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2022/7/4
No 変更箇所 変更後 変更前 変更理由

1 表紙 令和４年７月 令和２年１０月 －

2 はじめに １ 令和４年４月１日現在 令和２年４月１日現在 令和４年度診療報酬改定の内
容を反映及び文言の見直しを
行いました。

3 はじめに ３ 令和４年３月４日厚生労働省告示第５４号 により一部改正 令和２年３月５日厚生労働省告示第５７号 により一部改正 令和４年度診療報酬改定の内
容を反映及び文言の見直しを
行いました。

4 はじめに ４ 本手引は、「労災レセプト電算処理システム　オンライン
又は光ディスクによる請求に係る記録条件仕様（医科用）
（令和２年１０月版）」に基づく記録方法を示したもの
で、診療内容は例示です。

本手引は、「労災レセプト電算処理システム　オンライン
又は光ディスクによる請求に係る記録条件仕様（医科用）
（令和２年４月版）」に基づく記録方法を示したもので、
診療内容は例示です。

令和４年度診療報酬改定の内
容を反映及び文言の見直しを
行いました。

5 第５章　２（6）イ 例】
表

「101500050：創傷処理（筋肉に達しない）（手の指３
本）」の「新又は現点数」　2120.00

「101500050：創傷処理（筋肉に達しない）（手の指３
本）」の「新又は現点数」　1880.00

令和４年度診療報酬改定の内
容を反映及び文言の見直しを
行いました。

6 第５章　２（6）イ 例】
CSVの記録

RI,50,101500050,,,,1,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,
RI,,150001570,,,,1,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,
RI,,101500010,,2320,,1,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,

RI,50,101500050,,,,1,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,
RI,,150001570,,,,1,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,
RI,,101500010,,2080,,1,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,

令和４年度診療報酬改定の内
容を反映及び文言の見直しを
行いました。

7 第５章　２（6）イ 例】
レセプトの表示

50 * 創傷処理（筋肉に達しない）（手の指３本）
     デブリードマン加算（汚染された挫創）
     労災（２倍）（手術）　　　　　　２３２０×１

50 * 創傷処理（筋肉に達しない）（手の指３本）
     デブリードマン加算（汚染された挫創）
     労災（２倍）（手術）　　　　　　２０８０×１

令和４年度診療報酬改定の内
容を反映及び文言の見直しを
行いました。

8 第５章　２（6）イ 例】
CSVの記録の吹き
出し

左記の順に記録しますが、手の指の創傷処理（筋肉に達し
ないもの）については、四肢加算の乗算対象としません。

計算式
 2120点 ＋ 100点 ＋ 100点 × 100％ → 2320点

左記の順に記録しますが、手の指の創傷処理（筋肉に達し
ないもの）については、四肢加算の乗算対象としません。

計算式
 1880点 ＋ 100点 ＋ 100点 × 100％ → 2080点

令和４年度診療報酬改定の内
容を反映及び文言の見直しを
行いました。

9 第５章　２（6）イ 例】
レセプトの表示の吹
き出し

手の指の創傷処理（筋肉に達しないもの）は
健保点数にかかわらず下記点数で算定します。
指１本　１０６０点
指２本　１５９０点
指３本　２１２０点
指４本　２６５０点
指５本　２６５０点
※さらに四肢加算しません。

手の指の創傷処理（筋肉に達しないもの）は
健保点数にかかわらず下記点数で算定します。
指１本　　９４０点
指２本　１４１０点
指３本　１８８０点
指４本　２３５０点
指５本　２３５０点
※さらに四肢加算しません。

令和４年度診療報酬改定の内
容を反映及び文言の見直しを
行いました。

「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
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No 変更箇所 変更後 変更前 変更理由
10 第８章　（5） パターン53、80の追加 - 令和４年度診療報酬改定の内

