
免除・減額・支払猶予の
レセプト記載について

今般, 国保連合会よりレセプトの記載方法について周

知依頼がありましたので, お知らせします｡

一部負担金の免除等の記載は診療報酬請求書等の記載

要領により ｢その字句を○で囲み, ～｣ とされています

が, 実際に提出されているレセプトには, 記載要領どおりでないものが多く見られます｡

また, 総括表の一部負担金減免・猶予 (再掲) 欄の記載漏れも見られますので, ご注意く

ださい｡

【正しい記載方法】

１. 電子レセプト機関 (レセプト電算処理システム)

・レセプト情報 ｢保険者レコード｣ の負担金額・減免区分に減免区分コード ｢１(減

額), ２(免除), ３(徴収猶予)｣ を入力し, 減額の場合は関連項目も入力する｡

※詳細は光ディスク等またはオンラインによる請求に係る記録条件仕様 (医科用)

をご参照ください｡

・一部免除 (月途中より免除・傷病名に対する免除) は, 負担金額の減免区分を入力

し, 摘要情報の ｢コメントレコード｣ (診療識別コードは 『０１』 全体に係る識別

コード 『１１』 初診 『１２』 再診のいずれかを使用する｡) に対象点数(点)もしく

は金額(円)を入力する｡

２. レセプトコンピュータ機関

・負担金欄に該当区分を印字し, ○で囲む｡ (減額の場合は割合もしくは金額を記載)

｢減額 割(円)｣ ｢免除｣ ｢支払猶予｣

・一部免除 (月途中より免除・傷病名に対する免除) は, 負担金欄に該当区分を印字

し, ○で囲み, レセプト本紙 (１枚目) 摘要欄に ｢対象点数もしくは金額｣ を記載

する｡

３. 手書きレセプト機関

・負担金欄の該当区分を○で囲む｡ (減額の場合は割合もしくは金額を記載)

・一部免除 (月途中より免除・傷病名に対する免除) は, 負担金欄の該当区分を○で

囲み, レセプト本紙 (１枚目) 摘要欄に ｢対象点数もしくは金額｣ を記載する｡

【誤った記載方法】

１. 特記事項に ｢免除｣ の記載があるもの

２. ｢免除｣ を○で囲んでいないもの

３. ｢一部負担金欄｣ 以外に ｢免除｣ の記載があるもの

４. 印字がラインと重なっているもの

５. 印字が小さいもの
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－ 必 読－ ２月度請求書 (１月診療分)
提 出 期 限△

基金 10日(日)
午後５時まで△

国保 10日(日)
午後５時まで△

労災 12日(火)
午後５時まで

☆提出期限にかかわらず,
お早目にご提出ください｡



＜レセプト＞

＜総括表＞
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掲示事項等告示の一部改正
経過措置品目を収載

平成19年11月22日厚生労働省告示第388号をもって掲示事項等告示の一部が改正され,

同日から適用されました｡

今回の改正は, 医療上の需要がなくなる等の理由により, 製薬企業等から今後供給する

予定がなく, 薬価基準からの削除依頼があった医薬品316品目が掲示事項等告示の別表第

６に第７部追補(４)として収載され, 経過措置品目 (使用期限：平成20年３月31日限り)

とされたものです｡

△

経過措置品目となったもの (平成20年３月31日限り)

