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基発第0327006・号  

平成15年3月27日  

都道府県労働局長 殿  

厚生労働省労働基準局長  

（公印省略）  

労災保険業務機械処理事務手引（短期給付一元管理システム）の一部改正について   

短期給付一元管理システムに係る機械処理事務については、「労災保険業務機械処理手  

引（短期給付一元管理システム）の改正について」（平成13年3月30日付け基発第218号）  

により取り扱ってきたところであるが、今般、労災行政情報管理システムと官庁会計事務  

データ通信システム■（以下「ADAMS」という。）との接続及び民間事業者に掌る信書  

の送達に関する法律の施行等に伴い、平成15年4月1日より（労災指定病院等台帳統合化  

に係る部分を除く。）労災保険業務機械処理事務手引（短期給付一元管理システム）を一  

部改正することとしたので、今後の事務処理に遺漏なきを期されたい。   

なお、主な変更点は、下記のとおりである。  

記  

1 ADAMSとの接続に係る改正点   
本省払の場合に口座明細表を金融機関に持ち込んでいたが、ADAMS接続により、   

ADAMSへ支払情報等を送信するよう支払事務が変更になったため、流れ図、支払事   

務及び検索画面の記述部分を変更した。  

2 労災指定病院等台帳統合化に係る改正点   

労災指定医療機関台帳とアフターケア委託費の振込先情報については、それぞれ別の   

台帳で管理していたところであるが、新規に稼働する二次健康診断等給付システムに係   

る健診給付病院等と併せて平成15年3月3日から台帳を統合したことにより、事務処理、   

帳票が変更となったため、その部分の記述を変更した。  

3 民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に係る改正点   

居間事業者による信書の送達に関する法律の施行により、「療養補償給付等不支給（変   

更）決定通知書」（400）及び「療養・休業補償給付等支給（不支給）決定通知書兼振込・   

支払通知書」（401）に表示していた「郵便はがき」を「はが嘗」とした。  

4 チェックリス 

「保険関係の成立直後請求チェックリスト」及び「療養なし休業請求書等チェックリ   

スト」について、新たに都道府県労働局及び労働基準監督署へ配信することとしたため、  

共通関係業務資料一覧表に追加した。   
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厚生労働省労働基準局長  
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短蜘卜一元管酎ステムに係る機械処聯務については、平成7年7別8日付臓発471号通達  

（以下 

労災保険業務機械処理事務手引（短期給付一元管理システム）を改正したので、今後の事務処理に遺  
漏なきを期されたい。  

なお、471号通達及び平成12年11月21日付け基発第694号通達（47精通遵に係る部分）は平成13年  

3月30日をもって廃止する。   
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’○ 本手引において法令の表示及び用語の引月封こついて、概ね次の略語を用いた。  

労働者災害補償保険法   

労働者災害補償保険法施行規則  

労働保険の保険料の徴収等に関する法律  徴収法  

業務室   

労働局   

監督署   

安定所  

労働省労働基準局労災保険業務室   

都道府県労働局   

労働基準監督署   

公共職業安定所  

（財）労災保険情報センター地方事務所  RIC  

療養の給付   

療養の費用   

休業   

療養（補償）給付たる療養の給付   

療養（補償）給付たる療養の費用   

休業（補償）給付  
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1短期給付一元管理システムの概要説明  

（1）システムの目的  

（2）システムの概要  

（3）システムの対象給付  

2 端末装置の用語  

3 台帳  

（1）台帳の種類  

（2）統合台帳の管理期間  

（3）一元管理台帳内の各情報  

4 基本的用言吾  

（1）給付キー  

（2）指定医療機関等の番号  

（3）指定・指名番号  

（4）データ受付番号  

（5）エラー保留  

（6）キャンセル  

（7）リアル処理及びバッチ処理  

5 処理機能に関する説明  

（1）保留  

（2）療養の給付請求書の自動解除  

（3）レセプトの自動解除  

（4）処理区分  

6 入力帳票一覧  

7 出力帳票。リスト一覧  

8 運用管理  

（1）帳票入力時間  

（2）操作力ードの使用  

（3）ブザーの短鳴動  

（4）端末装置障害時の代行入力  

（5）HCメッセージ  

（6）配信電文の再送要求  

（7）50局トレーニング  

9 短期給付一元管理システムへの移行  

（l）旧システムからのデータ移行  

（2）管略署が「00」の診療費データの取扱い  
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Ⅱ 留意事項  

