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１ 特定健康診査等の実施状況に関する結果の報告

１ 報告対象保険者

特定健康診査等の実施状況に関する結果を支払基金へ報告する保険者は、高齢者医療制度におけ
る後期高齢者支援金等を納付される保険者となります。
よって、本部・支部等の組織となっている保険者は、後期高齢者支援金等を納付される保険者

（本部）が他の保険者（支部）分も取りまとめて報告願います。

保険者が支払基金に報告する特定健康診査等の実施状況に関する結果の報告データ（以下「実績
報告データ」という。）は、次に掲げる通知及び仕様等に基づき作成することとなります。

ア 令和4年4月1日付け厚生労働省保険局長通知「保険者が社会保険診療報酬支払基金に提出
する令和2年度以降に実施した特定健康診査等の実施状況に関する結果について」（保発
0401第10号）

イ 厚生労働省ホームページの「電子的な標準様式、第３期（2018年度～2023年度）」に公
表されている仕様説明書及びXMLスキーマファイル（※）

ウ 支払基金が実績報告データ受付時に行う「実績報告データのチェック条件」

※厚生労働省ホームページ
「電子的な標準様式 第３期（2018年度～2023年度）」

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000165280.html）

２ 特定健康診査等の実施状況に関する結果の報告データの作成

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000165280.html
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１ 特定健康診査等の実施状況に関する結果の報告

提出期限は、令和5年11月1日(水)となります。

支払基金では、5月から実績報告データの受付処理を行いますので、早期提出にご協力願います。

実績報告データについては複数回の提出（差替え）が可能であるため、受付エラーの発生と修正期間
を想定し、早めのご提出をしていただくことで、スムーズに実績報告が完了できます。

実績報告データの差替え方法についてはP12を参照願います。

３ 実績報告データの提出期限等

実績報告データ
最終提出

8月以降に収集した
データも含めた

実績報告データの作成

（受付エラー発生時）
データを修正し再提出
資格エラーの解消

８月時点での実績報告
データを初回提出支払基金にて

実績報告受付開始

令和5年5月1日 ８月XX日 9月上旬～中旬 9月下旬～10月初旬 10月中旬頃

特定健診・保健指導データの収集

全件揃っていない段階で一旦
初回提出を行い、受付エラー
の発生状況を確認する。

8月以降に収集したデータを含めた最終提出。
初回提出を早めに行い、8～9月中にエラーを
解消したため、最終提出時のエラーが少なく
スムーズに実績報告が可能！

（提出例）
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２ 業務処理概要

保険者は、各年度の末日における特定健康診査等の実施状況の結果として厚生労働大臣が定める事項
を電磁的記録により社会保険診療報酬支払基金（以下「支払基金」という。）へ報告することとされて
います。

特定健康診査等の実施状況に関する結果の報告に係る業務の流れ
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２ 業務処理概要

支払基金からの還元帳票 受付状況等 保険者の対応

法
定
報
告
対
応

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
等
シ
ス
テ
ム
連
携
対
応

実績報告受付エラー
連絡書

資格確認結果
連絡書

実績報告データ
受領書 受付完了

エラー内容の確認

中間サーバー及び
マイナンバー
登録・内容修正

実績報告再提出受付無効

オンライン資格
確認等システム

連携済

エラー箇所修正

オンライン資格
確認等システム

未連携

実績報告データの
資格情報を修正

特定健診データ
受領書

資格確認エラー件数分

実績報告再提出
又は

オンラインに
よる随時提出

実績報告
再提出

資格確認
正当分

実績報告データと
中間サーバーの
記録の一致確認

還元帳票（受領書・エラー連絡書等）に基づく確認のフロー図

受付エラー
無

受付エラー
有

※支払基金がオンライン資格確認等システムに保持する資格情報は「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」
の施行日である令和2年10月1日以降の情報となります。

中間サーバーの記録に誤り
がある又はマイナンバーが

未登録の場合

実績報告データの記録に
誤りがあった場合
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３ 実績報告データの提出方法等

