
頁 変更箇所 改正後 改正前

-
表紙 平成２６年７月 平成２６年３月

-
目次 ページ番号を修正しました。 -

1
はじめに １ 平成２６年４月１日現在 平成２４年４月１日現在

1
はじめに ３ 平成２６年３月５日厚生労働省告示第５７号により一部改正 平成２４年３月５日厚生労働省告示第７６号により一部改正

1
はじめに ６ 表 「101110010：初診料」の「新又は現点数」 3760.00 「101110010：初診料」の「新又は現点数」 3640.00

3

第１章　２(8) 例】提出する電子レセプトのうち、診療年月が平成２６年８
月と平成２６年９月のレセプト情報が記録されている場合に
は、「42609」を記録します。

例】提出する電子レセプトのうち、診療年月が平成２４年８
月と平成２４年９月のレセプト情報が記録されている場合に
は、「42409」を記録します。

3
第１章　３(8) 記録内容　平成26年8月 記録内容　平成25年8月

3
第１章　３(8)
CSVの記録

IR,,13,1,1234567,,日本病院,42608,00,03-1234-5678 IR,,13,1,1234567,,日本病院,42508,00,03-1234-5678

4
第２章　１(5) 項目　労働者の氏名

モード　英数又は漢字
項目　労働者の氏名
モード　英数漢字

5
第２章　１(21) 項目　請求情報

モード　英数又は漢字
項目　請求情報
モード　英数漢字

6
第２章　２ (9) ア 例】平成２６年７月１０日入院の場合、「4260710」を記録

します。
例】平成２２年７月１０日入院の場合、「4220710」を記録
します。

「労災レセプト電算処理システム 電子レセプトの作成手引 -医科用-」の変更履歴

1



頁 変更箇所 改正後 改正前

11

第３章　２ (16)
ウ

記録する文字データが１００バイトを超える場合は、傷病の
経過欄に「摘要欄に記載」と記録し内容は診療識別「01」あ
るいは「99」のコメントレコードに記録するか、傷病の経過
欄に「症状詳記に記載」と記録し内容は症状詳記レコードに
記録します。

－

13

第４章　２(3) 例】平成２６年７月１４日の場合、「4260714」を記録しま
す。

例】平成２２年７月１４日の場合、「4220714」を記録しま
す。

14

第４章　３ 事例
傷病名　　　　　　　　　　　　　診療開始日
① 右肋骨骨折の疑い 　　　　　　平成26年 7月 7日
② 右肘関節脱臼（主）　　　　 　平成26年 7月 7日
③ 胃炎（薬剤の使用によるもの） 平成26年 7月12日
④ Ａ病名 　　　　　　　　　　　平成26年 7月14日
⑤ Ｂ病名 　　　　　　　　　　　平成26年 7月14日

事例
傷病名　　　　　　　　　　　　　診療開始日
① 右肋骨骨折の疑い 　　　　　　平成24年 7月 7日
② 右肘関節脱臼（主）　　　　 　平成24年 7月 7日
③ 胃炎（薬剤の使用によるもの） 平成24年 7月12日
④ Ａ病名 　　　　　　　　　　　平成24年 7月14日
⑤ Ｂ病名 　　　　　　　　　　　平成24年 7月14日

14

第４章　３ CSV
の記録

SY,8070006,4260707,,20568002,,,
SY,8320001,4260707,,2056,,01,
SY,8830417,4260712,,,,,薬剤の使用によるもの
SY,0000999,4260714,,,Ａ病名,,
SY,0000999,4260714,,,Ｂ病名,,

SY,8070006,4240707,,20568002,,,
SY,8320001,4240707,,2056,,01,
SY,8830417,4240712,,,,,薬剤の使用によるもの
SY,0000999,4240714,,,Ａ病名,,
SY,0000999,4240714,,,Ｂ病名,,

15

第５章　２ (2) イ 診療識別の記録ごとに、レコード項目のＣＳＶ翻訳情報に
「*」を表示します。

診療識別の記録ごとに、自動的に昇順の診療識別内一連番号
を付与します。
（レコード項目のＣＳＶ翻訳情報は、すべて「01」からの昇
順で説明しています。）

16

第５章　２ (3) ア
例】表

「101110010：初診料」の「新又は現点数」 3760.00
「101110040：初診料（同一日複数診療科受診）」の「新又
は現点数」 1880.00

「101110010：初診料」の「新又は現点数」 3640.00
「101110040：初診料（同一日複数診療科受診）」の「新又
は現点数」 1820.00

2



頁 変更箇所 改正後 改正前

16
第５章　２ (3) ア
例】CSVの記録

RI,11,101110010,,,3760,1,,,,,,,,1,～
RI,11,101110040,,,1880,1,,,,,,,,1,～

RI,11,101110010,,,3640,1,,,,,,,,1,～
RI,11,101110040,,,1820,1,,,,,,,,1,～

16

第５章　２ (3) ア
例】レセプトの
表示

11 * 初診料 　　　　　　　　　　　３７６０円× １
   * 初診料（同一日複数診療科受診）
     　　　　　　　　　　　　　　 １８８０円× １

11 01 初診料 　　　　　　　　　　　３６４０円× １
   02 初診料（同一日複数診療科受診）
      　　　　　　　　　　　　　　 １８２０円× １

