
「適応症修正」画面 ・・・・・・・

１．複数病名チェック ・・・・・

２．併用薬設定 ・・・・・

３．誤判定病名設定 ・・・・・

４．設定金額にかかわらず点検・・

試行的公開ルールのチェック ・・・

オリジナルチェックリスト・・・・・

レセプト解析 ・・・・・・・・

１．時系列解析 ・・・・・

２．個別項目集計 ・・・・・

３．縦覧集計 ・・・・・

増減点連絡書 ・・・・・・・

チェックデータ管理 ・・・・・・・

１．チェックデータの複写 ・・・

２．適応症・適応部位修正 ・・・

３．学習データ変更履歴 ・・・・

情報管理 ・・・・・・・・

マスター管理 ・・・・・・・・

１．基本マスター ・・・・・

２．電子点数表 ・・・・・

レセプトチェッカーLS クラウド版

操作マニュアル

開発・販売：

医学監修：長崎県保険医協会

第１章 基本操作編

レセプトの準備 ・・・・・・・

ログイン ・・・・・・・

アップロードと自動点検・・・・

画面点検 ・・・・・・・

学習機能 ・・・・・・・

１．チェックデータの追加・・

２．審査対象の変更 ・・・・

３．精密点検ルールの適用変更

印刷 ・・・・・・・

第２章 応用編

1
1
2
5

10
12
16
18
23

47
47
50
52
53
54
56
57
57
59
61
63
66
66
68
69
70
73
73
74

第３章 点検事例集

事前審査の実例 ・・・・・

画面点検・・・・・・・・・・

「詳細」画面 ・・・・・・・

１．「算定日」画面 ・・・

２．「日次」画面 ・・・

３．「縦覧」画面 ・・・・

４．「関連レセプト」画面・

５．電子付箋 ・・・・・

部位チェック ・・・・・

コメントコード漏れのチェック

候補病名表示 ・・・・・

レセプト抽出 ・・・・・

１．レセプト抽出 ・・・

２．印刷 ・・・・・

３．抽出ルール ・・・・・

４．抽出ルールの編集 ・ ・

５．新規の抽出ルール ・・

25
26
26
27
27
28
28
29
32
33
37
37
39
40
41
42

75



レセプトの準備

直近の電子レセプトを準備します。複数の過去レセプトがあればより望ましいです。

院内処方であれば提出済のレセプトを、院外処方の場合には処方箋の内容を含んだ

チェック用のレセプトをUSBメモリーあるいはハードディスクなどにいれて用意し

てください。

注：チェック用レセプトの作成法はレセコンのサポート業者にご相談ください。

レセコンの機種によってはチェック用レセプトが作成できない場合があります。

第１章 基本操作編

USBメモリーに保存した電子レセプトの例

ID、パスワードを入力して、［Login］をクリックします。

注：ブラウザはGoogle Chrome を使用してください。

ログイン

スマートフォンのショートメールに確認コードが送られますので入力してください。

レセプトチェッカーLSにログインします（２段階認証）。

注：２段階認証は初回だけです。次回からは要求されません。
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アップロードと自動点検

ログインしたら、左側のナビゲーションウィンドウの「点検業務」をダブルクリッ

クします。

続けて、「受付及び点検」をダブルクリックします。

「受付及び点検」画面が表示されます

ナビゲーションウィンドウ
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① [レセプト取込] をクリックします。

取込むレセプトを選択する画面が表示されますので、

② [追加] をクリックします。

中央のマークをダブルクリックするか、電子レセプトのファイルをドラックし

ても同様に追加されます。

取込むレセプトを選択する画面が表示されますので、点検する国保の電子レセプト

（RECEIPTC.UKE）を指定して、[開く(O)] をクリックします。

①

②
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レセプトファイルが正しく取込まれていることを確認したら、[アップロード] を

クリックします。

注：レセプトファイルは暗号化して送信され、サーバ上では個人情報は暗号化して

保存されます。

アップロードに続いて、レセプト取込、自動点検が実行されます。

レセプト取込は、アップロードしたレセプトをデータベースに登録する作業です。

自動点検は病名点検、精密点検を連続して行う作業です。

自動点検が終わると結果が表示されます。

引き続き、社保のレセプトを同様に処理します。

レセプト取込

自動点検
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画面点検

自動点検には「増減点事由のＡ」（病名漏れ）に対応する「病名点検」と「増減点

事由のＢからＤ」に相当する「精密点検」があります。

自動点検の結果を目視で確認する作業が画面点検です。

レセプトの取込、自動点検が終わったら、左上の をクリックして、ナビゲー

ションウィンドウを開きます。

ナビゲーションウィンドウが開いたら、「レセ画面点検」をダブルクリックします。

5



不合格レセプトのリストが表示されます。患者氏名をダブルクリックします。

画面左下の点検メッセージ欄に不合格と判定された診療行為、医薬品の名称と不合

格内容が表示されます。該当する診療行為、医薬品は色（ピンク、橙色）がついて

区別されます。

画面を確認したら、 をクリックして次のレセプトに移動します。

点検メッセージ

左側に傷病名、右側に診療行為、医薬品が表示されます。この画面を「詳細」画面
と呼びます。

「詳細」画面

ロスバスタチンに対する病名がないので、
このまま提出すれば減点査定されます。
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● 薬価判断

７円未満の医薬品も病名漏れ点検の対象としたい場合には、

「情報管理」画面で「薬価判断」のチェックを外してください。

注：初期状態では薬価が７円以上の医薬品について病名漏れ点検を行います。

７円未満の医薬品は適応病名がなくても無条件に合格と判定します。

＜薬価判断のチェックの外し方＞

ナビゲーションウィンドウの「システム管理」の「情報管理」をダブルクリックし

ます。

「情報管理」画面が表示されます。

「薬価判断」のチェックを外すと７円未満の医薬品も病名漏れ点検の対象とします。
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検査の病名漏れもチェックします。

