
都道府県労働局長殿

基発 01 2 6第 3 号

平成 28年 1月 26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号及び平成26年5月13日付

け基発0513第 1号により通知しているところである。

今般、都道府県労働局の労災医療担当職員等からの要望に基づき、レセプト

審査点検機能のプログラム改修を実施したことに伴い、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。

記

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）



労民レセプト電算処理システム

一援金マュアル 都道府県労働局・厚生労倒省玄省用 〔平成28年2月版）

項番 改定区分 ページ 改定後 改 定 前

平成田年2月版 平成田年5月版
1 変更 表紙

「2.1請求書を検索する』Zの請求書検索画面のレイアウト 『2.1請求書を検索する」2の請求書検索画面のレイアウト

2 変更
第3編 〈レイアウト内容〉 くレイアウト向容〉
2 2 検索条件の『受付年月日」を範囲指定 検索条件目『受付年月日Jを単目指定

「2.1請求書を検索するJ4：＆び5の請求書検索画面のレイアウト 「2.1請求書を検索するJ4：＆び5の請求書検索画面のレイアウト

3 変更
第3編 〈レイアウト内容〉

くレ検イア索ウ条ト件内の容『〉受付年月日」を単目指定2 3 検索条件の『受付年月日」を範囲指定

r2.2レセヲトを検索するJ6のレセフト詳細表不（入院用）画面白レイアウト 「2.2レセブトを検索する」6のレセヲト詳細表示（入院用）面面白レイアウト

4 変更
第3編 くレイアウト内容〉 〈レイアウト内容〉
2 7 メモ情報の上部！こ『前のレセプト」及び「次のレセプ卜」ボタン有り メモ情報の上部！こ「前田レセプトJ：＆び『次のレセプトJポ；ン無し

「2.3疑義付隻を検索するJ2の説明を追記、及び疑義付護検索画面のレイアウト 『2.3疑義付筆を検索する」Zの説明を追記、且び疑義付護検索画面白レイアウト

〈説明文〉
〈説な明し文〉

第3編 （叫が付いている検索条件は、必ず指定してください．
5 変更 2-9 

〈レイアウト内容〉 〈レイアウト内容〉
検索条件に「受付年月日（吋J有り 検索条件に『受付年月日（吋J無し

「2.3疑義付隻を検索する』4及び5の疑義付隻検索画面のレイアウト 「2.3疑義付筆を検索するJ4及び5の疑義付護検索画面目レイアウト

6 変更
第3編 〈レイアウト内容〉

くレイアウト内＝容？受2-10 検索条件に『受付年月日（＊）」有り 検索条件l 付年月日（吋』無し

『2.11.1請求書検索画面（1)請求書検索画面』図ト1請求書検索画面白レイアウト 「2.11.1請求書検索画面（1)請求書検索画面」図21請求書検索画面白レイアウト

第3編 〈レ検イア索ウ条ト件内の容「〉受7 変更 2-31 くレイアウト内容〉 付年月日」を単目指定
検索条件の「受付年月日」を範囲指定

「2.11.1請求書検索画面（1）請求書槙索画面J表2-2請求書検索画面白画面項目項書10のー
説明

8 追加
第3編

〈説値明の文範〉囲を指定して検索する方法については、『第1編1.2.3範囲を指定して検索する」を
2 32 

参照してください。
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労災レセブト電耳処理システム

項番 改定区分 ページ 改定後 改定前

「2.11.1請求書檎索画面（2）請求書検索（複数選択）画面」周2-2穣求書検索［複数選択）薗 「2.11.1請求書検索画面（2）請求書検索（複数選択）画面」図2-2請求書検索（複数選択）画
面白レイアウト 面のレイアウト

9 変更
第3編

〈レ検イア索ウ条ト件内の容「〉受付年月日」を単目指定2 34 くレイアウト内容〉
検索条件の「受付年月日」を範囲指定

「2.11.3レセブト検索画面（5）レセ7卜検索（複数選択）画面j図2-8レセプト検索（複数選択） 『2.11.3レレイセアブウト検ト索画面（5）レセフト検索（複数選択）画面J図2-8レセブト検索（複数選択）
画面のレイアウト 面面白

10 変更
第3編 〈レイアウト内こ容「〉修
2-56 〈レイアウト内容〉 検索条件I 正内容承認』無し

検索条件に「修正肉容承認』有り

『2.11.3画レ面セブ項ト目検索画面（5）レセブト検索（複数選択｝画面」褒2-9レセブト検索（複数選択）
画面白

11 追加
第3編

〈画面項目〉2-59 
項番33「［修正内容承認］」

「2.11.4レセフト詳細表不画面 (1)レセブト詳細褒市（入院用）画面』図2-9レセフト詳細費市 r2.11.4レセフ卜詳細表不画面（1）レセブト詳細表示（入院用）画面J図2-9レセブト詳細表示
（入院用）画面（1/2）のレイアウト （入院用）画面（1/2）のレイアウト

12 変更
第3編

くレイアウト内容〉 〈レイアウト内容〉2 62 
メモ情報の上部に「前回レセプト」及び「次のレセプト」ポヲン有り メモ情報の上部！こf前田レセプトJ及び「次のレセプトJポ告ン無し