16
第５章　２ (3) イ
例】表

「101120010：再診料」の「新又は現点数」 1390.00 「101120010：再診料」の「新又は現点数」 1360.00

16
第５章　２ (3) イ
例】CSVの記録

RI,12,101120010,,,1390,1,,,,,,,,1,～ RI,12,101120010,,,1360,1,,,,,,,,1,～

16

第５章　２ (3) イ
例】レセプトの
表示

12 * 再診料  　　　　　　　　　　　１３９０円× １ 12 01 再診料  　　　　　　　　　　　１３６０円× １

16
第５章　２ (3)
ウ　例】表

「101120010：再診料」の「新又は現点数」 1390.00 「101120010：再診料」の「新又は現点数」 1360.00

16

第５章　２ (3)
ウ　例】CSVの
記録

RI,12,101120010,,,1390,1,,,,,,,,1,～ RI,12,101120010,,,1360,1,,,,,,,,1,～

17
第５章　２ (3)
ウ　例】
 レセプトの表示

12 * 再診料  　　　　　　　　　　　１３９０円× １ 12 01 再診料  　　　　　　　　　　　１３６０円× １

17
第５章　２ (6) ア
例】 表

「101110010：初診料」の「新又は現点数」 3760.00 「101110010：初診料」の「新又は現点数」 3640.00

17
第５章　２ (6) ア
例】 CSVの記
録

RI,11,101110010,,,,1,,,,,,,,1,～
RI,,111000570,,85,3760,1,,,,,,,,1,～

RI,11,101110010,,,,1,,,,,,,,1,～
RI,,111000570,,85,3640,1,,,,,,,,1,～

18

第５章　２ (6) ア
例】 レセプトの
表示

11 * 初診料
     初診（時間外）加算　　　　 　　　   ８５× １
                                   ３７６０円× １

11 01 初診料
      初診（時間外）加算　　　　 　　　   ８５× １
                                    ３６４０円× １

3



頁 変更箇所 改正後 改正前

18
第５章　２ (6) イ
例1】 表

「101110010：初診料」の「新又は現点数」 3760.00 「101110010：初診料」の「新又は現点数」 3640.00

18
第５章　２ (6) イ
例1】 CSVの記
録

RI,11,101110010,,,,1,,,,,,,,1,～
RI,,111000570,,85,3760,1,,,,,,,,1,～

RI,11,101110010,,,,1,,,,,,,,1,～
RI,,111000570,,85,3640,1,,,,,,,,1,～

18

第５章　２ (6) イ
例1】 レセプトの
表示

11 * 初診料
     初診（時間外）加算　　　　 　　　   ８５× １
                                   ３７６０円× １

11 01 初診料
      初診（時間外）加算　　　　 　　　   ８５× １
                                    ３６４０円× １

18
第５章　２ (6)
ウ　例1】 表

「101120010：再診料」の「新又は現点数」 1390.00 「101120010：再診料」の「新又は現点数」 1360.00

18

第５章　２ (6)
ウ　例1】 CSV
の記録

RI,12,101120010,,,,3,,,,,,,,1,,,,,,,1,,,,,,,1,～
RI,,112015670,,,,3,,,,,,,,1,,,,,,,1,,,,,,,1,～
RI,,112015770,,4,1390,3,,,,,,,,1,,,,,,,1,,,,,,,1,～

RI,12,101120010,,,,3,,,,,,,,1,,,,,,,1,,,,,,,1,～
RI,,112015670,,,,3,,,,,,,,1,,,,,,,1,,,,,,,1,～
RI,,112015770,,4,1360,3,,,,,,,,1,,,,,,,1,,,,,,,1,～

20

第５章　２ (6)
ウ　例1】 レセプ
トの表示

12 * 再診料
     時間外対応加算２
　   明細書発行体制等加算　　              ４× ３
                                   １３９０円× ３

12 01 再診料
      時間外対応加算２
　    明細書発行体制等加算　　              ４× ３
                                    １３６０円× ３

20
第５章　２ (6)
ウ　例2】 表

「101120010：再診料」の「新又は現点数」 1390.00 「101120010：再診料」の「新又は現点数」 1360.00

20

第５章　２ (6)
ウ　例2】 CSV
の記録

RI,12,101120010,,,,3,,,,,,,,1,,,,,,,1,,,,,,,1,～
RI,,112015670,,,,3,,,,,,,,1,,,,,,,1,,,,,,,1,～
RI,,112015770,,4,1390,3,,,,,,,,1,,,,,,,1,,,,,,,1,～

RI,12,101120010,,,,3,,,,,,,,1,,,,,,,1,,,,,,,1,～
RI,,112015670,,,,3,,,,,,,,1,,,,,,,1,,,,,,,1,～
RI,,112015770,,4,1360,3,,,,,,,,1,,,,,,,1,,,,,,,1,～

20

第５章　２ (6)
ウ　例2】 レセプ
トの表示

12 * 再診料
     時間外対応加算２
　   明細書発行体制等加算　　              ４× ３
                                   １３９０円× ３

12 01 再診料
      時間外対応加算２
　    明細書発行体制等加算　　              ４× ３
                                    １３６０円× ３