セット検査は「生化学的判断料Ⅰ」に対して適応病名の有無を判断します

HbA1cに対する病名がないので、このまま
提出すれば減点査定されます。

初診日をOFFにすると、初診日は審査対象外となります。
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精密点検の不合格です。

ピオグリタゾン錠の禁忌病名である「心不
全」の病名があるため、不合格となってい
ます。

メッセージをダブルクリックすると「精密点検ルール」画面が表示されます。

PLY396M066のようにPで始まる精密点検
ルールはDX CARE社の独自ルールです。

CC002M1030のようにCで始まる精密点検
ルールは支払基金の公開ルールです。

精密点検ルールの詳細は「第２章 応用編」または「第３章 点検事例集」を参照

してください。
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学習機能

最初にレセプトを自動点検した結果には、実際は審査に通るにもかかわらず不合格

と判定されたレセプトが多く含まれています。

レセプトチェッカーLSは医師、医療事務

が画面点検を行いながら効率的に設定を

変更していきます。

この機能を「学習機能」と呼びます。

審査に通るレセプトは合格と判定されるように設定を変更する必要があります。

学習機能により本当に不合格のレセプトだけを選び出せるようになります。

通る 通る 減点査定
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注：「学習機能」を実行しないとレセプトチェッカーLSは正常に動作しません。

学習に要する時間は処理するレセプト件数にもよりますが、診療所で１時間程度、

病院でも数日で完了します。

少し面倒かもしれませんが、必ず実行してください。

学習後

学習が実行されると本当に不合格のレセプトだけが残ります。

学習前

導入して最初にレセプトを自動点検すると沢山の不合格判定がでるのが普通です。

この中には合格を不合格と誤判定しているレセプトが多く含まれます。
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「学習機能」には病名点検の「チェックデータの追加」「審査対象の変更」、精密

点検の「適用の変更」があります。

自動点検で不合格と判定されたレセプトの「詳細」画面を示します。

点検メッセージには「病名 単月 トラセミドOD 錠４ｍｇの病名がありません」

と表示されています。しかし、トラセミドはループ利尿剤であり、実際には「慢性

心不全」という適応病名があるので審査は通ります。

トラセミドOD 錠４ｍｇの設定を変更する必要があります。

このような場合には、ピンクで表示されているトラセミドOD 錠４ｍｇの行をダブ

ルクリックします。

ダブルクリックすると、トラセミドOD 錠４ｍｇの「適応症修正」画面が表示され

ます。

点検メッセージをダブルクリックしても同様に「適応症修正」画面が表示されます。

注：都道府県によっては「慢性心不全」で審査が通らない場合もあります。

１．チェックデータの追加

レセプトチェッカーLSでは医薬品、検査ごとにチェックデータと呼ばれる文字列が

設定されています。この文字列を含む病名があれば「適応病名あり」、なければ

「適応病名なし」と判定します。

トラセミドOD錠の【効能・効果】は
心性浮腫、腎性浮腫、肝性浮腫
であるが、薬理学的に「慢性心不全」は適応と判断
される。
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①

②

④

③

トラセミドOD 錠４ｍｇの「適応症修正」画面です。

① 傷病名欄の「慢性心不全」をダブルクリックします。

② 入力欄に「慢性心不全」の文字列が入り、

③ チェックデータに「慢性心不全」が追加されます。

④ ［閉じる］をクリックするとチェックデータの追加が確定します。

これでレセプトチェッカーLSはトラセミドOD 錠４ｍｇは「慢性心不全」で

審査を通ると学習しました。

チェックデータ
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［閉じる］で確定する前にチェックデータを変更することもできます。

① 入力欄の「慢性心不全」をキーボードから「心不全」に変更し、

② ［変更］をクリックすると、

③ チェックデータの「慢性心不全」も「心不全」に変わります。

傷病名欄の病名に含まれるチェックデータを「HIT データ」と呼び、HIT データ欄

に表示されます。

チェックデータを含む病名を「HIT 病名」と呼び、HIT 病名欄に表示されます。

HIT 病名があれば「適応病名」あり、HIT 病名がなければ「適応病名」なしと判定

します。

①～③の操作により、HIT データに「心不全」、HIT 病名に「慢性心不全」が表示

されます。

これで「慢性心不全」だけでなく、「心不全」を含む病名、例えば、「うっ血心不

全」や「急性心不全」もトラセミドOD 錠４ｍｇの適応病名と判定し、合格と判定

するようになります。

注：医薬品は疑い病名をHIT 病名の対象としません。

検査は疑い病名も HIT 病名の対象とします。

HITデータ

HIT病名

①

②

③
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「詳細」画面にもどったら、 をクリックして次のレセプトへ移動します。

自動再点検が実行されるので、少し時間がかかります。自動再点検は変更された

チェックデータをもとに行われます。

次のレセプトが表示されます。

「急性肺炎」の病名があるのに、セフキソン静注用１ｇが不合格になっています。

これはチェックデータのせいではなく、セフキソン静注用１ｇの算定日が7月25日
なのに、「急性肺炎」の診療開始日が翌日の7月26日になっているためです。

レセプトチェッカーLS はこのように算定日と診療開始日の不一致も検出すること

ができます。

このレセプトは正しく判定されており、設定を変更する必要がないので、 を

クリックして次のレセプトへ移動します。
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２．審査対象の変更

