
滋賀県修正履歴

連番 対応Ver 日付 対象帳票 問い合わせ内容 修正内容 備考
1 4.4.0ver02 2009-06-24 県内国保総括表 帳票様式の変更。 帳票様式の変更。 http://www.orca.med.or.jp/rece

ipt/tec/chihoukouhi/p25/2009
-05-07-shiga.pdf

レセ電の場合、紙レセプト件数の記入は不要。 レセ電時は紙レセプト件数を印字しないように修正。
「愛荘町」が帳票の愛荘町の欄に集計されない。 愛荘町の保険者番号の修正。

県外国保総括表 帳票様式の変更。 帳票様式の変更。 http://www.orca.med.or.jp/rece
ipt/tec/chihoukouhi/p25/2009
-05-07-shiga.pdf

レセ電の場合、紙レセプト件数の記入は不要。 レセ電時は紙レセプト件数を印字しないように修正。
国保請求書（入院外） 名称の長い保険者名の場合、「殿」が挿入されない。 保険者名のバイト数増加。
国保請求書（入院・入院外併用） 名称の長い保険者名の場合、「殿」が挿入されない。 保険者名のバイト数増加。

2 4.4.0ver03 2009-08-25 後期高齢者請求書 シス管「2007」のまとめ公費を使用すると正しく集計されない。 シス管「2007」のまとめ公費を使用しても正しく集計され
るように修正。

3 4.4.0ver04 2009-11-17 福祉医療費請求書（連名簿） レセプト特記事項「０３ 長処」の入力がある場合は記載しない
ようにしてほしい。

レセプト特記事項「０３ 長処」がある場合は記載しない
ように修正。

福祉医療費等請求書（磁気媒体専
用）

レセプト特記事項「０３ 長処」の入力がある場合は記載しない
ようにしてほしい。

レセプト特記事項「０３ 長処」がある場合は記載しない
ように修正。

4 4.4.0ver05 2009-12-18 国保請求書（入院外） システム管理マスタ「２００７」でまとめ公費を設定したのにも関
わらず、公費がまとまらない。

システム管理マスタ「２００７」で6つ以上の公費を設定し
てもまとまるように修正。

国保請求書（入院・入院外併用） システム管理マスタ「２００７」でまとめ公費を設定したのにも関
わらず、公費がまとまらない。

システム管理マスタ「２００７」で6つ以上の公費を設定し
てもまとまるように修正。

後期高齢者請求書 システム管理マスタ「２００７」でまとめ公費を設定したのにも関
わらず、公費がまとまらない。

システム管理マスタ「２００７」で6つ以上の公費を設定し
てもまとまるように修正。

5 4.5.0ver01 2010-03-24 後期高齢者請求書 特定疾患が公費再掲欄に集計されない。 特定疾患が公費再掲欄に集計されるように修正。
6 4.5.0ver02 2010-04-23 県内国保総括表 オンライン請求時、「43 請求管理」の返戻チェックボックスで

「返戻有」としても帳票へ集計される。
オンライン請求時の返戻対応。

全国歯科医師国保をシステム管理マスタ「１０３３」から削除し
ても、県内として集計される。

県外に集計するように修正。

帳票様式の変更。 帳票様式の変更。 http://www.orca.med.or.jp/rece
ipt/tec/chihoukouhi/p25/2010
-04-07-shiga3.pdf

県外国保総括表 オンライン請求時、「43 請求管理」の返戻チェックボックスで
「返戻有」としても帳票へ集計される。

オンライン請求時の返戻対応。

全国歯科医師国保をシステム管理マスタ「１０３３」から削除し
ても、県内として集計される。

県外に集計するように修正。

帳票様式の変更。 帳票様式の変更。 http://www.orca.med.or.jp/rece
ipt/tec/chihoukouhi/p25/2010
-04-07-shiga3.pdf

保険番号340は印字対象としてほしい。 保険番号340が印字対象となるように修正。
国保請求書（入院外） オンライン請求時、「43 請求管理」の返戻チェックボックスで