20
第５章　２ (6) エ
例】 表

「101120010：再診料」の「新又は現点数」 1390.00 「101120010：再診料」の「新又は現点数」 1360.00

4



頁 変更箇所 改正後 改正前

20
第５章　２ (6) エ
例】 CSVの記
録

RI,12,101120010,,,1390,1,,,,,,,,1,～ RI,12,101120010,,,1360,1,,,,,,,,1,～

21

第５章　２ (6) エ
例】 レセプトの
表示

12 * 再診料 　　　 　　　　　　　　１３９０円× １ 12 01 再診料 　　　 　　　　　　　　１３６０円× １

21
第５章　２ (6)
オ　例】 表

「101120010：再診料」の「新又は現点数」 1390.00 「101120010：再診料」の「新又は現点数」 1360.00

21
第５章　２ (6)
オ　例】 CSVの
記録

RI,12,101120010,,,1390,1,,,,,,,,1,～ RI,12,101120010,,,1360,1,,,,,,,,1,～

21
第５章　２ (6)
オ　例】 レセプ
トの表示

12 * 再診料 　　　 　　　　　　　　１３９０円× １ 12 01 再診料 　　　 　　　　　　　　１３６０円× １

21
第５章　２ (6)
ケ　例】 表

「140000190」の「省略漢字名称」 時間外加算２（イに該当
を除く）（処置）

「140000190」の「省略漢字名称」 時間外加算（処置）

21

第５章　２ (6)
ケ　例】 レセプ
トの表示

40 * 創傷処置（１００ｃｍ２未満）
     右手部
     労災（２倍）（処置）
　   時間外加算２（イに該当を除く）（処置） １２６×
１
   * 初診時ブラッシング料（処置）
 　  時間外加算２（イに該当を除く）（処置） １２７×
１

40 01 創傷処置（１００ｃｍ２未満）
      右手部
      労災（２倍）（処置）
 　   時間外加算（処置） 　　　　　    １２６× １
   02 初診時ブラッシング料（処置）
 　   時間外加算（処置） 　　　　　    １２７× １

22
第６章　１ (5) 項目　使用量

モード　数字
項目　使用量
モード　英数

22
第７章　１ (5) 項目　使用量

モード　数字
項目　使用量
モード　英数

23
第７章　１ (9) 項目　単価

モード　数字
項目　単価
モード　英数

5



頁 変更箇所 改正後 改正前

25
第９章　１ (1)
エ

同一診療識別での診療識別コード記録単位に「*」を表示し
ます。

同一診療識別での診療識別コード記録単位に一連番号を昇順
に付与します。

25
第９章　２ (1)
例1】 表

「101110010：初診料」の「新又は現点数」 3760.00 「101110010：初診料」の「新又は現点数」 3640.00

29

第９章　２ (1)
例1】 CSVの記
録

RI,11,101110010,,,3760,1,,,,,,,,1,～ RI,11,101110010,,,3640,1,,,,,,,,1,～

32

第９章　２ (1)
例1】 レセプトの
表示

11 * 初診料 　　　　　　　　　　　３７６０円× １ 11 01 初診料 　　　　　　　　　　　３６４０円× １

32
第９章　２ (1)
例2】 表

「101110010：初診料」の「新又は現点数」 3760.00 「101110010：初診料」の「新又は現点数」 3640.00

32

第９章　２ (1)
例2】 CSVの記
録

RI,11,101110010,,,3760,1,,,,,,,,1,～ RI,11,101110010,,,3640,1,,,,,,,,1,～

32

第９章　２ (1)
例2】 レセプトの
表示

11 * 初診料 　　　　　　　　　　　３７６０円× １ 11 01 初診料 　　　　　　　　　　　３６４０円× １

32
第９章　２ (1)
例3】 表

「101110010：初診料」の「新又は現点数」 3760.00 「101110010：初診料」の「新又は現点数」 3640.00

32

第９章　２ (1)
例3】 CSVの記
録

RI,11,101110010,,,,1,,,,,,,,1,～
RI,,111000570,,85,3760,1,,,,,,,,1,～

RI,11,101110010,,,,1,,,,,,,,1,～
RI,,111000570,,85,3640,1,,,,,,,,1,～

32

第９章　２ (1)
例3】 レセプトの
表示

11 * 初診料
     初診（時間外）加算　　　　 　　　   ８５× １
                                   ３７６０円× １

11 01 初診料
      初診（時間外）加算　　　　 　　　   ８５× １
                                    ３６４０円× １

6



頁 変更箇所 改正後 改正前

32

第９章　２ (1)
例4】 表

「101110010：初診料」の「新又は現点数」 3760.00
「101110040：初診料（同一日複数診療科受診）」の「新又
は現点数」 1880.00

「101110010：初診料」の「新又は現点数」 3640.00
「101110040：初診料（同一日複数診療科受診）」の「新又
は現点数」 1820.00

32
第９章　２ (1)
例4】 CSVの記
録

RI,11,101110010,,,3760,1,,,,,,,,1,～
RI,11,101110040,,,1880,1,,,,,,,,1,～

RI,11,101110010,,,3640,1,,,,,,,,1,～
RI,11,101110040,,,1820,1,,,,,,,,1,～

33

第９章　２ (1)
例4】 レセプトの
表示

11 * 初診料 　　　　　　　　　　　３７６０円× １
   * 初診料（同一日複数診療科受診）
     　　　　　　　　　　　　　　 １８８０円× １

11 01 初診料 　　　　　　　　　　　３６４０円× １
   02 初診料（同一日複数診療科受診）
      　　　　　　　　　　　　　　 １８２０円× １

