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RHD (Receipt Helper for Dynamics) 
 

はじめに 
 

このプログラムは最初”Dyna_check”と言う名前でしたが”Dcheck”に縮めて公開したとこ

ろ岸本先生作成の”大吉”の以前の名前が”Dcheck”であることや、このプログラムが本来レセ

プトチェックではないことを考慮して上記の名前”RHD (Receipt Helper for Dynamics)”に
変更いたしました。岸本先生には、ご迷惑をおかけしたことをお詫びいたします。 
 
このプログラム使用にあたって以下のことに注意してください。このプログラムは、私が

“便利！”・“出来るだけ楽をしよう！”を求めて作成したため、問題点もかなり多く含んで

います。まず、ダイナサーバーファイルにある「患者病名明細テーブル」を書き換える機

能が多分に含まれています。また、書き換えをしないとチェックができない場合もありま

す。 
このプログラムを試用される場合は、必ず、ダイナサーバーファイルのコピーで、十分テ

ストしてからお使いくださるようお願いいたします。一度書き換えたファイルを元に戻す

ことは可能ですが、簡単ではありません。患者病名明細テーブルを直接書き換えることに

ついて批判もあると思いますし、吉原先生の意図と大きくずれているものであることも確

かです。この点は自己責任でお願いいたします。 
 

※ 注意！ 
テーブルやクエリのうち「削除不可」とあるものは絶対削除しないでください。 
 
 

動作確認環境 
OS  :Win2000, Win XP Home, Win XP Professional 
MS Office :2000, XP 
DYNA  :16a1 , 16b , 16c , 16d , 16e 

で動作確認しています。 
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RHD (Receipt Helper for Dynamics)の使い方 
 
RHD.mdb には２つのツールが入っています。 
ひとつは「Dynamics 病名チェック・操作ツール」もうひとつは「Dynamics 病名追加

ツール」です。起動時に、ふたつのツールの選択画面が立ち上がります。ここからふたつ

のツールを目的に応じて立ち上げ使ってください。 
ふたつのツールは以下のような目的で使います。 
「Dynamics 病名チェック・操作ツール」は病名を自動終了させたり、病名を書き換えた

り、重複をチェックしたり、主に病名のチェックに使います。今後はレセプトチェック機

能を強化する予定です。 
「Dynamics 病名追加ツール」は「Dynamics 病名チェック・操作ツール」によって得

られた結果から、リストより病名を選択して病名を書き加えるために使います。書き加え

られるのは Dynamics の患者病名詳細に加えられますので、そのまま、ダイナに反映され

ます。 
「System MENU」の中におまけ的なツールがあります。これは「病名コード付加」ツール

ですがこれで病名コードを付加しておかないと特定疾患の照合が煩雑になるため作ったも

のですが、ワープロ入力で病名を入れられることが多い方には便利かもしれません。 
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このプログラムの機能と問題。 

このプログラムには大きな特徴(問題でもある)があります。それは、このプログラムが少

なからず、ダイナサーバー内の「患者病名明細」を書き換えることです。ある程度自動化

を望むと避けられないことでもあると思い、書き換えを行うようにしています。ただ、右

半分に書き換えを行う機能を集めていますので、書き換えに疑問のある方はこの部分を使

わないようにしてください。 
 
もうひとつの特徴は、レセプト作成を必要としない点です。レセプト作成をしてチェック

をする。チェック結果を見て修正し、またレセプト作成をする。という手順を必要としま

せん。このため、気軽にチェックできると思いますし、手順を省くことも可能です。 
 
時間がかかります。処理が重いのか、プログラムが稚拙なのか処理に時間がかかります。

一度にたくさんのチェックをつけて処理をしないことをお勧めします。 
 

ダイナミクスでの病名付けについて 
ダイナで病名をつける場合、（皆さんは主にどうしておられるでしょう？）病名付けボタ

ンから病名を選択してつけるか、ワープロ打ちで直接病名欄に打ち込むか、見た目には差

はありませんし、特に問題も出ません。ただ、表には出てきませんが内部的には大きな差

があります。患者病名明細を直接開いてみるとわかりますが、病名コードという欄があり

ます。病名付けボタンから選んでつけた場合ここにコードが入っていますが、ワープロ打

ちで入力した場合この欄は空欄です。この病名コードを私のプログラムは使っています。

テキストで病名を直接見て判断することもできますが、煩雑な処理になりさらに時間を要

することから、病名コードで判断する方法を取っています。このため病名コードが入って

いないと正確な判断はできません。病名をダイナの病名付けボタンで入力される方にはな

んら支障はありませんが、ワープロ打ちで病名を入力される方には病名コードをつける作

業が必要になってきます。この、病名コードがない場合に対応するため、病名コード付け

を行うのが「病名チェック・操作ツール」の上部左から２番目の病名コード付加ボタンで

す。ただし、このボタンを使うと患者病名明細の病名コード欄を書き換えてしまいます。

書き換えに疑問がある。あるいは書き換えは嫌だ。と思われる方は、ぜひダイナサーバー

ファイルのコピーで実行してください。 
ダイナで病名を入力する際に一度入力した病名をワープロ打ちで書き換えると、コードが

書き換えられず、病名とコードが食い違ってしまいます。病名書き換えはしないようご注

意ください。最新版では、病名コードの正当性をチェックしてから処理に入るよう、チェ

ックルーチンが入っています。出来ればこのルーチンが異常であると判断した病名はチェ

ックして修正することをお勧めします。
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RHD Version Up の際のデータ引継ぎ方法。 

 

RHD を Version Up あるいは REV を更新した際には、次のデータファイルを引き継ぐ必要が

あります。 

 急性治癒病名 KW 

 主病名表 

 検査病名対応表 

 処置手術病名対応表 

薬剤病名対応表 

 特定疾患 KW リスト（現時点では必要なし） 

 削除候補_自動治癒病名 

 左右監査病名表 

 複合病名リスト 

 

※REV2006091401 以降は設定データの引継ぎ方法が変更になっています。以下の説明をよく

読んでください。 

 

RHD Version Up の方法。 

 

REV2006091401以降は設定データの引継ぎを簡単にするためにRHDが二つのファイルに別れ

ています。RHD.mdb と RHDcomf.mdb の二つです。 

 

１、RHD(REV2006091401)以前のヴァージョンから引き継ぐ場合 

 