「返戻有」としても帳票へ集計される。
オンライン請求時の返戻対応。

保険番号340は印字対象としてほしい。 保険番号340が印字対象となるように修正。
新政令指定都市（相模原市）は代表番号でまとめるよう
に修正。

国保請求書（入院・入院外併用） オンライン請求時、「43 請求管理」の返戻チェックボックスで
「返戻有」としても帳票へ集計される。

オンライン請求時の返戻対応。

保険番号340は印字対象としてほしい。 保険番号340が印字対象となるように修正。
新政令指定都市（相模原市）は代表番号でまとめるよう
に修正。

後期高齢者請求書 オンライン請求時、「43 請求管理」の返戻チェックボックスで
「返戻有」としても帳票へ集計される。

オンライン請求時の返戻対応。
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滋賀県修正履歴

連番 対応Ver 日付 対象帳票 問い合わせ内容 修正内容 備考
「44 総括表・公費請求書」の広域総括表の個別指定保
険者番号対応。

福祉医療費請求書（連名簿） 保険番号340は印字対象としてほしい。 保険番号340が印字対象となるように修正。
福祉医療費等請求書（磁気媒体専
用）

保険番号340は印字対象としてほしい。 保険番号340が印字対象となるように修正。

7 4.5.0ver03 2010-05-19 県内国保総括表 滋賀県医師国保が印字されない。 滋賀県医師国保が印字されるように修正。
8 4.5.0ver04 2010-09-17 Lucid Lynxでインストール時、アンインストール時のメッ

セージの文字化け対応。
後期高齢者請求書 Lucid Lynxで印刷した場合、マル文字がずれるのを修

正。
9 4.5.0ver05 2010-09-24 県外国保総括表 後期高齢者が県毎で集計されない。 後期高齢者は県毎に集計するように修正。

10 4.5.0ver06 2010-11-26 県外国保総括表 特別療養費国保の対応。 特別療養費国保は帳票を分けて集計するように修正。
open-cobol1.0でのコンパイルエラー対応。

国保請求書（入院外） 特別療養費国保の対応。 特別療養費国保は帳票を分けて集計するように修正。
open-cobol1.0でのコンパイルエラー対応。
罫線微調整。

国保請求書（入院・入院外併用） 特別療養費国保の対応。 特別療養費国保は帳票を分けて集計するように修正。
open-cobol1.0でのコンパイルエラー対応。
罫線微調整。

後期高齢者請求書 open-cobol1.0でのコンパイルエラー対応。
福祉医療費等請求書（磁気媒体専
用）

open-cobol1.0でのコンパイルエラー対応。

11 4.6.0ver01 2011-12-14 福祉医療費請求書（連名簿） 「長」欄は長期の上限額を超えた場合に印字が必要。 「長」欄は長期の上限額を超えた場合に印字するように
修正。

福祉医療費等請求書（磁気媒体専
用）

「特記事項１」は長期の上限額を超えた場合に記載が必要。 「特記事項１」は長期の上限額を超えた場合に記載する
ように修正。

12 4.6.0ver02 2012-03-15 福祉医療費請求書（連名簿） 実日数が２日以上の場合、「長」欄に長期が記載されなくなる。 記載するように修正。

福祉医療費等請求書（磁気媒体専
用）

実日数が２日以上の場合、「特記事項１」欄に長期が記載され
なくなる。

記載するように修正。

13 4.6.0ver03 2012-04-26 国保総括表 平成24年4月より帳票様式の変更。 帳票様式の変更。県内と県外は同一様式。 http://www.orca.med.or.jp/rece
ipt/tec/chihoukouhi/p25/2012
-04-16-shiga.pdf

後期高齢者請求書 システム管理マスタ－「１９０１　医療機関編集情報」で設定し
た電話番号が記載されず、「１００２医療機関情報－所在地、
連絡先」の電話番号が記載される。

システム管理マスタ－「１９０１　医療機関編集情報」の
電話番号が設定されている場合はその電話番号を記
載するように修正。

14 4.6.0ver04 2012-05-29 国保請求書（入院外） 在総診分は別帳票としない。 在総診分は別帳票としないように修正。
国保請求書（入院・入院外併用） 在総診分は別帳票としない。 在総診分は別帳票としないように修正。
後期高齢者請求書 在総診分は別帳票としない。 在総診分は別帳票としないように修正。

15 4.6.0ver05 2012-08-24 福祉医療費請求書（連名簿） 滋賀県公費を２つ所持している場合、「公費番号（２）」「公費受
給者番号（２）」に記載されない。

滋賀県公費を２つ所持している場合、「公費番号（２）」
「公費受給者番号（２）」に記載するように修正。

患者番号、もしくはカナ氏名順として欲しい。 記載順をINIファイルで設定できるように修正。
保険番号342,346を集計対象とする。（INIファイルで集
計対象保険番号を設定する）

