
回答

1
インターネット：ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ請求/代理請求について。４月から委任開始予
定。３月審査まではISDN回線で請求/審査結果受信したい。ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回
線に切替わる日程を明確に確認したい。

委任開始をH29.4.1-にすることで、４月審査分からｲﾝﾀｰﾈｯﾄ請求可能となります。３月審査分の結果等は３
月末から４月月初配信となり、切替のタイミングによってはISDN回線で送信することになりますので、念の
ためＩＳＤＮ回線についても受信が確認できるまで解約しないでください。

2
インターネット：ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ請求/代理請求について。ソフト会社への委任状
に押印する事業者印鑑を確認したい。受領に関する届に押した印鑑が不
明。

印鑑登録の印鑑で捺印してください。

3
インターネット：ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ請求に切り替えたが、審査結果は以前のISDN回
線に配信されている。何故か。

媒体変更依頼を連合会にしていませんか？
連合会では、事業所の便宜を図るため、「伝送請求しているが返戻及び支払決定通知は郵送してほしい」
などの事業所の依頼を受けて、媒体変更をしています。
今後、インターネットで受け取りたいとのことであれば、再度、媒体変更依頼をしてください。
まれに、事業所が媒体変更の依頼をしてしまい代理人が受け取れない事例もありますのでご確認くださ
い。

4 インターネット：ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ請求のID／ﾊﾟｽﾜｰﾄを忘れてしまった。
午前中にご連絡いただいたものは、その日のうちに、再発行し郵送します。毎月１０日の締め切りが迫って
いる場合のご請求については、ＣＤ－Ｒでご請求いただくこともご検討ください。

5
インターネット：ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ請求を行いたい。ﾕｰｻﾞｰID取得後、手続き未済。
事業所単体で電子証明書発行申請をすると、いつ電子証明書を取得で
きるか。

「手数料を相殺する」を選択のうえ電子証明書申請を16時頃までに行い、電話でその旨をお伝えいただけ
れば、当日中の発行は可能です。初回のインターネット請求の際は、事故を防ぐためにも、なるべく早めに
手続き、データの送信をお願いします。

6
インターネット：電子証明書が発行されたが、支払決定額通知書がイン
ターネットで送られてこない。

月末に手続きをすると、電子証明書が発行される前に本会にて各種通知が作成されていることがありま
す。その場合は、ＩＳＤＮ回線または郵送（帳票及びＣＤ－Ｒ等）など、従前の方法で送付しておりますので、
ご確認ください。このことから、念のためＩＳＤＮ回線についても解約しないことをお勧めしております。

7
インターネット：電子証明書発行手数料の振込について。代理人ユー
ザーIDが3つあるが、３つ分一緒に振り込みたい。問題ないか。

お手数ですが、1つずつ分けて振り込んでください。

8
インターネット：国保中央会伝送ソフトでファイアウォールの警告が出たが
どうすればよいか？

伝送通信ソフトのマニュアルP.39の「Windows セキュリティの重要な警告」画面では外部との通信を許可す
る 「パブリックネットワーク（非推奨）」を選択し「アクセスを許可する」をクリックします。
これは、伝送通信ソフトでの通信を許可する操作であり、伝送通信ソフト以外のプログラムの通信を許可す
るわけではありませんので、ファイアウォールで許可しないプログラムの通信を防止する機能は変わりませ
ん。

9 エラーコード：10～～の場合
事業所台帳の加算等に関するエラーです。届出をしているか、届出がいつのサービス提供分から有効かを
ご確認ください。届出しているのにエラーの場合は、東京都か福祉保健財団にお問い合わせください。

10 エラーコード：1004
処遇改善加算のエラー。区分が細かく分かれているので、届出の有無、指定有効期間をご確認ください。
平成２９年４月にも改正されております。ご請求の前に再度ご確認願います。

11 エラーコード：10ＷＰ サービス提供体制強化加算のエラー。届出の有無、指定有効期間をご確認ください。

12 エラーコード：1２～～の場合
受給者台帳に関するエラーです。利用者さんがお持ちの介護保険証、介護保険負担割合証、減額認定証
等をご確認ください。
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回答問い合わせ内容

