
2018/9/X
No 変更箇所 変更後 変更前 変更理由

1 表紙 平成30年９月 平成30年４月 －
2 表紙 （削除） 平成30年度診療報酬改定及び労災診療費算定基準の内容は

今回の変更に含まれていません。平成30年度診療報酬改定
及び労災診療費算定基準の内容を反映した電子レセプトの
作成手引は、後日、公開する予定です。

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

3 はじめに １ 平成３０年４月１日現在 平成２８年４月１日現在 平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

4 はじめに ３ 平成３０年３月５日厚生労働省告示第４３号により一部改
正

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３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

5 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
又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様（医科
用）（平成30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。
本手引の内容は、主に事例の例示であるため、基本的な記
録方法については、記録条件仕様を合わせて参照くださ
い。

本手引は、記録条件仕様に基づく記録方法を示したもの
で、診療内容は例示です。本手引の内容は、主に事例の例
示であるため、基本的な記録方法については、記録条件仕
様を合わせて参照ください。

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

6 はじめに ６
 表

診療行為コード「111000570」の省略漢字名称
「時間外加算（初診）」

診療行為コード「111000570」の省略漢字名称
「初診（時間外）加算」

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

7 はじめに ７ （削除） ＣＳＶの記録事例について、レセプト等にどのように表示
されるかを掲載していますが、文字フォントは一致しませ
ん。
また、実際のレセプトでは、罫線が印字され、下線は印字
されない等、一部異なる部分があります。

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

8 第１章　２ レコード項目 各レコード項目 平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

9 第１章　２（8） 都道府県労働局に提出する当該電子レセプトのうち、最新
の診療年月を「年号区分コード（別表３）＋年月４桁」で
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３０年
８月と平成３０年９月のレセプト情報が記録されている場
合・・・・「43009」

都道府県労働局に提出する当該電子レセプトのうち、最新
の診療年月を年号区分コード（別表３）＋年月４桁で記録
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。

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

10 第１章　２（10） 例】03-1234-5678 又は (03)1234-5678 例】03-1234-5678
(03)1234-5678

平成３０年度診療報酬改定の
内容の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
11 第１章　３（1） 項目　レコード識別情報

記録内容　IR
項目　レコード識別情報
記録内容　医療機関情報レコード

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

12 第１章　３（8） 項目　請求年月
記録内容　平成30年8月

項目　請求年月
記録内容　平成28年8月

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

13 第１章　３ ＣＳＶの
記録

IR,,13,1,1234567,,日本病院,43008,00,03-1234-5678 IR,,13,1,1234567,,日本病院,42808,00,03-1234-5678 平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

14 第２章　１（37） 「予備１０」の追加 ― 平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

15 第２章　１（38） 「患者の状態」の追加 ― 平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

16 第２章　２ レコード項目 各レコード項目 平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

17 第２章　２（5） イ 例】姓が「厚労（コウロウ）」、名が「太郎（タロウ）」
の場合の記録
全角で記録する場合・・・・「厚労　太郎」（スペースも
全角）
半角で記録する場合・・・・「ｺｳﾛｳ ﾀﾛｳ」（スペースも半
角）

例】姓が「厚労（コウロウ）」、名が「太郎（タロウ）」
の場合の記録
全角で記録する場合、「厚労　太郎」（スペースも全角）
半角で記録する場合、「ｺｳﾛｳ ﾀﾛｳ」（スペースも半角）

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

18 第２章　２（6） 男女区分コード（別表４）を記録します。 男女区分（別表４）を記録します。 平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

19 第２章　２（7） 年齢にかかわらず、すべての患者について、「年号区分
コード（別表３）＋年月日６桁」で記録します。
例】平成６年１月３日生まれの場合・・・・「4060103」

年齢にかかわらず、すべての患者について、年号区分コー
ド（別表３）＋年月日６桁で記録します。
例】平成６年１月３日生まれの場合、「4060103」を記録し
ます。

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

20 第２章　２（9） ア 入院基本料の起算日としての入院年月日を「年号区分コー
ド（別表３）＋年月日６桁」で記録します。
例】平成３０年７月１０日入院の場合・・・・「4300710」

入院基本料の起算日としての入院年月日を年号区分コード
（別表３）＋年月日６桁で記録します。
例】平成２８年７月１０日入院の場合、「4280710」を記録
します。

