
 

（２）  2011年（平成23年） 8月25日              長 野 保 険 医 新 聞 （第三種郵便物認可）                         No.３６６         

 医科診療所では昨年８月（7月診療分）より、レセプ

ト電子請求が原則義務化となった。またかねてより審

査支払機関では電子レセプトに対応した審査体制の確

立、その他業務効率化が検討されてきた。既に支払基

金では2010年２月から傷病名と医薬品の適応等のチェッ

ク、2010年10月から傷病名と医薬品の禁忌等のチェッ

ク、傷病名と診療行為（処置・手術・検査）の適応等

のチェックがコンピュータチェックにより行なわれるよう

になっている。さらに現在未実施のままだが、表1のよ

うに調剤レセプトとの突合点検や縦覧点検（例えば過

去6ヵ月分のレセプトをチェック）を行う予定だった。 

 こうした状況の中で、２月から３月にかけて長野

県保険医協会では、最近の審査の実態と電子請求義

務化に伴う問題点等を調査するため、医科開業医会

員を対象に「レセプト請求・審査に関するアンケー

ト」を実施した。本紙では、そのアンケート結果及び

 

クが多い。最終的に人が見るようにする必

要あり 

ー2～3面掲載ー 

 

Ⅰ.診療形態等について  

 アンケートに答えた123名の

回答者の医療機関の形態、処

方の形態は表の1）医療機関の形態について、

及び2）処方形態についての通りだった。 

Ⅱ.レセプト請求方法について 

１)現在の請求方法を教えてください  

 電子請求（オンラインまたは電子媒体による

請

求）が87％となった。なお、病院はすべて

オンライン請求のため、診療所全体では、

電子請求は85.7％であった。 

２)「オンライン請求」「電子媒体による請求」の場合、請求の現状はどうですか 

 Ⅰの1）の設問にてオンライン又

は電子媒体と回答した107名の回答

は左の表の通り。 

 以下 4）まで同様。 

３)これまでにオンライン・電子請求でどのような問題がありましたか（複数回答あり） 

 現在は問題なく請求

できている場合も含

め、約４割の方がこれ

までに何らかの問題が

あったと回答した。 

 「その他」の意見に

は、次のものがあった。 

◆システム関連 

・ログイン・ログアウトがスムーズに出来な

い、何名かエラーで送信できないことがあっ

た、送信集中による送信遅れ等、オンライン

請求システム上での問題（3名） 

・添付書類が添付しずらい、返戻の処理が面

倒等、操作性の問題（2名） 

◆マスターコード、請求内容等 

・医院の電子カルテと先方の病名コードの不

一致、審査支払機関のコンピュータにない病

名だと返戻がくる、等病名コードの問題（2名） 

・厚労省マスターコードが明細書の画面では

わからないため、コメントを入力したにも関

わらず返戻（査定）された 

・請求内容が正しいかどうか疑問が残る 

◆その他 

・レセコンの総括表とオンラインの総括表の

様式が違うこと 

・レセプトチェックは紙に出力してするしか

ないので紙がムダになる 

・診療時間外でないと請求処理できないこと

（レセコン等に強い負荷。集計作業約1時間） 

・スタッフが請求業務を覚えきれない。操作

が煩雑でマニュアルを見ないと作成できない   

・FDが製造中止になり、在庫がなくなった場

合、次なる方法について検討が必要 

１）医療機関の形態について
病院 11 8.9%
有床診療所 8 6.5%
無床診療所 104 84.6%
合計 123 100.0%

実施時期：2011年2月17日～3月10日
対象：長野県保険医協会の医科開業医会員
送付数：547名　回答者数：123名（回収率22.5％）

２)処方形態について
主に院内処方 46 37.4%
主に院外処方 64 52.0%
未記入 13 10.6%
合計 123 100.0%オンライン 68 55.3%

電子媒体 39 31.7%
レセコン紙レセ 13 10.6%
手書き 3 2.4%
合計 123 100.0%

問題なく請求できている 91 85.0%
やや問題がある 14 13.1%
大いに問題がある 0 0.0%
未記入 2 1.9%
合計 107 100.0%

問題が起こったことはない 48 44.9%
送信や記録方法などの技術的な問題 14 13.1%
ランニングコストや経費・資金面の問題 10 9.3%
減点（審査）の増加 10 9.3%
電子媒体の破損（読取不能など）のトラブル 7 6.5%
レセコンや通信機器などの機械トラブル 5 4.7%
レセコン業者の対応 5 4.7%
システムダウンによる送信遅れ 3 2.8%
患者の個人情報保護に関わる問題 1 0.9%
その他 12 11.2%
未記入 16 15.0%

 

 

これまで通り紙レセプトで請求できるように省令を変えてほしい 6 46.2%
まだどうするか分からない、様子を見る 4 30.8%
ぎりぎりまで紙レセプトで請求し、何とか対応したい 2 15.4%
近いうちに電子媒体請求に移行する 1 7.7%
近いうちにオンライン請求に移行する 0 0.0%
その他 2 15.4%

