
日医標準レセプト入力テスト用カルテ　（無床）
ver 4.8.0

※このカルテは日レセ入力用に作成された擬似カルテでありますので、実際のカルテとは異なる部分があります。

（医師と看護師、事務員の構成で院内処方の診療所を想定しています。）

内科、精神科、外科、整形外科、眼科

請求書発行方法：「４　全体をまとめて発行」

※91マスタ登録-101システム管理マスタで下記設定をお願いします。

1001　医療機関情報－基本
医療機関種別：「２　診療所」
院外処方区分：「０　院内」

1005　診療科目情報

1006　施設基準情報 フラグに1が入力されている項目：　0023　0721　0755　3168

1007　自動算定・チェック機能制御情報

外来初診・再診料：「１　算定する」
病名疾患区分からの自動発生：「１　算定する」
中途終了展開時の自動発生：「１　算定する」
画像診断管理加算：「１　算定する」
訂正時の自動発生（外来）：「１　算定する」
訂正時の自動発生（特定疾患処方管理）：「１　算定する」

1038　診療行為機能情報

1910　プログラムオプション プログラム名：ORCHC01    SYUBYOKBN=１

2005　レセプト・総括印刷情報

レセプト・基本１
傷病名記載区分：「0　連結記載」　「１　主病名の編集を行う（区切り有り）」
 
労災・自賠責
自賠責・様式選択
新様式：「OCR様式」



※保険期間は、適用期間を各自で入力お願いします。

※レントゲンはデジタル化し、電子媒体保存を想定しています。

4001　労災自賠医療機関情報
労災指定医療機関：「１　指定あり」
点数単価：「２　１２円」 
加算率：「１２０％」



平成１５年５月５日（男）
１１１　・　２２２２２

【事例　１】
患者氏名／生年月日 事例　一　
保険／記号　・　番号 国保（１３８０５７）　
本人家族区分 家族
診療科 整形外科
病名／診療開始日 左前腕骨折（主病名）　　　　　　平成２８年　４月１４日

左前額部切創　　　　　　 平成２８年　４月１４日
左手背部擦過創　　　　　 平成２８年　４月１４日
頭部打撲　　　　　　　　　 平成２８年　４月１４日

診療日時 処方　・　手術　・　処置等
平成２８年４月１４日 初診

投薬 １．ケフラール細粒小児用１００ｍｇ　３ｇ
　　３×３日分（毎食後に）
２．カロナール錠２００　２００ｍｇ　１錠
　　１×５回分（痛む時に）

薬剤情報提供（文書）

処置 四肢ギプス包帯（半肢）（片）

手術 創傷処理（筋肉、臓器に達しない）（直径５ｃｍ未満）
キシロカイン注射液１％　５ｍＬＶ
生理食塩液　５００ｍＬ　１瓶

画像診断 頭部　（２方向）
単純撮影（デジタル撮影）
電子画像管理加算（単純撮影）

左前腕（２方向）
単純撮影（デジタル撮影）
電子画像管理加算（単純撮影）

平成２８年４月１５日 再診

処置 創傷処置（１００ｃｍ２未満）
イソジン液１０％　６ｍＬ

平成２８年４月１６日 再診

処置 創傷処置（１００ｃｍ２未満）
イソジン液１０％　６ｍＬ



昭和２２年１２月１０日（男）
３４５６１２３　・　１２

０３　・　８５８５８５

キシロカインゼリー２％　１０ｍＬ

CRP

【事例　２】
患者氏名／生年月日 事例　二　
保険／記号　・　番号 協会けんぽ（０１１３００１２）　
本人家族区分 家族
診療科 内科
病名／診療開始日 大腸ポリープ（主病名）　　　 平成２８年　４月１１日

大腸癌の疑い　　　　　　　　 平成２８年　４月１１日
右尿管結石症　　　   　　　 平成２８年　４月２５日
血尿　　　　　　　 　　　　　 平成２８年　４月２５日