「Z入1院1.4用レ｝画セプ面卜の詳画細面表項示E画面 (1)レセブト詳細表示（入院用）薗面』表ト10レセコト詳細表市
（ 目

13 追加
第3編 〈画面項目〉
2-64 項番Z「［前のレセプト］ポ合ン」

項番3 『［次のレセプト］ポ~ン」

示r2'c1入1.4院レ外セ用プ）ト画詳面細白表レ示イ画ア面白）レセプ卜詳細表示（入院外用）画面』図E11 レセ7ト詳細表
ウ卜

2.11.4レセブト詳細表示画面（3）レセブト詳細表,r-（入院外用）画面J図2-11 レセブト詳細表
示（入院外周）画面のレイアウト

14 変更
第3編

くレイアウト内容〉
くレイメモア情ウ報ト内の容よ〉部2-70 

メモ情報の上部1＝『前のレセブト」及び『次のレセプト』ポ事ン有り に「前のレセプト」及び『次のレセプト」ポ告ン無し

『2.11.4レセブト詳細表示画面（5）レセフト詳細表不［薬剤）画面J図2-13レセブト詳細表不（薬 「2.11.4レセブト詳細表示薗面（5）レセブト詳細表市（薬剤）画面J図2-13レセブト詳細表示（薬
剤）画面（1/2）のレイアウト 剤）画面（1/2）のレイアウト

15 変更
第3編

〈レイアウト内容〉 〈レイアウ報ト内田容上〉部2-73 
メモ情報の上部Iこ「前のレセプトJl>l.び「次のレセプト」ポ事ン有LJ メモ情 lこF前のレセプトJ及び「次のレセプト』ポ告ン無し

V7 



労災レセブト電算処理システム

項番 改定区分 ページ 改定後 改 定 前

『2.1画1.4面レ白セ画ブ面ト詳細表示画面（5）レセ7ト詳細表示（薬剤）画面」表ト12レセブト詳細表不（薬
剤） 項目

第3編
く画面項目〉16 追加 2 74 

2 75 項番E「［前のレセプト］ボヲン』
項番3「［次のレセプト］ポ世ン』

『2.11.5疑義付護倹索直面」図215疑義付筆検索画面のレイアウト 「2.11.5疑義付筆検索画面J図2-15疑義付隻検索画面のレイアウト

17 変更
第3編 〈レイアウト内容〉 くレイアウト内容〉
2 81 検索条件に『受付年月日（吋J有り 検索条件に「受付年月日（吋J無しー

「2.11.5疑義付護検索画面」表213疑義付筆検索画面の画面項目を追記

18 追加
第3編 〈画面項目〉
2 82 項番1「［受付年月日（吋］』

『3.25号の受付有無を登録する」2のレセブト検索（複数選択）画面のレイアウト 「3.25号の畏付有無を登録する」Eのレセブト検索〔複数選択）画面白レイアウト

19 変更
第3編 〈レイアウト内容〉 〈レイアウト内容こ「〉修正3 3 検索条件に「修正内容承認』有り 検索条件l 内容承認』無し

『3.25号回受付有無を登録する」3のレセフト検索（複数選択）画面のレイアウト 「3.25号の受付有無を受録する」3のレセブト検索（複数選択）画面白レイアウト

20 変更
第3編 くレイアウト内容〉 くレイアウト内こ容『〉修3日 4 検索条件にf修E内容承認」有り 検索条件l 正内容承認」無し

「3.25号の受付有無を登録するJ5のレセフト括処理面面白レイアウト 『3.25号の受付有無を登録するJ5のレセブト括処理画面のレイアウト

21 変更
第3編 くレイアウト内容〉 くレイアウト内容〉
3 4 メモ情報の上部！こ「前のレセブト」及び「次のレセプト』ポ告ン有り メ壬情報の上部Iこ「前のレセプトJll<び「次回レセブト』ポ予ン無し

「3.25号の受付有無を登録する』9のレセブト括処理完了画面のレイアウト 「3.25号の受付有無を登録するJ9のレセブト 括処理完了画面のレイアウト

22 変更
第3編 〈レイアウト内容〉 〈レイアウト内容〉
3-5 画面項目に「修正向容承認」有り 画面項目に「修正内容承認J無し

「3.3レセブトと添付文書を関連づける 3.3.1添付文書を登録する』2のレセブト詳細表示（入院
用）画面白レイアウト

『3.3レセブトと添付文書を関連づける 3.3.1添付文書を登録する」2のレセブト詳細表示（入院
用）画面のレイアウト

23 変更
第3編 〈レイアウト内容〉
3-7 〈レイアウト肉容〉 メ壬情報のよ部！こ『前のレセプト」及び『次のレセブト」ポ担ン無し

メモ情報の上部！こ『前のレセプト」及び「次のレセプ卜」ポ骨ン有り
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労提レセプト電算姐理システム

項番 改定区分 ページ 改定後 改定前

r3＿括4.1処レ理セ画ブ面ト 括処理画面J図31レセ7ト 括処理画面白レイアウト及び表32レセプト
ー の画面項目

「3括.4.1処レ理セ画ブ面ト 括処理画面J図3-1 レセブト 括処理画面白レイアウト及び表32レセプ卜
ー の画面項目

24 変更
第3編
3 12 

くレイアウト内容〉 〈レイアウト内ゴ容〉修正
画面項目に『修正内容承認」有り 画面項目l 内容承認」無し

〈函面項目〉 〈画面項目〉
項番4「［修正内容承認］」 なし

rJ.4.2卜レ一セ括プ処ト一理括完処了理画完面了の画函面面』項図32 レセブト 括処理完了画面白レイアウト及び表3-3
レセプ 目

『3.4.2レト一セ括ブ処トー括処理完了画面」図3-2レセブト 括処理完了画面白レイアウト及び表3-3
レセブ 理完了画面白画面項目

〈レイアウト内容〉 〈レイアウト内容＝「〉修
25 変更

第3編 画面項目に「修正内容京認J有り 画面項目l E内容承認』無し
3-15 

〈画面項目〉 く画面項目〉
項番4『［修正内容承認］Jを追加 立し

『4.2.2レセブトを確認する」Eのレセフト詳細表市（入院用）画面のレイアウト 「4.2.2レセプトを確認する」2のレセフト詳細表不（入院用］画面白レイアウト

26 変更
第3編 〈レイアウト内容〉 〈レイアウト内容〉
4 4 メモ情報の上部！こ『前のレセプト」及び『次のレセプ卜』ポ告ン有り メモ情報のよ都lこ『前のレセプト」及びr次回レセプ卜」ポ事ン無し

