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本文中の記号の意味 

本文中で使用している記号の意味について以下に示します。 

 

 
システムの操作上または処理の手続き上において、特に注意していただきた

い事項を記載しています。記載内容を必ずお読みください。 

 
システムの操作上または処理の手続き上において、参考にしていただきたい

事項を記載しています。必要に応じてお読みください。 

 関連情報が記載されている参照先を示します。 

 「医科」に関係した情報であることを示します。 

 「DPC」に関係した情報であることを示します。 

 「歯科」に関係した情報であることを示します。 

 「薬局」に関係した情報であることを示します。 

 サポートデスクの連絡先を示します。 

 ヘルプデスクの連絡先を示します。 
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オンライン請求システムにログインする 
→「3 ログインする」（P.28） 

パスワードを変更する 
→「3.4 パスワードを変更する」（P.36） 

トラブルが発生したときは 
→「18 お知らせを確認する」（P.711） 

→「19 マニュアルを閲覧する」（P.712） 

→「20 Ｑ＆Ａ」（P.713） 

→「問合せ先」（P.727） 

 オンライン請求システムヘルプデスクへ相談 

オンライン請求システムをログアウトする 
→「3.3 オンライン請求システムからログアウトする」（P.35） 

レセプトデータを解凍する 

＜本請求＞ 
→「5.3 レセプトデータを解凍する」（P.56） 

＜再審査＞ 
→「13.3 再審査等返付レセプトデータを解凍する」（P.235） 

※ IPsec+IKE のネットワーク接続・切断は、 

  提供事業者の設定手順書等を参照 

ネットワークを切断する 
→「2.2 ネットワークから切断する」（P.21） 

ネットワークへ接続する 
→「2.1 ネットワークに接続する」（P.14） 

再審査等請求を行う 
→「12.1 再審査等請求ファイ

ルを送信する」 

（P.193） 

明細書返付依頼データ

の取得を行う 
→「14.2 明細書返付依頼デー

タ を ダ ウ ン ロ ー ド す る 」

（P.246） 

請求関係帳票データを配

信する 
→「11 請求関係帳票データを

Web サ イ ト か ら 配 信 す る」

（P.184） 

レセプト配信状況を確認

する 
→「5.1.1 手順 5 の画面」

（P.46） 

（Microsoft Edge（HTML）

および Microsoft Edge 

（ Chromium ） の 場 合 は

「5.1.2 手順 1 の画面」 

（P.50）） 

資格情報配信状況を確認す

る 
→「6.1.1 手順 6 の画面」（P.66） 

（Microsoft Edge（HTML）の場

合 は 「 6.1.2 手 順 7 の 画 面 」

（P.72）） 

（Microsoft Edge（Chromium）

の場合は「6.1.3 手順 5 の画面」

（P.76）） 

結果情報取得状況を確認

する 
→ 「 8.1.1 手 順 6 の 画 面 」

（P.124） 

（Microsoft Edge（HTML）の

場合は「8.1.2 手順 7 の画面」

（P.129）） 

（Microsoft Edge（Chromium）

の場合は「8.1.3 手順 5 の画面」

（P.133）） 
 

作業手順（オンライン作業） 

作業手順（クライアント作業） 

印刷帳票 

ＣＳＶファイル 

請求関係帳票データ配

信状況を確認する 
→「11.1 手順 5 の画面」

（P.188） 

（Microsoft Edge（HTML）

および Microsoft Edge 

（ Chromium ） の 場 合 は

「11.2 手順 1 の画面」 

（P.192）） 
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資格確認要求を送信する 
→「9.1 資格確認要求を送信す

る」（P.137） 

資格確認結果情報を取

得する 
→「10 資格確認結果情報を

Web サ イ ト か ら 取 得 す る 」

（P.167） 

資格確認結果情報取得

状況を確認する 
→「10.1.1 手順 6 の画面」

（P.172） 

（Microsoft Edge（HTML）

の場合は「10.1.2 手順 7 の画

面」（P.177）） 

（Microsoft Edge 

（Chromium）の場合は 

「10.1.3 手順 5 の画面」

（P.181）） 

明細書返付依頼データの

取得状況を確認する 
→「14.1 明細書返付依頼デー

タの取 得状 況 を確認 する 」

（P.238） 

再審査等返付レセプト配信状況を

確認する 
→「13.1.1 手順5の画面」（P.226） 

（Microsoft Edge（HTML）および

Microsoft Edge（Chromium）の場合

は「13.1.2 手順1の画面」（P.229） 

再審査等返付レセプトデ

ータを配信する 
→「13.1 再審査等返付レセプ

ト デ ー タ を 配 信 す る 」

（P.222） 

再審査等請求状況を確

認する 
→「12.2 再審査等請求状況を

確認する」 

（P.208） 

別添 印刷対象帳票・ＣＳＶ作成対象ファイル 

 
 印刷対象帳票 

診療報酬等請求内訳データ 

診療報酬等請求県別内訳データ 

再審査等結果データ（自県分） 

再審査等結果データ（他県分） 

連名簿データ *1 

再審査等請求 オンライン受領書 

再審査等請求 受付処理結果リスト 

再審査等請求 請求状況ファイル 

明細書返付書 

請求前資格確認 オンライン受領書 

請求前資格確認 受付処理結果リスト 
請求前資格確認 オンライン受領書 

請求前資格確認 受付処理結果リスト 

再審査等請求 オンライン受領書 

再審査等請求 受付処理結果リスト 

明細書返付依頼データ 

ＣＳＶ作成対象ファイル 

＊1実施機関のみ

再審査請求前資格確認 オンライン受領書 

再審査請求前資格確認 受付処理結果リスト 

再審査請求前資格確認 オンライン受領書 

再審査請求前資格確認 受付処理結果リスト 

返戻情報送信状況を確

認する 
→「7.2 返戻情報送信状況を確

認する」 

（P.101） 

資格確認要求送信状況

を確認する 
→「9.2 資格確認要求送信状況

を確認する」 

（P.154） 

レセプトデータを配信する 
→「5.1 レセプトデー 

タを配信する」（P.42） 

資格情報を配信する 
→「6 資格情報をWebサイトか

ら配信する」（P.62） 

返戻情報を送信する 
→「7.1 返戻情報を送信する」

（P.80） 

結果情報を取得する 
→「8 結果情報をWebサイトか

ら取得する」（P.119） 
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オンライン請求システムの流れ（確認試験） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

パスワードを変更する 
→「3.4 パスワードを変更する」（P.36） 

トラブルが発生したときは 
→「18 お知らせを確認する」（P.711） 

→「19 マニュアルを閲覧する」（P.712） 

→「20 Ｑ＆Ａ」（P.713） 

→「問合せ先」（P.727） 

 オンライン請求システムヘルプデスクへ相談 

オンライン請求システムにログインする 
→「17.1 オンライン請求システム確認試験にログインする」 

（P.545） 

※ IPsec+IKE のネットワーク接続・切断は、 

  提供事業者の設定手順書等を参照 

ネットワークへ接続する 
→「2.1 ネットワークに接続する」（P.14） 

返戻情報を送信する 
→「17.2.1 返戻情報を送信す

る」（P.556） 

再審査等請求状況を確認する 
→「17.5.2 再審査等請求状況

を確認する」（P. 643） 

オンライン請求システムをログアウトする 
→「3.3 オンライン請求システムからログアウトする」（P.35） 

ネットワークを切断する 
→「2.2 ネットワークから切断する」（P.21） 

 

