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１．ご挨拶
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２．事業概要のご紹介
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医療保険者

点検

訪問看護事業所 支払基金・国保連合会

２-１．訪問看護レセプト（医療保険請求分）のオンライン請求とは

⚫ 医療保険請求分の訪問看護レセプトは、請求件数が年々増加する中で紙運用が継続されてきました。

⚫ 「①訪問看護事業所におけるレセプト請求事務の効率化」、「②レセプト情報の利活用（介護保険
分野とあわせた訪問看護全体でのデータ分析、地域医療や在宅医療の実態把握等）の推進」 等を
目的として、令和6年5月より、訪問看護レセプト（医療保険請求分）のオンライン請求が開始され
ます。
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IP-VPN接続

または
IPsec+IKE接続

国保連合会

SSL接続

レセプト請求

インターネット
レセプト請求

ネットワーク回線
(オンライン請求用)

審査
（コンピュータチェック）訪問看護

医療保険請求分

訪問看護
介護保険請求分

審査

保険者
（市町村・広域連合等）

点検

①

赤線・赤字：オンライン請求開始に伴う主な変更箇所

NDB
（ナショナルデータベース）

レセプトデータ集積
（匿名化処理）

②

介護DB

レセプトデータ集積
（匿名化処理）

以下参考

（オンライン請求対応済）

2. 事業概要のご紹介



２-２．オンライン請求とオンライン資格確認の関係
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⚫訪問看護事業所では、オンライン請求とオンライン資格確認が同時期に利用可能となる予定です。

⚫ オンライン資格確認とは、患者の資格情報や薬剤情報等をオンラインで確認できる仕組みです。訪問
看護事業所で専用の端末とネットワーク回線を準備し、審査支払機関のオンライン資格確認等システ
ムに接続することで、患者の保険資格がその場で確認※1できるようになるため、資格過誤によるレセプト
の返戻が減り、事務業務の削減にもつながる等のメリットがあります。

⚫ また、マイナンバーカードを用いた本人確認を行うことにより、訪問看護ステーションにおいて特定健診等
の情報や診療/薬剤情報を閲覧できるようになり、より良い医療を受けられる環境となります。

⚫ オンライン請求の開始に向けて準備が必要な機器等の一部は、オンライン資格確認と兼用すること
が可能です。 ※1 現状、健康保険の資格は確認可能ですが、介護保険の資格は確認はできません。

2. 事業概要のご紹介
オンライン請求 ： マーカー
オンライン資格確認： マーカー

凡例



２-３．オンライン請求とオンライン資格確認で共通化できるもの
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⚫ オンライン請求を開始するために準備が必要な機器等（初期費用を伴うもの）のうち、オンライン資格
確認と兼用できるものは、「オンライン請求用端末」、「オンライン請求用ネットワーク回線」及び「電子証
明書」です。

⚫ オンライン資格確認を導入する場合、補助金の対象となるよう調整を進めています。

費用補助については、詳細が決まり次第ご案内いたします。

訪問看護事業所

①レセプト作成用
端末

③オンライン請求用
端末

④オンライン請求用
ネットワーク回線

オンライン資格確認と兼用可能

②レセプト作成用
ソフト

⑤電子証明書

オンライン資格
確認等システム

オンライン請求
システム

医療保険情報提供等
実施機関※

審査支払機関

※ 「医療保険情報提供等実施機関」とは：オンライン資格確認等システムを維持・運営している組織のこと。支払基金と国保中央会が共同で組織している。

オンライン請求 ： マーカー
オンライン資格確認： マーカー

凡例

2. 事業概要のご紹介
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⚫ 訪問看護事業所に関連する作業別のスケジュールは下記を想定しています。

⚫訪問看護事業所主体の作業は緑枠、各システムベンダが主体の作業は青枠で記載しています。

⚫ なお、システムベンダ向けにもオンライン請求について別途周知を実施しています。

令和4年度
（2022年度）

令和5年度
（2023年度）

令和6年度
（2024年度)

12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

マイルストン

レセプト
作成用端末

レセプト
作成用ソフト

オンライン
請求用端末

オンライン請求用
ネットワーク回線 ⑤

運用開始
準備・

各種手続き
（電子証明書

含む）

※ IP-VPN/IPsec+IKEについては下記もご参照ください。（支払基金HP オンライン請求に関するQ&A：https://www.ssk.or.jp/goshitsumon/online/online_07.html）

