
基発 0704第 2号

平成 26年 7月 4 日

都道府県労働局長 あて

厚生労働省労働基準局長

（公印省略）

労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システムに係る

機械処理事務手引の改訂について

標記システムに係る機械処理事務手引については、平成 23年 3月 31日付け

基発 0331第 3号「労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システムに

係る機械処理事務手引について」により通知したところであるが、今般、機能

の追加に伴い、下記の機械処理事務手引について別添 lから別添5までのとお

り改訂するので、当該機械処理に遺漏なきを期されたい。

なお、「指定薬局・指名機関登録（変更）報告書」（診機様式第22, 2 3号）

について、これを引用する通達は、「指定・指名機関登録（変更）報告書」に読

み替えることとする。

ロい岳一関

1 労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システム

労災保険業務機械処理事務手引 短期給付業務編

2 労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システム

労災保険業務機械処理事務手引 業務共通・共通編

3 労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システム

労災保険業務機械処理事務手引給付統計データ関係編

4 労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システム

機械処理事務手引 労災補償関連編

5 労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システム

機械処理事務手引 電子申請関連編



・－守司瓦足 l破事廃処埋司降初予引ドゐlT0用語で霊草いわたり＂＂＇
主君羊議 三. 長蘭面総繰線通除 綴議議長置漢民対象貰貫録長選5

3 

（全章共通事項） ｜されている用揺を下記のとおり変更． 編
金章【変更前】

ー診療費薬剤費
【宜亜日後】
・診療費・薬剤費ー訪問看謹費用

【車更前】
・診療費・薬剤費関係
［変更後1
診療費薬剤費・訪問看誼費用関係

【査更前】
診療費（製剤費）蹄求書

［変更後】
E参療費（薬剤費、肪問看置費用）請求書

【査直前】
・診療費・草剤噛請求書
【査直後】
診療費・議拘置訪問看謹費用簡求書

【宜更前】
・病院・革島
【藍E後1
・病院・薬局・訪問看撞ステーウヨン

【宜更前】
薬局の代表者又は柔道聾復師等の氏名
【変更前】
薬局の代表者．訪問看誼事業者の代表者又は柔道重
復師の氏名

【韮更前】
・診療期間・投革期間
【査直後1
．診療期間・投聾期間・訪問看護期間

【変更前】
診療実回数・錨術実回数調剤数量
［変更後】
診療実回数・施術実回数調剤数量実回数

帳票の追加及び当該｜以下の帳票を追加。 IC34265）療養報償給付たる療養の｜短期給寸業務 12.10.16ー阻173.188
追加に伴う傾;w；様式卜療養補償給付たる療養の費用請求書｛訪看〉 ｜費用請求書（訪看） ｜編 118弘19日24.242.248.878,S
項数の修正 卜様裳給寸たる療養の費用掃作求書（訪者〉 1(34265）療養給岬たる療養の賛同II. lV、X 181,888.888. 

幅轟喜重重

・労災保険訪問審理費用請求書（訪様式第B号〉（以下、｜請求書（訪看） ｜ ｜回1,894
l「訪問看誼費用請求書」という．〉 IC34732）労担保晴訪問看置費用
・労災保険訪問看撞費用請求内訳書（首様式第9号、第｜請求書｛首様式第8号｝
10号円以下、「訪問看置費用レセプトJという．） IC34733l労担保険訪問看謹費用

一l・2参療費・薬剤費・訪問看瞳費用レセプト追加帳票 ｜請求肉訳書（訪様式第＠号）
IC34734l労民保険訪問看謹費用

また、以上の幌蕪を追加したことから、下記のとおり変｜請求肉訳書（首様式第＇ 10号｝
:!!. 1(34712）レセプト追加帳票
［韮更前】
療養補償給付たる療養の費用摘求書｛告示様式第7
号（1)－（め）
療養給付たる療養の費用論限求書（告示様式第16号の
5C1Hめ〉

【変更後］
織委靖償給付たる療養の費用繍求書（告示様式第7
号（1)～C5ll I r －－一一日l1'自の瓦証帳票名を変更した． ｜診療費薬剤費訪問看檀費肩
【宜J!:!ill ｜チヱツクリスト（キャンセルリスト兼
診機費チェックリスト（局あて） ｜周）
・診療費エラー保留解除可能リスト ｜エラー保留解除可能リスト［鯵療費
・診療費ヱラ一保留リスト l到底剤費・訪問看護費用）
・！参療費受付回線｛局あて） ｜エラ 保留リスト｛診療費・薬剤費・
・i参療費転珊後情求リスト（局あて） ｜訪問看謹費）
指定湾局・指名機関登録（茸更｝出力業（リモート）、指l診晴費・薬剤費・訪問看瞳費用呈付
定車局指名機関受録（茸更｝出力車 ｜日報
指定薬局・指名後聞登録（変更｝出力菓（目次）、指定 l診療費薬剤費訪問看誼費用転帰
薬局指名機閤登録（宜亘〉出力粟 ｜後占有求りスト（晶あて）
・指定車局・指名機関畳録｛変更｝通知書（リモート）、指｜指定・指名機関豊銭（韮更〉出力累
定薬局・指名機関隻録［韮JI!）出力粟 ICリモート）、指定義局・指名機関登
・指定寓周目指名擁聞畳録（j変更）週知書（目次L指定 l録（宜J!）出力粟
軍局指名機関釜録（宜更）出力製 l指定・指名機関聖堂録（宜亘｝出力累
指定・指名機関台帳撞込金融機関廃止寄与リスト（局あ！［目次人指定車局指名健闘畳骨
て〉惜参療費〉、指定指名機関台帳揖込金融機関廃止｜（宜更）出力票
等リスト（診療費） l指定・指名機関愛録｛宜更）通知書
目指定・指名聾局機関登録（il!J!）報告書 ｜［リモト｝．指定薬局目指名機関畳

｜録（変更）出力粟
［車直後】 ｜指定薬品・指名機関登録（車車）通

雇新耐球覇114.21-27.
緬 144,117,119, 141,142,203,22 
1、lV、x 14.242,2", 

255,259,53 5 ,837 ,638,844,6 
45.847 

診療費惜剤費・訪問看謹費用チエ岬リスト（キヤンセ｜知書（日如．指定薬局指名機関登」一一一一一一一



害蹴熔前回明型
廃止録指定指定止等定・（指変等指リ指更名ス名リ律）名トス機出（機関ト療関力（台関養局票量帳台あ〉録緩帳て（援込変〉〈込金更療融金）養報融機）告、機関指書関廃

台傾向容変更 被災者情報検索画面 短期給付業務 5 402 403 

編
I ・X 

4 

【総総車藍請更請直後前求求】］ 回回数、総療.・投薬期間

数総郵便養・投薬訪問看謹期間

印書例レイアウト差し 各幌棄の印書例について、レイアウト固を差し替え．
－全枯付保留留の状解成i除立R処リ直ス理後ト請状担求

短期給付業務 129.131,134, 136, 

笹え
リ・・全保ス体険ト符関保 リスト

編 137.234-237.247, 
係 チェック m-XI 253,255,25自，262,267,270.2

73,277,278,280.287-

チトート－・f診療（（限ヱ署局養墾療ツああクなな費ててリしし・ス薬｝） 休休ト剤業業（キ費請請ャ目求求訪ン書書問セ等等看ルチチ置りェェス費ッット用クク兼リリスス

289,295-
297.368.392,416,426,459,4 
60,657 

5 

潜~＇河テ4盟路．田世R晴間~＝；山四E冊師四寅

認軍院事野室ム一四困層E

の・未み処｝理事実リスト

・療業「「給給養務付付処の盟瞳理費匪E用日』J四四印書例1
四審報四査〈費印関用書係｝例リス2ト

様式例の追加差し省 (34732）訪問宥護費用請求書｛勧 短期給付業務 173, 175.176, 180.181.190.3 

え 様式第8号） 編 21.322.359, 

(34733・34734）（訪訪問様看式置第費9・用10レ I、町、 V、咽 451,625.626.637.638,657 

セプト（短期ー長期）

6 

画面イメジの追加． 以下のとおり、酉面イメジを追加及び差し替えた。

訪酎問宥者看．・指指謹謹謹名名費費費機機用用用関関請詳畳検詳求付細細索書給情画情知付報報面l情一画酉報覧面画面

短期給付業務 655.677.686.694.701, 704. 7 

差し替え 問 画面 縄 日7710713,

訪指指問定定
四、区、 X 724,787,789, 

6 

言説f費用給付

索画面



訪言問追看加謹に関する文

~酎金同型制i否訟場再叫合誌盟唱主検醐罰諮伶問1山2”園由盟周時山関匝附分惇J 

の基（3給本45情付0報変1)更登煉決録養定・修（補決正償議帳）書給票（付策）た彼る提療者養
短期給付業務 " 繍
Il-3-(5) 

7 

違r局四軒】開拙高iW~~i~~.；原~：i凡羽田！，~氏_@l 
療療（（局署養養宛宛なな〉〉し休業請求書等チェックリスト

短編期給付業務 135 

し休業務求書等チェックリスト ID-7-(9) 

る．

イ且（締メぴ求鍾ジ書出囲の先の作）査成更単位 をレ［［指変下セ求更プ記書前トの写の］とし作お（成縫り宜単剤更位費。を及除び〈提〉出先］イメ ジ国中の記載

短期給付業務 139 

繍
lV-1-(2) 

［レ茸セ買プ後ト写】し

8 

議；：一
また‘同田中の請求者に「指定訪問看麓ステションJ
を迫田．

訪に関問す看る援文費言用等レ追セプ記ト

プ下請【変肉配求更にの書前、とグ診】おル療材ー記費プ載レをセを入プ宜力トEす、．とる薬場剤合費I弘レセ同プ一ト請が求理書在グしルてーい
練請請：：式求求：：第内向：・訳訳：号；書書訪労労）（（問災挺訪酎保保看様様晴置険式式訪費訪第第用問問：号0請看看号）求謹護）書費費用用（訪

短期給付業務 142 

司‘
lV-3-(2) 

9 

請プな用【変い肉求レ更こにセ書後とブグを診】トル確が療ー認理費プす在レをるしセ入てこプ力といトす、なとるい薬場こ剤合と費を｛立確レ、セ同認プ一すト請る、こ求訪と書問グ看ル護ー費

請請：：求求：：書肉：訳~酎）〉書労労様（挺揖訪式保保第様晴険8式号訪訪篇）F問9ロ宵号看〉聾護費用

短編期給付業務 174177178 
に係る配 182,183 

費用 lV-3-(5) 

請（3求47肉3訳4）書労（提古保織険式訪第問10看号護）費用

10 

訪問看瞳式チ費ェ用ッ請ク求目業書鞍炉鵬恕務請請：：求求求：：書肉内：訳訳：町〉）｝書署労労労線（（挺挺挺訪訪式保係保様様第閣険険8式式号訪訪訪第第｝問問問：号0看看者号）護謹謹） 費用

短期給付業務 174,179,185 

等の形 編
務チェックの追加 費用 lV-3-(5) 

費用

・．．請内指求訳定輔書指計枚名算数機結テ関ヱ果番ツチ号クヱチツェクック

11 



訪追に闘加問す看る護注費意用書レ文セプ書ト項を．目短番期号レ6セ，，プ増ト滅及理び由長j期にレおセけプるトE共入に要下領記内ののと珪お意り追書
請請：：求求：：向内：訳訳：：書署労労（（災虫訪防保保様様険険式式訪訪第第問問：号0看看号）腹趨）費費用用

短縄期給付業務 178,183 

IV-3-(5) 

12 

訪問看帳豆聾票、記費の入記用要入レ領セ項のブ目ト
変レ［・［・宜診1診Eセ更更療E療プし前後・・ト‘革薬追配］】剤剤加入の・帳要訪別票領問のに看記下謹入館費要の用領とのおを別項り記目載名追を加下．記のとおり

(3471レ2セ）診プ療ト追費加・薬帳剤票費・訪問看 短期給付業務 186 
追加 盟費用 編

追の変加
IV-3・（6)

13 

【記訪載問追加】
者謹費用調求書への追加 ・・5

給用か付）か！二別る勧文修F晴書正追帳撞E票費等〈用局に

下Z註高一型！~~開l昌I帽団革担H関問ほ際按協\f：~"'1E怒号？ 

(34502）給付別修正帳票〈局用｝ 短期給付業務 169 
編
IV-4-(2) 

14 

イ 入力項目の入目変力項更帳目名iー（こ局ド「番酎用号問）には看お以麗け下Jる追の「加訪としお問たり看，． 穫
(34502）給付別修正帳票（局用） 短期給付業務 191.192 

ま費た問j輯i・・－．こ・か付畳請指内別か付求問求る書項年金年各額月添項付日目枚の数コ粟ー

編
IV-4-(31 

・501・
•502 
・503・
・504 
505・・請求月

脚事••！！：：－f叫

・514・・・

15 
・515・・・
・516・・. 
・517・・. 
・518・・ー 減額
・519・・・ 
・520・a合額

!ll ・・・・・・処不療理支養E給期分決間定数投年革調月期剤日間数量訪実問看回謹数期間

・524・・・診療実日
5田・・被挺者氏名カナ

桔り診【車請レ変付療セ直求更別費プ前書。項ト項1項目目目置更帳票の入力項目の番号を下田のとお

(34502）給付加j項目修正帳票（局 短期給付業務 194-197 
用） 縄

IV-4-(5) 

101～105 
111-125 

16 

訪・請問求看書置項費目用501～505 

記入要は領以の項白番号L訪問看瞳の列を追加．追加した (34502）給付別修E帳菓（局用｝ 短期給付業務 194-197 

項目 下のとおり． 緬
’501・目・呈付年月日 IV-4-(SJ 

502・・請繍向求訳求金書年額添付503 . 枚数
・504・・・

•505・・・請労生求働年保月月・513・・・ 検番号
・514・・・ 日

・515・・ 傷病金払減減年iiEI月，目17 ・516・・・年 番号
・517・・・支 誼

・518・ 増増 コード且び地減額
・519・・・ 理由
・520・ー・合計額
・521・・a処理区分決
・522・・不支給定年月日

・523・・被療診養療虫期実開数名設カ薬調ナ期剤間数量紡実問看日謹数期間・524・・・ 自

・525・・・ 担者氏

項加（実実注し目目回回た番数数入．号を力5車2す4更のるす値入る力は場項「0合0目1＇ま名J－記及「入び99す記BJる入まで要と領すにる下こ記とを．追

(34502）給付別項目修正帳票（局 短期給付業務 197 
周〉 編

18 
W『 4-(5)



ん形［［チメ日説式ッェ付チセチッ相ーェェク聞ッ向ッジククチ容ID概ーェ】業1要ッ務クにチ下ヱ記ツクをの追項加し目た、メ．ッセ ジ及びきゃ

(34502）給付別修正帳票（局用） 短期給付業務 198 
繍
町－4-(6)

19 

【問・キE不看T＿ャ支1謹ン給10期セ1の9間ル場織末合葺日でよ】．決定年月日が療餐期間末日又は訪

り前の日付．

形キ【【・テ突メャ式ッェ回ンテセッ数セーヱクチル肉ッジェク概容Pッ要】業1クに務下チ記ヱッをク追の加項し目た及．びメッセージID及び

(34504）給付別項目修正帳票（局 短期給付業務 198 
用〉 編

lV-4-(6) 

20 

【：・キ実TJャ回ン1数0セ6が3ル訪概問要看1謹期間の暦日散を超えている．

形式チェック・業務テェックの記搬を下記のとおり車更し (34504）給付別項目修正帳票（局 編短期給付業務 198199 

た【目査不．支直給前】の場合で、決定年月日が様養期間末日より前

用）
lV-4-(.6) 

21 議描；：~~~~~~；；
診看トの謹療文費費言用・薬．チ項剤ヱ冨費ツ追ク・訪リ担ス問

下（田ホ病担）院キの又ャとはンお惨セりルりストに出力する主な項目の出均欄を 2チ会ヱ療ツ費クリ薬ス剤ト費（キ・訪ャン問セ者ル護リ費ス用ト兼
短期給付業務 227 

宜療更所し名た．。指定薬局名．訪問看護ステーショ
編

用） lV-9-(1) 

