を指定します。

NOT条件とした場合，入力した保険者番号または保険の種類以外を検索しま

す。NOT条件では診療年月日の指定が必須になります。

保険記号 各種保険の記号より前方一致検索をします。

保険番号 保険番号より検索をします。

保険・公費AND・ORボタン 保険と公費の検索を指定した条件（かつ・または）で検索できます。

適用期間終了月 入力した年月に公費の適用期間終了を向かえる患者を検索します。

負担者番号または公費の種類を指定する必要があります。
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公費の種類 公費の種類をコンボボックスより選択して検索をします。

ただし，別の異なる「公費負担者番号」との同時検索はできません。

公費の種類内で複数検索を行うとき，AND条件で検索を行うか，またはOR条
件とするかを選択できます。

AND・OR・NOT 公費の種類の検索条件を指定します。

NOT条件とした場合，入力した公費の種類以外を検索します。

NOT条件では診療年月日の指定が必須になります。

公費負担者番号 公費負担者番号より前方一致検索をします。

このとき，別の異なる「公費の種類」との同時検索はできません。

「保険」項目内の検索方法

＜例1＞保険記号が「黒かきく」で，かつ保険番号が「456」の保険該当患者を検索する

検索条件を入力します。

「検索」(F12)を押すと，検索結果画面へ遷移します。
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＜例2＞保険記号に「白あいう」が付くか，または保険番号が「12」から始まる保険該当患者を検索する

＜例3＞保険者番号が「06132013」で，かつ保険記号が「2」から始まるか，または「3」から始まる保険該当患者を

検索する

＜例4＞本人家族区分が「1　本人」で，保険の種類が「067　退国保」の該当患者を検索する
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＜例5＞負担者番号が「21266010」か，または「91」から始まる公費該当患者を検索する

＜例6＞公費の種類が「191　マル福」かつ「051　特定負有」の両公費を持つ患者を検索する

・AND条件で検索をします。
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＜「保険・公費」のAND・OR・NOT条件の検索方法＞

保険と公費を指定した条件で検索できます。

＜例1＞保険の種類が「060　国保」かつ公費の種類が「019　原爆一般」を持つ患者を検索する

・AND条件で検索をします。
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＜例2＞保険の種類が「060　国保」または公費の種類が「019　原爆一般」を持つ患者を検索する

・OR条件で検索をします。
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＜例3＞健康保険で入力した患者（労災・自賠責以外）を検索する。

労災保険と自賠責保険を入力しNOT条件を選択します。
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（4）病名　診療行為

注意！

「照会」業務の検索は特定の診療行為を算定している「患者」を検索します。

アンケートや調査表の院内処方回数，院外処方箋回数の検索には向きません。1月の診療行為回数を調べる場合は，「101　

システム管理マスタ」－「3002　統計帳票出力情報（月次）」より，「診療行為別集計表」をセットアップし「52　月次統計」

業務より出力してください。

例）院内処方回数，院外処方箋回数を調べる

　「52　月次統計」で「診療行為別集計表」の診療区分20，80の項目を出力し，処方料と処方箋料の回数を調べる。（小児科

外来診療料，在医総管，在宅末期等を算定している場合は，13，14の項目も出力する）

項目の説明

診療年月日 診療年月日より検索をします。（範囲の指定できます）

病名検索 自院病名，または病名を選択します。

「自院病名」・・・コンボボックスより該当する分類名を選択します。

自院病名の登録方法は，

【2.7.2　自院病名登録】を参照してください。

「病名」・・病名コードのある病名の名称から前方一致検索をします。

修飾語のみ検索した場合でも，病名コードからではなく病名から前方一致検

索を行うため，「ZZZ4012　急性」で検索したときには「4659007　急性上気道
炎」等も対象になります。

診療開始日 入力した診療開始日の病名を検索します。

転帰 コンボボックスより選択した条件で検索します。

検索対象として病名が入力済みであれば，その病名すべて（1項目～5項目）

に対して選択された転帰区分で検索します。
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転帰日 転帰日の範囲指定できます。

疑い病名 検索対象として入力した病名すべて（1項目～5項目）を疑い検索します。

（病名登録の疑い区分が「1 疑い」「3 急性かつ疑い」の設定がされている病名

が検索対象になります）

急性病名 検索対象として入力した病名すべて（1項目～5項目）を急性病名として検索

します。（病名登録の疑い区分が「2 急性」「3 急性かつ疑い」の設定がされて

いる病名が検索対象になります）

主病名 検索対象として入力した病名すべて（1項目～5項目）を主病名検索します。

病名コード 病名コードより病名を表示します。

※病名コードの検索は行いません。病名を呼び出すための入力欄です。

病名 病名欄に入力された検索文字列は前方一致検索をします。

「＊」（全角文字）を入力すると，部分一致検索ができます。

AND・OR・NOT 病名について指定した条件で検索できます。

比較条件 一致条件を指定します。

←　ボタン（病名選択ボタン） 病名リストで選択した行の病名コードを病名コードエントリーに追加します。

部分 病名の部分検索をします。

後方 病名の後方検索をします。

診療区分 診療区分の検索をします。

診療種別 20投薬，30注射，90入院の場合，診療種別が設定できます。

数値指定 診療行為を数量，回数，合計を指定して検索したい場合に設定します。

数量：薬剤の錠数やグラム数で検索

回数：薬剤の処方日数や診療行為の算定回数で検索

合計：薬剤の総数，診療行為の総数で検索

包括分 診療行為入力時に「包括算定」で入力した診療行為および，保険組合せ「9999
包括分入力」で入力された診療行為を検索対象から除外します。

行為名検索 診療行為名より前方一致検索をします。

診療行為コード※ 診療行為コードや自院で設定した入力コード等からが検索できます。また，検

索文字列を入力すると検索画面へと遷移して，該当する診療行為名称を選択

できます。

診療行為 検索にから指定した診療行為名を表示します。

数量，回数，合計 数値指定検索を行う場合の値を入力します。

比較条件 数量，回数，合計欄に入力した値との一致条件を設定します。

AND・OR・NOT 診療行為について指定した条件で検索できます。

←　ボタン（診療行為名選択ボタン） 診療行為リストで選択されている行の診療行為コードを診療行為コードエン

トリーに追加します。

部分 診療行為の部分検索をします。

後方 診療行為の後方検索をします。

レセプトコメント レセプトコメントからの検索をします。

入力されたキーワードを部分検索します。

1つの検索欄で全角空白で区切り最大3つ以内のキーワードを入力できます。

例）紹介□改善□退院　

検索対象のコメント

• 病名画面の「コメント」(Shift＋F5)

• 会計照会画面の「コメント」(Shift＋F4)

検索対象外のコメント

• 診療行為入力画面より入力したコメント
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※注意！

入院カレンダーの検索の場合は入院基本料のコードを入力して検索します。ただし，外泊のみ外泊予約コー

ド"099999911"で検索できます。

＜例1＞糖尿病と高血圧症の病名を持つ患者を検索する

（「糖尿病」は自院病名の登録があり，「高血圧症」は自院病名の登録が無いため，病名から名称検索を行う場

合）

AND条件で検索をします。自院病名分類名をコンボボックスから選択します。

例では内科に糖尿病の病名があるものとして選択しています。これにより病名リストに内科で登録されている病

名を表示します。

該当病名をクリックで選択し，「←」を押すと病名コードエントリーに追加します。

また，病名コード欄に病名コードを入力して「Enter」を押しても，病名を追加できます。
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病名の名称検索を行うときは，「病名」をクリックします。病名検索欄に入力した文字列から前方一致検索により

該当病名を一覧に表示します。病名コードエントリーに追加します。

　↓

「検索」(F12)を押すと，検索結果画面へ遷移します。なお，検索対象になる病名は前方一致検索になるため，糖

尿病および高血圧症を病名の最初に持つ病名も抽出対象になります。
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＜例2＞令和2年4月1日から令和2年4月30日までに受診した患者のうち，「糖尿病」の文字列を含む病名（糖尿病，

糖尿病合併症，1型糖尿病性腎症，前糖尿病など）を持つ患者を検索する

「検索」(F12)を押すと，検索結果画面へ遷移します。

病名検索のヒント！

病名の部分検索は病名欄へ「＊糖尿病＊」のように入力しますが，比較条件の追加により比較条件の方を優先し病名欄の入

力を変更してください。

　　　　　「＊糖尿病＊」の「1　前方」　→　「糖尿病＊」の「1　前方」

また，病名の途中に＊（曖昧検索）を指定できます。

　　　　　「上腕＊骨折」の「1　前方」　→　「上腕」で始まり「骨折」を含む病名からの検索

＜例3＞「糖尿病」「胃潰瘍」以外の患者を検索する。

糖尿病の部分一致，胃潰瘍の部分一致を入力しNOT条件を選択します。
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＜例4＞アリナミン錠またはノイビタ錠の投薬があった患者を検索する

行為名検索欄へ「アリナミン」を入力し，部分検索します。または診療行為コード欄に直接，名称入力をするか，

「//」（半角文字）を入力（上記画面例の最後を参照）して検索画面へ遷移させて指定します。

同様にノイビタ錠も入力します。

「検索」(F12)を押すと，検索結果画面へ遷移します。
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＜例5＞　数値指定の検索

ムコスタ錠を一日3錠で投薬した患者を検索する。

ムコスタ錠を42日投薬をした患者を検索する。

ムコスタ錠を100錠以上投与した患者を検索する。
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＜例6＞　レセプトコメントを検索

1. 診療年月日を入力します。

2. キーワードを最大3個まで入力します。

3. 「検索」F12を押します。

＜例7＞消炎鎮痛処置を算定し，慢性疼痛疾患管理料を算定していない患者を検索する。

慢性疼痛疾患管理料のコードの先頭に「‐」を付けます。

ポイント！

診療行為のNOT条件はコードの先頭に「－」を付けて指定します。
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＜廃止コードの検索＞

廃止コードも診療行為コード欄に直接入力すると検索できます。

（5）並び順

検索結果画面で表示する患者の順番の並べ替えできます。項目名のコンボボックスから選択して並び順を変更し

ます。また，各項目は「昇順」「降順」の並べ替えできます。検索条件を入力後は，「検索」(F12)を押すと検索結

果画面へ遷移します。並び順の初期表示は患者番号，カナ氏名，性別，の順になっています。
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（6）帳票への印刷

印刷を行う場合，「表題」や「条件」を入力すると，リストの内容と共に帳票へ印刷できます。

「印刷」(F12)を押すと印刷確認画面を表示します。

ページ数が複数にわたる場合は，印刷するページを指定できます。

「CSV出力」(F11)に関しても，上記の操作方法と同様になります。また，件数の指定もできます。「OK」で印刷を開

始します。「処理結果」(Shift＋F12)画面の「F11：状態」を押すと，処理の経過および結果を確認できます。
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（7）検索条件の保存

検索条件を保存できます。

＜保存する＞

1. 保存したい検索条件を入力します。

2. 「条件保存」(Shift＋F8)を押し，保存名称を入力します。

表示順番に現在の最大番号＋1を表示します。
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3. 「登録」(F12)を押し登録します。

次回から検索条件に呼び出すだけで検索できます。

注意！

• 保存できる検索条件は最大200件です。

• 保存対象外の項目があります。

年齢の基準日

病名を検索するための病名検索欄

診療行為を検索するための行為名検索欄

＜順番を入れ替えて保存する＞

表示順に既に登録済み番号を指定した場合は，その番号に登録し以降の番号を繰り下げます。

＜保存した条件を変更する＞

1. 登録済みの条件を呼び出します。

2. 検索条件を変更し，「条件変更」(ShiftF7)を押します。

3. 条件変更画面で名称，表示順番が変更できます。

4. 「登録」(F12)を押します。
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ヒント

条件変更時にも表示順の変更ができます。

＜表示順の並べ替えをする＞

1. 「条件並替」(Shift+F8)を押します。

2. 条件を選択し，「F5：↑↑」「F6：↑」「F7:↓」「F8:↓↓」より任意の順に変更します。

3. 「F1:戻る」を押すと，並び替えを保存し画面が戻ります。

「F12：選択」を押すと並び順を保存し，選択している条件が選択された状態で画面が戻ります。

＜保存した条件を削除する＞

1. 登録済みの条件を呼び出します。

2. 「条件削除」(Shift＋F6)を押します。

3. 「OK」(F12)を押し削除します。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 156 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 2.213

図 2.214



（8）介護

項目の説明 介護保険・介護認定

1．有効月 有効月の範囲を入力します。

2．開始月 開始月の範囲を入力します。

3．終了月 終了月の範囲を入力します。

4．有効日 有効日の範囲を入力します。

要介護状態

要介護状態 要介護状態を入力します。

01：自立

11：要支援

12：要支援1

13：要支援2

21：要介護1

22：要介護2

23：要介護3

24：要介護4

25：要介護5

31：事業対象者

1x：要支援

2x：要介護

xx：要支援・要介護

＜例1＞令和2年4月に介護認定が設定されている患者を検索
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2.3.2 レセプト個別作成との連携（検索結果を個別作成する）

（1）概要

各種条件により検索した結果（患者リスト）をレセプト個別作成の対象者にできます。

レセプト個別作成への連携データは最大2000人分です。

（2000人を超える場合は明細書連携データ作成ボタンを押すことができません）

連携データには以下の情報も記録します。

（1）抽出条件（検索結果画面の条件欄に入力された内容）

（2）個別レセプトの対象としたい診療年月（連携データ作成時に設定）

（3）個別レセプトの対象としたい入外区分（連携データ作成時に設定）

（2）連携データを作成する

「13　照会」各検索条件を入力し患者を検索します。レセプト個別作成後の印刷順を指定したい場合は，検索結

果の並び順を指定しておきます。

「明細書連携」(F9)を押します。（検索結果が2000件以下の時に押せるようになります）
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確認メッセージを表示します。

診療年月（必須項目　変更可）

初期表示は以下の条件です。複数の条件に該当する場合は番号の小さい条件を優先します。

(1)検索条件に診療年月日の終了日を設定している場合はその月を表示します。

(2)検索条件に診療年月日の開始日を設定している場合はその月を表示します。

(3)(1),(2)に該当しない場合システム日付の月を表示します。

入外区分（任意項目　変更可）

検索結果の入外区分を記録します。

(1)検索条件に入外区分が設定済みの場合は自動で表示します。

(2)入外区分が設定されていない場合は空白を表示します。任意で設定できます。

※入外区分の設定は，レセプト個別処理の入外区分を指定するものではありません。検索条件の入外区分を記録

する場合に設定します。

「OK」を押すと連携データを作成します。

「戻る」(F1)で終了します。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 160 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 2.219

図 2.220



（3）連携データをレセプト個別作成業務に取り込みレセプトを作成する

業務メニュー「42　明細書」より入外区分をセットし，レセプト個別作成画面を表示します。

「4　照会連携」を選択します。初期表示で「4　照会連携」の場合は「Enter」を押します。

連携データが取り込まれます。

「確定」(F12)を押しレセプトを作成します。

レセプト印刷指示画面より印刷します。
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（4）対象患者の表示について

レセプト個別作成時に連携データを取り込んだ場合，初期表示されるのは連携データの中でレセプト個別処理

の対象になる患者のみ表示します。

例）連携データ29件中13件が対象

すべての連携データを表示する場合は「全体表示」(F5)を押します。

すべての連携データを表示します。対象欄に○印があるものがレセプト対象になります。
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2.3.3 月次統計との連携

（1）概要

各種条件により検索した結果（患者リスト）を月次統計の対象者にできます。

注意！

現在は外来月別請求書のみ対応しています。

（2）連携データの作成

任意の条件で患者検索をします。検索結果画面の「月次連携」(Shift＋F9)を押します。

確認画面で「OK」を選択します。

連携データを作成します。

「戻る」で画面を閉じます。
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（3）月次統計への取り込み

外来月別請求書の患者番号欄に「*」を入力し作成します。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 164 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 2.228



2.4 予約

2.4.1 予約登録

（1）患者の呼び出し

（2）項目の説明

（3）登録済み予約の変更

（4）予約患者の予約取消

ファンクションキーの説明

（1）患者の呼び出し

患者番号を入力します。
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（2）項目の説明

診療内容 コンボボックスより診療内容を選択します。システム管理マスタで登録され

た診療内容は最大99件まで表示します。初期表示する診療内容を「101　シス

テム管理マスタ」－「1012　診療内容情報」で設定できます。

ドクター コンボボックスより対診するドクターを選択します。システム管理マスタで

登録されたドクターは最大99人まで表示します。初期表示するドクターを

「101　システム管理マスタ」－「1045　予約機能情報」で設定できます。

予約日 予約日を入力します（右にあるカレンダーの日付を押すか，下部にある週間

パネルの日付を押すことでも設定できます）。

予約時間 予約時間を入力します（下部にある週間パネルのその日の時間帯を押すこと

でも1時間単位の設定はできます）。

診療科 コンボボックスより診療科を選択します。システム管理マスタで登録された

診療科は最大99科まで表示します。「101　システム管理マスタ」－「1045　
予約機能情報」でドクターの初期表示を設定している場合は，そのドクター

の診療科を初期表示します。

予約内容 コンボボックスより予約内容を選択します。

※予約内容の追加，初期表示の設定は「101　システム管理マスタ」－「1028
予約内容情報」で修正できます。

確認連絡 コンボボックスより確認連絡内容を選択します。

メモ1 予約メモを入力できます。最大6つまでメモは入力でき，予約票に印字しま

す。文例登録があれば，メモ1欄が未入力の状態で「Enter」を押すと文例登録

の表示順にしたがってメモが登録できます。

予約票 「1　発行する」にすると患者別の予約票を印刷します。「101　システム管理

マスタ」－「1045　予約機能情報」で初期表示を設定できます。

ポイント！

「101　システム管理マスタ」－「1045　予約機能情報」により1つの予約枠の件数の警告表示を設定できます。

以上の項目を入力し，「予約登録」(F12)を押し，該当の患者の予約が完了します。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 166 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI



＜メモ入力について＞

予約画面のメモ1に直接入力します。

複数のメモを登録する場合は，「複数メモ登録」をクリックし，入力します。

「F8　初期表示複写」：文例登録の中から表示設定されている文例のみ複写します。

「10　文例選択」：文例選択・登録画面に遷移します。
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＜メモの文例登録＞

メモを文例登録しておくと

• 予約画面のメモ1欄が未入力状態で「Enter」を押すと表示順登録されている文例をすべて表示する。

• 複数メモ登録画面の「文例選択番号」に番号を入力すると文例を表示する。

• 文例の表示順設定により，複数メモ登録画面の「初期表示複写」で複数の文例をボタン1つで表示する。

以上ができます。

「F10　文例選択」を押します。

登録したい文例を入力し，「F10　文例登録」を押します。
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＜表示順の設定と文例複写＞

【メモ文例登録画面】

1.予約画面のメモ1欄を未入力のまま「複数メモ登録」を押します。

2．予約メモ入力画面の「F8　初期表示複写」押します。表示順が設定されているメモを順番に複写します。

（3）登録済み予約の変更

画面右にある予約一覧より，変更を行う患者の番号を選択番号に入力するか，クリックします。該当患者の予約

の状態を各項目に表示します。予約日，予約時間，診療料，予約内容，確認連絡の項目が変更できます。ただし，

患者番号，予約氏名の変更は行えません。「予約登録」(F12)を押すと登録します。

（4）予約患者の予約取消

画面右にある予約一覧より，取消しを行う患者の番号を選択番号に入力するか，クリックします。該当患者の予

約の状態を各項目に表示します。確認し，「予約取消」(F3)を押し週間パネルの人数が減り，予約一覧から消去

します。
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ファンクションキーの説明

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 遷移元の画面へ戻ります。

クリア F2 入力途中の患者の情報をクリアします。

予約取消 F3 予約済の患者の予約を取り消します。

予約 F4 患者番号欄へフォーカスが移動します。

予約一覧 F5 予約一覧の画面へ遷移します。

未院一覧 F6 未院一覧の画面へ遷移します。

週間一覧 F7 週間一覧の画面へ遷移します。

予約日検索 F8 予約日検索の画面へ遷移します。

氏名検索 F9 氏名検索の画面へ遷移し，患者氏名で該当予約患者を指定できます。

メモ登録 F10 メモ登録画面を表示します。

受付一覧 F11 受付一覧の画面へ遷移します。

予約完了 F12 入力した患者の予約処理をします。

＜その他の表示項目について＞

カレンダーの年，月の を押し年，月が前後に異動します。それに合わせ週間パネルも連動して変更します。

カレンダーの日をクリックすると，週間パネルおよび画面右の予約一覧が連動して画面表示します。週間パネル

の日付をクリックすると，画面右の予約一覧もその日付の表示内容に変わります。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 170 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI



2.4.2 各予約状況一覧

（1）予約一覧

予約画面「予約一覧」(F5)で選択された日付の予約状況を表示します。一覧には診療内容や担当医別で表示でき

ます。選択はコンボボックスより行います。

項目の説明

診療日 予約診療日を表示します。

診療内容 コンボボックスより診療内容を選択すると，選択内容別に予約患者状況を表

示します。「00　全体」を選択した場合は，全診療内容を対象として一覧に表

示します。「101　システム管理マスタ」－「1045　予約機能情報」で「00　全
体」を初期表示に設定できます。

ドクター コンボボックスよりドクターを選択すると，ドクター別に予約患者状況を表

示します。「9999　指定なし」としたときには，全ドクターを対象として一覧

に表示します。

一覧印刷 F4 予約状況を一覧表に印刷します。

前日 F5 日付を前日にします。

前頁 F6
予約患者は一画面に200まで表示します。

200件以上の場合は「前頁」，「次頁」により表示を切り替えます。

次頁 F7
予約患者は一画面に200まで表示します。

200件以上の場合は「前頁」，「次頁」により表示を切り替えます。

翌日 F8 日付を翌日にします。

全体 F10
診療内容を「00　全体」，ドクターを「9999　指定なし」に切り替えます。

診療日の予約をすべて表示します。
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（2）未院一覧

予約画面「未院一覧」(F6)で選択された日付の未院状況を表示します。一覧には診療内容や担当医別で表示でき

ます。選択はコンボボックスより行います。

項目の説明

診療日 予約診療日を表示します。

診療内容 コンボボックスより診療内容を選択すると，選択内容別に未院患者状況を表

示します。「00　全体」を選択した場合は，全診療内容を対象として一覧に表

示します。

ドクター コンボボックスよりドクターを選択すると，ドクター別に未院患者状況を表

示します。「9999　指定なし」としたときには，全ドクターを対象として一覧

に表示します。

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 遷移元の画面へ戻ります。

一覧印刷 F4 未院状況を一覧表に印刷します。

前日 F5 日付を前日にします。

前頁 F6
未院患者は一画面に200まで表示します。

200件以上の場合は「前頁」，「次頁」により表示を切り替えます。

次頁 F7
未院患者は一画面に200まで表示します。

200件以上の場合は「前頁」，「次頁」により表示を切り替えます。

翌日 F8 日付を翌日にします。

全体 F10
診療内容を「00　全体」，ドクターを「9999　指定なし」に切り替え

ます。未院患者をすべて表示します。
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（3）週間一覧

予約画面「週間一覧」(F7)で選択された日付から6日間の週間一覧表を表示します。一覧には診療内容や担当医別

で表示できます。選択はコンボボックスより行います。

項目の説明

診療内容 コンボボックスより診療内容を選択すると，選択内容別に患者状況を表示します。「00　全体」
を選択した場合は，全診療内容を対象として一覧に表示します。

ドクター コンボボックスよりドクターを選択すると，ドクター別に患者状況を表示します。「9999　指定

なし」を選択した場合は，全ドクターを対象として一覧に表示します。

ファンクションキーの説明

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 遷移元の画面へ戻ります。

一覧印刷 F4 患者状況について，画面に表示されている内容を印刷します。

← F5 1日単位で左へスクロールします。

前頁 F6
患者は一画面に200まで表示します。200件以上の場合は「前頁」，「次

頁」により表示を切り替えます

次頁 F7
患者は一画面に200まで表示します。200件以上の場合は「前頁」，「次

頁」により表示を切り替えます

→ F8 1日単位で右へスクロールします。

全体 F10
診療内容を「00　全体」，ドクターを「9999　指定なし」に切り替えま

す。週間一覧の予約をすべて表示します。
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（4）予約日検索

予約画面「予約日検索」(F8)で患者ごとに予約状況を確認できます。予約画面で患者を選択してあれば，患者番

号を引き継ぎます。

未院予約，来院済み予約もすべて表示します。

項目の説明

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 遷移元の画面へ戻ります。

クリア F2 患者をクリアします。

前頁 F6
1頁に100件まで表示します。

100件を超えている場合は「前頁」「次頁」で表示します。

次頁 F7
1頁に100件まで表示します。

100件を超えている場合は「前頁」「次頁」で表示します。

氏名検索 F9 氏名検索画面へ遷移します。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 174 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 2.240



2.5 診療行為

2.5.1 画面の説明

（1）日付の設定

（2）項目の説明

（3）ヘルプ画面表示

（4）メモ機能

（1）日付の設定

マスターメニュー画面または業務メニューの「環境設定」(F6)によりシステム日付の変更，担当医を設定できま

す。

＜端末設定＞

任意の日付へ変更できます。また時間外区分の設定を行うとその後の診療行為入力時に設定した時間外区分を適

応します。

注意

システム日付を変更するとその後行った作業の処理日をすべてシステム日付で処理します。日付変更後の作

業終了時に日付を元に戻します。日レセを終了させ画面を立ち上げ直しても日付が元に戻ります。

ヒント！

日付，時間外区分を変更した場合，背景色を変えて注意を促せます。【5.1　システム管理マスタ】の【1038　診療行為機能

情報】を参照してください。
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（2）項目の説明
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診療行為入力画面上部・項目の説明

患者番号入力欄 患者番号，または患者氏名を入力します。

診療日欄 診療日を入力します。初期表示は当日（マシン日付）になります。

※診療日にアスタリスクが付いている場合は，2.9(1)-7保険一括変更

＜収納更新時にエラーが発生する場合（診療日にアスタリスクがつく場合）

＞を参照

院外，院内ボタン

(Ctrl＋F2)
院外処方，院内処方を切り替えます。初期表示は業務メニュー「91　マスタ

登録」－「101　システム管理マスタ」－「1001　医療機関情報－基本」で設定

できます。

患者氏名，性別，生年月日，年齢，患者

負担割合表示欄

患者番号入力欄を入力すると患者氏名，性別，生年月日，年齢，患者負担割

合を各欄に表示します。

保険選択欄 現在使用できる保険組合せの中から，これから使用する保険組合せをコンボ

ボックスより選択します。（前回選択保険を表示します）。

診療科選択欄 診療科をコンボボックスより選択します。（前回受診科を表示します）。

頭書きボタン

(Ctrl＋F1)
処方箋の頭書きのみの印刷をします。

前回処方ボタン

(Ctrl＋Shift＋F1)
処方箋，薬剤情報提供書の再印刷をします。操作方法はこちら

Do検索／訂正診療日ボタン

（「訂正」F4)
ボタン操作により，Do検索…患者の過去の診療データより，入力内容を現在

入力中の画面へ複写します。

訂正診療日 以前に受診した診療行為データを訂正できます。操作方法は，「Do検索」は，

【2.5.6　Do検索からの入力方法】を，「訂正診療日」は，【2.5.7　診療行為内

容の訂正方法】を参照してください。

前（Ctrl+F6) 受診履歴の表示を切り替えます。

次（Ctrl+F7) 受診履歴の表示を切り替えます。

病名欄 外来入力画面のみ病名の簡易表示します。

□：主病名

◎：疾患区分あり（種類を問わず）

△：疑い区分あり（種類を問わず）

＜非表示病名あり＞：「レセプト表示しない」，または，レセプト表示期間を

過ぎた病名がある場合に表示。

「101　システム管理マスタ」－「1007　自動算定チェック機能制御」

－病名表示で表示設定ができます。

＜保険組合せの初期表示について＞

診療行為入力画面に患者を呼び出したとき，受診履歴がある場合は最終受診時に使用した保険組合せを表示し

ますが，受診履歴がない場合は保険・公費の数の多い保険組合せを初期表示します。労災保険または自賠責保険

がある場合はこれらの保険を優先して表示します。ただし，初期表示される保険組合せが必ず使用する保険とは

限りませんので，算定する保険組合せが異なる場合はコンボボックスから選択してください。

＜保険者番号の表示について＞

診療行為入力画面に関する画面のみ表示します（診療行為入力画面，診療行為確認画面，請求確認画面，診療

科・保険選択画面）。保険組合せ表示文字数は半角60文字（全角30文字）までです。

＜主科のドクターの初期表示について＞

診療科の下に表示されるドクターは，以下の順位で主科のドクターとして初期表示をします。（※「主科」とは，

診療行為画面上段のコンボボックスで指定されている診療科を指します）。

• 「受付」をした場合は選択したドクターを表示

• 「受付」をしていないときで当日選択した診療科に受診履歴がある場合は，当該診療科の最終受診日の

ドクターを表示　

• 1または2でもない場合は，環境設定‐システム設定に設定されているドクターまたは医師一覧より当日

の担当医として登録されているドクターを表示

なお，初期表示されるドクターはドクター欄の▼を押し変更できます。
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＜当日の担当医を設定するには＞

環境設定より担当医を設定する　【1.2　マスターメニュー】を参照してください。

医師一覧より担当医を設定する　【2.1.4　当日の医師の登録】を参照してください。

画面中央は診療行為の入力を行い点数結果などを表示します。

「診区」列 診療区分のことで剤の先頭にあたる行にのみ表示します。

「入力コード」列 診療行為コードや使用量，回数などを入力します。

「名称」列 入力された診療行為コードの名称を表示します。

「数量」列 入力された数量と単位を表示します。

「点数」列 剤単位に算定した点数を表示します。

「回数」列　 剤の回数（日数）を表示します。

「計」列　 剤単位に点数の小計を表示します。

「受診履歴一覧」 診療日，受診科，保険組合せを表示します。

画面下部

「合計点数」 診療日に算定している点数を表示します。

「最終来院日」 最後に受診した年月日を表示します。

（退院日）

（有床版のみ）

外来の診療行為入力画面で入院歴のある患者を表示したときに直近の

退院日を表示します。（外来診療行為画面で入院中の患者を開いたと

きは，99.99.99と表示します）

「初診算定日」 直近で初診料を算定した診療日を表示します。

「未収金」 未収金額がある場合に表示します。

「当月点数累計」 当診療日も含め，月の合計点数を表示します。

「Do選択」 Do検索を行う際に複写したい診療日の番号を入力します。

「　頁　」 診療行為入力画面のページ数を表示します。

「患者情報表示欄」 禁忌，アレルギー，感染症，コメント，リハビリ開始日，介護認定情

報を表示します。

表示する初期表示する情報や順番は「101　システム管理マスタ」－

「1038　診療行為機能情報」で設定できます。

※「全角半角混在のため表示できません」と表示済みの場合は　

【2.2.3　患者情報の入力】の【（1）基本情報】のコメント欄の項目を

参照してください。

ファンクションキーの説明

下段　左側より

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 前画面へ戻ります。

患者取消 F2 患者の基本情報と診療行為をクリアします。

前回患者 F3 前回患者番号の入力のあった患者を呼び出します。

訂正 F4 以前来院分の診療行為データが訂正できます。

入力CD F5

現在，画面に入力のある診療コードに対し医院独自の入力コードの作

成・登録できます。（詳細は，【2.5.5　入力コードの設定方法】の

【（2）診療行為入力からの入力コード設定】を参照してください）

前頁 F6
カーソルが1頁分上に移動します。【5.1システム管理マスタ】－【1010
職員情報】で移動する行数を設定できます。

次頁 F7
カーソルが1頁分下に移動します。【5.1システム管理マスタ】－【1010
職員情報】で移動する行数を設定できます。

Do F8

患者の過去の診療データより，入力内容を現在入力中の画面へ複写し

ます（詳細は，【2.5.6　Do検索からの入力方法】を参照してくださ

い）。

氏名検索 F9 氏名検索画面に遷移します。

予約登録 F10 患者来院日の予約・登録できます。（詳細は，【2.4.1　予約登録】を
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参照してください）

「101　システム管理マスタ」－「1045　予約・受付機能情報」の設定

により，表示している患者を予約画面へ引き継ぎます。

受付一覧 F11
当日，受付登録のあった患者一覧を表示します。

また，一覧の更新をします。

登録 F12 診療行為データを登録します。

上段　左側より

項目 ファンクションキー 説明

診療選択 Shift＋F1 患者の基本情報の選択入力できます。

クリア Shift＋F2 診療行為データをクリアします。

セット登録 Shift＋F3
医院独自の診療行為セット作成できます。

（詳細は，【2.5.4　セットの登録方法】を参照してください）

受付 Shift＋F4
患者の受付確認・登録できます。

（詳細は，【2.1　受付】を参照してください）

患者登録 Shift＋F5
患者情報の確認・登録できます。

（詳細は，【2.2.3　患者情報の入力】を参照してください）

複数科保険 Shift＋F6

1回の行為入力で複数科，複数保険の同時入力できます。

（詳細は，【2.5.2　入力の基本操作】の【（8）複数科保険入力】

を参照してください）

病名登録 Shift＋F7
病名の確認・登録できます。

（詳細は，【2.7　病名】を参照してください）

収納登録 Shift＋F8
入金および，未収金情報の管理をします。

（詳細は，【2.8　収納】を参照してください）

会計照会 Shift＋F9
診療行為をカレンダー表示し，確認および修正ができます。（詳細は，

【2.9　会計照会】を参照してください）

算定履歴 Shift＋F10
算定の上限回数がある診療行為や，回数により逓減算定を行う診療行

為などを算定した場合に，算定履歴情報として一覧に表示します。

包括診療 Shift＋F11 電子点数表により包括対象診療行為をチェックします。

中途終了 Shift＋F12
診療行為の入力途中で終了できます。

なお，入力されたデータは保持しています。

「中途表示」ボタン Ctrl＋Shift＋F12 中途終了中の患者の一覧表示をします。
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（3）ヘルプ画面表示

診療行為入力画面で「マスタ登録」－「109　ヘルプマスタ」に登録されているヘルプ内容を表示できます。

ヒント

ヘルプマスタの登録は【5.10　ヘルプマスタ】を参照してください。

（3）－1　ヘルプ画面を開く

診療行為画面を開きます。

「？」を押します。
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ヘルプ画面を表示します。
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（3）－2　記号の説明

＋は目次1「診療行為入力」の下に目次2があり，選択すると目次2を表示します。

記号の無い「コード一覧」は目次1単独になります。

「＞」は目次1に説明文があり，下に目次2がある場合に表示します。

目次1に説明文が無い場合は，目次2を表示します。
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（3）－3　ヘルプ画面の表示切り替え

ヘルプ表示は自院登録分を初期表示します。自院登録分がない場合は標準登録分を表示します。目次は100件ま

で表示し，100件を超えるときは「前頁(F6)」「次頁(F7)」で切り替えます。表示したい目次1を選択します。
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目次1に説明文が登録済みの場合は，目次1の説明文を表示します。

目次1に説明文が登録されていない場合は，目次2の説明文を表示します。

次に目次2を選択します。
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目次の切り替え

目次2を表示中に目次1の一覧へ戻りたい場合は，「目次切替え(F5)」を押します。
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（3）－4　目次の検索

目次1，2を任意の文字列から検索できます。検索範囲は表示している自院（標準）内で検索します。「検索(F4)」

を押し，検索文字列を入力します。直接文字列を入力してもかまいません。

「Enter」を押すと，検索結果を目次欄に表示します。

通常のヘルプ画面に戻るには，「標準(F9)」または「自院(F10)」を押します。

ファンクションキーの説明

項目 ファンクションキー 説明

閉じる F1 ヘルプ画面を閉じます。

検索 F4 検索文字列入力欄へカーソルを移動します。

目次切替え F5 目次2から目次1へ表示を切り替えます。

前頁 F6 目次項目が100件以上の場合，前頁を表示します。

次頁 F7 目次項目が100件以上の場合，次頁を表示します。
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（4）メモ機能

受付画面，診療行為入力画面から患者ごとにメモ登録できます。登録内容は受付，診療行為入力画面で確認・登

録できます。またメモ内容をCLAIM送信します。

診療日当日にメモが登録済みの場合は診療行為入力画面の右上に「メモ」と赤字で表示します。

＜メモの登録＞

メモの登録，確認，変更，削除は【2.1　受付】の【2.1.3　メモ機能】を参照してください。
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2.5.2 入力の基本操作

（1）患者の呼び出し

（2）入力方法

（3）編集方法

（4）初診算定日の入力方法

（5）中途終了・中途表示

（6）算定履歴

（7）請求確認について

（8）複数科保険入力

（9）回数制限を越える診療行為入力（特定療養費）

（10）処方箋，薬剤情報提供書の再印刷

（11）長期投与，投与量，診療行為の算定回数，禁忌薬剤のチェック

（12）診療行為の算定上限回数の設定（ユーザ設定）

（13）他医療機関の退院日を登録する。

（14）同日の入力回数について

（1）患者の呼び出し

該当する患者を各画面で呼び出すときは，以下のいずれかの方法を使用します。

（方法その1）患者番号入力欄からの呼び出し

呼び出したい患者の患者番号を入力して「Enter」を押します。

（方法その2）患者番号入力欄で入力した患者氏名による検索結果からの呼び出し

患者番号入力欄に検索する患者の姓名を入力して「Enter」を押します。入力できる文字数は10文字までとし，全

角カタカナまたは漢字で入力します。

例）日医　四郎（ニチイ　シロウ）を検索

姓のみで検索 ニチイ 

日医 

名のみで検索 「＊」をつける（全角）

＊シロ 

＊四郎 

組合せで検索 ニチイ　シ 

苗字が部分検索のときは「＊」をつける（全角）

ニ＊シ 

日＊四郎 
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検索した結果，該当する氏名が1件しかない場合はその患者を画面へ呼び出して表示します。1件以上存在する場

合は，患者検索一覧画面へ遷移して該当する全患者を表示します。

（方法その3）「氏名検索」画面からの呼び出し

● 「氏名検索」(F9)を押した後，検索する患者の姓名を入力します。

氏名による検索方法は（方法その2）と同じです。

● 入力できる文字数は10文字までとし，カタカナまたは漢字で入力します。

該当する氏名があれば患者検索一覧へ表示します。

検索結果により表示される患者の情報は，患者番号，氏名，性別，生年月日，年令，前回来院日，受診科，保

険，本人・家族，入院患者の場合は病室番号の9項目からなります。受診科および保険は，最終来院日の情報を

表示します。これらの情報から該当する患者を見つけ出し，選択番号欄に番号を入力するか，直接クリックして

遷移元の画面に呼び出します。
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＜glclientの場合＞

氏名検索の画面では入力が少しの間止まったときに自動で検索します。自動検索のタイミングは変更できます。

環境変数に　GL_SEND_EVENT_DELAY=XXXX　を設定します。単位はミリ秒で0（ゼロ）と設定した場合は検索は

「Enter」を押したタイミングで始まります。詳しくはベンダーへお問い合わせください。

＜glclientランチャーの場合＞

詳細をクリックします。「タイマー処理を有効にする」のチェックを外して「接続」をクリックします。

＜glclient/Java(monsiaj)の場合＞

起動画面－その他の設定で設定します。

タイマーを使用する場合はチェックボックスをクリックします。タイマーを使用しない，またはタイマー起動時

間を0（ゼロ）と設定した場合は「Enter」を押したタイミングで検索します。
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その他の設定は http://www.orca.med.or.jp/receipt/download/java-client/others.htmlを参照してください。

詳しくはベンダーへお問い合わせください。

項目の説明 （入力および選択項目）

氏名検索 検索を行う患者の名字，または氏名を10文字以内のカタカナまたは漢字で入

力します。前方一致検索をします。

生年月日 生年月日から検索をします。

検索条件は「年」の指定からできます。

性別欄 性別のみの検索は行えませんが，氏名または生年月日検索時の条件の絞り込

みに使用できます。

入外別欄 入院患者または外来患者のみの検索は行えませんが，氏名または生年月日検

索時の条件の絞り込みに使用できます。

なお，無床診療所版では初期値である「0　全体」の表示のみになります。

（表示項目）

患者番号，氏名，性別，生年月日，年令 患者登録画面で入力された各情報を表示します。

前回来院日 診療行為入力を行った最終の来院日を表示します。

科 前回受診科を1文字で表示します。ただし，1回に複数科受診をした場合は前

回最初に診療行為入力を行った診療科を表示します。

病室番号 入院中の患者の場合に病室番号を表示します。

ファンクションキーの説明

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 遷移元の画面へ戻ります。

クリア F2 氏名検索画面に遷移したときの状態に戻します。

次頁 F7
検索結果の該当件数が100件を超えた場合に，押すごとに次の100件
を表示します。

（方法その4）「受付一覧」画面からの呼び出し

当日，該当患者の受付処理が完了している場合は「受付一覧」から患者の指定できます。診療行為入力画面の「受

付一覧」(F11)を押した後，受付または受診済み（診療行為入力済み）の患者一覧から，呼び出したい患者を選
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択番号欄へ番号指定するか直接クリックしたのち，「確定」(F12)を押すと遷移元の画面へ呼び出します。
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＜患者を呼び出すと警告表示されるときは＞

患者を呼び出したときに

このメッセージが表示される場合は，前回の診療で使用した保険組合せと今回自動表示した保険組合せに違い

があるときです。

主な原因

● 公費の適用期間が終了した

● 公費または主保険が削除された

● 本人家族区分が変更され保険組合せが変わっている

メッセージを表示します。患者登録確認と過去の診療分の保険組合せを確認してください。

※前回との保険組合せチェックは「101　システム管理マスタ」－「1007　自動算定・チェック機能制御情報」－前回保険組

合せ相違チェックの項目で設定できます。
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（2）入力方法

　　「診療種別区分」

　　「診療行為コード」

　　「薬剤コード」△「数量」

　　　　：

　　「薬剤コード」△「数量」

　　「材料コード」△「数量」

　　　　：

　　「材料コード」△「数量」＊「回数（日数）」

　　になります。

各診療種別区分別に多少異なりますが基本的には入力形式はこのようになります。数量や回数について省略した

場合は「1」が入力されたこととして処理をします。ただし，回数を入力することによって剤終了の判定をするた

め，場合によっては省略できないこともあります。

＜入力例1＞ 

＜入力例2＞　テンキー部を使用しての入力方法

＜「／」について＞

入力コード欄の診療行為コードと数量の間の空白は，「／」（全角，半角可）を入力し空白にできます。

ただし，時間加算区分コードと診療行為コードの間の空白等，画面左から2桁目までに空白を挿入する場合は

「／」は使用できません。先頭に「／」を入力した場合はカタカナ入力画面へ，「／／」（全角，半角可）を入力し

た場合は検索画面へ遷移します。
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＜入力例3＞コメントを使用する場合

定型化された厚生省のコメントマスタを使用する場合は，「／／」（全角，半角可）を入力すると検索画面へ遷

移します。ユーザ登録のコンボボックスにある「4：コメント」より，使用するコメントを選択して「Enter」を押

します。または「//c」でもコメント一覧が表示できます。

【「健康診断から」を選択して入力した例】

↓

ユーザ登録のコンボボックスにある「コメント」以外のマスタ（用法，部位，その他，労災）についても同様の

操作方法になります。詳細は【2.5.3　診療行為コードの検索】の【(4)その他の検索】を参照してください。
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選択式コメントの入力

レセプトに算定理由等を記載するもののうち，選択肢が示されているものについては提供されているコメント

コード一覧を表示します。一覧からコメントを選択し入力できます。

【入力例　注射器用注射針加算】

一覧からコメントを選択し，「F12　確定」を押します。

＜選択式コメントの対象診療行為の入力画面表示について＞

選択式コメントがある診療行為は診療行為名の先頭に識別文字を表示します。

「S」：選択式コメント一覧を表示し，選択できる。

「C」：選択式コメント一覧を表示しないが選択式コメントがある診療行為

「R」：選択式コメント一覧を表示しないが選択式コメントがあり，レセプトに自動記載する診療行為

＜選択式コメント一覧の表示設定＞

業務メニュー「91 マスタ登録」ー「101 システム管理マスタ」ー「1038 診療行為機能情報」の設定により選択式コ

メント一覧の表示を設定できます。

1038 診療行為機能情報ー「6 選択式コメント一覧」

「0 自動表示しない」・・・選択式コメント一覧を表示しません。

「1 自動表示する」・・・・選択式コメント一覧を表示します（※1）

「2 自動表示する（選択コメントなし）」・・・選択式コメント一覧を表示します（※1）

※1　「1 自動表示する」と「2 自動表示する（選択コメントなし）」の違いについて

「1 自動表示する」

選択式コメント一覧を表示します。ただし以下の場合は表示しません。

• コメント対象の診療行為を複数選択した場合またはコメント対象の診療行為を複数含むセット

登録を入力した場合，1つ目の診療行為に対して選択式コメント一覧を表示します。このときコ

メントを選択し「確定」すると2つ目の診療行為に対しては選択式コメント一覧を表示しません。

• コメント対象の診療行為とコメントコード（選択式以外のコメントコードを含む）が同時に入

力された場合は選択式コメント一覧を表示しません。

「2 自動表示する（選択コメントなし）」

選択式コメント一覧を表示します。

• コメント対象の診療行為を複数選択した場合またはコメント対象の診療行為を複数含むセット

登録を入力した場合であっても全ての診療行為に対して選択式コメント一覧を表示します。

• コメント対象の診療行為とコメントコード（選択式以外のコメントコード）が同時に入力され

た場合であっても選択式コメント一覧を表示します。
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＜文字入力が必要な選択式コメントの入力＞　コメントパターン30の入力

選択した選択式コメントに文字入力を行う場合は専用の入力画面から入力します。

診療行為入力コード入力欄（最終行）に「/c」を入力します。

対象コメントが複数ある場合は先頭のコメントから順に表示します。コメントを入力し「F12 確定」を押します。

コメントを確定後，「F7 次」で次のコメントを表示します。すべてのコメント入力が終わったら「F1 戻る」で戻

ります。

ヒント

コメントコードの先頭に「/c」を入力した場合は，そのコメントだけを対象に入力画面を表示します。
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ヒント

コメントを修正するには再度「/c」を押して入力画面を表示し編集してください。

コメントを削除するにはコメント欄をすべて消して「F12 確定」を押してください。

＜選択式コメントへゼロ「0」の入力＞　コメントパターン42，52

コメントの中で数値などを入力する場合は「0」を入力してください。この場合行削除するには「0　0」を入力して

ください。

ヒント

一般の診療行為コードに「0」を入力すると行削除を行います。

＜選択式コメントの一覧表示＞

診療行為入力画面に入力中の診療行為の選択式コメントを一覧表示できます。

“2.5.3-(7)-6 「/S」「//SS」「//SA」「//SJ」選択式コメント一覧”を参照してください。

<入力例4>　包括分診療行為入力を行う場合

包括分診療行為を別に手入力する

＜包括分診療行為入力について＞

「101　システム管理マスタ」－「1007　自動算定・チェック機能制御情報」で「包括登録」を「包括分入力をする」

と設定したとき，保険組合せコンボボックスで「9999　包括分入力」を選択できます。これは，外来の総合診療

料または入院基本料に包括される診療行為について入力をできるようにするもので，統計情報などに用いるた

めに包括分診療データを登録できるようにした機能です。保険診療分を入力する際に包括分の点数を自動的に省

くものではありません。

＜小児科外来診療料に包括分の診療行為入力を行う場合＞

包括分の診療行為入力は，保険診療分の診療行為入力の前後どちらでも構いません。患者を呼び出して保険組合

せコンボボックスに「9999　包括分入力」を指定します。このとき，確認メッセージを表示します。

「OK」を押した場合は，画面がクリアされるので入力コード欄の先頭行から包括分の診療内容を登録します。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 198 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 2.269

図 2.270



「NO」を押した場合は，画面表示内容を保持したまま，包括分入力へ切り替わります。

↓

入力後は，「登録」(F12)を押すと診療行為確認画面へ遷移します。通常，確認画面から「登録」を押すと請求確認

画面に遷移をしますが，包括分は請求データを作成しないため，確認メッセージを表示してここで登録をしま

す。

包括分の登録を行うと，診療行為入力画面の画面右側の受診履歴表示欄には「9999」で包括分入力を表示します。

＜包括入力分の取り扱いについて＞

「診療行為」

● 包括分の診療入力結果は診療会計には反映をしますが，請求データは作成しません。（患者請求が発生

しないため）

● 包括入力分のデータは診療行為画面の訂正入力で他の保険組合せに変更することはできません。（包括

以外の保険組合せで登録済みの診療内容を，訂正で包括分に切り替えることもできません）。

● 包括入力分は処方箋の発行はできません。

● 薬剤情報，お薬手帳は複数科保険入力をした場合に包括分も発行できます。

（「101　システム管理マスタ」－「1038　診療行為情報」の設定が必要です）

● 包括入力が主保険の場合は，「前回処方」から薬剤情報を印刷できます。

● 労災の特掲診療コードも包括分として入力できます。
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● 投薬の処方料等の自動発生，内服薬剤の逓減等は行いません。

● 乳幼児加算，施設基準の逓減，画像診断の診断料等，酸素の補正率，外来の注射の手技料，注射の残量

廃棄を自動発生します。他のものは手入力です。

● 検査の併算定不可チェックは行いません。ただし入力画面内の同一検査コードの重複入力はチェックを

します。

● 手術と点滴の同時入力不可チェックは行いません。

● 入院の調剤料自動発生には反映しません。

● 入院の点滴の場合，点滴手技料の自動発生は行いません。また，点滴の液量計算には含めません。

● 包括分で点滴手技料を入力されても，他保険の手技料自動発生は今までどおり機能します。

● 入院の投薬の場合，処方料の自動発生対象外にします。

● 包括入力分も受診履歴データは作成しますが，初診算定日，最終受診日の管理には反映しません。

● 算定履歴を作成しないので，診療回数による逓減等は行いません。

（画像診断のCT，MRIの2回目以降の逓減，理学療法の逓減など）

● 包括入力時も禁忌薬剤のチェックは行います。

● 包括入力分は診療行為画面の当月累計点数欄には反映しません。入力中の合計点数欄には表示をします。

「その他」

● 包括入力分のデータは「41　データチェック」の「薬剤と併用禁忌」「診療行為と併用禁忌」「投与禁忌薬

剤と病名」のチェック対象になります。データチェックのその他の項目では対象外になります。

● 包括入力分のデータはレセプト記載対象外です。（診療内容参考資料，高額請求添付資料にも記載対象

外）

● 包括入力分はカルテ3号紙には記載しません。

● 会計カードには包括分として印刷をします。

● 統計データ作成業務でデータ出力した場合は，包括入力分も含めてデータを作成をします。保険組合せ

番号に「9999」がセットされたデータになるので，統計プログラムなどを独自に作成して出来高算定時

の統計を取る場合などに利用できます。

包括分入力を自動で分ける

電子点数表により，包括分診療行為を自動判別を行い点数算定します。

• 平成18年4月診療分より動作します。

• 包括分診療行為をエラーとするか点数無しとして登録するか設定できます。

「101　システム管理マスタ」－「1014　包括診療行為設定情報」で包括算定方法を設定します。

（初期設定は「0　包括算定しない」になっています）。

例）外来診療料の包括チェックを行う場合

＜「101　システム管理マスタ」－「1014　包括診療行為設定情報」の包括算定方法を「1　包括算定する（会計デ

ータ作成）」とした場合＞

診療行為を入力します。入力した時点では包括チェックを行いません
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診療行為入力後，「登録」を押し診療行為確認画面へ遷移します。このとき包括対象の診療行為には「包括診療」

と表示し点数表示をしません。

また，診療行為入力画面で「包括診療」(Shift＋F11)を押し，包括対象か否かをチェックできます。このとき包

括対象の診療行為は青色で表示します。

訂正時に開いたときもこの包括対象診療行為の青色表示をします。
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会計照会の表示

「包括診療」と表示し，点数欄に「＊＊＊＊＊」を表示します。

同一剤の中に包括対象と包括対象外の診療行為がある場合

包括チェック時に剤分離を促す警告メッセージを表示します。

警告メッセージを「閉じる」と包括対象の診療行為を青色に，包括対象外の診療行為を赤色で表示します。

剤分離は自動では行いません。手動で行ってください。
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＜「101　システム管理マスタ」－「1014　包括診療行為設定情報」の包括算定方法を「2　包括算定する（エラー

扱い）」とした場合＞

診療行為を入力します。入力時にはチェックをしません。

診療行為入力後，「登録」を押したときにチェックを掛けます。

包括対象の診療行為がある場合は，エラーメッセージを表示します。

「OK」を押すと包括対象の診療行為を削除します。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 203 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 2.282

図 2.283

図 2.284



＜包括対象診療行為を算定したい場合＞

一時的に出来高算定を行いたい場合は以下のシステム予約コードを入力します。

"099999903　出来高算定（剤）"

診療種別区分の直下に入力します。

"099999904　出来高算定（日）（入院料包括）"

入院で使用します。入力してある診療日はすべて出来高算定します。

予約コード単独で入力します。

"099999905　出来高算定（会計）"

外来で使用します。入力がある会計をすべて出来高算定します。

予約コード単独で入力します。
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＜特定の診療行為のみ包括としたい場合＞

予約コードを入力します。

"099999908　包括算定（剤）"

診療種別区分の直下に入力します。

注意！

• 診療種別区分が必ず必要です。

• 「101　システム管理マスタ」－「1014　包括診療行為設定情報」でいずれか自動包括の設定がされている必要があ

ります。

• 薬剤や検査の場合は処方料や判断料，採血料等の自動算定する診療行為は包括になりません。
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（3）編集方法

（3）－1　削除

行単位　 行削除を行う入力コード列を消去（空白）するか，または入力コード列

の先頭に空白を挿入して「Enter」を押します。

また，診療行為コードの後を1文字空白とした後に「0」を入力するとも行

削除ができます。

剤単位　 削除したい剤の入力コード列の先頭か，最後に「－（マイナス）」を挿入

して「Enter」を押します。

剤削除は該当する剤のどの行に「－」を挿入しても，剤単位で削除ができ

ます。

セフゾンカプセル100mgの剤を削除するために，例としてここでは用法の最後に「－」を入力していますが，剤

削除時は該当する剤内であればどの行に「－」を付けても剤削除はできます。

「Enter」を押します。
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（3）－2　挿入

行挿入 挿入したい行の1つ下の行の先頭か，行の最後に「＋（プラス）」を挿入

して「Enter」を押します。

ソランタール錠50mgと用法コードの間に追加の薬剤を挿入するためには，用法コードの最後に「＋」を入力しま

す。

「Enter」を押します。

1行，入力行が挿入されるので算定するコードを入力します。

＜その他の編集方法＞

診療行為内容をクリアするとき 「クリア」(Shift＋F2)を押します。

患者の基本情報と診療行為内容をクリアするとき 「患者取消」(F2)を押します（「101　システム管理マス

タ」－「1007　患者取消確認チェック」の項目で警告メ

ッセージを表示できます）。
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（4）初診算定日の入力方法

「2.6　診療種別区分別の入力方法」の「（1）診察料」で説明していますが，初診料または再診料はシステムが

自動発生をします。本システムを導入直後や導入時に入院中で初診算定日の設定ができていない，初回の診療日

に診察料の算定がなく初診算定日が設定されていない等，本来再診料を算定すべき患者に対し初診料を自動発

生してしまいます。これは患者の初診算定日が算定情報として登録されていないために起こる現象です。次の入

力方法で初診算定日を登録してください。

＜例＞令和2年4月20日が初診の場合

※自動発生した初診料のコードの後に空白を1文字置いて7桁で初診算定日を入力します。

111000110 5020420

例では"111000110"の初診(診療所)のコードです。これに入力コードを設定している場合（例えば，"1000"）も

同様に入力コードの後に初診算定日を入力します。

1000 5020420

確認のメッセージを表示しますので「OK」をクリックするか，または「Enter」か「F12」で進めます。中止する場合

は「戻る」をクリックするか，または「F1」を押します。
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システムは初診算定日を登録し改めて再診料を自動発生します。

注意！

この入力方法は初診算定日が設定されていない場合のみ有効です。

すでに初診算定日の設定がある場合はエラーになります。

＜誤って登録した初診算定日の日付を変更したい場合＞

上記操作により登録した初診算定日を変更する場合は，「算定履歴」(Shift＋F10)を使用して変更できます。

＜例1＞初診を算定した同月内で算定日の変更

変更入力欄に初診の行番号を入力すると，下部へ内容を複写します。

初回算定日欄の日付を正しい日付にします。算定日のフラグも立て直して，「修正」(F4)を押し，「登録」します。

注意！

診療行為画面で呼び出した患者を引き継いで算定履歴画面へ遷移している場合は，「登録」後に再度患者を呼び出すことで

正しい初診算定日を表示します。

＜例2＞初診算定月が異なる場合の算定日の変更

算定年月を変更したい場合は，登録済みの初診算定月の算定履歴を「削除」(F4)後，「登録」します。システム日

付を正しい初診算定日に直して初診料を入力します。
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（5）中途終了・中途表示

（5）－1　中途終了をする

（5）－2　中途終了データの表示

（5）－3　中途終了による複数科保険入力

（5）－4　中途終了データを削除する

診療行為入力の途中で「中途終了」されたデータは，「中途表示」(Ctrl＋Shift＋F12)を押すと前回入力された続

きから再度入力できます。診察室で患者の薬剤・検査内容等を入力し，窓口業務で会計を行う際などに利用しま

す。

（5）－1　中途終了をする

一旦，この患者の診療行為入力を終了させる場合，「中途終了」(Shift＋F12)を押します。

次のようなメッセージを表示します。
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F5　薬剤情報発行 入力中のデータを保持すると共に，入力された内容の薬剤情報提供書

の発行を行い，中途終了します。

F6　お薬手帳 お薬手帳用貼付用のお薬リストの発行を行い，中途終了します。

F7　薬情・手帳 薬剤情報とお薬手帳の両方を発行し，中途終了します。

F8　処方箋発行 入力中のデータを保持すると共に，入力された内容の処方箋の発行を

行い，中途終了します。

F9　処方箋・薬情発行 入力中のデータを保持すると共に，入力された内容の処方箋と薬剤情

報提供書の発行を行い，中途終了します。

F10　全部 上記すべてを発行し，中途終了します。

F12　登録 入力中のデータを保持して一旦終了します。

UP指示 ユーザプログラムを起動します。

診療行為入力途中で「中途終了」したデータは，受診日，診療科，保険組合せのいずれかが異なれば同一患者が

複数の中途終了データを保持できます。ただし受診日，診療科，保険組合せが同一で診療行為入力内容が違う複

数の中途終了を行った場合は，最新のデータを保持します。
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（5）－2　中途終了データの表示

＜中途終了中のデータ一覧を表示し，選択する場合＞

中途終了中のデータを呼び出すときは，「中途表示」(Ctrl＋Shift＋F12)を押します。中途終了一覧では，患者

氏名と受診日，診療科，保険組合せ，主科ドクター，表示区分を表示します。同一患者でも受診日，診療科，保

険組合せのいずれかが異なる場合の中途終了データをすべて表示します。患者番号欄に指定の患者が入力されて

いない場合は，一覧に中途終了中の全患者を表示します。

※中途終了一覧の並び順（初期設定）は，「101　システム管理マスタ」－「1038　診療行為機能情報」で登録順，患者番号

順のどちらかを設定できます。
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＜患者を呼びだしたとき，受診日，診療科，保険組合せの一致する中途終了データがあった場合＞

直接診療行為入力画面にデータを展開します。このとき中途表示一覧を開くと現在展開されているデータに対し

て「区分」欄に「◎」印を表示します。

診療科，保険組合せを変更後，一致した場合メッセージを表示します。

「OK」を押すと現在の診療行為をクリアし中途終了データを展開，置き換えます。

※診療行為画面で展開中の中途終了データは一覧表の「区分」欄に「◎」印を表示します。
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＜中途表示時の診察料・医学管理等の自動算定について＞

中途終了データを展開時（中途表示）に診察料・医学管理等を再度自動発生させるか設定できます。「101　シ

ステム管理マスタ」－「1007　自動算定・チェック制御機能情報」で設定します。

0.算定しない・中途終了データの内容を展開する。

1.算定する・・中途表示時に医学管理等を展開時の病名等から再度自動発生する。

※CLAIMからのデータの場合（中途終了データの電子カルテフラグが0のもの）は設定に関わらず自動発生しま

す。

（5）－3　中途終了による複数科保険入力

入力中の診療行為に複数科・保険の複数科保険入力として，中途終了データを追加できます。

例）「5／1　整形外科　国保」と中途終了データ　「5／1　内科　国保」を複数科保険入力します。

1.整形外科の診療行為を入力します。
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2.「中途表示」(Ctrl＋Shift＋F12)を押し，中途一覧を表示します。

3.中途終了データを選択し，「追加」(F10)を押します。

注意！

「確定」(F12)を押すと入力した整形外科の診療行為がクリアされ，中途終了データの内科に置き換わってしま

います。「追加」(F10)を押してください。

4.整形外科の診療行為に続いて内科分を追加します。

中途終了の追加をした場合は自動的に複数科・保険の入力になります。「複数科保険」(Shift＋F6)であらかじめ

診療科と保険を変えておく必要はありません。（主保険または診療科が同じ保険または科であっても変更コマン

ドを追加します）
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※中途終了データの追加の条件

診療行為入力画面で患者番号が入力されていないと追加できません。

• 入力中の診療行為と中途終了データの診療日が違う場合は追加できません。

• 労災・自賠責・後期高齢者（老人公費）の場合，違う保険組合せの場合は追加できません。

• 中途終了データを展開中に同じ中途終了データは追加できません。

注：中途終了内容を追加する場合，間違った中途終了データを追加しても展開中の区分「◎」はクリアされませ

ん。間違って追加してしまった場合は，患者番号をクリアして再度入力してください。

（5）－4　中途終了データを削除する

＜一括削除＞

業務メニュー‐「52　月次統計」へ「中途終了データ一括削除処理」を登録すると，入外別に診療年月の範囲を指

定して一括削除できます。「52　月次統計」の登録は【3.6　月次統計】を参照してください。

＜個別削除＞

中途終了データから削除する場合は削除したいデータの選択番号を入力後に「F4　削除」を押します。
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（6）算定履歴

1日，1週，月で上限回数がある診療行為を算定した場合や，回数により逓減算定を行う診療行為などを算定し

た場合に算定履歴一覧に表示します。診療行為入力画面で患者を指定した後，「算定履歴」(Shift＋F10)を押し

ます。

削除，および修正をされた場合は，算定回数が正しくカウントされなくなる可能性があります。

項目の説明

変更入力欄 一覧表示された上限回数のある診療行為の中から，初回算定年月日，もしく

は表示されている診療年月の初回算定日や算定回数の変更を行う場合に番号

を入力します。

診療コード，名称，初回算定日，初回，

回数

変更入力欄で指定された内容を複写します。

算定日 表示中の診療年月の初回算定日や算定回数を変更する場合に使用します。

＜ファンクションキーの説明＞

戻る F1 画面を診療行為画面に戻します。

クリア F2 入力中の内容をクリアします。

削除 F3 入力済みの算定履歴を削除します。

前月・次月 F6F7 表示を前月にします。

コメント F8 リハビリの算定履歴を作成した場合に病名等をコメント入力します。

履歴登録 F9 診療行為入力後でも履歴が作成できる項目を表示します。

移行履歴 F10 データ移行時に履歴を作成できます。

登録 F12 登録します。
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＜算定履歴を作成する＞

• 算定履歴の作成は2種類あります

移行履歴・・・データ移行直後等，診療行為入力の無い状態で各種履歴の作成をします。

履歴登録・・・運用開始後に履歴を登録する場合に各種履歴作成をします。

　　　　　　　（現在はリハビリと他院退院日のみ登録できます）

• 履歴作成画面で表示されない診療行為は手入力で作成します（移行履歴作成時）

• 算定履歴作成済みの履歴を選択後，「選択登録」を押すと該当の年月の算定履歴画面を表示します。

• 履歴登録と移行履歴の履歴一覧には各リハビリと他院退院日を表示します。診療行為入力で入力した算

定履歴は「診」と表示し変更できません。

• 履歴登録と移行履歴から作成した算定履歴は算定履歴画面には表示しません。履歴登録画面，移行履歴

画面で確認できます。

• リハビリ終了日を登録できます。

• 同じ種類のリハビリ（運動器等）で複数回の開始日がある場合は，算定履歴より各開始日に対して終了

日が設定できます。

＜履歴登録で過去の算定履歴を作成する＞

作成手順

例1）運動器リハビリの起算日を登録する。

算定履歴画面より，「履歴登録」(F9)を押します。
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運動器リハビリテーション開始日を選択し，算定日・初回算定日に発症日を登録します。

「登録」(F12)を押して登録します。
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登録後，さらに運動器リハビリテーション開始日を選択し，コメント(F8)を押します。

（K062)リハビリコメント登録画面を表示します。

コメントを登録する日付を算定日の欄に表示します。
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病名等レセプトに記載するコメントを入力します。

「登録」(F12)を押し登録します。

登録後はコメントの入力した日を赤字表示します。

「戻る」(F1)で戻ります。
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【登録後の画面】

ヒント！　＜リハビリのコメントに手術日，急性増悪日を記載する方法＞

手術◇日　または　急性増悪◇日　（◇は空白！）　と入力します。
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＜データ移行直後に移行履歴で算定履歴を作成する＞

データ移行直後または診療行為入力がない患者に対して過去の算定履歴を作成できます。

過去の算定履歴が作成できる患者の条件

• 診療行為の入力が無いまたは診療行為で初診が算定されていない患者

作成手順

例1）ニコチン依存症管理料

算定履歴照会画面より，「移行履歴」(F10)を押します。
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ニコチン依存症管理料（初回）を選択後，算定日，初回算定日を入力します。

「登録」(F12)を押し登録します。

【登録後の画面】
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＜表示されていない診療行為を登録する＞

算定履歴作成画面に表示されていない診療行為を登録する場合は手入力で登録します。

例2　トランスフェリン（尿）を登録する。

あらかじめ点数マスタで算定履歴を作成するよう設定を行っておきます。

移行履歴作成画面で手入力で算定履歴を作成します。

【登録後の画面】
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＜疾患別リハビリテーションの終了日登録について＞

各リハビリテーションの開始日に対して終了日を登録できます。同じ種類で複数の開始日があるリハビリに対し

ても開始日ごとに終了日の登録できます。

■終了日を登録する

診療行為入力画面でリハビリ開始日を登録すると算定履歴照会画面の明細に表示します。

「履歴登録」(F10)を押し，移行履歴登録画面を表示します。
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終了したい履歴のリハビリ開始日をクリックし選択します。同一月に開始日が1回の場合は，「終了日付」欄に終

了日を入力し「登録」(F12)を押します。

算定履歴で登録した終了日は診療行為画面では表示しません。

＜同じ種類のリハビリが複数ある場合の表示と終了日登録＞

■複数の開始日が違う月にある場合

同じ種類の開始日を月ごとに表示します。それぞれに終了日を登録します。
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終了日の登録方法

履歴を選択し「終了日付」欄に入力し登録します。

ヒント！

ひと月に同じ種類のリハビリが複数回ある場合は，次項の「■複数の開始日が同一月にある場合」を参照してくだい。

■複数の開始日が同一月にある場合

一つの履歴の中に複数回の開始日を登録します。
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終了日の登録方法

それぞれの開始日に対して終了日を登録します。終了日を登録する履歴を選択し，「コメント」(F8)を押します。

例では20日と27日に開始日が登録されています。

20日の指定を確認し，「終了日付」欄に入力します。

27日に終了日を登録したい場合は，「次日」(F10)を押し，27日を指定後に終了日を入力します。
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ポイント！　赤枠の終了日付について

赤枠の終了日付は算定履歴画面で開始日を作成した場合など，1～5のコメント欄に入力した場合に使用します。1～5のコ

メント別に終了日付を設定できます。また，1～5のコメント欄に入力してあっても緑枠の終了日付欄に入力するとすべて

のコメントを終了します。
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（7）請求確認について

診療行為内容の入力がすべて完了したら，「登録」(F12)を押して終了させます。そのとき画面は，「診療行為確

認画面」，「請求確認画面」へと遷移します。「診療行為確認画面」は診療内容の確認，自動発生（自動算定）項目

の確認，および各種点数のカルテへの転記用として使用します。また，自動算定された剤を削除できます。「請

求確認画面」では請求点数およびや請求金額の確認や変更ができます。請求額を超えない範囲の入金ができます。

＜診療行為確認画面＞

（7）－1　リアルタイムプレビュー

診療行為確認画面より診療行為入力途中のレセプトプレビュー(Shift＋F1)を表示できます。

「プレビュー」(Shift＋F1)を押します。

プレビュー画面を表示します。
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● 排他制御設定を前提とし複数端末で各患者のリアルタイムプレビューをできるようにする。（ただし，排

他制御を設定していなくても同一患者でなければ複数端末も可)

● 診療行為入力途中の場合，収納情報を正しく取得できないため，一部負担金，OCR等に関する記載は正し

くない場合があります。

● レセプトの県単独処理（レセプトカスタマイズ部分）は処理でないため，表示できません。

例）（乳），（原）等の印字

● リアルタイムプレビューを実行後，プレビューが表示される前に別の月または別の患者のリアルタイムプ

レビューを行った場合は，正しく表示されない場合があります。（最初のレセプトと次のレセプトが混じ

って表示される場合があります）

● レセプト作成中（メニュー画面の42明細書）のリアルタイムプレビュー処理は不可です。

● リアルタイムプレビューでは請求関係のデータは作成しません

＜点検用レセプト（院外処方含む）レセプトプレビュー＞

院外処方薬剤を含む点検用レセプトプレビューを表示できます。業務メニュー「91　マスタ登録」－「101　シス

テム管理マスタ」－「1038　診療行為機能情報」で設定できます。

点検用レセプトに包括診療分を記載できます。業務メニュー「91　マスタ登録」－「101　システム管理マスタ」－

「2005　レセプト・総括印刷情報」の点検用タブを参照してください。

＜診療行為が入力されていない場合のリアルタイムプレビューについて＞

• 診療行為が入力されていない場合

外来：エラーメッセージを表示しプレビュー処理を行いません。

入院：プレビューをします（入院会計のみの表示になります）

• レセプト記載する診療行為が入力されていない場合

例）文書料のみ入力され，保険請求する診療行為が無い場合

　　外来：エラーメッセージは表示されません。プレビュー画面に遷移しますが，表示はされません。

例）診療行為の入力が無く，入院会計も無い場合

　　入院：エラーメッセージは表示されません。プレビュー画面に遷移しますが，表示はされません。

＜リアルタイムプレビューからの印刷＞

サーバからの印刷とクライアント印刷の2種類があります。

サーバからの印刷の場合は画面下部の「印刷」(F12)を押します。

クライアント印刷は画面上部のコンボボックスよりプリンタを選択しプリンタアイコンを押します。

注意！

クライアント印刷はクライアントマシンに接続されているプリンタに印刷する機能です。

クライアントマシンでプリンタの設定が必要です。
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労災・自賠責も枠を表示しますが，リアルタイムプレビューからの印刷時には違いがあります。

保険 プレビュー時 サーバから印刷時

(F12)

クライアント印刷

社保・国保 枠有り 枠有り印刷 枠有り

労災 枠有り 「101　システム管理マスタ」－2005
レセプト・総括印刷情報」の労災・枠

記載区分の設定による。

枠有り

自賠責（新様式）

※1

枠有り 「101　システム管理マスタ」－2005
レセプト・総括印刷情報」の自賠責・

枠記載区分の設定による。

枠有り

自賠責（従来様式）

※1

枠有り 枠有り印刷 枠有り

※1　自賠責の場合は新様式と従来様式を同時にプレビューします。

（7）－2　診療行為確認画面で自動算定された剤の削除

「削除」列に「◎」が表示してある剤について，算定しない場合は削除できます。

＜例＞薬剤情報提供料を削除する

該当する番号を「削除剤番号」に入力するか，クリックします。「削除」列が「削」になります。

「削」の表示のある剤を再度クリックすると，削除を取り消すことができ，削除列の表示も「◎」へと戻ります。

なお，診療行為確認画面で削除の操作を行った後に「戻る」(F1)で診療行為画面に戻った場合は，再度すべての

剤を自動算定します。算定しない場合は，同様の操作で削除を行ってください。
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(7)-3　薬剤の銘柄名と一般名の表示切替

院外処方薬剤を一般名記載する場合，請求確認画面では一般名の表示をします。

表示を銘柄名へ変更するには以下の2つの方法があります。

＜請求確認画面の初期表示の設定を変更する＞

101システム管理－「1038　診療行為機能情報」の「5　確認画面処方表示」の項目で一般名と銘柄名の初期表示を

設定できます。

＜請求確認画面の「名称切替」(F4)を押し変更する＞

「名称切替」(F4)を押し，一般名と銘柄名の表示を切替えできます。

　　【一般名表示】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【銘柄名表示】
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＜請求確認画面＞

＜項目の説明＞

「発行日」 診療内容の入力をしている当日の年月日を表示します。

この画面で発行日を変更し登録できます。その場合は「101　システム管理マ

スタ」－「1038　診療行為機能情報」の「発行日変更」の区分を設定しておく必

要があります。

「伝票番号」 診療行為入力時に自動付番される伝票番号です。

「保険分（点）」 診察料や投薬料など各診療区分の合計点数です。

「自費分（円）」 診察料や投薬料など各診療区分の合計金額です。

「その他自費」 消費税なし・・診断書などの自費分にかかる消費税を計上しません。消費税

あり・・自費分の消費税を計算して別に計上します。

「労災保険適用分（円）」 労災の円建て項目を表示します。

「調整金1，2」 診療行為に係わらない請求金額の変更があれば調整金として入力します。調

整金額はマイナス（－）をつけた額も入力できますが，今回請求額がゼロ以

下にならない範囲の入力です。

調整金1と調整金2は同じ調整金としての扱いになります。日レセ標準帳票で

は同じ扱いです。カスタマイズ帳票では別々に統計がとれます。

「薬剤一部負担金」 患者負担分の薬剤一部負担金を表示します。

「老人一部負担金」 老人保健適用患者の一部負担金を表示します。

「公費一部負担金」 公費の患者負担金を表示します。

「今回診療分請求額」 今回診療分の請求額を計上します。

「前回までの未収額」 外来分の未収額を表示します。入院分の未収金がある場合は，入金方法の下

に赤字で表示します。

「前回までの過入金額」 外来の過入金（マイナス未収）を表示します。
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「返金額」 返金額を入力します。「＊」を入力すると返金額を自動セットします。

一部返金は入力できません，「前回までの過入金額」全額を入力します。

「入金額」 請求額に対する今回診療分の入金額を計上します。入金額欄は「入金の取扱

い」コンボボックスの指定した区分によって，入力できるようになる金額の

上限が異なります。操作方法は，【（7）－3　入金額】の修正で説明します。

「入金の取扱い」 コンボボックスから選択します（初期値の設定は「101　システム管理マス

タ」－「1038　診療行為機能情報」で行います)。
コンボボックスの内容は，以下のとおりです。

1：今回請求分のみ入金

今回請求分のみ入金処理を行い，他の未収データへの入金処理は行いませ

ん。

2：今回分・伝票の古い未収順に入金

入金額が今回請求額を超える場合，先に今回請求分の入金処理を行い，残金

は他の未収データへと振り分けられます。このとき，残金の振り分けは伝票

番号の小さい未収データから順に行われます。なお，入金額が今回請求額以

下の場合は今回請求分のみに入金処理をします。

3：今回分・伝票の新しい未収順に入金

入金額が今回請求額を超える場合，先に今回請求分の入金処理を行い，残金

は他の未収データへと振り分けられます。このとき，残金の振り分けは伝票

番号大きい未収データから順に行われます。なお，入金額が今回請求額以下

の場合は今回請求分のみに入金処理をします。

4：伝票の古い未収順に入金

入金額を伝票番号の小さいデータから順に入金します。

残金がある場合は，今回請求データへ入金をします。

5：伝票の新しい未収順に入金

入金額を伝票番号の大きい未収データから順に入金します。ただし，今回請

求分を除きます。残金がある場合は，今回請求データに入金をします。

「合計未収額」 外来分を表示します。

前回までの未収金，前回までの過入金と今回請求額の合計を表示していま

す。

「請求書兼領収書」 コンボボックスから選択します（初期値の設定は「101　システム管理マス

タ」－「1001　医療機関情報－基本」で行います）。また，患者登録で個人別

に領収書発行区分が設定済みの場合は患者登録の設定を自動表示します。

※診療内容の訂正時に「発行なし」を初期表示できます。【5.1　システム管

理マスタ】の【1001　医療機関情報ー基本】を参照してください。

※端末ごとに設定したい場合は，【5.1　システム管理マスタ】の【1010　職員
情報設定】を参照してください。

「発行方法」 複数の科（保険）の入力を行った場合に請求書兼領収書の発行方法をコンボ

ボックスから選択します。

1　診療科・保険組合せ別に発行

2　保険組合せ別に発行

3　診療科別に発行

4　全体をまとめて発行

（初期値の設定は「101　システム管理マスタ」－「1038　診療行為機能情

報」で行います

「診療費明細書」 医療費の内容がわかる明細書を発行します。初期表示を「101　システム管理

マスタ」－「1001　医療機関情報ー基本」で設定できます。

「院外処方箋」 コンボボックスから選択します。（初期値の設定は「101　システム管理マス

タ」－「1001　医療機関情報ー基本」で行います）

※診療内容の訂正時に「発行なし」を初期表示できます。【5.1　システム管

理マスタ】の【1001　医療機関情報ー基本】を参照してください。

「薬剤情報」 コンボボックスから選択します。（初期値の設定は「101　システム管理マス

タ」－「医療機関情報ー基本」で行います）
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※薬剤情報提供料の算定と連動し「発行あり」にできます。【5.1　システム

管理マスタ】の【1038　診療行為機能情報】を参照してください。

※診療内容の訂正時に「発行なし」を初期表示できます。【5.1　システム管

理マスタ】の【1001　医療機関情報ー基本】を参照してください。

「お薬手帳」 コンボボックスから選択します（初期値の設定は「101　システム管理マス

タ」－「医療機関情報ー基本」で行います）。お薬手帳用のサイズ（A5サイズ

を2分割）に処方内容を印字します。

※薬剤情報提供料（手帳に記載する）と連動して「発行あり」にできます。

【5.1　システム管理マスタ】の【1038　診療行為機能情報】を参照してくだ

さい。

※「101　システム管理マスタ」－「1031　出力先プリンタ割り当て情報」で

出力プリンタを設定できます。

予約票 登録時に予約があれば予約票を印刷します。システム日付以降の来院済みで

ない予約を印刷します。「101　システム管理マスタ」－「1001　医療機関情

報－基本」で初期表示を設定できます。

「ドクター」 コンボボックスから選択します。（初期値の設定は「101　システム管理マス

タ」－「1010　職員情報」で行います）

「U・P」 この機能は日レセ本体にない機能（ユーザの作成した処理プログラ

ム）を実行できます。【5.1　システム管理マスタ】の【9700　ユーザプ

ログラム起動管理情報】を参照してください。
操作説明は，サポートベンダーへお問い合わせください。

＜ファンクションキーの説明＞

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 診療行為入力画面へ戻ります。

調整 F2 調整金欄へカーソル移動します。

発行日 F3

発行日欄へカーソル移動します。

※「101　システム管理マスタ」－「1038　診療行為機能情報」の「発行

日変更」項目が「1　変更できるようにする」になっている場合のみ表示

保険切替 F5
複数科保険入力を行った場合に，請求確認画面の表示の切り替えをし

ます。

診療科切替 F6
複数科保険入力を行った場合に，請求確認画面で表示の切り替えをし

ます。

一括入金 F8 入金できる上限額をセットします。

一括返金 F9 前回までの過入金の金額を返金欄にセットします。

一括入返金

（今回請求）
F10

押すたびに

・一括入金と一括返金を同時に行う。

・今回請求額にもどる。

登録 F12 診療行為内容を登録します。
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「★★　収納業務で一括再計算を行ってください　★★」のメッセージについて

一括再計算が必要な場合に表示します。【2.8.9　再計算該当者一覧】を参照してください。

＜請求確認画面で発行日変更＞

環境設定で日付の変更を忘れたり，1件のみ日付を変更して登録したい場合に便利です。「101　システム管理マ

スタ」－「1038　診療行為機能情報」の発行日変更の項目を「1　変更できるようにする」に設定します。請求確認

画面で発行日の変更ができます。
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（7）－3　入金額の修正

入金額欄に初期表示される金額は，「今回診療分請求額」に対する今回診療分の入金額を計上しています。入金

額欄の金額は変更できます。入力できるようになるのはいずれも0円から各上限額までになり，この上限額は

「入金の取扱い」で選択した区分により異なります。「1　今回請求分のみ」が選択済みの場合は，0円から今回

請求分金額まで入金できます。［1　今回請求分のみ」以外の過去未収分の入金処理が可能な区分が選択された

場合は，0円から今回請求分を含めた合計未収額まで入金できます。

＜例1＞　「今回請求額」以下の入金額への変更

「今回診療分請求額」は3，490円だが，本日の入金額が3，000円である場合

「入金額」欄の金額を3，490円から3，000円に修正します。

「登録」(F12)を押して終了させます。これにより，490円が未収金としてあがってきます。

ヒント！　未収額と過入金額を入金額に自動で反映するには

前回までの未収額，前回までの過入金額を自動的に今回入金額に反映できます。「101　システム管理マスタ」－「1038　診

療行為機能情報」で設定できます。
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未収金を含めて入金する

＜例2＞「合計未収額」以下の入金額への変更

本日　今回請求額　5，000円／ほかに2件の未収（未収額　3，000円・未収額　4，000円）のとき，入金額

6，000円の場合

「入金処理前の状態」

　5/10　未収額　　　　　3，000円

　5/15　未収額　　　　　4，000円

　5/18　今回請求額　　　5，000円

上記例題を使用して，入金額が割り当てられた場合の内訳を「入金の取扱い」欄の各設定別に説明します。

・入金の取り扱い＝　1　の場合

　入金額欄に　6，000円を入力した場合，今回請求額を超えた金額が入力されているため入力エラーと

　なります。

・入金の取り扱い＝　2　の場合

　今回分，伝票の古い未収順に入金処理をします。

　5/10　未収額　　2，000円　（入金額　1，000円　）　　2

　5/15　未収額　　4，000円　（入金額　　 　0円　）　　3

　5/18　未収額　　　　 0円　（入金額　5，000円　）　　1　　←入金の優先順位

・入金の取り扱い＝　3　の場合

　今回分，伝票の新しい未収順に入金処理をします。

　5/10　未収額　　3，000円　（入金額　　　 0円　) 　　3

　5/15　未収額　　3，000円　（入金額　1，000円　）　　2
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　5/18　未収額　　　　　0円　（入金額　5，000円　）　　1

・入金の取り扱い＝　4　の場合

　伝票の古い未収順に入金処理をします。

　5/10　未収額　　　　 0円　（入金額　3，000円　）　　1

　5/15　未収額　　1，000円　（入金額　3，000円　）　　2

　5/18　未収額　　5，000円　（入金額　　　 0円　）　　3

・入金の取り扱い＝　5　の場合

　伝票の新しい未収順に入金処理をします。

　5/10　未収額　　　2，000円　（入金額　1，000円　）　　2

　5/15　未収額　　　　　 0円　（入金額　4，000円　）　　1

　5/18　未収額　　　5，000円　（入金額　　　 0円　）　　3

「一括入金」(F8)を押すと全額を入金額へセットします。
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過入金分を今回の請求から差し引く

返金分（過入金分・マイナス未収分）を今回の請求額から差し引き差額を入金できます。内部的な収納処理は今

回請求分全額を入金処理し，過入金分を返金処理します。過入金分の一部を返金処理することはできません。

入金の取り扱いが「1　今回請求分のみ入力」以外のときに差し引きができます（過入金と未収金の両方がある

場合は，入金の取り扱いの設定により，過入金分が過去の未収額に充てられ今回の入金額に影響しないことも

あります）。診療訂正分は「1　今回分のみ入力」がセットされ，今回分のみ返金処理できます。

＜例3＞　今回診療分請求額　＞　前回までの過入金額

今回診療分請求額　1090円

前回までの過入金　1000円

今回入金額　　　　　90円

返金額欄で「＊」を入力するか，「一括返金」(F9)を押します。

返金額に -1000円が入力され，90円を患者さんから徴収します。
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＜例4＞　今回診療分請求額　＜　前回までの過入金額

今回診療分請求額　　700円

前回までの未収額　 1000円

今回返金額　　　　－300円（300円の返金）

返金額欄で「＊」を入力するか，「一括返金」(F9)を押します。

返金額に -1000円が入力され，300円を患者さんへ返金します。
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＜例5＞　診療訂正をした場合

診療訂正を行った場合は未収金同様に今回訂正分のみ処理できます。

＜未収額と過入金額の両方を処理するには＞

入金の取り扱いが「1　今回請求分のみ入力」以外であれば，今回の請求で過去の未収・返金をすべて処理でき

ます。この場合の手順は「一括返金」(F9)で返金額をセットした後，「一括入金」(F8)を押し残りの入金額をセッ

トします。

なお，「23　収納」により個別に返金処理，入金処理できます。

（7）－4　複数科保険入力時の差額について

複数科保険入力を行った場合に「まとめ差額」が発生する場合があります。まとめ差額は，【2.5.2　入力の基本操

作】の【（8）－5　複数科（保険）まとめ計算時の差額と調整金について】を参照してください。　
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（8）複数科保険入力

（8）－1　複数科保険入力

（8）－2　入力形式

（8）－3　入力例

（8）－4　主科のドクター変更

（8）－5　複数科保険入力計算時の差額と調整金について

（8）－6　複数科保険入力後の収納について

（8）－7　複数科保険入力できない保険

（8）－1　複数科保険入力

複数診療科，複数保険の同時入力できます。

（8）－2　入力形式

入力方法は診療行為入力画面の診療コード入力欄に保険組合せと診療科を指定します。

＃・・・保険指定入力

＄・・・診療科指定入力

主保険：国保　　主診療科：内科

12 112009210 再診（診療所） 73×1　　73

12 112011010 外来管理加算 52×1　　52

== $02 0002 ＜＜外科　ドクター：日医Dr＞＞

12 .210 再診料

830000021 再診料算定科：内科

12 3984 3*14 ガスター錠10mg 3錠　12×14

＄02　0002

　｜　　　　↓

　↓　　ドクターを0002番のドクターへ変更

診療科を02の科へ変更

「複数科保険」(Shift＋F6)で変更画面に遷移します。

「＃」，「＄」でも変更画面に遷移します。

※この説明で言う主保険とは…

　　　診療行為入力画面上部の保険組合せコンボボックスに表示されている保険です。

※この説明で言う主診療科（主科）とは…

　　　診療行為入力画面上部の診療科コンボボックスに表示されている診療科です。
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（8）－3　入力例

＜診療行為画面＞

保険と科を切り替えて複数科保険入力をします。

主保険：協会＋難病　内科　と　保険：協会　整形外科

主科，主保険の診療行為を入力します。

「複数科保険」(Shift＋F6)または「＄」と入力します。

診療科・保険選択画面を表示します。
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保険組合せ，診療科，ドクターを選択します。

「確定」(F12)を押します。

保険組合せ，診療科，ドクターを変更します。
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ヒント！

再診料（同一日2科目）を入力した場合は，"830000021　再診料算定科：○○"のコメントを自動で削除します。

　↓

整形外科，協会の診療行為を入力します。

「登録」(F12)を押し確認画面に遷移します。
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【診療行為確認画面】

診療内容を保険組合せごとの診療科別に表示します。「登録」(F12)を押すと請求確認画面に遷移します。

＜自動発生項目について＞

投薬の処方料，調剤料，内服の7種類逓減等は，各科ごとに発生します。調剤料，処方料，判断料，画像診断加

算等は最初に算定した科で発生します。

＜複数保険入力時に自動発生した診療行為の算定について＞

自動発生する処方料，麻毒加算，調剤料，特定疾患処方管理加算は同一診療科内で次の条件で算定します。

院内分

● 処方料は麻毒加算のある保険を優先して算定する。

● 内服と外用を別の保険で算定し，それぞれに麻毒加算がある場合，内服の保険で処方料を算定する。

● 調剤料は外用と内服でそれぞれ算定している最初の保険か，麻毒加算のある保険で算定する。

● 特定疾患処方管理加算は，処方料と同じ保険で算定する。

● 長期投薬加算は，28日以上の投薬のある最初の保険で算定する。

● 処方料の保険と違う場合は，処方料を長期投薬加算の保険で算定する。ただし，麻毒加算があり長期投

薬加算と違う保険の時は，麻毒加算の保険で処方料を算定する。この場合は，処方料と長期投薬加算の

保険が違う場合があります。

院外分

● 処方箋料・特定疾患処方管理加算は，最初の保険で算定する。

● 長期投薬加算は，28日以上の投薬のある最初の保険で算定する。

● 処方箋料の保険と違う場合は処方箋料を長期投薬加算の保険で算定する。
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● 処方箋料が手入力済みの場合は，投薬の有無に関わらず特定疾患処方管理加算も同じ保険とする。

＜請求確認画面＞

請求確認画面では複数科保険入力した請求内容を診療科別，保険別に画面を切り替えて確認でき，まとめ入

金・個別入金できます。また請求書兼領収書もまとめ発行・個別発行が選択できます。

画面は全科を初期表示します。「保険切替」(F5)，「診療科切替」(F6)により個別表示に切り替えできます。

請求書兼領収書は「101　システム管理マスタ」－「1038診療行為機能情報」の「3.請求書発行方法」の設定により

表示します。

コンボボックスを選択すると変更できます。

● 診療科・保険組合せ別に発行

● 保険組合せ別に発行

● 診療科別に発行

● 全体をまとめて発行

※ドクター欄は「全科」「保険合計」の場合は表示されません。

※診療訂正は診療行為入力画面から「訂正」(F4)により，診療訂正画面を開いた場合，複数科保険入力を行った

診療すべてを展開します。

※最大10パターンまで同時入力できます。
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（8）－4　主科のドクター変更

＜主科のドクターの初期表示について＞

診療科の下に表示されるドクターは，以下の順位で主科のドクターとして初期表示をします。

1. 「受付」をした場合は選択したドクターを表示

2. 「受付」をしていないときで当日選択した診療科に受診履歴がある場合は，当該診療科の最終受診日の

ドクターを表示

3. 1または2でもない場合は，環境設定‐システム設定に設定されているドクターまたは医師一覧より当日

の担当医として登録されているドクターを表示

＜変更方法1＞

（K02)診療行為入力画面のドクター欄の▼をクリックして選択する。

＜変更方法2＞

「複数科保険」(Shift＋F6)を使用して変更する。

一覧画面を表示します。ドクターを選択します。
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（8）－5　複数科（保険）まとめ計算時の差額と調整金について

「101　システム管理マスタ」－「1038診療行為機能情報」の「2:複数科まとめ集計」の設定により複数科のまとめ

計算をする・しないを設定できます。

まとめ計算をする・・・・複数科の点数をまとめて負担金計算します。

まとめ計算をしない・・・各科それぞれの点数の負担金計算をします。

※保険組合せが違う診療が複数科保険入力された場合は，負担割合が違う場合がありますので，まとめ計算は

しません。同じ保険組合せ同士で複数科のまとめ計算をします。

まとめ計算により差額が発生する場合。

差額発生例

　1回の診療で内科と耳鼻科を受診（3割負担の患者）

　　　内科　　　125点

　　　皮膚科　　125点

-------------------------------------------------------------------------------------

まとめ計算をしない（各科で計算を行った場合）

　　　内　科　　125点×10円×3割＝　380円

　　　皮膚科　　125点×10円×3割＝　380円

　　　合　計　　380円＋380円　　＝　760円

-------------------------------------------------------------------------------------

まとめ計算をする

（内科　125点＋　皮膚科　125点）×10円×3割＝　750円

760円と750円の差額10円は耳鼻科（最後に入力した科）の請求額から差し引きをします。
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内科と皮膚科のまとめ計算時の画面

全科表示（内科＋皮膚科）

合計750円を表示します。
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「診療科切替」(F6)で内科表示に切り替えた場合

内科分　380円を表示します。
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「診療科切替」(F6)で耳鼻科表示に切り替えた場合

耳鼻科分　380円　－　まとめ計算差額10円　＝　370円を表示します。

まとめ差額－10円は点数欄の下の方に表示します。

複数科保険入力した場合は「保険切替」(F5)で表示切り替えできます。

＜まとめ計算を行わない場合について＞

旧総合病院など，診療科単位でレセプト発行を行う医療機関は，複数科保険入力による「まとめ入力差額」は計

算を行わないこととする。「101　システム管理マスタ」－（1038　診療行為機能情報）で「複数科まとめ集計を

する」，「複数科まとめ集計をしない」の設定をできるようにします。
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（8）－6　複数科保険入力後の収納について

複数科保険入力を行った場合でも，各診療ごとに収納を作ります。

複数科保険入力マーク「M」を伝票番号欄に表示します。

（8）－7　複数科保険入力ができない保険

医保，労災，自賠責を1画面で複数科保険入力することはできません。これは算定（入力）できる診療コードが

それぞれ異なるため，登録時にチェックが困難なためです。

医保＋（第三者行為）の保険組合せ，包括分（保険組合　9999）の診療行為も複数科保険入力でできません。
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（9）回数制限を越える診療行為入力（特定療養費）

入力形式

「診療種別区分」

　「特定療養費コメントコード」

　「コメントコード」＊回数

「診療種別区分」

　自費コード＊回数

になります。

＜特定療養費コメントコードについて＞

コメントマスタの

"830100457 検選；"

"820000054（リハ選）"

"820000055（精選）"

を入力します。

＜コメントコードの作成＞

リハ選，精選はあらかじめ各医療機関で特別の料金を含むコメントを必要数作成しておく必要があります。作成

するコメントコードの範囲は，ユーザ点数マスタのコメント文"0082XXXXX"で作成してください。

【コメントコードの登録例】
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＜自費コードの作成＞

あらかじめ各医療機関で特別の料金を患者請求するための自費コードを作成しておく必要があります。

＜入力例1＞

【レセプト記載】
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（10）処方箋，薬剤情報提供書の再印刷

（10）－1　再印刷

（10）－2　選択印刷

（10）－3　数量と日数を変更して印刷する

（10）－4　前回処方の日数欄を空白で再印刷する

（10）－5　その他条件および範囲

診療行為入力画面の「前回処方」により，処方箋，薬剤情報提供書の再印刷をします。前回処方内容から薬剤を

選択し印刷できます。またドクター，診療科，数量，日数を変更して印刷できます。

（10）－1　再印刷

薬情，処方箋の再印刷をします。

診療行為入力画面の「前回処方」を押します。
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前回の投薬内容を表示します。このときに表示する受診一覧は在宅と投薬のある受診履歴のみ表示し，診療内容

は薬剤・器材が算定されている在宅・投薬の剤のみ表示します。

診療日を確認し，「F9　再印刷」を押します。
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印刷する帳票を選択します。
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（10）－2　選択印刷

選択した薬剤のみ印刷をします。「F5　選択印刷」を押し，画面右上に薬剤選択中であるメッセージを表示しま

す。
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薬剤を選択します。選択した薬剤には「◎」印が付きます。

「処方・薬情」(F10)

「薬情・手帳」(Shift+F10)

「薬情印刷」(F11)

「手帳印刷」(Shift+F11)

「処方箋印刷」(F12)　から行いたい処理を選択します。

薬剤は複数選択できます。薬剤の選択解除はもう一度同じ薬剤を選択します。

選択印刷を解除したい場合は，もう一度「F5　選択印刷」を押します。
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（10）－3　数量と日数を変更して印刷する

変更したい薬剤を選択します。
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数量または日数を変更します。

「F8　変更確定」を押し変更を確定します。
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変更を反映します。

「処方・薬情」(F10)

「薬情・手帳」(Shift+F10)

「薬情印刷」(F11)

「手帳印刷」(Shift+F11)

「処方箋印刷」(F12)　から行いたい処理を選択します。

※この操作により入力済みの診療行為が変更されることはありません。
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（10）－4　前回処方の日数欄を空白で再印刷する

「前回処方」(F4)を押します。

日数欄が空白で再印刷します。

（10）－5　その他条件および範囲

患者の受診履歴の表示は，在宅と投薬のある受診履歴のみ表示します。診療内容は薬剤・器材の算定されている

在宅の剤，投薬の剤のみ表示します。「再印刷」(F9)を押したときは，数量，日数が変更されていても，選択し

た診療日の内容を再印刷します。診療行為入力時に複数科または複数保険同時入力をした場合は，同時に発行し

たすべての処方箋・薬情を再印刷します（受診履歴の日付に「F」のマークが付いています）。
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（11）長期投与，投与量，診療行為の算定回数，禁忌薬剤のチェック

＜投薬期間，投薬量をチェックしたい＞

薬剤・診療行為を入力時にユーザの設定した投与期間，処方量，算定回数のチェックできます。

● 事前準備

チェックしたい薬剤，診療行為ごとに点数マスタを設定する。

※設定はすべて点数マスタで行います。【5.2　点数マスタ】を参照してください。

投与日数のチェックは1回の処方日数をチェックします。通算日数ではありません。

＜警告メッセージ例＞

○薬の投与日数超え。

○薬の投与量超え。

○診療行為の算定回数超え。

※警告メッセージ，エラーメッセージは点数マスタにより薬剤ごとに設定できます。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 268 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 2.373

図 2.374

図 2.375



＜患者別に禁忌投薬の警告を行う＞

● 事前準備

患者登録画面の「禁忌薬剤」(Shift＋F12)より患者別に禁忌薬剤の登録を行っておきます。

禁忌薬剤が診療行為入力されたときに警告します。

「閉じる」で算定できます。その後は警告として薬剤名称を赤字表示します。

ヒント！

エラーや警告があった場合，入力コード欄を赤表示します。「101　システム管理」－「1038　診療行為情報」で任意の色に

変更できます。
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（12）診療行為の算定上限回数の設定（ユーザ設定）

診療行為入力時にチェックする算定回数上限をユーザが自由に設定できます。

• 月ごとの算定回数チェック

• 日ごとの算定回数チェック

• 数ヶ月に数回の算定回数チェック

＜設定する＞

設定は点数マスタにより各診療行為ごとに設定をします。

【5.2　点数マスタ】の【（3）－2　回数・年齢】を参照してください。

注意！

入力時に回数チェックを行うため，算定履歴を作成します。点数マスタでチェックを行う設定をした直後は算

定履歴が作成されていないため，チェックがかかりません。複数月に1回チェックの設定を行った場合などは前

回の算定日を訂正登録すると次回の入力時からチェックできます。回数チェックを行うため算定履歴を作成し

ます。その分の処理が遅くなる場合があります。

＜複数月の上限回数チェック（他月数の設定）を行う場合のチェック範囲について＞

例）点数マスタの設定：他月数3　他1（3ヶ月1回）

　　　　　　　　　　　6／2に算定する場合のチェックの範囲
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（13）他医療機関の退院日を登録する。

＜入力方法＞

無床版の場合：診療行為入力画面にシステム予約コード　"099999906　他院退院日"を入力する。

注意！

他医療機関の退院日に日付を合わせて入力してください。退院日に診療がない場合は，自動算定した診察料を削除してか

ら退院日登録のみ行います。

有床版の場合：入退院登録画面で他院の入院暦作成を行う。

入院歴の作成方法は入退院登録を参照してくだい。

ポイント！

有床版であっても無床版と同じ様に，診療行為入力画面に"099999906　他院退院日"を入力してもかまいません。

（14）同日の入力回数について

外来の同日の入力回数は最大9回までです。9回を超える場合はメッセージを表示し入力できません。
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2.5.3 診療行為コードの検索

診療行為入力は点数マスタの診療行為コードの入力が基本です。しかし9桁のコードを覚えて入力を行うことは

現実的ではありません。点数マスタの診療行為コードは9桁です。それに対応させた4桁コード，または5桁コー

ドを医療機関の運用にあわせて割り付けて入力することをお薦めします。（診療行為コードに入力コードを付け

る方法は，【2.5.5　入力コードの設定方法】を参照してください）

（1）点数マスタの診療行為コードを入力

（2）名称からの検索

（3）カタカナ入力支援

（4）その他検索

（5）3桁コードによる検索

（6）検査項目の点数による検索

（7）//　による簡易検索

（8）一般名から薬剤を検索・銘柄名を指定し同じ一般名の薬剤を検索

（1）点数マスタの診療行為コードを入力

＜例＞内服薬　レスプレン錠20mg

　↓
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（2）名称からの検索

レスプレン錠20mgを探すため入力コード欄に検索文字列として「レス」を入力し，「Enter」を押します。

診療行為一覧選択サブ画面を表示します。

入力コードに「レス」から始まるコードの登録がある場合に「内服（自院）」で表示します。

「内服（自院）」の一覧に無かった場合は，「F9　拡大検索」を押します。「内服（全体）」を表示し，入力コード

の登録の有無に関係無く「レス」から始まる名称の内服薬すべてを対象に表示します。

該当があれば番号を選択番号に入力し，「F12　確定」または「Enter」を押します。

なお，1つの検索文字列から選択できるのは最大10明細です。
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ファンクションキーの説明

項目
ファンクションキ

ー

説明

戻る F1 診療行為入力画面へ戻ります。

内服 F2 入力した文字列から，内服薬の検索をします。

外用 F3 入力した文字列から，外用薬の検索をします。

注射 F4 入力した文字列から，注射薬の検索をします。

器材 F5 入力した文字列から，器材の検索をします。

診療行為 F6 入力した文字列から，診療行為に関する検索をします。

次頁 F7

次ページを表示します。

検索したときに一度に画面表示される検索名称は200件までです。

それ以降の表示を行う場合にボタンを押すと，次の200件を表示します。

検査検索 F8
検査の検索をします。

検査は名称からの検索の他，検査区分から検査項目の検索できます。

拡大検索 F9
自院登録されている入力コードの検索から拡大して全体への検索をしま

す。

部分 Shift＋F10 検索したい文字が名称の一部分にあるものの検索をします。

後方 Shift＋F11 検索したい文字が名称の最後にあるものの検索をします。

確定 F12 選択された明細を診療行為入力画面へ表示します。

自院採用 自院コード（入力コード）のあるものについて，各診療区分ごとにアイウエ

オ順で表示します。

ユーザ登録 保険点数マスタ以外の点数マスタ項目について検索できます。コンボボック

スより選択されたマスタ種類の点数マスタ名称を一覧表示します。

一覧表には厚生労働省提供マスタおよび自院で登録されたユーザ点数マスタ

を表示します。なお，コメントおよび労災はユーザによる点数マスタの登録

はできません。

＜外用薬の検索＞

例として「アイ」と入力してみます。

診療行為一覧選択サブ画面には，検索する文字列から該当する検索内容を表示します。

最初に「内服（自院）」を表示します。
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「F3　外用」を押します。

内服薬検索時と同様，検索内容表示欄（診療行為一覧選択サブ画面の右上部）は，該当がある場合に「F9　拡大

検索」をすると「外用（自院）」→「外用（全体）」の順に検索範囲を拡大します。

　↓

「F4注射」，「F5器材」，「F6診療行為」もそれぞれ同じ動きです。
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＜入力時の診療種別区分による検索の初期表示について＞

（入力コードに該当がある場合は「入力コード全体（自院）」を表示後）

1）内服，屯服，外用，注射の入力中はそれぞれの薬剤に適した検索内容になります。

2）上記以外は，内服薬からの表示になります。

1）＜例1＞外用薬入力中に「アイ」を入力します。

外用薬剤の診療種別区分を入力後もしくは外用薬の入力中に検索文字列を入力した場合，最初に外用薬を検索

します。

＜例2＞注射を入力中に「アイ」を入力します。
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2）＜例＞クレアチニン検査を検索するために「クレ」と入力します。

検査の診療種別区分を入力後に検索文字列を入力した場合でも，最初に内服薬を検索します。

「F6　診療行為」を押します。

なお，「クレアチ」と入力した場合は，内服薬に存在しないので最初に診療行為を表示します。
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＜検査の正式名称検索＞

検査の項目は一覧選択画面で略称と正式名称を表示します。「名称からの検索」に正式名称を対象としたい場合

は，「101　システム管理マスタ」－「1038　診療行為機能情報」の設定で対象にできます。

※一覧選択画面は「101　システム管理マスタ」－「1038　診療行為機能情報」の設定に関係なく正式名称を表示

します。

「101　システム管理マスタ」－「1038　診療行為機能情報」の設定を「1　使用する」とした場合

この場合は算定後の診療行為画面，会計照会画面でも正式名称を表示します。

※レセプトでは「レセプト電算用診療行為マスタ」に従い「Alb（BCP改良法・BCG法）」（点数マスタの漢字名

称）を印字します。
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（3）カタカナ入力支援

日本語入力になれない方のために薬剤などを検索する条件入力を補完する機能があります。入力コードに「／」

（全角，半角可）を入力して「Enter」を押します。

カタカナ入力画面を表示します。カタカナをマウスでクリックするか，該当の数字を入力します。

「Enter」または「確定」(F12)を押します。

↓　診療行為一覧選択サブ画面を表示します。
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（4）その他検索

入力コード欄に「／／」（全角，半角可）を入力し「Enter」を押すと，診療行為一覧選択サブ画面（検索画面）

を表示できます。検査の検索等に使用します。

　↓
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＜検査の検索＞

「F8　検査」を押すと検査区分の一覧表を表示します，対象の番号を選択してください。

他の検索と同様に自院分から表示しますので，拡大検索を行う場合は「F9拡大検索」を押します。

　↓
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＜選択式コメント一覧の表示＞

「Shift+F6　選択式」を押すと選択式コメントの対象診療行為を表示します。

診療行為を選択すると，該当の選択式コメント一覧を表示します。
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＜「ユーザ登録」からの検索＞

「ユーザ登録」には，以下の6つの点数マスタ種類があります。コンボボックスより選択したマスタ種類の一覧表

を表示します。対象になる番号を選択番号に入力するか，クリックをして指定します。

「1：用法」

参考提供マスタとユーザ点数マスタで登録された用法マスタを表示します。定型の用法に一部文字情報が空白表

示されているもの（年月日等の空白）は，入力による文字の埋め込みはできませんので，打ち出した処方箋へ

の手書きが必要です。

（入力例）

用法マスタコード　　　"001000117"

フリーコメントコード　"810000001"

ヒント！

"810000001"はフリーコメントとして全角40文字以内の任意の文字が入力できます。定型化された厚生労働省の

マスタ以外にコメント文を記載する場合に使用します。
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「2：部位」

参考提供マスタとユーザ点数マスタで登録された部位マスタを表示します。

（入力例）

部位マスタコード　"002000004"（入力コードに"X01004"を設定した場合）

「3：その他」

ユーザ点数マスタで登録されたマスタを表示します。その他材料や，自費（文書料など）等（セットアップにつ

いて【5.3　ユーザ点数マスタの設定について】参照）が該当します。

（入力例）

自費マスタコード　　　　"095000002"（文書料をユーザ登録した場合）

「4：コメント」

厚生労働省のマスタ名称を表示します。定型のコメントに一部文字情報が空白表示されているもの（年月日や，

名称等の空白）は，以下のような入力による文字の埋め込みできます。"84"から始まる9桁コードは，入力コー

ド欄に日付等の任意の数字を入力します。"83"から始まる9桁コードは，カーソルが名称欄へ移動しますので全

角入力します。

「5：労災」

厚生労働省のマスタ名称を表示します。「4：コメント」同様，定型の労災コメントに一部文字情報が空白表示さ

れているもの（年月日や，名称等の空白）は，入力による文字の埋め込みできます。

（診療行為入力画面入力例）

労災マスタコード　"101800470"

　　　　　　　　　"840800001"

「6：システム」

システム予約コードを表示します。

「7：労災（合」

労災の合成コードを表示します。
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（5）3桁コードによる検索

入力コードを6桁の数字で診療行為コードに割り当てて設定したとき，頭3桁を分類コード，下3桁を明細コード

として頭3桁の分類コードから検索をできます。分類コードは，例えば医学管理等に対しては「130」，在宅料は

「140」と割り当てるなど，各診療行為を「001」から「999」の範囲でルールを決めて付けます。（診療行為コードに

入力コードを付ける方法は別の項で解説します）。

例えば，"130001　特定疾患療養管理料（診療所）"

　　　　"130002　特定薬剤治療管理料"

　　　　"130003　在宅療養指導料"

と入力コードを設定したとします。

（"130001"の場合は，"130"の分類コードと"001"の明細コードから構成されたコードになります）。

↓入力コード欄に「130」を入力して「Enter」を押します。

「130」の分類コードを割り付けた診療行為が一覧表示します。

↓そのほかにも3桁コードにはセットコードなどもあり（セット登録が必要。登録方法は別の項で解説します）。

頭1文字を「P」としてセット登録したものを検索します。

「P21」と入力して「Enter」を押してみます。
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【参考】　　現在提供している点数マスタおよび入力コードテーブルには

　　　　　　 次のような3桁コードで検索できるようにしています。

　　　　　　 薬剤の服用方法　    "Y01"  ～1回のグループ

　　　　　　　　　　　　　　　   "Y02"　～2回のグループ

　　　　　　　　　　　　　　　   "Y03"　～3回のグループ

　　　　　　　　　　　　　　　   "Y04"　～4回のグループ

　　　　　　 画像診断の撮影部位　"X01"

　　　　　　 フィルム　　　　　　"F01"

以上は参考です。
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（6）点数による検索

＜検査項目の点数検索＞

診療行為入力画面から検査を検索するときに，点数による検索ができます。

検索対象：指定した点数の範囲の検査。

　　　　　自院コードの登録の有無に係らずすべてが対象です。

　　　　　％加算のものは対象外になります。

検索方法：診療行為入力画面で「///」＋点数

　　　　　診療行為一覧選択の画面で「/」＋点数

　　　　　「///150-200」のように点数の範囲を指定できます。

※「/」は全角でも検索できますが，点数は半角入力になります。

例）150点から200点の範囲で検索。

　　診療行為入力画面からの検索

　　診療行為入力画面に「///150-200」と入力します。

「Enter」を押します。

150点から200点の検査項目を診療行為一覧に表示します。
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＜診療行為一覧選択画面からの検索＞

診療行為入力画面で「//」と入力し診療行為選択画面を表示します。点数検索のコマンド「/150-200」と入力しま

す。

＜医科点数表の区分と点数による検索＞（検査以外の項目を点数検索する方法）

診療行為入力画面から診療行為を検索するときに，医科点数表の区分と点数による検索ができます。

検索対象：指定した区分，点数の範囲の診療行為。

　　　　　自院コードの登録の有無に係らずすべてが対象です。

検索方法：診療行為入力画面で「//」＋「＊」＋区分＋「／」＋点数

　　　　　診療行為一覧選択の画面で「＊」＋区分＋「／」＋点数

　　　　　「//*J/150-200」のように点数の範囲を指定できます。

※「/」は全角でも検索できますが，点数は半角入力になります。

例）処置の項目を100点で検索する

　　//*J/100　と入力します。
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（7）//　による簡易検索

（7）－1　「//.」診療種別一覧

（7）－2　「//C」コメント一覧

（7）－3　「//Y」用法一覧

（7）－4　医科点数表の区分番号からの検索

（7）－5　「//R」「//RG」労災コード一覧

（7）ー6　「//S」「//SS」「//SA」「//SJ」選択式コメント一覧

（7）－1　「//.」診療種別一覧

診療行為入力画面から診療種別一覧を表示し，入力できます。診療行為入力欄へ「//.」を入力します。

診療種別一覧を表示します。マウスでクリックするか選択番号を入力し「Enter」で診療行為入力画面へコピーし

ます。
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（7）－2　「//C」コメント一覧

診療行為入力画面からコメント一覧を表示し，入力できます。診療行為入力欄へ「//C」を入力します

コメント一覧を表示します。マウスで選択するか選択番号を入力し，「確定(F12)」を押し診療行為画面へコピー

します。

ヒント！

「//C」は小文字でも表示できます。
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（7）－3　「//Y」用法一覧

診療行為画面から直接用法一覧を表示できます。診療行為入力欄へ「//Y」を入力します。

用法一覧を表示します。マウスで選択するか選択番号を入力し，「確定(F12)」を押し診療行為画面へコピーしま

す。

ヒント！

「//Y」は小文字でも表示できます。
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（7）－4　医科点数表の区分番号からの検索

「//」＋「*」＋区分（＋番号（枝番を除く））を入力すると，医科点数表の区分番号から検索を行なえます。

※「*K」は半角のみ有効です。

//*K・・・・手術すべてが対象

//*K001・・ K001 皮膚切開術が対象

＜区分番号検索から自院コードが登録されている診療行為のみ表示したい＞

区分番号の最後に「S」（大文字）を付けます。

//*K001S・・・ K001の区分の診療行為で自院コードが登録されているものを表示

＜区分と点数から検索をしたい＞

「//」＋「*」＋区分＋「/」＋点数-点数　を入力します。

例）手術の150点～200点を検索する。

//*K/150-200
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（7）－5　「//R」「//RG」労災コード一覧

診療行為入力画面から労災コード一覧を表示できます。

「//R」・・・労災コード一覧

「//RG」・・ 労災合成コード一覧

診療行為入力欄へ「//R」または「//RG」を入力します。

労災一覧を表示します。

マウスで選択するか選択番号を入力し，「確定(F12)」を押し診療行為画面へコピーします。
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【労災合成コード一覧画面】

（7）ー6「//S」「//SS」「//SA」「//SJ」選択式コメント一覧

選択式コメント一覧を表示します。

「//S」・・・選択式コメント対象診療行為の直下に入力します。対象診療行為の選択式コメント一覧を表示し

　　　　　　ます。

「//SS」・・選択式コメントの対象となる診療行為一覧を表示します。診療行為を選択すると該当の選択式コ

　　　　　　メント一覧を表示します。

「//SA」・・画面最終行に入力します。先頭の診療行為から選択式コメントの入力がない診療行為を検索し選

　　　　　　択式コメント一覧を表示します。コメントを選択すると当該診療行為の直下に差し込みます。

「//SJ」・・入力した剤の先頭から選択式コメントの対象診療行為を検索し選択式コメント一覧を表示

　　　　　　します。コメントを選択すると当該診療行為の直下に差し込みます。

ヒント

//s，//ss，//sa，//sj のように小文字でも入力できます。
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診療行為入力欄へ「//S」を入力します。

選択式コメント一覧を表示します。

診療行為入力欄に「//SS」を入力します。

選択式コメントの対象診療行為一覧を表示します。

診療行為を選択します。
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選択した診療行為に対する選択式コメント一覧を表示します。
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（8）一般名から薬剤を検索・銘柄名を指定し同じ一般名の薬剤を検索

（8）-1　一般名から薬剤を検索

1．入力コード欄に一般名を入力し検索します。

注意！

一旦，銘柄として通常の検索をします。
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2．「一般名」(Shift+F2)を押すと，一般名の一覧を表示します。

3．一般名を選択するとその一般名に該当する薬剤一覧を表示します。
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（8）-2　銘柄名を指定し同じ一般名の薬剤を検索

1．入力コード欄に入力CDまたは銘柄名を入力し検索します。

2．薬剤を選択後，「一般名」(Shift+F2)を押します。
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3．選択した薬剤と同じ一般名の薬剤一覧を表示します。
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2.5.4 セットの登録方法

（1）約束処方（薬のセット）

（1）－1　患者の呼び出し

（1）－2　登録モードの選択

（1）－3　セットコードの決定

（1）－4　セット名称の決定

（1）－5　約束処方セット内容の入力

（1）－6　入力コードの設定

（1）－7　確認，登録

（1）－8　約束処方の入力例

（1）－9　セット登録の一覧印刷

セット登録を行う際には，患者指定をした後に診療行為入力画面の入力内容を引き継いでセット登録ができる

ほか，患者の指定無しにセット登録画面から直接，新規セット登録，またはセット内容の修正をできます。また

有効期限を区切ることにより，セットコードの内容を変更できます。

（1）－1　患者の呼び出し

通常の診療行為入力画面等と同様の方法で患者を呼び出します。実際の患者でもテスト患者でも構いません。ま

た使用する保険も自由です。（実際の患者の診療データを入力中でもセット登録はできます。セット登録した内

容は患者の診療データとは無関係のものですので，患者の診療データ登録に影響はありません）。

注意！

セット登録を行う患者は一般を推奨します。乳幼児や老人は自動算定の診療行為コードが追加されたり，老人保健点数の

診療行為コードで作成してしまいます。

患者を指定後は，「セット登録」(Shift＋F3)を押します。このとき，診察料等の自動発生する診療行為以外の診

療行為内容がすでに入力済みの場合は，その内容をセット登録画面に引き継ぎます。

　↓
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（1）－2　登録モードの選択

最初に登録モードを指定します。初期状態は「追加」モードになっています。新規にセット登録する場合は「追加」

モードより作成します。

すでに登録済みのセット内容の変更および削除を行う場合は，「修正」モードより行います。「修正」モードにす

るには，セットコード欄に「S」もしくは「P」から始まる登録済みの6桁のコードを入力します。このとき，確認メ

ッセージを表示しますので，「OK」を押します。

　↓

「OK」を押すことでセット内容が表示され，「修正」モードになります。
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また，すでに登録済みのセット内容を表示したいときは，セットコード入力欄に「S」または「P」を入力し，

「Enter」を押すと該当する登録済みのセット一覧を検索画面に表示します。セットを指定した場合，はそのまま

「修正」モードへ移行します。

↓

なお，この時点で「削除」(F4)を押すと，削除する旨の確認メッセージを表示し，画面表示しているセットを削

除できます。
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（1）－3　セットコードの決定

約束処方のセットコードは6桁で設定します。ただし先頭は「S」（大文字）で始まるコードにします。

注意！

頭文字が「S」以外の場合は約束処方とみなしません。

また，このコードは3桁コードの検索方法にも使用できますので，数字の部分と上位3桁と下位3桁に規則性をも

たせて設定すると覚えやすくなります。

上位3桁・・・「S」を先頭にして2桁目，3桁目は数字またはアルファベットが入力できます

下位3桁・・・数字のみ入力できます

↓セットコード欄に「S00001」として入力し「Enter」を押し，必要に応じて開始日・終了日を入力します。

（1）－4　セット名称の決定

約束処方のセット名称を設定します。登録は全角，半角のどちらでも入力できます。ただし，全角と半角が混在

しているセット名称の場合はセット一覧印刷を行ったときの印字が正常にされない可能性があります。

↓セット名称を「約束処方（下痢）」として入力し「Enter」を押します。
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（1）－5　約束処方セット内容の入力

約束処方のセット内容を設定します。診療行為入力画面で投薬料を入力する要領で入力します。

注意！

「  .210  」など  の診療種別区分  は入力  しません。  

また，1剤のみとし複数剤のセット内容にはしないでください。回数も1回です。

（1）－6　入力コードの設定

約束処方のセット登録にも入力コードが付けられます。実際にはセットコードを入力すれば算定はできますが，

より覚え易い入力コードを付けると入力のスピードが上がります。入力コードは4桁コード，5桁コード，6桁コ

ードと全角コード（5文字まで）の中から自由に5つまで付けられます。セット登録画面より「入力CD」(F5)を押

します。

入力コードを4桁コードとして"2001"を割り付けてみます。

↓「2001」と入力して「Enter」を押した後「登録」(F12)を押します。
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（1）－7　確認，登録

約束処方のセットの入力，入力コードの割り付けの後は最終確認をして登録をします。セット内容を確認後，

「登録」(F12)を押します。「登録」を押した後は，診療行為入力画面から患者を引き継いだ状態でセット登録を行

った場合は診療行為入力画面へ戻ります。患者の指定無しにセット登録画面へ遷移した場合は，診療行為入力画

面へは戻らず，続けてセット登録をできます。

（1）－8　約束処方の入力例

約束処方セットを診療行為入力画面でどのように入力するか，例を示して説明します。セットコードが「S」から

始まる約束処方セットにはセット登録時に診療種別区分を含めた登録ができないため，必ず診療種別区分を入

力します。入力が無い場合は，エラーを表示し，診療種別区分の入力を促します。次に約束処方セットのセット

コード，もしくは割り付けた入力コードを入力します。例では入力コード（2001）で入力しています。数量およ

び回数を次のように入力します。

次のような結果になります。約束処方セットは診療内容を展開して表示はしません。画面表示されている点数は

上記の数量で4日分の算定をしています。

注意！

約束処方セットでいう数量とは，セットの単位に対する数量になります。

例ではセット登録されている数量の各2倍が1日分の数量になります。

ラックビー微粒N1％ 1.5g　×　2　＝　3g
ロペラン細粒0．2％ 1g　　×　2　＝　2g
コリオパン顆粒2％ 1g　　×　2　＝　2g
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「登録」(F12)を押して診療行為確認画面へ遷移すると，約束処方セットの内容を確認できます。

＜期限切れの点数マスタを含む約束処方セット＞

登録済みの約束処方セットに期限切れ等により現在使用できない点数マスタが含まれている場合は，診療行為

入力画面でそのセットの入力を行ったときに以下のエラー表示をします（点数マスタに置き換えマスタが登録

済みの場合は，薬剤を置き換えて算定します）。

この場合，該当する約束セットコードから内容を変更または削除して使用するのではなく，新たに期間を区切

り，セットコードの内容を変更することを推奨します。期間を区切らずに同一のセットコードの内容を変更また

は削除した場合，期限の翌日以降の約束セット使用に問題はありませんが，有効期限内の約束セットを「訂正」

で開いた場合は，現在のセット内容に置き換えします（なお，Pから始まる診療セットに期限切れの点数マスタ

がある場合，該当する既存の診療セットコードから内容の修正を行っても，過去のセット内容を修正後の内容

に置き換えることはしません）。
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（1）－9　セット登録の一覧印刷

セット登録の一覧表の印刷をします。「一覧印刷」(F9)を押します。

印刷範囲を指定し，「F9　印刷」を押すと確認メッセージを表示します。

印刷範囲は，設定しているセットコードの入力になります。

「OK」を押すと印刷を開始します。
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（2）診療セット

（2）－1　入力途中でセット登録する

（2）－2　登録モードの選択

（2）－3　セットコードとセット名称の決定

（2）－4　診療セット内容の入力

（2）－5　入力コードの設定

（2）－6　確認，登録

（2）－7　診療セットの入力例

（2）－8　診療セットの数量ゼロ登録

（2）－9　セット登録の一覧印刷

（2）－1　入力途中でセット登録する

セット登録を行う際には，患者指定をした後に診療行為入力画面の入力内容を引き継いでセット登録ができる

ほか，患者の指定無しにセット登録画面から直接，新規セット登録，またはセット内容の修正ができます。通常

の診療行為入力と同様の方法で患者指定を行い行為入力画面まで進みます。指定する患者は実際の患者でもテス

ト患者でもかまいません。使用する保険もどのようなものでもかまいません（実際の患者の診療データを入力中

でもセット登録はできます。しかも，患者の診療データとは全く別のものですので患者の診療データ登録には影

響ありません）。

注意！

セット登録を行う患者は一般を推奨します。

乳幼児や老人は自動算定の診療行為コードが追加されたり，老人保健点数の診療行為コードで作成してしまいます。

↓行為入力画面より「セット登録」(Shift＋F3)を押します。このとき，診察料等の自動発生する診療行為以外の

内容がすでに入力済みの場合は，その内容をセット登録画面に引き継ぎます。診療行為入力が無くセット登録画

面へ遷移した場合は，約束処方の登録と同様に行為入力が1つもない状態からでも作成・登録はできます。
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（2）－2　登録モードの選択

操作方法は「（1）約束処方（薬のセット）－（2）登録モードの選択」と同様です。

なお，セットコードが「P」から始まる診療セットは，薬剤セットの他，診療行為内容全般のセット登録ができ

ます。

（2）－3　セットコードとセット名称の決定

診療セットのセットコードは6桁で設定します。ただし先頭は「P」（大文字）で始まるコードにします。

注意！

頭文字が「P」以外の場合は診療セットとみなしません。

また，このコードは3桁コードの検索方法にも使用できますので数字の部分と上位3桁と下位3桁に規則性をもた

せて設定すると覚えやすくなります。

　上位3桁・・・「P」を先頭にして2桁目，3桁目は数字またはアルファベットが入力できます

　下位3桁・・・数字のみ入力できます

例では以下薬剤のセットコードを「P01001」として入力し「Enter」を押します。次に診療セットのセット名称を設

定します。登録は全角，半角のどちらでも入力できます。ただし，全角と半角が混在しているセット名称の場合

はセット一覧印刷を行ったときの印字が正常にされない可能性があります。
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↓セット名称を「かぜ発熱セット」として入力し「Enter」を押します。

（2）－4　診療セット内容の入力

診療セット内容を設定します。診療行為入力画面で各診療種別区分別の入力をする要領で入力します。上記「か

ぜ　発熱セット」の入力例は，元の画面から診療内容を引き継いでいるので，ここでは編集はありません。

（2）－5　入力コードの設定

診療セットに入力コードを付けられます。実際にはセットコードを入力すれば算定はできますが，より覚え易い

入力コードを付けると入力のスピードが上がります。入力コードは4桁コード，5桁コード，6桁コードと全角コ

ード（5文字まで）の中から自由に5つまで付けられます。

セット登録画面より「入力CD」(F5)を押します。入力コード画面を表示します。

入力コードを4桁コードとして「2011」を割り付けてみます。

「2011」と入力して「Enter」を押した後「登録」(F12)を押します。
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（2）－6　確認，登録

診療セットの入力，入力コードの割り付けの後は最終確認をして登録をします。「登録」を押した後は，診療行

為入力画面から患者を引き継いだ状態でセット登録を行った場合は診療行為入力画面へ戻ります。患者の指定無

しにセット登録画面へ遷移した場合は，診療行為入力画面へは戻らず，続けてセット登録ができます。

（2）－7　診療セットの入力例

診療セットのセットコードまたは割り付けた入力コードを入力します。例では入力コード（2011）で入力してい

ます。

次のような結果になります。

診療セットは診療内容を展開して表示しますので，それに対して変更・追加・削除ができます。

（2）－8　診療セットの数量ゼロ登録

セットコードが「P」から始まるセット登録では薬剤，器材，診療行為（数量入力ができるものに限る）に数量

を「0（ゼロ）」とした作成・登録ができます。【5.1　システム管理マスタ】の【1007　自動算定・チェック機能

制御情報】を参照して，設定をします。このとき，数量ゼロ入力欄を「1：入力エラーとする」と設定するとゼロ

入力ができます。なお，「0：標準（行削除とする）」とした場合は，数量にゼロを入力すると該当行の行削除を

します。
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＜例＞セットコード　「P01010」

セット名称　「かぜセット1（数量ゼロ）」として，以下の薬剤をセット登録する

上記内容を登録して，実際に診療行為入力画面で入力してみます。

　↓

診療行為入力画面で数量ゼロ入力が含まれるセットを展開したとき，数量ゼロ入力の行が無くなるまで数量ゼ

ロの部分にカーソルが移動します。数量にゼロがあるときは，点数・剤分離等は行いません。すべての数量ゼロ

入力が無くなったときに点数計算等の処理をします。また，数量ゼロがあるときは下記以外の他の画面へ遷移で

きません。
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＜数量ゼロがあるときでも遷移できる画面＞

「戻る」　　　　(F1)

「患者取消」　　(F2)

「前回患者」　　(F3)

「訂正」　　　　(F4)

「DO」　　　　　(F8)

「氏名検索」　　(F9)

数量がゼロ表示されている箇所に各数量を入力します。

ヒント！

表示されている「0」を消す必要はありません。「0」の後に数量を入力します。

＜数量ゼロの行削除について＞

行削除の方法のひとつに，該当行の数量にゼロを入力する方法がありますが，数量ゼロのセットを展開した場

合は使用できません。この場合は，数量ゼロのあとに続けて「0」を入力すると行削除できます。

＜例＞　　616130532　0　　←カーソルが移動する

　　　　　616130532　00　←　「0」を続けて入力すると，行削除になる

なお，システム管理で設定した数量ゼロ入力欄の「1：入力エラーとする」を「0：標準（行削除とする）」と変更

した場合，数量ゼロで登録されていたセットは，数量を1に置き換えます。

（2）－9　セット登録の一覧印刷

「一覧印刷」(F9)を押すと，自院で登録したセット登録一覧表の印刷をします。
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セット内容の確認方法

Sセット（約束処方），Pセット（診療セット）の登録内容を診療行為一覧選択サブ画面で確認できます。

セット登録画面での確認

セットコード欄へ”S”または”P”を入力します。

セットコードを選択し，「Shift+F5　セット展開」を押します。

ヒント！

セットコード欄に入力CDを入力してもセットコードが検索できます。
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セット内容を表示します。

「F12　確定」を押すとセット登録画面に展開します。

再度「Shift+F5　セット展開」を押すと元のセット一覧に戻ります。
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診療行為入力画面での確認

診療行為入力画面で”S”または”P”を入力します。

セットコードを選択し「Shift+F5　セット展開」を押します。

セット内容を表示します。

「F12　確定」を押すと診療行為入力画面に展開します。

再度「Shift+F5　セット展開」を押すと元のセット一覧に戻ります。
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2.5.5 入力コードの設定方法

（1）点数マスタ業務からの入力コード設定

（1）－1　点数マスタ業務からの入力コード設定

（1）－2　入力コードと表示キーコード

（1）－3　入力コードで検索（自院採用検索）

（1）－4　表示キーの変更方法

（1）－1　点数マスタ業務からの入力コード設定

診療行為コードに対する入力コードの設定は，診療行為入力画面の「入力CD」からの設定の他，「メンテナンス

業務」－「マスタ登録」の中の「点数マスタ」業務からでもできます。4つ目以降の入力コードを設定する場合は点

数マスタ業務で設定になります。

「設定例」

5mgアリナミンF糖衣錠　 「2006」，「arina5」，「アリナ5」

25mgアリナミンF糖衣錠　「2007」，「arina25」，「アリナ25」

50mgアリナミンF糖衣錠　「2008」，「arina50」，「アリナ50」
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点数マスタの初期画面で該当薬剤の診療行為コードを入力し呼び出します。

「確定」(F12)を押して次に進みます。

「入力CD」(F5)を押して入力コードを設定する画面を表示します。

※表示された薬剤の情報は決して変更しないでください。

画面例のように「入力コード」の列に設定したい入力コードを入力します。入力したら「Enter」で進めます。
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入力できるコードの条件は以下になります。

• 全桁が半角数字のコード・・・4桁から6桁以内のコードが入力できます。

• 先頭桁が半角数字または半角英字で始まるコード

• 20桁以内の任意のコードが入力できます。

• 全角文字のコード・・・全角5文字以内の任意のコードが入力できます。

• 全角文字と半角文字の混在はできません。

「表示キー」の先頭行に「◎」を表示しますがこの先頭行に入力したコードが診療行為入力画面上で診療行為コー

ドの替わりに表示される入力コードになります。ただし，この先頭行には10桁（全角の場合5文字）より長い入

力コードは設定しないでください。

入力後，「確定」(F12)を押します。

元の画面に戻りますがこの状態ではまだ登録はされていませんので「登録」(F12)を押します。

登録確認のメッセージを表示します。

「OK」(F12)を押すと登録します。

「戻る」(F1)を押すと元の画面に戻ります。

なお，全く同じ入力コードを他の診療行為コードに重複して設定することはできません。

すでに登録されている入力コードを入力した場合はその時点でメッセージを表示します。
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「閉じる」（「Enter」）を押して元の画面に戻りますので入力コードを訂正してください。

2つ目・3つ目の薬剤についても同様の方法で設定します。

【25mgアリナミンF糖衣錠の入力CD画面】　　　　　　【50mgアリナミンF糖衣錠の入力CD画面】

　

（1）－2　入力コードと表示キーコード

入力コードと表示キーの関係を，診療行為画面を例に説明します。

25mgアリナミンF糖衣錠に設定した入力コード「arina25」を入力します。入力コードは表示キーである「2007

」を表示します。
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（1）－3　入力コードで検索（自院採用検索）

診療行為コードに対して入力コードを設定したマスタは自院採用とみなします。「自院採用」のコンボボックス

から「1：内服薬」を選択すると，入力コードの設定がある薬剤が一覧に表示します。

例ではすべて"arina"で始まる入力コードを設定していますので"arina"としても検索結果の一覧を表示します。

"arina"と全く一致する入力コードがなければ先頭一致で該当があるか調べます。"ari"と入力して検索を行った

場合は，"ari"から始まる入力コードを持つものを対象に一覧へ表示します。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 322 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 2.482

図 2.483

図 2.484



（1）－4　表示キーの変更方法

「点数マスタ」業務で設定した入力コードの表示キーを変更する方法を説明します。

入力コードとして複数設定したコードの中から表示キーを入れ替える場合は表示キーにしたい行の表示キー列

に「1」を入力し「Enter」を押します。

↓

　