容を反映及び文言の見直しを
行いました。

11 第９章　２（1） 例1】
表

「101800880：救急医療管理加算（入院）」の「新又は現点
数」　6900.00

「101800880：救急医療管理加算（入院）」の「新又は現点
数」　6300.00

令和４年度診療報酬改定の内
容を反映及び文言の見直しを
行いました。

12 第９章　２（1） 例1】
CSVの記録

RI,11,101110010,,,3820,1,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
RI,80,101800880,,,6900,4,,,,,,,,1,1,1,1,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,

RI,11,101110010,,,3820,1,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
RI,80,101800880,,,6300,4,,,,,,,,1,1,1,1,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,

令和４年度診療報酬改定の内
容を反映及び文言の見直しを
行いました。

13 第９章　２（1） 例1】
レセプトの表示

11 * 初診料 　　　　　　　　　　　３８２０円× １
80 * 救急医療管理加算(入院)       ６９００円× ４

11 * 初診料 　　　　　　　　　　　３８２０円× １
80 * 救急医療管理加算(入院)       ６３００円× ４

令和４年度診療報酬改定の内
容を反映及び文言の見直しを
行いました。

14 第９章　２（5） 例1】
表

「101500050：創傷処理（筋肉に達しない）（手の指３
本）」の「新又は現点数」　2120.00

「101500050：創傷処理（筋肉に達しない）（手の指３
本）」の「新又は現点数」　1880.00

令和４年度診療報酬改定の内
容を反映及び文言の見直しを
行いました。

15 第９章　２（5） 例1】
CSVの記録

RI,50,101500050,,,,1,890000001,２０４９１０４５１０３
５,
890000001,２０４９１０４５１０３６,890000001,２０４９
１０４５１０３７,
,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
RI,,150001570,,,,1,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,
RI,,101500010,,2320,,1,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,

RI,50,101500050,,,,1,890000001,２０４９１０４５１０３
５,
890000001,２０４９１０４５１０３６,890000001,２０４９
１０４５１０３７,
,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
RI,,150001570,,,,1,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,
RI,,101500010,,2080,,1,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,

令和４年度診療報酬改定の内
容を反映及び文言の見直しを
行いました。

16 第９章　２（5） 例1】
CSVの記録の吹き
出し

左記の順に記録しますが、手の指の創傷処理（筋肉に達し
ないもの）については、四肢加算の対象としません。

計算式
 2120点 ＋ 100点 ＋ 100点 × 100％ → 2320点

左記の順に記録しますが、手の指の創傷処理（筋肉に達し
ないもの）については、四肢加算の対象としません。

計算式
 1880点 ＋ 100点 ＋ 100点 × 100％ → 2080点

令和４年度診療報酬改定の内
容を反映及び文言の見直しを
行いました。

17 第９章　２（5） 例1】
レセプトの表示

50 * 創傷処理（筋肉に達しない）（手の指３本）
     左手第１指
     左手第２指
     左手第３指
     デブリードマン加算（汚染された挫創）
     労災（２倍）（手術）　　　　　　２３２０×１

50 * 創傷処理（筋肉に達しない）（手の指３本）
     左手第１指
     左手第２指
     左手第３指
     デブリードマン加算（汚染された挫創）
     労災（２倍）（手術）　　　　　　２０８０×１

令和４年度診療報酬改定の内
容を反映及び文言の見直しを
行いました。
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No 変更箇所 変更後 変更前 変更理由
18 第９章　２（5） 例1】

レセプトの表示の吹
き出し

手の指の創傷処理（筋肉に達しないもの）は
健保点数にかかわらず下記点数で算定します。
指１本　１０６０点
指２本　１５９０点
指３本　２１２０点
指４本　２６５０点
指５本　２６５０点
※さらに四肢加算しません。

手の指の創傷処理（筋肉に達しないもの）は
健保点数にかかわらず下記点数で算定します。
指１本　　９４０点
指２本　１４１０点
指３本　１８８０点
指４本　２３５０点
指５本　２３５０点
※さらに四肢加算しません。