まず、新ヴァージョンをダウンロードして解凍すると RHD.mdb と RHDcomf.mdb と使い方マ

ニュアルの 3 つのファイルが得られます。このうち RHDconf.mdb のみを旧 RHD.mdb のある

フォルダにコピーします。そして RHD を終了した状態で、RHDconf.mdb を起動すると注意の

メッセージが現れますがその後ろにある、データベース画面のフォームを表示させます。

具体的には左のオブジェクトと書いてある欄の中のフォームというところをクリックする

とフォーム画面が表示されます。 
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そしてこの画面の中から”LoadOldConf”というフォームを起動する。 

 

 

読み込みボタンをクリックする。 

 

この操作を行うことで、旧ヴァージョンの RHD から設定テーブルを取り込むことが出来ま

す。 

この操作は頻繁に行うものではなく導入時に一度行うだけですので、あえてメニューのボ

タン化をしていません。不必要に行うと古い設定ファイルを取り込んでせっかくの努力が

無駄になることがあります。ご注意ください。 

REV2006090701 以前のヴァージョンには複合病名リストテーブルがありません。

REV2006090701 以降、初めて Ver Up する場合、複合病名リストテーブルの設定の必要があ

ります。また、REV2006090704 以前は急性病名治癒 KW テーブルに NOT 項目がありません。

REV2006090704 以前の急性病名治癒 KW テーブルも使えませんので、このテーブルに関して

は、新たにマニュアルで設定してください。 
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ここまで終わったら旧 RHD.mdb からの設定取り込みは完了しました。今度は新ヴァージョ

ンの RHD.mdb を旧 RHD.mdb の場所に上書きコピーしてください。 

これで、VerUp は終了です。RHDconf.mdb は削除しないで残しておいてください。RHD が起

動するたびに RHDconf.mdb のテーブルを読み込みます。 

 

２、RHD(REV2006091401)以降のヴァージョンから引き継ぐ場合 

 

まず、新ヴァージョンをダウンロードして解凍すると RHD.mdb と RHDcomf.mdb と使い方マ

ニュアルの 3 つのファイルが得られます。このうち新たに得られた RHD.mdb だけを、旧

RHD.mdb のあるフォルダに上書きコピーしてください。あとのファイルはコピーする必要あ

りませんが、旧 RHDconf.mdb は、以前のディレクトリに残しておいてください。 

これで VerUp は終了です。 
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Dyna と RHD の配置法の提案 
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Dynamics 病名チェック・操作ツールの使い方 
 

とにかく使ってみよう！！！ 
 

１）インストール 
 
Download した ZIP file を解凍すると”RHD.mdb”、”RHDconf.mdb”、”RHD の使い方”の 3
つのファイルが出来ます。”RHD.mdb”、”RHDconf.ndb”を適当なところにコピーします。

二つのファイルは必ず同じフォルダに置いてください。”RHD.mdb” ”、”RHDconf.ndb”の
コピー先は DynamicsのサーバーPC でもクライアント PC でも何処でかまいませんが、出

来れば、サーバーPC にあるほうが実行速度の点で優れています。かなり大きく実行速度

に差が出ます。 
お試しの場合はここで DYNA**svr.mdb もコピーしておきましょう。 
 
２）準備 
 
まずは、DYNA**svr.mdb 内のテーブルにリンクを張る必要があります。 
 
2-A)リンクの設定方法 
 
2-A-1)MS Office のリンクテーブルマネージャーを使う方法 
 

MS Office のプルダウンメニュー (上図) から、ツール→データベースユーティリティー→
リンクテーブルマネージャとたどって行きます。 
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すべて選択をクリックし、OK をクリック、リンク先を探すためのフォルダーが出てきま

すので、ここで目的の DYNA**svr.mdb を選んでクリックします。リンクが張りなおされ

たら、リンクが張りなおされたら、キャンセルを押して終了です。初回には MS Office の

CD を求められることがあります。 
 
2-A-2)システム設定メニューを用いる場合 
 
“RHD.mdb” をダブルクリックして起動してください。下のメインメニューが開きます。 

 
System MENU をクリックします。 
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リンク設定を選択します。 

 
 

 
「Dyna SVR の場所」に DYNA**svr.mdb のディレクトリとファイル名を、 
「RHD の場所」に RHD.mdb のディレクトリとファイル名を、 
サンプルのようにフルに記入して実行してください。（RHD の場所にはデフォルトで現在

の場所が入っています。）実行後は必ず、アクセスを一度閉じて再度起動して使ってくださ

い。  
 
M_DIC へのリンク作成は RHD システム設定メニューで利用できる、病名コード確認機能

を使うときのみ設定が必要です。M_DIC リンク作成をしたままでアクセスのツールバーか

らリンク設定を行うとエラーが出ます。このときは M_DIC リンク削除を行います。 
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３）実行 
 

さっそく実行してみよう。 

 
 

MENU から「病名チェック」をクリックする。 
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ここまできたら、病名チェック・操作ツールの右半分が操作可能になっています。 
実行させたい希望の項目にチェックを入れて、実行ボタンをクリックします。疑い疾患治