「確定」(F12)を押した後，「登録」(F12)を押してください。
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（2）診療行為入力からの入力コード設定

（2）－1　入力コードの設定されていない診療コードに入力コードを設定する場合

（2）－2　すでに登録されている入力コードを修正または削除する場合

診療行為入力からの入力コード設定

診療行為の入力途中で，現在画面に入力されている診療コードに対し，「入力CD」から遷移する画面で入力コー

ドの登録ができます。この設定画面では，ひとつの診療コードに対して最大3つ以内の入力コードが登録できま

す（ただし，1診療コードに4つ以上の入力コードの設定登録は，点数マスタ業務でできます）。

（2）－1　入力コードの設定されていない診療コードに入力コードを設定する場合

診療行為入力画面で，現在画面に入力されている診療コードが入力コードの設定できる対象になります。

診療コードを入力して「入力CD」(F5)を押します。
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始めに入力コードが未設定な診療コード一覧を表示します。

入力コードを入力後，「登録」(F12)を押します。
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「ＯＫ」(F12)を押します。

元の画面では診療コードが登録した入力コードに置き換わります。

入力できるコードの条件は以下のとおりです。

• 先頭桁が半角数字で始まるコード・・・4桁から6桁以内のコードが入力できます。

• 先頭桁が半角英字で始まるコード・・・表示用コードは10桁まで，表示用以外は20桁以内の任意のコー

ドが入力できます。

• 全角文字のコード・・・全角5文字以内の任意のコードが入力できます。

• 全角文字と半角文字の混在はできません。

ポイント

「入力コード（表示）」欄に入力したコードが，診療行為入力画面上で診療行為コードの替わりに表示される入力コードに

なります。ただし，この表示入力コードの入力できる長さは10桁（全角の場合5文字）までです。
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（2）－2　すでに登録されている入力コードを修正または削除する場合

診療行為の入力途中で，「入力CD」(F5)を押します。入力のある診療コードを対象に，入力コードが未設定の診

療コード一覧を表示します。
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すでに入力コードが登録済みの場合，「全体」(F9)を押すと入力中のすべての診療コードを表示します。

修正および削除をします。ただし，1診療コード4つ以上の入力コードが設定済みの場合は，3つまで表示をしま

す。4つ目以降の入力コードを設定する場合は，点数マスタ業務の「入力CD」設定で行ってください。

また，削除する場合は，入力コード欄を空白にします。すべて空白にして登録しても4つ以上の登録がされてい

た場合は，4つ目以降が繰り上がることにより4つ目が入力コード（表示）になります。再度「入力CD」を押すと

それらの入力コードが表示され修正および削除ができます。
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2.5.6 DO検索からの入力方法

＜DO検索からの入力方法＞

患者の過去の診療データより入力内容を現在入力中の画面へ複写できます。診療行為入力で受診履歴から該当の

番号を選択します。受診履歴には診療日・診療科・使用した保険組合せを表示内容として最大150件まで表示で

きます。
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複写を行う診療日を選択するには，マウスで該当行をクリックするか「DO選択」欄に番号を入力します。

キーボードからは「DO」(F8)を押します。

＜Do画面の初期表示設定＞

診療内容の表示順 診療種別区分順，登録順が「101　システム管理マスタ」－

「1007　自動算定・チェック機能制御」で設定できます。

診療区分 「101　システム管理マスタ」－「1038　診療行為機能情報」

で初期表示を設定できます。

「診療区分」(F7)を押す度に表示している診療日の内容を診

療区分順に再表示します。

入外区分 「入外区分」(F6)またはコンボボックスより，手動切り替え

（初期表示設定はありません）。

外来画面であれば外来分を入院画面であれば入院分を初期

表示します。

＜銘柄名表示と一般名表示＞

一般名処方を行った薬剤のみ「F4　名称切替」により銘柄名と一般名の表示を切り替えます。　
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＜Do入力をしたい剤を選択する＞

マウスでクリックするか，選択番号を入力します。

ヒント！　選択番号を入力するには

番号「1」を複写する場合・・・「1」　と入力する

番号「1」と「3」を複写する場合 ・・・「1，3」と入力する

（区切りは「，」または「.」どちらでも入力できます）

番号「1」から「3」を複写する場合・・・「1－3」と入力する

診療日の診療内容をすべて複写する場合・・・「＊」を入力する
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＜処方日数を変更してDo入力する＞

番号選択欄では投薬に限り回数の変更できます。変更できるのは診療区分「21」，「22」，「23」の投薬のみです。

番号選択欄に回数の指定が無い場合は変更しないで複写します。

入力方法は，　剤の番号＊剤の回数　と入力します。

番号「1」の回数を4回に変えて複写する場合　　　　 ・・・　「1＊4」　と入力する

番号「1」と「3」の回数を5回に変えて複写する場合　 ・・・「1＊5，3＊5」と入力する

（区切りは「，」または「.」どちらでも入力できます）

番号「1」から「3」の回数を2回に変えて複写する場合　・・・　「1－3＊2」と入力する

番号「1」の回数は2回，番号「2」から「4」の回数は4回とする場合　・・・　「1＊2－4＊4」または

「1＊2，2－4＊4」と入力する

【番号「3」～「5」の薬剤を7日分に変更してDo入力する画面】
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「F12：確定」または「Enter」で診療行為入力画面に複写します。

投薬以外の回数を変更した場合はエラーメッセージを表示します。
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＜「F5：受診履歴」からの選択＞

診療行為選択画面の「F5：受診履歴」を押すと，以下の画面へ遷移します。受診履歴の一覧では診療区分別に入

力の有無を確認できます。

選択番号欄に番号を入力するか，クリックすると遷移元の診療行為選択画面に診療データ内容を表示します。
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2.5.7 診療行為内容の訂正方法

診療行為内容の訂正

すでに入力のある診療行為データを訂正できます。診療行為入力画面から訂正ができるようになるのは，画面右

側の一覧に表示されている診療日ごとの診療行為データになります。

＜診療行為データの訂正を行う＞

訂正したい患者を呼びだし，「訂正」(F4)または「DO検索／診療訂正日」を押します。画面右上部の「DO検索」が，

「診療訂正日」へと表示が変わります。診療日を指定します。訂正する診療日をクリックするか，または「DO選択」

欄に診療日の番号を入力し「Enter」を押します。画面右上に「訂正」と赤字で表示され，指定した診療日の入力内

容を表示します。

画面上で訂正をします。訂正後は，再度「登録」(F12)を押して訂正が終了します。
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＜当日すでに入力がある場合，患者を呼び出したとき同日再診・訂正入力を選択したい＞

外来の診療行為入力で入力日が最終来院日のときに，同日再診か訂正入力か確認メッセージを表示し選択でき

ます。「101　システム管理マスタ」－「1038診療行為機能情報」－同日再診・訂正選択の項目を「1　選択する

（OK：同日再診）」または，「2　選択する（OK：訂正）」にします。

（中途データが存在するまたは受付中の場合はメッセージを表示しません）。

＜訂正時の診療行為の並び順を入力順にしたい＞

訂正画面の表示順は「101　システム管理マスタ」－「1007　自動算定・チェック機能制御」－剤登録順により変

更できます。ただし，システム管理設定後の入力分より表示が変わります。

＜訂正時の領収書，処方箋，薬剤情報の発行について＞

• 訂正時のみ発行したくない場合に「発行なし」を初期表示に設定できます。

• 【5.1　システム管理マスタ】の【1001　医療機関情報－基本】を参照してください。

• 訂正時の請求書兼領収書に訂正分金額，または合計分金額のどちらかを選択できます。

ヒント！

請求書兼両修旅の発行区分は，「101　システム管理マスタ」－「1038　診療行為機能情報」で設定できます。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 336 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 2.503

図 2.504



＜訂正時の自動発生項目を設定する＞

「101　システム管理マスタ」－「1007　自動算定・チェック機能情報」で診療行為登録時に自動発生した診療行

為を訂正時に自動発生させるか設定できます。

訂正時に関連する「101　システム管理マスタ」－「1007　自動算定・チェック機能情報」の初期設定　

訂正時の自動発生（外来）

訂正時の自動発生（入院）
「1　算定する」

訂正時の自動発生（特定疾患処方管理） 「0　算定しない」

訂正時の展開（処方料） 「0　展開しない」

項目の対象になる診療行為

システム管理マスタ「1007」項目 対象診療行為

訂正時の自動発生（外来）

訂正時の自動発生（入院）
薬剤情報提供，調基，採血料，検査判断料，画像診断管理加算

訂正時の自動発生（特定疾患処方理） 特定疾患処方管理加算，長期投薬加算

訂正時の展開（処方料） 処方料・麻毒加算

自動算定診療行為 調剤料は毎回自動発生をします。

設定と診療行為画面の動き

シス管1007項目 シス管1007設定 訂正時（診療行為画面） 診療行為確認画面

訂正時の自動発生

（外来）（入院）

0　算定しない 自動発生分診療行為もすべて展開する ※自動発生はしない

1　算定する 自動発生分診療行為は展開しない 自動発生する

訂正時の自動発生（特定疾患

処方管理）

0　算定しない 自動発生分診療行為もすべて展開する 自動発生しない

1　算定する 自動発生分診療行為は展開しない 自動発生する

訂正時の展開

0　展開しない 自動発生分診療行為は展開しない 自動発生する

1　展開する 自動発生分診療行為は展開する
診療行為画面に入力がな

い場合は自動発生する

※調剤料は自動発生します。

ポイント！　訂正時の処方箋料および一般名処方加算について

「101　システム管理」－「1007　自動算定・チェック機能制御情報」の設定に係わらず，訂正時に必ず診療行為入力画面に

展開します。展開された処方箋料を削除した場合は，診療行為確認画面で再度自動算定をします。
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例）新規登録時の診療行為画面
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例）新規登録時の診療行為確認画面
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■訂正時の自動発生（外来）を「0　算定しない」に設定し，訂正展開する。

対象の自動発生項目を診療行為画面に展開します。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 340 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 2.507



診療行為確認画面では，診療行為画面に展開された自動発生分診療行為分の自動発生を行わない（◎印もつか

ない）。
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■訂正時の自動発生（外来）を「1　算定する」に設定し，訂正展開する。

対象の自動発生項目を診療行為画面に展開しません。
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診療行為確認画面では，自動発生を行う。

訂正時の自動発生（特定疾患処方管理）も特定疾患処方管理加算・長期投薬加算を対象に同じ動きになります。

注意！

自動発生と手入力を混在した場合は最初に入力した方法の登録になります。（月1回目の算定を自動発生で入力

し，2回目を手入力した場合，2回目を訂正で展開した時自動発生分と判断します。逆に月1回目を手入力し，2回目

を自動発生で入力した場合，2回目も手入力分と判断します）。

※混在して入力されることが多い場合は，システム管理の設定を「0　算定しない」とした方が混乱するこになく運

用できます。
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2.5.8 診療選択画面説明

項目の説明

患者番号 患者番号を入力します。

診療科 コンボボックスより診療科を選択します。

システム管理マスタで登録された診療科は最大99科まで表示します。

診療日 診療日を入力またはカレンダーの日付をクリックします。初期値は当日（マシン日付）になります。

前回処方 前回分の診療行為（診察料は除く）を複写して診療行為入力画面へ表示するかを指定します。

「1　表示なし」　・・　前回分を複写しません。（初期値）

「0　表示あり」　・・　前回分を複写します。

ドクター コンボボックスより対診したドクターを選択します。

システム管理マスタで登録されたドクターは最大99人まで表示します。

分散入力 複数端末を設置している場合などは，同一患者の情報を2段階に分けて入力できます。診察室入力

（先行入力端末）で診療行為の一部を入力します。その後，会計窓口入力（会計端末）で患者番号

を呼び出すと先行入力された情報を引き継ぎますので，残りの診療行為を入力し全体の治療費の計

算をします。

「0　会計業務」（初期値）

「1　診察室入力」

院外処方区分 院内・院外を設定します。

「0　院内」

「1　院外」

初期値は，「101　システム管理マスタ」－「1001　医療機関情報－基本」で設定した内容を表示しま

す。

保険組合せ 画面下部の保険組合せ一覧より，これから入力する診療行為をどの保険組合せで請求するかを指定

します。

各項目の選択を行い，「確定」(F12)を押すと診療行為入力画面へと遷移して，診療選択画面で設定した内容を

反映した表示をします。
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2.5.9 自動算定診療行為一覧

自動算定を行う診療行為内容は以下のとおりです。

診療種別 診療内容 条件

診察料

初診料

初回。病名の治癒日が前日以前，または「中止」の転帰日から1ヶ月

以上経過しているとき。または「101　システム管理マスタ」－「1007

自動発生・チェック機能情報」の11の項目で設定されている期間を

過ぎたとき。
再診料，同日再診，外来診療

料
上記以外のとき。

外来管理加算
「101　システム管理マスタ」－「1007　自動発生・チェック機能制

御情報」の設定による。

時間外加算等
環境設定で時間外区分の設定がされているとき。または初診料また

は再診料の入力コードの最初に時間外加算区分を入力したとき。
乳幼児加算（初診，再診）

初診料算定科
初診時に同日複数科受診をした場合，メッセージの選択により自動

発生。

再診料算定科
再診時に同日複数科受診をした場合，メッセージの選択により自動

発生。

他保険で診察料算定済み

同一日に複数保険で受診した場合に，メッセージの選択により自動

発生。

「他保険」の部分を他のコメントに変更できます。

【2.6　診療種別区分別の入力方法】の【（1）診察料】参照

初診料（DUMMY）
.110の後に，コメントコード（「集団検診から」，「老人健診か

ら」，「学校健診から」，「健康診断から」を入力したとき。

再診料（DUMMY）

.120の後に，上記コメントコードを入力したとき。

「12　登録」の特記事項に「07　老併」「09　施」が設定されていると

き。外来リハビリテーション診療料2が算定されているとき

初診（育児栄養指導）加算
「101　システム管理マスタ」－「1007　自動算定情報」で「1　算定

する」を設定する。

時間外対応加算1，2，3

再診料の算定に合わせて自動発生します。

「101　システム管理マスタ」－「1006　施設基準情報」で設定の必要

あり。

明細書発行体制等加算

再診料の算定に合わせて自動発生します。

「101　システム管理マスタ」－「1006　施設基準情報」で設定の必要

あり。

乳幼児感染予防策加算
「101　システム管理マスタ」－「1006　施設基準情報」で設定の必要

あり。
医科外来等感染症対策実施加

算

「101　システム管理マスタ」－「1006　施設基準情報」で設定の必要

あり。
医学管理料 小児科外来診療料 「101　システム管理マスタ」－「1006　施設基準情報」で「0121　小

児科外来診療料」または「3681 小児科外来診療料」に「1」を設定す

る。
小児科外来診療料の時間外加

算

小児科外来診療料の入力コードの最初に時間外加算区分を入力した

とき。
特定疾患療養管理料

難病外来指導管理料

入力されている病名の疾患区分が設定されているとき

「101　システム管理マスタ」－「1007　自動算定・チェック機能制

御情報」により自動算定を設定できます。
皮膚科特定疾患指導管理料 病名に皮膚科特定疾患の病名が登録されているとき。

「101　システム管理マスタ」－「1007　自動算定・チェック機能制

御情報」により自動算定を設定できます。

「101　システム管理マスタ」－「1006　施設基準情報」で「0026　皮

膚科」に「1」を設定する。
診療情報提供料算定日 診療情報提供料を算定したとき。
悪性腫瘍マーカー検査名 悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定したとき。
特定薬剤治療管理加算 特定薬剤治療管理料を算定したときの初回のみ。

「101　システム管理マスタ」－「1007　自動算定情報」で設定する。
特定薬剤治療管理料初回算定 特定薬剤治療管理料を算定したときの月の1回目のみ。「101　シス

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 345 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI



日 テム管理マスタ」－「1007　自動算定情報」で設定する。

薬剤情報提供料

投薬があった場合に算定。

「101　システム管理マスタ」－「1007　自動算定情報・チェック機

能情報」により，月1回，毎回，算定しないから選択できます。

月2回以上の警告チェックも同じシステム管理で設定できます。
地域包括診療料
地域包括診療料時間外加算
地域包括診療加算
認知症地域包括診療料
認知症地域包括診療加算
小児かかりつけ診療料

業務メニュー「12　登録」－その他タブで自動算定の設定をしたとき

小児加算（がん性疼痛緩和指

導管理料）（15歳未満）
年齢により自動算定

在宅療養実績加算1，2
「101　システム管理マスタ」－「1006　施設基準情報」でフラグを

「1」を設定する。

管理料全般
業務メニュー「12　登録」のその他タブの「管理料等自動算定」に設

定されている管理料

在宅
乳幼児加算（退院前在宅療養

指導管理料）

投薬料

調剤料（内服薬・浸煎薬・屯

服薬）
調剤料（外用薬））

調剤料（麻・向・覚・毒）
処方料 薬剤の種類による。
処方料（麻・向・覚・毒）
処方箋料 薬剤の種類による。

特定疾患処方管理料1（処方

料）

病名に特定疾患の病名があり，院内処方のとき（初回登録時のみ，

自動発生する）

特定疾患処方管理料1（処方

箋料）

病名に特定疾患の病名があり，院外処方のとき（初回登録時のみ，

自動発生する）

特定疾患処方管理料2（処方

料）

特定疾患処方管理料（処方料）を算定できる条件，かつ処方日数28
日以上の投薬がある場合（初回登録時のみ，自動発生する）

「注意」処方期間が28日以上になる場合の算定はシステムで自動認識

ができないため，手入力により算定してください。

特定疾患処方管理料2（処方

箋料）

特定疾患処方管理料（処方箋料）を算定できる条件，かつ処方日数

28日以上の投薬がある場合（初回登録時のみ，自動発生する）

「注意」処方期間が28日以上になる場合の算定はシステムで自動認識

ができないため，手入力により算定してください。
抗悪性腫瘍剤処方管理加算

（処方料）（処方箋料）

診療行為入力画面で抗悪性腫瘍剤の入力がある場合は自動発生しま

す。
調剤技術基本料 「101　システム管理マスタ」－「1007　自動算定情報」で設定する

乳幼児加算（3歳未満）

薬剤料逓減（90分／100）
（内服薬）

7種類以上の逓減の場合，確認メッセージで「OK」を選択したとき逓

減される点数を算定
（減） 7種類以上の逓減の場合，対象になる剤の先頭へ表示

一般名処方加算1（処方箋

料）

一般名処方加算2（処方箋

料）

処方箋へ一般名記載になる薬剤が1つ以上ある場合

要件を満たす場合1を自動算定

紹介率が低い大病院30日以上
投薬減算

処方料，処方箋料，薬剤料

診療行為入力画面で30日以上の投薬に対する減算メッセージで

「OK]を選択したとき低減点数を算定。

（「101　システム管理マスタ」－「1201　点数算定基準情報」で「1

低紹介率である」の設定かつ「1001　医療機関情報－基本」で「1　病

院」病床数500以上の場合に表示する）
外来後発医薬品使用体制加算

1，2，3
「101　システム管理マスタ」－「1006　施設基準情報」で設定する

薬剤料減点（湿布薬薬剤料上

限超）
70枚を超える数量を算定した場合

注射料

皮下，筋肉内注射 診療種別区分「.310」を入力したとき
静脈内注射 診療種別区分「.320」を入力したとき
点滴注射 診療種別区分「.330」を入力したとき
残量廃棄 アンプルや管の注射薬で数量に小数点以下を入力したとき
生物学的製剤注射加算 生物学的製剤の薬剤を入力したとき
麻薬注射加算 麻薬注射の薬剤を入力したとき
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乳幼児加算（6歳未満）
乳幼児加算（抹消留置型中心

静脈用カテーテル挿入）

6歳未満の患者に抹消留置型中心静脈用カテーテル挿入を算定した

とき
乳幼児加算（カフ付き緊急時

ブラッドアクセス用留置カテ

ーテル挿入）

6歳未満の患者にカフ付き緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテ

ル挿入を算定したとき。

乳幼児加算（植込型カテーテ

ルによる中心静脈注射）

6歳未満の患者に植込型カテーテルによる中心静脈注射（1日につ

き）を算定したとき

処置料

酸素補正率 酸素を算定したとき。

乳幼児加算（6歳未満）

労災（1.5倍），（2倍） 労災保険の四肢区分が設定済みの場合。

時間外加算1，2

休日加算1，2

深夜加算1，2

時間外特例医療機関加算1，2

診察料に時間外加算区分を入力したとき。

加算1については，「101　システム管理マスタ」－「1005　診療科目

情報」で設定する

手術料

酸素補正率 酸素を算定したとき。

時間外加算1，2

休日加算1，2

深夜加算1，2

時間外特例医療機関加算1，2

診察料に時間外加算区分を入力したとき。

加算1については，「101　システム管理マスタ」－「1005　診療科目

情報」で設定する

乳幼児加算（6歳未満）

労災（1.5倍），（2倍） 労災保険の四肢区分が設定済みの場合。

施設基準不適合（手術）

（100分の80）

「101　システム管理マスタ」－「1006　施設基準情報」の「3424　医

科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術」に設定がない

とき

麻酔料
酸素補正率 酸素を算定したとき。

乳幼児加算（6歳未満）

検査

施設基準不適合（検査）

（100分の80）
点数マスタ設定画面のタブ画面「手術，検査，入院」で設定されてい

るものについて自動で逓減する。

検査の逓減（100分の90）
同一月内に2回以上，逓減対象の同一検査の入力があった場合に自

動で逓減する。
（緊検）　　日　　時 時間外緊急院内検査を算定したとき。
尿・糞便等検査判断料

血液学的検査判断料

生化学的検査（1）判断料

生化学的検査（2）判断料
免疫学的検査判断料

微生物学的検査判断料

病理学的検査判断料

呼吸機能検査判断料
脈波図，心機図，ポリグラフ

検査判断料

脳波検査判断料1

脳波検査判断料2

「101　システム管理マスタ」－「1006　施設基準情報」の「3480　脳

波検査判断料1」の設定があれば1を自動算定
神経・筋検査診断料
ラジオアイソトープ検査判断

料

末梢採血料
点数マスタ設定画面の「採血料区分」のコンボボックスに設定がされ

ているものについて自動算定する。
静脈採血料 〃
動脈採血料 〃

乳幼児加算（6歳未満）

幼児加算（生体検査）（3歳

以上6歳未満）

外来迅速検体検査加算

「101　システム管理マスタ」－「1007　自動算定・チェック機能情

報」の「15　検体検査加算自動発生」の設定による。

（算定できる検査を入力したとき）

算定回数が複数月に1回とさ

れる検査

※各診療行為に対して初回・前回実施日の日付を自動発生するには

個別に点数マスタによる設定が必要です。

【5.2.3　診療行為マスタ】を参照してください。

検体検査管理加算1

検体検査管理加算2

検体検査管理加算3

「101　システム管理マスタ」－「1006　施設基準情報」で設定する
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検体検査管理加算4

国際標準検査管理加算
「101　システム管理マスタ」－「1006　施設基準情報」で設定する

検体検査管理加算2，3，4を自動算定する時に併せて自動算定
休日加算（内視鏡検査）

時間外加算（内視鏡検査）

深夜加算（内視鏡検査）

時間外特定加算（内視鏡検

査）

内視鏡検査の診療コードと時間外区分により自動算定

画像診断料

施設基準不適合（画像）

（100分の80）
点数マスタ設定画面のタブ画面「手術，検査，入院」で設定されてい

るものについて自動で逓減する。
（緊画）　　日　　時 時間外緊急院内画像診断加算を算定したとき。
写真診断料 撮影料と部位により判断料を決定する。

CT，MRI(2回目以降） 同一月に2回目以降はコードを自動で振り替える。
造影剤使用加算 造影剤の薬剤を入力したとき。
透視診断料 消化管の撮影で造影剤の薬剤を入力したとき。
フイルム料（乳幼児）加算

画像診断管理加算1（写真診

断）

X線撮影を行った場合に算定。

「101　システム管理マスタ」－「1006　施設基準情報」に設定があ

り，「1007　自動算定・チェック機能情報」の10　画像診断管理加

算が「1　算定する」になっている場合。
コンピュータ断層診断 行われたコンピュータ断層診断料を入力した場合，月1回

画像診断管理加算1，2（コン

ピュータ断層診断）

コンピュータ断層診断を自動発生した場合。

「101　システム管理マスタ」－「1006　施設基準情報」に設定があ

り，「1007　自動算定・チェック機能情報」の10　画像診断管理加

算が「1　算定する」になっている場合。
核医学診断 行われた核医学診断料を入力した場合，月1回。

画像診断管理加算1，2（核医

学診断）

核医学診断を自動発生した場合。

「101　システム管理マスタ」－「1006　施設基準情報」に設定があ

り，「1007　自動算定・チェック機能情報」の10　画像診断管理加

算が「1　算定する」になっている場合。

新生児または3歳未満，6歳未
満の乳幼児加算

施設基準不適合減算（画像）

（100分の80）

「101　システム管理マスタ」－「1006　施設基準情報」の以下の項目

に設定がないとき。

「3420　ポジトロン断層撮影（施設共同使用率30％以上又は計算除

外対象保険医療機関）

リハビリ

労災（1.5倍） 労災保険の四肢区分が設定済みの場合。
運動器リハビリテーション料

（基準不適合），脳血管疾患

等リハビリテーション料（基

準不適合），廃用症候群リハ

ビリテーション（基準不適

合）

「101　システム管理マスタ」－「1006　施設基準情報」で設定による

その他

施設基準不適合（放射線）

（100分の70）
点数マスタ設定画面のタブ画面「手術，検査，入院」で設定がされて

いるものについて自動で逓減する。

通院・在宅精神療法（20歳未
満）加算

「101　システム管理マスタ」－「1006　施設基準情報」の設定があ

り，「101　システム管理マスタ」－「1038　診療行為機能情報」の

「6：精神療法20歳未満加算」の設定がある場合に，開始日より1年
以内で自動算定

児童思春期精神科専門管理加

算（16歳未満）

「101　システム管理マスタ」－「1006　施設基準情報」の設定があ

り，「101　システム管理マスタ」－「1038　診療行為機能情報」の

「6：精神療法20歳未満加算」の設定がある場合に，開始日より2年
以内で自動算定

療養担当手当
「101　システム管理マスタ」－「1007　自動算定情報」の設定があ

り，11月から4月までの期間。
新生児加算（放射線治療）

乳幼児加算（放射線治療）

幼児加算（放射線治療）

小児加算（放射線治療）

年齢により自動発生

心身医学療法（20歳未満加
算）

「101　システム管理マスタ」－「1038　診療行為機能情報」の「7：

心身療法20歳未満加算」の設定がある場合に自動算定。
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2.5.10 コメント自動記載一覧

＜各コメントのレセプト電算データへの記録の仕方の違いについて＞

コメントコードはレセプト電算データに記録する際，2種類の記録方法があります。

1. 診療行為レコードにコメントを含めて記録する方法

例）傷病手当金意見書交付料

レセ電コードの記録

SI,13,1,180000710,,100,1,810000001,交付22年　4月16日,,,,…

　

2. 診療行為レコードとは別にコメントレコードを記録する方法

例）BNP

レセ電コードの記録

SI,60,1,160162350,,140,1,,,,…

CO,,1,810000001,検査実施　23日

＜日レセの記録方法＞

日レセでは次の診療行為に対してのみ診療行為レコードにコメントを含んでレセプト電算データに記録します。

その他のコメントは診療行為レコードとは別にコメントレコードを記録します。

• 特定薬剤治療管理料

• 悪性腫瘍特異物質治療管理料

• 残量廃棄のコメント

• 入院の点滴薬剤・器材につくコメント

• 各リハビリテーションの実施日

• 2.5.10　「レセプトへのコメント自動記載一欄」の診療行為レコードに含むとしてある診療行為

ヒント！

手入力したコメントコードも診療行為レコードにコメントを含めることができます。

コメントコードの後にスペース（半角）を入力し，「C」または「c」を入力してください。

例）熱傷処置

140032010　熱傷処置

840000085 3 5 c　初回実施　3月　5日

注意！

紙レセプトに印字したときは従前どおり診療行為の下にコメントを記載します。

＜レセプト電算データへの算定カレンダーの記録＞

1日～31日までの診療行為の算定日および算定回数をレセプト電算データに自動記録します。

記録するデータ

診療行為レコード

医薬品レコード

特定器材レコード
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＜保険変更時のレセプト印字内容＞

【記載例1】個人情報を記載する

【記載例2】個人情報を記載しない

ヒント！

個人情報の記載は業務メニュー「101　システム管理マスタ」－「2005　レセプト・総括印刷情報」－基本1（2）タブの保険

履歴記載区分で設定出来ます。

記載要領　別表Ⅰのコメントに対して日レセで自動記載するコメント

区分 診療行為名称等
レセプト電算処理

システム用コード
レセプト表示文言 備考

A000 初診料 830100002 2つ目の診療科(初診料);****** 
同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。830000024,830100002

A001 再診料 830100003 2つ目の診療科(再診料);****** 
同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。830000051,830100003

A002 外来診療料 830100004
2つ目の診療科(外来診療料);***

*** 

同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。830000051,830100004

A003 オンライン診療料

850100001

特定疾患療養管理料の算定を開

始した年月日(オンライン診療

料);(元 号)yy年mm月dd日 

同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。

850100001,850100002,850100003,850

100004,850100005,850100006,850100

007,850100008,850100009,850100010

,850100011

850100002

小児科療養指導料の算定を開始

した年月日(オンライン診療料);

(元号) yy年mm月dd日 

850100003

てんかん指導料の算定を開始し

た年月日(オンライン診療料);

(元号)yy年mm月dd日 

850100004

難病外来指導管理料の算定を開

始した年月日(オンライン診療

料);(元 号)yy年mm月dd日 

850100005

糖尿病透析予防指導管理料の算

定を開始した年月日(オンライン

診療 料);(元号)yy年mm月dd日 

850100006 地域包括診療料の算定を開始し
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た年月日(オンライン診療料);

(元号)yy年mm月dd日 

850100007

認知症地域包括診療料の算定を

開始した年月日(オンライン診療

料);(元 号)yy年mm月dd日 

850100008

生活習慣病管理料の算定を開始

した年月日(オンライン診療料);

(元号) yy年mm月dd日 

850100009

在宅時医学総合管理料の算定を

開始した年月日(オンライン診療

料);(元 号)yy年mm月dd日 

850100010

精神科在宅患者支援管理料の算

定を開始した年月日(オンライン

診療 料);(元号)yy年mm月dd日 

850100011

在宅自己注射指導管理料の算定

を開始した年月日(オンライン診

療料); (元号)yy年mm月dd日 

A212

超重症児(者)入院

診療加算・準超重

症児(者)入院 診療

加算

850100020

算定開始年月日(超重症児(者)入

院診療加算);(元号)yy年mm月dd

日
同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。

850100020,850100021,840000056,840

000556850100021

算定開始年月日(準超重症児(者)

入院診療加算);(元号)yy年mm月

dd日

A229
精神科隔離室管理

加算
算定日情報 （算定日） 紙レセプトのみ記載。

A230-4
精神科リエゾンチ

ーム加算
算定日情報 （算定日） 紙レセプトのみ記載。

A233-2
栄養サポートチー

ム加算
算定日情報 （算定日） 紙レセプトのみ記載。

A242
呼吸ケアチーム加

算
算定日情報 （算定日） 紙レセプトのみ記載。

A244
病棟薬剤業務実施

加算
算定日情報 （算定日） 紙レセプトのみ記載。

A251 排尿自立支援加算

850100027
初回算定年月日(排尿自立支援加

算);(元号)yy年mm月dd日
同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。

850100027,842100022,840000097,840

000086842100022
通算算定回数(排尿自立支援加

算);******

A312
精神療養病棟入院

料の重症者加算
算定日情報 （算定日） 紙レセプトのみ記載。

A318

地域移行機能強化

病棟入院料の重症

者加算

算定日情報 （算定日） 紙レセプトのみ記載。

B001-2-

7

外来リハビリテー

ション診療料
算定日情報 （算定日） 紙レセプトのみ記載。

B001-2-

8

外来放射線照射診

療料
算定日情報 （算定日） 紙レセプトのみ記載。

B001-3-

2

ニコチン依存症管

理料
850100064

初回算定年月日(ニコチン依存症

管理料);(元号)yy年mm月dd日

同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。850100064,840000097

B001の4
小児特定疾患カウ

ンセリング料
850100051

第1回目カウセンリング実施年月

日(小児特定疾患カウンセリング

料);(元 号)yy年mm月dd日

同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。

850100051,840000604,840000104

B001の

12

心臓ペースメーカ

指導管理料の植込

型除細動器移行期

加算

850100054

直近の算定年月日(植込型除細動

器移行期加算);(元号)yy年mm月

dd日 

同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。850100054

B001の

12

心臓ペースメーカ

指導管理料の遠隔

モニタリング加算

850190001

直近の算定年月(遠隔モニタリン

グ加算(心臓ペースメーカー指導

管理 料));(元号)yy年mm月 

同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。850190001
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B001の

14

高度難聴指導管理

料の人工内耳機器

調整加算

850190043
前回算定年月日(人工内耳機器調

整加算);(元号)yy年mm月dd日 同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。850190043,820190043
820190043 初回(人工内耳機器調整加算)

B001の

16

喘息治療管理料1 

の重度喘息患者 治

療管理加算

850100058

第1回目の治療管理を行った年月

日(重度喘息患者治療管理加算);

(元 号)yy年mm月dd日

同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。850100058,840000098

B001の

17

慢性疼痛疾患管理

料
850100059

算定年月日(慢性疼痛疾患管理

料);(元号)yy年mm月dd日 

最初に当該管理料を算定した場合に

記載。

同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。850100059 

B001の

23

がん患者指導管理

料のロ
850100060

過去に算定した年月日(がん患者

指導管理料ロ);(元号)yy年mm月

dd日

同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。850100060

B001の

23

がん患者指導管理

料のハ
850100061

過去に算定した年月日(がん患者

指導管理料ハ);(元号)yy年mm月

dd日

同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。850100061

B001の

28

小児運動器疾患指

導管理料

850190002
前回算定年月(小児運動器疾患指

導管理料);(元号)yy年mm月 同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。850190002,820190002
820190002

初回(小児運動器疾患指導管理

料)

B001の

29

乳腺炎重症化予防

ケア・指導料
842100029

乳腺炎重症化予防ケア・指導料

の通算実施回数;****** 

同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。842100029,840000086

B005

退院時共同指導料1

の特別管理指導加

算

算定日情報 （算定日）

紙レセプトのみ算定日を記載。

同月に退院時共同指導料を算定して

いる場合に記載。

B005 退院時共同指導料2 850100071
共同指導を行った日(退院時共同

指導料2);(元号)yy年mm月dd日

同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。850100071,840000110

B005-1-

2

介護支援等連携指

導料

算定日情報 （算定日） 同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。850100073

初回算定月に850100073の記載は行い

ません。

算定日情報は紙レセプトのみ記載。

850100073
初回算定年月日(介護支援等連携

指導料);(元号)yy年mm月dd日

B005-7

の2

認知症専門診断管

理料2

850190004
前回算定年月日(認知症専門診断

管理料2);(元号)yy年mm月dd日 同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。850190004,820190004
820190004 初回(認知症専門診断管理料2)

B005-7-

3

認知症サポート指

導料

850190005
前回算定年月(認知症サポート指

導料);(元号)yy年mm月 同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。850190005,820190005
820190005 初回(認知症サポート指導料)

B005-9
外来排尿自立指導

料

850100082

排尿自立支援加算の初回算定年

月日(外来排尿自立指導料);(元

号) yy年mm月dd日
同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。

850100082,842100030,840000097,840

000086842100030

排尿自立支援加算及び外来排尿

自立指導料の通算算定回数(外来

排尿 自立指導料);******

B008-1

B008-2

薬剤管理指導料1

薬剤管理指導料2
算定日情報 （算定日） 紙レセプトのみ記載。

B009

B010

診療情報提供料1

診療情報提供料2
840000052 診療情報提供料dd日 紙レセプトのみ記載。

B012
傷病手当金意見書

交付料
850100089

交付年月日(傷病手当金意見書交

付料);(元号)yy年mm月dd日

同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。

850100089,840000011,840000012,840

000511,840000512

B013
療養費同意書交付

料
850100090

交付年月日(療養費同意書交付

料);(元号)yy年mm月dd日 

同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。

850100090,840000078,840000578

C000 往診料等 850100093
往診を行った年月日;(元号)yy年

mm月dd日

当該月に在宅患者訪問診療料（Ⅰ）

または（Ⅱ）を算定している場合に

自動記載。

同一剤に以下のコメントがある場合
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を除く。850100093,840000039

C001
在宅患者訪問診療

料（Ⅰ）
850100097

訪問診療を行った年月日(在宅患

者訪問診療料(1));(元号)yy年mm

月dd日

当該月または前月に往診料を算定し

ている場合に自動記載。

同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。

850100097,840000066,830100088,850

100094,850100095

C002
オンライン在宅管

理料
850100110

在宅時医学総合管理料の初回算

定年月(オンライン在宅管理料);

(元号) yy年mm月

同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。850100110

C002
在宅時医学総合管

理料
850100106

往診又は訪問診療年月日(在医総

管);(元号)yy年mm月dd日

同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。850100106

C002-2
施設入居時等医学

総合管理料
850100107

往診又は訪問診療年月日(施医総

管);(元号)yy年mm月dd日

同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。850100107

C005-2
在宅患者訪問点滴

注射管理指導料
820100642 訪点

.334 の診療種別を入力した場合に記

載。同一剤に以下のコメントがある場

合を除く。820100642

C006

在宅患者訪問リハ

ビリテーション指

導管理料

算定日情報 （算定日） 紙レセプトのみ記載。

C007 訪問看護指示料 算定日情報 （算定日）

紙レセプトのみ記載。

同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。840000073

C007-2
介護職員等喀痰吸

引等指示料

850190006

指示書の前回交付年月日(介護職

員等喀痰吸引等指示料);(元

号)yy年mm月dd日 同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。850190006,820190006

820190006
初回(介護職員等喀痰吸引等指示

料)

C008
在宅患者訪問薬剤

管理指導料
算定日情報 （算定日）

紙レセプトのみ記載。

同月に2回以上算定している場合に記

載。

C012
在宅患者共同診療

料

850100129
初回算定年月日(在宅患者共同診

療料);(元号)yy年mm月dd日

通算算定回数…のコメントを記載す

る場合は，099140004 在宅患者共同

診療料開始日と同一剤に840000086　

通算実施回数（　回）または

842100043 通算算定回数(在宅患者共

同診療料);を入力。

同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。

850100129,842100043,840000086,840

000097

842100043
通算算定回数(在宅患者共同診療

料);****** 

C102-2
在宅血液透析指導

管理料
850100137

初回算定年月(在宅血液透析指導

管理料);(元号)yy年mm月dd日

114009410 在宅血液透析頻回指導管

理料がコメント対象。

同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。850100137

C103

在宅酸素療法指導

管理料の遠隔モニ

タリング加算

850100140

在宅酸素療法指導管理料の前回

算定年月(遠隔モニタリング加

算);(元 号)yy年mm月

同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。850100140

C105-3

在宅半固形栄養経

管栄養法指導管理

料

850100142

初回算定年月日(在宅半固形栄養

経管栄養法指導管理料);(元

号)yy年mm月dd日 

同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。850100142,840000097

C107-2

在宅持続陽圧呼吸

療法指導管理料の

遠隔モニタリング

加算

850100145

遠隔モニタリング加算(在宅持続

陽圧呼吸療法指導管理料)前回算

定年 月;(元号)yy年mm月

同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。850100145

D
時間外緊急院内検

査加算
840000099 検査日dd日 紙レセプトのみ記載。

D008の

19

脳性Na利尿ペプ チ

ド(BNP)
算定日情報 （算定日）

脳性Na利尿ペプチド(BNP)、脳性Na利

尿ペプチド前駆体N端フラグメント

(NT-proBNP)及び心房性 Na利尿ペプ
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チド(ANP)のうち2項目以上を実施し

た場合。

D008の

19

脳性Na利尿ペプ チ

ド前駆体N端フ ラ

グメント(NT- 

proBNP)

算定日情報 （算定日）

脳性Na利尿ペプチド(BNP)、脳性Na利

尿ペプチド前駆体N端フラグメント

(NT-proBNP)及び心房性 Na利尿ペプ

チド(ANP)のうち2項目以上を実施し

た場合。

D008の

45

心房性Na利尿ペ プ

チド(ANP)
算定日情報 （算定日）

脳性Na利尿ペプチド(BNP)、脳性Na利

尿ペプチド前駆体N端フラグメント

(NT-proBNP)及び心房性 Na利尿ペプ

チド(ANP)のうち2項目以上を実施し

た場合。

E
時間外緊急院内画

像診断加算
840000099 検査日dd日 紙レセプトのみ記載。

F400 処方箋料

830100204
湿布薬の1日用量又は投与日数

（薬剤等・処方箋料）；

院外投薬の湿布薬と同一剤に入力し

た場合に薬剤名とコメントをレセプ

トへ記載。

以下の場合を除く。

・湿布薬が包括診療になっている

・「.233 処方のみ」で入力されている

・処方箋料が包括診療になっている

830000052
70枚を超えて湿布薬を投与した

理由；

診療種別区分980(処方箋備考 

欄)，991，990で”830000052 70枚を

超えて湿布薬を投与した理由”を剤

の先頭に入力した場合にレセプトの

摘要欄に記載。

J003-2
局所陰圧閉鎖処置

（入院外）
850100270

初回加算算定年月日(局所陰圧閉

鎖処置(入院外));(元号)yy年mm

月dd日

自動記載を行うには 初回加算（局所

陰圧閉鎖処置）（入院外）の算定が

必要。

同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。850100270,850100393

J027 高気圧酸素治療

850100272
初回実施年月日(高気圧酸素治

療);(元号)yy年mm月dd日 

自動記載を行うには，099400002 高

気圧酸素治療開始日の入力が必要。

850100273のコメントは高気圧酸素治

療の「1」を算定した場合自動記載。

同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。

850100272,842100056,850100273,840

000085,840000086,840000045

842100056
通算実施回数(高気圧酸素治療);

******

850100273

減圧症又は空気塞栓発症年月日

(高気圧酸素治療);(元号)yy年mm

月dd日

J038 人工腎臓 算定日情報 （算定日） 紙レセプトのみ記載。

J038-2
持続緩徐式血液濾

過
算定日情報 （算定日） 紙レセプトのみ記載。

J041-2 血球成分除去療法 算定日情報 （算定日） 紙レセプトのみ記載。

J043の3
心不全に対する遠

赤外線温熱療法
850100282

初回の算定年月日(心不全に対す

る遠赤外線温熱療法);(元号)yy

年mm月dd日

自動記載を行うには，099400003 心

不全に対する遠赤外線温熱療法開始

日の入力が必要。

同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。850100282,840000076

J070-4
磁気による膀胱等

刺激法

850100286
初回実施年月日(磁気による膀胱

等刺激法);(元号)yy年mm月dd日

自動記載を行うには，099400001 磁

気による膀胱等刺激法開始日の入力

が必要。

同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。

850100286,842100061,840000085

842100061
通算実施日(磁気による膀胱等刺

激法);******

K 手術 算定日情報 （算定日）

紙レセプトのみ記載。

同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。840000042

L 麻酔 算定日情報 （算定日） 紙レセプトのみ記載。

I000-2
経頭蓋磁気刺激療

法
850100235

治療開始年月日(経頭蓋磁気刺激

療法);(元号)yy年mm月dd日

自動記載を行うには，099830106 経

頭蓋磁気刺激療法開始日の入力が必
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要。

同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。850100235,840000076

850100236
治療終了年月日(経頭蓋磁気刺激

療法);(元号)yy年mm月dd日

自動記載を行うには，099830107 経

頭蓋磁気刺激療法終了日の入力が必

要。

同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。850100236

I002

通院・在宅精神療 

法の注3及び注4 の

加算(20歳未満、16

歳未満の患者)

850100238

精神科初回受診年月日(通院・在

宅精神療法(20歳未満)加算);(元

号) yy年mm月dd日 自動記載を行うには，099830102 通

院・在宅精神療法開始日を入力。

同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。

850100238,850100239,850100240

850100239

精神科初回受診年月日(児童思春

期精神科専門管理加算(16歳未

満)); (元号)yy年mm月dd日

850100240

精神科初回受診年月日(児童思春

期精神科専門管理加算(20歳未

満)); (元号)yy年mm月dd日

I003-2
認知療法・認知行

動療法
850100244

初回算定年月日(認知療法・認知

行動療法);(元号)yy年mm月dd日 

同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。850100244,840000097

I006-2 依存症集団療法 850100245
治療開始年月日(依存症集団療

法);(元号)yy年mm月dd日

自動記載を行うには,099830105 依存

症集団療法開始日（ギャンブル依存

症）または099830103 依存症集団療

法開始日（薬物依存症）の入力が必

要。

同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。850100245,840000076

I008-2

精神科ショート・

ケアの疾患別等専

門プログラム加算

850100249

治療開始年月日(疾患別等専門プ

ログラム加算);(元号)yy年mm月 

dd日

自動記載を行うには，099830104 精

神科SC疾患別等専門プログラム加算

開始日の入力が必要。

同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。850100249,840000076

I008-2

I009

I010

I010-2

精神科ショート・

ケア

精神科デイ・ケア

精神科ナイト・ケ

ア

精神科デイ・ナイ 

ト・ケア

850100246
初回算定年月日(精神科デイ・ケ

ア等);(元号)yy年mm月dd日 

自動記載を行うには，099830108 精

神科デイ・ケア等開始日の入力が必

要。

同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。850100246,820100745

算定日情報 （算定日）
紙レセプトのみ記載。

入院中の患者に算定した場合に記載。

I016
精神科在宅患者支

援管理料

850100261
初回算定日(精神科在宅患者支援

管理料);(元号)yy年mm月dd日

精神科在宅患者支援管理料の「1」また

は「2」を算定した場合自動記載。

同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。850100261,840000097

850100266
初回の算定日(精神科在宅患者支

援管理料3);(元号)yy年mm月dd日

精神科在宅患者支援管理料の「3」を算

定した場合自動記載。

同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。850100266,840000097

I016
精神科オンライン

在宅管理料
850100267

精神科在宅患者支援管理料の算

定開始年月(精神科オンライン在

宅管理 料);(元号)yy年mm月

同一剤に以下のコメントがある場合

を除く。850100267

H000
心大血管疾患リハ

ビリテーション料

850100209

治療開始年月日(心大血管疾患リ

ハビリテーション料);(元号)yy

年mm月dd日

自動記載を行うには，099800111 心

大血管疾患リハビリテーション開始

日と同一剤に810000001 または

830100208 疾患名（心大血管疾患リ

ハビリテーション料）；に疾患名の

入力が必要。
830100208

疾患名(心大血管疾患リハビリテ

ーション料);******

H001
心大血管疾患リハ

の初期加算

850100215
発症年月日(初期加算);(元号)yy

年mm月dd日
自動記載を行うには，099800211 心
大血管（早期・初期）リハビリテー

ション加算開始日の入力と，手術ま

たは急性増悪の場合は同一剤に

84000004 手術　日または

850100216
手術年月日(初期加算);(元号)yy

年mm月dd日

850100217 急性増悪年月日(初期加算);(元
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号)yy年mm月dd日

840000101 急性増悪　月　日を入

力。

H001
心大血管疾患リハ

の早期加算

850100212
開始年月日(早期リハビリテーシ

ョン加算);(元号)yy年mm月dd日

850100213
手術年月日(早期リハビリテーシ

ョン加算);(元号)yy年mm月dd日

850100214

急性増悪年月日(早期リハビリテ

ーション加算);(元号)yy年mm月

dd日

H001
脳血管疾患等リハ

ビリテーション料

850100218

発症年月日(脳血管疾患等リハビ

リテーション料);(元号)yy年 mm

月dd日

自動記載を行うには，099800121 脳

血管疾患等リハビリテーション開始

日と同一剤に810000001 または

830100211 疾患名（脳血管疾患等リ

ハビリテーション料）；に疾患名の

入力が必要。
830100211

疾患名(脳血管疾患等リハビリテ

ーション料);******

850100389

手術年月日(脳血管疾患等リハビ

リテーション料);(元号)yy年mm

月dd日 

手術または急性増悪年月日を記載す

るには，099800121 脳血管疾患等リ

ハビリテーション開始日と同一剤に

840000042 手術　日または840000101

急性増悪　月　日の入力が必要。850100390

急性増悪年月日(脳血管疾患等リ

ハビリテーション料);(元号)yy

年mm月dd日 

H001-2
廃用症候群リハビ

リテーション料

850100221

治療開始年月日(廃用症候群リハ

ビリテーション料);(元号)yy年

mm月dd日

自動記載を行うには，099800191 廃

用症候群リハビリテーション開始日

と同一剤に810000001 または

830100214 疾患名（廃用症候群リハ

ビリテーション料）；に疾患名の入

力が必要。
830100214

疾患名(廃用症候群リハビリテー

ション料);******

H001-2
廃用症候群リハ初

期加算

850100215
発症年月日(初期加算);(元号)yy

年mm月dd日

自動記載を行うには，099800291 廃

用症候群（早期・初期）リハビリテ

ーション加算開始日の入力と，手術

または急性増悪の場合は同一剤に

84000004 手術　日または840000101 

急性増悪　月　日を入力。

850100216
手術年月日(初期加算);(元号)yy

年mm月dd日

850100217
急性増悪年月日(初期加算);(元

号)yy年mm月dd日

H001-2
廃用症候群リハ早

期加算

850100212
開始年月日(早期リハビリテーシ

ョン加算);(元号)yy年mm月dd日

850100213
手術年月日(早期リハビリテーシ

ョン加算);(元号)yy年mm月dd日

850100214

急性増悪年月日(早期リハビリテ

ーション加算);(元号)yy年mm月

dd日

H002
運動器リハビリテ

ーション料

850100224
発症年月日(運動器リハビリテー

ション料);(元号)yy年mm月dd日

自動記載を行うには，099800131 運

動器リハビリテーション開始日と同

一剤に810000001 または830100217 

疾患名（運動器リハビリテーション

料）；に疾患名の入力が必要。
830100217

疾患名(運動器リハビリテーショ

ン料);******

850100391
手術年月日(運動器リハビリテー

ション料);(元号)yy年mm月dd日
手術または急性増悪年月日を記載す

るには，099800131 運動器リハビリ

テーション開始日と同一剤に

840000042 手術　日または840000101

急性増悪　月　日の入力が必要。
850100392

急性増悪年月日(運動器リハビリ

テーション料);(元号)yy年mm月

dd日 

H003
呼吸器リハビリテ

ーション料

850100227

治療開始年月日(呼吸器リハビリ

テーション料);(元号)yy年mm月

dd日

自動記載を行うには，099800141 呼

吸器リハビリテーション開始日と同

一剤に810000001 または830100220 

疾患名（呼吸器リハビリテーション

料）；に疾患名の入力が必要。830100220
疾患名(呼吸器リハビリテーショ

ン料);******

H003
呼吸器リハの初期

加算

850100215
発症年月日(初期加算);(元号)yy

年mm月dd日
自動記載を行うには，099800241 呼

吸器（早期・初期）リハビリテーシ

ョン加算開始日の入力と，手術また

は急性増悪の場合は同一剤に

84000004 手術　日または840000101 

850100216
手術年月日(初期加算);(元号)yy

年mm月dd日

850100217 急性増悪年月日(初期加算);(元
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号)yy年mm月dd日

急性増悪　月　日を入力。H003
呼吸器リハの早期

加算

850100212
開始年月日(早期リハビリテーシ

ョン加算);(元号)yy年mm月dd日

850100213
手術年月日(早期リハビリテーシ

ョン加算);(元号)yy年mm月dd日

850100214

急性増悪年月日(早期リハビリテ

ーション加算);(元号)yy年mm月

dd日

H004 摂食機能療法

850100230
治療開始年月日(摂食機能療法);

(元号)yy年mm月dd日

自動記載を行うには，099800151 摂

食機能療法開始日と同一剤に

810000001 または830100224 疾患名

（摂食機能療法）；に疾患名の入力

が必要。
830100224 疾患名(摂食機能療法);******

記載要領　別表Ⅰ以外の日レセで自動記載するコメント

診療種別 診療内容 レセプト表示文言 備考

患者登録 月途中の保険変更
2.5.10 コメント自動記載一覧の

＜保険変更時のレセプト印字内容＞を参照

同一月内で変更前，変更後の両方の

保険で診療行為入力があれば，変更

前保険，変更後保険および各保険期

間を記載。

診療行為入力が変更前，変更後のど

ちらか一方のみの場合は記載しませ

ん。

－
特別養護老人ホーム等の

配置医師コメント

＊【配】○○回

注1）「12　登録」の「特記事項・レセ

プト分割」画面で「09　施」が設定され

ている，または「21　診療行為」

で"099990109　特記事項09　施"が入

力済みの場合に，初診料ダミーおよ

び再診料ダミーの合計回数を自動記

載。

注2）「22　病名」「24　会計照会」の

コメント画面の区分「99　レセプト摘

要欄コメント」または「21　診療行為」

へ診療区分「99」のコメントに以下の

入力がある場合はレセプト自動記載

は行わない。

【配】

（配）

「配」

配○回

配○○回

配○○○回

- 境界層該当コメント 境界層該当

業務メニュー「12登録」の所得者情報

タブ内の境界層該当に「1 境界層該

当」の設定がある場合に記載。

診察料

初診料算定科：

再診料算定科：

初診（同一日2科目）

再診料（同一日2科目）

電話等再診（同一日2科
目），外来診療料（同一

日2科目），初診（同一

複数科受診時の2科目

目・妥結率5割以下），

外来診療料（同一複数科

受診時の2科目目・妥結

率5割以下）

＊複数診療科受診

　○○科　　○○日，○○日

　○○科　　○○日，○○日

診察料 同日再診 ＜電話再診・同日再診の両方ある場合＞
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電話等再診

同日電話等再

同日外来診療料

　＊電話再診（○○回）

　　同日複数再診（○○回）

＜電話再診のみの場合＞

　＊電話再診（○○回）

＜同日再診のみの場合＞

　＊同日複数再診（○○回）

在宅料 往診料

＊在支援

注）「101システム管理マスタ」－

「1006　施設基準情報」の以下の項目

に「1」が設定済みの場合に自動記載。

　3055　在宅療養支援診療所（1）

　3056　在宅療養支援診療所（2）

　3168　在宅療養支援診療所（3）

＊在支病

注）「101システム管理マスタ」－

「1006　施設基準情報」の以下の項目

に「1」が設定済みの場合に自動記載。

　3057　在宅療養支援病院（1）

　3058　在宅療養支援病院（2）

　3169　在宅療養支援病院（3）

処置 酸素（特定器材） 酸素の補正率の計算式を記載。
診療区14，40，50，54，60，70，80

の場合に記載。

リハビリ リハビリテーション料
＊----リハビリテーション料

　実施日数○○日

入院料
外泊

＊外泊

○○日～○○日

入院料の算定がない場合 ＊○○で入院料算定済

食事

精神病床に長期入院する

患者の食事療養費標準負

担額に関する経過措置

*標準負担額経過措置（精神）入院年月

日：平成○○年○○月○○日

労災 労災治療計画加算
＊労災治療計画加算

算定　○○月○○日

自賠責（健

保準拠）

技術点単価と薬剤等点単

価の違い
＊薬剤等（1点単価　○○円）

レセプト電

算データ
和暦を西暦へ変更

レセプト電算データの以下の項目を西暦に

変更して記録（請求年月，診療年月，生年

月日，入院年月日，診療開始日）

令和2年4月以降に作成したレセプト

が対象
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2.5.11 コメントの手入力が必要な診療一覧

診療報酬請求書等の記載要領の別表Ⅰに記載されているコメントで，「2.5.10 コメント自動記載一覧」にない

コメントコードは手入力が必要です。

2.5.12 外来まとめ入力

外来の診療行為入力を一月分の外来まとめ入力ができます。

• 入力の範囲は一月です。
• 複数の診療月の入力はできません。
• 診療科，保険組合せごとに入力できます。
• 該当月の最終入力日以降が入力できます。
• 診療訂正はできません。
• 病名からの自動算定（特定疾患療養管理料等）の自動発生は行いません。

事前準備

「101　システム管理マスタ」－「1010　職員情報」で外来まとめ入力を行ないたいユーザごとに業務処理権限を
設定します。
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外来まとめ入力画面

外来まとめ入力を行うにはマスターメニューの「（まとめ）」(F9)を押します。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 360 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 2.515



【外来まとめ入力画面】

＜画面説明＞

■カレンダーの表示

【黒字表示】
外来まとめ入力は最終来院日（最終入力日）以前の入力はできません。
入力できない日付は「黒字表示」します。

【赤字表示】
外来まとめ入力中の当日の診療日は「赤字表示」します。

【青字表示】
外来まとめ入力中の別の診療日は「青字表示」します。

【灰色表示】
入力ができる日付は「灰色表示」します。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 361 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 2.516

図 2.517



■ファンクションキーの説明

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 マスターメニューへ戻ります。

一括削除 Shift＋F1

表示している保険組合せ，診療科の診療内容を一月分すべて削除しま

す。

※登録済みの診療内容も削除します。また診療行為入力画面より「複数

科保険入力」が行われている診療日は削除できません。

患者取消 F2 患者の表示をクリアします。

クリア Shift＋F2 表示している診療内容をクリアします。

前回患者 F3 直前の患者を表示します。

Do F4
患者の過去の診療データより，入力内容を現在入力中の画面へ複

写します。

診察料 Shift＋F4 初診または再診を算定する場合に押します。

前受診 F5 外来まとめ入力中の内容を日付を降順表示します。

病名登録 Shift＋F5 病名画面へ遷移します。

前頁 F6 前頁に戻ります。

前月 Shift＋F6 表示月を前月にします。

次頁 F7 次頁を表示します。

次月 Shift＋F7 表示月を次月にします。

後受診 F8 外来まとめ入力中の内容を日付ごとに昇順で表示します。

収納登録 Shift＋F8 収納画面に遷移します。

氏名検索 F9 氏名検索画面に遷移します。

会計照会 Shift＋F9 会計照会画面に遷移します。

算定履歴 Shift＋F10 算定履歴画面に遷移します。

確定 F11
同一画面に複数の診療日の入力を行った場合，「確定」で各診療日に振

り分けて日ごとの表示に切り替えます。

包括診療 Shift＋F11 電子点数表により包括対象診療行為をチェックします。

登録 F12 入力した診療行為を登録します。
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入力方法

以下の2種類の入力方法があります。
• 入力する診療日に表示を変えて1日ずつ入力する。
• 1画面に複数診療日をまとめて入力する。

＜入力する診療日に表示を変えて1日ずつ入力する＞

1.患者を呼び出します。

2.入力したい日のカレンダーをクリックし選択します。または診療日を直接変更できます。
例では4日を選択しました。カレンダーの4日が赤字表示になります。
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3.4日分の診療内容を入力します。
初再診は「診察料」(Shift＋F4)を押し，選択すると算定します。

4.4日分の診療内容を入力後，次に入力する診療日のカレンダーをクリックし変更します。
4日分として入力した診療内容は仮登録されカレンダーが青字表示になります。
8日に変更したため8日が赤字表示になります。8日分の診療内容を入力します。
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5.入力したい診療日をすべて入力し終わったら「登録」(F12)を押します。
診療行為確認画面に遷移します。各診療日を一日ごとに表示します。診療日の変更は「前受診」(F5)，「後受診」
(F8)を押して表示を切り替えます。

6.確認後，「登録」(F12)を押して登録します。
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＜1画面に複数診療日をまとめて入力する＞

診療行為の剤ごとに日付の指定をします。
指定のない剤は表示している診療日に登録します。

ポイント！　日付指定の入力方法
診療行為コード

＊「回数」／「日付」,「日付」－「日付」

例）616240009　クラビット錠　100mg　3錠×5日分　8日と15日に処方の場合

.210

616240009 3

*5/8,15

その他の日付指定

喀痰吸引を8日～18日まで毎日算定する場合

140003810 1　

*/8-18
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入力したい診療日をすべて入力し終わったら「登録」(F12)を押します。診療行為確認画面に遷移します。各診療
日を一日ごとに表示します。診療日の変更は「前受診」(F5)，「後受診」(F8)を押して表示を切り替えます。

確認後，「登録」(F12)を押して登録します。

ヒント！

1画面に複数診療日の入力中に「前受診」(F5)，「後受診」(F8)を押すと各診療日に診療行為を割り振り日付けごとに表

示します。
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＜日付け指定の便利な入力＞

回数・日付けのコピーをします。

*C,*c・・・・直前の回数・日付け行をコピーします。
*5/C,*5/c・・直前の日付けをコピーします。
*CA,*ca・・・直前の回数・日付け行を日付け指定のないすべての剤に追加します。

外来まとめ入力中のデータチェックについて

外来まとめ入力中の診療行為確認画面で入力途中の段階でデータチェックできます。

データチェックはすべての項目をチェックします。
データチェック後に「戻る」(F1)で入力画面に戻り，修正できます。

ヒント！

外来まとめ入力時には点数マスタの上限回数，チェックマスタの併用算定の警告表示は入力時に画面内に回
数・日付け行のない場合のみ行います。これは「確定」(F11)や「前受診」「後受診」で日付けごとに振り分け後も
チェックを行えません。
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2.5.13 外来の出産育児一時金登録

外来分娩についての出産育児一時金登録は収納業務で行ないます。外来の収納データと出産育児一時金データと

を紐付けし登録します。

＜処理の流れ＞
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　　診療行為入力画面
　　診療行為入力を行い領収書

　　　　を発行

　　収納業務
　　　一覧画面より選択

　　収納業務
　　　出産育児一時金登録画面
　　　（ Shift+F3キー）

　
分娩費用明細書

　　印刷



事前準備

分娩費用明細書の各項目に診療内容の金額を振り分けるため以下の設定を行ないます。

• 分娩機関管理番号の設定

産科医療補償制度に加入されている医療機関は，（財）日本医療機能評価機構より受けた管理番号

（数字10桁）を「101　システム管理マスタ」－「1001 医療機関情報－基本」に登録します。産科医療補

償制度に加入されていない場合は空欄のままでかまいません。

• 分娩費用明細書の出力先プリンタの設定

患者に渡す分娩費用明細書を印刷するプリンタを設定します。「101　システム管理マスタ」－「1031 

出力先プリンタ割り当て情報」の入院プリンタ設定に分娩費用明細書が追加されるので，プリンタ名

の設定を行ってください。

• 「101　システム管理マスタ」－「1013　請求書自費名称情報」　次項を参照してください。

• 「101　システム管理マスタ」－「1046　出産費用内訳明細情報」　次項を参照してください。

＜「101　システム管理マスタ」－「1046　出産費用内訳明細情報」の設定例＞

外来の設定は赤枠を設定します。

「101　システム管理マスタ」－「1013　請求書自費名称情報」で作成した項目の金額を，分娩費用明細書の各項

目へどう振り分けるかを「101　システム管理マスタ」－「1046　出産費用内訳明細情報」で設定します。

ポイント

分娩費用明細書の各項目へ金額を上手く振り分けるには，設定例のように請求書自費名称を細かく分けて作成する必要が

あります。しかし複数の診療科をもつ医療機関の場合，他の診療科も考慮すると分娩料や産科医療補償制度など作成でき

ない項目もあります。この場合は出産一時金登録画面の金額を手修正で振り分けます。
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収納より出産育児一時金登録をする

診療行為入力をする
外来出産の診療内容を診療行為入力画面で登録し，領収書を発行します。

収納画面より出産育児一時金登録を行う
診療行為入力後，収納画面を表示します。

外来出産の収納データを選択し「出産一時金」(Shift＋F3)を押します。

ヒント！

「出産一時金」(Shift＋F3)はいくつかの条件を満たすと「請求取消」が「出産一時金」に変わります。

• 患者の性別が女であること。

• 「101　システム管理マスタ」－「1005　診療科目情報」の設定でレセ電診療科コードに「23　産婦人科」または「24
産科」が設定されていること。

• 社保，国保または自費保険であること。
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出産育児一時金登録画面へ遷移します。
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「101　システム管理マスタ」－「1046　出産費用内訳明細情報」の設定にしたがって金額が振り分けられていま

す。必要があればここで金額を手修正します。

画面の赤枠部分を入力し，「登録」(F12)を押し分娩費用明細書を発行します。

出産育児一時金の登録がある収納データには伝票番号欄に「S」マークを付けます。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 373 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 2.530

図 2.531



＜出産育児一時金登録後に診療内容の訂正があった場合＞
• 診療行為の入力を訂正します。
• 収納業務より出産育児一時金登録画面を表示し，「収納取込」(F7)を押します。
• 内容を確認後，「登録」(F12)を押します。

注意！

収納取込を行うと再度収納データより金額の振り分けを行ないます。金額の振り分けを手修正している場合

は，すべて元に戻りますので再度手修正をする必要があります。

※訂正内容を出産育児一時金へ自動的には反映しません。
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＜保険情報の変更について＞
出産育児一時金直接支払制度では，すでに資格を喪失した健康保険等からの出産育児一時金支給が認められて
います。請求する保険情報の変更できます。

出産育児一時金登録画面より「保険変更」(F5)を押します。

保険情報変更画面を表示します。保険情報を変更入力後，F12（登録）を押し更新をします。

専用請求書の作成

審査支払機関に提出する専用請求書の出力方法を解説します。専用請求書の出力は「52 月次統計」業務より行う

ため，事前にプログラムの登録が必要です。

（1） 専用請求書印刷プログラムの登録

業務メニュー「91マスタ登録」→「101　システム管理マスタ」→「3002　統計帳票出力処理（月次）」より

処理プログラムの登録をします。

区分コードは任意の未使用番号（数字3桁）を設定します。

有効年月日はEnterを押し「00000000」～「99999999」にします。

「(W10)システム管理情報－統計帳票出力情報」画面で以下の内容を登録してください。

※F5（複写）を押し「(W19)統計帳票一覧」画面からの複写設定できます。
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帳票名 出産育児一時金請求書
プログラム名 ORCBGCHILDBIRTH
帳票パラメタ1 請求年月　　　：　YM（必須）
帳票パラメタ2 提出日区分　　：　N1（必須）
帳票パラメタ3 提出先　　　　：　N1（必須）
帳票パラメタ4 集計表／送付書：　N1（必須）

（2） 専用請求書印刷プログラムの実行

「52 月次統計」より出産育児一時金請求書のプログラムを選択し，パラメタ設定後処理を開始してくださ

い。

パラメタ説明

請求年月・・・・対象になる年月を指定します

　　　　　　　　（出産育児一時金画面で入力した請求年月で対象患者を抽出します）

提出日区分・・・対象になる日を指定します。

　　　提出先・・・・・0：社保および国保

　　　　　　　　　　　1：社保

　　　　　　　　　　　2：国保

　　　集計表／送付書・0：集計表（紙媒体），送付書（電子媒体）を両方作成する

　　　　　　　　　　　1：集計表（紙媒体）のみ作成する

　　　　　　　　　　　2：送付書（電子媒体）のみ作成する

　　　　　　　　　　　3：作成しない

【月次統計画面】

【処理結果画面】

処理が正常終了すると，パラメタで処理対象になった患者について，請求区分を「請求済」にします。

専用請求書（出産育児一時金等代理申請・受取請求書）の記載例
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図 2.536
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専用請求書CSVデータの作成

（1） CSVデータの作成

審査支払機関に提出する専用請求書CSVデータの作成は「44 総括表・公費請求書」より実施します。

「（T01）総括表・公費請求書作成画面」で診療年月を入力し，「公費CSV」(Shift+F7)を押します。

（診療年月の設定詳細は次頁の【ポイント】と【詳細解説】を参照してください）

事前に「専用請求書の作成」処理が必要です。（用紙の印刷を行う必要はありません）

【（T01）総括表・公費請求書作成画面】

ファイル出力先のコンボボックス選択によりCSVデータの出力先を決定後，Shift＋F7

（公費CSV）を押し，「（T04）地方公費CSVデータ一覧画面」に遷移します。
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【（T04）地方公費CSVデータ一覧画面】

作成対象の番号を選択番号欄に入力しF12（保存）を押しCSVデータの作成を開始します。

画面に表示される件数は，コントロールレコード，データレコード，エンドレコードの累計件数をあらわしま

す。

（2） CSVデータのファイル名

CSVデータのファイル名は「点数表コード（1桁）＋医療機関コード（7桁）」とし，拡張子は「UKE」になり

ます。（点数表コードの1桁は医科を表す「1」で固定になります）

（例）医療機関コードが「7777777」の場合

　「17777777.UKE」

※ファイル出力先に「システム管理設定場所」を指定された場合は，ファイル名の先頭に医療機関識別番

号の数字2桁を付与します。

【ポイント】

今回の出産育児一時金制度では一部負担金との突合の必要性がない正常分娩の患者に限り，退院した日の属す

る月の10日までに専用請求書（紙およびCSVデータ）が作成できる場合，前月退院した患者請求分に当月の退院

患者を含めての請求が認められています。

【詳細解説】

「（T01）総括表・公費請求書作成画面」より公費CSVでデータの作成をしますが，この場合の対象患者抽出につ

いて平成21年11月請求分を例にとり解説します。また10日と25日の月2回の請求できますが，月1回10日に請求す

るとして解説します。「（T01）総括表・公費請求書作成画面」は診療年月に平成21年10月を指定します。

請求対象になる患者は以下のとおりです。　

・平成21年10月1日～平成21年10月31日の期間に退院した患者で「（I07）出産育児一時金画面(P5参照)」

　の請求年月に平成21年11月を設定した患者

・平成21年11月1日以降に退院した患者で「（I07）出産育児一時金画面」の請求年月に平成21年11月を

　設定した患者

診療年月の指定は平成21年10月です。CSVデータの記録内容は10月分と11月分を混在して作成します。
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出産育児一時金チェックリストの作成

チェックリストの出力は「52　月次統計」業務より行うため，事前にプログラムの登録が必要です。

（1） チェックリスト印刷プログラムの登録

業務メニュー「91　マスタ登録」→「101　システム管理マスタ」→「3002　統計帳票出力処理（月次）」よ

り処理プログラムの登録をします。

区分コードは任意の未使用番号（数字3桁）を設定します。

有効年月日は「Enter」を押し「00000000」～「99999999」にします。

「(W10)システム管理情報－統計帳票出力情報」画面で以下の内容を登録してください。

※F5（複写）を押し「(W19)統計帳票一覧」画面からの複写設定できます。

帳票名 出産育児一時金チェックリスト
プログラム名 ORCBGCHILDLST
帳票パラメタ1 請求年月　　　：　YM　　（任意）
帳票パラメタ2 処理区分　　　：　N1　（任意）

（2） チェックリスト印刷プログラムの実行

「52 月次統計」より出産育児一時金チェックリストのプログラムを選択し，パラメタ設定後処理を開始し

てください。

パラメタ説明

請求年月・・・対象になる年月を指定します

　　　　　　（出産育児一時金画面で入力した請求年月で対象患者を抽出します）

　　　　　　　未設定の場合は，出産育児一時金画面で請求年月を設定されていない患者を抽出します。

処理区分・・・0：パラメタ請求年月で指定された全患者を抽出します。

　　　　　　　1：パラメタ請求年月で指定された患者のうち，請求区分が「請求済み」の患者を抽出

　　　　　　　　　します。

　　　　　　　2：パラメタ請求年月で指定された患者のうち，請求区分が「未請求」の患者を抽出します

　　　　　　　3：パラメタ請求年月で指定された患者のうち，請求区分が「請求しない」の患者を抽出

　　　　　　　　　します。

※処理区分は請求年月が指定された場合のみ有効です。

出産育児一時金チェックリストの記載例

図 2.539
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レセプト記載

異常分娩になる患者について保険診療による一部負担金が発生する場合は該当保険診療レセプトの特記事項に

「25　出産」と自動記載をします。

自動記載条件

直接支払制度を利用する患者，かつ，分娩区分が異常分娩の患者

記載対象外レセプト

労災レセプト，自賠責レセプト，公害レセプト

自費保険レセプト

後期高齢者レセプト

船員保険（補助区分あり）レセプト

特記事項は自動記載をしますが，診療行為画面からのシステム予約コード入力，または患者登録画面（特記事

項）設定で記載もできるようにしています。

＜外来の出産一時金についてその他＞
• 出産育児一時金登録画面の備考欄へは「E外来出産」を初期表示します。
• 「101　システム管理マスタ」－「1001　医療機関情報－基本」で自費保険を使用した場合の集計先区分を
「保険分欄」に設定済みの場合に於いても，各項目を円建てで振り分けを行うため，「自費分欄」の設定
として振り分けを行ないます。この結果，端数処理の関係で収納の請求額と分娩費用明細書の妊婦合計
負担額欄に差額が生じる場合があります。この差額はその他欄に集計し，収納の請求額と妊婦合計負担
額欄を同じ金額になるようにします。
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2.6 診療区分別の入力方法　

（1）診察料

(1)-1　診療種別区分

(1)-2　入力形式

(1)-3　自動算定

(1)-4　入力例

(1)-5　初診・再診算定切り替え

(1)-6　ダミーコードの入力方法

(1)-7　小児科時間外特例

（1）－1　診療種別区分

内容 診療種別区分

初診 .110

初診加算料 .114

再診 .120

再診加算料 .124

診療行為コードが初診料または再診料の場合，診療種別区分は省略できます。

（1）－2　入力形式

「診療種別区分」

「時間加算区分」△「診療行為コード」

「加算コード」

　　 ：

「加算コード」

になります。

＜時間外区分について＞

時間外，休日，深夜などの診療に伴い時間による加算点数が算定できる場合は，診療行為入力画面では診療行

為コード（手技料）の前に時間外区分を入力します。

入力なし：時間内

　　　1：時間外

　　　2：休日

　　　3：深夜

　　　4：時間外特例

　　　8：夜間・早朝加算（「1006　施設基準情報」の「0672　夜間・早朝等加算」の設定が必要）

小児科を標榜している医療機関で6歳未満の乳幼児が対象になる特例時間外加算を算定する場合，産科・産婦人

科で特例時間外加算を算定する場合は以下の時間外区分で入力します。

　　　5：小児科特例（夜間）

　　　6：小児科特例（休日）

　　　7：小児科特例（深夜）
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ヒント

5：小児科特例（夜間），6：小児科特例（休日），7：小児科特例（深夜）を表示するには，業務メニュー「91　
マスタ登録」ー「101　システム管理マスタ」ー「1007　自動算定・チェック機能制御情報」の「時間外加算（小
児・産・産婦人科特例）」の設定が必要です。

上記方法のほかに，マスターメニューまたは業務選択画面の「環境設定」(F6)で時間外区分の設定を行った場合

は，環境設定に応じた時間外区分と時間外加算コードを自動発生できます。

外来時間外区分欄は「0：時間内」を初期表示します。コンボボックスより該当する時間外区分を選択し，「登録」

を押します。診療行為入力画面で患者を呼び出すと下記の条件で時間外等の自動発生をします。

• 外来である

• 診療日が環境設定のシステム日付と同じ日である

• すでに登録済みの訂正ではなく，新規入力である

注意！

診察料を手入力された診察料の時間外等は，自動発生を行いません。

ヒント！

日付，時間外区分を変更した場合，背景色を変えて注意を促せます。

【5.1　システム管理マスタ】の【1038　診療行為機能情報】を参照してください。

＜夜間・早朝等加算について＞

夜間・早朝等加算を算定するには，業務メニュー「91　マスタ登録」－「101　システム管理マスタ」－「1006　施

設基準情報設定」－「0672　夜間・早朝等加算」に「1」を設定します。

＜小児科時間外特例の自動算定について＞

下記の条件の場合は，乳幼児夜間加算を自動算定します。

「101　システム管理」－「1007　自動算定・チェック機能制御情報」の

「時間外加算（小児・産・産婦人科科特例）」に「1　算定する」または「2
算定する（小児科のみ）を設定している

環境設定の外来時間外区分に「8　夜間・早朝」を設定している

6歳未満の患者である
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＜中途終了から展開した場合の時間外区分について＞

中途終了状態より展開した場合は，中途終了時の時間外区分が優先です。環境設定の時間外区分で診察料の時間

外区分の自動発生は行いません。ただし，診察料のない場合の処置・手術・麻酔の時間外の算定は，環境設定に

より選択した時間外区分で自動発生をします。

＜診察料が無い場合の処置・手術・麻酔の時間外区分について＞

診察料が無い場合（他科算定済み，他保険算定済み等）でも時間外加算のできるもの（処置・手術・麻酔）に

ついて，時間外区分と時間外加算コードの自動発生をします。ただし，このとき時間外区分の変更はできますが

削除をすることはできません。時間外を削除したい場合，診療行為コード（手技料）の前に自動発生した時間外

区分を「0（ゼロ）」に変更します。

熱傷処置の休日加算を削除する場合は時間外区分を「0」に変更して「Enter」を押します。

（1）－3　主な自動算定

自動算定を行うのは次の項目です。

対象の診察料

初診料は，「101　システム管理マスタ」－「1007　自動算定・チェック機能情報」の設定により，病名が継続中で

あっても，設定された月数を経過した場合は初診料を自動算定できます。

また，自動発生した診察料を他の診察料に変更する場合，または診察料を算定しない場合などには自動発生し

た診療行為コードを削除してから新たに診察料を入力します。ただし，削除した後には再度自動発生は行いませ

んので，算定する場合は手入力を行ってください。

6歳未満乳幼児加算

外来管理加算（「101　システム管理マスタ」－「1007　自動算定・チェック機能情報」の設定による）

時間外加算等（環境設定の設定による）

小児科外来診療料（「101　システム管理マスタ」－「1006　施設基準情報」の「0121　小児科外来診療料」または

「3681　小児科外来診療料」に「1」を設定する）

育児栄養指導加算（「101　システム管理マスタ」－「1007　自動算定・チェック機能情報」の設定による）

外来管理加算は，自動発生後の確認メッセージ表示（外来管理加算の算定できない診療行為入力がされたと

き）の有無  ，または自動発生しないように  「  101  　システム管理マスタ」－  「  100  7  　  自動算定・  チェック機能制御  

情報  」  で設定できます。  

ヒント！

診察料を自動算定しないように設定できます。

「101　システム管理マスタ」－「1007　自動算定・チェック機能制御情報」で設定します。

自動算定しない場合の注意点は【5.1システム管理マスタ】の【1007　自動算定・チェック機能情報】を参照してください。

＜紹介率の低い特定機能病院および一般病床500床以上の地域支援病院の場合＞

次の初診，外来診療料は手入力になります。

111012510 初診（他医療機関からの紹介状がない患者）

111012610 初診（同一日2科目・他医療機関からの紹介状がない患者）

112016310 外来診療料（他医療機関へ紹介する旨申し出た患者）
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112016410 外来診療料（同一日2科目・他医療機関へ紹介する旨申し出た患者）

112016550 同日外来診療料（他医療機関へ紹介する旨申し出た患者）

＜地域包括診療加算の自動算定について＞

算定の設定 「91　マスタ登録」-「101　システム管理マスタ」-「1006　施設基準設定情報」で設定。

【5.1　システム管理マスタ】-【1006　施設基準情報】を参照してください。

自動算定の設定 「12　登録」‐「その他」タブで設定。

【2.2.9　その他】を参照してください。

＜明細書発行体制加算の自動算定＞

自動算定を行うには業務メニュー‐「91　マスタ登録」‐「101　システム管理マスタ」‐「1006　施設基準情報設

定」‐「0755　明細書発行体制加算」に「1」を設定します。

（1）－4　入力例

＜例1＞初診料（時間内）自動発生から時間外加算を算定する場合

診療行為入力画面に遷移した時点で初診料が算定できる場合は，自動発生します。

↓自動発生した初診料コードの前に時間外加算区分を挿入すると，時間外加算コードが発生します。なお，環境

設定で時間外区分の設定を行った場合は，患者を呼び出した時点で診察料および環境設定に応じた時間外区分

と時間外加算コードを自動発生します。

＜システム管理マスタで設定する再診から初診への自動変換期間について＞

「101　システム管理マスタ」－「1007　自動算定・チェック制御情報」の「11：最終来院日から初診までの期間

（月数）」欄で，患者の最終来院日から起算して初診料の算定を行うまでの期間を，月単位で設定します。該当

の月数以上経っている場合は患者呼び出しだときに初診料を自動算定します。

ただし，月数欄が「0」の場合は，期間のチェックは行わないため，病名が継続中の場合は再診料を自動算定し

ます。なお，「最終来院日」とはなんらかの診療行為を入力した日を対象とし，診察料を算定せずに行為入力し

た場合も最終来院日とみなします。ただし，「9999　包括まとめ」で入力をした日は最終来院日の対象とはなり

ません。
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＜例2＞乳幼児の場合

診療行為入力画面に遷移した時点で初診料が算定できる場合は，初診料と乳幼児加算を自動発生します。

乳幼児育児栄養指導を行った場合は入力コード欄に育児栄養指導の診療行為コードを入力します。なお，「101　

システム管理マスタ」－「1007　自動算定・チェック機能情報」で「1：算定する」と設定済みの場合は，自動算定

をします。

＜例3＞再診の場合

診療行為入力画面に遷移した時点で，再診料と各加算を自動算定します。

＜例4＞電話等再診を算定する場合

電話等再診，または同日電話等再診の診療行為コード入力を行う際には，自動発生している再診料や外来管理

加算などは算定不可ですので，「－」を使用しての剤削除を行うか，または「クリア」(Shift＋F2)で当日の診療

内容をクリアした後にコード入力することをお薦めします（診察料が自動発生している状態からの電話等再診

や同日電話等再診のコード入力も，エラー表示できます）。
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＜例5＞同日に内科と皮膚科を受診する場合

（内科の診察料表示）

（皮膚科の画面表示）

「前回患者」(F3)で患者を呼び出し，受診科をコンボボックスより選択すると次の確認メッセージを表示します。

現在入力されている診療内容がある場合，「OK」を押したときは科が変更されても内容を引き継ぎます。「NO」を

押したとき，診療内容をクリアします。続いて表示される確認メッセージでは，同日再診料を算定するか否かを

指定します。

「OK」を押すと同日再診料を算定し，「NO」を押すと他科で再診料算定済みの表示をします。以下の画面表示は，

診療内容の入力があるとした場合に最初の確認メッセージは「OK」で進み，次の確認メッセージは「NO」としたと

きの入力例です。
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＜「他保険で診察料算定済み」のコメントを変更する＞

同日に複数の保険で入力を行った場合に「他保険で診察料算定済み」のコメントを自動表示し，レセプト記載し

ます。「他保険」の部分を任意のコメントに変更できます。

● 事前準備

0082XXXXXのコメントコードを「保険名称変更：○○○」の内容であらかじめ作成しておきます。

診療行為画面で"099999902　他保険で診察料算定済"の直下にコメントコードを入力します。

レセプトではコメントを置き換えます。
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（1）－5　初診・再診算定切り替え

「.110」または「.11」・・・再診料から初診料への変更

「.120」または「.12」・・・初診料から再診料への変更

小児科外来診療料の場合

「.110」または「.11」・・・小児科外来診療料（再診）から小児科外来診療料（初診）への変更

「.120」または「.12」・・・小児科外来診療料（初診）から小児科外来診療料（再診）への変更

「.113」・・・・・・・・・・小児科外来診療料から初診料へ変更

「.123」・・・・・・・・・・小児科外来診療料から再診料へ変更

このとき，診察料のみ変更し，すでに入力されている診療内容があっても内容はクリアしません。

「.120」は自動算定された初診料を再診料へ変更しますが，初診算定日が設定されていない場合（患者登録後1

回目の受診等）は変更できません。この場合は【2.5.2　入力の基本操作】の【（4）初診算定日の入力方法】を参

照してください。

↓

↓
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（1）－6　ダミーコードの入力方法

例えば，検診から続いて保険診療を行った場合，診察料の算定はできません。診療実日数はカウントする必要が

あります。このような診察料が算定できない場合の診療内容の入力は，初診料または再診料のダミーコードを使

用します。

初診料ダミーコード・・・"099110001"

再診料ダミーコード・・・"099120001"

なお，これらのダミーコードは診察料の代わりに入力するコードであるため，点数を算定する診察料のコード

との混在入力はできません。

＜ダミーコードの自動算定＞

患者登録画面の特記事項欄に「07　老併」「09　施」「38　医併」または公費欄に「948　医併入所中」が登録済みの

場合は自動的にダミーコードを表示します。ダミーコードを手入力する場合は，以下のように行います。

<例>当月は11日の老人検診後（再診とする）

コメントコード　"820000004"・・・ 老人検診から

入力方法1.

（1）患者を呼び出します。

（2）「クリア」(Shift＋F2)を押して，自動発生している診察料等を削除します。
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例の場合，再診の診療種別区分「.120」を入力します。次にコメントコードを入力します

「Enter」を押すと，ダミーの診察料を自動発生します。

入力方法2.

ダミーの診察料を単独で入力した場合は，他の診察料等を自動で削除します。

再診料ダミーコード・・・"099120001"

↓「Enter」を押します。
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この場合，次にコメントを入力しますが，コメントの診療種別区分（.990）の入力の有無はどちらでも構いま

せん。

例題では後期高齢者検診を挙げていますが，そのほかに次のコメントコードが厚生労働省より提供されていま

す。

"820000003" ・・・ 集団検診から

"820000004" ・・・ 後期高齢者検診から

"820000005" ・・・ 学校検診から

"820000006" ・・・ 健康診断から

なお，よく使用されるダミーコードの組合せは「セット登録」(Shift＋F3）で登録しておくことを推奨します。

（セット登録は，【2.5.4　セットの登録方法】の【（2）診療セット】を参照してください）。

（1）－7　小児科特例時間外

小児科を標榜する保険医療機関が夜間・休日・深夜において6歳未満の乳幼児に対して初診または再診を行った

場合に夜間等の該当する加算を算定するためには，「101　システム管理マスタ」－「1007　自動算定・チェック

機能制御情報」で「時間外加算（小児・産・産婦人科科特定）」の設定を行う必要があります。ここでは，システ

ム管理マスタで以下の設定がされているものとして診療行為入力画面の表示例を挙げます。

「システム管理マスタ設定内容例」

＜自動算定情報＞

時間外加算（小児・産・産婦人科科特例）　・・・　「1　算定する」または「2　算定する（小児科のみ）」

＜チェック制御情報機能＞

時間外加算(小児科特例)　　　　・・・　「1　チェックする」

(例)平日診療標榜時間　9時より12時　・15時より19時の場合

チェック除外時間(平日)1　　 ・・・ 09：30～12：00

　　　　　　　　　　　　　　　　　 15：00～18：00

＜自動算定情報＞の「時間外加算（小児・産・産婦人科科特定）」を「1　算定する」または「2　算定する（小児

科のみ）」と設定することによって，夜間・休日・深夜において6歳未満の乳幼児に対して初診，または再診を

行った場合に夜間等の該当する加算の自動算定をします。

＜チェック制御情報機能＞の「時間外加算（小児科特例）」を「1　チェックする」を設定し「チェック除外時間」

を設定することによって，設定時間を除く時間帯には診療行為入力画面に「小児科時間外特定」の表示をします。
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＜算定対象者へのガイダンス表示について＞

診療標榜時間内であっても当該加算が算定できる患者（6歳未満）と算定不可の患者（6歳以上）が混在するこ

とから，患者を呼び出したときにガイダンスを表示して算定ができる旨を表示します。画面表示するのは診療行

為入力画面の診療日欄の下へ赤字で「小児科時間外特例」のガイダンスであり，以下の条件を満たすときに表示

します。

• 「101　システム管理マスタ」－「1007　自動算定・チェック機能制御情報」の設定がある

• 診療日の年齢が6歳未満である

• 診療日がシステム日付と同日である，または環境設定で日付を変更した場合　　

• マシン（サーバ）時間がシステム管理マスタで設定されたチェック除外時間を除く時間帯である

• 時間外加算区分の入力がされていない場合

なお，ガイダンス表示は時間に関係するために当日に限るとし，訂正入力や診療行為入力画面で診療日を変更

した場合は表示しません。また，夜間・休日・深夜加算が算定された時点でも表示は消えます。当該加算コード

の自動発生方法は，

• 環境設定画面で外来時間外区分に「0　時間内」以外（ただし，「4　時間外特例」を除く）を設定して診

療行為入力画面で該当する患者を呼び出した場合（外来のみ）

• 診療行為入力で自動発生した初診料に時間外加算区分を入力した場合（ただし，「4　時間外特例」を除

く）

になります。なお，自動発生した当該加算は削除することはできません。

【ガイダンス表示画面】

↓以下の例では時間外加算区分（「5」）が算定された時点でガイダンスは消え，夜間加算のコードを自動発生

します。
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（2）医学管理等

（2）－1　診療種別区分

内容 診療種別区分

医学管理等 .130

医学管理加算料 .133

医学管理等には上記の診療種別区分があります。

（2）－2　入力形式

「診療種別区分」

「医学管理等コード」

「医学管理等加算コード」

　　　　　　：

「医学管理等加算コード」＊「数量」

になります。

回数が1の場合は省略できます。

診療種別区分は省略できます。

ただし，剤終了の判別は 回数の入力によるか，

診療種別区分の入力により判定しますので場合によっては省略できないこともあります。

（2）－3　入力例

特定疾患療養管理料

特定薬剤治療管理料

小児科外来診療料

小児特定疾患カウンセリング料

悪性腫瘍特異物質治療管理料

外来リハビリテーション診療料

地域包括診療料

＜包括分の診療行為入力について＞

保険請求できない外来の総合診療料，または入院基本料に包括される診療行為について，システム管理マスタ

で設定すると，入力ができます。ただし，統計情報などに用いるために包括分診療データを登録できるようにし

た機能であり，保険診療分を入力する際に包括分の点数を自動的に省くものではありません。操作方法は，

【2.5.2　入力の基本操作】の【(2)入力方法】の＜入力例4＞を参照してください。
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■特定疾患療養管理料

特定疾患療養管理料を算定する場合は，診療行為入力画面で特定疾患療養管理料を手入力するほかに，病名登
録(Shift＋F7)画面で特定疾患の対象病名を登録することによって，初診日から1ヶ月経過後より診療行為入力
画面で自動算定をします。

↓対象病名の登録がある場合，初診から1ヶ月経過後の診療行為入力画面では特定疾患療養管理料の自動算定を
します。

ヒント　 特定疾患療養管理料の自動算定したくない場合

自動算定を解除したい場合は，「101　システム管理マスタ」－「1007　自動算定・チェック機能制御情報」の「17：病名疾

患区分からの自動発生」で「0　算定しない」を設定します。
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■小児科外来診療料

「101　システム管理マスタ」－「1006　施設基準情報」の「0121　小児科外来診療料」に「1」を設定します。3歳未
満の患者を呼び出すと，初診料などの診察料の替わりに小児科外来診療料を自動発生します。なお，院内処方・
院外処方の別は「101　システム管理マスタ」－「1001　医療機関情報－基本」で設定された内容を初期表示しま
す。

（例1）初診で院内処方の場合

（例2）初診で院外処方とした場合

院内，院外切替ボタンで「院外」を選択するか，入力コード欄で院外処方のコードに変更します。

（例3）時間外加算を算定する場合

時間加算区分として，「1」（時間外）を入力します。
時間外加算のコードを自動発生します。
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（例4）同日再診の時間外加算を算定する場合

（再診に係る加算を算定する場合のみ算定できます）

小児科外来診療料を算定する患者ですでに診療行為入力がある日付を呼び出した場合，診療行為内容は空欄を
表示します。最初の行に診療種別区分の「.130」を入力し，小児科外来診療料（再診時時間外）加算のコードを
入力します。

（例5）小児科を標榜する保険医療機関における6歳未満の乳幼児に対する時間外加算の特例の場合

算定できる旨のガイダンス（「小児科時間外特例」）を表示しています。

↓時間外加算区分を入力すると表示は消え，該当する加算コードの自動発生をします

詳細は，【2.6　診療種別区分別の入力方法】の【（1）－7　小児科時間外特例】を参照してください。
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（例6）在宅療養指導管理料を算定し，出来高算定する場合

自動発生した小児科外来診療料をクリアし，指導管理料のコードを入力後，再診料を算定します。

次回から出来高算定をした月内は再診料が自動発生します。翌月は小児科外来診療料が自動発生します。

（例7）小児科外来診療を出来高に変更する場合

出来高算定に変更するには，次の診療種別区分を入力します。

初診時　「.113」を入力 再診時　「.123」を入力

包括算定に戻す場合は，次の診療種別区分を入力します。

初診時　「.11」を入力 再診時　「.12」を入力

■小児特定疾患カウンセリング料

小児特定疾患カウンセリング料を算定する場合
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■特定薬剤治療管理料

ポイント

特定薬剤治療管理料初回算定年月のコメントが「昭和」となる場合は，【7章対処事例３　特定薬剤治療管理料初回算定コメ

ントの昭和対応について】を参照してください。

＜システム管理の設定＞

業務メニューー「91　マスタ登録」ー「1007　自動算定・チェック機能制御情報」ー特定薬剤治療管理料を「１　
算定する」に設定します。

＜診療行為コードの入力＞

初回月の場合
診療行為コード"113000410"を入力しEnterキーを押します。

選択式コメント一覧を表示します。該当のコメントを選択し「F12　確定」を押します。

初回加算，初回算定年月を自動発生します。
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該当月が初回月以降，2～3ヶ月までの場合
診療行為コード"113000410"を入力し選択式コメントを選択します。
直近の初回加算算定月のコメントを自動入力します。

（例4）4ヶ月目以降の場合
診療行為コード"113000510"を入力し選択式コメントを選択します。

注意！

診療行為コードは，初回算定日より該当月が何月目にあたるかを判断して振り分けます。初回月，もしくは2ヶ月目3ヶ月

目の場合は"113000410"のコード，4ヶ月目以降の場合は"113000510"のコードを入力します。正確な入力がなされていな

い場合，警告メッセージを表示します。
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（例5）複数の薬剤による特定薬剤治療管理料の算定（入力方法）
A薬剤　5月初回算定
A薬剤　6月算定
B薬剤　9月初回算定
B薬剤　10月算定

A薬剤　5月初回
初回加算を自動算定します。初回月を自動入力します。

A薬剤　6月算定
初回月に直近の初回加算の算定月（30 05）を自動入力します。

B薬剤　9月初回算定
警告を表示（4月目以降に3月以内の診療コードを入力したため）しますが，「閉じる」で入力を続けます。B薬剤
では9月が初回算定月になるので，初回月の 30 05　を 30 9 へ変更します。初回加算を自動算定します。
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A薬剤　10月算定
A薬剤の4月目以降の診療コードを入力します。
警告を表示（B薬剤に対し9月に初回加算を算定したため，初回算定日が9月に更新され，4月以降のコードを警
告になる）しますが，「閉じる」で入力を続けます。初回算定月に 30 09 が自動入力されるので，A薬剤の初回
算定月 30 5 へ変更します。

＜算定エラーについて＞
1回のみの算定になるジギタリス製剤の急速飽和，または抗てんかん剤注射精密管理の特定薬剤治療管理料は，
過去に算定履歴があっても直近の特定薬剤治療管理料初回算定年月より古い日付であれば，新たに算定できま
す。ただし，直近の算定年月が初回算定年月より新しい日付の場合は算定不可であり，エラーメッセージを表示
します。
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■悪性腫瘍特異物質治療管理料

悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定した場合は行ったマーカー検査のコメント記載が必要です。

（1）悪性腫瘍特異物質治療管理料＋マーカー検査コードを入力する方法

「101　システム管理マスタ」－「1038　診療行為機能情報」で「4：悪性腫瘍検査一覧」の項目を「1自動表示する」

に設定する。

悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定する。

Enterまたは「確定」(F12)押した後，マーカー検査一覧を表示します。

検査を選択します。

初期表示は自院コードの設定された検査を表示します。

（拡大検索ですべてのマーカー検査一覧を表示します）
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Enterまたは「確定」(F12)押した後，マーカー検査を自動的にコメント登録します。

マーカー検査コードを追加したい場合はマーカー検査コードを追加入力すればコメントに自動変換します。

（2）検査名を手入力する方法

「101　システム管理マスタ」－「1038　診療行為機能情報」で「4：悪性腫瘍検査一覧」の項目を「0　自動表示しな

い」に設定する。

悪性腫瘍特異物質治療管理料算定後にコメントコードを自動表示します。

/c を入力するとコメント入力画面を表示します。手入力で検査名を入力し「F12 登録」を押します。

コメントが追加されます。
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■外来リハビリテーション診療料

外来リハビリテーション診療料を入力すると再診料，外来管理加算を削除します。

　↓

外来リハビリテーション診療料1を算定後の7日間，外来リハビリテーション診療料2を算定後の14日間は再診料

ダミーを自動算定します。この期間内に初診料または再診料を算定するには再診料ダミーを削除し，初診料また

は再診料を手入力してください。この際「警告！外来リハビリテーション診療料が算定中です。診察料は算定で

きません。」のメッセージを表示します。メッセージを閉じた後に診療行為入力できます。

ヒント！

外来リハビリテーション診療料を算定後，「複数科保険」(Shift+F6)により同一会計内で初診料（同一日2科目）または再

診料（同一日2科目）を算定した場合は，「警告！！診察料を複数科・保険組合せで算定しないで下さい。」のメッセージを

表示します。メッセージを閉じた後に診療行為入力できます。
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■地域包括診療料

地域包括診療料を入力すると，再診料および加算等は自動削除します。

↓

ヒント！

診療行為を自動包括できます，【5.1　システム管理マスタ】－【1014　包括診療行為設定情報】を参照してください。
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（3）在宅料

（3）－1　診療種別区分

内容 診療種別区分

在宅料 .140

在宅薬剤 .141

在宅材料 .142

在宅加算料 .143

在宅薬剤 （院外処方） .148

在宅材料（院外処方） .149

在宅料には上記の診療種別区分があります。

＜在宅薬剤（院外処方）と在宅材料（院外処方）について＞

在宅自己注射指導管理料を算定している患者の注射薬剤および注射器材を，院外処方箋に印刷する場合に使用

します。「.148」または「.149」のあとに入力した注射薬剤や注射器材などを院外処方箋に印刷します。このとき，

処方箋料は算定しません。（ただし，印刷には請求確認画面の院外処方箋欄で発行有りを選択してください）。

なお，これら2つの診療種別区分は入力内容のチェックは行っていないため，注射薬剤または注射器材を同診療

種別区分内で入力できます。

（3）－2　入力形式

「診療種別区分」

「在宅料コード」

「在宅料加算コード」

　　　　　　：

「薬剤コード」△「数量」

　　　　　　：

「薬剤コード」△「数量」

「材料コード」△「数量」

　　　　　　：

「材料コード」△「数量」＊「回数」

診療種別区分は省略できます。

ただし，剤終了の判別は回数の入力によるか，診療種別区分の入力により判定しますので場合によっては省略

できないこともあります。

＜薬剤のみの場合＞

.141

「薬剤コード」△「数量」

　　　　　　：

「薬剤コード」△「数量」＊「回数」
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＜材料のみの場合＞

.142

「材料コード」△「数量」

　　　　　　：

「材料コード」△「数量」＊「回数」

＜加算のみの場合＞

.143

「在宅指導料加算コード」＊「数量」

（3）－3　入力例

往診料

在宅患者訪問診療料

在宅時医学総合管理料

在宅自己注射指導管理料

在宅酸素療法指導管理料

在宅中心静脈栄養法指導管理料

在宅末期医療総合診療料

在宅患者共同診療料

＜包括分の診療行為入力について＞

保険請求できない外来の総合診療料，または入院基本料に包括される診療行為について，システム管理マスタ

で設定すると，入力ができます。ただし，統計情報などに用いるために包括分診療データを登録できるようにし

た機能であり，保険診療分を入力する際に包括分の点数を自動的に省くものではありません。操作方法は，

【2.5.2　入力の基本操作】の【(2)入力方法】の＜入力例4＞を参照してください。

■往診料

（例1）往診を行った場合
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（例2）深夜に往診を行った場合

（例3）深夜に往診を行い，診療時間が1時間30分（90分）に及んだ場合
時間を分単位で数量に入力します。
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■在宅患者訪問診療料

（例1）在宅患者訪問診療を行った場合
在宅患者訪問診療料を入力後，再診料を自動で削除します。

↓

（例2）在宅患者訪問診療を行い，診療時間が1時間10分（＝70分）に及んだ場合
時間は分単位で数量へ入力します。
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■在宅時医学総合管理料

在宅時医学総合管理料を算定する場合

■在宅自己注射指導管理料

（例1）在宅自己注射指導管理料を算定する場合

（例2）血糖自己測定器（月40回以上）の加算を算定する場合
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（例3）注入器用針およびインスリン製剤を投与した場合
注射薬剤の前に「.141」の診療種別区分を入力します。総支給単位数，所定単位あたりの薬剤名，支給日数は診
療行為入力画面でコメント入力します。

（例4）注射薬剤を院外処方箋に印刷する場合
注射薬剤の前に「.148」の診療種別区分を入力します。院外処方箋に針を記載する場合は058000XXXの特定器材コ
ードを作成し，「.149」の診療種別区分で入力します。
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■在宅酸素療法指導管理料

（例1）在宅酸素療法指導管理料（その他の場合）を算定する場合

■在宅中心静脈栄養法指導管理料

（例1）在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定する場合
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■在宅末期医療総合診療料

在宅末期医療総合診療料を入力すると，再診料を自動削除します。

ポイント！　実日数をカウントするには

在宅末期総合診療料はレセプトの実日数をカウントしません。実日数をカウントするには"099409901　実日数算定"のコ

ードを入力してください。ドクターの診察がなく実日数をカウントしない場合は在宅末期医療総合診療料のみ算定します。

在宅末期総合診療料は回数入力できます。
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■在宅患者共同診療料

初回算定日のコメントをレセプトへ記載するには

システム予約コード　"099140004 在宅患者共同診療料開始日"　を入力します。

注意！

在宅患者共同診療料と同一剤に"840000097 （初回算定　月　日）"の入力がある場合は，"840000097 （初回算定　月

日）"を優先し，"099140004 在宅患者共同診療料開始日"によるレセプト自動コメント記載は行いません。

＜15歳未満の人工呼吸器装着患者，15歳未満から引き続き人工呼吸を実施しており体重が20Kg未満の患者また

は神経難病等の患者の場合＞

初回算定日，通算実施回数のコメントを記載するには，

システム予約コード　"099140004 在宅患者共同診療料開始日"

システム予約コード　"840000086 （通算実施回数（　回））"　または”842100043　通算算定回数（在宅患者

共同診療料）；”を入力します。

ヒント！

"840000086 （通算実施回数（　回））",”842100043　通算算定回数（在宅患者共同診療料）；”の回数の入力はしま

せん。

注意！

在宅患者共同診療料と同一剤に"840000097 （初回算定　月　日）"の入力がある場合は，"840000097 （初回算定　月

日）"を優先し，"099140004 在宅患者共同診療料開始日"および"840000086 （通算実施回数（　回））"によるレセプ

ト自動コメント記載は行いません。
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（4）投薬料

(4)-1　診療種別区分

(4)-2　入力形式

(4)-3　自動算定

(4)-4　入力例

(4)-5　処方箋備考欄へのコメント記載

(4)-6　処方箋の一般名記載・後発医薬品への変更不可記載

(4)-7　薬を包装単位で入力する　換算値入力（1包＝7.5gとして入力したい）

(4)-8　薬剤数のカウントについて

(4)-9　不均等投与を薬剤情報に記載する

(4)-10　処方箋の分割指示

ヒント！

投与期限（投与開始日から8週等）のある薬剤のチェックは患者登録画面の禁忌薬剤に登録すると診療行為入力画面でチェ

ックできます。【2.2.3　患者情報の入力】の【（1）－4　禁忌薬剤登録】を参照してください。

＜薬剤の表示について＞

薬剤名の先頭に先発品，後発品の区分を表示しています。

通常の表示（入力後の表示） 一般名記載の設定がある場合の表示 区分内容

【先発無】（【無】） 【般無】 先発品がない後発品

【先無加】（【加】） 【般加】
先発品がない後発品

（一般名処方加算1対象薬剤）

【後発有】（【先】） 【般先】 後発品がある先発品

【後発】（【後】） 【般後】 先発品がある後発品

【加】（【加】） 【般加】
後発品がない先発品

（一般名処方加算1対象薬剤）

表示なし 表示なし 後発品がない先発品

以下の薬剤にはそれぞれ先頭に「不」，「睡」，「う」，「精」を表示します。

抗不安薬・・・「不」

睡眠薬・・・・「睡」

抗うつ薬・・・「う」

抗精神病薬・・「精」

先発品なし後発品であり一般名処方加算1の対象となる医薬品，後発医薬品でないが一般名処方加算1の対象となる医薬品

には「加」を表示します。

例：【不般加】セニラン錠３ｍｇ

＜薬剤の一般名表示について＞

処方箋に一般名記載する薬剤を一般名で表示することができます。

【5.1システム管理マスタ－】の【1038　診療行為機能情報】を参照してください。

＜銘柄表示と一般名表示の切替え＞

診療行為入力画面の最終行に「/G」，「/g」を入力します。

例）ムコスタ錠100mgを点数マスタで一般名設定
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（4）−1　診療種別区分

内容
診療種別区分

通常 院内処方 院外処方 院内処方（包括）

内服 .210 .211 .212 .213

内服（臨時） .290 .291 .292

屯服 .220 .221 .222 .223

頓服（臨時） .296 .297 .298

外用 .230 .231 .232 .233

外用（臨時） .293 .294 .295

「通常」

診療種別区分は，基本的に表内の「通常」の列の区分を使用します。

「院内処方」・「院外処方」

緊急やむを得ない場合に院内と院外を混在した投薬を行ったときは，「院内処方」と「院外処方」のそれぞれの診

療種別区分を指定して入力します。「101　システム管理マスタ」－「1001　医療機関情報－基本」，または「診療

選択」(Shift＋F1)の「院外処方区分」，もしくは診療行為入力画面の「院内・外ボタン」を「院外」とした場合，通

常の診療種別区分を使用すると院外処方扱いになりますが，この処方に院内分を同時に入力する必要があれば，

院内処方の該当する診療種別区分で入力します。逆に「院内」と設定した場合で一部院外処方とする薬があれば，

院外処方の該当する診療種別区分で入力します。

「院内処方（包括）」

包括により算定できない薬剤を履歴として情報を残す場合に使用します。

＜診療種別の自動変換＞

小児科外来診療料（院内処方），在宅時医学総合管理料，在宅末期医療総合診療料等の院内投薬の算定できな
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い医学管理等・在宅料を算定した場合に「.210」を入力した場合，「.213」へ自動変換します。逆に投薬が算定で

きる場合に「.213」を入力した場合は「.210」へ自動変換します。「.223」「.233」も同様に変換します。

（自動変換したくない場合）

「101　システム管理マスタ」－「1038　診療行為機能情報」の「3：投薬診療種別自動変換」の項目で「1　変換しな

い」と設定します。

（4）−2　入力形式

「診療種別区分」

「薬剤コード」△「数量」

　　　　：

「薬剤コード」△「数量」＊「回数」

または

「診療種別区分」

「薬剤コード」△「数量」

　　　　：

「薬剤コード」△「数量」

「用法コード」＊「回数」

になります。数量および回数が1の場合は省略できます。診療種別区分は場合によって省略できることもありま

す。ただし，「屯服」と「臨時」を入力する場合の区分は必須入力になります。

＜湿布薬入力時の注意点＞

湿布薬にコメントを付ける場合，湿布薬が同一薬剤にならないように注意してください。

「.230」で剤を分けてください。
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（4）−3　主な自動算定

自動算定を行うのは次の項目です。

（条件により自動算定を行うものもあります。【2.5.9　自動算定診療行為一覧】を参照してください）

調剤料（内服薬・浸煎薬・屯服薬）

調剤料（外用薬）

調剤料（麻・向・覚・毒）加算

処方料

処方料（麻・向・覚・毒）

処方箋料

特定疾患処方管理加算（処方料）

特定疾患処方管理加算（処方箋料）

長期投薬加算（処方料）

長期投薬加算（処方箋料）

調剤技術基本料

乳幼児加算（3歳未満）

薬剤料逓減（90／100）（内服薬）

一般名処方加算（処方箋料）

(注意1）自動算定を行う診療行為の手入力は基本的には行わないでください。手入力をした場合，正しい算定内

容か否かのチェックは行われません。（一部を除く）。調剤技術料と薬剤情報提供料は「101　システム管理マス

タ」－「1007　自動算定・チェック機能情報」により判断します。

※複数科保険入力時の自動発生した診療行為の算定は【2.5.2　入力の基本操作】の【（8）複数科保険入力】の項

目を参照してください。
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（4）−4　入力例

＜例1＞　院内処方で次の投薬を行う場合

診療種別区分「.210」を入力します。

1薬剤を1行に入力しますが，薬剤コードはコード検索または入力コードを入力します。

薬剤コードに続けて数量を入力します。例では内服薬2種類を1剤としているため，最後に入力を行った薬剤の数

量を入力後は回数入力識別の「＊」に続けて回数を入力します。

↓同様の方法で屯服薬，外用薬についても以下のように入力します。

注意！

調剤料や処方料は自動算定をしますが，診療行為入力画面には表示されません。「登録」(F12)を押すと遷移する「診療行為

確認」画面で自動算定された調剤料等の剤の確認ができ，また投薬料の欄には自動算定した剤点数を足して表示をします。
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＜例2＞　院外処方で薬剤を入力する場合

「院内／院外」ボタンを押し「院外」にします。点数を（　）で表示します。

次に内服薬の服用方法を入力してみます。

内服薬剤の服用方法として"Y03"と分類コードを入力して検索を行っています。この「03」とは，1日3回のグルー

プの識別です。1日2回の用法を検索する場合は，"Y02"を入力して検索をします。（なお，"Y03"等は参考として

作成していますので医療機関の運用に合わせて変更してください。
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「＊」を表示しますので，続いて回数を入力します。

同様の方法により，屯服薬，外用薬についても用法を入力します。
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＜例3＞特定疾患処方管理加算1を算定する場合

特定疾患処方管理加算1の算定方法は，コード入力による算定のほかに，病名登録(Shift＋F7)画面で特定疾患

の病名が入力済みの場合，日の初回登録時のみに確認メッセ－ジを表示します。「OK」を押すと自動算定を行い，

「NO」で算定をしないで次の診療行為確認画面へ遷移します。

＜例4＞特定疾患処方管理加算2（長期投薬加算（処方料））を算定する場合

算定条件を満たすとき，特定疾患処方管理加算2についても特定疾患処方管理加算1と同様に，日の初回登録時

のみに確認メッセージを表示します。

「ガイダンス表示する条件」

診療所または許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関で入院中の患者以外の患者

（別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る）

処方日数が28日以上の剤が少なくとも1つある

同一月に算定されていない

同一月に特定疾患処方管理加算1が算定されていない

同一月に処方箋料の特定疾患処方管理加算2および特定疾患処方管理加算1が算定されていない

注意！

処方期間が28日以上になる場合も算定できますが，システムでは自動認識ができません（ガイダンス表示を行わない）の

で，この場合は手入力により算定を行ってください。

確認メッセージを表示するとき，処方日数が28日以上の剤があっても特定疾患に対する薬剤であるかは入力者

の判断とし，算定する場合は「OK」を押します。算定しない場合は「NO」を押しますが，この場合は特定疾患処方

管理加算が算定できるようになるため，次の確認メッセージを表示します。

以下の2例は，同一月内にすでに特定疾患処方管理加算2（長期投薬加算）や特定疾患処方管理加算1（処方料ま

たは処方箋料）の算定があり，今回投薬された薬剤の処方日数が28日以上であった場合を想定しての例題です。

＜例4－1＞同一月に処方箋料の特定疾患処方管理加算2を算定している場合

すでに月1回に限り算定できる特定疾患処方管理加算2を算定しているため，特定疾患処方管理加算1および特定

疾患処方管理加算2は算定できません。よって，メッセージの表示および自動算定はありません。
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＜例4－2＞　同一月に特定疾患処方管理加算1（処方料または処方箋料）を算定している場合

「登録」を押したときに以下のメッセージを表示します。

特定疾患処方管理加算2を算定する場合は，一旦「中途終了」(Shift＋F12)をして算定済みである特定疾患処方

管理加算1を削除してから「中途表示」で特定疾患処方管理加算2を算定します。

特定疾患処方管理加算2を算定しない場合は，警告メッセージを閉じた後「登録」を押してください。

「外用薬の特定疾患処方管理加算2について」

外用薬で特定疾患処方管理加算2を算定する場合は，通常とは異なる入力で自動算定を行います。

＜例＞外用薬Aを1回4g　28日分で投与した場合

（通常） 　外用薬A　 　112＊　1　 　○○点×1

（長期投薬時） 　外用薬A　 　4＊28　 　〇〇点×1

特定疾患処方管理加算2を算定できる場合の外用薬入力は，総量で入力を行わず「数量×日数（28日以上）」と

して入力します。ただし，この外用薬の日数の概念は当該加算の算定にのみ使用することとし，その他レセプト

や処方箋の記載は「総量×1調剤単位」の扱いです。特定疾患処方管理加算2に関係しない外用薬の入力は現行ど

おり，総量×1の入力方法です。

注意！

外用薬をセット登録する場合は，数量×日数と登録した場合でも総量×1として作成するため，特定疾患処方管理加算2を

算定するときはセットを展開時に数量×日数に訂正する必要があります。

＜例5＞多剤投与の場合

1回の処方で7種類以上の内服薬剤を投与した場合は多剤投与になるため，「登録」(F12)を押したときに確認メ

ッセージを表示します。

逓減を行う場合は「OK」を押します。逓減をしない場合は「NO」を押します。

「同一銘柄同一剤形で複数規格をもつ薬剤の同時処方」

同一銘柄同一剤形で「5mg」と「10mg」など，規格が異なる薬剤を処方したときの種類数は1銘柄ごとに1種類と計

算しますが，同一銘柄の自動判定ができないため，銘柄に関係無く1処方で7種類以上の薬剤を投与した場合は
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「登録」時に「内服薬剤が7種類以上になります。逓減しますか？」の確認メッセージを表示します。入力者の判断

により，逓減する，しないをボタンで選択してください。

＜例5－1＞7種類以上のとき，多剤投与の扱いとしない（種類数のカウントに含めない）場合

臨時投薬である，「.290」の診療種別区分を入力します。「.290」の診療種別区分で入力された薬剤は種類数にカ

ウントをしないため，薬剤料の逓減をしません。

＜例6＞包括により算定できない薬剤を履歴として情報を残す場合

例えば，小児科外来診療料を算定したときに院内処方の投薬料は算定できません。「.213」等の診療種別区分を

入力すると0点として薬剤の入力ができます。また，院内処方箋に印刷ができます。
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＜例7＞うがい薬のみ処方した場合の警告メッセージ

処方内容がうがい薬のみの場合は警告メッセージを表示します。

＜例8＞紹介率の低い特定機能病院および一般病床500床以上の地域支援病院　30日以上投薬低減

メッセージを表示する条件

• 「101　システム管理マスタ」－「1001　医療機関情報－基本」で「1　病院」，病床数500以上の設定

• 「101　システム管理マスタ」－「1201　点数算定基準情報」で「1　低紹介率である」の設定

30日以上の投薬があるときにメッセージを表示します。

逓減を行う場合は「OK」を押します。逓減をしない場合は「NO」を押します。

ヒント！　低減除外について

低減対象から除外する薬剤が含まれる場合は，システム予約コード”099200101　【低紹30日以上低減除外薬剤】”を該当

の薬剤の直下に入力します。”099209908　一般名記載”など他のシステム予約コードを入力する場合は，一番最後に入

力します。
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＜例9＞湿布薬の入力

湿布薬と同一剤に”830100204 湿布薬の1日用量又は投与日数（薬剤等・処方箋料）；”を入力し，コメントを

入力してください。院内，院外共にレセプト適用欄に薬剤名とコメントを記載します。

＜70枚を超えて湿布薬を処方する場合＞

外来患者に70枚を超える湿布薬を処方した場合には，警告メッセージを表示します。

70枚を超える湿布薬を入力し減点する場合は，薬価の高い順に湿布薬を入力してください。

モーラステープL40mg 34.90円

ロキソニンテープ100mg 31.20円

モーラステープ20mg 23.10円

点数減点は（K08)診療行為入力画面で行います。
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＜70枚を超えて湿布薬を処方し，減点しない場合＞

”099200201　湿布薬制限枚数解除”のコードを入力します。

70枚を超えて処方する場合は”830000052　70枚を超えて湿布薬を投与した理由；”を入力しコメントを入力し

てください。

ヒント！

処方箋の場合は.980の後に”830000052　70枚を超えて湿布薬を投与した理由；”を入力します。

処方箋とレセプトの両方にコメントを記載します。
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（4）−5　処方箋備考欄へのいろいろな印字

＜備考欄へコメントを記載する＞

診療行為画面に診療種別区分「.980」を入力すると処方箋の備考欄にコメントを記載できます。

投薬を入力した後，

.980

001000939　【（一包化投与）】

810000001　テストコメント

を入力してみます。

処方箋の備考欄にコメントを印刷します。

図 2.642

注意！

● 診療種別区分「.980」にはコメントコードのみ入力できます。

● 「.980」でコメントを入力しても，投薬が入力されていない場合，処方箋の印刷は行いません（処方箋の備考欄の

みの印刷は行わない）。

● 処方箋の備考欄に編集できる範囲で入力を行ってください。チェックを行っていませんので，編集できる範囲を

超えると超えた部分は印刷されない場合があります。
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＜処方箋の一般名記載＞

処方箋に一般名の記載できます。

• 点数マスタで薬剤ごとに設定する。

• 一般名またはユーザの設定した任意の名称で記載できる。

• 一般名の単位と換算値が点数マスタと違う場合は変更できます。

点数マスタの設定のみで診療行為では特に操作は必要はありません。

※設定方法は【5.2　点数マスタ】を参照してください。診療行為入力画面・会計照会画面で一般名表示はせず，

処方箋のみに一般名記載をします。

＜外用薬，注射薬の内服薬入力＞

外用薬（注射薬）を内服薬として入力できます。

• 点数マスタで薬剤ごとに内服算定を許可する設定をする。

• 診療種別区分の入力により外用薬としても内服薬としても算定できる。

※点数マスタの設定は【5.2　点数マスタ】を参照してください。

例）塩化ナトリウムを内服薬入力する。

塩化ナトリウムの点数マスタ設定を「1　内服薬として算定可」に設定します。

内服薬として入力する場合は「.210」を入力します。

外用薬として入力する場合は診療種別区分を省略するか「.230」を入力します。

注射薬の場合も入力方法は同じです。

＜処方箋の内滴対応＞

処方箋に記載している（　日）の記載をしないようにできます。

• 点数マスタで薬剤ごとに設定する。

• 1剤1銘柄で入力し総量＊1の入力をする。

※点数マスタの設定は【5.2　点数マスタ】を参照してください。

例）ラキソベロン　5mlを入力する。

ラキソベロンの点数マスタを「1　内服滴剤」に設定します。

総量＊1で入力します。
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処方箋を発行します。

＜残薬確認欄のチェック＞

1．システム予約コードを入力する方法

システム予約コードを診療行為画面に入力します。

”099209921 保険医療機関へ疑義照会した上で調剤”

”099209922 保険医療機関へ情報提供”

2．プログラムオプションに設定する方法

業務メニュー「1910　プログラムオプション」で設定します。

以下のシステム予約コードを診療行為画面に入力したときはチェックしません。

”099209923 処方箋残薬確認設定解除”
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（4）−6　処方箋の一般名記載・後発医薬品への変更不可記載

システム管理，点数マスタの設定により自動記載します。

一般名記載

＜自動記載の設定＞

基本運用を設定します。

• 「101　システム管理」－「1030　帳票編集区分情報」の「後発医薬品への変更可署名」の項目

特定の薬剤を一般名記載する場合は薬剤ごとに個別設定します。

• 「102　点数マスタ」の「一般名記載」の項目

【処方箋への記載】

「101　システム管理」－

「1030　帳票編集区分情報」

の後発医薬品への変更可署名

「102　点数マスタ」の「一般名記載」の項目

一般名記載の設定がない薬剤 一般名記載の設定がある薬剤

0　変更不可

（一般名記載　しない）

（変更不可欄　×を記載）
銘柄名を記載

一般名を記載

（変更不可欄　空白）

1　変更可（一般）

（一般名記載　する）

（変更不可欄　空白）

後発医薬品がない先発医薬品

銘柄名を記載

後発医薬品，

後発医薬品がある先発医薬品

一般名を記載

2　変更可（点数マスタ）

（一般名記載　点数マスタに従う）

（変更不可欄　空白）

銘柄名を記載

変更不可欄の記載について

下記のシステム予約コードによる指示がある場合は「×」を記載しません。

"099209905　含量規格変更不可"

"099209906　剤形変更不可"

"099209907　銘柄名記載"

ヒント！

「102　点数マスタ」の「一般名記載」を設定するには【5．2点数マスタ】の【（2）医薬品マスタ】を参照してください。
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＜自動記載を変更したい場合＞

「21　診療行為」入力時にシステム予約コードを入力します。

自動記載の設定にかかわらずシステム予約コードの指示が最優先になります。

099209903　後発変更不可 099209908　一般名記載 099209907　銘柄名記載

　銘柄名を記載し，

　変更不可の欄に「×」を記載

　薬剤の直下に入力

　一般名を記載

　薬剤の直下に入力

　銘柄名を記載

　薬剤の直下に入力

099209910　後発品変更不可（処方単位） 099209911　後発品変更可（処方単位）

　同会計（同診療科・同保険組合せ）の

　すべての薬剤を変更不可とし銘柄記載

　同会計内に入力

　同会計（同診療科・同保険組合せ）の

　すべての薬剤を変更可とし一般名記載

　同会計内に入力

　

【入力例　"099209903　後発変更不可"】

 

【入力例　"099209908　一般名記載"】

【入力例　"099209907　銘柄名記載"】
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【入力例　"099209910　後発品変更不可（処方単位）】

＜含量規格変更不可，剤形変更不可の入力＞

「21　診療行為」入力時に薬剤の直下にシステム予約コードを入力します。

099209905　含量規格変更不可 099209906　剤形変更不可

【入力例　"099209905　含量規格変更不可"】

【入力例　"099209906　剤形変更不可"】
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＜システム予約コードのまとめ＞

099209902　後発医薬品への変更可署名

099209904　後発医薬品への変更不可署名
現在使用しない

099209903　【後発変更不可】

099209907　【銘柄名記載】

099209908　【一般名記載】

薬剤毎に記載を指定する

薬剤の直下に入力

099209905　【含有規格変更不可】

099209906　【剤形変更不可】

薬剤毎に記載を指定する

薬剤の直下に入力

099209910　後発品変更不可（処方単位） 薬剤すべてを指定する

診療科・保険組合せ毎に入力

099209911　後発品変更可（処方単位） 薬剤すべてを指定する

診療科・保険組合せ毎に入力

＜ユーザによる一般名の作成＞

一般名マスタの名称ではなく，ユーザが作成した一般名を処方箋へ記載できます。

【5．2点数マスタ】の【（2）医薬品マスタ】を参照してください。

＜処方箋の表示＞

一般名を記載する場合は先頭に【般】を記載します。

図 2.652
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（4）−7　薬を包装単位で入力する　換算値入力（1包＝7.5gとして入力したい）

散剤の点数マスタに換算値と単位を登録しておき，診療行為入力時に包数を入力します。

例）ツムラ葛根湯エキスに1包＝7.5gとして登録してみます。

ツムラ葛根湯エキスの点数マスタを開き，数量換算単位，数量換算値を入力し登録します。

マスタを変更するにはユーザ設定をする必要があります。【5.2点数マスター　(2)-1医薬品マスタのユーザ設定

を参照してください】

診療行為入力時には包装数の後に「A」または「a」を付けて入力します。

「615101406 3a」

注意！

Aまたはaが付かない場合は通常入力になり，3gとしての入力になりますので注意してください。
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ヒント！

換算値が登録されていて包装数で入力ができる薬剤には，薬剤名の後ろに換算値と単位を表示します。

（4）−8　薬剤数のカウントについて

日レセでは21点以上の薬剤の中で種類数のカウントを「g」，「mg」と「ml」のそれぞれの単位でまとめて「1種類」

とカウントします。

このカウントはgまたはmlの混合薬の場合に「1種類」とカウントするためです。しかしメーカーよりあらかじめ

包装済みの場合はまとめて「1種類」とせずそれぞれをカウントする必要があります。

＜単位がg，mlで薬剤のカウントを分ける方法＞

• 換算値入力を行う。

換算値の単位が「包」，「本」で登録してあり，換算値入力を行った場合は，単独の1種類としてカウント

します。

• 数量の後ろに「I」，「i」を付けて入力する。

「I」，「i」の付いている薬剤を1種類としてカウントします。

入力例1）g同士の薬剤がまとまり6種類とカウントされるパターン。
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入力例2）例1と同じ薬剤で換算値入力を行い7種類とカウントする方法

入力例3）例1と同じ薬剤で「i」入力を行い7種類とした場合
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（4）−9　不均等投与を入力する方法

不均等投与の入力方法は以下の2通りの方法があります。

用法コードを使用する方法（処方箋・薬剤情報に記載）

システム予約コードを使用する方法（薬剤情報のみ記載）

用法コードを使用する方法

＜用法コードの作成＞

不均等投与コードを作成します。

業務メニュー「91　マスタ登録」－「102　点数マスタ」に作成するコード番号を入力し，用法コード設定画面を

開きます。

漢字名称，服用時点，カラム位置を入力します。

コメント区分は「2　コメント」を設定します。

＜診療行為入力画面へ入力＞

薬剤のコメントとして入力します。別に用法コードが必要になります。

【処方箋の記載】
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ヒント

処方箋のQRコードへ薬剤コメントとして記録されます。

【薬剤情報の記載】

システム予約コードを使用する方法

薬剤情報のみ記載します。

【使用するシステム予約コード】

　099200011　◆朝：

　099200012　◆昼：

　099200013　◆夕：

　099200014　◆寝：

注意！

不均等投与で使用するシステム予約コードは処方箋へは印字されません。

薬剤情報の飲み方欄に数量を印字する場合に入力します。

＜例1＞プレドニン錠５ｍｇ　7錠

朝：3錠　昼：2錠　夕：2錠

（入力Ⅰ）

朝3錠の指示をします。残り4錠を昼と夕で割り2錠を記載します。
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（入力Ⅱ）

朝昼夕のすべてに指示を入力します。

【お薬情報の印字】

＜例2＞ワーファリン錠０．５ｍｇ　4錠

朝：1.5錠　昼：1錠　夕：1.5錠

（入力Ⅰ）

朝1.5錠，夕1.5錠を指示します。残り1錠は昼になります。

（入力Ⅱ）

朝昼夕のすべてに指示を入力します。
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（入力Ⅲ）

昼1錠を指示します。残り3錠を朝と夕で割り，1.5錠を記載します。

【お薬情報の印字】

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 442 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 2.667

図 2.668

図 2.669



（4）−10　処方箋の分割指示

分割指示にはシステム予約コード”099208101　【分割調剤　日分　日分　日分】”を剤内に入力します。

【入力例】次の薬剤を20日，20日，20日の3回に分割

アジルバ錠２０ｍｇ　　3錠　

1日3回毎食後＊60

フェブリク錠２０ｍｇ　2錠

1日1回朝食後＊60

処方箋を3枚，分割指示に係る処方箋を1枚出力します。

ヒント！

次のように入力することもできます。
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（4）−11　向精神薬長期処方減算の入力

向精神薬長期処方減算はシステム予約コード【099200301 向精神薬長期処方減算】を入力して行います。

ヒント

処方内容からの自動減算はしません。

減算点数を算定します。

ヒント

業務メニュー「５２　月次統計」から「向精神薬長期処方対象医薬品投与患者一覧」を作成できます。
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（5）注射料

(5)-1　診療種別区分

(5)-2　入力形式

(5)-3　自動算定

(5)-4　入力例

（5）－1　診療種別区分

内容
診療種別区分

通常 手技料なし 手技料変換なし 在宅訪問点滴（薬剤料）
入院手術日に点滴

手技料を算定
皮下，筋肉内注射 .310 .311 .312
静脈内注射 .320 .321
点滴注射 .330 .331 .334 .332
その他注射 .340
中心静脈注射 .350 .352

• 診療種別区分は基本的に「通常」の列の区分を入力します。

• 「手技料なし」の区分は，薬剤料のみ算定するときに入力します。

• 「手技料変換なし」の区分は，液量に関係無く皮下筋肉内注射として算定するときに入力します。

• 「在宅訪問点滴（薬剤料）」の区分は，在宅料の在宅患者訪問点滴注射管理指導料など，訪問看護で点滴

注射を行った場合に使用した薬剤を算定する場合に入力します。

• 入院中の患者で手術の日に点滴手技料を算定する場合は「.332　点滴注射（手術以外）」を入力します。

（5）－2　入力形式

「診療種別区分」

（「注射手技コード」）

診療種別区分を入力すると自動発生します。（ただし，その他注射と手技料なしの診療種別区分は除く）。

「注射加算コード」

　　：

「薬剤コード」△「数量」

　　：

「薬剤コード」△「数量」

「材料コード」△「数量」

　　：

「材料コード」△「数量」＊「回数」

になります。

数量が1の場合は省略できます。回数が1の場合は省略できます。診療種別区分は省略できます。ただし，剤終了

の判別は 回数の入力によるか，診療種別区分の入力により判定しますので場合によっては省略できないことも

あります。診療種別区分を省略した場合，手技料は手技コ－ドで入力してください。

＜点滴注射及び中心静脈注射の剤にコメントを入力する場合＞

点滴注射と中心静脈注射はレセプトに1日量のまとめ記載を行うため、剤の中で薬剤と器材より上に入力された

コメントはレセプト記載対象外になります。コメントを記載される場合は薬剤と器材より下に入力してください。

なお、診療種別区分とコメントのみの剤の場合はレセプト記載されます。
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（5）－3　主な自動算定

自動算定を行うのは次の項目です。

生物学的製剤注射加算

麻薬注射加算

6歳未満乳幼児加算

（注意）これらの自動算定を行う診療行為を検索して手入力は行わないでください。また，点滴注射の注射容量

に対する注射手技コードの振替は自動で行います。ただし，点滴注射「手技料なし」の診療種別区分の入力がさ

れているときは，注射手技コードの自動振替は行いません。その他の加算（精密持続点滴注射加算など）は手入

力します。

＜手技料の自動振り替えについて－皮下・静脈注射＞

初期設定では皮下筋肉注射の薬剤液量が5ml以上の場合に手技料を自動的に静脈注射に置き換えます。

「101　システム管理マスタ」－「1038診療行為機能情報」皮下筋肉注射料自動変換の項目で自動変換を設定でき

ます。

システム管理の設定が「0　変換する」の場合（デフォルト設定）

入力する診療種別区分により，注射手技料は以下のように取り扱います。

診療種別区分「.310」を入力した場合・・・液量により静脈内注射へ自動振り替えします。

診療種別区分「.312」を入力した場合・・・液量に関係無く皮下筋肉内注射を算定します。

システム管理の設定が「1　変換しない」の場合

薬剤液量による皮下筋肉注射の手技料を自動変換しません。

＜手技料の自動振替について－点滴注射＞

年齢，点滴注射薬剤液量により自動的に手技料を変換します。

「.330」を入力後に手技料を表示しますが，続けて薬剤を入力してください。薬剤液量により自動変換をします。

＜残量廃棄の自動発生について＞

単位に「アンプル」・「管」・「管（瓶）」が付く注射薬の使用量が各容量に満たない場合は，残量廃棄のコメント

コードを自動発生します。

＜例＞キシロカインポリアンプ1％　5mL　0.2管を使用した場合
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残量廃棄は自動発生しますが，数量の後ろに「＠」マークを入力すると自動発生しません。

残量廃棄へ変更したい場合は，「＠」マークを消します。

なお，上記以外の単位の注射薬は，残量廃棄コードを手入力すると同様の算定ができます。

（5）－4　入力例

＜例1＞皮下，筋肉内注射をした場合

皮下筋肉内注射の診療種別区分「.310」を入力すると注射手技料を自動発生します。

次に薬剤コードと使用量をそれぞれ入力し回数を入力する必要があれば入力します。使用量（数量）が1であれ

ば入力を省略できます。

＜例2＞生物学的製剤注射をした場合

沈降破傷風トキソイド0.5ml　　1瓶

皮下筋肉内注射の診療種別区分を入力後，薬剤を入力します。

生物学的製剤注射加算が自動発生します。
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＜例3＞麻薬注射をした場合

皮下，筋肉内注射の診療種別区分を入力後，薬剤を入力します。

麻薬注射加算が自動発生します。

＜例4＞静脈内注射をした場合

静脈内注射の診療種別区分「.320」を入力します。

静脈内注射の手技料コードと，例では6歳未満の乳幼児で入力を行っていますので静脈内注射の乳幼児加算が自

動発生します。薬剤コードと使用量をそれぞれ入力し回数を入力する必要があれば入力します。

＜例5＞点滴注射をした場合

点滴注射の診療種別区分「.330」を入力します。

点滴注射の手技料コードを自動発生します。

次に薬剤コードと使用量をそれぞれ入力します。

例の場合，使用量はいずれも1管，または1瓶ですので省略しています。
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＜例6＞訪問看護で，点滴注射で使用した薬剤を注射料として算定する場合

点滴注射の在宅訪問点滴（薬剤料）の診療種別区分「.334」を入力後，使用した薬剤を入力します。

これにより，点滴注射の薬剤料のみの算定ができます。

また，「.334」の診療種別区分で入力された薬剤料は，レセプトの摘要欄に「（訪点）」のコメントの差し込みを

レセプト作成時に行います。なお，同一剤に"810000001"のコメント入力があり，そのコメントに「訪」の文字が

ある場合は，「（訪点）」の差し込みは行わず，"810000001"で入力されたコメントをレセプト摘要欄に記載し

ます

＜例7＞その他の注射をした場合

その他注射の診療種別区分「.340」と，関節腔内注射の手技料コードを入力します。

次に薬剤コードと使用量をそれぞれ入力し，回数を入力する必要があれば入力します。
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（6）処置料

（6）－1　診療種別区分

内容 診療種別区分

処置 .400

処置薬剤 .401

処置材料 .402

処置加算料 .403

処置（労災読み替え加

算対象外）
.409

処置料では4つの診療種別区分があります。

通常は処置の「.400」を入力しますが，手技料とは別に処置薬剤のみや処置材料のみ，または処置加算料（加算

マスタ）を単独で算定する場合に，表のような診療種別区分を入力します。

ヒント！

「.409」は労災・自賠責のみで使用します。外来管理加算の読み替えを行いません。

（6）－2　入力形式

診療種別区分」

「処置手技コード」△「時間または回数」

「処置加算コード」

　　　：

「薬剤コード」△「数量」

　　　：

「薬剤コード」△「数量」

「材料コード」△「数量」

　　　：

「材料コード」△「数量」＊「回数」

になります。

時間または回数が1の場合は省略できます。数量が1の場合は省略できます。回数が1の場合は省略できます。

診療種別区分は省略できます。ただし，剤終了の判別は回数の入力によるか，診療種別区分の入力により判定し

ますので場合によっては省略できないこともあります。

（6）－3　主な自動算定

自動算定を行うのは次の項目です。

6歳未満乳幼児加算

酸素補正率

時間外加算等

(注意）これらの自動算定を行う診療行為を検索して手入力は行わないでください。

＜時間外等加算の自動算定について＞

• 診察料に時間外加算区分で時間外加算が算定されているとき，1つの処置点数または，処置点数に加算
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点数を加えて150点以上になり，時間外加算が算定できるとき自動発生します。

• 環境設定の時間外区分が設定されているときも自動発生します。

• 腰部固定帯加算は対象外です。

• 入力時に診察料が無い場合，環境設定で時間外区分を設定済みであれば，処置の入力時に時間外区分を

表示します。

• 150点以上になり算定できるようになると時間外加算を自動算定します。時間外加算の判定は手技ごと

に行います。

＜医保の場合＞

同一剤の中に複数の手技料と時間外加算がある場合はエラーメッセージを表示します。手技の剤を分離してくだ

さい。

＜労災・自賠（労災準拠）の場合＞

処置時間外加算の判定は剤ごとに行います。複数の診療行為を合計して条件を満たす場合は，時間外加算を自動

算定しません。この場合は手入力してください。
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＜時間外加算1・休日加算1・深夜加算1の算定について＞

1.【5.1　システム管理マスタ】－【1006　施設基準情報】を設定します。

2．【5.1　システム管理マスタ】－【1005　診療科目情報】で自動算定したい診療科の「処置時間外加算等1算定」

にチェックを設定します。

ヒント！

時間外区分の入力により，1000点以上の処置には時間外加算1（休日加算1・深夜加算1）を自動算定します。

自動算定された加算1を削除し，時間外加算2（休日加算2・深夜加算2）を手入力すれば，加算を変更できます。
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（6）－4　入力例

＜例1＞創傷処置をした場合

＜例2＞熱傷処置をした場合

＜例3＞酸素吸入をした場合

酸素　1000リットル（購入単価○.□円／リットル，酸素補正率1.3倍）

酸素吸入の手技コードを入力し，酸素コードと使用量「1000」リットルを入力します。

補正率を自動算定します。

＜例4＞高気圧酸素治療をした場合

酸素　12000リットル（購入単価○.□円／リットル，酸素補正率1.3倍，気圧数3気圧）

高気圧酸素治療の手技コードを入力し，酸素の材料コードと使用量「12000」リットルを入力します。

酸素補正率のコードが自動発生します。

高気圧酸素加算の加算コードと気圧数を数量として「3」を入力します。
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＜例5＞人工呼吸をした場合

2時間（120分）

人工呼吸の手技コードを入力し，かかった時間「120」（分）を入力します。

時間の値よりきざみ値に対する加算点数を計算し人工呼吸の点数を算定します。

＜例6＞人工腎臓（4時間未満）を行った場合

午後5時以降開始

＜例7＞鎖骨骨折でギプスを行った場合

＜例8＞鎖骨骨折でプラスチックギプスを行った場合

プラスチックギプスの加算は，所定点数と加算点数が合算された点数で算定します。

＜例9＞腰部固定帯加算を単独で算定する場合

診療種別区分「.403」を入力後に，該当の診療行為コードを入力します。

＜例10＞磁気による膀胱等刺激法の初回実施，2回目以降の実施日コメント記載方法

初回に算定した日または1クールごとに初めて算定した日に，システム予約コード　”0994000001 磁気による

膀胱等刺激法開始日”を入力します。実施日コメントを自動記載します。
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ヒント！

1回目に"840000085 (初回実施　月　日）"の入力がある場合は，レセプトへ初回実施日・2回目以降の実施日

を自動記載しません。

＜労災（短期給付，傷病年金）の場合＞

労災には創傷処置や熱傷処置等に合成コードがあります。

同じ種類の処置を複数算定する場合は合成コードがある可能性があるため警告メッセージを表示します。
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（7）手術料

（7）－1　診療種別区分

内容 診療種別区分

手術 .500

輸血 .510

手術薬剤 .501

手術材料 .502

手術料では4つの診療種別区分があります。

通常は手術，輸血の手技料の診療種別区分を入力しますが，手技料とは別に手術薬剤のみや手術材料のみ入力

するときに表のような診療種別区分を入力します。

（7）－2　入力形式

「診療種別区分」

「時間加算区分」△「手術手技コード」△「時間または回数」

「手術加算コード」

　　：

「薬剤コード」△「数量」

　　：

「薬剤コード」△「数量」

「材料コード」△「数量」

　　：

「材料コード」△「数量」＊「回数」

になります。

時間または回数が1の場合は省略できます。数量が1の場合は省略できます。回数が1の場合は省略できます。

診療種別区分は省略できます。ただし，剤終了の判別は回数の入力によるか，診療種別区分の入力により判定し

ますので場合によっては省略できないこともあります。

（7）－3　主な自動算定

自動算定を行うのは次の項目です。

3歳未満乳幼児加算

酸素補正率

時間外加算等（環境設定の設定による）

(  注意）これらの自動算定を行う診療行為を検索して手入力は行わないでください。  
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＜時間外加算1・休日加算1・深夜加算1の算定について＞

1.【5.1　システム管理マスタ】－【1006　施設基準情報】を設定します。

2.【5.1　システム管理マスタ】－【1005　診療科目情報】で自動算定したい診療科の「手術時間外加算等1算定」に

チェックを設定します。

ヒント！

時間外区分の入力により，時間外加算1（休日加算1・深夜加算1）を自動算定します。

自動算定された加算1を削除し，時間外加算2（休日加算2・深夜加算2）を手入力すれば，加算を変更できます。
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（7）－4　入力例

＜例1＞創傷処理（長さ5cm未満）を行った場合

診療種別区分，手技料，手術薬剤を入力します。

＜例2＞3歳未満の乳幼児に創傷処理（長さ5cm未満）を行った場合

診療種別区分，手技料，手術薬剤を入力します。

＜例3＞自己血輸血（液状保存）を500mL，人全血液200mL献血由来を3袋，輸血した場合
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＜例4＞複数手術の入力方法

「複数手術に係る費用の特例」に対する入力方法。

従たる手術の次に，

診療コード　"150268970　2以上の手術の50％併施加算"を使用します。

　K268　緑内障手術　　4740点

　K282　水晶体再建術　7430点×50％

　　合　　　計　　　　8455点　

＜例5＞K142 脊椎固定術・椎弓切除・椎弓形成術

入力された順に加算を「4」まで算定します。加算点数の高い順に入力してください。
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（8）麻酔料

（8）－1　診療種別区分

内容 診療種別区分

麻酔 .540

麻酔薬剤 .541

麻酔材料 .542

麻酔料では3つの診療種別区分があります。

通常は麻酔の「.540」を入力しますが，手技料とは別に処置薬剤のみや処置材料のみ入力するときに表のような

診療種別区分を入力します。

（8）－2　入力形式

「診療種別区分」

「時間加算区分」△「麻酔手技コード」△「時間または回数」

「麻酔加算コード」

　　：

「薬剤コード」△「数量」

　　：

「薬剤コード」△「数量」

「材料コード」△「数量」

　　：

「材料コード」△「数量」＊「回数」

になります。

時間または回数が1の場合は省略できます。数量が1の場合は省略できます。回数が1の場合は省略できます。

診療種別区分は省略できます。ただし，剤終了の判別は回数の入力によるか，診療種別区分の入力により判定し

ますので場合によっては省略できないこともあります。診療種別区分を省略した場合，手技料は手技コ－ドで入

力してください。

（8）－3　主な自動算定

自動算定を行うのは次の項目です。

6歳未満乳幼児加算

酸素補正率

時間外加算等（環境設定の設定による）

(  注意）これらの自動算定を行う診療行為を検索して手入力は行わないでください。  

（8）－4　入力例

＜例1＞静脈麻酔を深夜に行った場合
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注射用チオペンタールナトリウム　500mg　1管

1. 診療種別区分，深夜の時間加算区分コード，静脈麻酔の診療行為コードを入力します。

2. 麻酔の深夜加算コードを自動発生します。

なお，診察料（この場合は初診料）に時間外区分コードが入力済みの場合は，手術の手技料を入力した

時点で「時間外加算」のコードを自動発生します。

また，環境設定(F6)で時間外区分の設定が済みの場合は，診察料と時間外加算等が算定できる診療行為

コード（この場合は静脈麻酔）に時間外加算等を自動発生します。

3. 次に注射用チオペンタールナトリウムの薬剤コードを入力します。数量入力を要求してきますが今回は

1管ですから省略できますのでそのまま「Enter」を押します。

＜例2＞3歳未満の乳幼児に，休日に閉鎖循環式全身麻酔を行った場合

麻酔の時間は3時間20分（200分）

フローセン　45ml

酸素ボンベ・小型（酸素補正率1.3倍）　1000リットル

以下は，時間外加算の算定に診療行為コード（手技料）の前に休日の時間外区分を入力した場合の入力例です。

1. 診療種別区分，閉鎖循環式全身麻酔4の診療行為コードを入力します。

2. 3歳未満ですので「幼児加算」と，診察料（この場合は再診料）に休日の時間外区分を入力しているため，

麻酔の休日加算を自動発生します。

3. 閉鎖循環式全身麻酔の時間を分単位で数量に入力します。

4. 麻酔薬剤のフローセンと麻酔薬剤の酸素を入力します。

5. 酸素を入力したとき，酸素補正率は自動発生します。
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＜例3＞閉鎖循環式全身麻酔等の入力

閉鎖循環式全身麻酔，気管内チューブ挿入吹送法麻酔，ノンレブリージングバルブ麻酔について複数の麻酔が

実施された場合は基本点数の高いコードより順に入力を行ない，麻酔時間は合算した値を数量に入力します。

【麻酔例】

閉鎖循環式全身麻酔5（麻酔困難な患者）   8分　　（基本点数　　8300点）

閉鎖循環式全身麻酔3（麻酔困難な患者）  55分　　（基本点数　 12450点）

閉鎖循環式全身麻酔2（麻酔困難な患者） 144分　　（基本点数　 16600点）

閉鎖循環式全身麻酔3（麻酔困難な患者）  55分　　（基本点数　 12450点）

閉鎖循環式全身麻酔5（麻酔困難な患者）   8分　　（基本点数　　8300点）

【入力例】

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 462 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 2.705



（9）検査料

(9)-1　診療種別区分

(9)-2　入力形式

(9)-3　自動算定

(9)-4　各項目についての説明

（9）－1　診療種別区分

内容 診療種別区分

検査 .600

検査薬剤 .601

検査材料 .602

検査加算料 .603

検査（外来包括対象外） .610

検査料では4つの診療種別区分があります。

通常は検査の「.600」を入力します が，省略できます。「.600」を省略した場合も検査内容によっては，それぞれ

が単独検査として剤分離を自動で行い登録できます。

「.610」または回数が「＊2」以上は，包括検査を包括の対象外になります。「.610」を入力後の包括対象検査は

「.600」の剤にまとめず，別算定できます。重複チェックも行いません。包括項目数以下の場合は，それぞれ単独

で「.610」入力し，包括項目数以上の場合は「.610」の剤にまとめて入力します。

ポイント！

検査薬剤のみの入力は「.601」，検査材料のみの入力は「.602」，検査加算項目を単独入力するには「.603」を使用して入力

します。

ヒント！

前回実施日の日付の自動発生できます。

個別に自動発生させたい診療行為の点数マスタに設定をします。

【5.2　点数マスタ】の【（3）診療行為マスタ】を参照してください。

（9）－2　入力形式

「診療種別区分」

「検査手技コード」△「時間または回数」

「検査加算コード」

　　：

「薬剤コード」△「数量」

　　：

「薬剤コード」△「数量」

「材料コード」△「数量」

　　：

「材料コード」△「数量」＊「回数」

になります。

数量が1の場合は省略できます。回数が＊1の場合は省略できます。
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診療種別区分は省略できます。ただし，剤終了の判別は 回数の入力によるか，診療種別区分の入力により判定

しますので場合によっては省略できないこともあります。

ヒント！　包括検査の回数入力について

包括グループごとに自動包括をします。

包括検査は包括数に達するまでは単剤になるため＊1で区切ることができます。

＊1または＊1を省略している検査は包括グループごとにまとめます。

このときは＊1を削除してまとめます。＊1を手入力しても削除します。

※　回数を＊2以上にすると包括対象外になります。

（9）－3　主な自動算定

自動算定を行うのは次の項目です。

6歳未満乳幼児加算

各判断料

血液採取料（点数マスタの採血料区分で管理しています）

逓減検査の2回目以降

外来迅速検体検査加算（システム管理の設定による）
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（9）－4　各項目についての説明

判断料の自動算定

検査診療行為コードの検索

時間外緊急院内検査加算

尿・糞便等検査

血液学的検査

生化学的検査（1）

（外来迅速検体検査加算の自動算定について）

監視装置による諸検査

負荷試験等

内視鏡検査

■判断料の自動算定

検査に対する判断料は，各判断料のグループごとに当月算定があるかどうかを判定し算定できる場合は自動的

に算定をします。

例えば，次のようなケースで入力された場合

蛋白定量（尿）　：　尿・糞便等検査判断料

末梢血液一般　　：　血液学的検査判断料

EEG2　　　　　　：　脈波図，心機図，ポリグラフ検査判断料
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「登録」(F12)を押して遷移する診療行為確認画面で，自動算定された剤を確認できます。削除列に「◎」が表示し

てある剤が自動算定項目になります。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 466 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 2.709



■検査診療行為コードの検索

検査の診療行為コードは，「診療行為コード検索画面」で特別な検索機能を提供しています。検索画面を表示す

るため「／／」（スラッシュを2つ）を入力します。

次のようにすべての項目が空白（クリア）の状態で画面を表示します。

「F8検査検索」を押すと検査の区分名の一覧を表示します。

生化学的検査は項目が多いことと，包括項目と包括外項目に分けて複数をまとめて入力を行う場合があります

ので分けてあります。
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例えば，生化学的検査（1）（包括）の項目を検索する場合は，選択番号に「31」と入力して次のような項目の

一覧を表示します。

初めに一覧に表示するのは，指定した検査区分の中で入力コード（入力CD）の登録がある検査になります。入力

コードの登録に関わらず対象区分の検査項目をすべて一覧表示するには，「F9　拡大検索」を押します。

検査の一覧より該当の検査を探し，その番号を入力します。

もう一度「Enter」を押すと元の入力画面へ取り込まれます。

（入力例ではいずれの検査にも入力コードが登録されているため，診療行為入力画面は入力コードを表示しま

す）。
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以下の画面は「免疫学的検査」の一覧です。検査項目名の頭に記号がついているものがあります。

これは，包括（まるめ）検査の項目を表しますが記号ごとに包括のグループを分けています。
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「包括グループ別の記号」

血液学的検査 出血・凝固検査 ★

生化学的検査（1） 血液化学検査 ★

生化学的検査（2）

内分泌学的検査 ★

腫瘍マーカー（RPHA法など） ●

上記以外の腫瘍マーカー　 ◆

免疫学的検査
肝炎ウイルス関連検査 ★

自己抗体検査 ◆

D006の区分14～24まで

の検査を3項目以上行な

った場合の包括グループ

出血・凝固検査 ■

D008の区分10～21まで

の検査を3項目以上行な

った場合の包括グループ

内分泌学的検査 ▼

D013の区分3～12までの

検査を3項目以上行なっ

た場合の包括グループ

肝炎ウイルス関連検査 ▲

D014の区分9～11までの

検査を2項目または3項目

以上行なった場合の包括

グループ

自己抗体検査 ◇

■検査診療行為コードの検索

検査項目を点数の範囲を指定して検索できます。

【2.5.3　診療行為コードの検索】の【（6）点数による検索】参照
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■時間外緊急院内検査加算

時間外緊急院内検査加算を算定する場合は，診療行為コードを入力します。

「時間外緊急院内検査」と合わせてコメントを自動発生します。

発生するコメントは検査を実施した開始時間をレセプトに表示するためのものです。

（例）19時20分開始の場合

ヒント！

診察料に時間外区分が入力されていない時はエラーメッセージを表示します。
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■尿・糞便等検査

算定を行う診療行為コードを入力します。

検査の診療種別区分を入力し，検査の診療行為コードを入力します。

診療種別区分は省略できます。

診療種別区分を省略しても検査の内容によってはそれぞれが単独検査として剤分離を自動で行い登録できます。
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■血液学的検査

算定を行う診療行為コードを入力します。

赤血球沈降速度測定，末梢血液一般検査を行った場合は次のような入力になります。

これらの検査に際して行った採血は「血液採取料」として算定できます。

設定を行うと「血液採取料」を自動算定できます。

設定方法は，【5.2.3　診療行為マスタ‐（3）－1基本情報】の＜採血料区分の設定＞を参照してください。設定

されていない場合は，静脈採血の診療行為コードを手入力します。

6歳未満の乳幼児に対して血液採取を算定する場合も一般と同様に診療行為コードを入力します。

血液採取料の乳幼児加算点数は自動発生します。
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■生化学的検査1

＜例1＞5項目未満の表示

まるめ項目数に達していないので単独剤として算定されています。

（診療種別区分の入力は省略しています）。

＜例2＞5項目以上の表示

5項目以上は1剤にまとめます。
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＜例3＞1日に2回行った検査の入力を行う場合

グルコースを2回行った場合。

以下に3つの入力方法を挙げていますが，この中でも「入力方法3」の入力を推奨します。

入力方法1.