22 

ン診名療費費費薬聾薬剤剤剤費費費・訪訪問問問看看看置謹誼費費費用計請算求結書果診療 ・ 用
・診様 ・訪 用請求向訳書

（病宿病【［ヘ宜宜院定院）更E病又又出前後院はは力】】診E診項療l療ま目指所所の名名宜表薬、、指指の局定定配の薬薬織番局局を号－名名f!1のとおり変更した．

診療費・薬剤費（キ目訪ャン問セ看ル護リ費ス用ト兼 短期給付業務 227 
テェックリスト 縄
用） lV-9-(1) 

23 、指定訪問看謹ステー

シ指ョ定ン病名院、指定薬局又は訪問看謹ステーγヨンの番号

｛ヘ置診変E参〉更療更療出前費後費力】集】・3項鹿計拘目結置に果・つ主］ いて下飽のとおり変更した．

診療費・薬剤費目訪問看置費用
垣編1V期9給－（付1)業務

228 

！変E参費 費訪問看謹費用集計結果〕

チェックリスト（キャンセルリスト兼

24 用）

診療費薬剤費訪問看護費用 短編期給付業務 229 
チェックリスト（キャンセルリスト兼
周） 町－9-(1)

25 

エスラトのー文保吉留変解更除可能リ ハ出力項目且ぴ項目の説明を下記のとおり置更し エ薬ラ剤費保訪留問解看除置可費能用リス）ト（診療費・ 垣期給付業務 242 
編
lV-9-(3) 

26 



エスラト等ーの保文留言解変陣更可能リ
ハ加＂セし出プ．出力トの力項「項帳目目の票「説種診明別薬のJ勧の出の出力別力項j肉．目請容に求に「書惨下薬の記訪「の幌の配粟別織種Jをを別追追J加． 

議護憲：
祖短期給付業務 242,24' 

IV-9-(3) 

し【診5た薬．・訪・訪の問別看】護費用

27 

輔－．訪3求4問7書看3の2壇・［・帳賞・労票用提種（5保別）の険1場首合問は看「置34費7用3請2J求を書出力する．

レセプトの【帳・目訪訪累問問積看看別護護】費費・34733・E 用レセプト（34733)
・34734・・ 用レセプト（34734)

ハ【レ変セ更出プ前力トの］項増邑減の理増由濡をコ出ードについて下記のとおり変更。
エラ保留解除可能リスト 短編期給付業務 243,244 

カする． IV-9-(3) 

11初診
12再診
13 
14 

90 
91 
92 
95 
96 

28 

9【レ：：変1セ基取初更プ本診消後ト療の］増養減費理由を出力する．

13 
14 
20 
24 
30 
40 
41 
49 
so 
55 
60 
70 
80 
90 
91 
92 
95 
96 

※※9国1薬酎、取8剤問2，尚を費看印の護書場費す合用るはの．渇、2合0、は曲、、問91、、割92、を4印書する．1、49、55、80、

ヱ療置トのラ費費文一用薬保言）剤の、留項費チリスェ目訪ッ追トク（問肥診リ看ス

エラ看保謹留費リ用ス｝ト（診練費ー薬剤費・ 短期給付業務 248 

訪問 編
IV-9-(4) 

29 

加ハレセし出プ、出力トの力項「項目帳目の票「説種診明別薬のJ置の出の出力知力l項J向、目請容iゴ求に診書下薬の記訪「の幡の記東別載種」をを別追追J加． 

離装i
短期給付業務 248,249 
編
IV-9-(4) 

し［診5たi－庭訪－訪の問別看】瞳費用

30 

間訪3求4問7書看3の2謹・［・帳費・封票用世種（5保別）の険】場訪合問iま「3473請2J求を書出力する．
看置費用

レセプトの［帳・・訪訪票問問種看看別謹謹1費費・34733・・ 用レレセセププト（34733)
・34734・・ 用ト（34734)

事告笠宮：τ；； エ訪ラ問看保謹留費リ用ス）ト（診療費ー薬剤費・ 短期給付業務 249 
編
w『 9-(4)

31 



Jレ［了宜セ更国プ前hトの】項増目誠の理増由減をコ出ードについて下胞のとおり変更。 ヱ訪ラ問看保聾留費リ用ス）ト｛診療費薬剤費 短編期給付業務 250 

カする． lV-9-(4) 

11 再在初指投注診診導宅軍射

12 
13 
14 
20 (21、22、23、24)
30 (31、32、33)

40処置
50手術・麻酵

32 
12再診

14 
20 
24 
30 
40 
41 
49 
50 
55 
60 
70 
so 
90 
91 
92 
95 
96 

" ※ 回、則、 92を印書する。

91 

看tに（参局療護関あ費費すてる用｝薬文に受剤訪書付費追問日配看訪報護問

ロリストの内容の本文の担載を下記のとおり韮更し 診療費・薬あて剤｝費・訪問看護費問受付 編短期給付業務 254 

た間目【【由1変1同一亙四、後て町1市1そのする一時一間一一一一一山

回線（局
lV-9・（5)

33 

事第に案関三者すリスる行ト文翁に書災訪追害問記故看当撞
第三者行為挺害該当事案リスト 短編期給付業務 256 

lV-9-(6) 

34 

議員：二；；：一
第三者行為提害該当事案リスト 短編期給付業務 258 

lV-9-(6) 

’fl 
35 



診看変リ問ス療護看更ト護費資、（追局周に・薬配あ関転剤てす機費｝る後等ー文請訪｛二言問求訪

診後療務費求リ・薬ス剤ト（費局・あ酎て問）看謹費用転機 短緬期給付業務 259 

lV-9-(7) 

36 

i護主主
診後請療費求リ・薬ス剤ト（費晶・あ訪て問）看鰻費用転機

短期給付業務 259 
緬
lV-9-(7) 

37 

E後基参療請本費情求報・リ薬ス修剤ト正（費局根・あ勧粟て問）看復費用転儀
短期給付業務 261 
編
lV-9・（7)

38 

診後餓療求費リ・薬ス剤ト（費局目あ訪て問）看置費用転機 置幅期給付業務 261 

lV-9-(7) 

39 



継ス援迫続トに田〈閲デ局ーすあタるてチ文〉にェ言ッ訪変ク問更リ者、
継続デタチェックリスト〈局あて） 短期給付業務 263 

繍
!V-9-(8) 

40 

継続デ タチェックリスト（局あて） 短期給付業務 263 
編
!V-9-(8) 

41 

看各更積置、迫出に田闘力す項る目文に言訪変問 ロ別・・5レl・セlリ二スプ・変・トト・更訪ののし問2向i看3容当庭置訪の該費の出項用別力目を項iこ出下目力記「診すを薬る追の．加別しJたを．「診義訪の

処理区分宜亘リスト 短期給付業務 265 
編

42 町一9-(9)

別ロ・5レjセiリニスプ宜トト・更訪ののし問鯵向、看薬容当聾訪の詰費の出項用別力目を項に出下目力「肥診すを策る追の．加別しJたを．「診業訪の
給付キ宜亘リスト 短繍期給付業務 "' 

43 !V-9-(10) 

別ロレjセにリスプ置トド更の＂＇＇し診向、曽E当庭l訪詰btfの項i百別目を項lニ出画下力「記轟すを轟る追否．加両し逼た＠「昏麗言語5
官再馬事主主D天下 短編廟給付業号車 271 

44 町－9-(11)
5・ ・ 訪問看護費用

別申ヲ訪j書に問す宜看る更護主し費な、用出出レ力力セ項向ブ目容ト名のにを先下「頭肥診をの薬追1の件加別自し」たにか。「ら引「診を楽印訪膏のす
保留覧表（局別）｛局あて） 短期給付業務 272 

45 
繍
!V-9-(12) 

出．「訪力項問看目誼「情情報報匡』分」の出力肉容に下配を追加．
治あ治あレエセてゆゆコ: ・・死亡年月日未畳配リスト（局

短期給付業務 279 

46 
編

死亡年月日未受Eリスト（署 町－9-(13)

γ~ ト支払修正轄果リスト
ハ【レ変セ更出プ前ト力の1項増目；の増減コ ドについて下記のとおり変更．

短期給付業務 284 
編

減理由を出力する． 町－9-(15)
11初診

12 再在処指投珪鯵薬射置場宅

13 
14 
20 (21、22、23、24)
:: (31、32、33)

!! 検手画そ入査像の術院診他・麻食断酔事

護主制力向
10基本診療養費
11 lJJ 

47 12再診

13 在投精指注射琢車神宅科:: 

14 

20 ~、 22、 2護3、費24) 
24 本療
30 I、32、33)
40処置

41 情管手理報術提穣目麻養供酔療費
:: 養費

55ターミナルケア痛養費

回m検画査像診断

凹その他
回入院・食事

j韓民間1、49、55、80、



休文に勧業書問主変看給更E決.•追に定配関決す議る書 休用・「業の訪主種問給別看決」謹に定J以－決下－譜を－魯追ーの加勧幽。問カ看項護目『労災指定匡番号・費
休集支給決定決議書 短繍期噛付業務 457 

48 
VI-2-(4) 

休業支給決定決機蓄の出力項目を以下のとおり変更し 休業支給決定決議書 短編期給付業務 457,458 

VI-2-(4) 

49 喜善』……誼凶蜘
．診断．薬剤、柔盤、はりきゅ

言適訪正問宜看給豆付謹、追管に担理関情する報文に
主な出力項目の説明に下記の項目名及ぴ出力同容を 適正給給付管理理カ対ー象ド者詳細情報画面 短期給付業務 656,658 

適正付箸 編
区－3-(3)

追［【す・・項訪彼出る加問力出目．。者名宥内［指情1置容定期】報・間 回数
IX-3・（4)

50 

の非総指訪定問合看算謹｝期間及び請求回数を印書

検iこ聞索す名る称文に書訪変問更看、聾i島

下【【索・診2査宜参記直療E療の前費後費と］】・・お薬薬り剤剤検費費索請名訪求称問書を看別藍壇支更賞払し用情た情報．求検書索別主払情報検ー

短期給付業務
編

la x 

51 
【藍診査練療更更前後費費］ .；陸相貧給付概要検索
［］  
・診 匝剤費・苗F措置費用舞要検索

【【・・変蛤宜診療a直更前後z費－】】・－策2区剤割費審給・雷付同詳細検索 自性註掴撞童

下［【－回査診変E参犯亘療更療の前費後費と1］ お薬薬り剤剤検費費索請・函訪求函問書の看別名聾支称費払を用情変繍報更求検し書た索別画．支面払情報検

編短期給付業務

x 

索直面

52 

I・E診変変療更更前費後費】】・・薬剤費給付続要検索薗面

・診療 薬剤費・訪問看誼費用棟要検素直面

【診変診変更療更療前後費費l 薬剤費輯付詳細検索直面
【 1

薬剤費・訪問看聾費用給付詳細検索画面

（薬剤費）請求書別情報園面［変診更療更療前］

［変診 費後費］（譲剤費、訪問看護費用）請求書別情報画面

検索直面イメジの追

下．・訪訪訪記問問問検看看看索謹瞳謹画費費費面用用用イ請畏詳メー求付細ジ矧給情lを報情付追報一圃加面覧薗し面画た面． 
訪訪問問看看看誼置謹費費費用用請受詳細求付給別情付報情報一画商覧高画面・

短期給付業務 694,710,724. 
加 編

53 訪問用 面 x 

検索画面イメジの差

欝！
短期給付業務 677,686,701,704, 713.789 

し曾え 編
x 

54 

体系図の追加
以．・療指下餐定のの医体給療系付機固関を聞追係加した．

短編期給付業務 681 685 

55 x 



入力画面関す肉る容文に書訪変問

イお診場［変（り療合イ更＼入費にE前E使力薬】－ 用画剤す面費る一の．覧請の求入書力の画茸面払同状容況のに但つ臓いをて下検記索のすとる

短縄期給付業務 679 

看豆瞳、追に配開 X-1-(4) 

に［・藍診つ更療い後費て1検薬索剤す費る目訪湖問合看にE慣E費用用するの．請求書の支払状況

す要［・［・彼被査宜るに車挺挺更場つ前者後者合い1の】のにて診診検使療療用索費費すす・・るる聾車繍．剤剤合費費にレ・世訪セ問用プ看すトのる謹概。費要用について検索
56 

レセプトの概

る【【に・・診変診変場つ更様更療合い前費後費てに］l ・検使薬薬察用剤剤すす費費るるレ・訪場．セ問合プ看にトの撞使詳費用細用すなるレ肉セ．容プにトのつ詳い細てな検向察容す

編短期給付業務 679 

X-1-(4) 

57 

手器灘器開？
短期給付業務 687 697 
繍 702-713 
x 2 714-728 
X4  

58 x 5 

ハ・5入・・力・・項・・目・・の訪入問力看要置領費l用こ下記を追加じた。 I：；短期p給J付叫業務
688 

59 

おロ［［・・療機変変入り更養更養変力附／後／亘項1投】投しBた薬薬及．／期び間訪ハ相問入月看力謹（容F•期量.，，「間nの）初入月力（項F.o目m名）を下記のと

短編期給付業務 702 

X-4ー（4)

60 

【・様茸査更養直養前／後／】役】控軍藁期／間初月｛了。）

・療 訪問看謹期間初月（To)

観龍平ニニ
短期給付業務 '" 緬
X-4ー（4)

61 

ハで【・韮検入入更索方力前対す要］象る領デ．のー入タ力の要療領養を／下投E薬の期と間お初り変更した．
短期給付撲務 703 
編

月（F•o吋を和磨 X-4圃（4)

62 

（検［F宜m索更m対）後を象］和デ躍ーでタ入の力療す養る／．投薬／訪問肴謹期間初月

出力す項る目文に書訪変問更看、護追主下なを追出加力す項る目。の説明の出力項目名及び出力向容に以 短編期給付業務 705 
に聞
記

す【［回・訪訪出出る問力力問（エ項看看向ラ謹容揮目ー］の】の保有有留無無分は訪含問ま看な撞い費）用．の請求の有無を出力

X-4-(2) 

63 
X-4-(3) 

費に文用首言種問歪看別豆置の、追入に配聞力す要る領
費用種別の入力要領に下配を追加する．

編短v＿期a給－！付業務
731 

64 訪問看護 50

費用種別の入力要領且ぴ出力要領に下記を追加す 編短期給付業務 733 741 

65 る．
50訪問看置 X-6-(2) 



看E各種護．追に出記聞力情する報文に言訪宜問
短繍期給付業務 741 

X-7-(2) 

68 

ハを労【変下主提更犯な診前の出療】と力費お項、りア目変フの更タ説ーし明たケのア． ロ直情報の出力内容のE践
短橿期給付業務 791 

X-13-(2) 

67 
委託費の口座情報を出力す

短期給付業務 793 
縄
X-13-(2) 

68 

情看更報瞳、迫メに配ッ聞セすーるジ文に言訪宜問

法~；；副2戸錦主想mヂ叩定月書一均1日f回間噛目臨開剤耐時夏

短期噛付業務 804 
幅
XI 

69 

短期給付業務 804 

。E盤E町~ii＇畑S品？面同部です周町槌一謬民 4 字 到 昨 夏

幅
》在

不適合の診療費レセプト
70 

合ですの鯵療費・3臨剤費・訪

業訪言務問車ヱ看更ラ護、追ーにメ記関ッすセる文ジ
短期給付業務 817 
編
XI 

71 

編短期給付業務 820 

翠

72 

短期給付業務 821 
蝿
XI 

73 

目翠~~·許翠~.~：~＂毒酬－叉暗闘明酬血閣 咽

短期給付業務 822 
編
XI 

74 

量：官吾必の，；~:r；首鴎：：：~間；い雪晶戸明”一が書描智嗣目四町四指
短期給付業務 827 
編
沼

75 

器野；晶師向向明日白間即四時H行

短期給付業務 8四
編
XI 

76 



77 

メ業［変γ務セ更エー後ラジ】ーIメッセ ジ
短期給付業務 840 

D『ET_19309』の追加 縄
XI 

E預T金1田又0は9別（E段1預19金30をg）指訪定問す看る護こと事は業で者き以ま外せでんは通知

短期給付業務 842 
編
XI 

78 

塁4滋娘手師品戸時想車定問間指削間君臨岬同協町四も

ま費・彼た・薬災は者剤生費年・訪月問目看、置労費働用保の険別番号、傷病年月目、診療

短編期給付業務 842 

XI 

79 

ー診療費・薬剤費・訪問看謹費用の別、指定機関番号

務一部官隊一法…一
短緬奴給付業務 842 

XI 

・！参療費目薬剤費の別．状態区分．入方局
80 

［変更後］

（下当：デ1でのー3す項1タ田．目畳3は付）検入番索力号条必件須が項正目し、〈も指しく定はさ組れみて合いまわせせんが．不以適
または
・診療費回議剤費・訪問看謹費用の郷、朱処理区分、入
カ扇.！費求年月



