
2016/10/28
No 変更箇所 変更後 変更前 変更理由

1 表紙 平成２８年10月 平成２８年３月 －

2 はじめに １ 平成２８年４月１日現在 平成２６年４月１日現在 平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。

3 はじめに ３ 平成２８年３月４日厚生労働省告示第５２号により一部改
正

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２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。

4 はじめに ６
 表

「101800890：救急医療管理加算（入院外）」の「新又は現
点数」 1250.00

「101800890：救急医療管理加算（入院外）」の「新又は現
点数」 1200.00

平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。

5 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２８年
８月と平成２８年９月のレセプト情報が記録されている場
合には、「42809」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。

平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。

6 第１章　３(8) 項目　請求年月
記録内容　平成28年8月

項目　請求年月
記録内容　平成26年8月

平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。

7 第１章　３ ＣＳＶの
記録

IR,,13,1,1234567,,日本病院,42808,00,03-1234-5678 IR,,13,1,1234567,,日本病院,42608,00,03-1234-5678 平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。

8 第２章　２(9) 例】平成２８年７月１０日入院の場合、「4280710」を記録
します。

例】平成２６年７月１０日入院の場合、「4260710」を記録
します。

平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。

9 第４章　２(3) 例】平成２８年７月１４日の場合、「4280714」を記録しま
す。

例】平成２６年７月１４日の場合、「4260714」を記録しま
す。

平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。

10 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28年 7月 7日
② 右肘関節脱臼（主）　 　      平成28年 7月 7日
③ 胃炎（薬剤の使用によるもの） 平成28年 7月12日
④ Ａ病名　                     平成28年 7月14日
⑤ Ｂ病名　                   　平成28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

平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。

11 第４章　３ ＣＳＶの
記録

SY,8070006,4280707,,20568002,,,
SY,8320001,4280707,,2056,,01,
SY,8830417,4280712,,,,,薬剤の使用によるもの
SY,0000999,4280714,,,Ａ病名,,
SY,0000999,4280714,,,Ｂ病名,,

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,,

平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。

12 第５章　２(6)ア 例】
表

「101800890：救急医療管理加算（入院外）」の「新又は現
点数」 1250.00

「101800890：救急医療管理加算（入院外）」の「新又は現
点数」 1200.00

平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。

「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
13 第５章　２(6)ア 例】

CSVの記録
RI,80,101800890,,,1250,1,,,,,,,,1,～ RI,80,101800890,,,1200,1,,,,,,,,1,～ 平成２８年度診療報酬改定の

内容を反映しました。

14 第５章　２(6)ア 例】
レセプトの表示

80 * 救急医療管理加算(入院外)      １２５０円× １ 80 * 救急医療管理加算(入院外)      １２００円× １ 平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。

15 第５章　２(6)イ 例1】
表

「101800890：救急医療管理加算（入院外）」の「新又は現
点数」 1250.00

「101800890：救急医療管理加算（入院外）」の「新又は現
点数」 1200.00

平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。

16 第５章　２(6)イ 例1】
CSVの記録

RI,80,101800890,,,1250,1,,,,,,,,1,～ RI,80,101800890,,,1200,1,,,,,,,,1,～ 平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。

17 第５章　２(6)イ 例1】
レセプトの表示

80 * 救急医療管理加算(入院外)      １２５０円× １ 80 * 救急医療管理加算(入院外)      １２００円× １ 平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。

18 第５章　２(6)ウ 例
2】 表

「112001110」の「省略漢字名称」 再診（時間外）加算
（入院外）

「112001110」の「省略漢字名称」 再診（時間外）加算 平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。

19 第５章　２(6)ウ 例
2】 レセプトの表示

   * 再診（時間外）加算（入院外）　 　　 ６５× １    * 再診（時間外）加算　　　　　　 　　 ６５× １ 平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。

20 第９章 １ （2） ア
例】 表

「788888006：絆創膏」の「購入価格」300円/枚 「788888006：絆創膏」の「購入価格」300円/巻 平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。

21 第９章　２(1) 例3】
表

「101800890：救急医療管理加算（入院外）」の「新又は現
点数」 1250.00

「101800890：救急医療管理加算（入院外）」の「新又は現
点数」 1200.00

平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。

22 第９章　２(1) 例3】
CSVの記録

RI,80,101800890,,,1250,1,,,,,,,,1,～ RI,80,101800890,,,1200,1,,,,,,,,1,～ 平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。

23 第９章　２(1) 例3】
レセプトの表示

80 * 救急医療管理加算(入院外)      １２５０円× １ 80 * 救急医療管理加算(入院外)      １２００円× １ 平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。