グルコース2回を検査の最初に入力します。

入力方法2.

診療種別区分「.600」を入力し，他の検査とは剤を別にしてグルコース2回を入力します。

診療種別区分を入力すると，包括検査と，2回以上の同じ包括検査の入力は正しく行われます。
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入力方法3.

診療種別区分「.610」を入力後に，グルコース2回を入力します。

「.610」は，包括検査を包括の対象外です。「.610」を入力後の包括対象検査は「.600」の剤にまとめず，別算定で

きます。重複チェックも行いません。包括項目数以下の場合は，それぞれ単独で「.610」入力し，包括項目数以上

の場合は「.610」の剤にまとめて入力します。

■外来迅速検体検査加算

1. 外来迅速検体検査加算を自動算定するには，「101　システム管理マスタ」－「1007　自動算定・チェッ

ク項目」の「外来迅速検体検査加算自動発生」を「1　算定する」または「2　算定する（設定）」にします。

2. 「2　算定する（設定）」とした場合は続いて「101　システム管理マスタ」－「1016　外来迅速検体検査設

定情報」で当日に検査結果を情報提供できる検査を登録しておきます。

算定できる検体検査を入力した場合に5項目を限度として自動算定します。

注意！

時間外緊急院内検査を算定する場合また文書による説明ができない等，算定できない場合は診療行為確認画面で削除を行

ってください。
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■監視装置による諸検査

呼吸心拍監視は監視を行った時間を分単位で入力します。

例では1時間30分（＝90分）を入力しています。

また，診療行為コードの中には固定点数を持ったコードもあります。

その診療行為コードを入力した場合は数量は入力できません。

【3時間超，7日以内の場合】

■負荷試験等

皮内反応検査を行った場合は次のような入力になります。

この診療行為コードの場合は，テストの種類数を入力します。

例では15種類のテストを行った場合を入力しています。

検査に使用した薬剤の入力は「検査薬剤」の診療種別区分「.601」を入力して行います。

皮内反応1種類に必要な薬剤と数量を入力しテストの種類数を回数として入力します。
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■内視鏡検査

検査手技料，加算，薬剤，フィルムを入力します。

ヒント！

診察料に時間外区分が入力済みの場合は，内視鏡の時間外加算を自動算定します。

＜内視鏡検査用フィルムの算定について＞

フィルム

”700590000　内視鏡検査用フィルム”について特定器材商品名コード（058XXXXXX）を作成し入力します。

特定器材商品名コードの作成方法は【5.3-(5)　その他材料・特定器材商品名ユーザ登録】を参照してください。

現像料

点数マスタで”770100000　現像料”の金額を変更し入力します。

送料

点数マスタで”770110000　送料”の金額を変更し入力します。

注意！

平成27年11月以前に，特定器材商品名コード（058XXXXXX）の金額欄にフィルム代・現像代・送料の合計金額を入力しコ

ードを作成していた場合は，上記のようにフィルム，現像料，送料に分けて登録し直してください。
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（10）画像診断料

（10）－1　診療種別区分

内容 診療種別区分

画像診断料 .700

画像診断薬剤 .701

画像診断材料 .702

Ⅹ線フィルム .703

画像診断加算料 .704

造影剤・注入手技(点滴) .731

造影剤・注入手技(その他) .732

画像診断料には上記の診療種別区分があります。通常は「.700」を使用しますが，手技料とは別に画像診断薬剤

のみや画像診断材料のみ入力するときに表にある診療種別区分を使用します。画像診断加算料は，撮影料などが

算定できない場合に加算のみ算定するときに使用します。

（例：慢性維持透析患者外来医学管理料を算定時のデジタル映像処理加算の算定） 診療種別区分は省略できま

す。ただし，剤終了の判別は 回数の入力によるか，診療種別区分の入力により判定しますので

場合によっては省略できないこともあります。
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（10）－2　各撮影診断料ごとの入力

時間外緊急院内画像診断料加算

エックス線診断料

核医学診断料

コンピューター断層撮影診断料

■時間外緊急院内画像診断料加算

（1）入力形式

「診療種別区分」

「診療行為コード」

（「コメントコード」△（「日」△「時間」））

（2）入力例

時間外緊急院内画像診断加算を算定する場合，まず診療コードを入力します。

（診察料が時間外等の区分が指定されていない場合は次のような警告を表示します）。

「閉じる」を押します。

診察料の前に時間加算区分を挿入して，「Enter」を押すとコメントコードを自動発生します。

例では20時から緊急の画像診断を行った入力です。
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■エックス線診断料

1.透視診断

（1）入力形式

「診療種別区分」

「撮影部位コード」

「診断コード」

「薬剤コード」△「数量」

　　：

「薬剤コード」△「数量」

「材料コード」△「数量」

　　：

「材料コード」△「数量」＊「回数」

になります。

数量が1の場合は省略できます。回数が1の場合は省略できます。

（2）入力例

（参考）撮影部位コードは参考のためのコードです。

※ユーザにおいて，必要な撮影部位はコードを作成してください。

＜例1＞胸部単純透視をした場合

撮影部位コードを入力して診断コードを入力します。

＜例2＞胃造影透視をした場合

造影剤　バリトップゾル150　100ml
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2.他院写真診断

（1）入力形式

「診療種別区分」

「撮影部位コード」

になります。

（2）入力例

＜例1＞胃部単純撮影したフィルムとスポット撮影したフィルムの写真診断をした場合

他医撮影の写真診断（単純撮影）には撮影部位を選択してください。

3.写真診断＋撮影

（1）入力形式

「診療種別区分」

「撮影部位コード」

「撮影方法コード」

「フィルムコード」△「数量」△「分画数」

　　：

「フィルムコード」△「数量」△「分画数」

「撮影方法コード」

「フィルムコード」△「数量」△「分画数」

　　：

「フィルムコード」△「数量」△「分画数」

「薬剤コード」△「数量」

　　：

「薬剤コード」△「数量」

「材料コード」△「数量」

　　：

「材料コード」△「数量」＊「回数」

になります。

途中の撮影方法コードおよびフィルムコードは同時併施の場合です。同時併施でない場合はないものとして省略

します。数量が1の場合は省略できます。分画数が1の場合は省略できます。回数が1の場合は省略できます。

乳房撮影は部位を省略できます。
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（2）自動算定

自動算定を行うのは次の項目です。

○写真診断料　（撮影方法コードを入力すると自動発生します）。

○撮影料に係る新生児加算および乳幼児加算

○フィルム料に係る乳幼児加算

注意）これらの自動算定を行う診療行為を検索して手入力は行わないでください。

○写真診断料および撮影料に係る2枚目（2回目）から5枚目（5回目）までの算定ルール

（撮影方法に係るフィルムの枚数と分画数から撮影回数を判断し自動算定をします）。

注意）撮影方法コードに回数を入力した場合は，撮影回数の自動算定は行いません。

○画像診断管理加算1(写真診断)

(システム管理マスタで施設基準の届け出の設定があり，「101　システム管理マスタ」－「1007　自動算定情

報・チェック機能」の「10　画像診断管理加算」の項目が「1　算定する」になっている場合に自動算定します)

○写真診断撮影部位選択式コメント

写真診断（単純撮影）の選択式コメントは他の選択式コメントと違い入力時に選択サブ画面が表示されません。

剤の最後に //s と入力すると選択サブ画面を表示します。Pセット登録，撮影部位に選択式コメントを登録し紐

付けを行うと診療行為入力時に自動算定できます。

（3）入力例

＜例1＞胸部単純撮影および写真診断をした場合（胸部に選択式コメントを登録済み）

フィルム　大角　1枚

1. 撮影部位コードを入力して撮影方法コードを入力します。

2. 撮影方法コードを入力すると診断コード，選択式コメントが自動発生します。

3. フィルムコードを入力します。

＜例2＞胸部単純撮影および写真診断を乳幼児に行った場合（胸部に選択式コメントを登録済み）

フィルム　大角　1枚

1. 撮影部位コードを入力して撮影方法コードを入力します。

2. 撮影方法コードを入力すると乳幼児加算コードと診断コード，選択式コメントが自動発生します。

3. フィルムコードを入力します。

4. フィルムコードを入力すると乳幼児であることと撮影部位が胸部であることから乳幼児のフィルム加算

コードが自動発生します。
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＜例3＞右膝関節の単純撮影を2方向および写真診断をした場合（膝関節に選択式コメントを登録済み）

フィルム　大四ツ切　1枚

自動算定した選択式コメントに「右」を入力します。

フィルムコードの次に枚数の「1」を入力しその次に分画数の「2」を入力します。

ポイント！

各フィルムのコードには"700060000　大四ツ切（2分画）"，"700070000　大四ツ切（4分画）"のように分画数のあるコ

ードも存在します。分画数のないコードに対して分画数入力を行なった場合はレセプト作成時にコメントを自動追加しま

す。

Pセット登録を作成し，あらかじめ選択式コメントの「左右」を登録しておくこともできます。

＜例4＞造影剤を使用して胃部の造影剤使用撮影およびスポット撮影をした場合

フィルム　四ツ切　3枚　　（造影剤使用撮影）

　　　　　六ツ切　2枚　　（造影剤使用撮影）

　　　　　六ツ切　2枚　　（スポット撮影）

造影剤　　バリトップゾル150　300ml

1. 撮影部位コードを入力して撮影方法コードを入力します。

2. 撮影方法コードを入力すると診断コードを自動発生します。

3. （注意）消化管の造影撮影を行っていますので透視診断料を自動発生します。  

4. 透視診断の手入力は行わないでください。  

5. 造影剤使用撮影で使用したフィルムコードを入力した後で同時併施の撮影方法コードを入力します。
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6. 診断コード（他方と同時併施）を自動発生します。

7. スポット撮影で使用したフィルムと造影剤のコードを入力します。

＜例5＞造影剤を使用して腎盂の造影剤使用撮影をした場合

フィルム　四ツ切　5枚

造影剤　　イオパミロン300　61.24％ 20ml

＜例6＞腎臓の造影剤使用撮影を行い，造影剤を点滴により注入した場合

フィルム　四ツ切　5枚

造影剤　　イオメロン300　61.24％　100ml　
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造影剤注入手技料は「.731」の後に入力します。

注意！

「.731」の診療種別区分入力後は，画像診断以外の手技料が入力されても剤分離を行わないため，剤入力後に

他の診療行為を入力する場合は次の診療種別区分を入力するか，剤終了の回数を入力して剤を分けてくださ

い。

＜例7＞胸部単純撮影を2回行い，電子媒体に保存した場合

フィルムの入力が無いため，撮影回数に2を手入力します。診断料は自動的に撮影回数に合わせ2回算定します。

＜例8＞2以上の撮影方法を同時に行った場合

＜例9＞乳房撮影

部位を省略して入力できます。
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■核医学診断料

1.シンチグラム

（1）入力形式

　「診療種別区分」

（「撮影部位コード」）

　「撮影方法コード」△「スキャン数またはコマ数」

　「手技加算コード」

　「手技加算コード」△「処理数」

　「フィルムコード」△「枚数」

　　　：

　「フィルムコード」△「枚数」

　「薬剤コード」△「数量」

　　　：

　「薬剤コード」△「数量」

　「材料コード」△「数量」

　　　：

　「材料コード」△「数量」＊「回数」

になります。

スキャン数またはコマ数が1の場合は省略できます。処理数が1の場合は省略できます。

枚数が1の場合は省略できます。数量が1の場合は省略できます。回数が1の場合は省略できます。

（2）自動算定

自動算定を行うのは次の項目です。

核医学診断料

（点数マスタの「手術，検査，入院」画面の検査等実施判断グループ区分が「31」である診療行為について入力さ

れたときに自動算定をします）。

新生児または3歳未満の乳幼児（新生児を除く）。加算

注意）これらの自動算定を行う診療行為を検索して手入力は行わないでください

画像診断管理加算1（核医学），または画像診断管理加算2（核医学）

（システム管理マスタで施設基準の届け出の設定があり，「101　システム管理マスタ」－「1007　自動算定情

報・チェック機能」の「10　画像診断管理加算」の項目が「1　算定する」になっている場合に自動算定します)

なお，各撮影方法を指定した遠隔画像診断管理加算が入力されているときは，それぞれの画像診断管理加算の

自動発生は行いません。また，遠隔画像診断管理加算1，または遠隔画像診断管理加算2を入力した場合は，すべ

ての画像診断管理加算の自動発生を行いません。
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（3）入力例

＜例1＞全身シンチグラムをした場合

クエン酸ガリウム　10MBq

画像記録用フィルム　大四ツ切　5枚

■コンピューター断層撮影診断料

（1）入力形式

　「診療種別区分」

（「撮影部位コード」）

　「撮影方法コード」

　「フィルムコード」△「枚数」

　　　：

　「フィルムコード」△「枚数」

　「薬剤コード」△「数量」

　　　：

　「薬剤コード」△「数量」

　「材料コード」△「数量」

　　　：

　「材料コード」△「数量」＊「回数」

になります。

枚数が1の場合は省略できます。数量が1の場合は省略できます。回数が1の場合は省略できます。

（2）自動算定

自動算定を行うのは次の項目です。

同一部位につきコンピューター断層撮影および磁気共鳴コンピューター断層撮影を同一月に2回以上行った場合

の2回目以降の断層撮影の費用は入力した撮影方法コードを2回目以降のコードに自動振替をします。

入力された薬剤が造影剤の場合は造影剤使用加算を自動算定します。

コンピューター断層診断料

（点数マスタの「手術，検査，入院」画面の検査等実施判断グループ区分が「32」である診療行為について入力さ

れたときに自動算定をします）。

新生児または3歳未満の乳幼児（新生児を除く）。加算

注意）これらの自動算定を行う診療行為を検索して手入力は行わないでください。

画像診断管理加算1（コンピューター断層診断）
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画像診断管理加算2（コンピューター断層診断）

(システム管理マスタで施設基準の届け出の設定があり，「101　システム管理マスタ」－「1007　自動算定情

報・チェック機能」の「10　画像診断管理加算」の項目が「1　算定する」になっている場合に自動算定します)　

なお，各撮影方法を指定した遠隔画像診断管理加算が入力されているときは，それぞれの画像診断管理加算の

自動発生は行いません。また，遠隔画像診断管理加算1，または遠隔画像診断管理加算2を入力した場合は，すべ

ての画像診断管理加算の自動発生を行いません。

（3）入力例

＜例1＞造影剤を使用して頭部の単純CT撮影をした場合

造影剤　アミドトリゾ酸ナトリウム　1瓶

フィルム　画像記録用フィルム　六ツ切　　6枚

造影剤を入力すると造影剤使用加算コードが自動発生します。

＜例2＞当月に頭部単純CT撮影を行っており，今回頭部の磁気コンピューター断層撮影をした場合

フィルム　画像記録用フィルム　大四ツ切　5枚

注意！

いつでも1回目の点数を算定するつもりで入力します。

1. 単純MRIの撮影方法コードを入力します。

2. 当月2回目以降を判断し2回目以降の減算を自動で行います。

3. フィルムコードを入力します。
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（11）その他料

（11）－1　診療種別区分

内容 診療種別区分

その他（リハビリ） .800

その他（労災・自賠責入力） .809

精神科専門療法 .830

放射線治療 .840

（11）－2　入力形式

「診療種別区分」

「リハビリテーションコード」△単位数

または

「精神専門療法等のその他料コード」

「加算コード」

　　　　　：

「薬剤コード」△「数量」＊「回数」

になります。

数量が1の場合は省略できます。回数が1の場合は省略できます。診療種別区分は省略できます。ただし，剤終了

の判別は 回数の入力によるか，診療種別区分の入力により判定しますので場合によっては省略できないことも

あります。

疾患別リハビリテーションの入力

＜運動器リハビリテーション，脳血管疾患リハビリテーションの施設基準不適合減算について＞

減算対象の運動器リハビリテーション料，脳血管疾患リハビリテーション料を入力した場合，施設基準不適合

減算コードが自動算定されます。

減算しない場合は，【5.1　システム管理マスタ】－【1006　施設基準情報】で以下の施設基準を設定します。

「3354　運動器リハビリテーション料（1）（注5に規程する施設基準）」

「3355　運動器リハビリテーション料（2）（注5に規程する施設基準）」

「8009　運動器リハビリテーション料（1），（2）または（3）（注5に規程する施設基準）（名寄せコード）」

「3351　脳血管疾患リハビリテーション料（1）（注5に規程する施設基準）」

「3352　脳血管疾患リハビリテーション料（2）（注5に規程する施設基準）」

「8008　脳血管疾患リハビリテーション料（1），（2）または（3）（注5に規程する施設基準）（名寄せコー

ド）」
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複数のリハビリテーション開始日がある場合のレセプト記載について

疾患別リハビリテーションを算定した場合，直近のリハビリテーション開始日の日付をレセプトへ自動記載し
ます。複数のリハビリテーション開始日がある場合はリハビリテーション開始日を指定することにより，過去の
リハビリテーション開始日をレセプトへ記載することができます。

＜対象のリハビリテーション開始日＞
有効なリハビリテーション開始日（終了していない）で当月を除く過去2回分の範囲で指定可能です。

例）リハ開始日　8月1日
　　リハ開始日　7月1日
　　リハ開始日　6月1日
　　リハ開始日　5月1日

当月が8月であれば8月，7月，6月が指定できる。
当月が9月以降であれば8月，7月が指定できる。

＜対象のリハビリ開始日指示予約コードと日付コード＞
099999935　【レセプト】リハビリ開始日指示（心大血管疾患）
099999936　【レセプト】リハビリ開始日指示（脳血管疾患等）
099999937　【レセプト】リハビリ開始日指示（運動器）
099999938　【レセプト】リハビリ開始日指示（呼吸器）
099999939　【レセプト】リハビリ開始日指示（摂食機能療法）
099999940　【レセプト】リハビリ開始日指示（廃用症候群）
099999941　【レセプト】リハビリ開始日指示（心大早期・初期加算）
099999942　【レセプト】リハビリ開始日指示（呼吸器早期・初期加算）
099999943　【レセプト】リハビリ開始日指示（廃用早期・初期加算）

840000561　令和　年　月　日
840000061　平成　年　月　日

＜入力方法＞
上記予約コードを入力し，同一剤に日付コードを入力します。

例）
運動器リハビリ　7月1日開始日
運動器リハビリ　8月1日開始日　の場合で算定した運動器リハビリの開始日を7月1日と記載する。

注意！

• リハビリ開始日指示コードを入力した月はレセプトへ通常行う開始日の自動記載を行いません。レセプトへは指

示のあった開始日のみ記載します。

• リハビリ開始指示コードの診療区分は.990コメントとなり，リハビリテーション料と同一剤になりません。

• コメント入力した日付と実際にリハビリテーション開始日が入力されている日をチェックします。日付が合わな

い場合はレセプトへコメント記載しません。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 491 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 2.751



心大血管疾患リハビリテーション

治療開始日の入力

治療を開始した日に開始コードを入力します。同一剤に”830100208 疾患名（心大血管疾患リハビリテーション

料）；”と病名を入力します。開始コードを入力した日付と病名をレセプトに記載します。

ヒント

”830100208 疾患名（心大血管疾患リハビリテーション料）；”の代わりにフリーコメントコード，0082，0083から始

まるコメントコードを使用し病名を入力した場合は，当該コメントコードに置き換えてレセプトに記載します。

早期・初期リハビリテーション加算開始コードの入力

早期・初期リハビリテーション加算の起算日を決定するため，発症日，手術日または急性増悪日に”099800211

心大血管疾患（早期・初期）リハビリテーション加算開始日”の開始コードを入力します。

治療開始日，早期・初期リハビリテーション加算開始日より早期・初期リハビリテーション加算の起算日を決

定し，日数チェックおよびレセプト記載します。

注意！

治療を開始した日と発症，手術または急性増悪の日が同じ日でも上記2つの開始コードを入力してください。

＜「手術○日」「急性増悪○日」と記載するには＞

心大血管疾患（早期・初期）リハビリテーション加算開始コードと同一剤に”84000042　手術　

日”，”840000101　急性増悪　月　日”のコードを入力します。

ポイント！

”84000042　手術　日”，”840000101　急性増悪　月　日”を入力するとき，コメント行には日付を入力し

ません。入力した診療日を自動記載します。

リハビリ開始コードを過去の日に入力する

リハビリ開始コードを過去の日に入力する場合は，過去日に診療がある場合は「訂正」で入力します。

診療のないときは開始コードと対象病名を新たに入力します。
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リハビリ開始コードを算定履歴から入力する

算定履歴からリハビリ開始コードと対象病名を入力できます。【2.5.2-(6)　算定履歴】を参照してください。

1日の上限回数と算定チェック期間

リハビリ起算日 治療開始日

算定上限日数 150日

1日単位数 6単位（9単位），月13単位（150日以上）

早期リハ加算起算日

初期加算起算日
発症，手術，急性増悪から7日または治療開

始日のいずれか早い方

目標設定初回算定上限日数 －

目標設定未算定減算 －

リハビリ入力例

リハビリの終了

リハビリ開始日に対する終了日を入力できます。"099800112　心大血管疾患リハビリテーション終了日"

レセプトコメントの終了，日数チェックの終了に使用します。終了日を入力するとその種類のリハビリは複数の

開始日があってもすべて終了となります。

ヒント！

算定履歴照会画面からも終了日が登録できます。で複数回の開始日がある場合は，算定履歴より各開始日に対して終了日

が設定できます。【2.5.2　入力の基本操作】の【（6）算定履歴】を参照してください。

呼吸器リハビリテーション

治療開始日の入力

治療を開始した日に開始コードを入力します。同一剤に”830100220 疾患名（呼吸器リハビリテーション

料）；”と病名を入力します。開始コードを入力した日付と病名をレセプトに記載します。

ヒント

”830100220 疾患名（呼吸器リハビリテーション料）；”の代わりにフリーコメントコード，0082，0083から始まるコ

メントコードを使用し病名を入力した場合は，当該コメントコードに置き換えてレセプトに記載します。
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早期・初期リハビリテーション加算開始コードの入力

早期・初期リハビリテーション加算の起算日を決定するため，発症日，手術日または急性増悪日に”099800241

呼吸器（早期・初期）リハビリテーション加算開始日”の開始コードを入力します。

治療開始日，早期・初期リハビリテーション加算開始日より早期・初期リハビリテーション加算の起算日を決

定し，日数チェックおよびレセプト記載します。

注意！

治療を開始した日と発症，手術または急性増悪の日が同じ日でも上記2つの開始コードを入力してください。

＜「手術○日」「急性増悪○日」と記載するには＞

呼吸器（早期・初期）リハビリテーション加算開始コードと同一剤に”84000042　手術　日”，”840000101　

急性増悪　月　日”のコードを入力します。

ポイント！

”84000042　手術　日”，”840000101　急性増悪　月　日”を入力するとき，コメント行には日付を入力し

ません。入力した診療日を自動記載します。

リハビリ開始コードを過去の日に入力する

リハビリ開始コードを過去の日に入力する場合は，過去日に診療がある場合は「訂正」で入力します。

診療のないときは開始コードと対象病名を新たに入力します。

リハビリ開始コードを算定履歴から入力する

算定履歴からリハビリ開始コードと対象病名を入力できます。【2.5.2-(6)　算定履歴】を参照してください。

1日の上限回数と算定チェック期間

リハビリ起算日 治療開始日

算定上限日数 90日

1日単位数 6単位（9単位），月13単位（90日以上）

早期リハ加算起算日

初期加算起算日
発症，手術，急性増悪から7日または治療開

始日のいずれか早い方

目標設定初回算定上限日数 －

目標設定未算定減算 －
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リハビリ入力例

リハビリの終了

リハビリ開始日に対する終了日を入力できます。"099800142　呼吸器リハビリテーション終了日"

レセプトコメントの終了，日数チェックの終了に使用します。終了日を入力するとその種類のリハビリは複数の

開始日があってもすべて終了となります。

ヒント！

算定履歴照会画面からも終了日が登録できます。で複数回の開始日がある場合は，算定履歴より各開始日に対して終了日

が設定ができます。【2.5.2　入力の基本操作】の【（6）算定履歴】を参照してください。

運動器リハビリテーション

開始日の入力

発症，手術，急性増悪または最初に診断された日に開始コードを入力します。同一剤に”830100217 疾患名（運

動器リハビリテーション料）；”と病名を入力します。開始コードを入力した日付と病名をレセプトに記載しま

す。

ヒント

”830100217 疾患名（運動器リハビリテーション料）；”の代わりにフリーコメントコード，0082，0083から始まるコ

メントコードを使用し病名を入力した場合は，当該コメントコードに置き換えてレセプトに記載します。

＜「手術○日」「急性増悪○日」「診断　○年○月○日」と記載するには＞

リハビリ開始コードと同一剤に”84000042　手術　日”，”840000101　急性増悪　月　日”，”840000058　

日”のコードを入力します。

ポイント！

”84000042　手術　日”，”840000101　急性増悪　月　日”，”840000058　日”を入力するとき，コメント

行には日付を入力しません。入力した診療日を自動記載します。

令和2年4月改定時に診断日年月日のコメントコードが存在しないため，”840000058 日”のコメントを入力し

ても発症日○年○月○日と記載されます。
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早期・初期リハビリテーション加算開始コードの入力

早期・初期リハビリテーション加算の起算日が運動器リハビリテーション起算日と異なる場合に”099800231　

運動器（早期・初期）リハビリテーション加算開始日”を入力します。

※入力がない場合は，運動器リハビリテーション起算日より日数チェックをします。

リハビリ開始コードを過去の日に入力する

リハビリ開始コードを過去の日に入力する場合は，過去日に診療がある場合は「訂正」で入力します。

診療のないときは開始コードと対象病名を新たに入力します。

リハビリ開始コードを算定履歴から入力する

算定履歴からリハビリ開始コードと対象病名を入力できます。【2.5.2-(6)　算定履歴】を参照してください。

1日の上限回数と算定チェック期間

リハビリ起算日 発症，手術，急性増悪または最初に診断され

た日

算定上限日数 150日

1日単位数 6単位（9単位），月13単位（150日以上）

早期リハ加算起算日

初期加算起算日

発症，手術，急性増悪日

目標設定初回算定上限日数 50日

目標設定未算定減算 100分の90

リハビリ入力例

リハビリの終了

リハビリ開始日に対する終了日を入力できます。"099800132　運動器リハビリテーション終了日"

レセプトコメントの終了，日数チェックの終了に使用します。終了日を入力するとその種類のリハビリは複数の

開始日があってもすべて終了となります。

ヒント！

算定履歴照会画面からも終了日が登録できます。で複数回の開始日がある場合は，算定履歴より各開始日に対して終了日

が設定できます。【2.5.2　入力の基本操作】の【（6）算定履歴】を参照してください。

目標設定等支援・管理料の算定について

【目標設定等支援・管理料の算定と算定チェックについて】を参照してください。
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脳血管疾患等リハビリテーション

開始日の入力

発症，手術，急性増悪または最初に診断された日に開始コードを入力します。同一剤に”830100211 疾患名（脳

血管疾患等リハビリテーション料）；”と病名を入力します。開始コードを入力した日付と病名をレセプトに記

載します。

ヒント

”830100211 疾患名（脳血管疾患等リハビリテーション料）；”の代わりにフリーコメントコード，0082，0083から始

まるコメントコードを使用し病名を入力した場合は，当該コメントコードに置き換えてレセプトに記載します。

＜「手術○日」「急性増悪○日」「診断　○年○月○日」と記載するには＞

リハビリ開始コードと同一剤に”84000042　手術　日”，”840000101　急性増悪　月　日”，”840000058　

日”のコードを入力します。

ポイント！

”84000042　手術　日”，”840000101　急性増悪　月　日”，”840000058　日”を入力するとき，コメント

行には日付を入力しません。入力した診療日を自動記載します。

令和2年4月改定により，診断日年月日のコメントコードが存在しないため，”840000058 日”のコメントを入

力しても発症日○年○月○日と記載されます。

早期・初期リハビリテーション加算開始コードの入力

早期・初期リハビリテーション加算の起算日が脳血管疾患等リハビリテーション起算日と異なる場合

に”099800221　脳血管疾患等（早期・初期）リハビリテーション加算開始日”を入力します。

※入力がない場合は，脳血管疾患等リハビリテーション開始日が入力されている日より日数チェックをします。

リハビリ開始コードを過去の日に入力する

リハビリ開始コードを過去の日に入力する場合は，過去日に診療がある場合は「訂正」で入力します。

診療のないときは開始コードと対象病名を新たに入力します。

リハビリ開始コードを算定履歴から入力する

算定履歴からリハビリ開始コードと対象病名を入力できます。【2.5.2-(6)　算定履歴】を参照してください。
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1日の上限回数と算定チェック期間

リハビリ起算日 発症，手術，急性増悪または最初に診断され

た日

算定上限日数 180日

1日単位数 6単位（9単位），月13単位（180日以上）

早期リハ加算起算日

初期加算起算日

発症，手術，急性増悪日

目標設定初回算定上限日数 60日

目標設定未算定減算 100分の90

リハビリ入力例

リハビリの終了

リハビリ開始日に対する終了日を入力できます。"099800122　脳血管疾患等リハビリテーション終了日"

レセプトコメントの終了，日数チェックの終了に使用します。終了日を入力するとその種類のリハビリは複数の

開始日があってもすべて終了となります。

ヒント！

算定履歴照会画面からも終了日が登録できます。で複数回の開始日がある場合は，算定履歴より各開始日に対して終了日

が設定できます。【2.5.2　入力の基本操作】の【（6）算定履歴】を参照してください。

目標設定等支援・管理料の算定について

【目標設定等支援・管理料の算定と算定チェックについて】を参照してください。

廃用症候群リハビリテーション

開始日の入力

廃用症候群の診断または急性増悪日に開始コードを入力します。同一剤に”830100214 疾患名（廃用症候群リハ

ビリテーション料）；”と病名を入力します。開始コードを入力した日付と病名をレセプトに記載します。

ヒント

”830100214 疾患名（廃用症候群リハビリテーション料）；”の代わりにフリーコメントコード，0082，0083から始ま

るコメントコードを使用し病名を入力した場合は，当該コメントコードに置き換えてレセプトに記載します。

早期・初期リハビリテーション加算開始コードの入力
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廃用症候群リハビリの起算日をレセプトへ記載するため，廃用症候群に係わる急性疾患の発症日，手術日もし

くは急性増悪または廃用症候群の急性増悪日に”099800291　廃用症候群（早期・初期）リハビリテーション加

算開始日”の開始コードを入力します。

注意！

廃用症候群リハビリテーション開始日と廃用症候群（早期・初期）リハビリテーション加算開始日が同じ日でも上

記2つの開始コードを入力してください。

＜「手術○日」「急性増悪○日」と記載するには＞

（早期・初期）リハビリテーション加算開始コードと同一剤に”84000042　手術　日”，”840000101　急性増

悪　月　日”のコードを入力します。

ポイント！

”84000042　手術　日”，”840000101　急性増悪　月　日”を入力するとき，コメント行には日付を入力し

ません。入力した診療日を自動記載します。

リハビリ開始コードを過去の日に入力する

リハビリ開始コードを過去の日に入力する場合は，過去日に診療がある場合は「訂正」で入力します。

診療のないときは開始コードと対象病名を新たに入力します。

リハビリ開始コードを算定履歴から入力する

算定履歴からリハビリ開始コードと対象病名を入力できます。【2.5.2　入力の基本操作】の【（6）算定履歴】を

参照してください。

1日の上限回数と算定チェック期間

リハビリ起算日 廃用症候群の診断日または急性増悪日

算定上限日数 120日

1日単位数 6単位（9単位），月13単位（120日以上）

早期リハ加算起算日

初期加算起算日

廃用症候群に係わる急性疾患の発症，手術，

急性増悪または廃用症候群の急性増悪

目標設定初回算定上限日数 40日

目標設定未算定減算 100分の90

リハビリ入力例

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 499 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 2.767

図 2.768



リハビリの終了

リハビリ開始日に対する終了日を入力できます。"099800192　廃用症候群リハビリテーション終了日"

レセプトコメントの終了，日数チェックの終了に使用します。終了日を入力するとその種類のリハビリは複数の

開始日があってもすべて終了となります。

ヒント！

算定履歴照会画面からも終了日が登録できます。で複数回の開始日がある場合は，算定履歴より各開始日に対して終了日

が設定できます。【2.5.2　入力の基本操作】の【（6）算定履歴】を参照してください。

目標設定等支援・管理料の算定について

次項の【目標設定等支援・管理料の算定と算定チェックについて】を参照してください。

目標設定等支援・管理料の算定と算定チェックについて

脳血管疾患等リハビリテーション料，運動器リハビリテーション料，廃用症候群リハビリテーション料を算定

する要介護被保険者等において，目標設定等支援・管理料の算定状況から各リハビリテーションの算定チェッ

クができます。

＜チェックを行うには＞

• 患者登録画面－「その他」タブの「介護認定情報」を登録します。

＜リハビリ算定時のチェック＞

各リハビリテーションの標準的算定日数の3分の1が経過後，直近3ヶ月以内に目標設定等支援・管理料の算定が

ない場合に減算対象のメッセージを表示します。

各リハビリテーションの標準的算定日数の3分の1が経過していない日，または直近3ヶ月に目標設定等支援・管

理料の算定があるときに各リハビリ減算コードを入力した場合は，減算対象ではないメッセージを表示します。
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精神科専門療法

＜通院・在宅精神療法を行った場合＞

初診時に通院精神療法を90分行った場合，選択式コメントに診療時間を入力します。

20歳未満の患者の場合

システム予約コード ”099830102　通院・在宅精神療法開始日”を入力します。

レセプトへ精神科初回受診年月日の選択式コメントを自動記載します。

＜加算の自動発生＞

業務メニュー「91　マスタ登録」－「1006　施設基準情報」に設定してある場合以下の自動算定をします。

1. 16歳未満で開始日より2年以内の場合

”180047270　児童思春期精神科専門管理加算（16歳未満）”を自動算定します。

2. 1.以外で20歳未満で開始日より1年未満の場合

”180020570　通院・在宅精神療法（20歳未満）加算”を自動算定します。

• ”180047370　児童思春期精神科専門管理加算（20歳未満）”を算定する場合は手入力を行ってくださ

い。

ヒント！

加算の自動発生を「101　システム管理マスタ」－「1038　診療行為機能情報」で自動発生しないように設定できます。

”099830102 通院・在宅精神療法開始日”の入力がない場合は，初診日より自動算定，1年または2年の入力チ

ェックをします。
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＜3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合の通院・在宅精神療法＞

通院・在宅精神療法と同時に入力された薬剤を「登録」時にチェックし警告表示をします。

「登録」時に薬剤の逓減チェックがあります。

その後，通院・在宅精神療法のチェックがかかります。

算定要件を満たしている場合は「閉じる」後，再度「登録」を押して算定してください。

算定要件を満たさない場合は，逓減コードを手入力してください。

＜精神科ショート・ケア，デイ・ケア，ナイト・ケア，デイ・ナイト・ケアの場合＞

初回の日にシステム予約コード ”099830108 精神科デイ・ケア等開始日”を入力します。

レセプトへ初回算定年月日のコメントを自動記載します。

＜精神科デイ・ケア等早期加算，精神科ショート・ケア早期加算の算定日チェックを行うには＞

次の診療を最初に算定した日に予約コードを入力します。

精神科デイ・ケア

精神科ショート・ケア

精神科ナイト・ケア

精神科デイ・ナイト・ケア

重度認知症患者デイ・ケア

または精神病床を退院した日

システム予約コード

"099830101　精神科ケア早期加算開始日"

直近の予約コードが入力されている日から期間をチェックし，早期加算を入力した日が1年を超えていれば警告

メッセージを表示します。
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注意！

"099830101　精神科ケア早期加算開始日"は早期加算の1年の期間をチェックするためのコードです。

レセプトに日付の記載を行うコードではありません。

＜依存症集団療法＞

治療開始日にシステム予約コード ”099830103　依存症集団療法開始日”を入力します。

レセプトに治療開始日のコメントを自動記載します。

放射線治療

＜体外照射（エックス線表在治療）の1回目を行った場合＞

体外照射用固定器具を使用した場合

＜診療種別区分　.809　その他（労災・自賠責入力）について＞

09591・・・～09593・・・の労災・自賠責用の金額フリー（単価0円）で作成したコードを入力した場合，診療

種別区分「.809　その他（労災・自賠責入力）の扱いになります。
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（12）病理診断

内容 診療種別区分

病理診断 .640　

病理診断加算料 .643　

ポイント！

病理診断加算を単独入力するには「.643」を使用して入力します。

算定を行う診療行為コードを入力します。

病理組織顕微鏡検査を行った場合は次のような入力になります。

この診療行為コードの場合は，検査を行った臓器の数を数量として入力します。

ただし，3臓器以上の場合は3臓器が限度ですのでその場合は「3」を数量として入力します。

免疫染色病理組織標本作製を行った場合の加算は該当の診療行為コードを入力します。

1臓器につき算定できますので数量として臓器の数を入力します。

電子顕微鏡を使用した場合の加算は該当の診療行為コードを入力します。
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（13）コメント文

（13）－1　診療種別区分

内容 診療種別区分

コメント .990

コメント（摘要欄下部表示） .991

（13）－2　入力方法

「診療種別区分」

「コメントコード」

または

「診療行為コード」

 「加算コード」

「コメントコード」

コメントコードには作成するコード番号により以下のような種類があります。

作成するコメントコード 内容

810000001 フリーコメントコードです。自由に編集できます。

紙レセプト提出：一行40文字まで入力できます。

0082XXXXX 固定文の登録に適しています。

例）（初回），（右），（左），（両側）等

0083XXXXX 入力後にコメント内容を自由に変更できます。

例）（疾患名：　　　）等

0084XXXXX 入力後に数値をスペースで区切って入力できます。

例）（前回実施日　　年　　月　　日），（朝　　単位）等

0085XXXXX レセプトに印字しないコードです。

レセプト以外の帳票（処方箋，指示せん等）には印字します。

主に院内処方箋のコメントに使用します（0082XXXXX～0084XXXXXを使用するとレセプ

トに印字されてしまうためです）。

0086XXXXX すべての帳票，レセプトに印字しない画面表示用のコメントコードです。

主に一覧表示の区切り等に使用します。

例）（以下より上肢），（以下より皮膚科薬剤）等

ヒント！

コメントコードの登録は【5.3　ユーザ点数マスタの設定について】の【（4）コメント文の登録】を参照してください。
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＜診療内容にコメントをつける場合＞

診療行為にコメントをつける場合は.990，.991は使用せず入力したい剤の最後にコメントコードを入力します。

（剤の途中にコメントを入力するとレセプト電算ではエラーになる場合があります）

例ではコメントが40文字を超えるため，2行分けてコメントの入力を行っています。

＜コメント単独で入力する場合＞

.990　コメント（摘要欄上部に表示）

.991　コメント（摘要欄下部表示）を使用します。

【レセプト表示】
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＜診療行為レコードにコメントを含めて記録する方法＞

コメントコードはレセプト電算データに記録する際，2種類の記録方法があります。

• 診療行為レコードとコメントレコードを別に記録する。

ここまでに説明した診療行為と同じ剤にコメントを入力する方法と「.990」「.991」でコメントを入力す

る方法では診療行為とコメントのレコードを別に記録します。

• 診療行為レコードにコメントコードを含めて記録する。

コメントコードの後ろに「C」または「c」を入力すると，診療行為レコードにコメントレコードを含めて

記録できます。これは次に説明します。

■診療行為レコードに含める方法

例）熱傷処置

　　初回実施日　3月　5日

入力方法：

140032010　熱傷処置（100cm2未満）

840000085 3 5 c　初回実施　3月　5日

レセ電コードの記録：

SI,40,1,140032010,,135,1,840000085,0305,,,,,,,,・・・

　

ポイント！

コメントコードの後にスペース（半角）を入力し，「C」または「c」を入力してください。

注意！

紙レセプトに印字したときは従前どおり診療行為の下にコメントを記載します。
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（13）－2　診療費明細書にコメントを記載する方法

診療費明細書にコメントコードの内容を記載するには，使用する診療費明細書のプログラムオプションにコメ

ントコードを登録する必要があります。

＜プログラムオプションの登録＞

1.業務メニュー→「91　マスタ登録」→「101　システム管理マスタ」→「1910　プログラムオプション情報」を選

択します。使用する診療費明細書を選択します。

2.オプション内容の "COM_HYOUJI_1" から "COM_HYOUJI_5" に記載するコメントコードを登録します。

登録例）

COM_HYOUJI_1=008200000-008299999

COM_HYOUJI_2=008300000-008300010

COM_HYOUJI_3=008400100-008400199

#COM_HYOUJI_4=

#COM_HYOUJI_5=

登録したコメントコードを診療費明細書に記載します。

ポイント！

• 使用する診療費明細書に登録する必要がある。

• コメントコードを作成するときに，診療費明細書に記載するコメントコードの範囲を決めておくと便利。
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2.7 病名

2.7.1 病名登録

（1）患者の呼び出し

（2）病名の登録

（3）病名の修正

（4）項目の説明

（5）簡単修正

（6）病名の複写・別の診療科へコピー（移動）をする

（7）病名番号欄から区分を修正する

（8）移行先病名の表示，別コードに置き換えができる病名の表示

（9）廃止病名の表示

（10）病名の削除

（11）コメント入力

＜ファンクションキーの説明＞

（1）患者の呼び出し

他業務（診療行為など）で患者を呼び出した状態で病名登録画面へ遷移した場合は，患者情報を引き継いで表

示をします。病名登録画面から患者を呼び出す場合は，以下のいずれかの方法を使用します。

患者番号欄へ患者番号を入力する。

患者番号入力欄へ検索する患者の名字，または氏名を10文字以内の全角カタカナまたは漢字で入力する

「氏名検索」(F9)から患者の名字，または氏名を入力し検索する。
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＜診療科の表示について＞

デフォルト設定では，他の業務から患者情報を引き継ぎ病名登録へ遷移した場合は，診療科も引継ぎその診療

科を表示します。病名登録画面から患者を呼び出した場合は，最終受診科を表示します。

「101　システム管理マスタ」－「1042　病名・コメント機能情報」で初期設定の変更できます。

＜表示期間について＞

デフォルト設定では，「0　当月」を表示します。

当月に有効な病名のみ表示します。

「101　システム管理マスタ」－「1042　病名・コメント機能情報」により，初期設定の変更できます。

コンボボックスを選択すると，表示内容を切り替えできます。

「0　当月」・・・当月有効な病名のみ表示

「1　前月」・・・前月に有効な病名のみ表示

「2　全体」・・・登録されているすべての病名を表示

表示の切り替え方法は，ファンクションキー(Shift＋F9)またはマウスで切り替えます。

＜入院・入院外の病名表示について＞

「入外区分」欄で「1　入院」または「2　入院外」を選択して登録された病名は，「入・外」(Shift＋F11)またはマ

ウスで表示画面を切り替えて入院・外来分のみ表示できます。

なお，入外区分欄が選択されなかった（空白）病名は，切り替えボタンの選択にかかわらずすべての画面に表

示をします。

デフォルトは，「0　入院・入院外」を表示します。

「0　入院・入院外」・・・入外区分で「1　入院」または「2　入院外」を選択した病名のどちらも表示します。また，

入外区分が選択されていない病名についても表示をします。

「1　入院」・・・入外区分で「1　入院」を選択した病名および選択の無い病名を表示します。

「2　入院外」・・入外区分で「2　入院外」を選択した病名および選択の無い病名を表示します。

＜未コード化傷病名の表示＞

未コード化傷病名にはオレンジの色をつけて表示します。
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（2）病名の登録

病名コード～保険病名の各項目を入力します。病名コード欄にコードを入力する場合は同じ開始日の病名を複数

入力出来ます。入力後，「登録」(F12)を押すと患者病名マスタに登録します。

開始日は，入力しない状態で「登録」すると患者番号欄下の診療年月日の日付で登録をします。

ヒント！

病名の総件数に上限はありませんが，同一診療科・同一診療開始日で最大99件（「削除一覧」(Shift＋F8)の病名も含む）

の上限があります。

＜補足コメントについて＞

• 20文字まで登録します。21文字以降は削除します。

• （　）は入力しません。紙レセプトには自動的に記載します。

• 複数病名を入力する場合は補足コメントの入力はできません（補足コメントを含む自院コードの場合も

同じ）。

• 照会業務から補足コメントの検索はできません。

• 補足コメントのみの入力はできません。

＜労災保険・自賠責保険・公害の場合＞

医保の場合の入力と同様になります。

ただし，各レセプトへ病名を印字させるためには「保険適用」欄へ労災保険または自賠責保険，公害を選択する

ことが必須になります。
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＜自賠責（第三者行為）の病名について＞

医保の場合の入力と同様になります。

ただし，保険適用欄の右側に「第三者行（部位）」を選択します。

ヒント！

• 「第三者」が選択されている病名は，医保のレセプトと自賠責（第三者行為）レセプトの両方に記載します。

• 保険適用欄には第三者行為を含んだ保険組合せは表示しません。

＜病名の二重登録チェックについて＞

基本的に同一病名を二重登録することはできません。

次の場合は二重登録できます。

診療科が違う場合

（確認メッセージを表示します。確認メッセージは「101　システム管理マスタ」－「1042　病名・コメント機能

情報」で表示の有無が設定できます）

入・外区分が違う場合

健保，労災・自賠，自費（※）の指定が違う

労災・自賠同士で保険組合せが違う（労災・自賠の保険が複数ある場合）

※保険限定を行っていない病名は元々自費保険も対象になるため，二重登録できません。

※保険限定を行っている病名は自費保険であれば二重登録できます。
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（3）病名の修正

病名の内容に変更がある場合は，病名番号を入力するか，マウスで該当行をクリックして内容を表示後に修正

します。修正後，「登録」(F12)を押すと変更後の病名内容を患者病名マスタに登録します。

＜病名修正時の疑い区分について＞

病名コード欄に疑いコードを入力すると疑い区分を自動算定します。

その後，病名コード欄の疑いコードを削除しても疑い区分は設定されたままになります。
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また，病名コード欄に疑いコードが残っていても，病名欄に入力されている「の疑い」を消した場合は疑い区分

はクリアします。

ポイント！

初期設定では疑い区分の表示が病名欄のみ連動しています。

「101　システム管理マスタ」－「1042　病名・コメント機能情報」で病名欄と病名コード欄の両方を連動できま

す。
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（4）項目の説明

病名番号 修正する病名を病名一覧の番号で入力します。

病名番号欄から登録内容を修正できます。

入力診療科 病名を入力する診療科を選択します。

全体表示または別の科を表示させながら選択した診療科へ登録できます。

病名コード 入力CDまたは傷病名コードを入力します。

病名 以下の3つの方法のいずれかを使用して傷病名を入力します。

病名コードを入力したとき，対応した病名が「病名」欄へ表示します。各病名間は「／」で区

切られます。自院病名コードの一部を入力した場合は，前方一致で検索し一覧を表示しま

す。

病名からの入力を行うとき，「病名」欄へ直接ワープロ入力するとシステムで病名マスタを

検索します。

このとき，病名コード欄にはコードが表示されません。

※「CD表示」(Shift＋10キー）によりコードを確認できます。直接病名に入力された文字

列が病名マスタと一致した場合コードを表示します。一致しない場合は「0000999」を表示

します。複数病名が入力済みの場合は空白行をあけて，区切って表示します。

「入力CD検索」(F4)，「病名検索」(F5)機能を使用して「病名」欄へ病名を表示します。

補足コメントコード 入力CDまたは傷病名コードを入力します。

補足コメント 入力CDまたは傷病名コードを入力すると補足コメント欄に表示します。

直接ワープロ入力できます。

カルテ病名 レセプト上とカルテ上の病名を異なる病名とする場合に，カルテ用に表示する病名を最大

40文字まで入力できます。

なお，レセプトとカルテの病名を同一とする場合は「病名」欄への病名入力のみとし，「カ

ルテ病名」欄の入力は必要ありません。

開始日 該当病名の診療開始日を入力します。（未入力時はシステム日付を自動でセットします） 

開始日にオンライン日付より大きい日付が入力された場合，開始日を入力時に警告メッセ

ージを表示します。

また，年・月・日を省略できます。

例）システム日付がH22.9.3の場合に

入力 表示

3 H22.9.3

10 H22.9.10

802 H22.8.2

8.2 H22.8.2

230802 H23.8.2

30802 H3.8.2

10.8.2 H10.8.2

転帰 コンボボックスから選択します。

「8　移行」の転帰区分が登録された病名は，レセプトまたはレセプト電算処理データに記

載されません。病名の履歴は残すが，レセプトへの記載は行わない場合に使用できます。

（例）胃潰瘍が胃癌に進行した場合に胃潰瘍に「8　移行」を登録したとき，病名の履歴と

して胃潰瘍は残るが，レセプトへの記載は行わない。

労災・自賠病名に入力された転帰はレセプトに反映しません。労災・自賠保険入力画面の

転帰をレセプトに記載しますが，病名を区切るために転帰は入力してください。

「2　死亡」を登録すると業務メニュー「12　登録」の死亡区分に「レ」を登録します。

転帰日 転帰の状態になった日を入力します。 「転帰」欄を選択したとき，「転帰日」の初期表示は

システム日付を表示します。

疑い 入力した病名が「疑い」もしくは「急性」にあたるものについて，病名コードまたは病名欄

で「疑い」等をつけていない病名にはコンボボックスから選択します。これにより，レセプ

トへは「の疑い」もしくは「急性」をつけた病名を表示します。病名コードまたは病名欄で病

名に「の疑い」をつけた場合は，自動的に選択します。

主病名 入力した病名を主病名にするとき，「1　主病名である」を選択します。

レセプトの主病名の記載方法について・・・【5.1　システム管理マスタ】の【2005

レセプト総括情報】

病名画面の主病名メッセージについて・・・【5.1　システム管理マスタ】の【1042

病名・コメント機能情報】を参照
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疾患区分 入力した病名に疾患区分をつけ自動算定したい場合に選択します。

通常は入力した病名に対応する病名マスタにより自動設定します。

入外区分 区分を指定しない場合（空白）は，入院，外来両方のレセプトに病名を表示します。

「外来のみ」または「入院のみ」に病名を表示する場合はコンボボックスから選択します。入

院・外来で主病名が異なる場合など，同一病名を入院，外来別に登録するときにも使用し

ます。

保険適用 区分を指定しない場合（空白），すべての保険組合せを対象にレセプトに病名を表示しま

す。

保険適用欄を選択した場合は，その保険組合せのみのレセプトに病名を表示します。な

お，労災・自賠責保険の場合は必須選択してください。

レセプト表示 レセプトへ病名を表示させない場合に「1　表示しない」を選択します。

レセプト表示期間 入力した病名をある期間だけレセプト表示させる場合に使用します。

病名開始日より暦月で何ヶ月間レセプトに表示するかの月数を入力します｡

「101　システム管理」－「2005　レセプト・総括印刷情報」で転帰日とレセプト表示期間

のどちらを優先してレセプト記載するか設定できます。

保険病名 必須入力項目ではありません。

当該項目は，入力した病名が医学的根拠によるものか，保険請求によるものかを識別する

ために設けたものです。（※将来的に統計などで使用を考えています）。

退院証明書記載 退院証明書に記載する病名に設定します。

期間（開始日～転帰日）が重複する複数の病名に設定することはできません。

原疾患区分 MI_CAN連携等，データ収集に使用する項目です。

合併症区分 MI_CAN連携等，データ収集に使用する項目です。

↑・↓ 病名の順番を入れ替えます。

• 同一開始日の病名で順番を入れ替えます。

• 「0　全科」「0　入院・入院外」のときのみ機能します。

• 該当の病名を選択し，ボタンを押します。

＜病名コード欄について＞

7桁で最大6つ（補足コメントは3つ）以内の病名コードが入力できますが，修飾語コード（接頭語，接尾語）と

の組み合わせにより一度に登録される病名の数は変わります。

修飾語コードは7桁のうち，先頭3桁がZZZで表されています。修飾語コードの入力は先頭に「.」を付けることに

より省略入力できます。

【例】「ZZZ5007」　→　「.5007」

　病名コードは，修飾語コードの組み合わせにすると修飾語コード（接頭語）を

　複数＋傷病名コード＋修飾語コード（接尾語）を複数の組み合わせになります。

【例】「ZZZ4012」＋「4309001」＋「ZZZ8002」

　「急性」＋「くも膜下出血」＋「の疑い」

　編集後：「急性くも膜下出血の疑い」

病名欄へ直接病名を入力する場合に限り，修飾語コードのみ（接頭語＋接頭語，接頭語＋接尾語）で構成され

た病名が登録できます。この場合は「病名編集」の扱いになります。病名コード欄に「／／」を入力すると，「入力

コード検索」画面を呼び出します。

また「／／nnn」（nnnは分類コード）を入力すると分類コードを入力された状態で表示します。
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＜病名コードの挿入・削除＞

病名コードの末尾に「＋」「－」を付けることにより，入力済みの病名コードの追加・削除できます。半角全角ど

ちらでも入力できます。

病名コードの挿入は病名コード欄に「＋」「Enter」を入力します。

病名コードの削除は病名コード欄に「－」「Enter」を入力します。

＜自院入力コードの入力について＞

自院病名入力コードの「部位」のコードが6つの入力欄に1つ以上存在する場合は，1病名の組み立てと判断し複

数病名入力はできません。自院病名入力コードの「部位」のコードが存在しない場合は，自院入力コード・病名

マスタコード混在で複数病名入力できます。

病名入力のチェックは，接頭語・病名・接尾語の順序チェックをします。ただし，自院入力コードの「部位」に

ついての順序はどこでもできるようにします。末尾に「部位」を入力された場合は括弧で始まる名称かチェック

を行い，括弧が無い場合は警告メッセージを表示します。警告メッセージですので入力はできるようにします。

入力例）

「部位」「接頭語」「病名」「接尾語」

「接頭語」「部位」「病名」「接尾語」

「接頭語」「病名」「部位」「接尾語」

「接頭語」「病名」「接尾語」「部位」

病名マスタコード＋自院コード混在が入力できますが，組み立てた病名のすべてのコードが22以上になる場合

は，自動的に病名編集として「0000999」をセットします。

病名コードを入力するとコードに一致する病名を表示します。その後病名欄で病名を編集した場合でも表示され

ている病名コードは再表示されません（最初に入力した病名コードを表示します）。内部的にはコードの再検索

を行っていますので「CD表示」(Shift＋F10)では再検索された病名コードを表示します。

病名マスタと一致しない場合は「CD表示」で「0000999」を表示します。この場合も病名コード欄は最初に入力した

コードを表示します。

＜未コード化傷病名（病名編集）について＞

レセプト電算処理システムでは厚生労働省が定めた統一コードを使用して請求をしますが，この病名マスタコ

ードに該当が無い傷病名や，コードによる組み立てができなかった傷病名は未コード化傷病名としてデータを

作成します。

病名登録画面の保険組合せ一覧の左側上部に「病名編集」と表示されているものは未コード化傷病名です。

病名一覧ではオレンジの色をつけて表示します。

ヒント！

登録済みの病名から未コード化傷病名を検索しリストを発行できます。

「101　システム管理マスタ」－「3002　統計帳票出力情報（月次）」で登録し，「52　月次統計」から印刷をします。
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＜「文字超過」の表示について＞

上記のような未コード化傷病名では無いにもかかわらず，以下の条件のときにレセプト電算処理では未コード

化傷病名になる場合があります。この場合，病名の文字数のチェックを内部で行い，警告として「文字超過」と

赤色の文字で表示します。

「条件」

病名が廃止病名または移行病名・推奨病名を置き換えなかったとき，廃止年月日が病名開始日より小さい場合

で文字数がオーバーしている場合

21個のコードで組み立てた病名に疑いフラグや主病名フラグを設定した場合

病名を選択後，「登録」(F12)をすると再度病名を読み込むため，次回選択時より「文字超過」を表示できます。な

お，「101　システム管理マスタ」－「2005　レセプト・印刷情報」でレセプト電算処理の設定がされているときは，

データチェックの「5.患者病名」を選択すると病名文字数のチェックをします。

レセプト電算データを提出時にはデータチェックで確認することを推奨します。

＜病名の順番を入れ替える＞

以下の条件で病名の順番を入れ替えできます。

• 順番を変えることができるのは同一開始日の範囲内

• 「0　全科」「0　入院・入院外」表示のとき機能する

※診療科がひとつの場合は「0　全科」表示はしない

• 「当月」表示の場合は，当月開始病名のみ入れ替えできます

• 「前月」表示の場合は，前月開始病名のみ入れ替えできます

• 「全体」表示の場合は制限なしで入れ替えできます

注意1

病名の順番を入れ替えた後，必ず「登録」(F12)を押してください。

注意2　レセプト記載について

順番を入れ替えた病名をレセプトに反映させるには，「101　システム管理マスタ」－「2005　レセプト・総括印刷情報」の

病名記載順の項目を「2　入力順に記載する」に設定します。
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（5）簡単修正

病名番号欄で複数の病名を選択し，簡単修正機能画面を見ながら修正できます。

病名番号に簡単修正機能識別子の「.病名番号，または.*」を入力し「Enter」を押します。

（入力例）病名番号1～3を選択し修正する場合

「.1－3」と修正を行う病名を指定後，「Enter」を押すと簡単修正機能画面を画面表示します。

内容を修正後，「登録(F12)」を押します。

この例の修正内容は病名番号1，2，3番の病名に反映します。

ヒント

病名番号へ「.*」を入力するとすべての病名が対象になります。
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（6）病名の複写・別の診療科へコピー（移動）をする

＜病名の複写＞

転帰済みの病名から新規に複写登録できます。

複写したい転帰済み病名を簡単修正で開きます。複数選択できます。

※病名を複写する際，病名番号欄に指定した病名の各区分も複写します。

※複写と同時に各区分を修正できます。

「F10：複写」を押すかマウスでクリックし，開始日を入力します。

「F12：登録」を押します。
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＜別の診療科へ複写（移動）する＞

移動したい病名を複数選択し，簡単修正画面を表示します。

複写（移動）先の診療科をセットし，「登録」(F12)を押します。

メッセージより移動または複写を選択します。

注意！

病名が全科表示のときは複写・移動はできません。

別診療科へ複写・移動する場合は同時に開始日は変更できません。

（7）病名番号欄から区分を修正する

病名番号欄を利用して複数の病名を選択し，まとめて登録内容の変更できます。

「病名番号」項目の入力フォーマットは，以下のとおりです。

「.（病名番号）／転帰／転帰日／疑い／主病名／疾患区分／入外区分／保険適用」

先頭に入力した「.（ピリオド）」は簡単修正機能の識別子です。病名番号の指定は「，」で区切り5つまで指定で

きます。各項目の設定済みの値を取り消すには「－」を入力します。

（入力例1）病名番号の1と4の傷病名について，疑いフラグを取り消す場合

　「.1，4／／／－／」　と入力します。
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「.」以下は複数の病名を選択できます。

　番号1と3と4を選択する場合：「.1，3，4／～」

　番号1と3～5を選択する場合：「.1，3－5／～」

　すべてを選択する場合：「.＊／～」

（入力例2）病名番号2と3の傷病名を治癒（6／10）と修正します。

「.2.3／1／4250610」と入力します。

（入力例3）病名番号1，4の傷病名の入外区分を外来に変更する場合

「.1，4／／／／／／2」と入力します

（8）移行先病名の表示，別コードに置き換えができる病名の表示

＜移行先病名の表示＞

病名マスタに移行先コードがあるとき，移行先病名の内容を表示します。

移行先の病名に置き換える場合は「OK」を，置き換えずに入力した病名とする場合は「NO」を選択します。
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＜別コードに置き換えができる病名の表示＞

病名コード欄に入力された病名が移行病名または廃止病名であり，別のコードに変換ができる場合は，メッセ

ージを表示します。

（例1）

　胃　ZZZ1202　潰瘍　5239006（廃止病名）　　　　　　　　　　胃潰瘍　5319009

潰瘍が廃止病名のため，ほかにコード化できる病名を探します。

（例2）

入力した病名 移行先病名 置換病名コード

膝ガングリオン　7274039

（廃止病名，移行先あり）

膝関節部ガングリオン　7274044 膝　ZZZ1042

ガングリオン　7274003

移行先病名と入力病名と同じ病名でコードの置き換えができる病名を表示します。

移行先病名を採用する場合は「移行先病名へ変更」(F10)を押します。

置換病名を採用する場合は「置換病名コードへ変更」(F12)を押します。
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＜移行病名・推奨病名チェックについて＞

移行病名・推奨病名のチェックは病名入力時にチェックします。

「NO」を選択し登録した病名は登録内容を変更する場合はチェックされません。

「101　システム管理マスタ」－「1042　病名・コメント機能情報」によりメッセージ表示の有無が設定できます。

（9）廃止病名の表示
病名マスタに移行先コードがなくて廃止年月日がある場合（99999999以外），廃止病名であることをエラーメ

ッセージで表示します。

＜廃止病名チェックについて＞

廃止病名のチェックは病名入力時にチェックします。

「NO」を選択し登録した病名は登録内容を変更する場合はチェックされません。

「101　システム管理マスタ」－「1042　病名・コメント機能情報」によりメッセージ表示の有無が設定できます。

※廃止病名は登録していただいて問題ありません。

　紙レセプトに表示する場合はそのまま記載します。

　レセ電の場合は未コード化傷病名として編集します。

（10）病名の削除

＜個別で削除する場合＞

病名番号を選択し病名内容を表示後に「削除」(F8)を押すと患者病名マスタから削除します。

＜まとめて削除する場合＞

（5）簡単修正の要領で複数の病名を選択し，簡単修正機能画面の「削除」(F3)を押します。

削除した病名は「削除一覧」(Shift＋F8)で内容を確認できます。

削除病名を元に戻すことはできません。

「削除」(F8)で削除病名一覧の病名すべてを削除します。
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（11）コメント入力

レセプトへ症状詳記のコメントを記載できます。

病名画面より「コメント(Shift＋F5)」を押します。

＜入外区分の初期表示について＞

無床版の日レセの場合は「2 入院外」を初期表示します。

有床版の日レセの場合は以下の条件で表示を切り替えます。

他業務から遷移した場合に他業務で入外区分が設定済みであれば，

設定されている入外区分を表示します。

他業務から遷移していない，または遷移しても入外区分が設定されていない場合は，

該当の診療年月の入院歴を参照して，入院歴があれば「1 入院」を初期表示します。

例1）他業務からの遷移

診療行為画面で外来画面を開く

　　↓

病名画面へ遷移

　　↓

コメントを開く（診療行為から外来区分を引き継ぐので入院外）

診療行為画面で入院画面を開く

　　↓

病名画面へ遷移

　　↓

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 525 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 2.806



コメントを開く（診療行為から入院区分を引き継ぐので入院）

（※この場合に診療行為画面で患者を開かなくても入外区分のみ引き継がれます）

（※入院歴の有無に関係なく入外区分を引き継ぎます）

例2）他業務から遷移しない場合

業務メニュー画面

　　↓

病名画面

　　↓

コメント画面

（この場合は，当月に入院歴があれば入院，入院歴がなければ入院外）

コメント入力の操作は【2.9　会計照会】の【（2）コメント登録画面について】を参照してください。

＜ファンクションキーの説明＞

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 遷移元の画面へ戻ります。

クリア F2
入力途中の病名の項目情報をクリアします。

もう一度押し一覧画面に登録修正された内容をクリアし，患者番号

の入力の状態になります。

前回患者 F3 各種処理で前回処理した患者を対象とする場合に使用します。

入力CD検索 F4 自院で編集した病名の登録をします。

入力CD Shift＋F4 自院病名登録の画面へ遷移します。

病名検索 F5 病名検索の画面へ遷移します。

コメント Shift＋F5 コメント入力画面へ遷移します。

手術歴 Shift＋F6
過去に行った手術の一覧およびレセプトの摘要欄に手術歴の記載を

行う場合に記載するコメントを登録します。

前頁 F6
病名の表示は一画面に200まで表示します。

200以上病名がある場合は「前頁」「次頁」により表示を切り替えます。

次頁 F7
病名の表示は一画面に200まで表示します。

200以上病名がある場合は「前頁」「次頁」により表示を切り替えます。

削除 F8 選択した病名内容をマスタから削除します。

氏名検索 F9 氏名検索の画面へ遷移します。

当月 Shift＋F9

一覧表示する病名を切り替えます。

切り替えは次の順番で切り替わります。

「当月」→「前月」→「全体」

　↑　　　　　　　　　↓

　　←---------------
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予約登録 F10 予約登録業務へ遷移します。

CD表示 Shift＋F10

入力されたコードを表示します。

または直接病名に入力された文字列が病名マスタと一致した場合コ

ードを表示します。

一致しない場合は「0000999」を表示します。複数病名が入力済みの場

合は空白行をあけて，区切って表示します。

受付一覧 F11 受付一覧の画面へ遷移します。

入・外 Shift＋F11
一覧表示する病名を入外別に画面表示します。押すごとに「入院・入

院外」，「入院」，「入院外」と表示を切り替えます。

登録 F12 画面内の編集された患者病名をマスタに登録します。
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2.7.2 自院病名登録

（1）自院病名内容の入力
（2）自院病名の検索

（1）自院病名内容の入力

「入力CD」(Shift＋F4)は自院で使用する病名に自院病名コード（半角文字の場合最大10桁まで，全角の場合は

最大5文字以内の任意のコード）を登録して一覧に編集できます。

ヒント！

作成した自院病名コードは補足コメント欄にも使用できます。

画面上部には，自院登録されている病名の一覧を表示します。新たな病名の追加登録時は入力コード～保険病名

の各項目の中で必要な箇所を入力します。このとき必須入力項目になるのは，入力コード欄および病名欄になり

ます。入力後，「登録」(F12)を押し自院病名コードをマスタに登録します。

初期表示される一覧は，分類名に関係無く入力コード順に全登録病名を表示します。
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＜例＞必須入力項目のみで登録する

入力コード　：「sutore1」「ストレス1」

病名　　　　：急性ストレス反応

補足コメント：不安，緊張
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↓入力後は「登録」します。
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ヒント！

患者病名に入力中の病名は「入力CD」(Shift+F4）を押すと，（C03)自院病名登録画面の病名欄に複写します。

【患者病名画面】

【自院病名登録画面】

項目の説明

病名番号 修正する病名を病名一覧の番号で入力します。

入力コード 登録するコードを入力します。新たに自院病名コードを追加登録する場合は

必須入力になります。

半角文字最大10桁です。全角であれば最大5文字です。

病名種別 コンボボックスから選択します。

病名種別は病名マスタコードにより4つの種別に自動で振り分けをします。病

名編集であれば自由に設定できます。

修飾語コードのみで構成された病名を「病名」として登録できます。

分類コード 3桁以内の半角数字で入力します。

分類名 診療科ごとや部位によって分けるなど，全角15文字まで自由に設定できま

す。後述します。

病名コード 病名コードを最大6つまで入力して1つの病名を組み立てできます。

病名コード欄に入力できるコードは7桁の病名マスタコードのみになり，自

院病名コードの入力は不可です。

病名欄への直接入力，または病名検索画面を使用して病名を付けた場合の病
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名コード欄は，コード表示がされません。コードの確認は，「CD表示」

(Shift＋10キー）でできます。

病名コード欄に「／／」を入力すると，「病名検索」画面へ遷移します。

病名 「1.6.1　病名登録」の説明と同様です。必須入力項目です。
登録する病名は，病名マスタコードのある病名または病名編集どちらも登録

できます。

補足コメント 補足コメントを入力します。

カルテ病名 最大40文字まで入力できます。

疑い コンボボックスから選択します。

疾患区分 コンボボックスから選択します。

保険病名 コンボボックスから選択します。

表示連番 自院病名の表示順が変更できます。

初期設定は「50」を表示します。最大「99」まで自由に設定できます。

内容に変更がある場合は，病名番号を入力するか，マウスで該当行をクリックするか，入力コード欄に直接入

力コードを入力して自院病名内容を表示後に修正します。「登録」(F12)を押すと変更後の自院病名内容をマスタ

に登録します。

内容の削除を行う場合は，病名番号を選択して自院病名内容を表示後に「削除」(F8)を押します。

＜7桁の自院病名コード登録について＞

提供されている病名マスタの桁数が7桁のため，自院病名コードを7桁で登録する際は以下の制限があります。

提供されている病名マスタに存在しないこと

数字のみの7桁でないこと（提供される病名マスタに追加される可能性があるため）

自院病名コードの先頭が「/」「.」でないこと

自院病名コードの最後が「＋」「－」でないこと

ファンクションキーの説明

項目 ファンクションキー
説明

戻る F1 遷移元の画面へ戻ります。

クリア F2 入力途中の病名の項目内容をクリアします。

全体表示 F4 分類名に係わらず，登録された全病名を表示します。

病名検索 F5 病名検索の画面へ遷移します。

前頁 F6
登録病名は一画面に100まで表示します。

100以上登録がある場合は「前頁」「次頁」により表示を切り替えます。

次頁 F7
登録病名は一画面に100まで表示します。

100以上登録がある場合は「前頁」「次頁」により表示を切り替えます。

削除 F8 選択した病名内容を一覧画面から消去します。

リスト F9

自院病名一覧の印刷をします。

プリンタ印刷とCSV出力を選択できます。

CSVファイルは　/var/tmp/userbyol.csv　の名前で保存します。

CD表示 Shift＋F10

入力された文字列が病名マスタと一致した場合に病名コードを表示

します。

一致しない場合は「0000999」を表示します。

登録 F12 画面内で編集された自院病名を登録します。

＜分類名の登録方法＞

分類名は，全角15文字まで任意に設定できます。

【分類名のみ登録する場合】

分類コードおよび分類名を入力して「登録」(F12)します。

【分類名と内容を同時に登録する】
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入力コード，病名種別および病名を必須入力し，分類コード，分類名，それ以外の入力項目があれば入力しま

す。入力後は，「登録」(F12)を押します。

＜例＞　入力コード：「haiki」

病名　　　：「肺気腫」

分類コード：「7（前ゼロは省略して入力します）」　／　分類名　：「ハ」

↓

＜分類名の削除について＞

削除したい分類名を選択し表示させます。
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「削除」(F8)を押します。メッセージを表示します。目的に応じた選択をしてください。

（2）自院病名検索

「入力CD検索」(F4)を押すと「入力CD」画面で自院登録された病名の一覧が表示され，該当病名が検索できます。

＜例＞「急性胃炎」を検索する。

「検索病名」からの検索

検索病名欄へ「急性」と入力し，「Enter」を押すと急性から始まる自院病名を表示します。
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該当の病名を選択し，「F12　確定」を押します。病名登録画面へ戻り，病名コードと病名の欄に表示します。
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「分類名」からの検索

選択番号に該当する番号を入力するか，クリックすると右側の病名一覧にその分類名に所属する病名を表示し

ます。該当の病名を選択し，「F12　確定」を押します。

ヒント！

病名と補足コメントの切り替えはF10を使用します。押すたびにカーソルが病名欄と補足コメント欄を移動します。

＜病名コードの挿入・削除＞

病名コードの末尾に「＋」「－」を付けることにより，入力済みの病名コードの追加・削除できます。半角全角ど

ちらでも入力できます。

挿入は病名コード欄に「＋」「Enter」，削除は病名コード欄に「－」「Enter」を入力します。

項目の説明

検索病名 病名を名称検索するときに使用します。

分類コード 検索病名を絞り込みたいとき，該当分類名の番号を入力します。（「分類名」は「入力CD」画面で診

療科ごとや部位によって分類するなど，自由に入力できます）。

選択番号 病名の一覧より，該当病名の番号を入力します。

病名コード 「入力CD」で登録した入力コードから自院病名の検索をします。

病名 検索された病名を表示します。

ファンクションキーの説明

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 遷移元の画面へ戻ります。

全病名表示 F4 分類名に係わらず，登録された全病名を表示します。

前頁 F6
病名の表示は一画面に100まで表示します。

100以上病名がある場合は「前頁」「次頁」により表示を切り替えます。

次頁 F7
病名の表示は一画面に100まで表示します。

100以上病名がある場合は「前頁」「次頁」により表示を切り替えます。

確定 F12 検索された自院病名を遷移元の画面に表示します。
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2.7.3 病名検索

（1）検索病名の入力

（2）病名の並べ替え

（3）病名の消去

（4）項目の説明

（1）検索病名の入力

「病名検索」(F5)より遷移した画面で，検索病名欄に検索文字列を入力すると，病名一覧に対象の病名を表示し

ます。検索結果から該当の行を「選択番号」に入力またはクリックします。

例として，「慢性気管支炎」を検索してみます。

「慢性気管支炎」を選択します。

選択された病名は，右画面に表示し，画面上部の編集病名には病名を表示します。

繰り返し処理を行い病名を組み立てます。
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以下の例では，「疱疹性」「歯肉」「口内炎」の3つの病名コードから組み立てています。

「検索病名の部分一致検索・後方一致検索」

通常，検索病名欄に入力された検索文字列は前方一致検索をしますが，「＊」（全角文字）を入力すると部分・

後方一致検索ができます。ただし，前方一致検索に比べると検索処理に要する時間は増えます。

＜例＞「心臓」の文字列から一致する病名を検索する

「＊心臓＊」＝部分一致検索をします。病名のどこかに「心臓」が含まれる病名をすべて一覧に表示します。

（例）

外傷性心臓破裂

心臓悪性腫瘍

異所性心臓　　など

「＊心臓」　＝後方一致検索をします。病名の最後に「心臓」と付く病名を一覧に表示します。

（例）

スポーツ心臓

心臓　（接頭語）　　など

なお，検索文字列を入力後，「部分検索」(Shift＋F10)・「後方検索」(Shift＋F11)を押すことでも，「＊」を入力

した検索結果と同様の検索結果が得られます。

「心臓」を含む病名を検索する場合は，「心臓」と入力後，「Enter」を押します。前方一致検索を行い，該当の病名

を一覧に表示します。次に「部分検索」(Shift＋F10)を押すと，前方一致・部分一致・後方一致のいずれかに該

当する病名をすべて一覧に表示します。「後方検索」(Shift＋F11)を押した場合は，病名の最後に「心臓」とつく

病名を一覧表示します
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（2）病名の並べ替え

病名の選択順序が間違っていた場合などに，編集病名欄の病名の順番を変更できます。

「選択番号2」に変更したい病名コードの番号を入力し，「↓」「↑」(F10，F11)により順序を並べ替えます。編集病

名の内容も並べ替えて再編集します。

＜例＞「慢性化膿性穿孔性中耳炎」

以下の4つの病名コードから組み立てたときで，選択順序を変更する場合

（慢性／化膿性／穿孔性／中耳炎・・・病名の区切りを／で表記していますが，／を入力する必要はありませ

ん）。

仮に「化膿性慢性穿孔性中耳炎」と「慢性」と「化膿性」の順序を間違えていたとします。

「選択番号2」欄へ「1」を入力するか，マウスでクリックします。

「↓」(F11)を押します。「慢性」が先頭に来ており，順序が変更されています。

よければ，「確定」(F12)を押します。
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（3）病名の消去

「選択番号2」に削除したい病名番号を入力し，「コード消去」(F9)を押します。病名コードを消去して編集病名欄

の内容も再編集します。

＜例＞「慢性化膿性穿孔性中耳炎」を4つの病名コードから組み立てたときで「穿孔性」を消去する場合

「3」を「選択番号2」に入力，または「穿孔性」をマウスでクリックします。

「コード消去」(F9)を押します。
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（4）項目の説明.

編集病名 病名一覧より指定した病名を表示します。

検索病名 検索する病名を入力します。

選択番号1 病名一覧から該当する病名，または接頭語・接尾語を選択するとき入力して指定します。

選択番号2 選択された病名の消去・順序変更する場合に入力して指定します。

病名コード 病名一覧より指定した病名のコードを表示します。

選択番号 病名一覧から該当する病名，または接頭語を選択するとき入力して指定します。

病名編集順序変更 順序変更する病名コード1～6の番号を入力します。

消去病名コード 消去する病名コード1～6の番号を入力します。

ファンクションキーの説明

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 遷移元の画面へ戻ります。

クリア F2 病名詮索項目と検索された一覧をクリアします。

選択1 F3 選択番号1番へカーソルを移動します。

選択2 F4 選択番号2番へカーソルを移動します。

前頁 F6
病名一覧の表示は一画面に100まで表示します。

100以上病名がある場合は「前頁」「次頁」により表示を切り替えます。

次頁 F7
病名一覧の表示は一画面に100まで表示します。

100以上病名がある場合は「前頁」「次頁」により表示を切り替えます。

コード消去 F9 選択番号2に入力された病名を一覧から消去します。

↑ F10 選択番号2に入力された病名の順序を並べ替えます。

↓ F11 選択番号2に入力された病名の順序を並べ替えます。

確定 F12 画面内で編集された病名を遷移元画面に登録します。
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2.7.4 手術歴の登録

（1）患者の呼び出し

（2）処理の流れ

（3）具体的な手術歴の登録方法

（1）患者の呼び出し

病名登録画面で患者番号が指定されていた場合はその患者番号を引き継ぎます。

未入力の場合は手術歴画面で患者番号入力します。

（2）処理の流れ

患者情報欄

過去手術一覧

手術入力欄

レセプト摘要欄記載一覧

＜画面のレイアウト概要＞

患者情報欄で患者番号入力（病名登録画面で患者指定時は入力不要）をします。

表示期間および診療科を選択できます。

過去手術一覧の表示

過去手術一覧からレセプト摘要欄に記載を行う手術を選択し，内容の変更等あれば手術入力欄で編集をします。

登録(F12)を押すことで，データベースに登録され，登録内容をレセプト摘要欄記載一覧に表示します。

登録済みの内容を変更する場合は，レセプト摘要欄記載一覧から選択し手術入力欄で変更後，登録(F12)を押し

ます。

登録済みの内容をレセプト摘要欄に記載します。
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（3）具体的な手術歴の登録方法

過去の手術歴をレセプトに記載する場合に選択登録します。

患者番号を入力すると過去の診療内容から手術を抽出して「過去手術一覧」への表示を行うので，レセプト記載

が必要な手術について選択登録をします。「過去手術一覧」の表示期間の変更は表示期間コンボで行います。指定

された表示期間で診療行為データを遡って表示をします。

表示期間コンボの内容は　当月分のみ，1ヶ月前まで，2ヶ月前まで，3ヶ月前まで，半年前まで，制限なし（デ

フォルトは1ヶ月前までです）のいずれかが選択できます。※基準日はシステムの日付になります。

診療科についても「過去手術一覧」に表示する際の診療科を選択できます。（デフォルトは「全科」になります）

表示順は履歴の新しいものを上段に表示します。
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「過去手術一覧」に表示された手術から，レセプト摘要欄に記載を行う手術について「過去手術一覧」下の選択番

号入力（または一覧のクリック）により入力欄（画面中段）への表示を行い変更内容があれば入力後に登録キ

ーを押し登録をします。

　↓　「登録」(F12)を押します。
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入力項目の説明

選択番号（過去手術一覧下の番号入力

欄）
過去手術一覧からレセプト記載分を選択する際に番号入力します。

選択番号（レセプト摘要欄記載一覧下の

番号入力欄）
レセプト摘要欄記載一覧から選択する際に番号入力します。

手術入力欄の項目説明（画面中段部分）

手術日 選択された手術実施日を表示します。

手術名／コメント 選択された手術名を表示（変更入力可）／コメント入力が可能（各25文字上
限）です。

コメント欄に入力した内容は手術名を印字した下段にレセプト編集をします。

＜登録例＞

手術Aを診療行為により入力し，同日で手術Bも併せて実施したが同一手術野に

より点数算定は行わないが，レセプトに記載は行いたい場合

　　　　　パターン1　　　　　　　　　　パターン2

手術名　　　手術A　　　　　　手術名　　手術A，手術B

コメント　　手術B　　　　　　コメント　空白

　　　　　レセプト記載

　　　　　　手術○年○月○日　　　　　　　手術○年○月○日

　　　　　　手術A　　　　　　　　　　　　手術A，手術B

　　　　　　手術B

上記の例を参考に手術名とコメント欄を入力してください。

レセプト有効期間 レセプト印字期間を年月により入力します。

※有効期間の開始年月はデフォルトとして手術日の年月を表示しています
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入外 空白：入院外来両方のレセプトに記載

　1：入院レセプトのみ記載

　2：外来レセプトのみ記載

保険 保険限定する場合に選択入力（手術入力時の保険組合せから表示）します。

診療科 手術入力時の診療科を表示します。（省略できます）

注意！

医保レセプトと自賠責（第三者行為）レセプトの両方に手術歴を記載したい場合は，それぞれ登録をします。
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＜通常のコメントの登録方法＞

「過去手術一覧」に表示された手術以外でも，レセプト摘要欄に継続的に印字を行いたいコメントについても登

録できます。

その場合は，「過去手術一覧」からの選択は行わずに手術名／コメント欄～診療科まで直接入力を行い，登録を

行ってください。この場合は，手術とは扱いませんので手術日の項目は空欄になります。

↓「登録」(F12)を押します。
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登録した内容は画面下側の「レセプト摘要欄記載一覧（コラムリスト）」に表示をします。

「レセプト摘要欄記載一覧」に表示した内容は，そのまま手術歴テーブルに登録され該当月のレセプトに記載し

ます。「レセプト摘要欄記載一覧」の登録内容についても，画面最下部の選択番号を入力すると修正，削除でき

ます。修正は，内容修正後に再度「登録」(F12)を押します。

削除は「削除」(F8)を押します。

「OK」を押した場合は手術歴の削除をします。

ファンクションキーの説明

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 病名登録画面へ戻ります。

クリア F2
入力途中の手術入力欄の情報をクリアします。

手術入力欄の手術名が空欄の場合（未選択時）は，画面表示内容をク

リアし患者番号の入力状態になります。

前頁 F6

レセプト摘要欄記載一覧の表示は一画面に100件まで表示します。100
件以上レセプト記載する手術歴がある場合は，「前頁」「次頁」により

表示を切り替えます。（※過去手術一覧は，前次頁機能はありませ

ん）

次頁 F7

レセプト摘要欄記載一覧の表示は一画面に100件まで表示します。100
件以上レセプト記載する手術歴がある場合は，「前頁」「次頁」により

表示を切り替えます。（※過去手術一覧は，前次頁機能はありませ

ん）

削除 F8 レセプト摘要欄記載一覧に登録済みの手術歴を削除します。

登録 F12 画面内で編集された手術歴を登録します。

＜レセプト記載について＞

登録を行った手術歴はレセプト摘要欄に以下のような記載順になります。

[入院歴]　←　（入院がある医療機関のみ）

[手術歴　手術○年○月○日]　　←　手術日の昇順に記載を行う

[××手術]

[手術歴で登録を行ったコメント]
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2.7.5 セット登録

6つ以内の病名をセット登録できます。

1．病名登録画面の「セット登録」(Shift+F3)を押します。
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2．自院病名セット入力画面を表示します。

3．セットコード，セット名を入力します。

4．セット内容を入力コード欄に入力します。

ヒント！

自院登録済みの病名のみセット登録できます。

病名の先頭に◎がつきます。

5．「F12：確定」を押し，登録します。

【登録後の画面】
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＜病名登録画面へ入力＞

病名登録画面の病名コード欄にセットコードを入力し，Enterを押します。

↓

ヒント！

補足コメント欄へはセットコードの入力はできません。

＜セットコードについて＞

• 全角文字5文字，半角文字10桁まで

• 傷病名マスタに存在しないコード

• 数字のみで半角7桁でないこと

• 「/」「.」が先頭にないこと

• 「+」「-」が最後にないこと
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2.8 収納

2.8.1 機能概要

• 請求書兼領収書・診療費明細書の再発行

• 入金

• 返金

• 入金取消

• 履歴修正（入金，返金および処理日の訂正）

• 支払証明書の発行

• 一括再計算（一月分の診療費再計算）

2.8.2 画面表示の切替

画面の説明

【収納一覧表示エリア】

患者の収納データを一覧表示します。

【収納履歴表示エリア】

収納データを選択すると，請求・入金等の履歴を表示します。
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収納一覧の表示変更

＜月・年・全部・未収一覧・入返金日の変更＞

画面左上の▼より選択します。

・収納一覧（月）

　　月表示をします。

・収納一覧（年）

　　年表示をします。

・収納一覧（全部）

　　すべてのデータを表示します。

・未収一覧

　　未収金額のあるすべてのデータを表示します。

・入返金日

　　表示している日（変更可能）に入金または

　　返金があったデータを表示します。

ヒント！　　診療月，診療日の変更について

直接入力で変更

「前月」(F6)，「次月」(F7)で変更
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＜伝票番号順と診療日順＞

画面左上の▼より選択します。

ヒント！

「101　システム管理」－「1039　収納機能情報」より初期表示の変更できます。

＜診療科，入院・外来の表示変更＞

画面右上の▼より選択します。

収納データのマーク（記号）の説明

＜伝票番号に「M」マークが付いている場合＞

複数科保険入力の収納データです。

【2.5.2　入力の基本操作】－【（8）複数科保険入力】を参照してください。

＜入外に「☆」マークが付いている場合＞

「24　会計照会」で剤変更または保険一括変更を行なった後，収納更新をまだ行っていない収納データです。

＜「★★　【高齢者現物給付】一括再計算を行ってください　★★」＞

＜「★★　【70歳未満現物給付】一括再計算を行ってください　★★」のメッセージの場合＞

【2.8.9　再計算該当者一覧】を参照してください。

＜「☆　再計算を行ってください（会計照会【収納更新】未処理」＞

「24　会計照会」で剤変更または保険一括変更を行なった後，収納更新をまだ行っていない収納データです。
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＜収納明細の状態区分に「＊」が付いている場合＞

診療行為を入力後，請求確認画面で過去診療分の返金を行なったデータです。

請求確認画面の表示

収納データの詳細を請求確認画面で確認できます。

＜操作方法＞

収納データを選択し，「請求確認」(Shift+F9)を押します。

【（S02）請求一覧画面】　　　　　　　　　　　　　　【（S03)請求確認画面】

　

ファンクションキーの説明

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 元の画面へ戻ります。

外来月別 Shift＋F1

月まとめの請求書兼領収書および診療費明細書を印刷します。

表示されている診療月，または選択中の収納データの診療月が対象です。

発行方法を「101システム管理マスタ」－「1039　収納機能情報」で設定でき

ます。

クリア F2 患者をクリアします。

再発行 Shift＋F2

請求書兼領収書を再発行します。

「M」マークの付いている収納データは複数科保険入力を行った収納データ

になりますが，領収書の再発行について「101システム管理マスタ」－
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「1039　収納機能情報」で「診療行為登録時に指定した方法」の再発行か「個

別」の再発行かを設定できます。

※患者登録の請求書発行区分が「0　請求書不要」になっている場合に，収

納から再発行を行うと確認メッセージを表示します。

前回患者 F3 前回表示していた患者を再度表示します。

請求取消 Shift＋F3
入院の請求データを取り消します。

外来の請求データは取り消しできません。

再計算 F4 選択されている収納データの再計算をします。

一括再計算 Shift＋F4
表示している月，または選択されている収納データの月を対象とし，その

月のすべての外来収納データを再計算します。

履歴修正 F5 収納データの入金額，請求額，処理日の修正をします。

入金 Shift＋F5 未収金のある収納データの入金処理をします。

前月（前年） F6 収納一覧が月表示または年表示済みの場合に前月（前年）を表示します。

一括入金 Shift＋F6
過去すべての未収金データを表示し，一括して入金（返金）処理をしま

す。

次月（次年） F7 収納一覧が月表示または年表示済みの場合に次月（次年）を表示します。

返金 Shift＋F7 請求額より入金額が多い（過入金）収納データの返金処理をします。

未収一覧

入返金日

収納一覧

F8
収納一覧の表示を切り替えます。

押すたびに切り替わります。

入金取消 Shift＋F8 入金済みの収納データの入金取り消しをします。

氏名検索 F9 （P97)患者検索一覧画面へ遷移します。

請求確認 Shift＋F9 収納データの詳細（請求確認画面）を表示します。

予約登録 F10 （Y01)予約状況画面へ遷移します。

支払証明 Shift+F10 （S04)支払証明書印刷画面を表示し，支払証明書を発行します。

受付一覧 F11 （U01)受付一覧画面へ遷移します。

再印刷 Shift＋F11 支払証明書の再印刷をします。

登録 F12 入金または履歴修正等の登録をします。

処理結果 Shift＋F12 前回の支払証明書の処理結果を表示します。

再計算該当者一覧 一括再計算が必要な患者一覧を表示します。

【2.8.9　再計算該当者一覧】を参照してください。

＜再計算該当者一覧の表示＞

(S02)収納登録画面の診療月に該当患者がある場合は「再計算該当者一覧」を青字表示します。

ヒント！

(S02)収納登録画面を開く都度，再計算該当者を検索し青字表示します。収納業務の表示・動作が遅くなる場合は，「101

システム管理」－「1039　収納業務情報」の「再計算該当者の存在チェック」を「0　しない」と設定してください。
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2.8.3 請求書兼領収書の再発行

請求書兼領収書の再発行できます。

請求書兼領収書の発行は以下の3通りの方法があります。

• 「再発行」(Shift+F2)より再発行(1診療分を再発行）

• 収納履歴から再発行(訂正時の差額分の再発行）

• 月別領収書の発行

「再発行」(Shift+F2)より再発行(1診療分を再発行）

＜操作方法＞

1．再発行したい収納データを選択します。

2．「再発行」(Shift+F2)を押します。

3．(SID3）確認画面を表示します。再発行したい帳票を選択します。
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ヒント！　発行できる帳票について

　　　

F10：請求書　　請求書兼領収書を再発行します。

F11：明細書　　診療費明細書を再発行します。

F12：請求書・明細書　　請求書兼領収書と診療費明細書を再発行します。

Shift＋F12：修正　今回請求額，消費税，前回請求額，今回入金額を訂正し再発行できます。
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収納履歴から再発行(訂正時の差額分の再発行）

＜操作方法＞

1．再発行したい収納データを選択します。

2．「請求確認」(Shift+F9)を押し，（S03)請求確認画面に遷移します。

3．再印刷したい履歴を選択し，「明細書印刷」(Shift+F11)または「請求書印刷」(Shift+F12)を押します。
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月別請求書兼領収書を発行する

月合計の請求書兼領収書を発行できます。

＜操作方法＞

1．「外来月別」(Shift+F1)を押すと（S07)印刷指示画面を表示します。

2．診療年月，期間指定，発行方法を入力し，発行したい帳票を選択します。

• 診療年月・・・診療年月を入力します。

• 期間指定・・・日付の範囲が指定できます。

• 発行方法・・・請求書兼領収書の発行方法を選択します。

1　診療科・保険組合せ別に発行

2　保険組合せ別に発行

3　診療科別に発行

4　全体をまとめて発行
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ヒント！　発行できる帳票について

F10：請求書　　請求書兼領収書を再発行します。

F11：明細書　　診療費明細書を再発行します。

F12：請求書・明細書　　請求書兼領収書と診療費明細書を再発行します。

Shift＋F12：修正　　今回請求額，消費税，前回請求額，今回入金額を訂正し再発行できます。
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2.8.4 入金処理

入金を行うには次の2つの方法があります。

• 「入金」(Shift+F5)・・・・収納データ1件（1診療分）を入金する

• 「一括入金」(Shift+F6)・・複数の収納データをまとめて入金する

収納データ1件（1診療分）を入金する

＜操作方法＞

1．入金を行う収納データを選択し，「入金」(Shift+F5)を押します。

2．入金額を入力し，請求書兼領収書・診療費明細書の発行を選択します。

　「登録」(F12)を押します。
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3．入金の収納履歴を作成します。

＜請求書兼領収書の発行について＞

入金後，請求書兼領収書を発行するには「請求確認」(Shift+F9)を押し，（S03)請求確認画面の収納履歴を選択

し「請求書印刷」(Shift+F12)を押して再発行してください。【2.8.3　請求書兼領収書の再発行】－【収納履歴から

再発行（訂正時の差額分の再発行】を参照してください。

ヒント！

入金額欄を空白のまま「Enter」を押すと，未収金額（入金できる金額）を自動入力します。
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複数の収納データをまとめて入返金する（一括入金，一括返金）

＜一括入金操作方法＞

1．「一括入金」(Shift+F6)を押します。

2．（S06)一括入金画面へ遷移し，未収金のある収納データを一覧表示します。

3．入金方法を選択し，外来入金額へ入金額を入力します。
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4．入金額を入力後，「Enter」を押すと各収納データへ入金額を割り振り，今回入金額欄に表示します。

5．入金日，入金方法，請求書兼領収書の発行を選択し，「登録」(F12)を押します。

6．確認メッセージを表示します。「OK」を選択し，一括入金を完了します。
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ヒント！

入力した入金額を取り消したいときは「クリア」(F2)を押し，再度入金額を入力してください。

ポイント！

（S06)一括入金画面では入金額を割り振る範囲を指定できます。

1．伝票の古い未収順に入金

2．伝票の新しい未収順に入金

3．診療日の古い未収順に入金

4．診療日の新しい未収順に入金

また入金を行う診療月が指定できます。

1．診療年月を指定しない

2．診療年月を指定する　・・・指定する場合は診療月を入力します。

＜一括返金操作方法＞

一括入金と同様に操作し，返金額欄に金額を入力します。
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2.8.5 入金取消・返金・請求取消

入金取消

• 入金額の取り消しをします。

• 実際には入金額を0円に変更するのではなく，マイナス入金をします。

＜操作方法＞

1．収納データを選択し，「入金取消」(Shift+F8)を押します。
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2．入金取り消しの履歴を作成します。

＜確認メッセージが表示される場合＞

入金日と入金取り消し日が違う場合は日報の入金額が合わなくなる可能性があるため，確認メッセージを表示

します。

例）9月23日診療・入金を9月30日に入金取り消しをする

確認メッセージを表示します。

「F11：金額入力」：入金取り消しをする金額を入力できます。

分納した収納データの入金取り消しに使用します。

「F11：金額入力」を押し，入金額・処理日・入金方法を入力後，「登録」(F12)を押します。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 568 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 2.872

図 2.871

図 2.870



ポイントは入金取り消しを行う金額・処理日・入金方法に合わせて入金取り消しをします。

「F12：確定」：全額をシステム日付で入金を取り消します。

システム日付で全額を入金取り消します。日報が合わないおそれがあります。
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返金

診療内容の訂正等により，過入金（マイナス未収）になっている収納データを返金処理します。

＜操作方法＞

1．過入金（マイナス未収）の収納データを選択し，「返金」(Shift+F7)を押します。

2．返金の収納履歴を作成します。

ヒント！

返金処理では請求書兼領収書は発行されません。必要に応じて返金後に再発行を行ってください。

【2.8.3　請求書兼領収書の再発行】を参照してください。
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請求取消

入院定期請求，入院退院請求のみ請求の取り消しできます。

＜操作方法＞

1．収納データを選択し，「請求取消」(Shift+F3)を押します。

2．確認メッセージを表示します。「OK」を押します。
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3．請求取消の収納履歴を作成します。

注意！

入金済みの収納データに対して請求取り消しを行なった場合，過入金（マイナス未収）になります。
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2.8.6 履歴修正

収納履歴の修正できます。

• 請求額の修正

• 入金額の修正

• 処理日の修正

• 入金方法の修正

請求額の修正

＜操作方法＞

1．修正を行う収納データを選択し，「履歴修正」(F5)を押します。
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2．修正を行う履歴を選択します。

3．「調整金1」または「調整金2」に入力し請求額を決定します。

4．「登録」(F12)を押します。
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入金額・処理日・入金方法の修正

＜操作方法＞

1．修正を行う収納データを選択し，「履歴修正」(F5)を押します。

2．修正を行う履歴を選択します。
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3．入金額・処理日・入金方法を修正します。

4．「登録」(F12)を押します。
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2.8.7 再計算・一括再計算

• 患者負担金計算を再度行います。

• 「再計算」(F4)は選択した収納データ（1診療分）を再計算をします。

• 一括再計算は月単位で対象月すべての収納データに対して再計算をします。

ヒント！

外来分の収納データのみ再計算ができます。入金定期請求，入院退院請求の再計算を行うには【入院操作マニュアル】を参

照してください。

再計算

＜操作方法＞

1．再計算を行う収納データを選択し，「再計算」(F4)を押します。
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一括再計算

＜対象月の指定＞「0　収納一覧（月）」の場合は表示している月が一括再計算の対象月になります。

「1　収納一覧（年）」または「2　収納一覧（全部）」の場合は，選択した収納データの診療月が一括再計算の対

象月になります。
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＜操作方法＞

1．対象月が決定している状態で「一括再計算」(Shift+F4)を押します。

2．確認メッセージを表示します。「OK」を選択します。

ヒント！

一括再計算の計算順（伝票番号順・診療日順），一括再計算時の一部負担金の保持するか否かの設定が，「101　システム

管理」－「1039　収納機能情報」で設定できます。
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2.8.8 支払証明書の発行

支払証明書を発行できます。

支払証明書の種類

支払証明書には日別証明書，月別証明書および自費内訳明細書が発行できます。

＜日別証明書＞

診療ごとに明細を記載します。

＜月別証明書＞

月ごとにまとめた明細を記載します。
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＜自費内訳明細書＞

「自費分負担額」の明細を記載します。

支払証明書の発行

＜操作方法＞

1．「支払証明」(Shift+F10)を押します。

2．（S04)支払証明書印刷画面を表示します。

 　各項目を設定し，「F10:プレビュー」または「F12：印刷」を押します。
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＜設定項目の説明＞

支払証明書 0　発行しない

1　日別証明書

2　月別証明書

入外区分 0　すべて

1　入院

2　外来

期間指定 1　年月日

2　年

3　年度

期間区分 1　診療期間

2　支払期間

請求内容の印字 1　印字する

2　印字しない

3　医保分のみ印字する

4　入金分のみ印字する

医保分のみ印字するを選択した場合，保険部分と自費が混在している収納データ

は保険優先で入金されたものとして扱います。

期間開始日前診療分の支払い 1　支払額に含める

2　支払額に含めない

期間終了以後の支払い 1　支払額に含める

2　支払額に含めない

自費内訳明細書 0　発行しない

1　日別明細書

2　月別明細書

自費コード（095XXXXXX，096XXXXXX）のみ編集します。期間区分が「1　診療期

間」の時に発行できます。

ポイント！

101システム管理マスタ」－「1039　収納機能情報」で初期表示を設定できます。
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2.8.9 再計算該当者一覧

次に該当する患者は一括再計算を行ってください。

1． 70歳以上の高齢者，または70歳未満で高額療養費の設定がある患者で，外来の自己負担限度額に

達している（現物給付に該当している）。月内で主保険単独の入力後，公費併用の入力がある。

診療訂正により自己負担限度額の再計算が必要になったとき。

2． 第三者行為で現物給付対象の保険があり，高額療養費の設定がある患者で，外来の自己負担限度額

に達している（現物給付に該当している）。月内で保険単独の入力後，第三者の併用入力がある。

診療訂正により自己負担限度額の再計算が必要になったとき。

3．「24　会計照会」業務で「剤変更」または「保険一括変更」を行った後，「収納更新」を行って居ない患

者。

該当患者の表示

画面右上の「再計算該当者一覧」を青色で表示します。

「再計算該当者一覧」を押すと一覧表を表示します。

患者を呼び出すと(S02)収納画面の左下にメッセージを表示します。

★★　【高齢者現物給付】一括再計算を行ってください　★★

★★　【70歳未満現物給付】一括再計算を行ってください　★★

★★　【第三者行為現物給付】一括再計算を行ってください　★★

☆　再計算を行ってください（会計照会【収納更新】未処理）

★★　【該当者チェック抽出分】一括再計算を行ってください　★★
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【表示例】

ポイント！

メッセージが表示された場合，「一括再計算」(Shift+F4)を押し，一括再計算を行ってください。

該当患者の一括再計算

1．(S02)収納画面の右上の「再計算該当者一覧」を押します。

ヒント！

「再計算該当者一覧」がクリックできないときは，表示方法を「0　収納一覧（月）」に変更してください。
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2．該当患者を表示します。

3．患者を選択します。

4．「一括再計算」(Shift+F4)を押します。
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＜「52　月次統計」の「一括再計算該当者チェック表」について＞

• 外来診療分を対象に一括再計算が必要な患者を一覧表で印刷します。

• 「23　収納」の「再計算該当者一覧」では検索できない公費の一部負担金額上限額の変更を行った患者も

検索できます。

• 一括再計算が必要な患者は一覧表の印刷と同時に「23　収納」の「再計算該当者一覧」に表示します。

ヒント

「一括再計算該当者チェック表」は以下のプログラムオプションがあります。

患者請求額の変更がない方の一括再計算

　　 SKYNOT_IKT=0：該当者チェック時に自動で一括再計算を行わない（デフォルト）

　　 SKYNOT_IKT=1：該当者チェック時に自動で一括再計算を行う
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2.9 会計照会

（1）患者の指定

（1）－1　画面の説明

（1）－2　剤単位の回数変更

（1）－3　剤単位の一括回数変更

（1）－4　診療日単位で診療データの日付変更・追加

（1）－5　剤の内容変更

（1）－6　診療日を指定して剤内容を変更する

（1）－7　保険の一括変更

（1）－8　レセプトプレビュー

（2）コメント登録画面について

（3）カルテ3号用紙の発行

（1）患者の指定

「会計照会」の主な機能

診療行為入力業務で入力した診療データから，月ごとに入力内容や回数が確認できます。また，ひと月の診療デ

ータを診療科別，診療内容別，保険組合せ別に検索して表示できます。

剤回数や剤内容の変更処理できます。剤回数の変更や，診療日の変更は自動で収納情報を更新します。

剤内容の変更時，保険一括変更の場合など，一部は自動で収納情報が更新されませんが，「収納情報」(Shift＋

F9)により更新します。

（1）－1　画面の説明
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診療行為画面より患者を指定して，会計照会画面へ遷移した場合は，患者情報を引き継いで表示します。

患者を指定せず遷移した場合は，患者番号入力欄に患者番号を入力するか，検索する患者の名字，または氏名

を10文字以内の全角カタカナまたは漢字で入力後，「Enter」を押します。また，氏名検索(F9)より患者を指定し

て呼び出せます。

最初の表示年月は，当日（日付設定した場合はその日付）の年月になります。該当の診療データがあれば，該当

する診療科で保険組合せは全保険を対象に表示し，その月にデータが無ければエラーメッセージを表示します。

診療年月は，「前月」(F6)または「次月」(F7)で変更できます。

また，画面左上の診療年月を呼び出したい年月で入力するとも変更できます。

診療科を「00　全科」表示に切り替えたとき診療区分欄の設定により表示する順を変更できます。

00　全体 診療科順に表示します

01　全体（診区順） 診療区分順の診療科順で表示します

※「00　全科」としたときの診療区分欄の初期表示，「前月・次月」の診療科表示を「101　システム管理マスタ」

－「1043　会計照会情報」で変更できます。　

＜保険組合せ期間外の診療行為の表示＞

表示している月に保険組合せの対象でない保険で入力してある診療行為に「####」のマークを付けます。

＜院外処方薬剤の点数表示＞

（　）表示をします。

＜画面上部の【収納更新】の表示＞

会計照会で剤変更，または保険一括変更を行った後，収納更新を行っていない場合に表示します。
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＜ファンクションキーの説明＞

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 遷移元の画面へ戻ります。

プレビュー Shift＋F1 レセプトプレビューをします。（健保のみが対象になります）

クリア F2
現在表示している患者の内容をクリアし，新たに患者番号が入力でき

ます。

剤削除 Shift＋F2 剤回数変更等により当月の回数が0になった剤を画面から削除します。

前回患者 F3 前回入力のあった患者を呼び出します。

チェック Shift＋F3 診療一覧より2ヶ月間の診療行為内容を確認できます。

剤変更 F4 指定した剤内容の変更をします。

コメント Shift＋F4 レセプトに印字されるコメントを作成します。

受診日変更 F5 カーソルを受診歴選択番号欄へ移動します。

前月 F6 前月分を表示します。

前頁 Shift＋F6
月の診療行為内容が400行以上存在した場合に，前ページを表示しま

す。

次月 F7 次月を表示します。

次頁 Shift＋F7
月の診療行為内容が400行以上存在した場合に，401行目からを表示し

ます。

変更確定 F8 変更後の内容を一覧に反映させます。

氏名検索 F9 氏名検索の画面へ遷移します。

収納更新 Shift＋F9
保険一括変更と剤変更では収納情報が自動更新されません。再計算が

必要な収納を再計算し一覧表示します。

予約登録 F10 予約登録業務へ遷移します。

保険一括変更 Shift＋F10 入力済みの診療行為内容の保険組合せを月単位で一括変更します。

受付一覧 F11 受付一覧の画面へ遷移します。

入院調剤変更 Shift＋F11 入院調剤料の変更を行う際に使用します。

登録 F12 画面内で編集された内容を登録します。

カルテ印刷 Shift＋F12
選択した診療年月，診療科を対象としてカルテ3号用紙の印刷をしま

す。なお，保険組合せ欄「9999　包括分入力」として入力された内容

は，印刷対象外です。
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＜チェック(Shift＋F3)画面　表示例＞

患者番号，診療年月，患者氏名，性別，生年月日，入外区分および診療科は，前画面の内容を引き継ぎます。保

険組合せは「0000　全保険（包括分以外）」を初期表示します。この場合，外来の総合診療料，または入院基本

料に包括されて保険請求できない診療行為（包括まとめ入力分）以外の内容と点数を集計して表示します。診療

年月と入外区分，診療科，保険組合せはチェック画面で変更できます。

当月分　合計点数

指定した診療年月の全診療科を対象に合計点数を表示します。

（合計点数は健康保険以外に，労災・自賠責保険の算定がある場合はその点数も含みます）。

労災・自賠（円）

労災保険または自賠責保険の算定がある場合，診察料等の円建て項目の請求金額を表示します。

自費（円）

自費項目の合計金額を表示します。

ファンクションキーの説明

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 遷移元の画面へ戻ります。

← F4

タブ画面の切り替えをします。

押すごとに現在表示している画面の左隣の画面を表示します。

なお，タブ画面の切り替えは，画面右上部の「診察」～「リハビリ」を

クリックするとも表示できます。

前月 F5 前月分を表示します。

次月 F6 次月分を表示します。
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→ F7

タブ画面の切り替えをします。

押すごとに現在表示している画面の左隣の画面を表示します。

なお，タブ画面の切り替えは，画面右上部の「診察」～「リハビリ」を

クリックするとも表示できます。

（1）－2　剤単位の回数変更

剤単位の診療回数を変更できます。

会計照会の画面を表示し，対象になる剤番号を変更番号欄へ入力します。

「Enter」を押すと，剤内容を変更入力欄へ複写します。また，該当行をクリックするとも変更入力欄への複写を

します。
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5日の回数を3回から5回へ変更してみます。

画面下の診療回数欄へカーソルを動かし，直接変更してください。

修正が終わったら，「変更確定」(F8)を押します。

一覧画面へ変更した内容を表示します。
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すべての変更が終了後，「登録」(F12)を押します。この登録を行うことにより実際のデータを更新し，変更され

た診療の収納情報を再計算し一覧表示します。

通常の業務に戻るには「戻る」(F1)を押してください。

診療行為画面から遷移してきた場合は，診療行為へ戻ります。

会計照会画面から患者番号を入力した場合は，会計照会の初期画面へ戻ります。（このとき，前回表示した診療

年月は保持します）

（1）－3　剤単位の一括回数変更

複数日に入力された剤の回数をまとめて変更できます

基本入力形式は

回数／日,日－日，回数／日,日－日　になります。

1回数は「1」が省略できます。

「,」「.」どちらも使用できます。

開始日は必須です。

1日の場合は「－日」が省略できます。（2／15　→　2回／15日）

入力例）14/5.10

剤を選択し，「一括回数変更欄」へ「14/5.10」と入力します。
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「Enter」を押します。5日と10日が回数14回へ変更されました。

「F8：変更確定」を押します。一覧へ反映します。

入力例2）1／1－5，2／7，0／8，／10

1日～5日まで1回へ変更

7日を2回へ変更

8日を0回へ変更（削除）

10日を1回へ変更　になります。
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（1）－4　診療日単位で診療データの日付変更・追加

＜診療日の変更＞

例）10日の診療データを15日へ変更

「受診日変更」(F5)を押すと受診歴選択番号欄へとカーソルが移動します。画面右下の診療日一覧より，該当す

る診療日の番号を入力またはクリックします。

変更先の日付を入力します。このとき入力できるようになるのは，同診療年月内の受診歴の無い日付のみ，にな

ります。入力後は「Enter」を押します。確認メッセージを表示します。「変更」(F12)を押します。
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複数科保険入力を行った診療行為は，同時入力をしたグループ（同時入力を行った診療科分）すべてが対象に

なります。10日のすべての診療データが15日へ移動します。
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＜診療日の追加＞

診療日の変更と同じ手順で，受診履歴番号，変更後診療日を入力し「Enter」を押します。

「F8　追加」を押すと，新たに追加した20日分の収納データを作成します。

この収納データは入金扱いになります。
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「F1　戻る」を押し，20日に追加されたことを確認します。

注意！

診療日の追加をした場合に，選択された受診歴が複数科・複数科保険入力の診療である場合は，同じ診療として同じ日に

追加します。診療日の追加では診療内容のチェックはしません（月1回の上限が設定されている診療行為も複写します）。
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（1）－5　剤の内容変更

指定した剤内容を変更します。

変更したい剤を選択し，「剤変更」(F4)を押します。

メッセージを表示します。「OK」で進めます。
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剤変更画面へ遷移後，剤内容を変更します。

診療行為入力と同じ操作で変更します。数量の変更のほかに薬剤・診療行為の変更・追加できます。

変更後，「登録」(F12)を押します。

剤内容の変更確認メッセージを表示します。

「OK」で進めます。
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会計照会の画面に戻りますので，剤内容が変更されたことを確認します。

注意！

剤変更後は回数の変更と違い，収納情報が自動では更新されません。

必ず「収納更新」(Shift＋F9)を行ってください。
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＜長期投薬加算算定時の外用薬の剤変更について＞

診療行為入力画面で外用薬に28日以上の投与があり，長期投薬加算を算定したとき，会計照会画面から剤内容

の変更を行うには「剤変更」(F4)を使用して変更をします。外用薬で長期投薬加算を算定する場合，診療行為入

力画面では「数量×日数」と通常とは異なる入力方法で登録をします。

ただし，上記入力方法が使用できるのは当該加算の算定条件のときのみとします。

また，レセプトや処方箋への記載は，「数量×日数」で入力された場合であっても「総量×1調剤単位」の扱いと

します。元（診療行為入力）が28日以上で作成された外用薬の剤内容であるとき，「剤変更」(F4)から数量を変

更して「登録」(F12)を押すと総量として剤内容を登録するため，以下の確認メッセージを表示します。

「OK」を押すと回数は1回になり次の確認メッセージを表示します。

「OK」を押すと登録され「総量×1調剤単位」の表示になります。

「戻る」で元の剤内容変更画面へ戻ります。

注意！

「剤変更」処理後の外用薬の剤内容は，総量×1で登録されています。

これによる長期投薬加算の算定，レセプトおよび処方箋への外用薬の記載等に問題はありませんが，診療行為入力画面よ

り「訂正」で呼び出したときも表示は総量×1になります。
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（1）－6　診療日を指定して剤内容を変更する

複数の診療日で回数入力がある場合でも指定した日の剤内容のみ修正できます。

剤内容の変更と同じ手順で変更する剤を選択し，診療日一覧より受診履歴番号を入力します。

選択した剤の選択した日付だけが修正できます。
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（1）－7　保険の一括変更

該当月で登録済みの診療行為の保険組合せを変更できます。

保険期間に合わせて期間の指定できます。

注意！

一括変更できない保険

• 労災・自賠・公害・第三者行為　→　健康保険

• 健康保険　→　労災・自賠・公害・第三者行為

• 包括分入力（保険組合せ　9999）の診療行為

※一括変更できない保険組合せの保険変更は，診療行為画面で該当の診療日を「訂正」で開き保険を変更して「登録」をしま

す。この場合は保険変更に該当するすべての診療日に対して行ってください。

1）該当月になる画面を表示し，「保険一括変更」(Shift＋F10)を押します。

このときメッセージ表示しますので「OK」で進めます。

2）保険一括変更画面へ遷移します。変更前保険組合せ欄に保険組合せの番号を入力するか，クリックで指定し

ます。

変更期間の欄に当月の受診日の範囲を自動表示します。

3）変更後保険組合せの欄へ保険組合せの番号を入力するか，クリックで指定します。
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変更後保険組合せが月途中で始まる場合は，変更期間が保険適用開始日に合わせて自動セットします。

4）「F12　確定」を押した後，メッセージを表示しますので良ければ「OK」を押します。その後，さらにメッセー

ジを表示します。

↓

「収納更新」(Shift＋F9)を押して，収納情報を更新してください。

（保険一括変更の場合，収納情報は自動的に更新されません）
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＜表示する保険組合せについて＞

保険一括変更で表示する保険組合せは処理月（会計照会で表示している月）に有効な保険組合せを表示します。

患者登録で保険削除を行った場合は，処理月に診療行為が入力されている保険組合せのみ（削除）として表示

します。また患者登録－保険組合せ履歴で非表示設定の保険は【非表示】と表示します。保険組合せが先月に切ら

れ当月有効でないため表示されない場合でも変更前・変更後の保険組合せ番号を入力します。

＜収納更新時にエラーが発生する場合（診療日にアスタリスクがつく場合）＞

「101　システム管理マスタ」－「1038　診療行為機能情報」の複数科まとめ集計が「0複数科まとめ集計をする」に

なっている場合で，診療行為入力時に複数科保険入力を行ったデータに対し保険一括変更・収納更新を行った

ときにエラー表示をするときがあります。
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これは「0複数科まとめ集計をする」に設定されているとき，複数科をまとめた収納合計テーブルを作成します。