保険者から支払基金への実績報告データの提出は、オンライン又は電子媒体のいずれかの方法と
なります。

ア オンラインにより実績報告データを提出される場合は、支払基金が提供する「特定健診・
保健指導システム」により提出することとなりますので、手続きの関係上、オンラインで
提出する旨を支払基金本部までご連絡願います。
ただし、支払基金を代行機関として、特定健診・特定保健指導に係る費用決済等を「特定

健診・保健指導システム」により行っている保険者にあっては、手続きなしで実績報告データ
の提出（送信）をオンラインで行うことができますので、連絡は必要ありません。

イ 「特定健診・保健指導システム」による実績報告データの提出（送信）は、5月から10月
までの各月の平日9時から21時まで及び提出期限日（11月1日）の9時から21時までとなり
ます。

ウ 「特定健診・保健指導システム操作手順書」は支払基金ホームページに登載しています。

１ オンラインによる提出

支払基金トップページ（https://www.ssk.or.jp/）
⇒保険者の方
⇒特定健診・特定保健指導・事業者健診関係業務
⇒特定健診・特定保健指導の費用決済等代行業務
⇒特定健診・保健指導システム操作手順書

https://www.ssk.or.jp/
https://www.ssk.or.jp/jigyonaiyo/tokuteikenshin/tokuteijoho/index.html#cmstejunsyo2
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ア 電子媒体により実績報告データを提出される場合は、DVD-R又はCD-Rで作成し、暗号化の
うえ提出願います。また、電子媒体には、資料1「提出用電子媒体への表記例」のとおり、
保険者番号等を記入願います。

イ 実績報告データを提出する際には、資料2「特定健診・特定保健指導実績報告データ電子媒体
送付書」を添えて送付願います。

ウ オンラインによる提出をご検討されている場合、詳細はP17をご参照ください。

３ 実績報告データの提出方法等

保険者番号
保険者名
提出年月日 年 月 日

特定健診等
実績報告データ

２ 電子媒体による提出

資料1 提出用電子媒体への表記例

レーベル面にシール等を貼付せずに、直接印字
又は油性ペンで記入してください。
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３ 実績報告データの提出方法等

初回の提出時においては「提出種別」欄の記載は
不要です。2回目以降の提出をする際には該当するも
のに〇をつけてください。

・修正後提出分…エラー修正後に再提出する場合
・差し替え分…データ追加等に伴い、媒体を差し
替える場合

実績報告データを電子媒体にて提出される際に同封ください。
なお、様式は支払基金ホームページに登載しています。

資料2 特定健診・特定保健指導実績報告データ電子媒体送付書

支払基金トップページ（https://www.ssk.or.jp/）
⇒保険者の方
⇒特定健診・特定保健指導・事業者健診関係業務
⇒特定健康診査等の実施状況に関する結果の報告に係る業務（保険者の方）
⇒特定健康診査等の実施状況結果報告に関する様式集
⇒特定健診・特定保健指導実績報告データ電子媒体送付書

https://www.ssk.or.jp/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ssk.or.jp%2Fyoshiki%2Fyoshiki_18_h30h.files%2Fdensisoufu.xls&wdOrigin=BROWSELINK
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４ 暗号化について

電子媒体により実績報告データを提出する際には、保険者において実績報告データを暗号化して
から、電子媒体へ記録する必要があります。
なお、暗号化は支払基金から送付している「健診等データ暗号化・復号化ソフトver2.0」をお使い

ください。

資料3 特定健診・特定保健指導実績報告データ暗号化ソフト請求書

「健診等データ暗号化・復号化ソフトver2.0」がお手元
にない場合は、「特定健診・特定保健指導実績報告データ
暗号化ソフト請求書」により、支払基金本部あて請求願い
ます。

なお、様式は支払基金ホームページに登載しています。

送付先
〒105-0004 東京都港区新橋2-1-3
社会保険診療報酬支払基金分析評価部 統計情報課 宛

支払基金トップページ（https://www.ssk.or.jp/）
⇒保険者の方
⇒特定健診・特定保健指導・事業者健診関係業務
⇒特定健康診査等の実施状況に関する結果の報告に係る業務（保険者の方）
⇒特定健康診査等の実施状況結果報告に関する様式集
⇒特定健診・特定保健指導実績報告データ暗号化ソフト請求書

https://www.ssk.or.jp/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ssk.or.jp%2Fyoshiki%2Fyoshiki_18_h30h.files%2Fencryptsoft.xls&wdOrigin=BROWSELINK
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５ 受付・点検処理、受付結果の連絡

