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本書について

 本書では、MightyChecker Cloud(以降MCCloud)で行う設定項目の説明と操作方法
について説明します。
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設定でできる事

I. システム設定
⇒MCCloudを利用するために必要な初期設定やレセプト点検に関する設定を行います。
⇒４ページ

II. 施設基準設定
⇒貴院にて届け出を行っている項目、届け出を行っていない項目を設定すると、医学管理
料や診療行為の算定可否に関する点検が行えます。
⇒２５ページ

III. 医師コードメンテナンス
⇒点検結果を医師別に並び替えたい場合に設定します。

※レセプトデータに医師コードが出力されている必要がございます。

⇒２９ページ
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１．システム設定を行う
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１．システム設定を行う

I. MCCloudにログインしたら、メニューパネル内の設定をクリックします。

①クリック
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１．システム設定を行う

II. 初期設定タブについて説明します。

（初期設定編）
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１．システム設定を行う

III. 医事会計システムで管理している、患者コードの桁数を設定します。
※患者コードの桁数がご不明な場合は、医事会計システムのサポートセンター様へご確認ください。
医事会計システムサポートセンター様へのお問い合わせ例：「レセプト電算ファイルに出力される患者コードは、何桁ですか？」

①桁数
を設定

②桁数を設定
したらクリック

必ず設定してください

（初期設定編）
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１．システム設定を行う

IV. 病院、診療所設定を行います。
本設定を行いますと、病院でのみ算定できる診療行為などの点検が行われます。

貴院が診療所
の場合はこちら
をクリック

必ず設定してください

（初期設定編）

設定を変更したら
必ずクリック！
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１．システム設定を行う

V. 医師コードの設定を行います。
本設定を行いますと、点検結果が医師別に参照できるようになります。
※レセプト電算ファイルに、医師コードが出力されている必要がございます。
医師コードの出力有無についてはお使いの医事会計システムベンダー様へご確認ください。

（初期設定編）

設定を変更したら
必ずクリック！

ここをチェックして、レ
セプト電算ファイルに
出力される医師コード
の設定値を入力
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１．システム設定を行う

I. 傷病名タブについて説明します。
医事会計システムの画面上で、患者様の傷病名を登録する際に、文字入力で傷病名を複数入力している場合、
使用している区切り文字を設定します。

（傷病名編）

例えばレセプトの患者病名に「高血圧症、高脂血症」と入力している場合は、
ここに「、」(全角カンマ)を入力します。
MCCloudでは、「高血圧症」、「高脂血症」をレセ電算コードとして認識します。

設定を変更したら
必ずクリック！
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１．システム設定を行う

I. 詳細設定タブについて説明します。
レセプト点検に関わる項目が設定できます。

（詳細設定編）

設定を変更したら
必ずクリック！
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１．システム設定を行う

II. 用量係数使用有無指定
医薬品の用法・用量に上限用量の記載があっても、「年齢・症状により適宜増減」と記載があった場合には、保険請求上は
倍量まで処方してもよいという観点から、用量係数を設けて投与量の点検を行います。

（詳細設定編）

適宜増減の用量まで考慮した投与量の点検を行う場合は「使用する」
添付文書に記載の通り、厳しく点検を行う場合は、「使用しない」に設定します。
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１．システム設定を行う

III. 適応症.傷病名なし点検指定
医事会計システムにて、患者様に傷病名を１件も登録しなかった場合、レセプト点検を行うと医薬品、診療行為に対して
適応症なしの警告と候補病名が出力されます。

（詳細設定編）

「使用する」に設定すると、レセプト点検後、適応症なしの警告となりますが、
候補病名が表示されますので、傷病名登録の際に参考になります。
「使用しない」に設定すると、適応症なしの警告になりません。
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１．システム設定を行う

IV. 候補病名出力数設定
適応症なしの警告となった際に表示する指摘文章へ、候補病名をいくつ表示するかを設定します。

（詳細設定編）

０~１０まで指定できます。
指定する数が大きいと、指摘文章が長くなります。
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１．システム設定を行う

V. 特定疾患・難病算定通知チェック設定
医事会計システムにて、傷病名登録の際に、主傷病を登録する運用をされている医療機関様は有効な設定です。

（詳細設定編）

例えば、長期投薬加算の対象病名を主傷病としていなかった場合。
「使用する」に設定すると、長期投薬加算は算定できないという警告になります。
「使用しない」に設定すると、警告になりません。
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１．システム設定を行う

VI. 主病名判定設定
患者病名が１件の場合は自動的に主傷病とみなすかの設定です。

（詳細設定編）

レセプトの患者病名が１件だった場合、
「使用する」に設定すると、主傷病とみなします。
「使用しない」に設定すると、主傷病とみなしません。



17

１．システム設定を行う

VII. 固定点検000212設定
例えば、患者病名：[右]膝関節炎に対し、診療行為：[左膝]関節腔内注射のケースの場合は、部位を確認する旨の警告
となります。本設定は、前述例の患者病名：[右]膝関節炎の[右]という修飾語がなくても警告とするかを設定します。

（詳細設定編）

「使用する」に設定すると、患者病名に修飾語がなくても点検を行います。
「使用しない」に設定すると、点検は行いません。
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１．システム設定を行う