・訪問看謹貨問システム化
国軍 世 古百由虫 ' 

ロ ＝ シスナ 桔名付称を由下撞位別の・4 I 勺守
覧由l揮聾J白桔村田 タ印編」肌alナ 2 3 

ム稼闘に伴う文言宜 通り追肥．
更

【変指更定更定薬前薬桂】

[ 2-(1) 

局

【・変指 】局／訪問看護費用

（（に【：ま）｝ト作帳更、チ成票桂を作対】下象成記を上由全田通て注り削意追除事記L項。、（3）幌巣作成上の注意事項
給付統計デ 2 5 
タ編 2-6 
[-2 (3) 
[-2-(4) 

（イ）～（へ｝省略

2 tミEトヂ君~：.叩e付臨H加再立与3冊困認2酎E問宮E惣町2問官一t接均相？値t出芯聞－：甑回酬企の＠ 

イ療聾（補償）給付（短期給付キ）の（ハ）記入項目 給付統計デー 2-9 

を【－・変指項下更定目配番前薬の号】局と3お2特り追殊記費．用の別 2 

タ編
[ 3 (6) 

－療養の費用「はりきゅう、看聾料、業費I］費、移送料の

3 

f晶龍項君目F時J品平胴~~－賛Z同追田っ哲z.~，F醐 醐 桝

ロ療聾（補償）給付（長期給付キ （年金証書番号）） 給付統計デー 2-11 
（ハ）記入項目を以下のとおり追記。 タ編
【変更前】 E『 3ー（6)

鶴草監書議部田官a町鵠i:.. ~：11品i』調醐布酬の
4 

費、移送料、

記入要領の項目番号11、目、32を下記田とおり追記． 給付統計デ 2 27 

【・．肪変e指更問定前看薬1護局料（短期） 干指定薬局〔年金）
タ編 2-33 
[ 3 (7) 

5 

看【：・肪変指護更問定費桂看薬用1麓局（年費／金用訪）問看護費用（短期｝ 時旨定薬局／訪問

記入例イを下旬のとおり追記． 給付統計デ 2 37 

【変更期前］ タ編

－長長変 訪問】看護
[ 3 (8) 

6 
【 更期桂訪問看護（費用｝



働訪問に伴看う護文シ言ス宜テEム稼 ヱ【宜ラメッセジを下記のとおり藍更． ｜掠統計デ 5-5 
更前】 5-6 

（エラーメッセージ霊 （揮（E慣C費1病長~oの期76場）｝、年合“6金、”給［柾指付書定の番薬種号局類の長を種期“別~”！こ~3費し桁て用目く長だ）が期さ“）い1、”。1、“..；” 診 V-(2) 5 8 
吏） 5-9 

（定費EC薬）；＇こ局0し0長て89期く｝だ給）のさ付い時由。、種類が“ゲ（指定薬局短指期定｝、“8”（指特殊費用の別を“9"( 薬局薬剤

…禁監ア問；主場，~：，刷a：橋~脚~~＝草1君慧【向主告デ広訴か醐村器醐
（“を~入C” t力指0し1定5て7薬）く給局だ付長さいの期。種）の類場が合“5”支（指払定コ革島短期）またはを ードに“1”（本省払）

…事怒~~；場6…；，［~~~~平~~：軍司·~謹＜•lll!ii:Jtll）日結·~~島－t昌長運官t= 

（号短EC期が－~入0、1力“·~な”）（給し指の付定場の薬合種局、類短特が期殊“）事fで由（な短コい期ー時費ド、に用障入）害、力“・慣3が”病（あ診等り療の級費
場昔、年金柾書番号の種別を“5”、“6”（遺族｝のいずれ
かにしてください．

（短号（E遺C期が族~入：、1力以“•；外晶”）（給りに指の付し定場ての薬く合種局だ．類さ短年いが期金．“）証1で”書な［短番い期号時費の、用障種）害別、“・を憧3”“病：診’＼等療“級6費” 

7 （療に【〔E変慣Cし費1摘更て畏0桂）く~期だ~】6塙）（さ）二、い年合“重6。金、”下給（恒指線付書定はの番薬追種号局記類の長箇を種期所“別~”（（訪3費祈問用目看長）謹が期費“）1、用”“、4長“” 2” （診
期）

（護期（E指C費）由定2用0薬時0短8局、9期特）薬給）殊剤、付“費費6の用”）（種に指の類し別定てが薬宮く“局だ古5””さ畏（（い指訪期。定問／薬看訪局護問短料看期）護ま／費た訪用は問長“V 看

山革怒開E崎：~場説信付畠岬t；~；誌賓品が~；晶【蔓目苧聞思環視証か明（ι書想鬼~ 
し、。

（護用EC費畏2用期01短）5の7期）場給）ま合付た、由支は種払“6類コ”（ーが指“ド定ゲに薬（“指1局”定（長本薬期省局／払短訪）期を問入／看力訪護し問費て看

ください。

（信用費術療EC料の）λ費、2叩別）λ短“0、1問が期“6印：.. 回a“）”！，、（給’”薬“・：付看剤”（の護費指種費）定の類）λ薬‘時が“Y局2、“短’”ま’・'c＂”期E訪た（方費は／問用給看訪短穫付問期費の看）iJ種諦）λカか、、類替“つ3＂が用”特（“胃移殊3期”送費（診） 

以外の塙古は、新規継続再尭の別を“1”（新規）、“3”
（継続）にしてください。

恒短コいー久期時ド3‘0に、障1“6入害~”｝力・（給幅指が付病定あの等薬り種級の局類場号短が期が合“入、：年”枯力（金短な閉紅期し者書の費措場番用費号合）用、の、“帽特3種期”殊（別診）事でを療由な費
“5”、“8”（遺族）のいずれかにしてください。

［短番いEC期時号3、由0、障1種“6害；別”｝・（給を幅指“付病定5”の等薬、種“級局6類”号短（が遺が期“族入：”）盈力以（短周品外期墨りにの費重し場用量て合λ且くだ、星“年fさ組い金（診）。証で療書な費



・訪問看謹費用システム化

弓占轟聖 " 
養護軍務総i密 議？義務＂

fe切＝i識議i：~変書器箱Z援~＇~~護健E説脚＝~棚E；震＝~山＝~ 円四＠ 園 ( z・
電編子 ' 7. 2 24 

(34565）』
「指定・指名機関豊録（董更）報告書 7. 2. 3 
(34566)J 

1 

帳票名追記

と「「r汎療療お養用聾りプ帳補給リ票償付ン給名たタをる付で追療た印記聾る刷療。の可聾費能の用な費請00用求R請（帳訪求票問i訪看に問護つ看）い」護て）下』記の
「療聾訪聾補給問償看付給護たる付）（療た34葺る2曹の6養5費）用のj費用揖

電子申請関連 7. 2-24 

求「療（聾給付た 請求（訪
編

2 7. 2. 3 
問看護） (34265）』

機能追加

誌報~；~：：；：：：エニL
電子申請関連 付録3 56 
縄
（付録 3)

3 

電子申請続療手10：聾続1給0一7付0貫3た（労災｝について下肥のとおり宜亘．
電子申請関連 付録3-60

個別手 鋪

4 手続災害名 る療聾の費用情求（訪問看護）（通 （付録 3)
動）
「OCR帳票印刷」欄をr-1から「O』に藍E

帳票名宜更 「出力帳票 覧」について、下記のとおり帳票名を宜 f指定・指名機関畳録（査更）報告書 電子申請関連 付録5 2 

1変更官官1：＝~＝＝笠保＜：即縫J
「(34565）』 編
指定・指名機関畳録（変更）報告書 （付録 5)

5 
(34566）」

「指定 名関量録（更）

f指変指更定 機関畳録［変査更）報報告告書書」
「 定・指名機関畳録（ 更） 」

帳票名追記 「出力帳票 覧」について、について下記のとおり帳票
求「療（聾訪聾補問給償看付給付たる療聾の費用請

電子申請関連 付録5 2 

告「療を聾追補記償。給付たる痛聾の請費求用請求（訪看護問看）」護）」
5）』 編

6 r療聾付麗たる）（療34聾2の6費用請求（訪 （付録 5)
「療聾給付たる療葺の費用 （訪問 問看麗）（34265)J

帳票イメジ蛮更 帳票イメジを、下記のとおり壷更。 「指定・指名機関豊録（宜更）報告書 電子申請関連 付録5 31 

【「歪指更定前薬局】・指指名機関畳録録（査藍更）報報告告書書JJ 
(34565)J 編 付録5-32
「指定・指名機関畳録（宜亘）報告書 （付録 5)

7 
「指定薬局・ 名機関量 （更） (34566）」

【「宜指指亜定桂・指】名機関畳録（宜更）報告書」
「 定・指名機関畳録（査貰）報告書」

帳票イメージ追加 帳「療票養イ補メ償ー給ジに付下た記る療帳聾票のを追加。 求「療（聾訪華補給問償給付たる療聾の費用請 電子申請関連 付録5-66

費用請求（訪看護問看）」護）」 看護） (34265）』 編 付録5-67
8 f療聾給付たる擦聾の費用請求（訪問 「療 付たる療聾白費用請求［訪 （付録 5)

問看護）(34265）」

帳車名変更 「（1）電平申請された手続でOCR入力が可能な手続 「指定指名機関畳録（宜亘｝報告書 電子申請関連 付録8.5 1 

覧［「指蜜」について下記のとおり帳票名を蛮更。 (34565）』 編

更定前薬】局・指指名名機関畳量録録（（賓査更）報報告告書書」J 

「指定・指名機関畳録（宜更｝報告書 ［付録 8)
(34566)J 

9 「指定薬局・ 機関 更）

【「賓指指室定定桂・・指指】名機関豊録（宜査亘）報告書」
「 名機関畳録（ JD報告書」

帳票名追官E 「（1）電子申請された手続でOCR入力が可能な手続 求「療（聾訪補問看償給付たる療葺の費用語 電子申請関連 付録8.5ー1

10 覧「療」養につ補い償て給下付毘たのるとおり帳票名を追記． 護） (34265) J 編
療聾の費用請求（訪問看護）J （付録 8)

帳票名主更 「（2）出力帳票 覧Jについて下記のとおり帳票名を蛮 「指定・指名機関畳録（韮更）報告書 電子申請関連 付録8.8 2 
更． (34565) J 編
［車更前】 「指定・指名機関豊録（変更）報告書 （付録 8)

11 
「指定薬局・指指名機関畳録（壷輩更）報告告書書」 (34566) J 
「指定薬局・ 名機関畳録（更）報 」
［変更桂】
「指指定・指名機関畳録（韮更）報告書」
「 定・指名機関畳録（変更）報告書J

帳票名追記 「（2）出力帳票 覧』について下記のとおり帳票名を追 求「療（聾訪補問償看給付たる擦聾の費用請 電子申請関連 付録8.8-3 

記「療。葺聾補給償付給たる付療た聾る療葺費の請費用請（訪求問（訪問看護）」
護）（34265費）用」 編

12 「療聾給付たる療聾の 請求（訪 （付録 8)
「療 の用京看護｝』 問者謹） (34265）」



13 

一回一【賓直前】
「指定葺局・指名機関畳録（藍更）報告書J
「指定薬局・指名機関畳録（変更｝報告書J
【宜更桂】
「指定・指名機関畳録（蜜豆）報告書」
「指定・指名機関畳録（壷JD報告書」

覆票平ヌ二ヲ事百『一一｜帳票イメージに下記帳車を追加．
｜「揮聾補償給付たる壇聾の費用購求（肪問看護）」

t4 I ｜「曙聾給付たる療聾の費用請求（訪問看護）」

百疋・帽箔暗闇笠間l変異J報官膏l竃十甲謂聞浬 11守揖8.8-9 
(3456S)J ｜繍 ｜付録8.8ー10
r指定・指名機関畳録（宜亘）報告書｜（付録 8)
(34566）」

『療聾補償給付たる需要由費用語 l電子申請関連H寸録B.B-28 
求（訪問看趨）（34265）」 ｜縄 H寸録8.8-29 
r療聾給付たる探聾の費用請求（訪｜（付録 8)
問看種） (34265）」

霊園



・訪問看橿費用システム化
線滋襲撃 際機織 後守話機

闘次文盲

ケ：【目変車ア次支支更更安を払払前後置以処処】］ 費下理理‘の（｛診診＝と療療次お健費費り変診・・ア薬更〉フ剤．タ費ーケ訪アF措餐毘置費費・用＝、次ア健フ診ター｝ 

持 2 

通目網次

出力帳票名車更 E先参揖療費込不薬能剤予費定首一覧問表看置費用支払 業通務幅共通・共 I 6 (2) 1 

I -6ー（2)

2 

払先振込不能予定ー

診診以【［『（査韮2下療療）更更出の費費前後力審と・擁】】お帳査剤り票確車費一認E貫書訪．」問の看帳謹栗費山用『K審S査HJ確CB認5書3』の鰻票名を

2健参療盟書費・薬剤費・訪問看謹費用審査 業通務編共通共 I 6 (2) 1 

I -6ー（2)
3 

：以【【『参参（変宜2療療下〉宣更出費の費前後力審と1】薬お帳査剤り票磁置費一認E・覧書訪．J問［の差看帳押謹票え費：D用『K審SH査J審0査8認56書』の帳票名を

診確療認書費｛薬差剤押え費）・訪問看謹費用審査 業務共通・共 I 6 (2) 1 
通繍
1-6-(2) 

4 

〈差押え）

帳診診「［【（変車2票療療）更直出名喪費前後力を主薫］］ 帳以払剤下票状費の一混・と覧一訪おJ覧問のり凌看変帳謹更票費．ID用『K主SHGSB12』の帳票名を

状診療況費一覧薬表剤費・訪問看聾費用主払 業務共通・共 I 6 (2) 3 
通編
I -6ー（2)

5 

払状況ー覧表

出力帳票名追毘

欝ヂー
労認働向者訳書毘書繍償保険薬剤費審査確 業務共通共 I 6 (2) 2 

通縄
I -6一（2)

6 

労働者世害内補訳償書保険訪問看護費用 業通務緬共通・共 I 6 (2) 2 
審査確認

1-6ー（2)

7 

撃伊豆
労働者虫害（O補円償通保知険薬剤費審査確 業務共通・共 I 6 (2) 2 
盟内訳書 書） 通網

I -6一（2)
内訳書

B 

帳帳「［（追2禦襲）記出I名D向力K労容帳S働】H票S者N一B史貫1書3J[o以下のとおり帳栗山等を追記．
労審働査確者虫認害向補訳書償保（0険円訪通知問看書聾〉費用 業通務編共通・共 I 6 (2) 2 

I -6-(2) 
害補償保険加調置費用審査確盟

9 
向訳書（0円通知書〉

略出称カ力増方訪所式問看労置働費局用審査確寵内訳書（O円通知書）

出 コマンド田信
手引記載ページE章

労（業挺務業メ務ニ画ュー面ポ車ー亘ト 診療費払・薬＂＊情剤剤報費費検・・訪索訪画問問看面看置聾糞費用請求
通業務編尖遇・共 ll 2 1 

レットの査更） 概‘診現療要主検費索画面 用給付 ll 2 

10 
診詳療細費検索薬画剤面費ー訪問看謹費用給付

－・診鯵療療費費 薬薬剤剤費費ーー訪訪問問看看謹理費費用用給給付付繍詳要細検検索索

節タイトルの宜E

節ケ2【：査置アタ茸支亘更イ委払払前後ト託ル処処】】費を理理、下（〔二診惨肥次療療の健費費と診お・ア薬）りフ剤宜タ費Eー・．酎ケア問垂看降謹費費・用二、次ア健フ診ター｝ 

業務共通尖 ill2(1)1 
通縄
m-2 

11 



支一払覧先表鍍・関込係不帳能栗予の定

F轄温品唱室F晶鵠臨E不E毎E詰E日腎晋~却H諸下園雌畠出説裏庭ー量

診先療振費込不・煎能剤予費定・訪ー覧問宥表護費用支払 実通務編共通共 m-2一(1)-1

重更 m-2ー（1)

12 

払ケア先委振挺込費不支能払予先定振一込覧不表能｝予定 覧表、

重~~~＝＝：：
E先参振療費込不議能剤予費定ー訪一覧問看表謹費用支払 業務共通田共 fil2(1)1 

週編
m-2ー(1)