癒の右のボックスには疑い疾患を何日後に治癒にするかを入力します。デフォルトでは０

日（同日）になっています。計算上未来に治癒するような場合は処理しません。（急性疾患

自動治癒の項目は何月の処理を行うかを項目右のテキストボックスに入れてください。デ

フォルトは安全のため前月の処理になっています。もし今月より大きな月を入力した場合

前年と理解します。主病名自動付加は処理月を左下の処理年月ボックスで指定してくださ

い。）このとき「患者病名明細の Clean up」のチェックは出来ればつけたままにしておい

てください。患者病名明細に残っているごみデータを削除･修復します。（チェックが入っ

ていると、患者病名明細を一部書き換えてしまいますが、ごみが残っているとプログラム

が異常終了することがあります。もし、この Clean up のチェックを付けなかった場合、

プログラムが異常終了するのを防ぐため、ごみデータのチェックを行ってから次の処理に

入るようになっています。ここで異常データが見つかった場合、レポートに残りますので

修正してからプログラムを再実行してください。）プログラムが実行されると、まず、病

名コードの正当性をチェックします。このルーチンで明らかに病名と病名コードが食い違

っているものは、レポートが出力されますので修正してください。（特定疾患の処理以外

は病名コードを必要としませんので、特定疾患の処理を行わない場合はここは適当でいい

です。）そのままで実行させたい場合には、「レポートを表示するか」の問いに「いいえ」

で答えて、「このまま続けるか」の問いに「はい」で答えてください。次に更新クエリが

実行されるたびにメッセージが出力され、実行しても良いか聞いてきますので、メッセー

ジにしたがって処理してください。（将来的にはメッセージの出力をとめるかもしれませ

んが、現時点では β テスタの皆さんとの話し合いの結果、出力はそのままにしています。） 
 
これで一番簡単な部分の実行は出来たと思いますが、皆さんの目的はここではないはずで

す。次に左半分の機能の実行に挑戦してみましょう。左半分の処理のうち上から 5 項目は

各対応表が必要ですのでこれは後のセクションで説明します。このセクションでは説明を

省きます。｢病名重複チェック｣「初診･再診 病名開始日不一致チェック」の二つはこのま

までもチェックできます。チェック年月のテキストボックスにチェックする年月日を

“mm/dd/yyyy”形式で入力します。日付は無視しますので何日でもかまいませんが、3 桁だ

ったり、数字でなかったりするとエラーが出ます。 
 
次は、特定疾患とのチェックですが、これには冒頭で書いた患者病名明細テーブルに病名

コードが必要です。無くてもエラーは出ませんが、あれば正確になります。「私はワープ

ロうちで病名を入力してるぞ！」という場合には、フォームの上に 3 つのボタンが並んで

いますが、左から 2 つ目のボタンを押してください。患者病名明細に病名コードを付加し

ます。これで処理をした後で、希望の項目にチェックを入れ、実行ボタンを押してくださ
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い。 
たくさんチェックを入れるとそれなりに時間がかかります。感じがつかめるまで少なめに

チェックを入れて試してください。 
もし途中でプログラムの実行を中止したい場合は「Ctrl + Break」キーを押すとプログラム

の実行を途中で中止しますが、不要なクエリが残ることがありお勧めしません。また、

SQL 実行中などはすぐには止まりませんので、暴走・フリーズではありませんのでご注意

ください。 
 
処理終了後にチェックサマリに異常があったチェックを書き込んで終了しますので、レポ

ート「チェックサマリ」を開いて確認してください。 
終了時に「Report viewer」を開くかどうか聞いてきますのでここで「Yes」を選択しても

いいですし、フォームの上の「Report Viewer」を押して開くことも出来ます。 
 
レポート参照フォームの各ページを示します。 
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どうですか？出来ましたか？簡単だと思うのですがもし問題が起こったり、思ったとおり

の結果でない場合、抽出できてない場合などありましたら、文末のメールアドレスまで、

報告してください。 
病名明細書換 LOG に残る項目は、逆流性食道炎、耳垢栓塞、耳垢、異物、疑い疾患だけで

す。参考データとして同日受診者のリストが残ります。 
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もっと機能を使ってみる。 
 
1） 前項の １)インストール を前項と同様に設定してください。 
2） 前項の ２)準備 を前項と同様に設定してください。 
 
これから先の、機能を利用するには、皆さんの目的に合わせたテーブル設定を用意する必

要があります。その説明をします。 
 
3） 各種設定テーブルの準備 
 
３－１）照合データテーブルの作成 
 
以下の３つのファイルを作る必要があります。これが一番面倒です。 
 
 薬剤病名対応表 
 処置手術病名対応表 
 検査病名対応表 
 
では実際に 3 つの対応表を作成してみましょう。 

 
MENU から「病名チェック」を選択します。 
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病名チェック・操作ツールを開くと、上に 3 つのボタンが並んでいます。この中の一番左

のボタン「各対応表 作成・更新」を押して実行します。 
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「各対応表 作成・更新」オプション画面が開きます。オプションを選んで作成開始ボタ

ンを押すと上記対応表の基本部分を作成します。もちろんここで出来上がるのは基本構造

のみです。これで出来た対応表にあなたの希望の病名を追加する必要があります。 
 
 
【対応表作成ボタンの補足。】 
RHD の対応表を消去するというのは、RHD の対応表をまっさらなところから作り直すと

いう意味です（要は新規作成ですね）。RHD の対応表を消去するというのは、今ある RHD
の対応表に新たにダイナの対応表に加えられたものを追加するというものです（こっちは

更新になります）。最初に DL したときには RHD には私の使っている対応表が標準で入っ

ています。これに付け加えると変なことになってしまいますので、初めて DL したときは、

RHD の対応表を消去する、という設定にして、まっさらな RHD の対応表を作ります。そ

の後、ダイナの対応表を更新したときは、RHD の対応表を消去しない、という設定にして、

RHD の対応表を作成する。という手順にします。 
RHD の対応表を消去しないという設定にすると、ダイナの対応表に付け加えられ 
た病名は RHD の対応表の病名として新たに追加されます。ただし、pass 設定になってい

る項目には追加されませんので、もし、pass の項目に病名をセットしたい場合には前もっ

て pass を削除しておく必要があります。また、ダイナに新たに追加したコードについては

RHD に追加され、病名も追加されますが、前からあるコードの病名をダイナの対応表から

削除しても RHD の対応表からは削除されません。削除はマニュアルで行う必要があります。
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もうひとつダイナの対応表からコードごと削除された場合は、RHD の対応表からも削除さ

れてしまいます。 
ダイナの対応表に登録されている病名がRHDの各対応表に登録されていなければRHDの

対応表に追加します。ダイナの病名表の病名を個々に比較していますので。ただし、ダイ

ナの対応表に無い病名が、RHD の対応表にある場合、削除することはありません。RHD
の対応表に”pass”が設定されている場合には病名を登録しません。ダイナ内の対応表の病名

を削除する際は RHD の対応表の病名削除も（マニュアルで）忘れずに！ 
ダイナの対応表に pass,pass と入れると RHD の対応表に pass と入るようになりました。 
ただこれを使うとダイナのチェックでうるさくメッセージが出ますのであまりお勧めしま

せん。 
 
マニュアルで行う場合は以下の内容で作業を行います。 

---------------以下破線まで読み飛ばし可---------------- 
【マニュアル操作での登録について。】 
私のサンプルを見ていただくと大体分かると思いますがやり方として以下のようです。 
ファイル→外部データの取り込み→インポートと選んで行き 
"Dyna**svr.mdb"の中から以下のテーブルを選んで、取り込みます。 
 
