
 

 

労災指定医療機関・労災指定薬局の皆様へ 

 

 ̶ 労災診療費関係の機械処理帳票（請求書様式）が改定されます － 

                                               

労災診療費関係の機械処理帳票（請求書様式）が改定され、平成 31 年 1 月より

新帳票による請求が可能となります。 

これに伴い、従来の機械処理帳票（請求書様式）は、本年 12 月末をもって使用

不可となりますので、新帳票への切替えをお願いします。 

新帳票の請求にあたっては、必要な帳票種別及び必要数を下記あてにご連絡くだ

さい。 

 

 連 絡 先  

帳票枚数が 200 枚以上は、新潟労働局労働基準部労災補償課医療係へ 

  電話：025（288）3506・fax：025（288）3516 

帳票枚数が 200 枚未満は、新潟労働局労働基準部労災補償課分室へ 

  電話：025（283）2123・fax：025（283）2124 

 

 

◆ 別添「レセプト請求用紙 送付依頼書」によるファックスでの帳票請求も受

付けております。 

◆ 電話で請求される場合は、帳票右下に印書されております「物品番号」をお

知らせください。 

 

 

 

  

 

 



　　

行

物品番号 請求枚数 請求様式名 備考

7230 請求書 物品番号 請求枚数

72227 請求書(検査) 81201 請求書
様式第5号
帳票種別　37700

7231 入院用 81203
内訳書
(単票)

様式第5号の２
帳票種別　37702

7232 入院外 81204
内訳書
(連続帳票)

7233 入院用(傷病) 81214 続紙 5号の３

7234 入院外(傷病)

7235 入院用 ※二次健診

7236 入院外 物品番号 請求枚数

7237 入院用(傷病) 72615 請求書
二機様式第1号
帳票種別　38700

7238 入院外(傷病) 給付請求書
様式第16号の10の2
帳票種別　38530

72213 続紙 72620 内訳書
二機様式第2号
帳票種別　38701

労災指定病院等
登録(変更)報告書

̶

物品番号 請求枚数

72224 薬剤費請求書(表紙) 物品番号 請求枚数

72225 薬剤費請求内訳書 81202 請求書
第6号
帳票種別　37701

72226 薬剤費請求内訳書(傷病) 81205 内訳書
第6号の２
帳票種別　37710

（※物品番号は、各請求書の右下に記載してある番号となります）

（※局処理年月日　　　　年　　　月　　　日）

※アフターケアー

指薬機様式第１号
帳票種別　34729 請求様式名

指薬機様式第２号
帳票種別　34730

指薬機様式第３号
帳票種別　34731

◆厚生労働省のHPからダ
ウンロードしてください

指定薬局・指名機関
登録(変更)報告書

診機様式第22・23号
帳票種別　34565・34566

◆厚生労働省のHPからダ
ウンロードしてください

診機様式第20・21号
帳票種別　34561・34562

②薬剤費関係

請求様式名 様式番号

診機様式２号
帳票種別　34721

連続
帳票
マス
目大

診機様式３号
帳票種別　34722 請求様式名

診機様式４号
帳票種別　34723

診機様式５号
帳票種別　34724

◆厚生労働省のHPからダ
ウンロードしてください

様式番号 ※アフターケアー

診機様式１号
帳票種別　34720 請求様式名

診機様式１号の２
帳票種別　34720

診機様式２号
帳票種別　34721

単票

診機様式３号
帳票種別　34722

診機様式４号
帳票種別　34723

診機様式５号
帳票種別　34724

①診療費関係

レセプト請求用紙　送付依頼書

新潟労働局労働基準部
　　労災補償課　医療係　
（帳票枚数200枚以上） （労災指定番号）

医療機関または薬局名

（〒　　　　－　　　　　　）

住　　所

電話番号

下記請求書の送付をお願いします。

　FAX番号：025（288）3516　

　年　　　月　　　日



行

物品番号 請求枚数 請求様式名 備考

7230 請求書 物品番号 請求枚数

72227 請求書(検査) 81201 請求書
様式第5号
帳票種別　37700

7231 入院用 81203
内訳書
(単票)

様式第5号の２
帳票種別　37702

7232 入院外 81204
内訳書
(連続帳票)

7233 入院用(傷病) 81214 続紙 5号の３

7234 入院外(傷病)

7235 入院用 ※二次健診

7236 入院外 物品番号 請求枚数

7237 入院用(傷病) 72615 請求書
二機様式第1号
帳票種別　38700

7238 入院外(傷病) 給付請求書
様式第16号の10の2
帳票種別　38530

72213 続紙 72620 内訳書
二機様式第2号
帳票種別　38701

労災指定病院等
登録(変更)報告書

̶

物品番号 請求枚数

72224 薬剤費請求書(表紙) 物品番号 請求枚数

72225 薬剤費請求内訳書 81202 請求書
第6号
帳票種別　37701

72226 薬剤費請求内訳書(傷病) 81205 内訳書
第6号の２
帳票種別　37710

◆厚生労働省のHPからダ
ウンロードしてください

レセプト請求用紙　送付依頼書

住　　所

電話番号

◆厚生労働省のHPからダ
ウンロードしてください

医療機関または薬局名

（労災指定番号）

指薬機様式第１号
帳票種別　34729 請求様式名

指薬機様式第２号
帳票種別　34730

指薬機様式第３号
帳票種別　34731

指定薬局・指名機関
登録(変更)報告書

診機様式第22・23号
帳票種別　34565・34566

※アフターケアー

診機様式２号
帳票種別　34721

連続
帳票
マス
目大

（※物品番号は、各請求書の右下に記載してある番号となります）

（※局処理年月日：　　　年　　　月　　　日）

診機様式３号
帳票種別　34722 請求様式名

診機様式４号
帳票種別　34723

診機様式５号
帳票種別　34724

診機様式第20・21号
帳票種別　34561・34562

②薬剤費関係

請求様式名 様式番号

◆厚生労働省のHPからダ
ウンロードしてください

診機様式１号の２
帳票種別　34720

診機様式２号
帳票種別　34721

単票

診機様式３号
帳票種別　34722

診機様式４号
帳票種別　34723

診機様式５号
帳票種別　34724

①診療費関係

様式番号 ※アフターケアー

（〒　　　　－　　　　　　）

診機様式１号
帳票種別　34720 請求様式名

　　　年　　　月　　　日

新潟労働局労働基準部
　　労災補償課　分室　
（帳票枚数200枚未満）

下記請求書の送付をお願いします。

　FAX番号：025（283）2124　