２-４．オンライン請求開始に向けた作業スケジュール（現時点想定）

オンライン
請求開始

接続・運用
テスト

接
続
試
験

（
診
療
報
酬
改
定
対
応
）

セキュリティ対策

オンライン請求開始に係る届出・
電子証明書発行の届出

運用に向けたフロー・ルールの整備

IP-VPN/
IPsec+IKEの敷設※

オンライン請求用端末の準備

訪問看護システム
ベンダとの契約調整

オンライン請求
用端末の設定

オンライン請求用
ネットワーク回線の設定

レセプト作成用ソフトの適用

周知資料・
技術解説書
確認

準備作業 導入作業 テスト作業
▼診療報酬・介護報酬
同時改定

レセプト作成用
端末の準備

レセプト作成用端末の設定

システム
ベンダ等との
相談・調整

①

②

③

④

⑤

確
認
試
験

（
診
療
報
酬
改
定
対
応
）

凡例

訪問看護事業所が主体の作業
システムベンダ等が主体の作業

2. 事業概要のご紹介
オンライン請求 ： マーカー
オンライン資格確認： マーカー

凡例

https://www.ssk.or.jp/goshitsumon/online/online_07.html


2-5. 訪問看護事業所向けの周知状況

資料名

周知資料
訪問看護事業所向けに、訪問看護レセプト（医療保険請求
分）のオンライン請求の開始に向けて訪問看護事業所で必要と
なる対応等を整理したもの

周知リーフレット
訪問看護事業所向けに、周知資料の内容を抜粋して4ページに
まとめたもの

内容

①

②
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⚫ 訪問看護レセプト（医療保険請求分）のオンライン請求に関する内容について訪問看護事業所向け
に整理した資料を、厚生労働省ホームページで公表していますので、必要に応じてご参照ください。

厚生労働省
ホームページ

https://www.m
hlw.go.jp/stf/s
eisakunitsuite/
bunya/000019
0624_00002.h
tml

公表場所

2. 事業概要のご紹介

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190624_00002.html


2-6. 厚生労働省ホームページ
2-6-1. 厚生労働省ホームページへのアクセス方法
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【アクセス方法①】
1. インターネットの検索エンジンで、「訪問看

護レセプト電子化」を検索
2. 「訪問看護レセプト（医療保険請求

分）の電子化 - 厚生労働省」をクリック

【アクセス方法②】
1. 前頁に掲載のURLにアクセス

【アクセス方法③】
1. インターネットの検索エンジンで、「厚生労

働省」を検索し、厚生労働省ホームペー
ジを開く

2. トップページから、下記の順番にクリック
政策について＞分野別の政策一覧＞
健康・医療＞医療保険＞訪問看護レ
セプト（医療保険請求分）の電子化

2. 事業概要のご紹介



2. 事業概要のご紹介
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周知資料
訪問看護事業所向けに、訪問看護レセプト（医療保険請求分）のオンライン請求の
開始に向けて訪問看護事業所で必要となる対応等を整理したもの

①

周知資料
訪問看護レセプト（医療保険請求分）のオンライン請求開
始に向けて、訪問看護事業所で必要となる準備について、図
表等を用いて訪問看護事業所向けに分かりやすく整理したも
の。

周知リーフレット
訪問看護事業所が、訪問看護レセプト（医療保険請求
分）のオンライン請求開始の概要や準備の要点を短時間で
確認できるよう、周知資料から情報を抜粋し、4ページに整理
したもの。

2-6. 厚生労働省ホームページ
2-6-2. 周知資料・周知リーフレット（1/3）

周知リーフレット 訪問看護事業所向けに、周知資料の内容を抜粋して4ページにまとめたもの②



2. 事業概要のご紹介
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内容（抜粋）

2-6. 厚生労働省ホームページ
2-6-2. 周知資料・周知リーフレット（2/3）

周知資料
訪問看護事業所向けに、訪問看護レセプト（医療保険請求分）のオンライン請求の
開始に向けて訪問看護事業所で必要となる対応等を整理したもの

①



2. 事業概要のご紹介
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内容（抜粋）

2-6. 厚生労働省ホームページ
2-6-2. 周知資料・周知リーフレット（3/3）

周知リーフレット 訪問看護事業所向けに、周知資料の内容を抜粋して4ページにまとめたもの②



３．公表資料のご案内
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3. 公表資料のご案内

3-1. 公表資料の一覧（1/2）

資料名

記録条件仕様案（訪問看護）
電子レセプトに記録するレセプト情報、訪問看護事業所等の情
報について記録方法を定めたもの

標準仕様案（訪問看護）
訪問看護事業所から審査支払機関あて電子レセプトを請求する
にあたって、訪問看護事業所において事前に点検が必要な事項
を定めたもの

出力紙レセプト様式案
（訪問看護）

請求内容を確認する必要がある場合（例えば、システム面での
不測の事態に備えて）、紙レセプトに出力する様式を定めたもの

内容

基本マスター案

記録条件仕様に記録するマスターコードを定めたもの
• 訪問看護療養費マスター（レイアウト案）
• 訪問看護療養費マスター
• 傷病名マスター
• 修飾語マスター
• コメントマスター

訪問看護レセプト(医療保険請求
分)のオンライン請求開始に係る
システムベンダ向け技術解説書案

訪問看護レセプト（医療保険請求分）のオンライン請求を開始
するにあたり、必要となる準備作業や導入作業について解説した
もの

①

②

③

④

⑤

15

⚫ 訪問看護（医療保険請求分）のオンライン請求に関する内容についてシステムベンダ向けに整理した
資料を診療報酬情報提供サービスのホームページで公表していますので、必要に応じてご参照ください。