13 

予定

『を定へ「一診覧印療表書費」例・にa』E変の~.更l「費診．目療訪費問支看払謹先費援用込支不払能先予揖定込一不貫能表予」 鯵先提療込費不・車能剤予費定訪問看誼費用宜払 業務共通・共 m 2 11> • 
一覧表 通縄

14 m-2-1n 

審帳査棄確の認査・更及びその

盤石二一稽ア二惨フ療次盟タ費書健康ケ議診ア剤断委費等託訪費費用問審看審査護査確確費盟盟用書書審査

通業務編共通・共 m 2 14) 1 

m-2ー（4)

15 

ケ盟（量ア書重畳｝量託・費韮審畳｜査量確・誼認国書軍、一謹次量憧国華康韮診瞳断盟等車費用、ア審フ査脅確ー

時韓f宮~：；~：品2お：：：！~＊＇＝＂＇問、
確E参療認費・・薬剤費・訪問看護費用審査 通業務編共通・共 m 2 I•> 1 

m-2一（4)

16 

観品、主開；工臨；時間間同一』

診碓療盟書費・薬剤費・訪問看護費用審査 業務共通共 m-2一（4）一1
通編
m-2一（4)

17 

『費へ・訪印問書看例護』費の問「診審療査費確審認査書確」！認こ変書更Jを。『診療費・薬剤 診確療認書費・薬剤費・訪問看護費用審査 業通務網共通共 m 2 14) 3 

18 m-2-1•> 

審査確認書｛差押え） E線参療盟書費・議剤費・訪問看護費用審査 業務共通共 m 2 10> 1 
の等印書内容及び印書 通編
例の変更 ア二フ次タ健ー康ケ診ア断委等託費費用審審査査確確認盟書書

m-2ー（6)

19 

E血t開三M次；~世z閉刀咽叩帽9自回→制醐二7一カ目悶輔品剛下町下ニ一也町同項目田一制”田肌奪盛回岡、

確診相認R書’豊田薬剤費・訪問看置費用審査 通業務縄共通共 m 2 1•> 1 

m-2一（6)

20 

豊需拡作晋~~－＇.＇~一留軍r・m」曲直面勧

確齢療認書費藁劃費・訪問看置費用審査 業務共通・共 m 2 I•> 1 
通編
皿－2一（6)

21 

『費ヘ・訪印問書看例謹』費の用「診審療査費確審語査審確」！認こ宜書E』を．「診療費・薬剤 診確療認書費薬剤費訪問看謹費用審益 業通編務共通・共 m-2一（白）－3

22 m-2ー（6)

労診書項働療の目者等費印災審書の害査同藍補確容亘償E、車入保内力険訳

難語をこ
労毘働内訳者書挺害繍償保険惨療費審査確 通業務縄共通・共 m 2 11> 1 

m-2-11> 

23 



労器働内者訳災書害補償保険診療費審査機 通業編務共通・共 m 2' C7l 1 
m-2一（7)-2

m-2ー（7)

24 

藍ヱエ土：ニ：
労寵働内者訳書虫害補償保険診療費審査確 通業務編共通・共 m 2 (7) 1 

m-2ー（7)-2
m-2-C7l m-2一（7)-3

25 

労担働向者訳虫書害補償保険診療費審査磁 業務尖遇尖 m 2 C7l • 
通編
m-2-c1> 

26 

こと．

労訪認働問向者看訳謹書史書費の補用追償審加査保確険
(72）労働者民害補を追償加保険薬剤費審査確認向訳書の 労認向働者訳・提害補償保険薬剣費審査確 業通務緬共通・共 m 2 (7) s 
項‘及び下配項目 ． m-2一（7）ー7

ハニイロ 様也印出式書カ力向時項容期目の説明

m-2一（7) m-2一（7)-8
m-2-c1>-s 

27 m-2ー（7）ー10

ホ事務書処例理
へ印

書労薬働剤の者費追災審加害釜補確償認保向険訳
訳イロハヱ（7－書様3問出出）の労式書力力項働肉項時、者容期及目虫びの害下説繍記明償項保目険訪問看護費用審査確盟問

労審働査者確虫認害向繍訳書償保険訪問看誼費用 通業務編共通・共 ill2(7)11 
を追加。 m-2ー（7）ー12

m-2一（7) m-2一（7)-13
m-2-c1>-1• 

28 m-2ー（7）一15

ホへ 事印務審処制理

診労働療者費民審害査補確償認保向険訳

議宮一税主宮制晋一肉帥掴《隅噛抽帽肉噛帥附聞副胡

労働者訳虫書害補償保険診療費審査確 業務共通・共 m-2-ca>-1 
毘向訳 通縄

書（0円通知記書ti）韮の更項 阻－2-(8)

29 
タイトルの



労診書力働項療（0者費目円災審等通害査の知補確変書償認更）の保肉闘股訳
労認向働者訳書提害補償保険診療費審査確 業通務繍共通・共 m-2-cs> 1 

m-2-csi-2 
m-2-cs> 

30 

人指項－［［『宜査振』定目E更病を込前後印先院】】書金主す融はる機指。関定名店舗名 口座番号 口座名穫
薬局が治定する金融機関及び口座

E守際一謹、~：.的E品伊忠符澗FE宮調錦z霜幅z犠濯蜘官官蹴宇斡品制漂…?il:=:: 止日開抗

労認働向訳者書提害補償保険診療費審査確 業務共通・共 m 2-<•> 1 
通編 m-2-csi-2 
m-2-<s> m-2-<sl-3 

31 

す『E薬［参実宜る療剤診~費費療前にに】回つつ数いい』てては、該当レセプトの実診療回数を印書

は、該当レセプトの調剤散量を印書す

駐宮方
労働訳者書提害補償保険診療貧審査磁 業務共通・共 m-2-cs＞一4
器内 通編

合lま当リ m-2-cs> 

26 

を活用する
。

労車書働剤の追者費災審加害査補確償認保向訳険 項イ＜•.様2及〉労式び働下者記災項害目補を償追保加険．薬剤費審査確認肉訳書の 労認働向者訳書提害舗償保険薬剤費審査確 業務共通・共 m-2-cs＞一白
通編 m-2-csi-1 
m-2-cs> m-2-(8)-8 

ロ聞書同容 m-2-(8)-9 
27 ハ出カ力時項期目の説明 m-2-(8）ー10

ニ出
ホ事務処理
ヘ印書例

労酎認働問問看者訳災謹書害費の補用追償審加保査確険z誕t圃語z淀宮晴1誌i2暫盤盟r醐周

労審働査磁者器提害内補訳償書保険訪問看聾費用 業務共通・共 m-2-(8)-11 
通編 m-2-(8)-12 
皿－2・（8) m-2帽（8）ー13

m-2-<8>-1• 
28 の説明 m-2-C8lー15

支払状況一韮覧更表・追の記タ ＼＇宜0-更1)前の】記態を以下のとおり蓋亘。 E参療費覧薬表剤費訪問者援費用主払 兼務共通共 m 2 <10> 1 
イトル帯の 状況ー 通緬

29 （（【：車：更：：後診診】療療費支払状況ー覧表
m-2一（10)

費・ii!剤費・訪問看誼賛同支払状況一貫
表

状診療担費一覧車表郁費訪問看謹費用支払 業務尖週共 m-2-<10＞ー1
通編

『【当に【当車韮ロ分リリ直更ススけ印前後トト｛書はi以】】弘肉（．下二入入容省重』力力略下の局局）記線。ごご載はととを追にに以記茸支下箇払払の所デデとー）ーおタタりをを韮診診E療療．費費・薬剤費
m-2ー（10)

30 

・薬剤費・
誼開量謹量園に分け［以下省略）。

診診『｛力Iハ3査変項亜薬更直の訪目出前後1名の力i¥l』別名項欄名目をの以説下明の』とのお『（りイ藍） 主払状担 覧表』の『出

E参療費覧薬表剤費訪問看置費用支払 業務共通・共 m 2 c10> 1 
更。 状況ー 通編

m-2-c10> 
31 

f込一H一一耕倒一…一Z同盟一1立帽m』~瑚一~；；：：！°＇＇＇」副首'tfj 
診状療況一費覧薬表剤費訪問看護費用主払 業務共通共 m-2ー（10）一1

通網
m-2-c10J 

32 



E認F思議ずEお号E唱－品官~~11官~~~主昌紙？”吉~r語？苫射勘智る助幽

診状療況費一覧回目医表剤費・訪問看護費用支払 業務共通・共 m 2 (10) 1 

通編
m-2ー（10)

33 

る．

療療『力【【ハ置変養養同E更容（（出前投後控（力療薬】薬］項饗）．期訪目期聞の問間を説看欄印謹明）書』』）を期のす以『聞る（下イを。〉の印主と司ー払おす状りる変況．更ー．覧表』の『出

診療費覧・薬表剤費・訪問看謹費用支払 業務共通・共 m 2 <10> 1 
状況ー 通繍

m-2-<10> 

34 

状診様，R費一覧・薬表剤費・訪問看置費用支払 業務共通・共 m 2 <10) 1 
通縄
皿－2-(10)

35 

状E参療況一費覧・薬表剤費・訪問看護費用支払 業務共通共 m 2一（10)-2

通編
m-2一（10)

36 

譲事；：~~~~：：：~
状診相況U＇·聾~I質ト訪問看護費用支払 業務共通共 m 2 <10> 3 

一覧表 通編
m-2一（10)

37 

診状療担費一覧・草表剤費・訪問看誼費用支払 業務共通共 m 2一（10)-3
通編
m-2-(10) 

38 

診療費覧・薬表剤費・訪問看謹費用支払 業務共通・共 m 2 <10> 3 
状況ー 通編

m-2-<10> 

39 

診状f理R一費覧目聾表航費目訪問看護費用支払 業通務繍共通共 m 2 <10> • 

m-2一（10)

40 

宜量孟』葺掴壇量瞳葺!!I

審周守主I‘幅拡禍知書Elにに活叩用書すしてるζいとなaい個々のレセプ
トの照会があった場合 ． 

支払不能力覧同表容の等出 『ハ出力項目の説明』の出力項目を下記のとおり車 支払不能監 業務共通・共 m • <1> 1 

カ項聖目、出

E診診~It車：薬庭E直の訪前後別の】］ 別

通編 m-4』（1)-2

の 更 m-4-(1) 

41 

指指ま：宜Itた定定亘Eは医医前後安療療】】取機機人関関氏名名名、、指指定薬局名または畳取人氏名
定薬局名、訪問看撞ステーション



支払不能置 業務共通・共 m • 11> 1 
通編 m-4-11)-2 
m-4-11) 

42 星空調~：~JrEP•. 1m 

別ヨードを印書する。
－「1J
－「3J
ー「5』

『診診費【【給壷宜療療J付更更費費前後E・分議1］ ・』剤「費労提訪保問険看診瞳療費費用」 「労虫保険診療

支払不能貫 通業務編共通共 m •-11> s 

男一知思想同一捜及r.Fn

E』 4-(1)

43 

支払不能貫 通業務編尖通共 m-•”(1) 3 

m-4・（1)

44 

力lil:J!）帳菓J等により町正すること．

テ『へシ印ヨ書ン例名』のの記「支載払棚不が能ある最覧新」を版指に定韮訪E問．看護ス 宜払不能覧
通業m－務編4共ー（通1） 共

m－•四（ 1) 4 

45 

援込不能宋対、出応力リスト

E『診；参ハ韮車業．B庭更直の訪出前後別の力】】別項目の説明』の出力項目を下記のとおり宜

振込不能未対応リスト 通業務縄共通・共 m-4-12) 1 

の容等出力の項変更目 肉 m-4-12) 
46 

振込不能来対応リスト 通業務編共通共 m－•・（2) 1 
m-4-12）ー2

m-4-12) 

47 

書開会需話品器諸生島協腹？腔融長叩官官
する。

診診費［［－『車車給療療j直直付費費前後区薬］］ 0分・剤』「費労・担訪保問険看診謹療賛費同』 0・「労挺保険診療

重詰~.；；；；エ
振込不能来対応リスト 業務共通共 m 4 12> 1 

通繍 m-•-12)-2 
m－•『（ 2)

48 



舞込不能未対応リスト 業務共通共 m •-c2i 1 
通編 m-4『（2）ー2
m-4-(2) 

49 

『訪へのEヲ聞I）ト書、に訪例置問』Eの看．支瞳払ス不テー能シ朱ョ対ン応番リ号ス等トのに記つい般てが、あ診る薬レ
援込不能来対応リスト 業務共通・共 m-•-C2J • 

通縄
50 イアウ m-4-(2) 

医療後開／検匡巨等療察機面の関
医療機関支払期別検索画面の画面音給付視類で訪問 医機機関支払期別検索面面 業務共通共 ms『（3) 1 

単の位入の出主力払項 面宜
者置が還担できる最新の画面に宜貰。 通編

51 
m-s-cai 

:i;: 

種『の【をーイ追（入類「訪（記ハ力医J問｝の向す捜看主記容る後な聾般】と入間）にエの／力ラ以み項直ー下を療目と盟をな機の追択る説閥記し．単明た。位」場にの合お支．け指払る定検入医索力療項ー機目買関「画給番面付号』

医療機関支払紛別検素直面 業務共通・共 m-s cai 2 
通編
m-s-cai 

52 

『のイ「（柑医療主機な関出／力医項療目機の関説単明位』のの項支目払及検び索出・一力覧要画領面を』
匡療機関支払期別検索画面 業務共通・尖 m-6-(3) a 

通縄
以下のとおり変更． m-6-(3) 

長i；一53 
3 

1 
3 

用… H ・H ・－……...・ H ・...・ H ・....・ H ・..5 

の医療別機出関畳支沢払でき綱る別最茸新払の情画報面詳に細査検E索．の画面を鯵茶封 医療機関支払期別情報詳細菌函 業務共通・共 m-6-(3) 
通編

54 m-6-(3) 

『「（ロハ~主療な機出関力／項医目療の機盟閣明単」位のの項支目払及詳び細出画力面要』領のを以 医療機関支払矧知l情報詳細菌面 業務共通共 m-6-(3) 
通編
m-6-(3) 

55 

位医入療の出機支力関払項検／目支索等払直の先面韮単の更
看医療聾機が閣置支訳払でき先るE則最被新索の園画面面のに画宜面Eを．給付種類で訪問

医療機関支払先検索画面 業通務編共通共 m s-c•l 2 

56 m-s-C•l 

『貫を【目目平追（入画訪「給担力問面付同す療』看の種容る援謹類】fと（関）ハヱJの）／のラみ主支記をな払載と選入な先に択力る単以し項．下位た目をの場の追宜合説記払、明指。検j定に索医お画療け面後る検入関索力番・一項号

医療機関支払先検索薗面 業務共通・共 m-6-(4)-2 
通繍
m-s-(4l 

57 

J、

露沼点野一協一一協一 協一調

E療機閣支払先検索画面 業務共通田共 m s-<•I a 
通編
m-6-(41 

58 … 3 

薬E訪会療剤問費費看瞳費用 ..…... ：・・・・...........・……… i 
医週療択機でき閣る支最払新先の情直報面詳に細車菌E面．の画面を診策訪の別が I'm際機関支払先情報鉾細画面 業務共通・共 ms『（4) 4 

59 
通繍
m-s-1•1 



医療機関支払先情報詳細画面 業務共通共 m-6-(4) 4 

通編
m-6-(4) 

60 

韮医の療機更縄式開、印宣魯払内明容細の書 医嬢が機ある関最支新払の明レ細イ書アのウ様ト式レイアウトを惨薬訪の別の 医標機関支払明細表 業務共通共 m-6-(6) 7 

欄 に変更． 通縄
61 m-6四（6)

〉した印。書向容Jの項目 医療機関支払瞬細表 通業務編共通共 m-6-(6)-B 

m-6-(6) 

3 
62 

, 
3 
5 

医書の療の宜機様更関式支、印払書先内明容細 医療働関ある支震払新先の明レ細イ書アのウ様トl式ニ車レイ更ア。ウトを診薬訪の別 医療機関支払先明細表 通業務編共通共 m-6-(6) e 

の欄があ
63 m-6-(6) 

『及【ニ変び更出匡前力療】要機舗関を支以払下明の細と表お』のI（ロ〉 印書内容Jの項目
E療機関支払先明細表 業務共通共 m-6 (6) io 

り変更． 通繍
m-6-(6) 