平成３０年度診療報酬改定の
内容の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
21 第２章　２（9） イ その他の場合は、記録を省略します。 入院外レセプトの場合、記録しません。 平成３０年度診療報酬改定の

内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

22 第２章　２（10） ア 患者が入院している病院又は病棟に応じ、病棟区分コード
（別表５）を記録します。
月の途中において病棟を移った場合は、そのすべてを記録
します（最大４区分の記録が可能です）。
例1】精神病棟に入院している場合・・・・「01」
例2】月途中で結核病棟から療養病棟へ病棟を移動した場
合・・・・「0207」

患者が入院している病院又は病棟に応じ、病棟区分コード
（別表５）を記録します。
月の途中において病棟を移った場合は、そのすべてを記録
します（最大４区分の記録が可能です）。
例1】精神病棟に入院している場合、「01」を記録します。
例2】月途中で結核病棟から療養病棟へ病棟を移動した場
合、「0207」を記録します。

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

23 第２章　２（10） イ その他の場合は、記録を省略します。 病棟区分以外の病棟に入院又は入院外の場合、記録を省略
します。

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

24 第２章　２（13） ア 外来診療料等を算定する場合又は特定疾患療養管理料を算
定する場合で病院である保険医療機関にあっては、病床数
を記録します。

外来診療料等を算定する病院の入院外レセプトで、病床数
の記録を必要とする場合に記録します。

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

25 第２章　２（13） イ その他の場合は、記録を省略します。 入院レセプト及び病床数の記録を必要としない場合、記録
しません。

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

26 第２章　２（14） カルテ番号又は患者ＩＤ番号等が記録可能です。 カルテ番号等には、カルテ番号又は患者ＩＤ番号等が記録
可能です。

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

27 第２章　２（19） ア　一次請求する場合は、記録を省略します。
イ　一次請求返戻分に係る再請求の場合は、都道府県労働
局で記録した電算処理受付番号を記録します。

一次請求返戻分に係る再請求の場合は、都道府県労働局で
記録した電算処理受付番号を記録します（一次請求の場合
は、記録を省略します。）。

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

28 第２章　２（20） 一次請求する場合は、記録を省略します。 一次請求の場合は、記録を省略します。 平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

29 第２章　２（22） イ 診療科名の記録は任意とします。 診療科名の記録は任意であり、記録しない場合は、記録を
省略します。

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

30 第２章　２（23） イ 人体の部位等の記録は任意とします。 人体の部位等の記録は任意であり、記録しない場合は、記
録を省略します。

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

31 第２章　２（24） イ 性別等の記録は任意とします。 性別等の記録は任意であり、記録しない場合は、記録を省
略します。

平成３０年度診療報酬改定の
内容の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
32 第２章　２（25） イ 医学的処置の記録は任意とします。 医学的処置の記録は任意であり、記録しない場合は、記録

を省略します。
平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

33 第２章　２（26） イ 特定疾病の記録は任意とします。 特定疾病の記録は任意であり、記録しない場合は、記録を
省略します。

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

34 第２章　２（36） ※ 複数の診療科を記録する場合は、原則、請求点数の高い
診療科から順に記録します。
※ 診療科２及び診療科３は、入院外レセプトの場合に記録
します。

※ 複数の診療科を記録する場合は、原則、請求点数の高い
診療科から順に記録します。ただし、診療科２及び診療科
３は、入院外の場合に記録します。

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

35 第２章　２（37） 「予備１０」の追加 ― 平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

36 第２章　２（38） 「患者の状態」の追加 ― 平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

37 第３章　２ レコード項目 各レコード項目 平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

38 第３章　２（7） ア 傷病年月日（傷病労働者の負傷又は発病年月日）を「療養
の給付請求書」、「指定病院等（変更）届」等により確認
の上、和暦で「年号区分コード（別表３）＋年月日６桁」
で記録します。

傷病年月日（傷病労働者の負傷又は発病年月日）を「療養
の給付請求書」、「指定病院等（変更）届」等により確認
の上、和暦で年号区分コード（別表３）を含めた形で記録
します。