診療報酬
情報提供サービス

https://shinryo
hoshu.mhlw.go
.jp/shinryohos
hu/html/rece_
nursing_menu.
jsp

公表場所

https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/shinryohoshu/html/rece_nursing_menu.jsp


3. 公表資料のご案内

3-1. 公表資料の一覧（2/2）

資料名 内容
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⚫ 訪問看護（医療保険請求分）のオンライン請求に関する内容についてシステムベンダ向けに整理した
資料を診療報酬情報提供サービスのホームページで公表していますので、必要に応じてご参照ください。

診療報酬
情報提供サービス

https://shinryo
hoshu.mhlw.go
.jp/shinryohos
hu/html/rece_
nursing_menu.
jsp

公表場所

訪問看護に係る電子レセプトの作
成方法に関する資料案

各種レコ―ドの記録方法について解説したもの
（医科等他レセプトにおける「電子レセプトの作成手引き」に相当
する資料）

⑥

受付・事務点検チェック一覧案

受付・事務点検ASPに係るチェックにおけるエラーの内容を整理し
たもの
（医科等他レセプトにおける「受付・事務点検ASPに係るチェック
一覧」に相当する資料）

⑦

サポートデスクQA（準備中）
訪問看護レセプト（医療保険請求分）のオンライン請求関連サ
ポートデスクに寄せられた問合せのうち、多く寄せられている質問等
について、QAとして整理したもの

⑧

https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/shinryohoshu/html/rece_nursing_menu.jsp


3-2. 診療報酬情報提供サービス
3-2-1. 資料掲載ページへのアクセス方法
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【アクセス方法①】
1. 厚生労働省ホームページの訪問看護レセプトの電子化

ページ内にある「診療報酬情報提供サービス掲載ペー
ジ」のリンクをクリック

2. 診療報酬情報提供サービスのトップページで、「訪問看
護レセプト（医療保険請求分）の電子化に関する情
報」をクリック
または、「レセプト電算処理関連」のプルダウン内「訪問看
護レセプト電子化」をクリック

【アクセス方法②】
1. 前頁に掲載のURLにアクセス

3. 公表資料のご案内



3. 公表資料のご案内
3-2. 診療報酬情報提供サービス
3-2-2. 記録条件仕様案（1/2）
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記録条件仕様案（訪問看護）
電子レセプトに記録するレセプト情報、訪問看護事業所等の情報について記録方法を
定めたもの

①

◼ 記録条件仕様案（一次請求）
訪問看護事業所から審査支払機関へオンライン請求を行う
場合の、電子レセプトに記録する情報（訪問看護ステーショ
ン情報、保険者情報、訪問看護情報など）について、記録
方法を定めたもの。

◼ 記録条件仕様案（レセ電コード）
審査支払機関から保険者等へ最初に請求を行う場合等の
記録の方式（項目や形式等）について定めたもの。

◼ 記録条件仕様案（返戻・返戻再請求）
請求、返戻及び再請求に係る基本事項と一次請求返戻ファ
イル、再請求ファイルの記録の方式（項目や形式等）につい
て定めたもの。

◼ （前回掲載からの変更内容）
上記3つの資料それぞれについて、令和3年3月公表版からの
差分を見え消しで示したもの。



3. 公表資料のご案内
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内容（抜粋）

3-2. 診療報酬情報提供サービス
3-2-2. 記録条件仕様案（2/2）

記録条件仕様案（訪問看護）
電子レセプトに記録するレセプト情報、訪問看護事業所等の情報について記録方法を
定めたもの

①



3. 公表資料のご案内
3-2. 診療報酬情報提供サービス
3-2-3. 標準仕様案（1/2）
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標準仕様案（訪問看護）
訪問看護事業所から審査支払機関あて電子レセプトを請求するにあたって、訪問看護
事業所において事前に点検が必要な事項を定めたもの

②

◼ 標準仕様案（訪問看護）
オンライン請求を行う上で、定められた事項、方式及び規格に
基づき作成する訪問看護レセプトの記録にあたって、訪問看
護事業所が使用するソフトウェアに備えておくべき事項と内
容を示したもの。

◼ （前回掲載からの変更内容）
標準仕様案（訪問看護）について、令和3年3月公表版
からの差分を見え消しで示したもの。



3. 公表資料のご案内
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内容（抜粋）

3-2. 診療報酬情報提供サービス
3-2-3. 標準仕様案（2/2）

標準仕様案（訪問看護）
訪問看護事業所から審査支払機関あて電子レセプトを請求するにあたって、訪問看護
事業所において事前に点検が必要な事項を定めたもの

②



3-2. 診療報酬情報提供サービス
3-2-4. 出力紙レセプト様式案（1/2）
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出力紙レセプト様式案
（訪問看護）

