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  各種帳票等をダウンロードす

る 

1 増減点連絡書等をダウンロードする 

過去 12か月分の増減点連絡書および突合点検結果連絡書等をCSV形式のファイルでダ

ウンロードします。 

「増減点連絡書」および「突合点検結果連絡書」等の詳細は、支払基金ホームページ

にあります『別添 印刷対象帳票・CSV 作成対象ファイル』を参照してください。 

 

紙で提出した分のレセプトの増減点連絡書は、ダウンロードできません。 

 

1. 画面左の【各種帳票等】ボタンをクリ

ックします。 

【各種帳票等】ボタンの下に、【増減点連絡

書】・【返戻内訳書】・【資格確認結果】・【振込

額明細】ボタンが表示されます。 

 

2. 【増減点連絡書】ボタンをクリックし

ます。 

「増減点連絡書ダウンロード」画面が表示さ

れます。 
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3. ダウンロードする処理年月の【ダウン

ロード】ボタンをクリックします。 

画面下部に、ダウンロードの確認メッセージ

が表示されます。 

画面上部にセキュリティに関するメッセ
ー ジ が 表 示 さ れ た 場 合 の 操 作 は 、
「■「増減点連絡書ダウンロード」画面に
メッセージが表示された場合」を参照して
ください。 

 

 
 

 

4. ダウンロードする処理年月の【ダウン

ロード】ボタンをクリックします。 

「名前を付けて保存」画面が表示されます。 

 
・左記の画面が表示された場合、【名前を付けて

保存】をクリックします。 

・処理を中止するには、【キャンセル】ボタンを

クリックしてください。「振込額明細データ

ダウンロード」画面に戻ります。 

 

ダウンロードファイルのファイル名の詳
細は、「■ダウンロードファイルのファイ
ル名について」を参照してください。 

 

5. 保存する場所を指定して、【保存】ボタ

ンをクリックします。 

ダウンロード完了のメッセージが表示されま

す。 

 
処理を中止するには、【キャンセル】ボタンをク

リックしてください。「増減点連絡書ダウンロ

ード」画面に戻ります。 
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6. 【×】ボタンをクリックします。 

「増減点連絡書ダウンロード」画面に戻りま

す。 
ダウンロードしたファイルは、ZIP ファイル

（圧縮ファイル）の形式で保存されます。 

 
・ダウンロードしたデータは、指定した保存先

に保存されます。データを確認する場合は、

【ファイルを開く】または【フォルダーを開

く】ボタンをクリックしてください。 

・薬局の場合は CSV 形式で保存されます。 
 

ZIP ファイルの解凍方法は、「■ダウンロ
ードした ZIP ファイルを解凍する」を参照
してください。 

 

 
「ダウンロード日」欄には、【ダウンロード】ボ

タンをクリックした年月日時が表示されます。 

 

過去 12 か月分のデータは、何度でもダウンロードできます。 
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■「増減点連絡書ダウンロード」画面にメッセージが表示された場合 

「増減点連絡書ダウンロード」画面の上部に、以下のメッセージが表示された場合の操

作について説明します。 
セキュリティ保護のため、このサイトによる、このコンピューターへのファイルのダウンロードが Internet Explorer により

ブロックされました。オプションを表示するには、ここをクリックしてください。 

 

 

1. 画面上部のメッセージ部分をクリック

します。 

画面上部に、小さなメニューが表示されます。 

 

2. 表示されたメニューから「ファイルの

ダウンロード」を選択します。 

「トップページ」画面に戻ります。 

 

3. 再度【各種帳票等】、【増減点連絡書】

ボタンから【増減点連絡書ダウンロー

ド】画面を表示し、【ダウンロード】ボ

タンをクリックします。 
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■ダウンロードした ZIP ファイルを解凍する 

ダウンロードした ZIP ファイルの解凍（展開）方法は、以下のとおりです。 

解凍すると、CSV ファイルが確認できます。 

 

ZIP ファイルの解凍方法は、ご使用の OS によって異なります。 
ここでは、Windows 10 での解凍方法を説明します。 

 

1. ZIP ファイルのアイコンを右クリック

し、表示されるメニューから「すべて

展開」を選択します。 

「圧縮（ZIP 形式）フォルダーの展開」画面

が表示されます。 

 