保険一括変更・収納更新時にそれぞれの収納データの保険組合せと収納合計テーブルの保険組合せが違うため

収納合計テーブルの再計算ができない場合に発生します。

また診療行為入力画面では診療日にアスタリスクを付けて表示します。

このような場合は診療行為入力画面より「訂正」で診療日を開き再度登録を行ってください。

（1）－8　レセプトプレビュー

表示している診療月のレセプトプレビュー(Shift＋F1)を表示できます。

「プレビュー」(Shift＋F1)を押します。

プレビュー画面を表示します。

リアルタイムプレビューの前提条件および範囲

● 同一月に社保・国保と労災・自賠責の診療行為入力があり，「24　会計照会」の表示が「0000全保険」にな

っている場合のプレビューは社保・国保を優先します。労災・自賠責をプレビューしたい場合は保険表示

を切り替えてからプレビューしてください。

● 排他制御設定を前提とし複数端末で各患者のリアルタイムプレビューをできるようにする。(ただし，排他

制御を設定していなくても同一患者でなければ複数端末も可)
● レセプトの県単独処理（レセプトカスタマイズ部分）は処理でないため，表示できません。　例）

（乳），（原）等の印字

● リアルタイムプレビューを実行後，プレビューが表示される前に別の月または別の患者のリアルタイムプ

レビューを行った場合は，正しく表示されない場合があります。　（最初のレセプトと次のレセプトが混

じって表示される場合がある）

● レセプト作成中（メニュー画面の42明細書）のリアルタイムプレビュー処理は不可とします。

● リアルタイムプレビューでは請求管理データは作成しません。

＜点検用レセプト（院外処方含む）レセプトプレビュー＞

院外処方薬剤を含む点検用レセプトプレビューが表示できます。

「101　システム管理マスタ」－「1038　診療行為機能情報」で設定できます。
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点検用レセプトに包括診療分を記載できます。

業務メニュー「91　マスタ登録」－「101　システム管理マスタ」－「2005　レセプト・総括印刷情報」の点検用タ

ブを参照してください。

＜診療行為が入力されていない場合のリアルタイムプレビューについて＞

診療行為が入力されていない場合

外来：エラーメッセージを表示しプレビュー処理を行いません。

入院：プレビューをします（入院会計のみの表示になります）

レセプト記載する診療行為が入力されていない場合

例）文書料のみ入力され，保険請求する診療行為が無い場合

外来：エラーメッセージは表示されません。プレビュー画面に遷移しますが，表示はされません。

例）診療行為の入力が無く，入院会計も無い場合

入院：エラーメッセージは表示されません。プレビュー画面に遷移しますが，表示はされません。

＜リアルタイムプレビューからの印刷＞

サーバからの印刷とクライアント印刷の2種類があります。

サーバからの印刷の場合は画面下部の「印刷」(F12)を押します。

クライアント印刷は【2.10　クライアント印刷】を参照してください。労災・自賠責も枠を表示しますが，リア

ルタイムプレビューからの印刷時には各保険により違いがあります。

保険 プレビュー時 サーバから印刷時

(F12)

クライアント印刷

社保・国保 枠有り 枠有り印刷 枠有り

労災 枠有り 「101　システム管理マスタ」－2005
レセプト・総括印刷情報」の労災・枠

記載区分の設定による。

枠有り

自賠責（新様式）

※1

枠有り 「101　システム管理マスタ」－2005
レセプト・総括印刷情報」の自賠責・

枠記載区分の設定による。

枠有り

自賠責（従来様式）

※1

枠有り 枠有り印刷 枠有り

※1　自賠責の場合は新様式と従来様式を同時にプレビューします。
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（2）コメント登録画面について

（2）－1　症状詳記区分

（2）－2　コメント登録

（2）－3　コメントの複写

（2）－4　コメントの削除

（2）－5　保険組合せの「※」表示

（2）－6　登録済みコメントの修正

（2）－7　文例登録

（2）－8　文例選択

（2）－9　登録済み文例を修正する

（2）－10　労災アフターケアの診療日選択

（2）－11　ファンクションキーの説明

（2）－1　症状詳記区分

レセプトコメントには10個の症状詳記区分があります。入力するコメントがどの区分に当たるか検討を行って必

要な区分に入力します。各区分ごとに99件まで，1件につき2400文字（全角1200文字）まで入力できます。

【症状詳記区分】

01　主たる疾患の臨床症状

02　主たる疾患の診療・検査所見

03　主な治療行為の必要性

04　主な治療行為の経過

05　100万点以上の薬剤に係る症状等

06　100万点以上の処置に係る症状等

それぞれ必要な区分に内容を入力します。

07　その他（1）

08　その他（2）

09　その他（3）

区分01～06，50～51以外のコメントを入力し

ます。

50　治験概要

51　疾患別リハビリテージョンに係る治療継続理

由

52　廃用症候群に係る評価表

それぞれ必要な区分に内容を入力します。

90　上記以外の診療報酬明細書 訪問診療に係わる記録書として使用してくだ

さい。

＊入院のレセプトには記載しません。

99　レセプト摘要欄コメント 区分01～09に分類しないフリーなコメント

※自賠責（第三者行為）レセプトには記載し

ません。

AA　労災レセプト「傷病の経過」 労災レセプトの傷病の経過欄に記載します。

BB　自賠責（第三者行為）レセプト摘要欄コメン

ト

自賠責（第三者行為）レセプトのみ記載しま

す。

＜症状詳記区分07～09そのほかについて＞

07～09その他は，それぞれ分けて入力を行っても「07　その他」としてコメントは一つにまとめます。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 609 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI



＜各区分のレセ記載・レセ電記録＞

紙レセプト

摘要欄の最後に記載します。01～07の区分は各区分の表題も記載します。

記載する順は

99　レセプト摘要欄コメント

01～09　の各区分を区分順に記載　になります。

複数の保険組合せで同じ症状詳記区分がある場合は，症状詳記順の保険組合せ順に記載します。

例）症状詳記区分　　保険組合せ

99 001

99 002

01 001

01 002

レセ電

紙レセプトと同じ順で記録します。

症状詳記区分01～09はSJレコード，99はCOレコードで記録します。
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（2）－2　コメント登録

会計照会画面より「Shift＋F4　コメント」を押します。

コメント画面の初期表示は会計照会で表示していた条件で表示します（患者番号，診療年月，入外区分）

診療年月，診療科，入外区分，保険組合せを確認します。

コメント内容に応じて症状詳記区分を変更し，コメント入力欄へ入力します。

症状詳記区分の初期表示は「101　システム管理マスタ」－「1042　病名・コメント機能情報」で設定できます。
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「F12　登録」を押すとメッセージを表示しますので，「OK」を選択し登録します。
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（2）－3　コメントの複写

＜単独月の複写＞

1.複写先の診療年月，保険組合せ，診療科を設定します。

　（診療年月は「前月」(F6)「次月」(F7)で変更します）。

2.「コピー」(F5)を押し，複写元のコメントを画面左の一覧表から選択します。

3.登録済のコメント内容を一覧表示しますので複写元コメントを選択します。

　コメント入力欄へ選択したコメント内容を複写します。

4.「F12　登録」を押します。メッセージを表示しますので「OK」を選択します。

　　指定した診療年月，診療科，保険組合せ分として複写します。
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＜複数月分まとめて複写＞

毎月同じコメントを登録する必要がある場合，複数月分まとめて複写できます。

ただし，1回に複写できる件数は最大12件（12ヶ月分）です。

1.「コピー」(F5)を押し，すでに一覧に登録済みであるコメント内容を選択します。

　　コメント入力欄へ選択したコメント内容を複写します。

2.複写開始年月と複写月数を入力します。
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「F12　登録」を押します。メッセージを表示しますので「OK」を選択します。

指定した診療月から指定した月数分を複写します。

注意！

複写開始年月　＞　診療年月　です。

複写先年月に同じ保険組合せですでに登録があった場合は上書きします。

複写元コメントを複数選択していた場合は複写できません。
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（2）－4　コメントの削除

削除したいコメントを選択し「削除」(F3)を押します。

症状詳記区分まで選択した場合は選択した症状詳記区分のみ削除します。

症状詳記区分を選択しない場合はすべての区分を削除します。

＜複数のコメントをまとめて削除する＞

注意！

この削除方法は選択したコメントのすべての症状詳記区分を削除します。

「削除」(F3)を押します。コメント登録一覧の上部が＜削除＞と表示し削除モードに切り替わります。

削除したいコメントをマウスで選択します（複数選択できます）。

または，選択番号欄へ番号を入力します。

「1－3」のように範囲を指定し，複数選択できます。

選択を誤った場合は，再度マウスでクリックすれば解除できます。

「F3　削除」を押します。メッセージを表示しますので「OK」で削除します。
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（2）－5　保険組合せの「※」表示

登録済みコメントの保険組合せが保険変更等により該当月に存在しなくなった場合，保険組合せ欄に「※」表示

をします。コメント内容を正しい保険組合せに複写し，まとめ削除を行ってください（そのままでも問題ありま

せん）

（2）－6　登録済みコメントの修正

登録済みコメントを選択します。コメント内容を修正します。

このとき複写開始年月，複写月数を入力すれば，修正した内容で複写できます。
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「F12　登録」を押します。

（2）－7　文例登録

自院作成したコメントで使用頻度の高いものは，文例登録をしておくと便利です。

患者選択をせず，コメント入力画面に遷移すると，文例登録入力になります。

患者を選択した状態でも文例登録できます。

コメント入力後，「F8　文例登録」を押します。

メッセージを表示しますので「OK」で文例登録します。

注意！

文例登録は最大400文字です。400文字を超えるコメントを文例登録すると確認メッセージを表示し，400文字以降を削除

して登録します。

※文字列だけを登録します。症状詳記区分は登録しません。
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（2）－8　文例選択

コメント入力画面より「F9　文例選択」を押します。

文例入力一覧より文例を選択します。

選択後　「F12　置き換え」・・・コメント入力欄を文例に置き換えます。

　　　　「F11　追加」・・・・・入力中のコメントの末尾に文例を追加します。

※文例には症状詳記区分は登録されていません。症状詳記区分を設定する必要があります。

（2）－9　登録済み文例を修正する

「F9　文例選択」を押し，修正する文例を選択します。

「F12　置き換え」を押すとコメント入力欄で編集できます。

コメントを修正後，「F8　文例登録」を押します。

メッセージが表示され「OK」で文例を修正します。
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（2）－10　労災アフターケアの診療日選択

労災のアフターケアのコメント入力には，診療日の指定が必須になります。

診療日一覧から該当する日付を選択してからコメント入力を行い，登録します。

コメント一覧に診療日の日付を表示します。

（2）－11　ファンクションキーの説明

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 前の画面へ戻ります。

クリア F2 コメント入力欄，各選択番号をクリアし，初期表示へ戻ります。

削除 F3 選択しているコメントを削除します。

変更 F4 選択しているコメントを変更します。

コピー F5 選択しているコメントをコメント入力欄へコピーします。

前月 F6 診療年月を変更します（保険組合せが連動します）

前頁 Shift＋F6 入力済みコメント一覧の前頁を表示します。

次月 F7 診療年月を変更します（保険組合せが連動します

次頁 Shift＋F7 入力済みコメント一覧の次頁を表示します。

文例登録 F8 使用頻度の高いコメントを登録します。

文例選択 F9 登録済みの文例からコメントを選択入力します。

入力 F10 コメント入力欄の確定をします。

↓ F11 コメントの各区分を順番に表示します。

登録 F12 コメント入力欄の内容を登録します。
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（3）カルテ3号用紙の発行

（3）－1　処理概要

会計照会画面から「カルテ印刷(Shift＋F12)」によりカルテ3号用紙が発行できます。

外来のカルテは「101　システム管理マスタ」－「1030帳票編集区分情報」により，剤単位の印刷と日単位の印刷

が選択できます。

診療月別・科別（または全科）・入外別の発行になります。

また一度印刷した用紙に追記印刷できます。

（3）－2　3号用紙の発行（当月分すべてを印刷）

会計照会画面で患者を呼び出します。

3号用紙を発行する診療月・診療科を選択します。
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「カルテ印刷(Shift＋F12)」を押し，3号用紙発行指示画面を表示します。

当月分すべてを記載するには，デフォルトの設定のままで「F12　印刷」を押します。
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（3）－3　3号用紙追記印刷

再度診療があった場合に，先程印刷した用紙に追記印刷します。会計照会で「カルテ印刷(Shift＋F12)」を押し，

印刷指示画面を表示します。先程の3号用紙では28日分まで9行で印刷されています。

指示画面には

印刷開始日：29（受診日である必要は有りません）

最終印刷頁：0

最終印刷行：9　を入力します。

15日以降の診療分を1頁目，15行目から印刷します。プリンタに先程の用紙をセットします。

「F12　印刷」を押します。

※「101　システム管理マスタ」－「1031出力先プリンタ割り当て情報」で3号用紙追記印刷のプリンタの指定でき

ます。手差しトレイを指定した場合は追記できる用紙を手差しトレイにセットすれば，頁が追加された分は通常

のトレイから出力します。
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2.10 クライアント印刷

クライアントマシンに接続されているプリンタに印刷を行う機能です。

2.10.1 クライアント印刷の種類

2つの印刷方法があります。

• クライアント印刷（参考提供）

• プレビュー画面からのクライアント印刷

クライアント印刷の種類 印刷できる業務 初期設定の有無

クライアント印刷

※クライアント印刷は参考

提供です。

上記以外の業務ではクライ

アント印刷はできません。

「11　受付」　　　

「12　患者登録」

「13　照会」　

「14　予約」

「21　診療行為」

「22　病名」　

「23　収納」

「24　会計照会」

「31　入退院登録」

「32　入院会計照会」

「34　退院時仮計算」

「36　入院患者照会」

「41　データチェック」

「42　明細書」

「44　総括表・公費請求書」

「51　日次統計」

「52　月次統計」

「102　点数マスタ」

有り

「101　システム管理」－「1010　職員情

報」でクライアント印刷を行うユーザを

設定
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「103　チェックマスタ」

「107　薬剤情報マスタ」

システム管理

「1031　出力先プリンタ割り当て情報」

「33　入院定期請求」（(O04)定期請求－請

求確認画面から印刷する請求書兼領収

書，診療費明細書）

「業務メニュー画面の再印刷」以外の「すべて

の業務の再印刷画面」

プレビュー画面からの

クライアント印刷
プレビューが可能なすべての業務 無し

2.10.2 クライアント印刷

• クライアント印刷を行うにはユーザーごとにシステム管理設定が必要です。

• クライアント印刷時にダイアログ（プリンタ一覧）表示の有無が設定できます

＜事前準備＞　ユーザーごとにクライアント印刷の設定を行う

1．「101　システム管理」－「1010　職員情報」を表示します。

2．クライアント印刷を設定したい職員を表示します。

3．画面左の「個別設定」を押します。
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4．「クライアント印刷」に「1　する」を設定し，

 　「ダイアログ表示」に「0　表示しない」または「1　表示する」を設定します。

5．「登録」(F12)を押します。

ヒント！　ダイアログ表示について

印刷時のプリンタ一覧の表示設定です。

「0　表示しない」・・・優先プリンタへ印刷します。

「1　表示する」・・・・プリンタ一覧を表示し，印刷するプリンタを選択できます。
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＜印刷方法＞

1．クライアント印刷が設定されているユーザーで日レセのクライアントを起動します。

2．通常どおりの業務を行い，印刷物を発行します。

 　「ダイアログ表示」を「0　表示しない」に設定した場合は優先プリンタに印刷します。

3．「ダイアログ表示」を「1　表示する」に設定した場合は，プレビュー画面を表示します。

 　「印刷」（P）を押します。

4．ダイアログを表示します。

 　印刷するプリンタを選択し，「印刷」を押します。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 627 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 2.965

図 2.964



2.10.3 プレビュー画面からのクライアント印刷

すべてのユーザーでプレビュー画面からクライアント印刷できます。

＜印刷方法＞

1．（XC01）プレビュー選択画面を表示します。

2．画面右上の「印刷」（P）を押します。

3．ダイアログを表示します。

 　印刷するプリンタを選択し，「印刷」（P）を押します。
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ヒント！

（XC01）プレビュー選択画面右上の「保存」（S）を押すと，帳票をPDF形式でクライアントマシンに保存できます。

（XC01）プレビュー選択画面右下の「印刷」(F12)を押すと，「101　システム管理」－「1031　出力先プリンタ割り当て情

報」に設定されているプリンタに印刷します。
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3 章 月次業務

3.1 データチェック

3.1.1 概要

「12　登録」，「21　診療行為」，「22　病名」の各業務で入力した内容をチェックし，エラーリストを印刷します。

定期的に行うことにより，レセプト時の確認作業を軽減し，査定・減点を防止できます。

＜データチェックの位置づけ＞

• 薬剤に対して病名があるか

• 診療行為に対して病名があるか

• 保険者番号抜け，記号番号抜け

• 疑い病名・急性病名の期間チェック

• 診療内容と実日数のチェック

• 算定漏れチェック等
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3.1.2 事前準備

すべてのチェックを行うにはチェックマスタの作成が必要

診療内容と病名の照らし合わせや算定漏れのチェックは各医療機関ごとにチェックマスタの作成を行う必要が

あります。患者の基本情報はチェックマスタの作成は不要です。

あらかじめチェックマスタの作成が必要な項目は

　8　薬剤と病名

　9　診療行為と病名

 10　薬剤と併用禁忌（※1）

 11　診療行為の併用算定

 15　投与禁忌薬剤と病名

 16　診療行為どうしの算定漏れ

 17　病名と薬剤

 18　病名と診療行為

 19　薬剤の月上限回数・総投与量

チェックマスタを作成していない場合は，チェックを行っても結果が印刷されません。

※1　標準提供されている相互作用マスタは「10　薬剤と併用禁忌」でチェックをします。

ヒント！

チェックマスタを登録するには【5.4　チェックマスタ】を参照してください。

ヒント！

「8　薬剤と病名」，「9　診療行為と病名」のチェックは，適応病名マスタを取り込めます。

業務メニュー「52　月次統計」の適応病名情報更新（薬剤），適応病名情報更新（検査）を実行すると，入力CDが設定済み

のコード，「21　診療行為」の(K02)診療行為入力画面で入力履歴があるコードを対象に，適応病名マスタからの直接デー

タチェックを行う設定をします。

「52　月次統計」業務の操作，設定方法は【3.6　月次統計】，【5.1　システム管理マスタ】の【3002　統計帳票出力情報（月

次）】を参照してください。

システム管理によるデータチェックの設定

「1100　データチェック機能情報」・・・・ 地方公費の受給者番号・負担者番号チェックの設定

「1101　データチェック機能情報2」・・・ データチェック・チェックマスタ全般の設定

「1102　データチェック機能情報3」・・・ 記号番号チェックの設定

ヒント！

印刷順の初期表示は「101システム管理マスタ」－「1101　データチェック機能情報2」で設定できます。

各設定内容は【5.1　システム管理マスタ】を参照してください。

電子点数表マスタを用いた算定回数チェックについて

「20　診療行為算定回数」では電子点数表マスタを用いた算定回数チェックできます。

【5.1　システム管理マスタ】の【1101　データチェック機能情報2】を参照してください。
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3.1.3 チェック項目の解説

各チェック項目の種類と分類

＜チェックマスタの要否＞

　チェックマスタの作成が不要

　　1　保険者番号

　　2　被保険者記号・番号

　　3　公費負担者番号・受給者番号

　　4　保険適応年齢

　　5　患者病名

　　6　診療開始日

　　7　疑い病名・急性病名

　 11　診療行為の併用算定（※1）

　 12　実日数

　 13　患者氏名

　 14　保険組合せ有効期間

　 20　診療行為算定回数（※2）

   21　選択式コメント

　チェックマスタの作成が必要

　　8　薬剤と病名

　　9　診療行為と病名

　 10　薬剤と併用禁忌

　 11　診療行為の併用算定（※1）

　 15　投与禁忌薬剤と病名

　 16　診療行為同士の算定漏れ

　 17　病名と薬剤

　 18　病名と診療行為

　 19　薬剤の月上限回数・総投与量

※1　標準提供あり，ユーザで追加設定が可能

※2　点数マスタの[上限回数]または[ユーザ設定　上限回数]によりチェック。電子点数

表マスタのチェックを行うにはメニューより「91　マスタ登録」－「101　システム管理マ

スタ」－「1101　データチェック機能情報2」の設定が必要

41データチェックの項目と103チェックマスタの項目の関連

41データチェックの確認項目 91マスタ登録　→　103チェックマスタ

　8　薬剤と病名 　1　薬剤と病名

　9　診療行為と病名 　2　診療行為と病名

 10　薬剤と併用禁忌 　4　薬剤と併用禁忌

 15　投与禁忌薬剤と病名 　6　投与禁忌薬剤と病名

 16　診療行為どうしの算定漏れ 　7　診療行為どうしの算定漏れ

 17　病名と薬剤 　8　病名と薬剤

 18　病名と診療行為 　9　病名と診療行為

 19　薬剤の月上限回数・総投与量 　91マスタ登録　→　

　102点数マスタ画面で月上限回数・総投与量

 11　診療行為の併用算定 　5　診療行為の併用算定（同月内）

　A　診療行為の併用算定（同日内）

 20　診療行為算定回数 　91マスタ登録　→　

　102点数マスタ画面でユーザ設定上限回数
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＜チェックの分類＞

　レセプト点検チェック

　　1　保険者番号

　　2　被保険者記号・番号

　　3　公費負担者番号・受給者番号

　　4　保険適応年齢

　　5　患者病名

　　6　診療開始日

　　7　疑い病名・急性病名

　　8　薬剤と病名

　　9　診療行為と病名

　 10　薬剤と併用禁忌

　 11　診療行為の併用算定

　 12　実日数

　 13　患者氏名

　 14　保険組合せ有効期間

　 15　投与禁忌薬剤と病名

　 19　薬剤の月上限回数・総投与量

　 20　診療行為算定回数

   21　選択式コメント

　算定漏れチェック

　 16　診療行為同士の算定漏れ

　 17　病名と薬剤

　 18　病名と診療行為

＜チェックタイミング＞

　「41　データチェック」のみでチェックする項目

　　1　保険者番号

　　2　被保険者記号・番号

　　3　公費負担者番号・受給者番号

　　4　保険適応年齢

　　5　患者病名

　　6　診療開始日

　　7　疑い病名・急性病名

　　8　薬剤と病名

　　9　診療行為と病名

　 11　診療行為の併用算定（※）

　 12　実日数

　 13　患者氏名

　 15　投与禁忌薬剤と病名

　 16　診療行為同士の算定漏れ

　 17　病名と薬剤

　 18　病名と診療行為

   21　選択式コメント

　「41　データチェック」と「21　診療行為」

　で入力時にもチェックする項目

　 10　薬剤と併用禁忌

　 11　診療行為の併用算定

　 14　保険組合せ有効期間

　 19　薬剤の月上限回数・総投与量

　 20　診療行為算定回数（※1）

※1　「91　マスタ登録」－「102　点数マスタ」で設定した上限回数のみ
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各チェック項目の簡単なまとめ

（エラーメッセージは＜すべてのデータチェックの詳細とエラーメッセージ＞を参照）

チェック項目 チェック内容 チェック例

1　保険者番号 保険者番号が入力されているか 　－

2　被保険者記号・番号 主保険の記号・番号が正しく入力されてい

るか

入力されているか。

外字が入力されていないか。

空白が入力されていないか。

3　公費負担者番号・受給者番号 公費の負担者番号・受給者番号が正しく入

力されているか

入力されているか。

外字が入力されていないか。

桁が間違っていないか。

4　保険適応年齢 患者の年齢と保険情報とのチェック 15歳未満で本人登録でないか。

前期高齢者で補助区分が設定されて

いるか。

5　患者病名 病名の入力状況チェック 該当月の病名が存在するか。

1病名が20文字を超えていないか。

主病名があるか。

6　診療開始日 初診と病名開始日

初診が算定可能かチェック

初診日と病名日付が合っているか。

診療内容と病名から初診算定可能か

チェック。

7　疑い病名・急性病名 疑い病名・急性病名が長期期間継続してい

ないか
疑い病名が2ヶ月以上経過していな

いか。

8　薬剤と病名

（標準提供）＋（ユーザ設定）

入力された薬剤に対して病名があるか ガスターの処方日に胃潰瘍の病名が

あるか。

9　診療行為と病名

（標準提供）＋（ユーザ設定）

入力された診療行為に対して病名があるか 骨塩定量の検査が行われた日に骨粗

鬆症の病名があるか。

10　薬剤と併用禁忌

（標準提供）＋（ユーザ設定）

併用禁忌薬剤が入力されていないか ベザレックスSR錠とクレストール錠

が同時期に処方されていないか。

11　診療行為の併用算定

（標準提供）＋（ユーザ設定）

併用算定不可の診療行為が入力されていな

いか

在宅自己注射指導管理料の算定日に

特定疾患療養管理料が算定されてい

ないか。

12　実日数 診療行為の回数が実日数を超えていないか

（実日数チェックを行う診療行為のみ）

点滴注射が実日数を超えていない

か。

13　患者氏名 患者氏名が正しく入力されいるか 漢字・カナ氏名が入力されている

か。

外字が入力されていないか。

14　保険組合せ有効期間 診療行為入力で使用した保険組合せが有効

かどうか

診療行為入力後に保険変更を行い，

診療行為入力を訂正していない。

15　投与禁忌薬剤と病名

　　　（ユーザ設定）

病名に対して禁忌薬剤が入力されていない

か

胃潰瘍に対してボルタレンサポが処

方されていないか。

16　診療行為どうしの算定漏れ

　　　（ユーザ設定）

必ず同時算定する診療行為どうし，または

器材と診療行為が算定されてるか

酸素吸入を算定時に酸素代が算定さ

れているか。

17　病名と薬剤

　　　（ユーザ設定）

ある病名が付いたときに必ず算定する薬剤

が算定されているか

破傷風の病名が付いたときに沈降破

傷風トキソイドが算定されている

か。

18　病名と診療行為

　　　（ユーザ設定）

ある病名が付いたときに必ず算定する診療

行為が算定されているか

インフルエンザの病名が付いている

患者にインフルエンザウイルス抗原

の検査が算定されているか。

19　薬剤の月上限回数・総投与量

（ユーザ設定）

月の処方日数，総投与量が設定値を超えて

いないか

月の抗精神病薬の総投与量が超えて

いないか。

20　診療行為算定回数

（標準提供）＋（ユーザ設定）

日または月の算定回数が設定値を超えてい

ないか
月に1回しか算定できない診療行為

を2回算定していないか。

21　選択式コメント 診療行為に紐付けられている選択式コメン

トが入力されているか

特定薬剤治療管理料に対して選択式

コメントが入力されているか。
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＜その他　データチェックの項目以外で必ず行うチェック＞

必ず行うチェック

一月内に小児科外来診療料算定時の院

外と院内の両方で算定している場合

レセプトにコメントが必要。

コメントを確認するメッセージを印字。

特定器材に単位が登録されていること レセ電の場合，受付エラーになるため。

コメントコードが入力してあるが，コ

メント内容が未入力の場合

レセ電の場合，受付エラーになるため。

月の上限点数のある内分泌負荷試験の

点数チェック

診療訂正のため，月上限点数に変更が

あった場合にメッセージを印字。

入院基本料と同一の保険で入院料加算

が算定されているか

入院料加算を診療行為入力画面より入

力した場合に同一保険かどうか。

059XXXXXXのその他材料コードが入力

されていないか

059XXXXXX（点数マスタの金額が0円以

外のもの）が，診療区分「.950」「.960」
以外で入力されている（包括診療分も

含む）。
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3.1.4 データチェックの操作方法

＜データチェックの流れ＞

1．(M01)業務メニューより「41　データチェック」を選択します。

2．診療年月，入外区分，チェックする保険を選択します。

3．「確認全印刷」(F4)を押し，確認項目を選択します。

4．院外処方の処理を選択します。

5．「確定」(F12)を押し，印刷またはプレビューをします。

＜操作方法＞

1．(M01)業務メニューより「41　データチェック」を選択します。

2．左上の診療年月，入外区分，保険を選択します。
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3．「確認全印刷」(F4)を押し，確認項目を選択します。

4．院外処方の処理を選択します。

5．「確定」(F12)を押し，印刷またはプレビューをします。

エラーがある場合のみエラー内容を印刷します。

ヒント！　診療日の指定について

指定した診療日に受診した患者の一月分をチェックします（指定日のみのチェックではありません）

月全体のチェックより短時間で結果を印刷します。週1回等，定期的なチェックをおすすめします。
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患者を指定してチェックする

患者を個別に指定してチェックをできます。

• 任意の患者を指定できる

• 前回のチェックでエラーがあった患者のみ指定できる

• 前回個別指示を行なった患者のみ指定できる

＜操作方法＞　任意の患者をチェックする

1．データチェックを行う月，保険，チェック項目を選択しておきます。

2．(D01)レセプトチェック画面の「患者選択」(F6)を押し，(D02)個別指示画面に遷移します。

3．患者番号を入力し「Enter」を押します。

4．すべての患者を入力後，「確定」(F12)を押します。

(D01)レセプトチェック画面に戻ります。右上に　＊個別チェック＊　と表示します。

5．「確定」(F12)を押し，データチェックをします。
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＜前回のチェックでエラーがあった患者，前回個別指定した患者の再設定＞

1．(D02)個別指示画面より患者指定のコンボボックスを選択します。

2．「確定」(F12)を押し，(D01)レセプトチェック画面に戻ります。　　

3．「確定」(F12)を押し，データチェックをします。

「患者指定」(F5)を押すと，患者指定欄へカーソルが移動します。

＜1度セットした個別指示を取り消す＞

次の2つの方法があります。

• （D02)個別指示画面で「クリア」(F2)を押し，患者指示のない状態で「確定」(F12)を押す。

• 業務メニュー画面に一旦戻る。
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3.1.5 データチェックの便利な機能

チェック項目の保存

繰り返し行うチェックを保存し，呼び出せます。

月中は薬剤と病名・診療行為と病名のチェックを行い，月末にすべてのチェックを行う場合などに便利です。

＜保存できる項目＞
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＜操作方法＞

1．保存したい項目を選択します。

2．「設定保存」(Shift+F7)を押します。

3．登録名を入力後，「登録」(F12)を押します。

＜保存した設定を呼び出す＞

1．確認項目設定のコンボボックスから登録名を選択します。

• 選択すると登録内容を表示します。
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＜設定済みの項目を変更する＞

1．確認項目設定より変更したい設定を選択します。

2．チェック内容を変更します。

3．「設定変更」(Shift+F6)を押します。

4．「OK」(F12)を押します。

【項目を変更し，「設定変更」(Shift+F6)を押した画面】
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エラー内容を画面で確認しながら病名の追加，チェックマスタを整備する

エラー内容を画面内で確認しながら病名登録やチェックマスタが整備できます。

＜操作方法＞

1．データチェックをします。

2．データチェック終了後に「エラー内容」(F9)を押します。

3．画面内のエラー内容を選択します。

• 患者病名と薬剤（診療行為）のチェックマスタを表示します。
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ヒント！

画面右上の「確認項目」からエラー内容の表示が変えられます。

チェックマスタに患者病名を追加する

1．患者病名欄の病名を選択します。

2．「マスタ登録」(F9)を押します。
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3．チェックマスタの病名欄を確認後，「確定」(F12)を押します。

4．チェックマスタに病名を追加後，(D04)エラー内容確認画面に戻ります。

ヒント！

「病名」(F8)を押すと(C02)病名登録画面に遷移します。

病名登録画面の「戻る」(F1)を押すと(D04)エラー内容確認画面に戻ります。

＜エラーとしない（例外）設定＞

エラーはチェックを行わない（例外）設定ができます。

例）「この患者には○○の薬をエラーとしない」といった場合など。

システム管理の準備

「101システム管理マスタ」－「1101　データチェック機能情報2」の患者ごとの例外設定機能を「1　使用する」に

設定します。
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例外登録をする

1．(D04)エラー内容確認画面を表示し，例外登録したいエラーを選択します。

2．「1　チェックしない（当月）」，「2　チェックしない（常時）」より選択後，「例外登録」(F12)を押します。

例外登録を行なったエラーには「＊」を表示します。

ヒント！

例外登録を行なったエラーは，次回のデータチェックからエラーになりません。

「1　チェックしない（当月）」を選択した場合は，登録月のみエラーになりません。

「2　チェックしない（常時）」を選択した場合は，登録月以降はエラーになりません。
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例外設定の確認と解除

1．(D04)エラー内容確認画面の「例外一覧」(F4)を押します。

• 該当月に例外として動作したデータを表示します。

例外設定の解除を行うには，該当のデータを選択後，「削除」(F3)を押します。

ヒント！

「前月」(F6)と「次月」(F7)を押し，診療年月を変更できます。
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エラーリストを患者別に作成する

1患者1ページの患者別エラーリストを作成できます。

＜システム管理の準備＞

「101システム管理マスタ」－「1101　データチェック機能情報2」の「患者別チェックリスト」を「2　作成する」に

設定します。
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＜患者別エラーリストの印刷方法＞

1．データチェックをします。

• 再印刷データに患者別エラーリストを作成します。

2．「再印刷」(F5)を押し，再印刷選択画面に遷移します。

3．患者別エラーリストを選択後，「印刷」(F12)を押します。

ヒント！

患者別エラーリストは，印刷枚数が増えるため，「再印刷」(F5)のみの印刷になります。

チェック漏れ薬剤を印刷する

「8　薬剤と病名」のチェックから漏れている薬剤（チェックマスタに登録していない薬剤）を結果リストに印

字できます。

【5.1　システム管理マスタ】－【1101　データチェック機能情報2】を参照してください。
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適用病名マスタからの直接データチェック

チェックマスタの作成に係わらず適応病名マスタからデータチェックを行う機能です。

ユーザー登録のチェックマスタがない場合は適応病名マスタからチェックしたり，ユーザー登録のチェックマ

スタ＋適応病名マスタのチェックが行えます。

【チェックマスタ　1病名と薬剤設定画面】
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ヒント！　適応病名マスタとは

適応病名マスタは標準提供されているチェックマスタです。

適応病名からの直接データチェックを行うには【5.1　システム管理マスタ】－【1101　データチェック機能情報2】の「適応

病名マスタからの直接データチェック」の項目を参照してください。

データチェックの注意事項

• 院外処方の処理について

「10　薬剤と併用禁忌」，「15　投与禁忌薬剤と病名」のチェックは「院外処方の処理」の設定に係わらず，

必ず「院内処方を含む」としてチェックをします。

• 自費診療分および包括の保険組合せで入力された診療行為について

「10　薬剤と併用禁忌」，「15　投与禁忌薬剤と病名」はチェック対象になります。

その他のチェック項目ではチェック対象外になります。
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3.1.6 すべてのチェック内容とエラーメッセージ

確認項目 チェック内容 メッセージ注意事項 注意事項

保険者番号 保険者番号が入力されている

こと

保険者番号が未入力です ・労災・自賠責・自費保険はチェ

ックを行いません。

被保険者記号・番

号

記号が入力されていること 保険情報の記号が未入力です

・労災・自賠責・自費保険はチェ

ックを行いません。

※「101システム管理マスタ」－

「1102　データチェック機能情報

3」で保険者または保険種の類ごと

にチェックの内容を設定できま

す。

番号が入力されていること 保険情報の番号が未入力です

記号がすべて全角文字で入力

されていること

保険情報の記号に全角文字以

外が入力されています 

番号がすべて全角文字で入力

されていること

保険情報の番号に全角文字以

外が入力されています 

記号に外字が入力されていな

いこと

保険情報の記号に外字が入力

されています

番号に外字が入力されていな

いこと

保険情報の番号に外字が入力

されています

レセ電データの記号・番号の

文字数の和が19文字を超えて

いないこと

レセ電算データの場合，保険

情報の記号・番号の文字数の

和が19文字を超えています

レセ電データの記号に空白が

含まれていないこと

レセ電算データの場合，保険

情報の記号に空白が入力され

ています

記号が入力されている 保険情報の記号に入力があり

ます
・「101システム管理マスタ」－

「1102　データチェック機能情報

3」で記号の入力をチェックする場

合。

レセプト電算用記

号番号チェック

記号チェック

・「101システム管理マスタ」－

「2005　レセプト・総括印刷順情

報｣－「レセプト（基本－レセ電）」

にある社保レセ電出力区分または

国保レセ電出力区分でレセ電処理

を行うよう設定済みの場合につい

てのみチェックをします

※条件中の漢字は全角ひらがな，

カタカナを含むものとする。また

アルファベットは大文字A～Zのみ
が該当するものとします。

(A)009協会

数字のみ入力されていること 保険情報の記号が入力誤りで

す(B)006組合，063退組合

数字のみ入力されていること

番号チェック（先頭）（1文字目）

(A)009協会

数字のみ入力されていること

保険情報の番号の1文字目が入

力誤りです

(B)031国公，032地公，034
学校

数字，漢字，アルファベッ

ト，括弧記号のみ入力されて

いること

(C)033警察

数字，アルファベットのみ入

力されていること

(D)006組合，063退組合

数字のみ入力されていること

番号チェック（先頭以外）（2文字目以降）

(A)009協会

数字，アルファベット，「－」，

「ー」のみ入力されていること

保険情報の番号が入力誤りで

す

(B)031国公，032地公，034
学校

漢字，数字，アルファベッ

ト，「－」，「ー」，括弧記号のみ

入力されていること

(C)033警察

数字，アルファベット，「－」，

「ー」のみ入力されていること
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(D)006組合，063退組合

数字，「－」，「ー」のみ入力され

ていること

公費負担者番号・

受給者番号

負担者番号が入力されている

こと

公費情報の負担者番号が未入

力です

・長期はチェックの対象外です。

・生活保護は「101システム管理マ

スタ」－「1101　データチェック機

能情報2」でチェックを行うか否か

を設定できます。

・「101システム管理マスタ」－

「1100　データチェック機能情報」

で次を設定できます。

1．負担者番号・受給者番号の未

入力チェックを行なわない公費を

登録できる。

2．地方公費の桁数チェックの設

定。

受給者番号が入力されている

こと

公費情報の受給者番号が未入

力です

負担者番号に全角文字と半角

文字が混在していないこと

公費情報の負担者番号に全角

文字と半角文字が混在してい

ます

負担者番号に全角文字と半角

文字が混在していないこと

公費情報の受給者番号に全角

文字と半角文字が混在してい

ます

負担者番号に外字が入力され

ていないこと

公費情報の負担者番号に外字

が入力されています

受給者番号に外字が入力され

ていないこと

公費情報の受給者番号に外字

が入力されています

下記のすべての条件に該当し

ない場合はエラーとする

1．患者登録業務で生活保護

の受給者番号の入力がない

2．明細書業務の明細書－生

活保護・中国残留邦人等まと

め入力画面に受給者番号の入

力がない

公費情報の受給者番号が未入

力です

公費桁数チェック受給者番

号：7桁負担者番号：8桁

公費情報の受給者番号が入力

誤りです

公費情報の負担者番号が入力

誤りです

負担者番号に半角文字が入力

されていないこと

公費情報の負担者番号に半角

文字が入力されています
・「101システム管理マスタ」－

「1100　データチェック機能情報」

で半角文字をエラーとした場合。

負担者番号に全角文字が入力

されていないこと

公費情報の負担者番号に全角

文字が入力されています
・「101システム管理マスタ」－

「1100　データチェック機能情報」

で全角文字をエラーとした場合。

受給者番号に半角文字が入力

されていないこと

公費情報の受給者番号に半角

文字が入力されています
・「101システム管理マスタ」－

「1100　データチェック機能情報」

で半角文字をエラーとした場合。

受給者番号に全角文字が入力

されていないこと

公費情報の受給者番号に全角

文字が入力されています
・「101システム管理マスタ」－

「1100　データチェック機能情報」

で全角文字をエラーとした場合。

保険適応年齢 15歳未満の患者が本人で登録

されていないこと

15歳未満ですが本人で登録さ

れています

・このメッセージが出た患者はレ

セプト記載が誤って印字される可

能性があります。

後期高齢者の適応年齢が正し

いこと

後期高齢者の保険適応年齢誤

りです

後期高齢の対象になる患者に

後期高齢が登録されているこ

と

後期高齢者の保険が未設定で

す

・このメッセージが出た患者は，

負担割合が誤っている可能性があ

ります。

補助区分が未設定の場合

患者登録の保険適用開始日お

よび保険確認日がいずれも患

者の前期高齢者医療の適用開

始日よりも前の場合

前期高齢者医療の適用年齢に

到達しています

保険確認を行ってください

後期高齢者の負担割合が2割
で登録されていないこと

後期高齢者の負担割合が2割で

す。3割に登録し直してくださ

い

65歳以上で退職者国保でない 65歳以上で退職者国保の入力

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 653 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI



こと があります

患者病名

病名の登録があること 病名が未登録です

・「101システム管理マスタ」－

「1101　データチェック機能情報

2」で診療科別にチェックを行うか

否かを設定できます。

診療年月に有効な病名が存在

すること（入院処理時） 

診療年月に有効な入院病名が

存在しません

診療年月に有効な病名が存在

すること（外来処理時） 

診療年月に有効な外来病名が

存在しません

患者病名情報テーブルの病名

が未設定でないこと

患者病名情報テーブルの病名

が未設定です

病名がすべて全角文字で登録

されていること

病名に全角文字以外が入力さ

れています

患者病名情報テーブルの病名

文字数が未設定でないこと

患者病名情報テーブルの病名

文字数が未設定です

患者病名情報テーブルの病名

コードが未設定でないこと

病名に対応する病名コードが

入力されていません

転帰区分，転帰日が共に入力

されていること

転帰区分（転帰日）が設定済

みの場合，転帰日（転帰区

分）も設定されていなければ

なりません

カルテ病名がすべて全角で入

力されていること

カルテ病名に全角文字以外が

入力されています

レセ電データの未コード化傷

病名（主病名でない）の病名

文字数が20文字を超えないこ

と

レセ電算データの場合，病名

文字数が20文字を超えていま

す

患者病名に未転帰同一病名が

複数登録されていないこと

同じ病名が複数登録されてい

ます

主病名があること 主病名が未登録です

生年月日以前の病名開始日が

ないこと

病名の診療開始日が誕生日よ

りも前の日付で登録されてい

ます

保険請求対象外の病名のみで

ないこと

診療年月に保険請求対象外の

病名のみ登録されています

診療開始日 初診算定日以前より継続中の

病名が存在しないこと（転帰

日が初診算定日以降を含む）

初診算定日以前より継続中の

病名が存在します
・「101システム管理マスタ」－

「1101　データチェック機能情報

2」で診療科別にチェックを行うか

否かを設定できます。初診算定日から開始になる病

名が存在すること

初診算定日から開始になる病

名が存在しません

初診算定日以前より継続中の

病名が存在しないこと（転帰

日が初診算定日の場合）

初診算定日と病名の転帰日が

同じ日付です

次の条件にすべて該当する場

合はメッセージを編集する

1．再診料の算定日より診療

開始になる病名が存在する

2．再診料の算定日に継続中

の病名が存在しない

3．初診算定日から再診料の

算定日の間に治癒または中止

後1月を経過した病名が存在

する

初診料が算定可能か確認して

ください

次の条件にすべて該当する場

合はメッセージを編集する

1．再診料の算定日より診療

開始になる病名が存在する

2．再診料の算定日よりも前

に病名の入力が全く無い

当月開始病名のみの入力です

初診料が算定可能か確認して

ください

実日数より診療月の病名開始

日日数が多い時

当月の病名の診療開始日が正

しく入力されているか確認し
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てください。　○日，○日／

診療日　×日

再診料算定日に有効な病名が

ない

診療日に継続中の病名が存在

しません

疑い病名・急性病

名

疑い病名が長期にわたって継

続していないこと

疑い病名が長期間継続してい

ます
・「101システム管理マスタ」－

「1101　データチェック機能情報

2」で次を設定できます。

1．診療科別にチェックを行うか

否かの設定。

2．期間の設定。

疑い病名：1～10ヶ月急性病名：1

～4ヶ月

急性病名が長期にわたって継

続していないこと

急性病名が長期間継続してい

ます

薬剤と病名

適応病名の登録があること 薬剤の適応病名未入力です

・「101システム管理マスタ」－

「1101　データチェック機能情報

2」で次を設定できます。

1．診療科別にチェックを行うか

否かの設定。

2．疑い病名を対象とするか否か

の設定。

適応病名が診療年月に有効で

あること

適応病名が有効な期間で登録

されていません

※すでに転帰が入力してあり

適応病名が有効な期間で無い

場合などをチェックします

「101システム管理マスタ」－

「1101　データチェック機能

情報2」の設定により，「適応

病名未入力です」の扱いにで

きます

適応病名の入外区分が外来と

して登録されていること（外

来処理時）

適応病名が入院の病名として

入力されています

適応病名の入外区分が入院と

して登録されていること（入

院処理時）

適応病名が外来の病名として

入力されています

診療行為と病名

適応病名の登録があること 診療行為の適応病名未入力で

す

・「101システム管理マスタ」－

「1101　データチェック機能情報

2」で診療科別にチェックを行うか

否かを設定できます。

適応病名が診療年月に有効で

あること

適応病名が有効な期間で登録

されていません

※すでに転帰が入力してあり

適応病名が有効な期間で無い

場合などをチェックします

「101システム管理マスタ」－

「1101 データチェック機能情

報2」の設定により，「適応病

名未入力です」の扱いにでき

ます

適応病名の入外区分が外来と

して登録されていること（外

来処理時）

適応病名が入院の病名として

入力されています

適応病名の入外区分が入院と

して登録されていること（入

院処理時）

適応病名が外来の病名として

入力されています

薬剤と併用禁忌 併用禁忌の薬剤が登録されて

いないこと

併用禁忌の薬剤が入力されて

います

・相互作用テーブルとチェックマ

スタの禁忌薬剤情報を元にチェッ

クをします。

診療行為の併用算

定

併用算定不可の診療行為が入

力されていないこと（慢性疼

痛疾患管理料，疾患別リハビ

リテーション医学管理料は初

回算定日または算定開始日を

考慮して算定日以前の併用算

定はエラーとしません）

診療行為が併用算定誤りです

（同月）

診療行為が併用算定誤りです

（同日）

ユーザで変更，新規追加が可能で

す。マスタ更新時に置き換わる可

能性があります。

実日数 診療行為の算定回数が実日数 実日数を越えた回数を算定し ・102点数マスタの実日数が1，日

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 655 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI



を超えていないこと ています 数・回数が0で登録されている診

療行為をチェック対象とします。

・回数のカウントは日単位で行

い，算定日数を比較してチェック

します。

入院期間と入院診療行為の日

付の関係が正しいこと

入院していない日に入院診療

があります

外泊日に入院調剤料を算定し

ていないこと

外泊日に調剤料が算定されて

います。

外泊日に入院調剤技術基本料

を算定していないこと

外泊日に調剤技術基本料が算

定されています。

実日数がゼロでないこと 実日数がゼロ日です

患者氏名

漢字氏名がすべて全角文字で

入力されていること

漢字氏名に全角文字以外が入

力されています

カナ氏名がすべて全角文字で

入力されていること

カナ氏名に全角カタカナ以外

の文字が入力されています

漢字氏名が入力されているこ

と

漢字氏名が未入力です

カナ氏名が入力されているこ

と

カナ氏名が未入力です

漢字氏名に外字が入力されて

いないこと

漢字氏名に外字が入力されて

います

カナ氏名に外字が入力されて

いないこと

カナ氏名に外字が入力されて

います

保険組合せ有効期

間

診療行為で入力された保険組

合せが存在すること

保険組合せが存在しません

有効期間範囲外の保険組合せ

で診療行為が入力されていな

いこと

保険の適用が切れている期間

があります

地方公費単独の保険組合せで

診療行為が入力されていない

こと

地方公費のみの保険組合せで

す

使用された保険組合せの保

険・公費が存在すること

保険組合せが正しく作成され

ていません。保険または公費

情報を確認してください

投与禁忌薬剤と病

名

投与禁忌薬剤の入力がないこ

と

投与禁忌薬剤が入力されてい

ます

・全科を対象にチェックを行ない

ます。

診療行為どうしの

算定漏れ

チェックマスタに登録されて

いる診療行為が同じ日に算定

されていること

該当の診療行為に対して同日

の算定漏れがあります

チェックマスタに登録されて

いる診療行為が同じ月に算定

されていること

該当の診療行為に対して同月

の算定漏れがあります

その他（毎回チェ

ックを行う項目）

患者情報が参照可能であるこ

と

患者情報が参照できません

「101システム管理マスタ」－

「5000　医療機関情報－入院

基本」で設定した減算を診療

行為で入力されていないこと

システム管理と診療行為より

入力された減算のコードが重

複しています

入院基本料と同一保険組合せ

で入院料加算が登録されてい

ること

患者負担額が計算できません

入院基本料と異なる保険組合

せで入院料加算が登録されて

います

内分泌負荷試験の算定点数が

正しいこと（上限チェック）

内分泌負荷試験の算定点数に

誤りがあります（上限オーバ

ー）

内分泌負荷試験の算定点数が

正しいこと（逓減チェック）

内分泌負荷試験の算定点数に

誤りがあります（過誤の逓
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減）

小児科外来診療料算定時に院

内と院外の両方の算定があっ

た場合

コメント記載がされているか

確認してください

病名と薬剤／病名

と診療行為

チェックマスタに登録されて

いる病名が有効な月に診療行

為が算定されていること

診療行為が未入力です

チェックマスタに登録されて

いる病名が有効な月に薬剤が

算定されていること

薬剤が未入力です

薬剤の月上限回

数・総投与量

点数マスタの設定の超えてい

ないこと

月の投与回数または投与量が

上限を超えています

・点数マスタの設定が必要です。

診療行為算定回数 点数マスタまたは電子点数表

マスタの設定を超えていない

こと

上限回数を超えています ・点数マスタの設定または「101シ

ステム管理マスタ」－「1101　デー

タチェック機能情報2」で電子点数

表マスタの設定が必要。入院日に算定されいること 入院初日に算定されていませ

ん

退院日に算定されいること 退院日に算定されていません

選択式コメント 選択式コメントが必須の診療

行為に選択式コメントが入力

されていること

選択式コメントが未入力で

す。
令和2年4月より追加された選択式

コメントについては10月診療分以

降チェックを行います。

必須チェック項目

特定器材に単位が登録されて

いること

点数マスタの器材の単位コー

ドが未設定です
・「101システム管理マスタ」－

「2005　レセプト・総括印刷情報」

のレセ電作成を行う設定になって

いる場合にチェックをします。

810000001，83XXX..，84XX

X..，85XXX..，0084X...の
コメントコードでコメント内

容が未入力の場合

コメント内容が未入力です 日付の入力で00日はエラーになり

ます。

入院料の算定が無い日に入院

料加算が算定されていないこ

と

患者負担額が計算できませ

ん。入院料の算定が無い日に

入院料加算が算定されていま

す

外泊日に入院料加算が算定さ

れていないこと

患者負担額が計算できませ

ん。外泊日に入院料加算が算

定されています

小児科外来診療料（処方箋を

交付）を算定した月に院外処

方の入力がされていること

診療年月に院外処方がありま

せん
・「101システム管理マスタ」－

「1101　データチェック機能情報

2」の設定によりチェックをしま

す。

労災の診療行為に09593で始
まるコードが入力されていな

いこと

09593で始まる診療行為入力

があるため，紙レセプトで請

求を行ってください。

・「101システム管理マスタ」－

「2005　レセプト・総括印刷情報」

-レセ電-労災の設定が「0　出力無

し以外にチェックをします。

労災の入院室料加算が範囲内

のコードで作成されたいるこ

と

09594で始まるコードがコー

ド作成範囲外で作成されてい

る為，レセ電データの記録が

正しくできません。

・「101システム管理マスタ」－

「2005　レセプト・総括印刷情報」

-レセ電-労災の設定が「0　出力無

し以外にチェックをします。

介護保険情報または介護認定

情報に設定がある患者に対し

て，算定できない診療行為を

入力されていないこと。

要介護（要支援）設定の有効

期限内は算定できない診療行

為です。

059XXXXXXのその他材料コー

ドが入力されていないこと

平成29年4月診療分以降は，

特定器材商品名コードを使用

した診療行為入力を行ってく

ださい

059XXXXXX（点数マスタの金額が

0円以外のもの）が，診療区分

「.950」「.960」以外で入力されて

いる（包括診療分も含む）。
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3.2 明細書

3.2.1 明細書

（1）レセプト作成指示

（1）－1　生活保護の受給番号入力

（1）－2　未請求レセプト（未請求患者）の設定（レセプトを作成したくない患者の設定）

（1）－3　一括作成

（1）－4　個別作成（患者指定）

（1）－5　個別作成（訂正分）

（1）－6　個別作成（受診日）

（1）－7　照会連携

（1）－8　レセプト作成処理の中止

（2）レセプト作成処理の経過確認

（3）印刷処理の指定（国保レセ編綴順印刷はこちらを参照してください）

（4）プレビュー画面について

（5）特記事項の指定

（6）実日数設定・一部負担金の編集

（7）労災レセプト，自賠責レセプト出力の注意点

（1）レセプト作成指示

ヒント

レセプト作成の前に「52　月次統計」の「一括再計算該当者チェック表」を印字し，必要な患者に一括再計算を行っておくこ

とをおすすめします。

画面の一番上にある「印刷区分」のをクリックするか，「印刷区分」(F7)を押し「レセプト新規作成処理」か，「作

成済レセプト再印刷」処理かを選択できます。また院外処方の薬剤をレセプトに記載する点検用レセプトを作成

できます。
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ポイント！　新規作成と再印刷

• レセプト新規作成・・・・新たにレセプト作成処理を行うときに指定します。初期表示しています。

• 作成済レセプト再印刷・・以前に作成処理を行った一括または個別作成分の再印刷を行うときに指定します。

一括作成分または個別作成分のどちらの再印刷を行うかを選択したのち，「レセプト新規作成」時と同様の操作

方法で印刷できます。ただし，この処理を行う前にシステム管理マスタにレセプト情報が設定されている必要が

あります。

ポイント！　

＜点検用レセプト（院外処方含む）について＞

• 点検用に院外処方分の薬剤を含むレセプトを作成します。

点検用レセプトには点検用とわかるように「点検用レセプト」と印字をします。

（業務メニュー「91　マスタ登録」－「101システム管理マスタ」－「2005　レセプト・総括印刷情報設定」－点

検用タブ－「点検用レセプト記載」で斜線に変更できます）

• 同時にレセプト電算データにも院外処方分を含むレセ電データを作成します。

• 点検用レセプトに包括診療分を記載できます。業務メニュー「91　マスタ登録」－「101　システム管理

マスタ」－「2005　レセプト・総括印刷情報」－点検用タブ－「点検用レセプト記載」を参照してくださ

い。

• 一般名処方を行った薬剤を一般名記載できます。 業務メニュー「91　マスタ登録」－「101　システム管

理マスタ」－「2005　レセプト・総括印刷情報」－点検用タブ「点検用レセプト記載」を参照してくださ

い。

＜点検用レセプトの地方公費の0点公費記載について＞

• 地方公費の0点公費（請求点数が0点の公費）の診療内容を点検用レセプトに記載できます。

（「101システム管理マスタ」－「2005　レセプト・総括印刷情報設定」－点検用－「点検用レセプト記載」で設定で

きます）

• 地方公費の0点公費を記載する設定の場合，「0点公費記載設定」と表示し，レセプトには【0点公費記載あり】と印

刷します。

• 0点公費を記載した点検用レセプトは請求時に提出用レセプトを作成する必要があります。一括作成を行うか，該

当の患者のみ個別作成を行ってください。

＜全国公費の0点公費記載について＞

• 「101システム管理マスタ」－「2005　レセプト・総括印刷情報設定」－レセプト・基本1(1)－「0点全国公費レセ

プト記載（提出用）」で記載しないように設定できます（全国公費の場合，基本1（1）の設定を優先します）。

• 0点公費を記載した点検用レセプトは請求時に提出用レセプトを作成する必要があります。一括作成を行うか，該

当の患者のみ個別作成を行ってください。

＜0点公費記載のまとめ＞
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ヒント！

公害レセプトを名古屋市，北九州市用に変更できます。

「101　システム管理マスタ」－「4100　公害医療機関情報」で変更します。

ファンクションキーの説明

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 遷移元の画面へ戻ります。

再印刷 F5 以前に行った印刷処理の一覧の中から再印刷できます。

印刷区分 F7
レセプトの新規作成か，前回作成処理を行ったレセプトの再印刷かを

選択します。

一括/個別 F8 一括作成か，個別作成かを選択します。

生保等入力 F9 生活保護の受給者番号を月ごとに一括入力できます。

主科設定 F10

旧総合病院以外で主科別にレセプトを作成する場合に設定します。

主科設定しない（システム管理未設定）医療機関では選択できませ

ん。

主科設定をする医療機関はこちらを参照してください。

未請求設定 Shift＋F10
レセプト作成をする前に請求を保留するレセプト（患者）を設定でき

ます。

設定したレセプト（患者）はレセプト作成を行いません。

情報削除 F11
エラーが発生し，処理が正常に終了しなかった場合に処理内容の情報

削除できます。

確定 F12 作成対象患者のレセプト処理を開始します。

処理結果 Shift＋F12 処理の経過および結果を確認できます。
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（1）－1　生活保護の受給者番号入力

生活保護受給者の受給者番号には，受給者番号が変わらない固定番号制と毎月付番される変動番号制の2通りの

制度が各自治体によって存在します。

「生保等入力」(F9)を押して遷移する生活保護まとめ入力画面では，変動番号制の受給者番号を月単位で一括入

力する場合に使用します。

生活保護該当患者は，以下の2つの条件のときに生活保護まとめ入力画面へ表示します。

患者登録画面で生活保護受給者の「公費負担番号」・「公費の種類」・「適用期間」の入力がある

（うち，「公費の種類」・「適用期間」は，患者登録時に必須入力項目になります）。

指定した月が生保適用期間中であり，かつ診療行為入力がある

生活保護まとめ入力画面では，患者登録画面で登録内容（負担者番号および受給者番号）を初期表示するため，

変動番号制の場合の患者登録画面の受給者番号欄は未入力（空白）で登録することを推奨します。

なお，負担者番号に変更が無い限りは患者登録画面の適用期間の適用終了日は「9999999」と入力して適用開始

日以降，適用期間は継続しているものとしてください。

（生活保護まとめ入力画面表示例）

ヒント！

一覧表示する患者順を「101　システム管理マスタ」－「2005　レセプト・総括印字情報」で設定できます。
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＜画面例の各患者の公費番号の表示について＞

生活保護まとめ入力画面に表示する公費情報は，患者登録画面で登録内容（負担者番号および受給者番号）を

初期表示します。そのため変動番号制の場合，患者登録画面の受給者番号欄は未入力（空白）で登録することを

推奨します。

なお，負担者番号に変更が無い限りは患者登録画面の適用期間の適用終了日は「9999999」と入力して適用開始

日以降，適用期間は継続しているものとしてください。また，受給者番号を生活保護まとめ入力画面で登録した

場合は，その受給者番号を優先して当該画面へ表示，およびレセプト記載をします。
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項目の説明

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 遷移元の画面へ戻ります。

前月分 F5
前月分を表示します。

を押したときに当月分の更新を行うかの確認メッセージを表示しま

す。

前頁 F6
1月分の生保該当患者は1画面に25件まで表示します。

25件以上の場合は「前頁」，「次頁」により表示を切り替えます。

次頁 F7
1月分の生保該当患者は1画面に25件まで表示します。

25件以上の場合は「前頁」，「次頁」により表示を切り替えます。

次月分 F8 次月分を表示します。

全体 F9

初期表示は，全対象患者を表示します。

「全体」を押すと「未入力分」の表示になり，受給者番号未登録患者を

対象に一覧表示をします。押すごとに「全体」，「未入力分」と交互に切

り替わります。

登録 F12 受給者番号を登録します。

受給者番号入力後は，「登録」(F12)を押すと確認メッセージを表示します。

「OK」を押すと月単位で更新を行った後にレセプト作成指示画面へ戻ります。

なお，表示している診療年月に生活保護患者が存在するときに「前月分」または「次月分」のファンクションキー

を押すと以下の確認メッセージを表示します。

当月分の受給者番号を入力後に，前月または次月分を続いて表示させる場合は「OK」を押します。「OK」は「登録」

(F12)と同様に更新をします。受給者番号の更新の必要が無い場合は，「NO」を押して進みます。

◎「印刷区分」「レセプト新規作成」を選択した場合

「一括作成」または「個別作成」をボタンか，「一括/個別」(F8)で選択します。
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（1）－2　未請求レセプト（未請求患者）の設定（レセプトを作成したくない患者の設定）

当月レセプト作成を保留したい患者に「レセプト作成を行わない（対象にしない）」設定できます。

この設定を行うとレセプト作成時に該当患者のレセプトおよび請求管理データを作成しません。

設定した場合は

• レセプトの対象にならなくなる（一括作成，個別作成）

• レセプト作成しない

• 請求管理データを作成しない

• レセプト作成後に設定した場合は請求管理データを削除し未請求（未作成）登録する

• 未請求（未作成）患者は月次統計の「保険請求確認リスト」で確認できる
• レセプトを作成する場合は未請求解除設定を行ってからレセプト作成を行う

また未請求（未作成）を解除した患者のみ一括取り込みし，レセプト個別作成できます。

点検用レセプト個別作成を行った場合は未請求解除中のままになり，提出用レセプトを作成時に未請求解除リ

ストから削除します。

注意！

未請求設定は医保のレセプトのみ対象です。

＜レセプトの保留について＞

レセプトの保留方法には2種類あります。

各医院でどちらかの方法か良いか検討し運用してください。

明細書業務の未請求設定 請求管理業務の請求区分の設定

概要 レセプトの作成自体を保留 請求書および総括表への集計を保留

レセプト 作成しない（対象にならない） 作成する

レセ電データ 作成しないので記録しない 記録しない

請求管理データ 作成しない 作成する

保留設定方法 「明細書業務の未請求設定」から未請

求登録
「請求管理業務の請求区分」を「0　請求しな

い」に変更し登録

確認方法 月次統計の「保険請求確認リスト」に

より確認できます

月次統計の「保険請求確認リスト」により確

認できます
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＜設定画面の呼び出し＞

「42　明細書」→「未請求設定」(Shift＋F10)で設定画面を呼び出します。

＜患者を設定する＞

画面上部の診療年月と入外区分を設定します。

画面下部で患者番号を入力します。このときに該当の診療年月・入外区分に診療があればレセプト種別を表示し

ます。診療がない場合でも設定できます。
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「未請求設定」(F12)を押します。未請求患者一覧に追加します。

（注意1）
※すでにレセプト作成を行い，請求管理データが作成されている患者の場合は，「未請求設定」を行うことにより，該当の

月の請求管理データを削除します。このときにはメッセージを表示します。カーソルの位置は「NO」にセットしています。

（注意2）

未請求患者一覧にある患者のレセプトは作成されなくなります。

設定は患者単位で行い，同一月に複数のレセプトがある場合はすべてのレセプトが未請求扱いになります。
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＜未請求の患者を解除する＞

解除するには未請求患者を選択し，「未請求解除」(F4)を押します。

未請求解除患者一覧に追加します。

未請求解除一覧はすべての診療月のデータを表示します。入外の表示の切り替えは入外区分を変更してください。

未請求解除一覧の患者はレセプト個別発行に取り込むことができます。

未請求解除一覧の患者は該当の患者のレセプト処理が行われるまで消えません。

当月に診療のない患者に未請求解除しレセプト一括作成を行った場合は，診療のない患者に対してレセプト作成が行われ

ないので未請求解除一覧から消えないことがあります。この場合はレセプト個別作成へ未請求解除患者を取り込んでいた

だき処理をすれば消せます。

また点検用レセプトを作成時には未請求解除一覧の更新は行いません。提出用レセプトを作成時に未請求解除一覧を更新

します。
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＜レセプト個別作成へ未請求解除患者を取り込む＞

「42　明細書」からレセプト個別作成画面へ遷移します。

処理区分に「5　未請求解除」を選択します。

未請求解除一覧患者のなかで該当月にレセプトの対象になる患者を表示します。

全体表示(F5)を押すとレセプト対象患者に○印が付きます。

レセプト作成を行うと，未請求解除一覧を更新します。
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未請求解除一覧の患者の中にレセプト対象患者がいない場合はメッセージを表示します。

このまま「閉じる」を押していただき，「確定」(F12)を押してください。

レセプト対象でない未請求解除患者のデータを更新し未請求解除一覧から削除します。

＜総括表・公費請求書画面の注意メッセージ＞

未請求解除中のままレセプト処理がされていない場合は，総括・公費請求書画面に注意メッセージとして表示

します。

このメッセージが表示されたときは未請求設定画面を確認してください。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 669 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 3.40

図 3.39



（1）－3　一括作成

1. 入院外来を設定します。

2. レセプトの作成区分を設定します。

提出用レセプト・・・提出ができる状態のレセプトを作成します。

点検用レセプト・・・院外処方分の薬剤を含む点検用レセプトを作成します。

3. 一括作成を選択します。

4. 作成する診療年月を入力します。

5. 「確定」(F12)を押します。

（テスト患者は一括作成の対象になりません）

↓

「OK」を押すと「処理結果」画面へ遷移し，レセプト作成処理を開始します。

「処理結果」画面では，「F11：状態」を押しその都度，処理の経過が確認できます。

「戻る」(F1)を押すと元の画面になります。
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（1）－4　個別作成（患者指定）

個別作成では患者単位でレセプト作成処理ができます。

一度に500件まで指定できます。

個別作成を選択し，レセプトの種別を選択します。

入力後「確定」(F12)を押します。
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レセプト種別を選択します
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個別指示画面へ遷移します。

「戻る」を押すと元の画面になります。

個別作成の種類選択を「1　個別」を選択します。
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＜レセプト対象患者の入力＞

「診療年月」は，作成日（個別作成を行う日付）が，該当診療年月の翌月10日までであれば，患者番号を入力し

患者を確定後，「Enter」を押し診療年月を省略できます。これにより，作成対象患者の一覧に前月分の診療年月

で自動表示します。

患者番号，診療年月を入力し「Enter」を押します。

入力された患者番号，診療年月，入外区分に該当する診療データがない場合は次のメッセージを表示します。

「閉じる」（「Enter」）を押してから入力値を確認して指定し直してください。

個別対象患者の入力後，「確定」(F12)を押します。

確認メッセージを表示します。
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「OK」(F12)を押すと「処理結果」画面へ遷移し，レセプト作成処理を開始します。

「処理結果」画面では，「F11：状態」を押しその都度，処理の経過が確認できます。

「戻る」(F1)を押すと元の画面になります。

※なお，平成14年10月診療報酬改正以前のレセプトと，改正対応後の10月分以降のレセプトは「保険種別」欄等

の記載方法が異なるため，同時に印刷することはできませんのでご注意ください。混在した診療年月を指定した

場合，エラー表示をします。

＜対象の診療会計がないので作成済みの請求データを削除しますのメッセージがでる場合＞

レセプト作成後（請求管理データ作成後）の保険変更（健康保険から労災等）または診療行為の取消等により

健康保険の入力が無くなった場合に，

このメッセージを表示し，必要のない請求管理データを削除します。

ファンクションキーの説明

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 遷移元の画面へ戻ります。

クリア F2 画面をクリアします。

削除 F4

作成対象患者一覧の患者の削除できます。

表示されている行番号を画面下の番号入力欄に入力します。

入力項目欄に複写された内容で削除してもよいか確認してから「削

除」(F4)を押します。

前回作成 F8 前回個別作成した患者の一覧を読み込みます。

氏名検索 F9 氏名検索画面に遷移します。

情報削除 F11
エラーが発生し，処理が正常に終了しなかった場合に処理内容の情

報削除できます。

確定 F12
作成対象者一覧へ登録します。

作成対象患者のレセプト処理を開始します。

処理結果 Shift＋F12 処理の経過および結果を確認できます。
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（1）－5　個別作成（訂正分）

入院外レセプト一括作成を行った後，訂正分のレセプトだけを印刷できます。

＜訂正分レセプトの発行範囲＞

一括作成日（処理日）の翌日　～　環境設定によるシステム日付まで

訂正分レセプトの対象患者

入院外のレセプトで「12　登録」，「21　診療行為」，「22　病名」，「24　会計照会」を変更した患者（テ

スト患者を除く）

＜「12　登録」と「22　病名」について＞

登録業務と病名業務では診療月が確定できないため，翌月分として入力された場合でも訂正レセプトの対象に

なります。訂正レセプトの対象になるのは，該当月の一括作成後～翌月10日までの範囲になります。登録業務は，

カルテ発行のみでも対象になります。

例）診療月　一括作成　4月分を5月1日に行う場合

病名変更日　5月10日・・・4月分の訂正レセプト対象

病名変更日　5月11日・・・4月分の訂正レセプト対象にならない

この場合では5月2日～5月10日までの期間に病名登録画面で変更があった患者を対象とします。（5月診療分の病

名であっても対象になります）

※対象になる患者は，一括作成後個別にレセプト作成を行っても訂正日対象から消えることはなく，再度一括

作成をおこなうまで，訂正分として毎回対象になります。

入院外の個別作成を選択します。

「2　訂正日」を選択します。

診療月を入力し，確定キーを押します。

一括作成（処理日）の翌日からシステム日付までの範囲で訂正分患者を検索します。

訂正期間に該当する患者がいる場合はメッセージを表示し，「OK」でレセプトを作成します。
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（1）－6　個別作成（受診日）

受診日の範囲を指定してレセプトを作成できます。（テスト患者は除く）

受診日の範囲は同月内の任意の日で設定できます。

入院外の個別作成を選択します。

「3　受診日」を選択します。

受診日の範囲を入力します。

開始日を入力後，自動で月末を表示します。

「確定キー」を押すと入力された受診日の範囲で患者を検索します。
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「OK」でレセプトを作成します。

（1）－7　照会連携

「13　照会」業務より検索した結果（患者リスト）をレセプト個別作成の対象者にできます。

詳しくは　【2.3.2　レセプト個別作成との連携（検索結果を個別作成する）】を参照してください。

（1）－8　レセプト作成処理の中止

「42　明細書」の作成処理の中止できます。

「中止」(Shift＋F9)を押した後，数十秒以内で中止します。

中止処理後はメッセージを表示します。

※明細書処理が「印刷データ編集」処理プログラムを開始している場合は，中止できません。
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（2）レセプト作成処理の経過確認

レセプト作成処理中は，「処理結果」(Shift＋F12)画面の「F11：状態」を押し，現在行われている処理がその都

度，確認できます。（何度でも押して処理が確認できます）。

レセプト作成処理終了後は，「F12：印刷」を押して印刷指示画面へ遷移します。

※(処理の終了後に「確定」(F12)を押すと再度，「新規処理をします」の確認メッセージを表示し，「Enter」を押

し再度レセプト作成処理が始まるので注意してください）。

なお，「101　システム管理マスタ」－「2005　レセプト・総括印刷情報」の「自動遷移区分」欄を設定すると，レセ

プト作成処理終了後は自動的に印刷指示画面へと遷移させることができます。「1　自動遷移する」と設定した場

合は，レセプト作成処理またはプレビュー処理が終了した後に印刷指示画面またはレセプトプレビュー画面へ

自動で画面が切り替わります。（再印刷のプレビュー画面への遷移は，自動遷移設定を行ってもできません）。

（3）印刷処理の指定

印刷指示画面では作成されたレセプトの枚数をレセプトの種類ごとに表示します。

表示は1ページ目を社保分とし，「次頁」(F7)を押した2ページ目を国保の印刷指示画面とします。

なお，自費分やレセプト種別不明分は1ページ目に表示し，レセプト種別不明で作成印刷されたレセプト用紙の

上部余白には種別不明の原因と思われる内容を印字します。

＜レセプト種別不明の原因と思われる事例＞

診療行為入力されている保険と患者登録の保険

登録に矛盾がある場合

診療行為入力後に

　・保険が削除されている

　・保険の期間が変更されている

　・保険情報を変更したら保険組合せが変わった

　・公費等の追加で保険組合せが変わっている等

主保険が無く，レセプト記載しない地方公費の

みで登録されている
主保険の期限が切れている　等

診療行為はあるが患者が存在しない
患者削除を行ったとき，何らかの原因で患者の会計のみ残った場

合

059XXXXXXのその他材料コードが入力されてい

る（点数マスタの金額が0円のものを除く）

受付エラーチェックを行っている

• 生活保護または残留邦人等（法別番号25）の負担者番

号または受給者番号の記録がない

• 傷病名の記録がない

• 特定器材の単位コードの記録がない

• コメントコードの未入力または全角空白のみ

ヒント！

受付エラーチェックを行うには「101　システム管理マスタ」－「2005　レセプト・総括印刷情報」の受付エラーチェック区

分を「1　チェックする」に設定します。
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＜医保の場合＞

【社保　印刷指示画面】
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【国保　印刷指示画面】

＜診療科選択コンボについて＞

診療科別にレセプトを発行するには主科設定を行う必要があります。

主科設定をする医療機関はこちらを参照してください。
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ファンクションキーの説明

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 遷移元の画面へ戻ります。

件数印刷 F4

一覧にレセプト種類ごとの患者数およびレセプト枚数を印刷します。

「件数印刷」押した後に表示される確認メッセージは，「OK」を押すと

印刷を開始します。

前頁 F5
国保の印刷指示画面を表示しているとき押すと，社保の印刷指示画面

へ遷移します。

次頁 F6 社保の印刷指示画面から国保の印刷指示画面へ遷移します。

出力区分 F8 「全件印刷」か「指定印刷」を選択できます。

情報削除 F11
エラーが発生して処理が正常に終了しなかった場合に，処理内容の情

報削除できます。

印刷 F12 レセプトの印刷をします。

処理結果 Shift＋F12 処理の経過および結果を確認できます。

＜出力順の指定＞

レセプトの出力順は，画面上部にある出力順のコンボボックスより選択します。

01　保険者番号・カナ氏名順 保険者番号順に出力をします。同保険者番号の場合は，カナ氏名順としま

す。

02　保険者番号・患者番号順 保険者番号順に出力をします。同保険者番号の場合は，患者番号順としま

す。

03　カナ氏名順 保険者番号に関係無く，カナ氏名順に出力をします。

04　患者番号順 保険者番号に関係無く，患者番号順に出力をします。

05　入力順 個別作成処理時のみに使用できます。個別指示画面で入力をした患者番号

順に出力できます。

06　編綴順 「101　システム管理マスタ」－「2005　レセプト総括印刷情報」に設定され

ている内容で印刷をします。

07　カナ氏名順（全体） 社保，国保の区別なくカナ氏名順になります。

08　患者番号順（全体） 社保，国保の区別なく患者番号順になります。

09　種別カナ氏名順 レセプト種別内でカナ氏名順になります。

（保険者の区別なくカナ氏名）

10　種別患者番号順 レセプト種別内で患者番号順になります。

（保険者の区別なく患者番号順）

11　医師別順 医師別順に印刷します。

「101　システム管理マスタ」－「2005　レセプト総括印刷情報」－「編綴順」

タブで設定が必要です。【3.2.4　医師別レセプト印刷】を参照してくださ

い。

13　ターミナルデジット ターミナルデジット方式で印刷します。

「101　システム管理マスタ」－「2005　レセプト総括印刷情報」－「編綴順」

タブで設定が必要です。【3.2.5　ターミナルデジット順レセプト印刷】を参

照してください。

なお，初期表示する出力順を「101　システム管理マスタ」－「2005　レセプト・総括印刷情報」の「一括作成出力

順」または「個別作成出力順」で設定できます。
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＜レセプトの種別を選んで印刷したい（指定印刷）＞

「出力区分」(F8)を押すか，画面上部の出力区分のボタンをクリックすると「全件印刷」，「指定印刷」のどちらか

を選択できます。「指定印刷」を選択した場合は，レセプトの種別のチェックボタンをチェックしたもののみ印

刷をします。種別を選択したとき，該当する種別と該当の出力件数，枚数の表示色が青色に変更します。

印刷を行った後，「済」マークを表示します。

ヒント！

「済」マークを表示する条件。

• 指定印刷であること

• 県内・県外区分を「1　全部」であること

• 出力内容が「1　標準」であること

• 出力範囲の指定をしないこと

画面をレセプト作成指示画面まで戻ると，画面は初期化され「済」マークは消えます。

＜指定印刷時に印刷後チェックを外したい＞

「101　システム管理マスタ」－「2005　レセプト・総括印刷情報」－印刷後のチェック解除の設定により，印刷

処理終了後に選択していたチェックを自動で外すことができます。

＜印刷対象データの指定（患者指定の印刷）＞

「県内・県外」や「出力順」の下にある入力欄へ患者カナ氏名または患者番号を入力して，印刷範囲を指定できま

す。

このとき，出力区分は「指定印刷」とした場合のみ使用できます。患者カナ氏名は，カタカナを入力します。患者

番号は，システム管理マスタで設定された患者番号の桁数の入力（例えば5桁なら「00001」～「00100」など）が

必須になります。

＜国保のレセプトの印刷順について＞

国保のレセプトを出力する際，県内・県外区分を変更すると以下のように印刷順を変更できます。

1　全部（県内分先頭） 県内・県外の順で選択した出力順で印刷

2　県内分 県内分のみ選択した出力順で印刷

3　県外分 県外分のみ選択した出力順で印刷

4　全部（順不同） 県内・県外を分けずに選択した出力順で印刷

県内，県外の扱いは保険者番号により判別しますが，システム管理マスタの設定を行った保険者番号の県外レ

セプトを，県内レセプトの扱いにできます。

設定方法は，【5.1　システム管理マスタ】の【1033　県内扱い保険者情報】を参照してください。
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＜出力内容について＞

摘要欄が続紙に及ぶレセプトの場合に，以下の出力内容で出力できます。

1：標準 1号紙に続紙が差し込まれた形で出力します。ただし，1号紙と続紙

の出力するプリンタ名が違えば，各プリンタからそれぞれの種類の

用紙を一度に出力します。

2：1号紙のみ 1号紙（1ページ目）のみ出力をします。

3：続紙のみ 摘要欄が続紙にまたがる患者について，1号紙の摘要を除いた内容

の出力をします。

このとき，続紙の様式はシステム管理マスタで設定された様式で出

力します。

＜印刷時のプリンタの変更＞

「出力先設定」(Shift＋F2)を押します。

（R06）プリンタ一括設定画面を表示します。出力先プリンタを選択し，「設定」を押します。
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全頁に設定 社保・国保すべてが対象になります。

表示頁のみに設定 社保・国保別々に設定する場合に使用します。

表示されている画面にプリンタを設定します。

社保，国保を別々に設定したい場合に，先に社保の画面で「表示頁のみに設定」

を選択後プリンタを設定します。その後国保の画面に切り替えて「表示頁のみに

設定」を選択後プリンタを設定します。

出力先プリンタ レセプト1枚目を印刷するプリンタを選択します。

続紙 レセプト2枚目以降（続紙）を印刷するプリンタを選択します。

またレセプト種別ごとに印刷するプリンタが変更できます。

（個別作成時の出力順が「入力順」の場合はプリンタは変更できません）

左の行が1号紙（1ページ目），右の行が続紙の設定になります。

コンボボックスのプリンタ一覧は「101　システム管理マスタ」－「1031　出力先プリンタ割り当て情報」「2005　

レセプト・総括印刷情報」「3004　県単独事業情報」より情報を取得します。

※出力順を変更したり，レセプト作成画面に戻るとクリアし初期表示に戻ります。

＜印刷の開始＞

印刷条件の入力後，「印刷」(F12)を押します。

出力区分を全件印刷，とした場合は，以下の確認メッセージを表示します。

F12：印刷する 「処理結果」画面へ遷移し，明細書作成処理を開始します。作成処理後は印刷をし

ます。

F11：印刷しない 「F12：印刷する」を押したときと同様に「処理結果」画面へ遷移します。

ただし，明細書作成処理のみで印刷は行いません。印刷を行う場合は「再印刷」画

面から印刷を行ってください。

（再度作成処理を行った場合は，前回の印刷内容は失われます）。

F10：プレビュー プレビュー選択画面で患者ごとにレセプト様式で画面に表示します。

操作方法は【（4）プレビュー画面について】で後述します。

F1：戻る 元の画面に戻ります。
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＜「再印刷」処理＞

「再印刷」(F5)で既存の印刷処理内容の再印刷をします。一覧には，レセプトの種類別（医保，労災，自賠責）

に一括処理と個別処理のそれぞれ最新の帳票のみ表示します。

出力帳票を指定後「印刷」(F12)を押すと確認メッセージを表示します。

F12：OK 「処理結果」画面へ遷移し，出力帳票作成処理を開始します。作成処理後は印刷をし

ます。

F10：プレビュー 処理を開始します。処理終了後は，「F12：プレビュー」を押して遷移したプレビュ

ー画面に出力帳票を表示します。

F1：戻る 元の画面に戻ります。

なお，「101　システム管理マスタ」－「2005　レセプト・総括印刷情報」の「自動遷移区分」欄を設定すると，プレ

ビュー処理終了後は自動的にプレビュー画面へと遷移させることができます。「1　自動遷移する」と設定した場

合に自動遷移する画面は，印刷指示画面，レセプトプレビュー画面が該当します。（再印刷のプレビュー画面へ

の遷移は，自動遷移の対象外です）。
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＜労災の場合＞

労災・自賠・公害の出力区分は指定印刷のみとし，レセプトの種類のチェックボタンをクリックして選択した

もののみ印刷します。

＜印刷の中止＞

レセプトの印刷処理中に中止(Shift＋F9)を押し，印刷を中止します。

「中止」を押した後，数十秒以内に中止します。
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（4）プレビュー画面について

レセプトの印刷を行う前に，レセプトの仕上がりイメージを画面上で確認できます。

一括作成処理後，または個別作成処理後のどちらでもプレビュー機能は使用できます。一括作成処理または個別

作成処理から「F12：印刷」で印刷指示画面へ遷移後は，「印刷」(F12)を押して「F10：プレビュー」を押します。

↓

↓「F12：プレビュー」を押すとプレビュー画面へ遷移します。

なお，「101　システム管理マスタ」－「2005　レセプト・総括印刷情報」の「自動遷移区分」欄を設定すると，プレ

ビュー処理終了後は自動的にプレビュー画面へと遷移させることができます。
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項目の説明

表示サイズボタン

帳票を拡大，縮小表示します。

クライアント印刷ボタン

クライアントマシンに接続されているプリンタから印刷します。

済（コラムリスト内） プレビュー用ファイルの作成が終了したものに対し，「済」の欄に「＊」を表示します。

修（コラムリスト内） コラムリストから指定したレセプトに対して，「訂正」(F4)を押すと「修」の欄に「〇」印

を表示します。

選択番号欄 コラムリストの番号を入力して「Enter」を押すと，レセプトの仕上がりイメージをプ

レビュー画面に表示します。

メモ入力欄 プレビュー画面でレセプトの不具合を確認したとき，訂正箇所等を入力しておくと月

次統計業務で「○」印のついた行の患者をリストアップでき，メモ入力した内容も印字

できます。（システム管理の設定が必要です）。全角50文字まで入力できます。（リスト

への印字は27文字までです）。

進む，戻る　ボタン クライアント再印刷のプレビュー時に使用します。

ファンクションキーの説明

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 元の画面に戻ります。

状態 F2

プレビュー作成処理を行ったレセプトの枚数が多くなると，プレビ

ュー画面に遷移した直後はすべてのプレビュー用ファイルが作成さ

れていない場合があります。

コラムリストにある「済」の欄に「＊」が付いていない行はプレビュー

用ファイルがまだ作成中のため，「状態」を押し最新の状態（「＊」が

表示される）になります。

横表示／縦表示 F3 プレビュー画面を横表示に切り替えます。

訂正 F4
コラムリストの「修」の欄に「○」印が表示されると共に，カーソルは

メモ入力欄へと移動します。

前行 F5
コラムリストで現在指定されている行のひとつ上のレセプトを表示

します。

次頁 F7
コラムリストに一度に表示できるレセプトの枚数は100枚までのた

め，101枚目以降を表示する場合に押します。

次行 F8
コラムリストに現在指定されている行のひとつ下のレセプトを表示

します。

印刷 F12 指定したレセプトの印刷をサーバから行います。
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＜帳票フォームIDの表示＞

プレビュー中の帳票フォームIDを表示します。

＜プレビュー画面の操作方法＞

プレビュー画面へ指定したレセプトを表示させるには以下の方法があります。

• 「前行」，または「次行」を押す

• 選択番号欄にリストの番号を入力し，「Enter」を押す

• コラムリストから画面表示させるレセプトの行をクリックする

プレビュー画面は上部のアイコンを押し，拡大または縮小して見ることができます。また，プレビュー画面に表

示されたレセプト上でマウスを左クリックしたまま前後左右に動かすと，表示画面からはみ出している部分の

レセプト内容を確認できます。
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＜訂正が必要なレセプトの処理＞

「訂正」(F4)を押します。コラムリストの「修」欄に「○」印が付き，メモ入力欄にカーソルが移動します。
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月次統計業務から出力できるリストに印字するためのメモ書きを全角で入力します。

メモ入力後は一連の動作で「Enter」を2回押して入力内容を確定します。

なお，「訂正」を押して付いた「○」印やメモ入力を消す場合は，コラムリストのカーソルを該当の行へ合わせ，

再度「訂正」を押し削除します。

月次統計業務から不具合のある患者，メモ入力欄で入力した内容をリストアップできます。（サンプル提供にな

ります）。

リストの出力には，システム管理マスタの設定が必要です。【5.1　システム管理マスタ】の【3002　統計帳票出

力情報（月次）】を参照してください。

＜レセプトの印刷＞

※メモ入力欄で入力した内容は，次のレセプト印刷処理を行うまで有効です。印刷処理（プレビュー，印刷しな

い，印刷する）を行った時点で前回の入力内容を削除します。

プレビュー画面で確認後，レセプトの印刷を行う場合は「印刷」(F12)を押します。

※プレビュー機能は，上記レセプトプレビューのほかに「再印刷」画面でも使用できます。操作方法はレセプト

プレビューと同様になります。
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＜印刷時の注意点＞

労災・自賠責もプレビュー時に枠を表示しますが，プレビューからの印刷時には各保険により違いがあります。

保険 プレビュー時 サーバから印刷時

(F12)

クライアント印刷

社保・国保 枠有り 枠有り印刷 枠有り

労災 枠有り 枠無し印刷 枠有り

自賠責（新様式）

※1

枠有り 「101　システム管理マスタ」－2005
レセプト・総括印刷情報」の自賠責・

枠記載区分の設定による。

枠有り

自賠責（従来様式）

※1

枠有り 枠有り印刷 枠有り

（5）特記事項の指定

診療行為入力画面で以下のコードを入力すると，レセプトの特記事項欄へ印字します。

検索画面を使用しての検索の場合は「特記」と入力後「Enter」を押します。

また特記事項は患者登録で患者個別に設定できます。【2.2.3　患者情報の入力】の【（13）特記事項登録】を参照

してください。

該当のコード入力は受診月に1回の入力とし，受診の度に毎回入力する必要はありません。

コード 特記事項

099990101 01　公
099990102 02　長
099990103 03　長処

099990104 04　後保

099990105 05　高度

099990107 07　老併
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099990108 08　老健
099990109 09　施
099990110 10　第三
099990111 11　薬治

099990112 12　器治
099990113 13　先進

099990114 14　制超
099990116 16　長2
099990117 17　上位
099990118 18　一般

099990119 19　低所

099990120 20　二割
099990121 21　高半
099990122 22　多上
099990125 25　出産

099990126 26　区ア

099990127 27　区イ

099990128 28　区ウ

099990129 29　区エ

099990130 30　区オ

099990131 31　多ア

099990132 32　多イ

099990133 33　多ウ

099990134 34　多エ
099990135 35　多オ

099990136 36　加治
099990137 37　申出

099990138 38　医併

099900139 39　医療

＜14　制超は＞

"820000053　（検選）"

"820000054　（リハ選）"

"820000055　（精選）"　を入力すると，特記事項に自動記載します。

＜17　上位～19低所について＞

患者登録画面の公費の種類に

「17　上位」・・・966　高額アイ

「18　一般」・・・967　高額ウエオ

「19　低所」・・・967　高額ウエオ＋所得者情報の設定　により自動記載します。

＜第三者行為について＞

患者登録より第三者行為の保険を登録し，診療行為入力を行なった場合は「10 第三」を自動記載します。
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（6）実日数設定・一部負担金の編集

実日数のカウント・減算

099409901 実日数算定

099409903 実日数減算

診察料の算定が無い場合で実日数をカウントしたい，または実日数を減算したい場合に入力します。

健診等で実日数を算定するために当該コードを入力する必要はありません。（その場合の入力方法は，【2.6　診

療種別区分別の入力方法】の【（1）－6　ダミーコードで入力方法】を参照してください）。

1円単位の記載について

地方公費の場合でレセプトの一部負担金額欄へ1円単位まで記載表示する方法は「保険番号マスタの設定につい

て」を参照してください。

一部負担金欄の編集（医保レセプト）

■システム予約コード

次のシステム予約コードを使用します。

099999909　【レセプト】保険欄－一部負担金記載なし

099999910　【レセプト】保険欄－一部負担人記載あり

099999921　【レセプト】公費欄－一部負担金金額置換

■事前準備

0083XXXXX　のコードを作成します。

0083XXXXX　（再掲上）：

0083XXXXX　（再掲下）：

0083XXXXX　（再掲３）：

0083XXXXX　（再掲４）：

0083XXXXX　保険負担金：

0083XXXXX　公１負担金：

0083XXXXX　公２負担金：

0083XXXXX　公３負担金：

0083XXXXX　公４負担金：

注意！

各コードの名称は必ず上記の名称で作成してください。
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■入力例（保険欄一部負担金）

システム予約コード "099999910　【レセプト】保険欄‐一部負担金記載あり" を入力後，コメントコードと金

額を入力します。

■入力例（公費欄金額置換）

システム予約コード "099999921　【レセプト】公費欄－一部負担金金額置換" を入力後，コメントコードと金

額を入力します。

ヒント！

• 必ず同一剤で入力してください。

• 一部負担金記載のないレセプトでも "099999910　【レセプト】保険欄‐一部負担金記載あり" を入力すると一部

負担金を記載します。

• 「（再掲上）：」または「（再掲下）：」を空欄にしたい場合は「9999999円」と入力します。

■レセプト記載

入力した金額を記載します。

図 3.80

ヒント！　一部負担金を記載しない設定

システム予約コード "099999909　【レセプト】保険欄‐一部負担金記載なし" を入力します。

99 099999909 【レセプト】保険欄‐一部負担金記載なし
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一部負担金欄の編集（第三者行為レセプト）

レセプト摘要欄へ記載する「（第三者行為）一部負担金額」を任意の金額へ置換編集できます。

■システム予約コード

次の予約コードを使用します。

099999922　【レセプト】第三者行為－金額置換

■事前準備

0083XXXXX のコードで「一部負担額：」のコメントコードを作成します。

■入力例

第三者行為の保険組合せで以下のコードを診療行為入力します。

099999922　【レセプト】第三者行為－金額置換

008300010　一部負担金：

■レセプト記載

医保レセプト・・・第三者行為のレセプト摘要欄の一部負担額を入力された金額を記載します。

自賠責レセプト・・患者負担欄を入力された金額を記載します。
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自賠責レセプトの受領金額欄の編集（OCR様式）

■システム予約コード

次のシステム予約コードを使用します。

099999923　【レセプト】自賠責－受領金額欄置換

■事前準備

0083XXXXX　のコードを作成します。

0083XXXXX　受領金額：

0083XXXXX　支払元：

■入力例

自賠責保険で以下のコードを診療行為入力します。

■レセプト記載

ポイント

• 受領金額3000円と入力した場合は，下段に3000円，上段に合計－3000円を記載します。

• 支払元は全角15文字以内で入力してください。各保険会社名は次項の「OCR様式の保険会社略称」の保険会社略称

（入力用）を入力してください。

OCR様式の保険会社略称

自賠責レセプトをOCR様式で提出する場合の保険会社名は以下の略称を入力してください。

保険会社名 保険会社略称（入力用）

共栄火災海上保険株式会社 共栄火災海上保険

三井住友海上火災保険株式会社 三井住友海上火災保険

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 あいおいニッセイ同和損害保険

東京海上日動火災保険株式会社 東京海上日動火災保険

セコム損害保険株式会社 セコム損害保険

日新火災海上保険株式会社 日新火災海上保険

富士火災海上保険株式会社 富士火災海上保険

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 損害保険ジャパン日本興亜

朝日火災海上保険株式会社 朝日火災海上保険

大同火災海上保険株式会社 大同火災海上保険
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セゾン自動車火災保険株式会社 セゾン自動車火災保険

ソニー損害保険株式会社 ソニー損害保険

三井ダイレクト損害保険株式会社 三井ダイレクト損害保険

ＳＢＩ損害保険株式会社 ＳＢＩ損害保険

イーデザイン損害保険株式会社 イーデザイン損害保険
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（7）労災レセプト，自賠責レセプト出力の注意点

＜自賠責のレセプト様式について＞

自賠責には新様式と従来様式の2つのレイアウトがあります。選択してレセプト作成（一括作成，個別作成）を

行ってください。第三者行為は従来様式でレセプトを作成します。

新様式，従来様式それぞれH19年4月にレイアウトが変更されています。「101　システム管理マスタ」－「2005レ

セプト総括印刷情報」－レセプト基本（労災・自賠責）で変更できます。

また，印刷時の枠についても「101　システム管理マスタ」－「2005レセプト総括印刷情報」－レセプト基本（労

災・自賠責）で設定できます。

【旧様式】

　　　従来様式　　　　　　　　　新様式

図 3.85 　　図 3.86

【平成19年4月改正様式】

　　　従来様式　　　　　　　　　新様式

図 3.87 　　
図 3.88

＜第三者行為を含む医保レセプトについて＞

• レセプト適用欄に第三者行為分の請求点数，一部負担金，食事回数，食事療養費，標準負担額を記載し

ます。

• レセプト適用欄は第三者行為を分けて作成します。
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• 災害減免の対象外とします。

• 自賠責診断書料・明細書料は医保レセプトの対象外とします。

＜自賠責（第三者行為）レセプトについて＞

• 従来様式で作成します。

• 保険者名を記載します。

• 診療の種類に「健保関係」に○します。

• 社会保険への請求額を記載します。

＜労災レセプトについて＞

労災の請求用紙はOCR領域があり，また2色刷りの専用用紙になります。労働基準監督署より次の用紙を入手して

印刷することを前提としています。

ア）短期給付（業務災害）

　　（通勤災害）・・・・・・　帳票種別　34703単

イ）傷病年金（業務災害）

　　（通勤災害）・・・・・・　帳票種別　34705単

ウ）短期給付（続紙）

　　傷病年金（続紙）　

エ）アフターケア・・・・・・　帳票種別　37702単

オ）アフターケア（続紙）

＜レセプト作成－印刷指示画面の注意事項（労災，自賠責レセプト）＞

用紙が異なるものを同時に選択した場合，「印刷」(F12)を押すと「種類の違うレセプトが選択してありますが，

よろしいですか？」と確認メッセージを表示します。「OK」を押すと，選択したすべてのレセプトがA4トレイ（手

差しトレイ）にセットしてある用紙で印刷されてしまうので注意が必要です。

＜傷病名の出力について（労災，自賠責レセプト）＞

病名登録で入力の際，保険適用欄は必ず該当する労災保険，または自賠責保険を選択していなければ表示され

ません。

＜傷病の経過の出力について（労災，自賠責レセプト）＞

病名登録，または会計照会にある「コメント」を押し，そこで入力したコメントが出力します。

＜自賠責保険の算定区分が混在する場合のレセプトについて＞

業務メニュー「12　登録」で患者個別に自賠責点数算定区分（労災準拠又は健保準拠）が設定できます。

自賠責保険で労災準拠と健保準拠が混在する月は注意が必要です。

1. 業務メニュー「42　明細書」の一括作成を新様式で行った場合

→対象の患者は自賠責保険－労災準拠の患者

2. 業務メニュー「42　明細書」の一括作成を従来様式で行った場合

→対象の患者は自賠責保険－労災準拠と健保準拠の患者

ヒント

業務メニュー「13　照会」で以下の患者が検索できます。「42　明細書」にて個別作成の照会連携を行うこともできます。

照会に追加された保険の種類

JB0　自賠責（システム設定）

JB1　自賠責（患者労災設定）

JB2　自賠責（患者健保設定）
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3.2.2 レセプト編綴順印刷

（1）システム管理の設定

（2）国保レセプトの印刷について

システム管理情報に設定した編綴順により一括作成国保レセプトの印刷をします。

（1）システム管理の設定

「101　システム管理マスタ」－「2005　レセプト・総括印刷情報」を選択し設定画面を開きます。

「レセプト（編綴順）」のタブを押します。

上記の画面を表示します。必要な項目について設定をします。

項目の説明

県内県外印刷順（必須） 県内県外保険者のレセプト印刷順を指定します

県内分を先に印刷する場合は「1　県内・県外」を設定します。

「1　県内・県外」

「2　県外・県内」

保険者印刷順（必須） 市町村国保・国保組合・県内扱いの県外国保組合について印刷順を設定しま

す。

「1　市町村国保・国保組合・県内扱いの県外国保組合」

「2　市町村国保・県内扱いの県外国保組合・国保組合」

「3　国保組合・市町村国保・県内扱いの県外国保組合」

「4　国保組合・県内扱いの県外国保組合・市町村国保」

「5　県内扱いの県外国保組合・市町村国保・国保組合」

「6　県内扱いの県外国保組合・国保組合・市町村国保」
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レセプト種別印刷順（必須） 保険者内でレセプト印刷順を設定します。

「1　国保一般・老人保健・退職国保」

「2　国保一般・退職国保・老人保健」

「3　老人保健・国保一般・退職国保」

「4　老人保健・退職国保・国保一般」

「5　退職国保・国保一般・老人保健」

「6　退職国保・老人保健・国保一般」

在医総（任意） 在宅時医学総合管理料または在宅末期医療総合診療料の算定患者についてレ

セプト印刷順を設定します。

「1　県内・県外の先頭に印刷」

「2　保険者の先頭に印刷」

長期（長期高額療養費）（任意） 長期高額療養費の対象患者についてレセプト印刷順を設定します。

※長期と在総診・在医総の重複した患者は長期の患者として編綴をします。

「1　県内・県外の先頭に印刷」

「2　保険者の先頭に印刷」

医療機関の所在地保険者番号・印刷位置

（任意）

医療機関の所在地に該当する保険者番号を設定し，印刷位置を指定します。

「1　市町村国保の先頭に印刷」

「2　市町村国保の最後に印刷」

S＋F12　詳細設定 さらに詳細な設定を行う場合に押します。(Shift＋F12)

【設定例】

すでにレセプト一括作成実施後に編綴順設定を変更した場合は，再度該当月のレセプト一括作成処理を行うこ

とにより変更した編綴順が反映します。
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＜簡易設定の設定例＞

システム管理の設定内容と印刷順の事例は以下のようになります

＜設定事例＞

医療機関所在地
13 東京都（「101　システム管理」-「1001　医療機関情報－基

本」より取得）

県内県外印刷順 1：県内・県外

保険者印刷順 3：国保組合・市町村国保・県内扱いの県外国保組合

レセプト種別 3：老人保健・国保一般・退職国保

在総診 1：県内・県外の先頭に印刷

長期 2：各保険者の先頭に印刷

所在地保険者番号 文京区　13805

所在地保険者印刷位置 2：市町村国保の最後に印刷

＜登録患者例＞

（13805は医療機関所在地保険者番号）

患者A 保険者13805 国保一般（文京区）

患者B 保険者13805 老人保健（文京区）

患者C 保険者13805 国保一般＋在総診（文京区）

患者D 保険者13805 国保一般＋長期（文京区）

患者E 保険者13805 退職国保（文京区）

患者F 保険者13806 国保一般（台東区）

患者G 保険者13806 老人保健（台東区）

患者H 保険者14003 国保一般（県外：神奈川県）

患者I 保険者14003 国保一般（県外：神奈川県）＋在総診

患者J 保険者13322 東京都医師（国保組合）

患者K 保険者23306
建設連合（「101　システム管理マスタ」－「1033県

内扱い保険者情報」に登録済）

＜印刷順事例＞

県内・県外 在総診 保険者 レセ種別 長期 印刷順

県内分

在総診分 市町村国保 国保一般 　 患者C

在総診外

国保組合 国保一般 　 患者J

市町村国保

（台東区）

老人保健 　 患者G

国保一般 　 患者F

市町村国保

（文京区）

国保一般 長期分 患者D

老人保健 　 患者B

国保一般 　 患者A

退職国保 　 患者E

県内扱いの

県外国保組合
国保一般 　 患者K

県外分
在総診 市町村国保 国保一般 　 患者I

在総診外 市町村国保 国保一般 　 患者H

※さらに詳細なレセプト種別コードで並べ替えは現在未対応になっております。

現状の印刷順は下記のようになります。

（各種別内は患者番号順の印刷になっております）
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＜国保一般・退職国保＞

単独分

世帯主

三歳未満

その他

高齢受給者9割

高齢受給者8割

1種の公費併用

世帯主

三歳未満

その他

高齢受給者9割

高齢受給者8割

2種の公費併用

世帯主

三歳未満

その他

高齢受給者9割

高齢受給者8割

＜老人保健＞

単独分
　9割　

　8割　

1種の公費併用
　9割　

　8割　

2種の公費併用
　9割　

　8割
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（2）国保レセプトの印刷について

システム管理の「レセプト（編綴順）」設定が完了した後に国保レセプト一括作成処理を行うとレセプト印刷指

示画面の出力順に「06　編綴順」が選択できます。「06　編綴順」を選択すると印刷指示画面の表示をシステム管

理の設定により表示します。

※国保レセプトの出力順に「06　編綴順」を初期表示したい場合は，「101　システム管理マスタ」－「2005　レセ

プト・総括印刷情報」のレセプト（基本）画面で「一括作成出力順（国保）」欄に「06　編綴順」を設定してくだ

さい。

レセプト印刷指示画面でシステム管理に設定した編綴順を確認したい場合は，ファンクションキー「編綴情報」

(Shift＋F1)を押しレセプト作成時の設定情報を表示します。

注意！

編綴順の詳細設定を行った場合は「編綴情報」は表示できません。
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3.2.3 主科設定

（1）概要

（2）システム管理マスタの設定

（3）主科を手動で決定する

（4）レセプト作成・印刷指示画面

（5）診療報酬明細書

（1）概要

旧総合病院以外の医療機関において診療科別請求（主たる診療科で請求）をする必要がある場合，システム管

理に設定した内容を基に患者の主科を決定し，レセプトおよび請求書を主科単位で出力します。レセプト電算提

出データにはレセプト共通レコード（REレコード）に診療科を記録します。また，レセプトのみに主科設定を行

い診療科別のレセプト印刷ができます。

＜事前準備・関連項目＞

「101　システム管理マスタ」－2005　レセプト総括印刷情報設定－主科設定

によりシステムによる自動決定のための設定を行う。

患者登録画面によりあらかじめ患者個別に設定ができる。

明細書－主科設定により主科設定の確認変更ができる。

＜主科設定をする医療機関のレセプト作成の流れ＞

レセプト作成前に主科の確認・設定を行う（主科まとめ入力画面）

レセプト一括作成を行う

レセプト印刷を行う

レセプト点検を行う

診療内容を修正する

レセプト個別作成を行う前に再度修正分の主科設定を確認する（主科まとめ入力画面）

レセプト個別作成を行う

レセプト印刷またはプレビューでレセプト確認を行う

総括を作成する前に月遅れ・返戻分の主科未設定を確認する（主科未設定患者リスト）

総括表を作成する

＜主科設定の優先順位＞

患者登録による設定　＞　一括設定による設定　＞　システムによる自動決定
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（2）システム管理マスタの設定

システム管理で設定した情報を基に主科をシステムが自動決定します。自動決定した主科は患者登録，明細書－

一括設定で変更できます。「101　システム管理マスタ」－「2005　レセプト・総括印刷情報」を開き，「主科設定」

のタブを押します。

項目の説明

主科対応の有無 主科設定を行うか否かを設定します。

主科設定情報（入院）
入院レセについてシステムが主科を自動決定する情報を設定します。※1（主
科が自動設定できないパターン）

主科設定情報（入院外） 入院外レセについてシステムが主科を自動決定する情報を設定します。
主科の候補が複数になる場合の診療

科コードの設定

上記各条件において主科の候補が複数になった場合の主科優先度を設定しま

す。

主科情報取得

主科設定情報で設定した情報を取得するタイミングを設定します。

1.オンライン

診療行為登録時等オンライン入力時に情報を更新する。

2.一括バッチ

明細書主科設定画面より一括取得する。

1.オンラインを選択した場合は，常に最新の情報が確認できるが，登録処理

に若干の処理時間を要する。

主科社保設定

主科国保設定

主科広域連合設定

下記の表を参照。

0　しない

1　主科

2　科別印刷のみ

主科社保設定・主科国保設定
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診療科別レセプ

ト印刷

レセプトへの

診療科記載

レセ電REレコード

へ診療科の記録
総括表・請求書

主科未設定患者の請

求管理データ

「0　しない」 不可 しない しない まとめる －

「1　主科」 可 する する
科別に分ける

＋まとめ分
作成しない

「2　科別印刷のみ」 可 しない しない まとめる 作成する

各都道府県の国保総括表・請求書は随時対応中です。

（日レセの標準国保請求書は対応していません）

以上の設定により主科をシステムが自動決定します。

※1（主科が自動設定できないパターン）

主科設定情報（入院）の場合で決定方法を「1　当月の入院日数」または「3　当月の最終入院科」とした場合，入院基本料に

かかる保険組合せと診療行為を入力した保険組合せが異なる場合は，診療行為のみの保険組合せで作成される明細書の主

科の決定は行えません（決定するための情報が取得できないためです）。

この場合に診療行為のみの保険組合せで作成される明細書の主科は未設定になり「42　明細書」の主科設定画面の表示が以

下のようになりそれぞれの対応が必要です。

主科情報取得が「1　オンライン」の場合

主科設定情報を「2　当月の請求点数」とし主科設定の一括取得を行う

主科未設定の患者に対し主科を手動設定する

上記いずれかを行う必要があります。

主科情報取得が「2　一括バッチ」の場合

主科設定情報を「2　当月の請求点数」とし主科設定の一括取得を行う

該当の患者を「12　登録」（患者登録）で個別に主科を設定する

（一括取得の場合，該当の患者は主科設定画面に表示されません）

上記いずれかを行う必要があります。

（該当する患者の例）

自費（労災・自賠）による入院中に政管による診療行為の登録
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（3）主科を手動で決定する

＜患者登録による設定＞

「主科設定」(Shift+F10)を押します。

患者個別に患者登録画面より設定できます。ここで登録された主科は該当患者の設定月すべてのレセプトを対象

とします。（入院・入院外，保険変更等による複数ごとのレセすべてのレセが対象）

※患者登録で設定した主科情報は一括設定画面で該当患者の主科を設定した場合に，一旦クリアします。

＜主科まとめ入力画面より設定＞

「42　明細書」の「主科設定(F10)」を押す。
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主科まとめ入力画面に遷移します。

＜対象患者（社保）を検索する＞

診療年月と入院・入院外を設定します，「検索(F9)」を押します。

「101　システム管理マスタ」－「2005　レセプト総括印刷情報」の設定に「一括バッチ」を選択している場合は，

「一括取得(F12)を押します。主科未設定患者のみ検索するには，「1　全体」を「2　未入力分」へ変更します。

患者リストをクリアしますので，再度「検索」(F9)を押します。

注意！  月途中に「101　システム管理マスタ」－主科設定の変更を行った場合，主科の設定および変更を行った場合は，

再度「一括取得(F12)を行う必要があります。

ヒント！  施設欄は入所中レセプトと入所外レセプトがあるとき，入所中レセプトに「老健」または「老併」を表示します。

災欄は災害該当レセプトに「災」を表示します。
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＜主科を変更する＞

患者を選択または患者番号を入力すると，システムが自動決定した情報を表示し現在の主科設定内容を表示し

ます。

主科を変更したい場合は，主科を設定します。

（患者登録ですでに設定済みの場合にここで変更を行うと，患者登録設定を削除します）。

※変更した診療科で該当月に診療情報がない場合はメッセージを表示します。

＜表示の切り替え＞

画面上部のコンボボックスより検索条件を切り替えることができます。

コンボボックスを切り替えた後，再度「検索(F9)」を押してください。
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（4）レセプト作成・印刷指示画面

レセプト作成時に主科未設定レセプトがある場合は，処理結果画面でメッセージを表示します。

注意！

「101　システム管理マスタ」－「2005　レセプト・総括印刷情報」の設定よりレセプト処理後印刷指示画面に自動遷移する

場合は確認ができません。

印刷指示画面で診療科別にレセプト印刷できます。初期表示は「00　全科」になります。

ヒント

主科の欄が「00　全科」の場合は，各診療科別に全科分を印刷します。

主科の欄を空白にした場合は，各診療科の区別なく印刷を行います。

＜診療科の切り替え＞

コンボボックスの診療科を変更してください。

注意！

● 診療科を「XX　主科未設定」に切り替えることにより主科未設定レセプトを確認できます。（一括作成時のみ）

● 診療科別印刷はレセプト一括作成時のみできます。

● 主科未設定レセプトには【主科未設定】のメッセージを印刷します。
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（5）診療報酬請求書

＜主科未設定リスト＞

主科設定をした診療月に主科設定していない診療年月分を月遅れ・返戻分として含めた場合などのために主科

未設定リストが作成できます。

※「101　システム管理マスタ」－「2005　レセプト・総括印刷情報」で「1　主科」を設定した場合のみ有効です。

「44　総括表・公費請求書」の「主科未設定」を押し処理を実行します。

注意！

月遅れや返戻分でない「当月分」の主科未設定レセプトはリストの対象外になります。

＜総括表の印刷＞

「101　システム管理マスタ」－「2005　レセプト・総括印刷情報」で「1　主科」を設定している場合は，主科単位

で請求書を作成します（「2　科別印刷のみ」のときは主科別に分けません）

主科未設定レセプトがある場合は「主科未設定」として先頭に印刷（月遅れ・返戻分が対象）します。

合計分（科別にしない通常の明細書）を最後に印刷します。

システム管理を「主科設定する」でレセプト作成を行った後，システム管理を「主科設定しない」としても主科単

位の出力になります。「主科設定しない」とした後，レセプト再作成が必要です。

＜印字箇所＞
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3.2.4 医師別レセプト印刷

（1）概要

医師別，診療科別にレセプトを印刷します。

（2）システム管理の設定

システム管理の設定をします。

「101　システム管理マスタ」－「2005　レセプト・総括印刷情報」のレセプト（編綴順）タブを選択します。

医師別出力設定 0　医師別出力をしない

1　医師別出力をする

医師別出力順 医師コード順に印刷しますが，同一医師内でレセプト

の印刷順を設定します。

1　カナ氏名順（全体）

2　患者番号順（全体）

3　提出先・カナ氏名順

4　提出先・患者番号順
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（3）医師別の印刷をする

レセプト一括作成をします。一括作成は通常どおりの作成をします。

印刷指示画面に遷移し，「社保」の印刷順に「11　医師別順（○○○順）」を選択します。

＜診療科を指定して医師別に印刷＞

社保の印刷順を「医師別順」に設定後に診療科の設定をします。

注意！

• レセプト個別作成時には医師別印刷はできません。

• 医師別印刷時の診療科は「主科設定」の主科ではなく，医師別の診療科になります。

ポイント！　医師と診療科の決定条件について

外来・・・・最終受診の医師，そのときの診療科

入院・・・・最終入院のレセプト作成時点の医師，入院科

ヒント！

医師別出力を行う場合，医師名をレセプトに記載できます。

「101　システム管理」－「2005　レセプト・総括印刷情報」の点検用タブを参照してください。
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3.2.5 ターミナルデジット順レセプト印刷

（1）概要

ターミナルデジット方式の順にレセプトを印刷します。

（2）システム管理の設定

システム管理の設定をします。

「101　システム管理マスタ」－「2005　レセプト・総括印刷情報」の編綴順タブを選択します。

ターミナルデジット出力設定を「1　ターミナルデジットによる出力をする」を設定します。
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（3）ターミナルデジット方式の印刷をする

レセプト一括作成をします。一括作成は通常どおりの作成をします。

印刷指示画面に遷移し，「社保」の印刷順に「13　ターミナルデジット」を選択します。

ヒント！　ターミナルデジット方式とは

患者番号の下2ケタを使用し，すべての患者のカルテを00～99までの100等分して管理する方式です。
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3.3 請求管理

（1）レセプト請求内容（点数欄情報）の呼び出し

（2）レセプト請求内容の変更

（3）返戻年月と総括表（返戻分総括表）について

（4）請求内容の登録

（5）請求管理データの削除

（6）取り込み済み返戻データ一覧

（1）レセプト請求内容（点数欄情報）の呼び出し

該当のレセプト請求内容を画面表示するためには，初めに明細書の画面でレセプト作成処理を行っておく必要

があります。(このとき，印刷を行う必要はありません）

注意！

0点公費記載（請求点数が0点の公費の診療内容を記載）に該当の請求管理データは「0点公費記載あり　請求できません」

のメッセージを表示します。「登録」(F12)は押せません。

診療年月と患者番号を入力して対象患者のレセプト点数欄情報を表示します。

画面左側は最新の点数欄情報で，右側はその内容を訂正するための領域です。
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診療年月と患者番号を入力したときに同一診療年月で2種類以上のレセプトがある場合は選択画面を表示します。

処理するレセプトを選択します。選択番号入力後，「確定」(F12)を押すと次に進みます。

「戻る」(F1)を押すと元の画面になります。

ヒント！

施設欄は入所中レセプトと入所外レセプトがあるとき，入所中レセプトに「老健」または「老併」を表示します。

災欄は災害該当レセプトに「災」を表示します。

（2）レセプト請求内容の変更

ここで更新された内容は，社保・国保・労災の総括表・請求書に反映します。

請求年月，請求区分，返戻年月を設定すると，月遅れ分のレセプトを該当月の総括表集計に含め，返戻分レセ

プトを別総括表（返戻分）に指定できます。またその月の総括表に含めない（請求を保留する）ことができます。

＜レセプトの保留について＞

レセプトの保留方法には2種類あります。各医院でどちらかの方法か良いか検討し運用してください。

明細書業務の未請求設定 請求管理業務の請求区分の設定

概要 レセプトの作成自体を保留 請求書および総括表への集計を保留

レセプト作成 作成しない（対象にならない） 作成する

レセ電データ 作成しないので対象にならない 対象にしない

請求管理データ 作成しない 作成する

保留設定方法 「明細書業務の未請求設定」から未請求登録「請求管理業務の請求区分」を「0　請求しな

い」に変更し登録

確認方法 月次統計の「保険請求確認リスト」により確

認できます

月次統計の「保険請求確認リスト」により確

認できます

（区分の説明）

請求区分

0：請求しない 総括表に含めないとき。

1：未請求 総括表に含まれていないとき。または該当月の総括表が処理されていないとき。

2：請求済 レセプト電算データを作成し，作成対象になったとき，または総括表の発行が

行われた後で，総括表に含まれているとき。
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＜月遅れ分のレセプトを請求する場合＞

（例）令和2年5月分のレセプトを令和2年6月分の総括表に含める

月遅れ分は「未請求」としたとき，請求年月欄へ請求できる月を入力すると請求年月欄の該当月の総括表に含め

て集計できます。

1. 診療年月欄：令和2年5月を入力

2. 患者番号欄：該当する患者番号を入力

3. (患者番号が不明な場合は「氏名検索」(F9)を押し，検索します）。

4. レセプト請求内容（点数欄情報）を表示します。

5. 請求年月欄：令和2年6月を入力

返戻年月欄：（3）返戻年月と総括表（返戻分総括表）について参照。

6. 請求区分：「未請求」を選択

＜請求をしない場合＞

（例）令和2年5月診療分はレセプト作成処理済みであったがレセプト請求を行わない

請求区分を「請求しない」とした場合は，仮に請求年月が入力済みの場合でも総括表の集計には反映されません。

請求年月欄：空白，または年月を入力します。

返戻年月欄：（3）返戻年月と総括表（返戻分総括表）について参照。

請求区分欄：「請求しない」を選択
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＜返戻分レセプトを別総括表（返戻分）として作成したい場合（紙レセプトで提出）＞

（例）令和2年5月分が6月に返戻され，7月分として再提出する場合

1. 請求年月欄：令和2年7月を入力

2. 返戻年月欄：令和2年6月を入力

3. 請求区分欄：「2　請求済み」または「1　未請求」になっていることを確認する。

（「0　請求しない」以外に設定済みであれば，総括表の対象になります）

点数を変更する：点数の変更が必要であれば，画面右側の点数欄を直接編集します。

■まとめ

○：入力する

×：入力しない

紙レセプトの場合

請求年月 返戻年月 返戻無／返戻有

月遅れ請求（紙） ○ × ×

返戻再提出（紙） ○ ○／× ×

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（都道府県による）

レセプト電算の場合

請求年月 返戻年月 返戻無／返戻有

月遅れ請求（データ） ○ × ×

返戻再提出（紙） ○ ○ ×

オンライン請求時の返戻データをレセプト電算で再提出の場合※
請求年月 返戻年月 返戻無／返戻有

月遅れ請求（データ） ○ × ×

返戻再提出（データ） ○ ○ ○

※【3.4.3　返戻データの取り込み，返戻データを含めたレセ電の作成】を参照
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＜公費請求書の月遅れ・返戻設定について＞

返戻レセプトを当月の総括に含める場合にすでに請求済みの公費分も再度請求書に含まれてしまいます。そのた
め公費請求書分とレセプト総括分を個別に設定できます。

該当のデータの請求年月を入力すると公費分に複写します。変更または年月を消して登録してください。

公費分の請求年月を消した場合はメッセージを表示します。

＜訂正区分の表示＞

訂正区分は3通りの表示があります。

内容を変更登録し，再度表示したときに区分を表示します。

空白・・・・・・・レセプト作成後更新がないとき

手書き修正・・・・請求管理画面で変更したとき

レセプト再作成・・レセプト作成後に請求区分を「0 請求しない」と変更し，再度レセプト作成を行ったとき

（3）返戻年月と総括表（返戻分総括表）について

※レセプト電算システムの場合，返戻分総括表を作成する必要がありますが，紙レセプトの場合は都道府県に

より返戻分レセプトを通常の総括表に含め，返戻分総括表が必要ない場合があります。

返戻分レセプトを別総括表（返戻分総括表）として作成したい場合は，「請求管理」の返戻年月を入力します。

返戻分総括表を作成せず，通常の総括表に含めたいときは，返戻年月に入力をしないようにします。

返戻年月を入力する　　→　別に返戻分総括表が作成される

返戻年月を入力しない　→　通常の総括表に含まれる（月遅れ分と同じ処理）

※返戻年月を入力する場合は，返戻通知のあった年月を入力します。

（4）請求内容の登録

「登録」(F12)を押すと確認メッセージを表示します。

「OK」を押すと請求内容を更新登録します。

「戻る」を押すと元の画面になります。
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＜表示内容のクリア＞

「クリア」(F2) 前の患者から続いて別の患者の請求内容情報を表示したい

とき，押すと表示した内容をクリアして患者番号の入力か

らできます。

診療年月を変更するときは，カーソルを診療年月欄に合わ

せて直接変更を行ってください。

チェックリストを印刷する場合は【3.4　総括表・公費請求書】の【（7）チェックリストの印刷】を参照してくだ

さい。

（5）請求管理データの削除

レセプト作成と同時に請求管理データを作成しています。保険変更や診療行為をすべて削除した等，作成済みの

請求管理データが必要なくなった場合には該当の請求管理データを削除します。

削除は以下の処理で行います。

• 再度レセプト一括作成（全件）を行う

• 変更のあった患者のレセプト個別作成を行う（医療保険，労災・自賠責分を行う）

ヒント

業務メニュー「42　明細書」の処理で行います（請求管理データのみ直接削除はできません）

＜一括作成（全件）を再度行う＞

すべての患者のレセプト作成を再度行いますので，診療の無くなった請求管理データは自動で削除します。

※請求管理の請求区分が「0　請求しない」になっているデータは削除しません。

＜変更のあった患者のレセプト個別作成を行う＞

この場合は，変更のあった保険（社保分・国保分，労災分，自賠責分）のすべての保険で個別作成をします

（注　診療が無くなった保険でも個別作成をします）。健康保険の入力がすべて無くなった場合は，個別指示画

面でメッセージを表示し，「OK」で請求データを削除します。

請求データを削除した患者は氏名の前に【削除】を表示します。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 723 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 3.118

図 3.117



※書類代等自費診療分のみが健康保険に入力済みの場合は，レセプトの作成処理をします。「対象データがあり

ませんでした」のメッセージを表示しデータの削除をします。この場合削除に関するメッセージは表示しません。

ヒント！

保険の変更がない場合でも，「0　請求しない」の設定がある場合にレセプト個別作成を行うと「0　請求しない」設定された

データを削除するか問い合わせをします。

＜請求区分による請求管理データの取り扱いについて＞

「0　請求しない」の場合

レセプト一括作成（全件） レセプト個別作成

診療が無くなった

社・国→労災

社・国→自賠

データの削除しない データの削除する（手動）

医療保険内の保険変更

社→国

国→社

データの削除しない

変更前保険（請求しない）分と変更後

保険分と2つ作成される

データの削除をするかの問い合わせを

行う

削除しない場合は，変更前保険（請求

しない）分と変更後保険分と2つ作成

される

保険変更なし データの削除しない データの削除をするかの問い合わせを

行う

削除しない場合は「0　請求しない」の

ままデータを置き換えます。

削除する場合は，「0　請求しない」の

データを削除し，新たに「1　未請求」

のデータを作成します。

「1　未請求」，「2　請求済み」の場合

レセプト一括作成（全件） レセプト個別作成

診療が無くなった

社・国→労災

社・国→自賠

データの削除する（自動） データの削除する（手動）

医療保険内の保険変更

社→国

国→社

データの置き換えをする

変更前保険分のデータを削除し，変更

後保険のデータを作成します。

データの置き換えをする

変更前保険分のデータを削除し，変更

後保険のデータを作成します
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（6）取り込み済み返戻データ一覧

業務メニュー「44　総括表・公費請求書」の「データ取込」より取り込んだ返戻データを一覧表示します。

「返戻一覧」(F5)を押します。

一覧を表示します。

ヒント！

RECEIPTC.SAH（再審査等返戻ファイル）を取り込んだ月は「保」の表示をします。
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＜画面内の表示＞

青字表示・・・取り込みエラーがあるデータ

赤字表示・・・紐付けできないデータ（患者削除など）

オレンジの背景・・・「43　請求管理」で表示中の患者

＜エラーCD　一覧＞

【返戻理由データ　返戻理由レコード】

W01　処理年月エラー ：暦日チェック

W02　返戻区分エラー ：返戻区分コード以外(※)

W03　返戻事由コードエラー ：モード，最大バイトチェック(※)

W04　返戻理由エラー ：モード，最大バイトチェック(※)

W05　増減点連絡書年月エラー ：暦日チェック

W07　複数レセプト検索番号エラー ：数字チェック

E01　検索番号エラー(医保) ：電算処理受付番号エラー(労災)　数字チェック

【返戻合計データ　返戻合計レコード】

W08　総件数エラー ：モード，最大バイトチェック(※)

W09　総合計点数エラー ：モード，最大バイトチェック(※)

W10　マルチボリューム識別情報エラー：99以外

【履歴管理ブロック】

W20　行番号エラー ：モード，最大バイトチェック(※)

W21　枝番号エラー ：モード，最大バイトチェック(※)

E99　データ識別エラー ：数字チェック

　

【履歴管理ブロック　チェックデータ　レコード管理情報レコード】

E02 管理情報エラー ：モード，最大バイトチェック(※)

【請求データ　レセプト共通レコード】

W40　レセプト番号エラー ：モード，最大バイトチェック(※)

W41　診療年月エラー ：暦日チェック

W42　生年月日エラー ：暦日チェック

W43　患者番号エラー ：患者番号存在チェック

E10　履歴返戻理由データなし ：履歴返戻理由データ有無チェック

E11　チェックデータなし ：チェックデータ有無チェック

（※）の詳細は「オンラインによる一次請求返戻ファイルおよび再審査等返戻ファイル並びに再請求ファイルに

係る記録条件仕様」を参照してください。
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3.4 総括表・公費請求書

（1）総括表および公費請求書の作成指示

（2）地方公費請求書個別発行

（3）地方公費請求書をCSV形式のファイルで出力する

（4）情報削除の処理

（5）印刷するプリンタを変更する

（6）再印刷処理の開始

（7）チェックリストの印刷

（8）旧医療機関コードでレセ電データ，総括表および公費請求書を作成する

（1）総括表および公費請求書の作成指示

「42　明細書」業務でレセプト作成処理により作成された請求点数情報から，総括表および公費請求書（地方公

費分）の作成出力をします。ただし，国保の標準総括表の場合は始めに総括表の様式の設定を行う必要がありま

す。

「101　システム管理マスタ」－「2005　レセプト・総括印刷情報」の総括表のタブ画面で設定してください。未設

定の場合は，国保の標準総括表は「給付割合なしの様式」で印刷をします。

また，返戻分を再請求する際の総括を別に作成できます。

※各都道府県別対応の請求書プログラムをホームページより提供していますが，順次対応を行っています。

総括表および公費請求書を作成する場合，診療年月，請求年月日を必須入力します。

「対象帳票」の中から，作成する帳票をクリックして選択します。
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＜総括表・公費請求書画面の注意メッセージ＞

「未実施の未請求解除データがあります」

未請求レセプト設定で未請求解除中のままレセプト処理がされていない場合は，総括・公費請求書画面に注意

メッセージとして表示します。このメッセージが表示されたときは未請求設定画面を確認してください。

「該当の診療年月に0点公費記載ありの点検用レセプトがあるため，医保分は点検用レセ電データの作成のみ可

能です」

地方公費の0点公費記載設定（「91　マスタ登録」－「101　システム管理マスタ」－「2005　レセプト・総括印刷

情報」－点検用タブの点検用レセプト記載）を行なったレセプトがある場合に表示します。この場合，点検用レ

セ電データの作成のみできます。その他の処理を行うには，0点公費記載のある患者のレセプトを「42　明細書」

業務の「提出用レセプト」で個別作成するか，一括作成を行ってください。

＜総括票・国保，総括票・広域の個別指定について＞

作成する帳票に「総括表・国保」を選択したときは，指定した保険者番号の総括表のみ作成できます。対象帳票

の「総括表・国保」欄をクリックして選択し，個別指定の保険者番号欄へ保険者番号を入力した後に「印刷開始」

(F12)を押します。

国保の総括表を一括作成する場合は「総括表・国保」欄を選択したとき，個別指定の保険者番号欄は空白とする

と該当月の国保が対象になります。

＜例＞「全国建設工事業」を個別指定して印刷する

診療年月，請求年月日を入力後は「総括表・国保」を指定し，全国建設工事業の保険者番号である「133298」を入

力後に「Enter」を押します。

※「個別指定の保険者番号」を指定した場合，標準で提供している国保総括表は対象の保険者を抽出し処理をし

ますが，カスタマイズされた国保総括表の場合は，「国保診療報酬請求書　カスタマイズについて」に基づきプ
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ログラムを修正する必要があります。

注意！

総括票・広域の個別指定印刷は，「101　システム管理マスタ」－「2005　レセプト・総括印刷情報設定」－総括表－広域診

療報酬請求書の設定が「0　すべて広域連合単位で作成」になっている必要があります。この設定は各都道府県で違いがあり

ますので，個別作成ができない場合もあります。

＜医保分の当月分・月遅れ分と返戻分について＞

当月分・月遅れ分 「43　請求管理」で請求年月を変更した場合は，月遅れ請求分と

して該当月の請求書にまとめ，総括を作成します。

返戻分 「43　請求管理」で返戻月を入力し，請求年月を入力した場合

は，該当月の返戻再請求分として別総括を作成します。

※「43　請求管理」の返戻月の入力が済みであれば「返戻分」

※「43　請求管理」の返戻月の入力が無ければ「月遅れ分」

ポイント！

オンライン請求の返戻レセプトをORCAに取り込んた後に紐付けを行い，レセプト電算データとして再提出を行う場合は

レセプト電算データに記録しますが，総括表には「当月・月遅れ分」「返戻分」共に含まれません。

労災の場合，返戻年月は入力されていても返戻分の請求書は作成しません。請求年月ごとにまとめて集計します。

＜レセ電総括表・国保／レセ電総括表・広域　について＞

平成20年4月の改正により，「レセ電総括表・国保」の様式が削除されたため，平成20年4月以降診療分につては出力を行い

ません。「レセ電総括表・広域」についても現在は様式が存在しないため使用しません。
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レセプト電算システムの場合，国保連合会に対してレセプト電算処理システム用の総括表が必要な場合は，あ

らかじめ「101　システム管理マスタ」－「3004　県単独事業情報」で設定をしておく必要があります。

（都道府県により違いがありますので，国保連合会へお問い合わせください）

国保に対してレセプト電算処理システム用の総括を作成します。

次の条件で印刷できます。

「101　システム管理マスタ」－「2005　レセプト・総括印刷情報」－国保レセ電出力区分「0　出力無し」以外。

「101　システム管理マスタ」－「3004　県単独事業設定」－レセ電国保「有」。

各項目を指定後，「確定」(F12)を押すと確認メッセージを表示します。

「F12：印刷する」を押すと「処理結果」画面へ遷移し，総括表および公費請求書作成処理を開始します。

「処理結果」画面では「F11：状態」を押し，その都度処理の経過が確認できます（処理中は何度でも押して処理

が確認できます）作成処理後は印刷を開始します。

「F11：印刷しない」を押した場合，「F12：印刷する」を押したときと同様に「処理結果」画面へ遷移します。ただ

し，作成処理のみで印刷は行いません。作成処理後は，「再印刷」画面で指定した帳票を印刷できます。

「戻る」(F1)を押すと元の画面になります。

注意！

公費請求書の出力を行う場合は，事前処理としてレセプト作成処理を一括作成で行っておく必要があります。その際に印

刷を行う必要はありません。レセプトの一括作成処理が行われていない場合は診療年月欄に「請求書対象データなし」と表

示します。

ファンクションキーの説明

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 元の画面へ戻ります。

データ取込 Shift＋F3
オンライン請求時の請求状況CSVファイル，エラー情報CSVファイル

の取り込みをします。

個別指示 Shift＋F4
オンライン請求用に任意の患者のみのレセ電データを作成します。デ

ータ取込を行っている場合はエラーのあった患者を指定できます。

再印刷 F5 以前に行った処理の一覧の中から指定して再印刷できます。

労災レセ電 (Shift+F5) それぞれの電算データの作成処理をします。

注意）ボタンが非活性のときは，「101　システム管理マスタ」－「2005
レセプト・総括印刷情報」の「レセ電出力区分」の設定を行ってくださ

社保レセ電 F6

国保レセ電 F7

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 730 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 3.128

図 3.127



項目 ファンクションキー 説明

い。

社保分も国保分も同じファイル名で作成するので，必ずどちらかの処

理を行ったら退避する必要があります。

データはEUCコードではなく，Shift-JISコードで作成されています。

広域レセ電 F8 後期高齢者分のレセプトについて，電算データを作成します。

主科未設定 Shift＋F8
主科未設定患者リストを出力します。主科設定しない（システム管理

未設定）医療機関では選択できません。

公費個別 Shift＋F9 地方公費の各帳票について個別に処理をします。

社保集計表 F9
地域により出力する内容が異なるため，現在は参考提供の様式になっ

ています。

国保集計表 F10
地域により出力する内容が異なるため，現在は参考提供の様式になっ

ています。

チェック Shift＋F10 請求月の総括表に含まれていない患者の一覧が印刷できます。

情報削除 F11
エラーが発生して処理が正常に終了しなかった場合に処理内容の情報

削除できます。

プリンタ Shift＋F11 総括・請求書を印刷するプリンタを指定できます。

印刷開始 F12 印刷の処理が開始します。

処理結果 Shift＋F12 処理の経過および結果が確認できます。

（2）地方公費請求書個別発行

「公費個別」(Shift＋F9)で地方公費の帳票を個別に出力できます。
あらかじめ「101　システム管理マスタ」－「3004　県単独事業情報」で設定しておく必要があります。