＜ 内 用 薬 ＞
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品 名 規格・単位

アテネン 20mg１錠

アデノＰ錠 20mg１錠

アドブロール錠100mg 100mg１錠

アナロック錠 50mg１錠

局○アネステジン ｢ヨシダ｣ １ｇ

アビアンス錠30 30mg１錠

アーマイカプセル250 250mg１カプセル

アミタロール錠 50mg１錠

アムイサン錠 200mg１錠

アラプリット錠15mg 15mg１錠

※アルジオキサＧ50％ (イセイ) 50％１ｇ

アロチノル錠 10mg１錠

アンツールカプセル1.0μg １μg１カプセル

※イブプロフェン錠 (東洋ファルマー) 100mg１錠

イブプロフェン錠 ｢ホクエイ｣ 100mg１錠

イブプロフェン錠 (陽進) 100mg１錠

イブプロフェン錠200 ｢ホクエイ｣ 200mg１錠

局○ウインクルＮ錠５mg ５mg１錠

ウデキノン錠10mg 10mg１錠

ＡＴＰ錠 ｢ミタ｣ 20mg１錠

※エカラコール (日医工) 30mg１錠

エスダブル錠200mg 200mg１錠

エトドラク錠200mg ｢タツミ｣ 200mg１錠

エナラプリル錠2.5・ＯＹ 2.5mg１錠

ＦＡＤ錠 ｢ファルマー｣ 15mg 15mg１錠

エマベリン錠 10mg１錠

エミトロン錠 10mg１錠

エモレックス錠 ５mg１錠
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品 名 規格・単位

エリーテン細粒 ２％１ｇ

エルモダンカプセル300 300mg１カプセル

塩化リゾチーム錠 ｢ショーワ｣ 30 30mg１錠

塩化リゾチーム錠30mg (ＴＹＫ) 30mg１錠

塩酸パパベリン10倍散 ｢エビス｣ 10％１ｇ

エンゾシン錠0.5mg 0.5mg１錠

エンゾシン錠１mg １mg１錠

エントレゾン錠 2.5mg１錠

エンビ １錠

オキサトミド錠ＤＪ 30mg１錠

オキサトミドドライシロップＤＪ ２％１ｇ

オキサペラン 10mg１錠

オクスプレコール錠20 20mg１錠

オコーナーカプセル250 250mg１カプセル

オリザチーム 50％１ｇ

オルゾロンカプセル 100mg１カプセル

局○加香ヒマシ油 ｢ヨシダ｣ 10mL

ガスチリン錠200 200mg１錠

カナノミン錠25 25mg１錠

カマリネス５ ５mg１錠

カルジオブレンカプセル 10mg１カプセル

カルピロール－５ ５mg１錠

局○※含糖ペプシン (健栄) 10ｇ

局○含糖ペプシン ｢ヨシダ｣ 10ｇ

ガンマリーザ錠50 50mg１錠

キサプジン錠200 200mg１錠

キュリネット錠 ３mg１錠

※クエン酸カルベタペンタン錠30 (東洋ファ
ルマー) 30mg１錠

局○苦味チンキ ｢ヨシダ｣ 10mL

クールスパン細粒10％ 10％１ｇ

ケタンリフト錠 100mg１錠

ケニカルノンＬＡ20mg 20mg１カプセル

ケニカルノンＬＡ40mg 40mg１カプセル

※ゲファルナートＳカプセル100 (竹島) 100mg１カプセル

ゲルナー 50mg１カプセル

局○※ゲンチアナ末 (東洋製化) 10ｇ

局○ケンペラートＳＲ錠 200mg１錠

コーカプト錠12.5mg 12.5mg１錠

コバインター錠５mg ５mg１錠

コバペリドン錠10 10mg１錠

コバマミドカプセル ｢ミタ｣ 0.25mg１カプセル
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品 名 規格・単位