33
第９章　２ (2)
例1】 表

「101120010：再診料」の「新又は現点数」 1390.00 「101120010：再診料」の「新又は現点数」 1360.00

33

第９章　２ (2)
例1】 CSVの記
録

RI,12,101120010,,,1390,1,,,,,,,,1,～ RI,12,101120010,,,1360,1,,,,,,,,1,～

33

第９章　２ (2)
例1】 レセプトの
表示

12 * 再診料 　　　 　　　　　　　　１３９０円× １ 12 01 再診料 　　　 　　　　　　　　１３６０円× １

33
第９章　２ (2)
例2】 表

「101120010：再診料」の「新又は現点数」 1390.00 「101120010：再診料」の「新又は現点数」 1360.00

33

第９章　２ (2)
例2】 CSVの記
録

RI,12,101120010,,,1390,1,,,,,,,,1,～ RI,12,101120010,,,1360,1,,,,,,,,1,～

34

第９章　２ (2)
例2】 レセプトの
表示

12 * 再診料 　　　 　　　　　　　　１３９０円× １ 12 01 再診料 　　　 　　　　　　　　１３６０円× １

34
第９章　２ (2)
例3】 表

「101120010：再診料」の「新又は現点数」 1390.00 「101120010：再診料」の「新又は現点数」 1360.00

7



頁 変更箇所 改正後 改正前

34

第９章　２ (2)
例3】 CSVの記
録

RI,12,101120010,,,,1,,,,,,,,1,～
RI,,101120020,,3,1390,1,,,,,,,,1,～

RI,12,101120010,,,,1,,,,,,,,1,～
RI,,101120020,,3,1360,1,,,,,,,,1,～

34

第９章　２ (2)
例3】 レセプトの
表示

12 * 再診料
     時間外対応加算２　 　　　　　　　　   ３× １
                                   １３９０円× １

12 01 再診料
      時間外対応加算２　 　　　　　　　　   ３× １
                                    １３６０円× １

34
第９章　２ (2)
例4】 表

「101120010：再診料」の「新又は現点数」 1390.00 「101120010：再診料」の「新又は現点数」 1360.00

34

第９章　２ (2)
例4】 CSVの記
録

RI,12,101120010,,,,3,,,,,,,,1,,,,,,,1,,,,,,,1,～
RI,,112015670,,,,3,,,,,,,,1,,,,,,,1,,,,,,,1,～
RI,,112015770,,4,1390,3,,,,,,,,1,,,,,,,1,,,,,,,1,～

RI,12,101120010,,,,3,,,,,,,,1,,,,,,,1,,,,,,,1,～
RI,,112015670,,,,3,,,,,,,,1,,,,,,,1,,,,,,,1,～
RI,,112015770,,4,1360,3,,,,,,,,1,,,,,,,1,,,,,,,1,～

35

第９章　２ (2)
例4】 レセプトの
表示

12 * 再診料
     時間外対応加算２
　   明細書発行体制等加算　　              ４× ３
                                   １３９０円× ３

12 01 再診料
      時間外対応加算２
　    明細書発行体制等加算　　              ４× ３
                                    １３６０円× ３

35
第９章　２ (2)
例5】 表

「112011310：外来診療料」の「新又は現点数」 73.00 「112011310：外来診療料」の「新又は現点数」 70.00

35

第９章　２ (2)
例5】 CSVの記
録

RI,12,112011310,,73,,3,,,,,,,,1,,,,,,,1,,,,,,,1,～ RI,12,112011310,,70,,3,,,,,,,,1,,,,,,,1,,,,,,,1,～

35

第９章　２ (2)
例5】 レセプトの
表示

12 * 外来診療料　　 　　　　　　         ７３× ３ 12 01 外来診療料　　 　　　　　　         ７０× ３

35
第９章　２ (2)
例6】 表

「101120010：再診料」の「新又は現点数」 1390.00 「101120010：再診料」の「新又は現点数」 1360.00

8



頁 変更箇所 改正後 改正前

35

第９章　２ (2)
例6】 CSVの記
録

RI,12,101120010,,,1390,1,,,,,,,,1,～ RI,12,101120010,,,1360,1,,,,,,,,1,～

35

第９章　２ (2)
例6】 レセプトの
表示

12 * 再診料                        １３９０円× １ 12 01 再診料                        １３６０円× １

35
第９章　２ (2)
例7】 表

「101120010：再診料」の「新又は現点数」 1390.00 「101120010：再診料」の「新又は現点数」 1360.00

35

第９章　２ (2)
例7】 CSVの記
録

RI,12,101120010,,,1390,1,,,,,,,,,,,,,,,,1,～ RI,12,101120010,,,1360,1,,,,,,,,,,,,,,,,1,～

36

第９章　２ (2)
例7】 レセプトの
表示

12 * 再診料                        １３９０円× １ 12 01 再診料                        １３６０円× １

36
第９章　２ (2)
例8】 表

「101120010：再診料」の「新又は現点数」 1390.00 「101120010：再診料」の「新又は現点数」 1360.00

36

第９章　２ (2)
例8】 CSVの記
録

RI,12,101120010,,,1390,1,,,,,,,,1,～ RI,12,101120010,,,1360,1,,,,,,,,1,～

37

第９章　２ (2)
例8】 レセプトの
表示

12 * 再診料                        １３９０円× １ 12 01 再診料                        １３６０円× １

37
第９章　２ (4)
例2】 表

「140000190」の「省略漢字名称」 時間外加算２（イに該当
を除く）（処置）

「140000190」の「省略漢字名称」 時間外加算（処置）

9



頁 変更箇所 改正後 改正前

37

第９章　２ (4)
例2】 レセプトの
表示

40 * 創傷処置１（なし・１．５倍・２倍）
     前額部
     左足部
     右手部
     時間外加算２（イに該当を除く）（処置）  ２８４×
１

40 01 創傷処置１（なし・１．５倍・２倍）
      前額部
      左足部
      右手部
      時間外加算（処置）                ２８４× １