※各都道府県別対応の請求書プログラムをホームページより提供していますが，順次対応を行っています。
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個別処理をする帳票を選択します。
番号を入力またはクリックすると，処理対象として「1　処理する」を表示します。

「Enter」で「1　処理する」を確定します。
確定すると処理対象に○マークを表示します。

※この状態で「処理開始」(F12)を押すとパラメータ設定により全保険者（全患者）を対象に処理をします。保険
者指定（患者指定）を行う場合は次に進んで指定をします。
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次に保険者番号指定または患者番号指定を行いたい場合は，パラメータ設定により画面下部で，保険者番号ま
たは患者番号を入力します。

入力後，「処理開始」(F12)を押し処理を開始します。
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（3）地方公費請求書をCSV形式のファイルで出力する

注意！！

あらかじめ都道府県別請求書プログラムをインストールしておく必要があります。

現在，一部の都道府県で公費請求書をCSV形式で提出します。

1.業務メニューより「44　総括表・公費請求書」を押し，画面遷移します。
　　公費請求書が選択されているのを確認し，「印刷開始」(F12)を押し，処理を実行します。
　　他の請求書等も選択済みの場合は「印刷する」を選択します。
　　（CSVデータは公費請求書の処理を行ったタイミングで作成します）

処理が終了したら「戻る」で戻ります。

2.CSVデータが作成されると，「公費CSV」(Shift＋F7)が活性化します。
　　保存場所を選択し，ボタンを押します。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 734 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 3.134

図 3.133



3.公費の一覧を表示します。
　　出力したい公費を選択し，「保存」(F12)を押します。

4.処理の確認メッセージ，媒体の確認メッセージを表示します。

「OK」を押します。

「処理が正常に終了しました」のメッセージが表示されれば完了です。
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ヒント！

保存先にクライアント保存を選択した場合は，操作を行っている端末の任意のディレクトリに保存できます。保存

するディレクトリの問い合わせがあります。
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（4）情報削除の処理

作成印刷処理中にエラーが発生して正常に印刷処理まで終わらなかった場合，再度処理を行うためには前回の
処理内容を削除する必要があります。「情報削除」(F11)を押すと，前回行われた処理内容を表示します。

選択番号を入力し「削除」(F2)を押すと確認メッセージを表示します。

「状況」(F11)では，最新の状況を表示します。
なお，処理が正常に終了した場合は情報削除を行う必要はありません。
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（5）印刷するプリンタを変更する

総括・公費請求書のプリンタを変更できます。

「プリンタ(Shift＋F11）」を押します。変更したい帳票を選択後，プリンタを指定します。

「戻る(F1)」で戻ります。

※総括・公費作成画面からメニュー画面に戻ると設定した内容をクリアします。

コンボボックスのプリンタ一覧は「101　システム管理マスタ」－「1031　出力先プリンタ割り当て情報」「2005　

レセプト・総括印刷情報」「3004　県単独事業情報」より情報を取得します。

（6）再印刷処理の開始

「再印刷」(F5)で既存の処理内容の再印刷をします。

「（4）印刷するプリンタを変更する」でプリンタを変更し

印刷した帳票は，変更したプリンタに印刷します。

＜例＞番号「2」の国保総括表の1ページ目の再印刷をする
「再印刷」(F5)を押すと再印刷選択画面へ遷移します。
「帳票タイトル」の右横の「未」の表示は，「印刷開始」(F1)を押したときの「F11：印刷しない」を選択した場合に
表示します。選択番号欄に「2」を入力し，頁指定欄に「1-1」を指定します。
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「印刷」(F12)を押すと確認メッセージを表示します。

「F12：OK」を押すと「処理結果」画面へ遷移し，出力帳票作成処理を開始します。作成処理後は印刷をします。
「F10：プレビュー」を押すと，プレビュー画面で出力帳票を画面に表示します。
（操作方法は，【3.2.1　明細書】の【（4）プレビュー画面について】を参照してください）。
「F1：戻る」を押すと元の画面に戻ります。

※一度処理が行われた帳票のデータは保持されています。不必要な帳票は，できるだけ「削除」(F3)してくださ
い。

（7）チェックリストの印刷

チェックリストは，レセプト一括作成処理または個別作成処理済みのレセプトを対象とし，今回診療年月以前
の未請求等の患者の一覧をプレビューまたは印刷をして確認できます。

注意！

通常，当該チェックは当該診療年月のレセプト作成処理を行う前に，当該月以前の未請求患者の確認を行うものです。チ

ェック（プレビューもしくは印刷）を行うときは，当該診療年月のレセプト作成処理の前に行ってください。

レセプト作成処理で作られたデータは，「43請求管理」の「請求区分」はすべて「未請求」になり，チェックリストの未請求患

者として一覧にあがります。レセプト作成後，レセプト電算データの作成または総括表の処理を行った場合は「請求済み」

になります。この場合はチェックリストの抽出対象外になります。

＜「チェック」(Shift＋F10)より総括チェックリストを印刷する＞
診療年月にチェックの対象とする年月を入力し，「チェック」(Shift＋F10)を押します。

確認メッセージを表示します。「OK」で印刷をします。
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（チェックリスト印刷例）

請求区分等の設定は【3.3　請求管理】の【（2）レセプト請求内容の変更】で操作をします。
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（8）旧医療機関コードでレセ電データ，総括表および公費請求書を作成する

医療機関コードが変更済みの場合，月遅れ請求や返戻レセプトの再請求時に，変更前の旧医療機関コードでレ
セ電データや総括表などを作成できます。

※各都道府県別の総括表・請求書プログラムは順次対応予定です。

注意！

医療機関コードが月途中で変更された月は，この機能は使えません。翌月より使うことができます。

下の図のように9月途中で変更した場合は「＊」を表示し，9月分として請求するレセプト（月遅れ・返戻含む）または，9

月診療分のレセプトは旧医療機関コードで作成できません。

1．医療機関コードを変更後，業務メニュー「44　総括表・公費請求書」画面に医療機関コードの選択項目が追
加されます。

2．医療機関コードの期間を選択します。

医療機関コードの期間は診療年月と紐付けられています。

上の図の場合は，

H28.8月以前のレセプトを，H28.11月分として，H28.12.10に請求する

設定になります。

3．「印刷開始」(F12)または社保・国保のレセ電データを作成します。選択した範囲の月に有効な医療機関コー
ドで処理をします。

＜その他＞
• 個別指示画面も同様に医療機関コードの範囲を選択できます。
• レセ電データの履歴保存を設定している場合，最後に作成したレセ電データのみ保存します（上書きを

します）。
• 医保のみ対応しています。労災・自賠責レセプトには対応していません。
• 「43　請求管理」の操作方法は従前通り変わりません。
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3.4.1 レセプト電算処理システムによるデータ作成手順

事前準備

1. 「101　システム管理マスタ」―「2005　レセプト印刷情報」－レセプト（基本ーレセ電）の設定をします。

社保レセ電出力区分

国保レセ電出力区分

広域連合レセ電出力区分

労災レセ電出力区分

アフターケアレセ電出力区分

コンボボックスより選択します。

「0　出力なし」になっている場合はレセ電データを作成し

ません。

レセ電データ出力先 レセ電データをハードディスク内に出力するため，出力先

のディレクトリを指定します（ディレクトリの最後は「／」

で終わっていること）。

レセプトコメント（症状詳記）記録区分 症状詳記の記録をするか否かを指定します。

日計表記録条件（合計点数） レセ電に算定日情報を記録しているため，現在は使用して

いません。

レセ電CD-R出力 CD-R用のisoファイルを作成する場合は

「1　する」にします。

注意！

日レセではisoファイルをメディアには書き込めません。ラ

イティングソフトウェアを別途準備して書き込んで

ください。

症状詳記作成 症状詳記を

印刷しない場合は「0　作成しない」

印刷する場合は「1　作成する」にします。
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光ディスク等送付書作成 送付書を

印刷しない場合は「0　作成しない」

印刷する場合は「1　作成する」にします。

履歴保存の有無 「0　行わない」

システム管理設定場所に保存します。

「1　行う」

システム管理設定場所に保存するときに診療月・提出先ご

とに保存フォルダを作成し，保存します。

ファイル出力先設定 レセ電データの保存先の初期表示を設定します。

クライアント保存を行うには，各ユーザごとにシステム管

理の設定をする必要があります。業務メニュー「91　マスタ

登録」－「101　システム管理マスタ」－「1010　職員情報」

－「個別設定」－＜クライアント保存＞の項目を「1　保存

可」に設定します。

保険者が特定できない災害該当レセプトの

レセ電記録
患者登録画面で「959　災害該当」の登録があり，かつ保険

者番号欄または公費単独の場合は負担者番号が空白のレセ

プト（保険者が特定できない災害該当のレセプト）のレセ

電記載を設定します。

レセ電データチェックの有無 支払基金の「受付・事務点検ASPに係るチェック一覧（医

科）」に基づいたチェックをします。

広域連合作成区分 広域連合分を国保分とまとめるか否かを設定します。
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レセ電データを作成する

1. 「42　明細書」業務で，レセプトの一括作成処理をします。

（レセ電による請求業務の処理は，紙で総括表を出力するまでの操作方法とほぼ同様になります）

2. 「44　総括表・公費請求書」業務で各項目を入力します。

「診療年月」，「請求年月日」，「ファイル出力先」を入力します。

3. 「社保レセ電」(F6)または「国保レセ電」(F7)を押します。

確認メッセージを表示し，各レセ電データの作成処理をします。

4. 症状詳記または送付書の印刷を指定します。
「101　システム管理マスタ」－「2005　レセプト・総括印刷情報」の設定によりメッセージが異なります。

F10：プレビュー レセプト電算データの作成処理後にプレビュー画面を表示します。

F11：印刷しない レセプト電算データの作成処理後に印刷を行いません。

F12：印刷する レセプト電算データの作成処理および印刷データ作成処理を開始します。
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５．処理結果画面で「処理は正常に終了しました」と表示し，ファイル出力先に保存します。

＜設定項目について＞
レセプト区分

「1　提出用」
レセ電提出用のデータを作成します。

「2　点検用（院外処方含む）」
レセ電データに院外処方や包括診療分のデータを記録します。
データチェックなどに利用できます。

ファイル出力先
「3　システム管理設定場所（フロッピィ用）」
「4　システム管理設定場所（MO用）」
「5　クライアント保存」
「6　クライアント保存（CD-R用）」

「3　システム管理設定場所（フロッピィ用）」または「4　システム管理設定場所（MO用）」については業務メニ
ュー「91　マスタ登録」－「101　システム管理マスタ」－「2005　レセプト・総括印刷情報」のレセ電出力先に設
定したディレクトリにそれぞれのファイルサイズで保存します。

「5　クライアント保存」または「6　クライアント保存（CD-R用）」は操作を行っているクライアント端末の任意
のディレクトリに保存できます。

ヒント！

＜クライアント保存について＞

クライアント保存を行うには，各ユーザごとにシステム管理の設定をする必要があります。業務メニュー「91　マスタ登

録」－「101　システム管理マスタ」－「1010　職員情報」－「個別設定」－＜クライアント保存＞の項目を「1　保存可」に設

定します。

＜クライアント保存時のダイアログについて＞

クライアント保存を選択した場合はダイアログを表示し，「保存」または「開く」ができます。

• ダイアログが表示されるまで処理結果画面を表示したままにしておいてください。

• 「開く」を選択するとレセ電ビューアで内容を確認できます。事前に設定が必要です，【6.1　付録1　クライアント

保存の拡張】を参照してください。

レセ電チェック
支払基金の「受付・事務点検ASPに係るチェック一覧（医科）」に基づいたチェックをします。

入外区分
入院・入院外の指定をします。

＜その他レセ電作成時の注意点＞
医療機関識別コード
システム管理設定場所にレセプト電算データを保存した場合，ファイルを識別するために医療機関識別コード
を先頭に付加しています。

（例）医保レセプトの場合
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01RECEIPTC.UKE
このファイルを支払基金・国保連合会へ提出する場合はファイル名を変更し医療機関識別コードを取り除く必要があります。

01RECEIPTC.UKE　　→　　RECEIPTC.UKE

ヒント！

業務メニュー「91　マスタ登録」－「101　システム管理マスタ」－「2005　レセプト・総括印刷情報」－レセ電で＜レセ電デ

ータ履歴保存の有無＞の設定を「1　行う」とした場合は，医療機関番号はフォルダ名に付け，レセ電データは

RECEITC.UKEで作成します。

労災レセ電の保存形式
短期給付・傷病年金はRRECXXXX.UKEファイルを複数作成，アフターケアはARECXX00.UKEファイルを複数作成す
るため，クライアント保存ではzip形式で保存します。

＜レセ電チェックを行なった場合の処理結果の表示について＞
処理結果画面の処理名は最後に行なった処理名を表示します。
レセ電チェックは最後に行うため，レセ電チェックを行う場合は必ず「レセ電データチェック」を表示します。

■レセ電チェックでエラーがあるときの表示
【チェックリストが作成されました】と表示し，「処理は正常に終了しました」と赤字で表示します。
頁数には症状詳記，光ディスク等送付書，チェックリストの印刷枚数を表示します。

■レセ電チェックでエラーがないときの表示
症状詳記や光ディスク等送付書を作成する場合は，「処理は正常に終了しました」と黒字で表示し，
頁数には症状詳記と光ディスク等送付書の印刷枚数を表示します。

※この画面の頁数「1」は光ディスク等送付書の印刷枚数です

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 746 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 3.152

図 3.151



注意！

「社保レセ電」「国保レセ電」「広域レセ電」を押したときに次のメッセージが表示された場合は，月遅れ請求を行うレセプト

を再作成してください。

※「101　システム管理マスタ」－「2005　レセプト・総括印刷情報」でレセ電の設定を行う前はレセプト電算データは作成

しません。運用途中からレセ電提出を行う場合はレセ電データのない前月分のレセプトが月遅れ設定されいる場合があり

ます。再度，月遅れ分のレセプトを　「レセプト作成→請求管理確認→レセ電作成」　するとレセ電に含まれます。

＜症状詳記について＞
症状詳記は，会計照会画面の「コメント」(Shift＋F4)または病名登録画面の「コメント」(Shift＋F5)から遷移す
るコメント入力画面で入力を行ったコメント，または病名登録画面の「手術歴」(Shift＋F6)から遷移する手術
歴レセプト記載登録画面で入力を行った手術歴を対象にレセ電データへ記録します。
指定した診療年月にコメント入力画面でコメント入力の該当者がいない場合，処理結果画面の「頁数」は「0」で
表示します。
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3.4.2 オンライン請求時エラーのあった患者のみのレセ電データを作成する

• オンライン請求時の請求確定状況CSVファイル，受付・事務点検ASP結果リストを取り込む。

• 取り込んだファイルからエラーのあった患者のみのレセ電データが作成できる。

• エラーのない患者の追加できます。

• ファイルを取り込まなくても個別指示（任意の患者）のレセ電データが作成ができる。

オンライン請求時にエラーのあった患者のレセ電データのみ再度請求（アップロード）できます。

その場合，エラーの無い患者分の請求確定をする必要があります。

詳しくはオンライン請求の手順書を参照してください。

CSVファイルの取り込み

請求確認状況CSVファイル，ASP結果リストの取り込みをします。

ポイント！

取り込みは必ず必要ではありません。エラーの患者数が少ない場合などは取り込みをせず個別指示（任意の患者を指定）

を行いレセ電データを作成できます。

取り込みできるCSVファイル

オンライン請求確定状況ファイル RIfixf*****************.csv

受付・事務点検ASP結果リスト RIhasp*****************.csv

ポイント！

請求状況CSVファイル，ASP結果リストのダウンロードに関してはオンライン請求の手順書を参照してください。

1.業務メニューより「44　総括表・公費請求書」を押します。

2.「データ取込」(Shift＋F3)を押し取り込み画面を表示します。
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3.「フォルダアイコン」を押します。

4.取り込むディレクトリ，ファイル名を選択します。

「開く」を押します。
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5.ファイル名をセットします。

6.「データ転送」(F10)を押しファイルを読み込みます。

7.同じ手順で請求確定状況ファイル，ASP結果リストを取り込みます。
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ポイント

対象年月の違う複数のファイルを一度に取り込む場合，「対象年月（診療年月）を確認してください」のメッセージを表示

し，「警」欄に○を表示します。

旧医療機関コード分のデータは「医」の欄に旧と表示します。

8.「DB登録」(F12)を押します。

処理結果画面を表示します。

9.取り込み完了です。
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レセ電の個別作成

1.ASP点検でエラーになった患者の診療内容を修正し，個別レセプト処理を行っておきます。

2.業務メニュー「44　総括・公費請求書」画面の「個別指示」(Shift＋F4)を押し，個別作成画面を表示します。

個別レセ電ファイルを作成する提出先を選択します。

このとき，その提出先でCSVファイルの取り込みがあればエラーのあった患者を表示します。
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3.個別作成する患者をマウスでクリックし選択すると個別指示一覧に追加します。

4.さらに個別に患者を追加したい場合，CSVファイルの取り込みをしなかった場合は患者番号，入外区分，診療

月を入力して「Enter」を押します。
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5.患者を指定した後，「レセ電作成」(F12)を押します。

レセプト区分，ファイル出力先，症状詳記は「レセ電データを作成する」の項目を参照してください。

6.作成したレセ電ファイルをオンライン請求します。

「対象の請求データがありません」のエラーが表示される場合

• 社保・国保の指定が間違っていないか確認してください。

• 該当の患者の請求管理データを確認してください。

• 月遅れ請求の場合は請求管理で月遅れ請求の設定が正しいか確認してください。
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個別作成のその他の機能

個人履歴(Shift＋F5)

患者を選択中に取り込んだCSVファイルの情報を表示します。
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作成履歴(Shift＋F6)

社保・国保別に個別指示でレセ電を作成した履歴を表示します。

前回作成(F8)

前回作成した患者を表示します。
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3.4.3 返戻データの取り込み，返戻データを含めたレセ電の作成

• オンライン請求システムで返戻になったレセプトデータを取り込む

• 取り込んだ返戻データのオンライン請求できます（請求管理で設定）

返戻データ作成の再提出までの流れ

1. 返戻データをダウンロードする。

2. 返戻データを日レセに取り込む。

3. 返戻内容に応じて日レセの入力を訂正する。

4. 日レセで明細書個別作成をする。

5. 請求管理で再提出するデータと返戻データの紐付けを行う。

6. レセ電データを作成する。

返戻データの記録内容について

返戻データには請求したレセ電データと返戻用に記録された元データが紐付けされています。

【RECEIPTC.HEN：レセ電ビューアで表示】
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返戻データを直接書き換えるのではなく，返戻内容に応じた訂正を日レセに行い，新たに作成したレセ電デー

タと元の返戻データを紐付けして再提出をします。

返戻データを取り込む

返戻データの取り込みをします。

ポイント！

返戻データをオンライン請求するには必ず返戻データの取り込みが必要です。

返戻データのファイル名

RECEIPTC.HEN　RECEIPTC.SAH
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注意！

日レセでは返戻データのレセプト内容を確認できません。

オンライン請求時の返戻データを印刷するか，レセ電ビューアを使用して返戻内容を確認してください。

返戻データの印刷，データのダウンロードに関してはオンライン請求の手引き書を参照してください。

1.業務メニューより「44　総括表・公費請求書」を押す。

2.「データ取込」(Shift＋F3)を押し取り込み画面を表示する。

3.「参照」を押し取り込むディレクトリ，ファイルを選択します。

　「了解」を押します。
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4.ファイル名をセットします。

5.「データ転送」(F10)を押しファイルを読み込みます。

6.「DB登録」(F12)を押し日レセに登録します。
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7.「戻る」を押し，取り込み完了です。

　取り込んだデータは業務メニュー「43　請求管理」の「返戻一覧」(F5)で確認できます。

ポイント

対象年月の違う複数のファイルを一度に取り込む場合，「対象年月（診療年月）を確認してください」のメッセージを表示

し，「警」欄に○を表示します。

旧医療機関コード分のデータは「医」の欄に旧と表示します。
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返戻レセプトの再提出の設定

注意！

必ず返戻データの取り込みを行っておいてください。

1.返戻内容を確認します。

• オンライン請求画面から返戻内容を印刷する

• 返戻データ（RECEIPTC.HEN　RECEIPTC.SAH　RRECEC.HEN　ARECEC.HEN）をレセ電ビューアで確認する

2.日レセの入力内容を訂正します。

• 病名の追加や保険情報の変更，コメントの追加等

3.「42　明細書」でレセプトの個別作成をします。

4.「43　請求管理」を押し，診療年月・患者番号を入力します。

　返戻データがある場合は「返戻データあり」と表示します。

5.請求年月，返戻年月を入力し，チェックボックスをクリックし「返戻有」にし，紐付けをします。

注意！

紐付けを行なったレセプトデータは返戻レセプトと共にレセプト電算データに記録しますが，総括表には「当月・月遅れ

分」「返戻分」共に含まれません。
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6.「返戻確認」(F10)を押すと返戻情報を表示します。

7.確認後「戻る」を押し，「登録」(F12)を押して設定内容を登録します。
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8.レセ電データを通常どおりの手順で作成します。

　再請求分のデータは元の返戻データと紐付けされレセ電に記録します。

【再提出データと元の返戻データの記録：レセ電ビューアで表示】

ヒント！

紐付け後に「42　明細書」業務でレセプトの再作成を行った場合は，一旦紐付けが解除します。

再度紐付けを行ってください。

注意！

労災の短期給付・傷病年金の再請求分のファイル名は RRECXXXX.UKS になり，通常請求分のファイル名 RRECXXXX.UKE 
とは別ファイルを作成します。

労災のアフターケアの再請求分のファイル名は ARECXX00.UKS になり，通常請求分のファイル名 ARECXX00.UKE とは別

ファイルを作成します。
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＜返戻確認画面の表示について＞

「43　請求管理」に登録後は返戻元データと再提出データの紐付けを表示します。

レセ電作成後は「済」欄に○印します。
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3.5 日次統計

3.5.1 帳票の登録

2つの登録方法があります。
• 「101　システム管理」－「3001　統計帳票出力情報（日次）」
• 「51　日次統計」

「101　システム管理」－「3001　統計帳票出力情報（日次）」で登録する

【「5.1　システム管理マスタ」－「3001　統計帳票出力情報（日次）】を参照してください。

「51　日次統計」で登録する

＜登録方法＞

1．（L01）日次統計画面の未登録の帳票番号を押します。
2．（L07）統計帳票一覧画面を表示します。
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3．帳票を選択し，「確定」(F12)を押します。

4．帳票を登録します。
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3.5.2 帳票の並べ替え

登録済み帳票の並べ替えできます。

＜操作方法＞

1．「並べ替え」(F3)を押します。
2．（L100）並び順変更画面を表示します。
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3．帳票を選択し，「↑↑」，「↑」，「↓」，「↓↓」を押して並べ替えします。

4．移動後，「F1：戻る」を押します。
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5．並べ替えが完了します。

ヒント！　並び順変更画面で帳票を登録

（L100）並び順画面でも帳票の登録できます。

1．未登録の番号を選択し，「F9：追加」を押します。　　2．帳票を選択し，「確定」(F12)を押します。

3．追加する帳票を表示します。「F1:戻る」を押し，登録します。
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3.5.3 帳票の印刷

作成する帳票の選択

作成を行う帳票のタイトルをクリックし選択します。

一度に複数の帳票を作成指示できます。
帳票の種類が10種類を超える場合は「次頁」(F7)や「前頁」(F6)を押して画面を切り替えて目的の帳票を選択しま
す。

パラメーターの入力

作成する帳票によってはパラメーターを入力する必要があります。
必須入力項目には赤色の「＊」を，任意入力の項目には青色の「＊」を入力領域の右側に表示します。
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パラメーター内容を確認しながら選択・入力する

帳票番号ボタンを押し，各帳票の説明や，パラメーター内容を表示し確認しながら帳票の選択・パラメーター
が入力できます。

例）収納一覧（外来）
帳票番号ボタンを押す

パラメーター説明画面を表示します。

説明を確認しながら各パラメーターを入力します。
必要な項目を入力後，「確定」(F12)を押すと，帳票が選択されパラメーター入力が完了します。
※パラメーター説明画面を表示時に帳票を選択した状態になります。

ヒント！　メモ欄について

ユーザーが自由に使えるエリアです。メモを入力し「確定」(F12)を押して登録します。
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作成処理の開始

「処理開始」(F12)を押すと確認メッセージを表示します。

F12：印刷する 「処理結果」画面へ遷移し，選択した帳票の作成処理を開始します。

F10：プレビュー 「F12：印刷する」と同様に「処理結果」画面へ遷移しますが，作成処理後は

印刷を行わず，プレビュー画面へ遷移できます。

F1：戻る 元の画面に戻ります。

作成処理後は，「再印刷」画面で指定した帳票を印刷できます。

ファンクションキーの説明

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 遷移元の画面へ戻ります。

統計データ F4 日次統計データ作成画面へ遷移します。

再印刷 F5

以前に行った処理の一覧の中から指定して再印刷できます。

印刷方法は【3.4　総括表・公費請求書】の【（6）再印刷処理の開始】

と同様です。

前頁 F6
帳票の種類が10項目以上ある場合は，「次頁」(F7)や「前頁」(F6)で画

面を切り替えることができます。

次頁 F7
帳票の種類が10項目以上ある場合は，「次頁」(F7)や「前頁」(F6)で画

面を切り替えることができます。

締め処理 F8 締め時刻登録画面へ遷移します。（3.5.3　締め処理へ）

CSV出力 F10
CSV出力に対応している帳票プログラムを実行後，作成されたCSVフ
ァイルを任意の場所に保存できます。

情報削除 F11
エラーが発生して処理が正常に終了しなかった場合に，処理内容の

情報削除できます。

処理開始 F12 印刷の処理を開始します。

処理結果 Shift＋F12 処理の経過および結果が確認できます。
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3.5.4 日次統計データの作成

「統計データ」(F4)について統計データでは，毎日の作業終了後に各データベースより対象の診療日分のデータ
を抽出し，以下のような内容を所定のレイアウトで作成を行い，ファイルに出力できます。

項目の説明
診療年月日 作成する診療年月日を指定します。

入・外 入院・入院外を指定します。

統計データ出力ファイル名 統計データを出力する媒体を選択しファイル名を入力します。

個人情報の有無 出力するデータに個人情報の有無を指定します。

文字コード 出力するデータの文字コードをEUCまたはShift-JISのどちらかを指定しま

す。
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＜統計データのクライアント保存について＞
統計データを操作しているクライアント端末の任意のディレクトリに保存できます。

➔ （あらかじめ「101システム管理マスタ」－「1010　職員情報」－「個別設定」－＜クライアント保存＞の項
目で「1　保存可」に設定をしておく必要があります）。

統計データ出力先に「6　クライアント保存」を選択し，ファイル名を入力します。

統計データ処理後，「保存」を押します。

ディレクトリを選択し「保存」を押し保存します。

ヒント！

「開く」ボタンでファイルを開くアプリケーションを変更したい場合は，【6.1　付録1　クライアント保存の拡張】を参照し

てください。
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3.6 月次統計

【5.1　システム管理マスタ】の【3002　統計帳票出力情報（月次）】の設定方法を参考にして，カスタマイズされ

たプログラムを登録すると月次統計処理より登録したプログラムが実行できます。

＜個別指示(F9)＞
月次処理の対象患者として照会連携機能より抽出した患者の追加変更，また複数の患者を手入力でも指定でき
ます。各帳票の個別指示パラメータを設定後，実行します。

注意！

帳票プログラムが個別指示に対応している必要があります。

※その他の操作手順は【3.5　日次統計】を参照してください。
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3.6.1 月次統計データの作成

統計データでは，毎月の診療報酬請求事務が完了した後に，各データベースより対象の診療年月分のデータを
抽出して以下のような内容を所定のレイアウトで作成を行い，ファイルに出力できます。

項目の説明
処理区分 処理を行うデータを選択します。

全部：統計データ（診療）と（病名）を同時に作成します。

統計データ（診療）のみ：統計データ（診療）分についてのみ作成します｡

統計データ（病名）のみ：統計データ（病名）分についてのみ作成します。

診療年月 作成する診療年月を指定します。統計データは診療年月単位で作成します。

注意）現在，「2　入院外」のみ指定できます。

統計データ（診療）の出力ファイル 処理区分の「全部」または「統計データ（診療）のみ」を選択した場合に出力

ファイル名を指定します。

統計データ（病名）の出力ファイル 処理区分の「全部」または「統計データ（病名）のみ」を選択した場合に出力

ファイル名を指定します。

作成内容区分 統計データ（診療）の中に包括される診療行為を含めるか否かを指定しま

す。（現在該当するのは，院外処方関係のデータです）。

文字コード 出力するデータの文字コードをEUCまたはShift-JISのどちらかを指定しま

す。
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＜統計データのクライアント保存について＞
統計データを操作しているクライアント端末の任意のディレクトリに保存できます。

➔ （あらかじめ「101　システム管理マスタ」－「1010　職員情報」－「個別設定」－＜クライアント保存＞の
項目で「1　保存可」に設定をしておく必要があります）。

統計データ出力先に「6　クライアント保存」を選択し，ファイル名を入力します。

統計データ処理後，「保存」を押します。

ディレクトリを選択し「了解」を押し保存します。

診療データと病名データの両方がある場合は再度ディレクトリの問い合わせを表示します。

ヒント！

「開く」ボタンでファイルを開くアプリケーションを変更したい場合は，【6.1　付録1　クライアント保存の拡張】を参照し

てください。
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3.6.2 締め処理

概要

• 締め時刻を登録し，前回の締め時刻からの収納一覧を作成します。

• 中間確認用に仮締め登録できます。

• 過去10回の締めから任意の期間の日報を作成できます。

＜本締めと仮締め＞

■本締め

　　日報の集計の区切り時刻を登録します。

　　前回本締めから今回本締めの期間を集計対象とします。

■仮締め

　　中間合わせに使用します。

　　前回本締めから今回仮締めまでの期間を集計対象とします。

事前準備

＜日報の登録＞

締め処理に対応した日報を「51　日時統計」業務に登録する必要があります。

日レセでは次の3つが対応しています。

収納一覧（外来）（期間指定）

収納一覧（入院）（期間指定）

収納日報（期間指定）

登録方法は【3.5　日次統計】を参照してください。

＜システム管理の設定＞

「101　システム管理」－「1039　収納機能情報」で＜収納一覧－締め処理＞の項目を設定します。
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画面の説明

＜締め時刻登録画面の表示方法＞

メニューより「51　日次統計」を押し（L01）日次統計画面に遷移後，「締め処理」(F8)を押します。

①：締めの時刻と「1　本締め」または「2　仮締め」を選択し登録します。日報の集計期間を表示します。

②：直前の締めの種類と日報の集計期間を表示します。

③「詳細設定」(F4)：過去の締め一覧を表示します。削除・変更・追加できます。

①：前回登録した締め時刻と集計期間を表示します。

②：締め履歴を表示します。(F4)で表示内容が変更できます。

　（初期表示）

　「前回の本締め」　→　「本締めの履歴」　→　「本締め・仮締めの履歴」

③：行う処理を選択します。

ヒント！

本締めおよび仮締めは（L06）締め時刻登録画面と（L04）締め時刻登録詳細設定画面のどちらでも登録できま

す。
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操作方法

＜締め時刻登録画面の表示方法＞

メニューより「51　日次統計」を押し（L01）日次統計画面に遷移後，「締め処理」(F8)を押します。

＜初めて締め処理を使用する場合＞

最初に締めの開始日時を登録します。画面は現在時刻を表示します。任意の開始日時に変更し，「登録」(F12)を

押します。

開始日時の登録後，今回の締め登録をします。

　　次項の【＜本締め，仮締めの登録＞の 2 】の手順から操作してください。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 781 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 3.209

図 3.208



＜本締め，仮締めの登録＞

1．（L01）日次統計画面の「締め処理」(F8)を押します。

2．（L06）締め時刻登録画面を表示します。

　締め時刻を確認後，「1　本締め」または「2　仮締め」を▼で選択し，「登録」(F12)を押します。

3．締め処理に対応した日報を印刷します。

ヒント！

「1　本締め」と「2　仮締め」を間違えたら・・・次項の「■締め変更」を参照し，正しい締めに修正してください。
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＜締めの修正（削除，締め変更，追加）＞

締めの登録を間違えた場合は，削除または締め変更をします。

■削除

1．（L06）締め時刻登録画面の「詳細設定」(F4)を押します。

2．（L04）締め時刻登録詳細設定画面へ遷移します。

3．右上の▼を押し「5　削除」を選択します。

4．削除したい時刻をマウスで選択します。

5．「登録」(F12)を押します。

ヒント！

選択した時刻は黄色表示します。
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■締め変更

1．（L06）締め時間登録画面の「詳細設定」(F4)を押します。

2．（L04）締め時刻登録詳細設定画面へ遷移します。

3．右上の▼を押し，「6　締め変更」を選択します。

4．変更したい時刻をマウスで選択します。

ヒント！

選択した締め時刻は青表示し，画面上部へ締め時刻を表示します。

5．「1　本締め」または「2　仮締め」を修正します。

6．「登録」(F12)を押します。
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ヒント！

締め時刻は変更できません。

○時刻変更の方法

　誤った締め時刻を「削除」し，正しい締め時刻で新たに締め処理を行うまたは「追加」してください。

■追加

任意の日時で締めを追加できます。

1．（L06）締め時間登録画面の「詳細設定」(F4)を押します。

2．（L04）締め時刻登録詳細設定画面へ遷移します。

3．画面右上の▼を押し，「4　追加」を選択します。

4．日時を入力し「1　本締め」または「2　仮締め」を選択します。

5．「登録」(F2)を押します。
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期間指定

締め処理に対応した日報は直近の本締め間を対象に集計します。

過去の日報を作成するには，本締め一覧から集計する期間を指定する必要があります。

＜操作方法＞

1．（L06）締め時間登録画面の「詳細設定」(F4)を押します。

2．（L04）締め時刻登録詳細設定画面へ遷移します。

3．画面右上の▼を押し，「3　期間指定」を選択します。

4．集計を行う開始時刻を選択します。

ヒント！

終了時刻を選択し，変更できます。

5．「登録」(F12)を押します。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 786 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 3.222

図 3.221

図 3.220



6．締め処理に対応した日報を印刷します。
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3.7 省庁対応

本システムを保険者直営医療機関（共済組合，健保組合など）に導入・運用することを前提とした短期給付制
度の附加給付対応しました。

（1）短期給付制度の概要

短期給付制度とは，組合員本人および被扶養者が公務によらない病気，負傷などの事由により被る経済的負担
を補てんまたは軽減することを主な目的として行われる制度です。

短期給付には法定給付と附加給付があり，法定給付とは公的保険制度による給付をいい，附加給付とは保険者
組合の規程による一部負担金の払戻金のことをいいます。

（2）短期給付制度附加給付の対応概要

（2）－1　一部負担金

患者（組合員本人および被扶養者）ごとに附加給付分に相当する1点単価，負担割合を設定できるようにする。
これにより一部負担金は，算定された点数より以下の算出方法で決定します。

一部負担金（円）　＝　算定点数　×　1点単価（円）　×　負担割合

（例）
1点単価＝6円，負担割合＝1割の患者が1000点の医療行為を受けた場合

一部負担金　＝　1000点　×　6円　×　0.1　＝　600円

上記の例で通常であれば，1点単価＝10円，3割負担とすれば一部負担金は，

一部負担金　＝　1000点　×　10円　×　0.3　＝　3000円

※この場合，3000円から600円を差し引いた2400円分（附加給付分）は組合負担になります。

（2）－2　入金方法

一部負担金の支払いは，通常であれば現金による窓口支払いであるが，患者によっては給与から引去りとし窓
口の支払いはなしの設定もできるようにします。

（2）－3　診療報酬明細書（レセプト）

診療報酬明細書は，通常どおりの内容で作成をします。

（2）－4　月次統計

附加給付の対象になった患者の請求内容を記した附加給付一覧表の作成をします。
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（3）一部負担金の変則的算出

患者ごとに1点単価，負担割合を設定するための方法は以下により行います。

（3）－1　保険番号マスタ作成

変則的な一部負担金の算出を行うため保険番号マスタに以下の設定内容の公費情報を作成します。

「保険番号」：　任意　（ただし，990～999の範囲で作成する）
「法別番号」：　なし
「制度名」：　任意
「短縮制度名」：　任意
「保険公費種別区分」：　7一般公費
「公費主保区分」：　3主補公費
「点数単価」：　1点単価を設定
「レセプト請求」：　3社保，国保とも印刷不可
「本人」タブ
「外来－負担区分」：　1患者負担あり
「外来－回－負担割合」：　負担割合を設定（0の場合は，本来の負担割合で計算する）

※入院も同様

例えば，1点＝6円，3割負担であれば，「点数単価」に「6」，「外来－回－負担割合」に「30」を設定することにな
ります。
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（3）－2　保険組合せの作成

患者登録で（1）で作成した保険番号マスタの情報を公費情報欄に入力し，該当情報が含まれた保険組合せを作
成します。

（3）－3　会計入力，一部負担金の算出

（2）で作成された保険組合せを使用して診療行為を入力します。
保険組合せに含まれる情報より1点単価と負担割合を取得し一部負担金の計算を行う。ただし，本来の保険制度
による一部負担金の金額と（1）で作成した情報より計算した一部負担金を比較し，金額の低い方を算出した一
部負担金とします。

例えば，
後期高齢者（1割負担）＋1点単価＝6円，負担割合＝3割の情報
で作成された保険組合せを使用した場合

算定点数が1000点ならば

本来の一部負担金＝1000点×10円×0.1＝1000円
短給の一部負担金＝1000点×6円×0.3＝1800円

になり，本来の後期高齢（1割負担）で計算した一部負担金が少額になるのでそれを最終的な一部負担金としま
す。

保険番号マスタの保険番号が990から999で負担割合を「0」（ゼロ）にした場合は，負担金を0円とせず，本来の
保険制度の負担割合で算出します。よって，上記例の場合は，

短給の一部負担金＝1000点×6円×0.1＝600円
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になり，本来の一部負担金より少額になるのでこれを最終的な一部負担金とします。

（3）－4　制度の改正

1点単価または負担割合が段階的に引き上げられるような改正をされた場合は，保険番号マスタの該当保険番号
を制度に合わせて期限を切り，新たな開始日より設定内容を変更した情報を作成すると対応します。

（4）入金方法の設定

患者ごとに窓口の一部負担金の入金方法の初期値を設定します。
一部負担金の入金方法とは，窓口の現金による支払いと，窓口の支払いはなく給与から引去りされる方法のど
ちらかです。

患者登録画面に「入金方法」の項目を追加する。この項目で設定された入金方法は初期値であるので，最終的に
請求確認画面で入金方法を決定することになります。

「101　システム管理マスタ」－「1041　入金方法情報」では入金方法に対するコード付けができる。その入金方法
の分類として「給与引去」を追加する。現行の分類とあわせると次の内容になります。

入金方法コード「nn」
　　分類区分－「01　現金」
　　　　　　　「02　振込み」
　　　　　　　「03　デビットカード」
　　　　　　　「04　給与引去」　　←　追加する内容
　　　　　　　「99　その他」

また，入金方法の内容は給与引去であっても，目的ごとの識別をできるようにするため入金方法コードに別の
コードを設けることができます。

　（例）本部と支部の職員を分けて管理したい

　　　　入金方法コード　－　「01　給与引去（本部職員）」（分類区分：04　給与引去）
　　　　　　　　　　　　　　「02　給与引去（支部職員）」（分類区分：04　給与引去）
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これにより，入金方法の条件から目的にあった請求内容の情報を抽出できます。

（5）入金状態の設定

前出の「入金方法の設定」における「101　システム管理マスタ」－「1041　入金方法情報」に入金状態の初期値を
設定する項目を新設します。

　ここでいう入金状態の初期値とは，請求情報（収納）を作成した時点で「未入金」または「入金済」など，どの
ような扱いとするかである。「未入金」の扱いとした場合は，実際に入金（給与引去）された後，すべて「入金」
登録をするなど後処理が発生します。

入金方法コード「nn」
　分類区分－「04　給与引去」
　入金状態－「1　入金済」

　入金状態は外来請求，入院の退院時および定期請求時のそれぞれで設定できるようにし，次の区分を用意
します。

　1：入金済
請求確認画面初期表示時，入金額欄に今回請求額を設定します。

　　会計照会業務で新規に収納を作成した場合，その収納の請求額を入金額として作成します。

　2：未入金　
請求確認画面初期表示時，入金額欄空白に（0円）を設定します。

　　会計照会業務で新規に収納を作成した場合，入金額はゼロ円として作成します。

※定期請求の設定には別途「3：定期請求情報の設定」を設ける（後述参照）

「入金状態」を入金方法に設けることにより，応用により当該対応以外の次のようなケースで改善が図れる。
　　(1)患者が1月まとめて支払い（口座振込み）を行う場合，窓口では会計処理を行った後，収納登録で未入

金に変更する必要がなくなります。
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＜定期請求処理の入金扱いとの関係＞
入院の定期請求処理を行うと「101　システム管理マスタ」－「5010　定期請求情報」で管理されている項目から
入金の扱いを決定します。

「請求時入金処理」
「1　未入金として処理する」
「2　入金済として処理する」

該当の患者が入院し定期請求書を発行した場合の入金の扱いは患者登録で設定された入金方法を優先する。入金
方法の設定画面で定期請求の入金状態は以下より選択をします。

　　　1　入金済　・・・「5010　定期請求情報」の設定にかかわらず，入金済として処理します。
　　　2　未入金　・・・「5010　定期請求情報」の設定にかかわらず，未入金として処理します。
　　　3　定期請求情報の設定・・・「5010　定期請求情報」の設定に従い処理をします。

※患者情報の「入金方法」では給与引去の設定が済みの場合で，実際には自費で入院されていた場合，それでも
「給与引去」として収納情報の作成を行う。収納業務で変更を行う必要が発生します。

（6）附加給付一覧表の作成

該当患者ごとの一部負担金の請求内容を記載した附加給付一覧表を作成します。

処理の実行は月次統計から行います。この際事前に「101　システム管理マスタ」－「3002　月次統計」の設定を行
う必要があるが，他の標準帳票と同様に統計帳票一覧画面より選択をできるようにします。
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（1）編集条件

・入金方法（入金区分）が給与引去で登録された収納データを対象に一覧表の作成を行う。
・一覧表の作成は月単位で行う。
・一覧表の1明細は伝票（収納）単位とする。
・並び順は記号・番号，本人家族区分，患者番号，伝票番号順とする。
・患者番号，記号・番号が変わる度に患者計，世帯計の編集を行う。また，世帯データの1件目

の備考欄に被保険者氏名の編集を行う。
・記号・番号が未入力の場合は患者ごとに患者計，世帯計の編集を行う。
・前月以前の収納に対しての訂正入力分はその収納が発生した診療年月を備考に表示する。
・入院の収納は備考に「入院」の編集を行う
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（2）編集例

（1）記号・番号が未登録の場合の編集例
（2）患者計，世帯計の編集例
（3）該当月に被保険者本人の受診がなかった場合の編集例
（4）入院収納の編集例
（5）月収納訂正分の編集例
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3.8 本院分院機能

注意！

この操作マニュアルではシステム基本テーブルについて本院分院の設定が完了しているのを前提に操作方法を説明してい

ます。

システム基本テーブルの設定はver4.4.0のリリース情報を参照してください。

（1）概要

• 業務メニュー，診療行為入力画面から本院（分院）へログインできる。

• 新患登録時に本院（分院）から患者複写および同一患者の紐付けができる。

• すでに登録済みの患者に付いても同一患者の紐付けできます。

• 紐付けされた患者同士で本院（分院）からDo入力できます。

• 本院（分院）の点数マスタ，入力CDの設定を取り込みできます。

（2）日レセの事前準備

システム管理の設定

「101　システム管理マスタ」－「1001　医療機関情報」の短縮医療機関名称を入力します。

本院，分院それぞれの医療機関に対して行います。
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職員情報の設定

業務メニュー，診療行為画面から本院（分院）へログインする（相互ログイン機能）にはそれぞれの医療機関

の職員情報を設定する必要があります。

例）本院DrAに対して分院DrBを登録

　　分院DrBに対して本院DrAを登録

本院職員情報DrAの「他院設定」に分院DrBのオペレータIDを設定します。

同じように分院DrBにも本院DrAのオペレータIDを設定します。

ヒント！

職員情報の設定は必須ではありませんが，設定すると簡単に医療機関を変更できます。

また本院A→分院Bのみ（本院にのみ設定）設定した場合は一方通行になりますが切替できます。
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（3）医療機関の切替

本院分院の切替は3つの方法があります。

• 本院用起動アイコン，分院用起動アイコンを作る

• 環境設定画面から切り替える

• 診療行為画面から切り替える

注意！

環境設定画面および診療行為画面から切り替えるには職員情報を設定する必要があります。

環境設定画面から切り替える

環境設定画面を開き「他院切替」を選択します。

医療機関を選択します。

確認メッセージを表示します。

「OK」を選択してください。
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分院へ切り替わります。

医療機関名称で確認できます。

診療行為画面から切り替える

患者番号入力欄に「＠」＋医療機関識別番号を入力して切り替えます。

分院から本院へ切り替える

患者番号欄へ＠01を入力し「Enter」を押します。

本院へ切り替わります。

ヒント！

医療機関識別番号は環境設定の「他院切替」を表示すると確認できます。
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（4）本院分院の同一患者の紐付け

各医療機関の患者同士（同一患者）の紐付けには次の3つの方法があります。

• 新患登録時に本院（分院）から患者複写をする（手動で紐付け）

• 新患登録時に本院（分院）の同一患者リストを表示させ複写する（自動紐付け）

• すでに登録済みの患者に患者指定して紐付けする（手動で紐付け）

患者同士の紐付けを行うと次のことができます。

• 紐付けされた患者間のDo入力

• 禁忌薬剤の複写

新患登録時に本院（分院）から患者を複写する

本院（分院）の患者を指定して複写します。

本院で新規患者の番号を採番します。

「患者複写」(Shift＋F11)を押します。

「患者紐付複写」(F3)を押します。

紐付け複写モード（他院の患者検索）に入ります。

この状態で患者検索を行うとオルカ分院の患者を検索します。
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患者番号を入力し「複写開始」(F12)を押します。

「登録」(F12)で患者の登録を完了します。

複写元の患者との紐付けも完了します。
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紐付けを確認するには登録画面の「患者紐付け」(Shift＋F3)を押します。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 802 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 3.244



新患登録時に本院（分院）の同一患者リストを表示させ複写する

新患登録時に本院（分院）に同一患者がすでに登録されていないか検索をします。

カナ氏名，漢字氏名，性別，生年月日が一致する患者が登録済みであればグループ医療機関内登録済みリスト

を表示します。

グループ医療機関内登録済みリストを表示するには「101　システム管理マスタ」－「1017　患者登録機能情報」

の設定を行っておきます。
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新患登録時にカナ氏名，漢字氏名，性別，生年月日が一致する患者があれば表示します。

同一患者であれば選択し「複写登録」(F12)を押して複写します。

「登録」(F12)を押し患者登録を完了します。

複写元の患者と紐付けも完了します。
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紐付けを確認するには登録画面の「患者紐付け」(Shift＋F3)を押します。
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すでに登録済みの患者に患者指定して紐付けする（手動で紐付け）

登録画面で患者を開きます。

「患者紐付け」(Shift＋F3)を押します。

紐付けリストを表示します。

紐付けを行う医療機関を選択し，患者番号を入力します。
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「登録」(F12)を押し，リストに追加します。

追加後は「戻る」(F1)を押し，患者登録画面に戻ります。

最後に「登録」(F12)を押し登録完了です。
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（5）禁忌薬剤の複写

本院（分院）から患者情報を複写しても禁忌薬剤の登録内容は複写されません。

紐付けした患者から禁忌薬剤の登録内容を複写できます。

患者を開き「禁忌薬剤」(Shift＋F12)を押す

医療機関を選択します。

内容を確認後，「他院複写」(F10)を押して複写します。

複写後に「戻る」(F1)押し，患者登録へ戻ります。

最後に「登録」(F12)を押し登録完了です。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 808 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 3.253



（6）紐付け患者同士のDo入力

紐付け設定された患者同士でDo入力できます。

本院の患者を開きます。「Do」(F8)を押します。

ヒント！

紐付けされた患者がある場合は【他】と表示します。当日に診療行為入力がある場合は【他】と表示します。

Do画面を表示します。「他院情報」(F3)を押すか，医療機関を選択します。紐付けされた患者の内容を表示します。

Do入力の入力方法は通常と変わりません。
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（7）マスタ登録の複写

本院（分院）から分院（本院）へマスタの複写できます。

初期セットアップ時に本院をセットアップし，分院への複写等に使用できます。

対象の項目

• 入力CD

• セット登録

• 点数マスタ（ユーザ登録分のみ）

すでにマスタが登録されていたら？

上書き登録は行いません。マスタ複写実施後に結果リストを出力しますので内容を確認してください。

準備

「101　システム管理マスタ」－「3002　統計帳票出力情報（月次）」へプログラムを登録します。

「3002　統計帳票出力情報（月次）」の「複写」(F5)を押します。

一覧の中から「本院分院マスタ複写」を選択し「確定」を押します。
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マスタの複写をする

マスタの複写の実行はメニュー画面「52　月次統計」より行います。

パラメータ説明画面

実行後に複写結果リストを出力します。結果を確認してください。
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3.9 治験

処理概要

臨床試験（治験）における保険外併用療養費制度の対応を行う。

＜条件および範囲＞

1. 治験分の会計入力およびレセプト作成をできるようにする。

2. 保険給付分の会計において，「薬評」「器評」のコメントコードと，フリーコメントコード等で当該薬剤

または当該医療機器名を入力できるようにし，レセプト摘要欄に記載を行う。

3. 上記，「薬評」，「器評」が会計入力された場合に，レセプト特記事項欄に「11　薬治」「12　器治」の記載

を行う。

4. 治験対象分（検査，画像診断など）を包括する特定入院料や管理料を算定している場合は，治験対象分

の点数を包括する診療行為の点数から差し引いて算定をできるようにする。

＜処理詳細＞

• 保険番号マスタの登録

治験の保険番号範囲は「900」～「919」とする。

保険公費種別区分は「9」（治験）を設定すること。

（保険番号マスタの登録はユーザが任意に行う）

　　　　　　　　　　【V02】保険番号情報入力画面の治験登録例
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保険番号マスタ設定時の留意事項

1. 点数単価設定に10円が指定された場合（未設定時は自動的に10円とみなす）は，負担割合に任意の値を

設定できます。

2. 点数単価設定に10円以外が指定された場合は，負担割合に0％または100％のいずれかを設定すること。

（0％以外の設定がされた場合は100％とみなして窓口計算を行う）

＜患者登録＞

患者登録画面で治験保険を登録する場合は，本人家族区分の初期表示を「本人」とする。

※「家族」への変更は不可

　　補助区分は「1　課税」を初期表示します。

＜治験分の会計入力＞

保険組合せの初期表示が治験の場合は，診察料の自動発生を行わない。

治験保険の会計入力は包括診療診療行為の判定処理を行わない。すべて出来高入力とする。

治験保険は自費保険等と同様に各チェック・各自動発生・算定履歴作成を行う。

ただし，治験の給付にならない診療項目について，治験保険で入力を行われてもチェックは

行わない。

＜治験の保険を使用した場合の患者負担計算＞

　　(1)入力事例　

　　　治験の保険番号マスタ設定：点数単価　12円

　　　　　　　　　　　　　　　　負担割合　100％

入力内容：エフピーＯＤ錠2.5　2.5mg　3錠×7日分入力

　　　　　　　　　　　　　　【K02】診療行為入力画面の治験薬登録例
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　　　　　　　　　　　　　　　【K03】請求確認画面

(1)負担金額は，端数処理なしで計算を行う。（1円単位の計算）

　　　点数 671点　×　単価（12円）＝　負担金額 8052円

今回診療分請求額は「101　システム管理マスタ」－「1001　医療機関情報－基本」で「請求額端数区分－医保」

に設定された内容で端数処理を行う。

(2)減免の設定があれば減免計算の対象とする。

＜治験分のレセプト作成＞

• 治験分レセプトは印刷指示画面で自費の欄に集計を行う。

• 請求管理データは作成を行わないこととする。

• レセプト電算処理提出用データも作成を行わない。

• 入院レセプトの診療科記載は主科設定時は記載を行わない。（　）のみ記載を行う。

• 摘要欄の保険履歴は記載を行わない。
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＜保険給付分のレセプト記載と会計入力＞

1. 以下の評価療養が実施された場合，保険給付分レセプトに特記事項の記載と摘要欄へのコメント記載を

行うこととする。

• 医薬品の治験に係る診療

• 医療機器の治験に係る診療

2. 「薬評」，「器評」の入力

保険給付分の会計において，診療種別区分を入力後に「薬評」「器評」のコメントコードとフリーコメン

トコードで当該薬剤または当該医療機器名を入力する。

　　　　"820000094　（薬評）"

　　　　"820000095　（器評）"

　　　「薬評」は以下の診療コードを使用して入力できるようにする。

　　　　"630010011　薬評（内用薬）"

　　　　"630010013　薬評（外用薬）"

　　　　"630010012　薬評（注射薬）"

　　　

　　　対象薬剤（器材）はフリーコメントでなく薬剤（器材）コードで入力できます。

.210 * 内服薬剤
820000094 （薬評）

610421338 【先】エフピー錠2.5　2.5mg 　　　　× 1
　　　※薬剤（器材）コードについて数量を画面入力してもレセプトへの数量記載は行いません

3. 「薬評」，「器評」入力の補足事項

• 「薬評」，「器評」の剤は，処方箋（院外）・お薬手帳・薬剤情報提供書・入院処方箋・注射処方箋の印

字対象としません。

• 処方箋（院外）をカスタマイズして使用している場合はプログラムの修正が必要です。

※修正方法は最終頁に解説

• 処方箋（院外）以外の帳票は修正の必要はありません。

「薬評」，「器評」の剤は，「前回処方・再印刷指示」画面（KA01），入院処方帳票印刷指示

画面（KA02）に明細の表示は行いません。受診履歴内の投薬が「薬評」，「器評」のみで

ある場合は，受診履歴を選択しても明細の表示はありません。

入院外で注射薬の「薬評」を算定する場合は，薬評コードを入力した後に手技料が削除できます。「.310」「.320」

「.330」を入力して自動発生した注射手技料の直下に薬評コードを入力し注射手技料を削除，または，注射手技

料の入力コードに薬評コードを上書き入力してください。

※手技料を自動発生しない診療種別を使用すれば削除は必要ありません。

4. レセプト摘要欄の記載

　　　入力された「薬評」，「器評」は，レセプト摘要欄へコメントとして記載をします

　　　レセプト電算提出用データでは以下の内容をフリーコメントコード"810000001"に置き換えて
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.210 * 内服薬剤
820000094 （薬評）

810000001 エフピー錠2.5 　　　　× 1

.500 * 手術
820000095 （器評）

810000001 冠動脈造影用ガイドワイヤー 　　　　× 1

.210 * 内服薬剤
630010011 薬評（内用薬）

810000001 エフピー錠2.5 　　　　× 1



　　　記録を行ないます。

　　　　"630010011　薬評（内用薬）"

　　　　"630010013　薬評（外用薬）"

　　　　"630010012　薬評（注射薬）"

　　　　薬剤（器材）をフリーコメントでなく薬剤（器材）コードで入力した場合

5. レセプト特記事項の記載

「薬評」「器評」の会計入力がされた場合は，レセプト特記事項欄に「11 薬治」「12 器治」の記載をします。

　　　

　　　　　　　　　　　　【「薬評」「器評」入力されたレセプト記載】
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6. 例外算定

治験対象分（検査，画像診断など）を包括する特定入院料や管理料を算定している場合は，治験対象分

の点数を包括する診療行為の点数から差し引いて算定を行う必要がる。

　　　保険外併用療養費の支給対象　＝　当該包括点数　－　当該包括点数に包括されている項目

所定点数を合計した点数

例1）　外来診療料算定時に治験を実施し，外来診療料に包括される尿一般の検査を実施した場合

　　　　　外来診療料　　70点

　　　　　尿一般　　　　26点

　　　　　保険外併用療養費の支給対象　＝　70点 － 26点 ＝ 44点

この場合，以下の方法で入力を行うこととする。

診療種別区分を入力後，"199000210　包括点数の治験減点分"の診療コードに続けて点数とコメントを入力する。

入力した点数をマイナス点数として算定する。（※この例であれば治験減点数は70点まで入力可です。超過時は

エラー表示を行う）

　　　　　　　　　　　　　【K02】診療行為入力画面の治験減点分入力例
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【K03】請求確認画面（※表示例は協会＋治験の保険合計分）

例2）特定集中治療室管理料を算定中に治験を実施し，管理料に包括される体表ヒス束心電図，

呼吸心拍監視の検査を実施した場合

特定集中治療室管理料（7日以内）　8,760点×7日 ＝ 61,320点

体表ヒス束心電図　150点×7回　　　　　　　　　　　　包括分

呼吸心拍監視（3時間超）（7日以内）　150点×5回　　　1,800点

保険外併用療養費の支給対象　＝　61,320点 － 1,800点 ＝ 59,520点

この場合，以下の方法で入力を行うこととする。

診療種別区分を入力後，"199000210　包括点数の治験減点分"の診療コードに続けて点数とコメントを入力する。

入力した点数をマイナス点数として算定する。

　　　　　　　　　　【K02N】診療行為入力画面の治験減点分入力例
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特定集中治療室管理料で7日間入院した患者に治験減点分（-1800点）入力した患者の退院登録を行うと，入院

料の点数は以下の計算になる。

入院料 59,520点　＝　特定集中治療室管理料の算定点数（61,320点）－　治験減点点数（1800点）

　　　　　　　　　　　　　　【I04】退院登録画面
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図 3.267

　　　　　　　　　【「包括点数の治験減点分」のレセプト記載（入院）】

　　　　　　　　【「包括点数の治験減点分」レセプト電算記録（入院）】
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退院登録時に「負担金計算に失敗しました。包括点数の治験減点分の点数を確認してください」のメッセージが

表示された場合は以下の状態にあることが考えられる。（入院レセプト作成時の「包括点数減点分の点数確認」，

定期請求時の「包括点数の治験減点分の点数を確認してください」のメッセージについても同様）

　　a.医学管理等の点数　＜　診療区分13の包括点数減点

　　b.在宅医療の点数　　＜　診療区分14の包括点数減点

　　c.入院料等の点数　　＜　診療区分90・92の包括点数減点

各診療区分ごとの月内総点数を「包括点数の治験減点分」点数が上回った場合に，メッセージ表示が

行われるので，診療入力した内容を再確認すること。

＜その他＞

日次統計の統計データ作成

治験分は統計データに記録されるレセプト種別コードを「8888」（自費）として記録する。

月次統計の統計データ作成

治験分は統計データに記録されるレセプト種別コードを「8888」（自費）として記録する。

データチェック

治験分は自費分のチェック時に併せてチェックを行う。「薬評」「器評」の入力された剤はデータチェックの対象

外とする。
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3.10 ユーザ管理

日レセにログインしているクライアントの把握，メッセージの送信，強制終了ができます。

＜ユーザ管理権限の設定＞

権限を設定するユーザの「101　システム管理マスタ」－「1010　職員情報」の個別設定を開きます。

ログインユーザ管理権限を設定します。

空白・0　表示しない ログインユーザ一覧を表示しません

1　閲覧のみ可（自院のみ） 自院分（グループ診療の設定がある場合）の閲覧できます。

2　閲覧のみ可（すべて） グループ診療設定のすべての医院分の閲覧できます。

3　更新も可（自院のみ） 自院分の閲覧，メッセージ配信，クライアントの終了できます。

4　更新も可（すべて） すべての医院分の閲覧，メッセージ配信，クライアントの終了できます。
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＜ユーザ管理画面の表示＞

マスターメニュー画面の「ユーザ管理」(F10)を押します。

ユーザ一覧画面を表示します。
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＜クライアントにメッセージを表示する＞

メッセージを送りたいクライアントを選択し，メッセージを入力します。

「配信」(F5)を押しメッセージを送信します。
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【メッセージ受診画面】

ヒント！

「一斉配信」(F6)を押すとログイン中のすべてのクライアントにメッセージが送れます。

（メッセージを送信したマシンのクライアントには届きません）
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＜他のクライアントの終了＞

強制終了したいクライアントを選択し，「強制終了」(F9)を押します。

強制終了されたクライアント

ヒント！

「全終了」(F10)を押すと操作しているマシン以外のすべてのクライアントを終了できます。
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3.11 健康保険組合・共済組合への直接請求

保険組合が運営する診療所等において，直接請求を行うレセプトと一般レセプトを分けて印刷，請求できます。

事前準備

＜システム管理の設定＞

「101　システム管理」－「2005　レセプト・総括印刷情報」を開きます。

「直接請求を行う健保組合」の欄に保険者番号を入力し，「更新」を押します。

＜特定健康保険組合を含む保険者の場合＞

確認メッセージを表示します。特定健康保険組合を含める場合は「はい」を選択します。
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【特定健康保険組合を含めた場合の表示】

ヒント！

登録を削除するには，保険者をマウスでクリックするか番号を入力し，「削除」を押します。

レセプトの作成と印刷

患者登録，診療行為の入力およびレセプトの作成は通常どおり行います。

レセプト作成後，直接請求レセプトと一般レセプトの印刷指示画面が分かれます。

【印刷指示画面（直接請求する保険者以外）】

【印刷指示画面（直接請求する保険者）】

注意！

• 個別作成時は印刷をわけることができません。

• 社保の印刷順が次の場合はわけることができません。

「03　カナ氏名順」「04　患者番号順」「07　カナ指名順（全体）」「08　患者番号順（全体）」

「11　医師別順」「12　病棟別順」

総括・請求書の印刷

社保の総括・請求書は自動的に直接請求分と一般レセプト分を分けて印刷します。
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レセ電のデータの作成

（T01）総括表・公費請求書作成画面の「保険者番号」欄を選択し，レセ電を作成します。
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3.12 公費記載順設定

レセプト公費欄の記載順は公費番号順に記載します。
都道府県により記載順に指定がある場合は「公費記載順設定」で記載順を登録します。

【登録前レセプト】

【登録後レセプト】

＜操作方法＞

1．（w12）レセプト・総括印刷情報の「S+F10　公費記載順設定」(Shift+F10)を押します。
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2．（W122）公費記載順設定画面に遷移します。

3．有効期限を入力します。
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4．グループ番号，公費番号を入力し，「更新」を押します。

ヒント！　グループ番号について

記載順設定にはグループ番号をつけ，複数の記載順パターンを登録できます。

例）290と191の併用時の記載順　と　191と012の併用時の記載順
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5．すべての公費を入力後，「登録」(F12)を押します。

＜修正方法＞

1．修正したい有効期限を選択します。

　一覧に表示します。
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2．修正する公費を選択し，「削除」または「↑・↓」を押して編集します。

3．修正後，「更新」を押し，「登録」(F12)を押します。

ポイント！

• 新規登録または修正を反映させるには「42　明細書」業務でレセプト作成を行ってください。

• 全国公費のみのグループは登録できません。

• 公費が1件だけのグループは登録できません。

• グループの公費内容が他のグループに含まれている場合（重複）はエラー表示します。
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3.13 労災レセプト電算処理システムについて

チェックポイント

①　レセプト電算データで請求できるのは短期給付，傷病年金，アフターケアです。

②　09593 から始まる診療行為コードが入力されていないか。

入力されている患者・・・レセプト電算データ作成不可（紙レセプトで提出）

入力されていない患者・・レセプト電算データ作成可

注意！

09593 から始まるコードが入力され，レセプト電算データが作成できない患者のみの労働者災害補償保険診療費請求書は

作成できません。

アフターケアに使用する特定器材のコード

• 在宅で使用する材料を算定する場合は，058XXXXXX（特定器材商品名コード）を作成し，”789888001　アフタ

ーケア処置材料（在宅）”を紐付けたものを入力する。

• 上記以外の材料を算定する場合は，058XXXXXX（特定器材商品名コード）を作成し，”789888002　アフターケ

ア処置材料（その他）”を紐付けたものを入力する。

③　処置の合成コードの入力。

労災四肢加算の倍率が異なる部位に対して，2箇所以上同時に算定した場合に合成コードを使用する。

例）創傷処置（100cm2未満）

　　労災（1.5倍）（処置）　　　　　　　

　　創傷処置（100cm2未満）

　　労災（2倍）（処置）　　　158点×1

創傷処置1（1．5倍・2倍）　　158点×1

ヒント！

労災四肢加算の倍率が同一剤に複数入力された場合，入力時に「警告！　労災の合成コードで算定して下さい」のメッセー

ジを表示します。

事前準備

＜システム管理の設定＞

「101　システム管理マスタ」－「2005　レセプト・総括印刷情報」－「レセ電」タブを開きます。

「レセプト電算出力区分」－「労災」，「アスターケア」を「0　出力なし」以外に設定し，「登録(F12)」を押します。
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ヒント！　レセ電出力区分－労災の設定をすると

• 09593から始まるコードが診療行為入力されているときに「41　データチェック」でチェックします。

• 09594から始まるコード（労災入院室料加算）が正しいコードの範囲で作成されているか「41　データチェック」

でチェックします。

• 労災四肢加算の倍率が同一剤に複数入力された場合，入力時に「警告！　労災の合成コードで算定して下さい」の

メッセージを表示します。

＜レセプト電算データの作成＞

1.「42　明細書」，「43　請求管理」を医保と同様に処理します。

2.「44　総括表・公費請求書」画面の「労災レセ電」(Shift+F5)または「労AFレセ電」(F4)を押します。

ヒント

次の設定の場合，光ディスク送付書の「CD」に○が付きます。

1.ファイル出力先が「6　クライアント保存（CD-R用）」のとき

2.ファイル出力先が「4　システム管理設定場所（MO用）」で「2005　レセプト・総括印刷情報」ーレセ電タブー光

ディスク送付書媒体設定が「0　設定なし」または「3　CD-R」のとき

＜返戻データ取り込み～再請求（オンライン請求）＞

医保の【3.4.3　返戻データ取り込み，返戻データを含めたレセ電データの作成】と同様の操作手順になります。

ヒント！

返戻レセプトを訂正し，再請求を行う場合，短期給付・傷病年金は RRECXXXX.UKS，アフターケアは ARECXX00.UKS の
名前でファイルを作成します。

■フィアル名のまとめ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　短期給付・傷病年金　　　アフターケア

通常請求のファイル名　　　　　RRECXXXX.UKE　　　　ARECXX00.UKE

返戻レセプトのファイル名　　　RRECEC.HEN         ARECEC.HEN

再請求ファイル名　　　　　　　RRECXXXX.UKS       ARECXX00.UKS

＜転医などにより初回月（1回目）のレセプトを2回目以降として請求する＞

転医などにより当該医療機関では1回目のレセプトを2回目以降のレセプト電算ファイルに記録するには，以下

のシステム予約コードを該当月の診療行為入力画面に入力してください。

099999924　【レセプト】労災－継続請求分該当

ヒント！

労災のレセプト電算では，初回分の請求について，傷病労働者の所属事業 場を管轄する労働基準監督署ごとに１つの請求

書ファイルにまとめて，また，２回目以降の請求は，すべてを１つの請求書ファイルにまとめて作成します。
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3.14 EFファイル・様式4（医科保険診療以外のある症例調査票）の作成

EF統合ファイル，様式4（医科保険診療以外のある症例調査票）を作成します。

事前準備

＜システム管理の設定＞

業務メニュー　－　「91　マスタ登録」　－　「101　システム管理マスタ」　－　「9102　EFファイル作成」を選

択します。初めて設定する場合は，有効年月日に「00000000」～「99999999」を入力し，確定(F12)を押します。
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各項目を設定します。

項目の説明

EFファイル用データ作成 EFファイル・様式4（医科保険診療以外のある症例調査票）を作成するには「1　デー

タ作成する」を選択します。

0　データ作成しない（初期値）

1　データ作成する

EFファイル用ディレクトリ EFファイル・様式4（医科保険診療以外のある症例調査票）出力時に「4　システム管

理設定場所（MO用）」を選択した場合の保存ディレクトリを入力します。

退院時処方指示 ”840000006　退院時　　日分投薬”のコメントコードと同一剤で入力されている薬

剤を退院時処方とみなし，EFファイルを作成します。

その他，ユーザーの作成したコメントを退院時処方のコメントコードとして2つ登録

できます。

データ識別番号記録 患者番号が数値のみの場合は，「0　患者番号を記録する」，患者番号に数値以外（ア

ルファベット等）がある場合は，「1　患者IDを記録する」を選択してください。

0　患者番号を記録する（初期値）

1　患者IDを記録する

公費のみのレセプト 公費のみの診療分をEFファイル・様式4（医科保険診療以外のある症例調査票）に記

録するか設定します。

「登録」(F12)を押し，登録します。
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EFファイルの作成

「42　明細書」・・・EFファイルの作成

「44　総括表・公費請求書」・・・EFファイルの出力

＜EFファイルの作成＞

業務メニューより「42　明細書」を押します。

「7　EFファイル用」を選択し，入外区分，一括作成（全件）を設定し，「確定」(F12)を押します。

ヒント！

個別作成で患者を指定しEFファイルを作成できます。このとき照会連携は使用できません。

「処理が正常に終了しました」のメッセージを表示します。「戻る」(F1)を押します。
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EFファイルの出力

「42　明細書」・・・EFファイルの作成

「44　総括表・公費請求書」・・・EFファイルの出力

＜EFファイルの出力＞

業務メニューより「44　総括表・公費請求書」を押します。診療年月を入力します。

「8　EFファイル」を選択し，ファイル出力先に「4　システム管理設定場所（MO用）」または「5　クライント保

存」のどちらかを選択します。「Ｅ・Ｆ」(Shift+F6)を押します。

「F12：作成する」を押します。
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「処理は正常に終了しました」のメッセージを表示します。「戻る」(F1)を押します。

ヒント！

「5　クライアント保存」の場合は，保存場所の問い合わせダイアログを表示します。

ファイル名について

＜ファイル出力先が「4　システム管理設定場所（MO用）の場合＞

入院外Eファイル　%%Eg_@@@@@@@@@_yymm.txt

入院外Fファイル　%%Fg_@@@@@@@@@_yymm.txt

入院Eファイル　　%%En_@@@@@@@@@_yymm.txt

入院Fファイル　　%%En_@@@@@@@@@_yymm.txt

%% ：医療機関識別番号

@@@@@@@@@ :都道府県番号（2桁）＋医療機関コード（7桁）

yymm ：診療年月

＜ファイル出力先が「5　クライアント保存」の場合＞

zip形式でクライアント保存します。

zipファイル　%%_EF_FILE_yyyymm.zip

%% :医療機関識別番号

yyyymm :診療年月

zipファイル解凍後のファイル名

入院外Eファイル　Eg_@@@@@@@@@_yymm.txt

入院外Fファイル　Fg_@@@@@@@@@_yymm.txt

入院Eファイル　　En_@@@@@@@@@_yymm.txt

入院Fファイル　　En_@@@@@@@@@_yymm.txt

@@@@@@@@@ :都道府県番号（2桁）＋医療機関コード（7桁）

yymm ：診療年月
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様式4（医科保険診療以外のある症例調査票）の出力

様式4（医科保険診療以外のある症例調査票）の印刷，CSV作成をします。

業務メニューより「44　総括表・公費請求書」を押します。診療年月を入力します。

「9　様式4」を選択し，ファイル出力先に「4　システム管理設定場所（MO用）」または「5　クライアント保存」のどちらかを

選択します。

ヒント！

• 帳票の印刷とCSVファイルの作成は，「様式4」(Shift+F5)で同時に行います。

• 公費のみの診療分の記載は，業務メニュー　－　「91　マスタ登録」　－　「101　システム管理マスタ」　－　

「9102　EFファイル作成」の「公費のみのレセプト」の設定によります。

• 診療年月に入力した月に退院した患者を対象にします。

• 「9　様式4」を選択すると，入外区分に「1　入院」に「E・F」(Shift+F5)を「様式4」(Shift+F5)に変更します。

ファイル名について

ファイル名　FF4_@@@@@@@@@_yymm.txt　

（システム管理場所に出力する場合は，ファイルの先頭に医療機関識別番号（2桁）を付加）

@@@@@@@@@ ：都道府県番号（2桁）＋医療機関番号（7桁）

yymm ：診療年月
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4 章 随時業務

4.1 データ出力

システムで管理しているテーブルの内容をCSV形式のTEXTファイルに出力します。

4.1.1 テーブルの選択

↓
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今回の対象になるテーブル名称を未作成テーブル一覧からマウスでクリックし選択します。
選択したテーブルは色が変更になります。また，複数をクリックすると複数のテーブルを一度に選択できます。
その後，「＞」を押しそのテーブル名称が作成テーブル一覧へ移動します。
全件対象とする場合はテーブルを選択する必要はなく，「＞＞」をクリックします。
確認後，「確定」を押し「項目選択画面」へ遷移します。また，テーブル内の項目の患者IDを患者番号へ置き換え
てデータを作成する場合は，作成テーブル一覧の上の「患者IDを患者番号へ置換しますか」の項目をクリックし
て「しない」から「する」にします。

注意！

integer属性の項目をもつスキーマはデータ出力対象外です。

• tbl_chk005(チェックマスタ5)

• tbl_rece_putb(レセプト編綴順明細)

• tbl_receprt(レセプト明細書)
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ファンクションキーの説明

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 遷移元の画面へ戻ります。

＞ F3
未作成テーブルから作成テーブルへ選択したテーブル名称を移動さ

せます。

※画面中にある「＞」も同機能になります。

＜ F4

作成テーブルから未作成テーブルへ選択したテーブル名称を移動さ

せます。

選択誤りのときなどに使用します。

※画面中にある「＜」も同機能になります。

＞＞ F5
未作成テーブルから作成テーブルへ全件対象としてテーブル名称を

移動させます。

※画面中にある「＞＞」も同機能になります。

＜＜ F6
作成テーブルから未作成テーブルへ全件対象としてテーブル名称を

移動させます。

※画面中にある「＜＜」も同機能になります。

処理削除 F11
エラーが発生し，処理が正常に終了しなかった場合，処理内容の情

報削除できます。

確定 F12
項目選択の画面へ遷移します。

外部媒体への退避を開始します。

処理結果 Shift＋F12
処理された結果を参照できます。

詳細は【4.1.2　各テーブルの項目選択】で説明します。
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4.1.2 各テーブルの項目選択

（1）テーブルの項目の選択
（2）抽出列項目の並び順変更
（3）項目の説明

（1）テーブルの項目の選択

↓
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対象としたテーブル名称の項目がテーブル列項目一覧に表示します。
その一覧から対象としたい項目をマウスでクリックし選択します。複数をクリックすると複数の項目を一度に選
択できます。
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その後，「＞」を押しその項目が抽出列項目一覧へ移動します。全件対象とする場合はテーブルを選択する必要
はなく，「＞＞」をクリックすると全項目が抽出列項目一覧へ移動します。
複数のテーブルを選択している場合は，「次設定」を選択し次のテーブルの項目選択をします。

項目選択をすべて終了させ，「確定」を押し確認画面を表示します。

この画面で「OK」を押し処理を開始します。

（2）抽出列項目の並び順変更

画面右側にある「↑」，「↓」を押し項目の並び順を変更できます。
抽出列項目一覧にある移動したい項目をマウスでクリックした後，「↑」を押しその項目が一段づつ上に移動し
ます。また，「↓」を押しその項目が一段づつ下に移動します。
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（3）項目の説明

診療年月
対象とする診療年月を選択します。
以下のテーブルのみ対応しています。

JYURRK ：受診履歴

PTBYOMEI ：患者病名

SRYACCT ：診療会計

SRYACT ：診療行為

SANTEI ：算定履歴

SEIKYU ：請求管理

BD002 ：日計表収納

出力ファイル名 退避先のファイルを入力します。

省略値として「/tmp/@@@@@.TXT」になります。

@@@@@：テーブル名称「出力ファイル名」にMO等の外部装置を指定しても構い

ません。

（注意）出力先ファイル名を変更する場合，存在するフォルダを必ず指定し

てください。  MO  等外部装置を取り扱う場合もマウント（媒体挿入）を確認し  

てください。

ファンクションキーの説明

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 テーブル選択の画面へ戻ります。

次設定 F2 複数テーブル選択時，次のテーブルの項目選択に移動します。

＞ F3
未作成テーブルから作成テーブルへ選択したテーブル名称を移動さ

せます。

※画面中にある「＞」も同機能になります。

＜ F4
作成テーブルから未作成テーブルへ選択したテーブル名称を移動さ

せます。選択誤りのときなどに使用します。

※画面中にある「＜」も同機能になります。

＞＞ F5
未作成テーブルから作成テーブルへ全件対象としてテーブル名称を

移動させます。

※画面中にある「＞＞」も同機能になります。

＜＜ F6
作成テーブルから未作成テーブルへ全件対象としてテーブル名称を

移動させます。

※画面中にある「＜＜」も同機能になります。

↑ F7
抽出列項目の並び順を変更できます。

※画面中にある「↑」，「↓」も同機能になります。

↓ F8
抽出列項目の並び順を変更できます。

※画面中にある「↑」，「↓」も同機能になります。

処理削除 F11
エラーが発生し，処理が正常に終了しなかった場合，処理内容の情

報削除できます。

確定 F12 処理を開始します。

処理結果 Shift＋F12

「確定」を押し処理を開始しますが，その処理の状態をこのボタンを

押し処理状況を参照できます。ボタンは何度押しても構いません。　

その都度，処理状況を画面に表示します。確認したら，「戻る」を押

して元の画面に戻ります。
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4.2 外部媒体

4.2.1 外部媒体

（1）出力ファイルの設定とテーブルの選択
（2）項目の説明

（1）出力ファイルの設定とテーブルの選択

注意！

viewデータ（仮想データ）は当機能のバックアップ対象外です。

よってデータベース全体のバックアップを行う場合は，pg_dumpコマンドでバックアップ処理を行うようにし

てください。

ヒント！

「101　システム管理マスタ」－「9600　CRON設定情報」でデータベースのバックアップを任意の時間に自動で行

うことができます。

「出力ファイル名」に退避先のファイルを入力し，退避させるテーブルをボタンで選択します。
初期表示画面の凹の箇所が前回退避したテーブルになっています。
「出力ファイル名」にMO等の装置を指定しても構いません。
「確定」を押し確認画面を表示します。
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この画面で「OK」を押し処理を開始します。

（2）項目の説明

「出力ファイル名」・・・退避先のファイルを入力します。
省略値として「/home/orca/orcadb.out」になります。
以上の項目を入力し，「確定」(F12)を押し，退避を開始します。

ファンクションキーの説明

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 遷移元の画面へ戻ります。

処理削除 F11
エラーが発生し，処理が正常に終了しなかった場合，処理内容の情

報削除できます。

確定 F12

出力ファイル名で指定されたファイルへ退避を開始します。

「注意」出力先ファイル名を変更する場合，存在するフォルダを必ず

指定してください。MO等外部装置を取り扱う場合もマウント（媒体挿

入）を確認してください。

処理結果 Shift＋F12

「確定」を押し処理を開始しますが，その処理の状態をこのボタンを

押し処理状況を参照できます。ボタンは何度押しても構いません。　

その都度，処理状況を画面に表示します。

確認したら，「戻る」を押して元の画面に戻ります。

＜テーブル名称について＞
各テーブル名称の詳細はこちらから「日レセデータベース仕様書」を参照してください。
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4.3 マスタ更新

マスタ更新は日レセのマスタ（データベース）を最新とするための処理です。

センターサーバを検索しますので，ネットワーク接続を行っておいてください。

主なマスタとしては，点数マスタ，病名マスタがあります。

どのようなバージョンでも対応できますので，バージョンを意識するこになく処理します。

ヒント！

「101　システム管理マスタ」－「9600　CRON設定情報」で任意の時間に自動でマスタ更新を行うことができま

す。

マスタ更新をする

処理を行う契機として，業務メニュー上の新着情報にその旨表示します。

業務メニュー上の「マスタ更新」を押し以下の画面を表示します。

この画面より「更新」を押します。

正常に終了すると正常終了メッセージを表示します。

レコードver（自）とレコードver（ORCA）の前回と最新が変わっている状態になります。
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マスタ更新の中止

更新処理の途中で中止する場合は「処理中止」(F10)を押してください。

確認メッセージを表示します。「OK」を選択します。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 854 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 4.10

図 4.11



処理を中止します。

↓

画面の説明

DB管理情報 【項目の説明】

ORCAver：ORCAのバージョンを表します。

構造ver（自）：自院に設定されているDB構造バージョンを表します。

構造ver（ORCA）：パッケージが提供したDB構造バージョンを表します。

マスタ更新処理としての更新される項目ではありません。

パッケージ更新された（apt－get）内容が正常であれば，構造ver（自）＝構

造ver（ORCA）になります。

マスタ更新管理情報 レコードver（自）：自院に設定されている更新データのバージョンを表しま

す。

レコードver（ORCA） ：パッケージが提供した更新データのバージョンを表し

ます。

マスタ更新として更新された結果として正常であれば，レコードver（自）＝レ

コードver（ORCA）になります。

マスタ更新JOB管理情報 通常，2行の表示になります。

1行目：業務メニュー上の「マスタ更新」を押したときの内容を表示します。

2行目（最新行）：更新結果（状況）を表示します。

ただし，初期画面表示のときには1行目と同じ内容を表示します。

（1回目の処理のときのみ，1行目，2行目共に空白表示します）。

「状況」を押し，更新が完了すると最新行の「処理終了」と「時間」が変更になりま

す。
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【項目の説明】

・処理開始：処理開始日付を表示します。

・時間：処理開始時刻を表示します。

・処理終了：処理終了日付を表示します。

・時間：処理終了時刻を表示します。

異常時の再処理 マスタ更新の結果，

「マスタ更新結果に問題があります。【確認リストが作成されました】」

「マスタ更新は異常終了しました。」

のどちらかのメッセージが表示された場合はサポートベンダーにお問い合わせ

ください。

ファンクションキーの説明

「戻る」(F1) 遷移元の画面へ戻ります。

「情報削除」(F2) 注意！

情報削除はジョブ管理情報を初期化するための機能です。

サーバの更新プロセスが終了しているにも関わらず，状況確認で処理中になる

場合に使用します。処理を中止したい場合は「処理中止」を使用してください。

更新プロセスが動作中に情報削除を行う行為はマスタ更新処理の誤動作の原因

になりますので，絶対に行わないでください。

なお，「情報削除」を押す前に必ずPs ax | grep mast等のコマンドで

「master_upgrade.sh」が起動されていないことを確認してから処理を行って

ください。

JOB管理情報の内容をクリアします。

このボタンを押すと，以下の画面を表示しますので，「OK」を押します。

「OK」を押し，画面上のマスタ更新JOB管理情報の

内容をクリアします。

「確認リスト」(F9) マスタ更新の結果に問題があった場合，確認リストを発行します。

「確認リスト」を押し再印刷画面より発行してください。

以下の場合に確認リストを発行します。

•マスタ更新が追加処理の時，すでに登録済みデータがある場合

•マスタ更新が更新処理の時，更新対象のデータがない場合

•マスタ更新が削除処理の時，削除対象のデータがない場合
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•DBの更新に失敗した場合

「処理中止」(F10) 更新処理を中止するときに使用します。

「状況」(F11) 処理の状況がどのようになっているかを表示するボタンです。

状況のメッセージを表示するとともに，「レコードver（自）」の項目が変化しま

す。

このボタンは何度押しても構いません。メッセージとしては以下があります。

・「マスタ更新中です。」

処理中のメッセージです。

・「マスタ更新はありませんでした。」

すでにマスタ更新対応済みであるとき表示します。

・「マスタ更新は正常に終了しました。」

正常終了したときに表示します。

・「マスタ更新は異常終了しました。」

異常終了しているときに表示します。この場合はサポートベンダーに連絡し対処

してください。

・「マスタ更新結果に問題があります。【確認リストが作成されました】」

マスタ更新に問題があった場合に表示します。この場合はサポートベンダーに連

絡し対処してください。

「更新」(F12) 更新処理を開始します。

なお，更新処理中に誤って再度この「更新」を押すとエラーメッセージ画面を表

示しますので，「戻る」を押してください。

（「戻る」しかありません。」

＜ライセンスマスタについて＞

ライセンスマスタ（相互作用，症状措置，保険者マスタ）は，（株）社会保険研究所の著作物です。

認定事業所並びに日本医師会の指定するエンドユーザが日レセ上で利用できます。

正式な医療機関IDが日レセに設定済みであれば，マスタ更新でライセンスマスタが取得できます。
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5 章 マスタ登録

5.1 システム管理マスタ

システム管理マスタの設定
導入時に行うシステム設定としてシステム管理マスタを設定する必要があります。
システム管理マスタで行う設定は次のとおりです。

項　　　目 管理コード

医療機関情報－基本 1001

医療機関情報－所在地，連絡先 1002

医療機関情報－広告 1003

診療科目情報 1005

施設基準情報 1006

自動算定・チェック機能制御情報 1007

患者番号構成管理情報 1009

職員情報 1010

診療内容情報 1012

請求書自費名称情報 1013

包括診療行為設定情報 1014

外来迅速検体検査設定情報 1016

患者登録機能情報 1017

患者状態コメント情報

1018

1019

1020

減免事由情報 1026

割引率情報 1027

予約内容情報 1028

帳票編集区分情報 1030

出力先プリンタ割り当て情報 1031

県内扱い保険者情報 1033

高額請求資料用薬剤分類情報

（外来では使用しません）
1036

診療行為機能情報 1038

収納機能情報 1039

入金方法情報 1041

病名・コメント機能情報 1042

会計照会機能情報 1043

予約機能情報 1045

出産費用内訳明細情報 1046

データチェック機能情報 1100

データチェック機能情報2 1101

データチェック機能情報3 1102

点数算定基準情報 1201

医療機関編集情報 1901

プログラムオプション情報 1910

患者情報通知情報 1920

レセプト作成指示（印刷順）情報 2003

レセプト・総括印刷情報 2005

レセプト特記事項編集情報 2006

公費番号まとめ情報設定 2007

地方公費保険番号付加情報 2010

保険者付加情報 2012
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統計帳票出力情報（日次） 3001

統計帳票出力情報（月次） 3002

県単独事業情報 3004

労災自賠医療機関情報 4001

公害医療機関情報 4100

印刷データ等削除機能設定 8000

CLAIM接続情報 9000

EFファイル作成 9102

CRON設定情報 9600

ユーザプログラム起動情報 9700

排他制御情報 9800

＜システム管理マスタ設定時における注意点＞
有効年月日について

• 「1009　患者番号構成情報」，「1031　出力先プリンタ割り当て情報」，「2005レセプト・総括情報」は有
効年月日は変更できません。必ず「00000000」～「99999999」としてください。期間変更しようとした場合
は，エラーの表示をします。

• 上記以外の管理コードについて，有効年月日（有効期間）の変更を行う場合は新規登録の設定になりま
す。有効期間の重複した設定は行うことができません。

• 2つ以上の有効期間の設定を行う場合は，有効年月日の切れている期間（空白の期間）が無いようにし
てください。

• 通常，有効年月日の終了日は「99999999」（期限を切らない）です。ただし2つ以上の有効期間がある場
合は，最新の有効期間に対して終了日を「99999999」と設定します。

※有効年月日の変更は，「1001　医療機関情報－基本」でも説明をしています。

患者番号構成の設定と動作について
保険番号マスタの設定について
（県単位医療費助成事業などの地方公費の設定）
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1001　医療機関情報－基本情報

（1）管理コードのコンボボックスより「1001医療機関情報－基本」を選択します。
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（2）必要な項目を入力します。

項目の説明

＜都道府県番号＞

01　北海道 02　青森 03　岩手 04　宮城
05　秋田 06　山形 07　福島 08　茨城
09　栃木 10　群馬 11　埼玉 12　千葉
13　東京 14　神奈川 15　新潟 16　富山
17　石川 18　福井 19　山梨 20　長野
21　岐阜 22　静岡 23　愛知 24　三重
25　滋賀 26　京都 27　大阪 28　兵庫
29　奈良 30　和歌山 31　鳥取 32　島根
33　岡山 34　広島 35　山口 36　徳島
37　香川 38　愛媛 39　高知 40　福岡
41　佐賀 42　長崎 43　熊本 44　大分

45　宮崎 46　鹿児島 47　沖縄

＜点数表＞

1　医科

＜医療機関コード＞
医療機関コードを半角で入力します。

1　病院

2　診療所

＜医療機関ID＞
センターより通知された医療機関IDを入力します。

＜医療機関名称＞
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医療機関の名称を全角で入力します。

＜短縮医療機関名称＞
本院・分院対応の日レセを運用する場合は画面表示する医療機関名称を入力します。

＜開設者名＞
開設者の名前を全角で入力します。

＜管理者氏名（院長）＞
管理者（院長）の氏名を全角で入力します。

＜病床数 （許可）・（一般）＞
入院設備がある場合はベッド数を半角で入力します。例えば，一般病床数　20　，療養病床数　15　である場合，
病床数（一般）は20で登録し，病床数（許可）は35と登録します。

＜老人支払区分＞
老人保健における患者負担金の計算方法を設定します。

1　定率

2　定額

＜旧総合病院フラグ＞

0　旧総合病院でない

1　旧総合病院である

＜院外処方区分＞
診療行為入力の際に指定する院外処方区分の標準値を設定します。

0　院内処方

1　院外処方

＜医療機関コード（漢字）＞
医療機関コードをレセプトに表示する形式で全角で入力します。

＜分娩機関管理番号＞
産科医療保障制度に加入している医療機関は登録します。

＜請求書発行フラグ＞
請求書兼領収書を発行するか否かの標準値を設定します。

0　発行しない 発行しません

1　発行する 請求額が0円の場合でも発行します

2　発行する（請求あり）
請求額が0円のときには請求確認画面の請求書兼領収書欄は「0　
発行なし」に自動変更して発行を行いません

3　発行する（訂正時なし）
請求額が0円の場合でも発行します

訂正入力時には発行しません
※請求確認画面で変更できます。
※訂正時の請求金額の設定（訂正分（差額分）または合計分）は「101　システム管理マスタ」－「1038　診療行
為機能情報」で設定できます。

＜院外処方箋発行フラグ＞
院外処方箋を発行するか否かの標準値を設定します。

0　発行しない

1　発行する

2　院内処方発行

3　発行する（訂正時なし）

4　院内処方発行（訂正時なし）
※請求確認画面で変更できます。

＜前回処方表示フラグ＞
診療行為入力の際に指定する前回分の行為内容を初期表示するか否かの標準値を設定します。

0　表示あり

1　表示なし

＜薬剤情報発行フラグ＞
薬剤情報提供書を発行するか否かを設定します。

0　発行しない

1　発行する
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2　発行する（訂正時なし）

＜診療費明細書発行フラグ＞
診療行為入力－請求確認画面の明細書発行フラグを設定します。
（※収納登録－請求確認画面は「1039　収納機能情報」で設定します）

0　発行しない

1　発行する

2　発行する（請求あり）

3　発行する（訂正時なし）

＜お薬手帳発行フラグ＞
お薬手帳貼付用サイズ（A5を2分割）に処方薬リストを印字します。
診療行為－請求確認画面の初期表示を設定します。

0　発行しない 発行しません

1　発行する（後期高齢） 後期高齢者の場合のみ発行します

2　発行する（後期高齢）（訂

正時なし）

後期高齢者の場合のみ発行します

ただし，訂正時は発行しません

3　発行する 全患者発行します

4　発行する（訂正時なし） 全患者発行します

ただし，訂正時は発行しません

＜予約票発行フラグ＞
診療行為入力後に予約情報があれば予約票を発行します。

0　発行しない

1　発行する

＜減免計算対象区分＞
減免時の自費分の扱いを設定します。

＜請求額端数区分（減免有）＞
負担金計算で請求金額に消費税，減免等で10円未満の端数が発生した場合の設定ができます。
(労災および自賠責保険を除く）。患者登録画面の減免事由および割引率は，「101　システム管理マスタ」－
「1026　減免事由情報」・「1027　割引率情報」で各設定を行ってください。

＜請求額端数区分＞
10円未満の端数処理の設定ができます。

医保（減免無・保険分） デフォルト設定は「4　10円未満端数処理なし」
　　（減免無・自費分） デフォルト設定は「0　保険分に準ずる」
労災（減免無・保険分） デフォルト設定は「4　10円未満端数処理なし」
　　（減免無・自費分） デフォルト設定は「0　保険分に準ずる」

　　 自賠責（減免無・保険分） デフォルト設定は「4　10円未満端数処理なし
　　（減免無・自費分） デフォルト設定は「0　保険分に準ずる」
公害（減免無・保険分） デフォルト設定は「4　10円未満端数処理なし
　　（減免無・自費分） デフォルト設定は「0　保険分に準ずる」

＜第三者行為（医療費）負担金計算区分＞
10円未満の端数処理を設定します。

＜消費税端数区分＞
消費税の1円未満の端数計算について設定します。
1　1円未満四捨五入
2　1円未満切り捨て
3　1円未満切り上げ

「3　1円未満切り上げ」については，システム管理「1001　医療機関情報－基本」の有効開始日が平成26年4月1日
以降で設定できます。

＜自費保険集計先区分＞

1 保険分欄

2 自費分欄
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自費保険で診療を行った場合，請求確認画面・請求書兼領収書の表示・記載を変更できます。
　＜1.保険分欄に設定＞　　　　　　　　　　　　　　＜2.自費分欄に設定＞

＜地方公費保険番号タブ区分＞
保険番号マスタの各タブ画面（本人・低所得・低年金）を参照できるようにします。

0　無効 低所得1または低所得2（患者登録で設定）であっても保険番号マスタ

の本人タブ情報を参照します（外来・入院供）。

※特別対応した制度は，従前どおり低所得または低年金タブ情報を参

照します。なお，低所得または低年金タブの負担区分が「0　使用しな

い」になっている場合は本人タブを参照します。

1　有効 患者登録の設定に・・・

　低所得の設定なし・・・本人タブを参照

　低所得2・・・低所得タブを参照

　低所得1・・・定年金タブを参照

※外来・入院別に低所得タブまたは低年金タブの負担区分が「0　使用
しない」になっている場合は本人タブを参照します。

＜更生・育成限度額日割計算＞
2006年3月までの更生医療・育成医療の日割り計算を設定します。
現在は公費医負担医療の改定に伴い使用していません。

＜自費コード数量計算端数区分＞
自費コードに対して小数点以下の数量が入力された場合の端数処理を設定します。

1　1円未満四捨五入

2　1円未満切り捨て（デフォルト）

3　1円未満切り上げ

注意！

自費コード数量計算端数区分は，消費税の端数処理の設定ではありません。
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運用途中の基本情報の変更について　（有効期間別の設定方法）

有効年月日は通常，無期限（「00000000」～「99999999」）としますが，運用途中で基本情報の変更があった場合
は，有効年月日が重複しないように期限を区切って新たな期間で設定をします。

＜例＞令和2年10月1日より，医療機関コード等の変更があった場合
元になる施設基準（オール0が有効開始年月日に入力されているもの）の有効終了年月日を，基本情報の変更を
行う前日で切ります。

「確定」(F12)を押すと設定画面へ遷移します。
有効期間を確認後，「確定」(F12)で登録をします。

新たに基本情報の設定を行う有効期間を設定します。有効開始日には変更になる日を入力し，終了日は特に期間
を設けない場合オール9を入力します。

注意！

有効期間の設定を行うときは，有効期間に空白の期間がないようにしてください。

設定画面へ遷移したとき，直前の基本情報の内容が複写されています。基本情報を変更後は，「登録」(F12)しま
す。

＜2つ以上の有効期間の設定がある場合の期間および設定内容の削除方法＞
※基本情報（有効開始年月日がオール0のもの）はマスタ提供されているため，削除することはできません。

（1）管理コードを入力後，削除する有効期間を指定して「確定」(F12)を押した後，「削除」(F3)をします。
（2）残った基本情報の有効終了年月日はオール9と入力して，以後無期限として登録します。

＜期間変更のできないシステム管理マスタについて＞
有効期間の変更ができないシステム管理マスタは，「1009　患者番号構成情報」「1031　出力先プリンタ割り当
て情報」になります。これらの期間を変更しようとした場合は，次のエラーメッセージを表示します。
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1002　医療機関情報－所在地，連絡先

（1）管理コードのコンボボックスより「1002　医療機関情報－所在地，連絡先」を選択します。
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（2）必要な項目を入力します。

項目の説明
郵便番号 医療機関の所在地の郵便番号を7桁の半角数字で入力します。

所在地 医療機関の所在地を全角で入力します。

電話番号 医療機関の電話番号を半角で入力します。

FAX番号 医療機関のFAX電話番号を半角で入力します。
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1003　医療機関情報－広告

（1）管理コードのコンボボックスより「1003　医療機関情報－広告」を選択します。

（2）必要な項目を入力します。

項目の説明

Eメールアドレス 代表の電子メールアドレスがある場合は入力します。

HPアドレス 医療機関のホームページがある場合はURLを入力します。

ユーザURL設定 トップメニューにユーザが作成したURLのページを表示できます。

ローカルに置いたファイルの表示はできません

glclient2では，ほぼ制限なく表示できますが，monsiajでは簡単な

HTML(HTML 3.2相当)しか表示出来ません。
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【ユーザURL設定表示】
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1005　診療科目情報

（1）管理コードのコンボボックスより「1005　診療科目情報」を選択します。
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（2）診療科目コードに2桁の任意の数字（1から9の場合は前0をつけて2桁とする）からなるコードを入力しま
す。（「00」と「99」はシステムで使用するので使用不可）
有効年月日にその診療科目の有効期限を入力します（「00000000」～「99999999」で問題ありません）。

（3）診療科目の必要な項目を入力します。

＜項目の説明＞

診療科名 診療科名を全角20文字まで入力します。

短縮名1（全角5文字まで） 診療科名を短縮した名称を全角で入力します。

短縮名2（全角3文字まで） 診療科名を短縮した名称を全角で入力します。

短縮名3（全角1文字） 診療科名を短縮した名称を全角で入力します。

＜処置（手術）時間外加算等1算定＞

処置・手術の時間外加算1・休日加算1・深夜加算1を自動算定する場合に設定します。

自動算定したい診療科すべてに設定します。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 872 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 5.14

図 5.13



1006　施設基準情報

（1）管理コードのコンボボックスより「1006　施設基準情報」を選択します。
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（2）医療機関で各機関に届け出た施設基準の内容に該当する項目を設定します。

項目の説明

＜フラグ＞施設基準に該当するか否かを入力します。

0 該当しない

1 該当する
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＜診療行為から必要な施設基準を設定する＞

診療行為を入力し施設基準番号を検索して設定できます。

「診療コード」に診療行為名を入力し，「Enter」を押します。
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目的の診療行為を選択します。

一つめの施設基準にカーソルが移動します。「1」をセットします。
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次の施設基準番号に移動するには「→」(F7)を押します。

次の施設基準番号がないとき再度「→」(F7)を押すと，一つめの施設基準番号にカーソルが移動します。

「←」(F5)で施設基準番号を逆回りします。
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＜運用途中の施設基準の変更について（有効期間別の設定方法）＞

有効年月日は通常，無期限（「00000000」～「99999999」）としますが， 運用途中で施設基準の変更があった場

合は，有効年月日が重複しないように期限を区切って新たな期間で設定をします。

＜例＞令和2年10月1日より，「小児科外来診療料」を算定する施設基準に変更する場合

元になる施設基準（オール0が有効開始年月日に入力されているもの）の有効終了年月日を，施設基準の変更を

行う前日で終了日を入力します。

注）有効期間の設定を行うときは，上記例のように有効期間に切れが無いようにします。空白の期間が存在する

場合は，その間の全施設基準が対象外になるためすべての施設基準項目の算定が不可になります。
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「確定」(F12)を押すと設定画面へ遷移します。

有効期間を確認後，「確定」(F12)で登録をします。
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新たに施設基準の設定を行う有効期間を設定します。有効開始日には変更になる日を入力し，終了日は特に期間

を設けない場合オール9を入力します。

設定画面へ遷移後は，該当する施設基準のフラグを変更し，「確定」(F12)を押します。

＜複数の有効期間の設定がある場合の施設基準の削除方法＞

削除する有効期間の施設基準を指定して「確定」(F12)押した後，「削除」(F3)をします。

注）元の施設基準（有効開始年月日がオール0のもの）はマスタ提供しているため，削除することはできません。

残った施設基準の有効終了年月日はオール9と入力して，以後無期限として登録します。

＜表示の切り替え（設定分のみ表示する）＞

「設定分」(F10)を押す毎に　「設定分」　→　「全コード」　→　「有効分」　を表示します。

「設定分」：現在設定（フラグに1）されているコードを表示します。

「全コード」：すべてのコードを表示します。

「有効分」：有効期間に有効なコードを表示します。
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1007　自動算定・チェック機能制御情報

（1）管理コードのコンボボックスより「1007　自動算定・チェック機能制御情報」を選択します。
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（2）医療機関で自動算定を行う項目，チェック制御などの項目について，設定をします。

【設定例】

＜自動算定情報（画面左側）＞

設定により算定方法が変わります。各医療機関で設定を行ってください。

■自動算定情報

＜外来初診・再診料＞

自動算定の設定をします。

0　算定しない 自動算定を行いません。

初再診料と同時に自動算定を行う，

・育児栄養指導加算

・特定疾患指導管理料

・時間外区分

も自動算定を行いません。

※外来管理加算は「0　チェックなし」「1　チェックあり」の場合は自動算定をしま

す。

1　算定する 初再診料を自動算定します。
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＜育児栄養指導加算＞

自動算定の設定をします。

0　算定しない 自動算定を行いません。

1　算定する 自動算定をします。

自動算定を行う診療科を設定してください。

＜療養担当手当（北海道）＞

自動算定を設定をします。

0　算定しない 自動算定を行いません。

1　算定する 自動算定をします。

＜病名疾患区分からの自動発生＞

病名登録画面の疾患区分による自動算定を設定します。

0　算定しない 自動算定しない

1　算定する 自動算定する

＜最終来院日から初診までの期間（月数）＞

患者の最終来院日から当日までの期間が設定した月数以上である場合，病名が継続中であっても初診料を自動

発生します。月数が「0」（初期表示）の場合は，期間による自動発生は行いません。

なお，最終来院日とは診療行為を入力した最後の診療日，または退院日とし，その日を最終来院日として判断

します。ただし，「9999　包括まとめ」により入力した日は対象とはなりません。

＜中途終了展開時の自動発生＞

中途表示時に医学管理等を再度自動算定します。

0　算定しない 中途終了データの内容を展開

1　算定する
中途表示時に医学管理等を展開時の病名等から再度

自動発生する。

※CLAIMからのデータの場合（中途終了データの電子カルテフラグが0のもの）は設定に関わらず自動発生しま

す。

＜入院時初診料＞

自動算定の設定をします。

0　算定しない 自動算定しない

1　算定する 自動算定する

＜時間外加算（小児・産・産婦人科特例）＞

小児科特例時間外加算，産科，産婦人科特例時間外加算の自動算定を設定します。

0　算定しない 特例時間外加算を算定しません

1　算定する すべての特例時間外加算を自動算定します

2　算定する（小児科のみ） 小児科特例時間外加算のみ自動算定します

3　算定する（産・産婦人科のみ） 産・産婦人科特例時間外加算のみ自動算定します

＜特定薬剤治療管理料＞

特定薬剤治療管理料算定時にコメントコードを自動発生します。

0　算定しない 特定薬剤治療管理料のみ算定します
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1　算定する 初回算定コメントコードを自動発生します

＜調剤技術基本料＞
自動算定の設定をします。

0　算定しない 自動算定しない

1　算定する 自動算定する

＜薬剤情報提供料（一般）＞

一般の患者（高齢者でない）の薬剤情報提供料の自動算定の設定をします。

0　算定しない 自動算定しません

1　算定する（月1回） 月の1回目の投薬時のみ自動算定します

2　算定する（毎回） 投薬時に毎回自動算定します

＜薬剤情報提供料（老人　手帳記載あり）＞

高齢者の患者の薬剤情報提供料の自動算定の設定をします。

また高齢者の場合は手帳記載加算の算定の問い合わせをします。

0　算定しない 自動算定しません

1　算定する（月1回） 月の1回目の投薬時のみ自動算定します

2　算定する（毎回） 投薬時に毎回自動算定します

ヒント！

　　薬剤情報提供料（老人　手帳記載あり）：算定する

　　手帳記載加算確認：チェックしない

と設定済みの場合は高齢者のみ手帳加算の問い合わせを行ないます。

年齢にかかわらず手帳記載加算の問い合わせを行うには，手帳記載加算確認の設定を「1　チェックする」にします。

＜薬剤情報提供料（老人　手帳記載なし）＞

高齢者の患者の薬剤情報提供料の自動算定の設定をします。

手帳記載加算の算定の問い合わせは行いません。

0　算定しない 自動算定しません

1　算定する（月1回） 月の1回目の投薬時のみ自動算定します

2　算定する（毎回） 投薬時に毎回自動算定します

＜画像診断管理加算＞

自動算定の設定をします。

0　算定しない 自動算定しない

1　算定する 自動算定する
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＜外来迅速検体検査加算自動発生＞

自動算定の設定をします。

0　算定しない 自動発生しない

1　算定する 自動発生する

2　算定する（設定） 設定された検査項目に対してのみ自動発生する

「101　システム管理マスタ」－「1016　外来迅速検体検査設定情報」で自院の自動

算定する検査項目を設定し，その検査に対して自動算定をします。

＜入院時初回加算自動算定＞

血液化学検査を入院後初回の検査で10項目以上のときに自動算定します。

0　算定しない 自動算定しない

1　算定する 自動算定する

※入院後の検査の入力状況から初回加算の算定条件に合うか自動判断します。

＜訂正時の自動発生（外来）＞

＜訂正時の自動発生（特定疾患処方管理）＞

＜訂正時の自動発生（入院）＞

＜訂正時の展開（処方料）＞

対象の自動発生項目について，訂正時の算定方法を設定します。

対象診療行為

訂正時の自動発生（外来）

訂正時の自動発生（入院）

薬剤情報提供（外来），調基，採血料（外来），検査判断料，画像診断管

理加算

訂正時の自動発生（特定疾患処方理） 特定疾患処方管理加算，長期投薬加算

訂正時の展開（処方料） 処方料，麻毒加算

訂正時（診療行為画面） 診療行為確認画面

訂正時の自動発生（外来）

訂正時の自動発生（入院）

0　算定しない
自動発生分診療行為もすべて展開

する
自動発生しない

1　算定する 自動発生分診療行為は展開しない 自動発生する

訂正時の自動発生（特定疾患処方管

理）

0　算定しない
自動発生分診療行為もすべて展開

する
自動発生しない

1　算定する 自動発生分診療行為は展開しない 自動発生する

訂正時の展開（処方料）

0　展開しない 自動発生分診療行為は展開しない 自動発生する

1　展開する 自動発生分診療行為は展開する
診療行為画面に入力がな

い場合は自動発生する

訂正時の自動発生（外来）　初期設定「1　算定する」

訂正時の自動発生（特定疾患処方管理）　初期設定「0　算定しない」

訂正時の展開（処方料）　初期設定「0　展開しない」

＜チェック制御機能（画面右側）＞

相互作用チェック期間（月数）

診療行為入力画面に入力した薬剤と過去に使用した薬剤との併用禁忌のチェック，チェックマスタの「4　薬剤

と併用禁忌」のチェックをします。月数「0」はチェックを行いません。最大月数は99ヶ月までチェックが可能です。

相互作用チェック対象

0：相互作用・チェックマスタを対象・・・相互作用，チェックマスタの「4　薬剤と併用禁忌」のチェックを

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行います。

1：チェックマスタのみを対象・・・・・・チェックマスタの「4　薬剤と併用禁忌」のみチェックをします
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＜外来管理加算チェック＞

診療行為入力業務の外来管理加算算定の挙動を，コンボボックスより設定します。

初期設定「1：チェックあり」

0：チェックなし

外来管理加算が算定できない診療行為（＝以下，「該当する診療行為」と表記）が入力さ

れた時点で，外来管理加算を自動削除します。「該当する診療行為」を削除した時点で，

外来管理加算を自動発生します。

1：チェックあり

「該当する診療行為」を入力した場合の「登録」を押したときに，「外来管理加算は算定で

きません。削除します。」と，確認メッセージを表示しますので「OK」を押して削除をしま

す。「該当する診療行為」を削除した時点で，外来管理加算を自動発生します。

2：削除後の自動発生なし

診療行為入力画面で患者を呼び出した時点に限り，他の外来管理加算チェックと同様に

外来管理加算を自動発生します。ただし，一度削除をした外来管理加算は，その会計が終

了するまで自動発生をすることはありません。再度算定する場合は手入力を行ってくださ

い。

3：自動発生なし
外来管理加算の自動発生を行いません。

診療コードを手入力して算定します。

4：削除後の自動発生･確

認なし

2と同じ機能ですが，外来管理加算が残っているときに，「該当する診療行為」がある場合

は削除メッセージを表示せずに自動削除します。

（労災・自賠責保険の外来管理加算チェックの設定について）

労災・自賠責保険のときに，自動算定される外来管理加算を削除する場合の設定は，「2：自動発生なし」を選

択します。これにより，健康保険の操作方法と同様に外来管理加算を「－」等で削除できます。

ただし，削除しても外来管理加算の読み替え算定ができる場合は，再度自動発生します。

＜外来カーソル移動＞

外来の診療行為入力画面において患者番号入力後のカーソルの移動先を設定できます。

初期設定「0：標準」　　　

0：標準 入力コード欄の入力位置へカーソル移動をします。

1：保険組合せ
保険組合せ欄へカーソル移動をします。ただし，中途終了データがある場合は入力コー

ド欄の入力位置へカーソル移動します。

2：診療科

診療科欄へカーソル移動をします。ただし，受付または受付一覧から選択して遷移した

場合，または中途終了データがある場合は入力コード欄の入力位置へカーソル移動しま

す。

＜数量ゼロ入力＞

診療セット（Pから始まるセットコード）をセット登録するとき，数量ゼロ入力をできるようにするか否かをコ

ンボボックスより選択します。初期表示は「0　標準（行削除する）」とし，数量に「0」が入力されたときは行削

除します。

「1　入力エラーとする」を選択した場合は，数量ゼロでセット登録できます。

なお，診療行為入力画面で数量ゼロが含まれるセットを展開したときには数量に「0」が入力されている行にカ

ーソルが順次移動し，「0」の入力がある限り登録および他の画面への遷移も行えません。また，運用途中で「1」

から「0」へ置き換えた場合，数量ゼロでセット登録されていたものは数量を「1」として展開します。

＜入院調剤技術基本料チェック＞

調剤技術基本料を当月すでに外来で算定済みのとき，入院の調剤技術基本料算定に対して警告を表示するか否

かを選択できます。（入院で算定済みであり，外来で算定できるときでも警告とはなりません）。
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＜時間外加算（小児科特例）＞

小児科を標榜する保険医療機関が夜間・休日・深夜において6歳未満の乳幼児に対して初診または再診を行った

場合，夜間等の該当する加算を算定しますが，診療標榜時間内であっても当該加算が算定できる患者（6歳未

満）と算定不可な患者（6歳以上）が混在するために算定漏れが発生する可能性があります。

「時間外加算」（小児科特例）を「1　チェックする」とし，「チェック除外時間」でチェックを行わない時間の設

定を

すると，設定時間を除く時間帯には診療行為入力画面の左上方部に赤字で「小児科時間外特例」と表示を行い，

ユーザに算定を促します。詳細は，【2.6　診療種別区分別の入力方法】の【（1）診察料】を参照してください。

0　チェックしない 小児科時間外特例のガイダンス表示は行いません

1　チェックする ガイダンスの表示をします

＜チェック除外時間（小児科特例）＞

「時間外加算（小児科特例）」を「1　チェックする」としたとき，チェックを行わない（ガイダンスの表示を行

わない）時間帯を平日と土曜日について2つまで設定できます。

例えば診療標榜時間が平日，9時より12時・15時より19時の場合であれば，設定する時間は「09：30～12：00」

と「15：30～18：00」　もしくは「09：30～18：00」など，各医療機関の診療標榜時間に沿って行います。

（上記設定例で開始時間が30分ずらしてあるのは時間に関する基準が診療開始時間ではなく，受付時間のため

です）

例えば9時より前に受付をしており診療行為入力を行う時間は9時より後である場合，ガイダンス（「小児科時間

外特例」）を発生しないため時間外等の加算の算定漏れが発生する可能性があります。よって，開始時間はユー

ザの運用に照らして設定を行ってください。

＜患者取消確認チェック＞

診療行為入力画面で患者取消を押した場合，確認メッセージを表示します。

初期設定「0：チェックしない」

0　チェックしない 患者取消確認メッセージを表示しません

1　チェックする 患者取消確認メッセージを表示します

＜薬剤情報提供料チェック＞

薬剤情報提供料を月に複数回算定した場合のチェック（警告表示）を設定します。

0　チェックしない 警告表示を行いません

1　チェックする 警告表示をします

＜前回保険組合せ相違チェック＞

前回診療時の保険組合せと今回自動表示した保険組合せに相違があるとき警告表示をします。

0　チェックしない 警告表示を行いません

1　チェックする 警告表示をします。

※自動設定した保険組合せが前回の保険組合

せ終了日以前から有効であった場合のみメッ

セージを表示する。新しく保険を追加したと

きなどはメッセージの表示は行いません。

2　チェックする（すべて） 警告表示をします。

※自動設定した保険組合せが前回の保険組合

せと違う場合は必ず警告表示をします。

警告は受付画面，診療行為入力画面で患者を呼び出したタイミングで行います。
警告表示された主な原因は，

● 公費の適用期間が終了した
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● 公費または主保険が削除された

● 本人家族区分が変更され保険組合せが変わっている

等による保険組合せが変更された場合です。

注意！

警告を表示する条件は，「今回自動表示した保険組合せ番号が前回の保険組合せ番号の終了日以前に開始になっている場

合に警告を表示する」

● 公費の適用期間が終了しても終了日以降に新しい公費が入力され，保険組合せで自動表示された場合は警告を表

示しません。

● 前回の保険が労災・自賠責の場合はチェックを行いません（警告表示しません）。

● 診療行為入力画面では受付登録がある場合と中途終了データを展開したときはチェックを行いません。

● 警告表示は1回のみ表示します。

● 診療科の変更により保険組合せの変更があってもチェックは行いません。

＜手帳記載加算確認＞

薬剤情報提供料を算定したときに手帳記載加算の算定問い合わせを行ないます。

年齢にかかわりなく問い合わせを行ないます。

0　チェックしない 問い合わせを行ないません。

1　チェックする 問い合わせを行ないます。

＜時間外緊急院内検査加算・画像診断加算算定チェック＞

時間外の初診・再診を算定しているときに，検体検査（画像診断）の入力があり，時間外緊急院内検査加算（

時間外緊急院内画像診断加算）の算定がないときに警告メッセージを表示します。

0　チェックしない 警告表示しません。

1　チェックする 警告します。

＜薬剤投与量チェック＞

業務メニュー「91　マスタ登録」-「102　点数マスタ」で設定する「投与量」のチェック範囲を設定します。

0　在宅・投薬・注射を対象

1　すべてを対象

＜投薬30日超チェック＞

1処方で30日を超える投薬があったときにコメント入力を促す警告メッセージを表示します。

0　チェックしない

1　チェックする

＜その他＞

＜包括登録＞

外来の総合診療料，または入院基本料に包括される診療行為について，入力および登録を行う場合は「1　包括

分入力をする」を選択します。

これは，統計情報などに用いるために包括分診療データを登録できるようにした機能であり，保険診療分を入

力する際に包括分の点数を自動的に省くものではありません。「1　包括分入力をする」としたとき，診療行為入

力画面の保険組合せコンボボックスで「9999　包括分入力」を選択すると包括分入力ができます。

操作方法は，【2.5.2　入力の基本操作】の【(2)入力方法】の＜入力例4＞を参照してください。
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＜病名表示＞

診療行為画面の病名簡易表示を設定できます。

0　表示しない 病名を表示しません

1　表示する 病名を表示する

2　表示する（レセプト表示のみ）

レセプト記載する病名のみ表示します。

※「22　病名」画面で「レセプト表示しない」，または，レセプト表示期間が過

ぎている病名を表示しません。

＜剤登録順＞

診療行為入力画面の訂正展開時，Do入力表示，処方箋の印刷順を設定できます。

0　診療区分順 診療区分順に並べ替えをします。

1　入力順
診療行為入力時に入力した順で表示，印刷をします。

※診療行為確認画面では一時並べ替え表示をしますが，入力順で登録，印刷します。
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1009　患者番号構成情報

注意！

患者番号構成管理情報は有効年月日は変更できません。

必ず「00000000」～「99999999」としてください。変更しようとした場合はエラー表示をします。

患者番号構成区分には以下の3つの区分があります。

患者番号構成区分 内容

1 自由構成

2 標準構成

3 拡張構成

患者番号構成区分に「1　自由構成」が設定済みの場合，患者登録画面で患者番号の自動採番は行われません。こ

の場合，指定された桁数の患者番号を入力したときの患者番号が登録済みであれば該当する患者情報を表示し，

未登録であれば入力された患者番号で新患登録ができます。

患者番号構成区分に「2　標準構成」または「3　拡張構成」が設定済みの場合，新患登録を行う場合は患者番号入

力領域に「＊」を入力すると自動採番した患者番号を表示します。なお，操作マニュアル上に挙げている例題は

すべて「2　標準構成」で設定を行っています。

注意！

運用の途中で各構成内の「区分」や患者番号構成を変更する場合（自由構成から標準構成への変更など）は必ず患者番号の

トータル桁数が同桁数になるように設定の変更を行ってください。トータル桁数を変更された場合は登録済み患者の呼び

出しができなくなる場合があります。操作設定には十分にご注意ください。

自由構成

管理コードのコンボボックスより「1009　患者番号構成管理情報」を選択します。
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患者番号構成に「1自由構成」を設定する場合

患者番号構成区分に「1」を入力し，患者番号桁数を指定します。

（次の例の場合は，患者番号桁数が5桁で設定しています）。

項目の説明

＜区分＞

「0」または「1」のときが英数字，「2」のときは数字で取り扱われます。

「0」または「1」を設定した場合，診療行為入力画面等の各入力画面においては全桁入力が必須になります。

例えば桁数を5桁としたとき，患者番号「123」の患者を指定するには「00123」と入力します。また患者番号には

「A0123」のように英字を指定できます。

なお，区分に「2」を指定した場合は前ゼロは省略できますので，全桁入力する以外に「123」と入力できます。

＜桁数＞

患者番号の取り扱い桁数を入力します。

＜年切替え月＞

自由構成では使用しません。
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標準構成

患者番号構成に「2標準構成」を設定する場合

患者番号構成区分に「2」を入力します。

標準構成の場合，新患登録を行うときは患者番号を自動採番します。

項目の説明

＜連番号＞

「連番号変更」(F9)を押し，自動採番される連番号を変更できます。

例えばデータ移行のため，受診済みの患者の患者番号を「自由構成」で手入力により採番し登録していた場合で，

運用途中で同トータル桁数の標準　構成へ設定変更をして自動採番する仕様へ替えたとき等の連番号の調節に

使用します。現在表示している連番号より小さい値を入力した場合は警告メッセージを表示しますが，設定登録

はできます。

＜区分＞

患者番号の構成形式は4つありますので採用する番号を区分に入力します。

1 年＋連番号＋検証番号（1桁）

2 年＋連番号

3 連番号＋検証番号（1桁）

4 連番号

＜年切替え月＞

区分1，2を選択した場合，年を切り替える月を入力します。
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＜年区分＞

自動採番する患者番号の年を和暦，西暦から指定します。

1 和暦（3桁：年号＋年）

2 西暦（4桁）

※患者番号形式の区分に年のある「1」または「2」を設定した場合は選択項目になります。

患者番号形式の区分を「3」または「4」とした場合は「1：和暦」を設定します。

＜連番初期化区分＞

年が新しくなったときに連番号を1から開始するか否かを設定します。

1 初期化する

2 初期化しない

※患者番号形式の区分が「1」または「2」の場合は選択項目になります。

患者番号形式の区分が「3」または「4」の場合は「2：初期化しない」を設定します。

＜連番号桁数＞

患者番号の連番号の部分の桁数を設定します。

注意！　運用の途中で各構成内の「区分」や患者番号構成を変更する場合

（自由構成から標準構成への変更など）は必ず患者番号のトータル桁数が変更後も同桁数になるように設定の変更を行っ

てください。トータル桁数を変更された場合は登録済み患者の呼び出しができなくなる場合があります。トータル桁数は最

大，20桁まで設定できます。

＜年の更新について＞

区分1または区分2では患者番号構成に「年」が設定されています。この「年」を更新する月を「年切替え月」で設定

します。

システム月≧年切替え月

になる場合，マスターメニューにメッセージを表示します。
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このメッセージが表示されましたら，「101　システム管理マスタ」－「1009　患者番号構成情報」を開き，「確

定」(F12)を押します。

「OK」で年を更新し登録します。

拡張構成

患者番号構成に「3拡張構成」を設定する場合

患者番号構成区分に「3」を入力します。

拡張構成の場合，手入力と自動採番された番号とで患者番号を組み立てます。
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項目の説明

＜区分＞

患者番号の構成形式は3つあります。採用する番号を区分に入力します。

1 フリー＋連番号＋フリー

2 フリー＋連番号

3 連番号＋フリー

＜年切替え月＞

拡張構成では使用しません。

＜前桁数＞

区分に「1」または「2」を選択した場合，先頭のフリー部分の入力桁数を設定します。

※区分に「3」を選択した場合は先頭のフリー部分は使用しないため「0」を設定します。

＜連番号桁数＞

自動採番される連番号の桁数を設定します。

＜後桁数＞

区分に「1」または「3」を選択した場合，末尾のフリー部分の入力桁数を設定します。

※区分に「2」を選択した場合は末尾のフリー部分は使用しないため「0」を設定します。

注意！

運用の途中で各構成内の「区分」や患者番号構成を変更する場合（自由構成から拡張構成への変更 など）

必ず患者番号のトータル桁数が同桁数になるように設定の変更を行ってください。トータル桁数を変更された場合は登録

済み患者の呼び出しができなくな る場合があります。トータル桁数は最大，20桁まで設定できます。

新患登録を行う場合は患者番号入力領域に「＊」を入力後に「Enter」を押すと，患者番号を組み立てる患者番号

発行画面を表示します。

↓連番号（5桁）の部分が自動発生します。

先頭および末尾のフリー部分は最初はクリアされています。
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先頭のフリー部分の番号を入力します。

末尾のフリー部分の番号を入力します。

「確定」をクリックするかまたはF12を押して患者番号を確定します。

例のような設定を行ったときで先頭のフリー部分に「12」，末尾のフリー部分に「3」を入力した場合の患者番号

は「12458413」になります。

運用途中で患者番号の桁数を変更したい場合

患者番号の桁数を変更できます。

• 桁数を拡張する場合のみに処理します。

• 患者番号桁数のみ拡張し，拡張した桁には0をセットします。

• 連番号桁数の最大桁数は10桁までとします。

• 処理後に「101　システム管理マスタ」－「1009　患者番号構成情報」の連番号桁数の置き換えをします。

• 「52　月次処理」で実行します。

＜準備＞

「101　システム管理マスタ」－「3002　統計帳票出力情報（月次）」に患者番号桁数変更のプログラムを設定し

ます。

　帳票名　　　　：患者番号桁数変更

　プログラム名　：ORCBPTNUMCHG

　帳票パラメータ：追加桁数　KBN　必須

＜処理の実行＞

「52　月次統計」より処理を実行します。

注意！

パラメータの追加桁数欄は1～5までの値をセットします。

5桁から6桁に拡張する場合は「1」をセットします。

＜処理の確認＞

処理が完了したら一度マスターメニューまで戻ります。

その後，「101　システム管理マスタ」－「1009　患者番号構成管理情報」の連番号桁数が変更されていることを

確認します。

患者の検索または患者を呼び出し変更されていることを確認します。

＜注意事項＞

• 処理を実行する前に必ずデータベースのバックアップを取っておいてください。

• 処理時間は患者登録数，使用期間に比例して長くなります。必ず医院の業務時間外に行ってください。
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1010　職員情報

管理コードのコンボボックスより「1010　職員情報」を選択します。

「確定」(F12)を押します。

職員情報画面に遷移します。
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（1）基本情報

職員区分を選択し，該当の職員をコンボボックス（最大100件表示）より選択できます。新規登録する場合は，

職員区分を選択後，新しい職員コードを入力します。職員について必要な項目を入力します。

＜職員コードについて＞

職員コードは4桁の数字で設定します。

＜職員の区分について＞

1 医師

2 看護師

3 技師

4 事務職

5 管理職

0 マスタ

9 ログイン中

注意！

初期表示で「0001　オルカマスター」が登録されています。

この「0001　オルカマスター」は原則変更しないでください。変更すると日レセが起動できなくなる可能性があります。

ヒント

「9　ログイン中」を選択すると現在ログインしているユーザを表示します（自身の情報を表示）。
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項目の説明

オペレータID　【必須入力】 オペレータID（ユーザID）を半角の英数字で設定します。

パスワード【任意入力】※1 ログインパスワードを入力します。

再入力【任意入力】 ログインパスワードを入力する際は，確認のため再入力してください。

フリガナ【任意入力】 職員の名前のフリガナを全角で入力します。

氏名　【必須入力】 職員の名前を全角で入力します。

医籍登録番号　【任意入力】 医籍登録番号を半角で入力します。

保険医登録番号（社保）・（国保）　【任

意入力】
各保険医登録番号を半角で入力します。

麻薬施用者免許証番号　【任意入力】 麻薬施用者免許証番号を半角で入力します。

専門科コード　【任意入力】 コンボボックスより該当する科を選択します。

＜業務処理権限＞【任意入力】

業務メニューの処理権限を設定します。該当するものをクリックして選択します。

管理者権限　【任意入力】 システムの管理者であるか否かをコンボボックスより設定します。

診療行為初期画面【任意入力】 オレペータIDごとに診療行為入力画面の初期表示が設定できます。

設定なし 業務処理権限の入院退院登録の権限が設定されているときに，入院の画面を初期表示

1　入院画面 業務メニューまたは受付から診療行為入力画面に遷移したとき，入院画面を初期表示

2　外来画面 業務メニューまたは受付から診療行為入力画面に遷移したとき，外来画面を初期表示

※1　パスワードについて

登録済みのパスワードは表示しません。パスワードを新たに設定するか変更時のみ入力してください。

初期表示で「0001　オルカマスター」が登録されています。

この「0001　オルカマスター」は原則変更しないでください。変更すると日レセが起動できなくなる可能性があります。

パスワードの削除について

パスワード欄は常に非表示のため，削除するにはパスワード欄に「/d」または「/D」を入力し，「登録」(F12)を押します。
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（2）個別設定

「個別設定」を押します。

以下の設定により，職員情報個別に初期表示を変えることができます。

＜請求確認＞

請求書発行フラグ

請求書兼領収書を発行するか否かの標準値を設定します。

0 発行しない 発行しません

1 発行する 請求額が0円の場合でも発行します

2 発行する（請求あり）

請求額が0円のときには請求確認画面の請求

書兼領収書欄は「0　発行なし」に自動変更し

て発行を行いません

3 発行する（訂正時なし）
請求額が0円の場合でも発行します

訂正入力時には発行しません
※請求確認画面で変更できます。
※訂正時の請求金額の設定（訂正分（差額分）または合計分）は「101　システム管理マスタ」－「1038　診療行
為機能情報」で設定できます。
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院外処方箋発行フラグ
院外処方箋を発行するか否かの標準値を設定します。

0 発行しない

1 発行する

2 院内処方発行

3 発行する（訂正時なし）

4 院内処方発行（訂正時なし）
※請求確認画面で変更できます。

薬剤情報発行フラグ
薬剤情報提供書を発行するか否かを設定します。

0 発行しない

1 発行する

2 発行する（訂正時なし）

診療費明細書発行フラグ
診療行為入力－請求確認画面の明細書発行フラグを設定します。
（※収納登録－請求確認画面は「1039　収納機能情報」で設定します）

0 発行しない

1 発行する

＜画面表示＞
検査正式名称表示フラグ

検査の正式名称から診療行為検索，または診療行為画面，会計照会画面で正式名称の表示をします。

0　使用する 正式名称を表示します

1　使用しない 正式名称を表示しません

＜入力スクロール設定＞

（K02）診療行為入力画面の「前頁」(F6)，「次頁」(F7)を押したときのカーソルの移動行数を設定します。

1～99まで設定できます。

頁行数 外来　24（初期設定） 入院　28（初期設定）

ヒント！

初期設定値の外来24，入院28はそれぞれの画面の1頁の行数です（1頁分つづカーソル移動をします）。

0を入力した場合は，初期設定を表示します。

＜クライアント保存可否＞

職員情報ごとにレセプト電算データ，日次統計データ，月次統計データのクライアント端末へのデータ保存を

設定します。

　　空白，

0　保存不可

クライアント保存機能の使用はできません

1　保存可 クライアント保存機能の使用を許可します

＜ログインユーザー管理権限＞

【3.10　ユーザ管理】を参照してください。
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＜印刷管理＞

プリンタへのデータ送信

0　1ページごとに送信 印刷可能なものから順に印刷します

1　帳票ごとに送信 帳票ごとにまとめて印刷します

帳票ごとに送信ができる業務

　　11　受付　　　　　12　登録

　　14　予約　　　　　21　診療行為

　　23　収納　　　　　24　会計照会

　　31　入退院登録　　32　入院会計照会

　　34　退院時仮計算

【印刷例】

クライアント印刷

0　しない クライアント印刷を行いません

1　する クライアント印刷をします

クライアント印刷時ダイアログ表示

クライアント印刷時のダイアログ（プリンタ一覧）の表示を設定します。

0　表示しない ダイアログを表示しません

1　表示する ダイアログを表示します

＜ICカードリーダ／ライタ＞

電子版お薬手帳のデータを作成する場合に設定します。

【6.4　付録4　電子版お薬手帳データの作成と転送】を参照してください。

すべての項目を入力後，「登録」(F12)を押します
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（3）職員一覧

登録済みの職員一覧を表示します。一覧表から最終履歴の終了日の設定，職員の非表示設定ができます。

一覧を表示する区分を選択します。「職員一覧」(F5)を押します（ユーザが管理者でない場合は「職員一覧」が表

示されません。

職員一覧を表示します。
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ヒント！　備考欄の表示

備考欄は「管理者」の表示と職員にパスワードが設定してある場合は「PW」と表示します。

＜職員の選択＞

職員一覧から職員を選択すると「職員情報設定」画面に職員を表示します。

＜表示切り替え＞

初期表示は当日に有効な職員を表示します。

「F4　表示切替」(F4)を押す毎に　（当日有効）　→　（最終履歴）　→　（全部）　を繰り返し表示します。

＜職員の非表示（表示変更）＞

非表示設定を行った職員は他の業務（「11　受付」「21　診療行為」など）で表示されなくなります。

「F9　表示変更」(F9)を押します。画面右上部に＜表示変更＞と表示します。

非表示にする職員を選択します。

「F12　登録」(F12)を押します。確認メッセージを表示します。

「OK」を押します。
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＜終了日変更＞

職員の有効終了日を一括登録できます。

「F10　終了日変更」(F10)を押します。

画面右下部の「終了日付」に終了日を入力します。

入力した日付で終了する職員を選択します。複数の職員の場合は連続して選択します。
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「F12　登録」(F12)を押します。確認メッセージを表示します。

「OK」を押します。
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1012　診療内容情報

予約や受付画面にある「診療内容」欄に表示される表示内容は，変更・追加・削除ができます。

各画面の最大表示数は99件までです。

（1）管理コードのコンボボックスより「1012　診療内容情報」を選択します。

区分コードの「01」から「07」，「99」は提供されている診療内容になります。自由に変更できます。
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（2）診療内容を入力します。

項目の説明

診療内容 区分コード欄に表示する診療の内容を入力します。全角文字のみ10文字以内

で登録できます。

診療内容表示用 予約や受付画面の「診療内容」欄に表示される名称になります。全角文字のみ

6文字以内で登録できます。

初期表示用 予約画面の初期表示を設定します。

0　

1：初期表示

複数の診療内容に「1：初期表示」が設定済みの場合は，区分コードの小さい

方を初期表示します。

（3）各項目の入力後は，「登録」(F12)を押します。登録確認のメッセージは「OK」を押すと登録し，「戻る」は元

の画面へ戻ります。
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1013　請求書自費名称情報

（1）管理コードのコンボボックスより「1013　請求書自費名称情報」を選択します。

（2）有効年月日を入力し，「確定」(F12)を押し自費名称を入力します。

（3）「登録」(F12)を押し登録します。
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1014　包括診療行為設定情報