電子媒体で提出された実績報告データにつきましては、随時、受付及び点検処理を実施し、
受付及び点検処理結果を順次お知らせします。
なお、オンラインにより提出された場合は、「特定健診・保健指導システム」により、随時

お知らせします。PDFファイル又はCSVファイルにより受付及び点検処理結果を確認願います。

点検処理の結果、すべての実績報告データを受付完了した場合は、資料4「特定健診・特定保健
指導実績報告データ受領書」により受付結果をお知らせします。

１ 受付・点検処理

２ 受付結果の連絡（受付完了した場合）

資料4 特定健診・特定保健指導実績報告データ受領書

①

②

③

④

①受領した特定健診情報ファイル
数を表示。

②受領した特定保健指導情報ファ
イル数を表示。

③受領した集計情報ファイル数を
表示。（正当：17ファイル）

④受領したファイルの合計を表示。
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５ 受付・点検処理、受付結果の連絡

受付エラーとなった最大300レコードを表示します。
なお、オンライン提出の場合に還元するCSVファイル
は、最大2,000レコードを記録します。

点検処理の結果、記録条件チェック等により1箇所でもエラーがあった場合は、提出された実績
報告データをすべて受付無効とします。この場合、資料5「特定健診・特定保健指導実績報告受付
エラー連絡書」によりエラー内容等をお知らせしますので、エラーデータを修正のうえ、P6以降の
提出方法により、再度すべての実績報告データを提出願います。

３ 受付結果の連絡（受付エラーとなった場合）

資料5 特定健診・特定保健指導実績報告受付エラー連絡書

エラーの詳細については、支払基金ホームページに
エラーコード表を掲載しておりますので、参照願います。

支払基金トップページ（https://www.ssk.or.jp/）
⇒保険者の方
⇒特定健診・特定保健指導・事業者健診関係業務
⇒特定健康診査等の実施状況に関する結果の報告に係る業務
（保険者の方）
⇒特定健診・特定保健指導収集システム エラーコード表

https://www.ssk.or.jp/
https://www.ssk.or.jp/jigyonaiyo/tokuteikenshin/tokuteikenshin_01.files/jisseki_errorcode.pdf
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６ 実績報告データの差し替え

受付完了後、実績報告データを差し替える必要が生じた場合は、次の方法で提出願います。

「特定健診・保健指導システム」の操作手順書を参照のうえ、当該システムで提出済の実績報告
データを削除後、再度すべての実績報告データを提出願います。

速やかに支払基金本部へ連絡のうえ、資料2「特定健診・特定保健指導実績報告データ電子媒体
送付書」を添えて、再度すべての実績報告データを提出願います。

支払基金にて提出済の実績報告データを削除し、差替え分を受付いたします。

１ オンラインによる提出

２ 電子媒体による提出
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令和3年度実績報告（令和2年度実施分）より、特定健診情報についてはオンライン資格確認等
システムへ連携されます。
資格確認結果は、P10の「特定健診・特定保健指導実績報告データ受領書（資料4）」またはP11

の「特定健診・特定保健指導実績報告受付エラー連絡書（資料5）」と併せてオンライン資格確認
等システムの資料6「特定健診データ受領書」及び資料7「資格確認結果連絡書」を発行し連絡し
ます。

７ オンライン資格確認等システムへの連携

資料6 オンライン資格確認等システム 特定健診データ受領書

①

②

③

④

①受付件数を表示。
②受付件数のうち、受付エラーとなった
件数を表示。

③受付件数のうち、資格確認エラーと
なった件数を表示。

④受付件数のうち、オンライン資格確認
等システムで登録された件数を表示。

本受領書については必ず発行されます。登録状況をご確認ください。

１ 資格確認の実施
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７ オンライン資格確認等システムへの連携