再審査等請求を行う 
→「17.5.1 再審査等請求ファ

イルを送信する」（P.626） 

作業手順（オンライン作業） 

印刷帳票 

ＣＳＶファイル 

別添 印刷対象帳票・ＣＳＶ作成対象ファイル 
 

 

印刷対象帳票 

請求前資格確認 オンライン受領書（確認試験） 

請求前資格確認 受付処理結果リスト（確認試験） 

再審査等請求 オンライン受領書（確認試験） 

再審査等請求 受付処理結果リスト（確認試験） 

ＣＳＶ作成対象ファイル 

請求前資格確認 オンライン受領書（確認試験） 

請求前資格確認 受付処理結果リスト（確認試験） 

再審査等請求 オンライン受領書（確認試験） 

再審査等請求 受付処理結果リスト（確認試験） 

返戻情報送信状況を確認する 
→「17.2.2 返戻情報送信状況

を確認する」（P.573） 

 
オンライン請求システムの流れ（レセプトデータ配信・請求前資格確認・再審査請求前資格確認・再審査等請求） 



請求前資格確認の流れ 
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請求前資格確認の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険者の統廃合による振替前保険者のデータは、読替期間が終了するまでの間、振替先保険者に

提供されます。振替先保険者は、一括提供先保険者として振替前保険者の資格情報を配信します。 

Ｎ
月 

15
日
～
21
日 

請求前資格確認を行う 

保険者 

資格情報を配信する 

→「6.1 資格情報を配信する」（P.63） 

→「15.2.1 資格情報を一括配信する」（P.283） 

審査支払機関 

資格を確認し、返戻情報を作成する 

返戻情報を送信する 

→「7.1 返戻情報を送信する」（P.80） 

→「15.3.1 返戻情報を送信する」（P.302） 

送信状況を確認する 

→「7.2 返戻情報送信状況を確認する」（P.101） 

→「15.3.2 一括送信単位で返戻情報送信状況を確認する」（P.322） 

Ｎ
＋
１
月 

８
日
～
月
末 

受付 

返戻処理 

資格情報作成 

結果情報を取得する 

→「 8 結果情報を Web サイトから取得する」（P.119） 

→「15.4 結果情報を Web サイトから取得する」（P.352） 
結果情報作成 
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はじめに 

本手順書における Web サイトはオンライン請求システムを示しています。 

本システムは、以下のパソコン環境で動作します。 

〇を表示している OS・ブラウザの組合せが動作環境となります。 

△はメーカーサポートが終了している OS です。早期の変更をご検討願います。 

Windows 
 

OS ブラウザ 
動作 
環境 

Web
標準

*10 

1 Windows 11＊1 Microsoft Edge (Chromium) ○ ○ 

2 Windows 10＊2 Microsoft Edge (Chromium) ○ ○ 

3 Windows 10 LTSC 2021＊3 Microsoft Edge (Chromium) ○ ○ 

4 Windows 10 LTSC 2019＊4 Microsoft Edge (Chromium) ○ ○ 

5 Windows 10＊5 Microsoft Edge (HTML) △ ○ 

6 Windows 10＊6 Internet Explorer 11.0 ○ － 

7 Windows 10 LTSC 2019＊4 Internet Explorer 11.0 ○ － 

8 Windows 8.1＊7 Internet Explorer 11.0 △ － 

9 Windows 8＊7 Internet Explorer 10.0 △ － 

10 Windows 7 SP1 Internet Explorer 11.0、10.0、9.0 △ － 

11 Windows 7＊8 Internet Explorer 9.0、8.0 △ － 

12 Windows Vista SP2＊9 Internet Explorer 9.0、8.0 △ － 

13 Windows Vista SP1＊9 Internet Explorer 8.0、7.0 △ － 

14 Windows Vista＊9 Internet Explorer 8.0、7.0 △ － 

15 Windows XP SP3 Internet Explorer 8.0、7.0 △ － 

16 Windows Server 2022 Microsoft Edge (Chromium) ○ ○ 

17 Windows Server 2019 Internet Explorer 11.0 ○ － 

18 Windows Server 2016 Internet Explorer 11.0 ○ － 

19 Windows Server 2012 R2 Internet Explorer 11.0 ○ － 

20 Windows Server 2008 R2 SP1 Internet Explorer 11.0、10.0、9.0 △ － 

21 Windows Server 2008 R2 Internet Explorer 9.0、8.0 △ － 

22 Windows Server 2008 SP2＊9 Internet Explorer 9.0、8.0 △ － 
＊1ビルド番号 22000 が動作環境となります。 
＊2ビルド番号 19044、19045 が動作環境となります。 
＊3ビルド番号 19044 が動作環境となります。 

＊4ビルド番号 17763 が動作環境となります。 
＊5ビルド番号 17134、17763、18362、18363 が動作環境となります。 

はじめに 



はじめに 
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＊6 ビルド番号 10240、10586、14393、15063、16299、17134、17763、18362、18363、
19041、19042、19043、19044、19045 が動作環境となります。 

＊7 Windows RT を除きます。 
＊8 Windows 7 Starter Edition を除きます。 
＊9 64 ビット版を除きます。 
＊10 Web 標準：Web 標準技術等で開発したプログラムの対象 
 

 

・上記の動作環境以外では、正常に動作しないことがありますのでご注意ください。 

・ブラウザの【戻る】ボタンなどを利用した場合、正常に動作しないことがありますのでご注意

ください。 

 



はじめに 

 ・6・ 

 

本マニュアルは保険者が Windows 端末で Internet Explorer を使用して操作した画面で

作成しています。ブラウザで異なる場合はその違いを補記しています。 

 

ブラウザによりメッセージ画面のレイアウトやブラウザの閉じ方が異なります。以下にサンプル

を記載します。 

Internet Explorer 

■アイコン 

 

 

1. デスクトップ上の「オンライン請求」

アイコンをダブルクリックします。 

■メッセージ 

 

 

1. メッセージを確認し、【OK】ボタンを

クリックします。 

 

■ブラウザを閉じる場合 

 

 

1. 終了する場合には、画面右上の【×】

ボタンをクリックします。 

■ファイルをダウンロードする場合 

 

 

 

1. 【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。 

 

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。 

 
 

はじめに 
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2. 保存先フォルダを指定し、【保存】ボ

タンをクリックします。 

 

3. ダウンロード完了メッセージが表示さ

れたことを確認し、【×】ボタンをク

リックします。 



はじめに 
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Microsoft Edge（HTML） 

■アイコン 

 