請求内容を確認する必要がある場合（例えば、システム面での不測の事態に備えて）、
紙レセプトに出力する様式を定めたもの

③

◼ 出力紙レセプト様式案
電子レセプトを紙出力する際の様式を定めたもの。

3. 公表資料のご案内
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内容（抜粋）

3-2. 診療報酬情報提供サービス
3-2-4. 出力紙レセプト様式案（2/2）

出力紙レセプト様式案
（訪問看護）

請求内容を確認する必要がある場合（例えば、システム面での不測の事態に備えて）、
紙レセプトに出力する様式を定めたもの

③

3. 公表資料のご案内



3. 公表資料のご案内
3-2. 診療報酬情報提供サービス
3-2-5. 基本マスター案（1/3）
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基本マスター案

記録条件仕様に記録するマスターコードを定めたもの
• 訪問看護療養費マスター（レイアウト案）
• 訪問看護療養費マスター
• 傷病名マスター
• 修飾語マスター
• コメントマスター

④

◼ 訪問看護療養費マスター（レイアウト案）
訪問看護療養費マスターの構成や各テーブルの項目や形式、
ファイルのレイアウトについて定めたもの。

◼ （令和3年度公表版からの変更内容）
標準仕様案（訪問看護）について、令和3年3月公表版
からの差分を見え消しで示したもの。

◼ 訪問看護療養費マスター
基本テーブルと訪問看護療養費の算定要件等を設定した５つ
のテーブルで構成。

• 基本テーブル：訪問看護療養費コード、訪問看護療養費名称
及び点数等を収載

• 基本・基本加算対応テーブル：基本項目と基本加算の関係性
を表す

• 算定回数限度テーブル：レセプト単位の算定回数に上限が設
定されている訪問看護行為を表す

• 併算定背反テーブル：他の訪問看護行為との併算定をすること
ができない訪問看護行為を表す

• 施設基準テーブル：施設基準を要する訪問看護行為を表す



3. 公表資料のご案内

25

ファイルレイアウト（抜粋）

3-2. 診療報酬情報提供サービス
3-2-5. 基本マスター案（2/3）

基本マスター案 記録条件仕様に記録するマスターコードを定めたもの④

訪問看護療養費マスター（レイアウト案）



26

内容（抜粋）

3-2. 診療報酬情報提供サービス
3-2-5. 基本マスター案（3/3）

基本マスター案 記録条件仕様に記録するマスターコードを定めたもの④

訪問看護療養費マスター（基本テーブル）

3. 公表資料のご案内



3. 公表資料のご案内
3-2. 診療報酬情報提供サービス
3-2-6. システムベンダ向け技術解説書案（1/2）

27

訪問看護レセプト(医療保険請求
分)のオンライン請求開始に係る
システムベンダ向け技術解説書案

訪問看護レセプト（医療保険請求分）のオンライン請求を開始するにあたり、必要と
なる準備作業や導入作業について解説したもの

⑤

◼ システムベンダ向け技術解説書案
訪問看護レセプト（医療保険請求分）のオンライン請求を
開始するにあたり、必要となる準備作業や導入作業について
解説するもの。（対応内容、スケジュール等については、訪問
看護事業所のシステム構成や運用方法等によって異なるため、
基本となる内容を想定した記載したもの。）

技術解説書案の別添として、訪問看護レセプト（医療保険
請求分）のオンライン請求を開始するにあたっての参考資料
等を一覧で整理している。



28

内容（抜粋）

3-2. 診療報酬情報提供サービス
3-2-6. システムベンダ向け技術解説書案（2/2）

訪問看護レセプト(医療保険請求
分)のオンライン請求開始に係る
システムベンダ向け技術解説書案

訪問看護レセプト（医療保険請求分）のオンライン請求を開始するにあたり、必要と
なる準備作業や導入作業について解説したもの

⑤

3. 公表資料のご案内
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3-2. 診療報酬情報提供サービス
3-2-7. 訪問看護に係る電子レセプトの作成方法に関する資料（1/2）

訪問看護に係る電子レセプトの作
成方法に関する資料案

各種レコ―ドの記録方法について解説したもの
（医科等他レセプトにおける「電子レセプトの作成手引き」に相当する資料）

⑥

3. 公表資料のご案内

◼ 訪問看護に係る電子レセプトの作成方法に関する資料案
訪問看護（医療保険請求分）の電子レセプトの作成にあたっ
て、記録条件仕様案、標準仕様案、訪問看護療養費マスター
案等を確認する際の参考となるもの。
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3-2. 診療報酬情報提供サービス
3-2-7. 訪問看護に係る電子レセプトの作成方法に関する資料（2/2）

訪問看護に係る電子レセプトの作
成方法に関する資料案

各種レコ―ドの記録方法について解説したもの
（医科等他レセプトにおける「電子レセプトの作成手引き」に相当する資料）

⑥

3. 公表資料のご案内

内容（抜粋）
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3-2. 診療報酬情報提供サービス
3-2-8. 受付・事務点検チェック一覧（1/2）

受付・事務点検チェック一覧案
受付・事務点検ASPに係るチェックにおけるエラーの内容を整理したもの
（医科等他レセプトにおける「受付・事務点検ASPに係るチェック一覧」に相当する資
料）