資格確認エラーとなった最大300レコード
を表示します。
なお、オンライン提出により還元する
CSVファイルについては、最大2,000レ

コードを記録しています。

資料7 オンライン資格確認等システム 資格確認結果連絡書

資格確認の結果、エラーが発生した場合に発行します。
本連絡書でお知らせする資格確認エラーは、実績報告に記録された資格情報と中間サーバにご登録

いただいている令和2年10月1日以降の資格情報とが不一致となったものです。
資格確認エラーを解消されない場合、当該エラー分はオンライン資格確認等システムへ登録されず、

マイナポータルによる本人閲覧等を行うことができません。
ただし、特定健診等の実施状況は正当に処理されており、実績報告としては完了しています。
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７ オンライン資格確認等システムへの連携

実績報告データの受付後、受付エラー及び資格誤りの有無に応じた対応方法は以下のとおりです。

パターン 受付状況 対応方法

①受付エラー：なし
②資格誤り ：なし

・実績報告は完了しています
・提出されたすべての特定健診情報がオンライン資格確
認等システムへ登録されています

対応不要

①受付エラー：なし
②資格誤り ：あり

・実績報告は完了しています
・提出された特定健診情報のうち、資格情報が確認され
たもののみオンライン資格確認等システムへ登録され、
マイナポータルによる本人確認等が可能です

②資格が誤っているデータを修正し、実績報告として
再提出する

②または、提出形態がオンラインである保険者の場合、
対象データのみ別途「閲覧用ファイル」として送信
し、オンライン資格確認等システムへ登録する

①受付エラー：あり
②資格誤り ：なし

・実績報告は完了していません
・提出された特定健診情報のうち、受付エラーが生じて
いないもののみオンライン資格確認等システムへ登録
され、マイナポータルによる本人確認等が可能です

①受付エラーをすべて修正し、実績報告を再提出する
（実績報告データ受領書が発行されなければ報告は
完了しません）

①受付エラー：あり
②資格誤り ：あり

・実績報告は完了していません
・提出された特定健診情報のうち、受付エラーが生じて
いないもの、かつ、資格情報が確認されたもののみ、
オンライン資格確認等システムへ登録され、マイナ
ポータルによる本人確認等が可能です

①受付エラーをすべて修正し、実績報告を再提出する
（実績報告データ受領書が発行されなければ報告は
完了しません）

②資格誤りについても、受付エラーと併せて修正し実
績報告として再提出する

②または、提出形態がオンラインである保険者の場合、
対象データのみ別途「閲覧用ファイル」として送信
し、オンライン資格確認等システムへ登録する

２ 受付結果別対応方法
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７ オンライン資格確認等システムへの連携

「資格確認結果連絡書（資料７）」でお知らせする資格確認エラー分が発生していても、「特定健
診・特定保健指導実績報告データ受領書（資料４）」が発行されている場合、実績報告は完了してい
ます。ただし、当該エラー分はオンライン資格確認等システムへは登録されず、マイナポータルによ
る本人閲覧等を行うことが出来ません。
資格確認エラーは、主に下記の要因で発生しております。解消をご希望される場合は『対応方法』

をご参照ください。
なお、実績報告再提出により対応される場合であっても、提出期限は11月1日となりますので、

実績報告の初回提出はお早めにお願いします。

状況 対応方法

マイナンバー未登録

中間サーバ未登録

■報告対象者のマイナンバーが未収集又は
未提出のため、中間サーバに未登録

■マイナンバーに誤登録がある

■報告対象者が中間サーバに未登録

報告データと
中間サーバの
記録の不一致

■資格情報が不一致・未記録
（保険者番号・記号・番号・枝番・生年月日）

■記録方法が不一致

例1：「10」≠「000010」（前にゼロ入力）
例2：「10」≠「 10」（前にスペース入力）

実績報告再提出
又は

オンラインに
よる随時提出

中間サーバの
記録を確認

中間サーバ登録
又は

中間サーバ修正

実績報告再提出
中間サーバの
記録を確認

報告データを
修正

（正しい資格情報による実績報告の再提出をお願いします。）

※支払基金がオンライン資格確認等システムに保持する資格情報は「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する
法律」の施行日である令和2年10月1日以降の情報となります。