（1）管理コードのコンボボックスより「1014　包括診療行為設定情報」を選択します。

包括診療行為を選択します。

＜包括算定方法＞

0　包括算定しない 包括チェックをしません。

1　包括算定する（会計データ作成） 包括チェックをします。

包括対象診療行為は入力できますが，点数算定をしません。

2　包括算定する（エラー扱い） 包括チェックをします。

エラー表示し，包括対象診療行為を削除します。
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＜包括CDボタンについて＞

診療行為ごとに包括しないように設定できます。

診療区分の設定が「1　包括する」になっているときに，「包括CD」を押すと包括する診療行為を表示します。診療

行為を選択すると「オフ」の欄に●印を表示します。この診療行為は包括対象から外れ，算定できます。

ヒント！

「オフ」(F9)を押すとオフ設定している診療行為を表示します。

「前歴」(F4)は改定等による包括対象の診療行為の前歴を表示します。有効開始日－有効終了日の履歴の表示ではありませ

ん。
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1016　外来迅速検体検査設定情報

外来迅速検体検査加算の検査項目で，当日に結果の情報提供を行う検査を登録し自動算定をします。

注意！

「101　システム管理マスタ」－「1007　自動算定・チェック機能制御情報」の「15　外来迅速検体検査加算自動

発生」の項目が「2　算定する（設定）」になっている場合に，ここで登録した検査のみ自動算定をします。

（1）管理コードのコンボボックスより，「1016　外来迅速検体検査設定情報」を選択します。
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（2）設定画面を表示します。

（3）当日に結果の情報提供を行う検査を登録します。画面右の一覧表より該当の検査を選択します

「登録」(F12)を押し登録します。
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1017　患者登録機能情報

（1）管理コードのコンボボックスより「1017　患者登録機能情報」を選択します。
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（2）患者登録情報について設定をします。

項目の説明

1：カルテの病名対象 カルテを印刷する際の病名編集について，印刷の対象とする病名を全病名ま

たは継続病名から選択できます。

初期値には「0：すべての病名」が設定されています。

「0：すべての病名」・・・病名に転帰日があるものも含めて全病名を記載し

ます。

「1：継続病名のみ」・・・病名に転帰日があるものは対象外として，病名を

記載します。

「2：病名記載なし」・・・病名を記載しません。

2：人名辞書使用 患者登録の基本情報画面のカナ氏名欄を入力したとき表示する人名辞書ダイ

アログの使用を選択できます。

初期値には「0：使用する」が設定されています。

「0：使用する」　・・・「漢字選択画面」を使用して漢字の選択，または直接

入力できます。

「1：使用しない」・・・カナ氏名入力後は，漢字氏名欄にカーソルが移動し

直接入力します。

3：患者登録のカルテ発行（新規患者のと

き)

新規患者のカルテ発行について，患者登録の基本情報画面にあるカルテ発行

欄の初期表示を選択できます。システム管理マスタの初期値には「0：発行し

ない」が設定されています。

なお，新規患者以外の更新，また受付画面のカルテの発行について設定する

ことはできません。

「0：発行しない」　・・・　新規患者のカルテ発行を行いません。

「1：発行する（保険組合せ指示）」・・・新規患者のカルテ発行をします。

ただし，保険組合せは指定した保険組合せで印刷します。
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（未選択の場合は，カルテは頭書きのみ印刷をします）

「2：発行する（保険組合せ自動）」・・・新規患者のカルテ発行をします。

ただし，保険組合せは自動設定された組合せで印刷します。

自動設定されるのは，公費の多い保険組合せか，または労災・自賠責保険と

します。

4：自費保険の補助区分 自費保険を新規登録する場合の補助区分の初期表示を選択できます。

「0：課税」・・・自費保険のとき，課税します。

「1：非課税」・・・自費保険のとき，非課税とします。

5：同姓同名者リスト 新規患者登録，患者情報訂正時にカナ氏名の一致する患者をリスト表示しま

す。

「0：表示する」・・・同姓同名者リストを表示します。

「1：表示しない」・・同姓同名者リストを表示しません。

6：二重登録疑い判定 新規患者登録，患者情報訂正時に以下の条件により一致する患者を二重登録

患者疑いとしてリスト表示します。判定条件を選択します。

「0：カナ氏名＋性別＋生年月日」

「1：カナ氏名＋漢字氏名＋性別＋生年月日」

「2：性別＋生年月日」

7：地方公費単独チェック 地方公費単独の保険組合せが作成される場合の警告メッセージの表示を設定

できます。

「0：チェックしない」

「1：チェックする」

8：患者削除機能 患者登録画面の「患者削除(F4)」を設定できます。

「0：削除機能あり」

「1：削除機能なし」

9：本人・家族区分 患者登録時に保険の本人・家族区分の初期表示を設定できます。

「0：初期設定あり」

初期設定時の家族年齢に設定されている年齢までは「家族」で表示します。

「1：初期設定なし」

初期表示を行いません。

※保険の種類が「007　自官」「自費保険」「後期高齢者」の場合は「本人」を自

動設定します。

10：被保険者名自動記載 国保の被保険者名の初期表示を設定します。

「0：標準設定（国保は姓名）」

本人，国保で家族のときに姓名を初期表示します。

国保以外で家族のときに姓のみ初期表示します。

「1：家族は姓のみ」

本人のときに姓名を初期表示

家族のときに姓のみ初期表示

11：世帯主名自動記載 患者登録時に世帯主名の自動表示の設定をします。

「0：自動記載しない」

自動表示しません。

「1：自動記載する」

自動表示します。

12：グループ医療機関内同一患者名リス

ト

グループ医療機関（本院分院内）設定の医療機関で，

患者の新規登録時に生年月日まで入力したタイミングで，同一本院分院グル

ープ内の他院に同じ氏名・性別・生年月日の患者が登録済みであれば，「グ

ループ医療機関内登録済リスト」画面を表示します。

13：公費上限額履歴チェック 患者個別に上限額を設定する公費が登録されたとき，上限額の設定がない場

合は警告表示をします。

14：郵便番号自動記載 患者登録画面で住所から郵便番号の検索を行うか設定します。

「0　自動記載しない」

　住所からの郵便番号検索を行いません。

「1　自動記載する」

　住所から郵便番号を検索し表示します。入力されている住所とのチェック

を行い確認メッセージを表示します。
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「2　自動記載する（郵便番号未設定）」

　郵便番号欄が未入力（空白）の場合のみ住所から検索をします。入力され

ている住所とのチェックは行いません。

15：住所都道府県名記載区分 郵便番号入力，住所からの郵便番号検索時に都道府県名を記載するか否かを

設定します。

16：京都府通り名編集区分 患者登録画面の住所欄へ京都府の通り名を追加編集します。

「1　編集する」

通り名を追加した住所を表示します。

「2　編集しない」

通り名を追加しません。

17：法別毎公費一覧表示区分 患者登録画面の公費負担者番号を入力した際に該当の法別番号の公費を一覧

表示します。

「0　自動表示しない」

「1　自動表示する」

18：保険初期表示区分 患者登録画面で当日有効な保険の初期表示を設定します。

「0　標準」

有効開始日の新しい保険を初期表示します。

「1　自費以外」

自費保険以外の有効開始日の新しい保険を初期表示します。

「2　自費・労災・自賠責・治験以外」

自費，労災，自賠責，治験以外の有効開始日の新しい保険を初期表示しま

す。

（3）「登録」(F12)を押し登録します。
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1018～1020　患者状態コメント情報

（1）管理コードのコンボボックスより「1018　患者状態コメント情報」

（「1019」，「1020」も同様）を選択します。

＜区分コードについて＞

区分コードは2桁の数字で設定します。
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（2）患者の状態などを表すコメントを入力します。

項目の説明

状態内容 状態を表す内容を全角で入力します。

比喩単語 状態を表す内容を1文字で表すものを全角で入力します。

アイコンファイル名 現在未使用です。
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1026　減免事由情報

（1）管理コードのコンボボックスより「1026　減免事由情報」を選択します。

＜区分コードについて＞

区分コードは2桁の数字で設定します。

（2）減免事由を入力します。

項目の説明

減免事由 減免の内容を全角で入力します。

割引率区分 「101　システム管理マスタ」－「1027　割引率情報」で設定した内容

から，該当する区分を設定します。
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1027　割引率情報

（1）管理コードのコンボボックスより「1027　割引率情報」を選択します。

＜区分コードについて＞

区分コードは2桁の数字で設定します。

（2）減免する数値を入力します。

＜定率定額区分＞

定率または定額であるかの区分を設定します。

1 定率

2 定額

＜割引率（定額）＞

定率定額区分にあわせた減免する値を入力します。

定率で当該項目の値が「30」である場合は30％減免をします。

定額で当該項目の値は「1500」である場合は一律に1500円減免をします。
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1028　予約内容情報

業務メニュー「14　予約」業務に使用する予約内容を登録します。

（1）管理コードのコンボボックスより「1028　予約内容情報」を選択します。

＜区分コードについて＞

区分コードは2桁の数字で設定します。

（2）予約内容を入力します。

＜初期表示設定について＞

予約業務の予約内容区分に初期表示したい場合は，初期表示用に「1　初期表示」を設定します。

複数「1　初期表示」が設定済みの場合は予約内容区分の一番小さい区分コードを初期表示します。

また，「1　初期表示」の設定が無い場合は一番小さい区分コードを初期表示します（区分00を除く）。
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1030　帳票編集区分情報

（1）管理コードのコンボボックスより1030　帳票編集区分情報を選択します。
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（2）各項目を選択します。

項目の説明

＜後発医薬品への変更可署名＞

処方箋への一般名記載，後発医薬品への変更を設定します。

0　変更不可

原則として銘柄名記載，後発医薬品への変更不可になります。

（点数マスタに一般名記載の設定がある場合は一般名，後発医薬品への変更可になります）

一般名記載　　しない

変更不可欄　　×を記載

1　変更可（一般）

原則として先発医薬品のみ以外は一般名記載，後発医薬品への変更可になります。

一般名記載　　する

変更不可欄　　空白

2　変更可（点数マスタ）

一般名記載は点数マスタの設定に従い，後発医薬品への変更可になります。

一般名記載　　点数マスタに従う

変更不可欄　　空白
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【点数マスタの設定との関連】

「101　システム管理」－

「1030　帳票編集区分情報」

の後発医薬品への変更可署名

「102　点数マスタ」の「一般名記載」の項目

一般名記載の設定がない薬剤 一般名記載の設定がある薬剤

0　変更不可

（一般名記載　しない）

（変更不可欄　×を記載）

銘柄名を記載

"099209905 含量規格変更不可"

"099209906 剤形変更不可"

"099209907 銘柄名記載"

の指示がある場合は「×」を記載しない

一般名を記載

（変更不可欄　空白）
1　変更可（一般）

（一般名記載　する）

（変更不可欄　空白）

後発医薬品がない先発医薬品

銘柄名を記載

後発医薬品，

後発医薬品がある先発医薬品

一般名を記載

2　変更可（点数マスタ）

（一般名記載　点数マスタに従う）

（変更不可欄　空白）

銘柄名を記載

＜処方箋GE表示区分＞

処方箋GE表示を選択します。

0 表示しない

1 表示する

＜後発医薬品表示＞

処方箋の薬品の名称の後ろに後発医薬品であることを表示させる場合に入力します。

全角5文字まで入力します。

＜カルテ3号紙（外来）内容＞

0　剤毎1行 剤単位で記載します。

1　日毎1行 日単位で記載します。

＜薬剤情報－画像ファイルフォルダ＞

薬剤情報に使用する画像フォルダを指定できます。
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1031　出力先プリンタ割り当て情報

注意！

出力先プリンタ割り当て情報は有効年月日は変更できません。

必ず「00000000」～「99999999」としてください。変更しようとした場合はエラー表示をします。

（1）管理コードのコンボボックスより「1031　出力先プリンタ割り当て情報」を選択します。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 926 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 5.66



（2）出力したい帳票に対してプリンタ名の割り当ておよびユーザカスタマイズ情報を入力します。

ヒント！

設定一括(F5)を押すと，「診療録（カルテ1号用紙）」に設定しているプリンタ名をすべての帳票に設定します（一般，入

院別）。

注意！　プログラム名の表示が赤字になる場合

インストールされていないユーザプログラム名を設定すると赤字表示を行い，「ユーザプログラムがインストールされて

いません」と表示します。
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＜請求書兼領収書の標準プログラムについて＞

ORCHC03 初期提供版

ORCHC03V02 消費税（再掲）対応版

ORCHC03V03 消費税（再掲）・自費10項目対応版

ORCHC03V03A5 消費税（再掲）・自費10項目対応A5版

ORCHC03V04 領収書兼明細書（領収書，明細書一体型）A5版

ORCHC03V05 領収書兼明細書（領収書，明細書一体型，診療区分別点数欄あり）A5版

＜処方箋（院外）の標準プログラムについて＞

ORCHCM19 A4版標準タイプ

ORCHC02 A5版標準タイプ

ORCHC02Q A5版QRコード対応

処方箋にQRコードを記載したい場合はORCHC02Qを設定してください。

注意！

処方箋の頭書きのみ，「前回処方」（回数が空白で印刷する場合）はQRコードの印刷をしません。

また，再印刷選択（オンライン）からはQRコードの印刷ができないため対象になりません。再発行を行う場合は診療行為

画面－「前回処方」より再発行を行ってください。

＜薬剤情報提供書（お薬情報）の標準プログラムについて＞

　　　　　ORCHC30 薬の情報を8明細印刷

　　　　　ORCHC31 薬の情報を6明細印刷

（3）端末（オペレータID）ごとの設定

「101　システム管理マスタ」－「1010　職員情報」で登録済みの職員情報により個別に設定できます。

端末名は職員分類ごとにグループ分けされていますので，職員分類を選択後，必要に応じて個別に設定します。
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ヒント！

設定コピー(F4)，設定貼付(F6)を使用すると，特定のオペレータの設定内容を別のオペレータに複写できます。

注意！

下記の項目は，端末（オペレータID）ごとの設定はできません。

登録時に標準のプリンタ名と違いがある場合はメッセージを表示し，標準のプリンタ名に設定します。

● 診療報酬明細書（レセプト）

● 総括表／保険請求書

尚，「101　システム管理マスタ」－「2005　レセプト・総括印刷情報」にプリンタ名の設定が済みの場合は，「2005
レセプト・総括印刷情報」の設定を優先します。

項目の説明

プリンタ名 印刷を行うプリンタ定義名を入力します。

標準プログラム名とユーザプログラム名

の選択ボタン

いずれかのボタンを選択してください。

ユーザプログラム名を選択した場合，プログラム名称は必ず入力します。

※ユーザプログラム（ユーザカスタマイズ）は，3種類のオンライン帳票のみ対象としています。詳細は，「オ

ンライン帳票ユーザカスタマイズ」を参照してください。

＜オフセット(F8)（印字位置調整）＞

自賠責，労災等の請求書は指定用紙であるため印字にずれが生じる場合があり，またプリンタの機種を限定し

ていないので各社プリンタで印字が正しくできるように調整できます。

帳票を縦方向（正負），横方向（正負）に調整できる。

調整幅は0.1cm単位でできる。

帳票フォーム別，プリンタ名別に調整できます（チェックは行わない）

オンライン帳票，バッチ帳票共に調整できます。

＜参考＞

各帳票のフォームIDは【付録3　FORM_LIST】を参照してください。

＜印字テスト(F10)＞

プレビュー，印字のテストをします。

プリンタを指定してテスト印刷できます。

プレビュー表示できない，印刷ができない，文字化け等の場合はフォント・プリンタの設定を確認してくださ

い。
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1033　県内扱い保険者情報

国民健康保険の場合，以下の設定により県外レセプトを県内分として扱い集計・印刷を行うことができます。

（1）管理コードのコンボボックスより「1033　県内扱い保険者情報」を選択します
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（2）レセプトの出力順で今後，県内扱いにする保険者番号を入力します。入力後，「Enter」を押すと保険者名

称欄に「105　保険者マスタ」の保険者名称欄　で入力されている名称を自動表示します。

（3）入力内容を確認後，「確定」(F12)を押して登録をします。

ファンクションキーの説明

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 遷移元の画面に戻ります。

確定 F12

入力内容をデータベースに登録します。

押した後，「登録処理をします」と，確認メッセージを表示します。

「OK」を押すと登録を行い，「戻る」を押すと再度入力画面へ戻りま

す。
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1038　診療行為機能情報

（1）管理コードのコンボボックスより「1038　診療行為機能情報」を選択します。
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（2）診療行為情報について，コンボボックスより設定をします。

項目の説明

＜表示選択＞

1：Do初期表示 Do画面を呼び出したときに，初期表示する診療区分を設定します。

00：全体

10：医学管理・在宅

20：投薬

30：注射

40：処置

50：手術・麻酔

60：検査

70：画像診断

80：リハビリ・その他

90：自費・その他

29：投薬・注射

※Do画面（（K09)診療行為選択画面）の「99　全内容確認」は設定できませ

ん（表示のための区分であり，剤の選択ができないため）

2：中途表示一覧 中途表示（中途終了一覧）の患者表示順を設定します。

0：患者番号順

1：登録順

登録順は中途終了順で表示します。

3：検査正式名称表示 検査の正式名称から診療行為検索，または診療行為画面，会計照会画面で正

式名称の表示をします。

0：使用しない
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1：使用する

※一覧選択画面ではこの設定に関係なく略称と正式名称を表示します。

4：悪性腫瘍検査一覧 マーカー検査のコメントを検査コード入力，またはコメント手入力の設定を

します。

0：自動表示しない

1：自動表示する

5：確認画面処方名称表示 診療行為入力時の「診療行為確認画面」の薬剤の表示設定をします。

0：一般名表示

1：銘柄名表示

2：一般名表示（全画面）

「2：一般名表示（全画面）」はすべての画面表示が一般名になります。

6：選択式コメント一覧 選択式コメント一覧の自動表示を設定します。

0：自動表示しない

1：自動表示する

2：自動表示する（選択コメントなし）

設定内容は”2.5.2 入力の基本操作ー(2)入力方法ー選択式コメントの入

力”を参照してください。

＜請求選択＞

1：入金の取り扱い 過去に未収金がある場合の入金額の割り当て方法を，コンボボックスより選

択します。

ここで設定された内容は，診療行為入力画面の請求確認画面にある，「入金

の取扱い」コンボボックスに反映して初期表示をします。

コンボボックスの内容は，以下のとおりです。

1：今回請求分のみ入金

今回請求分のみ入金処理を行い，他の未収データへの入金処理は行いませ

ん。

2：今回分・伝票の古い未収順に入金

入金額が今回請求額を超える場合，先に今回請求分の入金処理を行い，残金

は他の未収データへと振り分けられます。このとき，残金の振り分けは伝票

番号の小さい未収データから順に行われます。

なお，入金額が今回請求額以下の場合は今回請求分のみに入金処理をしま

す。

3：今回分・伝票の新しい未収順に入金

入金額が今回請求額を超える場合，先に今回請求分の入金処理を行い，残金

は他の未収データへと振り分けられます。このとき，残金の振り分けは伝票

番号の大きい未収データから順に行われます。

なお，入金額が今回請求額以下の場合は今回請求分のみに入金処理をしま

す。

4：伝票の古い未収順に入金

入金額を伝票番号の小さいデータから順に入金します。

残金がある場合は，今回請求データへ入金をします。

5：伝票の新しい未収順に入金

入金額を伝票番号の大きい未収データから順に入金します。

ただし，今回請求分を除きます。残金がある場合は，今回請求データに入金

をします。

なお，まとめ入金ができるのは新規に入力を行った診療行為のみとし，診療

訂正分は訂正入力分のみの入金処理をします。

2：複数科まとめ集計 複数診療科の同時入力があった場合の請求額の集計方法について，コンボボ

ックスより選択します。

ここで設定された内容は，診療行為入力画面－請求確認画面の集計方法に反

映します。
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「0　複数科まとめ集計をする」

保険組合せが同じとき，診療科に関係無く保険ごとにまとめた点数から集計

をします。その際にまとめ差額が生じた場合は，診療行為入力画面－請求確

認画面へ「複数科まとめ差額：○」と差額表示をします。請求額はまとめた請

求額になります。

「1　複数科まとめ集計をしない」

保険組合せが同じとき，それぞれの診療科ごとに請求額を計算した後に合算

をした額を請求額とします。

3：請求書発行方法 複数診療科や複数保険で同時入力した場合の請求書兼領収書の発行方法につ

いて，コンボボックスより選択します。

4：訂正の請求書金額 訂正時の請求確認画面の請求書兼領収書区分の初期設定をします。

「0　訂正分（差額）」

差額分の請求書兼領収書を初期表示します。

「1　合計」

合計分の請求書兼領収書を初期表示します。

5：薬剤情報提供発行 薬剤情報提供料の算定があれば連動し薬剤情報を「発行あり」にします。

※「101　システム管理マスタ」－「1001　医療機関情報－基本」または「1010

職員情報」－個別設定の薬剤情報発行フラグが「0　発行しない」になってい

る場合は連動しません。

6：お薬手帳発行 薬剤情報提供料（手帳に記載する）の算定があれば連動しお薬手帳用のお薬

リストを「発行あり」にします。

7：薬情・お薬手帳対象 包括分入力の薬剤を薬剤情報，お薬手帳の対象にするか設定します。

「0　包括分入力保険を対象としない」

包括分入力の薬剤は対象外とします（印刷しない）

「1　包括分入力の保険を対象とする」

包括分入力の薬剤を対象とします（印刷する）

8：入金・返金額設定 外来の請求確認画面の入金額・返金額に過去の未収金額・返金の金額を反映

させるか設定します。

「0　今回請求額のみ」

　　　　過去の未収金額・返金額を反映しません。

「1　一括入金反映」

　　　　過去の未収金額のみ反映します。

「2　一括返金反映」

　　　　過去の返金額のみ反映します。

「3　一括入金・返金反映」

　　　　過去の未収金額・返金額を反映します。

※1～3を設定するには，入金の取り扱いの設定が「1　今回請求分のみ入金」

以外に設定されている必要があります。

※訂正時は過去日の入返金は行えないため対象外になります。

9：発行日変更 請求書兼領収書の発行日を請求確認画面で変更できるようにするか否かを設

定します。

ここで設定された内容は，診療行為入力画面－請求確認画面にある，「(発行方法)」コンボボックスに反映して

初期表示をします。

＜その他＞

1：同日再診，訂正選択 外来の診療行為入力で入力日が最終来院日のときに同日再診か訂正入力か

確認メッセージを表示し選択するとことができます。

0　選択しない
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1　選択する（OK:同日再診）

2　選択する（OK：訂正）

診療行為入力画面のメッセージの「OK」でどちらの動きをするか設定できま

す。

※中途データが存在するまたは受付中の場合はメッセージを表示しません。

2：皮下筋肉注射料自動変換 皮下筋肉注射（.310）の薬剤液量が5ml以上のとき手技料を自動的に変換す

るか否かを設定します。

0　変換する

1　変換しない

3：投薬診療種別自動変換 小児科外来診療料等，院内処方が包括になるとき「.210」を「.213」への自動

変換の設定をします。

0　変換する

1　変換しない

※「1014　包括診療行為設定情報」の包括算定情報の項目が「0 包括算定し

ない」が設定されているときに置き換えを行います。

4：レセプトプレビュー 診療行為確認画面からのレセプトプレビューの設定をします。

1　院外処方含まない

2　院外処方含む

※「2005　レセプト・総括印刷情報」の設定により，包括診療分も記載しま

す。

5：残量廃棄算定 注射以外のすべての診療区分で残量廃棄できます。

　　　1　注射のみ

　　　2　すべての診療区分

6：精神療法20歳未満加算 精神療法20未満加算の自動算定を設定します。

　　　0　自動算定する

　　　1　自動算定しない

7：心身療法20歳未満加算 心身医学療法20歳未満加算の自動算定を設定します。

　　　0　自動算定する

　　　1　自動算定しない

8：レセプトレイアウト プレビュー画面のレイアウトを変更します。

「1　一画面表示」に設定すると一画面内に収まるように表示します。

　　　0　通常表示

　　　1　一画面表示

9：セット内容展開 診療行為入力画面でセットを展開時の表示を設定します。

　　　0　通常展開

　　　1　全展開

「1　全展開」はセット内容をすべて展開し，併用算定や年齢によるエラーを

表示します。

＜リハビリ・患者情報・介護認定情報表示＞
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リハビリ開始日

禁忌

アレルギー

感染症

コメント

介護認定情報

診療行為入力画面に表示する患者情報の表示順を設定します。

＜環境設定背景色＞

環境設定で時間外区分または日付が変更された場合，クライアントの画面背景色を変更して注意を促せます。

標準（時間内）

日付変更

1：時間外

2：休日

3：深夜

4：時間外特例

5：小児科夜間

6：小児科休日

7：小児科深夜

8：夜間・早朝

それぞれ任意の背景色を設定できます。

色ボタンを押すと背景色選択画面を表示します。

任意の色を選択し「OK」を押します。

初期設定の色：黒　#000000　を設定した場合は背景色なしになります。

【日付変更を設定した画面】

＜スクロール背景色＞

「21　診療行為」画面の入力欄の背景色を設定します。

入力スクロール 0　行ごと 1行間隔で背景色が付きます。

1　剤ごと 1剤ごとに背景色が付きます。

エラー エラー行に背景色が付きます。

警告 警告行に背景色が付きます。

初期設定の色　スクロール背景色：#FAEBD7(AntiqueWhite)

　　　　　　　エラー：#FFB5C5(pink1)

　　　　　　　警告：#FFB5C5(pink1)
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ヒント！

スクロール背景色，エラー・警告の背景色を設定しない場合は #FFFFFF(White) を設定してください。

スクロール背景色を初期設定の色に戻すには #000000(Black) を設定します。

エラー・警告色を初期設定の色に戻すには #000000(Black) を設定します。
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1039　収納機能情報

（1）管理コードのコンボボックスより「1039　収納機能情報」を選択します。

「確定」(F12)を押します。
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＜（S02）収納登録－請求一覧＞

1：再発行方法（外来）

収納登録－請求一覧画面で複数科保険入力した請求書兼領収書の再発行方法を設定します。

0　個別に発行 収納データをまとめずに個別に再発行します

1　診療行為で指定した方法で発行
診療行為入力時に指定した発行方法で再発行します。

（複数科（保険）をまとめた場合は同じ領収書が再発行できます）

0　前回請求額印字なし 前回請求額（未収金）を印字しません。

1　前回請求額印字する 前回請求額（未収金）を印字します。

2：月別請求書兼領収書

収納業務より発行する月別請求書兼領収書の記載方法を設定します。

1　診療科・保険組合せ別に発行 診療科・保険組合せ別に発行します。

2　保険組合せ別に発行 保険組合せ別に発行します。

3　診療科別に発行 診療科別に発行します。

4　まとめて発行 まとめて1枚発行します。

0　前回請求額を印字しない 前回請求額（未収金）を印字しません。

1　前回請求額を印字する 前回請求額（未収金）を印字します。

0　入金済みの請求データを集計に含める 入金の完了している収納データも含めて印刷します。

1　入金済みの請求データを集計に含めない 入金の完了している収納データは含めないで印刷します。
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3：請求一覧初期表示

画面表示の初期表示を設定します。

0　収納一覧（月）

1　収納一覧（年）

2　収納一覧（全部）

3　未収一覧

4　入返金日

4：一括再計算順

一括再計算の計算順を設定します。

0　伝票番号順

1　診療日順

5：一括再計算方法

一括再計算の計算方法を設定します。

0　一部負担金を保持し先頭より再計算を行う

1　一部負担金をクリアし先頭より再計算を行う

＜（S03）収納登録―請求確認（外来）＞

1：請求書兼領収書

入金時の請求書兼領収書の有無を設定します。

0　発行しない 0　発行なしを初期表示します

1　発行する 1　発行するを初期表示します

患者登録による請求書発行区分との関係

患者登録の請求書発行区分，または「101　システム管理マスタ」－「1039　収納機能情報」の外来分請求書発行

区分のどちらかが「発行しない」ように設定済みの場合は「発行なし」を初期表示します。

2：診療費明細書

入金時の診療費明細書の有無を設定します。

0　発行しない 0　発行なしを初期表示します

1　発行する 1　発行するを初期表示します

＜（S03N）収納登録―請求確認（入院）＞

1：請求書兼領収書

収納登録―請求確認画面で入金した場合の請求書兼領収書の有無を設定します。

0　発行しない 0　発行なしを初期表示します

1　発行する 1　発行するを初期表示します

※入院の請求書は患者登録の請求書発行区分設定の影響はありません。

2：診療費明細書

収納登録―請求確認画面で入金した場合の診療費明細書の有無を設定します。

0　発行しない 0　発行なしを初期表示します

1　発行する 1　発行するを初期表示します

＜（S04）支払証明書印刷＞

支払証明書の初期表示の設定をします。

1　支払証明書 0　発行しない

1　日別証明書
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2　月別証明書

2　入外区分 0　すべて

1　入院

2　外来

3　期間指定 1　年月日

2　年

3　年度

4　期間区分 1　診療期間

2　支払期間

5　請求内容の印字 1　印字する

2　印字しない

3　医保分のみ印字する

6　期間開始日前診療分の支払い 1　支払金額に含める

2　支払金額に含めない

7　期間終了日後の支払 1　支払金額に含める

2　支払金額に含めない

8　自費内訳明細書 0　発行しない

1　日別明細書

2　月別明細書

＜（S06）収納登録－一括入金＞

1：入金の取り扱い

収納登録－一括入金画面で初期表示する入金方法を設定します。

1　伝票の古い未収順に入金

2　伝票の新しい未収順に入金

2：請求書兼領収書

収納登録－一括入金画面で請求書兼領収書の発行区分を設定します。

0　発行しない 0　発行なしを初期表示します

1　発行する 1　発行するを初期表示します

3：外来分発行方法

収納登録－一括入金画面で請求書兼領収書の発行方法を設定します。

0　個別に発行 入金された収納データごとに個別発行します

1　月ごとに診療科・保険組合せ別に発行 診療科と保険組合せが一致する収納データを1枚にまとめて発行しま

す（月別に発行）

2　月ごとに保険組合せごとに発行 保険組合せが一致する収納データを1枚にまとめて発行します（月別

に発行）

3　月ごとに診療科別に発行 診療科が一致する収納データを1枚にまとめて発行します（月別に発

行

4　月ごとにまとめて発行 月ごとに1枚にまとめて発行します
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＜収納一覧－締め処理＞

1.過去日分の登録時刻

診療行為入力時に日付を変更した後，登録した収納データの登録時刻を設定します。

「15：00」と設定した場合は，診療日（変更した日）の15：00として登録します。

2.仮締めの時間帯（任意）

締め対応の収納一覧表を使用する場合に対象になります。

時刻を設定すると，この時間帯に締め処理を行うときに締め時刻登録画面の処理区分に自動で「2　仮締め」を

表示します。

曜日指定を行い，午前・午後の診療日と午前のみ診療日と2パターンを設定できます。

＜請求書兼領収書－前回請求額（未収金）（入外共通）＞

収納より請求書兼領収書の再発行をする際，診療日以降の未収金額の記載方法を設定します。

0　診療日（請求期間）以降の未収金を含める

0　診療日（請求期間）以降の未収金を含めない
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1041　入金方法情報

設定した入金方法は，収納業務の請求確認画面，一括入金画面で入金方法を選択できます。

（1）管理コードのコンボボックスより「1041　入金方法情報」を選択します。（「01　現金」は，標準提供してい

ます）。

＜区分コードについて＞

区分コードは2桁の数字で設定します。
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（2）各項目を入力します。

項目の説明

区分コード 入金方法コード欄で設定した2桁の任意の数字を表示します。

入金方法（全角15文字まで） 入金方法の名称を入力します。必須入力項目です。

入金方法（短縮名）（全角5文字まで） 入金方法の短縮名を入力します。収納登録－請求確認画面の一覧に表示する

名称です。必須入力項目です。

分類区分 コンボボックスよりいずれかの内容を選択します。初期表示は「01　現金」と

し，必須選択項目です。

なお，入金方法は各医療機関で任意に登録できるようにするため，分類区分のもつ意味が各医療機関ごとに異

なることが予想されます。このため，入金方法の区分と同時に分類区分の入力を行い，日レセでは分類区分で指

定されたコードを元に入金方法の判断をします。
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1042　病名・コメント機能情報

（1）管理コードのコンボボックスより「1042　病名・コメント機能情報」を選択します。
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（2）病名・コメント機能情報の設定をします。

項目の説明

＜主病名確認メッセージの表示＞

病名登録画面で登録時に主病名が設定されていない場合，主病名の有無をチェックし，確認メッセージを表示

します。

初期設定：0　表示する

※「101　システム管理マスタ」－「2005　レセプト・総括印刷情報」の傷病名編集区分で「0：主病名の編集を行

わない」が設定済みの場合は，病名・コメント機能情報の設定に関係なく主病名確認メッセージは表示されませ

ん。

0：表示する（初期表示） 確認メッセージを表示します。

1：表示しない
確認メッセージを表示しません。

（チェックしません）

＜移行病名・推奨病名警告メッセージの表示＞

病名登録画面で入力した病名が移行病名・推奨病名であるとき警告メッセージを表示します。

0：表示する 警告メッセージを表示します。

1：表示しない 警告メッセージを表示しません。

設定なし 警告メッセージを表示します。

※移行病名と廃止年月日

移行病名には廃止年月日が設定されているため，移行病名・推奨病名の警告メッセージを「1　表示しない」と

しても，廃止病名の警告メッセージを表示します。

廃止病名警告メッセージの表示も必要があれば設定してください。
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＜廃止病名警告メッセージの表示＞

病名登録画面で入力した病名が廃止病名であるとき警告メッセージを表示します。

0：表示する 警告メッセージを表示します。

1：表示しない 警告メッセージを表示しません。

設定なし 警告メッセージを表示します。

＜他診療科の同一病名警告メッセージの表示＞

病名登録画面で登録時に他科で同一病名が未転帰で登録済みの場合，警告メッセージを表示します。

初期設定：0　表示しない

0：表示しない 警告メッセージを表示しません。

1：表示する 警告メッセージを表示します。

設定なし 警告メッセージを表示しません。

＜死亡区分更新確認メッセージの表示＞

病名登録画面で転帰に「2　死亡」を登録した場合に表示する確認メッセージを設定します。

0：表示する 確認メッセージを表示します。

1：表示しない 確認メッセージを表示しない。

＜初期表示する診療科＞

病名登録画面の診療科の表示を設定します。

初期設定：0　標準（最終受診科，遷移持は選択診療科）

※旧総合病院の場合，「全科」表示はないので，設定内容に関わらず診療科は最終受診科（遷移時は診療行為画

面の診療科）を表示します。

0：標準（最終受診科，遷移時は

選択診療科）

病名登録画面から患者を選択した場合 最終受診科を表示

診療行為画面で患者を表示し遷移した場合 診療行為画面の診療科を表示

1：全科 全科を表示

2：全科（遷移時は選択診療科）
病名登録画面から患者を選択した場合 全科を表示

診療行為画面で患者を表示し遷移した場合 診療行為画面の診療科を表示

＜初期表示する病名の対象期間＞

病名登録画面の表示期間を設定します。

初期設定：0　当月

0：当月 当月有効な病名のみ表示します

1：前月 前月有効な病名のみ表示します

2：全体 全体を表示します

＜疑いフラグの自動消去＞

病名登録時に疑いフラグの消去を設定します。

（疑いフラグは病名コードまたは病名欄に疑い病名を入力すると自動で立ちます）

0　病名欄と連動して消去 病名欄で「の疑い」を消し，「Enter」を押したときにのみ削除します。

※病名コード欄で「の疑い」に該当するコードを消した場合は疑いフラグ

は残ります。

1　病名欄，病名コード欄と連動して消去 病名欄，病名コード欄で「の疑い」を消し，「Enter」を押したときに削除

します。

＜詳記区分初期表示＞

病名または会計照会からのコメント入力画面で症状詳記区分の初期表示を設定します。
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1043　会計照会機能情報

管理コードのコンボボックスより「1043　会計機能情報」を選択します。

会計照会機能情報画面へ遷移します。
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項目の説明

＜全科の表示順＞

会計照会画面の診療科を「00　全科」としたときに表示する順の初期設定できます。

0　診療科順 診療科順で表示します

1　診療区分順 診療区分順の診療科順で表示します

＜診療科の初期表示＞

会計照会画面の初期表示，前月・次月キーの画面遷移時の診療科の表示を設定します。

「0　標準」

初期表示

・受付，診療行為から患者番号と診療科を選択して遷移した場合は

　選択した診療科を表示。

・上記以外の場合は，受診履歴から当月の最終受診科を表示。
前月，次月ボタン ・表示する月の最終受診科を表示。

「1　前回受診科」

初期表示

・受付，診療行為から患者番号と診療科を選択して遷移した場合は

　選択した診療科を表示。

・上記以外の場合は，受診履歴から当月の最終受診科を表示。
前月，次月ボタン ・選択中の診療科を表示（診療がない場合のメッセージ非表示）
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「2　全科」

初期表示 ・全科を表示。
前月，次月ボタン ・選択中の診療科を表示（診療がない場合のメッセージ非表示）

＜レセプトプレビュー＞

会計照会からのレセプトプレビューの設定をします。

レセプトプレビュー 1　院外処方含まない

2　院外処方含む

※「2005　レセプト・総括印刷情報」の設定により，包括診療分も記載します。

＜レセプトレイアウト＞

プレビュー画面のレセプトレイアウトを変更します。

0　通常表示 紙レセプトのレイアウトを表示します。

1　一画面表示 レセプトレイアウトを変更し，一画面内に収まるように表示します。
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1045　予約機能情報

（1）管理コードのコンボボックスより「1045　予約機能情報」を選択します。
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（2）予約登録画面の初期表示を設定します。

＜初期表示ドクター＞

予約画面の初期表示するドクターを設定します。

＜予約一覧の初期表示＞

予約一覧表の初期表示を設定します。

0　予約登録内容 予約登録で表示している診療内容の一覧を表示します。

1　全体 全体（すべての診療内容）を表示します。

＜予約枠件数＞

予約登録の1つの枠（1時間おき）の警告表示する件数を設定します。

警告表示を解除するには「99」を入力します。

＜予約票発行区分＞

予約登録画面の予約票発行区分を初期設定します。

＜患者番号連動（受付・診療行為）＞

受付業務または外来診療行為入力画面で患者番号を入力し表示している状態で予約画面に遷移したとき患者情

報を引き継ぐか否かを設定します。

0　連動しない

1　連動する

＜予約・受付番号連動区分＞
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受付業務で患者番号を入力した際，すでにその患者で予約または受付がある場合の確認メッセージを表示しま

す。

0　連動しない 連動しません。

1　連動する ・受付業務で患者番号を入力

　　予約がある場合

　　　　登録されている予約を選択するかどうかの問い合わせを表示

　　受付がある場合

　　　　登録されている受付を選択するかどうかの問い合わせを表示

2　連動する（予約のみ） ・受付業務で患者番号を入力

　　予約がある場合

　　　　登録されている予約を選択するかどうかの問い合わせを表示

＜保険組合せ設定区分＞

受付時の保険組合せ欄の空白チェックを行うか否かを設定します。

0　空白チェックなし ・チェックを行いません。

1　空白チェックあり ・空白のとき警告表示します。

2　空白チェックあり（予約設定有） ・空白のとき警告表示します。

・予約，受付状況一覧から予約分を選択して受付に展開したとき，保険組合せを

前回受診履歴より自動表示します。
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1046　出産費用内訳明細情報

出産育児一時金直接支払い制度（分娩費用明細書，出産育児一時金等代理申請・受取請求書）に対しての設定

を行ないます。

実際には，請求書兼領収書の記載項目を分娩費用明細書，出産育児一時金等代理申請・受取請求書の各項目へ

金額の振り分け設定を行ないます。

（1）管理コードのコンボボックスより「1046　出産費用内訳明細情報」を選択します。
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（2）各項目を設定します。

【設定例】

ここで設定するのは保険適用外の診療のみ対象になります。

保険診療の金額は分娩費用明細書の「一時負担金額等」に自動的に計上します。

ポイント！

この設定は請求確認画面の自費項目（画像の赤枠の部分）を分娩費用明細書のどの項目に金額を振り分けるかの設定を行

ないます。
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1100　データチェック機能情報

（1）管理コードのコンボボックスより「1100　データチェック機能情報」を選択します。

各自治体により異なる地方公費には，負担者番号または受給者番号が無い（空白とする）場合があります。これ

ら地方公費をデータチェックの確認項目である「公費負担者番号・受給者番号抜け」の入力漏れのチェック対象

としないために，地方公費単位でデータチェックの対象とするか否かを設定できます。

※この設定がされていない地方公費は，従来どおりデータチェックのチェック対象になります。したがって，負

担者番号・受給者番号のいずれもチェック対象とする場合，地方公費単位でこの設定を行う必要はありません。
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（2）該当になる地方公費について，各項目の選択をします

（3）「追加」(F6)を押すと＜地方公費の受給者番号・負担者番号抜けチェック＞一覧（以下，地方公費一覧と

表記）へ設定内容の登録をします。

項目の説明

選択番号 登録済みの地方公費一覧から，設定内容の変更または削除を行う場合，番号

を入力します。

公費の種類 「91　マスタ登録」の「104　保険番号マスタ」で登録されている地方公費であ

り，画面下の有効期間の開始日時点で有効な地方公費をコンボボックスに表

示します。

設定を行う地方公費をコンボボックスから選択します。

負担者番号抜け・受給者番号抜け 患者登録画面で，公費負担者番号または受給者番号を空白で登録された場

合，データチェック処理でチェック対象とするか否かを選択します。

「0　チェックする」を設定した場合は，空白で登録されている患者はチェッ

ク対象になります。

「1　チェックしない」を設定した場合は，空白で登録されている患者はチェ

ック対象外になります。
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＜負担者番号入力内容チェック・受給者番号入力チェック＞

半角文字 チェックを設定します。

全角文字 チェックを設定します。

数字以外の入力 チェックを設定します。

桁数 チェックを設定します。

ファンクションキーの説明

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 遷移元の画面に戻ります。

クリア F2 入力項目の内容をクリアします。

追加 F6 設定内容を地方公費一覧へ登録します。最大100件の登録ができます。

変更 F7
登録済みの設定内容の変更をします。

地方公費一覧に表示されている番号を選択番号欄へ入力すると設定

内容を入力項目欄へ複写します。内容を変更後は「変更」を押します。

削除 F8
登録済みの設定内容の削除をします。

地方公費一覧の行番号を選択した後に「削除」を押します。
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1101　データチェック機能情報2

（1）システム管理コードのコンボボックスより「1101　データチェック情報2」を選択します。
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（2）業務メニュー「41　データチェック」についての初期設定をします。

【設定1画面】
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【設定2画面】

項目の説明

設定1画面

＜公費負担者番号・受給者番号＞

生活保護・残留邦人等の受給者番号抜け 生活保護・残留邦人の受給者番号チェックを行うか否かを設定します。

初期設定は「2　チェックしない」です。

＜患者病名＞
診療科別のチェック 患者の病名に係るチェックを診療科ごとに行うか否かをコンボボックスより

指定します。

初期設定は「1　する」です。

主病名チェック 主病名の有無をチェックします。

初期設定は「2　しない」です。

疑い病名チェック期間 疑い病名のチェック期間を設定します。

1～9ヶ月の範囲で設定できます。

急性病名チェック期間 急性病名のチェックを行う場合，期間をコンボボックスより指定します。期

間の指定は空白（チェックしない），1～4ヶ月の範囲で選択できます。

初期設定は空白（チェックしない）です。

＜診療開始日＞

診療開始日と実日数の比較チェック 診療開始日の日数と実日数のチェックを設定します。

初期設定は「1　チェックする」です。

「中止」の取り扱い 中止の転帰日から初診料算定の取り扱いを設定します。
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初期設定は「1　転帰日から1ヶ月経過後に初診料算定可能」です。

＜チェックマスタ－適応病名チェック＞
チェックマスタ－適応病名チェック チェックマスタの適応病名と患者病名の突合条件の設定をします。

（薬剤と病名，診療行為と病名および投与禁忌薬剤と病名のチェックの動作

を指定します）。

（1）病名コードによるチェックを設定します。
（2）～（5）マスタ準拠傷病名，未コード化傷病名の名称によるチェックを設定します。

例1）

データチェックマスタ登録病名 胃潰瘍「5319009」　部分一致

患者登録病名

急性胃潰瘍「5313001」

急性胃潰瘍（疑）「0000999」

急性胃潰瘍「ZZZ4012」「5319009」
（上記設定画面の番号を参照）

（1）○：マスタ準拠傷病名同士のコードによるチェックをします。適応病名になるのは
　　　　　急性胃潰瘍「ZZZ4012」「5319009」
（2）○：マスタ準拠傷病名同士の名称によるチェックをします。適応病名になるのは
　　　　　急性胃潰瘍
（3）○：マスタ準拠傷病名と未コード化傷病名の名称によるチェックをします。適応病名になるのは
　　　　　急性胃潰瘍（疑）

例2）

データチェックマスタ登録病名 胃潰瘍（疑）「0000999」　部分一致

患者登録病名

急性胃潰瘍「5313001」

急性胃潰瘍「ZZZ4012」「5319009」

急性胃潰瘍（疑）「0000999」

（4）○：未コード化傷病名とマスタ準拠傷病名の名称によるチェックをします。
　　　　　適用傷病名はなし。
　　　　　（急性胃潰瘍は「胃潰瘍（疑）」を含んでいないため）
（5）○：未コード化傷病名同士の名称によるチェックをします。適用傷病名は急性胃潰瘍（疑）
※通常は（1），（3），（4），（5）を○にします。

チェックマスタ：胃潰瘍「5319009」と患者病名：急性胃潰瘍「5313001」は病名コードが違うため，データチェッ
クでOKとしたい場合は，（2）を○に変更し，コードと名称の両方の条件でチェックするよう設定します。

■過月の転帰済適応病名
データチェックの「薬剤と病名」および「診療行為と病名」について，すでに転帰が入力され適応病名が有効な期
間でない場合のチェックメッセージを設定します。

1　チェックする 転帰済みの病名をチェックします。
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　（初期設定） 「病名が有効な期間で登録されていません【薬剤名，病名】」のメッセージを印字します。

2　チェックしない 転帰済みの病名をチェックしません。

「薬剤の適応病名未入力です【薬剤名】」のメッセージを印字します。

■適応病名マスタからの直接データチェック
適応病名マスタからのデータチェックを設定します。

薬剤と病名，診療行為と病名

0　行わない 適応病名マスタからのデータチェックを行いません。

（ユーザー登録のチェックマスタのみデータチェックをします）

1　行う ユーザー登録のチェックマスタと適応病名マスタの両方からデータチェックをしま

す。

2　チェックマスタに未登録の薬剤

（診療行為）のみ行う

ユーザー登録のチェックマスタがない場合のみ適応病名マスタからデータチェックを

します。

• 適応病名マスタからのデータチェックは部分一致でデータチェックをします。

• ユーザー登録のチェックマスタにグループ設定がある場合は適応病名マスタからの直接データチェックは行いま

せん。

• 適応病名マスタと同じ病名がユーザ設定されているときは，ユーザ設定を優先してチェックします。

【参考：チェックマスタ登録画面】

＜薬剤と病名および病名と薬剤＞

検査，処置薬剤
手術薬剤
麻酔薬剤

データチェック（薬剤と病名，病名と薬剤）時に検査薬剤・処置薬剤・手術薬
剤・麻酔薬剤をチェック対象とするか設定します。
初期設定は「1　チェックする」です。

処方のみの薬剤
（213，223，233）

診療種別区分が213，223，233で入力された薬剤のチェックを設定します。
初期設定は「1　チェックする」です。

疑い病名の扱い 「薬剤と病名」「病名と薬剤」のチェックで疑い病名を適応病名とするか否かを設定
します。初期設定は「1　適応病名とする」です。

＜薬剤と併用禁忌＞

相互作用マスタ 薬剤と併用禁忌のデータチェックのときに，相互作用マスタを参照しチェックするか否かを

設定します。
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＜診療行為の併用算定＞

警告エラー 診療行為の併用算定を警告に設定した項目をデータチェックでチェックするか否
かを設定します。

電子点数表マスタ 電子点数表より「診療行為の併用算定」チェックを行うか否かを設定します。
「1　参照する」：「41　データチェック」の「11．診療行為の併用算定」を

   実行時に電子点数表を参照し，チェックをします。
「2　参照しない」：電子点数表を参照しません。

＜「1　参照する」を設定した場合＞
特例条件（条件によっては併用算定可能）が電子点数表に設定されている診療行
為のチェックを設定します。

「1　特例条件があるものも参照する」：チェックをします。
「2　特例条件があるものは参照しない」：チェックを行いません。

設定2画面

＜診療行為算定回数＞
「41　データチェック」の「20　診療行為算定回数」を設定します。

電子点数表マスタ 電子点数表マスタによる診療行為算定回数チェックを行うには「1　参照する」を設定します。

初期設定は「2　参照しない」です。

警告エラー 警告設定されている診療行為のデータチェックを行うか否かの設定をします。

【警告設定の診療行為とは】

点数マスタの[上限回数]（[ユーザ設定　上限回数）の[エラー処理]が「9」（警告）の診療

行為または，電子点数表マスタの[特例条件]が「1」（条件あり）の診療行為

算定回数チェックを行う診療行為一覧表は，メニュー－「91　マスタ登録」－「103　チェックマスタ」－「リスト」の

「算定価数チェック一覧表」で確認できます。

＜院外処方箋の処理＞
「41　データチェック」画面の初期表示を設定します。

＜診療行為どうしの算定漏れ＞
特材品目マスタ（在宅用特定器材コードが対象）を利用して器材に対して手技料の算定漏れチェックをします。
「1　参照する」・・・チェックをします。
「2　参照しない」・・チェックをしません。

ヒント

「1　参照する」を設定すると，業務メニュー「41　データチェック」の「16　診療行為どうしの算定漏れ」でチェックを行い

ます。特材品目マスタの関連手技料の内容は確認・変更できません。

＜その他のチェック＞
■小児科外来診療料（処方箋交付）を算定した月に院外処方がないかのチェックを行うか否かを設定します。

■院外処方箋チェック点数
1月の院外処方薬剤（在宅器材含む）の点数が設定点数を超えた場合にデータチェック時にエラーとして印字し
ます。任意の点数を設定できます。

ポイント！

データチェック時には「院外処方の処理」の項目を「1　院外処方を含む」または「2　院外処方のみ」と設定してください。

＜チェックマスタ「薬剤と病名」に未登録の薬剤の有無＞
データチェックを行っていない薬剤（チェックマスタの「1　薬剤と病名」に未登録）をデータチェックの結果
リストに印字するか否かを設定します。
「1　チェックする」・・・データチェック結果リストに印字します。
「2　チェックしない」・・データチェックの結果リストに印字しません。

＜患者ごとの例外設定＞
「41　データチェック」画面で例外設定ができます。
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＜レセプトデータチェックリスト＞
■印刷順
データチェックリストの印刷順を指定できます。初期設定は「1　患者番号順」です。

1.患者番号順 患者番号順に印刷します。

2.カナ氏名順 カナ氏名順に印刷します。

3.保険，患者番号順 保険（社保，国保，労災，自賠責，自費）別，患者番号順に印刷します。

保険ごとに改ページをします。

再印刷画面より保険ごとの再印刷できます。

4.保険，カナ氏名順 保険（社保，国保，労災，自賠責，自費）別，カナ氏名順に印刷します。

保険が変わるごとに改ページをします。

再印刷画面より保険ごとの再印刷できます。

■患者別チェックリスト
患者単位に編集したチェックリストを作成するか否かをコンボボックスより指定します。
患者別チェックリストは再印刷画面からのみ印刷できます。初期設定は「1　作成しない」です。
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1102　データチェック機能情報3

保険者や保険の種類により記号が無い（空白）場合があります。

記号抜けチェックの設定を行うことにより，データチェックの確認項目である「被保険者記号・番号」をより正

確に行うことができます。また記号・番号のエラーチェック内容を設定できます。

システム管理コードのコンボボックスより「1102　データチェック情報3」を選択します。

「確定」(F12)を押します。

初期設定してある5つの保険は記号がない場合がありますので，チェックを行わない設定がしてあります。各地

域により設定を変更してください。

設定の無い保険はチェックをします。

＜設定できるパターン＞

保険者を指定するには保険者番号を指定して完全一致にします。
保険者番号の一部を前方一致とし保険の種類を指定すると都道府県ごとに設定できる。
保険の種類のみ指定すると保険種類ごとに設定ができる。
複数の条件で同じ保険の種類を登録できる。
優先順位は番号の若い方（画面上の方）からとする。
記号・番号のチェック内容を個別に設定できる。

＜登録した保険以外のチェックは？＞

各保険について記号・番号の標準チェック設定がしてあります。

登録されていない保険は各保険ごとの標準チェック内容でチェックをします。
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項目の説明

保険者番号 保険者を指定する場合に入力します。

一致条件 保険者番号の一致条件を指定します。

0：完全一致

1：前方一致

2：指定なし

※2：指定なしの場合は保険者番号をクリアします。

保険者名 保険者マスタと一致する保険者番号が入力され，一致条件が「0
完全一致」の場合に保険者名を表示します。

保険の種類 保険者マスタと一致する保険者番号が入力された場合は種類を

表示します。

また，保険者番号を入力せず保険の種類を直接指定できます。

記号抜け 指定した条件のチェックを設定します。

0：チェックする

1：チェックしない

2：チェックする（入力がある場合はエラー）

有効期間 有効期間を入力します。

記号・番号入力内容

チェック

設定した保険に対して記号・番号のエラー内容を個別に設定で

きます。

＜記号入力内容チェック＞

記号のチェック内容を設定します。

＜番号入力内容チェック（1文字目）＞

番号欄の1文字目の入力チェックを設定します。

＜番号入力内容チェック（2文字目以降）＞

番号欄の2文字目以降の入力チェックを設定します。

※設定内容を初期設定に戻したいときは？

一度設定を削除してください。

再度登録するときに「保険の種類」を選択した段階で記号・番

号チェック内容が各保険の初期設定に戻ります。

＜設定の追加＞

各条件を入力後「追加」(F6)を押します。

＜設定の変更＞

変更したい番号を入力するかマウスでクリックします。

設定内容を変更後「変更」(F7)を押します。
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＜設定例＞

世田谷区のみチェックする

初期設定されている国保（チェックしない）より上位に世田谷区の設定をします。
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東京都のみチェックする

初期設定されている国保（チェックしない）より上位に東京都の設定をします。
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世田谷区のみチェックしない
国保（チェックしない）を削除します（国保全体の設定を削除するのでチェックを行うようになります）。

世田谷区の設定（チェックしない）を追加します。
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1201　点数算定基準情報

妥結率による減算の設定をします。

（1）管理コードのコンボボックスより「1201　点数算定基準情報」を選択します。
有効年月日は「00000000」～「99999999」で登録して構いません。

（2）項目を設定します。
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項目の説明

妥結率 妥結率による減算を行う場合に設定します。

0：低妥結率でない・・・通常の点数を算定します。

1：低妥結率である・・・初再診を減算します。

＜減算した初再診点数の自動算定条件＞
システム管理「1001　医療機関情報」

• 医療機関種別が「1　病院」
• 病床数（許可）が200床以上

システム管理「1007　自動算定・チェック機能制御情報」

• 外来初診・再診料が「1　算定する」

システム管理「1201　点数算定基準情報」

• 妥結率が「1　低妥結率である」

ヒント！

労災・自賠責は減算しません。

低紹介率 紹介率の低い特定機能病院および一般病床500床以上の地域支援病院の場合に設定します。

0：低紹介率でない・・・処方料，薬剤料，処方箋料の低減をメッセージを表示しません。

1：低紹介率である・・・処方料，薬剤料，処方箋料の低減をメッセージを表示します。
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1901　医療機関編集情報

各帳票，レセプト電算データに出力する医療機関名称などの内容を設定できます。

（1）管理コードのコンボボックスより「1901　医療機関編集情報」を選択します。
有効期間を設けない場合は，未入力状態で「Enter」を押し「00000000」～「99999999」を表示します。
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（2）区分コードに2桁の数字を入力して，編集パターン番号とします。次に医療機関名称等，編集を行う内容を
各項目に入力します。
（入力例・編集内容画面）

（3）登録(F12)を押して登録します。

項目の説明
区分コード 編集パターン別に「01」から「99」までの任意の番号を付けます。必須入力項目

です。

医療機関名称（1行目）・（2行目）・

（3行目）

医療機関名称を編集する場合に入力します。1行に全角30文字まで入力でき

ます。

ただし，帳票によっては，1行に20文字以内の印字とするものや3行目の印

字を行わない帳票もありますので，必ず印字結果の検証を行ってください。

開設者名 開設者名を入力します。

郵便番号 医療機関の所在地の郵便番号を7桁の半角数字で入力します。

所在地（1行目）・（2行目）・（3行
目）

所在地を編集する場合に入力します。

1行に全角38文字まで入力できますが，医療機関名称同様，帳票により印字

する文字数，行数が異なる場合がありますので，必ず印字結果の検証を行っ

てください。

電話番号 医療機関の電話番号を半角で入力します。

FAX番号 医療機関のFAX番号を半角で入力します。
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【入力例・帳票別指定画面】

帳票の各名称横のコンボボックスには，任意につけた区分コードに「名称○○所在地××」と編集パターンを表
す名称を自動表示します。複数パターン作成した場合もすべてコンボボックスに表示しますので，各帳票にどの
編集パターンを割り当てるかを指定していきます。
なお，「名称○○所在地××」とは，編集を行った医療機関名称の1行目に入力された文字数，所在地の1行目に
入力された文字数を表します。

編集内容の入力，帳票への指定後，「登録」(F12)を押します。
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1910　プログラムオプション情報

標準提供の処方箋，薬剤情報のオプションを設定します。

（1）管理コードのコンボボックスより「1910　プログラムオプション情報」を選択します。

オプション設定を行いたいプログラム名を選択します。

オプション内容を設定し，「登録」(F12)を押します。
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＜「入力」(F10)について＞

オプション内容欄では「Enter」が改行になります。「入力」(F10)を押すとカーソルがオプション内容欄から外れ，

「登録」に移ります。

オプション設定の注意点！

● パラメタ値は半角英数字のパラメタ内容の次の桁から改行または，#が現れるまでとする。

頁印刷を行う場合，PAGE=1と設定する。

PAGEがパラメタ内容で＝の次1がパラメタ値になる。

｀PAGE=　1｀とした場合は，＝の次ぎが空白なのでパラメタは空白になる。

● #をコメント開始とする。次の改行までがコメントになる。

（コメント行は無視され設定内容は反映されません）

● 処方箋のオプションパラメタによる内容を以下とする。

頁印刷（PAGE)（0：印刷しない，1：印刷する）

1：のとき，右上にZZ/ZZと編集してページ数/総ページ数を印刷する

負担割合（FTNKBN)（0：印刷しない，1：印刷する（％），2：印刷する（割））

1：のとき，保険組合せの負担割合をZZ9％で表示する。

2：のとき，保険組合せの負担割合をZ9割で表示する。

負担割合は診療行為で表示している割合とし，ゼロのときは0を表示する。

● 地方公費を備考へ印刷（KOHKBN)（0：所定の位置に印刷，1：備考欄へ印刷）

0：のとき，すべての公費を所定位置に印刷する

1：のとき，地方公費（公費種別が「100」から「899」）は備考欄へ印刷する。

公費種類・負担者番号：XXXXXX受給者番号：XXXXXX

上記のように編集して，備考欄の高齢者・3歳未満の負担割合，麻薬情報の記載の後に編集する。

QRデータも同様に備考データとして作成する。

● 診療科名(SRYKA)（0：印刷しない，1：印刷する）

1：のとき，システム管理・診療科の短縮名1を左上に印刷する

● 保険医名を印刷(DRKBN)（0：印刷する，1：印刷しない）

1：のとき，処方箋に印刷するすべての保険医名を印刷しない。

麻薬を処方した場合の麻薬施用者免許証番号も表示しない。

● 交付年月日を印刷(KOFYMDKBN)（0：印刷する，1：印刷しない）

1：のとき，交付年月日の欄を空白で印刷しない。

● 保険医名・交付年月日はQR情報では省略できないので，QR処方箋（ORCHC02Q）で

印刷なしと設定したときは，QRを印刷しないこととする。
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1920　患者情報通知情報

業務メニュー「21　診療行為」画面で患者番号入力時に，保険証の最終確認日やメモ内容などを通知できます。

（1）管理コードのコンボボックスより「1920　患者情報通知情報」を選択します。

（2）通知したい項目に「レ」をつけ，「登録」(F12)を押します。

保険最終確認日 業務メニュー「12　登録」の主保険の最終確認日を表示します。システム日付で有効な保険の最終

確認日を通知します。（労災，自賠責，治験，自費は対象外）

メモ1 業務メニュー「11　受付」－「メモ登録」のメモ1に入力されている内容を通知します。※1

メモ2 業務メニュー「11　受付」－「メモ登録」のメモ1に入力されている内容を通知します。※1

（通知は，画面の右上部に10秒間表示します。通知時間，通知箇所は変更できません。）
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※1　メモの通知について

システム日付当日のメモがある場合は，メモ内容を通知します。

システム日付にメモがない場合は，直近のメモの日付を通知します。
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2003　レセプト作成指示（印刷順）情報

「レセプト作成指示（印刷順）情報」画面は，改正等でレセプト種別の変更が発生した場合，マスタ更新により
センターから更新データを提供します。
※表示内容は閲覧するのみとし，ユーザによる変更はできません。

（1）管理コードのコンボボックスより「2003　レセプト作成指示（印刷順）情報」を選択します。
（例では，レセプト出力順欄に「001　社保　単独　本人」を選択しています）。
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↓内容を表示します。

項目の説明
レセプト出力順 レセプトの出力順を表示します。

レセプト種類名称 レセプト出力順に対してのレセプト種類の名称を表示します。

レセプト種別 レセプト種別コードを表示します。

なお，種別コード右側の表示欄は現在使用していません。

提出先 審査支払機関を表示します。

入外区分 入院または外来を表示します。

表示順 明細書の印刷指示画面の社保，国保の各表示順を表わします。
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2005　レセプト・総括印刷情報

注意！

レセプト・総括印刷情報は有効年月日は変更できません。

必ず「00000000」～「99999999」としてください。

管理コードのコンボボックスより「2005　レセプト・総括印刷情報」を選択します。
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レセプト・基本1（1）

レセプトおよび総括表の印刷情報を入力・登録します。

項目の説明
傷病名記載区分 （上段）レセプトの傷病名欄の名称を単独表示（1行に1病名を編　　　　　集表

示する）とするか，連結表示（診療開始日，転帰が同一であれば　同一行にカン

マ区切りで表示する）とするかを選択します。

（中段）複数科を標榜する医療機関の場合，当該月のレセプトの傷病名に受診科

のみ表示させるか，すべての診療科分を表示させるかをコンボボックスより選択

できます。

後者を選択した場合，一方の科で受診が無い月でもすべての診療科分を表示させ

ることができます。

なお，初期値は「1　受診科のみ表示」が設定されています。

（下段）レセプトに表示する病名について，主病名とした取り扱いに　　　よる

編集を行わない，または編集を行う場合の選択ができます。初期値は「0　主病名

の編集を行わない」が設定されています。

「0　主病名の編集を行わない」

レセプトの傷病名欄で，主病名と副病名の切り分けを行いません。

「1　主病名の編集を行う（区切り有）」

主病名と副病名の切り分けを行い，その間に区切り線を表示します。主病名のみ

の場合は，区切り線は表示されません。

「2　主病名の編集を行う（区切り無）」

主病名と副病名の切り分けをしますが，区切り線は表示されません。
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「3　主病名の編集を行う（区切り有・主単）

主病名と副病名の切り分けを行い，その間に区切り線を表示します。主病名のみ

の場合でも，区切り線を表示します。

転帰日記載区分 転帰日表示の有無をコンボボックスより選択します。

レセプトへの転帰日を表示する場合は，「1　転帰日を表示する」を選択します。

転帰済傷病名記載区分 転帰済み病名のレセプト記載を設定します。

転帰日を優先するか，レセプト表示期間の設定を優先するか選択します。

社保OCR記載区分 社保分のレセプトにOCR文字を印字するか否かを指定します。

初期表示は「0　OCR(入院外のみ)」です。

国保OCR記載区分 国保分のレセプトにOCR文字を印字するか否かを指定します。

初期表示は「0　OCRなし」です。

広域連合OCR記載区分 広域連合分のレセプトにOCR文字を印字するか否かを指定します。

初期表示は「0　OCRなし」です。

通し番号記載区分 レセプト用紙の通し番号の表示を行うか否かをコンボボックスより選択します。

（ただし平成14年10月以降のレセプトが対象になり，レセプト種別等には関係無

く出力された順番を通し番号で記載します）。

「1　通し番号を表示する」を設定した場合，一括作成により出力したレセプトに

は出力順に1からの連番で通し番号を表示し，個別作成により出力したレセプト

には「　1」のようにかっこをつけて通し番号を表示します。続紙がある場合に1／

2，2／2を表示します。

入退院履歴記載区分（入院外） 入院外のレセプトに入院歴を記載するか否かを設定します。

　「0：入退院履歴を記載しない」

　「1：入退院履歴を記載する」

　「2：入退院履歴を記載する（自費入院は除く）」

※医保レセプトのみに記載します。

※2の場合は，入院会計の保険組合せがすべて自費保険の場合を除きます。

入退院履歴記載区分（入院） 同一月に複数の入院歴があり，入院基本料の算定が全くない入院歴をレセプトに

記載するか否かを設定します。

　「0　入院料の算定がない入退院履歴を記載しない」

　「1　入院料の算定がない入退院履歴を記載する」

※医保レセプトのみに記載します。

※すべての入院歴で入院料の算定がない場合は，設定に係わらず入院歴を記載し

ます。

診療科記載区分（入院） 入院レセプトについて，診療科の表示有無をコンボボックスより選択します。

病棟番号記載区分（入院） 入院レセプトに病棟番号，病室番号の表示有無をコンボボックスより選択しま

す。

老人＋原爆　レセ記載 老人保健と原爆（19）の併用の患者について，レセプト公費欄に原爆の情報を印

刷するか否かをコンボボックスより選択します。

初期表示は「0：社保，国保とも印刷不可」としています。

※H20年4月以降の「後期高齢者＋原爆」のレセプトは併用扱いになるため原爆をレ

セプトに記載します。この項目はH20年3月以前の「老人＋原爆」のレセプトについ

ての設定になります。

自費レセ摘要欄記載 自費保険のレセプトの摘要欄記載について，下記条件の自費分行為内容をレセプ

トの摘要欄に印字するか否かをコンボボックスより選択します。

初期表示は「0：なし」としています。

「1：あり」とした場合は，請求点数が0（ゼロ）点であってもレセ　プト作成を行

い，レセプト摘要欄へ内容を印字します。

なお，レセプト左側の点数欄や下の請求点に反映はされません。

また，摘要欄への記載内容が無い場合は自費保険であってもレセプトの作成は行

いません。

〈条件〉

　　レセ種別　：　8888　（自費保険）

　　診療区分　：　95または96
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　　診療行為コード：（先頭が）095または096または8

（ただし，診療行為コードの4桁目からの2文字が「00」，「91」，「92」，「93」，

「94」および「コメントのみ」は除く）

入院料未算定時コメント記載 入院レセプトで入院料の算定がない場合に自動記載するコメントを設定します。

「0　自動記載しない」

「1　「自費で入院料算定済み」と記載」

「2　「他保険で入院料算定済み」と記載」

「3　保険組合せに準ずる自動記載」

※「3　保険組合せに準ずる自動記載」は入院料の算定がない場合に入院している

保険を自動記載します。ただし以下の例のような同じ保険の種類同士の場合は入

院料の算定がなくても自動記載しません。

例）入院会計：労災　　診療内容：労災

　　入院会計：社保　　診療内容：社保　等

入院料他保険算定時コメント記載 入院料を算定している保険組合せ以外の保険組合せのレセプトに自動記載するコ

メントを設定します。

「0　自動記載しない」

「1　「他保険で入院料算定済」と記載」

「2　保険組合せに準ずる自動記載」

受付エラーチェック区分 レセプト電算時に受付エラーになるレセプトをチェックし種別不明にできます。

以下の内容をチェックします。

• 生活保護の負担者番号または受給者番号の記録がない

• 傷病名の記録がない

• 特定器材の単位コードの記録がない

• コメントの未入力または全角空白のみの入力

受付エラーチェックから自費レセプトを除くことができます。「2　チェックする

（自費レセプトは除く）」を設定してください。

病名記載順 傷病名の記録順を設定します。

「0　転帰分を同一開始日の末尾に記載する」

「1　転帰分を同一開始日の先頭に記載する」

「2　入力順に記載する」

法別24・79　食事欄記載 法別番号24（療養介護）または法別番号79（障害児施設）の食事療養上限額が0
円の場合のレセプト記載を設定します。

県別レセプト編集プログラム名 レセプトに印刷される公費負担医療の【乳】や【福】などの表示設定をします。レセ

プトのカスタマイズされたプログラム名を入力します。

自動遷移区分 「42　明細書」業務でレセプト作成処理を行ったときやレセプトプレビュー処理を

行ったときに，処理が終了したら自動的に印刷指示画面またはプレビュー画面へ

切り替わるように設定できます。

初期設定の「0　自動遷移しない」が設定済みの場合は，処理結果画面に処理が終

了した旨を表示しますので，「F12：印刷」を押して各画面へ遷移します。

なお，再印刷のプレビュー画面への遷移は自動遷移設定を行ってもできません。

生保等まとめ入力画面表示順 生保まとめ入力画面の並び順を設定します。

「0　患者番号順」

「1　負担者番号順」

「2　カナ氏名順」

点検用・提出用初期表示 レセプトの作成時の点検用レセプト，提出用レセプトの初期表示を設定します。

0点全国公費レセプト記載（提出

用）
請求点数0点の全国公費のレセプト記載を設定します。

＜直接請求を行う健保組合＞

【3.11　健保組合への直接請求】を参照してください。

＜公費記載順設定＞

【3.12　公費記載順設定】を参照してください。
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基本1（2）

項目の説明
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保険履歴記載区分 月途中で保険変更があった場合のレセプトコメントを設定します。

0：個人情報を記載する

1：個人情報を記載しない

※個人情報とは保険者番号，記号番号が該当します。

法別番号24・79
現物給付一部負担金記載

公費の種類「024　療養介護」「079　障害児施設」の月上限額が1円単位であり，月上限

額を超える負担金の場合のレセプト記載を設定します。

0　上限1円単位の10円未満四捨五入なし

1　上限1円単位の10円未満四捨五入あり

湿布薬用法レセプト記載 院内処方の湿布薬と同一剤に入力されている用法コード（001からのコード）のレセプ

ト記載を設定します。

0　用法コードの内容を記載しない

1　用法コードの内容を記載する

災害該当分分割

（非減免対象と減免対象）

非減免対象分レセプトと減免対象分レセプトにレセプト分割します。

「0　分割しない」

「1　分割する」

注）「1　分割する」が設定してあっても，保険が公費のみ（主保険がない）の場合は，

分割を行いません。分割するには該当の公費の負担者番号欄（患者登録画面）の1桁目

に「1」（半角）を入力してください。

15円以下薬剤レセプト記載 40処置，50手術，60検査，70画像診断，80その他で入力された15円以下の薬剤のレセ

プト記載を設定します。

「1　記載する」を設定した場合，薬剤点数を0点で記載します。

全国公費一部負担金記載

（公費のみのレセプト）

公費のみのレセプトで全国公費の月上限額が０円の場合の記載を設定します。

「０　上限０円時は「０」を記載しない」

「１　上限０円時は「０」を記載する」

※012　生活保護の単独レセプト，025　残留邦人等の単独レセプトには記載しませ

ん。
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基本2

項目の説明

印刷後のチェック解除 「42　明細書」業務のレセプト印刷時に指定印刷を行った場合，印刷後にチ

ェックを行った種別の解除をします。

「0　チェックを解除しない」

「1　チェックを解除する」

自費レセプトの印刷指定 レセプト全件印刷の場合，自費レセプトの印刷を指定します。

「0　自費レセプトを印刷する」

「1　自費レセプトを印刷しない」

一括作成出力順（全体） 「42　明細書」業務のレセプト印刷指示画面で一括処理を行った場合の，「出

力順」について初期値を設定できます。

国保，社保を区別せず設定した印刷順を初期表示します。

一括作成出力順（社保・国保・広域連

合）
「42　明細書」業務のレセプト印刷指示画面で一括処理を行った場合の，「出

力順」について初期値を設定できます。

ただし，設定できるのは医療保険分のみとし，労災等には反映しません。

個別作成出力順（医保） 「42　明細書」業務のレセプト印刷指示画面で個別処理を行った場合の，「出

力順」について初期値を設定できます。

ただし，設定できるのは医療保険分のみとし，労災等には反映しません。

社保出力先プリンタ名 社保分レセプトの1号紙の出力先プリンタ名を指定します。　

なお，設定をしていない場合は「1031　出力先プリンタ割り当て情報」で指

定したプリンタ名より出力をします。

（続紙） 社保分レセプトの続紙について，社保1号紙と異なる出力先プリンタ名をこ

こで指定した場合は，各自プリンタより出力します。

同一のプリンタ名を指定した場合（または空白のままで設定をしない場合）

は，同じプリンタから1号紙に続紙が差し込まれた形で出力します。

なお，同一プリンタから出力を行う場合でも1号紙または続紙を指定して出
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力できます。（3.3明細書　（3）印刷処理の指定　・出力内容について　で

説明しています）。

国保出力先プリンタ名 国保分レセプトの1号紙の出力先プリンタ名を指定します。　

なお，設定をしていない場合は「1031　出力先プリンタ割り当て情報」で指

定したプリンタ名より出力をします。

（続紙） 国保分レセプトの続紙について，出力先プリンタ名を指定できます。詳細は

社保の続紙の設定と同様です。

広域連合出力プリンタ名 広域連合レセプトの1号紙の出力先プリンタ名を指定します。　

なお，設定をしていない場合は「1031　出力先プリンタ割り当て情報」で指

定したプリンタ名より出力をします。

（続紙） 広域連合レセプトの続紙について，出力先プリンタ名を指定できます。詳細

は社保の続紙の設定と同様です。

続紙区分 続紙の様式について，コンボボックスより選択します。

入院外レセプトの続紙の様式は4種類あります。

初期表示は「0：指定なし」になり，この場合の続紙は1号様式で出力します。

入院レセプトの続紙の様式は.3種類あります。

初期表示は「0：横タイプ」になります。

タイプ別の続紙の説明は以下のとおりです。

「横タイプ」

続紙を切り取り線に沿って切り取り，1号紙に短冊　状に貼り合わせて使用

します。

「縦タイプ」

A4用紙1ページに2列記載を行うもので，続紙を　1号紙の下にして頭の部分

を揃えて左上部分を糊付けして使用します。

（注意）縦タイプの場合は，続紙の下部の余白を切り落とさなければならな

い場合があります。提出先の都道府県の支払基金，連合会へ照会してくださ

い。

「縦タイプ（長）」

「縦タイプ」と同様の様式です。下部の余白がないため「縦タイプ」のように切

り落とす必要がありません。
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労災・自賠責

項目の説明

＜労災・枠記載区分（入院外）（入院）＞

労災レセプトの枠を印刷するか設定します。

0　枠を記載しない

1　枠を記載する

＜労災・様式選択＞

労災レセプトのレイアウトを設定します。

0　旧様式

1　新様式

＜労災コメント記載＞

病名登録，会計照会のコメント入力を労災レセプトの記載箇所の設定をします。

0　傷病の経過欄に記載

1　摘要欄に記載

＜自賠責・枠記載区分（入院外）（入院）＞

新様式の自賠責レセプトの枠を記載するか設定します。

0　枠を記載しない

1　枠を記載する
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＜自賠責・様式選択＞

自賠責のレイアウトを選択します。

「0　旧様式」

　　　従来様式　　　　　　　　　新様式

図 5.118 　図 5.119

「1　平成19年4月改正様式」

　　　従来様式　　　　　　　　　新様式

図 5.120 　図 5.121

　　　　OCR様式

※OCR様式で提出する場合は，コピーしたものを提出しないでください。読み取りエラーが発生するおそれがあ
ります。

※自賠責OCR様式の場合，記載要領に基づき15文字を超える場合15文字目に「＆」を記載して改行し，摘要欄の
終わりに「E終わり」を記載します。
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＜自賠責・請求金額欄端数処理区分　自賠責　第三者行為＞
自賠責レセプトの請求金額欄の端数処理を設定します。

0　10円未満端数処理なし
端数処理を行いません。

1　医療機関情報に準拠
業務メニュー‐「101　システム管理」‐「1001　医療機関情報‐基本」の請求額端数区分　自賠責
（減免無・保険分）または第三者行為（減免無・保険分）の設定に準拠した端数処理をします。

2　医療機関情報に準拠（患者請求分のみ）
業務メニュー‐「12　登録」-労災自賠保険入力画面の自賠責請求区分が「1　患者請求する」のレセプト
のみ，業務メニュー‐「101　システム管理」‐「1001　医療機関情報‐基本」の請求額端数区分　自賠責
（減免無・保険分）または第三者行為（減免無・保険分）の設定に準拠した端数処理をします。

＜自賠責・ＰＤＦファイル＞
自賠責レセプトをPDFファイルで作成し，クライアント保存します。
【6.5付録5　自賠責レセプト（PDFファイル）のクライアント保存】を参照してください。

＜出力先プリンタ設定＞
労災分レセプトの1号紙の出力先プリンタ名を指定します。　

なお，設定をしていない場合は「1031　出力先プリンタ割り当て情報」の診療報酬明細書（レセプト）のプリン
タより出力をします。

（続紙）
労災分レセプトの続紙の出力先プリンタ名を指定します。　

なお，設定をしていない場合は「1031　出力先プリンタ割り当て情報の診療報酬明細書（レセプト）のプリンタ
より出力をします。

自賠責
自賠責分レセプトの1号紙の出力先プリンタ名を指定します。　

なお，設定をしていない場合は「1031　出力先プリンタ割り当て情報」の診療報酬明細書（レセプト）のプリン
タより出力をします。

（続紙）
自賠責分レセプトの続紙の出力先プリンタ名を指定します。　

なお，設定をしていない場合は「1031　出力先プリンタ割り当て情報」の診療報酬明細書（レセプト）のプリン
タより出力をします。
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レセ電

レセ電出力区分（社保） 社保分レセプトについて，電算データにより提出を行う場合に入外の指定を

コンボボックスより行います。

「0　出力なし」を選択した場合は，総括表・公費請求書作成画面の「社保レ

セ電」が非活性のままになります。

レセ電出力区分（国保） 国保分レセプトについて，電算データにより提出を行う場合に入外の指定を

コンボボックスより行います。

「0　出力なし」を選択した場合は，総括表・公費請求書作成画面の「国保レ

セ電」が非活性のままになります。

レセ電出力区分（広域連合） 広域連合分レセプトについて，電算データにより提出を行う場合に入外の指

定をコンボボックスより行います。

「0　出力なし」を選択した場合は，総括表・公費請求書作成画面の「広域レ

セ電」が非活性のままになります。

レセ電出力区分（労災） 労災レセプトについて，電算データにより提出を行う場合に入外の指定をコ

ンボボックスより行います。

「0　出力なし」を選択した場合は，総括表・公費請求書作成画面の「労レセ

電」が非活性のままになります。

レセ電出力区分（アフターケア） 労災アスターケアレセプトについて、電算データにより提出を行う場合に入

院外の指定をコンボボックスより行います。

「0　出力なし」を選択した場合は，総括表・公費請求書作成画面の「労AFレ
セ電」が非活性のままになります。

レセ電データ出力先 データを出力するディレクトリを指定します。

空白の場合は「/var/tmp/」に出力します。

ファイル名　「RECEIPTC.UKE」　（固定）

注意）社保分も国保分も同じファイル名で作成するので，必ずどちらかの処

理を行ったら退避するかファイル名の変更をしておく必要があります。

データはEUCコードではなく，Shift-JISコードで作成されています。
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（注意）レセ電データ出力先には /tmp/ は設定しないでください。

レセプトコメント（症状詳記）記録区分 レセプトコメント自動記載の内容（手術歴，保険変更，レセプトコメント区

分99）をレセプト電算データへ記録するかを指定します。

病名－コメント，会計照会－コメント（詳記区分99以外）は設定に係

わらずすべてレセ電に記録します）。

日計表記録条件（合計点数）

（社保・国保・広域連合）

現在は使用していません。

レセプト電算データの日付情報は自動的に記録をしています。

レセ電CD-R出力 レセ電データのisoファイルの作成を設定します。

注意！

日レセではisoファイルをメディアには書き込めません。

ライティングソフトウェアを別途準備して書き込んでください。

症状詳記作成 レセ電作成時に症状詳記を印刷するか設定します。

光ディスク等送付書作成 レセ電作成時に送付書を印刷するか設定します。

光ディスク等送付書媒体設定 レセ電を提出する媒体を設定します。光ディスク送付書の媒体種類欄に○を

記載します。

「0　設定なし」の場合は業務メニュー「44　総括表・公費請求書」のファイル

出力先に設定した内容を記載します。

【「44　総括表・公費請求書」のファイル出力先の設定】

　　「3　システム管理設置場所（フロッピィ用）」：FD

　　「4　システム管理設置場所（MO用）」：MO

　　「5　クライアント保存」：記載なし

　　「6　クライアント保存（CD-R)」：CD-R

履歴保存の有無 レセ電データ出力先に設定したディレクトリに診療月ごとのディレクトリを

自動作成し保存します。

保存するデータ：レセ電データ　出産育児一時金のCSVデータ

ファイル出力先設定 「44　総括表・公費請求書」画面のレセ電ファイル出力先の初期表示を指定

します。

クライアント保存を行うには，各ユーザごとにシステム管理の設定をする必

要があります。業務メニュー「91　マスタ登録」－「101　システム管理マス

タ」－「1010　職員情報」－「個別設定」－＜クライアント保存＞の項目を「1
保存可」に設定します。

保険者が特定できない災害該当レセプト

のレセ電記載
患者登録画面で「959　災害該当」の登録があり，かつ保険者番号欄または公

費単独の場合は負担者番号が空白のレセプト（保険者が特定できない災害該

当のレセプト）のレセ電記載を設定します。

　　　　　0：記録しない

　　　　　1：記録する

レセ電データチェックの有無 レセ電データ作成時に行うレセ電チェックの初期表示を設定します。

広域連合作成区分 レセ電データを作成する際の広域連合分のレセプト電算データと国保分のレ

セプト電算データをまとめ設定します。

国保と広域連合のデータを1ファイルで提出する場合は「1　国保分と広域連

合分をまとめて作成」を選択してください。

「0　広域連合分のみで作成」

社保，国保，広域連合に分けてデータを作成，記録します。

「1　国保分と広域連合分をまとめて作成」

国保分のレセ電データを作成する際，広域連合分のデータもまとめて作成，

記録します。

※この場合は「総括・公費請求書」作成画面の「広域レセ電」は非活性になり

操作できません）

記号　編集設定

　　　対象保険者（国保）

番号　編集設定

国保のレセプト電算データを作成するときに，記号番号に含まれる全角長

音，全角ハイフン，全角マイナス，全角ダッシュを，置き換えまたは削除を

します。
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　　　対象保険者（国保）

（患者登録画面でいろいろな入力があってもレセプト電算データを作成時に

統一する目的です）

編集設定：置き換え設定します。

　　　　　0：編集なし

　　　　　1：「－」を全角ハイフンに変換

　　　　　2：「－」を全角マイナスに変換

　　　　　9：「－」を削除

対象保険者（国保）

　　　　　0：設定なし

　　　　　1：県内保険者

　　　　　2：県内保険者と県内扱い保険者
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総括表

項目の説明
社保診療報酬請求書 マル長（公費の種類「972　長期」の患者）のレセプトを別総括で集計するか

否かを設定します。

0　マル長分を別作成しない

1　マル長分を別作成する

0　災害該当未確定分を別作成する

1　災害該当未確定分を別作成しない

※「1　災害該当未確定を別作成しない」のときの災害該当未確定は，備考欄

に集計します。

国保診療報酬請求書

（日レセ標準提供分のみ）
国保の標準提供されている診療報酬請求書には2種類あります。

いずれかの様式を選択してください。

0　給付割合なしの様式

1　給付割合ありの様式

＊未設定の場合は，「給付割合なしの様式」で印刷をします。

＊2008年4月以降は「給付割合なしの様式」で印刷します。

広域診療報酬請求書

（日レセ標準提供分のみ）

都道府県により広域連合単位，保険者番号単位を選択します。

0　すべて広域連合単位で作成

すべて広域連合の単位で作成

1　すべて保険者番号単位で作成

すべてを保険者番号単位で作成

2　県内分は保険者番号単位で作成

県内分：保険者単位で作成

県外分：広域連合単位で作成

3　県外分は保険者番号単位で作成

県内分：広域連合単位

県外分：保険者単位で作成

労災診療費請求書
アフターケア委託費請求書

様式選択 OCR専用様式と確認様式が選択できます。
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0　OCR専用様式

枠記載区分 印刷時の枠の記載を選択します。

0　枠を記載しない

1　枠を記載する

注意！

• 様式選択：「0　OCR専用様式」，枠記載区分：「0　枠を記載しない」が設定済みの場合，プレビュー表示では枠を

記載します。

• 様式選択：「0　OCR専用様式」を設定した場合は，業務メニュー「91　マスタ登録」－「101　システム管理マスタ」

－「1002　医療機関情報－所在地，連絡先」または「1901　医療機関編集情報」の電話番号をハイフンで区切って

おく必要があります。

例【市外局番－市内局番－番号】
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編綴順

レセプトの編綴順，医師別印刷の設定をします。

編綴順は【3.2.2　レセプト編綴順印刷】を参照してください。

＜出力設定＞

医師別出力設定 レセプト印刷を担当ドクター別に発行します。

0　医師別出力をしない

1　医師別出力をする

医師別出力順 レセプト印刷を担当ドクター別に発行する場合，印刷順を指定

します。

1　カナ氏名順（全体）

2　患者番号順（全体）

3　提出先・カナ氏名順

4　提出先・患者番号順

病棟別出力設定 レセプト一括作成後の印刷順に「病棟別印刷」が指定できます。

0　病棟別出力をしない

1　病棟別出力をする

病棟別出力順 病棟別出力を行う場合に並び順を指定します。

1　カナ氏名順（全体）

2　患者番号順（全体）
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特別療養費

特別療養費のレセプト記載の方法を設定します。

「特別療養費」文字記載位置 0：レセプト上部中央（初期設定）

1：レセプト上部右

レセプト種別不明になった場合は，「レセプト上部中央」に設定していても上

部右に記載します。

給付割合記載 0：10割（初期設定）

1：0割

2：記載なし

3：通常の給付割合を記載

（通常の給付割合とは，患者登録画面の補助区分（3割等））

レセプト種別記載 0：通常のレセプト種別を記載（初期設定）

1：記載なし
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点検用

点検用レセプトの設定をします。

点検用レセプト記載 （上段）点検用の紙レセプトに「点検用レセプト」と印字す

るか斜線を印字するか設定します。

「0　「点検用レセプト」の文字を記載する」

「1　斜線を記載する」

（2段目）0点公費記載（請求点数が0点の公費の診療内容を

記載）を行うか否かを設定します。

「0　0点公費を記載しない」

「1　0点公費を記載する」

（3段目）包括された診療行為を記載するか否かを設定しま

す。

「0　包括診療分を記載しない」

「1　包括診療分を記載する」

（4段目）一般名処方された薬剤の記載方法を設定します。

「0　一般名処方を銘柄名で記載する」

「1　一般名処方を一般名で記載する」

医師名記載区分 点検用レセプトに医師名を記載します。

注）「101　システム管理」－「2005　レセプト・総括印刷情

報」の編綴順タブの「医師別出力設定」が「1　医師別出力をす

る」に設定されているときに医師名記載区分が設定できま

す。
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2006　レセプト特記事項編集情報

診療報酬明細書およびレセプト電算システムの特記事項等，記載または記録に於ける部分を各医療機関の所在
地の地方公費（ローカルルール）に合わせて設定を行えばカスタマイズなしで記載・記録します。

（1）管理コードのコンボボックスより「2006　レセプト特記事項編集情報」を選択します。
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（2）各項目を入力します。

項目の説明
保険番号 設定する公費の保険番号を入力します。

提出先

　1.支払基金

　2.国保連合会

　6.広域連合

提出先別に記載したい場合は選択します。

※この項目のみ設定すると「社保のみ」「国保のみ」を設定できます。

保険者番号

保険者別に編集できます。

特定の保険者に限り特記事項の編集が必要な場合は保険者番号を入力しま

す。

※「提出先」を設定済みの場合でも特定の保険者のみ設定できます。

負担者番号

　1.記載がある場合のみ対象

　2.記載がない場合のみ対象

　3.固定の負担者番号の場合のみ対象

指定した保険番号に対して患者登録で負担者番号の登録の有無により，レ

セプト記載を設定したい場合に選択します

老人区分

（平成20年3月31日まで）

　1.老人医療（法別番号27）の受給がある場合のみ対象

　2.老人医療（法別番号27）の受給がない場合のみ対象

老人患者のみ対象としたい場合は，1を選択します。

老人以外の患者を対象としたい場合は，2を選択します。

在総診

　1.在宅総合診療料を算定している場合のみ対象

　　　老人保健・前期高齢者の場合で

　　　　　在宅時医学総合管理料

　　　　　在宅末期医療総合診療料

　　　の算定のある患者のみ対象とします。

※上記の項目で特記事項等を編集する対象を指定します。同じ保険番号に対して複数の条件で設定できます。

＜紙レセプト＞
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特記事項 紙レセプトに記載する特記事項を入力します。

給付割合

紙レセプトに記載する給付割合を入力します。

10割の場合は「100」と入力します。

空欄のときは患者登録における主保険または公費の負担割合を参照しま

す。

負担者番号

　01.記録しない

　02.固定の文字列を記載する

　03.前にゼロづめして記載

記載しない場合は「01　記録しない」を選択します。

任意の文字列を記録したい場合は「02　固定の文字列を記載する」を選択

後，記載する文字列を入力します。

「03　前にゼロづめして記載」を選択すると，患者登録で登録されている

負担者番号の前にゼロをセットします。負担者番号が空白で登録済みの場

合はゼロづめせず空白のままになります。

受給者番号

　01.記録しない

　02.固定の文字列を記載する

記載しない場合は「01　記録しない」を選択します。

任意の文字列を記載したい場合は「02　固定の文字列を記載する」を選択

後，記載する文字列を入力します。

適用欄上段コメント

適用欄下段コメント

レセプトの適用欄へコメントを記載します。

またコメントのレセプト電算データへの記録を設定します。

＜レセプト電算＞
特記事項 レセプト電算データに記録する特記事項を入力します。

給付割合

レセプト電算データに記録する給付割合を入力します。

空欄のときは患者登録における主保険または公費の負担割合を参照しま

す。

公費レコード
　1.記録しない

レセプト電算データに公費レコードを記録しない場合に選択します。

負担者番号

　01.記録しない

　02.固定の文字列を記載する

　03.前にゼロづめして記載

記載しない場合は「01　記録しない」を選択します。

任意の文字列を記録したい場合は「02　固定の文字列を記載する」を選択

後，記載する文字列を入力します。

「03　前にゼロづめして記載」を選択すると，患者登録で登録されている

負担者番号の前にゼロをセットします。負担者番号が空白で登録済みの場

合はゼロづめせず空白のままになります。

※レセプト電算データを作成する場合，「01　記録しない」とした場合で

も，公費レコードは記録します。

受給者番号

　01.記録しない

　02.固定の文字列を記載する

記載しない場合は「01　記録しない」を選択します。

任意の文字列を記録したい場合は「02　固定の文字列を記載する」を選択

後，記載する文字列を入力します。

※レセプト電算データを作成する場合，「01　記録しない」とした場合で

も，公費レコードは記録します。
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＜平成20年4月からの老人区分について＞

このメッセージが表示された場合は，設定項目の中の老人区分が平成20年4月をまたがって設定されています。
有効期限を平成20年3月31日で一旦切り，新たに登録してください。

＜入力例1＞
国保，全患者対象の設定
特記事項（障）　レセ電特記事項　80
給付割合　10割
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＜入力例2＞
国保，老人患者の設定
特記事項　（障）　レセ電特記事項　80
給付割合　10割
負担者番号・受給者番号を記録しない

＜入力例3＞
国保，老人患者以外の設定
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＜入力例4＞
特定の保険者に設定

＜入力例5＞
負担者番号をゼロづめする

＜レセプト記載＞

※上記設定例を複数登録できます。
※入力例は説明のための設定です。実際の公費の設定例ではありません。
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紙レセプト・レセプト電算の項目で編集情報が設定されていない場合はエラーを表示します。

ファンクションキーの説明

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 システム管理情報設定画面に戻ります。

クリア F2 画面内をクリアし初期画面に戻します。

削除 F4 選択されたデータ（設定）を削除します。
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2007　公費番号まとめ情報設定

一つの助成制度で複数の保険番号を持つ地方公費（年齢等により助成内容の異なる公費）を診療報酬制請求書

へ一つの公費としてまとめて記載します。

（1）管理コードのコンボボックスより「2007　公費番号まとめ情報設定」を選択します。
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（2）各項目を入力します。

表示名称1：請求書に印字する公費の名称を入力します。

表示名称2：社保の請求書に印字する公費の名称を入力します。

公費番号：表示名称にまとめる公費番号を入力します。

ヒント！

国保と社保の表示名称が違う場合は社保の名称を「表示名称2」に入力してください。

国保と社保の表示名称が同じ場合は「表示名称1」のみの入力だけでもかまいません。

設定にしたがって請求書にまとめます。
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2010　地方公費保険番号付加情報

（1）管理コードのコンボボックスより「2010　公費付加情報」を選択します。
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公費番号を入力し，開始日，終了日を入力します。

必要な項目の設定をします。

設定後，「追加」(F5)を押します。
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＜設定内容を変更する＞

修正したい公費を選択します。

内容を修正し，「変更」(F7)を押します。

＜複数の期間設定がある場合の表示＞

一つの公費に複数の期間が登録済みの場合は，公費を選択したときにすべての期間を表示します。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 1013 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 5.142

図 5.143



＜登録済み公費の一括変更＞

同じ設定の公費を同時に修正できます。

選択番号欄に一括変更する番号を入力します。

（1，2，3）または（1－3，5）の入力方法。

修正後，「変更」(F7)を押します。

注意！

必ず，すべてが同じ設定内容の公費だけを選択してください。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 1014 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 5.144



＜項目の説明＞

レセ（1）

＜実日数省略記載＞

0　上位日数と同日数の場合，省略する 　－

1　上位日数と同日数の場合，省略しない
　0　レセプト請求分すべて

　1　国保・広域（請求分内）

　2　社保（請求分内）

　3　国保（請求分内）

　4　広域（請求分内）
2　上位日数と同日数の場合，無条件に省略する

＜請求点省略記載＞

1　上位点数と同点数の場合，省略する 　－

2　上位点数と同点数の場合，省略する
　0　レセプト請求分すべて

　1　国保・広域（請求分内）

　2　社保（請求分内）

　3　国保（請求分内）

　4　広域（請求分内）
3　上位点数と同点数の場合，無条件に省略する

＜全国公費併用分請求点集計＞

0　集計する 　－

1　集計しない 　0　レセプト請求分すべて

　1　国保・広域（請求分内）

　2　社保（請求分内）

　3　国保（請求分内）

　4　広域（請求分内）

2　集計しない（請求点が0点になる場合は除く）

3　集計しない【負担区分対応】

4　集計しない（請求点が0点になる場合は除く）【負担区分

対応】
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＜一部負担金金額集計（外来）＞，＜一部負担金金額集計（入院）＞

0　集計する 　－

1　集計しない
　0　レセプト請求分すべて

　1　国保・広域（請求分内）

　2　社保（請求分内）

　3　国保（請求分内）

　4　広域（請求分内）
2　集計する（レセ記載・レセ電記録は省略する）

＜一部負担金省略記載（外来）＞，＜一部負担金省略記載（入院）＞

0　上位金額と同金額の場合，省略する 　－

1　上位金額と同金額の場合，省略しない
　0　レセプト請求分すべて

　1　国保・広域（請求分内）

　2　社保（請求分内）

　3　国保（請求分内）

　4　広域（請求分内）

2　上位金額と同金額の場合，無条件に省略する

＜一部負担金0円記載（記録）（外来）＞，＜一部負担金0円記載（記録）（入院）＞

0　0円の場合，省略する 　－

1　0円の場合，省略しない
　0　レセプト請求分すべて

　1　国保・広域（請求分内）

　2　社保（請求分内）

　3　国保（請求分内）

　4　広域（請求分内）
2　0円の場合，無条件に省略する

＜入院時食事食事療養省略記載＞

0　上位食事療養と同内容の場合，省略する 　－

1　上位食事療養と同内容の場合，省略しない

　0　レセプト請求分すべて

　1　国保・広域（請求分内）

　2　社保（請求分内）

　3　国保（請求分内）

　4　広域（請求分内）

＜OCR実日数請求点省略記載＞

0　上位日数点数と同日数点数の場合，0とする 　－

1　上位日数点数と同日数点数の場合，0としない
　0　レセプト請求分すべて

　1　国保・広域（請求分内）

　2　社保（請求分内）

　3　国保（請求分内）

　4　広域（請求分内）
2　上位日数点数と同日数点数の場合，無条件に0とする

＜請求書公費再掲欄記載＞

0　記載する 　－

1　記載しない

　0　国保・広域（請求内）

　1　国保（請求内）

　2　広域（請求内）
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レセ（2）

＜保険欄－一部負担金記載（高齢者）　　【デフォルト＝1．2】＞
＜保険欄－一部負担金記載（70歳未満）　【デフォルト＝1．2】＞

0　所得区分に準ずる金額記載とする 　－

1　一律”一般区分”での金額記載とする

　0　レセプト請求分すべて

　1　国保・広域（請求分内）

　2　社保（請求分内）

　3　国保（請求分内）

　4　広域（請求分内）

＜設定と異なる記載（外来）　【デフォルト＝0．0】＞
＜設定と異なる記載（入院）　【デフォルト＝0．0】＞

0　設定なし 　－

1　負担に関係なく記載なし
　0　レセプト請求分すべて

　1　国保・広域（請求分内）

　2　社保（請求分内）

　3　国保（請求分内）

　4　広域（請求分内）

2　負担上限未満記載あり

3　設定額以上記載なし（設定額未満・以上で異なる負担金計算）

＜チェック対象上限額（外来）　【デフォルト＝0．0】＞

0　月－上限額（上限額が0円の場合はチェックしない） 　－

1　日－上限額（上限額が0円の場合は月－上限額でチェック）
　0　負担上限未満記載なし設定公費

2　回－上限額（上限額が0円の場合は月－上限額でチェック）

＜チェック対象上限額（入院）　【デフォルト＝0．0】＞

0　月－上限額（上限額が0円の場合はチェックしない） 　－

1　日－上限額（上限額が0円の場合は月－上限額でチェック） 　0　負担上限未満記載なし設定公費

＜公費請求テーブル作成（外来）　【デフォルト＝0．0】＞
＜公費請求テーブル作成（入院）　【デフォルト＝0．0】＞

0　作成しない　 　－

1　作成する

　0　レセプト請求分すべて

　1　国保・広域（請求分内）

　2　社保（請求分内）

　3　国保（請求分内）

　4　広域（請求分内）
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レセ（3）

＜保険欄の括弧再掲記載（高齢者） 【デフォルト＝0．0】＞

保険欄－一部負担金の記載（記録）対象レセプトを設定します。

0　保険欄－一部負担金と同金額の場合，記載（記録）しない 　－

1　保険欄－一部負担金と同金額の場合，記載（記録）する

　0　レセプト請求分すべて

　1　国保・広域（請求分内）

　2　社保（請求分内）

　3　国保（請求分内）

　4　広域（請求分内）

＜保険欄の括弧再掲（下）金額計算（高齢者）＞

0 （主＋地の主保険負担相当額）と（月上限額）を比較 　－

1 （主＋地の主保険負担相当額）と（月上限額－公1負担
金）を比較

　0　レセプト請求分すべて

　1　国保・広域（請求分内）

　2　社保（請求分内）

　3　国保（請求分内）

　4　広域（請求分内）

■主＋全＋地＋長（分点ありの場合）　【デフォルト＝0．0】

0　（主＋地＋長の主保険負担相当額）と（月上限額－括弧

再掲（上））を比較
　－

1　（主＋地＋長の主保険負担相当額）と（月上限額－公1
負担金）を比較

　0　レセプト請求分すべて

　1　国保・広域（請求分内）

　2　社保（請求分内）

　3　国保（請求分内）

　4　広域（請求分内）

　＜保険欄の括弧再掲（下）金額加算（高齢者）＞

■主＋全＋地（＋長）（分点ありの場合）　【デフォルト＝0．0】

0　設定なし 　－

1　公1負担金を加算（保険欄－一部負担金には反映させな

い）

　0　レセプト請求分すべて

　1　国保・広域（請求分内）

　2　社保（請求分内）

　3　国保（請求分内）

　4　広域（請求分内）
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■主＋全＋地（分点なしの場合）　【デフォルト＝0．0】

0　設定なし 　－

1　公1負担金を加算（保険欄－一部負担金には反映させな

い）

　0　レセプト請求分すべて

　1　国保・広域（請求分内）

　2　社保（請求分内）

　3　国保（請求分内）

　4　広域（請求分内）

■主＋全＋地＋長（分点なしの場合） 【デフォルト＝0．0】

0　設定なし 　－

1　公1負担金を加算（保険欄－一部負担金には反映させない）

　0　レセプト請求分すべて

　1　国保・広域（請求分内）

　2　社保（請求分内）

　3　国保（請求分内）

　4　広域（請求分内）

＜保険欄の括弧再掲（下）記載（高齢者）＞

■主＋全＋地（＋長）（分点ありの場合）　【デフォルト＝0．0】

0　記載（記録）しない 　－

1　記載（記録）する

　0　レセプト請求分すべて

　1　国保・広域（請求分内）

　2　社保（請求分内）

　3　国保（請求分内）

　4　広域（請求分内）

■主＋全＋地（分点なしの場合）　【デフォルト＝0．0】

0　記載（記録）しない 　－

1　記載（記録）する

　0　レセプト請求分すべて

　1　国保・広域（請求分内）

　2　社保（請求分内）

　3　国保（請求分内）

　4　広域（請求分内）

■主＋全＋地＋長（分点なしの場合） 【デフォルト＝0．0】

0　記載（記録）しない 　－

1　記載（記録）する

　0　レセプト請求分すべて

　1　国保・広域（請求分内）

　2　社保（請求分内）

　3　国保（請求分内）

　4　広域（請求分内）
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レセ（4）

＜保険欄の括弧再掲記載（70歳未満） 【デフォルト＝0．0】＞

※　保険欄－一部負担金の記載（記録）対象レセプトの設定

0　保険欄－一部負担金と同金額の場合，記載（記録）しない 　－

1　保険欄－一部負担金と同金額の場合，記載（記録）する

　0　レセプト請求分すべて

　1　国保・広域（請求分内）

　2　社保（請求分内）

　3　国保（請求分内）

　4　広域（請求分内）

＜保険欄の括弧再掲（下）金額計算（70歳未満）＞

■主＋全＋地（分点ありの場合）　【デフォルト＝0．0】

0　（主＋地の主保険負担相当額）と（月上限額）を比較 　－

1　（主＋地の主保険負担相当額）と（月上限額－公1負担
金）を比較

　0　レセプト請求分すべて

　1　国保・広域（請求分内）

　2　社保（請求分内）

　3　国保（請求分内）

　4　広域（請求分内）

■主＋全＋地＋長（分点ありの場合）　【デフォルト＝0．0】

0　（主＋地＋長の主保険負担相当額）と（月上限額－括弧

再掲（上））を比較

　－

1　（主＋地＋長の主保険負担相当額）と（月上限額－公1
負担金）を比較

　0　レセプト請求分すべて

　1　国保・広域（請求分内）

　2　社保（請求分内）

　3　国保（請求分内）

　4　広域（請求分内）

＜保険欄の括弧再掲（下）金額加算（70歳未満）＞

　

■主＋全＋地（＋長）（分点ありの場合）　【デフォルト＝0．0】

0　設定なし 　－
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1　公1負担金を加算（保険欄－一部負担金には反映させない）

　0　レセプト請求分すべて

　1　国保・広域（請求分内）

　2　社保（請求分内）

　3　国保（請求分内）

　4　広域（請求分内）

■主＋全＋地（分点なしの場合）　【デフォルト＝0．0】

0　設定なし 　－

1　公1負担金を加算（保険欄－一部負担金には反映させない）

　0　レセプト請求分すべて

　1　国保・広域（請求分内）

　2　社保（請求分内）

　3　国保（請求分内）

　4　広域（請求分内）

■主＋全＋地＋長（分点なしの場合） 【デフォルト＝0．0】

0　設定なし 　－

1　公1負担金を加算（保険欄－一部負担金には反映させない）

　0　レセプト請求分すべて

　1　国保・広域（請求分内）

　2　社保（請求分内）

　3　国保（請求分内）

　4　広域（請求分内）

＜保険欄の括弧再掲（下）記載（70歳未満）＞

■主＋全＋地（＋長）（分点ありの場合）　【デフォルト＝0．0】

0　記載（記録）しない 　－

1　記載（記録）する

　0　レセプト請求分すべて

　1　国保・広域（請求分内）

　2　社保（請求分内）

　3　国保（請求分内）

　4　広域（請求分内）

■主＋全＋地（分点なしの場合）　【デフォルト＝0．0】

0　記載（記録）しない 　－

1　記載（記録）する

　0　レセプト請求分すべて

　1　国保・広域（請求分内）

　2　社保（請求分内）

　3　国保（請求分内）

　4　広域（請求分内）

■主＋全＋地＋長（分点なしの場合） 【デフォルト＝0．0】

0　記載（記録）しない 　－

1　記載（記録）する

　0　レセプト請求分すべて

　1　国保・広域（請求分内）

　2　社保（請求分内）

　3　国保（請求分内）

　4　広域（請求分内）
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レセプト（5）

＜保険欄－一部負担金無記載＞

0　設定なし 　－

1　無記載（記録）とする

　0　レセプト請求分すべて

　1　国保・広域（請求分内）

　2　社保（請求分内）

　3　国保（請求分内）

　4　広域（請求分内）

＜一部負担金1円→10円単位記載＞

0　設定なし 　－

1　10円単位で記載（記録）する 　0　レセプト請求分すべて

　1　国保・広域（請求分内）

　2　社保（請求分内）

　3　国保（請求分内）

　4　広域（請求分内）

2　保険欄－一部負担金記載がある場合，10円単位

3　保険欄－一部負担金記載がある場合，10円単位（1％計

算時を除く）

＜入院時食事療養記載（公費2欄置き換え）　【デフォルト＝0．0】＞

0　設定なし 　－

1　（保険欄－公費1欄）の値を記載（記録）する

　0　レセプト請求分すべて

　1　国保・広域（請求分内）

　2　社保（請求分内）

　3　国保（請求分内）

　4　広域（請求分内）

＜一部負担金記載1円未満端数処理（外来）＞＜一部負担金記載1円未満端数処理（入院）＞

0　1円未満を切り上げた金額記載
0　レセプト請求全て

1　1円未満を切り捨てた金額記載
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負担金計算（1）

＜月途中受給者証変更時負担金計算＞

0　変更前の負担を考慮しない

1　変更前の負担を考慮する

0　同一保険番号

1　同一法別番号

A　グループ（A)設定

B　グループ（B)設定

C　グループ（C)設定

　　　・

　　　・

J　グループ（J)設定

2　変更前の負担を考慮する（同一市町村のみ）

3　変更前の負担を無条件に考慮しない

4　変更前の負担を考慮する（保険者変更時を除く）

5　変更前の負担を考慮する（同一市町村のみ）（保険者変更時を除く）

6　変更前の負担を考慮する（入院は1と同様，外来は4と同様

7　変更前の負担を考慮しない（保険者変更＋受給者証未変更時を含む）

＜日・月上限額負担金計算＞

0　入外それぞれで上限額までの計算をする

1　入外あわせて上限額までの計算をする 0　日・月上限額設定のある公費

＜患者登録－所得者情報－月上限額入力　【デフォルト＝0．0】＞
重要！

1．患者単位で月上限額が異なる制度の場合に設定ください。

2．制度の開始日・終了日で，システム管理2010の期間を区切ること。

3．制度の開始日・終了日で，保険番号マスタの期間を区切ること。

　　・外来－負担区分　　→　1患者負担あり

　　　（その他の外来設定は無し）

　　・入院－負担区分　　→　1患者負担あり

　　・入院－食事療養費　→　制度に準じて設定

　　　　（その他の入院設定は無し）

4．制度の開始日・終了日で，該当公費の適用期間（患者登録－公費登録）を区切ること。

　（保険組合せが変更になる）
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0　設定なし 　－

1　外来上限額・入院上限額を入力する

　0　月上限額のある公費（患者単位）2　入外上限額・他一部負担累計を入力する

3　入外上限額・他一部負担累計を入力する（難病・小児慢

性適用区分対応）

＜医療費負担金計算（外来）　【デフォルト＝0．0】＞
重要！

1．負担割合相当額が設定額未満と以上の場合で患者負担が異なる制度の場合に設定ください。

2．制度の開始日・終了日で，システム管理2010の期間を区切ること。

3．制度の開始日・終了日で，保険番号マスタの期間を区切ること。

　　・レセプト記載　　　　　　→　1負担上限未満記載なし

　　　※　＜レセプト請求分＞について

　　　　　設定額以上になる場合は，レセプト請求しない，

　　　　　・外来－負担区分　　　　　→　1患者負担あり

　　　　　・外来－月－院内－上限額　→　制度に準じた金額設定

　　　　　・外来－月－院外－上限額　→　制度に準じた金額設定

　　　　　（その他の外来設定は無し）

　　　　　・入院－負担区分　　　　　→　1患者負担あり

　　　　　・入院－月－上限額　　　　→　制度に準じた金額設定

　　　　　・入院－食事療養費　　　　→　制度に準じて設定

　　　　　（その他の入院設定は無し）

4．制度の開始日・終了日で，該当公費の適用期間（患者登録－公費登録）を区切ること。

　（保険組合せが変更になる）

0　設定なし 　－

1　＜未満＞患者負担なし＜以上＞患者負担あり（全額） 　0　該当公費対象者全員

　1　低所得・低年金の方のみ

2　＜未満＞患者負担なし＜以上＞患者負担あり（全額）【点数対応】　0　該当公費対象者全員

　1　低所得・低年金の方のみ

3　＜未満＞通常計算＜以上＞患者負担あり（全額）【設定額 21000
円】

　0　該当公費対象者全員

　1　低所得・低年金の方のみ

4　＜未満＞通常計算＜以上＞患者負担あり（全額）【設定額 20000
円】

　0　該当公費対象者全員

　1　低所得・低年金の方のみ

注意！

会計時に1ヶ月の累計金額が設定額以上になる場合，その会計時点から患者負担が発生します。

患者負担が発生した場合，収納業務で，同一月に受診があるかを確認し，受診がある場合，再計算処理および請求書兼領

収書の再発行を行うこと。また，必要に応じて入金処理を行うこと。
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＜医療費負担金計算（入院）　【デフォルト＝0．0】＞
重要！

医療費負担金計算（外来）を項目を参照してくだい。

0　設定なし 　－

1　＜未満＞患者負担なし＜以上＞患者負担あり（全額） 　0　該当公費対象者全員

　1　低所得・低年金の方のみ

注意！

（1）定期請求に関して

　　　制度の特性上，該当患者は，入退院登録－定期請求設定を

　　　”2　月末時のみ請求”とし，運用することを推奨します。

　　　定期請求が月2回あり，

　　　入退院登録－定期請求設定を”1　医療機関での設定”としており，

　　　※1回目の定期請求時　・・・　設定額未満

　　　※2回目の定期請求時　・・・　累計金額が設定額以上

　　　になった場合，入退院登録－定期請求設定を”2　月末時のみ請求”に変更し，

　　　再度定期請求を行う必要があるからです。

（2）同月内に再入院があり，

　　　※退院分　　・・・　設定額未満

　　　※再入院分　・・・　累計金額が設定額以上

　　　になった場合，退院分の請求額を手計算頂き，再入院分に調整金として入力ください。

　　（※　退院分について，退院再計算で請求額を発生させることが出来ない為です）。

＜食事負担金計算（入院）　【デフォルト＝0．0】＞

0　設定なし 　－

1　＜未満＞患者負担なし＜以上＞患者負担あり（全額）
　0　該当公費対象者全員

　1　低所得・低年金の方のみ
2　＜未満＞患者負担あり（半額）＜以上＞患者負担あり

（全額）

＜設定額を助成する負担金計算（外来）＞

0　設定なし 　ー

1　設定額を助成する（設定額超の金額を患者負担とする） 0　該当公費対象者全員

＜設定額を助成する負担金計算（入院）＞

0　設定なし 　ー

1　設定額を助成する（設定額超の金額を患者負担とする） 0　該当公費対象者全員

＜「月ー院内ー上限額」参照条件（外来）＞

0　「院内」分のみの場合 　ー

1　「院内」分のみで，該当月に処方がある場合
0　該当公費対象者全員

2　該当月に院内処方がある場合

＜自立支援医療の特別計算＞

0　設定なし

1　自立支援の一部負担金は自立支援医療助成公費の上限額

で計算する

0　該当公費対象者全員
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負担金計算（2）

＜本人タブ：食事療養　【デフォルト＝0．0】＞

0　設定なし 　－

1　患者負担なし

　0　本人タブ設定
2　患者負担あり（半額）

3　患者負担あり（全額）

4　患者負担あり（他公費助成後の半額）

＜本人タブ：生活療養（食事）　【デフォルト＝0．0】＞
＜本人タブ：生活療養（環境）　【デフォルト＝0．0】＞

0　設定なし 　－

1　患者負担なし

　0　本人タブ設定
2　患者負担あり（半額）

3　患者負担あり（全額）

4　患者負担あり（他公費助成後の半額）

＜低所得タブ：食事療養　【デフォルト＝0．0】＞

0　設定なし 　－

1　患者負担なし

　0　低所得タブ設定
2　患者負担あり（半額）

3　患者負担あり（全額）

4　患者負担あり（他公費助成後の半額）

＜低所得タブ：生活療養（食事）　【デフォルト＝0．0】＞
＜低所得タブ：生活療養（環境）　【デフォルト＝0．0】＞

0　設定なし 　－

1　患者負担なし

　0　低所得タブ設定
2　患者負担あり（半額）

3　患者負担あり（全額）

4　患者負担あり（他公費助成後の半額）

＜低年金タブ：食事療養　【デフォルト＝0．0】＞

0　設定なし 　－

1　患者負担なし 　0　低年金タブ設定
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2　患者負担あり（半額）

3　患者負担あり（全額）

4　患者負担あり（他公費助成後の半額）

＜低年金タブ：生活療養（食事）　【デフォルト＝0．0】＞
＜低年金タブ：生活療養（環境）　【デフォルト＝0．0】＞

0　設定なし 　－

1　患者負担なし 　0　低年金タブ設定

2　患者負担あり（半額）

3　患者負担あり（全額）

4　患者負担あり（他公費助成後の半額）

負担金計算（3）

＜負担金未発生分の回数カウント（外来）　【デフォルト＝0．0】＞

0　回数にカウントしない

1　回数にカウントする 0　上限回数設定のある公費

＜長期併用時の特別計算（外来）　【デフォルト＝0．0】＞

0　設定なし 　－

1　（長期の月上限額－診療済み長期負担相当額）と（日上

限額）を比較

　0　日上限額設定のある公費

2　1と同様（高齢現物＋低所の場合，低所の月上限額で計

算を行う）

3　1と同様（更生・育成併用時を除く）

4　2と同様（更生・育成併用時を除く）

5　1と同様（長期負担相当額に変更前の長期負担相当額も

含める）

＜現物給付対象者の特別計算（高齢者・外）　【デフォルト＝0．0】＞

0　設定なし 　－

1　（月上限額－診療済み主保険負担相当額）と（日上限

額）を比較
　0　日上限額設定のある公費

2　1と同様（診療済み主保険負担相当額に主保険単独分も

含める）
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＜全国公費併用時の特別計算（外来）　【デフォルト＝0．0】＞

0　設定なし 　－

1　全国公費が月上限額に達した日以降も一部負担金を発生

させる
0　患者負担のある公費

＜診察料がない場合の負担金計算（外来）　【デフォルト＝0．0】＞

0　通常計算 　－

1　一部負担金を発生させない 　0　患者負担のある公費

＜初診時以外の負担金計算（外来）　【デフォルト＝0．0】＞

0　通常計算

1　一部負担金を発生させない 0　患者負担のある公費

＜初診時以外の負担金計算（入院）　【デフォルト＝0．0】＞

0　通常計算 　－

1　一部負担金を発生させない 　0　患者負担のある公費

＜1入院＠日限度とする特別計算（入院）　【デフォルト＝0．0】＞

0　設定なし 　－

1　初回入院日を基準日とし，1入院＠日限度とする負担金

計算を行う

　0　月上限回数設定のある公費

＜日上限額を固定額とする特別計算（入院）　【デフォルト＝0．0】＞

0　設定なし 　－

1　日上限額未満の場合も日上限額を固定額とする負担金計

算を行う

　0　日上限額設定のある公費

＜限度額認定証提示が無い場合の特別計算　【デフォルト＝0．0】＞

0　設定なし 　－

1　一般区分の月上限額超の額を患者負担に加算

　0　該当公費対象者全員

　1　社保・国保組合

　2　社保

　3　国保組合

2　一般区分の月上限額超の額を患者負担に加算（高額4回
目適用）

3　一般・低所区分の月上限額超の額を患者負担に加算

4　一般・低所区分の月上限額超の額を患者負担に加算（高

額4回目適用）

5　区分（エ）の月上限超の額を患者負担に加算

6　区分（エ）の月上限超の額を患者負担に加算（高額4回
目適用）

7　区分（エ・オ）のの月上限超の額を患者負担に加算

8　区分（エ・オ）の月上限超の額を患者負担に加算（高額

4回目適用）
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＜限度額認定証（上位）の場合の特別計算　【デフォルト＝0．0】＞

0　設定なし 　－

1　一般区分の月上限額超の額を患者負担に加算 　0　該当公費対象者全員

　1　社保・国保組合

　2　社保

　3　国保組合

2　一般区分の月上限額超の額を患者負担に加算（高額4回
目適用）

＜70歳未満現物給付降格療養費合計計算　【デフォルト＝0．0】＞

0　主単独と（主＋地）がある場合，両方合算対象になる時

のみ合算計算

1　主単独と（主＋地）がある場合，無条件に合算計算

0　該当公費対象者全員

1　国保・広域

2　社保

合算対象について

公費併用分

　　公費に患者負担相当額があり，かつ，主保険の負担相当額が21000円以上である場合が合算対象。

主保険単独分

　　主保険の負担金相当額が21000円以上である場合が合算対象。

負担金計算（4）

＜負担金未発生分の回数カウント（入院）　【デフォルト＝0.0】＞

0　回数にカウントしない

1　回数にカウントする 0　月上限回数設定のある公費

＜長期併用時の特別計算（入院）　【デフォルト＝0.0】＞

0　設定なし

1　（長期の月上限額－前日までの長期負担相当額）と

 　（日上限額）を比較
0　日上限額設定のある公費

1と同様（長期負担相当額に変更前の長期負担相当額も含め

る）
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＜全国公費併用時の日の負担金計算（入院）　【デフォルト＝0.0】＞

0　主保険の負担割合と比較し，小さい負担割合で日の負担

金計算を行う

1　全国公費の負担割合と比較し，小さい負担割合で日の負

担金計算を行う

0　上限額設定のある公費

＜全国公費併用時の特別計算2（外来）　【デフォルト＝0.0】＞

0　設定なし

1　全国公費が月上限額に達した日はレセプト一部負担金の

特殊計算を行う

0　該当公費対象者全員

1　国保・広域

2　社保

＜全国公費併用時の日の負担金計算2（入院）　【デフォルト＝0.0】＞

0　全国公費の日の一部負担金と比較しない

1　全国公費の日の一部負担金と比較する 0　日上限額設定のある公費

＜初診時の負担金計算（外来），初診時の負担金計算（入院）　【デフォルト＝0.0】＞

0　通常計算

1　初診時一部負担金（580円）を差し引いた金額を一部負担金とする 0　患者負担のある公費

＜限度額認定証提示が無い場合の特別計算（高齢者）　【デフォルト＝0.0】＞

0　設定なし

2　現役並み１の月上限額超の額を患者負担に加算（高額4
回目適用）

0　該当公費対象者全員

1　社保・国保組合

2　社保

3　国保組合
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マル長

＜負担金計算（主＋長）＞

0　長期の月上限額まで患者徴収する計算

1　（長期の月上限額）ー（主＋公＋長の主保険負担相当

額）で計算

0　長期対象者全員

＜レセプト保険欄一部負担金記載＞

0　長期の月上限額を上限とする記載

1　患者徴収額と主＋公＋長の公費負担額の合計額を記載 0　長期レセプト全て

1　国保・広域

2　社保

3　国保

4　広域
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2012　保険者付加情報

以下の公費に対して保険者ごとに現物給付の設定をします。

設定できる公費

感37の2（法別番号10）

精神通院（法別番号21）

精神入院（法別番号20）

結核入院（法別番号11）

（1）管理コードのコンボボックスより「2012　保険者付加情報」を選択します。
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（2）保険者番号を入力し，現物給付設定をします。設定後「追加」(F5)を押し登録します。

＜項目の説明＞

0　給付なし 患者負担あり

1　給付あり 患者負担なし

＜1　給付ありのレセプト一部負担金欄＞

感37の2（法別番号10） 「0」を記載

結核入院（法別番号11） 患者が負担すべき金額を記載（上限に達するまでの金額）

上限額が0円の場合は空白

精神入院（法別番号20） 患者が負担すべき金額を記載（上限に達するまでの金額）

上限額が0円の場合は空白

精神通院（法別番号21） 患者が負担すべき金額を記載（1割または上限に達するまでの金額）

上限額が0円の場合は「0」
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3001　統計帳票出力情報（日次）

（1）設定画面
（2）パラメータについて
（3）日レセ提供帳票の簡易登録機能

（1）設定画面

管理コードのコンボボックスより「3001　統計帳票出力情報（日次）」を選択します。

＜区分コードについて＞
区分コードは3桁の数字で設定します。この数字は統計帳票に付ける帳票番号になります。
どの統計帳票が帳票番号何番と決まったものではありません（画面例では「001」にしています）。
統計業務のメニューで表示する位置が決まるだけのものです。

（1）－2各項目の入力

帳票名やプログラム名等を入力します。
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（例）収納日報

パラメータ伝票発行日に入力された日付と一致するデータを抽出して作成できます。

項目の説明
帳票番号 統計業務のメニューで表示する位置を決めるために付ける番号です。

前回入力されたパラメタを初期設定する チェックを入れておくと次回同じ帳票を出力するときに前回のパラメタ設定

を初期表示します。

帳票名 統計業務のメニューに表示する帳票名を入力します。帳票名は任意の名称で

構いません。

プログラム名 帳票名に指定した内容に対するプログラムIDを入力します。

統計業務から作表処理を開始すると実際にはここで指定したプログラムを実

行することになります。

帳票パラメータ（1～8） 作成したプログラムに対しオペレーターがパラメータを指定する必要がある

場合，そのパラメータの内容を入力します。

パラメータの項目数は最大8つまで指定できます。

左側：パラメータの内容を表わす名前

中央：パラメータの内容をチェックするための書式を表わすフォーマット名

右側：パラメータの属性を必須入力項目とするか任意入力項目とするかを指

定

パラメータ説明 帳票の説明やパラメータの説明を入力します。

ここで入力された説明文は，業務メニュー「51　日次統計」画面でパラメー

タ説明画面に表示し，説明を見ながらパラメータ入力できます。

フリー入力項目です。自由に説明を入力できます。

複写(F5) 標準提供されている帳票のパラメータ設定等を簡易入力できます。

（【（4）日レセ提供帳票の簡易登録機能】を参照）
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（1）－3　登録

各項目の入力後，「登録」(F12)を押します。登録確認のメッセージを表示します。「OK」を押すと登録し，「戻る」
は元の画面に戻ります。

注意！

標準帳票ではバージョンアップ等によるパラメータの変更時に自動更新をします。

登録時にパラメータを変更して登録はできません（変更登録しても自動更新がかかり元のパラメータに戻ります。

（2）パラメータについて

現在，以下のパラメータを用意しています。
（以下のパラメータでは入力チェックをします）

YM

YMD

日付（年月）

日付（年月日)
N1 1桁のパラメータ

PTNUM 患者番号

KKNYM 診療年月
上記以外のパラメータは，自由に設定できますが，入力チェックは行いません。
（例）KBM　入力区分　等

（3）日レセ提供帳票の簡易登録機能

標準提供されている帳票のパラメータ設定等を複写し簡単に登録できます。
新規登録画面を表示します。複写(F5)を押します。
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「日次統計帳票一覧表」を表示します。
すでに登録済みの帳票には「○」マークを表示します。

左下コンボボックスにより，現在登録済み帳票一覧に表示を切り替えることができます。

登録したい帳票をマウスでクリックするか，選択番号欄に入力し，「確定」(F12)を押します。
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帳票名，プログラム名，各パラメータ，パラメータ説明を複写します。

「登録」(F12)を押し登録します。

各帳票の出力方法は，【3.5　日次統計】を参照してください。
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3002　統計帳票出力情報（月次）

※以下，統計帳票出力情報（月次）の設定例はサンプル提供としています。

（1）管理コードのコンボボックスより「3002　統計帳票出力情報（月次）」を選択します。

区分コードは3桁の数字で設定します。この数字は統計業務のメニューで表示する位置を決めるために付ける帳
票番号になります。
どの統計帳票が帳票番号何番と決まったものではありません。（画面例では「001」にしています）。
有効年月日は，未入力状態で「Enter」を押し「00000000」～「99999999」を表示します。

パラメータについて・・・【5.1　システム管理マスタ】の【3001　統計帳票出力情報（日次）】を参照してくださ
い。
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3004　県単独事業情報

社保・国保の各決定通知書や公費負担医療の請求書を出力するためには以下の設定・登録をします。

（1）管理コードのコンボボックスより「3004　県単独事業情報」を選択します。

（2）シェル名および処理名称を入力します。
下記の画面で表示されているシェル名と処理名称は1例です。
日レセへの組み込みが行われている県単モジュール名を入力してください。

モジュール作成規約は地方公費プログラムについてを参照してください。

（3）処理の対象とする箇所の番号を選択しクリックします。

1.総括・社保 社保の総括表を作成印刷した後に処理をします。

2.総括・国保 国保の総括表を作成印刷した後に処理をします。

3.公費請求書 公費負担医療の請求書の作成印刷処理をします。

4.総括・広域連合 広域連合の総括表を作成印刷した後に処理をします。
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（4）プリンタ名を設定する
帳票ごとに出力先プリンタを設定できます。
空白の場合は「101　システム管理マスタ」－「1031　出力先プリンタ割り当て情報」の設定により出力します。

（5）地方公費請求書のパラメータ種別を設定する
処理対象「3」の公費請求書について，パラメータ種別を設定すると，公費分のみ請求書の個別発行できます。提
供されている地方公費対応プログラムを使用する場合，提供された資料の県単独事業設定のパラメータ種別を
参考に設定します。（パラメータ種別の無い場合は空白を設定）
提供されている地方公費以外を使用する場合，そのプログラムに該当するパラメータ種別を設定します。

0　なし 公費個別発行を指定無しで行います。

1　保険者番号 公費個別発行時に保険者が指定できます。

2　患者番号 公費個別発行時に患者が指定できます。

空白の場合 公費個別発行はできません。

※処理対象「3」以外の場合は設定できません。

（6）標準総括表印刷指示を設定する
標準提供の総括表作成プログラムの印刷の有無を，標準総括表印刷指示欄よりクリックをして選択します。（初
期設定は社保，国保とも「有」（＝標準提供の総括表を印刷する）になっています）。「無」を選択したときは標
準総括表の印刷は行いません。
カスタマイズされた総括表を設定した場合で，標準総括表が不要な場合は，標準総括表印刷指示欄は「無」を設
定します。

【設定例】

ヒント！

インストールされていないシェル名を設定すると，赤字表示を行い，「処理スクリプトがインストールされていません」と

表示します。
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＜レセ電国保／レセ電広域連合＞

平成20年4月の改正により，「レセ電総括表・国保」の様式が削除されたため，平成20年4月以降診療分につては出力を行い

ません。「レセ電総括表・広域」についても現在は様式が存在しないため使用しません。

国保または広域連合に対してレセプト電算処理システム用の総括が必要な場合は「有」にチェックします。

（7）「確定」(F12)を押すと確認メッセージを表示します。「OK」で登録します。

項目の説明
シェル名 ジョブを実行するシェルを入力します。

処理名称 処理名称を入力します。

尚，この処理名称とは「総括表・公費請求書作成画面」で「処理結果」を押し

た際に処理結果画面に表示する名称です。

プリンタ名 出力先プリンタ名を設定します。

「101　システム管理マスタ」－「1031　出力先プリンタ割り当て情報」より

優先され，設定されていない場合は，1031で設定したプリンタより出力し

ます。

パラメータ種別 公費個別作成を行う場合設定します。

標準総括表印刷指示 社保，国保別に標準提供の総括表で印刷をするかを指定します。

「無」（＝印刷しない）が選択されているときは，カスタマイズされた総括表

の登録が無い場合も標準総括表の印刷処理は行いません。

レセ電国保用総括を印刷するかを指定します。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 1042 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 5.167



4001　労災自賠医療機関情報

管理コードのコンボボックスより「4001　労災自賠医療機関情報」を選択します。

「確定」(F12)を押します。
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＜労災設定項目＞
労災指定医療機関 コンボボックスより選択します。

　　　0　指定なし

　　　1　指定あり

非労災指定病院が「0　指定なし」を選択した場合，「1　指定あり」とした

場合と同様に労災の点数単価をもちまわります。

会計は，「0　指定なし」の場合は患者負担割合100％で計算を行い，「1　

指定あり」の場合は患者負担割合0％で計算をします。なお，自賠責保険の

患者窓口負担は患者登録の労災自賠保険入力画面にある自賠責請求区分で

設定を行ってください。

指定病院番号 労災の指定病院等の番号を全角入力します。労災指定医療機関を「1　指定

あり」とした場合は，必須入力になります。

点数単価 コンボボックスより選択します。労災保険，自賠責保険共に必須入力項目

です。なお，自賠責保険は労災保険に準拠します。

「1　11.5円」

国公立等の非課税医療機関では1点11円50銭になります。

「2　12円」

課税医療機関では1点12円になります。

労災レセ回数記載 労災レセプトへ請求回数の記載設定をします

　　　1　記載なし（初期設定）

　　　2　記載あり
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＜自賠責固有設定＞
自賠責区分 自賠責の計算を労災準拠，健保準拠から選択できます。

　　　1　労災準拠

　　　2　健保準拠

※「2　健保準拠」はH18.4.1以降診療分から対応します。

「101　システム管理マスタ」－「4001　労災自賠医療機関情報」の有効年月

日を「00000000」～「99999999」の場合は設定できません。必ずH18.4.1以降
の開始日で期間を区切ってください。

文書料消費税 自賠責保険の文書料について，消費税の有無をコンボボックスより選択しま

す。

　　　1　無し

　　　2　有り

「2　有り」とした場合は消費税計算をします。

ただし，消費税計算を行う対象は"095910001"～"095919999"の診断書料

コード，"095920001"～"095929999"の明細書のコードのみとします。

特定器材等消費税 　　1　無し

　　2　有り

自賠責保険の"09593"で始まる診療コードについて消費税の設定をします。

「1　無し」とした場合は消費税を計算しません。

「2　有り」とした場合は消費税を計算します。

※「2　有り」とした場合で特定のコードのみ消費税計算をしない設定できま

す。すでに点数マスタ－金額欄で消費税相当分を加えて登録してある場合

は，※2「4001　労災自賠医療機関情報」－＜※3　特定器材に消費税を設定

する注意点＞を参照してください。

固定帯加算等取扱 　　1　技術点

　　2　薬剤等点

診療行為コード

　　"140037490　腰部固定帯加算"

　　"140040110　胸部固定帯加算"