次のレセプトの「詳細」画面です。「病名 単月 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ

「トーワ」の病名がありません」とメッセージが表示され、不合格に判定されてい

ます。

確かにブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「トーワ」の適応病名はありませんが、都道府

県によっては、ブロチゾラム錠０．２５ｍｇのような睡眠薬は病名がなくても審査

を通してくれます。

ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「トーワ」の行をダブルクリックして「適応症修正」

画面を開きます。審査対象は外来、入院ともに「ON」になっています。
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審査対象を「ON」から「OFF」に変更します。

これにより、ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「トーワ」は審査対象外となり、病名が

なくても「合格」と判定されるようになります。

[閉じる] で画面を閉じ、「詳細」画面の をクリックして次のレセプトへ移動

します。

自動再点検が実行されるので、少し時間がかかります。自動再点検により、残りの

不合格レセプトにブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「トーワ」が含まれていれば、不合

格が合格の判定に変わります。
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３．精密点検ルールの適用変更

セレコックス錠１００ｍｇが不合格になっています。

点検メッセージは「精密 単月」となっています。精密とは精密点検による不合格

の意味です。メッセージの内容は「アスピリン喘息の既往、消化性潰瘍、重篤な

肝・腎障害、重篤な心機能不全等に禁忌ではないでしょうか」です。

確かに添付文書によれば、セレコックス錠１００ｍｇは「重篤な心機能不全のある

患者」には禁忌となっています。このレセプトでは「心臓性浮腫」があるので、レ

セプトチェッカーLS は禁忌と判断しました。
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しかし、実際はそこまで厳密ではなく、都道府県によっては「心臓性浮腫」があっ

てもセレコックス錠１００ｍｇは通ります。

このような場合には、点検メッセージをダブルクリックします。

「精密点検ルール」画面が表示されます。「適用」を「適用外」に変更すると、

この精密点検ルールは適用されなくなり、以後、「心臓性浮腫」があってもセレ

コックス錠１００ｍｇは通ると判定するようになります。
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「特定疾患処方管理加算２に対応する28日以上の処方がない」として不合格になっ

たレセプトです。しかし、ザファテック錠１００ｍｇは週１回服用する糖尿病の治

療薬で、4錠（4週間分）処方した場合でも特定疾患処方管理加算２が算定できます。

このような場合には、点検メッセージをダブルクリックして「精密点検ルール」画

面を開き、「この患者だけ適用外」にチェックを入れます。

これにより、この患者については、この精密点検ルールが適用されなくなります。

この患者以外については、この精密点検ルールは適用されます。
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精密点検ルールに明らかな誤りがある場合の処理です。

点検メッセージをダブルクリックして「精密点検ルール」画面を開きます。

「ルールの誤り」にチェックを入れ、誤りの事由を選択します。

このルールは自動的に「適用外」になります。

＜ルールの誤りの指摘はレセプトチェッカーLS の精密点検ルールのメンテナンス

に参考にさせて頂きます＞
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画面点検、学習機能を実行し、最後のレセプトまできたら[ 閉じる] をクリックし

ます。

自動再点検が実行され、不合格レセプトの数は少なくなりました。本当に不合格の

レセプトだけが残りました。

過去のレセプトがあれば、同様の操作を過去のレセプトについても行います。

学習の対象となるレセプトの数は次第に少なくなります。
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印刷

右上の[印刷]をクリックすると不合格レセプトが印刷されます。

病名漏れ点検のリスト印刷のレイアウトです。右側にはAI(人工知能）が予測した、

漏れていた病名の候補が印刷されます。医師は候補病名の中から実際に漏れていた

病名に〇をつけて事務に渡します（該当する病名がなければ手書き）。候補病名は

最大で５個まで印刷されます。

AIが予測した候補病名

医薬品の番号と候補病名の
番号が対応します。
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リスト印刷の精密点検の印刷レイアウトです。

カード型印刷

用途に応じてレイアウトを切り替えて印刷します。

電子付箋印刷

チェックのはいったレセプトが印刷対象となります。
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画面点検

「レセ画面点検」のリストのカルテ番号、患者氏名の色は、合格は黒色、病名点検

不合格（病名漏れ、部位不一致）は緑色、精密点検不合格は青色、病名点検不合格

と精密点検不合格の混在は茶色で表示されます。

リストは「詳細検索領域」の条件で切り替わります。

①「点検タブ」をクリックし、

② ■点検結果を⦿精密点検に切り替えると、

精密点検不合格を含むレセプトのリストが表示されます。

③「医療機関名タブ」をクリックすると元の詳細検索領域に戻ります。

詳細検索領域

病名（緑）

精密（青）

病名＋精密（茶）

①

②

③

第２章 応用編
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「詳細」画面

「詳細」画面には、画面レイアウトを切り替えて、状況に応じてより効率的に画面

点検を行う機能を備えています。

１．「算定日」画面

診療行為、医薬品の算定日を一覧にした画面です。［算定日］をクリックすると表

示されます。

「算定日」画面
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２．「日次」画面

月単位ではなく日単位の画面です。

「詳細」画面の[日次] をクリックすると表示されます。

［日次］のボタンは［月次］に変わります。

３．「縦覧」画面

過去６ヶ月間の診療行為、医薬品を縦覧表示します。

「詳細」画面の［縦覧］をクリックすると表示されます。

縦覧点検の内容を確認するような場合に使います。

「日次」画面

「縦覧」画面
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５．電子付箋

電子付箋にチェックをいれると電子付箋の画面になります。

付箋メモを入力することもできます。

付箋のついたレセプトはナビゲーションウィンドウの
「電子付箋一覧」から参照できます。

付箋メモ入力ダイアログ

４．「関連レセプト」画面

他月や入院等の関連レセプトがある場合

には右下にリスト表示されます。

ダブルクリックすると表示されます。

関連レセプト

前月の画面

28



部位チェック

湿布部位のコメント「足 １日１枚１４日分」に対応する病名がないので不合格と

判定されています。部位チェックでは、コメントの部位と病名の整合性、左右を

チェックします。

不合格となった診療行為、医薬品のコメントをダブルクリックすると「部位適応症

修正」画面が表示されます。この画面で部位のチェックデータを追加、編集するこ

とができます。

注：部位チェックの要、不要は「情報管理」の「部位チェックの可否」で設定してください。

（70ページ参照）

メッセージは「〇〇の部位に対応する
病名がありません」と表示されます。

「変形性膝関節症」も「足」の部位に含め
るのであれば、チェックデータに追加します。
次回より合格判定します。

「適応コメント部位修正」画面

コメントは紫色の太字で表示されます。
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令和2年10月よりレントゲンや超音波の部位はコード入力することが義務化されま