『4.3.2レセブトを修正・削除する（1)基本情報を修正する場合J2のレセヲト詳細表示（入院用） 4.3.2レセブトを修正・削除する（1）基本情報を修正する場合J2のレセブト詳細表示｛入院用）
画面白レイアウト 画面のレイアウト

27 変更
第3編

〈レイアウト内容〉 〈レイアウ報ト内田容上〉部4 12 
メモ情報の上部！こ「前のレセプト」及び「次のレセプト」ポ告ン有り メモ情 lこ『前のレセプトJ及び「次のレセプトJポ告ン無し

「4.3.2レセプトを修正・削除する（2）傷病情報を修正する場合」Zのレセフト詳細表示（入院用） 『4.3.2レセ7トを修正・削除する（2）傷病情報を修正する場合J2のレセフト詳細表示（入院用）
画面白レイアウト 画面白レイアウト

28 変更
第3編

くレイアウト内容〉
くレイメモア情ウ報ト内の容よ〉部4-15 

メモ情報の上部lこ『前のレセブト』及び「次のレセプト」ボタン有り に「前のレセプト」及び「次のレセブト』ポ告ン無し

「4.3.2レセプトを修正・削除する（3）摘要情報を修正する場合J2のレセブト詳細表不〔入院外 「4.3.2レセブトを修正・削除する（3）摘要情報を修正する場合』Zのレセブト詳細表示（入院外
用〕画面のレイアウト 用）画面のレイアウト

29 変更
第3編 〈レイアウト内容〉
4-23 メモ情報の上部lこ『前のレセプト』及び「次のレセプトJポ告ン有り

くレイメモア情ウ報ト内の容上〉部
lこ「前のレセブト」及び『次のレセブト」ポ事ン無し
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労民レセブト電算処理ンステム

項番 改定区分 ページ 改定後 改定前

面『4白3.2レレイセアプウトトを修正・削除する（4）処方情報を修正する場合J2のレセブト詳細表不〔薬剤）画 面「4の3.2レレイセアプウトトを修正・削除する（4）処方情報を修正する場合J2のレセブト詳細表不（薬剤）画

30 変更
第3編

くレイアウト内容〉 くレイアウト内容〉4-32 
メモ情報の上部lこ「前のレセプト』及び「次回レセプト』ポ聖ン有り メモ情報の上部lこ『前回レセプト』及び「次のレセプトJポ合ン無し

「4.3.2レセ7トを修正・削除する（5）基本料・管理料情報を修正する場合J2のレセフト詳細表 示「4-t-薬2剤レ）セ画プ面トを修正・削除する（5）基本料・管理料情報を修正する場合J2のレセプト詳細表
示（薬剤）画面白レイアウト のレイアウト

31 変更
第3編

〈レイアウト内容〉 くレイアウト内容〉4-40 
メモ情報のよ部lこ「前のレセプ卜J及び「次のレセプトJボタン有り メモ情報の上部lこ『前田レセブトJ及び「次のレセプト』ポ告ン無し

画r4.面3.2のレレセイプアトウをト修正・削除する（8）レセフトを削除する場合」2のレセプト詳細表＂＂＇ （入院用） 画「4面3.2のレレセイプアトウをト修正・削除する（8）レセフトを削除する場合J2のレセプト詳細表ホ（入院用）

32 変更
第3編

くレイアウト内容〉
くレイメモア情ウ報ト内の容上〉部4-53 

メモ情報の上部！こ「前のレセプト』及び「次のレセプト』ポ空ン有り lこ『前回レセプトJ:ilcぴ「次のレセプト』ポ$＜ン無し

「4.3.3疑義付筆を登録する」2のレセブ卜詳細表示（入院用）画面白レイアウト 「4.3.3疑義付隻を登録する」Eのレセブト詳細表不（入院用）面面のレイアウト

33 変更
第3編 〈レイアウト内容〉 くレイアウト内容〉
4】 57 メモ情報のよ部，工「前のレセプトJ及び「次のレセプト』ポ告ン有り メモ情報の上部，こ『前のレセプトJ及び「次のレセブト』ポ告ン無し

「4.3.5メモを登録するJ2のレセフト詳細表示（入院用）画面白レイアウト 「4.3.5メ壬を登録するJ2のレセフト詳細表示（入院用）画面白レイアウト

34 変更
第3編 くレイアウト内容〉 くレイアウト内容〉
4-62 メモ情報の上部！こ「前のレセプトJ＆び「次回レセプトJポ告ン有り メモ情報の上部Iこ『前田レセプトJ及び「次回レセブト』ボタン無し

「4.3.5メモを登録するJ6のレセフト詳細表市（入院用）画面白レイアウト r 4.3.5メモを登録する」6のレセブト詳細表事（入院用）画面白レイアウト

35 変更
第3編 くレイアウト内容〉 くレイアウト内容〉
4 63 メモ情報の上部！こf前のレセプトJ及び「次のレセプトJポ聖ン有り メモ情報の上部に「前のレセプトJ及び「次のレセプト』ボタン無し

「4.3.6メモを更新・削除する』2のレセブト詳細表不（入院用）画面白レイアウト 「4.3.6メモを更新・削除する』2のレセブト詳細表示（入院用）画面白レイアウト

変更
第3編 〈レイアウト内容〉 〈レイアウト内容〉36 
4】 64 メモ情報のよ部lこf前のレセプト」及び「次のレセプトJポ事ン有り メモ情報の上部に「前のレセプト」及び「次回レセブトjポ告ン無し

r 4.3.sメモを更新・削除するJ6のレセブ卜詳細表示（入院用）画面のレイアウト 『4.3.6メモを更新・削除する」6のレセブト詳細表示（入院用）画面白レイアウト