24 第９章 ２ (2) 例8】
表

「700600000」の「名称（略称）」 眼科学的検査用フィル
ム

「700600000」の「名称（略称）」 眼底カメラ検査用フィ
ルム

平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。

25 第９章 ２ (2) 例8】
レセプトの表示

60 * スリットＭ（前眼部）
     外来管理加算（読み替え加算）（検査）
                                         ５２× １
     ロウサイフィルムＸ－１２
     眼底カメラ検査用フィルム   ４０円／枚
                           ８枚          ３２× １

60 * スリットＭ（前眼部）
     外来管理加算（読み替え加算）（検査）
                                         ５２× １
     ロウサイフィルムＸ－１２
     眼科学的検査用フィルム   ４０円／枚
                           ８枚          ３２× １

平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。

26 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」 190.00

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

平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。

27 第９章　２(4) 例9】
CSVの記録

RI,,101800010,,285,,1,,,,,,,,,,,,,,,,1,～ RI,,101800010,,278,,1,,,,,,,,,,,,,,,,1,～ 平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。
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No 変更箇所 変更後 変更前 変更理由
28 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）
                                  ２８５　　　× １

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

平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。

29 第９章　２(4) 例12】
表

「単位コード」005:巻
「購入価格」450円/巻

「単位コード」006:枚
「購入価格」450円/枚

平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。

30 第９章　２(4) 例12】
レセプトの表示

     固定用伸縮性包帯  ４５０円／巻
                           １巻          ４５× １

     固定用伸縮性包帯  ４５０円／枚
                           １枚          ４５× １

平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。

31 第９章　２(5) 例9】
表

「単位コード」010:個
「購入価格」1000円/個

「単位コード」006:枚
「購入価格」1000円/枚

誤字を修正しました。

32 第９章　２(5) 例9】
レセプトの表示

     膝・足関節の創部固定帯  １０００円／個
                               １個    １００× １

     膝・足関節の創部固定帯  １０００円／枚
                               １個    １００× １

誤字を修正しました。

33 第９章　２(6) 例】 握力、維持握力を併せ行う検査，維持握力検査，つまみ力
検査
タッピング検査，常温下での手指の皮膚温検査　１指，
冷却負荷による手指の皮膚温検査　１回，常温下での爪圧
迫検査　１指
冷却負荷による爪圧迫検査　１回，常温下での手指の痛覚
検査　１指
冷却負荷による手指の痛覚検査　１回
指先の振動覚（常温下での両手）検査　１指
指先の振動覚（冷却負荷での両手）検査　１回
手背等の温覚検査　１回，手背等の冷覚検査　１回

握力、維持握力を併せ行う検査，維持握力検査，つまみ力
検査
タッピング検査，常温下による爪圧迫検査，
冷却負荷による手指の皮膚温検査，常温下での爪圧迫検査
冷却負荷による爪圧迫検査，常温下での手指の痛覚検査
冷却負荷による手指の痛覚検査
指先の振動覚（常温下での両手）検査
指先の振動覚（冷却負荷での両手）検査
手背等の温覚検査，手背等の冷覚検査

誤字を修正しました。

34 第９章　２(6) 例】 表 「データ規格名」「きざみ計算識別」欄の追加 － 誤字を修正しました。
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No 変更箇所 変更後 変更前 変更理由
35 第９章　２(6) 例】

CSVの記録
RI,60,101600010,,60,,1,,,,,,,,1,,,～
RI,60,101600020,,60,,1,,,,,,,,1,,,～
RI,60,101600030,,60,,1,,,,,,,,1,,,～
RI,60,101600040,,60,,1,,,,,,,,1,,,～
RI,60,101600050,1,7,,1,,,,,,,,1,,,～
RI,60,101600060,1,7,,1,,,,,,,,1,,,～
RI,60,101600070,1,7,,1,,,,,,,,1,,,～
RI,60,101600080,1,7,,1,,,,,,,,1,,,～
RI,60,101600090,1,9,,1,,,,,,,,1,,,～
RI,60,101600100,1,9,,1,,,,,,,,1,,,～
RI,60,101600110,1,40,,1,,,,,,,,1,,,～
RI,60,101600120,1,40,,1,,,,,,,,1,,,～
RI,60,101600130,1,9,,1,,,,,,,,1,,,～
RI,60,101600140,1,9,,1,,,,,,,,1,,,～