コバマミド錠250μg ｢ゼンセイ｣ 0.25mg１錠

コルトック錠0.5mg 0.5mg１錠

コルトック錠１mg １mg１錠

コンゼップ錠 100mg１錠

局○サーチロン 40mg１カプセル

サナクターゼ末明治 １ｇ

サリチルロン錠 100mg１錠

サンクミン 10mg１錠

サンフラールカプセル 200mg１カプセル

サンブロール錠 15mg１錠

局○次硝酸ビスマス＜ハチ＞ １ｇ

シベラント錠５mg ５mg１錠

シメチジン細粒 ｢ファルマー｣ 40％１ｇ

シメチパール細粒40％ 40％１ｇ

シメロン 200mg１錠

局○｢純生｣ 酒石酸 10ｇ

ジョサレット錠 200mg１錠

ジラゼミン錠50mg 50mg１錠

シンキノン錠10 10mg１錠

シンクルドライシロップ200 200mg１ｇ

人工カルルス塩 ｢エビス｣ 10ｇ

シンセペン錠 20万単位１錠

ステラロールＢシロップ 0.01％１mL

ストローク錠 ５mg１錠

スモナース錠 50mg１錠

スリンペン錠100 100mg１錠

局○セフニールカプセル100mg 100mg１カプセル

ダウンプレス錠0.5 0.5mg１錠

ダウンプレス錠１ １mg１錠

タカスノン錠200 200mg１錠

タカスノンＤＳ10％ 100mg１ｇ

タグ錠10 10mg１錠

チトクロマート錠 10mg１錠

チノラートカプセル10 10mg１カプセル

デキサ・ママレット 0.1％１ｇ

デキスペペ 150mg１錠

デキスペペ 300mg１錠

デポタミンＮカプセル １カプセル

局○ドオルトン錠 １錠

トーピリドカプセル 50mg１カプセル

トーモル錠 25mg１錠
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品 名 規格・単位
局○※トラネキサム酸カプセル (東洋ファルマー) 250mg１カプセル