＜平成２８年４月２２日付けで保険変更＞
保険／記号　・　番号 国保（１３８１６４）
本人家族区分 本人

診療日時 処方　・　手術　・　処置等
平成２８年４月１１日 初診　

投薬 １．ニフレック配合内用剤　１袋
２．プルゼニド錠１２mg　 ２錠
３．ガスコン錠４０mg　 ２錠
（上記薬剤はすべて手術前処置用）

平成２８年４月１８日 再診

手術 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）
ブスコパン注２０ｍｇ　２％１ｍＬ　１管

病理 Ｔ－Ｍ（１臓器）

平成２８年４月２５日 再診

投薬 １．ウロカルン錠２２５ｍｇ　６錠
　　３×３日分（毎食後に）
２．ボルタレンサポ５０ｍｇ　３個　（痛む時に）

薬剤情報提供（文書）

皮下筋肉内注射 ペンタジン注射液１５　１５ｍｇ　１管

検査 尿一般
尿沈渣（鏡検法）
末梢血液一般

B－V

超音波検査（断層撮影法）（胸腹部）



【事例　３】
患者氏名／生年月日 事例　三　

共済（３２１３０２１３）　 ３３３　・　６０
本人家族区分 家族
診療科 内科　
病名／診療開始日 気管支喘息（主病名）　

肺気腫　　　　　　　　　　
気管支喘息重積発作　 
急性呼吸不全　　　　

診療日時 処方　・　手術　・　処置等
再診

特定疾患療養管理料

ソリタ‐Ｔ３号輸液　２００ｍＬ　１瓶
ネオフィリン注２５０ｍｇ　２．５％１０ｍＬ　１管
水溶性プレドニン２０ｍｇ　１管

検査 末梢血液一般

ＣＲＰ
Ｂ－Ｖ

再診

特定疾患療養管理料

ソリタ‐Ｔ３号輸液　２００ｍＬ　１瓶
ネオフィリン注２５０ｍｇ　２．５％　１０ｍＬ　１管
水溶性プレドニン２０ｍｇ　１管

再診

投薬 テオロング錠２００ｍｇ　２錠
アレロック錠５　５ｍｇ　２錠

薬剤情報提供（文書）

昭和４０年８月１０日（女）
保険／記号　・　番号

平成２２年　１月３１日
平成２２年　１月３１日
平成２８年　４月１９日
平成２８年　４月１９日

平成２８年４月１９日
外来管理加算

医学管理

点滴注射

生化学的検査（ＴＰ、Ａｌｂ、ＡＳＴ、ＡＬＴ、ＢＩＬ／総、ＬＤ、Ｃ
Ｋ、ＢＵＮ、ナトリウム及びクロール、カリウム）

平成２８年４月２０日
外来管理加算

医学管理

点滴注射

平成２８年４月２１日
外来管理加算

２×１４日分（朝食後及び就寝前に）

特定疾患処方管理加算（処方料）



【事例　４】
患者氏名／生年月日 事例　四　 昭和３８年２月１８日（男）
保険／記号　・　番号 共済（３４１３００１３）　　１３４４　・　１２３４
本人家族区分 本人
診療科 内科
病名／診療開始日 てんかん（主病名） 平成２８年　２月１４日

胆のう結石症　　　 平成２８年　４月１８日
肝障害の疑い　　　 平成２８年　４月１８日
インフルエンザＡ型 平成２８年　４月２５日

診療日時 処方　・　手術　・　処置等
平成２８年４月１１日 再診

外来管理加算

医学管理 特定薬剤治療管理料
（下記２剤の薬剤の血中濃度測定実施　初回月：２８年３月）

投薬 デパケン錠２００ｍｇ　３錠
エクセグラン錠１００ｍｇ　　３錠

薬剤情報提供（文書）

平成２８年４月１８日 再診

投薬 ウルソ錠１００ｍｇ　２錠
チアトンカプセル１０ｍｇ　１カプセル

薬剤情報提供（文書）

検査 超音波検査（断層撮影法）（胸腹部）

末梢血液一般
生化学的検査（ＢＩＬ／総、ＴＰ、Ａｌｂ、ＡＳＴ、ＡＬＴ）
Ｂ－Ｖ

平成２８年４月２５日 再診
外来管理加算

投薬 １．タミフルカプセル７５　７５ｍｇ　２カプセル

２．カロナール錠２００　２００ｍｇ　１錠

薬剤情報提供（文書）

検査 インフルエンザウイルス抗原定性
鼻腔・咽頭拭い液採取

３×３０日分（毎食後に）

１×３０日分（就寝前に）

　　２×５日分（朝夕食後に）

　　１×３回分（発熱時又は痛む時に）



昭和３０年６月１５日（男）
３００－８２　・　３３３３

【事例　５】
患者氏名／生年月日 事例　五　
保険／記号　・　番号 国保（１３８３１３）　
本人家族区分 本人
診療科 整形外科
病名／診療開始日 腰部脊柱管狭窄症（主病名）　平成２８年　４月　４日

急性腰痛症　　　　　　　　　　　 平成２８年　４月　４日
背部筋肉痛　　　　　　　　　　　　平成２８年　４月　４日
骨粗鬆症の疑い　　　　　　　　　平成２８年　４月　４日

