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◆磁気媒体により請求する保険医療機関等の皆様へ 【お願い】

レセプトの提出は「オンライン請求」が便利です

本会では、磁気媒体で請求をされている保険医療機関等の皆様には、利便性の高いオンライン請求を
お勧めしております。
（１） 毎月５日から７日は８時から２１時まで、８日から１０日は８時から２４時まで受付ができます。
（２） 送信時に簡易チェックでエラー内容が確認でき、修正することができます。
（３） 本会からの返戻レセプト、増減点連絡書、返戻内訳書をオンラインで受け取ることができます。
（４） 返戻レセプトデータを修正してオンラインで再請求することができます。
（５） 前月までに請求したレセプトの再審査・取下げ依頼をオンラインで提出することができます。

オンライン請求では、送信後に請求内容等に誤りが発覚した場合でも、１０日まで再送信することができ、
大変便利です。（再送信される場合は本会にご連絡願います。）
なお、受付不能（Ｌ２０００番台のエラー）及びASP 点検の結果「エラー分を除く」で送信した場合は、エ
ラーデータを修正して１２日まで再送信が可能です。

普通郵便を利用している保険医療機関等の皆様へ【お知らせ】 ・・・・・・・・・・・・・・・ ８

帳票等の新規・変更について【令和3年10月請求分から】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３

返戻（照会）付せん（過誤）について【お知らせ】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７
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後期高齢者レセプトの記号の入力について

後期高齢者レセプトに対して、「記号・番号」の「記号」欄に記号（「／」「－」等）や数字等が記録されたレセ
プトが多く見受けられます。
「記号」欄に記録がある場合、「番号」に正しい被保険者番号が記録されていても、オンライン資格確認等
システムにおける資格情報との照合ができません。
後期高齢者レセプトについては、「記号」欄には記録せずご請求いただきますようお願いいたします。

記号欄には不要な数字や記号等を記録しないでください。
※「/」や「‐」等の記録が多く見受けられます。

【問い合わせ先】
システム管理部 システム管理課 レセプト電算係 ０３-６２３８-０４５６（直通）

オンライン請求システムの振込額データダウンロードについて、本会では機能対応しておりませんでした
が、令和３年１０月請求分 ［診療報酬支払分（１１月）］から対応を開始いたします。
本機能により、保険医療機関等にてオンライン請求システムから振込額や再審査結果等に関する帳票
データのダウンロードが可能となります。

・ダウンロードが可能となる帳票一覧（PDF形式）（予定）

・公開日（データ提供日）、マニュアル等、詳細については、後日、本会ホームページ及びオンライン請求シ
ステムのお知らせに掲載いたします。

振込額データダウンロードについて
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◆電子レセプトにより請求する保険医療機関等の皆様へ【お願い】

◆オンライン請求システムを利用している保険医療機関等の皆様へ

項番 帳票名

1 増減点返戻通知書

2 増減点返戻通知書(後期高齢者医療分)

3 過誤・再審査結果通知書

4 過誤・再審査結果通知書(後期高齢者医療分)

5 国民健康保険過誤調整結果通知書

6 後期高齢者医療過誤調整結果通知書[医療機関用］

7 公費負担医療過誤調整結果通知書

8 公費負担医療（後期高齢者医療分）過誤調整結果通知書［医療機関用］

9 診療（調剤）報酬等決定通知書

10 診療（調剤）報酬等決定内訳書

（誤った事例）記号欄に不要な数字が記録



◆令和3年10月請求分から増減点・返戻通知書のうち、返戻に係る情報は紙レセプト請求分のみが対
象となります。 電子レセプト請求分については、「２ 返戻内訳書 について（電子レセプト請求分の
み対象）【新規】」をご参照願います。

◆国保分の増減点・返戻通知書には、以下のとおり被保険者記号・番号欄に枝番が追加されます。

◆令和3年10月請求分から電子レセプト請求分の返戻については、点数表ごと（医科：ＤＰＣと出来高）
に返戻内訳書が出力されます。

枝番が追加
されます

◆帳票等の新規・変更について【令和3年10月請求分から】

－3－

①②

令和3年10月から本会のオンライン資格確認等システムの運用開始に伴い、電子レセプト請求分
については、最新の資格情報でレセプトの振替または分割処理を行います。また、国民健康保険被
保険者証の枝番の記録が必要となります。これにより以下の帳票等の新規・変更があります。