⑦

3. 公表資料のご案内

◼ 受付・事務点検チェック一覧案
訪問看護レセプト（医療保険請求分）のオンライン請求におけ
る、審査支払機関の受付・事務点検ASPサービスにおけるエ
ラーの内容を整理したもの。
受付・事務点検ASPとは、訪問看護事業所等が審査支払機
関の事務点検プログラムを利用して、患者氏名の記録漏れなど
事務的な誤りがあるレセプトを事前に確認でき、速やかな修正を
可能とするサービスのこと。



32

3-2. 診療報酬情報提供サービス
3-2-8. 受付・事務点検チェック一覧（2/2）

受付・事務点検チェック一覧案
受付・事務点検ASPに係るチェックにおけるエラーの内容を整理したもの
（医科等他レセプトにおける「受付・事務点検ASPに係るチェック一覧」に相当する資
料）

⑦

3. 公表資料のご案内

内容（抜粋）



４．準備・導入作業の概要

33



4-1. 技術解説書案について

34

目次構成

はじめに
1.1 本書の趣旨
1.2 技術解説書の構成と使い方

作業の全体像

2.1 オンライン請求開始に向けたスケジュール（現時点想定）
2.2 主なマイルストン
2.3 「訪問看護レセプト（医療保険請求分）のオンライン請求開始に係るシステムベンダ向け技術解
説書」の参考資料等一覧