　　"150266970　創外固定器使用加算"
について，レセプト回数・点数欄の手技点数か薬剤等点数かを設定します。

請求区分初期設定 患者登録画面に初期表示する区分を設定します。

＜自賠責・労災準拠＞

加算率 自賠責保険の設定を行う場合に加算割合を入力します。

食事療養費 　　1　労災準拠

　　2　労災準拠×1.2
どちらかを選択します。

＜自賠責・健保準拠＞

技術点単価 手技点数，加算点数の単価を設定します。

薬剤等点単価 薬剤料，器材料の単価を設定します。

（健保準拠の注意点）
• 自賠責健保準拠のレセプトは従来様式のみとします。
• （新様式を選択した場合はエラー表示します）
• 算定ルールは健保に従います。
• 技術点単価と薬剤等点単価が違う場合はレセプト摘要欄にコメントを自動記載します。
＊薬剤等（1点単価　○○円）
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＜公務災害固有設定＞

公務災害区分 公務災害の計算を労災準拠，健保準拠から選択できます。

　　　1　労災準拠

　　　2　健保準拠

請求区分初期設定 患者登録画面に初期表示する区分を設定します。

＜公務災害・労災準拠＞

単価 公務災害区分が労災準拠の場合の単価を設定します。

＜公務災害・健保準拠＞

単価 公務災害区分が健保準拠の場合に1点単価を設定します。

＜第三者行為固有設定＞

現物給付区分初期設定 業務メニュー「12　患者登録」に表示する区分を設定します。

1　対象外

2　対象

＜請求書兼領収書記載＞
診察料等記載 　　1.記載なし

　　2.記載あり

請求書兼領収書に初診料等の円建て項目を記載します。

保険分負担金額欄へ記載します。

標準提供の請求書兼領収書に対応します。

労災保険は患者請求の発生する労災指定医療機関の「指定なし」の場合，自賠

責は自賠責請求区分が「患者請求する（100％）」の場合に請求書兼領収書へ

の金額記載をすることになります。

＜外来レセ療養期間記載（文書料のみ請求時）＞
労災終了後に休業証明のみ請求する場合，労災レセプトの療養期間の記載方法を設定します。

1. 証明期間
2. 最終日～最終日（発行日～発行日）

「1.証明期間」の場合の患者登録～診療行為入力まで

患者登録
新たに労災保険を追加登録します。
労災保険入力画面の療養開始日に証明期間開始日，療養終了日に休業証明を入力する日を登録します。

診療行為入力
休業証明を入力します。必ずコメントも入力し証明期間を入力します。
101800470　　　　　　　休業証明
840800001 aa bb cc dd　証明期間　aa月bb日からcc月dd日

レセプトへの記載
療養期間の開始日・・・患者登録の療養開始日
療養期間の終了日・・・診療行為入力したコメントの終了日（cc月dd日）

例）患者登録　療養期間　H21年5月1日～H21年6月5日
　　診療行為　H21年6月5日入力
　　　　　　　"101800470　休業証明"
　　　　　　　"840800001　証明期間　5月1日から5月31日"

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 1046 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI



【H21年6月分レセプト】

2.「最終日～最終日（発行日）～（発行日）」の場合の患者登録～診療行為入力まで

患者登録
新たに労災保険を追加登録します。
労災保険入力画面の療養開始日に最終日（発行日），療養終了日に休業証明を入力する日を登録します。

診療行為入力
休業証明を入力します。必ずコメントも入力し証明期間を入力します。
101800470　　　　　　　休業証明　
840800001 aa bb cc dd　証明期間　aa月bb日からcc月dd日

レセプトへの記載
療養期間の開始日・・・患者登録の療養開始日
療養期間の終了日・・・患者登録の療養開始日
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【H21年6月分レセプト】

＜※1　アフターケア損傷区分について＞
アフターケアの損傷区分が平成19年7月1日より変更になっています。
日レセでは平成20年4月1日以降対応いたします。新区分コードに変更するには「101　システム管理マスタ」－
「4001　労災自賠医療機関情報」を平成20年3月31日で区切り，新たに4月1日以降の区分を作成する必要があり
ます。

1. 現在の有効期限を平成20年3月31日で区切り「確定」(F12)を押します。
2. そのまま「登録」(F12)を押し有効期限を区切ります。
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3. 「101　システム管理マスタ」－「4001　労災自賠医療機関情報」を再度表示し，
4. 新に有効期限を平成20年4月1日～「9999999」として作成します。

平成20年4月1日より損傷区分が更新されていることを確認してください。

＜※2　特定器材等消費税について＞
特定器材等消費税設定を「2　有り」とした場合，特定器材すべてが消費税対象になりますが，診療行為コード
を特定して消費税の対象外を設定できます。
特定器材等消費税の設定を「2　有り」にします。

「切替」押します。
自賠責特定器材の対象コードをすべて表示します。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 1049 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 5.173

図 5.174

図 5.175



消費税の対象外にしたい診療行為コードを選択します。
選択されたコードに「＊」マークを表示します。

再度，「切替」を押し，「消費税有りの場合の対象外コード」を表示します。
この「※特定器材等消費税有りの場合の対象外コード」一覧の診療行為コードが消費税無しになります。

＜※3　特定器材に消費税を設定する注意点＞
「101　システム管理マスタ」－「4001　労災自賠責医療機関情報」のマスタの期間を新たに作る
特定器材等消費税を「有り」に設定し登録する。
点数マスタの特定器材等の登録に，消費税相当分を加えて金額設定している診療行為コードの期限を切って新
たに消費税を加えない金額を設定し直す。（特定器材等の金額登録で消費税相当分を加えていない場合は，点数
マスタを変更する必要はありません）
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＜手順＞
自賠責保険の特定器材等のコードに消費税相当分を加えて使用していた場合で，H20年4月以降の診療分から
「101　システム管理マスタ」－「4001　労災自倍医療機関情報」の設定および点数マスタの設定を変更する。

1.「101　システム管理マスタ」－「4001　労災自倍医療機関情報」の有効期限を区切りH20.4.1で作成する。

2.特定器材等消費税を「有り」に設定し，登録する。
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3.特定器材等診療コードの点数マスタの期限を切って，H20.4.1で作成します。

（金額に消費税相当分を加えてあるコードのみ行います）

4.金額欄に消費税を加えない金額に訂正します。

H20.4.1以降は患者負担金計算の時点で消費税を計算します。
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4100　公害医療機関情報

公害レセプトの地域設定をします。

設定できるのは以下のとおりです。

• 名古屋市

• 北九州市

管理コードのコンボボックスより「4100　公害医療機関情報」を選択します。

地域の設定をします。

公害医療機関コード 北九州市の場合は設定してください。

診療報酬請求書 00　標準

01　名古屋市

02　北九州市
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8000　印刷データ等削除機能設定

各業務の再印刷情報，オンライン再印刷情報のデータの保存期間を設定します。

保存期間を過ぎた印刷データは自動的に削除します。

（1）管理コードのコンボボックスより「8000　印刷データ等削除機能設定」を選択します。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 1054 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 5.185



（2）保存期間を設定します。

ヒント！

保存期間に「999」を設定すると削除処理を行いません。

＜削除を行うタイミング＞

メニュー画面「44　総括表・公費請求書」業務で総括表を作成したタイミングで削除をします。

＜対象印刷データ＞

日次帳票 月次帳票

◆オンライン再印刷データ

1. 診療行為（外来）

中途終了画面

処方箋(発行指示ボタンを押したとき)（QRコ
ード無し）

薬剤情報(発行指示ボタンを押したとき)
請求確認画面

処方箋(登録ボタンを押したとき)（QRコード

無し）

薬剤情報(登録ボタンを押したとき)

請求書兼領収書(登録ボタンを押したとき)

診療費明細書(登録ボタンを押したとき)

2. 診療行為（入院）

入院印刷指示画面

入院処方箋(発行指示ボタンを押したとき)

◆「23収納」

再印刷データ

◆「33入院定期請求」

再印刷データ

◆「41データチェック」

再印刷データ

◆「44総括表・公費請求書」

再印刷データ

◆「52月次統計」

再印刷データ

◆「102点数マスタ」リスト
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注射箋(発行指示ボタンを押したとき)

指示箋(発行指示ボタンを押したとき)

3. 収納

請求一覧画面

請求書兼領収書（再発行ボタンを押したと

き）月別請求書兼領収書（外来月別ボタンを

押したとき）

請求確認画面（入院・外来）

請求書兼領収書（登録・請求書印刷ボタンを

押したとき）

診療費明細書（登録・明細書印刷ボタンを押

したとき）

一括入金画面

請求書兼領収書（登録ボタンを押したとき）

4. 入退院登録

請求確認画面

請求書兼領収書（登録タンを押したとき）

診療費明細書（登録タンを押したとき）

退院証明書（登録タンを押したとき）

◆「51日次統計」

　　再印刷データ

再印刷データ

◆「103チェックマスタ」リスト

再印刷データ

◆「107薬剤情報マスタ」リスト

再印刷データ

◆「42明細書」

再印刷データ

入院オーダー

入院オーダー画面に表示するリクエスト情報

・入退院登録

・外泊

・食事

・医療区分・ADL点数登録

・転科転棟転室

　など
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9000　CLAIM接続情報

（1）管理コードのコンボボックスより「9000　CLAIM接続情報」を選択します。
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（2）各項目を入力します。

（3）「登録」(F12)を押すと，確認メッセージを表示します。「OK」で登録します。

項目の説明

CLAIM接続 電子カルテとの接続の有無をコンボボックスより選択します。

送信用コード 送信用インスタンスのコードをコンボボックスより選択します。

送信時ポップアップ表示 各処理の登録時に，CLAIM送信用ポップアップ画面を表示するか否かをそれ

ぞれ設定します。

「有り」，とした場合は以下の各画面で登録時にポップアップ画面を表示しま

す。

　　　受付……11　受付画面

　　　患者登録…患者登録画面の受付画面

　　　診療行為…診療行為入力画面の請求確認画面

送信アドレス 送信先のIPアドレスを入力します。

ポート 受付・・・受付，または患者登録後，受付インスタンスを送信するポートを

指定します。

請求・・・診療行為登録後の点数金額インスタンスを送信するポートを指定

します。

メモ メモに使用します。画面例では，マシン設置場所を入力しています。

各ポップアップ画面の備考欄に表示します。

患者登録送信
「12　登録」処理で患者登録時に患者情報を送信するかどうかを設定します。

診療科レセ電送信 インスタンス内の診療科をレセ電用診療科で行うかどうかを設定します。

病名集約 複数診療科で同一病名を送信された場合，最初に送信された診療科にすべて

まとめるかどうかを設定します。

病名同期 複数診療科で同一病名が存在する場合，送信された病名を更新する際にその

他の診療科の同一病名も更新するかどうかを設定します。

入院オーダー取り込み http://www.orca.med.or.jp/receipt/tec/claim.html#3
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の『入院オーダー取り込み（参考提供）』についてを参照してください。

複数ホスト送信 複数ホストに対し送信をできます。

※送信用文字コードは未対応です。

「有」とした場合かつ送信時ポップアップを「無」としている場合に送信アド

レスに設定されているすべてのホストへデータを送信します。ただし，受付

画面の送信結果は先頭の送信アドレスに対してのみ行います。

受付業務，患者登録業務，診療行為業務（請求確認画面）において複数送信

できます。

再送（外来）受信 「有」に設定した場合，周辺システム（電子カルテ等）から送信されたデータ

の再取り込みをします。

再送されたデータを取り込む場合は，前回送信データが中途終了から展開さ

れていない場合のみとします。(中途終了画面で○が付いていない場合のみ)

※展開後対象データをキャンセルした場合は取り込みをしますが，展開後再

度中途終了したものは行いません。

再送データで置換する条件は患者番号，診療年月日，診療科，保険組合せが

同一の場合のみとします。(これ以外は，別のデータとして取り込みます)

※ただし，同一患者で中途終了データに展開するこになしに格納されたまま

同日再診データを送信しても置換します。

前回データが展開中，会計終了の場合は，現行どおりとします。(展開中の場

合は，再送したデータは捨てられ，会計終了後は同日再診として取り扱いま

す)
外来診察料展開 CLAIMからの診療データ展開時を設定します。

「0　標準変換（再診料のみ）」

claim:bundle内の再診料を算定できる診察料＋加算に変換して展開しま

す。初診料は設定のとおりに展開します。

「1　診察料変換　」

claim:bundle内の診察料を算定できる診察料＋加算に変換して展開しま

す。

ファンクションキーの説明

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 遷移元の画面に戻ります。

前頁 F6
送信アドレスは最大20件まで登録ができるため，10件以上登録があ

る場合に表示の切り替えをします。

次頁 F7
送信アドレスは最大20件まで登録ができるため，10件以上登録があ

る場合に表示の切り替えをします。

登録 F12 設定内容の登録をします。
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（5）CLAIM接続を「する」 ・ ポップアップ表示を「有り」と設定登録した場合，各処理の登録時に以下の画面を

表示します。

項目の説明

送信コード 送信用のコードをコンボボックスより選択します。

選択番号 送信先のIPアドレスを指定します。

ファンクションキーの説明

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 遷移元の画面に戻ります。

登録のみ F11 CLAIMインスタンスの送信は行わず，登録のみ行います。

登録 F12 インスタンスの送信および登録処理をします。

（6）CLAIMインスタンス受信サーバの起動について

日レセインストール時の指示にしたがって設定してください。
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9102　EFファイル作成

EF統合ファイル，様式4（医科保険診療以外のある症例調査票）の設定をします。

管理コードのコンボボックスより「9102　EFファイル作成」を選択し，「確定」(F12)を押します。

医療情報連携基盤情報画面へ遷移します。
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項目の説明

EFファイル用データ作成 EFファイル・様式4（医科保険診療以外のある症例調査票）を作成するには「1　デー

タ作成する」を選択します。

0　データ作成しない（初期値）

1　データ作成する

EFファイル用ディレクトリ EFファイル・様式4（医科保険診療以外のある症例調査票）出力時に「4　システム管

理設定場所（MO用）」を選択した場合の保存ディレクトリを入力します。

退院時処方指示 ”840000006　退院時　　日分投薬”のコメントコードと同一剤で入力されている薬

剤を退院時処方とみなし，EFファイルを作成します。

その他，ユーザーの作成したコメントを退院時処方のコメントコードとして2つ登録

できます。

データ識別番号記録 患者番号が数値のみの場合は，「0　患者番号を記録する」，患者番号に数値以外（ア

ルファベット等）がある場合は，「1　患者IDを記録する」を選択してください。

0　患者番号を記録する（初期値）

1　患者IDを記録する

公費のみのレセプト 公費のみの診療分をEFファイル・様式4（医科保険診療以外のある症例調査票）に記

録するか設定します。

0　EF記録する

1　EF記録しない
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9600　CRON設定情報

データベースの自動バックアップ，自動マスタ更新ができます。

管理コードのコンボボックスより「9600　CRON設定情報」を選択し，「確定」(F12)を押します。

CRON設定情報画面へ遷移します。
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＜標準提供＞

現在DBのバックアップ処理とマスタ更新処理を標準提供しています。

自動処理を行うには，月，日，曜日，時刻を設定しチェックボックスをクリックし，「実行する」にします。

「登録」(F12)を押し登録します。

注意！

「*」はその項目のすべてを設定することになります。

月に「*」を設定すると「1月～12月まですべて実行」になります。

設定した時刻の10分後に処理が始まります。

ポイント！

DBのバックアップは /var/lib/jma-receipt/dbbackup/以下に取ります。

標準では過去6つのDBのバックアップを取りますが，これは環境設定ファイルの環境変数(/etc/jma-receipt/jma-

receipt.conf)で変更できます。ダンプの容量やHDDの空き容量の関係がありますので標準のままを推奨します。
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設定についての注意点！

DBバックアップについて

1.「101　システム管理マスタ」－「9600　CRON設定情報」の標準提供の部分から設定をします。

2.DBのダンプは/var/lib/jma-receipt/dbbackup/以下に取ります。

3.標準では過去6つのDBのバックアップを取りますが，これは環境設定ファイルの環境変数(/etc/jma-receipt/jma-

receipt.conf)で変更できます。ダンプの容量やHDDの空き容量の関係がありますので標準のままを推奨します。

4.標準提供のスクリプトは処理名は変更できません。実行計画のみ変更できます。

ユーザ登録について

5.排他的で二重起動は許されないが，このスクリプト側で二重起動のチェックは行なわないため呼出側でこのことに留意

する必要があります。標準の呼出側であるCron設定情報ではジョブを直列に処理するため問題にはなりません。

6.ユーザが動作させるスクリプトを設計する場合は主従どちら共で動かしても問題ないように設計してください。

7.入力された実行計画どおりにスクリプトがorcaユーザの権限で実行されます。

8.実行計画の実行結果はスクリプト側で対処する必要があります。失敗した場合であってもこの画面から確認することは

できません。

マスタ更新について

9.標準提供のスクリプトは処理名は変更できません。実行計画のみ変更できます。

10.マスタ更新スクリプトは以下の条件下で動作します。

•日レセが起動していること

•主サーバであること（主サーバの更新の結果が従サーバにリダイレクトされるため，従サーバではスクリプトよ

りマスタ更新の実行を行いません。従サーバか否かの判断はDBがリダイレクト先であるか否かより行います）。

•マスタ更新処理が実行中でないこと

11.自動実行したマスタ更新処理の処理状況はマスタ更新画面から確認できるようにします。また，この画面より処理中止

を行うこともできるようにします。
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9700　ユーザプログラム起動情報

注意！

ユーザプログラム起動情報は別に https://www.orca.med.or.jp/receipt/tec/#spec で資料を公開していま

す。

「ユーザプログラム起動のセットアップ」を参照してください。

管理コードのコンボボックスより「9700　ユーザプログラム起動情報」を選択します。
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各項目を入力します。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 1067 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 5.196



9800　排他制御情報

（1）管理コードのコンボボックスより「9800　排他制御情報」を選択します。
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コンボボックスより排他制御欄の選択をします。

0　しない 患者登録，診療行為，会計照会業務以外の排他制御を行いません。

1　する 患者登録，診療行為，会計照会以外の排他制御をします。

設定に関係なく行う排他制御

患者登録，診療行為，会計照会の3つの業務では排他制御情報の設定に係わらず排他チェックをします。患者を開いたとき

に排他チェックが掛かった場合は，参照モード（他への画面遷移禁止，登録禁止）で患者を開き参照のみ行うことができ

ます。この場合は患者氏名を赤字で表示し識別できるようにします。

ファンクションキーの説明

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 遷移元の画面へ戻ります。

情報削除 F11

通常は，使用しませんが，使用中の端末が何らかの理由でクラッシュ

等した場合，その端末で表示中の患者さんの情報は，排他中のまま残

ってしまいます。

こういった場合にこのボタンを押してください。

（ただし，このボタンを押す場合は，すべての端末を一度業務メニュ

ーまで戻した状態でおこなってください）

登録 F12 排他制御をおこなうかどうかの設定を登録します。
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＜排他制御情報を削除する＞

万が一日レセが停止してしまった場合，日レセを再起動後に排他制御情報を削除します。

「削除」(F11)を押す。

排他制御情報を表示します。

個別で削除する場合はマウスで選択するか選択番号を入力し「削除」(F3)を押します。

「一括削除」(F11)ですべて削除できます。

※情報削除を行う場合は必ずすべての端末で該当患者を使用中でないか確認してください。

診療行為画面で患者を開いた状態で病名登録へ遷移した場合で病名登録画面で「クリア」(F2)をしたときは元の診療行為画

面で患者が開いた状態になっています。「戻る」(F1)で確認してください。
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5.2 点数マスタ

（1）診療行為の呼び出し

（2）医薬品マスタ

（3）診療行為マスタ

（4）特定器材マスタ

（5）自費（文書料など）の入力

（6）その他材料・特定器材商品名コードの入力

（7）標準点数マスタの変更方法

点数マスタは標準提供されます。マスタ内の項目にはユーザが自由に変更できる項目と変更すると保険請求やシ

ステムに影響がある項目があります。十分に注意してマスタの変更を行ってください。

（1）診療行為の呼び出し

診療行為コードを入力します。
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ヒント！

診療行為コード欄に薬剤の名称を入力してコード検索できます。

点数マスタ一覧選択サブ画面の操作方法は，「診療行為コードの検索」を参照してください。

ただし，選択番号は1つのみ入力できるようになっており，複数選択はできません。

選択番号，有効年月日を確認（修正入力）し，「確定」(F12)またはEnterを押します。

各種類（薬剤，診療行為，器材，コメント）に対応した入力画面へ遷移します。

選択番号 右側の一覧より選択します。一覧の該当行をダブルクリックしても構いませ

ん。

1件のときは，省略値として「1」が設定されています。

複数件のときは，選択番号を入力します。

新規登録（ユーザ点数マスタの設定）には入力する必要はありません。

有効年月日（開始／終了） 新規登録（ユーザ点数マスタの設定），または変更する場合のみ入力しま

す。

新規登録時，Enterを押し省略値は自動的に入ります。

ファンクションキーの説明

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 遷移元の画面へ戻ります。

クリア F2 内容をクリアします。

リスト F4 後述します。

期限切置換 F7 後述します。

検索 F9 点数マスタ一覧選択サブ画面に遷移します。

ユーザー F10 ユーザ設定画面へ遷移します。

確定 F12
各種類（薬剤，診療行為，器材，コメント）に対応した入力画面へ遷

移します。
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（1）－1　「リスト」(F4)の説明

「リスト」(F4)を押して遷移した画面より，点数マスタリストを作成できます。

帳票出力設定画面を表示しますので，印刷条件を入力します。

項目の説明

診療行為 診療行為リストを作成します。

その後，必要に応じて次の範囲指定を選択します。

範囲指定

全体／診療区分をボタンで選択します。診療区分を選択した場合に　は，コ

ンボボックスの中から印刷対象とする診療区分をそれぞれ開始と終了欄に指

定します。

医薬品 医薬品リストを作成します。指定して印刷を行う場合は，内用薬～その他の

中から選択します。

※レセプト添付資料用薬剤について

　点数マスタの「分類区分」にセットされている薬剤を対象とします。

一般名 一般名を記載した薬剤リストを作成します。

特定器材 特定器材リストを作成します。

その他材料 その他材料リストを作成します。

コメント コメントリストを作成します。コメントの種類を指定する場合は服用方法，

撮影部位，その他の中から選択します。

自費 自費リストを作成します。

マスタ日付指定 通常はシステムの日付が表示されています。

マスタの有効期間が指定した日付に含まれるものが対象になります。
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出力形式指定 出力の形式は次の2通りより選択します。

・点数マスタ一覧

・入力コード点数マスタ一覧

抽出データ指定 ・点数マスタより

点数マスタより抽出します。

・自院採用（入力コード登録分より）

自院で登録した入力コードより抽出します。

「一般名記載設定分のみ」を選択すると，点数マスタの設定により処方箋へ一

般名を記載する薬剤のみが対象になります。

出力順指定 リストの印刷順を指定します。

ファンクションキーの説明

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 元の画面へ戻ります。

クリア F2 指定された内容をクリアにします。

再印刷 F5 以前に処理を行った一覧の中から指定して再印刷できます。

情報削除 F10 処理結果で確認した情報の削除をします。

CSV出力 F11

点数マスタリストをCSV形式で出力します。

各リストごとに出力先とファイル名を指定します。

クライアント保険を行う場合は「ファイル出力先」にクライアント保

存を選択し，文字コードを指定します。

印刷開始 F12 印刷の処理が開始します。

処理結果 Shift＋F12
印刷をする際に行われる処理の名称，開始時間および終了時間，頁

数，エラーメッセージを表示します。

「印刷開始」(F12)を押すと確認メッセージを表示します。

F1：戻る 元の画面へ戻ります。

F11：印刷しない 作成処理のみで印刷は行いません。印刷を行う場合は「再印刷」(F5)画面で指定した帳票を印刷で

きます。

F12：印刷する 「処理結果」画面へ遷移し，印刷データ作成処理を開始します。処理後には印刷をします。
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（1）－2　リストの対象範囲

診療行為

・全体 診療コードが"100000000"～"199999999"のものが対象

・診療区分指定
診療コードが"100000000"～"199999999"で診療区分が指定した範囲のものが対

象

医薬品

・内用薬 薬剤区分が1のものが対象

・外用薬 薬剤区分が6のものが対象

・注射薬 薬剤区分が4のものが対象

・歯科用薬剤 薬剤区分が8のものが対象

・歯科用特定薬剤 薬剤区分が9のものが対象

・その他 薬剤区分が3のものが対象

・レセプト添付資料用薬剤 高額請求資料用薬剤分類情報に登録されている分類区分のものが対象

特定器材 診療コードが"700000000"～"799999999"のものが対象

器材商品 診療コードが"058000000"～"058999999"のものが対象

その他材料 診療コードが"059000000"～"059999999"のものが対象

コメント

・服用方法 診療コードが"001000000"～"001999999"のものが対象

・撮影部位 診療コードが"002900000"～"002999999"のものが対象

・その他
診療コードが"008200000"～"008699999"と診療コード

が"800000000"～"899999999"のものが対象

自費 診療コードが"095000000"～"096999999"のものが対象

＜CSV出力時の項目＞

■医薬品（「一般名」にチェックがない場合）

項

目

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

医

療

機

関

番

号

診

療

行

為

コ

ー

ド

有

効

開

始

年

月

日

有

効

終

了

年

月

日

薬

剤

名

金

額

単

位

注

射

容

量

麻

毒

区

分

神

経

破

壊

区

分

生

物

製

剤

区

分

造

影

剤

区

分

薬

剤

区

分

剤

型

区

分

経

過

措

置

年

月

日

薬

価

基

準

コ

ー

ド
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■医薬品（一般名にチェックがある場合）

項

目

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

医

療

機

関

番

号

診

療

行

為

コ

ー

ド

有

効

開

始

年

月

日

有

効

終

了

年

月

日

薬

剤

名

金

額

単

位

薬

剤

区

分

薬

価

基

準

コ

ー

ド

記

載

区

分

一

般

名

薬

価

後

発

区

分

収

載

識

別

入

力

コ

ー

ド

■特定器材

項

目

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

医

療

機

関

番

号

診

療

行

為

コ

ー

ド

有

効

開

始

年

月

日

有

効

終

了

年

月

日

移

動

関

連

コ

ー

ド

品

名

金

額

単

位

デ

ー

タ

区

分

上

限

点

数

下

限

年

齢

上

限

年

齢

年

齢

加

算

名

称

識

別

酸

素

等

特

定

器

材

種

別

1

特

定

器

材

種

別

2

公

表

順

序

番

号

■診療行為

項

目

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

医

療

機

関

番

号

診

療

行

為

コ

ー

ド

有

効

開

始

年

月

日

有

効

終

了

年

月

日

診

療

行

為

名

点

数

単

位

点

数

識

別

診

療

区

分

診

療

種

別

区

分

デ

ー

タ

区

分

保

険

適

用

入

外

適

用

老

人

適

用

病

院

・

診

療

所

医

療

観

察

法

上

限

回

数

通

則

年

齢

下

限

年

齢

上

限

年

齢

検

査

実

施

グ

ル

ー

プ

外

来

管

理

加

算

部

位

区

分

算

定

履

歴

コ

ー

ド

表

区

分

■コメント

項

目

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

医

療

機

関

番

号

診

療

行

為

コ

ー

ド

有

効

開

始

年

月

日

有

効

終

了

年

月

日

名

称

点

数

保

険

適

用

部

位

集

計

外

集

計

入

位

置

1

桁

数

1

位

置

2

桁

数

2

位

置

3

桁

数

3

位

置

4

桁

数

4

起

床

時

朝 昼 夕

方

就

寝

前

■自費

項

目

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

医

療

機

関

番

号

診

療

行

為

コ

ー

ド

有

効

開

始

年

月

日

有

効

終

了

年

月

日

名

称

金

額

保

険

適

用

部

位

集

計

外

集

計

入

位

置

1

桁

数

1

位

置

2

桁

数

2

位

置

3

桁

数

3

位

置

4
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（1）－3　「期限切置換」(F7)の説明

経過措置等により有効期限切れになり使用できないコードに対して，経過措置品目移行コードを提供していま

す。旧薬剤コードの自院コードを移行先薬剤コードの自院コードに置き換えて使用できます。

また薬剤情報，チェックマスタの内容も移行先のコードに複写できます。

有効終了年月日欄は最初，システム日付である月の末日を表示しています。任意の日付に変更してください。

表示される内容は自院コードの設定がある診療コードを表示します。

項目の説明

有効終了日 置き換えの対象とする有効終了年月日を入力します。

選択番号 置き換えの対象とする診療行為コードの番号を入力します。

旧診療行為コード 選択番号を入力後に「Enter」を押す，またはクリックすると選択した診療行

為コードおよび名称を複写して表示します。

新診療行為コード 置き換えを行う現在使用できる（有効期限内である）診療行為コードを入力

します。

このとき，すでに入力コードの登録がある診療行為コードであっても置き換

えはできます。

入力コード 自院コードとして登録のあるすべての入力コードを表示します。

新しく使用するコードに付けたい入力コードのみ残し，不必要な入力コード

は削除します。

入力コードを削除した場合，旧コードの入力コードは削除されないため，そ

のまま期限切れの入力コードとして残ります。

チェックマスタ 旧コードのチェックマスタの内容を新コードへ複写します。

複写するマスタ

• 薬剤と病名

• 薬剤と併用禁忌
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• 投与禁忌薬剤と病名

• 診療行為どうしの算定漏れ

• 病名と薬剤

※各マスタごとに新コードですでにマスタが作成済みの場合は複写しませ

ん。

薬剤情報マスタ 旧コードの薬剤情報を新コードへ複写します。

薬剤名以外のすべてを複写します。

※新コードですでにマスタが作成済みの場合は複写しません。

ファンクションキーの説明

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 元の画面へ戻ります。

クリア F2
旧診療行為コード欄に表示がある場合はまずその内容を，再度「クリ

ア」を押すと点数マスタの一覧および有効終了日をクリアします。

次頁 F7

指定した有効終了日で有効期限切れになった診療行為コードのう

ち，自院コードの登録がある診療行為が200行を超える場合に続きを

表示します。

検索 F9

点数マスタ一覧選択サブ画面を表示します。

一覧より対象の旧診療行為コードを選択後，「検索」を押すと旧名称

の頭から9文字で検索を行い，現在使用できる同名称の診療行為内容

があれば検索結果を一覧表示します。

対象が無い場合は一覧は空白で表示します。

印刷 F11 表示されている薬剤の一覧表を印刷します。

処理結果 Shift＋F12 処理の経過，結果を確認できます。

登録 F12 置き換えた内容を登録します。

※登録はDBを更新するため登録後の画面表示に時間がかかる場合があります。
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＜置き換えをする＞

1. 有効終了日を設定します。

2. 自院コードの付いている診療コードを表示します。

3. 置き換えたいコードを選択します。

4. 入力コードを確認し，変更追加がある場合は修正します。

5. 「登録」を押します。

＜すでに移行先コードに自院コードがつけてある場合＞

メッセージを表示します。すでに自院コードが登録済みの場合は，入力コードの置き換えはできません。

＜すでに移行先コードに薬剤情報，チェックマスタが登録済みの場合＞

すでに登録してある内容を優先し，複写は行いません。

特にメッセージは表示しません。
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＜複写をしない項目＞

以下の赤枠内は複写を行いません。移行先新コードに再度入力してください。
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（2）医薬品マスタ

医薬品マスタは標準提供されます。画面内の項目にはユーザが自由に変更できる項目と変更すると保険請求やシ

ステムでの動作に影響がある項目があります。十分に注意してマスタの変更を行ってください。

項目の説明（各名称について）

カナ名称 検索に使用します。

漢字名称 検索に使用する他，レセプトおよび処方箋へ表記する薬剤名称として使用し

ます。

正式名称 現在未使用です。

処方名称 ユーザが任意の名称を設定し処方箋に記載できます。処方箋に処方名称を記

載したい場合は，一般名記載の項目を「2　処方名称を記載する」に設定しま

す。

一般名 一般名を表示します。

内服算定 外用薬，注射薬を内服薬として入力できるようにします。

（入力例は【2.6　診療種別区分別の入力方法】の【（4）投薬料】を参照）

総量記載 処方箋へ内服薬の総量記載をし（　日）の印字をしたくない場合に，設定し

ます。

「1　内服滴剤」　を選択します。

（入力例は【2.6　診療種別区分別の入力方法】の【（4）投薬料】を参照）

一般名記載 処方箋へ一般名，または処方名を記載します。

「0　記載しない」・・・漢字名称を記載します。

「1　一般名を記載する」・・・一般名を記載します。

「2　処方名称を記載する」・・処方名称を記載します。

「3　処方名称（一般名）を記載」・・処方名称を記載します。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　一般名処方加算を自動算定します。

（入力例は【2.6　診療種別区分別の入力方法】の【（4）投薬料】を参照）

注）ユーザが作成した一般名を処方箋へ記載する場合は「3　処方名称（一

般名）を記載」を選択してください。

単位・換算値 一般名またはユーザ設定の処方名称を記載する場合に提供されているマスタ

の単位と違う場合に設定します。単位を設定すると換算値の設定が必要で

す。

分類区分 「101　システム管理マスタ」－「1036　高額請求資料用薬剤分類情報」で登

録した区分を設定します。

※高額日計表（高額請求添付資料）に記載したい薬剤のみに設定します。

全数量記載区分 薬剤情報への処方数の全数量記載の設定をします。

※標準提供している薬剤情報提供書

（ORCHC30,ORCHC31,ORCHCN30,ORCHCN31）では原則全数量記載をしま

す。（空白の場合でも記載します）記載しない場合は「0　記載しない」を設

定してください。

数量換算単位・数量換算値 薬剤情報への数量記載の換算値と単位を入力します。

また診療行為入力時の換算値としても使用します。

例）葛根湯エキス　15g　→　　葛根湯エキス　2包

入力チェック区分 現在使用していません。

長期投与日数 診療行為入力時に1回の処方の限度日数を設定します。

限度日数を超える入力をした場合にメッセージを表示します。

長期投与日数期限 長期投与日数のチェックをする終了日を入力します。

期限をセットしない場合は空白にします。

エラー処理　長期投与 診療行為入力画面で表示するメッセージの種類を設定します。

「0　エラー」・・エラー表示し入力はできません。

「9　警告」・・・警告表示します。

　　　　　　　　　メッセージを閉じた後入力できます。

エラー処理　投与量 診療行為入力画面で表示するメッセージの種類を設定します。

「0　エラー」・・エラー表示し入力はできません。

「9　警告」・・・警告表示します。

　　　　　　　　　メッセージを閉じた後入力できます。

投与量 投与量年齢チェックの設定をします。次頁を参照してください。

投与量（屯服）※ 屯服薬として入力した場合に数量×日数の総量と投与量（屯服）を判定し

ます。

月上限回数 診療行為で入力した薬剤の月の合計回数が設定値以上になった場合に警告表

示をします。

月総投与量 診療行為で入力した薬剤の月の総投与数が設定値以上になった場合に警告表

示をします。

※注意！

投与量（屯服）の項目を0.00とした場合は，屯服として薬剤入力時に「投与量」に設定されいる量でチェックをします。
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ファンクションキーの説明

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 遷移元の画面へ戻ります。

削除 F3 薬剤をデータベースから削除します。

入力CD F5

診療行為コードに自院コードが付けられます。

設定方法は，【2.5.5　入力コードの設定方法】の【（1）点数マスタ業

務からの入力コード設定】を参照してください。

登録 F12 入力内容をデータベースへ登録します。

＜経過措置品目移行コードについて＞

医薬品経過措置品目の置き換えマスタを提供します。

有効期限終了日以降に入力された場合でも置き換えマスタが提供されている薬剤は診療行為入力時にコードを

置き換えます。

また，Do入力・診療セット展開時・約束処方の時にもコードを置き換えます。
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（2）−1　マスタ内容の変更

医薬品マスタの項目は次の3種類に分けられます。

赤枠：ユーザーが直接変更できる項目

青枠：ユーザー設定により変更できる項目（【（2）−2　医薬品マスタのユーザ設定】を参照）

赤枠青枠以外：医薬品マスタの本体部分（【（7）　標準提供マスタの変更方法】を参照）

＜ユーザが直接変更できる項目について＞

長期投与日数，長期投与期限，エラー処理，投与量，月上限回数，月上限投与量，内服算定については項目を

直接変更できます。

＜投与量チェックの設定について＞

下限・上限年齢，投与量をセットすると，診療行為入力時にチェックします。

● 下限，上限年齢は00が設定なしになります。

● 設定は年齢を入力しますが，1歳未満の場合は以下のように月ごとに設定できます。

AA：28日（新生児），M1：1ヶ月，M2：2ヶ月・・・MA：10ヶ月，MB：11ヶ月

下限01　上限00　　　1歳以上

下限00　上限01　　　1歳未満

下限AA　上限00　　　乳児以上

下限00　上限AA　　　乳児未満（新生児）
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下限M3　上限01　　　3ヶ月以上1歳未満

（具体的な設定例）

新生児の期間は0.5

新生児の期間を超えて6ヶ月までは1

6ヶ月から1歳までは，1.5の場合

ヒント

業務メニュー「91　マスタ登録」-「101　システム管理マスタ」-「1007　自動算定情報・チェック機能制御情報」の薬剤投

与量チェックでチェックの範囲を設定できます。
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（2）−2　医薬品マスタのユーザ設定

下の図の青枠の項目を変更するにはユーザ設定を登録する必要があります。

単位コードのない薬剤に単位を設定するには，下記の手順でユーザ設定登録画面の「ユーザー単位」に設定してください。
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＜ユーザ設定の登録＞

1.「ユーザー」(F10)を押します。ユーザ設定登録画面を表示します。

2.有効期限を入力し，必要な項目を設定します。

3.「登録」(F12)を押して登録します。

ヒント

ユーザ設定の項目は，ユーザ設定登録画面で履歴管理を行ってください。

登録後は医薬品マスタの画面に現在の設定を表示します。
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（3）診療行為マスタ

診療行為マスタは標準提供されます。以下の4つのタブ画面から構成されています。

ファンクションキーの説明

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 遷移元の画面へ戻ります。

削除 F3 診療行為をデータベースから削除します。

入力CD F5

診療行為コードに自院コードが付けられます。

設定方法は，【2.5.5　入力コードの設定方法】の【（1）点数マスタ業

務からの入力コード設定】を参照してください。

老人一般 F7
1つの診療行為に対して一般コードと老人コードが設けられていると

き，振替先のコードおよび名称を表示します。

タブ切替 F8 タブの切り替えをします。

ユーザー F10 診療行為マスタのユーザ設定画面へ遷移します。

登録 F12 入力内容をデータベースへ登録します。
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(3)-1　基本情報タブ

診療行為の基本情報を表示します。

＜正式名称について＞

診療行為入力時の名称からの検索，診療行為・会計照会の表示に正式名称を使用したい場合は，「101　システ

ム管理マスタ」－「1038　診療行為機能情報」の「正式名称表示」の設定をします。

＜基本情報タブ内の項目の変更について＞

図の青枠の「出力名称」，「採血料区分」，「前回検査日」の変更にはユーザ設定が必要になります。【（3）-5　診

療行為マスタのユーザ設定】を参照してください。

その他の項目はユーザマスタの作成が必要です。【（7）標準点数マスタの変更方法】を参照してください。
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(3)-2　回数，年齢タブ

診療行為の回数，年齢情報を表示します。

＜回数，年齢タブ内の項目の変更について＞

図の青枠の「ユーザ設定　上限回数」の変更にはユーザ設定が必要になります。【（3）-5　診療行為マスタのユ

ーザ設定】を参照してください。

その他の項目はユーザマスタの作成が必要です。【（7）標準点数マスタの変更方法】を参照してください。
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(3)-3　手術，検査，入院タブ

診療行為の手術，検査，入院情報を表示します。

＜手術，検査，入院タブ内の項目の変更について＞

ユーザマスタの作成が必要です。【（7）標準点数マスタの変更方法】を参照してください。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 1091 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 5.217



(3)-4　各種番号等タブ

診療行為の各種番号情報を入力します。

＜各種番号等タブ内の項目の変更について＞

ユーザマスタの作成が必要です。【（7）標準点数マスタの変更方法】を参照してください。

(3)-5　診療行為マスタのユーザ設定

各タブの青枠で示した項目を変更するにはユーザ設定を登録する必要があります。

＜ユーザ設定の登録＞

1.「ユーザー」(F10)を押します。ユーザ設定登録画面を表示します。
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2.有効期限を入力し，必要な項目を設定します。

3.「登録」(F12)を押して登録します。

ヒント

ユーザ設定の項目は，ユーザ設定登録画面で履歴管理を行ってください（有効期限を入力してください）。

登録後は診療行為マスタの画面に現在の設定を表示します。
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＜出力名称について＞

診療費明細書へ名称を変更して記載します。

＜採血料区分の設定＞

血液検査の種類によって自動算定を行う血液採取料はユーザにより設定していただく仕様としています。

「0：　　　　」・・・採血料の自動算定なし

「1　末梢採血」・・・「血液採取（その他）」　B-C）

「2　静脈採血」・・・「血液採取（静脈）」（B-V）

「3　動脈採血」・・・「動脈血採取」（B-A）

＜前回検査日＞

複数月に1回しか算定できない検査など，初回または前回実施日をレセプトに記載する必要があります。

診療行為入力時に前回実施日を自動発生させます。選択式コメントがある検査の場合，対応する選択式コメント

コードを表示します。

0　表示しない 初回，前回実施日を表示しません。

1　表示する（初回コメント） （初回　・・検査名・・・）

（前回実施年月日・・検査名・・○年○月○日）

　のコメントを自動発生します。

2　表示する（初回実施） （初回実施○○月○○日）または

（初回　・・検査名・・・）

（前回実施年月日・・検査名・・○年○月○日）

　のコメントを自動発生します。

注意！

初回・前回実施日の自動発生をするためには算定履歴を作成する必要があります。

算定履歴を作成する設定になっていない場合は次のメッセージを表示します。

「閉じる」を押すとユーザ設定上限回数を表示します。

算定履歴を「1　有効」に設定してください。

このときに複数月に1回の算定のエラーチェックを同時に設定しておくことをお奨めします。

また，運用途中から前回実施日を自動発生させたい場合は，算定履歴を作成する必要があります。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 1094 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 5.222

図 5.221



＜ユーザ設定上限回数について＞

診療行為入力時にチェックする回数上限を設定します。

算定履歴（※1） 0　無効・・・ユーザ設定の上限回数チェックをしません。

1　有効（算定履歴作成）・・・ユーザ設定の上限回数をチェックします。

チェックを行う場合は「1　有効（算定履歴作成）」を設定します。

回数 　月・・・月上限回数を設定します。

1日・・・1日上限回数を設定します。

1週・・・1週（入力日の属する週の日曜日から土曜日）上限回数を設定します。

他月数 複数月のチェックを行う場合に設定します。

3ヶ月に1回の場合は図のように設定します。

※月数に関係なく全期間でチェックしたい場合は他月数に「99」を入力します。

エラー処理 診療行為画面に表示するエラー区分を設定します。

0・・・エラーとする

9・・・警告とする

注意！（※1）
入力時に回数チェックを行うため，算定履歴を作成します。点数マスタでチェックを行う設定をした直後は算定履歴が作

成されていないため，チェックがかかりません。

複数月に1回チェックの設定を行った場合などは前回の算定日を訂正登録すると次回の入力からチェックをします。

回数チェックを行うため算定履歴を作成します。その分の処理が遅くなる場合があります。

＜複数月の上限回数チェック（他月数の設定）を行う場合のチェック範囲について＞

例）点数マスタの設定：他月数3　他1（3ヶ月1回）

　　　　　　　　　　　6／2　算定の場合

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 1095 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

３ヶ月（４月１日～６月３０日）の範囲で算定回数をチェック
します。

３月 ４月 ５月 ６月

２日算定

３０日算
定

チェックしない

図 5.223



（4）特定器材マスタ

特定器材マスタは標準提供されます。

＜マスタ内容の変更＞

特定器材マスタに限り画面内で金額の登録ができます。

金額登録ができる器材は次の条件の器材です。

金額種別の項目が「2　都道府県購入価格」または酸素等の項目が「2　定置式液化酸素貯槽」〜「9　窒素」

＜登録例　H30年4月1日より大型酸素ボンベに0.30円を設定する＞

1.点数マスタ画面で「酸素ボンベ・大型」を表示します。

2.金額一覧の項目に「H30.4.1 〜 999999　　0.30」を入力し登録を押します。

3.「酸素ボンベ・大型」のマスタ期間と金額を登録する期間をチェックして満たない場合はメッセージを表示し

ます。
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4.マスタの期間を満たすため「H26.4.1 〜 H30.3.31　0.41」を入力します。

5.「登録」(F12)を押して登録します。
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(4)-2　特定器材マスタのユーザ設定

下の図の青枠の項目を変更するにはユーザ設定を登録する必要があります。

単位コードのない特定器材に単位を設定するには，下記の手順でユーザ設定登録画面の「ユーザー単位」に設定してくださ

い。
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＜ユーザ設定の登録＞

1.「ユーザー」(F10)を押します。ユーザ設定登録画面を表示します。

2.有効期限を入力し，必要な項目を設定します。

3.登録(F12)を押して登録します。

ヒント

ユーザ設定の項目は，ユーザ設定登録画面で履歴管理を行ってください。

登録後は特定器材マスタの画面に現在の設定を表示します。
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（5）自費（文書料など）の入力

【5.3　ユーザ点数マスタの設定について】の【（6）自費（文書料など）の登録】を参照してください。

（6）その他材料・特定器材商品名コードの入力

【5.3　ユーザ点数マスタの設定について】の【（5）その他材料・特定器材商品名ユーザ登録】を参照してくださ

い。

（7）標準点数マスタの変更方法

点数マスタの内容を変更したい場合は以下の流れでユーザ点数マスタを作成しユーザ点数マスタの内容を変更

します。

1. 変更したい点数マスタを表示する

2. ユーザ点数マスタを作成する

3. 内容を変更する

4. 登録後からユーザ点数マスタが優先される

注意！

日レセのマスタ更新により該当の点数マスタが更新されても，ユーザ点数マスタは更新されません。

ユーザ点数マスタはユーザ管理のマスタとなります。特に診療報酬改定に注意してください。

(7)-1　ユーザ点数マスタの作成

1.内容変更したい点数マスタを呼び出します。

2.「ユーザー」(F10)を押します。
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3.確認メッセージが表示されます。「OK」を押します。

4.ユーザ点数マスタがユーザ管理となる確認メッセージが表示されます。「OK」を押します。

5.標準点数マスタからユーザ点数マスタへ複写し，ユーザ点数マスタが作成されます。
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6.ユーザ点数マスタの内容を変更し「登録」(F12)を押します。

ヒント

ユーザ点数マスタを作成後，日レセで該当の診療コードを呼び出すとユーザ点数マスタが優先して表示されます。
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(7)-2　ユーザ点数マスタの削除

1.ユーザ点数マスタを表示します。

2.「一括削除」(F10)を押します。

3.確認メッセージを表示します。「OK」を押します。

4.該当のユーザ点数マスタが削除されます。

ヒント

ユーザ点数マスタを削除したコードは，その後標準点数マスタが表示されます。
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(7)-3　ユーザ点数マスタの表示

各業務画面でもユーザ点数マスタであることがわかるように表示が変わります。

【点数マスタでの表示】

【診療行為入力画面での表示】

診療コードを緑色で表示します。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 1104 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 5.237

図 5.238

図 5.239



5.3 ユーザが自由に登録できるマスタについて

（1）ユーザが登録できる診療行為コードの範囲

（2）服用方法の登録

（3）画像診断　撮影部位の登録

（4）コメント文の登録

（5）その他材料・特定器材商品名ユーザ登録

（6）自費（文書料など）の登録

（7）「改正」ボタンの使用

（8）ユーザ点数マスタの複写

（1）ユーザが登録できる診療行為コードの範囲

ユーザが点数マスタに登録できる診療行為コードは，先頭が「0」から始まる9桁のコードのみです。

ただし，診療行為コードによってはシステムで予約されたものや範囲によって 内容を限定していますので，む

やみに設定することはできません。以下の表を参考に点数マスタの登録を行ってください。

※ユーザが登録できる範囲以外のコードを入力した場合，警告メッセージを表示します。

診療行為コード

開　　始 終　　了
内　　容

001000001 001999999

服用方法

（"001000001"～"001000986"までは日レセオリジナルの服用方法が

登録済みです）。

002000001 002999999 画像診断　撮影部位

008200001 008299999
コメント文

（レセプト，処方箋記載有り）

008300001 008399999 コメント文

（診療行為入力時，コメント文の後ろに文字の直接入力ができる）

（レセプト，処方箋記載有り）

008400001 008499999 コメント文

（診療行為入力時，コメント文の間に数字の直接入力ができる）

（レセプト，処方箋記載有り)

00850000 008599999 コメント文

（診療行為入力時，コメント文の後ろに文字の直接入力ができる）

（レセプト記載無し，処方箋記載有り）

008500000は表示なしのフリーコメント

008600000 008699999 コメント文

（診療行為入力時，コメント文の後ろに文字の直接入力ができる）

（レセプト，処方箋等には印刷しない画面表示用コメント）

008600000は表示なしのフリーコメント

058000000 058999999 特定器材商品名ユーザ登録

059000001 059999999

その他材料

レセプト，処方箋表示あり。

（金額が0円の場合はレセプトに記載しません）

095000001 095009999 自費（文書料など）

095xx0001 095xx9999 自費（診療区分別に計上）

xx：内容

11～12:診察

13：指導

14：在宅

21～27：投薬

31～33：注射
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40：処置

50：手術

54：麻酔

60：検査

64：病理診断

70：X線

80：その他料

91：診断書料（自賠責）

92：明細書料（自賠責）

93：特定器材等（労災・自賠責）

94：入院室料加算（労災，自賠責）

099000000 099999999 システム予約

※ "095"，または"096"から始まる9桁コードは患者の自己負担分を表すコードです。診療行為に係る自己

負担分は，

"095xx0001"～"095xx9999"が消費税を計算しないコード，

"096xx0001"～"096xx9999"が消費税を計算するコードです。

また，文書料などの自費分は，

消費税を計算しない場合は診療行為入力画面で診療種別区分の".950"を入力し，消費税を計算する場

合は同じく診療行為入力画面で".960"を入力した後に該当コードを入力してください。

※ 自賠責保険に対応するコードとして，

"095910001"～"095919999"が診断書料のコード，

"095920001"～"095929999"が明細書料のコード，

があります。

※労災，自賠責保険に対応するコードとして，

"095930001"～"095939999"が（ポリネックなどの）特定器材等，労災診断書料のコード

があります。

ヒント！

09593XXXX　のコードは労災レセプトの「その他」欄に集計されその他欄の横の摘要欄に記載します。

なお，対応する保険以外の保険で上記コードを使用した場合は自費分として取り扱います。

※労災，自賠責で入院時の入院室料加算は，入院操作マニュアルを参照してください。
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（2）服用方法の登録

標準提供にない服用方法はその都度作成する必要があります。

例として診療行為コード"001001104　1日2回　塗布"を作成します。

診療行為コード，有効開始年月日および有効終了年月日を必須入力し「確定」(F12)を押します。

有効期間を設けない場合，有効年月日は未入力状態で「Enter」を押し，「0000000」～「9999999」を表示します。

用法コード設定画面に遷移後は，登録の際に必要な項目を入力します。

内服薬等，薬剤情報提供書に服用時点を記載する場合は「服用時点」の項目を設定します。

入力後，「登録」(F12)を押すと確認メッセージを表示します。

「OK」で登録します。

「戻る」を押すと元の画面へ戻ります。
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項目の説明

有効年月日 開始～終了の日付を表示します。

カナ名称 カナ名称を入力します。

漢字名称 漢字名称を入力します。必須入力項目です。

正式名称 使用しません。

服用時点 薬剤情報提供書を発行する場合は設定が必要です。

起床，朝，昼，夕，寝前　のいずれかに「1　服用する」を選択します。

初期値には「0　服用しない」が設定されています。

編集情報

カラム位置
数値入力できるコードを作成する場合に設定します。

コメント区分 0　服用方法・・・処方箋のQRコードへ用法コードとして記録します。

1　服用方法コメント有り・・・処方箋のQRコードへ用法コードとして記録します。

2　コメント・・・処方箋のQRコードへ薬剤コメントとして記録します。

ファンクションキーの説明

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 遷移元の画面へ戻ります。

削除 F3 画面に表示している情報内容をデータベースから消去します。

入力CD F5

画面表示している診療コードに対し，医院独自の入力コードの作成，

登録できます。

取り扱いは，【2.5.5　入力コードの設定方法】を参照してくだ

さい。

登録 F12 入力内容をデータベースへ登録します。

＜数値入力ができる用法を作成する＞

数値入力は1つのコードで5箇所まで設定できます。

（例）朝：g　昼：g　夕：g

1. 漢字名称に　朝：g　昼：g　夕：g　を入力します。

2. 数値入力を行うカラム位置を設定します。

この例の場合は3文字目，7文字目，11文字目に数値を挿入します。
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【診療行為の入力例】

• 入力はスペースで区切り数値を入力します。

• 小数点が入力できます。

• 薬剤情報の「起・朝・昼・夕・寝」の数量欄には数量を記載しません。
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（3）画像診断　撮影部位の登録

（例）診療行為コード"002000002　頭部"の内容で作成します。

診療行為コード，有効開始年月日および有効終了年月日を必須入力し「確定」(F12)を押します。

有効期間を設けない場合，有効年月日は未入力状態で「Enter」を押し「0000000」～「9999999」を表示します。

コメント設定画面に遷移後は，登録の際に必要な項目を入力します。必須入力項目は「漢字名称」，「保険適用」

「部位区分」になります。「保険適用」欄の選択は，金額以外の撮影部位，コメントなどの名称のときは「0」を選び，

「文書料」など金額が関係する自費扱い分には「2　保険適用外」を選択します。なお，「レセプト編集情報」の「カ

ラム位置」および「桁数」欄は，標準マスタで提供するコメント文（84から始まる9桁診療コード）のレセプトに

印字する値の位置および桁数の表示に使用します。そのため仮に撮影部位コードの登録時に設定を行っても，診

療行為入力画面には反映されません。

「部位区分」は，コンボボックスより次の8つの部位の中から選択します。

1：頭部

2：躯幹

3：四肢

5：胸部

6：腹部

7：脊椎

8：消化管

0：その他（上記以外）
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＜同一名称撮影部位の設定にあたって＞

同一の撮影部位名称であっても撮影方法により自動算定させる点数が異なる場合は，名称に補記するなどの工

夫をして必要分ほど撮影部位を作成してください。

単純撮影

部位区分「1：頭部」，「2　躯幹」，「5：胸部」，「6：腹部」，「7：脊椎」　のいずれかの設定をした撮影部位を単純

撮影で入力した場合は，写真診断料「1　単純撮影」の「イ　頭部，胸部，腹部または脊椎」の点数を自動算定し

ます。それ以外の部位区分を設定した撮影部位を入力した場合は，「ロ　その他」の点数を自動算定します。

造影剤使用撮影

部位区分「8：消化管」を設定した撮影部位を造影剤使用撮影で入力した場合は，写真診断料「3　造影剤使用撮

影」と「透視診断」の点数を自動算定します。それ以外の撮影部位を使用した場合は「透視診断」の自動算定は行い

ません。

入力後，「登録」(F12)を押すと確認メッセージを表示します。

「OK」で登録します。「戻る」を押すと元の画面へ戻ります。
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項目の説明

有効年月日 開始～終了の日付を表示します。

カナ名称 カナ名称を入力します。

漢字名称 漢字名称を入力します。必須入力項目です。

正式名称 正式名称を入力します。

カラム位置 レセプトへ各種算定日等のコメント文の値を印字する場合の位置決めをしま

す。

撮影部位設定では使用しないため，「0」です。(初期値)
桁数 レセプトへ各種算定日等のコメント文の値を印字する場合の桁数（文字数）

を設定します。

撮影部位設定では使用しないため，「0」です。（初期値）

金額 金額の入力に使用します。

撮影部位設定では使用しないため，「0」です。（初期値）

保険適用 コンボボックスから「0」を選択します。必須入力項目です。

点数欄集計先識別（外来） 点数欄集計先を指定するときに使用します。

撮影部位設定では使用しないため，「0」です。（初期値）

点数欄集計先識別（入院） 点数欄集計先を指定するときに使用します。

撮影部位設定では使用しないため，「0」です。（初期値）

部位区分 コンボボックスから選択します。必須入力項目です。

部位の選択式コメントコード 登録すると診療行為入力画面で選択式コメントを自動表示します。

/を入力すると選択式コメントの一覧を表示します。

入力チェック区分 現在使用していません。

診療行為入力画面の入力例
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（4）コメント文の登録

0082XXXXXのコメントについて

0082～から始まる9桁コードは，ユーザ登録した点数マスタの「漢字名称」をコメント文として，診療行為入力

時にどの診療区分にも使用できます。

これは標準マスタで提供されているコメントコード，"82XXXXXXX"と同じ扱いのコードになります。よって，ユ

ーザ登録するコメントは，82から始まる9桁のコメントコードを参照してください。入力されたコメント文は，

レセプトおよび処方箋に印刷します。

診療行為コード，有効開始年月日および有効終了年月日を必須入力し「確定」(F12)を押します。有効期間を設け

ない場合，有効年月日は未入力状態で「Enter」を押し「0000000」～「9999999」を表示します。

（例）"0082XXXXX"のコードにコメント文を登録する
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コメント設定画面に遷移後は，登録の際に必要な項目を入力します。

必須入力項目は，漢字名称になります。

注意！

カラム位置・桁数には入力を行わないでください。

入力後，「登録」(F12)を押すと確認メッセージを表示します。

「OK」で登録します。

「戻る」を押すと元の画面へ戻ります。
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主な項目の説明

有効年月日 開始～終了の日付を表示します。

漢字名称 漢字名称を入力します。必須入力項目です。

以下の項目は初期値（0）のままとします。

「診療行為入力画面の入力例」

0083XXXXXのコメントについて

0083～から始まる9桁コードは，診療行為入力画面ではユーザ登録をした点数マスタの「漢字名称」の後ろに直

接入力ができ，コメント文としてどの診療区分にも使用できます。これは標準マスタで提供されているコメント

コード，"83XXXXXXX"と同じ扱いのコードになります。

よって，ユーザ登録するコメントは，83から始まる9桁のコメントコードを参照してください。入力されたコメ

ント文は，レセプトおよび処方箋に印刷します。

診療行為コード，有効開始年月日および有効終了年月日を必須入力し「確定」(F12)を押します。有効期間を設け

ない場合，有効年月日は未入力状態で「Enter」を押し「0000000」～「9999999」を表示します。

（例）"0083XXXXX"のコードにコメント文を登録する

例として診療行為コード"008300001　紹介先：　"の内容で作成します。

コメント設定画面に遷移後は，登録の際に必要な項目を入力します。

必須入力項目は，「漢字名称」になります。

注意！

カラム位置・桁数には入力を行わないでください。
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「登録」(F12)を押して登録をします。

【診療行為入力画面の設定例】

↓名称欄に直接，文字を入力します。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 1116 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 5.255

図 5.254

図 5.253



0084XXXXXのコメントについて

0084から始まる9桁コードは，ユーザ登録した点数マスタの「漢字名称」の間に，診療行為入力画面でコメント

（数字）を埋め込んだ入力ができ，コメント文としてどの診療区分にも使用できます。これは標準マスタで提供

されているコメントコード，"84XXXXXXX"と同じ扱いのコードになります。

よって，ユーザ登録するコメントは，84から始まる9桁のコメントコードを参照してください。入力されたコメ

ント文は，レセプトおよび処方箋に印刷します。

診療行為コード，有効開始年月日および有効終了年月日を必須入力し「確定」(F12)を押します。有効期間を設け

ない場合，有効年月日は未入力状態で「Enter」を押し「0000000」～「9999999」を表示します。

（例）"0084XXXXX"のコードにコメント文を登録する

コメント設定画面に遷移後は，登録の際に必要な項目を入力します。

必須入力項目は，「漢字名称」，「カラム位置」および「桁数」になります。

＜カラム位置と桁数について＞

標準マスタで提供するコメント文（"84"から始まる9桁コード）や，それと同様の扱いとするユーザが登録でき

るコメント文（"0084"から始まる9桁コード）を使用したとき，レセプト等に印字する値の位置および桁数を表

示する設定をします。

カラム位置 レセプトへ各種算定日等のコメント文の値を印字する場合の位置決めをします。

桁数 レセプトへ各種算定日等のコメント文の値を印字する場合の桁数（文字数）を設定します。
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例では，カラム位置4，桁数2とカラム位置11，桁数2で設定しています。これにより，診療行為入力画面で該当

のコードを入力したとき，名称欄の全角4文字目にカーソルが移動し，入力文字数は全角2文字まできるように

します。なお，漢字名称欄で桁数にあたる箇所は文字数分を空白としてください。

例の場合は2文字分の空白を入力します。

「登録」(F12)を押して登録をします。

「診療行為入力画面の設定例」
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＜数値の桁数を固定しない設定方法＞

カラム位置のみ設定し桁数を固定しない設定により，小数点等の任意の桁が入力できます。

（例）朝：単位，昼：単位）

【診療行為入力例】

0085XXXXXのコメントについて

レセプトには印字しないコメントコードです。院内処方箋を発行する場合など，薬剤と同じ剤

に"0082XXXXX"～"0084XXXXX"のコメントコードを使用するとレセプトに印字されてしまいます。この場合はレセ

プトに印字しない0085～のコメントコードを使用します。レセプト以外の処方箋，会計カード等に印字します。

• "008500000"はフリーコメントになります。

• "008500001"以降はコメント内容を登録できます（診療行為入力画面で0083～のコメントと同様に文字

追加できます。

作成方法，入力方法は"0083XXXXX"のコメントと同じです。

0086xxxxxのコメントについて

レセプト，処方箋に印字しない画面表示用コメントです。

会計カードには印字します。

• "008600000"はフリーコメントになります。

• "008600001"以降はコメント内容を登録できます（診療行為入力画面で0083～のコメントと同様に文字

追加できます。

作成方法，入力方法は"0083XXXXX"のコメントと同じです。
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（5）その他材料・特定器材商品名ユーザ登録

＜その他材料の登録＞

例として診療行為コード"059000001　ペンニドール　３０Ｇ"の内容で作成します。

診療行為コード，有効開始年月日および有効終了年月日を必須入力し「確定」(F12)を押します。

有効期間を設けない場合は未入力状態で「Enter」を押し「0000000」～「9999999」を表示します。
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特定器材設定画面に遷移後は，登録の際に必要な項目を入力します。

必須入力項目は「漢字名称」，「金額種別」になります。

また，単位は必ず入力を行ってください。

（例：○枚や○本などの単位）

入力後，「登録」(F12)を押すと確認メッセージを表示します。

「OK」で登録します。

「戻る」を押すと元の画面へ戻ります。
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主な項目の説明

有効年月日 開始～終了の日付を表示します。

カナ名称 カナ名称を入力します。

漢字名称 漢字名称を入力します。必須入力項目です。

ここで作成した名称がレセプトへの表示名称になります。

正式名称 正式名称を入力します。

金額 金額は円以下銭まで入力できます。

金額種別 金額種別をコンボボックスより選択します。必須入力項目です。

旧金額 金額は円以下銭まで入力できます。

単位コード コンボボックスから該当する単位を選択します。

＜特定器材商品名ユーザ登録＞

特定器材商品名をユーザ登録し，算定する特定器材コードとの関連付けを行う。

点数マスタより"058000000"～"058999999"の範囲でコードを入力する。

有効期間を設定し「確定」(F12)を押す。
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各項目を入力する。

カナ名称 診療行為検索に使用

漢字名称 診療行為検索・表示に使用

商品名称 名称をレセプトへ記載します。

金額 算定器材コードで指定した特定器材マスタの金額種別が「2　都道府県購入価格」の場合に設定で

きます。

単位コード 算定器材コードで指定した特定器材マスタの単位が設定されていない場合に設定できます。

算定器材コード 点数を算定し，レセプトへ記載します。

複写元コード 登録済みの器材商品名コードを入力し，内容を複写できます。

また直前の特定器材商品名コードは「前回複写」(F6)で複写できます。

商品名称一覧 特材品目マスタ（在宅用特定器材コードが対象）を参照し，商品名一覧を表示します。一覧から

選択し商品名を複写します。

診療行為の入力

特定器材商品名コードを入力します。関連付けされた特定器材のコードを自動算定します。
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（6）自費（文書料など）の登録

自費コードと診療種別区分（.950 .960）について

診療行為コード 診療種別区分　.950入力 診療種別区分　.960入力 診療種別　入力なし

095000001　～　095999999
点数マスタ金額設定あり

消費税計算なし 消費税計算あり（外税） 消費税計算なし

096000001　～　096999999
点数マスタ金額設定あり

金額内容（0：税抜き）

消費税計算なし 消費税計算あり（外税） 消費税計算あり（外税）

096000001　～　096999999
点数マスタ金額設定あり

金額内容（4：税込み）

入力不可 消費税計算あり（内税）

（注1）

消費税計算なし（内税）

（注1）

095000001　～　095999999

096000001　～　096999999
点数マスタ金額設定なし

（0円設定）

消費税計算なし

095XXXXXX
消費税計算あり

（注2）

096XXXXXX
消費税計算あり

（注2）

095XXXXXX
消費税計算なし

096XXXXXX
消費税計算なし

（注2）

注1：金額欄には税込み金額を登録します。診療行為入力画面では内税を計算し表示します。

注2：金額欄には0円を登録します。診療行為入力画面で税込み金額を入力し，内税を計算し表示します。

ヒント！

• 金額内容（4：税込み）は有効開始日が平成19年4月1日以降の場合に設定できます。

• 消費税の1円未満の端数処理は【5.1　システム管理マスタ】－【1001　医療機関情報－基本】－消費財端数区分で

設定できます。
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自費コード登録例

＜例1＞文書料として固定金額（2,000円）にする場合（消費税を計算しない場合）

診療行為コード"095000001　文書料2000円"の内容で作成します。

診療行為コード，有効開始年月日および有

効終了年月日を必須入力し「確定」(F12)を押します。

有効期間を設けない場合は未入力状態で「Enter」を押し「0000000」～「9999999」を表示します。
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各項目を入力します。

必須項目

「漢字名称」，「保険適用」，「点数欄集計先識別（外来）」または「点数欄集計先識別（入院）」，「部位区分」

文書料等は「2　保険適用外」を選択します。

点数欄集計先識別（外来）(入院)は「101システム管理マスタ」－「1013　請求書自費名称情報」に登録した内容

に合わせて入力します。「1013　請求書自費名称情報」の外来自費名称の「1」に「文書料」を設定した場合は，

点数欄集計先識別（外来）欄に「001」と3桁に直して入力します。

注意！

カラム位置・桁数は入力しないでください。

入力後，「登録」(F12)を押すと確認メッセージを表示します。

「OK」で登録します。

「戻る」を押すと元の画面へ戻ります。
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項目の説明

有効年月日 開始～終了の日付を表示します。

カナ名称 カナ名称を入力します。

漢字名称 漢字名称を入力します。必須入力項目です。

正式名称 正式名称を入力します。

カラム位置 レセプトへ各種算定日等のコメント文の値を印字する場合の位置決めをしま

す。

自費の設定では使用しないため，「0」です。（初期値）

桁数 レセプトへ各種算定日等のコメント文の値を印字する場合の桁数（文字数）

を設定します。自費の設定では使用しないため，「0」です。（初期値）

金額 金額を入力します。

保険適用 コンボボックスから「2　保険適用外」を選択します。必須入力項目です。

「4：税込み」は有効開始日が平成19年4月1日以降のマスタに設定できます。

点数欄集計先識別（外来） 点数欄集計先識別（外来）を3ケタで入力します。

点数欄集計先識別（入院） 点数欄集計先識別（入院）を3ケタで入力します。

金額内容 コンボボックスから選択します。必須入力項目です。

自賠責集計等取扱（外来） 09593～始まるコードで作成した場合に自賠責保険の負担金集計先，レセプ

トの集計先を指定できます。

自賠責集計等取扱（入院） 09593～始まるコードで作成した場合に自賠責保険の負担金集計先，レセプ

トの集計先を指定できます。

入力チェック区分 現在使用していません。

【診療行為入力画面の入力例】

請求確認画面にはこのように計上します。
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＜例2＞文書料としてその都度金額を入力する場合（消費税を計上する場合）

診療行為コード"096000001　文書料　0円"の内容で作成します。

入力内容は＜例1＞の場合と同様です。金額は診療行為入力画面で入力しますので0円としておきます。

入力後は「登録」します。

診療行為入力画面の入力例

消費税を含んだ金額を入力します。

ポイント！

096000XXXのコードで金額フリー（単価0円）設定の場合は，診療行為入力画面で金額を入力します。

そのときは消費税込みの金額を入力してください。また，金額へ「3000＠」を入力すると，消費税を計算し金額を表示しま

す。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 1129 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 5.273

図 5.272



＜総数に消費税を掛ける入力方法＞

消費税計算は　（単価＋（単価×消費税率））×数量　が基本になります。診療種別区分「.961　保険外（消費

税あり）数量込みの金額」で入力を行うと（単価×数量）＋（単価×数量）×消費税率　の計算をします。

＜例3＞　"095000010　自費1"　＠55を30個算定する場合

.960　保険外（消費税あり）　で入力の場合

（５５＋（５５×０．０８））→　５９×３０＝　1770円

.961　保険外（消費税あり）数量込みの金額　で入力の場合

（５５×３０）＋(５５×３０)×０．０８＝　1782円

【診療行為画面の入力】
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＜自賠責保険の診断書料，明細書料，特定器材（ポリネックなど）の点数マスタ登録について＞

診断書料の点数マスタ・・・診療行為コードは　"09591XXXX"で作成

明細書料の点数マスタ・・・診療行為コードは　"09592XXXX"で作成

特定器材の点数マスタ・・・診療行為コードは　"09593XXXX"で作成

※上記のコードにより，自賠責レセプトの診療区分80，その他の欄へ印字できます。

なお，作成したコードは自賠責以外の保険で使用できますが，その場合は自費分として取り扱います。

ポイント！

09593・・・・のコードを作成する場合に自賠責集計等取扱（外来）（入院）の設定ができます。

請求確認画面と自賠責レセプトの集計先を指定できます。

09591～09593・・・のコードを金額フリー（単価0円）で作成した場合，診療行為入力画面の診療種別区分は「.809　そ

の他（労災・自賠責入力）」になります。

＜例1＞診療行為コード"095910001　診断書料　5000円"の内容で作成します。
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＜診療行為入力画面の入力例＞

自賠責保険の入力は，以下のようになります。

診療種別区分の入力は特に必要ありません。自賠責のレセプトでは診療区分80へ印字されるため，入力を行う場

合は，「.800」と入力します。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 1132 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 5.276



請求確認画面にはこのように計上します。

（ただし，画面例は以下の設定をしている場合の表示例です。

・「101　システム管理マスタ」－「4001　労災自賠責医療機関情報」の「文書料（消費税）」欄を「1　無し」で設

定

・「12　登録」の労災自賠保険入力画面の自賠責請求区分は「1　患者請求する（100％）」で設定）
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自賠責以外の保険で同コードを入力した場合は，次のようになります。

↓自費分として取り扱います。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 1134 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 5.279

図 5.278



（7）「改正」ボタンの使用

点数マスタ設定画面の左上部にある「通常」を押すと，「改正」へと表示が変わります

＜「通常」と「改正」の違い＞

「通常」 点数マスタの有効期間の変更を行った場合，選択前の有効期間を更新して新たに変更した有効期間を上

書きしますので，期間および内容の変更を行う場合は「改正」を使用します。

「改正」 点数マスタの有効期間の変更を行った場合，選択前の有効期間の終了日を自動で切り，新たに変更した

有効期間を作成します。

【例　診断書料　1000円　→　H30.4.1より1500円へ変更】

1.診断書料　1000円のコードをH30.3.31で区切り，登録します。

2.診断書料を再度呼び出し，「通常」ボタンを押して「改正」にします。

3.有効年月日をH30.4.1 〜 999999 に変更し，「確定」(F12)を押します。

4.金額を変更し，「登録」(F12)を押します。
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5.H30.4.1から1500円に変更した履歴が作成されます。

注意！

改定ボタンを使用しないで有効年月日を変更した場合は，過去の履歴が新しい履歴で上書きされます。
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（8）ユーザ点数マスタの複写

登録済みのユーザ点数マスタの内容を他のコードに複写できます。

【複写できるユーザ点数マスタの種類】

• 用法コード（001XXXXXX）

• 部位コード（002XXXXXX)

• 自費コード（095XXXXXX,096XXXXXX)

• その他材料コード(059XXXXXX)

• コメントコード(0082XXXXX,0083XXXXX,0084XXXXX,0085XXXXX,0086XXXXX)

＜操作方法＞

1．メニュー画面より，「91　マスタ登録」を押し，「102　点数マスタ」を押します。

2．新規作成するコードを「診療行為コード」欄に入力し，有効年月日を入力します。

3．「確定」(F12)を押します。
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4．複写元コード欄に登録済みをコードを入力します。

ヒント！

「複写元コード」欄に診療行為名称を入力し，コードを検索できます。
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5．必要な項目を複写します。

6．「登録」(F12)を押します。

ヒント！

• 連続して複写を行う場合は，「前回複写」(F6)を押してください。直前に行なった複写をします。

• 複写する内容は各コードの種類（用法コード，部位コード等）により違いがあります。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 1139 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 5.286



5.4 チェックマスタ

5.4.1 概要

＜チェックマスタの位置づけ＞

ヒント！　データチェックとは

「12　登録」，「21　診療行為」，「22　病名」の各業務で入力した内容をチェックし，エラーリストを印刷します。

定期的に行うことにより，レセプト時の確認作業を軽減し，査定・減点を防止できます。

データチェックの操作方法は【3.1　データチェック】を参照してください。
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5.4.2 チェックマスタの種類と説明

103 チェックマスタ チェック区分別の内容

チェックマスタにはデータチェックでチェックを行う薬剤や診療行為などの登録をします。

チェックマスタの登録は「91　マスタ登録」より「103　チェックマスタ」を選択し，(X01)チェックマスタ設定画

面でチェックを行う内容を「チェック区分」から選択して行います。

「チェック区分」とチェックを行う内容は下記のとおりです。

1　薬剤と病名

薬剤に対してチェックしたい病名を登録します。

2　診療行為と病名

診療行為に対してチェックしたい病名を登録します。

4　薬剤と併用禁忌

薬剤に対して併用禁忌薬剤を登録します。

5　診療行為の併用算定（同月内）

診療行為に対して併用算定不可の診療行為を登録します。

同月内の範囲でチェックをします。

「21　診療行為」の(K02)診療行為入力画面においてもチェックをします。

6　投与禁忌薬剤と病名

薬剤（投与禁忌薬剤）に対してチェックしたい病名を登録します。

7　診療行為どうしの算定漏れ

診療行為（器材）に対して必ず同時算定する診療行為を登録します。

8　病名と薬剤

病名に対して必ず算定する薬剤を登録します。

9　病名と診療行為

病名に対して必ず算定する診療行為を登録します。

A　診療行為の併用算定（同日内）

診療行為に対して併用算定不可の診療行為を登録します。

同日内の範囲でチェックをします。

「21　診療行為」の(K02)診療行為入力画面においてもチェックをします。

B　診療行為の併用算定（同会計内）

診療行為に対して併用算定不可の診療行為を登録します。

同会計内の範囲でチェックをします。

ヒント！

・チェック内容の詳細は【3.1　データチェック】を参照してください。
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＜41データチェックの項目と103チェックマスタの項目の対応＞

91マスタ登録　→　103チェックマスタ 　　41データチェックの確認項目

　1　薬剤と病名 　　8　薬剤と病名

　2　診療行為と病名 　　9　診療行為と病名

　4　薬剤と併用禁忌 　 10　薬剤と併用禁忌

　6　投与禁忌薬剤と病名 　 15　投与禁忌薬剤と病名

　7　診療行為どうしの算定漏れ 　 16　診療行為どうしの算定漏れ

　8　病名と薬剤 　 17　病名と薬剤

　9　病名と診療行為 　 18　病名と診療行為

　5　診療行為の併用算定（同月内）

　A　診療行為の併用算定（同日内）

　B　診療行為の併用算定（同会計内）

　 11　診療行為の併用算定

＜「21　診療行為」の(K02)診療行為入力画面においてもチェックを行う項目＞

チェック区分

4　薬剤と併用禁忌

5　診療行為の併用算定（同月内）

A　診療行為の併用算定（同日内）

B　診療行為の併用算定（同会計内）

ヒント！

「21　診療行為」の(K02)診療行為入力画面でチェックが掛からない場合は，【5.4.5　適用コード設定】の【エラー設定につ

いて（診療行為入力時の併用算定チェック）】を参照してください。

「101　システム管理マスタ」－「1007　自動算定・チェック機能情報」の「相互作用チェック期間（月数）」に設定されてい

る期間で「4　薬剤と併用禁忌」を「21　診療行為」の（K02)診療行為入力画面でチェックします。
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5.4.3 チェックマスタの登録画面

＜画面の表示方法＞

1．業務メニューより「91　マスタ登録」を選択します。

2．「103　チェックマスタ」を選択します。

3．(X01)チェックマスタ設定画面でチェック区分を選択，診療行為コード，有効年月日を入力後，

　「確定」(F12)を押します。

チェックマスタはチェック区分により，2種類の登録画面があります。

【適用コード設定（病名）画面】 【適用コード設定画面】

　　　　　チェック区分

　　　　　　　1　薬剤と病名

　　　　　　　2　診療行為と病名

　　　　　　　6　投与禁忌薬剤と病名

　　　　チェック区分

　　　　　　4　薬剤と併用禁忌

　　　　　　7　診療行為どうしの算定漏れ

　　　　　　8　病名と薬剤

　　　　　　9　病名と診療行為

　　　　　　5　診療行為の併用算定（同月内）

　　　　　　A　診療行為の併用算定（同日内）

　　　　　　B　診療行為の併用算定（同会計内）
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5.4.4 適用コード設定（病名）

＜チェック区分＞

1　薬剤と病名

2　診療行為と病名

6　投与禁忌薬剤と病名

　　　　【適用コード設定（病名）画面】

画面は登録済み病名，検索条件と検索結果，病名入力，設定項目に分かれます。

• 登録済み病名

　登録済みの病名を表示します。

• 検索条件と検索結果

　病名の検索条件を入力し，結果を表示します。

• 病名入力

　病名・補足コメントを入力します。

• 設定項目

　一致条件，疑い病名，グループを設定します。
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適用コード設定（病名）の設定項目

一致条件について

• チェックマスタへ登録を行う病名と患者病名の一致条件を設定できます。

• 一致条件は病名および補足コメントそれぞれに設定できます。

• デフォルトは「1 部分一致」を表示します。

例）チェックマスタ登録済み病名が「胃潰瘍」の場合

チェックマスタ登録済み病名 一致条件 患者病名とデータチェックの判定

胃潰瘍

1　部分一致

胃潰瘍　　　○

急性胃潰瘍　○

慢性胃潰瘍　○

胃潰瘍瘢痕　○

2　完全一致

胃潰瘍　　　○

急性胃潰瘍　×

慢性胃潰瘍　×

胃潰瘍瘢痕　×

3　前方一致

胃潰瘍　　　○

急性胃潰瘍　×

慢性胃潰瘍　×
胃潰瘍瘢痕　○

4　後方一致

胃潰瘍　　　○

急性胃潰瘍　○

慢性胃潰瘍　○

胃潰瘍瘢痕　×

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○：エラーにならない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×：エラーになる

注意！

抗生剤に「炎」を部分一致で登録すると，肺炎，気管支炎だけでなく，肝炎や腸炎，関節炎などもエラーになりません。

ヒント！

病名コードと病名（漢字名称）の一致条件の設定は「101システム管理マスタ」－「1101　データチェック機能情報2」で設

定します。

図 5.291

赤枠の設定が「×」の場合，チェックマスタ登録済み病名と患者病名に登録してある病名が同じでも，異なるコードで登録

してある場合はデータチェックでエラーになります。

例）急性胃潰瘍

チェックマスタ登録済み病名：「急性胃潰瘍」（5313001）

患者病名：「急性（ZZZ4012）」，「胃潰瘍（5319009）」
この場合，赤枠の設定を「○」に変更すると名称の判定も行いますので，エラーになりません。
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疑い病名について

患者病名が疑い病名の場合，エラーとします。

0　システム管理の設定に従う・・・・「101システム管理マスタ」－「1101　データチェック機能情報2」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　の「疑い病名の扱い」の設定に従います。

1　認める（適応病名とする）・・・・データチェックの結果がエラーになりません。

2　認めない（適応病名としない）・・データチェックの結果がエラーになります。

例）検査と薬剤で設定を分ける。

疑い病名のとき検査・・・「1　認める（適応病名とする）」

疑い病名のとき薬剤・・・「2　認めない（適応病名としない）」

グループ設定について

複数の成分が配合された配合錠の場合に選択します。

同じ成分の病名は同じグループになるように選択してください。

患者病名に各グループから1つ以上の病名がない場合エラーになります。

ヒント！

すでに登録済みの病名に対してまとめてグループ選択を行うには，病名番号で複数選択を行なった後，グループを選択し

てください。複数選択する場合は，図のように病名番号欄で先頭に「.」をつけ，「-」で範囲指定，「.」または「,」で番号の区

切り指定してください。
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入外指定について

薬剤（診療行為）のチェックを入院限定または外来限定に設定できます。

「0　チェックしない」・データチェックを行いません。

　　　　　　　　　　　　　　　（「1　薬剤と病名」，「2　診療行為と病名」のみ）

「1　入院限定」・・・・入院のみチェックをします。

「2　外来限定」・・・・外来のみチェックをします。

設定なし（空白） ・・・入外両方のチェックをします。

注意！

入院限定と外来限定は別々にチェック内容が登録できません。

ポイント

「0　チェックしない」を設定しておくことにより，「意図的にデータチェックを行わない」か「データチェック漏れ」かの判

断ができます。

「0　チェックしない」を設定した場合，月次統計で行う「適応病名情報更新（薬剤）」「適応病名情報更新（検査）」の対象

外になり，チェックされてしまうことを防ぐことができます。
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Pセット登録・Sセット登録のデータチェックについて

Pセットコード（診療セットコード），Sセットコード（約束処方セットコード）をチェックマスタに登録し，

データチェックができます。

＜登録を行うチェックマスタ＞

Sセットコード・・・1　薬剤と病名

Pセットコード・・・2　診療行為と病名

ヒント！

診療行為コード欄にPセットコード，またはSセットコードを入力してください。

「CD表示」(F10)を押すと，セット内容を確認できます。

＜Pセット登録の入力判定について＞

Pセットの入力判定はPセットの診療内容がすべて入力されているかどうかで行います。したがって，Pセットで

診療内容を登録した場合の他，Pセットの診療内容をすべて手入力した場合もPセットの入力が行われているも

のと判定します。

例）Pセット（「血液検査セット」）の入力判定
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適応病名マスタについて

「103　チェックマスタ」－チェック区分「1　薬剤と病名」，「2　診療行為と病名」は適応病名マスタを標準提供

しています。

ヒント！

「診療行為と病名」は検査と一部の特定器材のみ適応病名マスタを提供しています。

業務メニュー「52　月次統計」の適応病名情報更新（薬剤），適応病名情報更新（検査）を実行すると，入力CDが設定済み

のコード，「21　診療行為」の(K02)診療行為入力画面で入力履歴があるコードを対象に，適応病名マスタからの直接デー

タチェックを行う設定をします。

「52　月次統計」業務の操作および設定方法は【3.6　月次統計】，【5.1　システム管理マスタ】の【3002　統計帳票出力情報

（月次）】を参照してください。

＜適応病名マスタの確認＞

検索条件に「M　適応病名」を選択します。
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適応病名マスタからの直接データチェック

標準提供をしている適応病名マスタからデータチェックを行う場合に設定します。

1．システム管理の設定を行う（すべての薬剤，検査，一部の特定器材が対象）

業務メニュー「91　マスタ登録」－「101　システム管理マスタ」－「1101　データチェック機能情報2」の

「適応病名マスタからの直接データチェック」の項目を設定します。

0　行わない 適応病名マスタからの直接データチェックを行いません。

適応病名マスタからの直接データチェックを行うには，薬剤または診療行為を個別に行うよう設

定します。

1　行う 適応病名マスタからの直接データチェックをします。

2　チェックマスタに

ない薬剤（診療行為）

のみ行う

チェックマスタの登録（ユーザによる登録）がない場合のみ適応病名マスタからの直接データチ

ェックをします。

ヒント

特定器材に対する適用病名マスタは，在宅用特定器材（一覧選択サブ画面で【在】の表示があるコード）のみ提供していま

す。

2．個別設定を行う

システム管理の設定に対し，薬剤（診療行為）を個別設定します。チェックマスタ設定画面の「適応病名マスタ

からの直接データチェック」を設定します。

0　行わない システム管理の設定に係わらず，適応病名マスタからの直接データチェックを行いま

せん。

1　行う システム管理の設定に係わらず，適応病名マスタからの直接データチェックをしま

す。

チェックマスタの登録（ユーザ設定）がある場合は，チェックマスタと適応病名マス

タの両方でチェックをします。適応病名マスタと同じ病名がユーザ設定されていると

きは，ユーザ設定を優先してチェックします。

9　システム管理の設定に従う システム管理の設定に従います。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 1150 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 5.298



チェックマスタの操作方法

＜操作方法＞

1．業務メニュー「91　マスタ登録」より「103　チェックマスタ」を選択し，(X01)チェックマスタ設定画面へ

 　遷移します。

2．チェック区分を選択，診療行為コード，有効年月日を入力後，「確定」(F12)を押します。

ヒント！

診療行為コード欄に入力CD，または薬剤名（診療行為名）を入力すると診療行為コードが検索できます。

3．病名を入力し，一致条件を選択後，「病名追加」(F5)を押します。
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ヒント！

病名コード欄に「//」を入力すると自院病名検索画面を表示します。

補足コメント欄に「／」（全角）または「・」（全角）で自院病名検索画面を表示します。
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4．すべての病名を入力後，「確定」(F12)を押します。

＜登録済み病名の変更＞

1．登録済み病名欄より変更を行う病名を選択します。

2．病名を選択すると「病名追加」(F5)が「病名変更」(F5)に変わります。

　 内容を変更後，「病名変更」(F5)を押します。

3．確定(F12)を押します。
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検索条件欄から病名の検索

(X04)適用コード設定（病名）画面でチェックマスタに登録する病名を検索できます。

1．業務メニュー「91　マスタ登録」より「103　チェックマスタ」を選択し，(X01)チェックマスタ設定画面へ

 　遷移します。

2．チェック区分を選択，診療行為コード，有効年月日を入力後，「確定」(F12)を押します。

3．図の検索条件①を選択します。検索結果欄に病名を表示します。

   検索結果欄に表示される病名は最大100件です。101件目以降を表示する場合は「次頁」(F10)を押します。

4. 検索条件②で条件を絞り込みます。

5．さらに絞り込む場合は，③の病名欄に検索を行う病名を入力します。

6．検索結果欄よりチェックマスタに追加する病名を選択します。病名は複数選択が可能です。

7．④の「＜」を押してチェックマスタに追加します。

8．「確定」(F12)を押します。

ヒント！

　「＜」は検索結果欄から選択した病名を追加します。複数選択してある場合は，複数の追加が可能です。

　「＜＜」は検索結果欄の病名をすべて追加します。（「M　適応病名」の場合のみ使用できます）
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＜検索条件と検索結果の表示＞

検索条件① 検索条件② 検索結果欄 病名並び順

1　患者病名 診療科の指定
診療開始日が過去3ヶ月以内の患者

病名を表示します
件数の多い順

2　病名 傷病名と修飾語の指定 病名マスタの病名を表示します。 カナ名称順

3　自院病名 分類名の指定 自院病名を表示します。 入力CD順

M　適応病名 －
標準提供の適応病名マスタを表示

します
マスタの順

例）病名マスタより「胃潰瘍」を部分検索する。

1．業務メニュー「91　マスタ登録」より「103　チェックマスタ」を選択し，(X01)チェックマスタ設定画面へ

 　遷移します。

2．チェック区分を選択，診療行為コード，有効年月日を入力後，「確定」(F12)を押します。

3．検索条件①を選択します。

検索条件②で条件を絞り込みます。

4．③の病名欄に「＊胃潰瘍」を入力します。

ポイント！

病名欄に入力された病名は後ろに＊（アスタリスク）の入力が

あるものとみなします。

このため，病名欄の「胃潰瘍」は前方一致，「＊胃潰瘍」は部分一

致の検索をします。また，病名の後ろに直接＊を入力した場合も

同じ結果になります。

後方一致，完全一致検索はできません。

例）病名欄の入力と検索方法

胃潰瘍・・・・・前方一致

胃潰瘍＊・・・・前方一致　　

＊胃潰瘍・・・・部分一致　　

＊胃潰瘍＊・・・部分一致　　

5．検索結果欄に表示された病名をチェックマスタに追加するには，「＜」または「＜＜」ボタンを押します。

　　（「＜＜」は「M　適応病名」の場合のみ使用できます）

6．「確定」(F12)を押します。
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他の薬剤（診療行為）のチェックマスタを複写する

登録済みの他のチェックマスタからチェック内容を複写できます。

＜操作方法＞

1．業務メニュー「91　マスタ登録」より「103　チェックマスタ」を選択し，(X01)チェックマスタ設定画面へ

 　遷移します。

2．チェック区分を選択，診療行為コード，有効年月日を入力後，「確定」(F12)を押します。

3．「複写」(F8)を押すと，(X03)チェック項目複写画面に遷移します。
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4．複写元の薬剤名（診療行為名）を入力します。

5．複写元の薬剤（診療行為）を選択します。

6．チェックマスタに追加する病名を選択後，「＜　追加」，「＜＜　すべて追加」を押し，追加します。

7．「確定」(F12)を押します。
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8．(X04)適用コード設定（病名）画面に遷移後，「確定」(F12)を押します。
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例外薬剤の設定（チェック区分「1　薬剤と病名」のチェックマスタのみ）

例外登録した薬剤を同日に入力している場合，データチェックを行いません。

例）胃薬と抗生剤

胃薬を単独で入力した場合はチェックを行うが，抗生剤と同日に入力した場合は，チェックを行わない。

＜操作方法＞

1．業務メニュー「91　マスタ登録」より「103　チェックマスタ」を選択し，(X01)チェックマスタ設定画面へ

 　遷移します。

2．チェック区分「1　薬剤と病名」を選択し，診療行為コード，有効年月日を入力後，「確定」(F12)を押します。

3．「例外薬剤」(F6)を押します。
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4．例外薬剤を入力後，「確定」(F12)を押します。

5．(X04)適用コード設定（病名）画面に戻ります。「確定」(F12)を押します。

ポイント！

例外薬剤の登録があるチェックマスタは画面右上に「例外薬剤の登録があります」のメッセージを表示します。
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病名番号の指定　病名コード欄の操作

＜病名番号の指定＞

病名番号欄で複数の病名番号が指定できます。

先頭に「.」をつけ，「-」で範囲，「.」または「,」で番号の区切りを指定します。

例）2，3，4，5，8番を選択する場合

選択した番号には「＊」のマークを表示します。

ポイント！

複数の病名番号を指定した場合は，設定項目欄のみ変更できます。
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＜病名コード欄の操作＞

コード入力を行う場合は「+」，「-」で追加・削除できます。

コードを追加する場合「+」

コードを削除する場合「-」

注意！

病名コード欄へ入力CDを入力する場合は，コードの前方一致検索を行いません。コードはすべて入力する必要があります。
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5.4.5 適用コード設定

業務メニュー「91　マスタ登録」より「103　チェックマスタ」を選択し，(X01)チェックマスタ設定画面へ

遷移します。

＜チェック区分＞

4　薬剤と併用禁忌

7　診療行為どうしの算定漏れ

8　病名と薬剤

9　病名と診療行為

5　診療行為の併用算定（同月内）

A　診療行為の併用算定（同日内）

B　診療行為の併用算定（同会計内）

【適用コード設定画面】

入外設定，エラー設定，日／月設定はチェックマスタにより異なります。

チェック区分

4　薬剤と併用禁忌

8　病名と薬剤　　　　　　　　　　　設定なし（入力できません）

9　病名と診療行為

5　診療行為の併用算定（同月内）

A　診療行為の併用算定（同日内）　　入外設定，エラー設定

B　診療行為の併用算定（同会計内）

7　診療行為どうしの算定漏れ　　　　日／月設定，入外別にチェックを設定
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適用コード設定の設定項目

一致条件について

1．業務メニュー「91　マスタ登録」より「103　チェックマスタ」を選択し，(X01)チェックマスタ設定画面へ

 　遷移します。

2．チェック区分「8　病名と薬剤」，「9　病名と診療行為」は，患者病名から薬剤（診療行為）の算定漏れを

　 チェックします。

チェックマスタ病名と患者病名の一致条件が指定できます。

1　部分一致・・・患者病名の一部に「破傷風」の病名が含まれている場合チェックをします。

2　完全一致・・・患者病名と「破傷風」の病名が完全に一致する場合チェックをします。

3　前方一致・・・患者病名と「破傷風」の病名が前方一致する場合チェックをします。

4　後方一致・・・患者病名と「破傷風」の病名が後方一致する場合チェックをします。

入外設定について

チェック区分 5　診療行為の併用算定（同月内）

A　診療行為の併用算定（同日内）

B　診療行為の併用算定（同会計内）

7　診療行為どうしの算定漏れ

入院と外来を区別してチェックするか否かの設定をします。

例）診療行為1，診療行為2の併用算定チェックをする。

診療行為1は外来，診療行為2は入院で診療行為入力している場合，入院と外来を区別してチェックする場合は

エラーになりません。区別しない場合はエラーになります。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 1164 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 5.321

図 5.320



【診療行為の併用算定の入外設定項目】（チェック区分 5,A,B)

空白：入院・外来の区別をしない

　 1：入院・外来の区別をする

【診療行為どうしの算定漏れの入外設定項目】（チェック区分 7)

 1　しない：入院・外来の区別をしない

 2　する　：入院・外来の区別をする

エラー設定について（診療行為入力時の併用算定チェック）

チェック区分「5　診療行為の併用算定（同月内）」，「A　診療行為の併用算定（同日内）」，「B　診療行為の併

用算定（同会計内）」は診療行為入力時に併用算定チェックをします。

「21　診療行為」画面に表示するエラー区分を選択します。

0　エラー　　　　：エラーメッセージが表示され，診療行為入力ができません。

1　警告　　　　　：警告メッセージが表示され，メッセージを閉じた後に診療行為入力できます。

8　チェックしない：日レセから標準提供している適用コードのチェックを行わない場合に選択します。
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ポイント！　エラー区分の表示について

診療行為の併用算定のチェックマスタでは相対する診療行為についてもチェックマスタを登録する必要があります。

図の例では，診療行為1と診療行為2は互いにチェックマスタの登録が行われているため，相互にチェックをしますが，

診療行為3と診療行為4は診療行為3から診療行為4のチェックは行われますが，診療行為4のチェックマスタに診療行為3の

登録がないため，診療行為4から診療行為3のチェックは行われません。

図 5.324

設定後，チェックマスタの登録が相互に正しく行われていない場合，赤枠の場所に登録状況を表示します。

赤枠の場所に

　　・相対する診療行為のチェックマスタに現在表示している診療コードが登録されていない場合は「－」を表示します。

　　・相対する診療行為のチェックマスタのエラー区分が異なる場合はエラー区分を表示します。

図の例では下記の内容を表します。（文中の矢印は「チェックマスタ→適用コード」の関係を表します）

　　・「酸素吸入→人工呼吸」はエラー区分が「9」（警告）で登録さているのに対して，

　　　「人工呼吸→酸素吸入」ではエラー区分が「0」（エラー）と異なる内容で登録されています。
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注意！　「21　診療行為」入力時のチェックについて

チェックが掛からない場合は，「102点数マスタ」－「回数・年齢」の「算定履歴」の設定が「1　有効（算定履歴作成）」にな

っているか確認してください。

点数マスタのユーザ設定にて「1　有効（算定履歴作成）」を選択後，次回診療行為時より算定履歴を作成します。

すでに入力済みの診療行為は訂正登録を行い，算定履歴を作成します。

※算定履歴が作成されていない場合，業務メニュー「41　データチェック」で併用算定チェックをします。

日／月設定

チェック区分「7　診療行為どうしの算定漏れ」でチェックを行う範囲を設定できます。

0を選択した場合，同日内で算定漏れがないかチェックをします。

1を選択した場合，同月内で算定漏れがないかチェックをします。

チェックマスタの操作方法

＜操作方法＞

1．業務メニュー「91　マスタ登録」より「103　チェックマスタ」を選択し，(X01)チェックマスタ設定画面へ

 　遷移します。

2．チェック区分を選択，診療行為コードを入力し「確定」(F12)を押します。
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3．適用コード欄にコードを入力し，有効期間，入外・エラー等チェック区分に応じた項目を設定後，「確定」

(F12)を押します。

ヒント！

(X01)チェックマスタ設定画面の診療行為コード欄，(X02)適用コード設定画面の適用コード欄に診療行為名称（病名）を

入力した場合でもコード検索できます。「検索」(F9)でもコード検索できます。

＜標準提供のチェックマスタの内容変更＞

チェック区分「5　診療行為の併用算定（同月内）」，「A　診療行為の併用算定（同日内）」，「B　診療行為の併

用算定（同会計内）」にチェックマスタを標準提供しています。標準提供のチェックマスタを変更した場合はユ

ーザチェックマスタとして登録し，ユーザチェックマスタを優先します。

チェック内容を変更するには，入外またはエラー項目を変更します。

登録(F12)を押します。変更内容がユーザチェックマスタとして追加されます。

再度，チェックマスタ登録画面を開くと追加されたユーザチェックマスタは下の行に赤字で表示します。
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青字の標準チェックマスタは削除・変更ができません。データチェックでは赤字のユーザチェックマスタを優先

します。ユーザチェックマスタを削除するには，赤字の行の適用コードを削除してください。

注意！　

追加登録や標準提供のチェックマスタを変更し赤字表示されているマスタは，日レセのマスタ更新により該当のチェック

マスタが更新されても更新されません。ユーザチェックマスタはユーザ管理のマスタとなります。

他の診療行為（病名）からチェックマスタを複写する

すでに登録済みの他のチェックマスタからチェック内容を複写できます。

【5.4.4　適用コード設定（病名）】の【他の薬剤（診療行為）のチェックマスタを複写する】の項目を参照して

ください。
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5.4.6 チェックマスタ一覧の印刷

• チェックマスタ一覧表

• 適応病名マスタ一覧表

• チェックマスタ登録漏れ確認リスト

• CSV出力

チェックマスタ一覧の印刷

＜操作方法＞

1．業務メニュー「91　マスタ登録」より「103　チェックマスタ」を選択し，(X01)チェックマスタ設定画面へ遷

移します。

2．「リスト」(F4)を押します。
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3．印刷するチェックマスタを選択します。

4．出力順指定を選択後，「印刷開始」(F12)を押します。

5．(XID2)確認画面で「印刷する」(F12)を押すと印刷を開始します。

ヒント！

「基準日」に有効な薬剤を印刷します。
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＜診療行為コードの絞込み＞

印刷するチェックマスタの範囲を指定します。

チェックマスタにない診療行為を入力した場合は，青字で表示します。

＜出力順の指定＞

診療行為コード順，カナ名称順，区分番号順より出力順を選択します。

ヒント！

チェックマスタ一覧表の「病名と薬剤」，「病名と診療行為」の出力順は指定できません。
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適応病名マスタ一覧表

適応病名マスタ一覧表を作成します。

＜対象の薬剤，検査＞

入力CDの設定あるもの，過去6ヶ月以内で診療行為入力されたもの，チェックマスタに登録があるもの

＜適応病名マスタの印刷について＞

適応病名マスタ一覧表は印刷枚数が多くなることが考えられます。印刷を選択した場合でも必ず再印刷画面へ遷

移します。印刷枚数を確認してから再印刷を行ってください。

印刷の流れ

適応病名マスタ一覧表を選択し「印刷」(F12)を押す。

↓

「印刷」を選択する。

↓

処理結果画面の「F12：印刷」を押す。

↓

再印刷画面に遷移する。

↓

印刷枚数を確認し「印刷」(F12)を押す。

↓

確認画面で「F12：OK」を押す。

チェックマスタ登録漏れ確認リスト

データチェックを行っていない（チェックマスタを作成していない）薬剤（診療行為）のリストを作成します。

＜対象のチェックマスタ＞

チェック区分

「1　薬剤と病名」

「2　診療行為と病名」（診療行為は検査と部位（撮影部位コード）のみ）

＜対象の診療コード＞

入力CDが設定済みのコード，

「21　診療行為」の(K02)診療行為入力画面で入力履歴があるコードで，チェックマスタが作成されていないコード

＜診療年月指定＞

診療行為で入力履歴のあるコードを検索する期間を指定します。

「1　なし」　　　　制限なく過去を遡ります。

「2　2ヶ月分」　　当月を含め2ヶ月分遡ります。

「3　6ヶ月分」　　当月を含め6ヶ月分遡ります。
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＜出力順の指定＞

診療行為コード順，カナ名称順，区分番号順から出力順を選択します。

ヒント！

データチェックの結果リストに登録漏れの薬剤を印刷できます。

【5.1　システム管理マスタ】－【1101　データチェック機能情報2】を参照してください。
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5.5 保険番号マスタ

保険番号マスタはパッケージに標準的に提供されています。

ユーザは以下の保険番号の範囲ルールによって追加，修正，削除を行ってください。

保険番号 用　　　　途

000～099　： 全国共通の保険，公費に使用しています。追加，変更，削除は行わないでください。

100～899　： 地方公費の設定に使用してください。追加，変更，削除を自由にできます。

900～919　： 治験等の設定に使用してください。追加，変更，削除を自由にできます。

920～949　： 現在未使用です。使用しないでください。

950～979　：

（971,973,975を除く）

各種保険制度に使用しています。追加，変更，削除は行わないでください。

948：医併入所中

949：医療入所中

950：０７入所中

951：０８入所中

954：特例非該当

955：０１公該当

956：公費高額（適用区分ア・イ・4）

957：公費高額（適用区分ウ・エ・オ・3・2・1）

958：特定疾患高額4回目以降

959：災害該当

960：減額（割）

961：減額（円）

962：免除

963：支払猶予

964：高額委任払

965：高額4回目

966：高額（適用区分ア・イ）

967：高額（適用区分ウ・エ・オ）

968：後期該当

969：75歳特例

970：第三者行為

972：長期

974：長期（上位所得者）

976：高齢非該当

977：後期非該当

978：一般経過措置（H20.12.31　終了）

979：低２経過措置（H20.7.31　終了）

971,973,975： 労災，自賠責，公害に使用しています。変更，削除は行わないでください。

980～989　： 自費の設定に使用してください。追加，変更，削除を自由にできます。

990～999　：
省庁対応（共済組合（短期給付））に使用してください。追加，変更，削除を自由にでき

ます。

● 保険組合せに関して，990番台（省庁対応）の公費登録をした場合は，990番台がつく組合せのみ作成す

ることとします。

● 100～899の保険番号につきまして，ユーザで設定していただくことができますが，すでに公開されてい
る保険番号マスタで使用している保険番号の他，新制度に対応する際などにユーザで独自に設定された保険
番号と重複する可能性があります。この場合，保険番号の変更および保険一括変更の処理が必要になる場合
がありますので，ご注意ください。

また，保険番号850～899はこちらでは追加，変更，削除を行いませんので，こちらの番号を使用していただけ
れば重複とはなりません。ユーザ独自設定された保険番号は，負担金計算等において特殊な対応は行いませ
ん。

この保険番号マスタに関しては入力チェックの一部を除き，ほとんど行っておりませんので入力の際には注意

して入力をお願いします。
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 保険番号マスタの内容について，詳しくは以下を参考にしてください。

技術情報　->　開発者向け情報　->　3.地方公費開発　->　保険と地方公費の登録

保険番号マスタの設定について

＜県単位医療費助成事業などの地方公費の設定＞

（1）保険番号マスタ設定画面の項目説明

（2）保険番号情報入力画面の項目説明

（3）保険番号マスタの設定例

（1）保険番号マスタ設定画面の項目説明

注意！

設定内容は各自治体により異なるため，詳細は医療機関所在地の自治体または支払基金，連合会にご確認頂くか，各都道

府県別の地方公費マスタ設定一覧表を参照してください。

＜例＞地方公費として保険番号「100」を設定する場合

「保険番号」，「有効年月日」を入力して，「確定」(F12)を押します。

「都道府県」は「1001　医療機関情報－基本」より自動設定します。
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項目の説明

保険番号 3桁の任意の数字を入力します。

ただし，任意に作成できる保険番号の範囲は決まっていますので，【5.5　保

険番号マスタ】を参照し，使用できる保険番号を使用してください。

複写元保険番号

（都道府県）
複写をする場合に複写元保険番号を入力します。

支払区分 「00」固定になっています。（老人保健の場合は区分を表示します）。

選択番号 新たに登録するときには入力する必要はありません。空白としておきます。

すでに登録済みの保険番号を入力したときには，選択番号の入力が必須にな

ります。なお，1件のみ登録の場合は保険番号入力時に選択番号欄へ「1」を表

示します。複数件の登録がある場合は空白表示になっていますので，右側一

覧画面より選択した番号を入力します。

有効年月日 新たに登録するときには有効開始年月日および有効終了年月日を入力しま

す。有効期間を設けない場合はは未入力状態で「Enter」を押し「0000000」

～「9999999」を表示します。

ファンクションキーの説明

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 元の画面へ戻ります。

クリア F2 入力された内容をクリアします。

前回CD F3 直前の保険番号を呼び出します。

付加情報 F5 「2010　地方公費保険番号付加情報」へ遷移します。

確定 F12 保険番号情報入力画面へと遷移します。

ヒント！　　登録済みの保険番号を他の保険番号へ複写する

390へ190の内容を複写します。
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（2）保険番号情報入力画面の項目説明

＜例＞保険番号「100」として，「確定」(F12)で保険番号情報入力画面へ遷移した場合

項目の説明

「Enter」を押したときのカーソルの移動順に説明していきます。

法別番号 負担者番号の頭2桁の数字を入力します。

制度名 保険番号に対する制度名を入力します。

全角50文字まで入力できます。

短縮制度名 上記制度名を全角5文字以内の任意の名称で入力します。

各業務の中で画面表示される制度名はここで登録された名称になります。

（保険組合せの表示など）

保険公費種別区分 コンボボックスから選択します。

他保険との併用が発生しない地方公費であれば「6」，併用がある地方公

費であれば「7」を選択します。

地方老人（法別番号が41）は，通常の老人保健と識別するために「3」を

選択します。

法別番号チェック区分 患者の保険登録時に，負担者番号の頭2桁と法別番号をチェックするか否

かを選択します。

「1　チェックする」を設定したときは，患者登録画面で地方公費を新規

追加登録する際に，負担者番号の最初の2桁を法別番号として認識し，異

なる場合はエラー表示をします。

ただし，チェックを行うのは新規追加登録する場合のみで，すでに患者

登録画面で登録されている保険または公費の変更を行った場合は法別番

号チェックはかかりません。

検証番号チェック区分 患者の保険登録時に，負担者番号の検証番号についてチェックするか否

かを選択します。
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検証番号のチェックはモジュラス10の方式を使用しており，保険では保

険者番号，公費では負担者番号・受給者番号をチェック対象とします。

公費主保区分 保険公費種別区分が「7　一般公費」のときに選択します。

受給者検証番号チェック区分 患者の保険登録時に，受給者番号の検証番号についてチェックするか否

かを選択します。

限定保険番号1～3 特定の公費が存在しないと組合せが作成できない地方公費について，該

当する保険番号を半角英数字で入力します。

条件－年齢開始，年齢終了 年齢制限のある公費について，年齢を入力します。年齢制限が無い場合

は，「0」～「999」と入力します。

点数単価 設定を行う保険（地方公費）の1点単価を入力します。

　　・保険番号の1桁目が「0」

1　・労災・自賠責

　　・長期

10円固定で計算します。

2　1以外で，点数単価が「0」 10円固定で計算します。

3　1以外で，点数単価が「0」以外 設定単価で計算します。

レセプト請求 公費のレセプト印刷の可否を選択して入力します。

レセプト負担金額 レセプトへ記載する負担金額について，1円単位まで記載するかを選択し

ます。

地方公費の場合でレセプトの一部負担金襴へ1円単位の記載を行うには，

「2　10円未満四捨五入しない」と設定します。（初期表示は，「1　10円未
満四捨五入する」を表示しています）。

レセプト記載 地方公費に月額自己負担限度額がある場合で，限度額に満たない月のレ

セプトに公費分の記載を行うかを選択します。

＜「本人」タブ，「家族」タブ，「低所得」タブ，「低年金」タブ＞

タブを切り替えて設定します。

なお，自費の場合は「本人」のみが該当するため，その他のタブの情報は入力する必要はありません。

(入・外共通項目)

（外・入）－負担区分 負担区分についてコンボボックスから選択します。

回－負担割合・固定額・上限額 1回につき，負担割合，固定額，上限額が決められている公費の場合に入力

します。

日－上限額・上限回数 1日につき，上限額，上限回数が決められている公費の場合に入力します。

月－（院内・院外）上限額，上限回数 1月につき，外来は院外・院内の各上限額と上限回数，入院は上限額と上限

回数が決められている公費の場合に入力します。

（外来項目）

薬剤負担区分 薬剤負担区分の取り扱いについてコンボボックスから選択します。

(入院項目)

日－食事助成額 1日につき，食事助成額が決められている公費の場合に入力します。

食事療養費 食事療養費の取り扱いについてコンボボックスから選択します。
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必要項目を入力後，「登録」(F12)を押すと以下の確認メッセージを表示します。

「OK」で登録をします。

ファンクションキーの説明

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 元の画面に戻ります。

削除 F3 登録済みの保険情報をデータベースから削除します。

登録 F12 入力された保険情報をデータベースに登録します。
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（3）保険番号マスタの設定例

各都道府県で実施されている医療費助成事業の中でも内容がほぼ共通していると思われる乳幼児医療費助成，

福祉医療費助成の地方公費と，自費の設定例を示します。

なお，地方公費は各自治体により異なるため，詳細は医療機関所在地の自治体または支払基金，連合会にご確

認ください。

■乳幼児医療費助成事業

■福祉医療費助成事業

■自費

■乳幼児医療費助成事業

【制度の内容】

この医療費助成事業の対象者は3歳未満の乳幼児で，助成内容には入院，外来とも月1000円を上限とした患者負

担があります。医療機関からの請求は，社保の場合は乳幼児医療請求書，国保の場合はレセプトにより行います。

【保険番号マスタ設定例】

1.保険番号マスタの入力

新規に設定登録を行うときは，「保険番号」，「有効年月日」の欄を入力します。

すでに登録済みの保険番号マスタを開くときは，「保険番号」，「選択番号（複数の登録がある場合のみ）」の入

力が必須です。
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上記項目を入力後は，「Enter」または「確定」(F12)を押します。保険番号情報入力画面へと遷移します。

2.保険番号情報入力画面の入力

【保険番号マスタ　入力例】

主な入力項目は以下のとおりです。

法別番号は「90」，保険公費種別区分は「7　一般公費」を入力します。対象者になるのは3歳未満の乳幼児である

ため，条件欄の年齢開始に「0」，年齢終了には「2」を入力します。法別番号チェック区分などの各チェック区分

は，任意により設定します。

レセプト請求は，国保の場合のみなので「2　国保との併用に限り印刷」を設定します。

また，レセプト負担金額はレセプトへの1円単位で記載が必要な地方公費以外では「1　10円未満四捨五入する」

を設定します。

レセプト記載は，負担金の上限未満のときの記載は必要ないので「1　負担上限未満記載なし」を設定します。

その他の内容は，入力例を参照してください。

「本人」タブ

入院・外来とも患者負担があるため負担区分に「1　患者負担あり」を入力します。

また，月1000円の患者負担額をそれぞれの月－上限額に入力します。

薬剤一部負担金，食事療養費は患者負担が発生しないので各区分に「3　患者負担なし」を入力します。

「家族」タブ

地方公費の場合，使用しませんので入力の必要はありません。
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「低所得」タブ，「低年金」タブ

県によっては設定が有効になります。各県のマスタ設定表をご確認ください。

入力後，「登録」(F12)を押すと確認メッセージを表示します。

「OK」で登録します。

ファンクションキーの説明

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 遷移元の画面へ戻ります。

削除 F3 登録内容をデータベースから消去します。

登録 F12 入力内容をデータベースに登録します。
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■福祉医療費助成事業

【制度の内容】

この医療費助成事業の対象者は年齢の制限がありません。助成内容は医療保険の自己負担分を助成します。

医療機関からの請求は，社保の場合は福祉医療費請求書，国保の場合はレセプトにより行います。

【保険番号マスタ設定例】

1.保険番号の入力

新規に設定登録を行うときは，「保険番号」，「有効年月日」の欄を入力します。

すでに登録済みの保険番号マスタを開くときは，「保険番号」，「選択番号（複数の登録がある場合）」の入力が

必須です。

上記項目を入力後は，「Enter」または「確定」(F12)を押します。保険番号情報入力画面へと遷移します。
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2.保険番号情報入力画面の入力

【保険番号マスタ　入力例】

主な入力項目は以下のとおりです。

法別番号は「91」，保険公費種別区分は「7　一般公費」を入力します。年齢からは対象者を特定できないので，条

件欄の年齢開始に「0」，年齢終了に「999」を入力します。法別番号チェック区分などの各チェック区分は，任意

により設定します。

レセプト請求は，国保の場合のみなので「2　国保との併用に限り印刷」を設定します。

レセプト負担金額は，レセプトへの1円単位で記載はしないので「1　10円未満四捨五入する」を設定します。

レセプト記載は，負担金の上限未満のときの記載は必要ないので「1　負担上限未満記載なし」を設定します。そ

の他の内容は，入力例を参照してください。

「本人」タブ

入院・外来とも患者負担があるため負担区分に「1　患者負担あり」を入力します。

また，月500円の患者負担額をそれぞれの月－上限額に入力します。

薬剤一部負担金，食事療養費は患者負担が発生しないので各区分に「3　患者負担なし」を入力します。

「家族」タブ

地方公費の場合，使用しませんので入力の必要はありません。

「低所得」タブ，「低年金」タブ

県によっては設定が有効になります。各県のマスタ設定表をご確認ください。

入力後，「登録」(F12)を押すと確認メッセージを表示しますので，「OK」を押して登録をします。
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ファンクションキーの説明

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 遷移元の画面へ戻ります。

削除 F3 登録内容をデータベースから消去します。

登録 F12 入力内容をデータベースに登録します。

■自費

保険番号マスタに自費を設定する場合は，保険番号を980～989の範囲で割り当てます。

年齢制限はなく，点数単価，負担割合も自由に設定ができます。

【保険番号マスタ設定例】

1.保険番号の入力

上記項目を入力後は，「Enter」または「確定」(F12)を押します。保険番号情報入力画面へと遷移します。
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2.保険番号情報入力画面の入力

【自費保険　入力例1】

主な入力項目は以下のとおりです。

法別番号は空白（未入力）とし，保険公費種別区分は「8　自費」を入力します。対象になる患者に年齢の制限は

無いので，条件欄の年齢開始に「0」，年齢終了に「999」を入力します。法別番号チェック区分，検証番号チェッ

ク区分は任意による設定をします。

レセプト関連は，レセプト請求を行わないので特に選択する必要はありません。

（レセプト負担金額およびレセプト記載欄は初期表示をします）。

「本人」タブ

入院・外来とも患者負担があるため負担区分に「1　患者負担あり」を入力します。

また，負担割合は自費10割の場合，100を設定します。

「家族」タブ，「低所得」タブ，「低年金」タブ

自費の場合，使用しませんので入力の必要はありません。

入力後，「登録」(F12)を押すと確認メッセージを表示しますので，「OK」を押して登録をします。
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＜入力例2　自費保険の点数単価（負担割合）を変える＞

自費保険で1点－10円を1点－20円で請求したい。

点数単価の項目は10円で固定です。この場合は「本人」タブの「回－負担割合」を外来，入院ともに200（％）と入

力します。

ファンクションキーの説明

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 遷移元の画面へ戻ります。

削除 F3 登録内容をデータベースから消去します。

登録 F12 入力内容をデータベースに登録します。
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5.6 保険者マスタ

（1）保険者マスタの表示

保険者番号を入力します。入力した保険者番号のマスタ提供が済みの場合は，保険者名称欄に該当する保険者名

称を表示します。
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（2）国保組合の給付割合入力

国保組合の中には，組合員と家族，または外来と入院で異なる給付割合が設定済みの場合があります。国保組合

に該当する保険者番号を入力したとき，各給付割合欄の設定ができるようになり，設定された割合は患者登録

画面の補助区分欄に初期表示をします。

保険者マスタの初期表示は，組合員・家族，外来・入院共に「0：7割」を表示しています。

給付割合の設定を行わない国保組合は，患者登録画面の補助区分欄には3割を初期表示します。

（3）ユーザ保険者マスタ

保険者マスタの内容を変更したい場合または新しく保険者を作成したい場合は，以下の流れでユーザ保険者マ

スタを作成しユーザ保険者マスタの内容を変更します。

1. 変更したい保険者マスタを表示する

2. その保険者マスタのユーザ保険者マスタを作成する

3. 内容を変更する

4. 登録後からユーザ保険者マスタが優先される

ヒント

新しい保険者を新規作成した場合はユーザ保険者マスタとして登録されます。

注意！

日レセのマスタ更新により該当の保険者マスタが更新されても，ユーザ保険者マスタは更新されません。

ユーザ保険者マスタはユーザ管理のマスタとなります。
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＜ユーザ保険者マスタの作成方法＞

1.内容変更したい保険者番号を入力しマスタを表示する。

2.「ユーザー」(F10)を押す。

3.ユーザ保険者マスタ作成の確認メッセージを表示します。「ＯＫ」を押します。
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4.ユーザ保険者マスタが作成され，ユーザ保険者マスタを表示します。

　ユーザ保険者マスタと標準提供マスタの両方が存在する場合は「ユーザ管理」「提供マスター有」と表示します。

5.内容を変更し「登録」(F12)を押します。

6.このマスタがユーザ管理となるメッセージを表示します。「ＯＫ」を押します。

7.登録後は標準提供の保険者マスタよりユーザ保険者マスタが優先されます。

＜ユーザ保険者マスタの削除＞

1.ユーザ保険者マスタを表示します。

2.「削除」(F3)を押します。
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3.確認メッセージを表示します。「ＯＫ」を押します。
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（4）項目の説明

保険者番号 保険者番号を半角数字で入力します。必須入力項目です。

保険者名称 全角50文字または半角で100文字以内で保険者名を入力します。全角，半角

の混在した入力はできません。必須入力項目です。

保険者名称（短縮1） 「保険者名称」欄で「Enter」を押したとき，「保険者名称」欄で入力された名

称の頭から25文字（半角なら50文字）をコピーして表示します。

コピー表示した名称は修正できます。なお，すでに「保険者名称（短縮1）」
欄に入力がある場合は，コピーされません。

保険者名称（短縮2） 「保険者名称（短縮1）」欄で「Enter」を押したとき，名称の頭から10文字

（半角なら20文字）をコピーして表示します。

すでにこの欄の入力がある場合は，コピーされません。

保険者名称（短縮3） 「保険者名称（短縮2）」欄で「Enter」を押したとき，「保険者名称（短縮

2）」からコピーして表示します。

すでにこの欄の入力がある場合は，コピーされません。

保険番号 保険者番号に該当した保険の種類を表示します。必須入力項目です。

必要があれば，コンボボックスから選択し直すことができますが，該当しな

い保険を選択するとエラーメッセージを表示して登録することはできませ

ん。

給付割合（組合員）（家族）　外来・入

院

「保険者番号」欄に国保組合に該当する保険者番号が入力されると設定ができ

ます。

初期表示は，外来・入院共に「0：7割」を表示しています。各国保組合によっ

てそれぞれ設定をします。

郵便番号 半角数字7桁で入力します。

住所 郵便番号から，該当する住所を自動表示します。住所は手入力できます。全角

50文字まで入力できます。

番地方書 全角50文字まで入力できます。

電話番号 半角15文字以内で入力します。

記号 全角20文字まで入力できます。（レセプトには全角17文字まで印字できま

す）。

「記号」を設定した場合は，患者登録画面で保険者番号を入力すると，該当保

険者番号で設定した記号を自動表示します。

異動内容 コンボボックス内より異動理由を選択します。

異動年月日 異動内容の様態になる初日の日付を入力します。

ファンクションキーの説明

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 「マスタ－登録」業務画面へ戻ります。

クリア F2
現在表示している内容をクリアし，保険者番号が入力できる状態にな

ります。

削除 F3

画面表示した保険者マスタの情報をデータベースから削除します。

（扱いは注意してください）

確認メッセージ表示後は，「OK」を押して削除します。

付加設定 F6 「101　システム管理」－「2012　保険者付加情報」へ遷移します。

登録 F12
新規登録，または修正した内容をデータベースに登録します。

確認メッセージ表示後は，「OK」を押して登録します。
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5.7 人名辞書マスタ

人名辞書より，該当するカナ，漢字の削除または追加登録をします。

＜例1＞「日医」を漢字登録する

（1）カナ（漢字）検索欄に「ニチイ」と全角カタカナで入力し，「Enter」を押すと選択候補一覧に該当の漢字を

表示します。
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（2）登録内容欄にカーソルを合わせ，「日医」と直接入力します。入力後は「Enter」を押して確定してください。
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（3）「登録」(F12)を押すと，登録された順に上から選択候補一覧に表示します。

（重要）漢字を新規に登録する場合，一連の動作で「Enter」を2回押してください。

1回目の「Enter」は，漢字を確定します。

2回目の「Enter」は，入力項目の内容を確定します。

※2回目の「Enter」を押さないで「登録」を押しても，入力内容は登録されませんのでご注意ください。登録が正

しく行われると，選択候補一覧の先頭に表示します。
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＜例2＞「太郎」の読み仮名の「タロ」をカナ削除する

（1）カナ（漢字）検索欄に「太郎」と漢字入力して，「Enter」を押すと選択候補一覧に読み仮名を表示します。
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（2）削除する読み仮名の選択番号「2」を選び，「削除」(F3)を押します。
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（3）確認メッセージを表示しますので「OK」で削除をします。

項目の説明

カナ（漢字）検索欄 登録したい人名，または削除したい人名の検索を行うため，カナまたは漢字

を入力します。

選択番号 選択候補一覧に表示された番号を入力，またはクリックして該当人名の削除

ができます。

登録内容 登録するカナまたは漢字を入力します。

ファンクションキーの説明

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 遷移元の画面へ戻ります。

クリア F2 表示している内容をクリアします。

削除 F3 選択した人名を選択候補一覧から削除します。

登録 F12 登録内容欄に入力された内容を登録します。
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5.8 薬剤情報マスタ

（1）設定・登録

薬剤情報提供書の発行を行うためには，各設定を行い薬剤情報マスタ設定画面より院内で投薬する薬剤の情報

を登録します。ここでは設定から印刷までの一連の操作方法を説明します。

＜事前準備＞

「101　システム管理マスタ」－「1001　医療機関情報－基本」画面より，「薬剤情報発行フラグ」に「1　発行す

る」を選択し，登録します。「101　システム管理マスタ」－「1031　出力先プリンタ割り当て情報」画面から，「薬

剤情報提供書」を出力するプリンタ名およびユーザカスタマイズ情報を入力し，確定キーを押して登録します。

「102　点数マスタ」より服用方法マスタを設定します。

例えば，診療コード"001000301　1日3回毎食後"に服用方法を設定する場合，用法コード設定画面で服用時点の

「朝」，「昼」，「夕」に「1　服用する」を選択し登録します。

「101　システム管理マスタ」－「1030　帳票編集区分情報」で画像ファイルの取り込み先を確認します。

画像ファイルを取り込むフォルダは自動設定しますが，任意のフォルダに変更できます。

＜変更する場合＞

画像ファイルを取り込むフォルダを作成します。

（設定例）

$ CD /home/orca

$ mkdir img    

※わからない場合はサポートベンダーへお問い合わせください。

「101　システム管理マスタ」－「1030　帳票編集区分情報」の「薬剤情報－画像ファイルフォルダ」に

/home/orca/img/　と入力します。
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＜保険適応外医薬品の薬剤情報＞

自費コードで作成した薬剤の薬剤情報が登録できます。

薬剤情報が登録できる自費コードの範囲

”095210001　～　095279999”，” 096210001　～　096279999”

保険適応外医薬品を登録する際の注意点

参照・複写機能は使用できません。

薬剤情報を出力するには，点数マスタで単位コードと薬剤区分を登録する必要があります。

【点数マスタ画面】
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＜画面の説明＞

以下に説明する「薬剤名」，「効能・効果」，「色」，「形」，「記号」，「注意事項」欄の各1行間に入力できる全角文

字数は，実際の薬剤情報提供書の印字される1行間の文字数と同様です。

文字数オーバーの場合はメッセージを表示します。

項目の説明

コード レセプト電算処理の9桁コード，または自院登録した薬剤の入力コードを入

力して該当の薬剤を呼び出します。

入力コードからの呼び出しは，部分検索をします。

カタカナ検索表示欄 カタカナ文字で構成される薬剤の検索には，アイウエオボタンをクリックす

ると検索文字列をこの欄へ表示し，前方一致検索をします。2文字目から実際

に検索を行い，右側薬剤名一覧に該当表示します。

薬剤名一覧 前方一致で該当する薬剤名を一覧表示します。

選択番号欄に番号を入力するか直接クリックすると，選択した薬剤の9桁コ

ードおよび薬剤名を画面上部に表示します。

薬剤名（全角・最大39文字） 空欄の場合は点数マスタの名称を表示します。

薬剤情報提供書では1行に最大全角13文字を印字しますが，文字数の制約上

途中で折り返すのが分かりづらい等の場合にこの欄で編集します。

3行までの印字できます。

効能・効果（全角・最大90文字） 薬剤の効能・効果を全角入力します。

6行までの印字できます。

色 薬剤の色を全角入力します。

薬剤情報提供書に画像を添付しないとき，使用薬剤の形状説明として使用で

きます。

形 薬剤の形を全角入力します。画像を添付しないとき，使用薬剤の形状説明と

して使用できます。

記号 例えば錠剤に記してある記号等を入力し，画像の添付をしないとき使用薬剤

の形状説明として使用できます。

入力文字は全角または半角のどちらかのみになり，混在した入力は行えませ
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ん。

注意事項（全角・最大200文字）

定型文1・定型文2

注意事項を入力します。

定型文1
内服薬の場合　　：医師の指示通りに服用して下さい。

内服薬以外の場合：医師の指示通りに使用して下さい。

定型文2
内服薬の場合　　：発疹・かゆみ等の過敏症が現れた時は服用を中止し，

　　　　　　　　　医師に相談して下さい。

内服薬以外の場合：発疹・かゆみ等の過敏症が現れた時は使用を中止し，

　　　　　　　　　医師に相談して下さい。

※定型文の内容は変更できません。

画像ファイル名 画像ファイルを添付する際に半角文字でファイル名を入力します。

ファンクションキーの説明

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 遷移元の画面へ戻ります。

クリア F2 表示している薬剤名および薬剤情報をクリアします。

削除 F3 選択した薬剤の薬剤情報を消去します。

リスト F4 薬剤情報マスタの一覧表を作成します。

複写 F8 効能・効果，注意事項を他の薬剤に複写します。

画像 F9

クライアントマシンから画像ファイル指定してサーバへアップロード

します。（１MB以上のファイルをアップロードしないでください。ク

ライアントが強制終了する可能性があります）。

入力 F10 カーソルを各入力項目箇所へ移動します。

参照 F11

センターサーバの薬剤情報マスタを参照します。

「101　システム管理マスタ」－「1030　帳票編集区分情報」で画像ファ

イルフォルダを指定するとボタンが有効になります。

登録 F12 入力された薬剤情報内容を登録します。
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＜薬剤情報を登録する＞

【入力例　ハルシオン0.125mg錠】

（1）コード欄に自院コードを入力します。

　　　コード欄に薬剤名を入力しても検索できます。

　　　アイウエオボタンを使うと2文字目から検索をします。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 1205 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 5.367

図 5.368



（2）ハルシオン0.125Mg錠を選択します。

（3）「参照」(F11)を押します。

※すべて手入力で登録する場合は，必要な項目へデータを入力します。
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（4）「問い合わせ」(F11)を押します。
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（5）薬剤情報を選択します。

　　　「写真選択」の項目より写真を取り込むか取り込まないか設定します。

　　　「取込選択」の項目により情報の取り込む範囲を設定します。

「1　マージ」　：（2）の画面において未入力の項目のみデータを取り込みます。

「2　置き換え」：（2）の画面において全項目のデータを取り込み置き換えます。

「3　写真のみ」：薬の画像データと画像ファイル名のみ取り込みます。

※画像データの無い薬剤もあります。

（6）「確定」(F12)を押します。

　　　各項目へデータが取り込まれます。

（7）各項目の内容を確認し，訂正の必要があれば訂正をします。

　　　すべての項目の確認後「登録」(F12)で登録します。

※薬剤情報データの無い薬剤もあります。この場合は「[ERROR]　ファイルが見つかりません」と表示します。

※問い合わせが完了しない場合，「情報削除」(F2)でJOB管理を削除します。
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＜クライアントマシンから画像をアップロードする＞

注）１MB以上のファイルをアップロードしないでください。クライアントが強制終了する可能性があります。

画像を設定したい薬剤を表示し，「画像」(F9)を押します。

「参照」アイコンをクリックします。

画像ファイルを指定し，「開く」をクリックします。

「確定」をクリックします。
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画像をアップロードし，画像ファイル名をセットします。

注意！

サーバ2台構成の場合，主サーバにしか画像ファイルはアップロードしません。

従サーバへは適時複写を手作業でおこなってください。
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＜薬剤情報の複写＞

他の薬剤へ効能・効果，注意事項を複写します。

注意！

色，形，記号，画像ファイル名は複写しません。

登録済みの薬剤を表示しているときだけ「複写」(F8)を押すことができます。

（1）登録済みの薬剤を表示し，「複写」(F8)を押します。
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（2）複写モードに入り，同じ薬効の複写先候補を表示します。

（3）複写先の薬剤を選択します。

複写元の効能・効果，注意事項を表示します。

このとき，色，形，記号を入力できます。
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　手入力での追加が可能

　複写元の内容を表示



（4）「登録」(F12)を押して登録します。

登録後は登録済みマークが付きます。

（5）元の薬剤に戻るには「通常」(F8)を押して通常モードに戻ります。

＜薬剤情報を発行する＞

診療行為入力画面で院内処方を入力します。

このとき，服用方法を表示するためには院内処方であっても用法コードの入力が必要です。

請求確認画面では「薬剤情報」が「1：発行あり」になっていることを確認し，「登録」を押すと指定したプリンタ

より出力をします。
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＜マスタデータ提供元＞

マスタデータは「くすりの適正使用協議会」様より提供されたデータを使用しております。

「くすりの適正使用協議会のWebサイト」で検索された内容と日レセの薬剤情報マスタとが異なる場合がありま

す。（半角文字を全角文字に変更・空白の削除・外字処理等）

（2）薬剤情報マスタリスト

薬剤情報マスタ設定画面の「リスト」(F4)を押します。
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対象薬剤の設定

薬剤情報マスタリスト

薬剤情報マスタリスト 薬剤情報マスタリストを作成します。

条件の指定がない場合はすべての薬剤を対象にします。

条件で絞り込む

薬剤名称

診療行為コード

入力コード

薬剤区分

名称を指定します。

条件として入力した4文字目まで部分検索します。

9桁の診療行為コードを指定します。

入力CD（自院コード）を指定します。

*horuta*で部分一致

horuta*で前方一致

*horutaで後方一致

＊は全角でも半角でも構いません。

「*」または「＊」のみで自院コードの設定してあるすべての薬剤を

対象とします。

薬剤区分から指定します。

薬剤情報マスタ確認リスト

薬剤情報登録漏れリスト 内服薬・外用薬の登録漏れリストを作成します。

　　診療年月指定 入力CDの登録がない薬剤で過去に算定したことがある薬剤を対象にしま

す。設定した月数を遡り薬剤を探します。

「1　なし」・・・制限なく過去を遡ります。

「2　2ヶ月」・・当月を含めから2ヶ月分遡ります。

「3　6ヶ月」・・当月を含めから6ヶ月分遡ります。

※入力CDが登録されている薬剤は期間に関係なく対象とします。

　　注射薬を含める 薬剤情報登録漏れリストに注射薬を含めます。

内服薬・外用薬・注射薬が対象になります。

　　薬剤情報マスタ一覧形式 印刷レイアウトを薬剤情報マスタリスト形式で印刷します。

薬剤情報画像無しリスト 薬剤情報の画像ファイル名の指定が無い薬剤を対象にします。

出力順 薬剤情報マスタリスト，薬剤情報登録漏れリストの印刷順を指定します。
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5.9 住所マスタ