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

39 第３章　２（10） ア 当該診療費の計算の基礎となった療養期間の初日を和暦で
「年号区分コード（別表３）＋年月日６桁」で記録しま
す。

当該診療費の計算の基礎となった療養期間の初日を和暦で
年号区分コード（別表３）を含めた形で記録します。

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

40 第３章　２（11） ア 当該診療費の計算の基礎となった療養期間の末日を和暦で
「年号区分コード（別表３）＋年月日６桁」で記録しま
す。

当該診療費の計算の基礎となった療養期間の末日を和暦で
年号区分コード（別表３）を含めた形で記録します。

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

41 第３章　２（20） 食事療養の食事回数を記録します。
ア　入院レセプトの場合、必ず記録します。
イ　有効桁数が２桁に満たない場合は、有効桁までの記録
としても差し支えありません。
ウ　その他の場合は、記録を省略します。

ア　食事療養の食事回数を記録します。
イ　有効桁数が２桁に満たない場合は、有効桁までの記録
としても差し支えありません。
ウ　入院外レセプトの場合は、記録を省略します。

平成３０年度診療報酬改定の
内容の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３章　２（21） 食事療養の合計金額を記録します。

ア　入院レセプトの場合、必ず記録します。
イ　有効桁数が８桁に満たない場合は、有効桁までの記録
としても差し支えありません。
ウ　その他の場合は、記録を省略します。

ア　食事療養の合計金額を記録します。
イ　有効桁数が８桁に満たない場合は、有効桁までの記録
としても差し支えありません。
ウ　入院外レセプトの場合は、記録を省略します。

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

43 第４章　２ レコード項目 各レコード項目 平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

44 第４章　２（3） 例】平成３０年７月１４日の場合・・・・「4300714」 例】平成２８年７月１４日の場合、「4280714」を記録しま
す。

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

45 第４章　２（6） ア 傷病名コードに「0000999」を使用する場合に限り記録しま
す。

傷病名コードに「0000999」を使用する場合に記録します。 平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

46 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30年 7月 7日
② 右肘関節脱臼（主）　 　      平成30年 7月 7日
③ 胃炎（薬剤の使用によるもの） 平成30年 7月12日
④ Ａ病名　                     平成30年 7月14日
⑤ Ｂ病名　                   　平成30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

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

47 第４章　３ ＣＳＶの
記録

SY,8070006,4300707,,20568002,,,
SY,8320001,4300707,,2056,,01,
SY,8830417,4300712,,,,,薬剤の使用によるもの
SY,0000999,4300714,,,Ａ病名,,
SY,0000999,4300714,,,Ｂ病名,,

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,,

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

48 第５章　２ レコード項目 各レコード項目 平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

49 第５章　２（2）ア 当該診療行為が属する診療識別コード（別表１６）を記録
する場合は、診療識別ごとの先頭レコードに記録します。

当該診療行為が属する診療識別コード（別表１６）を記録
します。

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

50 第５章　２（3）イ 例】 診療所において、６月２日、再診（外来）にて消炎鎮痛等
処置（器具等による療法）を実施。

診療所において、６月２日、再診（外来）にて創傷処置60
㎠を実施。

平成３０年度診療報酬改定の
内容の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
51 第５章　２（3）イ 例】

表
「140040310：消炎鎮痛等処置（器具等による療法）」の記
載

「140000610：創傷処置60㎠」の記載 平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

52 第５章　２（3）イ 例】
ＣＳＶの記録

RI,12,101120010,,,1390,1,,,,,,,,1,,～
RI,,101120020,,52,,1,,,,,,,,1,,～
RI,40,140040310,,35,,1,,,,,,,,1,,～

RI,12,101120010,,,1390,1,,,,,,,,1,,～
RI,,101120020,,52,,1,,,,,,,,1,,～
RI,40,140000610,,45,,1,,,,,,,,1,,～

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

53 第５章　２（3）イ 例】
レセプトの表示

12 * 再診料 　　　　　　　　　　　 １３９０円× １
　　 外来管理加算（読み替え加算） 　　　 ５２× １
40 * 消炎鎮痛等処置（器具等による療法）  ３５× １

12 * 再診料 　　　　　　　　　　　１３９０円× １
　　 外来管理加算（読み替え加算） 　　　５２× １
40 * 創傷処置（１００ｃｍ２未満） 　　　４５× １