ナギフェン錠 100mg１錠

ナシンドレン錠１mg １mg１錠

ナパセチン錠 100mg１錠

ナルコチン散 ｢イワキ｣ 10％１ｇ

ナルコルト錠 ｢100｣ 100mg１錠

ナロスチン錠 100mg１錠

ニカルン錠20 20mg１錠

ニコチン酸散“フソー” 10％１ｇ

ニレーナ錠 10mg１錠

ノイリトンＤ錠 100mg１錠

ハイニュース散 １％１ｇ

ハイニュース錠 １mg１錠

局○※ハチミツ (吉田製薬) 10ｇ

ハットスカー錠150mg 150mg１錠

ハートシン錠10 10mg１錠

パルペジノンＬＡ20mg 20mg１カプセル

パルペジノンＬＡ40mg 40mg１カプセル

パルペジノン錠20mg 20mg１錠

パレトナミン錠30 30mg１錠

ハロップ 40mg１錠

ハロペリドール錠 ｢メルク｣ Ｌ 1.5mg１錠

パンピオチン錠・30 30mg１錠

パンピオチン錠・60 60mg１錠

ビタミンＫ１錠“フソー” ５mg１錠

ビタミンＫ１錠 ｢ミタ｣ ５mg１錠

ヒデラパール２ ２mg１錠

ピリオナリン錠 250mg１錠

ピロキパールカプセル20 20mg１カプセル

ピロラール錠 １mg１錠

ファルリンド錠 40mg１錠

ブイ12 0.5mg１錠

フェネット錠250 250mg１錠

プケットカプセル 10mg１カプセル

フラボスト錠 200mg１錠

ブルーバシリンドライシロップ 400mg１ｇ

ブレイフルカプセル10 10mg１カプセル

プロクラジン顆粒 10％１ｇ

プロクラジン錠25 25mg１錠

プロクラジン錠50 50mg１錠

プロスコ錠 25mg１錠
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品 名 規格・単位

プロブレタン錠 250mg１錠

ホスカシリンドライシロップ 400mg１ｇ

ポナペルト錠 60mg１錠

ホノミ黄連解毒湯Ｎエキス顆粒 １ｇ

ホノミ乙字湯Ｎエキス顆粒 １ｇ

ホノミ葛根湯Ｎエキス顆粒 １ｇ

ホノミ桂枝加朮附湯エキス顆粒 １ｇ

ホノミ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 １ｇ

ホノミ桂枝茯苓丸料Ｎエキス顆粒 １ｇ

ホノミ桂枝茯苓丸料Ｎエキス錠 １錠

ホノミ五苓散料Ｎエキス顆粒 １ｇ

ホノミ五苓散料Ｎエキス錠 １錠

ホノミ柴胡桂枝乾姜湯Ｎエキス顆粒 １ｇ

ホノミ柴胡桂枝湯エキス顆粒 １ｇ

ホノミ柴胡清肝湯Ｎエキス顆粒 １ｇ

ホノミ四物湯Ｎエキス顆粒 １ｇ

ホノミ四物湯Ｎエキス錠 １錠

ホノミ十全大補湯Ｎエキス顆粒 １ｇ

ホノミ十味敗毒湯エキス顆粒 １ｇ

ホノミ小柴胡湯Ｎエキス顆粒 １ｇ

ホノミ小柴胡湯Ｎエキス錠 １錠

ホノミ小青竜湯エキス顆粒 １ｇ

ホノミ消風散Ｎエキス顆粒 １ｇ

ホノミ大柴胡湯Ｎエキス顆粒 １ｇ

ホノミ大柴胡湯Ｎエキス錠 １錠

ホノミ猪苓湯Ｎエキス顆粒 １ｇ

ホノミ猪苓湯Ｎエキス錠 １錠

ホノミ当帰芍薬散料Ｎエキス顆粒 １ｇ

ホノミ当帰芍薬散料Ｎエキス錠 １錠

ホノミ人参湯Ｎエキス顆粒 １ｇ

ホノミ人参湯Ｎエキス錠 １錠

ホノミ八味地黄丸料エキス顆粒 １ｇ

ホノミ半夏厚朴湯Ｎエキス顆粒 １ｇ

ホノミ半夏厚朴湯Ｎエキス錠 １錠

局○ホノミ半夏�心湯Ｎエキス顆粒 １ｇ

局○ホノミ半夏�心湯Ｎエキス錠 １錠

ホノミ補中益気湯Ｎエキス顆粒 １ｇ

ホノミ麻杏甘石湯Ｎエキス顆粒 １ｇ

ホノミ麻杏甘石湯Ｎエキス錠 １錠

ホノミ麻杏�甘湯エキス顆粒 １ｇ

ホノミ六君子湯Ｎエキス顆粒 １ｇ



＜ 注 射 薬 ＞
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品 名 規格・単位

ホノミ苓桂朮甘湯Ｎエキス顆粒 １ｇ

ホメラート錠25 25mg１錠

ポリリチンＮ錠 １錠

ポルトス錠 20mg１錠

マゴチン １mg１錠

マックメット 10mL

マブールカプセル 75mg１カプセル

マリボロンカプセル 10mg１カプセル

ミグリフェン １mg１錠

ミタ－Ｃ顆粒 １ｇ

ミタチームシロップ 0.5％１mL

ミタパン散20％ 20％１ｇ

ミタピラ錠 20mg１錠

ミタプロゲン錠80 80mg１錠

ムラーゼ錠 10mg１錠

モノクロトン錠 100mg１錠

雪印新低メチオニンミルク １ｇ

雪印新ペプチドロフェ １ｇ

局○リファンピシンカプセル150 ｢サワイ｣ 150mg１カプセル

ルメリームカプセル10 10mg１カプセル

ルメリームカプセル20 20mg１カプセル

ルンボン液 0.2％１mL

ロズプレン錠20mg 20mg１錠

ロニアンカプセル 10mg１カプセル

ロバフィリンカプセル 100mg１カプセル

品 名 規格・単位

アバカ注 17.12％10mL１管

アルブミン－Ｗｆ 25％50mL１瓶

エスジン・デポー １mL１管

エストルモンデポー 10mg１管

ＦＡＤ注 ｢ファルマー｣ 20mg 20mg１管

※ＦＡＤ注10 (東洋ファルマー) 10mg１管

カロスゲン注 20mL１管

ＫＣＬ注20mEq シリンジ ｢テルモ｣ １モル20mL１筒

ケーフイ注 30mg１管

ケーフイ注 50mg１管

合成血 ｢日赤｣ 200mL１袋

合成血 ｢日赤｣ 400mL１袋

サガミシン注60 60mg1.5mL１管

サガミシン注120 120mg1.5mL１管
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品 名 規格・単位