 検査マスター 
 処置手術マスター 
 薬マスター 
 
各対応表に各マスターから同じ項目のデータをコピー＆ペーストします。 
 
 薬マスター  → 薬剤病名対応表・注射病名対応表 
 処置手術マスター → 処置手術病名対応表 
 検査マスター  → 検査病名対応表 
 
サンプルデータは消してもらってかまいません。 
出来たらインポートした各マスターは削除します。 

---------------ここまで読み飛ばし--------------- 
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対応病名の作成ルールは以下の通りです。※重要 
 
/慢性副鼻腔炎/慢性咽喉頭炎/慢性中耳炎/慢性中耳炎急性増悪/ 
 
のように病名の前後を"/"スラッシュで区切ります。いくつでも登録可能です（255 文字ま

で）。 
"慢性中耳炎(急性増悪)"のように括弧書きした病名は括弧をはずして登録します。 
ex) 慢性中耳炎(急性増悪) → /慢性中耳炎急性増悪/ 
 
左右のある病名は左右をはずして登録します。 
ex) 右急性中耳炎 → /急性中耳炎/ 
 
左右は別のルーチンで判断します。 
チェックさせたくないコードには、病名候補の欄に pass と入れておいてください。結

果テーブルには “Pass cord” と書き込まれます。この結果については、病名追加ツール

で無視します。 
いきなりすべて作るのは大変なので、多そうな病名だけでも登録してみてください。また、

病名はテキストレベルで判断しています。病名はダイナが自動で入れるものとそろえてく

ださい（半角全角など）。ルールとして、左右、（）、疑いは、はずして判断します。部

位がたくさんつくもの、たとえば、手湿疹、足白癬、などなどはどう処理するかまだ悩ん

でいます。 
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３－２）急性病名月末治癒のための設定ファイル。 
 
「急性治癒病名 KW」テーブルを編集します。 
「急性治癒病名 KW」テーブルにキーワードを記入すると、このキーワードを基に病名を

抽出し治癒にします。このテーブルに記入するのは病名ではなく”キーワード”です。もし

ワイルドカードを使って抽出させたい場合には、以下のように設定してください。 
「急性」と言うキーワードで検索しますと「急性」と完全一致したもののみ探します。 
「急性*」というキーワードにすると「急性咽頭喉頭炎」のように後方にある文字を含めて

抽出します。 
「*急性*」とすると「亜急性甲状腺炎」のような前後両方にある文字も含めて抽出します。 
これは利用法ですが、「*疑い」を登録すると疑い疾患を急性と同様に処理できます。 
 
３－３）特定疾患 KW リスト 
 
以前の Version の名残りです。REV:2005112603 以降では使用していませんので設定の必

要はありません。 
System MENU にボタンがありますが現在は動作しません。今後のために残してありま

す。 
 
３－４）「主病名表」テーブル 
 
主病名を自動設定するには、「主病名表」テーブルに登録する必要があります。 
主病名表に病名と優先順位を入れます。優先順位の低い順に番号をつけて並べてくださ

い。 
優先順位の高いものが大きな番号になるようにして、大きな数字が下に来るように並べ替

えましょう。 
 



23 

４）実行しよう 
 

 
MENU メニューの中から「病名チェック」を選んでください。 

 

 
立ち上がったフォームの、実行させたい機能にチェックを入れて、チェック年月に入力、

急性病名自動治癒も実行する場合は実行月を指定の上、実行ボタンを押します。下記の設

定の詳細と、実行される内容をよく読んでください。
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各指定項目の設定 
チェック年月には Default で今日の日付が入ります。また、急性病名処理には前月が

Default で入ります。一定期間未受診者の全病名治癒には Default で 3 ヶ月がセットされ

ています。これは、3 ヶ月を境に初診に切り替えることから、Defaultでこの月数を設定し

ています。「受診暦がデータに無い場合の便宜的過去受診日」は他社レセコン等からから

ダイナに移行した場合、前電子カルテのデータを移植した場合に、受診日が無い時、3 ヶ

月を計算するために使います。ダイナへの移行日を入れておくと良いと思います。またこ

の項目はこの日付より 6 ヶ月経過すると使えなくなります。 
投薬・注射・処置手術・検査と病名の対応チェックは、月単位のチェックと日単位のチェ

ックが出来ます。月単位の場合は日付は入れておいて、月だけ変更してください。日は無

視されます。 
ありえない日付を入れた場合、動作に問題が出ます。十分確認してください。 
各チェックの機能の説明については下記に記述します。 
 
患者病名明細の Clean up が行っていること。 
ダイナで入力しても患者病名明細には、ごみデータがいくらか入ってきます。これはマウ

スの不用意なクリックや、ボタン押し間違いなどで生じるようです。患者病名明細の

Clean up は患者病名明細に「病名が空欄のもの」「開始日が空欄のもの」「治癒になって

いるのに終了日が空欄のもの」があるとプログラムが異常終了するため、前記の三条件の

ものを削除、修復するルーチンです。実行前にチェックしておいてください。 
もしこの項目にチェックしないでプログラムを実行させた場合、異常データがあるか確認

してプログラムに入りますので、異常データがあれば、患者病名明細に問題があることを

表示してプログラムを中止します。このときはこのチェックを有効にするか、マニュアル

で修復してプログラムを実行してください。 
 
結果の書き出し 
それぞれのチェック結果は下記のテーブルに書き出されます。 
 薬剤病名対応結果（クエリで参照可能） 
 検査病名対応結果（クエリで参照可能） 
 処置手術病名対応結果（クエリで参照可能） 
 注射病名対応結果（クエリで参照可能） 
 病名重複結果 (レポート印刷可能) 

初診重複チェック結果 (レポート印刷可能) 
初診チェック結果 (レポート印刷可能) 
再診チェック結果 (レポート印刷可能) 
無病名チェック結果 (レポート印刷可能) 
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特定疾患指導料チェック結果（レポート印刷可能） 
特定疾患管理加算チェック結果（レポート印刷可能） 
長期投薬加算チェック結果（レポート印刷可能） 
削除候補病名（レポート印刷可能） 
複合病名チェック結果（レポート印刷可能） 

