
都道府県労働局長殿

基発 05 1 3第 l号

平成 26年 5月 13日

厚生労働省労働基準局長

（公印省略）

労災レセプト電算処理システムの機械処理事務手引の一部改正について

労災レセプト電算処理システム機械処理事務手引（以下「手引」という。）に

ついては、平成 26年 1月 17日付け基発 0117第 3号により通知したところであ

るが、今般、労災診療費算定基準の一部改定等に伴い、下記手引を別紙のとお

り一部改正したので、了知の上、今後の事務処理に遺漏なきを期されたい。

言己

1 労災レセプト電算処理システム機械事務処理手引（職員編）

2 労災レセプト電算処理システム操作マニュアル（労災保険指定医療機関等

編）



項番 ページ

第3編
2-72 

第3編
2 2-75 

第3編
3 4-104 

第3編
4 4-105 

第3編
5 4-108 

6 
第3編
4-139 

（職員編）操作マニュアルー都道府県労働局・厚生労働省本省用一

新旧対照表

改正後 改正前

(5）レセプトセ詳プ細ト詳表細示表（薬示剤（薬）画剤面）酉
図2-13レ面（1/2)

「処方せん受付回数」追加

表2-12レセプト詳細表示（薬剤）画面の画面項目

項番33「処方せん受付回数J追加

図4-8レセプト基本情報更新（薬剤）面面（2/2)

「処方せん受付回数」追加

表4-5レセプト基本情報更新（薬剤）画面の画面項目

項番20「処方せん受付回数」追加

図4'-10レセプト基本情報更新（薬剤傷）画面（2/2)
ページ数：第3編 4-107

「処方せん受付回数」追加

(5）レセプレトセ情プ報ト情更報新更完新了（薬剤）画面
図4-23 完了（薬剤）画面（1/2)