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

54 第５章　２（6）ア 例】
表

診療行為コード「111000570」の省略漢字名称
「時間外加算（初診）」

診療行為コード「111000570」の省略漢字名称
「初診（時間外）加算」

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

55 第５章　２（6）ア 例】
レセプトの表示

11 * 初診料
　　 時間外加算（初診）　　　　　　 ８５× １
                              ３７６０円× １
80 * 救急医療管理加算(入院外) １２５０円× １

11 * 初診料
     初診（時間外）加算　　　　 　　　 ８５× １
                                 ３７６０円× １
80 * 救急医療管理加算(入院外)    １２５０円× １

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

56 第５章　２（6）イ 例】
表

診療行為コード「111000570」の省略漢字名称
「時間外加算（初診）」

診療行為コード「111000570」の省略漢字名称
「初診（時間外）加算」

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

57 第５章　２（6）イ 例】
レセプトの表示

11 * 初診料
　　 時間外加算（初診）　 　　  　　 ８５× １
　　　　　　　　　　      　   ３７６０円× １
80 * 療養の給付請求取扱料　    ２０００円× １
   * 救急医療管理加算(入院外)  １２５０円× １

11 * 初診料
　　 初診（時間外）加算　 　　　　　　 ８５× １
　　　　　　　 　　　　　　　　　３７６０円× １
80 * 療養の給付請求取扱料　 　　 ２０００円× １
   * 救急医療管理加算(入院外)    １２５０円× １

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

58 第５章　２（6）ウ 例
2】 表

診療行為コード「112001110」の省略漢字名称
「時間外加算（再診）（入院外）」

診療行為コード「112001110」の省略漢字名称
「再診（時間外）加算（入院外）」

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

59 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
   * 時間外加算（再診）（入院外）　 　６５× １

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
　 * 再診（時間外）加算（入院外）　　 ６５× １

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

60 第５章　２（6）ケ 例】
表

「140000610：創傷処置（１００ｃｍ２未満）」の「新又は
現点数」 52.00

「140000610：創傷処置（１００ｃｍ２未満）」の「新又は
現点数」 45.00

平成３０年度診療報酬改定の
内容の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
61 第５章　２（6）ケ 例】

ＣＳＶの記録
RI,40,140000610,,,,1,890000001,２０５６１０４
８,,,,,,1,,～
RI,,101400010,,,,1,,,,,,,,1,,～
RI,,140000190,,146,,1,,,,,,,,1,,～
RI,40,101400030,,,,1,,,,,,,,1,,～
RI,,140000190,,127,,1,,,,,,,,1,,～

RI,40,140000610,,,,1,890000001,２０５６１０４
８,,,,,,1,,～
RI,,101400010,,,,1,,,,,,,,1,,～
RI,,140000190,,126,,1,,,,,,,,1,,～
RI,40,101400030,,,,1,,,,,,,,1,,～
RI,,140000190,,127,,1,,,,,,,,1,,～

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

62 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）１４６×
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×

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×

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

63 第５章　２（6）ケ 例】
レセプトの表示の吹
き出し

計算式
52点＋52点×100％
　＋（52点＋52点×100％）×40％
　　　→146点

計算式
45点＋45点×100％
　＋（45点＋45点×100％）×40％
　　　→126点

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

64 第６章　２ レコード項目 各レコード項目 平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

65 第６章　２（5） ア 使用量を必要とする医薬品の場合は、整数部５桁、小数部
５桁として、整数部と小数部は、小数点で区切り記録しま
す。

医薬品の使用量は、整数部５桁、小数部５桁として、整数
部と小数部は、小数点で区切り記録します。

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

66 第７章　１（10） 項目　予備 項目　特定器材名称 平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

67 第７章　２ レコード項目 各レコード項目 平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

68 第７章　２（2） 当該特定器材が属する診療識別コード（別表１６）を記録
する場合は、診療識別ごとの先頭レコードに記録します。

当該診療行為が属する診療識別コード（別表１６）を記録
します。

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

69 第７章　２（4） 使用量、点数、及び回数に関連した事項については、(5)、
(6)及び(7)を参照ください。

使用量、点数、回数及び特定器材名称に関連した事項につ
いては、(5)、(6)、(7)及び(10)を参照ください。

平成３０年度診療報酬改定の
内容の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
70 第７章　２（5） ア 使用量を必要とする特定器材の場合は、特定器材コードの