令和４年度診療報酬改定の内
容を反映及び文言の見直しを
行いました。

19 第９章　２（5） 例2】
表

「150001310：創傷処理（筋肉、臓器に達する）（長径５ｃ
ｍ以上１０ｃｍ未満）」の「新又は現点数」　1880.00

「150001310：創傷処理（筋肉、臓器に達する）（長径５ｃ
ｍ以上１０ｃｍ未満）」の「新又は現点数」　1680.00

令和４年度診療報酬改定の内
容を反映及び文言の見直しを
行いました。

20 第９章　２（5） 例2】
CSVの記録

RI,50,150001310,,,,1,890000001,２０４９１０４
７,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
RI,,150001570,,,,1,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,
RI,,101500010,,3960,,1,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,

RI,50,150001310,,,,1,890000001,２０４９１０４
７,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
RI,,150001570,,,,1,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,
RI,,101500010,,3560,,1,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,

令和４年度診療報酬改定の内
容を反映及び文言の見直しを
行いました。

21 第９章　２（5） 例2】
レセプトの表示

50 * 創傷処理（筋肉、臓器に達する）（長径５ｃｍ以上１
０ｃｍ未満）
     左手背
     デブリードマン加算（汚染された挫創）
     労災（２倍）（手術）　　　　　　３９６０×１

50 * 創傷処理（筋肉、臓器に達する）（長径５ｃｍ以上１
０ｃｍ未満）
     左手背
     デブリードマン加算（汚染された挫創）
     労災（２倍）（手術）　　　　　　３５６０×１

令和４年度診療報酬改定の内
容を反映及び文言の見直しを
行いました。

22 第９章　２（5） 例3】
表

「150001010：創傷処理（筋肉、臓器に達しない）（長径５
ｃｍ未満）」の「新又は現点数」　530.00

「150001010：創傷処理（筋肉、臓器に達しない）（長径５
ｃｍ未満）」の「新又は現点数」　470.00

令和４年度診療報酬改定の内
容を反映及び文言の見直しを
行いました。

23 第９章　２（5） 例3】
CSVの記録

RI,50,101500110,,5760,,1,890000001,２０５６１０４５１
０３６,
890000001,２０５６１０４５１０３７,890000001,２０５６
１０４５１０３８,
,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
RI,50,150001010,,,,1,890000001,２０５６１０５６２０５
９,
,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
RI,,101500020,,795,,1,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,

RI,50,101500110,,5760,,1,890000001,２０５６１０４５１
０３６,
890000001,２０５６１０４５１０３７,890000001,２０５６
１０４５１０３８,
,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
RI,50,150001010,,,,1,890000001,２０５６１０５６２０５
９,
,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
RI,,101500020,,705,,1,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,

令和４年度診療報酬改定の内
容を反映及び文言の見直しを
行いました。
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No 変更箇所 変更後 変更前 変更理由
24 第９章　２（5） 例3】

レセプトの表示
50 * 骨折非観血的整復術（手の指３本）
                                     ５７６０× １
     右手第２指
     右手第３指
     右手第４指
   * 創傷処理（筋肉、臓器に達しない）（長径５ｃｍ未
満）
     右上腕部
　   労災（１．５倍）（手術）    　　　７９５× １

50 * 骨折非観血的整復術（手の指３本）
                                     ５７６０× １
     右手第２指
     右手第３指
     右手第４指
   * 創傷処理（筋肉、臓器に達しない）（長径５ｃｍ未
満）
     右上腕部
　   労災（１．５倍）（手術）    　　　７０５× １