福祉医療費等請求書（磁気媒体専
用）

滋賀県公費を２つ所持している場合、「公費番号（２）」「公費受
給者番号（２）」に記載されない。

滋賀県公費を２つ所持している場合、「公費番号（２）」
「公費受給者番号（２）」に記載するように修正。
保険番号342,346を集計対象とする。（INIファイルで集
計対象保険番号を設定する）

16 4.7.0ver01 2012-11-14 福祉医療費請求書（連名簿） 日レセVer4.7.0対応（monpe-0.6.20対応）

2 / 6 ページ



滋賀県修正履歴

連番 対応Ver 日付 対象帳票 問い合わせ内容 修正内容 備考
福祉医療費等請求書（磁気媒体専
用）

日レセVer4.7.0対応（monpe-0.6.20対応）

国保総括表 日レセVer4.7.0対応（monpe-0.6.20対応）
国保請求書（入院外） 日レセVer4.7.0対応（monpe-0.6.20対応）
国保請求書（入院・入院外併用） 日レセVer4.7.0対応（monpe-0.6.20対応）
後期高齢者請求書 日レセVer4.7.0対応（monpe-0.6.20対応）

17 4.6.0ver06
4.7.0ver02

2013-01-25 福祉医療費請求書（連名簿） システム管理マスタ「１９０１」で設定した医療機関名と
医療機関住所が2行目からずれるのを修正。

4.7.0ver02のみ

データ取得方法の修正。（複数枚レセプト分割機能対
応）

国保総括表 システム管理マスタ「１９０１」で設定した医療機関名と
医療機関住所が2行目からずれるのを修正。

4.7.0ver02のみ

後期高齢者請求書 システム管理マスタ「１９０１」で設定した医療機関名と
医療機関住所が2行目からずれるのを修正。

4.7.0ver02のみ

18 4.7.0ver03 2013-03-15 福祉医療費請求書（連名簿） Ver4.7.0でSORT.INIを設定しても患者番号順としかならない。 Ver4.7.0でSORT.INIが正しく読み込まれるように修正。
国保請求書（入院外） システム管理マスタ「１９０１」で設定した医療機関名と

医療機関住所が2行目からずれるのを修正。
国保請求書（入院・入院外併用） システム管理マスタ「１９０１」で設定した医療機関名と

医療機関住所が2行目からずれるのを修正。
19 1.00 2013-04-18 福祉医療費請求書（連名簿） プラグイン対応。

福祉医療費等請求書（磁気媒体専
用）

プラグイン対応。

国保総括表 プラグイン対応。
国保請求書（入院外） プラグイン対応。
国保請求書（入院・入院外併用） プラグイン対応。
後期高齢者請求書 プラグイン対応。

20 1.01 2013-05-20 － プラグインでのインストール時に「101 システム管理マス
タ」－「3004 県単独事業情報」の登録を行う。

21 4.6.0ver07
1.02

2013-06-20 国保総括表 INIファイルで設定した保険番号が福祉医療費請求書欄の集
計対象ではない。

福祉医療費請求書欄は公費請求書で使用するINIファ
イルを参照し集計を行うように修正。

同一患者が公費を２つ所持していた場合、福祉医療費請求書
欄は２件でカウントされる。

同一患者が地方公費を２つ以上所持していても、福祉
医療費請求書欄は1件でカウントするように修正。

国保請求書（入院外） INIファイルで設定した保険番号が福祉医療費請求書欄の集
計対象ではない。

福祉欄は公費請求書で使用するINIファイルを参照し集
計を行うように修正。

国保請求書（入院・入院外併用） INIファイルで設定した保険番号が福祉医療費請求書欄の集
計対象ではない。

福祉欄は公費請求書で使用するINIファイルを参照し集
計を行うように修正。

22 4.6.0ver08
1.03

2013-10-18 福祉医療費請求書（連名簿） 設定項目はINIファイルからではなく、プログラムオプ
ションから取得するように修正。

1.03のみ

福祉医療費等請求書（磁気媒体専
用）

設定項目はINIファイルからではなく、プログラムオプ
ションから取得するように修正。

1.03のみ

国保総括表 設定項目はINIファイルからではなく、プログラムオプ
ションから取得するように修正。

1.03のみ

国保請求書（入院外） 帳票様式の変更。 帳票様式の変更。
設定項目はINIファイルからではなく、プログラムオプ
ションから取得するように修正。

1.03のみ

国保請求書（入院・入院外併用） 帳票様式の変更。 帳票様式の変更。
設定項目はINIファイルからではなく、プログラムオプ
ションから取得するように修正。

1.03のみ

23 2.00 2014-11-10 福祉医療費請求書（連名簿） 日レセVer4.8.0対応（一時ディレクトリ変更）
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滋賀県修正履歴