金額種別に「１：金額」、「２：購入価格」、「４：金額
（整数部のみ）」及び「９：乗算割合」が設定されている
ものについては、必ず記録します（小数部がある場合に
は、小数点で区切ります。）。

特定器材の使用量は、特定器材コードの金額種別に「１：
金額」、「２：購入価格」、「４：金額（整数部のみ）」
及び「９：乗算割合」が設定されているものについては、
必ず記録します（小数部がある場合には、小数点で区切り
ます。）。

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

71 第７章　２（8） ア　使用量を必要とする特定器材の場合は、特定器材レ
コードの単位コードは、特定器材コードの金額種別に
「１：金額」、「２：購入価格」及び「４：金額（整数部
のみ）」が設定されているもののうち、単位コードが
「０」のものについて、特定器材単位コード（別表１７）
を必ず記録します。
イ　単位コードが設定されている特定器材コード、金額種
別が「５：％加算」の特定器材コードの単位コードは省略
します。

ア　特定器材単位コード（別表１７）を記録します。
ただし、単位が規定されている特定器材コードの場合は、
記録を省略しても差し支えありません。
イ　酸素の補正率等使用量がない場合は、記録を省略しま
す。

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

72 第７章　２（9） ア 購入価格により算定する特定器材の場合は、特定器材コー
ドの金額種別に「２：購入価格」が設定されているものを
記録します。

特定器材レコードの単価は、特定器材コードの金額種別に
「２：購入価格」が設定されているものについては、必ず
記録します。

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

73 第７章　２（10） 予備 特定器材名称 平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

74 第８章　２ レコード項目 各レコード項目 平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

75 第８章　２（4） ア　労災コメントマスタ及びコメントマスターの「コメン
トコード」を記録します。
イ　コメントコードは「区分（項番３）」１桁、「パター
ン（項番４）」２桁、「番号（項番５）」６桁の計９桁で
記録します。詳しくは「労災レセプト電算処理システムマ
スタファイル仕様説明書」及び「レセプト電算処理システ
ムマスターファイル仕様説明書」をご参照ください。

－ 平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

76 第８章　２（5） コメントコードのパターンごとに必要とする文字データを
記録します。
(パターンごとの文字データの記録方法を示す表の追記)

ア　各コメントコードに対応して、文字情報、数字情報又
は別に定める修飾語コードを記録します。
イ　文字データの記録を要しないコメントコードの場合
は、記録を省略します。
ウ　記録する文字データが７６バイトに満たない場合は、
後続する“スペース”を省略しても差しつかえありませ
ん。

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

77 第９章　１（1） ウ 「単位」が複数レコードになる場合は、先頭のレコードに
のみ診療識別コードを記録し、２番目以降のレコードには
記録しません。なお、診療行為レコード、医薬品レコード
及び特定器材レコードの「一連の行為単位」で98レコード
を超える場合は、レコード識別の先頭に診療識別を記録し
ます。

「単位」が複数レコードになる場合は、先頭のレコードに
のみ診療識別コードを記録し、２番目以降のレコードに
は、記録しません。

平成３０年度診療報酬改定の
内容の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
78 第９章  ２（1） 例3】

表
診療行為コード「111000570」の省略漢字名称
「時間外加算（初診）」

診療行為コード「111000570」の省略漢字名称
「初診（時間外）加算」

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

79 第９章  ２（1） 例3】
レセプトの表示

11 * 初診料
　　 時間外加算（初診）　　　　　　 ８５× １
                              ３７６０円× １
80 * 救急医療管理加算(入院外) １２５０円× １

11 * 初診料
     初診（時間外）加算　　　　 　　　 ８５× １
                                 ３７６０円× １
80 * 救急医療管理加算(入院外)    １２５０円× １

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

80 第９章　２（2） 例1】 診療所において、６月２日、再診（外来）にて消炎鎮痛等
処置（器具等による療法）を実施。

診療所において、６月２日、再診（外来）にて創傷処置60
㎠を実施。

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

81 第９章　２（2） 例1】
表

「140040310：消炎鎮痛等処置（器具等による療法）」の記
載

「140000610：創傷処置60㎠」の記載 平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

82 第９章　２（2） 例1】
ＣＳＶの記録

RI,12,101120010,,,1390,1,,,,,,,,1,,～
RI,,101120020,,52,,1,,,,,,,,1,,～
RI,40,140040310,,35,,1,,,,,,,,1,,～

RI,12,101120010,,,1390,1,,,,,,,,1,,～
RI,,101120020,,52,,1,,,,,,,,1,,～
RI,40,140000610,,45,,1,,,,,,,,1,,～

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

83 第９章　２（2） 例1】
レセプトの表示

12 * 再診料 　　　　　　　　　　　 １３９０円× １
　　 外来管理加算（読み替え加算） 　　　 ５２× １
40 * 消炎鎮痛等処置（器具等による療法）  ３５× １