39
第９章　２ (4)
例3】 表

「140000190」の「省略漢字名称」 時間外加算２（イに該当
を除く）（処置）

「140000190」の「省略漢字名称」 時間外加算（処置）

39

第９章　２ (4)
例3】 レセプトの
表示

40 * 熱傷処置２（なし・２倍）
     背部
     左右手部
     時間外加算２（イに該当を除く）（処置）  ６１７×
１

40 01 熱傷処置２（なし・２倍）
      背部
      左右手部
      時間外加算（処置）               ６１７× １

39
第９章　２ (4)
例9】 表

「101800280：運動器リハビリテーション料（１）」の「新
又は現点数」 185.00

「101800280：運動器リハビリテーション料（１）」の「新
又は現点数」 180.00

39

第９章　２ (4)
例9】 CSVの記
録

RI,80,101800280,1,,,1,890000001,２０５６１００６２０５
９,,,,,,,,,,,,,,1,～
RI,,101800010,,278,,1,,,,,,,,,,,,,,,,1,～

RI,80,101800280,1,,,1,890000001,２０５６１００６２０５
９,,,,,,,,,,,,,,1,～
RI,,101800010,,270,,1,,,,,,,,,,,,,,,,1,～

43

第９章　２ (4)
例9】 レセプトの
表示

80 * 運動器リハビリテーション料（１）１単位
     右下腿部
     労災（１．５倍）（リハビリテーション）
                                       ２７８× １

80 01 運動器リハビリテーション料（１）１単位
      右下腿部
      労災（１．５倍）（リハビリテーション）
                                        ２７０× １

43
第９章　２ (4)
例10】 表

「101800330：運動器リハビリテーション料（３）」の「新
又は現点数」 85.00

「101800330：運動器リハビリテーション料（３）」の「新
又は現点数」 80.00

43

第９章　２ (4)
例10】 CSVの
記録

RI,80,101800330,1,,,1,890000001,２０４９１０４
８,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,～
RI,,101800010,,128,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,～

RI,80,101800330,1,,,1,890000001,２０４９１０４
８,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,～
RI,,101800010,,120,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,～

10



頁 変更箇所 改正後 改正前

43

第９章　２ (4)
例10】 レセプト
の表示

80 * 運動器リハビリテーション料（３）１単位
     左手部
     労災（１．５倍）（リハビリテーション）
                                       １２８× １

80 01 運動器リハビリテーション料（３）１単位
      左手部
      労災（１．５倍）（リハビリテーション）
                                        １２０× １

43
第９章　２ (5)
例6】 表

「150371390」の「省略漢字名称」 時間外加算１（手術）、
「新又は現点数」 80.00

「140000190」の「省略漢字名称」 時間外加算（処置）、
「新又は現点数」 40.00

43

第９章　２ (5)
例6】 CSVの記
録

RI,50,150016910,,,,1,890000001,２０５６１００６２０５
９,
,,,,,,,,,,,,1,～
RI,,150371390,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,1,～
RI,,101500020,,4806,,1,,,,,,,,,,,,,,,1,～

RI,50,150016910,,,,1,890000001,２０５６１００６２０５
９,
,,,,,,,,,,,,1,～
RI,,140000190,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,1,～
RI,,101500020,,3738,,1,,,,,,,,,,,,,,,1,～

43

第９章　２ (5)
例6】 レセプトの
表示

50 * 骨折非観血的整復術（下腿）
     右下腿部
     時間外加算１（手術）
     労災（１．５倍）（手術）        ４８０６× １

50 01 骨折非観血的整復術（下腿）
      右下腿部
      時間外加算（手術）
      労災（１．５倍）（手術）        ３７３８× １

48

第９章　２ (5)
例6】 レセプトの
表示の吹き出し

計算式
1780点 ＋ 1780点 × 80％ ＋ （1780点 ＋ 1780点 ×
80％） × 50％ → 4806点

計算式
1780点 ＋ 1780点 × 40％ ＋ （1780点 ＋ 1780点 ×
40％） × 50％ → 3738点

48
第９章　２ (7)
例1】 表

「101800280：運動器リハビリテーション料（１）」の「新
又は現点数」 185.00

「101800280：運動器リハビリテーション料（１）」の「新
又は現点数」 180.00

48

第９章　２ (7)
例1】 CSVの記
録

RI,80,101800280,2,,,1,890000001,２０５６１０７
７,810000001,対象疾患：右大腿骨頸部骨折,840000045,０６
１０,,,,,,,,,,1,～
RI,,101800010,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,1,～
RI,,180030770,2,616,,1,,,,,,,,,,,,,,,,1,～

RI,80,101800280,2,,,1,890000001,２０５６１０７
７,810000001,対象疾患：右大腿骨頸部骨折,840000045,０６
１０,,,,,,,,,,1,～
RI,,101800010,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,1,～
RI,,180030770,2,600,,1,,,,,,,,,,,,,,,,1,～

11



頁 変更箇所 改正後 改正前

51

第９章　２ (7)
例1】 レセプトの
表示

80 * 運動器リハビリテーション料（１）　２単位
     右大腿部
     対象疾患：右大腿骨頸部骨折
     発症月日　６月１０日
     労災（１．５倍）（リハビリテーション）
 　　早期リハビリテーション加算　２単位
                                      ６１６× １

80 01 運動器リハビリテーション料（１）　２単位
      右大腿部
      対象疾患：右大腿骨頸部骨折
      発症月日　６月１０日
      労災（１．５倍）（リハビリテーション）
　　　早期リハビリテーション加算　２単位
                                       ６００× １