連番 対応Ver 日付 対象帳票 問い合わせ内容 修正内容 備考
福祉医療費等請求書（磁気媒体専
用）

日レセVer4.8.0対応（一時ディレクトリ変更）

国保総括表 日レセVer4.8.0対応（一時ディレクトリ変更）
国保請求書（入院外） 日レセVer4.8.0対応（一時ディレクトリ変更）
国保請求書（入院・入院外併用） 日レセVer4.8.0対応（一時ディレクトリ変更）
後期高齢者請求書 日レセVer4.8.0対応（一時ディレクトリ変更）
－ ruby1.9対応

24 2.01 2016-01-20 福祉医療費請求書（連名簿） システム管理マスタ「１９０１」の開設者の参照対応。
国保総括表 システム管理マスタ「１９０１」の開設者の参照対応。
国保請求書（入院外） システム管理マスタ「１９０１」の開設者の参照対応。
国保請求書（入院・入院外併用） システム管理マスタ「１９０１」の開設者の参照対応。
後期高齢者請求書 システム管理マスタ「１９０１」の開設者の参照対応。
－ プログラムオプション更新対応
－ プログラムオプショングループ診療対応
－ システム管理マスタ「３００４」の自動登録・削除機能の

グループ診療対応
25 2.02 2016-03-18 福祉医療費請求書（連名簿） 「974長期（上位）」の場合、「長」欄に”16”ではなく”02”と印字

される。
「974長期（上位）」の場合、「長」欄に”16”と印字するよ
うに修正。

福祉医療費等請求書（磁気媒体専
用）

「974長期（上位）」の場合、「長」欄に”16”ではなく”02”と印字
される。

「974長期（上位）」の場合、「長」欄に”16”と印字するよ
うに修正。

国保総括表 再印刷画面の帳票タイトルに「返戻」の追記。
国保請求書（入院外） 再印刷画面の帳票タイトルに「返戻」の追記。
国保請求書（入院・入院外併用） 再印刷画面の帳票タイトルに「返戻」の追記。

26 2.03 2016-10-20 福祉医療費等請求書（磁気媒体専
用）

前期高齢者の軽減特例措置対象者外の場合、給付割合欄が
「80」とならない

給付割合欄の修正

国保請求書（入院外） システム管理マスタ「2007」の公費番号の設定数増加
対応

国保請求書（入院・入院外併用） システム管理マスタ「2007」の公費番号の設定数増加
対応

後期高齢者請求書 システム管理マスタ「2007」の公費番号の設定数増加
対応

27 3.00 2017-01-20 － 日レセver5.0.0対応。
28 2.04

3.01
2017-12-20 福祉医療費請求書（連名簿） 「社保＋マル障（月500円）＋更正（5,000円上限）＋長期

（10,000円）」の場合、”公費対象患者負担額（１）”に「5,000」で
はなく「10,000」と印字される。

全国公費＋長期併用時の公費対象患者負担額（１）の
記載修正。

医療機関コード変更時、医療機関コード別の作成処理
対応。
バッチ処理ログ画面へログ出力を行うよう対応。 3.01のみ
SITEKBN変更（動作に変更なし）

福祉医療費等請求書（磁気媒体専
用）

「社保＋マル障（月500円）＋更正（5,000円上限）＋長期
（10,000円）」の場合、”公費対象患者負担額（１）”に「5,000」で
はなく「10,000」と印字される。

全国公費＋長期併用時の公費対象患者負担額（１）の
記載修正。

医療機関コード変更時、医療機関コード別の作成処理
対応。
バッチ処理ログ画面へログ出力を行うよう対応。 3.01のみ
SITEKBN変更（動作に変更なし）

国保総括表 医療機関コード変更時、医療機関コード別の作成処理
対応。
バッチ処理ログ画面へログ出力を行うよう対応。 3.01のみ
SITEKBN変更（動作に変更なし）
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滋賀県修正履歴

連番 対応Ver 日付 対象帳票 問い合わせ内容 修正内容 備考
国保請求書（入院外） 医療機関コード変更時、医療機関コード別の作成処理

対応。
バッチ処理ログ画面へログ出力を行うよう対応。 3.01のみ
SITEKBN変更（動作に変更なし）

国保請求書（入院・入院外併用） 医療機関コード変更時、医療機関コード別の作成処理
対応。
バッチ処理ログ画面へログ出力を行うよう対応。 3.01のみ
SITEKBN変更（動作に変更なし）

