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第 1章　業務メニュー画面

■入院業務

マスターメニューより　「01　医事業務」を選択します。

【マスターメニュー画面】
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業務メニュー画面を表示します。

【業務メニュー画面】

入院の機能

　「31　入退院登録」・・・入院登録、転科転棟転室、退院登録。

　「32　入院会計照会」・・・入院基本料・入院基本料等加算をカレンダー表示。食事変更、

　　　　　　　　　　　　　　　　外泊登録

　「33　入院定期請求」・・・定期請求計算、定期請求書の発行

　「34　退院時仮計算」・・・退院請求の仮計算表示、仮計算書の発行

　「36　入院患者照会」・・・入院患者の検索
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第 2章　システム設定

医療機関の入院に係る情報を、システム管理マスタに設定します。

業務メニューより　「91　マスタ登録」－「101　システム管理マスタ」を選択します。

　　　【マスタ登録画面】

管理コード 項　目 参照ページ

1001 医療機関情報－基本  P.4

5000 医療機関情報－入院基本  P.6

5001 病棟管理情報  P.8

5002 病室管理情報  P.10

5010 定期請求情報  P.12
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■1001　医療機関情報－基本の登録

業務メニューより　「91　マスタ登録」－「101　システム管理マスタ」－「1001　医療機関情報－基

本」を選択し、「確定」(F12)を押します。

【医療機関情報－基本の選択画面】

4



【医療機関情報設定画面】

病床数の設定

　病床数（許可）・・・一般病床と療養病床を合わせた病床数を入力します。

　病床数（一般）・・・一般病床数を入力します。
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■5000　医療機関情報－入院基本の登録

業務メニューより　「91　マスタ登録」－「101　システム管理マスタ」－「5000　医療機関情報－入

院基本」を選択し、「確定」(F12)を押します。

【医療機関情報－入院基本の選択画面】
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【医療機関情報－入院基本設定画面】

• 医療機関全体に係る入院基本料等加算の設定、退院請求書や診療費明細書の出力設

定をします。

食事情報

入院基本料等加算

退院請求書・診療費明細書・退院証明書の出力

選定入院料の負担金設定・・・・・・・等
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■5001　病棟管理情報の登録

業務メニューより　「91　マスタ登録」－「101　システム管理マスタ」－「5001　病棟管理情報」を選

択し、「確定」(F12)を押します。

【病棟管理情報の選択画面】
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【病棟管理情報設定画面】

• 病棟を登録します。

• 病棟に係る入院基本料・特定入院料・入院基本料等加算を設定します。
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■5002　病室管理情報の設定

業務メニューより　「91　マスタ登録」－「101　システム管理マスタ」－「5002　病室管理情報」を選

択し、「確定」(F12)を押します。

【病室管理情報の選択画面】
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【病室管理情報の設定画面】

• 「5001　病棟管理情報」で登録した病棟に対して病室を登録します。

• 病室に係る特定入院料・入院基本料等加算を設定します。
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■5010　定期請求情報の登録

業務メニューより　「91　マスタ登録」－「101　システム管理マスタ」－「5002　病室管理情報」を選

択し、「確定」(F12)を押します。

【定期請求情報の選択画面】
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【定期請求情報の設定画面】

• 定期請求日は月 3回まで設定できます。
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第 3章　入院登録・入院会計・転科転棟転室

■入院登録

業務メニューより　「31　入退院登録」を選択します。

【入退院登録画面】

• 病室番号、食事、入院日、入院科を入力し「登録」(F12)を押します。

• 入院当日の食事の開始（朝昼夕）を登録できます。

• 産婦人科で正常分娩の場合、入院基本料を算定しない入院登録が可能です。

14



＜入院歴の作成＞

他の医療機関の入院歴を作成し、入院日数を通算できます。
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■入院会計照会

業務メニューより　「32　入院会計照会」を選択します。

【入院会計照会画面】

• 入院基本料、入院基本料等加算、食事、外泊などをカレンダー表示します。

• 入院日からの通算日数、90日、180日の日付を表示します。

食事の変更、外泊の入力はこの画面で行います。
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■転科・転棟・転室

転科・転棟・転室は入退院登録画面で行います。

業務メニューより　「31　入退院登録」を選択します。

【入退院登録画面】

• プルダウンメニューより「8　転科　転棟　転室」を選択し、異動先の病室番号、診療科、

担当医を選択後、「登録」(F12)を押します。

• プルダウンメニューの「9　異動取消」で転科・転棟・転室の取消しができます。
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■医療区分・ADL評価票の入力