３ 資格確認エラーが発生した場合の対応方法
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８ オンライン提出への変更

１ オンラインによる提出のメリット

実績報告をオンラインにより提出する場合、
電子媒体による提出時に発生する事前の暗号化と
郵送作業が不要になります。
また、電子媒体で提出された場合に支払基金

より郵送されていた受領書及びエラー連絡書等が
即時取得可能になります。
実績報告以外でも、オンラインにおいては

特定健診情報の随時提出や保険者間引継ぎ等の
機能が利用できるようになります。
ぜひご検討ください。

※費用決済業務については、集合契約において支払基金を代行機関として利用している保険者のみ

機能 電子媒体 オンライン 備考

決済業務（各月）※ ○ ○
オンラインの場合、特定健診等データ（月3回）
及び請求関係帳票の取得が適宜可能

実績報告の提出 ○ ○
電子媒体での提出の場合に支払基金から郵送さ
れる受領書・エラー連絡書等が、オンラインの
場合即時取得が可能

特定健診情報の随時提出 × ○
オンライン資格確認等システムと連携する機能
についてはオンラインでのみ利用可

特定健診情報の保険者間引継ぎ × ○
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８ オンライン提出への変更

２ オンライン提出への変更手続き

電子媒体による提出からオンライン提出へ変更される場合は、支払基金宛てに下記のいずれかの
届出を毎月20日までにご提出願います。様式はホームページに登載しています。
後日「特定健診・特定保健指導システム」を利用するためのセットアップCD等を送付します。

資料8 特定健診・特定保健指導に関する保険者変更届

資料9 オンラインによる健診等実績報告データ及び随時提出届出書

支払基金の費用決済代行業務を利用している場合に最寄りの支払基金
審査委員会事務局へご提出ください。

支払基金の費用決済代行業務を利用していない場合に支払基金本部事
業統括部へご提出ください。

支払基金トップページ（https://www.ssk.or.jp/）
⇒様式集
⇒保険者の方
⇒7.特定健診・特定保健指導
⇒特定健診・特定保健指導に関する保険者変更届

支払基金トップページ（https://www.ssk.or.jp/）
⇒様式集
⇒保険者の方
⇒11.特定健康診査等の実施状況結果報告等
⇒オンラインによる健診等実績報告データ及び随時提出届出書

https://www.ssk.or.jp/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ssk.or.jp%2Fyoshiki%2Fyoshiki_18_h30h.files%2Fyoshiki_t_03_02.xls&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.ssk.or.jp/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ssk.or.jp%2Fyoshiki%2Fyoshiki_18_h30h.files%2Fjissekihoukoku.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
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９ その他

１ 提出後の電子媒体の取扱い

２ 共同情報処理システムを使用した提出

提出いただいた電子媒体につきましては、一定期間保管のうえ、責任をもって破砕処理いたします。
従いまして、電子媒体の返還はいたしませんので、ご了承願います。

共同情報処理システムを使用して実績報告データを提出される場合の提出方法及び日程等は、
委託ベンダーにご確認ください。

３ 報告先
実績報告データの送付先及び各種お問い合わせ先は、支払基金本部となります。

〒105-0004 東京都港区新橋2-1-3

社会保険診療報酬支払基金 分析評価部 統計情報課

TEL 03-3591-7441（代表）

E-mail   toukei02@ssk.or.jp

４ ホームページのご案内
本業務に係る各種様式及びデータのチェック条件等を公開しておりますので、ご参照ください。

支払基金トップページ（https://www.ssk.or.jp/）

⇒保険者の方

⇒特定健診・特定保健指導・事業者健診関係業務

⇒特定健康診査等の実施状況に関する結果の報告に係る業務（保険者の方）

https://www.ssk.or.jp/
https://www.ssk.or.jp/jigyonaiyo/tokuteikenshin/tokuteikenshin_01.html