37 変更
第3編 くレイアウト内容〉 〈レイアウ報ト内の容上〉部4-65 メモ情報の上部lこ「前のレセプト」及びf次のレセプト」ポ聖ン有り メモ情 lこ「前のレセブト』及び『次のレセブト」ポ担ン無し
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労災レセプト電算担理システム

項番 改定区分 ページ 改定後 改定前

『4.4.1照会依頼書を登録する」Eのレセブト詳細表不（薬剤傷）画面白レイアウト f4.4.1照会依頼書を登録するJ2のレセプト詳細表示（薬剤傷）画面白レイアウト

38 変更
第3編 くレイアウト内容〉 〈レイアウト内容〉
4-67 メモ情報の上部に「前のレセプト」及び「次のレセプト」ポ事ン有り メモ情報の上部！こ「前のレセプトJ及び「次回レセプト』ポ告ン無し

「4.6.1審査内容の検証結果を登録する』2のレセブト詳細表示（薬剤傷）画面のレイアウト 『4.6.1審査肉容の検証結果を登録する」2のレセブト詳細表示（薬剤傷）画面のレイアウト

39 変更
第3編 くレイアウト内容〉 〈レイアウト内容〉
4 73 メモ情報の上部に「前のレセプト」及び「次回レセプト」ポ告ン有り メモ情報の上部！こ「前のレセプトJl/1.び「次のレセプト』ポヲン無し

「4.6.1審査内容の検証結果を畳録する」2のレセブト詳細衰市（入院用）画面白レイアウト r 4.6.1審査内容の検証結果を畳録する」2のレセ7ト詳細表市（入院用）画面白レイアウト

40 変更
第3編 〈レイアウ報ト内の容上〉部 〈レイメモア情ウ報ト内の容よ〉郁4-83 メモ情 ，こ「前のレセプト』及び「次のレセプトJポ事ン有り I＝「前回レセプトJ及び「次のレセブト』ポ告ン無し

『4.6.2レセブトの修正内容を承認する』の説明 「4.6.2レセブトの修正内容を承認するJの説明

第3編
〈説明文〉 〈説明文〉

41 変更
4-84 

(1）にレセプトの修正内容を個別に承認する方法を記載 レセプトの修正内容を個別に承認する方法を記載～ 
4司 87 (2)1こレセプトの修正内容を一括で承認する方法を記載

『4.7審査結果を畳録する」2のレセフ卜詳細表市（入院用）画面のレイアウト 「4.7審査結果を量録するJ2のレセブト詳細表不（入院用）画面白レイアウト

42 変更
第3編 〈レイアウト内容〉 〈レイアウト内容〉
4 91 メモ情報田上部lこ「前のレセプト」及び「次のレセブト」ポ聖ン有り メモ情報の上部lこ「前のレセプトj及び「次のレセプトJポ51ン無し

「5.3.1レセフトを個別l』出力する場合J2のレセフト詳細義市（入院用）画面白レイアウト 『5.3.1レセブトを個別に出力する場合』2のレセプト詳細表示（入院用）画面のレイアウト

43 変更
第3編 〈レイアウト内容〉

〈レメイモア情ウ報ト内田容上〉部5-6 メモ情報の上部lこ「前のレセプトJl,tび「次のレセプト」ポ告ン有り ！こ「前のレセプト』且び「次回レセブト』ポ世ン無し

「5.3.1レセフトを個別に出力する場合J4のレセフト詳細表示（入院用）画面白レイアウト 『5.3.1レセブトを個別に出力する場合J4のレセフト詳細表不（入院用）画面白レイアウト

44 変更
第3編 〈レイアウト内容〉 〈レイアウト内容〉
5 7 メモ情報の上部lこ「前のレセプト』及び「次回レセブト」ボタン有り メモ情報の上部！こ「前回レセプトj及び「次のレセプト』ポ告ン無し

「5.3.2レセ7トを 括で出力する場合J2のレセフト検索（複数選択）画面白レイアウト 「5.3.2レセフトを 括で出力する場合J2のレセブト検索（複数選択）画面のレイアウト

45 変更
第3編 〈レイアウト内容〉 くレイアウト内容〉
5-8 検索条件に「修正向容承認J有り 検索条件に「修正内容承箆」無し

8月



労提レセプト電算処理システム

項 番 改定区分 ページ 改定後 改定前

「5.3.2レセブトを 括で出力する場合」3のレセブト検索（複数選択）画面白レイアウト 「5.3.2レセブトを 括で出力する場合」3のレセブト検索（複数選択）蘭面白レイアウト

46 変更
第3編 くレイアウト内容〉 〈レイアウト内容〉
5-9 検索条件に「修正内容承認」有り 検索条件に「修正内容承認」無し

「5.3.2レセプトを 揺で出力する場合」5のレセブト 括処理画面のレイアウト 『5.3.2レセブトを 括で出力する場合」5のレセプト 括処理画面白レイアウト

47 変更
第3編 くレイアウト内容〉 くレイアウト内容〉
5-10 画面項目に「修正内容承認」有り 画面項目ゴ修正内容承認」無し

「5.3.2レセブトを 括で出力する場合」9のレセブト 括処理完了画面のレイアウト 「5.3.2レセブトを 括で出力する場合」9のレセブト 括処理完了画面のレイアウト