準備作業
3.1 レセプト作成用ソフトの改修（主にシステムベンダ）
3.2 導入に向けての準備（主に訪問看護事業所）

導入作業

4.1 環境設定
4.2 セキュリティ対策
4.3 オンライン請求を利用した運用に向けた準備
4.4 届け出書類の作成・提出
4.5 レセプト作成用ソフトの適用

テスト作業
5.1 接続試験（システムベンダ）
5.2 確認試験・運用テスト（訪問看護事業所）

1

2

3

4

5

その他
6.1 訪問看護事業所内全体のセキュリティ対策の見直し
6.2 オンライン請求の開始に伴う問合せ先
6.3 オンライン資格確認に関する参照先

6

4. 準備・導入作業の概要



4. 準備・導入作業の概要
技術解説書 P4 １．はじめに

※上記は技術解説書案の抜粋資料ですので、具体的な内容は技術解説書案本編をご確認ください。 35



4. 準備・導入作業の概要
技術解説書 P5 １．はじめに

※上記は技術解説書案の抜粋資料ですので、具体的な内容は技術解説書案本編をご確認ください。 36



4. 準備・導入作業の概要
技術解説書 P7 ２．作業の全体像

※上記は技術解説書案の抜粋資料ですので、具体的な内容は技術解説書案本編をご確認ください。 37



4. 準備・導入作業の概要
技術解説書 P8 ２．作業の全体像

※上記は技術解説書案の抜粋資料ですので、具体的な内容は技術解説書案本編をご確認ください。 38



4. 準備・導入作業の概要
技術解説書 P9 ３．準備作業

※上記は技術解説書案の抜粋資料ですので、具体的な内容は技術解説書案本編をご確認ください。 39



4. 準備・導入作業の概要
技術解説書 P11 ３．準備作業

※上記は技術解説書案の抜粋資料ですので、具体的な内容は技術解説書案本編をご確認ください。 40



4. 準備・導入作業の概要
技術解説書 参考資料No28

※上記は技術解説書案の抜粋資料ですので、具体的な内容は技術解説書案本編をご確認ください。 41



4. 準備・導入作業の概要
技術解説書 P45 ６．その他

※上記は技術解説書案の抜粋資料ですので、具体的な内容は技術解説書案本編をご確認ください。 42



4. 準備・導入作業の概要
技術解説書 P11 ３．準備作業

※上記は技術解説書案の抜粋資料ですので、具体的な内容は技術解説書案本編をご確認ください。 43



4. 準備・導入作業の概要
技術解説書 P12 ３．準備作業

※上記は技術解説書案の抜粋資料ですので、具体的な内容は技術解説書案本編をご確認ください。 44



4. 準備・導入作業の概要
技術解説書 P13 ３．準備作業

※上記は技術解説書案の抜粋資料ですので、具体的な内容は技術解説書案本編をご確認ください。 45



4. 準備・導入作業の概要
技術解説書 P33 ４．導入作業

※上記は技術解説書案の抜粋資料ですので、具体的な内容は技術解説書案本編をご確認ください。 46



4. 準備・導入作業の概要
技術解説書 P36 ４．導入作業

※上記は技術解説書案の抜粋資料ですので、具体的な内容は技術解説書案本編をご確認ください。 47



4. 準備・導入作業の概要
技術解説書 P38 ４．導入作業

※上記は技術解説書案の抜粋資料ですので、具体的な内容は技術解説書案本編をご確認ください。 48



4. 準備・導入作業の概要
技術解説書 P43 ４．導入作業

※上記は技術解説書案の抜粋資料ですので、具体的な内容は技術解説書案本編をご確認ください。 49



4. 準備・導入作業の概要
技術解説書 P44 ５．テスト作業

※上記は技術解説書案の抜粋資料ですので、具体的な内容は技術解説書案本編をご確認ください。 50



4. 準備・導入作業の概要
技術解説書 P7 ２．作業の全体像

※上記は技術解説書案の抜粋資料ですので、具体的な内容は技術解説書案本編をご確認ください。 51



4. 準備・導入作業の概要
技術解説書 P45 ６．その他

※上記は技術解説書案の抜粋資料ですので、具体的な内容は技術解説書案本編をご確認ください。 52



５．記録条件仕様案の解説

53



5-1. 記録条件仕様について

54

5.記録条件仕様の解説

レセプトの診療内容を電子的に記録するための条件を定めたもの

・ 条件を定めフォーマットを統一することにより、訪問看護事業者と審査支払機関の間で電子レセプトを一貫して授受すること
が可能となります。

訪
問
看
護
事
業
者

審
査
支
払
機
関

保
険
者
等

①オンラインによる請求に係
る記録条件仕様
（記録条件仕様）

③オンラインによる一次請求
返戻ファイル及び再請求ファ
イルに係る記録条件仕様
（再請求ファイル）

②レセ電コード情報ファイル
記録条件仕様
（レセ電コード情報）

紙のため、再審査に係る
記録条件仕様はありません。

記録条件仕様とは

記録条件仕様の種類



5-2. オンラインによる請求に係る記録条件仕様(1/2) ※以下、「記録条件仕様」という。

55

5.記録条件仕様の解説

全ての訪問看護事業者が同じファイル名で請
求します。



5-2. オンラインによる請求に係る記録条件仕様(2/2) ※以下、「記録条件仕様」という。

56

5.記録条件仕様の解説

「記録」
レコードの記録が必須か任意か
を表示

「（複数）」
レコードの記録が複数可能か不
可能かを表示



5-3. 請求ファイル構成イメージ図

57

5.記録条件仕様の解説

※ここまでは、記録条件仕様の１P～３Pを抜粋して解説しております。



5-4. 出力紙レセプトと電子レセプトの相関(1/2)

5.記録条件仕様の解説

中略

• HM：訪問看護ステーション情報レコード

• RE：レセプト共通レコード

• HO：保険者レコード

• SN：資格確認レコード

• JD：受診日等レコード

• MF：窓口負担額レコード

• IH：医療機関・保険医情報レコード

• HJ：訪問看護指示レコード

• JS：心身の状態レコード

• SY：傷病名レコード

• RJ：利用者情報レコード

• KA：訪問看護療養費レコード

• GO：訪問看護療養費請求書レコード

• EOFコードのため「改行」

※ 請求例のため、記録がないレコードがあります。

１訪問事業者が1件請求した事例

58



5-4. 出力紙レセプトと電子レセプトの相関(2/2)

59

5.記録条件仕様の解説

▪HM：訪問看護ステーション情報レコード

▪RE：レセプト共通レコード

▪HO：保険者レコード

▪KO：公費レコード

▪SN：資格確認レコード

▪JD：受診日等レコード

▪MF：窓口負担額レコード

▪GI：災害等レコード

▪IH：医療機関・保険医情報レコード

▪HJ：訪問看護指示レコード

▪JS：心身の状態レコード

▪SY：傷病名レコード

▪RJ：利用者情報レコード

▪TJ：情報提供レコード

▪TZ：特記事項レコード

▪KS：専門の研修レコード

▪CO：コメントレコード

▪KA：訪問看護療養費レコード

▪GO：訪問看護療養費請求書レコード
※ SN、JD、MF、GI、GO、はレセプトに表示しません



5-5. 訪問看護に係る電子レセプトの作成方法に関する資料の解説(1/2)

60

5.記録条件仕様の解説

① 項目：レコードの項目名を表示

② モード

英数：半角英数を記録する。

数字：半角数字を記録する。

漢字：全角を記録する。

③ 最大バイト数

半角1文字 ＝ 1バイト

全角1文字 ＝ 2バイト

④ 項目形式

固定：最大バイト数で記録する

可変：最大バイト数まで記録が可能

⑤ 記録必須

記録必須の項目に「※」を表示する。

①

②

③

④

⑤

項目等の解説



61

5.記録条件仕様の解説

⑴ レコード識別情報

「HM]を記録

⑵ 審査支払機関（記録条件仕様「別表1」）

「1」社会保険診療報酬支払基金

「2」国民健康保険団体連合会

⑶ 都道府県（記録条件仕様「別表2」）

訪問看護ステーションの所在都道府県コードを記録

⑷ 点数表（記録条件仕様「別表3」）

「6」訪問看護の点数表コード

⑸ 訪問看護ステーションコード

訪問看護ステーションコードを記録

⑹ 訪問看護ステーション名称

地方厚（支）局長に届け出た名称を記録（届出名称が全角20文字を
超える場合は審査支払機関に届け出た名称を記録）

⑺ 請求年月

当該電子レセプトを審査支払機関に提出する年月を西暦6桁で記録

⑻ 電話番号

訪問看護ステーションの電話番号を記録

（半角の「-」、「()」は使用可能です。）

訪問看護ステーション情報レコード

5-5. 訪問看護に係る電子レセプトの作成方法に関する資料の解説(2/2)



