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操作マニュアル　－労災保険指定医療機関等用－（令和4年3月版）

1 変更 表紙
令和４年３月版 令和３年２月版

2 変更 目次

2.業務を始める前の準備

2.2 端末をセットアップする    2-4

2.業務を始める前の準備

2.2 端末をセットアップする    2-3

3 変更 目次

4.業務を開始する

4.2.2 ファイルをダウンロードする    4-12
4.2.3 ページを切り替える            4-15
4.3   お知らせを確認する            4-17
4.4   操作で使用する画面            4-19
4.4.1 お知らせで使用する画面        4-19

4.業務を開始する

4.2.2 ファイルをダウンロードする    4-10
4.2.3 ページを切り替える            4-13
4.3   お知らせを確認する            4-15
4.4   操作で使用する画面            4-17
4.4.1 お知らせで使用する画面        4-17

4 追加 2-2

「2.1 動作環境」
(2) Windows 系 OS の端末を利用する場合
表2-1 前提 OS と利用できる Web ブラウザ（Windows系 OSの場合）

以下の項目を追加

＜項目名＞
　項番：7
　前提OS：Microsoft® Windows® 10 *2
　利用できるWebブラウザ：Microsoft Edge®(Chromium)

－

5 追加 2-3

「2.1 動作環境」
(4) Linux 系 OS の 端末 を利用する 場合
表2-3 前提 OS と利用できる Web ブラウザ（Linux系 OSの場合）

以下の項目を追加

＜項目名＞
　項番：2
　前提OS：Ubuntu 20.04
　利用できるWebブラウザ：Mozilla Firefox® 90

－

6 追加 4-5

「4.2 共通の操作」
「4.2.1 ファイルをアップロードする」
(2) Windowsでブラウザ（Microsoft Edge）をご利用の場合
注意事項

以下の記載を追加
＜記載内容＞
Windowsでブラウザ（Microsoft Edge）をご利用の場合、ファイルをアップロードする旨のメッセージが表
示される場合があります。表示された場合、［アップロード］ボタンをクリックします。

－

項番 改定区分 ページ 改　定　後 改　定　前
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項番 改定区分 ページ 改　定　後 改　定　前

7 変更 4-8

「4.2 共通の操作」
「4.2.1 ファイルをアップロードする」

以下の項目を変更

＜項目名＞
(5) Linuxでブラウザ（Mozilla Firefox 18.0.2以前）をご利用の場合

「4.2 共通の操作」
「4.2.1 ファイルをアップロードする」

以下の項目を変更

＜項目名＞
(5) Linuxの場合

8 追加 4-11

「4.2 共通の操作」
「4.2.1 ファイルをアップロードする」

以下の項目を追加

＜項目名＞
（6）Linuxでブラウザ（Mozilla Firefox 90）をご利用の場合

＜記載内容＞
レセプトファイルのアップロードについて、「Firefox 90」の場合のアップロード手順を追加
・レセプト送信画面
・フォルダの選択画面

注意事項に以下の記載を追加
Linuxでブラウザ（Mozilla Firefox 90）をご利用の場合、ファイルをアップロードする旨のメッセージが表示
される場合があります。表示された場合、［アップロード］ボタンをクリックします。

－

9 追加 5-11

「5.1 レセプト情報を送信する」
(2) Windowsでブラウザ（Microsoft Edge）をご利用の場合
注意事項

以下の記載を追加

＜記載内容＞
Windowsでブラウザ（Microsoft Edge）をご利用の場合、ファイルをアップロードする旨のメッセージが表
示される場合があります。表示された場合、［アップロード］ボタンをクリックします。

－

10 追加 7-11

「7.1 レセプト情報を送信する」
(2) Windowsでブラウザ（Microsoft Edge）をご利用の場合
注意事項

以下の記載を追加

＜記載内容＞
Windowsでブラウザ（Microsoft Edge）をご利用の場合、ファイルをアップロードする旨のメッセージが表
示される場合があります。表示された場合、［アップロード］ボタンをクリックします。

－
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項番 改定区分 ページ 改　定　後 改　定　前

11 追加 10-20

「10.2 レセプト情報を送信する」
(2) Windowsでブラウザ（Microsoft Edge）をご利用の場合
注意事項

以下の記載を追加

＜記載内容＞
Windowsでブラウザ（Microsoft Edge）をご利用の場合、ファイルをアップロードする旨のメッセージが表
示される場合があります。表示された場合、［アップロード］ボタンをクリックします。

－

12 追加 12-11

「12.1 レセプト情報を送信する」
(2) Windowsでブラウザ（Microsoft Edge）をご利用の場合
注意事項

以下の記載を追加

＜記載内容＞
Windowsでブラウザ（Microsoft Edge）をご利用の場合、ファイルをアップロードする旨のメッセージが表
示される場合があります。表示された場合、［アップロード］ボタンをクリックします。

－

13 追加 14-11

「14.1 レセプト情報を送信する」
(2) Windowsでブラウザ（Microsoft Edge）をご利用の場合
注意事項

以下の記載を追加

＜記載内容＞
Windowsでブラウザ（Microsoft Edge）をご利用の場合、ファイルをアップロードする旨のメッセージが表
示される場合があります。表示された場合、［アップロード］ボタンをクリックします。

－

14 追加 17-20

「17.2 レセプト情報を送信する」
(2) Windowsでブラウザ（Microsoft Edge）をご利用の場合
注意事項

以下の記載を追加

＜記載内容＞
Windowsでブラウザ（Microsoft Edge）をご利用の場合、ファイルをアップロードする旨のメッセージが表
示される場合があります。表示された場合、［アップロード］ボタンをクリックします。

－
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