 
 

 

1. デスクトップ上の「オンライン請求」

アイコンをダブルクリックします。 

■メッセージ 

 

 

 

1. メッセージを確認し、【OK】ボタンを

クリックします。 

 

 

 

 

 

 

左のようなメッセージが表示される場合があり
ます。【このページからメッセージを非表示に
する】にはチェックをしないでください。 

■ブラウザを閉じる場合 

 
 

 

1. 終了する場合には、画面右上の【×】

ボタンをクリックします。 



はじめに 
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■ファイルをダウンロードする場合 

 

 

1. 【保存】ボタン右の【Λ】ボタンをク

リックし、「名前を付けて保存」を選

択します。 

 

2. 保存先フォルダを指定し、【保存】ボ

タンをクリックします。 

 
3. ダウンロード完了メッセージが表示さ

れたことを確認し、【×】ボタンをク

リックします。 

 



はじめに 
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Microsoft Edge（Chromium） 

■アイコン 

 

 

1. デスクトップ上の「オンライン請求」

アイコンをダブルクリックします。 

■メッセージ 

 

 

 

1. メッセージを確認し、【OK】ボタンを

クリックします。 

 

 

 

 

 

■ブラウザを閉じる場合 

 
 

 

1. 終了する場合には、画面右上の【×】

ボタンをクリックします。 



はじめに 
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■ファイルをダウンロードする場合 

 

 

 
 
1. ダウンロード対象のボタン、リンクを

クリックします。 
 
ファイルはダウンロードフォルダに保存され

ます。 

 

2. ダウンロード完了画面が表示され、フ

ァイルはダウンロードフォルダに保存

されます。 
 

 
環境によっては画面右上にダウンロード確認メ

ッセージが表示されます。 

 

 
 

左のようなボタンが表示された場合は、【↓】ボ

タンをクリックし、以降の手順を実施します。 

 

 

 

3. 【…】ボタンをクリックします。 
 
 
 
 
 

 

環境によっては左のような画面が表示され

ることがあります。その場合は、【保存】ボ

タンをクリックします。 

 

4. 【［ダウンロード］ページを開く】ボ

タンをクリックします。 

 

5. 【保存】ボタンをクリックします。 



1 運用期間  
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 1 運用期間 

 

オンライン請求システムの運用期間は、以下のとおりです。 

●設定期間（毎月） 

 項目 運用日 運用時間 備考 

1 レセプト配信 診療翌々月の 
8 日～10 日 

8:00～21:00 
 

（レセプト配信
の初日は 24：00
まで利用可能） 

休日（土・日・祝日）の
場合は、繰り上げた平日 

2 請求関係帳票データ配信 5 日～月末 

処理翌月の 10 日頃更新 
なお、休日（土・日・祝
日）の場合は、繰り上げ
た平日 

3 再審査等請求 5 日～月末 ― 

4 再審査等返付レセプト配信 
（電子レセプトデータ） 

処理翌月の 
10 日～20 日 

休日（土・日・祝日）の
場合は、繰り上げた平日 

5 明細書返付依頼データ取得 5 日～月末 10 日、20 日、月末の月 3
回更新 

6 請求前資格確認 
（資格情報配信及び返戻情報送信） 15 日～21 日 月によって 終日が変動

する。 

7 請求前資格確認 
（返戻情報送信状況） 15 日～月末 ― 

8 請求前資格確認 
（結果情報取得） 

診療翌々月の 
8 日～月末 

休日（土・日・祝日）の
場合は、繰り上げた平日 

9 再審査請求前資格確認 
（資格確認要求送信） 5 日～月末 ― 

10 再審査請求前資格確認 
（資格確認要求送信状況） 5 日～月末 ― 

11 再審査請求前資格確認 
（資格確認結果情報取得） 5 日～月末 ― 

＊休日（土・日・祝日）を含む。 
＊レセプト配信、請求関係帳票データ配信、再審査等返付レセプト配信、明細書返付依頼データ取

得の再配信（再取得）期間は、各項目の運用期間と同じです。 

●確認試験期間（毎月） 

 項目 運用日 運用時間 備考 

1 請求前資格確認 5 日～月末 8:00～21:00 ― 
2 再審査等請求 5 日～月末 8:00～21:00 ― 
＊休日（土・日・祝日）を含む。 

 

年末（12/29～12/31）は定期メンテナンスのため、オンライン請求システムへログインできません。 

1 運用期間 
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・運用時間外の場合は、以下の運用時間外メッセージが表示されます。 

 

 
 

・メンテナンスなどによりシステムが稼動していない場合は、以下の画面が表示されます。 
（ブラウザの種類によって表示内容は異なります。） 

 

 

1 運用期間 



2 ネットワークに接続する・ネットワークから切断する 

 ・14・

 2 ネットワークに接続する・ネッ

トワークから切断する 

オンライン請求システムを利用する場合は、はじめにネットワークへ接続します。 

また、利用を終了する場合は、ネットワークを切断します。 

 

オンライン請求システムの利用を終了する場合は、必ずネットワークを切断してください。 
ブラウザを閉じただけでは、切断されません。 

2.1 ネットワークに接続する 

オンライン請求システムの利用開始時に、ネットワークの接続を行います。 

 

2.1.1 閉域 IP 網を利用して IP-VPN 接続する 

閉域 IP 網を利用して IP-VPN 接続します。 

■Windows 11 の場合 

 

1. 【スタート】ボタンをクリックします。 

「スタートメニュー」画面が表示されます。 
 

 

2. 「設定」をクリックします。 

「設定」画面が表示されます。 
 
 

 



2.1 ネットワークに接続する 

 ・15・

 

 

3. 「ネットワークとインターネット」を

選択し、「ダイヤルアップ」をクリッ

クします。 

「ダイヤルアップ」画面が表示されます。 

 

 
 
 
 

 
 

4. 【接続】ボタンをクリックします。 

 
 

 
【接続】ボタンがない場合、「オンライン 

請求」を選択してから【接続】ボタンをクリッ

クしてください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

「オンライン請求 接続済み」と表示されれば接

続できています。 

 
 

確認後、右上の【×】（閉じる）ボタンをクリッ

クして、画面を閉じます。 

 

 

 



2 ネットワークに接続する・ネットワークから切断する 
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■Windows 10 の場合 

 

1. デスクトップ上の「オンライン請求-シ
ョートカット」アイコンをダブルクリ

ックします。 

「ネットワークとインターネット」画面が表

示されます。 

 

 

2. 「ダイヤルアップ」を選択し、「オン

ライン請求」をクリックします。 

「オンライン請求」下段に【接続】ボタンが

表示されます。 

 

 

 

3. 【接続】ボタンをクリックします。 

「オンライン請求 接続済み」と表示されれ

ば接続できています。 
確認後、右上の【×】（閉じる）ボタンをクリ

ックして、「ネットワークとインターネット」

画面を閉じます。 



2.1 ネットワークに接続する 
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■Windows Server 2022、Windows Server 2019 および Windows Server 2016 の場合 