5-6. 訪問看護ステーション情報レコードの記録例

62

5.記録条件仕様の解説

記録内容

HM

1

13

6

訪問看護ステーション○○

202405

03-1234-5678

項目
モード及び
最大バイト

レコード識別情報

審査支払機関

都道府県

点数表

訪問看護ステーション

コード

訪問看護ステーション

名称

請求年月

電話番号

英数2

数字1

数字2

数字1

数字7

漢字40

数字6

英数15

0123456

HM,1,13,6,0123456,訪問看護ステーション〇
〇,202405,03-1234-5678

レセプトの表示

①

②

③

④

⑤

⑥

①
②

③

④

⑤
⑥

記録内容

CSVの記録

※ 出力紙レセプトについては、診療報酬情報提供サービスに掲載
しております。

・ 他のレコードも同様に、「記録条件仕様案」や「訪問看護に係る電子レセプトの作成方法に関する
資料案」を参考に、CSVファイルを作成し、審査支払機関へ提出していただくようになります。



5-7. 別に定めるコード(1/2)

63

5.記録条件仕様の解説

記録条件仕様の中には、「別に定めるコードを記録する」としているものがあります。
別に定めるコードは、診療報酬情報提供サービスに掲載しておりますので併せて活用願います。

※ 診療報酬情報提供サービス抜粋



5-7. 別に定めるコード(2/2)

64

5.記録条件仕様の解説

傷病名マスター
修飾語マスター

訪問看護療養費マスター

コメントマスター

別に定めるコードを使用するレコードは次のとおりです。



5-8.訪問看護療養費レコード（KAレコード）の留意事項
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5.記録条件仕様の解説

訪問看護療養費レコード（KAレコード）は、訪問看護療養費を記録する箇所です。
様々な訪問看護療養費、その加算等の記録方法について、特にご留意いただきたいもの
を抜粋して解説します。



5-9. 訪問看護療養費レコードの記録例 (1/3)
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5.記録条件仕様の解説

※ 特別訪問看護指示書（2024年4月15日～21日）を交付されており、週4日目以降の訪問看護が可能

KA,20240415,1,510000110,,5550,03,01,02

KA,20240416,1,510000110,,5550,03,01,02

KA,20240417,1,510000110,,5550,03,01,02

KA,20240418,1,510000210,,6550,03,01,02

KA,20240430,1,510000110,,5550,03,01,01

CSVの記録 レセプトの表示

（１）看護師が、訪問看護指示書及び特別訪問看護指示書により、訪問看護を実施した場合（算定日：
2024年4月15日、16日、17日、18日、30日）

※算定日が早い順に記録をします。
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5.記録条件仕様の解説

5-9. 訪問看護療養費レコードの記録例 (2/3)

KA,20240415,1,510000310,, 7575 ,07,01,01

KA,20240415,1,510002370,, 0 ,,,

CSVの記録 レセプトの表示

（２）訪問看護ステーションの准看護師が、片道1時間の地域に住む利用者に対して、訪問看護（週1
日目）を実施した場合（算定日：2024年4月15日)

割合等により規定され
ている加算の場合は、基
本療養費のレコードの
「金額」に、加算額
（50/100）を合算して
記録します。（5,050円
+2,525円）

加算のレコードについ
ては、合算の対象とな
る基本療養費の直下
に記録し、「金額」は 0 
を記録します。



5-9. 訪問看護療養費レコードの記録例 (3/3)
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5.記録条件仕様の解説

KA,20240415,1,510000110,,5500,03,01,01

KA,20240415,1,510002770,,4500, 0303 ,,01

CSVの記録 レセプトの表示

（３）別に厚生労働大臣が定める同時に複数の看護師等による指定訪問看護が必要なものに対して、訪
問看護ステーションの看護師に別の看護師が同行し同時に訪問看護を行った場合（算定日：
2024年4月15日)

看護師が訪問看護を行った場合の「職種等」につい
ては、記録条件仕様の「別表21」により「03」を記録
します。
2名の看護師の場合は「0303」を記録します。



6．事前質問への回答
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6-1. 事前質問への回答（1/5）
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質問

回答

オンライン請求開始後、訪問看護事業所からの返戻再請求もオンラインでの対応となるのでしょうか。

オンライン請求開始となる令和6年5月請求分（令和６年４月訪問看護実施分）より、審査支払機関から
訪問看護事業所への返戻及び返戻再請求についてもオンライン化されます。

審査支払機関から返戻となったものの再請求については、社保分・国保分ともに、訪問看護事業所へはオンライ
ンにより返戻され、訪問看護事業所からもオンラインによる再請求をいただくこととなります。