それ以外の項目は 
 患者病名明細（”Dyna**svr.mdb” 内のファイル） 
が書き換えられています。 
上記のリストで（レポート印刷可能）と書かれているものはレポートで表示できます。 
Report Viewer で確認してください。他の結果は後述の病名追加ツールで利用できます。 
一定期間未受診者の病名治癒処理を行うと、おまけとして最終受診日を計算した結果の、

最終受診日テーブルが出来ます（副産物と言うべきでしょうか？）。 
 
処理終了後にチェックサマリに異常があったチェックを書き込んで終了しますので、レポ

ート「チェックサマリ」を開いて確認してください。 
終了時に「Report viewer」を開くかどうか聞いてきますのでここで「Yes」を選択しても

いいですし、フォームの上の「Report Viewer」を押して開くことも出来ます。 
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5）照合データファイルが不要な機能 
 

3 ヶ月未受診者の病名一括終了 
病名重複チェック 
疑い病名同日治癒（自動終了を除く） 
耳垢同日治癒 
小児副鼻腔炎、慢性副鼻腔炎切り替え 
逆流性食道炎、逆流性食道炎(維持療法)切り替え 
初再診と病名開始時期のチェック 
特定疾患療養指導料・慢性疾患生活指導料と特定疾患の病名対応チェック 
特定疾患と特定疾患処方管理加算のチェック 
特定疾患と長期処方管理加算のチェック 

 
の１０項目は、照合データファイルに依存しません。 
 
小児副鼻腔炎と慢性副鼻腔炎との病名入れ替え 
ダイナの病名自動付加ルーチンを最大限利用するためには、小児副鼻腔炎が邪魔になりま

す（私の設定のためです）ので、レセプト作成時のみ小児副鼻腔炎に切り替えて、また慢

性副鼻腔炎に戻しておくと便利です。レセプト作成前に再度小児副鼻腔炎に戻すと疾患の

バリエーションが増えるかも？ 
 
６）チェックのルール 
 
部位がたくさんつくもの、たとえば、手湿疹、足白癬、などなどはどうしたものか悩んで

います。白癬だけで調べるか、など。現時点ではカンジダ、湿疹、ヘルペスは部位を無視

して判断します。左右、（）、疑い、ははずして判断します。チェックさせたくないコー

ドには、病名候補の欄に pass と入れておいてください。結果テーブルには “Pass 
cord” と書き込まれます。この結果については、病名追加ツールで無視します。 
 
７）データの利用法 

 
出来上がったデータはそれぞれ「○○結果」というテーブルに保管されています。 
これをレポート出力しても良いのですが、同封(2005/10/30 初版)の「病名追加ツール」で直

接病名を Dynamics に追加できます。 
もちろん直接、結果テーブルを見て利用もできます。 
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8）結果に出力されるメッセージの内容 
 
OK  薬剤・行為・検査と病名が照合テーブルの内容に当てはまっている。 
NG  薬剤・行為・検査と病名が照合テーブルの内容に当てはまっていない。 
side OK  病名と行為の間で左右に間違いが無い。 
side NG  病名と行為の間で左右に間違いがある。 
Dx list NG 病名候補が登録されていない。 
No cord  薬剤・行為・検査が照合テーブルに登録されていない。 
Pass cord 無視させたいコードに指定された項目。 
 
9）急性病名自動治癒について 
 
最新版では治癒の仕方を「指定月月末治癒」と「指定月最終受診日治癒」の二通りを選べ

るようになりました。急性疾患自動治癒の後のカッコ内のチェックが入っていれば最終受

診日治癒に、チェックが入っていなければ月末治癒になります。 
Dyna の急性病名治癒は 1 ヶ月間経つと急性病名を自動的に治癒にしてくれます。 
しかし、一方で不便な事も生じます。たとえば、 
10/2 に 急性咽頭炎をつけた。その後２、３度来院、以後受診なし。 
11/9 に再来、また咽頭炎で治療した場合。病名欄には、 
10/2-11/2  急性咽頭炎 
11/9-  急性咽頭炎となり不自然です。 
もちろん注意していれば分かりますが、逃すと不自然です。 
 
A：月末治癒の場合 
これに対して、この項目を使うと、19 日以前に病名をつけた場合はその月の最終日に病名

を終了させます。前例だとこうなります。 
10/2-10/3 急性咽頭炎 
11/9-  急性咽頭炎 
なお、20 日以降に病名をつけたものは翌月の月末に治癒させます。 
 
B：最終受診日治癒の場合 
19 日以前に病名をつけた場合は、指定された月の最終受診日を抽出しその日を治癒日にし

ます。たとえば以下のような受診日であったとします。 
10/2 急性咽頭炎 初診 
10/6 再診 
10/10 再診 
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11/5 急性咽頭炎 初診 
11/15 再診 
10 月を指定したとしますと、以下のように設定されます。 
10/2-10/10 急性咽頭炎 
11/5-  急性咽頭炎 
なお、20 日以降に病名をつけたものは翌月の最終受診日に治癒させます。 
 
「急性治癒病名 KW」テーブルにキーワードを登録し処理をします。（このテーブルに記

入するのは病名ではなく”キーワード”です。 
月末か月初めかレセプトが出来た後実行しておくと良いでしょう。チェックする月は、起

動時には前月が選択されていますので、適時変更してください。 
ダイナの急性病名治癒と併用することをお勧めします。併用しない場合は手動で病名を治

癒させない限り、毎月、あるいは翌月必ず月末に病名が治癒し、かなり不自然になります。

ダイナの機能と併用することにより、ダイナが先に終了させたものが月末処理から外れる

ため、不自然さが緩和されます。私は、ダイナの急性病名治癒を 2 ヶ月にして、この処理

ルーチンで終了処理をかけています。 
 
10）主病名自動付加 
 
主病名自動付加を使う場合は、「主病名表」テーブルに登録する必要があります。 
主病名表に病名と優先順位を入れます。優先順位の低い順に番号をつけてください。もち

ろん全患者さんには入りませんが 9 割くらいには勝手につくと思います。 
この機能は、主病名を付け加えるのではなく、患者さんにすでに付けられている病名の中

から、リストの順位に応じて主病名マークを付ける機能です。当てはまる病名がなければ

何もしません。すでについている主病名は一度解除するかどうか確認して、主病名を振り

なおします。ただし主病名と判定するのは”_”と“＿”のみです。付加されるマークは”_”のみ

です。 
 
11）初診･再診と病名開始時期の整合性チェック。病名付け忘れチェック。 
 
各社のレセコンについている機能に挑戦しました。抽出の目的は「初診なのに前月以前の

病名が残っている。」「再診なのに前月以前の病名が無い。」です。副産物的に「病名が無

い。」「初診が複数回登録されている。」もチェックできましたので、これも付けました。 
操作は簡単です。病名チェックに使った日付欄で入力された日付を基に指定月の整合性を