2. 【参照】ボタンをクリックし、ZIP ファ

イルの解凍先のフォルダを指定して、

【展開】ボタンをクリックします。 

ファイルが解凍され、指定したフォルダ内に

CSV ファイルを格納するためのフォルダが

作成されます。 

 

解凍後のフォルダ構成の詳細は、「■ZIP
ファイル解凍後のフォルダ構成と CSV フ
ァイルについて」を参照してください。 
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■ZIP ファイル解凍後のフォルダ構成と CSV ファイルについて 

ZIP ファイルを解凍すると、指定したフォルダの中に医療機関コードフォルダが作成さ

れます。この医療機関コードフォルダに CSV ファイルが格納されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・各ファイルに該当するデータが存在しない場合は、当該ファイルは作成されません。 

指定したフォルダ 

医療機関コードのフォルダ 

増減点連絡書 CSV ファイル 

突合点検結果連絡書 CSV ファイル 

突合再審査結果連絡書（電子レセプト分）CSV ファイル 

突合再審査結果連絡書（紙レセプト分）CSV ファイル 
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■ダウンロードファイルのファイル名について 

ファイル名の構成は、以下のとおりです。 

記号 意味 

R* 
サブシステム ID 

（RI：医科・RD：DPC・RS：歯科） 

zogn ファイル ID 

a 審査支払機関コード（1：社会保険診療報酬支払基金） 

bb 都道府県番号 

c 点数表区分（1：医科・DPC 3：歯科） 

ddddddd 医療機関コード（7 桁） 

G 処理年月日年号 

YYMM 処理年月 

.zip 拡張子 

 

ファイル名の構成内容について説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R*zognabbcdddddddGYYMM.zip 
拡張子 

処理年月 

処理年月日年号 

医療機関コード 

点数表区分 

都道府県番号 

審査支払機関コード 

ファイル ID 

サブシステム ID 
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2 返戻内訳書をダウンロードする 

過去 12 か月分の返戻内訳書を CSV 形式のファイルでダウンロードします。 

「返戻内訳書」の詳細は、支払基金ホームページにあります『別添 印刷対象帳票・

CSV 作成対象ファイル』を参照してください。 

 

紙で請求した分のレセプトの返戻内訳書は、ダウンロードできません。 

 

1. 画面左の【各種帳票等】ボタンをクリ

ックします。 

【各種帳票等】ボタンの下に、【増減点連絡

書】・【返戻内訳書】・【資格確認結果】・【振込

額明細】ボタンが表示されます。 

 

2. 【返戻内訳書】ボタンをクリックしま

す。 

「返戻内訳書ダウンロード」画面が表示され

ます。 

 



 

 ・9・ 

 

 

3. ダウンロードする処理年月の【ダウン

ロード】ボタンをクリックします。 

画面下部に、ダウンロードの確認メッセージ

が表示されます。 

画面上部にセキュリティに関するメッセ
ージが表示された場合の操作は、「■「返
戻内訳書ダウンロード」画面にメッセージ
が表示された場合」を参照してください。 

 

 
 

 

4. 【保存】ボタン右の【▼】ボタンをク

リックし、「名前を付けて保存」を選択

します。 

「名前を付けて保存」画面が表示されます。 

 
・左記の画面が表示された場合、【名前を付けて

保存】をクリックします。 

・処理を中止するには、【キャンセル】ボタンを

クリックしてください。「返戻内訳書ダウン

ロード」画面に戻ります。 

 

5. 保存する場所を指定して、【保存】ボタ

ンをクリックします。 

ダウンロード完了のメッセージが表示されま

す。 

 
処理を中止するには、【キャンセル】ボタンをク

リックしてください。「返戻内訳書ダウンロー

ド」画面に戻ります。 
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6. 【×】ボタンをクリックします。 

「返戻内訳書ダウンロード」画面に戻ります。 

 
ダウンロードしたデータは、指定した保存先に

保存されます。データを確認する場合は、【ファ

イルを開く】または【フォルダーを開く】ボタ

ンをクリックしてください。 

 

 
「ダウンロード日」欄には、【ダウンロード】ボ

タンをクリックした年月日時が表示されます。 

 

過去 12 か月分のデータは、何度でもダウンロードできます。 
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■「返戻内訳書ダウンロード」画面にメッセージが表示された場合 