E問間信鎗問問問e蜘岨酷割の櫨l … 一 3 
64 

jlj 

3 
費用 5 

健領福の確変認更書の記入要

議官？五一
(3650国債権確認書 業務共通共 町－4-(2)

通編
lV-4ー（2)

65 レセプト）の債権：

・I方問看護費用レセプト｝

添付審煩車更関係等の体
看添別情付謹書報費画用類関面鉾細係j（訪の情体報問系看薗護固函に費JIこお用対い受応て付す、給る「訪付固問一に看覧吏復画E費面．用J「請訪求問 詰勧訪問看看看復護護費費費用請求E給情肘付報育報ー面画面

通業務縄共通・共 v-1-2 

系固の 問問 用周詳畳付細 貰菌画面
66 

v , 

イ葉メ、検ジ索デ方去タの対E象・帳! 繍（3求57書32）労民保険訪問看麗費用 業務共通・共 V-2 1 

通編
変更 (34733）訪問看置費用請求書向 V-2 

訳（短期）

(3引4長7期3~）訪問看誼費用請求書向
訳｝

67 

~~的：対H象！の）））労訪訪帳担問問票保看看に謹置険以訪費費下用用問を看請請追瞳求求加省書費．用請求書

請（3求47書32）世誕保険訪問看謹費用 業務共通・共 v 2, 
通編

（ 向訳 (34733）訪問看謹費用請求書内 V-2 
68 （ 内訳 訳

訳(34734）訪問看謹費用鵠求書内

訪訪問問看看誼誼置費費費用用請詳畳求付細別給情情付｛報画覧画面面
通業務編共通共 v-2-1 

訪問者 用 組図面 v 2 

69 

昌国軍聾軍国呈位晶位置｜｜
詰問重謹量国量薗壇



検索画面の犯載変更
訪訪訪問問問看看看護謹護費費費用用用請呈詳求付細別給情情付報報一画貫画面面画面

業務共通共 V-3-(1）ー1
通編 V-3-(1)-2 
V-3-(1) 

70 
訪問看鯖書用措求書官

量国量誼誼誼 E圏直l

OCR帳票照会画面 業務共通共 V-3-(1) 2 

通編
v圃 3』（1)

71 

る．

イメジデタ及び添
『4 概ス留スキキ要意ャ事ャナナ項鶴器取取手』の順節を追加。項目は以下のとおり．

スキャナ読取 業務共通・共 V-4 1 
付ファイル等のスキャ (1) 通編 V-4-2 

72 加ナ読取に係る節の追 (2) V-4 
(3) 

金融緩開台帳更新桔
金（指融定機・阻指台名帳機更関新台結帳果〉確認リスト

業務共通田共 四 6-1
果確認リストの凶カ項 通編
目等の変更 VII 6 

73 

I！『記更更［［変変’般新新院更更をしし帥悶一一一前後たた変1］ 指指更項朝嗣即定定．自副帥医・』抑一指の療名機機聞関のの合合計計教数をを聞聞書書すするる．． 

金〈指融定機・指関台名機帳更関新台結帳果〉確認リスト 業務共通・共 VII-6・2
通編
VII 6 

74 

金更更（（（指：融：：報報定：機告告：・指関：書書）〉名台指指帳機定定更関指指新台名名結帳機機）果関関確登登盟録録リス（（変変ト

業通務編共通共 vn s 2 

VJ! 6 

75 

璽盤欝a~m指定揖量出国量量！JI!:

:!ill§l!ilf歯車盛田量昌［韮ll!l誼量量
正を完結させた後に、口座番号の修正を行うこと。

被挺者情報検索変画面 一『イ覧圃薗「訪』看のJ検が索表条記件さにれ「て自い由る区量分新コのー町、検こ変索更結。果 被誕者情報検索画面 業務共通・共 咽－2・（1)1 

76 
の出力項目の更 ものI 通編

四－2-(1)

後の［出民出力者力項情項目報目】検と出索力面要面領のに『ヱ下記出を力追項加目．の説明』に下記
被提者情報検索直面 業務共通共 四－2-(1)3 

通編
四－2-(1)

77 

訪該上［出宥の当力の場要被合領虫は］者「※のJ療を出養力訪す問る看。聾費用請求回数が2回以

被担出者入情力報項詳細菌面 『イ 画内出面力』さのれ彼て提い者る基最本新情の報画に面「指に定茸更訪問看護費用情｜彼提省情報詳細菌函 業務共通共 四－2-(2) 4 
の 目の宜 報』が出 週編 vm-2-c2>-s 

78 豆、項目追加 Vll!-2-(2) 咽－2-(2)-6
四－2-(2)-7



被担者情報詳細菌面 業務共通共 VJl-2四（2) 13 

通編
VJl-2同（2)

79 

店r品百主hふ官再開鴻器蜘醐搭帽慌悶時厳盟幽問す主る立m
｜被誕者情報詳細菌函 .務共通・共 咽－2 (2) 14 

通編
四－2・（2)

so 

加検検『入．索索力項期期項目間間目は初宋の以月月説下明の』とにお〈指定訪問者援費用情報〉を追
被担者情報詳細菌面 業務共通町共 四－2・（2)-22

り． 通緬

81 四－2-(2)

間宋

『ニ以看入下護力を項追目加団の．説明』の〈療養の費用情報〉の検索種 被災者情報詳細函面 業務共通共 四－2『（2) 22 

訪別に問
通緬

82 四－2-(2)

両副苛＊画面侃話加
検下訪訪を索問問追画看看加面盟護．費印費刷畳詳t付細h弓給情付報じ百ー画両貰面長画面子高橋扇蚕面百三函ー

扇酎面問1看旨l証謹賓賛豆辞町細給情1報サー画工覧面画面 言医師長遍7瓦 lX-1-2 

通編
lX 1 

83 



3 

5 

6 

7 

理事才日U吾耳下百古事
【変更前】
3 支払処理〈診療費、アフターケア委託費、二次健診）
［変更後］
3 支払処理（診療費・草剤費・畠血墨撞量且、アフター
ケア委託費、＝次健診

省咽
I-3-(1) 

茸払先振込不能予定 l(I)主払先振込不能予定一覧表を下記のとおり変－＇！ I＇＞：払先鋸込不限一覧表 ｜話語英通0-;;jO口－3-(1）ー1
一覧表の帳票．出力日置更前1 ｜（診療費・業剤費・訪問看韻費用主 l省編
項目の置E ICアフターケア委証費支払先鍍込不能予定一覧室ニ｜払先堀込不能予定一覧表、アフターII-3-C1l 

次健診宜払先援込不能予定一覧表） ｜ケア書経費支払先指込不能予定一
【査直後】 ｜覧表、＝次健診主払先蝿込不能予
｛蛤，，..・2監劃’・訪問是譜・周守凱牛漏ミ入京能弔宮 i"覧表）

＝宜主．アフターケア聾託費茸払先振込不能予定一覧
袋、三l健診茸払先揖込不能予定一覧表）

ハ面JJ1頁自の盟明における出力項目『タイトレ』のll!ll＇＞：払先復込不能一覧表 ｜業輯災証孟 II-3-(1)ー1

主面高宣司奇麗車．
印書出力同容の変
更

カ内容JのE載を変更． H診療費目聾剤費目訪問看盟費用主｜省編
【茸E前1 Ilk先振込不能予定一貫患アフターII -3 (1) 
診療費 「診療費支払先程込不能予定 置 iケア量託費支払先復込不能予定一
表J 閣表、二次健診支払先源品不能予
【変更後］ 随一覧表）
診療費薬剤費・訪問看置費用
r；象情費ー薬剤費・訪問看謹費用支払先援込不能予定
覧表J

ヘ印書例レイアウトを『診煉慣薬剤費訪問宥糧費用｜支払先堀込不能一覧表 ｜業務共通・本 iI三互三Tfj 4 
茸払先振込不能予定一覧表Jに藍J!. ｜〈診療費藁剤費・訪問看謹費用主 l省編

払先振込不能予定一覧表） I I-3-C1l 

(3)主出決定蓄を以下のとおり変更．
【変更前1
（アフターケア委経費支出決定書、二次健康診断等費
用支出決定書〉
［変更後］
代金：槽著・事訓嘗・祐閉岩沼普周亨＇＂楼？告書．アフター
ケア聾託費茸出決定..二次健康惨断等費用支出決
定書〉

I口印膏同容』の本文記載を以下のとおり重重．
【査直前】
診療費、アフターケア委話費、二次健訟の請求につい
て．以下の項目を出力する。
【変更後】
診療費・薬剤費ー訪問看謹費用．アフターケア量託費．
二同町奮のZ冒亥ニつL _ :r1 (]) 

ハ カ項目のZ羽

の『出力内容唱の杷織を修正
【置更前］
診療費 「診穣費支出決定書j

［聖更後】
診療費車剤費訪問看謹費用
「診療費・薬剤費・訪問看瞳費用主出決定書J

'.li:llfl<重吾 ！業務共通・本
（鯵療費薬剤費・訪問看瞳費用主｜省繍
出決定書‘アフターケア畢託費宜凶 II-3ー（3)
決定書、二次健康診断等費用克也
決定書）

主面哀言書 l業務釘長＂＇
【診療費・薬剤費・訪問看置費用主｜省編
自決定書、アフタケア委E費支出 II-3-(3)
決定書．二次健康診断等費用茸出
決定書）

主面哀豆蚕 l轟覇王通有
（診療費・策剤費・訪問看謹費用主｜省編
出決定書、アフターケア委経費支出 II 3 （剖
決定書、二次健康診断等費用主出
決定書）

I-3ー百）－1

1-3-(3）ー1

1-3-(3)-i 

重量



『用へ宜出印決書定例書』レjイにア変ウ更ト．を「診療費・葉剤費・訪問看謹費
支出（診決出療決定費定）書薬剤費・酎問看置費用主 省業I務編－共3ー通（3本） 

I 3 (3) 3 

8 

支書車出夏内綱容、記審．出餓の追力帳加肉票容‘印の I支：＇査変＝）出更次直主調前健後出書康】］ 調）診書断を等以費下用の宜とお出り調置書更、。アフターケア餐百貨

主出調書 省業務繍共通本 I 3 (4) 1 

I -3一（4)

断（絵等樺費曹用・革主翻出｜署調書・鈷、閉ア署フd措zー聾ケ周ア守垂山E盟費書支、出二問次書憧）康診

9 

主出調（診調書出標調書、費ア書、フ二薬タ次剤ー健費ケ康ア訪診聾問断託看等費誼費支費用出用支調主出

省業務繍共通田本 I 3 (4) 1 

1-3ー（4)

書）

10 

盈韮誼由！I

『ハ肉出容力を項そ目れ』のぞ説札明以』下にのおとけおるり下変記更の．出力項目について、

主損審出（診調害出）療調書‘費ア書、フ二薬タ次剤ー健費ケ康ア訪診委問衝託看等費誼費支費用出用支制主出

業務共通本 I 3 (4) 1 
出力 省緬

I -3一（4)

『診惨［［『タ変変惨礎礎イ更更療資資ト前後費ルB】】ー』E薬剤剤費費 「齢療費支出問書』

動勧問問看看穫護費費用用支出問書j

12 
毘持盟！$品7抄＃副盟2劃ニ2乱：吋2’主制a調E佳綜麗金

『労労［［笠変変働働理更更局局番前後．．号】】2診参』棄薬訪の別の単位の通番を印書するa

別単位の通番を印奮する．

『［同合変一計更局前件内数1及』び同一診E慢の別内で印書した匡樟機関噂披を印

書する．

訪f『5※審ハ訪の理別問出後名看1力」護項の費目出用の力は説肉ア明容フ』ににタ以ーお下ケけ「アをt訪るの追問出場加看力白合誼項は費目出用名力』「診され屋な薬し 支出（診調出療調書費書） ・薬剤費・酎問看置賛同支
’省R編務共通・本 I 3 (4) 1 

13 1-3-(4) 
、

（ケ；＇霊二変勝）ア童次更a支歪前健後S出託康］］ 決費省官診定支剖断書出畠等決（差雪費定合押用閉書え支昏（）差出樋を押決畠下え記定困）書の宥〉とおり査JI!. 等タ支出（診決出費療ケ決用定費ア書茸定壷・調薬出（差託書剤決押費費定（差え支書・）押訪出、（差え問決＝）看押次定え瞳健書）費康（、差用診ア押フ支断

’省R務緬共通涼 I 3 (7) 1 

（差押え）、アフタ 1-3ー（7)

14 

ア二［拾委次揮託信署費康・支草診出割断決審等定費・宮古書用問重重量圏正出量lUl！呈盟ill、
え｝｝

支（差出押決え定））書（差押え）．アフターケ



支等タ出（診ー決費出療ケ用決定費ア書主定・聾聞薬出（差託剤決書押費定費（差え支書・〉押訪出、（え差問＝決）看押次定護え書健λ費康（差用診ア押フ主断

業省編務共通・本 l -3-(7）ー1

l -3一（7)

c 15 
え））

等タ支出（鯵ー決費出療ケ決定用費ア定書主・蚕調薬出（差征書剤決押費費定（差え支書・九押訪出（え差問二決）押看次定え置健書）費康（、差用診ア押主フ断

省業務編共通本 I 3 (7) 1 

I -3一（7)
16 

え）｝

『へ出印決書定例書』レJイアウEト．を「診療費・薬剤費・訪問看謹費

労込支出（鯵決働通出療決者知定費書虫書定・調3害｛臨差書剤補抑費償（差え保・η押訪枝え問惨）看療謹費費支用払支復
省業務縄共通・本 I 3 (7) 3 

17 用主 に置．
l-3ー（7)

労診働療者費虫支害払置補据亘償込等保通験知
業省緬務共通，本 1 3 (8) 1 

書の記鍛 1-3ー（8)
18 

労込働通知者虫書害補慣保検診療費支払握 業省編務共通・本 1 3 (8) 1 

1-3ー（8)

る主ri払E通後知1先の指定病院の番号を印書する．

19 

難野霊堂？品工

労働者世書害補償保険診療費支払媛 業省務緬共通・本 1 3 （日） 3 
込通知

1-3ー（8)

20 

診す薬療る剤．費費をについては、該当レセプトの調剤数量を印書す

る．
［韮E量】

労働者虫害補償保険診療費支払彼 業省編務共通ー本 1 3 (8) 4 
込通知書

' 
1-3ー（8)

21 

労込働通者知捉書害繍償保障診療費支払媛 業省務編共通本 1 3 (8)-4 

1-3一（8)
22 

労働者虫害補償保険診療費支払撞 業省縄務共通・本 1 3 (8) 5 
23 込通知書

1-3－（自本｝ 

労薬働剤者提主新盤害払補録償込保通知険 『のイハ口（8項様－印出2を）式書力設労向時け働容期た者．虫項害目術は慣以保下険の車と剤お費り．支払撞込通知書』
労込働通者虫害補償保険薬剤費支払提 業省務編共通・ 1 3 (Bl s-10 

書の費項
知書

1-3ー（8)
24 

労訪込働通問者看知置書虫害費の補用項償宜新保払設t険寝
労込通働者知書虫害補償保険車剤費支払援 業務共通本 1 3 (8) 11-15 

省編
1-3ー（8)

25 



康『へ診断印等書費例用』レ支イ払ア振ウ込トを通「知労書働」者に誕変害更補，償保放二次一健 労等費働者用主災害払繍振償込通保険知二書次健康惨断 ，省R編務共通・本 1-3一（8)-20

26 1-3一（8)

『込へ通知印書書J例Iこ』変レイ更ア．ウトを「アフタ ケア委託費支払緩 書アフタ ケア委託費支払振込通知 業省務編共通・本 1 3 (8) 25 

27 

労働者災害補償保険診療費通知書
1-3議主
業省務緬共 1 3 （自） 1 

1-3-(9) 

" 

労働者虫害補償保桟診様費通知書 業省務編共通・本 1 3 (9) 1 

1-3ー（9)

支るI変．払更通後知】先の指定病院の番号を即書する．

29 

議案芦笠宮：

労働者災香補償保険診療費通知書 省業編務共通・本 1 3 (9) 3 

1-3ー（9)

30 

労働局!fll!番桶償扇面吾雇葺通ー肩書 話省覇繍支週7本 1 3-(9)-4 

1-3一（9)
31 

労働者虫害補慣保j検診嫌費通知書 業省編務共通・本 1 3 (9) 4 

1-3-(9) 

32 

労働者虫害補償保蛾診療費通知書 業省編務共通・本 1 3 (9) 5 

33 
1-3一（9)

