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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、院外処方の医薬品をチェックする場合には

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。

院外処方でも医薬品のチェックを行わない場合には提出用レセプトでOKです。

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SMS（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

「受付及び点検」画面
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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

（RECEIPTS.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。
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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。

不合格レセプトの「詳細」画面が表示されます。

不合格の対象となる診療行為の行は色（ピンク、橙色）がついて区別されます。

詳細（青）→

病名（緑）→

病名＋詳細（茶）→

精密点検不合格は青色、病名点検不合格は緑色、
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。

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。

画面左下の点検メッセージ欄に不合格と
なった診療行為の名称と不合格内容が表示
されます。
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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。

「詳細」画面

「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」からも参照できます。

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、通常は数十分で完了し

ます。

少し面倒かもしれませんが実行されることをお勧めします。

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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１．精密点検ルールの学習

不合格レセプトの患者氏名をダブルクリックします。

「詳細」画面が表示されます。しかし、傷病名欄をみると「右上２番の前装MCハ

セツ」の病名があるので正しい請求です。

にもかかわらず、「臼歯部に、前歯部修理の算定はいかがでしょうか」と不合格

に判定されています。

審査に通るのに不合格と判定
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「この精密点検ルールはアウル歯科クリニックでは採用しない」と判断した場合に

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。

「適用可否」の「適用」を「適用外」に変更します。

これで、この精密点検ルールはアウル歯科クリニックでは適応されなくなり、以

後同様のレセプトに対して合格と判定するようになります。

［閉じる］で「詳細」画面に戻り、次の患者へ移動します。
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●精密点検ルールの誤り

「この精密点検ルールは明らかに誤りである」と判断した場合の処理です。

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。

＜結果は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。＞

［閉じる］で「詳細」画面に戻り、次の患者へ移動します。
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●この患者だけ適用外

「ルールは誤りではないが、この患者については今後適応しない」と判断した場

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。

「この患者だけ適応外」にチェックを入れます。以後、このルールは、この患者

については適用されなくなります。しかし、その他の患者については適用されて

合否を判定します。

注：「この患者だけ適応外」にチェックを入れるのは、今後もこの患者について

同じルールが適応されることが予想される場合です。
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２．自動再点検

レセプトチェッカーLSでは で次の患者に移動するときや、［閉じる］

で「詳細」画面を閉じるときに残りの不合格レセプトレセプトに対して自動再

点検が実行されます。

自動再点検により、最初、39件（1/39）だった不合格レセプトが最終的に不合格

は６件になりました。自動再点検により画面点検を行いながら、効率的にルール

の学習を行うことができます。
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３．病名点検ルールの学習

病名点検は医薬品の病名漏れをチェックする機能です。

「フロモックス錠１００ｍｇの病名がありません」と不合格に判定されています。

確かにフロモックス錠の歯科領域の適応症は「歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎」で

す。しかし、実際には歯周炎、歯の破折があるので審査は通ります。

注：都道府県によっては通らない場合もあります。

そのような場合には、左下の点検メッセージをダブルクリックします。

フロモックス錠の「適応症修正」画面が表示されます。
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医薬品にはチェックデータと呼ばれる文字列が設定されています。

チェックデータを含む傷病名があれば合格、なければ病名漏れで不合格と判定しま

す。

「フロモックス錠は歯周病で審査が通る」と学習させるためには、

①「歯周病」をダブルクリックします。

②「歯周病」の文字列がチェックデータに追加されます。

これで次回より「歯周病」の病名があれば、フロモック錠は合格と判定されます。

あるいは、審査対象を「対象」から「対象外」に変更すると、次回より審査対象

外になり、無条件に合格となります。

① ②
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右上の［印刷］をクリックすると、不合格レセプトのリストが印刷されます。

病名点検のリスト印刷レイアウトです。

精密点検のリスト印刷レイアウトです。

印刷
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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。最大で24ヶ月分のデータが表示されます。

レセプト解析機能
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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」と「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、「個別集計項目」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。

①

②
タブで切り替わります。

「個別項目集計」画面
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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です。

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：個別項目集計の「詳細」画面では学習機能は実行できません。

歯科口腔リハビリテーション料１（有床義歯

のロ以外）を算定したレセプトのリスト
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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。

左のようなメッセージがでたら、ウイン

ドウのいずれかを で閉じてください。

「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（タブで切り替えて選択）の左にチェックをいれ、

注：チェックは10個まで選択できます。

② ［グラフ表示］をクリックします。

①

②

①

「縦覧集計」画面
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４．縦覧集計グラフ

縦覧集計グラフが表示されます。

グラフは最大で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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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 カルテ番号の桁数を設定します。

② 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。

③ 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。

④ 精密点検ルールの「適用外」を修正します。

情報管理

①

②

③
④
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前頁からの続きです。④［「適用外」リスト］をクリックします。

学習機能で適用外に変更した精密点検ルールのリストが表示されます。

⑦
⑥

⑤

④

⑤「適用外」のルールの種類をタブで切り替えます。

⑥「適用外」のルールを「適用」に戻します。

⑦ 選択した「適用外」のルールのレセプトのリストを表示します。
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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。

「歯科診療マスター」を「訪問」で検索した画面です。

マスター管理

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。
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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」を「SPT」で検索した画面です。
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■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。

レセプトチェッカーLS 歯科版

ー操作マニュアルー

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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