チェックします。日付指定欄が日単位になっていても、この機能では無視され月単位での

みチェックします。結果は以下のテーブルに保管されます。 
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 無病名チェック結果 
 初診チェック結果 
 再診チェック結果 
 初診重複チェック結果 

特定疾患指導料チェック結果 
特定疾患管理加算チェック結果 

 長期投薬加算チェック結果 
 初再診まとめ（抽出に使ったサマリです副産物として出来上がります） 
結果は同名のレポートで得ることができます。抽出結果が 0 人の場合メッセージを出して

テーブルは空っぽのままになります。 
 
特定疾患は病名マスターに特定疾患として設定されているものと、病名の前に自身でチェ

ックを入れたものとあるはずですが、後者（自身でチェックを入れたもの）は、あえてチ

ェック対象からはずしています。なぜかと言うと、私がこの機能をつけた最大の理由は、

病名入力時に間違ってチェックを入れてしまい、受付で加算時に、自動的に特定疾患療養

指導料が加算されている事が分かったからです。このため、チェックが入っているかどう

かを知るためと外来加算がきちんと行われているかを知りたかったためです。このような

経緯から、チェックした疾患がリストに含まれてしまうと本来の目的が果たせないため、

あえてリストからはずしました。 
 
12）特定疾患のチェック 
 
「特定疾患療養指導料・慢性疾患生活指導料があるのに○○(病名)が無い。」 
「特定疾患があるのに特定疾患指導料がない。」 
「特定疾患指導料が 3 回以上ついている。」 
「特定疾患指導料の算定回数と受診回数が不適切である。」 
「特定疾患処方管理加算があるのに特定疾患がない。」 
「特定疾患があるのに特定疾患処方管理加算がない。」 
「特定疾患処方管理加算が 3 回以上ある。」 
「特定疾患処方管理加算の算定回数と受診回数が不適切である。」 
「長期投薬加算があるのに特定疾患がない。」 
「長期投薬加算」が 2 回以上ある患者がいる。」 
「長期投薬加算」と「特定疾患処方管理加算」があるのに「特定疾患処方管理加算」が減

算されていない。 
をチェックできます。機能は頻繁に改造中です。 
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特定疾患指導料・特定疾患処方管理加算チェックに対する除外処理 

 

以下の項目を含むものは除外されています。 

疑い疾患である場合 

 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定している場合 

 在宅自己注射指導管理料を算定している場合 

 寝たきり老人在宅総合診療料を算定している場合 

 

長期処方管理加算があるのに対応する処方が無い場合の抽出 

 

長期処方管理加算が算定されているが、特定疾患に対応する処方が無いものを抽出する機

能ですが、この機能を利用する場合には「薬剤病名対応表」の整備設定が必要です。「薬

剤病名対応表」は「各対応表の作成更新」ボタンを押すことで作成されます。この作成更

新ルーチンは公開初期のものよりかなり進歩していますので、このボタンを使って対応表

を作るだけでダイナに登録された薬剤病名対応表がかなり高い精度で反映されます。この

ボタンで作った「薬剤病名対応表」でもかなり良い線で長期処方管理加算と処方の異常を

はじいてくれると思います。各対応表の作成ボタンはダイナのテーブルを閲覧しますが改

竄しませんので、安心して押してください。 

この機能の既知の問題点として、同日に 28 日以上の特定疾患不対応の薬剤と 28 日未満の

特定疾患対応の薬剤がある場合間違いを見抜けません。ご注意ください。 

この機能を使うには長期処方管理加算チェックの下の一段下がったところにあるチェック

ボックスをチェックしてください。ここにチェックが入っていても長期処方管理加算チェ

ックにチェックが入っていないと機能しません。 

 
※ 注意事項 

特定疾患の照合には患者病名明細に病名コードが付いていることが条件です。病名入力時

にワープロ入力した場合は病名コードが付いていません。この問題を解決するために、

「病名コード付加」ツールが入っています。 
「病名コード付加」ボタンをクリックしてください。あなたの病名マスターから病名コー

ドを探して病名コードを付加します。ただし、「あなたの病名マスターに無い病名が記入

されている場合」と「継続以外の病名」「すでにコードが付いている病名」に対してはコー

ドを付加しません。 
 
病名コード付加ルーチンについて。 
病名コードをつけるため以下のようなルーチンでコード付けを行っています。 
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まずは完全一致で病名を探します。完全一致で当てはまった病名にコードを付加します。

さらに前後にワイルドカードをつけて、病名を長い順に探して当てはまったものに対して

病名コードを付加します。一度コードをつけたものは、検索の対象からはずして探しま

す。 
この機能に問題が無いわけではありません。以下の状況では問題が発生することがありま

す。すべての病名を病名マスターにあるもので付ける場合は、問題は発生しませんが、例

えば、「高血圧」が病名マスターにあるとします。「腎性高血圧」が病名マスターに無く、

ワープロ入力したとします。このとき、病名コード付加ルーチンを使うと、まず病名マス

ターに登録されている病名を完全一致で探して病名を付加しますので「高血圧」にはコー

ドが付きますが、「腎性高血圧」にはコードが付きません。病名コード付加ルーチンは次

の手順として類似の病名を探してコードを付加しようとしますので「腎性高血圧」に「高

血圧」のコードをつけてしまいます。この問題を避けるためには、（できるだけダイナで

病名選択して病名をつけておくのがベストですが、）病名を病名マスターの中にあるもの

で付けるようにしておくことです。 
 
13-1）削除病名候補の抽出 
 
この項目は、病名が残っているが、今はこの病名に対する処置･手術･投薬･検査･注射など

が行われていない場合、この病名を拾い出す機能です。この機能は照合表を使いますがこ

の照合表の出来によって結果が大きく左右されます。 
 
13-2）削除候補病名を自動で治癒にする 

 