 

1. デスクトップ上の「オンライン請求－

ショートカット」アイコンをダブルク

リックします。 

「ネットワーク」画面が表示されます。 
 

 

2. 「オンライン請求」をクリックします。 

「オンライン請求」下段に【接続】ボタンが

表示されます。 

 

 

 
 

3. 【接続】ボタンをクリックします。 

「オンライン請求 接続済み」と表示されれ

ば接続できています。 
 



2 ネットワークに接続する・ネットワークから切断する 
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■Windows 8.1、Windows 8 および Windows Server 2012 R2 の場合 

 

1. デスクトップ画面右下のアイコンをク

リックします。 

「ネットワーク」画面が表示されます。 

 

2. 「オンライン請求」をクリックします。 

「オンライン請求」下段に【接続】ボタンが

表示されます。 

 

 

3. 【接続】ボタンをクリックします。 

「オンライン請求 接続済み」と表示されれ

ば接続できています。 



2.1 ネットワークに接続する 
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■Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2022、 

Windows Server 2019、Windows Server 2016 および Windows Server 2012 R2 以外の場

合 

 

1. デスクトップ上の「オンライン請求」

アイコンをダブルクリックします。 

「オンライン請求へ接続」画面が表示されま

す。 

 

アイコンの形状は、Windows のバージョンなど

によって異なる場合があります。 

 

2. 【接続】ボタンをクリックします。 

ネットワークに接続されます。 



2 ネットワークに接続する・ネットワークから切断する 
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2.1.2 IPsec と IKE を組み合わせてインターネット接続する 

IPsec と IKE を組み合わせたインターネット接続の場合は、提供事業者によってネッ

トワーク接続の設定方法が異なります。 

接続方法の詳細は、提供事業者の設定手順書などを参照してください。 

 



2.2 ネットワークから切断する 
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2.2 ネットワークから切断する 

オンライン請求システムの利用終了時に、ネットワークの接続を切断します。 

 

オンライン請求システムの利用を終了する場合は、必ず以下の手順でネットワークを切断して

ください。 
画面右上または左上の【閉じる】ボタンをクリックしてウィンドウを閉じても、ネットワーク

が切断されない場合がありますのでご注意ください。 

2.2.1 閉域 IP 網を利用した IP-VPN 接続を切断する 

閉域 IP 網を利用した IP-VPN 接続を切断します。 

■Windows 11 の場合 

 

1. 【スタート】ボタンをクリックします。 

「スタートメニュー」画面が表示されます。 
 

 

2. 「設定」をクリックします。 

「設定」画面が表示されます。 
 



2 ネットワークに接続する・ネットワークから切断する 
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3. 「ネットワークとインターネット」を

選択し、「ダイヤルアップ」をクリッ

クします。 

「ダイヤルアップ」画面が表示されます。 
 

 

 
 
 
 

 
 

4. 【切断】ボタンをクリックします。 

 
 

 
【切断】ボタンがない場合、「オンライン 

請求」を選択してから【切断】ボタンをクリッ

クしてください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

「オンライン請求 未接続」と表示されれば切断

できています。 

 
 

確認後、右上の【×】（閉じる）ボタンをクリッ

クして、画面を閉じます。 
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■Windows 10 の場合 

 

1. デスクトップ上の「オンライン請求-シ
ョートカット」アイコンをダブルクリ

ックします。 

「ネットワークとインターネット」画面が表

示されます。 

 

 

2. 「ダイヤルアップ」を選択し、「オン

ライン請求」をクリックします。 

「オンライン請求」下段に【切断】ボタンが

表示されます。 

 

 

 

 

3. 【切断】ボタンをクリックします。 

「オンライン請求」下段に【接続】と表示さ

れれば切断できています。 
確認後、右上の【×】（閉じる）ボタンをクリ

ックして、「ネットワークとインターネット」

画面を閉じます。 
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■Windows Server 2022、Windows Server 2019 および Windows Server 2016 の場合 

 

1. デスクトップ上の「オンライン請求－

ショートカット」アイコンをダブルク

リックします。 

「ネットワーク」画面が表示されます。 
 

 

2. 「オンライン請求 接続済み」をクリ

ックします。 

「オンライン請求 接続済み」下段に【切断】

ボタンが表示されます。 

 

 

 

3. 【切断】ボタンをクリックします。 

「オンライン請求」から「接続済み」の表示

が消えれば切断完了となります。 
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■Windows 8.1、Windows 8 および Windows Server 2012 R2 の場合 

 

1. デスクトップ画面右下のアイコンをク

リックします。 

「ネットワーク」画面が表示されます。 

 

2. 「オンライン請求 接続済み」をクリ

ックします。 

 

 

3. 【切断】ボタンをクリックします。 

「オンライン請求」から「接続済み」の表示

が消えれば切断完了となります。 
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■Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2022、 

Windows Server 2019、Windows Server 2016 および Windows Server 2012 R2 以外の場

合 

 

1. デスクトップ上の「オンライン請求」

アイコンを右クリックし、表示される

メニューから「切断」をクリックしま

す。 

ネットワークが切断されます。 

 

アイコンの形状は Windows のバージョンなどに

よって異なる場合があります。 

 

2. Windows 画面右下のアイコンをダブ

ルクリックし、「現在の接続先：」に

「オンライン請求」の文字が表示され

ていないことを確認します。 
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2.2.2 IPsec と IKE を組み合わせたインターネット接続を切断する 

IPsec と IKE を組み合わせたインターネット接続の場合は、提供事業者によってネッ

トワークの切断方法が異なります。 

切断方法の詳細は、提供事業者の設定手順書などを参照してください。 
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 3 ログインする 

 

オンライン請求を開始する場合は、オンライン請求システムにログインします。 

また、オンライン請求を終了する場合は、ログアウトします。 

 

オンライン請求用のパソコンに、複数のユーザ権限を割り当てて使用している場合は、管理者

権限のユーザでパソコンを起動してください。 

3.1 オンライン請求を開始する 

オンライン請求システムを起動します。 

  

 

 

 

1. デスクトップ上の「オンライン請求（保

険者）」アイコンをダブルクリックし

ます。 

「ユーザー アカウント制御」画面が表示され

ます。 

 

「オンライン請求（保険者）」アイコン以外から

オンライン請求システムを起動した場合、正常

に動作しないことがありますのでご注意くださ

い。 

また、１つの端末で複数ブラウザまたは複数タ

ブにてオンライン請求システムを起動した場

合、正常に動作しないことがありますのでご注

意ください。 
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2. 「ユーザー アカウント制御」画面が表

示された場合、表示される画面に応じ

て、【はい】ボタンまたは「許可」を

クリックします。 

「環境選択」画面が表示されます。 

 

 

 

「ユーザー アカウント制御」画面は、環境によ

って、表示される画面が異なります。 

 

 

3. 【レセプトデータ配信 再審査請求】ボ

タンをクリックします。 

デジタル証明書確認メッセージが表示されま

す。 
 

 