「返戻内訳書ダウンロード」画面の上部に、以下のメッセージが表示された場合の操作

について説明します。 
セキュリティ保護のため、このサイトによる、このコンピューターへのファイルのダウンロードが Internet Explorer により

ブロックされました。オプションを表示するには、ここをクリックしてください。 

 

 

1. 画面上部のメッセージ部分をクリック

します。 

画面上部に、小さなメニューが表示されます。 

 

2. 表示されたメニューから「ファイルの

ダウンロード」を選択します。 

「トップページ」画面に戻ります。 

 

3. 再度【各種帳票等】、【返戻内訳書】ボ

タンから【返戻内訳書ダウンロード】

画面を表示し、【ダウンロード】ボタン

をクリックします。 
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3 資格確認結果連絡書をダウンロードする 

過去 12 か月分の資格確認結果連絡書を CSV 形式のファイルでダウンロードします。 

（令和 3 年 11 月（10 月処理分）からダウンロード可能） 

「資格確認結果連絡書」の詳細は、支払基金ホームページにあります『別添 印刷対

象帳票・CSV 作成対象ファイル』を参照してください。 

 

紙で提出した分のレセプトの資格確認結果連絡書は、ダウンロードできません。 

 

1. 画面左の【各種帳票等】ボタンをクリ

ックします。 

【各種帳票等】ボタンの下に、【増減点連絡

書】・【返戻内訳書】・【資格確認結果】・【振込

額明細】ボタンが表示されます。 

 

2. 【資格確認結果】ボタンをクリックし

ます。 

「資格確認結果連絡書ダウンロード」画面が

表示されます。 
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3. ダウンロードする処理年月の【ダウン

ロード】ボタンをクリックします。 

画面下部に、ダウンロードの確認メッセージ

が表示されます。 

画面上部にセキュリティに関するメッセ
ージが表示された場合の操作は、「■「資
格確認結果連絡書ダウンロード」画面にメ
ッセージが表示された場合」を参照してく
ださい。 

 

 
 

 

4. 【保存】ボタン右の【▼】ボタンをク

リックし、「名前を付けて保存」を選択

します。 

「名前を付けて保存」画面が表示されます。 

 
・左記の画面が表示された場合、【名前を付けて

保存】をクリックします。 

・処理を中止するには、【キャンセル】ボタンを

クリックしてください。「資格確認結果連絡

書ダウンロード」画面に戻ります。 

 

 

5. 保存する場所を指定して、【保存】ボタ

ンをクリックします。 

ダウンロード完了のメッセージが表示されま

す。 

 
処理を中止するには、【キャンセル】ボタンをク

リックしてください。「資格確認結果連絡書ダ

ウンロード」画面に戻ります。 
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6. 【×】ボタンをクリックします。 

「資格確認結果連絡書ダウンロード」画面に

戻ります。 

 
ダウンロードしたデータは、指定した保存先に

保存されます。データを確認する場合は、【ファ

イルを開く】または【フォルダーを開く】ボタ

ンをクリックしてください。 

 

 
「ダウンロード日」欄には、【ダウンロード】ボ

タンをクリックした年月日時が表示されます。 

 

過去 12 か月分のデータは、何度でもダウンロードできます。 
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■「資格確認結果連絡書ダウンロード」画面にメッセージが表示された場合 

「資格確認結果連絡書ダウンロード」画面の上部に、以下のメッセージが表示された場

合の操作について説明します。 
セキュリティ保護のため、このサイトによる、このコンピューターへのファイルのダウンロードが Internet Explorer により

ブロックされました。オプションを表示するには、ここをクリックしてください。 

 

 

1. 画面上部のメッセージ部分をクリック

します。 

画面上部に、小さなメニューが表示されます。 

 

2. 表示されたメニューから「ファイルの

ダウンロード」を選択します。 

「トップページ」画面に戻ります。 

 

3. 再度【各種帳票等】、【資格確認結果】

ボタンから【資格確認結果連絡書ダウ

ンロード】画面を表示し、【ダウンロー

ド】ボタンをクリックします。 
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4 振込額明細等をダウンロードする 

振込額明細データを CSV または Excel 形式のファイルでダウンロードします。 

なお、過去 3 か月分の振込額明細データのダウンロードが可能です。 

 