した。

コード入力した「部位」もチェックの対象となります。部位に対応した傷病名があ

るか、部位の左右と傷病名の左右は矛盾しないかをチェックします。

部位チェックの設定を変更したい場合には該当する部位または
部位を含む検査名をダブルクリックします。

コード入力された部位は黒字のまま表示されます。

例えば、単純撮影の写真撮影の部位が「膝」の場合は、レセプト
電算処理コードの830181500を入力します。

メッセージは「〇〇の部位に対応する
病名がありません」と表示されます。
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コード入力された「部位」をダブルクリックして開く画面は、「単純撮影（ロ）の

写真撮影」の「適応症修正」画面です。コード入力された部位のチェックデータを

修正するためには、［コード部位チェックへ］をクリックします。

コード入力した部位の「膝」の「適応コード部位修正」画面が表示されます。コー

ド部位の「膝」のチェックデータを含む病名がないので不合格と判定されています。

表示されるチェックデータは「単純撮影
（ロ）の写真撮影」の適応病名のチェッ
クデータです。

「適応症修正」画面

「適応コード部位修正」画面

撮影部位の「膝」が、「右下肢
痛」の病名で通る場合には「右
下肢痛」をダブルクリックして
チェックデータに追加します。
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コメントコード漏れのチェック

2020年10月より摘要欄のコメントコードの義務化されました。必要なコメントコー

ドが記録されていない場合、精密点検で不合格に判定されます。

レセプト摘要欄のコード記載は「別表Ⅰ」に規定されています。

「別表Ⅰ」の内容は長崎県保険医協会ホームページ「医療情報データベース」の

「レセプト摘要欄への記載事項等一覧」から見ることができます。

「在医総管」「在宅移行早期加算」に必要なコメントコードが
記録されていないため不合格と判定されています。
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候補病名表示

病名漏れレセプトの漏れていた病名の候補を画面から選択して印刷する機能です。

「レセ画面点検」の［候補病名表示］をクリックします。

「候補病名選択」画面が表示されます。

病名漏れの医薬品、検査に対応する候補病名が右側に表示されます。

① 該当する病名にチェックを入れ、

② 次の患者に移動します。

候補病名はこれまでに処理したレセプトからAI（人工知能）が予測します。

候補病名の集計はサーバーが自動で行います。

①

②
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複数の医薬品、検査で病名漏れがある場合には、病名漏れの医薬品、検査をクリッ

クすると候補病名が切り替わります。

① ＨｂＡ１ｃの候補病名の中から「糖尿病」にチェックを入れます。

② ＨＢｓ抗原をクリックすると、ＨＢｓ抗原の候補病名に切り替わります。

③「Ｂ型肝炎の疑い」にチェックを入れます。

④ ＨＣＶ抗体定性・定量をクリックし、

⑤「Ｃ型肝炎の疑い」にチェックを入れ、 ⑥ 次の患者に移動します。

①

②

④

③

⑤

⑥
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該当する病名が候補病名の中にない場合には、① ［病名追加］をクリックし、

② キーボードから病名を入力して追加します。

注：１個の医薬品、検査で選択できる候補病名は１個です。

２個以上必要な場合にはフリーコメント欄に入力してください。

①

②

精密点検で不合格の場合には候補病名は表示されません。

フリーテキスト欄に入力すれば、入力した内容が印刷されます。
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最後の患者までチェックが完了したら、［印刷］をクリックします。

チェックした候補病名が右側に印刷されます。
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レセプト抽出

レセプト抽出とは設定された抽出ルールに合致したレセプトを審査月のレセプトの

中から抽出する機能です。

１．レセプト抽出

ナビゲーションウィンドウの「点検業務」の「レセプト抽出」をダブルクリックし

ます。

［レセ抽出］をクリックすると抽出が始まります。

予め12個の抽出ルールが設定され、このう
ち6個にチェックが入り抽出が有効です。
不要なルールのチェックを外し、必要な
ルールにチェックを入れてください。
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抽出結果のリストが表示されます。

患者氏名をダブルクリックすると抽出結果の「詳細」画面が表示されます。
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２．印刷