51

第９章　２ (7)
例1】 レセプトの
表示の吹き出し

運動器リハビリテーション料（１）は，点数が185点です
が，四肢加算(１．５倍)し、1単位あたり278点となります。
早期リハビリテーション加算は，1単位あたり30点なので、
合計すると308点となります。
2単位の場合は，1単位あたりの点数を2倍にして、616点とな
ります。

計算式
 {185点 ＋ 185点 × 50％ ＋ 30点}×2単位 → 616点

運動器リハビリテーション料（１）は，点数が180点です
が，1単位ごとのきざみ点数が180点であるため，2単位の場
合，360点となります。
早期リハビリテーション加算は，点数が30点ですが，1単位
ごとのきざみ点数が30点であるため，2単位の場合，60点と
なります。

計算式
 360点 ＋ 360点 × 50％ ＋ 60点 → 600点

51

第９章　２ (7)
例1】

運動器リハビリテーション料（１）（１．５倍）（合成項
目）を使用した記録例を追加しました。

-

51
第９章　２ (7)
例2】 表

「101800280：運動器リハビリテーション料（１）」の「新
又は現点数」 185.00

「101800280：運動器リハビリテーション料（１）」の「新
又は現点数」 180.00

51

第９章　２ (7)
例2】 CSVの記
録

RI,80,101800280,2,,,1,890000001,２０５６１０７
７,,,,,,1,～
RI,,101800080,,,,1,,,,,,,,1,～
RI,,101800010,,593,,1,,,,,,,,1,～

RI,80,101800280,1,,,1,890000001,２０５６１０７
７,,,,,,1,～
RI,,101800080,,,,1,,,,,,,,1,～
RI,,101800010,,306,,1,,,,,,,,1,～

12



頁 変更箇所 改正後 改正前

51

第９章　２ (7)
例2】 レセプトの
表示

80 * 運動器リハビリテーション料（１）　２単位
     右大腿部
     労災リハ（1．２倍）
     労災（１．５倍）（リハビリテーション）
                                       ５９３× １

80 01 運動器リハビリテーション料（１）　１単位
      右大腿部
      労災リハ（1．２倍）
      労災（１．５倍）（リハビリテーション）
                                        ３０６× １

51

第９章　２ (7)
例2】 レセプトの
表示の吹き出し

左記の順に記録しますが、労災リハ（１．２倍）は四肢加算
の対象としません。左記の順に記録しますが、労災リハ
（１．２倍）は四肢加算の対象としません。
運動器リハビリテーション料（１）は、点数が185点です
が、四肢加算(１．５倍)し、1単位あたり278点となります。
2単位の場合は、1単位あたりの点数を2倍にして、556点とな
ります。労災リハ（１．２倍）は、運動器リハビリテーショ
ン料（１）の点数185点を0.2倍した37点を加算します。

計算式
 （185点 ＋ 185点 × 50％）× 2単位 ＋185点 × 20％ →
593点

左記の順に記録しますが，労災リハ（１．２倍）は四肢加算
の対象としません。

計算式
 180点 ＋ 180点 × 20％ ＋180点 × 50％ → 306点

51

第９章　２ (7)
例2】

運動器リハビリテーション料（１）を２単位実施した例に変
更し、運動器リハビリテーション料（１）（１．５倍）（合
成項目）を使用した記録例を追加しました。

-

51

第９章　２ (8)
例1】 表

「190119010：特定機能病院精神病棟７対１入院基本料」の
「新又は現点数」 1350.00
「190119210：重度認知症加算（特定機能病院精神病棟入院
基本料）」の「新又は現点数」 300.00

「190119010：特定機能病院精神病棟７対１入院基本料」の
「新又は現点数」 1322.00
「190119210：重度認知症加算（特定機能病院精神病棟入院
基本料）」の「新又は現点数」 100.00

13



頁 変更箇所 改正後 改正前

51

第９章　２ (8)
例1】 CSVの記
録

RI,90,190119010,,,,6,,,,,,,1,1,1,1,1,1,～
RI,,190089770,,,,6,,,,,,,1,1,1,1,1,1,～
RI,,190119210,,,,6,,,,,,,1,1,1,1,1,1,～
RI,,101900010,,2650,,6,,,,,,,1,1,1,1,1,1,～

RI,90,190119010,,,,6,,,,,,,1,1,1,1,1,1,～
RI,,190089770,,,,6,,,,,,,1,1,1,1,1,1,～
RI,,190119210,,,,6,,,,,,,1,1,1,1,1,1,～
RI,,101900010,,2354,,6,,,,,,,1,1,1,1,1,1,～

54

第９章　２ (8)
例1】 レセプトの
表示

90 * 特定機能病院精神病棟７対１入院基本料
     特定機能病院精神病棟入院期間加算（１４日以内）
     重度認知症加算（特定機能病院精神病棟入院基本料）
     労災（２週間以内）（１．３倍）　　　   ２６５０×
６

90 01 特定機能病院精神病棟７対１入院基本料
      特定機能病院精神病棟入院期間加算（１４日以内）
      重度認知症加算（特定機能病院精神病棟入院基本料）
      労災（２週間以内）（１．３倍）　　　   ２３５４
× ６