療養病棟では医療区分・ADL区分に係る評価票を入力し、現在算定している入院基本料と

チェックを行い、算定可能な入院基本料に変更します。

【医療区分・ADL区分登録】

• 医療区分・ADL区分に係る評価票をもとに各項目を入力します。

• 入力した項目はレセプトに記載します。
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＜入院基本料のチェック＞

医療区分・ADL区分より算定中の入院基本料をチェックします。

「入院料変更」(F11)を押すと、入院基本料を変更します。

【変更後の入院会計照会画面】
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第 4章　診療行為入力・定期請求

■入院診療行為の入力

業務メニューより　「21　診療行為」を選択します。

＜入力方法Ⅰ　複数日まとめ入力＞

• まとめ入力には診療行為毎に算定日を指定します。

「診療行為コード」　[スペース]　「数量」

＊「回数」／日付．日付－日付

＜入力方法Ⅱ　1日ずつ入力＞

• 外来と同様、日毎にDo入力が可能です。
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＜点滴注射の入力＞

• 1日分をまとめて入力する必要はありません。

（医師の指示通りに入力できます。）

21



＜入院基本料による自動包括＞

「91　マスタ登録」－「101　システム管理マスタ」－「1014　包括診療行為設定情報」より、

以下の入院料に係る診療行為を自動包括します。

療養病棟入院基本料

特定入院基本料

有床診療所療養病床入院基本料

回復期リハビリテーション病棟入院料

亜急性期入院医療管理料

精神科救急入院料

精神科急性期治療病棟入院料

精神科救急・合併症入院料

精神療養病棟入院料

認知症治療病棟入院料

【診療行為の自動包括（療養病棟の場合）】

• 自動包括された診療行為は青字表示します。
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■定期請求

業務メニューより　「33　入院定期請求」を選択します。

【入院定期請求画面】

• 一括請求と個別請求の二つの作成方法があります。

• 定期請求書は病棟毎に印刷できます。
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• 定期請求を 1月 3回に分けている場合は、期間を選択します。
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第 5章　退院登録・退院計算

■退院時仮計算

業務メニューより　「34　退院時仮計算」を選択します。

算定期間を入力後（ただし翌月末日まで）、仮計算(F12)を押します。

【退院時仮計算画面】

• 任意の算定期間で仮計算が行えます。

• 概算書(F11)より概算額のお知らせが出力可能です。
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【入院概算額のお知らせ】
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■退院登録

業務メニューより　「31　入退院登録」を選択します。

【入退院登録画面】

• プルダウンメニューより「02　退院登録」を選択後、退院日を入力し「登録」(F12)を押しま

す。
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退院計算を行い、請求確認画面を表示します。

• 請求書兼領収書、診療費明細書、退院証明書、退院時処方せんの出力ができます。
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【入院診療費請求書兼領収書】
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【入院診療費明細書】
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　【退院証明書】
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【退院時処方せん】
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■退院再計算

業務メニューより　「31　入退院登録」を選択します。

【入退院登録画面】

• プルダウンメニューより「10　退院再計算」を選択し、「登録」(F12)を押します。

• 退院計算後に診療行為の変更があった場合、退院を取消すことなく再計算できます。
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再計算を行い、請求確認画面を表示します。
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第 6章　その他の機能

■出産育児一時金

出産育児一時金の直接支払制度に対応しています。

＜入院時＞

業務メニューより　「31　入退院登録」を選択します。

• 入院時に分娩区分（分娩入院でない・正常分娩・異常分娩）、直接支払制度（利用しな

い・利用する）を選択します。

• 分娩区分と直接支払制度は、入院登録後の変更が可能です。
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＜退院時＞

退院計算後、出産育児一時金画面を表示します。

※ 予め「91　マスタ登録」－「101　システム管理マスタ」－「1046　出産費用内訳明細情報」にて

集計先を設定する必要があります。

• 分娩費用明細書に対応した入力画面です。

• システム設定により自動集計します。

• 分娩費用明細書を出力します。

36



【分娩費用明細書】
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【出産育児一時金代理申請・受取請求書】（業務メニュー　「52　月次統計」より出力）
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■入院患者照会

業務メニューより　「36　入院患者照会」を選択します。

【入院患者照会画面】

• 検索条件を入力し、「検索開始」(F12)を押します。

• 入院日、年齢、住所等から入院患者を検索できます。

• 「入院患者数」(F8)を押すと、各病棟の入院患者数確認画面に遷移します。
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■入院患者数確認画面

業務メニューより　「36　入院患者照会」を選択します。

入院患者照会画面の「入院患者数」(F8)を押します。

【入院患者数確認画面】

• 対象期間を入力し、「確定」(F12)を押します。

• 病棟毎に入院患者数、転入患者数、転出患者数、退院患者数、1日平均患者数等を

表示します。
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