（1）住所マスタ

業務メニューより「91　マスタ登録」－「108　住所マスタ」を選択します。

項目の説明

郵便番号 検索する郵便番号を入力します。

住所一覧表部分

番号 選択番号を表示します。

ユーザ住所マスタには「ユ」または「更」を表示します。

「ユ」はユーザが独自に登録した住所です。

「更」は標準住所マスタの一部を変更して登録した住所です。

町域名 郵便番号に該当する町域名を表示します。

入力部分

選択番号 変更をしたい住所を町域名から選択します。

都道府県・市町村名・町域名 住所を入力します。都道府県名は「101　システム管理マスタ」－医療機関情

報より初期表示します。
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（2）住所を変更する

以下の操作はユーザ住所マスタの作成になります。ユーザ住所マスタはマスタ更新では更新されないユーザ管理

のマスタとなります。

郵便番号を入力し「Enter」を押し，表示された住所を選択します。
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表示された住所を訂正します。

「登録(F12)」を押し，登録します。画面一覧が訂正されたのを確認します。

標準住所マスタの一部を変更したマスタには「更」を表示します。

注意！

日レセのマスタ更新により該当の住所マスタが更新されても「更」の表示されているユーザ住所マスタは更新されません。

ユーザ住所マスタはユーザ管理のマスタとなります。

ヒント！

※住所マスタで変更した住所はすでに患者登録業務で患者情報として登録されている住所とは連携を取ってい

ません。登録の見直しを行ってください。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 1218 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 5.390

図 5.389



（3）住所を新たに登録する

以下の操作はユーザ住所マスタの作成になります。ユーザ住所マスタはマスタ更新では更新されないユーザ管理

のマスタとなります。

郵便番号に住所を新たに登録できます。

例）

629-3100　京都府新町

登録する郵便番号を入力します。エラーメッセージが表示されます。
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エラーメッセージの「閉じる」を押し，住所を入力します。

「登録(F12)」を押し，登録します。

ユーザが新規に登録した住所マスタには「ユ」が表示されます。

注意！

日レセのマスタ更新により該当の住所マスタが更新されても「ユ」の表示されているユーザ住所マスタは更新されません。

ユーザ住所マスタはユーザ管理のマスタとなります。

ヒント！

住所マスタで変更した住所はすでに患者登録業務で患者情報として登録されている住所とは連携を取っていま

せん。登録の見直しを行ってください。
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（4）住所マスタの削除

「ユ」，「更」表示のユーザ住所マスタのみ削除できます。郵便番号を入力し，削除したい住所を選択します。

「削除(F3)」を押し削除します。

標準住所マスタは削除できません。エラーメッセージを表示します。

※また，患者登録業務の周辺町域情報とも連携をとっていません。周辺町域情報として登録した住所マスタを削

除した場合は，再度周辺町域情報の見直しを行ってください。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 1221 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 5.395

図 5.394



5.10 ヘルプマスタ

（1）画面の説明

（2）自院ヘルプ登録

（2）－1　目次1の登録

（2）－2　目次2の登録

（3）説明文の修正

（4）複写

（5）削除

（6）目次1の検索

ヘルプマスタを登録すると，診療行為画面でヘルプ表示できます。

ヘルプ内容は標準提供しますが，自院分を登録できます。

標準提供のヘルプ内容は変更できません。

（1）画面の説明
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【1】表示項目を選択します。

　　「0：標準」…標準提供されるヘルプ内容を表示します（内容は変更できません）

　　「1：自院」…自院ヘルプ内容を表示します。（初期表示項目です）

【2】複写先を指定します。

【3】検索文字列入力欄

　　目次1の名称を任意の文字列から検索します。

【4】目次1の一覧画面，および入力欄です。

　　300件まで表示します。

【5】目次2の一覧画面，および入力欄です。

　　300件まで表示します。

【6】説明文編集欄です。登録済みの場合は内容を表示します。

　　1項目につき，25文字×40行の1,000文字まで登録できます。

ファンクションキーの説明

項目 ファンクションキー 説明

戻る F1 マスタ登録画面に戻ります。

クリア F2 画面を初期化します。

削除 F3 選択されている目次内容を削除します。

目次1検索 F4 検索文字列入力欄へカーソルを移動します。

前頁 F6
各目次項目が300件を超えている場合に選択されている目次の表示を

切り替えます。

次頁 F7
各目次項目が300件を超えている場合に選択されている目次の表示を

切り替えます。

複写 F9 複写先欄へカーソルを移動します。

登録 F12 入力された内容で登録します。
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（2）自院ヘルプ登録

（2）－1　目次1の登録

業務メニュー「91　マスタ登録」―「109　ヘルプマスタ」を選択します。

「1　自院」「診療行為入力」を表示します。
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目次番号，名称を入力し「Enter」を押します。

説明文編集欄へカーソルが移動します。
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目次1の説明文を入力します。（目次1の説明文は省略してもかまいません）
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「登録(F12)」を押し，目次1を登録します。

目次1を登録後，カーソルは目次2の入力欄へ移動しますが，目次2の入力が無い場合は「クリア(F2)」を押し，

続けて目次1を登録します。
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（2）－2　目次2の登録

目次1を登録後，目次2の入力欄へカーソルが移動します。この場合，説明文編集欄はクリアされています。

目次2の目次番号，名称を入力し「Enter」を押します。

カーソルが説明文編集欄へ移動します。
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目次2の説明文を入力します。（目次2の説明文は省略できません）
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入力後，「登録(F12)」を押し，目次2を登録します。

説明文編集欄が初期化され，カーソルは目次2の入力欄へ移動します。

続けて目次2を作成し，説明文を入力できます。

目次1に項目を追加したい場合は，「クリア(F2)」を押し，画面を初期画面に戻してから目次1の項目を入力しま

す。
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（3）説明文の修正

すでに登録済みの説明文を修正します。

修正したい目次を選択します。

目次1を選択後，説明文編集欄へ目次1の説明文を表示します。

目次2を選択すると，目次2の説明文へ変わります。直接説明文を編集します。

修正後，「登録(F12)」を押し，登録します。
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（4）複写

すでに登録済みの説明文の複写できます。

標準提供されている説明文を自院へ複写できます。

複写元の説明文を選択します。
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例では目次2を選択していますが，目次1のみ複写できます。

「複写(F9)」を押します。

複写先を指定します。

目次を新たに作成し，複写できます。2

新しく目次1を作成し複写する場合は，目次1の説明文も複写します。

すでに目次1が作成済みの場合は，目次1の説明文は上書きされません。
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例では

　目次1：「2　診療行為入力」を新しく作成，

　目次2：「1　診察料」を新しく作成します。
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「登録(F12)」を押し，登録します。

新しい目次が作成され，内容を複写します。

（画面は，複写した項目の画面です）

※すでに登録済みの目次に上書き複写はできません。エラー表示します。

※目次名称の修正は，目次1または目次2を選択後，目次入力欄を直接編集し登録します。
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（5）削除

「削除(F3)」で選択されている項目を削除します。

目次1の項目を削除するとその中の目次2もすべて削除します。

目次2まで選択して削除すると，選択された目次2のみ削除します。

（6）目次1の検索

任意の文字列から目次1の項目の検索をします。

「目次1検索(F4)」を押し，検索欄へ文字列を入力し，「Enter」を押します。

または直接検索欄へ移動し，文字列を入力し，「Enter」を押します。

「診療」を検索してみます。

目次1の名称に「診療」の文字列がある項目を表示します。
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6 章 付録

6.1 付録1　クライアント保存の拡張

クライアント保存のとき，ファイルを開き確認してから保存できます。

＜設定ファイルについて＞

glclientでファイルを開くには設定ファイルにファイルの関連付けを記述しておく必要があります。

設定ファイル

　1.（優先） $HOME/.glclient/applications.txt

　2. /usr/share/panda-client/applications.txt

2の applications.txt は panda-client-commonパッケージに含まれています。

設定ファイルの内容

  txt:gedit %s

  png:evince %s

  csv:gedit %s

  iso:brasero %s

  gz:file-roller %s

拡張子：アプリケーション名　%s

＜設定ファイルの作成＞

1． /usr/share/panda-client/applications.txt を $HOME/.glclient/ にコピーします。

　（ /usr/share/panda-client/applications.txt はパッケージの更新により上書きの可能性があります）

2．設定を追加します。

• 1行1エントリ

• 1エントリは　拡張子：アプリケーション文字列　の形式

• アプリケーション文字列には起動コマンドとオプションを記述

• アプリケーション文字列中の「%s」にファイル名が展開される

追加例）レセ電ファイルをレセ電ビューアで開く

　　UKE:jma-receview %s

＜操作方法＞

クライアント保存を実行し，「開く」を押します。
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6.2 付録2　＜標準帳票サンプル　パラメータ設定　プログラムオプション＞

帳票サンプルリスト

＜日次統計＞
日計表（伝票発行日）　ORCBD002
日計表（診療年月日）　ORCBD003
収納一覧表（外来）　ORCBD004
収納一覧表（入院）　ORCBD005
外来日計表（診療年月日）　ORCBD007
入外別日計表（伝票発行日別）　ORCBD006
収納一覧表（外来）（期間指定）　ORCBD004V02
収納一覧表（入院）（期間指定）　ORCBD005V02
入院オーダー確認リスト　ORCBD009
収納日報　ORCBD010
収納日報（期間指定）　ORCBD010V02
入院診療データ一括登録　ORCBNYUALL

＜月次統計＞
会計カード　ORCBG007
診療科別医薬品使用量統計　ORCBG001
診療科別医薬品使用量統計（合計金額)　ORCBG006
未収金一覧表（患者別）　ORCBG010
未収金一覧表（伝票別）　ORCBG011
空き患者番号一覧　ORCBZ001
カルテ３号用紙一括出力　ORCBZ002
チェックマスタ一覧表　ORCBHXLST
レセプトチェック（プレビュー）　ORCBPRVPRT
定期請求患者一覧表　ORCBG002
入院会計未作成一覧表　ORCBG003
入院患者通算日数一覧表　ORCBG004
長期入院患者対象一覧表　ORCBG005
高額日計表（高額請求添付資料）　ORCBG008
高額日計表（診療内容参考資料）　ORCBG009
調整金一覧表　ORCBG012
外来月別請求書　ORCBG013
保険請求確認リスト　ORCBG014
外来カルテ一括発行　ORCBZ003
一部負担金給与控除一覧　ORCBG015
入院会計一括作成　ORCBCRENYUACCT
指定診療行為件数調　ORCBG016
診療行為別集計表　ORCBG017
適応病名情報更新（薬剤）　ORCBCHKYAK1
適応病名情報更新（検査）　ORCBCHKKNS1
経過措置薬剤更新リスト　ORCBG018
月遅れ分レセ電データ未作成患者一覧　ORCBG019
診療行為未入力患者一覧表　ORCBG020
未コード化病名一覧　ORCBG021
出産育児一時金請求書　ORCBGCHILDBIRTH
出産育児一時金チェックリスト　ORCBGCHILDLST

診療科別医薬品使用量統計（期間指定）　
ORCBG001V01
診療科別医薬品使用量統計（合計金額）（期間指定）

ORCBG006V01
診療行為別集計表（期間指定）　ORCBG017V01
保険別請求チェック表（標準帳票）　ORCBGS100
保険別請求チェック明細表　ORCBGS120
向精神薬投与患者一覧　ORCBG022
中途終了データ一括削除処理　ORCBGD01
医療区分・ADL区分に係る評価票一括発行　

ORCBG024
傷病名マスタ一覧　ORCBG025
診療区分別指定点数該当患者数調べ　ORCBG029
システム管理設定内容リスト　ORCBGSKLST
一括再計算該当者チェック表　ORCBG30
セット登録一覧　ORCBGSETLST
長期投薬患者一覧　ORCBG031
未コード化傷病名使用割合一覧表　ORCBG032
向精神薬長期処方対象医薬品投与患者一覧 ORCBG033
ユーザーマスタチェックリスト作成　ORCBUMCP

＜オンライン帳票＞
お薬手帳　ORCHC62
カルテ1号紙　ORCHC01
支払証明書（月別）　ORCHCM32
支払証明書（日別）　ORCHCM31
自費内訳明細書（月別）
自費内訳明細書（日別）
受付一覧表

処方箋　ORCHC02
処方箋　ORCHC02Q
処方箋（A4）　ORCHCM19
分割指示に係る処方箋

診療費明細書（A4)　ORCHC04
診療費明細書（A5）　ORCHC04
請求書兼領収書（A4）　ORCHC03
請求書兼領収書（A4）　ORCHC03V02
請求書兼領収書（A4）　ORCHC03V03
請求書兼領収書（A5）　ORCHC03V03A5
請求書兼領収書（A5）　ORCHC03V04
請求書兼領収書（A5）　ORCHC03V05
薬剤情報　ORCHC30
薬剤情報　ORCHC31
予約一覧表　ORCHC14
予約患者一覧　ORCHC15
予約票　ORCHC67
その他　統計プログラムパラメータ設定
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＜日次統計＞

日計表（伝票発行日）　ORCBD002

日計表（伝票発行日） ORCBD002 日計表を伝票発行日で出力する

パラメータ1 伝票発行日 YMD 伝票発行日（必須）

パラメータ2 並び順 N1

並び順（必須）

　0：患者番号順

　1：伝票番号順
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日計表（診療年月日）　ORCBD003

日計表（診療年月日） ORCBD003 日計表を診療年月日で出力する

パラメータ1 診療年月日 YMD 診療年月日（必須）

パラメータ2 並び順 N1

並び順（必須）

　0：患者番号順

　1：伝票番号順
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収納一覧表（外来）　ORCBD004

収納一覧表（外来） ORCBD004
外来の収納一覧表を出力する。

請求額の変更，返金等を行った場合は，変更分

および入金額のみ表示する。

パラメータ1 処理日 YMD 処理日（必須）

パラメータ2 処理区分 N1 処理区分（必須）

　0：収納データ別　

　1：伝票別

　2：患者別

パラメータ3 並び順 N1 並び順（必須）

　0：患者番号順

　1：伝票番号順
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収納一覧表（入院）　ORCBD005

収納一覧表（入院） ORCBD005
入院分の収納一覧表を出力する。

請求額の変更，返金等を行った場合は，変更分

および入金額のみ表示する。

パラメータ1 処理日 YMD 処理日（必須）

パラメータ2 処理区分 N1 処理区分（必須）

　0：収納データ別　

　1：伝票別

　2：患者別

パラメータ3 並び順 N1 並び順（必須）

　0：患者番号順

　1：伝票番号順
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外来日計表（診療年月日）　ORCBD007

外来日計表（診療年月日別） ORCBD007
日計表（診療年月日）の外来診療分のみ編集を

行う日計表を出力する

パラメータ1 診療年月日 YMD 診療年月日（必須）

パラメータ2 並び順 N1

並び順（必須）

　0：患者番号順

　1：伝票番号順
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入外別日計表（伝票発行日別）　ORCBD006

入外別日計表（伝票発行日別）
ORCBD006 入外区分が指定できる日計表を伝票発行日で出

力する

パラメータ1 伝票発行日 YMD 伝票発行日（必須）

パラメータ2 入外区分 N1 入外区分（必須）

　1：入院

　2：外来

パラメータ3 並び順 N1 並び順（必須）

　0：患者番号順

　1：伝票番号順
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収納一覧表（外来）（期間指定）　ORCBD004V02

収納一覧表（外来）（期間指定

対応版）
ORCBD004V02

締め処理に対応した外来分の収納一覧表を出力

する。

請求額の変更，返金等を行った場合は，変更分

および入金額のみ表示する

パラメータ1 処理区分 N1 処理区分

　0：収納データ別　

　1：伝票別

　2：患者別

パラメータ2 並び順 N1 並び順（必須）

　0：診療科，患者番号順

　1：伝票番号順
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収納一覧表（入院）（期間指定）　ORCBD005V02

収納一覧表（入院）（期間指定対

応版）
ORCBD005V02

締め処理に対応した入院分の収納一覧表を出力

する。

請求額の変更，返金等を行った場合は，変更分

および入金額のみ表示する

パラメータ1 処理区分 N1 処理区分

　0：収納データ別　

　1：伝票別

　2：患者別

パラメータ2 並び順 N1 並び順（必須）

　0：病棟順

　1：伝票番号順
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入院オーダー確認リスト　ORCBD009

入院オーダー確認リスト ORCBD009 入院オーダーのエラーリストを発行します。

パラメータ1 受付日開始 YMD 受付日開始

パラメータ2 受付日終了 YMD 受付日終了

パラメータ3 処理区分 N1 処理区分（必須）

　0：エラー分

　1：すべて
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収納日報　ORCBD010

収納日報 ORCBD010
収納一覧表を保険別で出力します。

保険ごとの請求額計，初診・再診，入金方法別

の入金額計，自費項目別のその他自費計を出力

パラメータ1 処理日 YMD 処理日（必須）

パラメータ2 終了処理日 YMD 終了処理日

パラメータ3 入外区分 N1 入外区分（必須）

　0：入外両方

　1：入院

　2：外来

パラメータ4 集計区分 N1 診療科ごとの集計（必須）

　0：まとめる

　1：診療科ごとに編集する

パラメータ5 明細区分 N1 明細書の集計単位（必須）

　0：入金方法別

　1：伝票別

パラメータ6 合計表印刷区分 N1 合計頁の印刷（必須）

　0：合計頁を印刷しない

　1：合計頁を印刷する

＜システム管理1910　プログラムオプションの説明＞
(1)様式
   明細表の様式を指定します。
   FORM=0：２行１明細（デフォルト）
   FORM=1：１行１明細
(2)網掛け
   網掛けの有無を指定します。
   SHADE=0:網掛けなし
   SHADE=1:網掛けあり（デフォルト）
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収納日報（期間指定）　ORCBD010V02

収納日報（期間指定） ORCBD010V02

締め処理に対応した収納一覧表を保険別で出力

します。

保険ごとの請求額計，初診・再診，入金方法別

の入金額計，自費項目別のその他自費計を出力

パラメータ1 処理日 YMD 処理日（必須）

パラメータ2 入外区分 N1 入外区分（必須）

　0：入外両方

　1：入院

　2：外来

パラメータ3 集計区分 N1 診療科ごとの集計（必須）

　0：まとめる

　1：診療科ごとに編集する

パラメータ4 明細区分 N1 明細書の集計単位（必須）

　0：入金方法別

　1：伝票別

パラメータ5 合計表印刷区分 N1 合計頁の印刷（必須）

　0：合計頁を印刷しない

　1：合計頁を印刷する

＜システム管理1910　プログラムオプションの説明＞
(1)様式
   明細表の様式を指定します。
   FORM=0：２行１明細（デフォルト）
   FORM=1：１行１明細
(2)網掛け
   網掛けの有無を指定します。
   SHADE=0:網掛けなし
   SHADE=1:網掛けあり（デフォルト）
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入院診療データ一括登録　ORCBNYUALL

入院診療データ一括登録 ORCBNYUALL
入院のワーク診療行為データの一括取り込みを

します。

パラメータ1 診療年月日 YMD 診療年月日（必須）

パラメータ2 処理区分 N1 処理区分（必須）

　0：すべてのデータを対象　

　　（外部連携，中途終了データ）

　1：外部連携（CLAIM等）のデー

　　　タのみ対象

パラメータ3 リスト区分 N1 リスト区分（必須）

　0：取り込み分，エラー分すべてを印刷

　　　対象

　1：エラー分（警告含む）のみのデー　

　　　タを印刷対象

＜入院診療データ一括登録の処理内容，条件および範囲＞

※注意事項

• 他端末で診療行為の入力がある場合（排他制御情報の記録がある場合）は実行できません。

• エラーのあるデータの登録は行いませんが，警告のあるデータの登録は行います。

（警告の内容はエラーリストに印刷します）。

• エラーメッセージは1件のデータについて1つのみエラーリストに印刷します。

• 警告メッセージはエラーメッセージがない場合にリストに印刷します。

• 警告メッセージは1件のデータについて複数になる場合があります。

• 外部連携等によるワーク診療行為の更新中，および診療会計・診療行為業務の入力中は当該処理は行わ

ないでください。同様に当該処理中にワーク診療行為の更新，および診療行為・診療会計業務の入力も

行わないでください。

• 悪性腫瘍特異物質治療管理料の算定があり検査名のコメントが無い場合，コメントコードを自動発生し

ます。このとき，コメント内容は空白で登録しますので，検査名は診療行為等から入力を行ってくださ

い。また，特定薬剤治療管理料の薬剤名コメントの自動発生も同様です。

• このため，外部連携を行われる場合はなるべくコメントも一緒に送信してください。

• 相互作用（併用禁忌薬剤）チェックは当該処理では行いません。

• 外部連携から登録したデータを診療行為業務で一度展開し，中途終了を行った場合，中途終了データ
（日レセで登録したデータ）と判断します。
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＜月次統計＞
会計カード　ORCBG007

会計カード ORCBG007 会計カードを出力する

パラメータ1 診療年月 YM 診療年月（必須）

パラメータ2 患者番号 PTNUM 患者番号

パラメータ3 入外区分 N1 入外区分（必須）

パラメータ4 病棟番号 BTUNUM 病棟番号

パラメータ5 並び順 N1

並び順

　1：病棟番号・カナ指名順

　2：病棟番号・患者番号順

　3：カナ指名順

　4：患者番号順

　5：個別指示登録順

　6：患者番号順（ターミナルデジット方式）

パラメータ6 編集区分

編集区分（複数入力可）

　1：診療科ごとに編集を行います

　2：病名を非表示にします

　3：診療科毎に編集を行い，病名を非表示

　　にします

　4：包括診療分を除いて編集を行います

　5：医療区分，ADL区分の編集を行います

パラメータ7 診療科 SRYKA 診療科

パラメータ8 保険区分 N1

保険区分

　0：保険区分ごと（社保・国保・その他）

　1：社保分のみ編集

　2：国保分のみ編集

　3：その他分のみ編集（包括分を含む）

パラメータ9 開始日 DAY 開始日

パラメータ10 終了日 DAY 終了日

診療科別医薬品使用量統計　ORCBG001
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診療科別医薬品使用量統計 ORCBG001
診療年月に使用した医薬品を集計して

出力する

パラメータ1 診療年月 YM 診療年月（必須）

パラメータ2 薬剤区分 N1

集計対象とする薬剤の区分（必須）

　0（初期表示）：全体

　1：内服薬

　2：注射薬

　3：外用薬

　4：歯科用薬剤

　5：歯科用特定薬剤

パラメータ3 院外区分 N1

院外区分

　0または空白：院内処方のみ

　1：院外処方のみ

　2：院内・院外処方順

パラメータ4 入外区分 N1

入外区分

　0または空白：全体

　1：入院

　2：外来

パラメータ5 処理区分 N1

処理区分

　0または空白：診療科別

　1：病棟別
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パラメータ6 診療区分 N02

診療区分

　0または空白：全体

　14：在宅

　20：投薬

　30：注射

　40：処置

　50：手術

　54：麻酔

　60：検査

　70：画像診断

　80：その他

　90：入金
後発医薬品の割合を印字できます。

「101　システム管理マスタ」－「1910　プログラムオプション情報」に次の設定をしてください。

　KOUHATU=0：後発医薬品割合を印字しない（デフォルト）

　KOUHATU=1：後発医薬品割合を印字する

＜システム管理1910　プログラムオプションの説明＞
(1)後発医薬品割合の印字
   KOUHATU=0：後発医薬品割合を印字しない（デフォルト）
   KOUHATU=1：後発医薬品割合を印字する
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診療科別医薬品使用量統計（合計金額)　ORCBG006

診療科別医薬品使用量統計（合

計金額）
ORCBG006

診療年月に使用した医薬品を集計して出力する

（品目ごとに使用量×薬価＝金額の表示を行

う）

パラメータ1 診療年月 YM 診療年月（必須）

パラメータ2 薬剤区分 N1

集計対象とする薬剤の区分（必須）

　0（初期表示）：全体

　1：内服薬

　2：注射薬

　3：外用薬

　4：歯科用薬剤

　5：歯科用特定薬剤

パラメータ3 院外区分 N1

院外区分

　0または空白：院内処方のみ

　1：院外処方のみ

　2：院内・院外処方順に

パラメータ4 入外区分 N1

入外区分

　0または空白：全体

　1：入院

　2：外来

パラメータ5 処理区分 N1

処理区分

　0または空白：診療科別

　1：病棟別
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パラメータ6 診療区分 N02

診療区分

　0または空白：全体

　14：在宅

　20：投薬

　30：注射

　40：処置

　50：手術

　54：麻酔

　60：検査

　70：画像診断

　80：その他

　90：入金
後発医薬品の割合を印字できます。

「101　システム管理マスタ」－「1910　プログラムオプション情報」に次の設定をしてください。

　KOUHATU=0：後発医薬品割合を印字しない（デフォルト）

　KOUHATU=1：後発医薬品割合を印字する

＜システム管理1910　プログラムオプションの説明＞
(1)後発医薬品割合の印字
   KOUHATU=0：後発医薬品割合を印字しない（デフォルト）
   KOUHATU=1：後発医薬品割合を印字する
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未収金一覧表（患者別）　ORCBG010

未収金一覧表（患者別） ORCBG010
1患者につき1明細の未収金一覧表

を出力する

パラメータ1 期間指定区分 N1

期間指定区分（必須）

　0：期間指定を行わない

　1：期間指定を行う

パラメータ2 開始診療年月 KKNYM 開始診療年月

パラメータ3 終了診療年月 KKNYM 終了診療年月

パラメータ4 処理区分 KBN

処理区分

　1：期間内の診療分

　　（期間外の訂正・入金を含む）

　2：期間内の診療分

　　（期間外の訂正・入金を含まない）

　3：期間内の請求分

　　（期間外の訂正・入金を含む）

　4：期間内の請求分

　　（期間外の訂正・入金を含まない）

パラメータ5 未収金区分 N1

未収金区分（必須）

　0：未収金または過入金のある患者

　1：未収金のみの患者
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未収金一覧表（伝票別）　ORCBG011

未収金一覧表（伝票別） ORCBG011
1伝票につき1明細の未収金一覧表

を出力する

パラメータ1 期間指定区分 N1

期間指定区分（必須）

　0：期間指定を行わない

　1：期間指定を行う

パラメータ2 開始診療年月 KKNYM 開始診療年月

パラメータ3 終了診療年月 KKNYM 終了診療年月

パラメータ4 処理区分 KBN

処理区分

　1：期間内の診療分

　　（期間外の訂正・入金を含む）

　2：期間内の診療分

　　（期間外の訂正・入金を含まない）

　3：期間内の請求分

　　（期間外の訂正・入金を含む）

　4：期間内の請求分

　　（期間外の訂正・入金を含まない）

パラメータ5 入外区分 KBN

処理区分（必須）

　1：入院

　2：外来

パラメータ6 未収金区分 N1

未収金区分（必須）

　0：未収金または過入金のある患者

　1：未収金のみの患者
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空き患者番号一覧　ORCBZ001

空き患者番号一覧 ORCBZ001 空き患者番号一覧を表示する

パラメータ1 開始患者番号 PTNUM 開始患者番号

パラメータ2 終了開始番号 PTNUM 終了患者番号
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カルテ３号用紙一括出力　ORCBZ002

カルテ3号紙一括 ORCBZ002 カルテ3号紙を出力する

パラメータ1 診療開始年月 YM 診療開始年月（必須）

パラメータ2
診療終了年月第4章
随時業務

YM 診療終了年月（必須）

パラメータ3 診療科コード N2 2桁の診療科コード

パラメータ4 入外区分 N1 入外区分（必須）

1：入院

2：外来

パラメータ5 患者番号 PTNUM 患者番号

*：個別指示（照会連携）
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チェックマスタ一覧表　ORCBHXLST

チェックマスタ一覧表 ORCBHXLST
登録済みのチェックマスタの一覧表を

出力する

パラメータ1 チェック区分 KBN

マスタ登録画面のチェック区分（必須）

　1：薬剤と病名

　2：診療行為と病名

　4：薬剤と併用禁忌

　5：診療行為の併用算定

　6：投与禁忌薬剤と病名

　7：診療行為どうしの算定漏れ

　8：病名と薬剤

　9：病名と診療行為

　A:診療行為の併用算定（同日内）

　B:診療行為の併用算定（同会計内）

パラメータ2 開始コード KBN 点数マスタの診療行為コード

パラメータ3 終了コード KBN 点数マスタの診療行為コード
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レセプトチェック（プレビュー）　ORCBPRVPRT

レセプトチェック（プレビュー） ORCBPRVPRT

レセプトのプレビュー画面で「訂正」

(F4)を押した患者の情報

（患者番号，診療年月，メモ入力欄）

を出力する
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定期請求患者一覧表　ORCBG002

定期請求患者一覧表 ORCBG002 定期請求患者一覧を出力する

パラメータ1 処理年月 YM 処理年月（診療年月）（必須）

パラメータ2 処理区分 N1

処理区分（必須）

　0：処理年月のすべての期を対象

　1：処理年月の1期を対象

　2：処理年月の2期を対象

　3：処理年月の3期を対象

　9：処理年月の月末一括請求患者を対象

パラメータ3 並び順 N1

並び順（必須）

　0：病棟番号，病室番号，診療科，患者番号順に編

集

　1：患者番号順に編集
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入院会計未作成一覧表　ORCBG003

入院会計未作成者一覧表 ORCBG003 入院会計の未作成患者一覧を出力する

パラメータ1 処理年月 YM 処理年月（診療年月）（必須）
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入院患者通算日数一覧表　ORCBG004

入院患者通算日数一覧表 ORCBG004
入院患者の通算日数一覧表を出力する

（基準日までの通算日数一覧表）

パラメータ1 基準日 YMD 基準日（必須）

パラメータ2 処理区分 N1

処理区分（必須）

　0：基準日時点で入院している患者（基準日に退院

　　した患者も含む）

　1：基準日時点で入院している患者（基準日に退院

　　した患者を含む）および，基準日と同一月で基準

基準

　　日までに退院した患者を含む

　2：基準日を含む月に入院している患者と退院した

　　患者（通算日数は月末日より計算を行う）
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長期入院患者対象一覧表　ORCBG005

長期入院対象患者一覧表 ORCBG005
長期入院対象患者の一覧表を出力する

（基準日までの入院通算日数を求める）

パラメータ1 基準日 YMD 基準日（必須）

パラメータ2 処理区分 N1

処理区分（必須）

　0：基準日時点で入院している患者（基準日に退院し

　　た患者も含む）　

　1：基準日時点で入院している患者（基準日に退院し

　　た患者を含む）および，基準日と同一月で基準日

まで

　　に退院した患者を含む
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高額日計表（高額請求添付資料）　ORCBG008

高額日計表（高額請求添付資料） ORCBG008 高額請求添付資料を出力する

パラメータ1 診療年月 YM 診療年月（必須）

パラメータ2 処理区分 KBN

処理区分（必須）

　1：点数指定

　2：患者指定

パラメータ3 検索内容 NAIYO
検索内容（必須）

　点数指定の場合：点数を入力

　患者指定の場合：患者番号を入力

パラメータ4 入外区分 N1

入外区分（必須）

　0：入外分

　1：入院

　2：外来
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高額日計表（診療内容参考資料）　ORCBG009

高額日計表（診療内容参考資料） ORCBG009 診療内容参考資料を出力する

パラメータ1 診療年月 YM 診療年月（必須）

パラメータ2 処理区分 KBN

処理区分（必須）

　1：点数指定

　2：患者指定

パラメータ3 検索内容 NAIYO
検索内容（必須）

　点数指定の場合：点数を入力

　患者指定の場合：患者番号を入力
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調整金一覧表　ORCBG012

調整金一覧表 ORCBG012 調整金一覧表を出力する

パラメータ1 期間指定区分 N1

期間指定区分（必須）

　0：期間指定を行わない

　1：期間指定を行う

パラメータ2 開始診療年月 KKNYM 開始診療年月

パラメータ3 終了診療年月 KKNYM 終了診療年月

パラメータ4 並び順 N1

並び順（必須）

　0：患者番号順

　1：診療年月順

　2：伝票番号順

　3：カナ氏名順

パラメータ5 診療科別 N1

診療科別 

　0／空白：診療科別にしない

　1：診療科別にする

パラメータ6 入外区分 N1

入外区分（必須）

　1：入院

　2：外来
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外来月別請求書　ORCBG013

外来月別請求書 ORCBG013 一月まとめの請求書を発行する。

パラメータ1 診療年月 YM 診療年月（必須）

パラメータ2 発行方法 N1 発行方法（必須）

　1：診療科／保険組合せ別

（労災・自賠責は1になります）

　2：保険組合せ別

　3：診療科別

　4：全体まとめ

パラメータ3 患者番号 PTNUM 患者番号

※照会業務からの連携データを利用す

る使用する場合は患者番号に「*」を入力

します。

パラメータ4 伝票発行日 YMD 伝票発行日（必須）

パラメータ5 発行区分 N1 発行区分（必須）

　0：0円発行する

　1：0円発行しない

パラメータ6 診療科 SRYKA 診療科別に発行する場合入力します。

入力がない場合は全科になります。

パラメータ7 前回未収 N1 前回未収額の印字

　1：前回未収額を印字しません。

パラメータ8 集計区分 N1 入金済みの請求データの処理

　0：含める

　1：含めない
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保険請求確認リスト　ORCBG014

保険請求確認リスト ORCBG014
当月分の総括表に対応した

患者リストを作成する

注意事項

・処理区分「請求しない」は過去のすべての請求年月も対象とします。

・業務メニュー「43 請求管理」で行なわれた訂正内容によっては，

提出時の総括表と処理結果が合わなくなる場合があります。

・社保の公費と医保の併用，国保の公費再掲の表示は行ないません。

・処理後「/var/tmp」の下にCSVファイル（XXORCBG014.csv）を

出力します（XXは医療機関識別番号）。出力先およびファイル名は変更できませ

ん。

・CSVファイルの項目説明は以下のパラメータ説明の後に記載しています。

・0点公費記載を行なった点検用レセプトがある場合は，印刷を行いません。

パラメータ1 診療年月 YM 診療年月（必須）

パラメータ2 提出先区分 N1

提出先区分（任意）

　0：全部

　1：社保

　2：国保

　3：特別療養費

　4：広域連合

　5：短期傷病

　6：アフターケア

　8：自賠責

　9：公害
パラメータ3 保険者番号 N8 保険者番号（任意）（国保のみ）

パラメータ4 処理区分 N1

処理区分（任意）

　0：全部

　1：通常請求

　2：返戻分

　3：月遅れ分

　4：請求しない
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パラメータ5 入外区分 N1

入外区分（任意）

　0：全部

　1：入院分

　2：外来分

パラメータ6 在総診区分 N1

在総診区分（任意）

　0：全部

　1：一般

　2：在総診および在医総

　3：分類しない

パラメータ7 レセプト種別 N3 レセプト種別2桁＋詳細区分1桁　※

パラメータ8 並び順 N1

並び順

　0：カナ氏名順

　1：患者番号順

　2：点数順

※パラメータ7　レセプト種別
　　　社保　０１：医保（７０歳以上一般・低所得）国保　１０：一般（７０歳以上一般・低所得）
　　　　　　０２：医保（７０歳以上７割）　　　　　　　１１：一般（７０歳以上７割）
　　　　　　０３：医保（本人）　　　　　　　　　　　　１２：一般
　　　　　　０４：医保（家族）　　　　　　　　　　　　１３：一般（６歳）
　　　　　　０５：医保（６歳）　　　　　　　　　　　　１４：退職（本人）
　　　　　　　　　詳細区分（０１～０５）　　　　　　　１７：退職（被扶養者）
　　　　　　　　　　　１：医保と公費の併用　　　　　　１８：退職（６歳）
　　　　　　　　　　　２：医保単独（政・協会）　広域　２１：後期高齢者９割
　　　　　　　　　　　３：医保単独（船）　　　　　　　２２：後期高齢者７割
　　　　　　　　　　　４：医保単独（日）
　　　　　　　　　　　５：医保単独（日特）
　　　　　　　　　　　６：医保単独（共）
　　　　　　　　　　　７：医保単独（組）
　　　　　　　　　　　８：医保単独（自）
　　　　　　　　　　　９：医保単独（退）
　　　　　　０８：公費と公費の併用
　　　　　　０９：公費単独

＜提出先区分はパラメータ入力時とCSV出力時で区分番号の違い＞

パラメータ入力時 CSV出力時

　　0：全部 　　1：社保

　　1：社保 　　2：国保

　　2：国保 　　3：特別療養費

　　3：特別療養費 　　6：広域連合

　　4：広域連合 　　7：短期傷病

　　5：短期傷病 　　8：アフターケア

　　6：アフターケア 　　9：公害

　　8：自賠責 　　10：自賠責

　　9：公害
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外来カルテ一括発行　ORCBZ003

外来カルテ一括発行 ORCBZ003 外来カルテの一括発行を行う

注意事項

・パラメタ1の最終受診年月以降に入力した診療科で外来の受診がある患者が対

象です。

「101　システム管理マスタ」－「1031　出力先プリンタ割り当て情報」の診療録

（カルテ1号用紙）にユーザプログラムが設定済みの場合はカスタマイズされた

独自プログラムで一括発行をします。

パラメータ1 最終受診年月 YM 基準になる受診年月（必須）

パラメータ2 診療科 SRYKA 診療科（必須）

パラメータ3 病名編集区分 KBN

病名編集区分

　空白：システム管理のカルテ対象病名区分

　0：すべての病名

　1：継続病名のみ

　2：病名記載なし

パラメータ4 個別指示 N1

個別指示

　1：個別指示に登録のある患者の中から最終

受診年月，診療科の条件に一致するものを対象

とします。
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一部負担金給与控除一覧　ORCBG015

一部負担金給与控除一覧 ORCBG015

パラメータ1 診療年月 YM 診療年月（必須）
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入院会計一括作成　ORCBCRENYUACCT

入院会計一括作成 ORCBCRENYUACCT 入院会計を一括作成

パラメータ1 処理年月 YM 処理年月（診療年月）（必須）
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指定診療行為件数調　ORCBG016

指定診療行為件数調 ORCBG016 特定の診療行為の算定一覧を作成します。

パラメータ1 診療年月 YM 診療年月（必須）

パラメータ2 入外区分 N1

入外区分（必須）

　1：入院

　2：外来

 11：入院（包括分を含まない）

 12：外来（包括分を含まない）

パラメータ3 診療科 SRYKA 診療科

パラメータ4 処理区分 N1

処理区分

　0または空白：診療科別

　1：病棟別

パラメータ5 診療行為1 SRYCD 診療行為コード（必須）

パラメータ6 診療行為2 SRYCD 診療行為コード

パラメータ7 診療行為3 SRYCD 診療行為コード

パラメータ8 診療行為4 SRYCD 診療行為コード

パラメータ9 診療行為5 SRYCD 診療行為コード

パラメータ10 診療行為6 SRYCD 診療行為コード
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診療行為別集計表　ORCBG017

診療行為別集計表 ORCBG017 診療行為算定回数一覧表を作成する

パラメータ1 診療年月 YM 診療年月（必須）

パラメータ2 入外区分 N2

入外区分（必須）

　1：入院

　2：外来

パラメータ3 診療科 N02 診療科

パラメータ4　～　10 診療区分1～7 A2

診療区分（パラメータ4は必須）

　11：初診　　　　　50：手術

　12：再診　　　　　54：麻酔

　13：医学管理　　　60：検査

　14：在宅　　　　　70：画像診断

　20：投薬　　　　　80：その他

　30：注射　　　　　90：入院

　40：処置　　　　　
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適応病名情報更新（薬剤）　ORCBCHKYAK1

適応病名情報更新（薬剤） ORCBCHKYAK1 チェックマスタ一括登録を行う。

パラメータ10 初期化区分 KKNYM

※適応病名情報更新（検査）の場合は以下の説明の「薬剤」を「検査」に置き換えてください。

薬剤毎に適応病名マスタからの直接データチェックを行う設定をします。

＜登録対象の薬剤＞

入力CDが設定されている薬剤でチェックマスタ未登録の薬剤

過去から現在まで算定されたことがある薬剤でチェックマスタ未登録の薬剤

＜すでにチェックマスタが登録されている薬剤は？＞

チェックマスタに登録済みの薬剤は一括登録の対象外です。

追加・置き換え等の登録処理は一切行いません。
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＜処理結果画面・リストについて＞

処理が正常に終了した場合は「処理は正常に終了しました」と表示します。

ユーザによりすでにチェックマスタの登録があり，処理対象にならなかった薬剤は確認リストを発行します（登録処理を

行った薬剤リストは発行しません）。

また登録処理を行った薬剤がなかった場合は「処理対象のデータがありませんでした」と表示します。

この場合もすでにチェックマスタの登録があり，処理対象にならなかった薬剤は確認リストを発行します。

初期化区分に999999を入力し処理開始を行うと，チェックマスタの初期化（削除）をします。
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適応病名情報更新（検査）　ORCBCHKKNS1

適応病名情報更新（検査） ORCBCHKKNS1 チェックマスタ一括登録を行う。

パラメータ10 初期化区分 KKNYM

※適応病名情報更新（検査）の場合は以下の説明の「薬剤」を「検査」に置き換えてください。

薬剤毎に適応病名マスタからの直接データチェックを行う設定をします。

＜登録対象の薬剤＞

入力CDが設定されている薬剤でチェックマスタ未登録の薬剤

過去から現在まで算定されたことがある薬剤でチェックマスタ未登録の薬剤

＜すでにチェックマスタが登録されている薬剤は？＞

チェックマスタに登録済みの薬剤は一括登録の対象外です。

追加・置き換え等の登録処理は一切行いません。

＜処理結果画面・リストについて＞

処理が正常に終了した場合は「処理は正常に終了しました」と表示します。
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ユーザによりすでにチェックマスタの登録があり，処理対象にならなかった薬剤は確認リストを発行します（登録処理を

行った薬剤リストは発行しません）。

また登録処理を行った薬剤がなかった場合は「処理対象のデータがありませんでした」と表示します。

この場合もすでにチェックマスタの登録があり，処理対象にならなかった薬剤は確認リストを発行します。

初期化区分に999999を入力し処理開始を行うと，チェックマスタの初期化（削除）をします。
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経過措置薬剤更新リスト　ORCBG018

経過措置薬剤更新リスト ORCBG018 薬剤の経過措置に対応

パラメータ1 有効終了日 YMD 処理年月日（必須）
経過措置により終了する薬剤のチェックマスタを新薬剤コードへ複写登録します。

• チェックマスタに登録済の薬剤でパラメータに入力した日付で終了する薬剤が対象

（チェックマスタに登録されていない薬剤は対象外）

• 終了する薬剤の点数マスタの経過措置品目移行コードに設定されている薬剤コードへ複写登録

• チェックマスタの「薬剤と病名」のみに対応

• すでに新薬剤コードでチェックマスタが登録済みの場合は複写登録を行わない
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月遅れ分レセ電データ未作成患者一覧　ORCBG019

月遅れ分レセ電データ未作成患

者一覧
ORCBG019 レセ電データ未作成者一覧を出力する

パラメータ1 診療年月 YM 診療年月
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診療行為未入力患者一覧表　ORCBG020

診療行為未入力患者一覧表 ORCBG020 診療行為の入力がない患者を検索する

パラメータ1 開始診療年月 YM 検索開始診療年月

パラメータ2 終了診療年月 YM 検索終了診療年月

パラメータ3 並び順 N1
　0：患者番号

　1：カナ氏名順
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未コード化病名一覧　ORCBG021

未コード化病名一覧 ORCBG021 未コード化の患者病名を検索します。

パラメータ1 診療年月 YM 診療年月（診療年月）（必須）

パラメータ2 印刷区分 N1

印刷区分（必須）

　0：すべての病名を対象

　1：自院コードまたは病名コードで入力され

　　た病名を対象

パラメータ3 処理区分 N1

処理区分（必須）

　0：入力された診療年月に診療がある患者の

　　み対象とします

　1：すべての患者を対象とします

パラメータ4 チェック区分 N1

チェック区分（必須）

　0：未コード化病名の一覧を作成します

　1：未コード化病名の中でコード化可能な病

　　名の一覧を作成します

　2：未コード化病名の中で末尾の（　）の中

　　の病名を補足コメントにするとコード化可

　　能な病名の一覧を作成します

診療年月を「999999」と設定した場合，すべての患者を対象とし，印刷区分は「0」，処理区分は「1」として実行しま

す。

自院病名のリストは診療年月に関係なくすべての自院病名を対象にリストを印刷します。
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出産育児一時金請求書　ORCBGCHILDBIRTH

出産育児一時金請求書 ORCBGCHILDBIRTH 請求書を出力します

パラメータ1 診療年月 YM 診療年月（必須）

パラメータ2 提出区分 A1

提出区分（必須）

　1：10日請求

　2：25日請求

パラメータ3 提出先 N1

提出先（必須）

　0：社保および国保

　1：社保

　2：国保

パラメータ4 集計票/送付書 N1

集計票/送付書（必須）

　0：集計票（紙媒体），送付書（電子媒体）

を

　　両方作成する。

　1：集計票（紙媒体）のみ作成する

　2：送付書（電子媒体）のみ作成する

　3：作成しない

パラメータ5 医療機関情報 YM 参照する医療機関情報の年月を入力

出産育児一時金チェックリスト　ORCBGCHILDLST
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出産育児一時金チェックリスト ORCBGCHILDLST チェックリストを出力します

パラメータ1 請求年月 YM 請求年月

パラメータ2 処理区分 N1

処理区分

　0：全患者

　1：請求済み

　2：未請求

　3：請求しない
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診療科別医薬品使用量統計（期間指定）　ORCBG001V01

診療科別医薬品使用量統計 ORCBG001V01
任意の日付の範囲に使用した医薬品を集計して

出力する

パラメータ1 診療年月日 YMD 診療年月日（必須）

パラメータ2 終了年月日 YMD 終了年月日（必須）

パラメータ3 薬剤区分 N1

集計対象とする薬剤の区分（必須）

　0（初期表示）：全体

　1：内服薬

　2：注射薬

　3：外用薬

　4：歯科用薬剤

　5：歯科用特定薬剤

パラメータ4 院外区分 N1

院外区分

　0または空白：院内処方のみ

　1：院外処方のみ

　2：院内・院外処方順

パラメータ5 入外区分 N1

入外区分

　0または空白：全体

　1：入院

　2：外来

パラメータ6 処理区分 N1

処理区分

　0または空白：診療科別

　1：病棟別
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パラメータ7 診療区分 N02

診療区分

　0または空白：全体

　14：在宅

　20：投薬

　30：注射

　40：処置

　50：手術

　54：麻酔

　60：検査

　70：画像診断

　80：その他

　90：入金
後発医薬品の割合を印字できます。

「101　システム管理マスタ」－「1910　プログラムオプション情報」に次の設定をしてください。

　KOUHATU=0：後発医薬品割合を印字しない（デフォルト）

　KOUHATU=1：後発医薬品割合を印字する
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診療科別医薬品使用量統計（合計金額）（期間指定）　ORCBG006V01

診療科別医薬品使用量統計

（合計金額）（期間指定）
ORCBG006V01

任意の日付の範囲に使用した医薬品を集計して

出力する（品目ごとに使用量×薬価＝金額の表

示を行う）

パラメータ1 診療年月日 YMD 診療年月（必須）

パラメータ2 終了年月日 YMD 終了年月日（必須）

パラメータ3 薬剤区分 N1

集計対象とする薬剤の区分（必須）

　0（初期表示）：全体

　1：内服薬

　2：注射薬

　3：外用薬

　4：歯科用薬剤

　5：歯科用特定薬剤

パラメータ4 院外区分 N1

院外区分

　0または空白：院内処方のみ

　1：院外処方のみ

　2：院内・院外処方順に

パラメータ5 入外区分 N1

入外区分

　0または空白：全体

　1：入院

　2：外来

パラメータ6 処理区分 N1

処理区分

　0または空白：診療科別

　1：病棟別
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パラメータ7 診療区分 N02

診療区分

　0または空白：全体

　14：在宅

　20：投薬

　30：注射

　40：処置

　50：手術

　54：麻酔

　60：検査

　70：画像診断

　80：その他

　90：入金
後発医薬品の割合を印字できます。

「101　システム管理マスタ」－「1910　プログラムオプション情報」に次の設定をしてください。

　KOUHATU=0：後発医薬品割合を印字しない（デフォルト）

　KOUHATU=1：後発医薬品割合を印字する
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診療行為別集計表（期間指定）　ORCBG017V01

診療行為別集計表（期間指定） ORCBG017V01 診療行為算定回数一覧表を作成する

パラメータ1 開始年月日 YMD 開始年月日（必須）

パラメータ2 終了年月日 YMD 終了年月日（必須）

パラメータ3 入外区分 N2

入外区分

　1：入院　　11：入院（包括を含まない）

　2：外来　　21：外来（包括を含まない）

パラメータ4 診療科 N02 診療科

パラメータ5　～　10 診療区分1～6 A2

診療区分（パラメータ4は必須）

　11：初診　　　　　50：手術

　12：再診　　　　　54：麻酔

　13：医学管理　　　60：検査

　14：在宅　　　　　70：画像診断

　20：投薬　　　　　80：その他

　30：注射　　　　　90：入院

　40：処置　　　　　

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 1291 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 6.51



保険別請求チェック表（標準帳票）　ORCBGS100

（総括）

＜システム管理1910　プログラムオプションの説明＞

（1）（第三者行為）医療費一部負担金・食事標準負担額の集計先

　　　DAISAN_SAKI=0：自賠責（第三者行為）（デフォルト）

　　　DAISAN_SAKI=1：医保

保険別請求チェック表（標準帳

票）
ORCBGS100

レセプトデータを元にした請求一覧表を作成し

ます。

パラメータ1 出力帳票 N1

　0：すべて

　1：社保

　2：国保

　3：後期高齢者

　9：総括表

　（必須）

パラメータ2 対象年月 YM 対象年月（必須）

パラメータ3 入外区分 N1

空白：入院・外来

　1：入院

　2：外来

パラメータ4 編集区分 N1

　0：まとめて集計する

　1：別に集計する

　（必須）

パラメータ5 他保険集計元 N1

　0：請求管理から集計する

　1：就農情報から集計する

　（必須）
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保険別請求チェック明細表　ORCBGS120

＜システム管理1910　プログラムオプションの説明＞

（1）（第三者行為）医療費一部負担金・食事標準負担額の集計先

　　　DAISAN_SAKI=0：自賠責（第三者行為）（デフォルト）

　　　DAISAN_SAKI=1：医保

保険別請求チェック明細表 ORCBGS120 請求一覧表の明細を作成します。

パラメータ1 出力帳票 PSN1

出力帳票（必須）

　０：すべて

　１：社保

　２：国保

　３：後期高齢者

　７：労災

　８：自賠責

　９：公害

　Ａ（ａ）：社保，国保，後期高齢者

　Ｂ（ｂ）：労災，自賠責，公害

パラメータ2 対象年月 YM 対象年月（必須）

パラメータ3 入外区分 N1

空白：入院・外来

　1：入院

　2：外来

パラメータ4 編集区分 N1

　0：まとめて集計する

　1：別に集計する

　（必須）

パラメータ5 保険区分 N3 下記参照

パラメータ6 保険者番号 N8

パラメータ5　保険区分

社保　　　　　　　　　　　国保　　　　　　　　後期高齢者
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　　　　　　　１０１　高９公費併用　　　２０１　一般高９　　３０１　高９

　　　　　　　１０２　高９単独　　　　　２０２　一般高７　　３０２　高７

　　　　　　　１０３　高７公費併用　　　２０３　一般

　　　　　　　１０４　高７単独　　　　　２０４　一般６歳

　　　　　　　１０５　本人公費併用　　　２０５　退職本人

　　　　　　　１０６　本人単独　　　　　２０６　退職家族

　　　　　　　１０７　家族公費併用　　　２０７　退職６歳

　　　　　　　１０８　家族単独

　　　　　　　１０９　６歳公費併用

　　　　　　　１１０　６歳単独

　　　　　　　１１１　公費単独・併用
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向精神薬投与患者一覧　ORCBG022

向精神薬投与患者一覧 ORCBG022 多剤投与患者一覧を出力する

パラメータ1 診療年月 YM （必須）

パラメータ2 CSV出力 N1
パラメータ3 処理区分 N1
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中途終了データ一括削除処理　ORCBGD01

中途終了データ一括削除処理 ORCBGD01
中途終了データを入院・外来毎に指定した診療

年月の範囲を削除する

パラメータ1 開始診療日付 YMD
パラメータ2 終了診療日付 YMD

パラメータ3 入外区分 PS1

入外区分（必須）

1：入院

2：外来
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医療区分・ADL区分に係る評価票一括発行　ORCBG024
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医療区分・ADL区分に係る評

価票一括発行
ORCBG024 医療区分・ADL評価票を一括発行します

パラメータ1 診療年月 YM （必須）

パラメータ2 患者番号 PTNUM
”※”を入力すると個別指示に登録のある患者

を出力します。

パラメータ3 病棟番号 N02

パラメータ4 並び順 N1

1：病棟番号・病室番号・カナ指名順

2：病室番号・病室番号・患者番号順

3：カナ指名順

4：患者番号順

5：個別示指登録順

パラメータ5 除外指定 N1
1：月末日時点で退院している患者を対象外と

します。
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傷病名マスタ一覧　ORCBG025

傷病名マスタ一覧 ORCBG025 傷病名一覧を作成します

パラメータ1 処理区分 N01

（必須）

0：全部

1：傷病名

2：傷病名（廃止病名のみ）

3：傷病名（移行病名のみ）

4：修飾語

パラメータ2 出力順 N01
0：傷病名カナ名称順

1：傷病名コード順
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診療区分別指定点数該当患者数調べ　ORCBG029

診療区分別指定点数該当患者

数調べ
ORCBG029

パラメータ1 開始年月 YM 開始年月（必須）

パラメータ2 終了年月 YM 終了年月

パラメータ3 入外区分 N1

入外区分

　0または空白：全体

　1：入院

　2：外来

パラメータ4 下限点数 N10 下限点数

パラメータ5 上限点数 N10 上限点数

パラメータ6 印刷区分 N1

印刷区分

　0または空白：合計のみ

　1：明細と合計

パラメータ7 診療区分1 N2 診療区分

　11：初診　　　　　50：手術

　12：再診　　　　　54：麻酔

　13：医学管理　　　60：検査

　14：在宅　　　　　70：画像診断

　20：投薬　　　　　80：その他

　30：注射　　　　　90：入院

　40：処置

パラメータ8 診療区分2 N2

パラメータ9 診療区分3 N2
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システム管理設定内容リスト　ORCBGSKLST

システム管理設定内容リスト ORCBGSKLST

パラメータ1 管理番号1 A4

管理番号

パラメータ2 管理番号2 A4
パラメータ3 管理番号3 A4
パラメータ4 管理番号4 A4
パラメータ5 管理番号5 A4
パラメータ6 管理番号6 A4
パラメータ7 管理番号7 A4
パラメータ8 管理番号8 A4
パラメータ9 管理番号9 A4
パラメータ10 管理番号10 A4
※管理番号で「*」を指定すると1001～9999の管理コードを対象とする。

※管理番号で「1*」を指定すると1001～1999の管理コードを対象とする。
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一括再計算該当者チェック表　ORCBG30

一括再計算該当者チェック表 ORCBG030

パラメータ1 診療年月 YM 診療年月（必須）

＜システム管理1910　プログラムオプションの説明＞

（1）患者請求額の変更がない方の一括再計算

　　 SKYNOT_IKT=0：該当者チェック時に自動で一括再計算を行わない（デフォルト）

　　 SKYNOT_IKT=1：該当者チェック時に自動で一括再計算を行う
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セット登録一覧　ORCBGSETLST

セット登録一覧 ORCBGSETLST

パラメータ1 開始コード A6 開始コード

パラメータ2 終了コード A6 終了コード

パラメータ3 経過措置日 YMD 経過措置日

パラメータ4 CSV出力 N01 CSV出力
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長期投薬患者一覧　ORCBG031

長期投薬患者一覧 ORCBG031

パラメータ1 診療年月 YM 診療年月（必須）

パラメータ2 入外区分 N01 入外区分

パラメータ3 会計カード N01 会計カード

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 1304 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 6.63



未コード化傷病名使用割合一覧表　ORCBG032

未コード化傷病名使用割合一覧表 ORCBG032

パラメータ1 開始診療年月 YM
パラメータ2 終了診療年月 YM
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向精神薬長期処方対象医薬品投与患者一覧 ORCBG033

向精神薬長期処方対象医薬品投与患者一覧 ORCBG033

パラメータ1 対象年月 YM
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ユーザーマスタチェックリスト作成　ORCBUMCP

ユーザマスタチェックリスト作成 ORCBUMCP

パラメータ1 マスタ区分 N1

マスタ区分

1：点数マスタ

2：チェックマスタ

3：一般老人置換マスタ（医薬品経過措置）

4：保険者マスタ

5：住所マスタ

パラメータ2 CSV出力 N1
CSV出力

1：CSVデータ出力を行います。

パラメータ3 マスタ基準日 YMD
点数マスタの場合に指定が可能です。

ユーザ点数マスタの有効期限が指定された日付以降を対

象とします。未設定の場合は全てを対象とします。
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＜オンライン帳票＞

お薬手帳　ORCHC62

＜システム管理1910　プログラムオプションの説明＞

(1)用量割合コードの編集

   COMMENT2=0:（デフォルト）

          用量割合コードを印字しない

   COMMENT2=1:

          用量割合コードを印字する

(2)二次元バーコード（QRコード）

   QRKBN=0:（デフォルト）

          二次元バーコードを印字しない

   QRKBN=1:

          二次元バーコードを印字する
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(3)商品名の編集

   商品名コード(058nnnnnn)で入力された商品名を編集します

   SHOHIN=0:（デフォルト）

          商品名を編集しない

   SHOHIN=1:

          商品名を編集する

(4)処方箋備考欄コメントの編集

   BIKOU=0:

          処方箋備考欄コメントを編集しない

   BIKOU=1:（デフォルト）

          処方箋備考欄コメントを編集する

(5)効能効果・注意事項の編集

   KOUNOU=0:（デフォルト）

          効能効果・注意事項を編集しない

   KOUNOU=1:

          効能効果・注意事項を編集する

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 1309 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI



カルテ1号紙　ORCHC01

オプション説明

(1)病名編集

   BYOMEIKBN=0:すべての病名

   BYOMEIKBN=1:継続病名のみ対象

   BYOMEIKBN=2:病名記載なし

デフォルトではシステム管理 1017 患者登録機能情報 を有効とします。

オプションを有効にする場合は先頭の＃を取り除いて下さい。

(2)病名の診療科

   SRYKAKBN=0:オンラインで選択した診療科の病名のみ対象（デフォルト）

   SRYKAKBN=1:すべての診療科の病名を対象

(3)病名の入外区分

   NYUGAIKBN=0:入外両方の病名を対象（デフォルト）

   NYUGAIKBN=1:外来の病名のみを対象

(4)病名疑い編集
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   UTAGAIKBN=0:疑い区分を編集しない（デフォルト）

   UTAGAIKBN=1:疑い区分を編集する

(5)カルテ病名疑い編集

   CHARTKBN=0:疑い区分を編集しない（デフォルト）

   CHARTKBN=1:疑い区分を編集する

(6)備考欄禁忌情報編集

   TABOO=0:備考欄へ禁忌情報を編集しない（デフォルト）

   TABOO=1:備考欄へ禁忌情報を編集する

(7)備考欄アレルギー情報編集

   ALLERGY=0:備考欄へアレルギー情報を編集しない（デフォルト）

   ALLERGY=1:備考欄へアレルギー情報を編集する

(8)備考欄感染症情報編集

   KANSENSYO=0:備考欄へ感染症情報を編集しない（デフォルト）

   KANSENSYO=1:備考欄へ感染症情報を編集する

(9)備考欄コメント編集

   COMMENT=0:備考欄へコメント情報を編集しない（デフォルト）

   COMMENT=1:備考欄へコメント情報を編集する

(10)保険適応病名編集

   HKNCOMBIKBN=0:保険適応病名の判定を行わない（デフォルト）

   HKNCOMBIKBN=1:労災・自賠責のみ保険適応病名の判定を行う

   HKNCOMBIKBN=2:保険適応病名の判定を行う

(11)主病区分編集

   SYUBYOKBN=0:主病区分を編集しない（デフォルト）

   SYUBYOKBN=1:主病区分を編集する

(12)全公費編集

   ALLKOHKBN=0:保険組合せの公費を編集する（デフォルト）

   ALLKOHKBN=1:保険組合せの公費と他の公費を編集する

　　　　　　　　（労災・自賠責・公害・治験・自費・保険組合せ選択なしの時は，公費の編集をしない）

(13)「第三者行為（傷病の部位）」編集

   DAISANKBN=0:備考欄に「第三者行為（傷病の部位）」を印字する（デフォルト）

   DAISANKBN=1:公費負担者番号欄に「第三者行為」，公費受給者番号欄に「（傷病の部位）」を印字する
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支払証明書（月別）　ORCHCM32
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支払証明書（日別）　ORCHCM31
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自費内訳明細書（月別）
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自費内訳明細書（日別）
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受付一覧表
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処方箋　ORCHC02

＜システム管理1910　プログラムオプションの説明＞

(1)頁の印字

   PAGE=0:印字しない（デフォルト）

   PAGE=1:印字する

          処方箋の右肩にページ数/総ページ数を印字する

(2)負担割合の印字

   FTNKBN=0:印字しない（デフォルト）

   FTNKBN=1:印字する（％）

          保険組合せの負担割合を ZZ9％で表示する

   FTNKBN=2:印字する（割）

          保険組合せの負担割合をn割で表示する

          負担割合は診療行為で表示している割合とし

          ゼロの時は0を表示する

(3)地方公費備考欄の印字

   KOHKBN=0:第１公費，第２公費欄へ印字（デフォルト）
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          すべての公費を印字する

   KOHKBN=1:備考欄へ印字

          地方公費（公費番号が100から899）は備考欄へ印字する

          公費種類 負担者番号：XXXXXX 受給者番号：XXXXXX

          と編集し，備考欄の高齢者・３歳未満の負担割合，

          麻薬情報の記載の後に編集する

(4)診療科名の印字

   SRYKA=0:印字しない（デフォルト）

   SRYKA=1:印字する

          システム管理に登録されている診療科の短縮名１を

          左肩に印字する

(5)保険医名の印字

   DRKBN=0:印字する（デフォルト）

   DRKBN=1:印字しない

          処方箋に印字するすべての保険医名を印字しない

          麻薬を処方した場合，麻薬施用者免許証番号は印字しない

          備考欄に”麻薬施用者免許証番号：”のみ印字する

(6)交付年月日の印字

   KOFYMDKBN=0:印字する（デフォルト）

   KOFYMDKBN=1:印字しない

          交付年月日を印字しない（空欄となる，年月日の印字もなし）

(7)禁忌の印字

   TABOO=0:印字しない（デフォルト）

   TABOO=1:印字する

          患者情報の禁忌を備考欄へ編集する

(8)アレルギーの印字

   ALLERGY=0:印字しない（デフォルト）

   ALLERGY=1:印字する

          患者情報のアレルギーを備考欄へ編集する

(9)感染症の印字

   KANSENSYO=0:印字しない（デフォルト）

   KANSENSYO=1:印字する

          患者情報の感染症を備考欄へ編集する

(10)コメントの印字

   COMMENT=0:印字しない（デフォルト）

   COMMENT=1:印字する

          患者情報のコメントを備考欄へ編集する

(11)公費備考欄印刷の個別指定

   KOHNUM_1=000

          備考欄へ印刷する公費の種類を数値３桁で設定する          

          KOHNUM_1　から　KOHNUM_5　の最大５件とする

(12)地域包括診療料等算定の印字

   CHIIKI=0:印字しない（デフォルト）

   CHIIKI=1:印字する

(13)保険医療機関へ擬似照会した上で調剤欄のチェック

   ZANYAKU_1=0:チェックしない（デフォルト）

   ZANYAKU_1=1:チェックする

(14)保険医療機関へ情報提供欄のチェック

   ZANYAKU_2=0:チェックしない（デフォルト）

   ZANYAKU_2=1:チェックする

(15)商品名の編集
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   商品名コード（058nnnnnn）で入力された商品名を編集します。

   SHOHIN=0:商品名を編集しない（デフォルト）

   SHOHIN=1:商品名を編集する
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処方箋　ORCHC02Q

＜システム管理1910　プログラムオプションの説明＞

(1)頁の印字

   PAGE=0:印字しない（デフォルト）

   PAGE=1:印字する

          処方箋の右肩にページ数/総ページ数を印字する

(2)負担割合の印字

   FTNKBN=0:印字しない（デフォルト）

   FTNKBN=1:印字する（％）

          保険組合せの負担割合を ZZ9％で表示する

   FTNKBN=2:印字する（割）

          保険組合せの負担割合をn割で表示する

          負担割合は診療行為で表示している割合とし

          ゼロの時は0を表示する

(3)地方公費備考欄の印字
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   KOHKBN=0:第１公費，第２公費欄へ印字（デフォルト）

          すべての公費を印字する

   KOHKBN=1:備考欄へ印字

          地方公費（公費番号が100から899）は備考欄へ印字する

          公費種類 負担者番号：XXXXXX 受給者番号：XXXXXX

          と編集し，備考欄の高齢者・３歳未満の負担割合，

          麻薬情報の記載の後に編集する

          ＱＲデータも同様に備考データとして作成する

(4)診療科名の印字

   SRYKA=0:印字しない（デフォルト）

   SRYKA=1:印字する

          システム管理に登録されている診療科の短縮名１を

          左肩に印字する

(5)保険医名の印字

   DRKBN=0:印字する（デフォルト）

   DRKBN=1:印字しない

          処方箋に印字するすべての保険医名を印字しない

          麻薬を処方した場合，麻薬施用者免許証番号は印字しない

          備考欄に”麻薬施用者免許証番号：”のみ印字する

          ※ＱＲデータでは保険医名が必須であるためＱＲの印字はしない

(6)交付年月日の印字

   KOFYMDKBN=0:印字する（デフォルト）

   KOFYMDKBN=1:印字しない

          交付年月日を印字しない（空欄となる，年月日の印字もなし）

          ※ＱＲデータでは交付年月日が必須であるためＱＲの印字はしない

(7)禁忌の印字

   TABOO=0:印字しない（デフォルト）

   TABOO=1:印字する

          患者情報の禁忌を備考欄へ編集する

(8)アレルギーの印字

   ALLERGY=0:印字しない（デフォルト）

   ALLERGY=1:印字する

          患者情報のアレルギーを備考欄へ編集する

(9)感染症の印字

   KANSENSYO=0:印字しない（デフォルト）

   KANSENSYO=1:印字する

          患者情報の感染症を備考欄へ編集する

(10)コメントの印字

   COMMENT=0:印字しない（デフォルト）

   COMMENT=1:印字する

          患者情報のコメントを備考欄へ編集する

(11)ＱＲコードの医師コード記載

   QRDRCD=0:記載しない（デフォルト）

   QRDRCD=1:記載する

(12)ＱＲコードの患者コード記載

   QRPTNUM=0:記載しない（デフォルト）

   QRPTNUM=1:記載する

(13)公費備考欄印刷の個別指定

   KOHNUM_1=000

          備考欄へ印刷する公費の種類を数値３桁で設定する          

          KOHNUM_1　から　KOHNUM_5　の最大５件とする
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(14)ＱＲコードの連携用コード記載

   QRCSVFILE=0:記載しない（デフォルト）

   QRCSVFILE=1:記載する

          処方箋データによる地域医療情報連携を行う場合

          備考レコードに連携用コードを記録する

(15)地域包括診療料等算定の印字

   CHIIKI=0:印字しない（デフォルト）

   CHIIKI=1:印字する

(16)保険医療機関へ擬似照会した上で調剤欄のチェック

   ZANYAKU_1=0:チェックしない（デフォルト）

   ZANYAKU_1=1:チェックする

(17)保険医療機関へ情報提供欄のチェック

   ZANYAKU_2=0:チェックしない（デフォルト）

   ZANYAKU_2=1:チェックする

(18)商品名の編集

   商品名コード（058nnnnnn）で入力された商品名を編集します。

   SHOHIN=0:商品名を編集しない（デフォルト）

   SHOHIN=1:商品名を編集する

(19)再印刷データの作成

　 SAIPRT=0:再印刷データを作成する（デフォルト）

　 SAIPRT=1:再印刷データを作成しない
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処方箋（A4）　ORCHCM19

＜システム管理1910　プログラムオプションの説明＞

(1)頁の印字

   PAGE=0:印字しない（デフォルト）

   PAGE=1:印字する

          処方箋の右肩にページ数/総ページ数を印字する

(2)負担割合の印字

   FTNKBN=0:印字しない（デフォルト）

   FTNKBN=1:印字する（％）

          保険組合せの負担割合を ZZ9％で表示する

   FTNKBN=2:印字する（割）

          保険組合せの負担割合をn割で表示する

          負担割合は診療行為で表示している割合とし

          ゼロの時は0を表示する

(3)地方公費備考欄の印字

   KOHKBN=0:第１公費，第２公費欄へ印字（デフォルト）

          すべての公費を印字する

   KOHKBN=1:備考欄へ印字

          地方公費（公費番号が100から899）は備考欄へ印字する

          公費種類 負担者番号：XXXXXX 受給者番号：XXXXXX

          と編集し，備考欄の高齢者・３歳未満の負担割合，

          麻薬情報の記載の後に編集する

(4)診療科名の印字

   SRYKA=0:印字しない（デフォルト）
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   SRYKA=1:印字する

          システム管理に登録されている診療科の短縮名１を

          左肩に印字する

(5)保険医名の印字

   DRKBN=0:印字する（デフォルト）

   DRKBN=1:印字しない

          処方箋に印字するすべての保険医名を印字しない

          麻薬を処方した場合，麻薬施用者免許証番号は印字しない

          備考欄に”麻薬施用者免許証番号：”のみ印字する

(6)交付年月日の印字

   KOFYMDKBN=0:印字する（デフォルト）

   KOFYMDKBN=1:印字しない

          交付年月日を印字しない（空欄となる，年月日の印字もなし）

(7)禁忌の印字

   TABOO=0:印字しない（デフォルト）

   TABOO=1:印字する

          患者情報の禁忌を備考欄へ編集する

(8)アレルギーの印字

   ALLERGY=0:印字しない（デフォルト）

   ALLERGY=1:印字する

          患者情報のアレルギーを備考欄へ編集する

(9)感染症の印字

   KANSENSYO=0:印字しない（デフォルト）

   KANSENSYO=1:印字する

          患者情報の感染症を備考欄へ編集する

(10)コメントの印字

   COMMENT=0:印字しない（デフォルト）

   COMMENT=1:印字する

          患者情報のコメントを備考欄へ編集する

(11)公費備考欄印刷の個別指定

   KOHNUM_1=000

          備考欄へ印刷する公費の種類を数値３桁で設定する          

          KOHNUM_1　から　KOHNUM_5　の最大５件とする

(12)地域包括診療料等算定の印字

   CHIIKI=0:印字しない（デフォルト）

   CHIIKI=1:印字する

(13)保険医療機関へ擬似照会した上で調剤欄のチェック

   ZANYAKU_1=0:チェックしない（デフォルト）

   ZANYAKU_1=1:チェックする

(14)保険医療機関へ情報提供欄のチェック

   ZANYAKU_2=0:チェックしない（デフォルト）

   ZANYAKU_2=1:チェックする

(15)商品名の編集

   商品名コード（058nnnnnn）で入力された商品名を編集します。

   SHOHIN=0:商品名を編集しない（デフォルト）

   SHOHIN=1:商品名を編集する
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分割指示に係る処方箋
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診療費明細書（A4)　ORCHC04

＜システム管理1910　プログラムオプションの説明＞

(1)合計の単位

   合計数値の単位を指定します。

   GOKEITANI=0:金額（円）で表示する（デフォルト）

   GOKEITANI=1:点数で表示する

(2)網掛け

   網掛けの濃さを指定します。

   SHADE=0:網掛けなし

   SHADE=1:網掛けあり（薄い）

   SHADE=2:網掛けあり（中間）

   SHADE=3:網掛けあり（濃い）（デフォルト）

(3)様式

   FORM=0:Ａ４版サイズの様式で印刷します。（デフォルト）

   FORM=1:Ａ５版サイズの様式で印刷します。
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(4)診療科名の印字

   SRYKA=0:診療科名を印字しません。

   SRYKA=1:診療科名を印字します。（デフォルト）

(5)保険名称の印字

   HKNMEI=0:保険名称を印字しません。

   HKNMEI=1:保険名称を印字します。（デフォルト）

(6)負担割合の印字

   FTNKBN=0:負担割合を印字しません。

   FTNKBN=1:負担割合を【％】で印字します。

   FTNKBN=2:負担割合を【割】で印字します。（デフォルト）

(7)項目の改行

   LINE=0:剤単位に空白行を１行挿入します。（デフォルト）

   LINE=1:伝票単位に空白行を１行挿入します。

(8)再発行時の伝票発行日

   HAKKOUBIKBN=0:診療日，または診療訂正を行った日付を編集します。（デフォルト）

   HAKKOUBIKBN=1:診療費明細書を印刷した日付を編集します。

(9)氏名のフリガナの印字

   KANANAME=0:フリガナを印字しません。（デフォルト）

   KANANAME=1:フリガナを印字します。

(10)注意書き有効期間開始日

   西暦８桁で入力します。未設定の場合は00000000が設定されたものとみなします。

　 CHUI_YUKOSTYMD=00000000

(11)注意書き有効期間終了日

   西暦８桁で入力します。未設定の場合は99999999が設定されたものとみなします。

   CHUI_YUKOEDYMD=99999999

(12)注意書き

   注意書きに表示したい内容を入力します。全角５０文字まで入力が可能です。

   先頭に＃をつけることで，非表示できます。

#CHUI=この場合は表示しません。

CHUI=この場合は表示します。

(13)コメントの印字

　　印字したいコメントコードの範囲を開始コード~終了コードで最大５つ指定します。

　　コメントコードは，１桁目が「8」または，１桁目から３桁が「008」のコードです。

　　コメントコード以外の指定は無視します。開始コード＞終了コードであれば終了コード＝開始コードとしま

す。

　　印字対象の剤に含まれるコメントコードのみ印字します。

　　COM_HYOUJI_1=008200000-008299999　：「0082」で始まるコメントコードを印字します。

(14)保険外（診療区分＝９５，９６）の全印字

　　JIHIKBN=0:診療区分＝９５，９６（保険外）も剤点数ゼロは印刷対象外とします。（デフォルト）

　　JIHIKBN=1:診療区分＝９５，９６（保険外）は剤点数ゼロも印字対象とします。
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診療費明細書（A5）　ORCHC04
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請求書兼領収書（A4）　ORCHC03

＜システム管理1910　プログラムオプションの説明＞

(1)診療科名の印字

   SRYKA=0:診療科名を印字しません。

   SRYKA=1:診療科名を印字します。（デフォルト）

(2)保険名称の印字

   HKNMEI=0:保険名称を印字しません。

   HKNMEI=1:保険名称を印字します。（デフォルト）

(3)負担割合の印字

   FTNKBN=0:負担割合を印字しません。

   FTNKBN=1:負担割合を【％】で印字します。

   FTNKBN=2:負担割合を【割】で印字します。（デフォルト）

(4)再発行時の伝票発行日

   HAKKOUBIKBN=0:診療日，または診療訂正を行った日付を編集します。（デフォルト）

   HAKKOUBIKBN=1:請求書兼領収書を印刷した日付を編集します。
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(5)（訂正）の印字

   TEISEIKBN=0:診療訂正時に（訂正）を印字しません。

   TEISEIKBN=1:診療訂正時に（訂正）を印字します。（デフォルト）

(6)氏名のフリガナの印字

   KANANAME=0:フリガナを印字しません。（デフォルト）

   KANANAME=1:フリガナを印字します。

(7)前回請求額の印字（診療入力時）

   MISYUKBN1=0:前回請求額を印字しません。

   MISYUKBN1=1:前回請求額を印字します。（デフォルト）

   ※他の請求にかかわる入返金処理が行われた場合は前回請求額を印字します。

   ※診療訂正時は前回請求額を印字しません。

(8)前回請求額の印字（収納業務より発行時）

   MISYUKBN2=0:前回請求額を印字しません。

   MISYUKBN2=1:システム管理「1039 収納業務情報」の設定に従って前回請求額を印字します。（デフォルト）

(9)メモ欄有効期間開始日

   西暦８桁で入力します。未設定の場合は00000000が設定されたものとみなします。

　 YUKOSTYMD=00000000

(10)メモ欄有効期間終了日

   西暦８桁で入力します。未設定の場合は99999999が設定されたものとみなします。

   YUKOEDYMD=99999999

(11)メモ欄（１~１０)

   メモ欄に表示したい内容を入力します。各行全角４０文字まで入力が可能です。

   MEMO01 ~ MEMO10

有効開始日に99999999を設定すると，メモ欄に入力した内容をすべて非表示ができます。

先頭に＃をつけることで，その行を非表示ができます。

#MEMO03=この行は表示しません。

MEMO04=この行は表示します。

(12)注意書き有効期間開始日

   西暦８桁で入力します。未設定の場合は00000000が設定されたものとみなします。

　 CHUI_YUKOSTYMD=00000000

(13)注意書き有効期間終了日

   西暦８桁で入力します。未設定の場合は99999999が設定されたものとみなします。

   CHUI_YUKOEDYMD=99999999

(14)注意書き

   注意書きに表示したい内容を入力します。全角５０文字まで入力が可能です。

   先頭に＃をつけることで，非表示ができます。

#CHUI=この場合は表示しません。

CHUI=この場合は表示します。
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請求書兼領収書（A4）　ORCHC03V02

＜システム管理1910　プログラムオプションの説明＞

(1)診療科名の印字

   SRYKA=0:診療科名を印字しません。

   SRYKA=1:診療科名を印字します。（デフォルト）

(2)保険名称の印字

   HKNMEI=0:保険名称を印字しません。

   HKNMEI=1:保険名称を印字します。（デフォルト）

(3)負担割合の印字

   FTNKBN=0:負担割合を印字しません。

   FTNKBN=1:負担割合を【％】で印字します。

   FTNKBN=2:負担割合を【割】で印字します。（デフォルト）

(4)再発行時の伝票発行日

   HAKKOUBIKBN=0:診療日，または診療訂正を行った日付を編集します。（デフォルト）

   HAKKOUBIKBN=1:請求書兼領収書を印刷した日付を編集します。
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(5)（訂正）の印字

   TEISEIKBN=0:診療訂正時に（訂正）を印字しません。

   TEISEIKBN=1:診療訂正時に（訂正）を印字します。（デフォルト）

(6)氏名のフリガナの印字

   KANANAME=0:フリガナを印字しません。（デフォルト）

   KANANAME=1:フリガナを印字します。

(7)前回請求額の印字（診療入力時）

   MISYUKBN1=0:前回請求額を印字しません。

   MISYUKBN1=1:前回請求額を印字します。（デフォルト）

   ※他の請求にかかわる入返金処理が行われた場合は前回請求額を印字します。

   ※診療訂正時は前回請求額を印字しません。

(8)前回請求額の印字（収納業務より発行時）

   MISYUKBN2=0:前回請求額を印字しません。

   MISYUKBN2=1:システム管理「1039 収納業務情報」の設定に従って前回請求額を印字します。（デフォルト）

(9)メモ欄有効期間開始日

   西暦８桁で入力します。未設定の場合は00000000が設定されたものとみなします。

　 YUKOSTYMD=00000000

(10)メモ欄有効期間終了日

   西暦８桁で入力します。未設定の場合は99999999が設定されたものとみなします。

   YUKOEDYMD=99999999

(11)メモ欄（１~１０)

   メモ欄に表示したい内容を入力します。各行全角４０文字まで入力が可能です。

   MEMO01 ~ MEMO10

有効開始日に99999999を設定すると，メモ欄に入力した内容をすべて非表示ができます。

先頭に＃をつけることで，その行を非表示ができます。

#MEMO03=この行は表示しません。

MEMO04=この行は表示します。

(12)注意書き有効期間開始日

   西暦８桁で入力します。未設定の場合は00000000が設定されたものとみなします。

　 CHUI_YUKOSTYMD=00000000

(13)注意書き有効期間終了日

   西暦８桁で入力します。未設定の場合は99999999が設定されたものとみなします。

   CHUI_YUKOEDYMD=99999999

(14)注意書き

   注意書きに表示したい内容を入力します。全角５０文字まで入力が可能です。

   先頭に＃をつけることで，非表示ができます。

#CHUI=この場合は表示しません。

CHUI=この場合は表示します。
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請求書兼領収書（A4）　ORCHC03V03

＜システム管理1910　プログラムオプションの説明＞

(1)診療科名の印字

   SRYKA=0:診療科名を印字しません。

   SRYKA=1:診療科名を印字します。（デフォルト）

(2)保険名称の印字

   HKNMEI=0:保険名称を印字しません。

   HKNMEI=1:保険名称を印字します。（デフォルト）

(3)負担割合の印字

   FTNKBN=0:負担割合を印字しません。

   FTNKBN=1:負担割合を【％】で印字します。

   FTNKBN=2:負担割合を【割】で印字します。（デフォルト）

(4)再発行時の伝票発行日

   HAKKOUBIKBN=0:診療日，または診療訂正を行った日付を編集します。（デフォルト）

   HAKKOUBIKBN=1:請求書兼領収書を印刷した日付を編集します。
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(5)（訂正）の印字

   TEISEIKBN=0:診療訂正時に（訂正）を印字しません。

   TEISEIKBN=1:診療訂正時に（訂正）を印字します。（デフォルト）

(6)氏名のフリガナの印字

   KANANAME=0:フリガナを印字しません。（デフォルト）

   KANANAME=1:フリガナを印字します。

(7)前回請求額の印字（診療入力時）

   MISYUKBN1=0:前回請求額を印字しません。

   MISYUKBN1=1:前回請求額を印字します。（デフォルト）

   ※他の請求にかかわる入返金処理が行われた場合は前回請求額を印字します。

   ※診療訂正時は前回請求額を印字しません。

(8)前回請求額の印字（収納業務より発行時）

   MISYUKBN2=0:前回請求額を印字しません。

   MISYUKBN2=1:システム管理「1039 収納業務情報」の設定に従って前回請求額を印字します。（デフォルト）

(9)メモ欄有効期間開始日

   西暦８桁で入力します。未設定の場合は00000000が設定されたものとみなします。

　 YUKOSTYMD=00000000

(10)メモ欄有効期間終了日

   西暦８桁で入力します。未設定の場合は99999999が設定されたものとみなします。

   YUKOEDYMD=99999999

(11)メモ欄（１~１０)

   メモ欄に表示したい内容を入力します。各行全角４０文字まで入力が可能です。

   MEMO01 ~ MEMO10

有効開始日に99999999を設定すると，メモ欄に入力した内容をすべて非表示ができます。

先頭に＃をつけることで，その行を非表示ができます。

#MEMO03=この行は表示しません。

MEMO04=この行は表示します。

(12)注意書き有効期間開始日

   西暦８桁で入力します。未設定の場合は00000000が設定されたものとみなします。

　 CHUI_YUKOSTYMD=00000000

(13)注意書き有効期間終了日

   西暦８桁で入力します。未設定の場合は99999999が設定されたものとみなします。

   CHUI_YUKOEDYMD=99999999

(14)注意書き

   注意書きに表示したい内容を入力します。全角５０文字まで入力が可能です。

   先頭に＃をつけることで，非表示ができます。

#CHUI=この場合は表示しません。

CHUI=この場合は表示します。
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請求書兼領収書（A5）　ORCHC03V03A5

＜システム管理1910　プログラムオプションの説明＞

(1)診療科名の印字

   SRYKA=0:診療科名を印字しません。

   SRYKA=1:診療科名を印字します。（デフォルト）

(2)保険名称の印字

   HKNMEI=0:保険名称を印字しません。

   HKNMEI=1:保険名称を印字します。（デフォルト）

(3)負担割合の印字

   FTNKBN=0:負担割合を印字しません。

   FTNKBN=1:負担割合を【％】で印字します。

   FTNKBN=2:負担割合を【割】で印字します。（デフォルト）

(4)再発行時の伝票発行日

   HAKKOUBIKBN=0:診療日，または診療訂正を行った日付を編集します。（デフォルト）

   HAKKOUBIKBN=1:請求書兼領収書を印刷した日付を編集します。
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(5)（訂正）の印字

   TEISEIKBN=0:診療訂正時に（訂正）を印字しません。

   TEISEIKBN=1:診療訂正時に（訂正）を印字します。（デフォルト）

(6)氏名のフリガナの印字

   KANANAME=0:フリガナを印字しません。（デフォルト）

   KANANAME=1:フリガナを印字します。

(7)前回請求額の印字（診療入力時）

   MISYUKBN1=0:前回請求額を印字しません。

   MISYUKBN1=1:前回請求額を印字します。（デフォルト）

   ※他の請求にかかわる入返金処理が行われた場合は前回請求額を印字します。

   ※診療訂正時は前回請求額を印字しません。

(8)前回請求額の印字（収納業務より発行時）

   MISYUKBN2=0:前回請求額を印字しません。

   MISYUKBN2=1:システム管理「1039 収納業務情報」の設定に従って前回請求額を印字します。（デフォルト）

(9)メモ欄有効期間開始日

   西暦８桁で入力します。未設定の場合は00000000が設定されたものとみなします。

　 YUKOSTYMD=00000000

(10)メモ欄有効期間終了日

   西暦８桁で入力します。未設定の場合は99999999が設定されたものとみなします。

   YUKOEDYMD=99999999

(11)メモ欄（１~１０)

   メモ欄に表示したい内容を入力します。各行全角４０文字まで入力が可能です。

   MEMO01 ~ MEMO10

有効開始日に99999999を設定すると，メモ欄に入力した内容をすべて非表示ができます。

先頭に＃をつけることで，その行を非表示ができます。

#MEMO03=この行は表示しません。

MEMO04=この行は表示します。

(12)注意書き有効期間開始日

   西暦８桁で入力します。未設定の場合は00000000が設定されたものとみなします。

　 CHUI_YUKOSTYMD=00000000

(13)注意書き有効期間終了日

   西暦８桁で入力します。未設定の場合は99999999が設定されたものとみなします。

   CHUI_YUKOEDYMD=99999999

(14)注意書き

   注意書きに表示したい内容を入力します。全角５０文字まで入力が可能です。

   先頭に＃をつけることで，非表示ができます。

#CHUI=この場合は表示しません。

CHUI=この場合は表示します。
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請求書兼領収書（A5）　ORCHC03V04

請求書兼領収書＋診療費明細書タイプ

＜システム管理1910　プログラムオプションの説明＞

(1)合計の単位

   合計数値の単位を指定します。

   GOKEITANI=0:金額（円）で表示する（デフォルト）

   GOKEITANI=1:点数で表示する

(2)網掛け

   網掛けの濃さを指定します。

   SHADE=0:網掛けなし

   SHADE=1:網掛けあり（薄い）

   SHADE=2:網掛けあり（中間）

   SHADE=3:網掛けあり（濃い）（デフォルト）

(3)診療科名の印字

   SRYKA=0:診療科名を印字しません。

   SRYKA=1:診療科名を印字します。（デフォルト）

(4)保険名称の印字

   HKNMEI=0:保険名称を印字しません。

   HKNMEI=1:保険名称を印字します。（デフォルト）

(5)負担割合の印字

   FTNKBN=0:負担割合を印字しません。

   FTNKBN=1:負担割合を【％】で印字します。

   FTNKBN=2:負担割合を【割】で印字します。（デフォルト）

(6)項目の改行

   LINE=0:剤単位に空白行を１行挿入します。
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   LINE=1:伝票単位に空白行を１行挿入します。（デフォルト）

(7)再発行時の伝票発行日

   HAKKOUBIKBN=0:診療日，または診療訂正を行った日付を編集します。（デフォルト）

   HAKKOUBIKBN=1:領収書兼明細書を印刷した日付を編集します。

(8)小計の印字

   SYOKEI=0:区分毎の小計を印字しません。

   SYOKEI=1:区分毎の小計を印字します。（デフォルト）

(9)（訂正）の印字

   TEISEIKBN=0:診療訂正時に（訂正）を印字しません。

   TEISEIKBN=1:診療訂正時に（訂正）を印字します。（デフォルト）

(10)氏名のフリガナの印字

   KANANAME=0:フリガナを印字しません。（デフォルト）

   KANANAME=1:フリガナを印字します。

(11)前回請求額の印字（診療入力時）

   MISYUKBN1=0:前回請求額を印字しません。

   MISYUKBN1=1:前回請求額を印字します。（デフォルト）

   ※他の請求にかかわる入返金処理が行われた場合は前回請求額を印字します。

   ※診療訂正時は前回請求額を印字しません。

(12)前回請求額の印字（収納業務より発行時）

   MISYUKBN2=0:前回請求額を印字しません。

   MISYUKBN2=1:システム管理「1039 収納業務情報」の設定に従って前回請求額を印字します。（デフォルト）

(13)注意書き有効期間開始日（領収書，明細書部分共通）

   西暦８桁で入力します。未設定の場合は00000000が設定されたものとみなします。

　 CHUI_YUKOSTYMD=00000000

(14)注意書き有効期間終了日（領収書，明細書部分共通）

   西暦８桁で入力します。未設定の場合は99999999が設定されたものとみなします。

   CHUI_YUKOEDYMD=99999999

(15)注意書き（領収書部分）

   注意書きに表示したい内容を入力します。全角５０文字まで入力が可能です。

   先頭に＃をつけることで，非表示ができます。

#RCHUI=この場合は表示しません。

RCHUI=この場合は表示します。

(16)注意書き（明細書部分）

   注意書きに表示したい内容を入力します。全角５０文字まで入力が可能です。

   先頭に＃をつけることで，非表示ができます。

#MCHUI=この場合は表示しません。

MCHUI=この場合は表示します。

(17)コメントの印字

　　印字したいコメントコードの範囲を開始コード~終了コードで最大５つ指定します。

　　コメントコードは，１桁目が「8」または，１桁目から３桁が「008」のコードです。

　　コメントコード以外の指定は無視します。開始コード＞終了コードであれば終了コード＝開始コードとしま

す。

　　印字対象の剤に含まれるコメントコードのみ印字します。

　　COM_HYOUJI_1=008200000-008299999　：「0082」で始まるコメントコードを印字します。

(18)保険外（診療区分＝９５，９６）の全印字

　　JIHIKBN=0:診療区分＝９５，９６（保険外）も剤点数ゼロは印刷対象外とします。（デフォルト）

　　JIHIKBN=1:診療区分＝９５，９６（保険外）は剤点数ゼロも印字対象とします。
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請求書兼領収書（A5）　ORCHC03V05

請求書兼領収書（診療区分別点数欄あり）＋診療費明細書タイプ
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薬剤情報　ORCHC30

＜システム管理1910　プログラムオプションの説明＞

(1)色・形・記号欄の編集

   STYLE=0:(デフォルト)

          薬の写真の設定がある場合は写真のみ印字する

          薬の写真の設定がない場合は色，形，記号を印字する

          色・形・記号欄に収まらない場合，次の枠に続きを編集しない

   STYLE=1:
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          薬の写真の設定がある場合は写真のみ印字する

          薬の写真の設定がない場合は色，形，記号を印字する

          色・形・記号欄に収まらない場合，次の枠に続きを編集する

   STYLE=2:

          薬の写真の設定がある場合は写真と色，記号を印字する

          薬の写真の設定がない場合は色，形，記号を印字する

          色・形・記号欄に収まらない場合，次の枠に続きを編集しない

   STYLE=3:

          薬の写真の設定がある場合は写真と色，記号を印字する

          薬の写真の設定がない場合は色，形，記号を印字する

          色・形・記号欄に収まらない場合，次の枠に続きを編集する

(2)服用時点数量の編集

   TIMESURYO=0:(デフォルト)

          服用時点の数量に端数が発生した場合は

          数量に１と印字し単位を「包」に置き換える

   TIMESURYO=1:

          服用時点の数量に端数が発生した場合でも

          その数値を編集できる範囲で印字する

(3)在宅薬剤の編集

   ZAITAKU=0:(デフォルト)

          在宅薬剤を印字しない。

   ZAITAKU=1:

          在宅薬剤を印字する。

(4)コメントの編集

   COMMENT=0:(デフォルト)

          コメントを印字しない。

   COMMENT=1:

          コメントを印字する。

(5)用量割合コードの編集

   COMMENT2=0:(デフォルト)

          用量割合コードを印字しない

   COMMENT2=1:

          ３桁を越える場合に限り用量割合コードを印字する

   COMMENT2=2:

          すべて用量割合コードを印字する

(6)服用時点用量欄の単位編集

   TANI=0:(デフォルト)

          服用時点用量欄の単位を印字しない

   TANI=1:

          単位が“ｇ”の場合に限り服用時点用量欄の単位を印字する

   TANI=2:

          単位が“包”の場合に限り服用時点用量欄の単位を印字する

   TANI=3:

          単位が“g”と“包”の場合に限り服用時点用量欄の単位を印字する
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薬剤情報　ORCHC31

＜システム管理1910　プログラムオプションの説明＞

(1)色・形・記号欄の編集

   STYLE=0:(デフォルト)

          薬の写真の設定がある場合は写真のみ印字する

          薬の写真の設定がない場合は色，形，記号を印字する

          色・形・記号欄に収まらない場合，次の枠に続きを編集しない

   STYLE=1:
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          薬の写真の設定がある場合は写真のみ印字する

          薬の写真の設定がない場合は色，形，記号を印字する

          色・形・記号欄に収まらない場合，次の枠に続きを編集する

   STYLE=2:

          薬の写真の設定がある場合は写真と色，記号を印字する

          薬の写真の設定がない場合は色，形，記号を印字する

          色・形・記号欄に収まらない場合，次の枠に続きを編集しない

   STYLE=3:

          薬の写真の設定がある場合は写真と色，記号を印字する

          薬の写真の設定がない場合は色，形，記号を印字する

          色・形・記号欄に収まらない場合，次の枠に続きを編集する

(2)服用時点数量の編集

   TIMESURYO=0:(デフォルト)

          服用時点の数量に端数が発生した場合は

          数量に１と印字し単位を「包」に置き換える

   TIMESURYO=1:

          服用時点の数量に端数が発生した場合でも

          その数値を編集できる範囲で印字する

(3)在宅薬剤の編集

   ZAITAKU=0:(デフォルト)

          在宅薬剤を印字しない。

   ZAITAKU=1:

          在宅薬剤を印字する。

(4)コメントの編集

   COMMENT=0:(デフォルト)

          コメントを印字しない。

   COMMENT=1:

          コメントを印字する。

(5)用量割合コードの編集

   COMMENT2=0:(デフォルト)

          用量割合コードを印字しない

   COMMENT2=1:

          ３桁を越える場合に限り用量割合コードを印字する

   COMMENT2=2:

          すべて用量割合コードを印字する

(6)服用時点用量欄の単位編集

   TANI=0:(デフォルト)

          服用時点用量欄の単位を印字しない

   TANI=1:

          単位が“ｇ”の場合に限り服用時点用量欄の単位を印字する

   TANI=2:

          単位が“包”の場合に限り服用時点用量欄の単位を印字する

   TANI=3:

          単位が“g”と“包”の場合に限り服用時点用量欄の単位を印字する
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予約一覧表　ORCHC14
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予約患者一覧　ORCHC15
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予約票　ORCHC67

＜システム管理1910　プログラムオプションの説明＞

（1）メモ欄有効期間開始日

西暦8桁で入力します。未設定の場合は00000000が設定されたものとみなします。

YUKOSTYMD＝00000000

（2）メモ欄有効期間終了日

西暦8桁で入力します。未設定の場合は00000000が設定されたものとみなします。

YUKOEDYMD＝00000000

（3）メモ欄

メモ欄に表示したい内容を入力します。各行全角50文字まで入力が可能です。

MEMO=
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その他　統計プログラムパラメータ設定

保険請求確認リストCSVファイル 処理区分（○：編集する／－：編集しない）

項番 項目名 備考

通常請求 返戻分 月遅れ分 請求しない

提出先 提出先 提出先 提出先

社保 国保 社保 国保 社保 国保 社保 国保

1 請求年月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 診療科 未設定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 処理区分 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 提出先区分 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 保険者番号 － ○ － ○ － ○ － －

6 保険者名 － ○ － ○ － ○ － －

7 入外区分 1：入院／2：外来 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 在総診区分 ○ ○ ○ ○ ○ ○ － －

9 診療年月 － － － － ○ ○ ○ ○

10 レセプト種別 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11 詳細区分 ○ － ○ － ○ － ○ －

12 患者番号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13 連番 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

14 患者氏名 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

15 実日数 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

16 点数 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

受付情報削除 ORCBDR01 受付情報を削除します。

パラメータ1 削除日 YMD 削除日（必須）
※指定した日付以前の受付情報を削除します。

削除日は日付より2ヶ月以上前の日付を指定してください。

予約情報削除 ORCBDR02 予約情報を削除します。

パラメータ1 削除日 YMD 削除日（必須）
※指定した日付以前の受付情報を削除します。

削除日は日付より2ヶ月以上前の日付を指定してください。
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6.3 付録3　FORM_LIST

【フォームIDの調べ方】

目的の帳票をプレビューで表示します。

帳票リストのスクロールバーを右にずらします。

HCM01.red           ＊  診療録

HCM011.red          ＊  診療録　続紙

HCM03BO.red         ＊  診療費請求書兼領収書（１）                                  VER4.2.0

HCM03BN.red         ＊  診療費請求書兼領収書（１）                                  VER4.2.0

HCM03V02BO.red      ＊  診療費請求書兼領収書（２）                                  VER4.2.0

HCM03V02BN.red      ＊  診療費請求書兼領収書（２）                                  VER4.2.0

HCM03V03BO.red      ＊  診療費請求書兼領収書（３）                                  VER4.2.0

HCM03V03BN.red      ＊  診療費請求書兼領収書（３）                                  VER4.2.0

HCM03V03A5BO.red    ＊  診療費請求書兼領収書（３）Ａ５サイズ                        VER4.2.0

HCM03V03A5BN.red    ＊  診療費請求書兼領収書（３）Ａ５サイズ                        VER4.2.0

HCM03V04.red        ＊  診療費請求書兼領収書（４）Ａ５サイズ                        VER4.5.0

HCM03V05.red        ＊  診療費請求書兼領収書（５）Ａ５サイズ                        VER4.8.0

HCM04.red           ＊  診療費明細書

HCM04A5.red         ＊  診療費明細書Ａ５サイズ                                      VER4.4.0

HCN01.red           ＊  入院診療録

HCN011.red          ＊  入院診療録　続紙

HCN03BO.red         ＊  入院診療費請求書兼領収書（１）                              VER4.2.0

HCN03BN.red         ＊  入院診療費請求書兼領収書（１）                              VER4.2.0

HCN03V02.red            入院診療費請求書兼領収書（２）
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HCN03V02BO.red      ＊  入院診療費請求書兼領収書（２）                              VER4.2.0

HCN03V02BN.red      ＊  入院診療費請求書兼領収書（２）                              VER4.2.0

HCN03V03BO.red      ＊  入院診療費請求書兼領収書（３）                              VER4.2.0

HCN03V03BN.red      ＊  入院診療費請求書兼領収書（３）                              VER4.2.0

HCN03V03A5BO.red    ＊  入院診療費請求書兼領収書（３）Ａ５サイズ                    VER4.2.0

HCN03V03A5BN.red    ＊  入院診療費請求書兼領収書（３）Ａ５サイズ                    VER4.2.0

HCN04.red           ＊  入院診療費明細書

HCN04A5.red         ＊  入院診療費明細書Ａ５サイズ                                  VER4.8.0

HC02V04.red         ＊  処方箋（Ａ５）                                            VER4.8.0

HC02QV04.red        ＊  処方箋（Ａ５）ＱＲコード                                  VER4.8.0

HCM19V04.red        ＊  処方箋                                                    VER4.8.0

HC02ZA5.red         ＊  分割指示に係る処方箋（別紙）                                VER4.8.0

HC501.red           ＊  入院処方箋

HC502.red           ＊  注射処方箋

HC503.red           ＊  入院指示箋

HCN02V03.red        ＊  退院証明書                                                  VER4.8.0

HCM300.red          ＊  薬剤情報（８行）                                            VER4.1.0

HCM301.red          ＊  薬剤情報（６行）                                            VER4.2.0

HCN300.red          ＊  入院薬剤情報（８行）                                        VER4.3.0

HCN301.red          ＊  入院薬剤情報（６行）                                        VER4.3.0

HCM62.red           ＊  お薬手帳                                                    VER4.2.0

HCM62Q.red          ＊  お薬手帳ＱＲコード                                          VER4.6.0

HCM31GV02.red       ＊  支払証明書（日別）（入院外）                                VER4.5.0

HCM31NV02.red       ＊  支払証明書（日別）（入　院）                                VER4.5.0

HCM32GV02.red       ＊  支払証明書（月別）（入院外）                                VER4.5.0

HCM32NV02.red       ＊  支払証明書（月別）（入　院）                                VER4.5.0

HCM50.red           ＊  自費内訳明細書

HCM33.red           ＊  カルテ３号紙（外来）

HCM331.red          ＊  カルテ３号紙（外来）　続紙

HCM33N.red          ＊  カルテ３号紙（入院）

HCM331N.red         ＊  カルテ３号紙（入院）　続紙

HCM341V01.red       ＊  会計カード（入院）

HCM342V01.red       ＊  会計カード（入院）続紙

HCM401V05.red       ＊  レセプトデータチェック                                      VER4.7.0

HCM402V03.red       ＊  レセプトデータチェック（患者別）                            VER4.7.0

HCM75.red           ＊  レセプトデータチェック                                      VER4.7.0

HCMC001.red         ＊  レセプト件数枚数印刷

HCM10V02.red        ＊  診療報酬明細書（医科入院外）
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HCM11V06.red        ＊  診療報酬明細書（医科入院外）                                VER4.7.0

HCM11V06P.red       ＊  診療報酬明細書（医科入院外）枠                              VER4.7.0

HCN07.red           ＊  診療報酬明細書（医科入院）

HCN08V02.red        ＊  診療報酬明細書（医科入院）                                  VER4.0.0

HCN09V07.red        ＊  診療報酬明細書（医科入院）                                  VER4.7.0

HCN09V07P.red       ＊  診療報酬明細書（医科入院）枠                                VER4.7.0

HCN061V04.red       ＊  診療報酬明細書　続紙（１）                                  VER4.0.0

HCM12V02.red        ＊  診療報酬明細書　続紙（１）                                  VER4.6.0

HCM12V02P.red       ＊  診療報酬明細書　続紙（１）枠                                VER4.7.0

HCN062V04.red       ＊  診療報酬明細書　続紙（２）                                  VER4.0.0

HCM13V02.red        ＊  診療報酬明細書　続紙（２）                                  VER4.6.0

HCM13V02P.red       ＊  診療報酬明細書　続紙（２）枠                                VER4.7.0

HCN063V03.red       ＊  診療報酬明細書　続紙（３）                                  VER4.0.0

HCM14V02.red        ＊  診療報酬明細書　続紙（３）                                  VER4.6.0

HCM14V02P.red       ＊  診療報酬明細書　続紙（３）枠                                VER4.7.0

HCM18V06.red        ＊  診療報酬明細書　アフターケア                                VER4.6.0

HCM18V06P.red       ＊  診療報酬明細書　アフターケア　枠                            VER4.6.0

HCM71.red           ＊  診療報酬明細書　アフターケア新様式                          VER4.6.0

HCM20V06.red        ＊  診療報酬明細書　アフターケア　続紙                          VER4.6.0

HCM20V06P.red       ＊  診療報酬明細書　アフターケア　続紙　枠                      VER4.6.0

HCM21V06.red        ＊  診療報酬明細書　傷病年金（入院外）                          VER4.6.0

HCM21V06P.red       ＊  診療報酬明細書　傷病年金（入院外）　枠                      VER4.6.0

HCM70.red           ＊  診療報酬明細書　傷病年金新様式（入院外）                    VER4.6.0

HCN21V04.red        ＊  診療報酬明細書　傷病年金（入院）

HCN21V04P.red       ＊  診療報酬明細書　傷病年金（入院）　枠                        VER4.0.0

HCN51V04.red        ＊  診療報酬明細書　傷病年金（入院）                            VER4.6.0

HCN51V04P.red       ＊  診療報酬明細書　傷病年金（入院）　枠                        VER4.6.0

HCN67V01.red        ＊  診療報酬明細書　傷病年金新様式（入院）                      VER4.6.0

HCM22V06.red        ＊  診療報酬明細書　短期給付（入院外）                          VER4.6.0

HCM22V06P.red       ＊  診療報酬明細書　短期給付（入院外）　枠                      VER4.6.0

HCM68.red           ＊  診療報酬明細書　短期給付新様式（入院外）                    VER4.6.0

HCN22V04.red        ＊  診療報酬明細書　短期給付（入院）

HCN22V04P.red       ＊  診療報酬明細書　短期給付（入院）　枠                        VER4.0.0

HCN50V04.red        ＊  診療報酬明細書　短期給付（入院）                            VER4.6.0

HCN50V04P.red       ＊  診療報酬明細書　短期給付（入院）　枠                        VER4.6.0

HCN66V01.red        ＊  診療報酬明細書　短期給付新様式（入院）                      VER4.6.0

HCM24V06.red        ＊  診療報酬明細書　労災　続紙                                  VER4.6.0

HCM24V06P.red       ＊  診療報酬明細書　労災　続紙　枠                              VER4.6.0

HCM25V02.red        ＊  診療報酬明細書　自賠責従来様式（入院外）                    VER4.6.0

HCN25V03.red        ＊  診療報酬明細書　自賠責従来様式（入院）                      VER4.6.0

HCM26V02.red        ＊  診療報酬明細書　自賠責従来様式　続紙                        VER4.6.0

HCM23V06.red        ＊  診療報酬明細書　自賠責新様式（入院外）                      VER4.6.0
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HCN23V08.red        ＊  診療報酬明細書　自賠責新様式（入院）                        VER4.6.0

HCM29V04.red        ＊  診療報酬明細書　自賠責新様式　続紙                          VER4.6.0

HCM48V02.red        ＊  診療報酬明細書　自賠責新様式（入院外）　枠                  VER4.6.0

HCN48V04.red        ＊  診療報酬明細書　自賠責新様式（入院）　枠                    VER4.6.0

HCM49V02.red        ＊  診療報酬明細書　自賠責新様式　続紙　枠                      VER4.6.0

HCM53V02.red        ＊  診療報酬明細書　自賠責共済新様式（入院外）                  VER4.6.0

HCM54V02.red        ＊  診療報酬明細書　自賠責共済新様式（入院外）　枠              VER4.6.0

HCN53V04.red        ＊  診療報酬明細書　自賠責共済新様式（入院）                    VER4.6.0

HCN54V04.red        ＊  診療報酬明細書　自賠責共済新様式（入院）　枠                VER4.6.0

HCM55V03.red        ＊  診療報酬明細書　自賠責共済従来様式（入院外）                VER4.6.0

HCN55V03.red        ＊  診療報酬明細書　自賠責共済従来様式（入院）                  VER4.6.0

HCM76.red           ＊  診療報酬明細書　自賠責共済　座標指定様式（入院外）          VER4.7.0

HCN70.red           ＊  診療報酬明細書　自賠責共済　座標指定様式（入院）            VER4.7.0

HCM77.red           ＊  診療報酬明細書　自賠責共済　座標指定様式　続紙              VER4.7.0

HCM56V03.red        ＊  診療報酬明細書　公務災害                                    VER4.6.0

HCM57V02.red        ＊  診療報酬明細書　公務災害　続紙                              VER4.6.0

HCM58V02.red        ＊  診療報酬明細書　公害（入院外）                              VER4.6.0

HCN58V03.red        ＊  診療報酬明細書　公害（入院）                                VER4.6.0

HCM59V02.red        ＊  診療報酬明細書　公害　続紙                                  VER4.6.0

HCM60.red           ＊  診療報酬請求書　公害                                        VER4.1.0

HCM2SV02.red        ＊  診療報酬請求書　社保（医科・歯科　入院・入院外併用）

HCM3AV02.red        ＊  診療報酬請求書　社保（医科・歯科　入院・入院外併用）        VER4.6.0

HCM2TV03.red        ＊  診療報酬請求書　社保（医科・歯科　入院・入院外併用）　続紙

HCM3BV01.red        ＊  診療報酬請求書　社保（医科・歯科　入院・入院外併用）　続紙  VER4.6.0

HCM2KV05.red        ＊  診療報酬請求書　社保（医科・入院外）

HCM3CV02.red        ＊  診療報酬請求書　社保（医科・入院外）                        VER4.6.0

HCM2YV03.red        ＊  診療報酬請求書　社保（医科・入院外）　続紙

HCM3DV01.red        ＊  診療報酬請求書　社保（医科・入院外）　続紙                  VER4.6.0

HCM2WV01.red        ＊  診療報酬請求書　国保（医科・歯科）

HCM3E.red           ＊  診療報酬請求書　国保（医科・歯科）                          VER4.2.0

HCM2XV01.red        ＊  診療報酬請求書　国保（医科・歯科）　続紙

HCM3F.red           ＊  診療報酬請求書　国保（医科・歯科）　続紙                    VER4.2.0

HCM2UV01.red        ＊  診療報酬請求書　国保（医科・歯科）　給付割合別

HCM2VV01.red        ＊  診療報酬請求書　国保（医科・歯科）　給付割合別　続紙

HCM2QV02.red        ＊  診療報酬請求書　国保（医科・歯科）　レセ電

HCM2RV01.red        ＊  診療報酬請求書　国保（医科・歯科）　レセ電　続紙

HCM3G.red           ＊  診療報酬請求書　広域（医科・歯科）                          VER4.2.0

HCM81.red           ＊  アフターケア委託費請求書                                    VER4.7.0
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HCM82.red           ＊  アフターケア委託費請求書　枠                                VER4.7.0

HCM79.red           ＊  労働者災害補償保険診療費請求書                              VER4.7.0

HCM80.red           ＊  労働者災害補償保険診療費請求書　枠                          VER4.7.0

HC26.red            ＊  決定通知書（社保）                                          VER4.6.0

HC27.red            ＊  決定通知書（国保）                                          VER4.6.0

HCM05V02.red        ＊  総括チェックリスト　等

HCM37V01.red        ＊  症状詳記                                                    VER4.2.0

HCM28.red           ＊  患者一覧

HCM28A.red          ＊  患者一覧２                                                  VER4.6.0

HCM28B.red          ＊  患者一覧３                                                  VER4.6.0

HC14.red            ＊  予約一覧

HCM15.red           ＊  予約患者一覧

HCM67.red           ＊  予約票                                                      VER4.4.0

HCM16.red           ＊  受付一覧表

HCM40.red           ＊  入院患者検索結果一覧表

HCN71.red           ＊  病棟別入院患者数一覧                                        VER4.8.0

HCPOM.red           ＊  月遅れ分レセ電データ未作成患者一覧

HCPOM2.red          ＊  セット一覧表                                                VER4.5.0

HCML09.red          ＊  自院病名一覧                                                VER4.6.0

HCML13.red          ＊  一般名リスト                                                VER4.6.0

HCML01.red          ＊  点数マスターリスト（医薬品）                                VER4.6.0

HCML02V01.red       ＊  点数マスターリスト（特定器材）                              VER4.1.0

HCML03.red          ＊  点数マスターリスト（診療行為）                              VER4.6.0

HCML04V01.red       ＊  点数マスターリスト（コメント）                              VER4.3.0

HCML07.red          ＊  点数マスターリスト（自費）

HCML06.red          ＊  入力コード点数マスタ一覧                                    VER4.6.0

HCM68.red           ＊  経過措置医薬品置換マスタ一覧                                VER4.5.0

HCM44.red           ＊  チェクマスタ一覧表

HCM47.red           ＊  薬剤情報マスタ登録漏れ一覧

HCM61.red           ＊  薬剤情報マスタ一覧                                          VER4.1.0

HCM41V02.red        ＊  日計表                                                      VER4.2.0

HCM07V02.red        ＊  収納一覧表（入院外）等

HCM08V02.red        ＊  収納一覧表（入院）　等

HCM45.red           ＊  入院オーダー確認リスト

HCMG001.red         ＊  診療科別医薬品使用量統計

HCMG006.red         ＊  診療科別医薬品使用量統計（合計金額）

HCMG007.red         ＊  後発医薬品シェア

HCMG008.red         ＊  一括再計算該当者チェック表                                  VER4.8.0

HCM38.red           ＊  未収金一覧表（集計表）

HCM39.red           ＊  未収金一覧表（伝票別）

HCMZ001.red         ＊  空き患者番号一覧

HCMG002.red         ＊  定期請求患者一覧表

HCMG003.red         ＊  入院会計未作成者一覧表

HCMG004.red         ＊  入院患者通算日数一覧表

HCMG005.red         ＊  長期入院対象患者一覧表

HCM35.red           ＊  高額日計表（高額請求添付資料）
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HCM36.red           ＊  高額日計表（診療内容参考資料）

HCM42V01.red        ＊  調整金一覧表                                                VER4.5.0

HCM46.red           ＊  一部負担金給与控除一覧

HCG016.red          ＊  指定診療行為件数調

HCG017.red          ＊  診療行為別集計表

HCM63.red           ＊  診療行為未入力患者一覧表                                    VER4.3.0

HCM78V01.red        ＊  光ディスク等送付書                                          VER4.8.0

HCN61.red           ＊  出産育児一時金等請求書                                      VER4.5.0

HCN61V02.red        ＊  出産育児一時金等請求書（Ｈ２３年度改正様式）                VER4.6.0

HCN63V2.red         ＊  分娩費用明細書                                              VER4.8.0

HCN64.red           ＊  出産育児一時金等送付書                                      VER4.5.0

HCN65.red           ＊  出産育児一時金等集計票                                      VER4.5.0

HCN68H30.red        ＊  医療区分・ＡＤＬ区分に係る評価票                            VER4.8.0

HCN69H30.red        ＊  医療区分・ＡＤＬ区分に係る評価票（続紙）                    VER4.8.0

HCM51V03.red        ＊  収納日報（明細）                                            VER4.5.0

HCM52V05.red        ＊  収納日報（合計）                                            VER4.5.0

HCGS121GV02.red     ＊  保険別請求チェック明細書（広域）　入院外                    VER4.8.0

HCGS121NV02.red     ＊  保険別請求チェック明細書（広域）　入院                      VER4.8.0

HCGS137G.red        ＊  保険別請求チェック表（社保）　入院外                        VER4.6.0

HCGS137N1.red       ＊  保険別請求チェック表（社保）　入院                          VER4.6.0

HCGS137N2.red       ＊  保険別請求チェック表（社保）　入院　続紙                    VER4.6.0

HCGS138G1.red       ＊  保険別請求チェック表（国保）　入院外                        VER4.6.0

HCGS138G2.red       ＊  保険別請求チェック表（国保）　入院外　保険者別              VER4.6.0

HCGS138N1.red       ＊  保険別請求チェック表（国保）　入院                          VER4.6.0

HCGS138N2.red       ＊  保険別請求チェック表（国保）　入院　保険者別                VER4.6.0

HCGS139GV02.red     ＊  保険別請求チェック表（総括）　入院外                        VER4.8.0

HCGS139NV02.red     ＊  保険別請求チェック表（総括）　入院                          VER4.8.0

HCGS140G1.red       ＊  保険別請求チェック表（広域）　入院外                        VER4.6.0

HCGS140G2.red       ＊  保険別請求チェック表（広域）　入院外　保険者別              VER4.6.0

HCGS140N1.red       ＊  保険別請求チェック表（広域）　入院                          VER4.6.0

HCGS140N2.red       ＊  保険別請求チェック表（広域）　入院　保険者別                VER4.6.0

HCMSL55.red         ＊  フリー帳票（横）

HCMSL80.red         ＊  フリー帳票（縦）

HCM65.red           ＊  公害診療報酬等請求書（名古屋市）                            VER4.4.0

HCM66.red           ＊  公害診療（調剤）報酬請求書（北九州市）                      VER4.4.0

HCRCP060V03.red     ＊  診療報酬明細書（医科入院外）　山形

HCRCP402.red        ＊  診療報酬明細書（医科入院外）　福岡

HCRCP403.red        ＊  診療報酬明細書（医科入院）　福岡
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6.4 付録4　電子版お薬手帳データの作成と転送

概要

電子版お薬手帳データを作成し，電子版お薬手帳対応ICカードリーダ／ライタ（Sony製 RC-S350)へ転送します。

携帯端末で取り込み，お薬手帳データを管理できます。

■電子版お薬手帳対応ICカードリーダ／ライタに対応している携帯端末の場合

電子版お薬手帳データを作成します。

■電子版お薬手帳対応ICカードリーダ／ライタに対応していない携帯端末の場合

QRコードを作成します。

ポイント！

電子版お薬手帳対応ICカードリーダ／ライタが接続されているクライアントで，電子版お薬手帳データの転送操作をしま

す。
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事前準備

■電子版お薬手帳対応ICカードリーダ／ライタの準備

ORCAプロジェクト(https://www.orca.med.or.jp/)　>　日レセユーザサイト　>　

運用のための各種設定　>　電子版お薬手帳対応ICカードリーダ／ライタ　の利用を参照してください。

■電子版お薬手帳データを作成するユーザの設定

1. 「業務メニュー」－「91　マスタ登録」－「101　システム管理マスタ」－管理コード「1010　職員情報」を

開きます。

2. 電子版お薬手帳対応ICカードリーダ／ライタへ電子版お薬手帳データを転送するユーザの個別設定を開

きます。

3. ICカードリーダ／ライタに「1　使用する」を設定します。

4. 電子版お薬手帳データをクライアント保存する場合は，クライアント保存可否に「1　保存可」を設定し

ます。

Project code name "ORCA"　　　　　　 - 1355 - 　　　　　　　　Copyright(C)2007JMARI

図 6.93

http://www.orca.med.or.jp/


操作手順

Ⅰ　日レセに電子版お薬手帳データを使用する患者を登録する

1. 「業務メニュー」－「12　登録」で患者を開きます。

2. その他タブを押します。

3. QRコード，データフォーマットを設定し，登録(F12)を押します。

ORコード：お薬手帳と同時にQRコードを出力します。

データフォーマット：電子版お薬手帳データを作成します。

　　　　　　　　　　　　　 患者の電子版お薬手帳アプリに対応したバージョンを選択します。

ヒント！

携帯端末が電子版お薬手帳対応ICカードリーダ／ライタに対応していない場合は，QRコードを設定します。

携帯端末が電子版お薬手帳対応ICカードリーダ／ライタに対応している場合は，データフォーマットを設定します。

Ⅱ　QRコードを印刷して携帯端末で読み取る

「業務メニュー」－「12　登録」のQRコードに「1　出力する」を設定した患者はお薬手帳にQRコードを印刷します。

■QRコードの印刷

1. 「業務メニュー」－「21　診療行為」で投薬を入力し，お薬手帳を印刷します。

最終頁にQRコードを印刷します。

2. 携帯端末の電子版お薬手帳アプリを起動し，QRコードを読み取ります。
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Ⅲ　電子版お薬手帳対応ICカードリーダ／ライタに電子版お薬手帳データを転送し，携帯端末で取り込む

「業務メニュー」－「12　登録」のデータフォーマットにバージョンを設定した患者は電子版お薬手帳データを作

成します。

■電子版お薬手帳データを作成するタイミング

• 「21　診療行為」入力完了時

• 「21　診療行為」の中途終了でお薬手帳発行時

• 「21　診療行為」の「前回処方」よりお薬手帳発行時

※「21　診療行為」入力完了時はお薬手帳の発行にかかわらず作成します。

1. 「業務メニュー」－「21　診療行為」で投薬を入力し，会計を完了します。

2. 「業務メニュー」の「電子版手帳」(F8)を押します。

3. 電子版お薬手帳対応ICカードリーダ／ライタに転送したい患者を選択すると，データ内容を表示します。
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4. 送信(F12)を押します。

5. 確認メッセージを表示します。

「開く」を押します。

ヒント！

　開く：データを電子版お薬手帳対応ICカードリーダ／ライタへ転送します。

　保存：電子版お薬手帳データを保存します。

　閉じる：確認メッセージを閉じます。

6. 電子版お薬手帳対応ICカードリーダ／ライタに転送後，「閉じる」を押します。

7. 電子版お薬手帳対応ICカードリーダ／ライタに転送された電子版お薬手帳データを携帯端末で取り込み

ます。
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電子版お薬手帳データ送信画面のその他の機能

■画面の表示切替

画面は診療日単位で表示します。

日付を変更するには日付欄を直接変更するか，「前日」(F6)「翌日」(F7)を押します。

■電子版お薬手帳対応ICカードリーダ／ライタのデータリセット

電子版お薬手帳対応ICカードリーダ／ライタにリセット情報を転送します。

1. 「リセット」(F11)を押します。

2. 確認メッセージを表示します。

「開く」を押します。
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3. 「閉じる」を押します。

■保存

選択した電子版お薬手帳データをCSV形式でクライアント保存します。

1. 保存したい患者を選択し，「保存」(F9)を押します。
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2. 確認メッセージを表示します。

ヒント！

　開く：クライアント保存の拡張で関連付けされたアプリケーションで開きます。

　保存：CSV形式でクライアント保存します。

　閉じる：確認メッセージを閉じます。

3. 「閉じる」を押します。
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■名寄せ

選択した患者の過去3ヶ月分の電子版お薬手帳データを表示します。

1.患者を選択し，「名寄せ」(F4)を押します。

2．患者の過去3ヶ月分の電子版お薬手帳データを表示します。
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3．「名寄せ解除」(F4)を押すと，元の画面に戻ります。

その他

• 作成日より3ヶ月を超えた電子版お薬手帳データは削除します。

• 入院分の電子版お薬手帳データは作成しません。

• 再印刷を行なったお薬手帳にはQRコードを記載しません。
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6.5 付録5　自賠責レセプト（PDFファイル）のクライアント保存

概要

■monsiajをWindowsで操作することを前提とした対応です。

■当月請求する自賠責レセプトをPDFファイルで作成し，あらかじめ設定された保存場所へクライアント保存し

ます。

事前準備

■クライアント保存用ソフト（Windows用）をインストールします。

概要，インストール手順は「認定サポート事業所専用サイト－事前提供プログラムおよびダウンロード

情報」を参照してください。

■システム管理－「2005　レセプト・総括印刷情報」の設定

システム管理－「2005　レセプト・総括印刷情報」の労災・自賠責タブの「自賠責・PDFファイル」の項目

に「1　作成する」を設定します。

■クライアント保存の設定

操作を行うユーザにクライアント保存の設定をします。

システム管理－「1010　職員情報」を開き，自賠責レセプトのクライアント保存を行うユーザの「個別設

定」を開きます。クライアント保存可否の項目に「1　保存可」を設定します。

操作手順

1．「42　明細書」で自賠責のレセプトを「提出用レセプト」で作成します。

2．「43　請求管理」で月遅れ設定または請求しない設定をします。

－－　以下　monsiajをWindowsで操作します　－－

3．業務メニュー「44　総括表・公費請求書」を開きます。

4．「自賠責PDF」(Shift+F2)を押します。

ヒント

「自賠責PDF」ボタンが押せない場合は，事前準備の「■クライアント保存の設定」と「■システム管理－「2005　レセプト・

総括印刷情報」の設定」を確認してください。
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5.「自賠責ＰＤＦファイルを作成します」のメッセージを表示します。「OK」を押します。

6.処理が終了すると「ファイルのダウンロード」画面を表示します。

「開く」を押します。

ヒント

• 「開く」ボタンを押しても保存できない場合は，事前準備の「■クライアント保存用ソフト（Windows用）をイン

ストールします」を確認してください。

• 拡張子.jrpは複数のPDFファイルをまとめたアーカイブファイルです。クライアント保存用ソフトで所定の場所へ

PDFファイルに戻して保存します。

• 「保存」を押すと，.jrpファイルを任意の場所に保存します。

7.あらかじめ設定された保存場所にPDFファイルを保存し，フォルダを開きます。
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ヒント

• PDFファイルのファイル名は命名規約にしたがって付けられます。

• 再度「開く」を押しPDFファイルをクライアント保存すると，元のPDFファイルをBACKUPフォルダに移した後，PDF
ファイルを再作成します。

＜該当患者のＰＤＦデータが存在しませんと表示される場合＞

以下が考えられます。

• 自賠責レセプト（PDFファイル）のクライアント保存に対応前のレセプトデータ

• 「42　明細書」で「点検用レセプト」を作成した

この場合は，「42　明細書」で「提出用レセプト」を作成してください。
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7 章 対処事例

7.1 対処事例1：「972　長期」（マル長）患者で月の途中から公費が適用とな
った場合のレセプト記載について

日レセでは「主保険＋マル長」での診療分を優先したレセプト記載をします。

＜例＞

　【患者情報】

　協会（３割），所得区分（オ），特定疾病療養受療証（マル長）あり。

　月途中（７月１６日）で更生医療（自己負担限度額５０００円）が適用となる。

　【診療】(入院外)

　　　７月　１日　・・・　「協会（３割）＋マル長」で診療　　　　　５０００点

　　　　　１６日　・・・　「協会（３割）＋更生＋マル長」で診療　　５０００点

７月レセプト（月途中から公費が適用となった診療月のレセプト）は以下の記載となります。

公費併用診療分を優先したレセプト記載を行うには，レセプトの保険欄－一部負担金置換編集および公費欄－

一部負担金置換編集でレセプト記載を変更してください。

ヒント！

レセプトの保険欄－一部負担金置換編集および公費欄－一部負担金置換編集は【3.2.1.0.（6）実日数設定・一

部負担金の編集】を参照してください。
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7.2 対処事例2　0点レセプト（請求0円）の作成

診療点数0点（請求金額0円）になるレセプトを作成したい場合は，システム予約コード「099999929　【レセプ

ト】請求金額0円レセプト作成」を入力してください。

7.3 対処事例3　特定薬剤治療管理料初回算定コメントの昭和対応について

0084XXXXXのコメントコードを作成し入力します。

＜0084XXXXのコメントコードの作成＞

以下の画面を参考にコメントコードを作成してください。

作成する際，有効年月日の開始日を「R1.5.1」としてください。

ヒント

コメントコードの開始日を「R1.5.1」とします。

複写元コードに”840000038　特定薬剤治療管理料初回算定　平成　年　月　日」を入力して「昭和」に変更すると簡単に

コメントコードを作成できます。

＜診療行為入力画面での入力＞

自動発生するコメントコードを作成したコメントコードに置き換え，登録します。
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ヒント

• コメントコードを変更後も特定薬剤治療管理料を手入力した場合は「平成」のコメントコードが表示されます。コ

ードの置き換えが必要です。Do入力した場合は「昭和」のコメントコードが表示されます。

• コメントコードの後ろに「ｃ」を入力すると手技料のコメントとしてレセ電データに記録できます。
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7.4 新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査

事前準備

プログラム更新，マスタ更新を行い最新の状態にします。

入力手順

該当の患者に対し，業務メニュー「12　登録」の公費欄に「093 PCR検査」を登録します。

業務メニュー「21　診療行為」で診察料は「保険」の保険組合せで入力し，検査を「保険＋PCR検査」の保険組合せ

で入力します。下の図では「複数科保険」(Shift+F6)を使い保険組合せを変更しています。
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「保険＋PCR検査」の保険組合せは患者負担がありません。

ヒント

検体検査管理加算が自動算定された場合は，「保険」の保険組合せで手入力をしてください。
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＜小児科外来診療料，小児かかりつけ診療料などを包括算定している場合＞

システム管理「1014 包括診療行為設定情報」にて「包括算定する」と設定している場合は，PCR検査を出来高算定

します。

自動算定した判断料も出来高扱いとなります。

ヒント

判断料を手入力算定する場合は，PCR検査より下の行に入力してください。PCR検査より上の行に入力すると包括対象にな

ります。

注意！

検査が包括となる入院料の場合、PCR検査と他の免疫の検査、微生の検査を同時に入力した場合、「免疫学的検査判断料」「微 

生物学的検査判断料」は「PCR検査」の入力があるため「出来高」となりますが、日付は最初の検査で行いますので、訂正時に

出来高が包括となる場合がありますので注意してください。

例）

「PCR検査」を5日、他の免疫学的検査を1日で入力した場合、「免疫学的検査判断料」は1日に出来高で自動算定しますが、1日

を訂正で展開した場合、「PCR検査」が画面内に存在しませんので、包括対象となります。この場合、5日の「PCR検査」を先に登

録後、1日分を入力するか、「免疫学的検査判断料」を日付指定で手入力することになります。 
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8 章 5.1.0更新履歴

2021.3.24

2.5.9　自動算定診療行為一覧

医科外来等感染対策実施加算を追加

2021.3.2

1.3　業務メニュー

削除情報を追加

2.6-(5) 注射料

＜点滴注射及び中心静脈注射の剤にコメントを入力する場合＞を追加

3.13　労災レセプト電算処理システムについて

アフターケアを追加

2021.2.3

2.5.9　自動算定診療行為一覧

乳幼児感染予防策加算を追加

2020.1.14

2.5.10 コメント自動記載一覧

記載漏れを追加

2020.11.25

2.5.10 コメント自動記載一覧

湿布薬のコメントの備考欄を修正

2020.10.27

2.5.10 コメント自動記載一覧

精神科デイ・ケア等の初回算定日を追加

2.6-(11) その他料

精神科デイ・ケア等の場合を追加

7.4 新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査

＜小児科外来診療料，小児かかりつけ診療料などを包括算定している場合＞を追加

2020.9.24

2.5.2-(9) 回数制限を超える診療行為入力（特定療養費）

コメントコード対応

2.5.10 コメント自動記載一覧

改定対応（自動記載する選択式コメントを記載）

2.5.11 コメントの手入力が必要な診療行為

改定対応

2.6-(4)-4 　入力例

入力例9　湿布薬の入力の選択式コメント対応
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2020.8.26

3.1.6 すべてのチェック内容とエラーメッセージ

選択式コメント，コメント内容のエラーに追記

2020.7.27

2.5.2-選択式コメントの入力

シス管表示設定の追加

0の入力対応

2.5.2-2 選択式コメントの入力

「//SA」「//SJ」の追加

2.5.3-(7)-6 「//S」「//SS」「//SA」「//SJ」選択式コメント一覧

「//SA」「//SJ」の追加

システム管理

1038 診療行為機能情報

選択式コメントの設定追加

2020.6.25

2.5.2-選択式コメントの入力

コメントパターン30の専用入力画面

2.5.10　コメント自動記載一覧

2.5.11　コメントの手入力が必要な診療一覧

令和2年4月コメント対応中により一旦削除

2.6-(2)-3 入力例

悪性腫瘍特異物質治療管理加算の新コメント対応

2.6-(9)-4 各項目についての説明

時間外緊急院内検査加算の新コメント対応

2.6-(10)-2 各撮影診断料ごとの入力

時間外緊急院内画像診断の新コメント対応

2.6-(11) その他

疾患別リハビリテーションコメント対応

2020.5.29

2.6-(10) 画像診断料

選択式コメント対応

5.3-(3) 画像診断　撮影部位の登録

選択式コメント対応

2020.5.20

画面の更新（一部残あり）

2020.4.30
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2.5.10 コメント自動記載一覧

レセプト改定対応による更新

2020.4.10

7.4　対処事例4　新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査の保険適用

保険番号の変更

2020.3.11

7.4　対処事例4　新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査の保険適用

新規追加

2020.2.26

5.2-(2)-2　医薬品マスタのユーザー設定

ユーザー単位を追加

5.2-(4)-2　特定器材マスタのユーザー設定

特定器材マスタのユーザー設定を追加

2019.12.24

システム管理

2010 地方公費保険番号付加情報

マル長を追加

2019.12.4

6.2付録2　＜帳票サンプル　パラメータ設定　プログラムオプション＞

ORCHC02Qのオプション追加

2019.7.29

1.3-再印刷(F5)

一括削除の追加

2.6-(11)　その他

複数のリハビリテーション開始日がある場合の入力を追加

2019.6.25

2.2.5　保険組合せ履歴

＜難病等＋生保の組合せ作成＞を追加

システム管理

1010　職員情報

職員区分「９　ログイン中」を追加

2019.5.28

2.5.10　コメント自動記載一覧

退院時共同指導料２を追加

2.6-(2)-3 ■特定薬剤治療管理料

昭和コメント対応を追加

7.0.0　対処事例
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対処事例3　特定薬剤治療管理料初回算定コメントの昭和対応についてを追加

2019.4.23

システム管理

2005　レセプト・総括印刷情報ー労災・自賠責

新様式に対応

2019.3.26

2.6-(4)-11　向精神薬長期処方減算の入力

向精神薬長期処方減算の入力

2019.2.25
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