12 * 再診料 　　　　　　　　　　　１３９０円× １
　　 外来管理加算（読み替え加算） 　　　５２× １
40 * 創傷処置（１００ｃｍ２未満） 　　　４５× １

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

84 第９章　２（2） 例7】 四肢以外に行った創傷処置（１００ｃｍ２未満）の外来管
理加算の特例の記録例を追加

－ 平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

85 第９章　２（2） 例8】 例8】病院（一般病床200床未満）において、６月１０日、
腰部固定帯（購入価格３８００円）を使用し、腰部固定帯
固定を再診にて実施。

例7】病院（一般病床200床未満）において、６月１０日、
腰部固定帯（購入価格３８００円）を使用し、腰部固定帯
固定を再診にて実施。

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

86 第９章　２（2） 例9】 例9】病院（一般病床200床未満）において、６月１０日、
腰部固定帯（購入価格１５００円）を使用し、腰部固定帯
固定を再診にて実施。

例8】病院（一般病床200床未満）において、６月１０日、
腰部固定帯（購入価格１５００円）を使用し、腰部固定帯
固定を再診にて実施。

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

87 第９章　２（2） 例10】 例10】病院（一般病床200床未満）において、６月２日、再
診（外来）にて下記の処置及び検査を実施。

例9】病院（一般病床200床未満）において、６月２日、再
診（外来）にて下記の処置及び検査を実施。

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

88 第９章　２（2） 例11】 例11】病院（一般病床200床未満）において、６月４日、再
診（外来）にて下記の特定器材を支給。

例10】病院（一般病床200床未満）において、６月４日、再
診（外来）にて下記の特定器材を支給。

平成３０年度診療報酬改定の
内容の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
89 第９章　２（2） 例12】 例12】病院（一般病床200床未満）において、６月６日、再

診（外来）にて下記の特定器材を支給。
例11】病院（一般病床200床未満）において、６月６日、再
診（外来）にて下記の特定器材を支給。

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

90 第９章　２（4） 例2】
表

「101410560：創傷処置１（なし・１．５倍・２倍）」の
「新又は現点数」 234.00

「101410560：創傷処置１（なし・１．５倍・２倍）」の
「新又は現点数」 203.00

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

91 第９章　２（4） 例2】
ＣＳＶの記録

RI,40,101410560,,,,1,890000001,１０６２,890000001,２
０４９１０６６２０５９
,890000001,２０５６１０４８,,,,1,,～
RI,,140000190,,328,,1,,,,,,,,,,1,,～

RI,40,101410560,,,,1,890000001,１０６２,890000001,２
０４９１０６６２０５９
,890000001,２０５６１０４８,,,,1,,～
RI,,140000190,,284,,1,,,,,,,,,,1,,～

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

92 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） ３２８×
１

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

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

93 第９章　２（4） 例12】
表

「140000610：創傷処置（１００ｃｍ２未満）」の「新又は
現点数」 52.00

「140000610：創傷処置（１００ｃｍ２未満）」の「新又は
現点数」 45.00

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

94 第９章　２（4） 例12】
ＣＳＶの記録

RI,40,140000610,,,,1,890000001,２０５６１６４
３,,,,,,,,,1,～
RI,,101400010,,104,,1,,,,,,,,,,,1,～
TO,,,788888003,1,45,1,,450,,ロウサイ伸縮包
帯,,,,,,,,,,,1,～

RI,40,140000610,,,,1,890000001,２０５６１６４
３,,,,,,,,,1,～
RI,,101400010,,90,,1,,,,,,,,,,,1,～
TO,,,788888003,1,45,1,,450,,ロウサイ伸縮包
帯,,,,,,,,,,,1,～