「その他」は、▽レセソフト更新したため、数年の猶予を頂いている ▽閉院予定、と記載があった。 

６）手書きレセプト請求をされている場合、

今後の請求についてどのようにお考えですか

（対象３名） 

Ⅲ.電子請求による支払早期化について 

 電子レセプト請求（オンライン請求又は電子媒体による請求）に移行することに

対する医療機関へのインセンティブとして、診療報酬の支払早期化が議論されてい

る。厚労省は、現在社保で診療月の翌々月21日、国保で翌々月の25日に支払われてい

る診療報酬を、電子請求している医療機関については、社保で診療月の翌々月の15

日、国保で翌々月の20日とする案を提示している（解説参照）。この「早期支払い

について、どうお考えです

か」と聞いた。（回答者104

名） その他は、▽分からない 

▽支払早期化の目的が分からな

いの２件。 

解説 診療報酬の支払早期化について

は、2010年9月の厚生労働省社会保障審

議会医療保険部会にて、社保で診療月

の翌々月の21日、国保で診療月の翌々

近いうちに電子請求に移行する 0
いずれは電子請求に移行する 0
手書きを続ける 3

評価する 46 44.2%
評価しない 21 20.2%
5日程度の短縮では評価しない 35 33.7%
その他 2 1.9%
合計 104 100.0%

 

 

４）オンライン・電子請求に関する審査支払機関（支払基金・国保連合会）への要望    

 自由記載欄に21名が要望を記載し

た。寄せられた要望意見をもとに、保

険学術委員会等で精査し、支払基金、

国保連合会へ要望していく予定。 

◆オンラインの受付期間について 

・毎月5日ではなく1日から受付してほし
い、1日～4日は請求できないが使用不可の
期間を短縮してほしい（3名） 
・受付期間中、オンライン送信が集中し、受

理するまでに時間がかかる。また、受理され

るまでの時間の目安が立たず、期間内に受

理されるか不安である。これらを解消して

いただきたい。 

◆返戻対応等 

・現在、返戻に関して紙レセプトで提出して

いるが返戻もオンラインで請求できるよう

に整備してほしい、等返戻の対応を簡単に

出来るようにとの要望（3名） 
・減点通知書に科別番号をつけてほしい（国

保）、カタカナ名だけでなく生年月日も入れ

てほしい（社保） 

◆システム関連 

・ローマ数字等の入力文字を増やしてほし

い 

・レセプト、介護保険の請求共、普通のイン

ターネット回線でオンライン請求できるよ

うにしてほしい 

 ・労災や公費もオンライン請求できると便利 

 ・CDでも請求できるようにしてほしい 

◆インセンティブ 

・支払を早期に行なうと言っていたがいま

だに実現されていない 

・少なくともよりインセンティブをつけるべき 

◆審査について 

・機械的な審査とならない事を要望したい 

◆個人情報 

・万が一、レセプト情報が（個人情報が）漏

洩してしまった場合、審査支払機関に於け

る責任の所在を明確にしておいていただき

たい 

◆その他 

・手間が減ったのだから支払機関の人件費

やスタッフ数を削減してください 

・なるべくすべての医療機関（保健所なども

含む）に、早く義務付けしてほしい 

・薬剤や検査と病名のチェックはレセコン

用ソフトで施行しているが不適切なチェッ

 

 

 

 

表1. 支払基金での突合・縦覧点検の当初予定
４月審査分（3月診療分）から実施
①医科と調剤の突合点検
②当月分と過去分の縦覧点検（医科・DPC・歯科）
７月審査分（6月診療分）から実施
③歯科と調剤の突合点検
④入院分と入院外分の縦覧点検（通覧点検）
社会保険診療報酬支払基金の23年度事業計画・予算関係のプレスリ
リース2011/2/28の「4 新しい画面審査システム」より作成

解説を３回にわけて掲載していく。第1回の今回は、レ

セプト電子請求に関する項目についての集計結果。 

 

５）レセコン使用で紙レセプト請求をされている場合、電子請求義務化についてど

のように対応しようと考えておられますか（対象13名） 

 

 

 

月の25日～月末の支払となっている診

療報酬の支払いについて、診療翌々月

の15日の支払とする早期化の案が示さ

た。その後、保険者等の調査の結果を

踏まえ、2011年1月17日付けの厚労省事

務連絡にて、国保については、①2011年

9月診療分（10月請求分）から支払早期

化を実施、②医療機関への支払は原則

として、診療翌々月の20日までとす

る、③電子ﾚｾﾌ゚ ﾄの届出を行なった医療

機関のみを対象とする、事が示されて

いた。しかし、震災の影響もあって国

保での新システムの十分な導入試験が

進まず、10月請求分からの支払早期化

の実施は困難な状況となった。現在、

国保については2012年3月請求分から支

払早期化を行なう方向で調整されてい

る（2011年7月21日厚労省社会保障審議

会医療保険部会資料より）。なお、社

保については、具体的な早期化につい

ての通知等は示されておらず、実施時

期及び実施の有無については決まって

いない。 

集計結果のⅣ. は３面に掲載 

 