令和４年度診療報酬改定の内
容を反映及び文言の見直しを
行いました。

25 第９章　２（5） 例4】
表

「101500040：創傷処理（筋肉に達しない）（手の指２
本）」の「新又は現点数」　1590.00

「101500040：創傷処理（筋肉に達しない）（手の指２
本）」の「新又は現点数」　1410.00

令和４年度診療報酬改定の内
容を反映及び文言の見直しを
行いました。

26 第９章　２（5） 例4】
CSVの記録

RI,50,101500040,,1590,,1,890000001,２０４９１０４５１
０３５,
890000001,２０４９１０４５１０３
６,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
RI,50,101500100,,4320,,1,890000001,２０４９１０４５１
０３７,
890000001,２０４９１０４５１０３
８,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

RI,50,101500040,,1410,,1,890000001,２０４９１０４５１
０３５,
890000001,２０４９１０４５１０３
６,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
RI,50,101500100,,4320,,1,890000001,２０４９１０４５１
０３７,
890000001,２０４９１０４５１０３
８,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

令和４年度診療報酬改定の内
容を反映及び文言の見直しを
行いました。

27 第９章　２（5） 例4】
レセプトの表示

50 * 創傷処理（筋肉に達しない）（手の指２本）
 　　左手第１指
 　　左手第２指
                                     １５９０× １
   * 骨折非観血的整復術（手の指２本）
 　　左手第３指
 　　左手第４指
                                     ４３２０× １

50 * 創傷処理（筋肉に達しない）（手の指２本）
 　　左手第１指
 　　左手第２指
                                     １４１０× １
   * 骨折非観血的整復術（手の指２本）
 　　左手第３指
 　　左手第４指
                                     ４３２０× １

令和４年度診療報酬改定の内
容を反映及び文言の見直しを
行いました。

28 第９章　２（5） 例5】
表

「150001010：創傷処理（筋肉、臓器に達しない）（長径５
ｃｍ未満）」の「新又は現点数」　530.00

「150001010：創傷処理（筋肉、臓器に達しない）（長径５
ｃｍ未満）」の「新又は現点数」　470.00

令和４年度診療報酬改定の内
容を反映及び文言の見直しを
行いました。

29 第９章　２（5） 例5】
CSVの記録

RI,50,150001010,,,,1,890000001,２０４９１０４
７,,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
RI,,150001470,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,
RI,,150001570,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,
RI,,101500010,,2180,,1,,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,

RI,50,150001010,,,,1,890000001,２０４９１０４
７,,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
RI,,150001470,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,
RI,,150001570,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,
RI,,101500010,,2060,,1,,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,

令和４年度診療報酬改定の内
容を反映及び文言の見直しを
行いました。

30 第９章　２（5） 例5】
CSVの記録の吹き
出し

計算式
530点 ＋ 460点 ＋ 100点 ＋（530点 ＋ 460点 ＋ 100点）
× 100％ → 2180点

計算式
470点 ＋ 460点 ＋ 100点 ＋（470点 ＋ 460点 ＋ 100点）
× 100％ → 2060点

令和４年度診療報酬改定の内
容を反映及び文言の見直しを
行いました。
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No 変更箇所 変更後 変更前 変更理由
31 第９章　２（5） 例5】

レセプトの表示
50 * 創傷処理（筋肉、臓器に達しない）（長径５ｃｍ未
満）
     左手背
     真皮縫合加算
 　　デブリードマン加算（汚染された挫創）
     労災（２倍）（手術）            ２１８０× １

50 * 創傷処理（筋肉、臓器に達しない）（長径５ｃｍ未
満）
     左手背
     真皮縫合加算
 　　デブリードマン加算（汚染された挫創）
     労災（２倍）（手術）            ２０６０× １

令和４年度診療報酬改定の内
容を反映及び文言の見直しを
行いました。

32 第９章　２（7） 例8】
表

「101801510：職場復帰支援・療養指導料（その他の疾患）
（２回目）」の「新又は現点数」　420.00

「101801060：職場復帰支援・療養指導料（その他の疾
患）」の「新又は現点数」　420.00

令和４年度診療報酬改定の内
容を反映及び文言の見直しを
行いました。

33 第９章　２（7） 例8】
CSVの記録

RI,80,101801510,,420,,1,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,
RI,80,101801430,,600,,1,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,