① ＤＰＣ、歯科は返戻内訳書名の横に括弧書きで表示されます。
② 調剤は、薬局コード及び保険薬局名が表示されます。

１ 増減点・返戻通知書について（紙レセプト請求分のみ対象）【変更】

２ 返戻内訳書について（電子レセプト請求分のみ対象） 【新規】



◆令和3年10月請求分から、電子レセプト請求分の振替・分割分について資格確認結果連絡書が出力
されます。
※様式等については、社会保険診療報酬支払基金と共通となります。

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

（※）「請求または再審査請求の内容」「枝番特定および資格確認結果の内容」の表示項目
・審査支払機関（国保・社保）
・保険者番号 ・記号 ・番号 ・枝番
・資格取得日 ・資格喪失日
・レセプト種別
・診療実日数 ・処方箋受付回数 ・請求点数
・食事療養・生活療養の回数
・食事療養・生活療養の合計金額
・食事療養・生活療養の標準負担額
・公N実日数・公N処方箋受付回数
・公N請求点数
・公N食事療養・生活療養の回数
・公N食事療養・生活療養の合計金額
・公N食事療養・生活療養の標準負担額

◎資格確認結果連絡書に記載されているレセプトについて再審査・取下げ依頼書を提出される場合は、
「枝番特定および資格確認結果の内容」（項番８の表示内容）の情報にて提出ください。

１
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３ 資格確認結果連絡書について【新規】

（※）

（※）



変 更 後

◆令和3年10月請求分から、余白説明事項の一部が削除されます。
（令和3年12月返戻到着分から）

変 更 後

保発0925第1号令和2年9月25日付
「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について」が令和2年10月
1日から施行されたことに伴い、振替による事後同意文言について削除されます。

◆令和3年10月請求分から、枝番の欄及び審査結果コード「180：精算」が追加されます。
（令和3年12月返戻到着分から）

変 更 後

枝番の追加

審査結果コードの追加
（180：精算）

◆令和3年10月請求分から、電子レセプト請求分の振替・分割分が追加出力されます。
◆振替・分割分の振替先情報は、新規帳票「資格確認結果連絡書」に出力されます。
（令和3年12月返戻到着分から）
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４ 国民健康保険過誤調整結果通知書振替分（都内・他県）について【変更】

５ 国民健康保険過誤調整結果通知書について【変更】

６ 過誤調整結果通知書について（国保・後期共通） 【変更】



【問い合わせ先】審査第２部
≪１から３に関すること≫ ≪４に関すること≫
医科⇒事務審査第１課、第２課、第３課 進行調整課 保険者間調整係

０３‐６２３８‐００１１（代表） ０３‐６２３８‐０３１５（直通）
（電話交換手に「○○区、市町村（貴保険医療機関 ≪５から７に関すること≫
等所在地）を担当している課」とお伝えください） 進行調整課 過誤調整係

歯科⇒事務審査第４課 ０３-６２３８-０３００（直通） ０３‐６２３８‐０３３０（直通）
調剤⇒事務審査第４課 ０３‐６２３８‐０３８２（直通）
訪問看護⇒事務審査第４課 ０３‐６２３８‐０３０２（直通）

◎「公費負担医療過誤調整結果通知書」についても「過誤調整結果通知書（国保・後期）」と同様に変更となり
ます。

◆令和3年10月請求分から、過誤調整結果通知書の「振替分（都内・他県）」が廃止となり、電子レセ
プト請求分の振替・分割分が出力されます。

【変更点】
①「後期高齢者医療過誤調整結果通知書（医療機関用）振替分（都内・他県）」帳票の廃止
②「保険者振替」出力帳票及び出力表示の変更
③「オンライン資格確認」（新規）出力表示
④「オンライン資格確認」に伴う過誤理由「80～87」追加