当月分の振込額明細データがある場合は、「トップページ」画面の「処理状況」欄に「振込額明

細データがあります。各種帳票等の振込額明細ボタンからダウンロードして下さい。」と表示さ

れます。 

ダウンロードの方法の詳細は、ダウンロードするファイル形式に合わせて、以下を参

照してください。 

・「4.1 CSV ファイルをダウンロードする」（以下の手順） 
・「4.2 Excel ファイルをダウンロードする」  

 

4.1 CSV ファイルをダウンロードする 

振込額明細データを CSV 形式のファイルでダウンロードします。 

 

1. 画面左の【各種帳票等】ボタンをクリ

ックします。 

【各種帳票等】ボタンの下に、【増減点連絡

書】・【返戻内訳書】・【資格確認結果】・【振込

額明細】ボタンが表示されます。 

 

2. 【振込額明細】ボタンをクリックしま

す。 

「振込額明細データダウンロード」画面が表

示されます。 
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3. ダウンロードする処理年月の、「CSV
ファイル」欄の【ダウンロード】ボタ

ンをクリックします。 

画面下部に、ダウンロードの確認メッセージ

が表示されます。 

 
処理年月は支払基金に請求した年月です。平成

XX 年 4 月は平成 XX 年 4 月請求分（3 月診療（調

剤）分）データです。 

画面上部にセキュリティに関するメッセ
ージが表示された場合の操作は、「■「振
込額明細データダウンロード」画面にメッ
セージが表示された場合」を参照してくだ
さい。 

 

 
 

 

4. 【保存】ボタン右の【▼】ボタンをク

リックし、「名前を付けて保存」を選択

します。 

「名前を付けて保存」画面が表示されます。 

 
・左記の画面が表示された場合、【名前を付けて

保存】をクリックします。 

・処理を中止するには、【キャンセル】ボタンを

クリックしてください。「振込額明細データ

ダウンロード」画面に戻ります。 

ダウンロードファイルのファイル名の詳
細は、「■ダウンロードファイルのファイ
ル名について」を参照してください。 
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5. ファイルを保存する場所を指定して、

【保存】ボタンをクリックします。 

ダウンロード完了のメッセージが表示されま

す。 

 
処理を中止するには、【キャンセル】ボタンをク

リックしてください。「振込額明細データダウ

ンロード」画面に戻ります。 

 
6. 【×】ボタンをクリックします。 

「振込額明細データダウンロード」画面に戻

ります。 
ダウンロードしたファイルは、ZIP ファイル

（圧縮ファイル）の形式で保存されます。 

ZIP ファイルの解凍方法は、「■ダウンロ
ードした ZIP ファイルを解凍する」を参照
してください。 

 

 
「ダウンロード日」欄には、【ダウンロード】ボ

タンをクリックした年月日時が表示されます。

（CSV 形式と Excel 形式のダウンロード日のう

ち、最新の年月日時が表示されます。） 
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■ダウンロードした ZIP ファイルを解凍する 

ダウンロードした ZIP ファイルの解凍（展開）方法は、以下のとおりです。 

解凍すると、CSV ファイルが確認できます。 

 

ZIP ファイルの解凍方法は、ご使用の OS によって異なります。 
ここでは、Windows 10 での解凍方法を説明します。 

 

1. ZIP ファイルのアイコンを右クリック

し、表示されるメニューから「すべて

展開」を選択します。 

「圧縮（ZIP 形式）フォルダーの展開」画面

が表示されます。 

 

2. 【参照】ボタンをクリックし、ZIP ファ

イルの解凍先のフォルダを指定して、

【展開】ボタンをクリックします。 

ファイルが解凍され、指定したフォルダ内に

CSV ファイルを格納するためのフォルダが

作成されます。 

 

解凍後のフォルダ構成の詳細は、「■ZIP
ファイル解凍後のフォルダ構成と CSV フ
ァイルについて」を参照してください。 
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■ZIP ファイル解凍後のフォルダ構成と CSV ファイルについて 

ZIP ファイルを解凍すると、指定したフォルダの中に医療機関（薬局）コードフォルダ

が作成されます。この医療機関（薬局）コードフォルダに CSV ファイルが格納されて

います。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療機関（医科）の場合、「増減点連絡書 CSV ファイル」、「返戻内訳書 CSV ファイル」、「枝

番特定結果 CSV ファイル」、「資格確認結果連絡書（原審査）CSV ファイル」、「資格確認結

果連絡書（再審査）CSV ファイル」、「突合再審査結果連絡書（電子レセプト分）CSV ファイ

ル」および「突合再審査結果連絡書（紙レセプト分）CSV ファイル」のみ、医科と DPC は別フ

ァイルで作成されます。 

 