診療日時 処方　・　手術　・　処置等
平成２８年４月４日 初診

投薬 １．モーラステープ２０ｍｇ　７ｃｍ×１０ｃｍ　２１枚
　（２１日分）
２．ボルタレンサポ５０ｍｇ　５個  （痛む時に）

薬剤情報提供（文書）

処置 腰部固定帯固定
腰部固定帯加算

検査 骨塩定量検査（ＭＤ法、ＳＥＸＡ法等）
（初回実施　４月４日）

麻酔 腰部硬膜外ブロック（局所麻酔剤又はボツリヌス毒素）
キシロカイン注ポリアンプ１％　１０ｍＬ　１管

画像診断 腰椎（２方向）
単純撮影（デジタル撮影）
電子画像管理加算（単純撮影）

平成２８年４月１１日 再診

処置 介達牽引

麻酔 トリガーポイント注射
キシロカイン注ポリアンプ１％　５ｍＬ　１管

平成２８年４月１５日 再診

投薬 モーラステープ２０ｍｇ　７ｃｍ×１０ｃｍ　２１枚
（２１日分）

処置 介達牽引



昭和９年７月１２日（女）
００１６３７８２

ＨｂＡ１ｃ
Ｂ－Ｖ

ＥＣＧ１２

ＣＲＰ
Ｂ－Ｖ

【事例　６】
患者氏名／生年月日 事例　六　
保険／記号　・　番号 後期高齢者（３９１３１１２３）　
本人家族区分 本人
負担割合 １割
診療科 内科
病名／診療開始日 ２型糖尿病（主病名）　 平成２８年　２月　３日

高血圧症　　　　　　　　 平成２８年　２月　３日
不整脈　　　　　　　　　 平成２８年　４月　７日
急性咽頭炎　　　　　　 平成２８年　４月１５日

診療日時 処方　・　手術　・　処置
平成２８年４月７日 再診

外来管理加算

在宅 在宅自己注射指導管理料（１以外の場合）（月２８回以上）
血糖自己測定器加算（６０回以上）（１型糖尿病の患者を除く）
イノレット３０R注　３００単位　１キット

投薬 ミカルディス錠４０ｍｇ　２錠
アダラートＬ錠２０ｍｇ　２錠
ラシックス錠４０ｍｇ　２錠
２×１４日分（朝夕食後に）

特定疾患処方管理加算（処方料）

薬剤情報提供（文書）

検査 生化学的検査（グルコース）

平成２８年４月１５日 再診
外来管理加算

投薬 フロモックス錠１００ｍｇ　３錠
３×３日分（毎食後に）

特定疾患処方管理加算（処方料）

薬剤情報提供（文書）

検査 末梢血液一般

平成２８年４月２１日 再診
外来管理加算

投薬 ミカルディス錠４０ｍｇ　２錠
アダラートＬ錠２０ｍｇ　２錠
ラシックス錠４０ｍｇ　２錠
２×１４日分（朝夕食後に）



【事例　７】
患者氏名／生年月日 事例　七　 昭和４９年６月１０日（男）

保険／記号　・　番号
公費／負担　・　受給 生活保護　１２１３２３７９　・　００４５９７１
本人家族区分 本人
診療科 精神科、眼科
病名／診療開始日 統合失調症（主病名）　　 平成２１年　１月１０日（精神科）

両急性結膜炎（主病名）　 平成２８年　４月　４日（眼科）
両近視性乱視　　　　　　 平成２８年　４月１１日（眼科）

診療日時 処方　・　手術　・　処置等
平成２８年４月４日 再診

（精神科）
投薬 ５ｍｇセルシン錠　３錠

薬剤情報提供（文書）

その他 通院精神療法（３０分未満）

平成２８年４月４日 初診
（眼科）

投薬 １．フルメトロン点眼液０．０２％　５ｍＬ
２．ロメフロン点眼液０．３％　５ｍＬ

検査 スリットＭ（前・後眼部）

平成２８年４月１１日 再診
（眼科）

検査 スリットＭ（前・後眼部）
屈折（１以外）
精密眼圧
精密眼底（両）
矯正視力（１以外）
角膜曲率

平成２８年４月１８日 再診
（精神科）

その他 通院精神療法（３０分未満）

３×１４日分（毎食後に）

初診（同一日複数科受診時の2科目）



昭和４４年７月３日（女）

　

【事例　８】
患者氏名／生年月日 事例　八　　
保険／記号　・　番号 自賠責(労災準拠) 【患者請求しない（０％）】
本人家族区分 本人
診療科 整形外科
病名／診療開始日 右足関節捻挫（主病名）　 平成２８年　４月１２日