シチコリンＳ注 ｢小林｣ 12.5％４mL１管

ジフリン注 0.2％１mL１管

シメロン注射液 10％２mL１管

照射合成血 ｢日赤｣ 200mL１袋

照射合成血 ｢日赤｣ 400mL１袋

照射赤血球Ｍ・Ａ・Ｐ ｢日赤｣ 血液200mL に由来する赤血球１袋

照射赤血球Ｍ・Ａ・Ｐ ｢日赤｣ 血液400mL に由来する赤血球１袋

照射洗浄赤血球 ｢日赤｣ 200mL１袋

照射洗浄赤血球 ｢日赤｣ 400mL１袋

照射白血球除去赤血球 ｢日赤｣ 200mL１袋

照射白血球除去赤血球 ｢日赤｣ 400mL１袋

局○照射人全血液ＣＰＤ ｢日赤｣ 200mL 献血由来

局○照射人全血液ＣＰＤ ｢日赤｣ 400mL 献血由来

スターゼン注射液 100mg１管

スミフェロン900注 900万国際単位１瓶

局○チエナム筋注用 250mg１瓶 (溶解液付)

注射用メガサート 100mg１瓶

注射用メクロンＭ 250mg１瓶

注射用メクロンＭ 500mg１瓶

局○沈降破傷風トキソイド ｢ビケン｣ 0.5mL１瓶

局○ドパミン液200 ｢トーワ｣ 0.1％200mL１瓶

局○ドパミン液600 ｢トーワ｣ 0.3％200mL１瓶

局○※トラネキサム酸注射液 (東洋ファルマー) 10％2.5mL１管

局○※トラネキサム酸注射液 (東洋ファルマー) 10％10mL１管

ネオダイアミンＦ ｢ヒシヤマ｣ 注射液 10mg１管

ネオダイアミンＧ ｢ヒシヤマ｣ 注射液 50mg20mL１管

ノイコリンエー 1.5％２mL１管

ハイフィリン注射液 ｢ミタ｣ 15％２mL１管

ビオゼックス10mg 10mg１管

ビオゼックス30mg 30mg１管

ビーロン注射液５ １mL１管

フェミナゾール注 １％20mL１瓶

ブルタール 40mg10mL１管

局○ホスミシンＳキット２ｇ ２ｇ１キット (注射用水100mL 付)

ミッドペリックＬ400 １Ｌ１袋

ミッドペリックＬ400 1.5Ｌ１袋

ミッドペリック400 １Ｌ１袋

ミッドペリック400 1.5Ｌ１袋

ミネリック－４注 ２mL１管

レラックス注 0.2％１mL１管

レンチナン静注用１mg ｢アステラス｣ １mg１瓶



＜ 外 用 薬 ＞
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品 名 規格・単位
局○アクリノール ｢ヨシダ｣ １ｇ

アフトフール坐剤 750mg１個

イフラジン点眼液 100mg５mL１瓶

インファナル (0.45mg) 7.5㎝×10㎝

局○エトレン １mL

カナマイシンスプレー明治 ５mg１mL

※カンフル精 (吉田製薬) 10mL

局○希ヨードチンキ＜ハチ＞ 10mL

局○希ヨードチンキ ｢ヨシダ｣ 10mL

局○グリセリンカリ液 ｢ヨシダ｣ 10mL

局○※ゴマ油 (吉田製薬) 10mL

サイベースクリーム 0.05％１ｇ

局○酢酸＜ハチ＞ 10mL

サニックＭ 10㎝×14㎝１枚

局○サリチル酸 ｢ヨシダ｣ 10ｇ

ＪＤ浣腸液 50％30mL１個

ＪＤ浣腸液 50％60mL１個

ＪＤ浣腸液 50％120mL１個

ＪＤ浣腸液 50％150mL１個

ジフェナック坐剤 50mg１個

ジボラン坐剤 １個

局○※ダイズ油 (吉田製薬) 10mL

ネオヨジンフィールド 10％10mL

ネオ・ロイコマイシントローチＨ ４mg１錠

パール500 10mL

ヒアルロードＳＨ １％0.6mL１筒

ヒアルロードＳＨ １％0.85mL１筒

ビスコクイーン0.6 １％0.6mL１筒

ピナナック坐剤25 25mg１個

ピナナック坐剤50 50mg１個

ピナフィット ７㎝×10㎝１枚

フェナシドン坐剤25 25mg１個

フェナシドン坐剤50 50mg１個

局○※フェノール (健栄) 10mL

局○複方ヨード・グリセリン＜ハチ＞ 10mL

局○※マーキュロクロム液 (東豊) ２％10mL

局○※マクロゴール400 (吉田製薬) 10mL

ムタヤインクリーム 0.1％１ｇ

ムタヤイン軟膏 0.1％１ｇ

局○ヨードチンキ＜ハチ＞ 10mL



＜ 歯科用薬剤 ＞
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品 名 規格・単位
局○ヨードチンキ ｢ヨシダ｣ 10mL