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

95 第９章　２（4） 例12】
レセプトの表示

40 * 創傷処置（１００ｃｍ２未満）
     右手関節
     労災（２倍）（処置） 　 １０４× １
     ロウサイ伸縮包帯
     固定用伸縮性包帯 ４５０円／巻
                          １巻 ４５× １

40 * 創傷処置（１００ｃｍ２未満）
     右手関節
     労災（２倍）（処置） 　　 ９０× １
     ロウサイ伸縮包帯
     固定用伸縮性包帯 ４５０円／巻
                          １巻 ４５× １

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

96 第９章　２（5） 例7】
表

「150233410：閉鎖循環式全身麻酔５」の「新又は現点数」
6000.00

「150233410：閉鎖循環式全身麻酔５」の「新又は現点数」
6100.00

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

97 第９章　２（5） 例7】
ＣＳＶの記録

RI,50,150019010,,,,1,890000001,２０５６１６１
６,,,,,,,,,,,,,1,,～
RI,,150297990,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,1,,～
RI,,101500020,,29215,,1,,,,,,,,,,,,,,,1,,～
RI,54,150233410,90,6000,,1,890000001,麻酔：９
日,,,,,,,,,,,,,1,,～

RI,50,150019010,,,,1,890000001,２０５６１６１
６,,,,,,,,,,,,,1,,～
RI,,150297990,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,1,,～
RI,,101500020,,29215,,1,,,,,,,,,,,,,,,1,,～
RI,54,150233410,90,6100,,1,890000001,麻酔：９
日,,,,,,,,,,,,,1,,～

平成３０年度診療報酬改定の
内容の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
98 第９章　２（5） 例7】

レセプトの表示
50 * 骨折観血的手術（肩甲骨）
　　 右肩甲骨
　　 院内感染防止措置加算（手術）
　　 労災（１．５倍）（手術）　 ２９２１５× １
54 * 閉鎖循環式麻酔５ ９０分
　　 麻酔：９日　　　　　　　　　 ６０００× １

50 * 骨折観血的手術（肩甲骨）
　　 右肩甲骨
　　 院内感染防止措置加算（手術）
　　 労災（１．５倍）（手術）　 ２９２１５× １
54 * 閉鎖循環式麻酔５ ９０分
　　 麻酔：９日 　　　　　　　　　６１００× １

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

99 第９章　２（7） 例1】
表

「101800280：運動器リハビリテーション料（１）」及び
「180030770：早期リハビリテーション加算」の「注加算
コード」 8043

「101800280：運動器リハビリテーション料（１）」及び
「180030770：早期リハビリテーション加算」の「注加算
コード」 9061

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

100 第９章　２（7） 例1】 （削除） 平成２８年３月診療分までの記録例の記載 平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

101 第９章　２（7） 例2】
表

「101800280：運動器リハビリテーション料（１）」の「注
加算
コード」 8043

「101800280：運動器リハビリテーション料（１）」の「注
加算
コード」 9061

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

102 第９章　２（7） 例2】 （削除） 平成２８年３月診療分までの記録例の記載 平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

103 第９章　２（7） 例8】 「療養・就労両立支援加算」の記録例を追加 － 平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

104 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７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、一般病
棟（１０対１）に入院した場合。

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

105 第９章　２（8） 例4】
表

診療行為コード「190077410」の省略漢字名称
「急性期一般入院料７」

診療行為コード「190077410」の省略漢字名称
「一般病棟１０対１入院基本料」

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

106 第９章　２（8） 例4】
レセプトの表示

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　　　　　　　　　　　１９８２× ６

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

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

107 第９章　２（8） 例5】 ６月１日から６日の６日間，専門病院１０対１入院基本料
を算定する病棟に入院し、当該患者の看護必要度について
測定を行った場合。（一般病棟看護必要度評価加算が算定
可能な場合）

６月１日から６日の６日間，一般病棟（１３対１）に入院
し、当該患者の看護必要度について測定を行った場合。
（一般病棟看護必要度評価加算が算定可能な場合）

平成３０年度診療報酬改定の
内容の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
108 第９章　２（8） 例5】

表
「190090210：専門病院１０対１入院基本料」、
「190092270：専門病院入院期間加算（１４日以内）」、
「101900120：一般病棟看護必要度評価加算（専門病院入院
基本料）（労災用）」の記載

「190077510：一般病棟１３対１入院基本料」、
「190079470：一般病棟入院期間加算（１４日以内）」、
「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）」の記載

