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本説明書は「レセプトチェッカーLS クラウド版」の機能について

説明したものです。

具体的な操作方法は操作マニュアルを参照してください。

点検結果の実例はレセプトチェッカーLSの自動判定結果の一部を紹

介したものです。これ以外の点検バリエーションもありますが、紙

面の関係で割愛しました。



レセプト点検ー業務の流れ

クラウドで
レセプト点検サービス

毎月のレセプト点検業務の流れを示します。

医療機関 クラウドサーバ

アップロード

精密点検

自動点検

病名漏れ点検
部位点検

単月点検
縦覧点検
横覧点検

学習

レセプト取込

レポート

画面点検

自動点検結果 メッセージ

レセプト

点検ルール管理結果確認

病名点検

受信

① レセプトを集計し、電子レセプトを作成する。

② レセプトチェッカーにログインする。

③ レセプトをクラウドサーバへアップロードする。

④ 自動点検が実行される。

⑤ 点検結果を画面で確認する。

⑥ 学習を実行する。

⑦ 学習結果は点検ルール管理に反映される。

⑧ 点検結果を印刷する。

⑨ 印刷を元にレセコンを修正する。

結果表示

印刷

① ②

③

④

⑤

⑥
⑦

⑧

⑨
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レセプトは暗号化してアップロードされ、クラウド上でも暗号化して保存さま

す。アップロードに続いて自動点検が実行されます。

自動点検で不合格と判定されたレセプトのリストが表示されます。

必要に応じて画面点検（目視による点検）、学習を実行します。

レセプト取込

自動点検
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「詳細」画面は、左に傷病名と歯式、右側に診療行為、医薬品を表示した画面です。

標準は１月分をまとめた「月次」画面です。必要に応じてレイアウトを切り替え、

効率的に画面点検を行います。

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。

画面点検

「詳細」画面
（「月次」画面 ）

「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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４．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。

付箋メモ入力ダイアログ

「関連レセプト」画面

５．「関連レセプト」画面

他月レセ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。

該当行をダブルクリックすると表示されます。
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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」を実行することでレセプトチェッカーLSは効率的に動作します。

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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印刷

病名漏れ点検

精密点検
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レセプト情報を様々に集計し表、グラフ表示します。

総括表 保険種別 患者数

請求額 診察料 前年同月比

レセプト解析機能
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精密点検

外来　令和02年05⽉　社保
カルテ番号︓606    社保
患者⽒名︓松崎　博

⻭周炎

⻭髄炎

★ 知覚過敏（３⻭まで） 　46点 　1回

知覚過敏（３⻭まで）の算定はいかがでしょうか。Ｈｙｓ病名ありません

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

カルテ番号︓1467    社保
患者⽒名︓豊⽥　翔⽃

う蝕 ★ ⻭清 　68点 　1回

⻭清の算定はいかがでしょうか。Ｇ、Ｐ病名ありません

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
カルテ番号︓2944    社保
患者⽒名︓⼩松　勇翔

⻭周炎

根尖性⻭周炎

　402点 　1回
　48点 　1回

★ 特殊撮影（デジタル）（⻭科パノラマ断層撮影）
★ 単純撮影（デジタル）（⻭科エックス線撮影（全顎撮影以
外））
★ 電
★ パ電 　402点 　1回

同⽇のパ電、電の電⼦画像管理加算の併算定はいかがでしょうか。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
カルテ番号︓2950    社保
患者⽒名︓⼤崎　優花

⻭周炎

左上顎洞炎

★ 薬情 　10点 　3回

処⽅内容よりみて薬情 ３回の算定はいかがでしょうか。
う蝕第２度単純性⻭髄
炎
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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病名漏れ点検

カルテ番号︓1252    国保
患者⽒名︓⼤内　恵美

⻭周炎

Ｐ４

義⻭床下粘膜異常

⽋損⻭

1. R02.07.10 デキサルチン⼝腔⽤軟膏１ｍｇ／ｇ　０．１％ 1. 難治性⼝内炎

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

外来　令和02年05⽉　国保
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精密点検

外来　令和02年05⽉　国保
カルテ番号︓1450    国保
患者⽒名︓岸　翔平

⻭周炎

慢性辺縁性⻭周炎急性
発作
⻭槽⾻鋭縁

★ ＡＥｃｔ 　110点 　1回

ＡＥｃｔの算定はいかがでしょうか。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
カルテ番号︓2958    国保
患者⽒名︓筒井　奏太

⻭周炎 ★ Ｔ．コンデ

義⻭不適合 　咬合（有床義⻭（多数⻭⽋損））

義⻭破損 新製後のＴ．コンデの算定はいかがでしょうか。（縦覧点検）

義⻭床下粘膜異常

⽋損⻭・裏装

　110点 　1回
　187点 　1回

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
カルテ番号︓2677    国保
患者⽒名︓森⼭　遥翔

義⻭不適合

⽋損⻭

　⻭科⼝腔リハビリテーション料１（有床義⻭の困難） 　124点 　1回
★ 義管（困難） 　230点 　1回

⻭科⼝腔リハビリテーション料（１）と義管の併算定はいかがでしょうか。⽬視で確認ください。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

カルテ番号︓1450    国保
患者⽒名︓岸　翔平

⻭周炎

慢性辺縁性⻭周炎急性
発作
⻭⾁膿瘍

★ ⼝腔内消炎⼿術（⻭⾁膿瘍等） 　180点 　2回

⼝腔内消炎⼿術（⻭⾁膿瘍等） ２回の算定はいかがでしょうか。
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精密点検

カルテ番号︓25    国保
患者⽒名︓⽯井　陽愛

⻭周炎

⽋損⻭

★ 義管（困難） 　230点 　1回

義管（困難）の算定はいかがでしょうか。⽋損⻭数より、左記以外の場合１９０点ではないでしょうか。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
カルテ番号︓268    国保
患者⽒名︓福永　光希

⻭周炎

Ｐ４

義⻭不適合

⽋損⻭

★ 咬調（１⻭以上１０⻭未満） 　40点 　1回
ＳＰＴ１（１０⻭以上２０⻭未満） 　250点 　1回

SPTを算定し、同⽉の後⽇に、咬調（１⻭以上１０⻭未満）の算定があります。

チェック内容：
同⽉に⻭周病安定期治療（?）を算定した⽇以降に、咬合調整が算定された場合にチェック
を実施。

チェック根拠：⻭科診療報酬点数表
咬合調整は⻭周病安定期治療（?）を開始した⽇以降に算定できないとされています。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
カルテ番号︓683    国保
患者⽒名︓⽵⽥　悠⾺

⻭周炎

う蝕第４度

義⻭不適合

Ｐ４

⽋損⻭

義⻭床下粘膜異常

★ Ｔ．コンデ 　110点 　2回
印象（⽋損補綴（単純（簡単））） 　42点 　1回

義⻭の印象後に、Ｔ．コンデの算定があります。

チェック内容：
「⽋損」病名で印象採得（⽋損補綴）の「単純印象、連合印象、特殊印象」の算定がなく、
咬合採得（⽋損補綴（有床義⻭））⼜は仮床試適の算定があり、有床義⻭床下粘膜調整処置
が算定された場合にチェックを実施。

チェック根拠：⻭科診療報酬点数表
有床義⻭床下粘膜調整処置は、床裏装や再製に着⼿した⽇より前に旧義⻭を調整しながら有
床義⻭床下粘膜調整を⾏った場合に算定するとされています。

外来　令和02年05⽉　国保
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レセプトチェッカーLS 歯科版

ー機能説明書ー

■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

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/

２０２３年２月１日

■お問い合わせ
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