印刷形式を選択して［印刷］をクリックすると印刷されます。

「標題型」の印刷レイアウトです。

「リスト型」の印刷レイアウトです。
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３．抽出ルール

１．急性期、疑い病名の整理

急性期病名あるいは疑い病名が２ヶ月以上続いたレセプトを抽出します。

２．病名が多いレセプトの整理

病名の数が一定数以上、初期状態では８個以上のレセプトを抽出します。

３．ワープロ病名

ワープロ病名（未コード化傷病名）を含むレセプトを抽出します。

４．同一病名の重複

同一レセプト内に同一の傷病名が存在するレセプトを抽出します。

５．外来管理加算の請求漏れ

外来管理加算が算定可能なのに算定されていないレセプトを抽出します。

※レセプトからだけからは判断できない未算定（例えば、他医療機関に入院して

いる患者の外来受診等）を含みます。以下同。

６．特定疾患処方管理加算１の請求漏れ

特定疾患処方管理加算１が算定可能なのに算定されていないレセプトを抽出します。

７．特定疾患処方管理加算２の請求漏れ

特定疾患処方管理加算２が算定可能なのに算定されていないレセプトを抽出します。

８．特定疾患療養管理料の請求漏れ

特定疾患療養管理料が算定可能なのに算定されていないレセプトを抽出します。

９．地域包括診療加算の請求漏れ

地域包括診療加算が算定可能なのに算定されていないレセプトを抽出します。

１０． 時間外、深夜、休日加算のコメント漏れ

再診の時間外、深夜、休日加算を算定しているのにコメントがないレセプトを抽出

します。

１１． 内視鏡前検査のコメント漏れ

内視鏡検査の前に感染症の血液検査を行い、それに対する「内視鏡前検査」という

コメントがないレセプトを抽出します。

１２． 向精神薬の多剤投与

向精神薬の多剤投与に該当するレセプトを抽出します。
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４．抽出ルールの編集

抽出ルールをダブルクリックすると、抽出ルールの詳細が表示されます。

左上に「変更モード」と表示されているルールは設定を変更することができます。

１．急性期、疑い病名の整理 をダブルクリックした画面です。

２．病名が多いレセプトの整理 をダブルクリックした画面です。

病名１の指定件数の「8」から「16」に変更し、［条件登録］をクリックすると、

病名の数が16個以上のレセプトと抽出するように変更されます。

「G001 急性期文字列」を選択し、

［項目追加］をクリックすると急性期文字

列を追加することができます。
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５．新規の抽出ルール

［抽出ルール管理］をクリックし、「抽出ルール管理」画面を開き、［新規］をク

リックすると、新しい抽出ルールを作成することができます。

新規ルールには「病名」「コメント」「テンプレート／複数条件」があります。

「コメント」に切り替えると、コメントに関するルールを設定する画面になります。

新規モード 病名

新規モード コメント
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「内視鏡前検査のコメント漏れ」の抽出ルールの設定方法を説明します。

①「略称」「抽出ルール名」を入力し、

②「コメント対象」に「感染症検査」 有⦿ 無〇

③「コメント文字列」に「検査コメント」 有〇 無⦿ と入力し、

④［適用］をクリックすると、右のG001、G002の名称に文字列が入ります。

⑤「感染症検査」をクリックして選択し、

⑥［項目追加］をクリックして項目を追加します。

G001 感染症検査を設定します。目的の診療行為（検査）を検索し、該当する診

療行為をダブルクリックするか、［ ↓追加］をクリックすると追加されます。

①

②

③
④

⑤

⑥

※ＨＢｓは全角でないと検索されません。
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必要な診療行為を追加したら、［適用］をクリックします。

G001 感染症検査 に３個の診療行為が追加されました。

G001 感染症検査 に３個の診療行為、G002 内視鏡前検査に文字列が追加され

ました。［条件登録］をクリックすると「感染症検査があり、内視鏡前検査が無い

場合抽出する」 という抽出ルールが登録され、［保存］をクリックして保存します。

G002 検査コメント に文字列を追加する場合には、

文字列の欄に「内視鏡前検査」と入力し、［↓追加］をクリックし、

［適用］をクリックします。

44



テンプレートから新規ルールを作成する方法を説明します。

「テンプレート／複数条件」に切り替えて、［テンプレート選択］をクリックしま

す。

テンプレートリストの中から選択し、ダブルクリックします。「ID」「略称」「名

称」に内容が転写され、確認したら［設定登録］をクリックします。
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複数条件の設定です。複数条件のG001に名称を入力し、有無を設定し、［適用］

をクリックします。G002も同様に処理します。右側のG001、G002の名称が入りま

した。

［項目追加］をクリックして項目を追加します。

項目が追加され、「「終夜睡眠ポリグラフィー」があり、「脳波判断料」が無い場

合抽出する」というルールが作成されました。［保存］をクリックして画面を閉じ

ます。
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「適応症修正」画面

「適応症修正」画面では、チェックデータの追加や審査対象の変更以外にも状況に

応じたチェックの設定を行うことができます。

１．複数病名チェック

アマルエット配合錠はアムロジピンとアトルバスタチンの配合剤です。

保険請求ではアムロジピンとアトルバスタチンの両方の適応病名が必要です。

レセプトチェッカーLSはこのように２種類以上の病名が必要な薬剤のチェックを行

うことができます。

アマルエット配合錠において、「高コレステ，高脂血症，脂質異常， 脂質代謝異

常」はグループ１（アトルバスタチン）の、「高血圧，狭心症」はグループ２（ア

ムロジピン）のチェックデータです。

グループ１のチェックデータを含む病名と、グループ２のチェックデータを含む病

名の両方がある場合に合格と判定されます。

グループ１（アトルバスタチン）
のチェックデータ

グループ２（アムロジピン）
のチェックデータ

複数病名チェック
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アーガメイト２０％ゼリー２５ｇの効能・効果は「急性および慢性腎不全に伴う高

カリウム血症」です。 複数病名が設定されているので、「慢性腎不全」がなけれ

ば、「高カリウム血症」の病名だけでは不合格に判定されます。

複数病名のチェックをはずすと、どちらのグループを残すかのダイアログが表示さ

れます。

グループ１を残し、［OK］をクリックすると、複数病名の設定が解除され「高カ

リウム血症」のチェックデータのみが残りました。

これで、「高カリウム血症」の病名だけでも合格と判定するようになります。

複数病名チェック

グループ１に「高カリウム血症」
グループ２に「腎不全」
のチェックデータが設定されています。
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複数病名を設定するためには、