RI,60,101600010,,60,,1,,,,,,,,1,,,～
RI,60,101600020,,60,,1,,,,,,,,1,,,～
RI,60,101600030,,60,,1,,,,,,,,1,,,～
RI,60,101600040,,60,,1,,,,,,,,1,,,～
RI,60,101600050,,7,,1,,,,,,,,1,,,～
RI,60,101600060,,7,,1,,,,,,,,1,,,～
RI,60,101600070,,7,,1,,,,,,,,1,,,～
RI,60,101600080,,7,,1,,,,,,,,1,,,～
RI,60,101600090,,9,,1,,,,,,,,1,,,～
RI,60,101600100,,9,,1,,,,,,,,1,,,～
RI,60,101600110,,40,,1,,,,,,,,1,,,～
RI,60,101600120,,40,,1,,,,,,,,1,,,～
RI,60,101600130,,9,,1,,,,,,,,1,,,～
RI,60,101600140,,9,,1,,,,,,,,1,,,～

誤字を修正しました。

36 第９章　２(6) 例】 レ
セプトの表示

60 * 握力、維持握力を併せ行う検査　　　 　　　６０×
１
   * 維持握力検査                　　　 　　　６０×
１
   * つまみ力検査　　　                 　　　６０×
１
   * タッピング検査　　              　 　　　６０×
１
   * 常温下での手指の皮膚温検査　　  　 １指　　７×
１
   * 冷却負荷による手指の皮膚温検査　　 １回　  ７×
１
   * 常温下による爪圧迫検査　　 　　　　１指　　７×
１
   * 冷却負荷による爪圧迫検査　　　 　　１回　　７×
１
   * 常温下での手指の痛覚検査　　　 　　１指　　９×
１

60 * 握力、維持握力を併せ行う検査　　　 ６０× １
   * 維持握力検査                　　　 ６０× １
   * つまみ力検査　　　                 ６０× １
   * タッピング検査　　              　 ６０× １
   * 常温下での手指の皮膚温検査　　  　 　７× １
   * 冷却負荷による手指の皮膚温検査　　   ７× １
   * 常温下による爪圧迫検査　　 　　　　　７× １
   * 冷却負荷による爪圧迫検査　　　 　　　７× １
   * 常温下での手指の痛覚検査　　　 　　　９× １
   * 冷却負荷による手指の痛覚検査　 　　　９× １
   * 指先の振動覚（常温下での両手）検査 ４０× １
   * 指先の振動覚（冷却負荷での両手）検査
                                    　　４０× １
   * 手背等の温覚検査               　　　９× １
   * 手背等の冷覚検査               　　　９× １

誤字を修正しました。

37 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」 190.00

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

平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。

38 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,840000045,０
６１０,,,,,,,,,,1,～
RI,,101800010,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,1,～
RI,,180030770,2,630,,1,,,,,,,,,,,,,,,,1,～

RI,80,101800280,2,,,1,890000001,２０５６１０７
７,810000001,対象疾患：右大腿骨頸部骨折,840000045,０
６１０,,,,,,,,,,1,～
RI,,101800010,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,1,～
RI,,180030770,2,616,,1,,,,,,,,,,,,,,,,1,～

平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。
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No 変更箇所 変更後 変更前 変更理由
39 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
                                ６３０× １

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

平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。

40 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190点です
が、四肢加算(１．５倍)し、1単位あたり285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315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、630点と
なります。

計算式
 {190点 ＋ 190点 × 50％ ＋ 30点}×2単位 → 630点

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

平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。

41 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」 190.00

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

平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。

42 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,,608,,1,,,,,,,,1,～

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

平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。

43 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）
                                 ６０８× １

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

平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。
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No 変更箇所 変更後 変更前 変更理由
44 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。
運動器リハビリテーション料（１）は、点数が190点です
が、四肢加算(１．５倍)し、1単位あたり285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、570
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190点を0.2倍した38点を加算し
ます。

計算式
 (190点 ＋ 190点 × 50％) × 2単位
 　＋ 190点 × 20％
     → 608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。
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

平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。

45 第９章　２(7) 例3】
表

「101800930：職業復帰訪問指導料（精神疾患）」の「新又
は現点数」 770.00

「101800930：職業復帰訪問指導料（精神疾患）」の「新又
は現点数」 760.00

平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。

46 第９章　２(7) 例3】
CSVの記録

RI,80,101800930,,770,,1,,,,,,,,1,～ RI,80,101800930,,760,,1,,,,,,,,1,～ 平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。

47 第９章　２(7) 例3】
レセプトの表示

80 * 職業復帰訪問指導料（精神疾患）   ７７０× １ 80 * 職業復帰訪問指導料（精神疾患）   ７６０× １ 平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。

48 第９章　２(7) 例3】
レセプトの表示の吹
き出し

精神疾患を主たる傷病とする場合は７７０点算定します。 精神疾患を主たる傷病とする場合は７６０点算定します。 平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。