労業知働剤書者費）虫通害知補書償（0保円険通 『けイハロ｛た9-様印出：）項式書力労内目時働容l期ま者以挺下害の補と慣お保り蛾．草剤費通知書』の項を置
労働者虫害補慣保険薬剤費通知書 業省務縄共通・本 1 3 (9) 6～10 

1-3ー（9)

34 

労訪（0働問円者看通挺謹知害費書用補〉償通保知書険
ホへ『項イロ(9を－様事印印置3）式書務書け労処例内た働容理．者項災目害は補以慣下傑の煩と防お問り．看置費用通知書』の 労通働知者書担害補償保険訪問看置費用 業省編務共通・本 1 3 (9) 6-115 

1-3ー（9)

35 容
ハ出力時期

ホヘ 事申務書処例理

診看覧療謹表費費｛全用薬国支剤計払）費状訪況一問 （（（表【【：変宜~~宣更全：：前後国のE鯵】】針項S療療）タ費費イトルを韮更した。 診状況療費ー貫・薬表剤（全費国・酎計問）看瞳費用支払 業省編務共通・本 1 3 (12) 1 

36 支払状理一覧表（全国計） 1-3－付2)

薬剤費ー訪問看置費用主払状況一覧



業省編務共通本 1-3ー（12)-1

1-3.：・（12)

37 

量瞳量国l:l.t.誼iE E畢

診状療費覧・聾表剤（費会・訪問看置費用主払 業務共通本 1 3 (12) 1 
現一 国計｝ 省編

1-3ー（12)

38 

詩槽曹司E劃｜
量誼聞量a量固

t状参療担一費覧薬表剤（全費国訪富十問）看謹費用主払 省業編務共通・本 1 3 (12) 2 

1-3ー（12)

39 
※※同【追薬訪容加剤に問内以看費容下の護］を繍費追用合加lのL。場2合o，、弘·~－~1. 92を印書する．

24、41、49、55、8

証状正曜況一置「覧革表剤〈全費一国訴計問｝者福重面支亘 省業編務共通・本 1 d二（百戸亘ー

1-3ー（12)

40 

量置開重謹量目i
惨状療況費ー覧・薬表剤（費全国・訪計問）看護費用主払 重省量編百幸福「・言f1-3ー（12)-2

1-3-(12) 

41 

盤華誼由EH昌壇畳重量l

診療費・覧薬表剤（費金ー訪問看謹費用支払 業務共通本 1 3 (12) 4 

42 状現ー 固針） 省編

壷ス項押ト目の機等印関の書E変重向更量i容件、数出b力
差押機関銭語体面リ主下 1業省務編ミ共1で通（J・2本) 1-3-(13) i 

1-3-(13) 

43 

差押機関該当件数リスト 業省編務共通本 1 3 (13) 1 

1-3一（13)

44 

差押機関該当件数リスト 業務共通本 1 3 (13) 1 
省編
1-3-(13) 

45 

ストj

器謹E許T開a瀬z田世両国間高山岨白川阻

差押機関該当件数リスト 業務共通・本 1 3 (13) 1 
省編

46 
1-3一（13)

出力項目「診車訪の 差押機関誌当件数リスト 業務共通本 1 3 (13) 1 
省編

46 1-3一（13)

※れ首ない問看越費用Iまアフターケア委罰貨の場合は出力さ

『車ヘ更。印書例』レイアウトをl差押機関該当件数リスト」に 差押機関2妥当件数リスト 省業務縄共通・本 1 3 (13) 4 

47 
1-3-(13) 



出力枚数一覧表 一4話E繍E相蒔一理…＠醐網開肝叩

出力枚数一覧表 業省務編共通・本 1-3ー（15)-1.2 

1-3-(15) 

48 ，、
ホ
《

支決定出負決担謙行書為即主出
支出負担行翁即宜出決定決議書 業務共通・本 15(1)2 

省編
1-5ー（1)

49 

支出負担行ゐ即支出決定決議書 業務共通・本 1-5一（1)-4

50 省調
1-5一（1)

支項払呂不、向能容ー等置のの藍出亜力
『E惨診［【ハ置査薬車．更直の酎出前後別の力】】別項目の説明』の出カ項目を以下のとおりE

支払不能買 業務共通・本 1 5 (2) 1, 2 
省編
1-5-(2) 

51 

支払不能覧 業省緬務共通ー本 1 5 (2) 1. 2 

1-5一（2)

ケ訟【＝変ア療次更通健費後院診・】薬費費剤の及費場び・合ア訪フ問タ看謹ケ費ア用通、院ア費フのター場ケ合ア霊詫費、

52 

陸言軍繍み蹴諒諜紫ぷぷ

支払不能一覧 業務共通・本 1-5ー（2）一1
省繍

53 1-5一（2)

主払不能一覧 業省務緬柊通本 1-5ー（2）ー4
54 

1-5一（2)

鯵『I入ニ宜療力E費局出前へ．力】二配時次慣期健す』の診るの費．記及総びをア以フタ下ーのケとアお妥り変更．

支払不能一覧 業務共通本 1-5一（2)-3
省編

託費の場合． 1-5-(2) 

55 

支払不能覧 省業務編共通本 1 5 (2) 3 

1-5一（2)

58 

振込不能未対応リスト 振込不能未対応リスト 業務共通，本 1 5 (3) 1 
省編

57 1-5-(3) 



彊込不能楽対応りスト 省業編務共通・本 1-5一（3)-1.2 

1-5一（3)

58 

韓害《器土主竺宰竺二
復込不能未対応リスト 業省務編共通・本 1 5 (3) 1 

59 1-5一（3)

『主 変更 振込不能朱対応リスト 業省編務共通・本 1 5 (3) 4 
60 

振込不能宋対応りスト 1－誌キ
省業縄務

1 5 (3) 3 

1-5-(3) 
61 

援込不能未対応リスト 調省匝務編賓が'i'1-5-(3)-3 

1-5ー（3)

62 

支力払項不目能、肉集容計等衰のの変出
支払不能集計表 省業務緬共通本 1 5 (5) 1 

63 亘 1-5一（5)

茸払不能集計表 業省縄務共通ー本 1 5 (5) 1 

1-5-(5) 

64 

支払不能集計表 業省務編共通本 1 5 (5) 3, 4 
65 

1-5-(5) 

A合D結馴果Sリ用ス金ト融に機つい捌て突
ADAMS用金融機関突合結果リスト 業省繍務共通本 1 5 (6）一1～4

の項新盤 1-5ー（6)

66 

業剤務費資・訪料問（惨看仏療誼出費費力用・項薬） 
支払額見l指定医療機関数 省集務編共通・本 1 6 (1) 1 

67 の目項等タのイ宜ト更ル 1-6ー（1)

主払領別指定匡療機聞数 業省務繍共通・本 1 6 (1) 1 

1-6ー（1)

68 

支払額別指定匡穣機関数 業省編務共通・2総 1 6 (1) 1 

1-6-(1) 
69 

支払額別指定医療機関数 業省務編共通・本 1-6ー（1)-2
70 

1-6ー（1本｝ 

支払の払ー出継貰力続表向指容（指定の定機宜薬関更局支） 
『号対対【【ハ茸変象象jの更更のの出前後「指指出力】】定定力項指向医目容療名の機機」説を関関明以番番』下に号号のおををとけ即印おる書書り出変すす力る更る項。． ． 目「措置機聞番

支定払3鹿継島続）指定健闘主払 覧表（指 業省務繍共通・ 1 6 (2) 3 

71 
1-6一（2)



ス払支テ払一ー継覧シ続表ョ指〈ン訪定）問の機宥項関護新支
支払継続ステ指定シ機ョ関ン支）払一覧表（訪 省集務繍共通・本 1-6ー（2)-5
問宥護

1-6ー（2)

72 世

支払払一艦監書親署向長指審（局定査別機E合関計支） 
支別払合継計続）指定償問主払 覧表（局 省業務編共通・本 1 6 (2) 7 

の印 1-6一（2)

73 

支払印払一書継貫向表容続指（形定態機別関〉支の
支払継続指定機閣支払覧表（形 業務共通・本 1 6 (2) 9 
態別） 省緬

の査車等 1-6一（2)

74 薬位ま｛査た剤にE、支費後量払等】後のレにセ支全プ払国トを数計行及をっび印た宜書指払す定金る機．額関前をに年印つ度書いにすて診る、療．入費力、局薬単

支態払別継〉続指定機関支払 宜表（形 省業編務共通・本 1 6 (2) 9 

75 
1-6ー（2)

支態払別継）続指定機関主払一覧表（形 業省務緬共通本 1-6ー（2)-9

76 1-6一（2)

『表へ（形叩態書別剛）Jにレイアウトを「主主継続強定機関支払 覧支態払別継〉続指定機関支払ー覧表（形 業務共通・本 1-6一（2）一11

77 査JI!. 省編
1-6-(2) 

診看ル（向療謹、配観費費別書用・薬）内支の剤容項払費等状タ・のイ訪担ト車問褒
診状療況費表（薬内剤訳費別）訪問看護費用主払 業務共通・本 1 6 (5) 1 

省編
78 1-6-(5) 

JI! 
診状療況費表・薬剤費・訪問看謹費用主払 業務共通本 1-6-(5）ー1

（内訳別〉 省編
1-6ー（5)

79 

診状療況費表・（策肉剤訳費別｝・訪問看護費用主払 業務共通本 1-6-(5）ー1
省編
1-6ー（5)

80 

器？開億四日宮岡H 畑部町局品組品三習耐院

診状療況費表（薬内剤訳費別）訪問看置費用主払 業省務縄共通本 1 6 (5) 1 

1-6-(5) 

81 

状況について、右l二印書する。

『用へ支払即状書担例袋』レ（イ肉ア訳ウ別ト）をJに『惨宜療E費，・薬剤費・訪問看糧費 診状療表費目薬剤費・訪問看置費用主払 業務共通田本 1 6 (5) 2 

82 J1 （内訳別） 省編
1-6一（5)

診看の療謹出費費力用向葺支容剤払．費印一書訪覧例問表
（（項l【r；査車）タ直直診2イ診2前後ト療ル】】費を・支・I以薬払下剤剤の費費覧と表訪訪おり韮JI!.

鈴ー療置表費薬剤費防問看誼費用支払 省業編務共通本 1 6 (6) 1 

" 
1-6ー（6)

等の宜更

自藷軒義三農の臣殿 診療費・軍剤費・訪問看誼費用主払 業務共通，本 1-6ー（6）ー1

童鎮謡静：：；；~嚇血酎醐晴E即t~~聞t審拙
一覧表 省編

1-6-(6) 

84 

『藍呈悶苦議曙心官肉富設島臨田邸時開主開即1~~1：＃時明思更忠白四弘回
診一療貫表費薬剤費訪問看謹費用主払 業務共通本 1-6一（6)-1

省編
1-6ー（6)

85 



一E参療覧表費・薬剤費・訪問看謹費用主払 業省務編共通・本 1-6-(6）ー1

1-6-(6) 

86 

お『国国【【ハ変茸り立立更更韮病病出前後E院院力】】． 以以項外外目の説明l』おける出力項目名を以下のと

診療表費草剤費訪問看護費用主払 業雀蝿務共通・本 1 6 (6) 1 

一貫
1-6ー（6)

87 
｛向指定車局）

（向指定薬局）（向指定訪問看置ステー
河〉｝

診療費・車剤費目訪問看謹費用支払 業省編務共通・本 1 6 (6) 1 

一覧表
1-6一（6)

88 

へ払印一書覧~団表レイ国ア立ウ含トむを「（診本療省費薬」に剤変費更目訪問看護費 鯵ー郵覧便表貨・薬剤費目訪問看護費用支払 業省編務共通本 1 6 (6) 2 
89 用主 用）。

1-6一（6)

看診覧療護表費費用薬主剤払費状・酷問 診状療沼一費覧・目薬薬表剤剤〈費当・訪問看護費用支払 省業務輔共通・本 1 6ー（7)-1

の容項のタ蛮イ更トル況、出ー 診療費 費累積月・訪）） 問看撞費用主払 1-6ー（7)

90 
力向 状，E一覧表〈

診状診札療療況百費一費一覧覧議薬表表剤剤（ （ 費・訪問宥護資用支払
省’R務編共通・本 1 6 (7) 1 

当月〉
費・訪問看護費問支払 1-6ー（7)

91 
累積）

状診療況費覧覧・目薬薬表表剤剤（（累費当費積月・訪訪） 〉問看護費用主払
業省緬務共通・本 1 6 (7) 1 

診状療況費 問看理費用主払 1-6一（7)

92 

用『へ支払印状書況倒一』レ覧イ表ア（ウ当ト月を）「J診iこ疲置貨更・。薬剤費・鈷問看麓費 省!I!務編尖通・本 1 6 (7) 2 

93 
1-6一（7)

居件衰別数の指・出主定両弘機内金容関鋪別等一支の貫払重
業省務編共通本 1 6 (10) 1 

1-6一（10)

r:. 
94 

ノ

議君ーh回主：炉溶問シご諮配開胸高制中司札概制選問一臨支撚払舗詑を串指芝醤陣~｝；. 局別覧指貰指覧指表表定表定定機機機（｛｛指指指関関関定定定別別別病案訪支支支院局問払払払）） 看件件件麗数数数ス回テ支宜支ー払払払シ金金金ヨ

省業務編共通・本 1 6 (10)-1 

由局輔局別別一一
1-6一（10)

95 
額ー
ニ〆



額局割局額局別別別一指覧措覧措覧表表表定置置機機機【（（指指指関関関定定定別別別病薬肪支支主院局問払払払）） 看件件件謹数数数ス・・・テ買支支ー払払払シ金金金ヨ

業省務編共通・本 1-6一（10)-1

1-6一（10)

96 

‘ ノ

『の指表［ハ追E定（指加拡訪出向定を問力容訪追看項「】問局加謹目看別スの瞳テ指説ー定明シ機』ョの関ン項別分目支の「払タ場件イ合ト数ル・支』の払『金出額力内容』

額局別覧指表定機｛指関定別訪主問払看件謹数ス・テ支ー払シ金ョ 業省務編共通・本 1-6一（10)-1

ン 1-6-(10) 

97 一貫
指定

ステーション）」

局額局額局額別別別一一一指覧指貰指覧表表定表定定機機機（（（指指指関関関定定定別別別病薬訪支主支局院問払払払）看〉件件件鹿数数数ス・テ支茸主払払払シ金金金ョ

業省務編終週・本 1-6一（10）一1

1-6-(10) 

98 
ン

療衰養のの置出費力用肉支容払、印状書坦

『容l【「λ茸一一宜の更般直般記出後前」』S「「力院】薬薬】を項剤剤以目」J下「Tの柔柔の説聾聾と明J」お「「』ははりの査りり項きき更目ゅゅ．「うう請＇.求を「勧印書問書i種看す別謹るjの」．を出印力審向す
療養の費用支払状況表 業務共通本 1』 9一（5)-1

省編
例の更． 1-9ー（5)

99 

る．

100 
ヘ印書例レイアウトを『療養の費用主払状況褒』に宜 療養の費用支払状現表 業務共通本 1-9-(5)-3～5 
更。 省編

療別養リスのト費の用綱主審払例方変法更 Hをへ蛮更印．寄倒』レイアウト「療養の費用主払方法別リストJ療養の費用主払方法別リスト
主業省藤務編共吉通a・本~ 1 9 (6) 2 

101 

匡療機関支払期別主
『のにイ変刊医の更療画。機面閏Jレ／イ医ア療ウ機トを関訪単問位看の護茸の払項検目索が・あー覧る画画面面』

医療機関支払矧別支払後素直面 I-11一〔3)-1

102 払検索〉ト画入面出の力画要面レ 省編

イアウ．入変 領 1-11-(3) 

の更

『にイお医け療る機「机関）／主医な療入機力項関単目位のの説茸明払」の倹給禦付・一種覧類商の面『入』
医療後間主払期別支払検索園面 業省務編共通・本 1-11-(3)-2 

を力［・追［入要訪加力領問向す』看に容る聾以1と｝下ヱのラのみ担をと選載な択をる追し．た加場．合、指定医療を盤関番号

I -11一（3)

103 

『に『［以イ修出お下正力医けの要前療る診領】機「薬〈剖』関のの／主配別医な織に療出を対機力以応関項下す単目のる位のコとの説お支りド明を車払」出のE検診力．索す兼・るー訪．貰の画別商の』

医機機関宜払期別主払倹素画面 業務共通本 I 11 13) 3 
省編
1-11-(3) 