① 複数病名にチェックを入れたうえで

② 慢性腎不全をダブルクリックします。

どのグループに追加するかのダイアログが表示されます。

グループ２を選択して［OK］をクリックすると、

複数病名設定で、グループ１に「高カリウム血症」、グループ２に「慢性腎不全」

のチェックデータが設定されます。

①

②
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２．併用薬設定

鎮痛薬のロキソプロフェンの消化器症状の予防に胃薬のファモチジンを併用するよ

うな場合、ファモチジンの併用薬として設定すると、胃炎などの病名がなくても合

格と判定してくれるようになります。

ファモチジンの「適応症修正」画面を開き、［併用薬設定］をクリックします。

「併用薬設定」画面が表示されます。

［医薬品／診療行為を選択］をクリックします。

「併用薬設定」画面
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「医薬品／診療行為選択」画面が表示されます。

① 検索欄に「ロキソプロフェン」と入力して［検索］をクリックします。

② ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「トーワ」にチェックをいれて、

③ ［OK］をクリックします。

ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「トーワ」 が設定されているのを確認したら、

［閉じる］をクリックします。

ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「トーワ」がファモチジン錠２０ｍｇ「トーワ」

の併用薬として設定されました。

①

② ③
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３．誤判定病名設定

クラビット点眼液の適応症に「結膜炎」があり、チェックデータにも「結膜炎」が

設定されています。

クラビット点眼液は抗菌薬を含む点眼液なので、「アレルギー性結膜炎」は薬理学

的に適応外になります。

しかし、チェックデータに「結膜炎」が設定されているため、「アレルギー性結膜

炎」を合格と誤判定してしまいます。

これを回避するために誤判定病名があらかじめ設定されています。

誤判定病名に設定された病名は、仮にHIT病名があっても不合格と判定します。

あたらに誤判定病名を設定する場合には、［誤判定病名登録］をクリックすると、

設定画面が表示されます。
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４．設定金額にかかわらず点検

薬価判断にチェックがはいっている場合、7円未満の安い医薬品は適応病名がなく

ても合格判定となります。

トランコロン錠の薬価は5.7円なのでチェックの対象外ですが、これにチェックを

かけたい場合には、「設定金額未満なら点検除外」を

「設定金額にかかわらず点検」に変更します。

適応病名がなければ不合格判定となります。
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試行的公開ルールのチェック

支払基金は試行的に医薬品の適応病名、年齢による最大投与量、最大投与日数の

チェックルールを公開しました。

「慢性肝炎」の病名でウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇが６錠処方されている

ので、最大投与量を超えているとして不合格に判定されています。

試行的公開ルールによる不合格のコメントは「公開」と紫色で表示されます。

試行的公開ルールの中身は長崎県保険医協会ホームページの「医療情報データベー

ス」から見ることができます。

ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「トーワ」は慢性肝炎では
３錠が最大投与量として公開されています。

54



ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇをダブルクリックすると、「適応症修正」画

面が表示されます。

試行的公開ルールの医薬品の場合、［公開ルールによる病名点検］のタブがあるの

が通常の「適応症修正」画面と異なります。

［公開ルールによる病名点検］をクリックすると、公開ルールの設定画面が表示さ

れます。公開ルールは適応病名を傷病名コードで照合します。該当する傷病名コー

ドがあれば、年齢、最大投与量、最大投与日数の設定情報が表示されます。

「適応症修正」画面

傷病名コードと適応病名

ルール定義

レセプト情報
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オリジナルチェックリスト

ナビゲーションウィンドウの「点検業務」の「チェックリスト」をダブルクリック

します。

［集計］をクリックすると、請求漏れチェックリストが表示されます。

長崎県保険医協会では日常診療の中で陥

りやすい請求漏れをまとめた「請求漏れ

チェックリスト」を作成しています。

この中から、レセプトチェッカーが

チェックしたレセプトに関連したものだ

けを抽出したものがオリジナル請求漏れ

チェックリストです。

「カルテ記載チェックリスト」のタブをクリックし、［集計］をクリックすると、

カルテ記載チェックリストが表示されます。
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レセプト解析

１．時系列解析

ナビゲーションウィンドウの「レセプト解析」の「時系列解析」をクリックすると、

レセプトデータを集計し時系列表示します。

注：集計にしばらく時間がかかる場合があります。

最初に総括表が表示されます。タブをクリックすると対応する表、グラフが表示さ

れます。
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表、グラフのレイアウトを示します。

総括表 保険種別 患者数

請求額 診察料 前年同月比

表示期間を切り替えると最大で

24 ヶ月間のグラフを表示します。

「総請求額」「レセプト１件当り」

「レセプト１日当り」を切り替える

タブです。
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２．個別項目集計

［個別項目集計］をクリックすると、「個別項目集計」画面に切り替わります。

ナビゲーションウィンドウの「個別項目集計」をダブルクリックしても同じ画面が

表示されます。

「個別項目集計」画面が表示されます。

① 診療行為の左にチェックをいれて

②［レセプト検索］をクリックすると、チェックを入れた診療行為を含むレセプト

のリストが表示されます。

タブで切り替わります。

①

②
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チェックを入れた診療行為を含むレセプトのリストが表示されます。

患者氏名をダブルクリックすると「詳細」画面が表示されます。

［戻る］で元のリストに戻ります。

注：個別集計項目の「詳細」画面では学習機能は実行できません。
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３．縦覧集計

「個別項目集計」画面の［縦覧集計］をクリックすると、「縦覧集計」画面に切り

替わります。

「縦覧集計」画面が表示されます。

① グラフにしたい診療行為、医薬品の左にチェックをいれて、

② ［グラフ表示］をクリックします。

②

①

「個別項目集計」画面

「縦覧集計」画面
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縦覧集計グラフが表示されます。

グラフ化する項目は最大で10 個まで選択できます。

チェックを外すと対応する項目
のグラフも消えます。
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増減点連絡書