49 第９章　２(7) 例4】
表

「101800940：職業復帰訪問指導料（その他の疾患）」の
「新又は現点数」 580.00

「101800940：職業復帰訪問指導料（その他の疾患）」の
「新又は現点数」 570.00

平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。

50 第９章　２(7) 例4】
CSVの記録

RI,80,101800940,,580,,1,,,,,,,,1,～ RI,80,101800940,,570,,1,,,,,,,,1,～ 平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。

51 第９章　２(7) 例4】
レセプトの表示

80 * 職業復帰訪問指導料（その他の疾患）５８０× １ 80 * 職業復帰訪問指導料（その他の疾患）５７０× １ 平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。

52 第９章　２(7) 例4】
レセプトの表示の吹
き出し

精神疾患以外を主たる傷病とする場合は５８０点算定しま
す。

精神疾患以外を主たる傷病とする場合は５７０点算定しま
す。

平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。

53 第９章　２(9) 例1】 ６月５日の昼・夕、６月６日から６月８日までの朝・昼・
夕、６月９日の朝に食事を提供（流動食のみを提供する場
合以外）。

６月５日の昼・夕、６月６日から６月８日までの朝・昼・
夕、６月９日の朝に食事を提供。

平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。

54 第９章　２(9) 例1】
表

「197000110」の「省略漢字名称」 入院時食事療養（１）
（１食につき）（２以外の食事療養）

「197000110」の「省略漢字名称」 入院時食事療養（１） 平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。
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No 変更箇所 変更後 変更前 変更理由
55 第９章　２(9) 例1】

レセプトの表示
97 * 入院時食事療養（１）（１食につき）（２以外の食事
療養）  ２食
     労災（１．２倍）（食事療養）  １５４０円× １
   * 特別食加算（食事療養）  ２食
     労災（１．２倍）（食事療養）    １８０円× １
   * 入院時食事療養（１）（１食につき）（２以外の食事
療養）  ３食
     労災（１．２倍）（食事療養）  ２３１０円× ３
   * 特別食加算（食事療養）  ３食
     労災（１．２倍）（食事療養）  　２７０円× ３
   * 入院時食事療養（１）（１食につき）（２以外の食事
療養）  １食
     労災（１．２倍）（食事療養）  　７７０円× １
   * 特別食加算（食事療養）  １食
     労災（１．２倍）（食事療養）      ９０円× １

97 * 入院時食事療養（１）
     労災（１．２倍）（食事療養）  １５４０円× １
   * 特別食加算（食事療養）  ２食
     労災（１．２倍）（食事療養）    １８０円× １
   * 入院時食事療養（１）
     労災（１．２倍）（食事療養）  ２３１０円× ３
   * 特別食加算（食事療養）  ３食
     労災（１．２倍）（食事療養）  　２７０円× ３
   * 入院時食事療養（１）
     労災（１．２倍）（食事療養）  　７７０円× １
   * 特別食加算（食事療養）  １食
     労災（１．２倍）（食事療養）      ９０円× １

平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。

56 第９章　２(9) 例1】
レセプトの表示の吹
き出し

入院時食事療養（１）（１食につき）（２以外の食事療
養）は、金額が770円（640円に労災（１．２倍）（食事療
養）を掛け10円未満を四捨五入）、1食ごとのきざみ点数が
770円であるため、2食の場合、1540円となります。

入院時食事療養（１）は、金額が770円（640円に労災
（１．２倍）（食事療養）を掛け10円未満を四捨五入）、1
食ごとのきざみ点数が770円であるため、2食の場合、1540
円となります。

平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。

57 第９章　２(9) 例2】 ６月６日から６月８日までの朝・昼・夕に食事を提供（流
動食のみを提供する場合以外）。

６月６日から６月８日までの朝・昼・夕に食事を提供。 平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。

58 第９章　２(9) 例2】
表

「197000110」の「省略漢字名称」 入院時食事療養（１）
（１食につき）（２以外の食事療養）

「197000110」の「省略漢字名称」 入院時食事療養（１） 平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。

59 第９章　２(9) 例2】
レセプトの表示

97 * 入院時食事療養（１）（１食につき）（２以外の食事
療養）  ３食
     労災（１．２倍）（食事療養）  ２３１０円× ３
   * 食堂加算（食事療養）
     労災（１．２倍）（食事療養）    　６０円× ３

97 * 入院時食事療養（１）   ３食
     労災（１．２倍）（食事療養）  ２３１０円× ３
   * 食堂加算（食事療養）
     労災（１．２倍）（食事療養）    　６０円× ３

平成２８年度診療報酬改定の
内容を反映しました。
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