以鯵議下療剤費費 1 
... 3 

104 

［修正後】

以E薬訪参下療剤問の費費看診瞳・自・庭H訪・・：・・の・：・－－知”..'I”・にe”・－対・4応・するコードを出力する． ~ 
費用 5 

静関脇官鵡j
医療機関支払期別茸払検索画面 業務共通本 1-11-(3）ー3

省繍
1-11-(3) 

105 

医払療情機報関支払期別主 画『ロ面医』の療レ線イ開ア／ウ医ト療を診機車閥訪単位の別のが主盟払択詳で細き菌る面図』の面l「ニ（イ車） 
医療機関支払期別支払情報詳細面 業務終週本 I 11 (3) 4 

106 詳細画面の函 面 省繍
商容レイアウト．出力向 更 I -11ー（3)
寄のまE 医療機腸宜払期別支払情報詳細菌 業務共通本 I -11一（3)-5

面 省編
I -11ー（3)

107 



明器官官器別開：g~混宮居♂品
医療機閣宜払期別支払情報詳細菌 省業務編共通・本 1-11ー（3)-3
高

I -11一（引

TOE 

詳医医療療細機機検関関索入支支の出払払画力織先面内情索レ容イ報、等
が『おイ遭け医る択療「で｛イ機き｝関iるE画／面主面Jのに払画変先面更単レ。位イのア支ウ払トを検療索養・｛ー訪買問画看面謹』に） 

医療機関支払先検索 省業務縄共通・本 I 11 (4) 1 

1凹 I -11ー（4)

アのウ変ト更． 

『お要を【・追イ（入け領訪加医る力』問に向療「す看（川以容機る護下】関と主）のエの／なラ記み茸入ー織を払力と盟を先項な追択単る目加し位．のた。の説場支明合払J、の検指給察定付・医一積療貫別機画の関面『入番』にカ号

医療機関支払先検索 業省編務共通・本 I 11 (4) 2 

I -11ー（4)

110 

医療機関支払先検索 業省編務共通・本 I 11 〔4) 3 

I -11一（4)

111 

~ .. °'i':i路;r.~，~部鹿副思児議協調結五五議謡r,,,
医療機関支払先検索 省業務編共通・2事 I 11 (4) 3 

I -11ー（4)

112 

器臨~3fi~1ii~~抑制苧
医療後関支払先情報詳細菌面 業省務繍共通・本 I 11 (4) 4 

I -11ー（4)

113 

医表療の健出闘力主払目先明細
更診『［【診（棄変防薬．薬宣更印の訪前後書別の】J 内別容』の『出力項目』の記載を以下のとおり変

E療後間支払先明細表 業省務編共通・本 I 11 (6) 7 
項．向容

等の変更 I -11一（6)

114 

『領診E薬【参（藍口』車療剤）の更費費叩の記前書別載】：内に・.：を・－容つ：：以：.い』・下eに・て－のeお、けと以おる下項りの変目内更「容鯵。を来出訪力のす別る」。の『出力1要

匡穣機関支払先明細表 業省務編共通・本 I 11 (6) 7 

I -11-(6) 

... 3 

115 

診［藍車更訪後の】別について、以下の向容を出力する．

E薬訪参療剤問看費費瞳’＂＂・ H ・u・＂＂＂ ・1 ...... 3 
費用 ・・山山山..........’ 5 

診『ニB庭医訪療の機別闇が支出払力先さ勝れ細るレ褒イ』のア「ウ（イト）に様宜式E』レ．イアウトを
医療槍間支払先明細袋 業省務縄共通・本 I 11 (6）自

116 I-11-(6) 

領2『【参（宜ロ』議｝の亘印の記前書別裁1向にを容つ以い』下にてのお、けとおるり項韮目更「診。薬訪の別」の『出力要
医療機関支払先明細表 業省編務共通・本 I 11 (6) 9 

I-11-(6) 
以下の肉容を出力する。話獄口川口：ご二；117 

別について、以下の向容を出力する，

.... 3 

費用 。 5 

『E診【診【（修修同車．薬正正の印訪前後書別の】】内~II容』の『出力項目』の記載を以下のとおり茸

医療機関支払先明細表 業省編務共通本 I 11 (6) 9 

I -11ー（6)

116 



債差鰻ラ更ー纏し票押メ相のッさ殺入セえ禁力ー機止項ジ関等／目金本の、録エ省変

『（3）入力項目』の入力項目名の記憶を以下のとおり変 債間権畳相録殺帳禁票止／本省差し押さえ後 業省編務共通・本 I -12-3 

I -12 也~ス【【E変変テ指指．ー更更ν定定ヨ前後ン医匿】】番療療号機機（ 関番号／指定薬局番号119 

聞番号／指定薬局番号／指定訪問看謹
※3) 

診器；；：；
債関権登相録殺帳票禁止／本省差し押さえ機 省業務緬共通本 I 12 3 

I -12 

120 

富誤点ぷ~~~；：官エ思想；：：；.口S噌闘
債関権釜相録帳殺猿票止／本省差し押さえ後 業省編務共通・本 I 12 3 

I -12 

121 

『【（追3）加入向力容項］目』の記践を以下のとおりll'~. 債関権畳相録殺帳禁票止／本省差し押さえ機 業省務編共通・本 I 12 3 

122 ※3・”処理結果画面上では「指定E療機関番号等」と I -12 
表示される．

『指指［［（藍車4定定）更更記医匡前後入療療】】要機機領関朋』番番の号号入／／力指指項定定目薬薬名局品を番番以号号下／の指とお定り変更。

債関権登相録殺帳務票止／本省差し押さえ機 業省務編共通・本 I 12 3 

I -12 
123 

訪問看謹ス
子一γヨン番号（※1)

『診診：（修修羽療療正正田費費前後入・薬】】要剤領費』の・訪入問力看項護目費名用を以下のとおり車~－ 債関権畳相録殺帳禁票止／本省差し押さえ機 業省務編共通・本 I 12 3 

I -12 
124 

メ診『［（追ッ5療）セ加形貨ー向式・ジ容薬チJD剤］ェ．費ッキク・ャ訪・ン業問セ務看ルチ護続ェ費ッ要ク用を』処追の理加以チ。下ェのッチクェック向容、
債関権登棺録殺帳禁蕪止／本省差し押さえ機 集省務編共通・本 I 12 5 

I -12 

125 

Eテ指のTー－定処シ1ヨ9理匡ン2の療8を9番行機号え関な以番い外号．で．指は定診亜療局費の・薬番剤号費．指・訪定問訪看問瞳看費謹用ス

メ委「［（追ッS託）セ加形費ー向式処ジ容チ理＇~ヱチ、ツキェクャックン業セ務ルチ概ェッ要クを』追回加以下のチェック向容‘
債関権畳相録殺帳禁票止／本省差し押さえ機 省業務編共通田本 I 12 5 

I -12 

126 

E指のT定処_19理医28療を9行機え関な番い号．．指定車局の番号以外では委経費

労指民定保状後況指報告定薬褒局等 告労表提保険指定薬局等指定状況報 省寮務編共通本 m 1 (3) 1 1 

m-1-<•> 
-1 

127 

労表虫保険指定葺局等指定状況報告 業省編務語通て正 iil-1-(3>-1-1 

m-1一（3)
-1 

128 

労虫保険指定車局等指定状，兄報告 省業編務共通本 m 1 (3l 1 
表

m-1ー（3)
-1 

129 



『告へ表i印訪書問例看』謹のス「〈テ3）ー労シ災ョ保ン障の指項定目薬が局あ等るも指の定に状変況更絡， 労表虫保険指定薬局等指定状担報告 業省務編共通田本 m-1-(3)-1-2 

130 
m-1ー（3)
-1 

指援等定込リスみ・指H金名本融線省緩開宛聞台X廃療帳止 指関定廃止・指等名リ機ス闇ト（台本帳省綴宛込X療み婆金）融機 省業編務共通・本 m 1 ca) 1 

m-1ー（B)
131 養向｝容ののI頁担$＜イ~トル、印書

明

指関定廃止指等名リ機ス関ト（台本帳省振宛込X療み饗金）融機
業務共通・本司 m-1-ca＞ー1

132 により

薬関［l剤のE鹿吏費後止、I訪問宜看更護に費用の支払に関するAD四S金融機
より

帳聖『へ振E込．印み沓金岡融』機の闇レ庫イ止ア符ウリトを ' 指定・指［療名養機）繍台 指関定廃止指等名リ機ス関ト（台本帳省復宛込X療み養金）融機 省業縄務共通・本 ill1(8)2 

133 スト（本省宛） J iこ
m-1ー（8)

ス指ト定の指印名書期例間車更更新リ 『への印喧省目例で』訪レ問イ看ア謹クストテ「指シ定ョ氏ン名と期な間っEて新しりス 指定氏名期間更新リスト 業省務編共通・本 m 1 c11> 2 

134 
トJ 、るも
のに聖E m-1ー（11)

指定・指名後関ー出覧力 指定・指名機周 覧表 業省務緬共通田本 m 1 c12＞一1
表の項等$＜イトル、

135 
内容の変更 （（タ~：修修イ：：正正ト指指ル前後定定の】】薬・修指局正名目指名機関一覧表 m-1-c12) 

機関一覧表

『記5【ハ追般加・出を指内追力定容項加訪1． 目問の看説明』の種別の『出力肉容』に以下の
指定・指名機閲覧表 省業編務共通・本 m 1 c12) 1 

136 m-1ー（12)
看謹ステーション

『向【訪各のハ追容局指問加出』看定のを肉力是指護追容項ス終名加】テ目ベ機のー関担シジのョ籾に件ン種』数の別を以が出下指力の定す『訪出る。力問項目』及び『出力

指定・指名機閲 覧表 業省務緬共通本 m 1 c12> 2 

m-1ー（12)

137 
看謹ステーション

『更へ． 印書例』レイアウトを「指定指名機閣 覧表JIこ変 指定・指名機関 覧表
業省市務編ー共唱ー通什本今、

m 1 c12> 3 
138 

都定道薬府局等県労指災定保状険坦表指 都担道表府県労民保険指定薬局指定状 業省縄務共通・本 m 1 (14) 1 

139 m-1ー（14)

~道府県労提保険指定薬局循定状 業省務編共通・本 m 1 c1•>-1 
況表

m-1一（14)

140 

都道府県労民保険指定薬局指定状 3省R務編共通本 m 1 c1•> 2 
141 ；~表

m-1-c1•> 

診看番療謹号費費世用用薬旧被剤労災費働者訪保一険問監
診働療保費険番・薬号剤使費用目被訪問災看者謹一費覧用表問労 業省務編共通・本 皿 1 (18) 1 

142 
m-1-11a> 

診働療保費険番ー薬号剤使費用・訪被問覧看者謹一費覧用表旧労 省業務編共通本 m 1 11a> 1 

m-1一（18)

143 

働診療保費険番・薬号剤使費用・被訪問提看者護一費覧用表旧労 業省編務終週本 m 1 11a> 1 

m-1一（18)

144 

診働療保費険番・薬号剤使費用・訪被問提者看謹ー費覧表用旧労 業省務編共通・本 国 1 (1自） 2 
145 

m-1ー（18)
特別加入者情報リスト ハ出力項目の説明』における『出力項目』の記書店を修 特別加入者情報りスト 業省編務共通・本 m 1 c1•> 1 
の出力項目、印書例

正診【［茸変。療更更薬前後剤】】件数／金銀
146 の変更 m-1一（19)



特別加入者情報リスト 業省務編共通ー本 m-1-(1•>-1 

m-1-(19> 
147 

特別加入者情報リスト 省業務編共通・本 m 1 (19l 2 
148 

m-1ー（19)

領補力動項償状障臣害況、同患ー容者覧等表にの係の変る出
振表動障害患者に係る補償状況 覧 省業務編共通・＊ m 1 (20) 1 

149 m-1一（20)

亘

振表動障害患者に係る補償状況覧 省業務編共通・本 m 1 c20> 1 

150 m-1-(20> 

援表動障害患者に係る補償状況覧 業省編務共通・本 m 1 c20> 2 

151 m-1ー（20)

揖表動障害患者に係る繍慣状虫覧 業省編務共通・本 m 1 c20> 2 

152 m-1ー（20)

援表助障害患者に係る補償状坦覧 集省霜編3五遍・本 m 1 c20> 2 

153 m-1-c20> 

振表動障害患者に係る補償状況覧 業省編務共通・本 m 1 c20)-2 

154 m-1一（20)

揖表動障害患者に係る補償状況覧 業省務編共通・本 m 1 c20> 2 

155 国ー1-(20)

振表動陣容患者に係る備制賞状況 覧 業省務編共通・本 m 1 c20> 2 

156 m-1一（20)

援表助陣容患者に係る繍償状況覧 業省編務共通・本 m 1 (20l 2 

157 m-1-(20> 

振表動陣害患者に係る補償状，兄覧 業省編務共通・本 m 1 (20l a 
158 

局買項別表目・根月車次別受付
局別・帳票別受付件数覧表（月

m－共1－・2本O) 
m 1 (23) 1 

（ ）の項．目変、 次）
業省縄務

159 内容の追加 m-1ー（23)

更

局次別）幡凝別畳付件数覧表（月 業省編務共通・本 m 1 C23l 1 

1回 m-1-c2a> 

局次別）帳票釦l受付件数覧表（月 業省編務共通・本 m 1 (23) 1 

161 m-1-c2ai 

局次別）帳東和I］！！：付件数覧表〈月 業省編務共通・本 m 1 c2a> 1 

m-1ー（23)

162 

局覧項別表目田帳票別受付
す了内防訪［子容追問問る三自百加J看看謹謹に内万以容費費事用下1用面制請の百記求求説書書障l件を』の 「出ノJ項目J及び 「出ノJ

局次別）・帳票別畳付件数 覧表（年 業省務縄共通・本 m 1 c2•> 1 

（年次｝の項加‘目変． 追加。

163 肉容の追 m-1-C24l 

J! 
件数を出力する。

訪訪内『Iハ容i問問皇内j看看出議護内にカ容以費費項用用下］目のレの記セ説プ肱明をト』の J出力耳目I及び 「出力

次局知）l幡東別畳付件数覧表（年 業省務循共通本 m 1 (24l 1 
追加。

164 
m-1-(24) 

（短期）件数を出力する．



『ハ 出カ守？を容護費に項費用以1目用下レののセ説記プ明載ト』の 「出力項目』 J Eび 「出

厨E引l・帳票別受付件数一覧表（年 業省編務共通・本 m-1ー（24Jー1

カ追間問内容加問看看護J内 を追加．
次）

165 

傷酎 （長期）件数を出力する。

m-1-c2•> 

の『ハ「出更出前力力内I項容目Jのの税記調載Jをに以お下けのると羽お目り蛮li旦買加．帳票」
局別・帳票別受付件数覧表（年 業省務縄共通・本 m 1 c2•＞一 1
次｝

診I宮療費・車薬弗剤費追加帳票件数を出力する。
m-1ー（24)

166 

診I五療<JI！費後・ 費，訪問看謹費用追加帳票件数を出力

する．

局別・帳票別受付件

内訪訪『［ハ容追問問加J看看出謹謹に内力以容費費項下用用I目の請請の記求求説載書書明件を』追数の加をω。出『出力力す項る目．J Eび 「出力

局別・帳票別受付件数覧表（日 業省務編共通本 盟】1-(25)-1
数一覧表（目次〉の項 次｝

167 自．項目向容の追加、 m-1ー（25)

宜更

『ハ出力項目の説明』の f出カ項目」及び「術力 局別・帳票別畳付件数覧表（日 省業務編共通・本 m-1-c2s)-1 

内容追問問加看看J護瞳内に費以容費下の記載を迫力＂・
次｝

168 [ I m-1ー（25)

前訪 用周レセプト（短期｝件数を出力する。

傷訪内『［ハ容追訪問j問看加出看護に内力以容護費項費用下］目用のレの記セ説載プ明をト』追の（加長。期「出）力項目J!!.V' i出力

局別，帳票別畳付件数覧表（日 省業務舗共通・本 m 1一（25）ー1
次）

169 m-1一（25)

件数を出力する．

『ハ出力項目の説明』における項目「追加帳票j 局別・帳票別畳ffl字数ー覧表（日 業省編務共通・本 m-1-c2s）一1
の「出力内容jの記載を以下のとおり変更． 次）
[;!i'l!前 m-1-c2s) 

170 
診 療 費 葉草剤剤費費追・加訪帳問粟看謹件数費用を出力する。
診r;療！！＇'l!費後・ 追加幌票件数を出カ

局知lエラ番毎別件 局別ヱラ番号別件数表 業省務編共通本 lV 1 (1) 2 
数衰の出力肉容の宜
更 lV-1-(1) 

171 

5覧払5覧号号期表表朱未以（（経経登釜上過過録録期糊のレレセ石数印数ヲフ書：：下ト支主一,, 

数5号to未茸畳払録期レ以セよプ〉ト 覧表〈経過期 雀業務掴共通本 lV 1 (3) 2 
172 のものに変更．

『へ印書例』レイアウト』を診薬訪の別の項目がある最
5数号to未主登払録期レ以セ上プ・ト医一療覧機表関（経別過）期

R業省F編務－共1－通f・副本 lV 1 (5)-2 

173 新のものに査JI!.