1療養の給付請求書とレセプトの処理  

（1）療養の給付請求書の処世区分及び状態とレセプトの処理の関係  

（2）療養の給付請求書の処理区分を訂正した場合のレセプトの処理  

2 基本情報の上書きについて  

（1）三者コード、特別加入者コード  

（2）特疾コード  

3 治ゆ年月日、再発年月日及び死亡年月日についての機械処理  

（l）治ゆ年月日の登記・修正・取消について  

（2）治ゆ年月日の登記と入力済の請求書。レセプトについて  

（3）治ゆ年月日登記後の請求書又はレセプトの入力について  

（4）再発年月日の登記。修正。取消について  

（5）再発年月日登記後の療養の費用綺求書。休業請求書及びレセプトの人力について……… 31  

（6）治ゆ、再発を繰り返した場合の治ゆ年月日、再発年月日●の登記について………………… 33  

（7）死亡年月日の登記・修正。取消について  

4 管轄誤りの修正について  

（1）決議前に管轄誤りを修正する場合  

（2）決議後に管轄誤りを修正する場合  

Ⅲ 療養の給付請求書及び短期給付共通関係  

1 入出力概要  

2 療養の給付請求書  

（1）機械処理の流れ  

帳票種別（34550）……41  

41   

41   

42   

44   

45   

47   

48   

55   

Ci7 

（2）関連する事務処理  

（3）様式  

（4）入力項目  

・（5）記入要領  

（6）療養の給付請求書の機械処筆削こおける主な留意点  

（7）出力帳票。リストと事務処理  

（8）療養の給付請求書のコピ岬処理  

（9）給付保留について  

3 基本情報修正票  帳票種別（34501）…… 58   

（1）機械処理の流れ  

（2）＿ 関連する事務処理  

（3）様式  

（4）入力項目  
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（5）記入要領  

（6）留意点  

（7）出力帳票・リストと事務処理  

4 共通項日入力票  帳票種別（34504）…・‥93  

（1）磯城処理の流れ  9393 

9393 

9494 

9595 

9898 

101  

（2）関連する事務処理  

（3）様式  

（4）入力項目  

（5）記入要領  

（6）出力帳票・リストと事務処理  

5 事業場別。メモ別要求票  帳票種別（34523）…… 102  

（1）機械処理の流れ  102   

102   

103   

104   

105   

106   

111  

（2）関連する事務処理  

（3）様式  

（4）入力項目  

（5）記入要領  

（6）出力帳票。リストと事務処理  

6 共通関係業務資料一覧表  

（1）5号等自動解除リスト  帳票種別（056）  

帳票種別（056）  

帳票種別（056）  

帳票種別（056）  

帳票種別（056）  

帳票種別（056）  

帳票種別（056）  

帳票種別（056）  

……… 112   

……・t・ 115   

……… 117   

……… 119   

……… 121   

……… 123   

……‥・ 125   

……… 128  

（2）5号等未処理事案リスト  

（3）保留区分入力一覧表  

（4）全給付保留状況リスト  

（5）全給付保留解除処理状況リスト  

（6）一元管理台帳キーチェックリスト  

（7）保険関係の成立直後請求チェックリスト  

（8）療養なし休業請求書等チェックリスト  

Ⅳ 診療費。薬剤費関係  1
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1請求書の作成、提出  

（1）請求書め作成単位  

（2）請求書の提出先  

2 労働局における事務処理  

（1）受伺  

（2）請求書及びレセプトの審査  

（3）給付別修正票（席用）の作成  

（4）審査を終えた請求書等の送付  
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（5）指定医療機関等の登録及び変更報告書の審査  