48 変更
第3編 くレイアウト内容〉 〈レイアウト内こ容「〉修
5 11 画面項目に「修正向容承認」有り 画面項目I E内容承認」無し

別添1
レセ7卜 括処理画面白『修正内容承（ブルずウンリスト）JIこ対するアウセス権限を追加

49 追加 アウセス権
限設定表

項番62「修正内容承認」及び項番63「修正内容承認（一括）』を追加

50 追加
別添2

コード一覧
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労災レセブト電算処理システム

操作マーュアル 都道府県労働局・厚生労働省玄省聞 （平成28年2月版）

項番 改定区分 ページ 改定後 改定前

平成28年2月版 平成26年5月版
変更 表紙

「2.1請求書を検索する」2の請求書検索画面のレイアウト 『2.1請求書を検索するJ2の請求書検索薗面白レイアウト

2 変更
第3編 〈レイアウト内容〉 くレイアウト内宇の容『〉受2-2 検索条件の「受付年月日」を範囲指定 検索条件 付年月日Jを単目指定

『2.1請求書を検索するJ4及び5の請求書検索画面のレイアウト 「2.1請求書を検索するJ4及び5の請求書検索画面白レイアウト

3 変更
第3編 くレイアウト内容〉

〈レ検イア索ウ条ト件内の容「〉受付年月日」を単日指定2-3 検索条件の『受付年月日』を範囲指定

「2.2レセブトを検索するJ6のレセブト詳細表耶（入院用）画面のレイアウト r2.2レセブトを検索する」8のレセフト詳細表市（入院用）画面白レイアウト

4 変更
第3編 〈レイアウト肉容〉

〈レイメモア情ウ報ト内の容上〉部2 7 メモ情報の上部に「前回レセプトJl>l:ぴ「次のレセプト」ボタン有り lこ「前田レセブトJ及び『次のレセブトJボタン無し

『2.3疑義付筆を検索する」Z由説明を追記、及び疑義付護検索画面のレイアウト 「2.3疑義付筆を検索する」2の説明を追担、及び疑義付婁検索画面のレイアウト

〈説明文〉 〈説な明し文〉
第3編 （吋が付いている検索条件は、必ず指定してください。

5 変更 2-9 
〈レイアウト内容〉

〈レ検イア索ウ条ト件内に容『〉受付年月日（吋』無し検索条件に『受付年月日（吋J有り

「2.3疑義付婁を検索するJ4及び5の疑義付隻検索画面のレイアウト 2.3疑義付護を検索するJ4及び5の疑義付喜車検索画面のレイアウト

6 変更
第3編 くレイアウト内容〉 くレイアウト内容〉
2 10 検索条件に「受付年月日［吋』有り 棟索条件に「受付年月日（吋』無し

「2.11.1請求書検索画面（1)請求書検索画面」図2-1 請求書検索画面白レイアウト 『2.11.1請求書検索画面（1)請求書検索画面」図2-1 請求書検索画面のレイアウト

7 変更
第3編

〈レイアウト内容〉 くレ検イア索ウ条ト件内の容「〉受付年月日」を単目指定
2・ 31 

検索条件の「受付年月日」を範囲指定

『2.11.1請求書検索画面（1）請求書検索画面J表2-2請求書検索画面白画面項目項番10の
説明

8 追加
第3編

く説値明の文範〉囲を指定して検索する方法については、『第1編1.2.3範囲を指定して検索する」を
2-32 

重参照してください。

1/7 



労災レセブト電算処理システム

項番 改定区分 ページ 改定後 改定前

r2.11.1請求書検索画面（2）請求書検索（複数選択）画面」図2-2請求書検索（複数選択）画 「2.11.1請求書検索画面（2）請求書検索（複数選択）画面J図22請求書検索（複数選択）面
面白レイアウト 面白レイアウト

9 変更
第3編

くレ検イア索ウ条ト件内の容「〉受2 34 〈レイアウト内容〉 付年月日」を単目指定
検索条件の「受付年月日」を範囲指定

『2.11.3レセプ卜検索画面（5）レセブト検索（複数選択）面面J図2-8レセプト検索〔複数選択） 「2.11.3レレイセアブウ卜検索画面（5）レセフト検索（複数選択）画面」図z8ヤセブト検索（複数選択）
画面のレイアウト 画面の ト

10 変更
第3編 〈レイアウト内容〉
2 56 〈レイアウト内容〉 検索条件！こ「修正向容承認J無し

検索条件lこ『修正内容承認J有り

「2.11.3レセフト検索画面（5）レセフト検索（複数選択）画面」表2・ 9レセフト倹素（複数選択） ー
画面白画面項目

11 追加
第3編

く画面項目〉2-59 
項番33「［修正内容承認］』

『2.11.4レセフト詳細表不画面（1）レセヲト詳細表示（入院用）画面」図29レセコト詳細表市 「2.11.4レセブト詳細表ホ画面（1）レセフト詳細表示（入院用）画面J11112 9レセフト詳細表不
（入院用）画面（1/2）のレイアウト （入院用）画面(1/2）のレイアウト

12 変更
第3編

くレイアウト内容〉
くレメイモア情ウ報ト内の容上〉部lこ『前のレセプト』及び「次回レセプト」ポ合ン無し

2-62 
メモ情報の上部に「前のレセプト』及び『次回レセプトJポ合ン有＇）

「2.11.4レセ7ト詳細表不画面（1）レセブト詳細表示（入院用）画面J表2-10レセフト詳細表不
（入院用）画面の画面項目

13 追加
第3編 〈画面項目〉
2-64 項番2「［前のレセプト］ポ聖ン」

項番3『［次のレセブ卜］ボタン」

示「2／入1.4院レ外セ用プ）ト詳細表市画面（3）レセブト詳細義市（入院外用）画面」図2-11 レセブト詳細表
画面白レイアウト

示『2／入1.4院レ外セ用プ）トE詳細表示画面（3）レセブト詳細表示｛入院外用）画面」図211 レセブト詳細表
画面のレイアウト

14 変更
第3編

くレイアウト内容〉 くレイアウト肉容〉2 70 
メモ情報の上部lこ『前のレセプト」及び「次のレセプト」ボタン有り メモ情報のよ部！こ「前のレセプトJ&lFr次のレセプトJポ告ン無し