ページ数：第3編 4-138

「処方せん受付回数」追加



項番

2 

3 

4 

5 

（職員編）帳票・csvファイル脱明書一都道府県労働局・厚生労働省本省用ー
新旧対照表

ページ 改E後 改E前

42オンライン等で請求された労災診療費等の支払ー
参照先 覧表一TOKR00035
一覧2 （以降項番が1つずつずれます）

1.帳票レイアウト（改ページ条件） 1. 帳票レイアウト（改ページ条件）

費10請7＿診求療肉
医科レセプ卜の場合． 医科レセプトの場合
（略） （略）

訳書（入
歯科レセプトゴの場診合療： 歯科レセプトの場合：

院外用） 2ページ目l 費報酬明細書（歯科入院外用）』 2ページ目lこ「診療費報酬明細書（歯科入院外用）』
_SNSROOO 

を（続摘出紙要力）欄し』をまに出す表力。示ししまきすれ。ない場合に「診療費請求内訳書
を出力します。

06【 1

1 帳票レイアウト（改ページ条件） 1 帳票レイアウト（改ページ条件）

費1訳0請8書－診求（入療内
医科レセプトの場合・ 医科レセプトの場合
（略） （略）

歯科レセプトこの「場診合療・ 歯科レセプトこの「場診合療院外用
傷） 2ページ目l 費報酬明細書（歯科入院外用）J 2ページ目l 費報酬明細書（歯科入院外用）』

SNSROOO を出力します。 を出力します。
07-1 摘要欄に表示しきれない場合に「診療費請求内訳書

（続紙）」を出力します。

139病棟
1.帳票レイアウト 1.帳票レイアウト区分別・

入院期間
大区分1の「施設基準特定J欄には、斜線を出力 大区分1の「施設基準特定』欄には、「ZZ,ZZ9」を出力~Iト施設

基基準別入
院本料
算定日数
ーTOKROOO

17-1 

157ーオン
1 帳票レイアウト、2.項目定義を新規追加ライン等

で請求さ

れた労費災
診療等

の支覧払表一

TOKROOC〕
35-1～4 



項書 ページ

12-9 

2 12-10 

（医療機関等編）操作マニュアルー労災保険指定医療機関等用ー
新 IS対照表

改正後 改正前

(2）レセプレトセ共プ通ト共レコードで訂正可能な項目（調剤のレセプト）
表12-8 通レコードの項目のH:iE及び削除の可否
（調剤のレセプト）

項番22「予備6J追加

(3）労災レセプトレコードで訂E可能な項目（調剤のレセプト）
表12-9労災セプレセプトレコードの項目の訂E及び削除の可否
（調剤のレ ト）

項番16「処方せん受付回数」追加



項番 ページ

集1点03計－検送表な信（し受デ）付（－調前~ 
剤）JUKR00009-

1 

集1点03計検送表右恒デ ヲ（受付前
2 検なし）（調

剤）_IUKR00009-
2 

3 
集1点0ι計検送表あ信（り受デ）付（－調前~ 
青IJ)ーIUKR00014-

1 

10ι送仏デ告

4 
集点計右表（受付前

検あり）（調
斉IJ)JUKR00014-

2 

受10領5＿オ書ン（受ラ付イン前

5 点検なし）（詞
淘lj)IUKR00017-

1 

6 
受1点0領5検ーオ書なン（し受ラ）付イ（調ン前

斉IJ)JUKR00017-
2 

7 
受1点0領6検ーオ書あン（り受ラ）付イ（調ン前

斉IJ)JUKR00022-
1 

106オンフイン

8 斉受l点IJ)領J検U書あK~り受do付~調2前2-
2 

9 
2集点03計検－送表な信（し受デ）付（ー調前ヲ

青IJ)IUKIF0009-
4 

10 剤2集点03計）検Jー送表UなK信~し受Fデ~付cio調前: 

5 

11 音2集点0り4計）検J目送表UあK信＇.りF受デb付ci－調1前: 

4 

204＿送｛ロデ 9 
集計表（受付前

12 点検あり）（調
斉IJ)IUKIF0014-

5 

（医療機関等編）帳瑛・csvファイル説明書一間剤用ー
新旧対照表

改正前

第1章帳票レイアウト

#10「処方せん受付回数合計」追加

第2章項目定義

#10「処方せん受付回数合計」追加

第1章帳票レイアウト

#10 2『処方せん受付回数』追加
#12 「処方せん受付回数合計J追加

第2章項目定義

#10 2「処方せん受付回数」追加
#12 「処方せん受付回数合計」追加

第1章帳票レイアウト

#10「処方せん受付回数合計」追加

第2章項目定義

#10「処方せん受付回数合計」追加

第1章帳票レイアウト

#10-2「「処処方方せせんん受受付付回回数数合」追加
#12 2十J追加

第2章項目定義

#10-2「処方せん受付回数」追加
#12 「処方せん受付回数合計』追加

#4「処方せん受付回数」追加

桝「処方せん受付回数」追加

#4「処方せん受付回数』追加

#4「処方せん受付回数」追加

改正後



項番 ページ 改正前 改正後

受20領5オ書ン（受ラ付イン前 #4「処方せん受付回数」追加
13 点検なし）（調

青リ)JUKIF0017-
4 

205オンフイン
#4「処方せん受付回数」追加

受点領検書な（し受）付前
14 （詞

剤） IUKIFOOl 7-
5 

受20領6オ書ン（受ラ付イン前 桝「処方せん受付回数』追加
15 点検あり）（調

剤） IU KIF0022-
4 

受2点0領6検オ書あン（り受ラ）付イ（調ン前 制「処方せん受付回数」追加
16 

剤） IU KIF0022-
5 

215ト返（調戻剤レ）セプ
#42「予備BJ 追加

17 
IUKIF0031-4 

215ト返（調戻剤レ）セプ
#17「処方せん受付回数」追加

18 
IUKIF0031-6 

215＿ト返（調戻剤レ）セプ
#13「最大バイト数」修正「2」 ページ数：215ー返戻レセプト（調剤）JUKIF00319 

19 
IUKIF0031 9 #13「最大バイト数」「1』