VIII. 固定点検000071設定
社保の場合は、患者年齢が15歳未満で、レセプト種別が本人であった場合、返戻となります。
国保の場合は、患者年齢が15歳未満で、レセプト種別が世帯主の場合は、返戻とならないケースもあり、
国保を点検するか否かを設定します。

（詳細設定編）

国保、１５歳未満、世帯主のレセプトの場合
「点検する」に設定すると、警告となります。
「点検しない」に設定すると、警告になりません。
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１．システム設定を行う

IX. 症状詳記フリーコメント設定
症状詳記を記載することで、保険請求できるレセプトがある場合には、本設定を「認識する」と設定すると、MCCloudではフリー
コメントとして認識します。点検結果画面のコメント設定にて、警告となった点検ルールに症状詳記に記載した文言を登録するこ
とで、次回点検から警告とならなくなります。

（詳細設定編）

「認識する」に設定すると、フリーコメントとして認識します。
「点検しない」に設定すると、フリーコメントとして認識しません。
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１．システム設定を行う

X. 縦覧期間設定
縦覧点検を行う際に、点検レセプトの診療年月から過去何ヶ月のレセプトまで参照するかを設定します。

（詳細設定編）

例えば、６ヶ月と指定した場合、２０１４年１１月診療の点検を行うと、
２０１４年６月までのレセプトを参照します。
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１．システム設定を行う

XI. 疑い病名期間指定
医事会計システムにて、疑い病名を登録した経過月の指定を行います。指定した月を超える疑い病名は、レセプト点検時に警
告となります。

（詳細設定編）

例えば、３ヶ月と指定した場合、２０１４年１１月診療の点検を行うと、
２０１４年７月以前に登録した疑い病名が警告となります。
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１．システム設定を行う

XII. 急性病名期間指定
医事会計システムにて、急性病名を登録した経過月の指定を行います。指定した月を超える急性病名は、レセプト点検時に
警告となります。

（詳細設定編）

例えば、３ヶ月と指定した場合、２０１４年１１月診療の点検を行うと、
２０１４年７月以前に登録した急性病名が警告となります。
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１．システム設定を行う

XIII. 非適応点検ルールの対象病名設定
例えば、本設定を「対象としない」に設定し、医薬品を処方した際、禁忌となる病名の転帰が「治癒」となっていた場合は、警告
となりません。

（詳細設定編）

「対象とする」に設定すると、転帰が「治癒」の傷病名を非適応病名とします。
「対象としない」に設定すると、転帰が「治癒」の傷病名は非適応病名としません。
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１．システム設定を行う

XIV. 固定点検000227設定
病名整理をせず、過去に登録した傷病名がいくつも残っていた場合は、審査支払機関にて重点的にチェックされ、減点が増える
傾向にあります。こちらの設定で傷病名の上限数を設定することで、点検にて警告となったレセプトは病名整理を重点的に行うこ
とで、減点される可能性が低くなります。

（詳細設定編）

例えば、15と設定すると、レセプトに傷病名を16個以上登録していたレセプトで
警告となります。
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１．システム設定を行う

XV. 固定点検000309設定
内服薬の上限日数を設定します。
麻薬、向精神薬、新薬等、投与日数が設定されている医薬品に関しても一律に点検を行います。
「0」を設定した場合は、点検を行いません。

（詳細設定編）

初期値は「30日」です。
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１．システム設定を行う

XVI. 固定点検000310設定
頓服薬の上限回数を設定します。
「0」を設定した場合は、点検を行いません。

（詳細設定編）

初期値は「14回」です。
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２．施設基準設定を行う
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２．施設基準設定を行う

I. MCCloudにログインしたら、画面上部にあるメニューの設定をクリックし、サブメニューが表示され
たら施設基準設定をクリックします。

①クリック

②クリック
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２．施設基準設定を行う

II. 施設基準項目の一覧が表示されます。貴院で届け出を行っている項目、届け出を行っていな
い項目を設定します。

クリックして
設定

レセプト点検時に、算定できる可能性がある場合
は、警告とします。※算定支援の点検ルールが存
在する場合のみ

○：設定する

レセプト点検時に、関連する診療行為が算定さ
れていたら、届け出を行っていない旨の警告となり
ます。

×：設定しない

点検は行いません。

ー：未設定
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２．施設基準設定を行う

III. 目的の施設基準項目を検索し、設定することもできます。

①検索する文字
を入力して

②検索ボタン
をクリック

③検索された
項目を設定
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３．医師コードメンテナンスを行う



32

３．医師コードメンテナンスを行う

I. ！！！注意！！！
本設定を行うには、下記の条件を満たしていることが必要となります。

A) レセプト電算ファイルへ医師コードが出力されている

B) [9ページ] 医師コードの桁数指定が正しく行われている
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３．医師コードメンテナンスを行う

II. MCCloudにログインしたら、画面上部にあるメニューの設定をクリックし、サブメニューが表示され
たら医師コードメンテナンスをクリックします。

①クリック

②クリック
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３．医師コードメンテナンスを行う

III. 医師コードに対して、医師名の登録を行います。貴院が管理されている医師コードの入力、
医師コードに割り当てられている医師名の入力を行い、登録ボタンをクリックします。

①医師コードを
入力 ②医師名を入力 ③クリックして登録

登録が完了すると
ここに表示されます