剤l¥1画1.4面レ（1セ／ブ2)ト詳細表示画面（5）レセプ卜詳細表ホ（薬剤）画面」図213レセブト詳細表示（薬
のレイアウト

『2.11.4レセ1／ブ2)ト詳細表示画面白）レセブト詳細表市（薬剤）画面』図2-13レセブト詳細表市（薬
剤）画面（ のレイアウト

15 変更
第3編

くレイアウト内容〉 〈レイアウト内容〉2-73 
メモ情報のよ部lこ『前のレセプト」且ぴ「次回レセプト」ボ告ン有り メモ情報の上部！こ「前田レセプト」及び『次のレセプト」ポ聖ン無し
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労災レセプト電算処理システム

項番 改定区分 ページ 改定後 改定前

「2;1画1.4面レ白セ画ブ面ト詳細表示画面白）レセ7ト詳細表市（薬剤）画面」表212レセプト詳細表市（薬】
剤 項目

第3編
〈画面項目〉16 追加 2-74 

2・ 75 項番Z 『［前田レセプト］ボタンJ
項番3 『［次のレセプト］ポ告ン』

「2.11.5疑義付筆検索画面』図2-15疑義付隻検索画面のレイアウト 「2.11.5疑義付護検索画面」図2-15疑義付筆検索画面白レイアウト

17 変更
第3編 〈レイアウト内容〉

〈レイ検ア索ウ条ト件内l容こ『〉受付年月自作）J無し2・ 81 検索条件に「受付年月自作）」有り

r2.11.5疑義付筆検索画面」表2-13疑義付筆検索画面の画面項目を追記

18 追加
第3編

く画項面番項1目〉
2 82 「［受付年月日（吋］J

「3.25号の受付有無を登録する」2のレセブト検索（複数選択）画面のレイアウト r3.2 s号の受付有無を畳録する」2のレセブト桟索（複数選択）画面のレイアウト

19 変更
第3編 〈レイアウト内容〉 くレイアウト内こ容「〉修
3 3 検索条件に「修正内容承認』有り 検索条件I 正内容承認』無し

「3.25号の受付有無を登録する」3のレセブト検索（複数選択）画面のレイアウト 「3.25号の受付有無を畳録する」3のレセコト検索（複数選択）画面のレイアウト

20 変更
第3編 〈レイアウト内容〉 くレイアウト内容〉
3-4 検索条件に「修E内容承認」有り 検索条件に『修正内容承認」無し

「3.25号の受付有無を堂録する』5のレセブト一括処理画面のレイアウト If 3.2 5号の受付有無を登録するJ5のレセプト一括処理画面白レイアウト

21 変更
第3編 〈レイアウト肉容〉 〈レイアウト内lの容上〉部3-4 メモ情報の上部に「前のレセプト」及び「次回レセブト」ポ事ン有り メモ情報 ！こ『前のレセプトJ及び「次のレセプトJポ世ン無し

「3.25号の受付有無を登録する」9のレセブト一括処理完了画面白レイアウト 『3.25号の受付有無を登録する」9のレセブト一括処理完了画面のレイアウト

22 変更
第3編 〈レイアウト同容〉 〈レイアウト内容〉
3 5 画面項目lゴ修正内容承認J有り 画面項目に「修正内容承認』無し

「3.3レセブトと添付文書を関連づける 3.3.1添付文書を畳録するJ2のレセブト詳細表不（入院 『3.3レセプトと添付文書を関連づける 3.3.1添付文書を登録するJ2のレセブト詳細表事［入院
用）画面のレイアウト 用｝画面のレイアウト

23 変更
第3編 〈レイアウト内容〉
3-7 〈レイアウト内容〉 メモ情報の上部に「前のレセプトJ及び『次のレセプト」ボ事ン無し

メモ情報の上部！こ「前のレセプト」及び『次のレセブト』ポ告ン有り
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労虫レセブト電算処理システム

項番 改定区分 ページ 改定後 改 定 前

f3.括4.1処レ理セ画ブ面ト 括処理画面」図31レセブト 括処理画面白レイアウト及び表3-2レセプト 「3.4.1レセプト 括処理蘭面」図31レセブト 括処理画面白レイアウト及び表32レセ7卜
ー の画面項目 一括処理画面白画面項目

くレイアウト内容〉 〈レイアウト内容〉
24 変更

第3編 画面項目！こ『修正内容承認J有り 画面項目に「修正内容承認』無し
3 12 

〈画面項目〉 〈画面項目〉
項番4「［修正向容承認］』 なし

f3.4.2レセブト 括処理完了画面」図3-2レセブト 括処理完了画面のレイアウト及び表3-3 「3.4.2トレ一セ括ブ処トー括処理完了画面」図32レセブト 括処理完了画面白レイアウト及び表33 
レセプト一括処理完了画面の画面項目 レセブ 理完了画面の画面項目

くレイアウト内容〉 〈レイアウト内容〉

25 変更
第3編 蘭面項目に「修正内容承認』有り 画面項目に「修正内容承認』無し
3 15 

〈画面項目〉 〈画面項目〉
項番4「［修正内容草認］』を追加 なし

r 4.2.2レセプトを確認する」2のレセブト詳細表ホ（入院用）画面白レイアウト f4.2.2レセヲトを確認するJ2のレセブト詳細表ホ（入院用）画面白レイアウト

26 変更
第3編 くレイアウト向容〉 〈レイアウト内容〉
4-4 メモ情報の上部Iこ『前のレセプト」及び「次のレセプト」ポ告ン有り メモ情報の上部！こ「前のレセプト」及び「次のレセプト」ボタン無し