技術解説書のP10や「オンラインによる一次請求返戻ファイル及び再請求ファイルに係る記録条件仕様（訪問
看護用）」もご参照いただき、ご対応をお願いします。

一方で、令和６年３月訪問看護実施分までは、請求年月にかかわらず、紙運用が継続されますのでご留意く
ださい。

6. 事前質問への回答



6-1. 事前質問への回答（2/5）
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質問

回答

オンライン請求用端末として、既存のインターネット接続パソコンは使用できないのでしょうか。

既存のインターネット接続パソコンは、データの滅失、漏洩等の危険を伴う悪意を持った攻撃的なソフトウェア等に
さらされている状態にあるといえます。
オンライン請求用として使用する端末は、 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5.2 版」、「オ
ンライン資格確認等、レセプトのオンライン請求及び健康保険組合に対する社会保険手続きに係る電子申請シ
ステムに係るセキュリティに関するガイドライン」及び「オンライン請求システム利用規約（支払基金・国保中央
会）」等に基づき、利用者の責任において、不正ソフトウェア対策等を施した状態であることが必要です。
技術解説書の本紙及び別添もご参照の上、ご対応ください。

なお、オンライン請求用の端末等はオンライン資格確認と兼用可能であり、オンライン請求用の端末を新たに導
入する場合、オンライン資格確認と兼用する前提であれば費用補助の対象となります。そのため、訪問看護事業
所へは、オンライン資格確認と併せてオンライン請求の準備を進めていただき、端末の導入も行っていただくことを
推奨しております。

技術解説書のP11以降の導入に向けての準備や、周知資料のP8にもオンライン請求端末について整理しており
ますので、併せてご参照ください。

6. 事前質問への回答



6-1. 事前質問への回答（3/5）
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質問

回答

「フレッツ光」を使用してIP-VPN接続方式を選択する場合、IPv6通信とIPv4通信のどちらが良いでしょうか。

「フレッツ光」を使用する場合は、新しい接続方式であるIPoE（IPv6）を推奨しております。

「訪問看護レセプト（医療保険請求分）のオンライン請求に係るシステムベンダ向け技術解説書 参考資料
No15」にオンライン請求システム及びオンライン資格確認等システム接続可能回線について整理しておりますの
で、ご参照ください。

6. 事前質問への回答



6-1. 事前質問への回答（4/5）
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質問

回答

審査支払機関と実施可能な接続試験について教えてください。

システムベンダが行う接続試験については、技術解説書のP44の5.1接続試験（システムベンダ）にも掲載して
おりますが、令和6年2月初旬から審査支払機関との接続試験が実施可能となるように準備を進めているところ
です。

詳細な手続き等については確定次第ご案内しますが、接続試験を実施したい場合、審査支払機関に対して事
前の申し込みが必要となりますので、ご留意ください。

なお、医科レセプト等で実施されている接続試験と同様の実施となるよう準備を進めているところです。
参考までに、医科レセプト等の接続試験に係る情報の掲載場所は、「訪問看護レセプト（医療保険請求分）
のオンライン請求に係るシステムベンダ向け技術解説書」の別添資料No.3の「オンラインによるレセプト電算処理
システムに係る接続試験実施要領」に整理していますので、必要に応じてご確認ください。

6. 事前質問への回答



6-1. 事前質問への回答（5/5）
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質問

回答

訪問看護事業所においてオンライン資格確認を導入するにあたって、顔認証付きカードリーダーの購入は必要で
しょうか。

訪問看護におけるオンライン資格確認は、医療機関等の外部（患者の自宅等）で資格確認や薬剤情報等の
提供に関する同意を取得する「居宅同意取得型」(訪問看護等)です。
診療所等におけるオンライン資格確認とは異なり、「居宅同意取得型」 (訪問看護等)となり、患者の自宅等で
資格確認や薬剤情報等の提供に関する同意を取得し、医療機関等でオンライン資格確認等システムを利用す
る仕組みとなります。そのため、顔認証付きカードリーダーは使用せず、代わりにモバイル端末等を使用した在宅で
の資格確認となるため、訪問看護事業所においてはモバイル端末等の準備が必要です。モバイル端末等につい
ては、患者が希望すれば、患者のスマートフォン等を使用することも可能ですが、マイナポータルアプリのインストー
ルが必要となります。
訪問看護事業所でのオンライン資格確認開始に向けて必要な準備等については、詳細が確定次第、別途ご案
内いたします。

なお、居宅同意取得型(訪問看護等)のオンライン資格確認に関する情報は、下記P26-27に記載のとおりです。
⚫ 「オンライン資格確認等システムについて」：

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000977518.pdf

6. 事前質問への回答

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000977518.pdf


7．問合せ先
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７．問合せ先
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（問合せ先）訪問看護レセプト（医療保険請求分）のオンライン請求関連サポートデスク
メール ：houkan-seikyu-support@qunie.com（令和４年度 業務委託先 株式会社クニエ）

※問合せの際には、はじめに企業名を記載いただきますようご協力をお願いいたします。