デジタル証明書の確認メッセージは、パソコン

の環境によって表示されない場合もあります。 

 
 

審査支払機関名称を変更する場合は

「審査支払機関名称の変更」(P.723)を参照

してください。 
 
 

 

左記の画面が表示された場合は、【OK】ボタンを

クリックします。 
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 4. デジタル証明書確認メッセージが表示さ

れた場合、使用している OS に応じて、

以下の操作を行います。 

 

Internet Explorer の場合 

 
 

Microsoft Edge の場合 

 
 

 

 

オンライン請求システムのユーザ ID と同じ

「CN」を選択し、【OK】ボタンをクリック

します。 

 

オンライン請求システムのユーザ ID と同じ「CN」

が表示されていない場合は、「その他」リンクを

クリックして表示された一覧から選択します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
オンライン請求システムのユーザ ID と同じ「CN」

をクリックし、【OK】ボタンをクリックします。 

※選択された証明書は、青枠で囲まれた状態とな

ります。 

 
 
 
 
 
 
 

 
証明書が選択されていない状態で、【OK】ボタン

をクリックしても次画面へ遷移できません。 
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3.2 オンライン請求システムにログインする 

オンライン請求システムにログインし、「トップページ」画面を表示します。 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

1. オンライン請求システムの「ユーザ ID」

と「パスワード」を入力し、【ログイ

ン】ボタンをクリックします。 

オンライン請求システムの「トップページ」

画面が表示されます。 

「ログイン」画面の詳細は、「「ログイン」

画面の説明」（P.32）を参照してください。 

 

 

画面下部にパスワード保存確認メッセージが表

示された場合は、【このサイトではしない】ボタ

ンをクリックします。 

 

Microsoft Edge（HTML）の場合、左のような画

面が表示された場合は、【保存しない】ボタンを

クリックします。 

 

 

Microsoft Edge（Chromium）の場合、左のよう

な画面が表示された場合は、【なし】ボタンをク

リックします。 

 

 

 

初めてログインしたとき、またはパスワード変

更期限（6か月）が過ぎているときは、「パスワ

ード変更」画面が表示されます。 

「パスワード変更」画面については、 
「3.4 パスワードを変更する」（P.36）を

参照してください。 
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「ログイン」画面の説明 

 

画面の操作説明 

（Ａ）リンク文字列をクリックすると、各種文書が表示されます。 

（Ｂ）リンク文字列をクリックすると、「パスワード初期化」画面が表示されます。 

（Ｃ）お問合せ情報が表示されます。 

（Ａ） 

（Ｃ） 

（Ｂ） 
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・ログインに失敗すると、以下のエラーメッセージが表示されます。この場合は、再度、オン

ライン請求ユーザ ID とオンライン請求パスワードを入力し、オンライン請求システムにログ

インし直してください。 

 
 

・不正ログイン防止のため、連続してログインに 4 回失敗すると、同じブラウザではログイン

できなくなります。この場合はブラウザを閉じ、「3.1 オンライン請求を開始する」（P.28）
から操作し直してください。 

 
 

・離席などで 10 分以上作業が行われない場合は、自動的にログアウト（セッションタイムアウ

ト）されます。この場合はブラウザを閉じ、「3.1 オンライン請求を開始する」（P.28）か

ら操作し直してください。 
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オンライン請求端末のシステム日時が過去または未来日時で設定されている場合は、警告メッ

セージが表示されます。この場合は「OK」ボタンをクリッして、トップページ画面へと進んで

ください。その後、「3.3 オンライン請求システムからログアウトする」（P.35）の手順に従

ってトップページからログアウトし、システム日時の設定を変更した後、「3.1 オンライン請

求を開始する」（P.28）から操作し直してください。 
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3.3 オンライン請求システムからログアウトする 

オンライン請求システムからログアウトし、作業を終了します。 

 

1. 【ログアウト】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。 

 

2. 【OK】ボタンをクリックします。 

ログアウトされます。 

 

3. 「ログイン」画面を閉じる場合は、画

面右上の【×】（閉じる）ボタンをク

リックします。 
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3.4 パスワードを変更する 

新しいユーザ ID で初めてログインするとき、またはパスワード変更期限（6 か月）が

過ぎているときは、ログイン後、パスワードの変更画面が表示されます。 

 

・パスワードは、定期的に変更してください。（初回ログイン時と、パスワード変更期限が過

ぎるとログイン時に「パスワード変更」画面が表示され、必ずパスワードを変更していただ

くこととなります。） 

・変更したパスワードは、忘れないよう厳重に管理をお願いします。 

・万一、変更したパスワードを忘れてしまった場合、パスワードを初期化して改めてシステム

にログインします。パスワードを初期化するには、「オンライン請求ユーザ設定情報」に記

載されている「オンライン請求パスワード」が必要となります。そのため「オンライン請求

ユーザ設定情報」を紛失しないよう厳重に管理をお願いします。 

 

 

1. 以下の手順でパスワードを設定しま

す。 

①「パスワード（旧）」に、現在のパスワードを

入力します。 

②「パスワード（新）」に、新しいパスワードを

入力します。 

③「確認用パスワード」に、再度新しいパスワー

ドを入力します。 

④【変更】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。 

 

・初めてログインするときには、初期パスワー

ドを「パスワード（旧）」に入力します。 

・パスワードは、英字と数字が混在する 6 文字

以上 16 文字以下で設定してください。 

 

2. 【OK】ボタンをクリックします。 

パスワードが変更され、「パスワードの変更

が完了しました。」と表示されます。 
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3. 【OK】ボタンをクリックします。 

オンライン請求システムの「トップページ」

画面が表示されます。 
 

 

 

変更したパスワードは、忘れないよう厳重に管理をお願いします。 
万一、変更したパスワードを忘れてしまった場合、パスワードを初期化して改めてオンライン

請求システムにログインしてください。パスワードを初期化する場合は、「3.5 パスワードを

初期化する」（P.39）を参照してください。 

 

パスワードの変更は、オンライン請求システムの「トップページ」画面の【パスワード変更】

ボタンから随時行うこともできます。 
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・パスワードの条件が満たされていない場合、以下のメッセージ画面が表示されます。 
この場合は、【戻る】ボタンをクリックし、再度パスワードを入力してください。 

 
 

・別のパソコンでログインしていない場合で、以下のメッセージ画面が表示されるときがあり

ます。この場合は、【リセット】ボタンをクリックし、再度、ユーザ ID とパスワードを入力

してオンライン請求システムにログインし直してください。 

 
 
（別のパソコンでログインしている場合は、ブラウザを閉じてください。） 
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3.5 パスワードを初期化する 

登録されているパスワードの初期化を行います。 

 

パスワードを初期化するには、「オンライン請求ユーザ設定情報」に記載されている「オンラ

イン請求パスワード」が必要です。「オンライン請求ユーザ設定情報」を用意してください。 

 