54

第９章　２ (8)
例1】 レセプトの
表示の吹き出し

左記の順に記録しますが、特定機能病院精神病棟入院期間加
算（１４日以内）は、入院の日から起算して2週間以内の期
間は健保点数の1.3倍の対象としません。

計算式
 1350点 ＋ 505点 ＋ 300点
   ＋ （1350点 ＋ 300点）× 30％
     → 2650点

左記の順に記録しますが，特定機能病院精神病棟入院期間加
算（１４日以内）は，入院の日から起算して2週間以内の期
間は健保点数の1.3倍の対象としません。

計算式
 1322点 ＋ 505点 ＋ 100点
   ＋ （1322点 ＋ 100点）× 30％
     → 2354点

54

第９章　２ (8)
例2】 表

「190119010：特定機能病院精神病棟７対１入院基本料」の
「新又は現点数」 1350.00
「190119210：重度認知症加算（特定機能病院精神病棟入院
基本料）」の「新又は現点数」 300.00

「190119010：特定機能病院精神病棟７対１入院基本料」の
「新又は現点数」 1322.00
「190119210：重度認知症加算（特定機能病院精神病棟入院
基本料）」の「新又は現点数」 100.00

14



頁 変更箇所 改正後 改正前

54

第９章　２ (8)
例2】 CSVの記
録

RI,90,190119010,,,,14,,,,,,,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,～
RI,,190089770,,,,14,,,,,,,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
～
RI,,190119210,,,,14,,,,,,,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
～
RI,,101900010,,2650,,14,,,,,,,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,～
RI,90,190119010,,,,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,～
RI,,190089870,,,,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,～
RI,,190119210,,,,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,～
RI,,101900010,,1917,,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,～

RI,90,190119010,,,,14,,,,,,,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,～
RI,,190089770,,,,14,,,,,,,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
～
RI,,190119210,,,,14,,,,,,,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
～
RI,,101900010,,2354,,14,,,,,,,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,～
RI,90,190119010,,,,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,～
RI,,190089870,,,,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,～
RI,,190119210,,,,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,～
RI,,101900010,,1686,,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,～

54

第９章　２ (8)
例2】 レセプトの
表示

90 * 特定機能病院精神病棟７対１入院基本料
     特定機能病院精神病棟入院期間加算（１４日以内）
     重度認知症加算（特定機能病院精神病棟）
     労災（２週間以内）（１．３倍）　　　　 ２６５０×
１４
   * 特定機能病院精神病棟７対１入院基本料
     特定機能病院精神病棟入院期間加算（１５日以上３０
日以内）
     重度認知症加算（特定機能病院精神病棟）
     労災（２週間超）（１．０１倍）　　　　 １９１７×
２

90 01 特定機能病院精神病棟７対１入院基本料
      特定機能病院精神病棟入院期間加算（１４日以内）
      重度認知症加算（特定機能病院精神病棟）
      労災（２週間以内）（１．３倍）　　　　 ２３５４
× １４
   02 特定機能病院精神病棟７対１入院基本料
      特定機能病院精神病棟入院期間加算（１５日以上３０
日以内）
      重度認知症加算（特定機能病院精神病棟）
      労災（２週間超）（１．０１倍）　　　　 １６８６
× ２

54

第９章　２ (8)
例2】 レセプトの
表示の吹き出し

計算式
 1350点 ＋ 250点 ＋ 300点
  ＋ （1350点 ＋ 300点） × 1％
     → 1917点

計算式
 1322点 ＋ 250点 ＋ 100点
  ＋ （1322点 ＋ 100点） × 1％
     → 1686点

15



頁 変更箇所 改正後 改正前

54

第９章　２ (8)
例4】 表

「190077410：一般病棟１０対１入院基本料」の「新又は現
点数」 1332.00

「190077410：一般病棟１０対１入院基本料」の「新又は現
点数」 1311.00

54

第９章　２ (8)
例4】 CSVの記
録

RI,90,190077410,,,,6,,,,,,,1,1,1,1,1,1,～
RI,,190079470,,,,6,,,,,,,1,1,1,1,1,1,～
RI,,190107890,,,,6,,,,,,,1,1,1,1,1,1,～
RI,,101900010,,,,6,,,,,,,1,1,1,1,1,1,～
RI,,190077070,,1982,,6,,,,,,,1,1,1,1,1,1,～

RI,90,190077410,,,,6,,,,,,,1,1,1,1,1,1,～
RI,,190079470,,,,6,,,,,,,1,1,1,1,1,1,～
RI,,190107890,,,,6,,,,,,,1,1,1,1,1,1,～
RI,,190077070,,,,6,,,,,,,1,1,1,1,1,1,～
RI,,101900010,,1957,,6,,,,,,,1,1,1,1,1,1,～

55

第９章　２ (8)
例4】 レセプトの
表示

90 * 一般病棟１０対１入院基本料
     一般病棟入院期間加算（１４日以内）
     標欠（１００分の１０減額）
     労災（２週間以内）（１．３倍）
     １級地地域加算　　                  　１９８２×
６

90 01 一般病棟１０対１入院基本料
      一般病棟入院期間加算（１４日以内）
      標欠（１００分の１０減額）
      １級地地域加算
      労災（２週間以内）（１．３倍）　　  　１９５７×
６

55

第９章　２ (8)
例4】 レセプトの
表示の吹き出し

標欠減額対象外の診療行為は標欠コードの下に記録します。

計算式
（1332点 － 1332点 × 10％）
　＋ （450点 － 450点 × 10％）
　 ＋ （（1332点 － 1332点 × 10％） × 30％）
    ＋ 18点
　　　 → 1982点

標欠減額対象外の診療行為は標欠コードの下に記録します。

計算式
（1311点 － 1311点 × 10％）
　＋ （450点 － 450点 × 10％） ＋ 18点
　 ＋ （（1311点 － 1311点 × 10％） × 30％）
　　　 → 1957点