払齢期以轍上医欝療機関〉
町一1一（5)

『ハ自力項目の説明』の出力項目の記載を下記のとお 保留覧表〔局別） 業省編務共通・本 lV 1 (7）一1
｛本省宛）の出力項目

174 
害事の宜更 lV-1-(7) 

保留一覧表（局別） 業省務編共通・本 lV-1ー（7)-1

175 
町一1ー（7)

保留ー覧表（局別） 業省繍務共通・本 lV-1一（7)-2
176 

lV-1-(7) 

未額費項の処タ一韮・訪イ理E覧問ト状表ル看態［及診置別ぴ療費件聞用目数草書）金剤の例

霊E 草諒芸~
来処理状態前訪再問面看通瞳額費一用覧｝表（惨 業省編務共通・本 lV-1ー（10)-1
療・薬剤費・

177 
lV-1ー（10)

未処理状態別件数金額覧表（診 業省務蝿共通本 lV 1 (10)-2 
178 療目薬剤費・訪問看護費用）

町一1一（10)
機養の費用月次局別

酎言『下［『台ハへ追配問間加印出を看署向書追力護置容明項加腸日】。常目レの書イ説ア入明ウ力』ト件のを数訪「出を問力出看項力護す目のるJ項E同 び『出力向容jを

療養の費用月次局置別表署｛月別次帳｝票別帳 業省編務共通本 V-1ー（1）ー2
署別鰻累別帳粟別入 票別入力件数一

179 カ件数一覧表（月次） V-1一（1)
の出荷項目追加、印
書例韮更

目があるものに 療養の費用件数月次局覧知表l署~IJ帳票別帳 業省務編共通本 v 1 (1) 3, 4 
180 宜JI!. 票別入力 （月次）

V-1ー（1)
療養の貴闘月次局別

F訪『に【管追へE総以問E加印下書看同l書の単謹b容咽項記位】』目載のレのを訪イ説追ア問加明ウ宥』ト。諮のを請訪l出求問力書看攻の謹闘墨の』付項及件び目数がl出多あ力出る同カも容すの」に

療養の費用月次局覧別表署明別報帳）票別帳 業省務緬共通本 v 1 (2）一1
署別幡製別帳票別入 粟矧l入力件数一

181 カ件数一覧表（月報） V-1一（2)

の出荷項更目追加、印
書倒産

療車養別の入費力件用月数括一覧局別表署｛月買報帳｝票別帳 業省緬務共通・本 V-1-(2)-3, 4 
182 置］！！.

V-1一（2)



受任者払い容等、印概書現例表 受任者払い等概i見表 業省務編共通本 v-1一（5)-1

の車出力向
の E V-1-15) 

183 

，、印書倒』レイアウトを訪問看謹の行があるものに車 ~任者払い等概況表 業省務編共通田本 V-1-(5)-2 
184 更。

V-1-15) 

容療払、養状印の況書費リ例ス用をト種の変類出更別力宜内
療費の費用種煩別支払状，Rリスト 業省務編共通本 v 1 (9) 1 

V-1-(9) 

185 

療養の費用祖頬~lj主払状担リスト 業省務編共通本 v-1一（9)-1

V-1-(9) 

188 

療養の費用種類別主払状況リスト 業省編務共通＂＇ v 1 (9) 1 

V-1一（9)

187 

診薬柔勧察剤盤F晴，費、Eは聾、指りき定ゅ薬う局…... ：.・…M・O施・N・調・術訪E参剤突布問製散回奥看量数護田数実回数

『更~－~if•@Tl両テ可ト蚕訪問看置函有が＂iii>＜る＇＆ibf：＇.変語蓮司費用語頬別主拓状量百五「 気省扇緬話亘7正一 V三1三（百三亘 4
188 

V-1一（9)

療養状の況費用決織主

寵寵韓三竺

療養の費用決擁支払状況表 業省務編共通本 v 1 (10) 1 
払表

189 
V-1-110) 

療養の費用決8償支払状;J1表 業省務緬共通・本 v 1 (10) 3 
190 

v-1~110> 

件項療数養目表等のの費（月用変次更受）の付状出力況
療養の費用畳付状担件数表（月次） 省業緬務共通本 v 1 (11) 1 

191 
V-1-(11) 

療養の費用毘付状況件数表（月次） 業省務縄共通本 V-1 (11) 1 

V-1-(11) 

192 

療養の費用呈付状況件数表（月次） 業省務編共通本 v 1 (11) 3.4 
193 

V-1ー（11)

療件項養数目表等の費（年用次畳）付の状出虫力
療裳の費用呈付状況件数表（年次） 業省務編共通本 v 1 (12) 1 

194 

の変更 V-1ー（12)

療養の費用受付状j兄件数表（年次） 業省務編共通・本 V-1ー（12) 1 

195 
V-1-(12) 

療養の費用呈付状況件数表（年次）

省詣業省編務縄謡共通音本l 

v 1 (12) 3. 4 
196 

言看デ幌参ー瞳療東タ費費名不用・．薬登印統剤書合計費冊リ渡ス・宜訪しトE問の
診i虚療しデ費ー・薬タ不剤登費合・酎リ問ス看ト謹費用統計 l<lI 1 (1) 1 

197 Xll-1ー（1)



『誼へ費用閉統書計倒遣』帳し栗デレーイタア不ウ盤ト合をり『診ス療ト」費！こ・変薬更剤費 訪問看 診渡療しヂ費・薬タ不剤盤費会・訪り問ス看ト護費用統計 業省編務共通本 :X0:-1一（1)-2

198 
JOC-1-(1) 

給付統計千ータ変換 『へに印変書更倒．』帳県レイアウトをf給付統計デ タ変後リ 給付統計デタ変換リスト 業省務纏共通本 四 1 (5) 2 

'" リストの印書例変更 ストJ
四－1ー（5)

給トの付聞デ書ー例タエ変ラ更ーリス へ帽票印イ書メー例ジの差し替え
給付統計デタヱラリスト 業省編務共通本 vn 1 Col 2 

200 

ト 1議
給告付リス統ト計の署即コ書ー例ド査警更 へ帳票印イ書メー例ジの差し替え

給付統計署コド警告リスト 省集務編共
四 1 (7) 2 

201 
四一1-(7)

本入の費省外帳・訪債票払問t権名多看様等デ謹ーを費費宜タ薬用リEス剤車量ト
帳【本【本査査票省省直直名払払前後を診訟】】以療療下費費の歳薬と入剤お外費り債宜権訪Eデ問．ー看タ置リ費ス用ト麓入外債権デー

本用省歳払入診外療債費権7デ薬ー剤タ費リス・訪ト問看置費 業省務編共通・本 vn 1 c11 J 1 

VII-1一（11)
202 

タリスト

本用省歳払入診外療債費権デ薬ー剤タ費リス・訪ト問看議費 省業編務共通本 vn 1 c11 J 1 

VII-1ー（11)

203 

本用省歳払入外診療債費樋デ・薬ー剤タ費リス・訪ト問看護費 業省務編共通・本 四 1ー（11)-2

204 
VII-1ー（11)

本の省出払力確項認目リ、ス内容ト（等I) 
本省払確認リスト（ !) 業省務編共通・本 JO( 1 (18) 1 

の茸更 JOC-1-(18) 

205 

本省払S書館リスト（ !) 業省緬務共通本 四 1 (18) 1 

VII-1ー（18)

206 

本省払確盟リスト（ !) 省業務編共通本 JO( 1 (18) 1 

:X0:-1一（18)

207 

本省払確認リスト（ !) 業省務縄共通本 JO( 1 (18)-1 

:X0:-1一（18)

208 

本省払確盟リスト（ !) 省業務編共通・本 JO( 1 (18) 1 

:X0:-1ー（18)

209 

本省払確盟リスト（【） 業省編務共通・本 JO( 1 (18）ー1

理一1ー（18)

210 

本省払確盟リスト（！） 業省編務共通・本 加 1 (18)-1 

:X0:-1ー（18)

211 



れ『へるも即の審に制変』更鰻栗．レイアウトを訪問看複関係が印書さ 本省払確認りストII) 業省務纏共通・本 潤－1一（16)-5～9
212 

}'JI-1ー（16)

都支項道払目府状．肉県担容別［等I特）の殊の変費出更用力
都道府県別特殊費用支払状況Ill業省務緬共通・本 四 1 (22) 1 

VJ[-1一（22)

213 

都道府県知l特殊費用支払状況II l S省R務編共通・＊ 四一1 (22) 1 

Vll-1-(22) 

214 

都道府県別特殊費用支払状担（ I)業省務編共通本 四 1 (22) 1 

vn-1一（22)

215 

都道府県別特殊費用主払状担（ I)業省務編共通・本 Vll 1 (22) 2 

vn-1一（22)

216' 

都道府県別特殊費用支払状況Ill業省編務共通田本 四 1 (22) 2 

Vll-1一（22)

217 

節道府県別特殊費用宜払状況IIl 省業務繍共通本 四 1 (22) 2 

四－1-(22)

218 

都道府県別待殊費用主払状況Ill省業務緬共通本 四 1 (22) 3 

219 
四一1-(22)

機械処理決算状況保険給付支払状 業省務調共通・本 l1Il 1 (SO) 1 
況

llll-1-(SO) 

220 

後械処理決算状況保険給付支払状 業省務編共通・本 調 1 (60) 1 
，兄

)(([-1ー（SO)

221 

機械処理決算状況保険給付主払状 業省務縄共通・本 l1Il 1 (SO) 2 

lJ1 
llll-1-(60) 

222 



223 

224 ' 

225 

226 

227 

"' 

229 

230 

231 

232 

233 

234 

235 

面百雇車二質面百草
変更

機織処理決算状況保険給付主払状
況

機械処理決算状況保険給付支払状
"1 

E先参振療込費不・薬能剤予費定・一訪問覧表看誼費用支払

診決療定費書・薬剤費訪問看趨費用主出

診療費目薬剤費・訪問看謹費用支出
調書

診療定書費・薬差剤押費・訪問看護費用主出
決（え）

診状療況一費覧目薬表剤費・訪問看護費用支払

診押療機費関該ー薬当剤件費数訪リス問ト看障費用 差

診療況費表・薬向剤訳費・訪問看瞳費用主払
状｛別）

一珍療覧費表目薬国剤立費含・む訪（問本看省聾周賛）同支払

診一策貰費表・薬累剤積費（本・訪省問周看）護費用主払

診状療況費覧・薬表剤（費当月・訪）問看謹費用主払

状診機担費覧・薬表剤（費・訪問看護費用支払
一 累積｝

省業編務災通・本 JOI-1-(80)-2 

理一1一（80)

業省務編共通・本 加 1 (80) 2 

E-1一（80)

業省務縄共通・本 xm  1 c2> 1 

xm-1-
(2) 

業省務編共通・本 xm  1 C2> 1 

xm-1-
(2) 

業省務繍共通・本 xm  1 c2> 1 

xm-1-
(2) 

省業編務共通・本 xm  1 c2> 2 

xm-1-
(2) 

業省務編共通・本 xm  1 c2>. 3 

xm-1-
(2) 

省業縄務共通・本 xm  1 (2)-3 

xm-1-
(2) 

業省務編共通・本 xm  1 C2> 11 

xm-1-
(2) 

業省編務共通・本 xm  1 c2> 11 

xm-1-
(2) 

省業務編共通・本 xm  1 c2> 11 

xm-1-
(2) 

業省務繍共通・本 xm  1 c2> 11 

xm-1-
(2) 

業省繍務共通・本 xm-1ー（2）ー11

xm-1一
(2) 



過療金誤）費払・薬金剤の費返・納首に問つ看い謹て費（用短期車診納 省集編務共通・本 xm-1一（2）ー15

xm-1-
(2) 236 

費薬金剤〉用の費回・訪収問に看つ謹い費て用〈短期利・得診償療理費・ 省業編務共通本 xm  1 <2l 10 

xm-1-
(2) 237 

廃指指定定止等等・，指指リリ名名スス機機トト（（関関本本台台省省帳帳宛宛振復X療療込込養養金金）） 融融機機闘関
省業務編共通本 xm  1 (2) 1s 

X田ー1-

廃止 (2) 

238 

未訪処問理看事誼業費用リス）ト｛診様費・薬剤費・ 業省編務共通・本 xm  1 <2> 20 

239 xm-1-
(2) 

未療処薬理剤状費態訪別件問数看金瞳額費一用覧）表（診 業省務編共通本 xm  1 <2> 20 

xm-1-
(2) 240 

〔帳を~·追）追票川出出加名力力内『帳帳労容明票票】一ー者覧置提害補償保険薬剤費主払据込通知書』

労込週働者知費災書支害払補振償込保通険薬剤費支払援 業省務編終週・本 xm  1 (2) 2 

薬剤 知書 xm-1一
(2) 

241 KSHT丁目50

労主訪働払問振者看護災込害通費補知用償書主保険訪問看聾費用 業省編務共通本 xm  1 <2> 2 

払！！！込通知書 xm-1-
(2) 

242 KSHTTB52 

労働者挺害補償保険薬剤費通知書 業省編務共通田本 xm-1ー（2)-2

薬剤費通知書
xm-1一
(2) 

KSH廿 851

労薬本外I働剤章省部者費業餐虫通務E害知課補書償保険鍵剤費通知書

243 

（帳追1【2追｝票加出出加名力力肉『帳帳労容票票働1一一者貫貫説害補償保険訪問看置費用通知書』を

労通訪働知問者書災害徽償保険訪問看置費用 業省務編共通・本 xm  1 <2> 3 

看護費用通知書 xm-1-
(2) 

244 KSHTTB53 

護答諜L盟：~rJ一E一踊回

局額別一指覧表定機（指関定別訪支問払看件誼数ステ支ー払シ金ョ省ヨ健務縄共通・本 xm  1 <2> • 

払金額一覧表 ン〉 xm-1-

局額別指覧定表機［指関定別訪支問払看件誼数ス・テ支ー払シ金ョ
(2) 

KSHGNB46 ン〉
245 局看島別指定機関別主払件数・支払金額一覧表（指定酎問

謹ステーション｝
別指定機関別支払件数・支払金誼ー覧表（指定訪問

看本謹省ス業テ務ー課ション｝

ヨマンドill信
【章



支定支定払訪払訪継継問問続看続看撞指護指ス定ス定テテ後機ーー関関シシ支支ョョ払払ンン一） 〉覧表（指
業省務編共通本 xm-1-<2>-• 

（帳ス【；追｝テ票出出加ー名力力向シ『帳帳支容ョン票票払］）一一継』を覧覧輯追指加定機関支払一覧表（指定訪問看謹 覧表（指 xm-1-
(2) 

向
KSHGNB45 

246 支払継続指定機関支払ー覧表（指定訪問看護ステー

シ主ョ払ン継｝続指定機閣支払ー貰表（指定訪問看謹ステー

シ本コマョ省ンン業）ド務配課信

＂院
1 出力帳票一覧 局別指定機関別支守問払看件謹数ス・テ主ー払シ金ョ業省務編共通本 Xill-1-{2）・2
(2）出力帳票一覧 額一覧表〔指定訪

帳局（指票別定名指訪『定局問機別看周指揖別定ス茸テ機払ー聞件シ別数ョ支ン払支）件払数金・支払金額一覧表
ン） xm-1-

局額別一覧指表定機（指関定m訪l支問払看件護数ス・テ支払シ金ヨ(2) 
額一覧表（指定訪問

K宥【追S謹H加TスT向テ8容5ー2l ション）』を追加
ン

247 

本外労訪I部働問省.看業聾者託提置務害費理用補償茸払保振険訪込問週知看書護費用支払援込通知書