1. 「ログイン」画面の【パスワードを忘

れた方へ】（リンク文字列）をクリッ

クします。 

「パスワード初期化」画面が表示されます。 

 

2. オンライン請求システムの「ユーザ ID」

と、「オンライン請求ユーザ設定情報 
（オンライン請求利用に関する情報）」

に記載されている「オンライン請求パ

スワード」を入力し、【実行】ボタン

をクリックします。 

パスワードが初期化され、完了メッセージが

表示されます。 
 

 

3. 【OK】ボタンをクリックします。 

「ログイン」画面が表示されます。 

 

パスワードを初期化した後、改めてログインすると「パスワードの変更」画面が表示されます。

パスワードの変更方法は、「3.4 パスワードを変更する」（P.36)を参照してください。 
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 4 トップページの画面構成 

 

「トップページ」画面の概要 

「トップページ」画面の概要について説明します。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ユーザ情報 

お知らせ 

操作ボタン 

操作ボタン説明 

支払基金 

からの 

お知らせ 
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画面の項目説明 

●ユーザ情報 

 接続先 接続している審査支払機関を表示します。 

 利用者名 利用者名を表示します。 

 終ログイン時間 終ログイン時間を表示します。 

●お知らせ（ ボタンをクリックすると、詳細が表示されます。） 

 システムに関するお知らせ 
システムメンテナンス等に関するお知らせを表示しま

す。 

 運用に関するお知らせ 運用に関するお知らせを表示します。 

 その他のお知らせ その他のお知らせを表示します。 

●社会保険診療報酬支払基金からのお知らせ（ ボタンをクリックすると、詳細が表示されます。） 

 保険者が所在する都道府県の支払基金からのお知らせを表示します。 

●操作ボタン説明 

操作ボタン 説明 

 トップページ トップページを表示します。 

 お知らせ お知らせを表示します。 

 レセプト配信 
レセプトデータの配信を行います。また、配信状況を表

示します。 

 請求前資格確認 請求前資格確認ファイルの配信、送信、取得を行います。 

 再審査請求前資格確認 
再審査請求前資格確認ファイルの送信、取得を行いま

す。 

 請求関係帳票データ 請求関係帳票データの配信状況を表示します。 

 再審査等請求 
再審査等請求ファイルを送信します。また、送信した再

審査等請求ファイルの請求状況を表示します。 

 再審査レセプト配信 再審査等返付レセプトデータの配信状況を表示します。 

 返付依頼データ取得 明細書返付依頼データを取得します。 

 パスワード変更 パスワード変更をします。 

 マニュアル マニュアルを表示します。 

 お問合せ先 お問合せ先を表示します。 

 ログアウト ログアウトします。 
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 5 レセプトデータを Web サイト

から配信する 

ご使用のブラウザが Microsoft Edge（HTML）および Microsoft Edge（Chromium）

の場合は、レセプト等配信ツールを使用してレセプトデータを配信してください。 

レセプト等配信ツールは『オンライン請求システム操作手順書 【レセプト等配信ツ

ール】＜保険者用＞』を参照してください。Web サイトからは「配信状況の確認」

（参照）のみが可能です。 

ご使用のブラウザが Internet Explorer の場合 

一括提供先保険者の場合は、「15.1 レセプトデータを Web サイトから配信する」 

（P.265）を参照してください。 

一括提供希望保険者の場合は、「16.1 レセプトデータの配信状況を確認する」 

（P.533）を参照してください。 

 

5.1 レセプトデータを配信する 

Web サイトよりレセプトデータを配信します。 

以降の処理は、ご使用のブラウザに合わせて、以下の項目を参照してください。 

・「5.1.1 Internet Explorer の場合」（P.43） 
・「5.1.2 Microsoft Edge（HTML）および Microsoft Edge（Chromium）の場合」 

（P.50） 



5.1 レセプトデータを配信する 

 ・43・

5.1.1 Internet Explorer の場合 

Internet Explorer を使用して、「レセプトデータ」を Web サイトより配信します。 

 

1. 画面左の【レセプト配信】ボタンをク

リックします。 

「配信状況」画面が表示されます。 

画面下部にメッセージが表示された場合

の操作は、「■「配信状況」画面にメッセ

ージが表示された場合」（P.48）を参照し

てください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. 配信する項目の「選択」欄にチェック

を入れ、【配信】ボタンをクリックし

ます。 

「 新のプログラムを確認しています。」と表

示され、その後、「配信先フォルダ選択」画面

が表示されます。 

 

・現在配信中の保険者数／配信対象保険者数が

表示されます。また（ ）内には、未配信の

保険者数（配信中の保険者も含む）が表示さ

れます。 

・一覧表の右上に配信予定日が表示されます。 

・「選択」欄には、あらかじめ全項目にチェック

が入っています。 

・「選択」「レセプト件数」「ファイルサイズ」

「配信状況」および「配信回数」は、CSV フ

ァイルと画像ファイルに分けて表示されま

す。 

・ ファイルサイズは、各項目単位に端数整理を

しているので、合計が不一致になる場合があ

ります。 

【配信予測時間計測】ボタンをクリックす

ると、レセプトデータを配信する際の予測

時間を測定できます。配信予測時間を測定

する場合は、「5.4 レセプトデータの配信

予測時間を計測する」（P.60）を参照して

ください。 
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処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

・処理を中止するには、【中止】ボタンをクリッ

クしてください。 

・この画面は、パソコンの環境によって表示さ

れない場合もあります。 
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3. レセプトデータを保存するフォルダを

指定し、【OK】ボタンをクリックしま

す。 

「レセプトデータの配信中です。」と表示され

ます。また、概ねの配信時間（残り時間）も

表示されます。 
レセプト配信が完了すると、完了メッセージ

が表示されます。 

 

・レセプトデータを保存するフォルダには、自

動的に「診療年月」名のフォルダが作成され

ます。 

「診療年月」のフォルダ名の例 

「42208」：平成 22 年 8 月診療分 

・フォルダ名の先頭の数字は、年号を意味しま

す。 

・「診療年月」名のフォルダ内に、自動的にレセ

プトデータを保存する「1」フォルダが作成さ

れます。 

・本書では、「レセプトデータ」フォルダを事前

にデスクトップ上に作成しています。 

・フォルダを指定しない場合は、C ドライブに

保存されます。 

 

 

・現在配信中の保険者数／配信対象保険者数が

表示されます。また（ ）内には、未配信の

保険者数（配信中の保険者も含む）が表示さ

れます。 

・配信を中止するには、【中止】ボタンをクリッ

クしてください。この場合、ファイル単位に

配信が終了するので、次に配信を行うときは、

未配信ファイルのレセプトデータが配信され

ます。 
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4. 【OK】ボタンをクリックします。 

「配信状況」画面に戻ります。 

 

5. レセプト配信状況を確認します。 

配信先に指定したフォルダに、レセプトデー

タが保存されます。 

 