右手擦過創　　　　　　　　　　　平成２８年　４月１２日

診療日時 処方　・　手術　・　処置等
平成２８年４月１２日 初診

投薬 １．ロキソニン錠６０ｍｇ　３錠
　　３×３日分（毎食後に）　
２．イドメシンコーワパップ７０ｍｇ　１０ｃｍ×１４ｃｍ　１４枚
　（１４日分）

薬剤情報提供（文書）

処置 創傷処置（１００ｃｍ２未満）

画像診断 右足関節(２方向)
単純撮影（デジタル撮影）
電子画像管理加算（単純撮影）

平成２８年４月１３日 再診
外来管理加算（読み替え加算）

投薬 イドメシンコーワパップ７０ｍｇ　１０ｃｍ×１４ｃｍ　１４枚
(１４日分）



１２３４５６７８９１０

セフゾンカプセル１００ｍｇ　３カプセル

【事例　９】
患者氏名／生年月日 事例　九　 昭和５３年５月２３日（男）
保険／記号　・　番号 労災（短期給付）
災害区分 業務中の災害
本人家族区分 本人
診療科 整形外科
病名／診療開始日 頭部挫創(主病名)　　 平成２８年　４月１６日

頚椎捻挫　　　　　　　 平成２８年　４月１６日

診療日時 処方　・　手術　・　処置等
平成２８年４月１６日 初診

投薬
３×３日分（毎食後に）

薬剤情報提供（文書）

手術 創傷処理（筋肉、臓器に達しない）（長径５cm未満）
キシロカイン注射液１％　３ｍＬＶ

画像診断 頭部
単純撮影（デジタル撮影）
電子画像管理加算（単純撮影）

頚部(２方向)
単純撮影（デジタル撮影）
電子画像管理加算（単純撮影）

平成２８年４月２３日 再診
外来管理加算(読み替え加算)

処置 創傷処置（１００ｃｍ２未満）
消炎鎮痛等処置(器具等による療法)

平成２８年４月２８日 再診
外来管理加算(読み替え加算)

処置 創傷処置（１００ｃｍ２未満）
消炎鎮痛等処置(器具等による療法)



昭和２２年１０月１２日（女）
【事例　１０】
患者氏名／生年月日 事例　十　
保険／記号　・　番号 自費（１００％）
本人家族区分 本人
補助 課税
診療科 外科
病名／診療開始日 右手犬咬創（主病名）　 平成２８年　４月２５日

診療日時 処方　・　手術　・　処置等
平成２８年４月２５日 初診

皮下筋肉内注射 沈降破傷風トキソイド“化血研”　０．５ｍＬ　１瓶
生物学的製剤注射加算



昭和８年８月８日（男）
０００５５５５５

【事例　１１】
患者氏名／生年月日 事例　十一　
保険／記号　・　番号 後期高齢者（３９１３１１２３）　
本人家族区分 本人
負担割合 ３割
診療科 内科
病名／診療開始日 殿部褥瘡（主病名）　　　　 平成２２年　４月１２日

脳血栓症後遺症　　　 平成２２年　４月１２日
便秘症　　　　　　　　　　　　 平成２２年　４月１２日
急性胃潰瘍、消化管出血 平成２８年　４月２２日
呼吸不全、急性肺炎　　　　 平成２８年　４月２９日

診療日時 処方　・　手術　・　処置
平成２８年４月４日 在宅 在医総管（在支診等・月１回・１人）

在宅患者訪問診療料（同一建物居住者以外）
訪問看護指示料

ラコールNF配合経腸用液　１４００ｍＬ
ゲンタシン軟膏０．１％　１ｍｇ　１０ｇ

ソフラチュール貼付剤１０ｃｍ　１０．８ｍｇ　１０ｃｍ×１０ｃｍ　
１７枚

アクトシン軟膏３％　１０ｇ
ユーパスタコーワ軟膏　５０ｇ

平成２８年４月８日 在宅医療 在宅患者訪問診療料（同一建物居住者以外）

ラコールNF配合経腸用液　１４００ｍＬ

膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル（在宅）（２管一般（２
））　１本

平成２８年４月１５日 再診
外来管理加算

在宅 往診

平成２８年４月２２日 再診
外来管理加算

在宅 往診

平成２８年４月２３日 再診
外来管理加算

在宅 往診

平成２８年４月２９日 再診 休日（再診）
外来管理加算

在宅 往診
緊急往診加算（在支診等）