・各ファイルに該当するデータが存在しない場合は、当該ファイルは作成されません。 

・「当座口振込通知書 CSV ファイル」の内容と、実際に振り込まれる金額が異なる場合があり

ます。その際は支払基金にご確認ください。 

指定したフォルダ 

医療機関（薬局）コードのフォルダ 

振込額合計 CSV ファイル 

振込額明細 CSV ファイル（電子レセプト分） 

振込額明細 CSV ファイル（紙レセプト分） 

当座口振込通知書 CSV ファイル 

再審査等支払調整額通知票 CSV ファイル 

突合点検調整額通知票 CSV ファイル 

再審査結果連絡書（原審どおり）CSV ファイル 

増減点連絡書 CSV ファイル（電子レセプト分） 

増減点連絡書 CSV ファイル（紙レセプト分） 

返戻内訳書 CSV ファイル（電子レセプト分） 

返戻内訳書 CSV ファイル（紙レセプト分） 

枝番特定結果 CSV ファイル 

資格確認結果連絡書（原審査）CSV ファイル 

資格確認結果連絡書（再審査）CSV ファイル 

突合点検結果連絡書 CSV ファイル（電子レセプト分） 

突合再審査結果連絡書 CSV ファイル（電子レセプト分） 

突合再審査結果連絡書 CSV ファイル（紙レセプト分） 

突合点検調整額連絡票 CSV ファイル 
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4.2 Excel ファイルをダウンロードする 

振込額明細データを Excel 形式のファイルでダウンロードします。 

 

1. 画面左の【各種帳票等】ボタンをクリ

ックします。 

【各種帳票等】ボタンの下に、【増減点連絡

書】・【返戻内訳書】・【資格確認結果】・【振込

額明細】ボタンが表示されます。 

 

2. 【振込額明細】ボタンをクリックしま

す。 

「振込額明細データダウンロード」画面が表

示されます。 

 

3. ダウンロードする処理年月の、「Excel
ファイル」欄の【作成】ボタンをクリ

ックします。 

確認メッセージが表示されます。 

 
処理年月は支払基金に請求した年月です。平成

XX 年 4 月は平成 XX 年 4 月請求分（3 月診療（調

剤）分）データです。 
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4. 【OK】ボタンをクリックします。 

「振込額明細データダウンロード」画面に戻

ります。 

 

5. 【最新状況に更新】ボタンをクリック

します。 

Excel ファイルの作成が完了すると、【作成】

ボタンが【ダウンロード】ボタンに変わりま

す。 

 
Excel ファイルの作成には多少の時間がかかり

ます。ダウンロードができるようになるまで、

しばらくお待ちください。 

 

6. 「Excel ファイル」欄の【ダウンロード】

ボタンをクリックします。 

画面下部に、ダウンロードの確認メッセージ

が表示されます。 

画面上部にセキュリティに関するメッセ
ージが表示された場合の操作は、「■「振
込額明細データダウンロード」画面にメッ
セージが表示された場合」を参照してくだ
さい。 

 

 
 

 

7. 【保存】ボタン右の【▼】ボタンをク

リックし、「名前を付けて保存」を選択

します。 

「名前を付けて保存」画面が表示されます。 

 
・左記の画面が表示された場合、【名前を付けて

保存】をクリックします。 

・処理を中止するには、【キャンセル】ボタンを

クリックしてください。「振込額明細データ

ダウンロード」画面に戻ります。 

ダウンロードファイルのファイル名の詳
細は、「■ダウンロードファイルのファイ
ル名について」を参照してください。 
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8. ファイルを保存する場所を指定して、

【保存】ボタンをクリックします。 

ダウンロード完了のメッセージが表示されま

す。 

 
処理を中止するには、【キャンセル】ボタンをク

リックしてください。「振込額明細データダウ

ンロード」画面に戻ります。 

 
9. 【×】ボタンをクリックします。 

「振込額明細データダウンロード」画面に戻

ります。 
ダウンロードしたファイルは、ZIP ファイル

（圧縮ファイル）の形式で保存されます。 

ZIP ファイルの解凍方法は、「■ダウンロ
ードした ZIP ファイルを解凍する」を参照
してください。 

 