・CSV ファイルおよび画像ファイルの各「配信

状況」欄には、それぞれの初回配信の終了日

時が表示されます。 

・CSV ファイルおよび画像ファイルの各「配信

回数」欄には、それぞれの配信回数が表示さ

れます。 

・CSV ファイルおよび画像ファイルをすべて配

信した場合に、【配信】ボタンが【再配信】ボ

タンに変わります。 

 

 

 

1 フォルダ内には 大 10 ファイルまで格納され

ます。画像レセプトの場合は、1 ファイルあた

り 1,000 件まで格納されます。 

レセプトデータは圧縮して配信されるた

め、配信終了後に解凍する必要がありま

す。 
レセプトデータの解凍方法は、「5.3 レセ

プトデータを解凍する」（P.56）を参照し

てください。 
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配信ファイルの内容は以下のとおりです。 

「共通」：レセプト電子データ提供要領の別添 6「1 保険者提供用レセプト電子情報記録条件

仕様」に記載の「00_INFORMATION.CSV」を指します。 

「医科」：レセプト電子データ提供要領の別添 6「1 保険者提供用レセプト電子情報記録条件

仕様」に記載の「固有テキスト情報ファイル」および「レセ電コード情報ファイル」

を 1 つのファイルに格納します。また、医科レセプトの画像を 1,000 件単位で 1 つ

のファイルに格納します。 
例）医科レセプト件数：12,405 件の場合、配信ファイル（14 ファイル）は次のよう

になります。 
・固有テキスト情報とレセ電コード情報の格納ファイル 
・医科レセプトの画像（1,000 件分）×12 ファイル 
・医科レセプトの画像（405 件分） 

「DPC」、「歯科」、「調剤」および「訪問看護」（レセ電コード情報ファイルを除く）につ

いても「医科」と同様です。 

 

医科レセプトが 12,405 件ある場合、配信ファイル（14 ファイル）のイメージは次のようにな

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

固有テキスト情報 
レセ電コード情報 

画像（医科） 
1～1000 

画像（医科） 
1001～2000 

画像（医科） 
2001～3000 

画像（医科） 
4001～5000 

画像（医科） 
6001～7000 

画像（医科） 
3001～4000 

画像（医科） 
7001～8000 

画像（医科） 
8001～9000 

画像（医科） 
5001～6000 

画像（医科） 
11001～12000 

画像（医科） 
10001～11000 

画像（医科） 
9001～10000 

画像（医科） 
12001～12405 



5 レセプトデータを Web サイトから配信する 

 ・48・

■「配信状況」画面にメッセージが表示された場合 

「配信状況」画面の下部に、以下のいずれか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。 
この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からのアドオン’ReceiptDeliverer.cab’をインストールしようと

しています。 
 

この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からの’ReceiptDeliverer.cab’アドオンをインストールしようと

しています。 
 

この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からのアドオン’TimeMeasurement.cab’アドオンをインストー

ルしようとしています。 
 

この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からの’ TimeMeasurement.cab’アドオンをインストールしよう

としています。 
 

このサイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からのソフトウェアをインストールしようとしています。 
 

Internet Explorer によって、この Web サイトによる ActiveX コントロールのインストールがブロックされました。 

 

上記のメッセージは、初回時、またはオンライン請求システムのプログラム変更を行った際に

表示されることがあります。 

 

1. 画面下部の【インストール】ボタンを

クリックします。 

再表示メッセージが表示されます。 
 

 

2. 【再試行】ボタンをクリックします。 

「トップページ」画面に戻ります。 
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3. 再度【レセプト配信】ボタンをクリッ

クします。 

「セキュリティの警告」画面が表示されます。 

 

4. 【インストールする】ボタンをクリッ

クします。 

プログラムがインストールされます。 
 

 

この画面は、パソコンの環境によって表示され

ない場合もあります。 

 

 

5. 【インストールする】ボタンをクリッ

クします。 

プログラムがインストールされます。 

 

この画面は、パソコンの環境によって表示され

ない場合もあります。 

 

インストールが終了すると、「配信状況」

画面が表示されます。引き続き、「5.1.1 
Internet Explorer の場合」の手順2（P.43）
に戻り、操作を行ってください。 
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5.1.2 Microsoft Edge（HTML）および Microsoft Edge（Chromium）の場合 

Microsoft Edge（HTML）および Microsoft Edge（Chromium）を使用して、「レセプトデー

タ」の配信状況を Web サイトより参照します。 

「レセプトデータ」の配信を行う場合は、レセプト等配信ツールを使用してください。 

レセプト等配信ツールは『オンライン請求システム操作手順書 【レセプト等配信ツ

ール】＜保険者用＞』を参照してください。 

 

 
 

 

1. 画面左の【レセプト配信】ボタンをク

リックします。 

「配信状況」画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

・一覧表の右上に配信予定日が表示されます。 

・「レセプト件数」「ファイルサイズ」「配信状

況」および「配信回数」は、CSV ファイルと

画像ファイルに分けて表示されます。 

・ ファイルサイズは、各項目単位に端数整理を

しているので、合計が不一致になる場合があ

ります。 

・CSV ファイルおよび画像ファイルの各「配信

状況」欄には、それぞれの初回配信の終了日

時が表示されます。 

・CSV ファイルおよび画像ファイルの各「配信

回数」欄には、それぞれの配信回数が表示さ

れます。 
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5.2 レセプトデータを再配信する 

配信済のレセプトデータを誤って消去した場合など、配信期間中に限り、Web サイト

よりレセプトデータを再配信できます。 

以降の処理は、ご使用のブラウザに合わせて、以下の項目を参照してください。 

・「5.2.1 Internet Explorer の場合」（P.52） 

・「5.2.2 Microsoft Edge（HTML）および Microsoft Edge（Chromium）の場合」 

 （P.55） 
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5.2.1 Internet Explorer の場合 

Internet Explorer を使用して、「レセプトデータ」を Web サイトより再配信します。 

 

1. 画面左の【レセプト配信】ボタンをク

リックします。 

「配信状況」画面が表示されます。 

 

 

 

 

2. 再配信する項目の「選択」欄にチェッ

クを入れ、【再配信】ボタンをクリッ

クします。 

「 新のプログラムを確認しています。」と表

示され、その後、配信先を選択する画面が表

示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

・処理を中止するには、【中止】ボタンをクリッ

クしてください。 

・この画面は、パソコンの環境によって表示さ

れない場合もあります。 
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3. レセプトデータを保存するフォルダを

指定し、【OK】ボタンをクリックしま

す。 

上書き確認メッセージが表示されます。 

 

・初回配信時に作成された「診療年月」名のフ

ォルダを削除した場合には、再度、自動的に 

「診療年月」名のフォルダが作成されます。 

「診療年月」のフォルダ名の例 

「42208」：平成 22 年 8 月診療分 

・フォルダ名の先頭の数字は、年号を意味しま

す。 

 

4. 【はい】ボタンをクリックします。 

「レセプトデータの配信中です。」と表示され

ます。また、概ねの配信時間（残り時間）も

表示されます。 
レセプト配信が完了すると、完了メッセージ

が表示されます。 

 