画r4.面3.2のレレセイプアトウをト修正・削除する（1）基本情報を修正する場合J2のレセヲト詳細表ホ〔入院用） 『4.3.2レセコトを修正・削除する（1）基本情報を修正する場合」Z由レセフト詳細表事（入院用）
画面白レイアウト

27 変更
第3編

くレイアウト同容〉 〈レイアウト内容〉4-12 
メモ情報の上部1＝『前田レセブト」及び「次のレセプト」ポ亨ン有＇） メモ情報のよ部lこ「前のレセプト」及び「次のレセプトJポ告ン無し

画r4.面3.2のレレセイプアトウをト修正削除する（2）傷病情報を修正する場合J2のレセプト詳細表示（入院用） 『4面.3.2白レレセイブ7トrを修正・削除する（2）傷病情報を修正する場合」Zのレセブト詳細表甲（入院用）
画 ウト

28 変更
第3編

くレイアウト内容〉 〈レイアウト内容〉4-15 
メモ情報の上部に「前のレセブト」及び「次のレセブト」ボタン有り メモ情報の上部lこ「前のレセプト」及び『次のレセプト」ポ世ン無し

f 4.3.2面レ白セブレイトをア修ウ正ト・削除する（3）摘要情報を修正する場合J2のレセブト詳細表ホ（入院外
用）画

用『y画2面レのセブレトを修正・削除する（3）摘要情報を修正する場合」Eのレセブト詳細表示（入院外
イアウト

29 変更
第3編

〈レイメモア情ウ報ト内の容上〉部4-23 1＝「前のレセプトJ：＆び『次回レセブト」ボタン有り くレイアウト内容〉
メモ情報の上部lゴ前田レセプトJ及び『次のレセプト」ボタン無し
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l労民レセプト電算処理システム

項番 改定区分 ページ 改定後 改 定 前

面「4白3.2レレイセアプウトトを修正・削除する（4）処方情報を修正する場合」2のレセブト詳細表不（薬剤）画 『4.3.2レイセアプウトトを修正・削除する（4）処方情報を修正する場合」2のレセブト詳細表市（薬剤）画
蘭のレ

30 変更
第3編

〈レイアウト内容〉
くレイメモア情ウ報ト内の容上〉部4・ 32 

メモ情報の上部lこ『前のレセプト』及び「次のレセプト」ボ告ン有り lこ「前のレセプト』及び「次のレセプト』ポ告ン無し

示ry議2剤レ）セ画プ面トを修正・削除する（5）基本料・管理料情報を修正する場合」Eのレセブト詳細墨
のレイアウト

「4.3.2レセブトを修正・削除する（5）基本料・管理料情報を修正する場合J2のレセブト詳細表
示（薬剤）画面のレイアウト

31 変更
第3編

くレイアウト内容〉 〈レイアウト向容〉4・ 40 
メモ情報のよ部l二「前のレセプト」及び『次回レセプトJボタン有り メ壬情報の上部に「前のレセプ卜」及び『次のレセプト」ポ聖ン無し

画「4面3.2白レレセイプアトウをト修正・削除する（8）レセブトを削除する場合J2のレセブト詳細表示（入院用） 「4.3.2レセブトを修正・削除する（8）レセフトを削除する場合」2のレセフト詳細表示（入院用）
画面のレイアウト

32 変更
第3編

くレイアウト内容〉 〈レイアウト内容〉4-53 
メモ情報の上部lこ『前回レセプト』及び「次のレセプ卜」ボタン有り メモ情報のよ都1＝「前回レセプトJ及び「次のレセプトJボタン無し

『4.3.3疑事付婁を登録する』2のレセブト詳細表不（入院用）画面白レイアウト r 4.3.3疑義付護を畳録する』2のレセブト詳細表市（入院用）00面白レイアウト

33 変更
第3編 〈レイアウト内容〉 〈レイアウト内容〉
4 57 メモ情報のよ部lこ『前のレセプト』及び『次回レセプト』ポ告ン有り メモ情報のよ部Iこ「前のレセプト」及び『次のレセプト」ポ聖ン無し

『4.3.5メモを登録するJ2のレセフト詳細表市（入院用）画面のレイアウト 「4.3.5メモを畳録する」2のレセフト詳細表軍（入院用）画面白レイアウト

34 変更
第3編 くレイアウト内容〉 くレイアウト内容〉
4-62 メモ情報の上部に「前のレセブト」及び「次回レセプトJポ事ン有り メモ情報の上部lこ『前田レセブト」及びf次回レセプト」ポ聖ン無し

「4.3.5メモを畳録する」6のレセブ卜詳細表市（入院用）画面白レイアウト f 4.3.5メモを登録する」6のレセブト詳細表不（入院用）画面白レイアウト

35 変更
第3編 くレイアウト内容〉 〈レイアウト内容〉
4-63 メモ情報の上部lこ『前回レセプトJ及び「次のレセプト」ボタン有り メモ情報の上部lゴ前のレセプトJ及び「次のレセプトJボタン無し

『4.3.6メモを更新・削除するJ2のレセブト詳細表不（入院用）i画面のレイアウト 『4.3.6メモを更新・削除する」2のレセブト詳細表示（入院用）画面のレイアウト

36 変更
第3編 〈レイアウト内容〉 〈レイアウト内容〉
4・ 64 メモ情報の上部！こ『前のレセブト」及び『次のレセプト』ポ告ン有り メモ情報の上部に「前田レセプトJ及び「次のレセブトJボタン無し

r 4.3.eメモを更新・削除する』6のレセブト詳細表市（入院用）画面のレイアウト 「4.3.6メモを更新・削除するJ6のレセブト詳細表市（入院用）画面のレイアウト