後期高齢者請求書 医療機関コード変更時、医療機関コード別の作成処理
対応。
バッチ処理ログ画面へログ出力を行うよう対応。 3.01のみ
SITEKBN変更（動作に変更なし）

29 2.05
3.02

2018-02-20 福祉医療費請求書（連名簿） 長期を使用しているが「長」欄へ「2」と記載されない。 全国公費併用時以外の場合、記載されない不具合を修
正。

福祉医療費等請求書（磁気媒体専
用）

長期を使用しているが「特記事項」欄へ「02」と記載されない。 全国公費併用時以外の場合、記録されない不具合を修
正。

30 3.03
4.00

2018-12-20 福祉医療費請求書(連名簿) 修正履歴コメント削除

福祉医療費等請求書(磁気媒体専
用)

修正履歴コメント削除

国保総括表 修正履歴コメント削除
国保請求書(入院外) 修正履歴コメント削除
 公費負担医療欄の法別番号が保険番号マスタの有効期間内

の値と一致していない。
保険番号マスタの取得の修正

国保請求書(入院・入院外併用) 修正履歴コメント削除
 公費負担医療欄の法別番号が保険番号マスタの有効期間内

の値と一致していない。
保険番号マスタの取得の修正

後期高齢者請求書 修正履歴コメント削除
－ 日レセver5.1.0対応。 4.00のみ

31 3.04
4.01

2019-05-10 福祉医療費請求書(連名簿) 改元対応

32 3.05
4.02

2020-02-20 － プラグインのインストール時に「3004　県単独事業情報」
の標準総括表印刷指示の設定を行うように対応。

33 3.06
4.03

2020-03-19 福祉医療費請求書(連名簿) 岐阜県でも指定された医療機関は使用可能です。岐阜県で使
用する際は医療機関コードは１０桁で後期高齢者は国保・社
保と分けて集計する、と記載仕様が異なります。

岐阜県での使用に対応。

福祉医療費等請求書(磁気媒体専
用)

岐阜県でも指定された医療機関は使用可能です。岐阜県で使
用する際、岐阜県で使用する際は医療機関コードは１０桁、と
記録仕様が異なります。

岐阜県での使用に対応。

34 5.00 2021-05-13 － 日レセver5.2.0対応。
35 3.07

4.04
5.01

2021-05-20 － プラグイン実行時に登録されるシステム管理マスタ－
「1910 プログラムオプション情報」についてプログラム
名「SEIKYU2503」に区分コード「SORT」が登録されませ
んでしたので、登録を行うように修正。

36 4.05
5.02

2022-01-20 福祉医療費請求書(連名簿) 岐阜県の滋賀県用保険番号マスタの保険番号262を使用した
場合、公費対象患者負担額欄が円単位で記載される。

滋賀県以外の場合、公費負担額を１０円単位で記載す
るように修正。

福祉医療費等請求書(磁気媒体専
用)

岐阜県の滋賀県用保険番号マスタの保険番号262を使用した
場合、公費対象患者負担額欄が円単位で記載される。

滋賀県以外の場合、公費負担額を１０円単位で記載す
るように修正。

37 4.06
5.03

2022-08-19 福祉医療費請求書（連名簿） ログ出力項目（処理結果画面のエラーメッセージ、集計
対象外となった理由等）を追加。
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滋賀県修正履歴

連番 対応Ver 日付 対象帳票 問い合わせ内容 修正内容 備考
福祉CSVファイル・福祉請求書（磁
気媒体）

ログ出力項目（処理結果画面のエラーメッセージ、集計
対象外となった理由等）を追加。

国保総括表 ログ出力項目（処理結果画面のエラーメッセージ、集計
対象外となった理由等）を追加。

国保請求書（入院外） 帳票様式の変更 帳票様式の変更
ログ出力項目（処理結果画面のエラーメッセージ、集計
対象外となった理由等）を追加。

国保請求書（入院・入院外併用） 帳票様式の変更 帳票様式の変更
ログ出力項目（処理結果画面のエラーメッセージ、集計
対象外となった理由等）を追加。

後期高齢者請求書 帳票様式の変更 帳票様式の変更
ログ出力項目（処理結果画面のエラーメッセージ、集計
対象外となった理由等）を追加。

38 4.07
5.04

2022-10-20 後期高齢者請求書 後期高齢者８割は「９割」欄に集計（令和４年１０月改正
対応）
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