削除候補病名を抽出できますが、この抽出結果に基づいて指定された病名のみ自動的に検

査対象月の前月の最終受診日で治癒させることができます。この機能を使う場合は削除候

補病名抽出の右カッコ内のチェックを ON にしてください。もし、うっかり ON にしたまま

にしても、途中で確認メッセージが出ますのでそこで中止すれば処理は行われません。自

動で治癒させるには「削除候補_自動治癒病名」に治癒させる病名を登録する必要がありま

す。登録ルールは急性疾患自動治癒と同様です。 

 
14）薬剤情報提供料算定漏れチェック 

 

前のヴァージョンにも簡単なものをつけていましたが、処理を厚くしました。 

今回のヴァージョンでは薬剤情報算定漏れチェックのチェックボタンが増えました。さら

にその右にふたつのラジオボタンがあります。LEVEL1 は今までどおり薬剤情報提供料が算

定できるのに、1 度も取っていない場合を抜き出します。LEVEL2 は薬剤が増えた場合に再
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度薬剤情報提供料が算定できる場合もカウントしています。 

 

※既知の問題点 

 服用法の変更に対応していない。 

 薬剤が減った場合に対応していない。 

 既出の薬剤だが組み合わせが変わった場合に対応していない。 

 

15）耳鼻科対象チェック 

 

当方耳鼻科ですので耳鼻科のチェックを濃厚にしました。項目は下記のとおりです。 

 鼻処置＋咽･喉頭処置＋外来管理加算の同日算定日の抽出 

 耳管処置＞受診日計 の抽出 

 「左・右・両」の付いていない病名を抽出 

 ６歳未満でもカテーテル通気になっている症例の抽出 

 などなど････ 

 

16）同一病名重複チェック 

 

病名重複チェックは両・左・右・疑い・主病名マークをはずしてチェックしています。 

また、同じ月内の終了した病名もチェックの対象にしています。たとえば 

例１： 

右急性中耳炎 10/2-10/14 

右急性中耳炎 10/28- 

 

例２： 

右急性中耳炎 10/2- 

左急性中耳炎 10/10- 

 

このような場合も重複病名としてひろって来ます。 

もし同一月内の治癒している病名を対象からはずしたい場合は、病名重複チェックの右の

カッコ内のチェックを OFF にしてください。 

 

17）病名コードチェック 

 

a) LOG 機能 

今までは単にコード異常ログを残すのみでしたが、コード異常ログを以前のものを残し



33 

今回新たに見つかったものを追加する形に変更しています。 

これにより、プログラムの途中で表示するログはその日に見つかったもののみ表示し

ます。日が変わると表示されなくなります。注意してください。以前からのログをす

べて見たい場合は、Report Viewer から参照してください。 

 

LOG 機能にチェック対象患者に限定して表示する機能を追加（対象 REV2006022616 以降） 

LOG 機能は今まで全患者対象にしていましたが、表示機能に改良を加えチェック対象患

者に絞るとともに特定疾患と思われる病名に絞るように変更しました。 

 

b) 病名コード逆引き機能 

これまでは、病名コードが付いているものに対して、病名コードが正しいか判定して

いましたが、病名コードが付いていないものに対して、病名コードの候補を探す「逆引

き機能」を追加しました。結果は病名コードチェックログに記入されます。 

 

18）左右の入力順をチェックする機能 

 

処置手術⇔病名チェックで誤認識を防ぐため左右両の入力順を調べるルーチンを付加しま

した。処置手術⇔病名チェックに入る直前で処理され、異常があればメッセージを出しま

す。 

 

19）複数関連病名チェック機能 

 

病名の中で類似する病名がついている場合（たとえば急性咽頭炎と急性喉頭炎、咽頭炎と

感冒など）あるいは相反する病名がついている場合（たとえば甲状腺機能亢進症と甲状腺

機能低下症など）を抽出する機能です。この機能を利用するためには「複合病名リスト」

テーブルを整備する必要があります。複合病名リストを開くと「Dxgroup」「病名 1」「病名

2」「病名 3」という 4 つのフィールドがあります。Dxgroup には整数で 1 から順番に番号を

つけます。必ず 1 から始まり 2,3,4，・・・・・と順番に入れてください。この規則どおり

でないとプログラムがうまく動きません。病名 1～3 に各グループごとにチェックさせる病

名を登録できます。二つでよいときはひとつ空欄でもかまいません。あいまいさが必要で

あればワイルドカード（*）を使ってください。 

 

20）部位を除外して病名チェックを行う 

 

病名チェックにおいて、部位を除外してチェックを行う機能を強化して、部位を除外する

疾患を自由に選択できるようになりました。部位除外病名表テーブルを開いて病名フィー
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ルドに部位を除外したい病名を登録します。たとえば「口腔カンジダ」の口腔をはずして

「カンジダ」でチェックさせたいとすると「カンジダ」と病名フィールドに登録します。

除外部位フィールドには例外的に除外させたくない部位を登録します。例えば「湿疹」と

登録したとします。「頭部湿疹・手湿疹・・・」などたくさん考えられますがこれらがすべ

て「湿疹」でチェックされてしまいます。その中で「外耳湿疹」だけは別格に扱いたいと

思うときに除外部位フィールドに「外耳」と登録しますと「外耳湿疹」は湿疹に変換され

ません。いくつ登録されてもかまいませんが、有効フィールドにチェックが入ったものだ

けが対象になります。 

 

21）小児科チェック 

 

小児科の丸めである、小児科外来診療料のチェックを設けました。3 歳未満（正確には 37

ヶ月未満）の小児に対してチェックを行います。また、いままで、小児科外来診療料（診

療コード 141-144）は初再診に反映されませんでしたが。 

141 小児科外来診療料（院内処方）初診時 

142 小児科外来診療料（院内処方）再診時 

143 小児科外来診療料（院外処方）初診時 

144 小児科外来診療料（院外処方）再診時 

これらのコードを考慮に入れたため、「初診なのに先月以前の病名がある。」「再診なのに先

月以前の病名が無い。」という抽出ができるようになりました。また、私の理解の範囲では

小児科外来診療料を算定している場合、院外処方でも月内に 1 度も処方しなかった場合に

は小児科外来診療料(院内処方)が算定できると思います。 

今回の改良で、「処方が無いので、小児科外来診療料(院内処方)が算定できます。」「処方箋

があるのに、小児科外来診療料(院内処方)が算定されています。」「小児科外来診療料(院内

処方)と小児科外来診療料(院外処方が)混在しています。」の３つの抽出ができるようにな

りました。 

 