3 診療費請求書。レセプト、薬剤費請求書・レセプト……… 帳票種別（34700～34711）…135  

（1）機械処理の流れ  

（2）請求書グループ入力に係る留意事項  

（3）診療費請求書、診療費レセプト…………………… 帳票種別（34700、34702～34709）…137  

（4）薬剤費請求書、薬剤蛍レセプト…………………… 帳票種別（34701、34710、34711）…154  

（5）追加帳票  帳票種別（34712）…… 162  

帳票種別（34713）……163  

帳票種別（34502）……164  

（6）エンドカード  

4 給付別修正票（局用）  

（1）機械処理の流れ  164   

166   

166   

167   

168   

169   

173   

183   

183   

184   

185  

（2）関連する事務処理  

（3）給付別修正票（局用）入力に係る留意事項  

（4）様式  

（5）入力項目  

（6）  

（7）出力帳票。リストと事務処理  

5 指定病院等登録（変更）報告書、指定病院登録票  

（1）機械処理の流れ  

（2）指定病院等の登録（変更）入力に係る留意事項  

（3）指定病院等登録（変更）報告書の様式  

（4）指定病院登録票  帳票種別（34521）…… 186  

（5）入力項目  

（6）記入要領  

187   

188   

191   

195   

195   

196   

197   

198  

（7）出力帳票。リストと事務処理  

6 一括振込先機関登録（変更）報告書  

（1）機械処理の流れ  

（2）一括振込先機関登録（変更）報告書の取扱いに係る留意事項  

（3）一括振込先機関登録（変更）  

（4）  

（5）一括振込先機関修正確認チェックリスト  帳票種別（056）…・…‥ 199  

帳票種別（34522）……200   7 指定薬局・指名機関登録票  

8 支払処理  

（1）支払処理形態  

（2）支払と通知  

（3）データ締切後の事務処理  

9 債権管理  
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（1）債権管理の概要図  

（2）債権の発生  

（3）本省及び労働局における債権管理  

（4）回収データの入力及び債権確認内訳書の作成  

（5）債権確認内訳書の処理  

（6）国立の指定医療機関に係る債権の収納  

（7）債権の事務引継  

（8）債権管理の回収理由別流れ図  

10 各種リストの内容  

（1）診療費チェックリスト（キャンセルリスト兼用）……………… 帳票種別（420）……… 221  

帳票種別（056）  

帳票種別（056）  

帳票種別（056）  

帳票種別（056）  

帳票種別（056）  

帳票種別（056）  

帳票種別（056）  

帳票種別（056）  

帳票種別（056）  

………  233   

………  235   

………  237   

………  238   

………  240   

……‥・ 243   

………  245   

……‥・ 248   

………  250  

（2）入力電文キャンセルリスト  

（3）桁オーバーリスト  

（4）診療費受付日報  

（5）三者行為災害該当事案リスト  

（6）転帰後請求リスト  

（7）継続データチェックリスト  

（8）処理区分変更リスト  

（9）給付キー変更リスト  

（10）管時局署変更リスト  

252   

254   

258   

260   

260   

262   

264   

266   

268   

274  

（14）労働者災害補償保険診療費通知書（0円通知書）  

（15）労働者災害補償保険診療費審査確認内訳書（0円通知書）  

（16）  

（17）労働者災害補償保険診療費支出決定通知書（国庫内移換用）  

（18 診療費支出調書（国庫内移換用）  

（1功 支払状況一覧表  

未処理事案一覧表（診療費・薬剤費）  
用
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帳票種別（056）……・‥ 279  

帳票種別（056）……… 281  

帳票種別（056）……… 284  

不支給処理リスト  

闘 保留一覧表（局別）  

．桐 5号未登録レセプトチェックリスト  

銅 5号未登録レセプト一覧表（経過期数10支払期以上） ……… 帳票種別（056）……… 286  

帳票種別（056）……… 288  

帳票種別（056）‥・…… 291  

帳票種別（056）……… 292   

窟玲 治ゆ死亡登記後エラーレセプトリスト  

鍋 労災指定医番号振州一覧表  

銅 指定病院・指定薬局宛名シール  

目… 5  



佗浄 局別指定機関別支払件数・支払金額一覧表 …………………… 帳票種別（056）……… 294  

¢切 口座情報変更・確認用スト 〈指定医療機関台帳〉 …………… 帳票種別（056）……… 296  

既診1コ座情報変更・確認リスト 〈指定・指名機関台帳〉 ………… 帳票種別（056）……… 298  

Ⅴ 療養（補償）給付たる療養の費用関係  

1療養の費用請求書（検査に要した善用等請求書（非指定医療機関用）を含む）  

帳票種別（34200～？4203）…303  
（1）機械処理の流れ  303   

303   

304   

313   

317   

328   

330  

（2）関連する事務処理  

（3）様式  

（4）．入力項目  

（5）  

（6）療養の費用請求書の機械処理における主な留意点  

（7）出力帳票・リスト等と事務処理  

2 療養の費用決議書  

（1）機械処理の流れ  

帳票種別（34230）……331  

331   

331   

332   

333   

338   

339   

341   

343  

（2）関連する事務処理  

（3）様式  

（4）出力項目  

（5）入力項目  

（6）記入要領  

（7）療養の費用決議書の機械処理における主な留意点  

（8）出力帳票。リスト等と事務処理  

3 療養の費用通知書  帳票種別（401）……… 344  

（1）様式  344   

345   

347   

347  

（2）出力項目  

（3）関連する事務処理  

（4）療養の費用通知書の機械処理における主な留意点  

4 療養の薬用審査関係要求票  帳票種別（34240）……348   

（1）機械処理の流れ  

（2）関連する事務処理  

（3）様式  

（4）入力項目  

（5）記入要領  

（6）療養の費用審査関係要求票の機械処理における主な留意点  

（7）出力帳票・リスト等と事務処理  
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（8）療養の費用審査関係リスト、療養の費用審査関係費求票メッセージリスト…‥‥‥…‥‥‥  

帳票種別（056）……… 351  

帳票種別（34231）…… 354  5 療養の費用追・回決議書  

（1）機械処理の流れ  354   

354   

355   

357   

361   

361   

362   

363  

（2）関連する事務処理  

（3）様式  

（4）出力項目  

（5）入力項目  

（6）記入要  

（7）療養の費用退・回決議書の機械処理における主な留意点  

（8）出力帳票・リスト等と事務処理  

6 療養の費用変更決定の内訳  帳票種別（243）…・・…・ 364  

（1）様式  364   

367   

368   

368   

369  

（2）出力項目  
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