増減点連絡書はオンライン請求のサーバーからダウンロードします。

「受付及び点検」画面のデータ種別を「(4)増減点連絡書」に切り替えて、

［増減点連絡書取り組み］をクリックします。

ダウンロードした増減点連絡書のcsvファイルを選択し、アップロードします。
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アプロードが完了したら、ナビゲーションウィンドウを開き、「増減点連絡書」を

ダブルクリックします。

増減点連絡書のリストが表示されます。リストをダブルクリックすると内容が表示

されます。
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増減点連絡書の内容が表示されます。ジクロフェナクナトリウムテープ１５ｍｇが

減点されています。

［レセプト閲覧］をクリックすると、減点されたレセプトが表示されます。

減点されたレセプトです。「筋肉痛」はジクロフェナクナトリウムテープ１５ｍｇ

がの適応症ですが、「筋肉痛」の病名だけで長期間処方していたので減点の対象と

なりました。（この判断は都道府県によって異なります）
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チェックデータ管理

１．チェックデータの複写

同じ効能・効果の診療行為、医薬品のチェックデータをコピーする機能です。

「適応症修正」画面で［複写］をクリックします。

「診療行為選択」画面が表示されます。

① コピー元の診療行為、医薬品を検索し、

② 該当するものを選択して、 ③ ［OK］をクリックします。

①

②

③
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選択した診療行為、医薬品のチェックデータが表示されます。

学習したチェックデータは赤字で表示され、チェックが入っています。

［複写］をクリックします。

チェックのはいったチェックデータがコピーされます。

※元からあるチェックデータと重複するチェックデータはコピーされません。
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２．適応症修正・適応部位修正

ナビゲーションウィンドウの「システム管理」の「適応症修正」をダブルクリック

します。

① 目的の診療行為、医薬品を検索し、

② チェックデータの編集を行うことができます。

同様に「適応コード部位修正」 「適応コメント部位修正」をダブルクリックする

と、部位のチェックデータの編集を行うことができます。

①

②
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３．学習データ変更履歴

ナビゲーションウィンドウの「システム管理」の「学習データ変更履歴」をダブル

クリックします。

［検索］をクリックすると変更したチェックデータの履歴が表示されます。

タブを切り替えて［検索］をクリックすると、そのタブの変更履歴が表示されます。
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情報管理

ナビゲーションウィンドウの「システム管理」の「情報管理」をダブルクリックし

ます。

「情報管理」画面が表示されます。

① 部位チェックの可否を設定します。

② カルテ番号の桁数を設定します。

③ レセプトの保存期間を「24ヶ月」か「6ヶ月」か選択します。初期値は

「24ヶ月」です。

④ 病名点検の医薬品の最低薬価を設定します。チェックを外すと薬価にかかわら

ず、審査対象の全医薬品を対象とします。初期値は「7円以上」です。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦
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⑤ 学習機能で適用外に変更した精密点検ルールのリストを表示します。

ルールの内容を確認し、「適用外」を「適用」に復旧することができます。

選択した「適用外」のルールを
「適用」に戻します。

「適用外」のルールのリストの種類を
タブで切り替えます。

選択したルールに該当するレセプトを
表示します。
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⑥ サービス別使用状況をグラフ表示します。

⑥ 病名点検。

抗生物質の手術判断－同一レセプト内に「手術」がある場合、抗生物質は病名点検

の対象から除外します。

テキスト照合による点検－試行的公開ルールで適応病名が設定されている医薬品に

ついて、試行的公開ルールの設定で病名点検のあとで、不合格になったレセプトに

対してテキスト照合による病名点検を行います。

候補病名一括作成－候補病名の集計を行います。

※クリックしなくても集計は空いた時間に自動で行われます。
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マスター管理

１．基本マスター

ナビゲーションウィンドウの「マスター管理」の「基本マスター」をダブルクリッ

クします

各種マスターが表示されます。検索すると内容が表示されます。

マスターはタブで切り替わります。

「傷病名マスター」の画面です。

「医科診療行為マスター」を「初診」
で検索した画面です。

「傷病名マスター」を「有痛性」
で検索した画面です。
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２．電子点数表

ナビゲーションウィンドウの「マスター管理」の「電子点数表（算定回数＆背

反）」をダブルクリックします。

電子点数表が表示されます。検索すると内容が表示されます。

「算定回数」と「背反」はタブで切り替わります。

「背反関連」の画面です。

「算定回数」を「初診」で検索した
画面です。

「背反関連」を「特定疾患療養管理料」
で検索した画面です。
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自動点検の結果、不合格と判定されたレセプトの実例を示します。