 
「ダウンロード日」欄には、【ダウンロード】ボ

タンをクリックした年月日時が表示されます。

（CSV 形式と Excel 形式のダウンロード日のう

ち、最新の年月日時が表示されます。） 
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■ダウンロードした ZIP ファイルを解凍する 

ダウンロードした ZIP ファイルの解凍（展開）方法は、以下のとおりです。 

解凍すると、Excel ファイルが確認できます。 

 

ZIP ファイルの解凍方法は、ご使用の OS によって異なります。 
ここでは、Windows 10 での解凍方法を説明します。 

 

1. ZIP ファイルのアイコンを右クリック

し、表示されるメニューから「すべて

展開」を選択します。 

「圧縮（ZIP 形式）フォルダーの展開」画面

が表示されます。 

 

2. 【参照】ボタンをクリックし、ZIP ファ

イルの解凍先のフォルダを指定して、

【展開】ボタンをクリックします。 

ファイルが解凍され、指定したフォルダ内に

Excel ファイルを格納するためのフォルダが

作成されます。 

 

解凍後のフォルダ構成の詳細は、「■ZIP
ファイル解凍後のフォルダ構成とExcelフ
ァイルについて」を参照してください。 
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■ZIP ファイル解凍後のフォルダ構成と Excel ファイルについて 

ZIP ファイルを解凍すると、指定したフォルダの中に医療機関（薬局）コードフォルダ

が作成されます。この医療機関（薬局）コードフォルダに Excel ファイルが格納されて

います。 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療機関（医科）の場合、「増減点連絡書 Excel ファイル」、「返戻内訳書 Excel ファイル」、

「突合再審査結果連絡書（電子レセプト分）Excel ファイル」および「突合再審査結果連絡書（紙

レセプト分）Excel ファイル」のみ、医科と DPC は別ファイルで作成されます。 

 

・各ファイルに該当するデータが存在しない場合は、当該ファイルは作成されません。 

・「当座口振込通知書 Excel ファイル」の内容と、実際に振り込まれる金額が異なる場合があり

ます。その際は支払基金にご確認ください。 

・CSV ファイルの行数が Excel の最大行数（約 6 万 5 千行）を超えた場合、超過した行は削除

されますのでご注意ください。 

指定したフォルダ 

医療機関（薬局）コードのフォルダ 

振込額合計 Excel ファイル 

振込額明細 Excel ファイル（電子レセプト分） 

振込額明細 Excel ファイル（紙レセプト分） 

当座口振込通知書 Excel ファイル 

再審査等支払調整額通知票 Excel ファイル 

突合点検調整額通知票 Excel ファイル 

再審査結果連絡書（原審どおり）Excel ファイル 

増減点連絡書 Excel ファイル（電子レセプト分） 

増減点連絡書 Excel ファイル（紙レセプト分） 

返戻内訳書 Excel ファイル（電子レセプト分） 

返戻内訳書 Excel ファイル（紙レセプト分） 

突合点検結果連絡書 Excel ファイル（電子レセプト分） 

突合再審査結果連絡書 Excel ファイル（電子レセプト分） 

突合再審査結果連絡書 Excel ファイル（紙レセプト分） 

突合点検調整額連絡票 Excel ファイル 
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■「振込額明細データダウンロード」画面にメッセージが表示された場合 

「振込額明細データダウンロード」画面の上部に、以下のメッセージが表示された場合

の操作について説明します。 
セキュリティ保護のため、このサイトによる、このコンピューターへのファイルのダウンロードが Internet Explorer により

ブロックされました。オプションを表示するには、ここをクリックしてください。 

 

 

1. 画面上部のメッセージ部分をクリック

します。 

画面上部に、小さなメニューが表示されます。 

 

2. 表示されたメニューから「ファイルの

ダウンロード」を選択します。 

「トップページ」画面に戻ります。 

 

3. 再度【各種帳票等】、【振込額明細】ボ

タンから「振込額明細データダウンロ

ード」画面を表示し、【ダウンロード】

ボタンをクリックします。 
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■ダウンロードファイルのファイル名について 