RI,80,101801060,,420,,1,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,
RI,80,101801430,,600,,1,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,

令和４年度診療報酬改定の内
容を反映及び文言の見直しを
行いました。

34 第９章　２（7） 例8】
レセプトの表示

80 * 職場復帰支援・療養指導料（その他の疾患）（２回
目）　４２０× １
   * 療養・就労両立支援加算
６００× １

80 * 職場復帰支援・療養指導料（その他の疾患）　４２０
× １
   * 療養・就労両立支援加算 　          　   　６００
× １

令和４年度診療報酬改定の内
容を反映及び文言の見直しを
行いました。

35 第９章　２（8） 例3】
表上部

    乙地  表示金額  ４９５０円     乙地  表示金額  ４０００円 令和４年度診療報酬改定の内
容を反映及び文言の見直しを
行いました。

36 第９章　２（8） 例3】
表

「101800420：入院室料加算（２人部屋・乙地）」の「新又
は現点数」　4500.00

「101800420：入院室料加算（２人部屋・乙地）」の「新又
は現点数」　4950.00

令和４年度診療報酬改定の内
容を反映及び文言の見直しを
行いました。

37 第９章　２（8） 例3】
CSVの記録

RI,80,101800420,,,4950,7,830800001,５０
５,820800004,,840000065,１１１７,
,,,,,,,,,,1,1,1,1,1,1,1,,,,,,,,,,,,,,

RI,80,101800420,,,4000,7,830800001,５０
５,820800004,,840000065,１１１７,
,,,,,,,,,,1,1,1,1,1,1,1,,,,,,,,,,,,,,

令和４年度診療報酬改定の内
容を反映及び文言の見直しを
行いました。

38 第９章　２（8） 例3】
レセプトの表示

80 * 入院室料加算（２人部屋・乙地）
     病室番号（号室）：５０５
     個室等収容理由　エ
     １１日～１７日                ４９５０円× ７

80 * 入院室料加算（２人部屋・乙地）
     病室番号（号室）：５０５
     個室等収容理由　エ
     １１日～１７日                ４０００円× ７

令和４年度診療報酬改定の内
容を反映及び文言の見直しを
行いました。

39 第９章　２（8） 例4】 標欠医療機関に、６月１日から６日までの６日間、急性期
一般入院料６を算定する病棟に入院した場合。

標欠医療機関に、６月１日から６日までの６日間、急性期
一般入院料７を算定する病棟に入院した場合。

令和４年度診療報酬改定の内
容を反映及び文言の見直しを
行いました。

40 第９章　２（8） 例4】
表

「190077410：急性期一般入院料６」 「190077410：急性期一般入院料７」 令和４年度診療報酬改定の内
容を反映及び文言の見直しを
行いました。

41 第９章　２（8） 例4】
レセプトの表示

90 * 急性期一般入院料６
     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
２０４０× ６

90 * 急性期一般入院料７
     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
２０４０× ６

令和４年度診療報酬改定の内
容を反映及び文言の見直しを
行いました。
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No 変更箇所 変更後 変更前 変更理由
42 第９章　２（8） 例8】

レセプトの表示の吹
き出し

労災治療計画加算は、診療識別"92"(特定入院料・その他)
に記録します。
労災治療計画加算は、一般病棟入院基本料の記録とあわせ
て、診療識別"90"(入院基本料)に記録することも可能で
す。
労災治療計画書は令和２年４月に廃止されています。

労災治療計画加算は、診療識別"92"(特定入院料・その他)
に記録します。
労災治療計画加算は、一般病棟入院基本料の記録とあわせ
て、診療識別"90"(入院基本料)に記録することも可能で
す。

令和４年度診療報酬改定の内
容を反映及び文言の見直しを
行いました。