13 エラーコード：12QT 利用者の性別・生年月日等をご確認ください。

14 エラーコード：12SA、ＡＳＳＡ等 介護保険負担割合証をご確認ください。

15 エラーコード：ADD1

・地域密着型サービスで該当の利用者が住所地特例⇒明細欄（住所地特例）の欄にサービス内容を記入。
地域密着型サービスで該当の利用者が住所地特例でない⇒施設所在地保険者と利用者の保険者に届
出、ご相談ください。
（地域密着の考え方に基づきサービスを管理していきたい考えの保険者があります。）
・その他のサービスの場合⇒該当サービスの届出の有無、指定の有効期間終了年月日等をご確認の上、
必要があれば届出等の手続き及び再請求をお願いします。

16 エラーコード：ASSA等

（例）集計欄⑤管理対象単位数に処遇改善加算が合算されている。
集計欄の記載及び計算について、ご確認ください。
費用額＝給付単位数×単位数単価（小数点以下切り捨て）
保険請求額＝費用額×給付率（小数点以下切り捨て）
利用者負担額＝費用額-保険請求額
【限度額管理対象外の費用】
・中山間地域等提供加算等・ターミナルケア加算・緊急時訪問看護加算・特別管理加算・介護職員処遇改
善加算・サービス提供体制強化加算・総合マネジメント体制強化加算・訪問体制強化加算・事業開始時支
援加算・訪問看護体制強化加算　等

17 エラーコード：ASSB
給付管理票の「修正」が提出されたが、修正しようとするサービス事業所の該当明細書内に限度額管理対
象外単位数があり、査定後の計算ができない。
⇒修正しようとするサービス事業所の明細書の過誤をしてから、給付管理票の「修正」を出してください。

18 エラーコード：ＡＴ0Ｃ
公費負担者番号に該当する公費請求がありません。公費に関する金額（公費分請求及び公費分本人負
担）がない場合は、公費負担者番号は記載しないでください。

19 エラーコード：査定ｴﾗｰ

給付管理票との上限審査の結果、査定となるが、査定しようとする該当明細書内に限度額管理対象外単
位数があり、査定後の計算ができないため、返戻となっています。
⇒居宅介護支援事業所と調整いただき、給付管理票が間違っていれば給付管理票の「修正」、介護給付
費明細書は返戻となっていますので、内容が合っていればそのまま再請求、違っていれば訂正の上再請
求をしてください。

20
過誤：請求した内容に誤りがあることがわかった。審査決定済みの請求
について対処方法を伺いたい。

給付管理票は修正を、サービス明細は取下げ→再請求をお願いします。

21
過誤：医突の審査結果が届いていたが開封は、毎月１０日の請求締切日
を過ぎていた。来月の請求でも問題ないか。対処方法を知りたい。

過誤処理は当月に行われるが、再請求は次月でも可能です。ただし、同月過誤ではなくなるので、過誤及
び再請求の相殺ではなくなり、複数月での調整となります。

22
過誤：過誤決定通知書が届くも、既に廃止した事業所のためマイナス分
はどの様に返納したらよいか。

返還請求については、毎月２３日（支払日）頃に連合会から返納通知書を発送します。納期は翌月末日とし
ています。通知記載の金融機関であれば手数料無料で、記載以外の金融機関の場合は手数料を負担い
ただくことになります。また、マイナスが高額の場合は、支払日前の返納となるため、対象事業所へは本会
から連絡します。
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回答問い合わせ内容

23
審査結果：介護給付費明細書、居宅介護支援費明細書の実績を確認し
たい。

お問い合わせの前に、伝送の事業所に配信されている受給者別審査決定情報でご確認ください。

24
審査結果：給付管理票の「修正」を居宅介護支援事業所に依頼したが、
再審査決定通知書が届かない。なぜですか？

給付管理票の「修正」が提出されていない、または提出したものの返戻となっていることも考えられます。居
宅介護支援事業所と連絡調整をお願いします。

25
審査結果：給付管理票は決定しているのに、原案作成委託料の支払がな
い。

決定された給付管理票に記載の「委託先支援事業所番号」が間違っています。地域包括支援センターにご
確認ください。
また、今後、決定された給付管理票を正しく直すには、給付管理票の「修正」を出していただく必要がありま
す。
給付管理票の修正と明細書の過誤及び再請求のタイミングが合わず、委託料の支払ができない事例も見
受けられますので、連絡調整等をお願いします。

26 審査結果：再審査決定通知書が届いた。なぜですか？
給付管理票の「修正」が提出され、単位数が変更となり差額調整を行っています。再審査後の単位数を確
認し、間違っていれば給付管理票の「修正」が再度必要になります。