ファイル名の構成は、以下のとおりです。 

記号 意味 

R* 
サブシステム ID 

（RI,MI：医科・RD,MD：DPC・RS：歯科・RT：調剤） 

fmdl ファイル ID 

a 審査支払機関コード（1：社会保険診療報酬支払基金） 

bb 都道府県番号 

c 点数表区分（1：医科・DPC 3：歯科 4：調剤） 

ddddddd 医療機関（薬局）コード（7 桁） 

e ファイル区分（1：CSV ファイル 2：Excel ファイル） 

G 処理年月日年号 

YYMM 処理年月 

.zip 拡張子 

 

ファイル名の構成内容について説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R*fmdlabbcdddddddeGYYMM.zip 
拡張子 

処理年月 

処理年月日年号 

ファイル区分 

医療機関（薬局）コード 

点数表区分 

都道府県番号 

審査支払機関コード 

ファイル ID 

サブシステム ID 
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  返戻レセプトをダウンロード

する 

返戻レセプト、再審査等返戻レセプトをダウンロードします。 

1 審査支払機関からの返戻レセプトをダウンロードする 

返戻レセプトがある場合は、返戻レセプト（返戻ファイル）をダウンロードします。返

戻レセプトは、直近 3 か月分がダウンロードできます。 

なお、ダウンロードした返戻レセプト（返戻ファイル）は、レセプトコンピュータなど

で修正し、再請求できます。 

 

紙レセプトで請求した分の返戻レセプトは、ダウンロードできません。 

 

直近 3 か月分のうち、未ダウンロードの返戻レセプトがある場合は、「トップページ」画面の「処

理状況」欄に「未ダウンロードの返戻レセプトがあります。返戻レセプトボタンの「原審査分」

からダウンロードして下さい。」と表示されます。 

 

1. 画面左の【返戻レセプト】ボタンをク

リックします。 

【返戻レセプト】ボタンの下に、【原審査分

（医科）】・【原審査分（DPC）】・【再審査分（医

科）】・【再審査分（DPC）】ボタンが表示され

ます。 

 
医療機関（歯科）、薬局の場合、【原審査分】・【再

審査分】ボタンが表示されます。 
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2. ダウンロードするデータに応じて、

【原審査分（医科）】または【原審査分

（DPC）】ボタンをクリックします。 

「返戻レセプトダウンロード」画面が表示さ

れます。 

 

3. 【ダウンロード】ボタンをクリックし

ます。 

画面下部に、ダウンロードの確認メッセージ

が表示されます。 

画面上部にセキュリティに関するメッセ
ージが表示された場合の操作は、「■「返
戻レセプトダウンロード」画面にメッセー
ジが表示された場合」を参照してくださ
い。 

 

 
 

 

4. 【保存】ボタン右の【▼】ボタンをク

リックし、「名前を付けて保存」を選択

します。 

「名前を付けて保存」画面が表示されます。 

 
・左記の画面が表示された場合、【名前を付けて

保存】をクリックします。 

・処理を中止するには、【キャンセル】ボタンを

クリックしてください。「返戻レセプトダウ

ンロード」画面に戻ります。 
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5. 保存する場所を指定して、【保存】ボタ

ンをクリックします。 

ダウンロード完了のメッセージが表示されま

す。 

 
ファイル名は、処理年月にかかわらず同じ名称

になりますので保存する際は注意してくださ

い。 

 
処理を中止するには、【キャンセル】ボタンをク

リックしてください。「返戻レセプトダウンロ

ード」画面に戻ります。 

 

 
6. 【×】ボタンをクリックします。 

「返戻レセプトダウンロード」画面に戻りま

す。 

 
ダウンロードしたデータは、指定した保存先に

保存されます。データを確認する場合は、【ファ

イルを開く】または【フォルダーを開く】ボタ

ンをクリックしてください。 

 

 
「ダウンロード日」欄には、【ダウンロード】ボ

タンをクリックした年月日時が表示されます。 

 

返戻レセプト（返戻ファイル）は、直近 3 か月分ダウンロードできます。 
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■「返戻レセプトダウンロード」画面にメッセージが表示された場合 

「返戻レセプトダウンロード」画面の上部に、以下のメッセージが表示された場合の操

作について説明します。 
セキュリティ保護のため、このサイトによる、このコンピューターへのファイルのダウンロードが Internet Explorer により

ブロックされました。オプションを表示するには、ここをクリックしてください。 

 

 

1. 画面上部のメッセージ部分をクリック

します。 

画面上部に、小さなメニューが表示されます。 

 

2. 表示されたメニューから「ファイルの

ダウンロード」を選択します。 

「トップページ」画面に戻ります。 

 