55

第９章　２ (8)
例5】 表

「190077510：一般病棟１３対１入院基本料」の「新又は現
点数」 1121.00
「101900100:一般病棟看護必要度評価加算（一般病棟入院基
本料）（労災用）」の「注加算通番」 6

「190077510：一般病棟１３対１入院基本料」の「新又は現
点数」 1103.00
「101900100:一般病棟看護必要度評価加算（一般病棟入院基
本料）（労災用）」の「注加算通番」 5

16



頁 変更箇所 改正後 改正前

55

第９章　２ (8)
例5】 CSVの記
録

RI,90,190077510,,,,6,,,,,,,1,1,1,1,1,1,～
RI,,190079470,,,,6,,,,,,,1,1,1,1,1,1,～
RI,,101900100,,,,6,,,,,,,1,1,1,1,1,1,～
RI,,101900010,,1914,,6,,,,,,,1,1,1,1,1,1,～

RI,90,190077510,,,,6,,,,,,,1,1,1,1,1,1,～
RI,,190079470,,,,6,,,,,,,1,1,1,1,1,1,～
RI,,101900100,,,,6,,,,,,,1,1,1,1,1,1,～
RI,,101900010,,1890,,6,,,,,,,1,1,1,1,1,1,～

55

第９章　２ (8)
例5】 レセプトの
表示

90 * 一般病棟１３対１入院基本料
     一般病棟入院期間加算（１４日以内）
     一般病棟看護必要度評価加算（一般病棟入院基本料）
（労災用）
     労災（２週間以内）（１．３倍）　　  　１９１４×
６

90 01 一般病棟１３対１入院基本料
      一般病棟入院期間加算（１４日以内）
      一般病棟看護必要度評価加算（一般病棟入院基本料）
（労災用）
      労災（２週間以内）（１．３倍）　　  　１８９０×
６

55

第９章　２ (8)
例5】 レセプトの
表示の吹き出し

計算式
 1121点 ＋ 450点 ＋ 5点
　＋ （1121点 ＋ 5点） × 30％ → 1914点

計算式
 1103点 ＋ 450点 ＋ 5点
　＋ （1103点 ＋ 5点） × 30％ → 1890点

55

第９章　２ (8)
例6】 表

「190117710：一般病棟７対１入院基本料」の「新又は現点
数」 1591.00

「190117710：一般病棟７対１入院基本料」の「新又は現点
数」 1566.00

55

第９章　２ (8)
例6】 CSVの記
録

RI,90,190117710,,,,4,,,,,,,1,1,1,,,1,～
RI,,101900010,,2068,,4,,,,,,,1,1,1,,,1,～
RI,90,190117710,,,,2,,,,,,,,,,1,1,～
RI,,190107290,,,,2,,,,,,,,,,1,1,～
RI,,101900010,,311,,2,,,,,,,,,,1,1,～

RI,90,190117710,,,,4,,,,,,,1,1,1,,,1,～
RI,,101900010,,2036,,4,,,,,,,1,1,1,,,1,～
RI,90,190117710,,,,2,,,,,,,,,,1,1,～
RI,,190107290,,,,2,,,,,,,,,,1,1,～
RI,,101900010,,306,,2,,,,,,,,,,1,1,～

17
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56

第９章　２ (8)
例6】レセプトの
表示

90 * 一般病棟７対１入院基本料
     労災（２週間以内）（１．３倍）　　   　２０６８×
４
   * 一般病棟７対１入院基本料
     外泊（入院基本料の減額）
     労災（２週間以内）（１．３倍）　　　 　　３１１×
２

90 01 一般病棟７対１入院基本料
      労災（２週間以内）（１．３倍）　　   　２０３６
× ４
   02 一般病棟７対１入院基本料
      外泊（入院基本料の減額）
      労災（２週間以内）（１．３倍）　　　 　　３０６
× ２

56

第９章　２ (8)
例6】レセプトの
表示の吹き出し

計算式
 1591点 ＋ 1591点 × 30％ → 2068点

計算式
 1566点 ＋ 1566点 × 30％ → 2036点

56

第９章　２ (8)
例6】レセプトの
表示の吹き出し

計算式
（1591点 － 1591点 × 85％）
　　＋ （1591点 － 1591点 × 85％） × 30％
　　　 → 311点

計算式
（1566点 － 1566点 × 85％）
　　＋ （1566点 － 1566点 × 85％） × 30％
　　　 → 306点

56

第９章　２ (8)
例7】 表

「190117710：一般病棟７対１入院基本料」の「新又は現点
数」 1591.00

「190117710：一般病棟７対１入院基本料」の「新又は現点
数」 1566.00

56

第９章　２ (8)
例7】CSVの記
録

RI,90,190117710,,,,6,,,,,,,1,1,1,1,1,1,～
RI,,101900010,,2068,,6,,,,,,,1,1,1,1,1,1,～

RI,90,190117710,,,,6,,,,,,,1,1,1,1,1,1,～
RI,,101900010,,2036,,6,,,,,,,1,1,1,1,1,1,～

56

第９章　２ (8)
例7】レセプトの
表示

90 * 一般病棟７対１入院基本料
     労災（２週間以内）（１．３倍）　　 　２０６８×
６

90 01 一般病棟７対１入院基本料
      労災（２週間以内）（１．３倍）　　 　２０３６×
６

56

第９章　２ (8)
例7】レセプトの
表示の吹き出し

計算式
 1591点 ＋ 1591点 × 30％ → 2068点

計算式
 1566点 ＋ 1566点 × 30％ → 2036点

18
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56
第９章　２ (8)
例8】

労災治療計画加算の記録例を追加しました。 -

19