27 審査結果：支払決定通知が届かない。入金もない。
１０日までに伝送送信・到達確認をしましたか？帳票等を郵送し１１日以降に届いた場合は翌月処理として
います。お問い合わせの前にご確認をお願いします。

28
審査結果：受給者別審査決定情報に決定点数が「０」と出ている。給付管
理票登録情報を見ても、記載がない。どういう状態ですか？

給付管理票に貴事業所番号のサービス内容が記載されていないため、０円で決定しています。増減単位
数通知書を送信していますので、そちらでご確認ください。

29 審査結果：返戻があったが、その分を差し引いても入金額が合わない。 債権譲渡（ファクタリング）をしていませんか？該当している場合は、債権先に確認をお願いします。

30

審査結果：介護老人福祉施設。他県保険者の利用者が都内所在の施設
に入居しており、住所地特例対象者です。請求明細書では住所地特例対
象の欄に入力せずに請求していたが審査通っている様子。問題はない
か。

介護老人福祉施設サービスは地域密着型サービスではないので、住所地特例の考えはありません。
介護給付費請求明細書の住所地特例対象者欄に記載するのは、地域密着型サービス
（76.71.72.73.68.77.78.79.74.75.69）のみです。

31 審査結果：増減単位数通知書が出ている。対処方法を確認したい。
給付管理票に貴事業所番号のサービス内容が記載されていないか、少ない単位数で記載されています。
居宅介護支援事業所にご確認ください。給付管理票が誤りであれば、給付管理票の「修正」が必要です。
明細書が誤りで、結果として査定後の単位数で正しいのであればそのままでＯＫです。

32
審査結果：保留になっている明細書に誤りが判明し、生活保護情報を入
れて再請求したところ返戻になった。

保留の状態の時に再請求がありますと重複で返戻となります。今後、給付管理票が出されれば保留復活、
給付管理票がないままだと返戻となりますので、その結果を待って、保留復活＝審査決定の場合は過誤を
してから再請求の流れになります。

33 請求：月途中で公費併用になる場合の請求方法について教えてほしい。
公費情報を記載して、１枚で請求できます。明細欄には公費対象回数、公費対象単位数に公費併用期間
のサービス内容を記載し、集計欄には保険請求+公費請求+利用者負担+公費分本人負担欄に、それぞれ
計算して記載します。

34
請求：月途中で要支援⇒要介護になった。変更前と変更後両方サービス
を行っている。請求方法を教えてほしい。

要支援の時に行ったサービスは介護予防サービス明細書、要介護の時に行ったサービスは介護給付費明
細書の２枚を出します。明細書に記入する状態区分は、２枚とも月末時点のものとなります。
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35
請求：当初は、介護認定なしで総合事業のミニデイサービスを１日分利
用。月途中から訪問介護サービス利用。遡って要介護１の認定が下りた
が、総合事業利用分は要介護１での請求となるか。

総合事業の利用分については、要介護の資格だけですと連合会で審査できません。保険者へご相談くださ
い。

36
請求：法人が統合・合併し新しい事業所番号になった。開始年月日は以
前からの日付か新事業所番号の指定日となるのか？

新しい事業所番号の指定日が開始日となります。

37
請求：要支援⇒要介護に区分変更となった。区分変更後に小規模多機能
型居宅介護を利用する場合、給付管理票は地域包括支援センターまた
は小規模多機能型居宅介護のどちらが提出するのか。

給付管理票をどちらが提出するのかを保険者に届け出る必要があります。確定してからご請求ください。

38
請求：外泊時加算の算定について。　特養入所の方　10/10入院-26退
院、その間外泊時加算6日算定。29日再入院-11/3退所。11月実績ない
のですが、外泊時加算は3日分とれますか。

外泊の期間中にそのまま退所した場合は、退所した日の外泊時算定可です。平成２７年４月版介護報酬の
解釈単位数表編Ｐ687

39
請求：看取り介護加算を算定するにあたり、１１月に死亡、１０月から看取
りをしている。提供10月分は既に請求をしているが、さかのぼって10月に
加算を算定する事は可能か。また、その場合の処理方法について。