3. 再度【返戻レセプト】、【原審査分（医

科）】または【原審査分（DPC）】ボタ

ンから「返戻レセプトダウンロード」

画面を表示し、【ダウンロード】ボタン

をクリックします。 

 



 

 ・32・ 

2 再審査等返戻レセプトをダウンロードする 

再審査等返戻レセプトがある場合は、再審査等返戻レセプトをダウンロードします。再

審査等返戻レセプトは、直近 3 か月分がダウンロードできます。 

なお、ダウンロードした再審査等返戻レセプト（再審査等返戻ファイル）は、レセプト

コンピュータなどで修正し、再請求できます。 

 

紙レセプトで請求、または保険者から紙レセプトで再審査等請求された分の再審査等返戻レセプ

トは、ダウンロードできません。 

 

直近 3 か月分のうち、未ダウンロードの再審査等返戻レセプトがある場合は、「トップページ」

画面の「処理状況」欄に「未ダウンロードの再審査等返戻レセプトがあります。返戻レセプトボ

タンの「再審査分」からダウンロードして下さい。」と表示されます。 

 

1. 画面左の【返戻レセプト】ボタンをク

リックします。 

【返戻レセプト】ボタンの下に、【原審査分

（医科）】・【原審査分（DPC）】・【再審査分（医

科）】・【再審査分（DPC）】ボタンが表示され

ます。 

 
医療機関（歯科）、薬局の場合、【原審査分】・【再

審査分】ボタンが表示されます。 

 

2. ダウンロードするデータに応じて、

【再審査分（医科）】または【再審査分

（DPC）】ボタンをクリックします。 

「再審査等返戻レセプトダウンロード」画面

が表示されます。 
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3. 【ダウンロード】ボタンをクリックし

ます。 

画面下部に、ダウンロードの確認メッセージ

が表示されます。 

画面上部にセキュリティに関するメッセ
ージが表示された場合の操作は、「■「再
審査等返戻レセプトダウンロード」画面に
メッセージが表示された場合」を参照して
ください。 

 

 
 

4. 【保存】ボタン右の【▼】ボタンをク

リックし、「名前を付けて保存」を選択

します。 

「名前を付けて保存」画面が表示されます。 

 
・左記の画面が表示された場合、【名前を付けて

保存】をクリックします。 

・処理を中止するには、【キャンセル】ボタンを

クリックしてください。「再審査等返戻レセ

プトダウンロード」画面に戻ります。 

 

5. 保存する場所を指定して、【保存】ボタ

ンをクリックします。 

ダウンロード完了のメッセージが表示されま

す。 

 
ファイル名は、処理年月にかかわらず同じ名称

になりますので保存する際は注意してくださ

い。 

 
処理を中止するには、【キャンセル】ボタンをク

リックしてください。「再審査等返戻レセプト

ダウンロード」画面に戻ります。 
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6. 【×】ボタンをクリックします。 

「再審査等返戻レセプトダウンロード」画面

に戻ります。 

 
ダウンロードしたデータは、指定した保存先に

保存されます。データを確認する場合は、【ファ

イルを開く】または【フォルダーを開く】ボタ

ンをクリックしてください。 

 

 

「ダウンロード日」欄には、【ダウンロード】ボ

タンをクリックした年月日時が表示されます。 

 

再審査等返戻レセプト（再審査等返戻ファイル）は、直近 3 か月分ダウンロードできます。 
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■「再審査等返戻レセプトダウンロード」画面にメッセージが表示された場合 

「再審査等返戻レセプトダウンロード」画面の上部に、以下のメッセージが表示された

場合の操作について説明します。 
セキュリティ保護のため、このサイトによる、このコンピューターへのファイルのダウンロードが Internet Explorer により

ブロックされました。オプションを表示するには、ここをクリックしてください。 

 

 

1. 画面上部のメッセージ部分をクリック

します。 

画面上部に、小さなメニューが表示されます。 

 

2. 表示されたメニューから「ファイルの

ダウンロード」を選択します。 

「トップページ」画面に戻ります。 

 

3. 再度【返戻レセプト】、【再審査分（医

科）】または【再審査分（DPC）】ボタ

ンから「再審査等返戻レセプトダウン

ロード」画面を表示し、【ダウンロー

ド】ボタンをクリックします。 

 