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

109 第９章　２（8） 例5】
ＣＳＶの記録

RI,90,190090210,,,,6,,,,,,,1,1,1,1,1,1,,～
RI,,190092270,,,,6,,,,,,,1,1,1,1,1,1,,～
RI,,101900120,,,,6,,,,,,,1,1,1,1,1,1,,～
RI,,101900010,,2250,,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,,1914,,6,,,,,,,1,1,1,1,1,1,,～

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

110 第９章　２（8） 例5】
レセプトの表示

90 * 専門病院１０対１入院基本料
　　 専門病院入院期間加算（１４日以内）
　　 一般病棟看護必要度評価加算（専門病院入院基本料）
（労災用）
　　 労災（２週間以内）（１．３倍）　　 　　２２５０
× ６

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

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

111 第９章　２（8） 例5】
レセプトの表示の吹
き出し

一般病棟看護必要度評価加算（専門病院入院基本料）のよ
うに、～

計算式
 1332点 ＋ 512点 ＋ 5点
　＋ (1332点 ＋ 5点) × 30% → 2250点

一般病棟看護必要度評価加算（一般病棟入院基本料）のよ
うに、～

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

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

112 第９章　２（8） 例6】 ６月１日から６日の６日間，急性期一般入院料１を算定す
る病棟に入院し、６月４日，５日に患者が外泊を行った場
合。

６月１日から６日の６日間，一般病棟（７対１）に入院
し、６月４日，５日に患者が外泊を行った場合。

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

113 第９章　２（8） 例6】
表

「190117710：急性期一般入院料１」の記載 「190117710：一般病棟７対１入院基本料」の記載 平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

114 第９章　２（8） 例6】
レセプトの表示

90 * 急性期一般入院料１
　　 労災（２週間以内）（１．３倍）　　 　２０６８×
４
　 * 急性期一般入院料１
　　 外泊（入院基本料の減額）
　　 労災（２週間以内）（１．３倍）　　   　３１１×
２

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

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

115 第９章　２（8） 例7】 ６月１日から６日の６日間，急性期一般入院料１を算定す
る病棟に入院している患者が６月４日に私傷病で他の医療
機関に通院した場合。

６月１日から６日の６日間，一般病棟（７対１）に入院し
ている患者が６月４日に私傷病で他の医療機関に通院した
場合。

平成３０年度診療報酬改定の
内容の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
116 第９章　２（8） 例7】

表
診療行為コード「190117710」の省略漢字名称
「急性期一般入院料１」

診療行為コード「190117710」の省略漢字名称
「一般病棟７対１入院基本料」

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

117 第９章　２（8） 例7】
レセプトの表示

90 * 急性期一般入院料１
　　 労災（２週間以内）（１．３倍）　　 　２０６８×
６

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

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

118 第９章　２（8） 例8】 ６月１日から６日の６日間，急性期一般入院料１に入院し
ている患者に、６月１日に労災治療計画書を交付し説明を
行った場合。

６月１日から６日の６日間，一般病棟（７対１）に入院し
ている患者に、６月１日に労災治療計画書を交付し説明を
行った場合。

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

119 第９章　２（8） 例8】
表

診療行為コード「190117710」の省略漢字名称
「急性期一般入院料１」

診療行為コード「190117710」の省略漢字名称
「一般病棟７対１入院基本料」

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

120 第９章　２（8） 例8】
レセプトの表示

90 * 急性期一般入院料１　　　　　　　１５９１× ６
92 * 労災治療計画加算 　　 　　　　 　 １００× １

90 * 一般病棟７対１入院基本料　　　　１５９１× ６
92 * 労災治療計画加算 　　 　　　　 　 １００× １

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

121 第10章　２ レコード項目 各レコード項目 平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

122 第11章　２ レコード項目 各レコード項目 平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

123 第11章　２（3）ア 労災診療費請求書提出年月日を和暦で「年号区分コード
（別表３）＋年月日６桁」で記録します。

労災診療費請求書提出年月日を和暦で年号区分コード（別
表３）を含めた形で記録します。

平成３０年度診療報酬改定の
内容の反映及び文言の見直し
を行いました。

124 第11章　２（13） マルチボリューム識別情報 識別情報マルチボリューム 誤字を修正しました。
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