看取り加算は死亡月にまとめて算定する加算です。事例の場合は１１月に算定します。

40 請求：給付管理票修正が可能な期間（時効）を教えて欲しい。 基本的には2年間。特別な事例等については、保険者の了承を得れば請求可能です。

41
請求：給付制限有りの利用者が月途中で生活保護受給者となった場合
の請求方法を詳しく教えて欲しい。給付制限中の負担分はどのように請
求するのか。

月の初日に遡って給付減額の対象外となります。

42

請求：月途中区分変更（要支援1→要支援2）あり。要支援1では予防通所
介護サービス利用、要支援2では総合事業サービス利用。それぞれ日割
請求となるが加算（運動器機能向上/事業所評価/サービス提供体制）の
請求はどうしたらよいか。

両方算定可。

43
請求：実地指導により同月過誤処理を予定している。再請求時は、人欠
のサービスコードで行ってよいか。サービス事業所の登録も必要か。届出
なしでも請求は可能か。

届出は必要です。連合会の事業所台帳がいつ訂正されるか、財団等へ確認をしてから、過誤及び再請求
を行ってください。

44
請求：初の介護保険請求を予定。歯科の機関コードに「133」をつけて請
求してよいか。歯科の開業は2年ほど前。

過去にみなし指定サービス不要の申出をしていませんか？しているとすれば、みなし再申請の手続きが必
要です。財団へその確認をしてください。申出をしていなければ、請求は可能です。

45
請求：小規模多機能型居宅介護サービス。月途中。区分変更（要介護→
要支援）ありの、総合マネジメント加算について。どのように請求したらよ
いか。

月末における介護度で算定します。平成２７年４月版介護報酬の解釈ＱＡ・法令編P.1225

46
請求：特定施設入居者生活介護サービス。入院は外泊日数には含めな
いか。含まない場合は、「退所」扱いとなるのか。

入院は外泊に含めず、一旦退去扱いとなります。
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47
請求：日割算定について。月途中区分変更（要支援1→要支援2）あり。前
半は予防通所介護サービス利用、後半は総合事業A6を利用。請求方法
を教えてください。

月末時点の介護度を記載し、それぞれ日割で請求します。

48

請求：返戻（10QEｴﾗｰ）あり。福祉保健局への届出はこれから。救済措置
はあるので、9割分で保険請求し、公費情報は何も入れないで請求すれ
ば審査通ると思うと都の担当者に言われた。請求方法はこれで問題ない
か。

東京都福祉保健局保護課に確認済みであれば、単独としてご請求ください。

49
請求：法人変更により事業所番号が統一された。今後2拠点（同一事業所
番号）から伝送請求したい。入力ソフトが異なるデータだが問題はない
か。

同一の事業所番号で同一月の2つのCSVファイルが存在しても審査は可能です。但し、介護給付費請求書
が２枚存在することになるため、１枚はエラーとなり、請求書と明細書を比較して出力される審査決定増減
表が必ず出ます。

50
請求：訪問リハ短期集中リハ加算（145003）の算定日を確認したい。
11/9：退院、11/末頃-リハビリ開始。算定期間は2/8迄か。

退院日から起算し3ヶ月以内の算定が可能です。　平成２７年４月版介護報酬の解釈単位数表編P.231　注
4

51
請求：訪問看護サービスの開始年月日について。サービス提供が二月空
いたため、初回加算を再度算定する。この場合の明細書記載の開始何
月日は当初の日付になるか、再開時の日付となるか。

再開時の開始年月日を記載します。

52
その他：「審査情報印刷プログラムVer.4」の移行について。PCを入れ替
えたため、当該プログラムを新PCに移行したい。

国保中央会がアップしている「審査情報印刷プログラム利用の手引き」をご覧ください。

53
その他：ケアプラン原案作成委託料について。他県保険者、都内の施設
に入所していて、委託先は都内の事業所。この場合委託料はどのように
入金されるか。

他県保険者の場合は、委託料の割振りはできません。全額地域包括支援センターに支払われます。他県
事業所が委託先の場合も同様です。

54
その他：支払決定通知書等に記載されている住所が違うので、訂正して
ほしい。

東京都から指定されている事業者・・・東京都へ
八王子市から指定されている事業者・・・八王子市へ
地域密着型サービス及び総合事業の事業者（13Ａ～）・・・指定を受けた区市町村へ
申し出てください。届出の状況は、事業所台帳に反映されます。

55
その他：通常伝送請求だが、事業所番号変更に伴い、帳票請求した。返
戻等は郵送で届いたが、支払等は伝送配信されているのかどうか。

事業所番号ごとに受付・審査を行うため、伝送請求をするのであれば、再度手続きが必要です。伝送の手
続きが終了していなければ、返戻と同様に、支払決定通知書も郵送します。

請
求

そ
の
他