機能は順次追加予定です。 

 

22）主病名チェック 

 

主病名がついていない人を拾い出すことが出来ます。主病名の対象を特定疾患をもつ人に

絞るか、全例にするか、また、病名を特定疾患に絞るか、全病名にするかを選ぶことが出

来ます。疾患を治癒したものを対象からはずすかどうかも選択できます。 

主病名マークは「＊ *  _  ＿ 」に対応しています。 
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既知の問題点 
 
HP 上で公開しています。そちらをご覧ください。 
http://www.sanada.gr.jp/download/tools.html 
 

プログラムの技術情報 
 
【ダイナミクスとのリンク】 
"Dyna**svr.mdb"の中の下記のテーブルへのリンク設定です。以下の 18 個のテーブルにリ

ンクを張っています。 
 
 患者マスター 
 患者病名明細 
 受診 
 受診基本診療 
 受診検査 
 受診処置手術 
 受診注射 
 受診投薬 
 病名マスター 
 病名チェック（急性病名の治癒をキーワードファイルで行わない場合のみ使用） 
 検査マスター（各対応表作成に使用） 
 処置手術マスター（各対応表作成に使用） 
 薬マスター（各対応表作成に使用） 

病名対検査ー（各対応表作成に使用） 
病名対処置（各対応表作成に使用） 
病名対薬（各対応表作成に使用） 
病名対注射（各対応表作成に使用） 
患者保険マスター 

 
【「各対応表 作成・更新」ボタンの動作について。】 
サンプルの３つの対応表を開いてデータをすべて消して（データだけです。テーブル自身

は残します。）います。その上で、「検査マスター・処置手術マスター・薬マスター」と

ダイナの対応表（病名対検査・病名対処置・病名対薬・病名対注射）から、登録されてい

る病名をインポートします。このとき、ダイナの対応表が[、] [,] [/] [半角スペース] [全角
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スペース]で区切られている場合は正常に登録されますが、他の区切りの場合にはとりあえ

ず登録はされますが後で修正が必要です。もしダイナの対応表を１対１で作成されている

場合は、更新時に同じ病名は登録しませんが、１対多対応で登録されている場合は、登録

先が NULL の場合は登録しますが、NULL で無い場合、登録を行いません。ダイナの対応

表に pass,pass と入れると RHD の対応表に pass と入るようになりました。 
 

※注意 
プログラムが途中で停止した場合には途中で作成されたクエリが残る事があり

ます。この場合には「削除不可」と書いてあるクエリ以外を全て削除してくだ

さい。 
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Dynamics 病名追加ツール 
これには専用の設定ファイルはありませんが、「薬剤病名対応表・注射病名対応表・処置

手術病名対応表・検査病名対応表」をもとに候補を選びます。 
 
1） 使い方 

 

 
まずは「作業項目」から作業するファイルを選択します。 
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この操作により「Dynamics 病名チェック・操作ツール」で得られた結果ファイルのどの

ファイルを処理するかが決まります。 
次に「PT File open」を押します。メッセージが出ますので、これにしたがって操作してく

ださい。カルテ番号による絞込みが出来ます。カルテ番号欄を空欄（Null）にしておくと

すべての患者を結果テーブルから拾います。カルテ番号欄に枝番を含めたカルテ番号を入

力するとそのカルテ番号のみ結果テーブルから抽出してきます。カルテを見ながら作業す

る方には便利ではないでしょうか。 
可視範囲のボックスに日付を入力しておくと、次のルーチンで、行為を表示する日付レン

ジが変えられます。 
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次に「候補選択」を押すと新たなフォームが開き、現在登録されている病名が左に出てき

ます。（また、その日に行われた処置手術が病名の下に表示されます。当日の処置を表示

するようになっています。可視範囲の選択により表示範囲が変わります。）プルダウンで

病名を選択するか直接入力し、「更新」を押します。ここで更新を押してもまだ病名は追

加されていません。「更新」あるいは「Cancel」を押すとフォームが閉じます。「病名追

加」を押すとダイナに病名が追加されます(病名コードも検索して追加します)。日付は行為

あるいは処方が行われた日になります。もし、すでに同じ病名が登録されていれば、メッ

セージを出して追加を無視します。病名追加を押さないと追加されません。もし不満なら

ここで、もう一度「病名選択」を押して選びなおす事も出来ます。追加したら、「Next」
ボタンで次の候補に移り、同じ操作を繰り返します。間違えてとばしてしまったら

「Previous」ボタンで前に戻ってください。全部終わったら、「PT File close」でファイル

を閉じてください。 
ファイルの 2 重開きなどのエラー処理がまだまだです。 
「オブジェクト’Q_病名候補’はすでに存在しています」とエラーが出たら、「終了」を押し

て「PT File close」を押してください。またエラーが出ますが、今度は「終了」だけでい

いです。 
「オブジェクト’Q_病名候補’が存在しません」とエラーが出たら、「終了」を押してくださ

い。 
 
２）使い方のコツ 
 
病名チェックで項目をひとつずつ調べて、病名追加で加える。を繰り返すと効率が良いと

思います。 
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たとえば、こんな風。 
薬剤病名対応を調べて、薬剤に関する病名を追加、処置を調べて、病名を追加。 
こうしていくと、エラーが出る頻度が減ってくるので、操作が楽になります。 
 
３）分かっている問題点 
 
HP 上で公開しています。そちらをご覧ください。 
http://www.sanada.gr.jp/download/tools.html 
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お願い。 
 
不具合ぜひ教えてください。 
 
異常終了する。 
どのくらい時間がかかるか。 
抽出の問題、「正常なのに異常として抽出してしまう」、「異常なはずなのに抽出されな

い」などはぜひ下記アドレスまで御報告ください。 
こんな機能もほしい。もぜひ教えてください。 
当方耳鼻科なので他科のルールには疎いため、いろいろ教えていただくことが多いと思い

ます。 
 
よろしくお願いいたします。 
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