37 変更
第3編 くレイアウト内容〉 くレイアウト内容〉
4-65 メモ情報の上部に「前のレセプト」及び「次のレセプト」ポヲン有り メモ情報の上部lこ『前のレセプト」及び「次のレセプト」ポ事ン無し

も.一、’b

～－ 
ー‘、ν
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労虫レセブト電算処理システム

項番 改定区分 ページ 改定後 改定前

『4.4.1照会依頼書を登録するJ2のレセブト詳細表事（薬剤傷）画面白レイアウト 「4.4.1照会依頼書を畳録するJ2のレセブト詳細表＂＇ （薬剤傷）画面白レイアウト

38 変更
第3編 〈レイアウト内容〉 くレイアウト内容〉
4-67 メモ情報の上部lこ「前のレセプト」及び「次のレセプト』ポ告ン有り メモ情報の上部に「前のレセプト」及び「次回レセプト』ポ；ン無し

「4.6.1審査内容の検証結果を畳録する」2のレセブト詳細表示（薬剤傷）画面のレイアウト r 4.6.1審査内容の検証結果を登録するJ2のレセブト詳細表示（薬剤傷）画面白レイアウト

39 変更
第3編 くレイアウト内容〉 〈レイアウト内容〉
4-73 メモ情報の上部lこ『前のレセプト」及び「次回レセプトJボ事ン有り メモ情報の上部！こ「前のレセプトJl,l.ぴ「次回レセプトJボタン無し

「4.6.1審査内容の検証結果を登録するJ2のレセブト詳細表不（入院用）画面のレイアウト 「4.6.1審査内容の検証結果を登録する」Eのレセブト詳細表不（入院用）画面白レイアウト

40 変更
第3編 くレイアウト内容〉 くレイアウト内容〉
4-83 メモ情報の上部に「前回レセプトJ亙ぴ『次回レセブトJポ；ン有り メモ情報の上部に『前回レセプトJ及び『次のレセプト」ポ生ン無し

「4.6.2レセフトの修正内容を承認するJの説明 「4.6.2レセブトの修正内容を承認するJ由説明

第3編
〈説明文ー〉 く説明文〉

41 変更
4日 84

(1）にレセプトの修正内容を個別に承認する方法を記載 レセプトの修正内容を個別に承認する方法を記載～ 
4 87 (2)1こレセプトの修正内容を 掃で承認する方法を記載

「4.7審査結果を畳録するJ2のレセブト詳細表不（入院用）画面のレイアウト 「4.7審査結果を登録する」2のレセ7ト詳細表甲（入院用）画面のレイアウト

42 変更
第3編 くレイアウト内容〉 〈レイアウト内容〉
4-91 メモ情報のよ部lこ『前のレセプト」及び「次のレセプト」ポ告ン有＇） メモ情報の上部iこ「前のレセプト」及び「次回レセプトJボ骨ン無し

『5.3.1レセフトを個別に出力する場合」2のレセブト詳細表示（入院用）画面のレイアウト 「5.3.1レセブトを個別に出力する場合」2のレセブト詳細表市（入院用）画面のレイアウト

43 変更
第3編 〈レイアウト内容〉 くレイアウト内容〉
5 6 メモ情報の上部Iこ「前のレセプト」及び『次のレセプト」ボタン有り メモ情報のよ部！こ『前のレセプト』及び『次のレセプ卜」ポ空ン無し

『5.3.1レセフトを個別に出力する場合」4のレセフト詳細表不（入院用）画面のレイアウト 「5.3.1レセフトを倍別に出力する場合J4のレセブト詳細表不（入院用）画面白レイアウト

44 変更
第3編 くレイアウト内容〉 くレイアウト向容〉
5 7 メモ情報の上部！こ『前回レセブト」及び「次由レセプト』ボタン有り メモ情報の上部に「前のレセプト」及び「次のレセプト』ポ告ン無し

「5.3.2レセプトを 括で出力する場合J2のレセフト検索（複数選択）画面白レイアウト 『5.3.2レセプトを 括で出力する場合」2のレセブト検索（複数選択）画面のレイアウト

45 変更
第3編 くレイアウト内容〉 〈レイアウト内こ容「〉修
5 8 検索条件に「修正肉容承認」有り 検索条件l 正内容承認」無し
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労提レセブト電算処理システム

項番 改定区分 ページ 改定後 改定前

『5.3.2レセブトを 括で出力する場合」3のレセブト検索（複数選択）画面白レイアウト 『5.3.2レセブトを 括で出力する場合」3のレセプト検索（複数選択）画面のレイアウト

46 変更
第3編 くレイアウト内容〉 〈レイアウト内容〉
5-9 検索条件に『修正内容承認」有り 検索条件Iこ「修正内容承認」無し

『5.3.2レセブトを 括で出力する場合」5のレセブト 括処理函面白レイアウト 『5.3.2レセフトを 括で出力する場合」5のレセブト 括処理画面白レイアウト

47 変更
第3編 〈レイアウト内容〉 〈レイアウト内容〉
5 10 画面項目1ゴ修正内容承認J有り 画面項目に「修正内容承認」無し

「5.3.2レセプトを一括で出力する場合J9のレセフト一括処理完了画面白レイアウト 「5.3.2レセブトを一括で出力する場合J9のレセブト一括処理完了画面白レイアウト

48 変更
第3編 くレイアウト内容〉 くレイアウト内容〉
5-11 画面項目に「修正内容承認」有り 画面項目に「修正内容承認』無し

レセブト 括処理函面の「修正内容承（フルずウンリスト）」に対するアウセス権限を追加

49 追加 7別5フセ添ス1権

限設定表

項番目『修正内容承認」及び項番63「修正肉容承認（－：－括）』を追加

50 追加
別添2

コード一覧
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