１．病名漏れ点検 医薬品

２．病名漏れ点検 検査

３．病名漏れ点検 算定日

４．病名漏れ点検 複数病名

５．病名漏れ点検 部位

６．精密点検（公開ルール） 単月点検

７．精密点検（公開ルール） 最大投与量

８．精密点検（公開ルール） 縦覧点検

９．精密点検（公開ルール） 算定日

１０．精密点検 電子点数表

１１．精密点検（独自ルール） 病名禁忌

１２．精密点検（独自ルール） 併用薬

１３．精密点検（独自ルール） PPIの投与期間

１４．精密点検（独自ルール） 初診料算定日

１５．精密点検（独自ルール） 最大投与日数

１．病名漏れ点検 医薬品

最も多い不合格例です。傷病名欄に医薬品の適応病名が存在しない場合に不合

格と判定されます。

ロスバスタチンの適応症の「高コレステロー

ル血症」の病名がないので不合格と判定。

事前審査の実例

第３章 点検事例集
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２．病名漏れ点検 検査

検査、画像診断は疑い病名も点検対象に含めます。

３．病名漏れ点検 算定日

病名漏れ点検は適応病名の有無だけでなく、算定日も点検の対象とします。

カロナール錠の適応病名の「頭痛」はあ

るが、「頭痛」の診療開始日がカロナー

ル錠の処方日より後なので不合格と判定。

ＨｂＡ１ｃの適応病名がないので不合格

と判定。
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４．病名漏れ点検 複数病名

医薬品によっては複数の適応病名が必要なものがあります。

アマルエットは降圧剤とスタチン製剤の合剤。

「高血圧症」はあるが「高コレステロール血

症」の病名がないので不合格と判定。

５．病名漏れ点検 部位

医薬品や検査のコメントの部位、左右と適応病名の部位、左右の整合性も点検

します。

湿布の部位は「腰」なのに、適応病名の「筋

肉痛」の部位が「肩部」なので不合格と判定。
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６．精密点検（公開ルール） 単月点検

医科診療報酬点数表や医薬品添付文書、事務連絡をチェック根拠とした同一月

内のルールの点検です。

公開ルールでは「チェック内容」および「チェック根拠」も公開されています。

チェック内容

チェック根拠

同日にスリットＭの算定なく、眼底カメ

ラとインスタントフィルムが算定されて

いるので不合格と判定。
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７．精密点検（公開ルール） 最大投与量

医薬品の最大投与量に関する点検です。

最大投与量はそれぞれの添付文書に定められた量です。

コレバインミニが１回に４．８２ｇ処方

されているので不合格と判定。

コレバインミニの最大投与量は１日４ｇ

である。
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８．精密点検（公開ルール） 縦覧点検

複数の月にまたがるルールの点検です。

「チェック内容」と「チェック根拠」は公開ルールによります。

公開ルールの参照範囲は「単月」「縦覧」「突合」「入外」及びその組み合わ

せで構成されます。

チェック内容

チェック根拠

ＰＳＡが当月の過去２か月のうちに２回

以上算定されているので不合格と判定。

前立腺特異抗原（ＰＳＡ）の検査結果が4.0ng/dl以上で

あって前立腺癌の確定診断がつかない場合においては、

３か月に１回に限り、３回を上限として算定できる。
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縦覧点検の結果は「縦覧」画面で確認します。

ＰＳＡが７月と５月に２回算定されてお

り、３か月に２回の算定なのので不合格。

９．精密点検ルール（公開ルール） 算定日点検

単月点検の中で、定められた算定日の前後関係の整合性を点検します。

慢性疼痛疾患管理料を算定した後に、

外来管理加算を算定したので不合格と

判定。
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算定日は「算定日」画面で確認します。

あるいは「日次」画面に切り替えても確認できます。
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１０．精密点検 電子点数表

電子点数表には医科診療行為の「包括」「背反」「回数」に関するルールが定

められています。

レセプトチェッカーは電子点数表の「包括」「背反」「回数」 を全て内蔵して

います。

酸素ボンベ加算と酸素療法加算が併算定
されているので不合格と判定。

電子点数表
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１１．精密点検（独自ルール） 禁忌薬

レセプトチェッカーには公開ルール以外に、イノルールズAI社が独自に作成し

たルールも内蔵しています。

独自ルールには医科点数表や添付文書にもとづいた全国共通ルールと都道府県

ごとに異なるローカルルールがあります。

特定疾患処方管理加算２の対象病名の

「慢性胃炎」の医薬品（スクラルファー

ト顆粒）の投与日数が28日に満たないの

で不合格と判定。共通ルールの例。

糖尿病の患者にクエチアピンが処方され

ているので不合格判定。ローカルルール

の例。
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１２．精密点検（独自ルール） 併用薬

併用薬に関しては添付文書に規定のあるもの、添付文書には規定はないが医学

的判断にもとづくローカルルールがあります。

PCI後の狭心症にアスピリンを処方するこ

となくクロピドグレル錠を処方しているの

で不合格と判定。ローカルルールの例。

経口糖尿病薬の数制限は都道府県によって異なります。

４種類の経口糖尿病薬を処方しているの

で不合格と判定。ローカルルールの例。

※実際にはコメントをつけて通している。
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１３．精密点検（独自ルール） PPIの投与期間

PPIは製剤によって、また同じ製剤でも用量によって効能・効果、投与期間が

異なります。

タケキャブ錠20ｍｇを例にとると十二指腸潰瘍では６週までの投与となります

不合格判定は「縦覧」画面で確認します。

十二指腸潰瘍でタケキャブ錠20ｍｇが処

方されているが、投与期間超過で不合格

判定。

タケキャブ錠20ｍｇが縦覧で83日間処方

されているので不合格と判定。
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１４．精密点検（独自ルール） 初診料算定日

初診料の算定日と傷病名の整合性をチェックします。

初診料の算定日が7月5日であるのに、傷

病名の診療開始日が7月4日なので不合格

判定。

睡眠薬の投与日数の上限は30日と定めら

れている。ゾルピデム錠（睡眠薬）が40

日処方されているので不合格判定。

１５．精密点検（独自ルール） 最大投与日数

医薬品の投与日数をチェックします。
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レセプトチェッカーLS クラウド版

ー操作マニュアルー

■レセプトチェッカーLS
□開発・販売 DX CARE株式会社

□医学監修 長崎県保険医協会

２０２３年２月１日

■お問い合わせ

注：レセプトチェッカーによる判定の結果生じた返戻、減点、査定につきましては

責任を負いかねますのでご了承ください。

サポートデスク

〒169-0072 東京都新宿区大久保2丁目2-12 VORT 2F

0120-734-984 FAX：03-6821-0209

E-mail：rc-support@dx-care.com

URL：https://dx-care.com/
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