局○ヨードホルム ｢ヨシダ｣ １ｇ

※ローズ水 (吉田製薬) 10mL

品 名 規格・単位

歯科用シタネストカートリッジ 1.8mL１管



薬価基準の一部改正等
平成19年11月30日から

平成19年11月30日厚生労働省告示第402号をもって薬価基準の一部が改正され, 告示の

日から適用されました｡

今回の改正は, 薬事法の規定に基づき承認を得た新医薬品で, 薬価基準に収載希望のあっ

たエイズ薬１成分１品目を薬価基準の別表に第23部追補(19)として緊急的に収載したも

のです｡

同時に, 同日付保医発第1130001号厚生労働省保険局医療課長通知により, 今回の新医

薬品の薬価基準収載に伴う留意事項が, 下記のとおり示されました｡

また, 同日付保発第1130001号厚生労働省保険局長通知により, 今回薬価基準に収載さ

れた ｢プリジスタ錠300mg｣ について, 平成19年12月１日より投薬期間に上限なく投薬可

能となりました｡ 投薬期間については, 掲示事項等告示において, 新医薬品であって, 薬

価基準への収載の日の属する月の翌月の初日から起算して１年を経過しないものについて

は, 14日分を限度として投薬することになっていますが, 厚生労働大臣が指定するものに

あっては, １年ではなく厚生労働大臣が指定する期間とされており, 本剤について厚生労

働大臣が指定する期間が平成19年11月30日までと示されたものです｡

記

△

新たに収載されたもの (平成19年11月30日から適用)

＜ 内 用 薬 ＞

△

厚生労働大臣が指定する新医薬品等

△

薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

プリジスタ錠300mg

本製剤の特殊性にかんがみ, 本製剤を使用した患者に係る診療報酬明細書等の取り扱

いにおいては, 当該患者の秘密の保護に十分配慮すること｡
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品 名 規格・単位 薬価 (円)

プリジスタ錠300mg 300mg１錠 433.60

新 医 薬 品 期 間

・アドベイト注射用250
アドベイト注射用500
アドベイト注射用1000

・プリジスタ錠300mg

・ 使用薬剤の薬価 (薬価基準) への収
載の日から平成18年12月31日まで

・ 使用薬剤の薬価 (薬価基準) への収
載の日から平成19年11月30日まで



薬価基準等の一部改正
平成19年12月３日から

平成19年12月３日付厚生労働省告示第404号をもって薬価基準の一部が改正され, 告示

の日から適用されました｡

今回の改正は, 製薬企業等の医薬品製造販売承認の承継に伴う薬事法上の販売名称の変

更により, 新名称の医薬品 ｢エパルレスタット錠50mg ｢ＪＧ｣｣ が薬価基準の別表に第24

部追補(20)として収載されたものです｡

また, 同日付厚生労働省告示第405号で, 旧名称の医薬品 ｢エパレス錠50mg｣ が掲示事

項等告示の別表第６に第８部追補(５)として収載され, 経過措置品目 (使用期限：平成

20年３月31日限り) となりました｡

記

△

新たに収載されたもの (平成19年12月３日から適用)

＜ 内 用 薬 ＞

△

経過措置品目となったもの (平成20年３月31日限り)

＜ 内 用 薬 ＞
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品 名 規格・単位 薬価 (円)

エパルレスタット錠50mg ｢ＪＧ｣ 50mg１錠 66.70

品 名 規格・単位 薬価 (円)

エパレス錠50mg 50mg１錠 66.70
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被保険者証の無効通知について

次のとおり保険者より無効通知が送付されましたので, ご留意ください｡

〔厚生労働省第二共済組合滋賀病院所属所〕

記 号 番 号 50100444

氏 名 新 島 京

生 年 月 日 －

無 効 事 由 遺 失

無 効 年 月 日 平 19.12.７