80広域内保険者番号相違 82転出喪失分（他広域連合） 84その他喪失 85
取得前受診 86資格日数不足 87資格証該当

後期高齢者過誤調整結果通知書（医療機関用）振替分（都内・他県）

後期高齢者過誤調整結果通知書（医療機関用）

変更点①
帳票の廃止

変更点②
保険者振替
２行で出力

変更点③ オンライン資格確認（新規）

備考欄に「オンライン資格確認により振替・分
割」と出力されます。

変更点④

過誤理由追加

【変更点】
①「振替分（都内・他県）」帳票の廃止【電子及び紙レセプト請求分共通】
②「保険者振替」出力帳票及び出力表示の変更【電子及び紙レセプト請求分共通】
③「オンライン資格確認」（新規）出力表示【電子レセプト請求分】
④「オンライン資格確認」に伴う過誤理由「80～87」追加【電子レセプト請求分】

80広域内保険者番号相違 82転出喪失分（他広域連合） 84その他

喪失 85取得前受診 86資格日数不足 87資格証該当

－6－

◆振替・分割分の振替先情報は、新規帳票「資格確認結果連絡書」に出力されます。

７ 後期高齢者過誤調整結果通知書（医療機関用）について【変更】



【問い合わせ先】
審査第２部 進行調整課 過誤調整係 ０３-６２３８-０３３０（直通）

◆返戻（照会）付せん（過誤）について【お知らせ】

◆令和3年10月請求分から、返戻レセプトに添付されている「返戻（照会）付せん（過誤）」の様式が
「過誤調整依頼書」に変更となります。
（令和3年12月返戻到着分から）

◆過誤調整依頼書を添付して返戻されたレセプトを紙レセプトにて再請求する場合については、レセ
プトを訂正等のうえ、過誤調整依頼書を添付したままご提出願います。
なお、オンライン請求をされている保険医療機関等で、やむを得ず紙レセプトにて再請求する場合
についてもレセプトを訂正等のうえ、過誤調整依頼書を添付しご提出願います。

現 行 （国保） 現 行 （後期）

変更後 （後期）
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返戻（照会）付せん（過誤）について【変更】

変更後 （国保）



【問い合わせ先】
総務部 総務課 文書係 03-6238-0112（直通）
※郵便サービスの詳細については、郵便局にお問い合わせください。
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◆『国民健康保険被保険者証例』の場合、令和3年10月請求分から「枝番」の記録（記載）が必要です。
所定の項目への記録（記載）をお願いします。

◆電子レセプト・・・枝番は資格確認レコード（ＳＮレコード）の「枝番」項目に記録願います。
記録方法については利用されているシステム会社等にご確認ください。

紙レセプト・・・・（枝番）の文字の後に記載願います。

※記録（記載）不備の場合、返戻になりますのでご注意ください。

記録（記載）例

◆国民健康保険被保険者証の「枝番」の記録（記載）について【お願い】

【問い合わせ先】審査第２部
医科⇒事務審査第１課、第２課、第３課 歯科⇒事務審査第４課
０３-６２３８-００１１（代表） ０３-６２３８-０３００（直通）
（電話交換手に「○○区、市町村（貴保険医療機関 調剤⇒事務審査第４課
等所在地）を担当している課」とお伝えください） ０３-６２３８-０３８２（直通）

訪問看護⇒事務審査第４課
０３‐６２３８‐０３０２（直通）

◆普通郵便を利用している保険医療機関等の皆様へ【お知らせ】

⚠ご注意ください⚠

普通郵便の到着日が変わります！

2021年（令和３年）10月から、郵便局において、

普通郵便（※）の、「土曜配達中止」、「お届け日数の繰り下げ」が決定しております。

レセプトなど、本会に送る郵便物については到着日に充分ご注意ください。

詳しくは、郵便局のホームページでご確認ください。

※レターパック、簡易書留、書留等は除きます。

URL：https://www.post.japanpost.jp 郵便局 2021年10月 検索

国民健康保険被保険者証例

国民健康保険
被保険者証
記号：00-12 番号：3456 （枝番）01