・レセプトデータを上書きしない場合は、【いい

え】ボタンをクリックし、手順2の「配信先フ

ォルダ選択」画面で別の「配信先」フォルダ

を選択してください。 

・初回配信時のフォルダが存在しない場合、本

メッセージは表示されません。 

 

 

・現在配信中の保険者数／配信対象保険者数が

表示されます。また（ ）内には、未配信の

保険者数（配信中の保険者も含む）が表示さ

れます。 

・配信を中止するには、【中止】ボタンをクリッ

クしてください。 
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5. 【OK】ボタンをクリックします。 

「配信状況」画面に戻ります。 

 

6. レセプトデータの再配信状況を確認し

ます。 

 

・再配信を行った項目の配信回数が変更されま

す。 

・再配信を行っても、「配信状況」欄の表示は変

更されません。 
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5.2.2 Microsoft Edge（HTML）および Microsoft Edge（Chromium）の場合 

Microsoft Edge（HTML）および Microsoft Edge（Chromium）を使用して、「レセプトデー

タ」の再配信状況を Web サイトより参照します。 

「レセプトデータ」の再配信を行う場合は、レセプト等配信ツールを使用してください。 

レセプト等配信ツールは『オンライン請求システム操作手順書 【レセプト等配信ツ

ール】＜保険者用＞』を参照してください。 

 

 
 
 

1. 画面左の【レセプト配信】ボタンをク

リックします。 

「配信状況」画面が表示されます。 

 

 

 

 

 
・再配信を行った項目の配信回数が変更されま

す。 

・再配信を行っても、「配信状況」欄の表示は変

更されません。 
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5.3 レセプトデータを解凍する 

Web サイトより配信されたレセプトデータは圧縮してあるので、解凍する必要があり

ます。 

「レセプトデータ」を解凍します。 

 

1. デスクトップ上の「レセプト解凍ツー

ル」アイコンをダブルクリックします。 

「レセプト解凍ツール」画面が表示されます。 

 

2. 【参照】ボタンをクリックします。 

「フォルダーの参照」画面が表示されます。 
 

 

3. 配信されたレセプトデータが保存され

ているフォルダ内の「保険者番号」フ

ォルダを指定し、【OK】ボタンをクリ

ックします。 

「レセプト解凍ツール」画面に戻ります。 

 

「診療年月」名のフォルダ内に、自動的に「1」

フォルダが作成されます。さらに、このフォル

ダ内に「保険者番号」フォルダが作成されます。 
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4. 【参照】ボタンをクリックして、解凍

したレセプトデータを保存するフォル

ダを指定します。 

「フォルダーの参照」画面が表示されます。 

 

5. 保存するフォルダを指定し、【OK】ボ

タンをクリックします。 

「レセプト解凍ツール」画面に戻ります。 

 

6. 各フォルダが正しく指定されているこ

とを確認し、【解凍】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。 
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7. 【OK】ボタンをクリックします。 

「解凍中です…」と表示され、レセプトデー

タの解凍が行われます。 
その後、レセプトデータの解凍が完了すると、

完了メッセージが表示されます。 

 

8. 【OK】ボタンをクリックします。 

「レセプト解凍ツール」画面に戻ります。 

 

9. 【終了】ボタンをクリックします。 

レセプト解凍ツールが終了します。 
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10. 出力先フォルダに、解凍されたレセプ

トデータが格納されていることを確認

します。 
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5.4 レセプトデータの配信予測時間を計測する 

Web サイトよりレセプトデータを配信する際の予測時間を計測します。 

ご使用のブラウザが Microsoft Edge（HTML）および Microsoft Edge（Chromium）の場合は、

『オンライン請求システム操作手順書 【レセプト等配信ツール】＜保険者用＞』を参照し

てください。 

 1. 「トップページ」画面で【レセプト配

信】ボタンをクリックします。 

「配信状況」画面が表示されます。 

 

2. 配信する項目の「選択」欄にチェック

を入れ、【配信予測時間計測】ボタン

をクリックします。 

「 新のプログラムを確認しています。」と表

示され、その後、配信予測時間計測確認画面

が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 

 

 

 

 

 

・処理を中止するには、【中止】ボタンをクリッ

クしてください。 

・この画面は、パソコンの環境によって表示さ

れない場合もあります。 
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3. 【OK】ボタンをクリックします。 

「配信予測時間を計測中です。」と表示されま

す。 
配信予測時間の計測が完了すると、計測結果

が表示されます。 
 

 

 

計測を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 

 

 

 

 

 

4. 配信予測時間を確認し、【閉じる】ボ

タンをクリックします。 

「配信状況」画面に戻ります。 

 

・配信予測時間は、計測時点での予測時間とな

るため、実際の配信時間とは異なる可能性が

あります。 

・配信予測時間の表示は、秒単位を切り上げ、

分単位から表示します。 

・配信予測時間の合計値は、秒単位を切り上げ

る前に数値を合計し、その合計した値の秒単

位を切り上げて表示します。そのため、各点

数表区分の値を合計した数値と、配信予測時

間の合計として表示される値が異なる場合が

あります。 
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 6 資格情報を Web サイトから

配信する 

 

保険者の統廃合による振替前保険者の資格情報は、読替期間が終了するまでの間、振替先保険

者へ提供されます。振替先保険者は、一括提供先保険者として振替前保険者の資格情報を配信

します。 

一括提供先保険者の場合は、「15.2 資格情報を Web サイトから配信する」（P.282）

を参照してください。 

一括提供希望保険者の場合は、「16.2 資格情報の配信状況を確認する」（P.534）を参

照してください。 

 

「トップページ」画面で【資格情報配信】ボタンをクリックした際に、次のようなメッセージ

が表示されることがあります。 

●実施機関の場合 

 
 

●請求前資格確認の開始届が提出されていない場合 

 
 

上記のメッセージが表示された場合は、資格情報配信の機能は利用できません。 

6 資格情報を Web サイトから配信する 
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6.1 資格情報を配信する 

Web サイトより資格情報を配信します。 

以降の処理は、ご使用のブラウザに合わせて、以下の項目を参照してください。 

・「6.1.1 Internet Explorer の場合」（P.64） 

・「6.1.2 Microsoft Edge（HTML）の場合」（P.70） 

・「6.1.3 Microsoft Edge（Chromium）の場合」（P.75） 
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6.1.1 Internet Explorer の場合 

Internet Explorer を使用して、Web サイトより資格情報を配信します。 

 

1. 画面左の【請求前資格確認】ボタンを

クリックします。 

【請求前資格確認】ボタンの下に、【資格情報

配信】・【返戻情報送信】・【送信状況】・【結果

情報取得】ボタンが表示されます。 

 

2. 【資格情報配信】ボタンをクリックし

ます。 

「資格情報配信状況」画面が表示されます。 

画面下部にメッセージが表示された場合

の操作は、「■「資格情報配信状況」画面

にメッセージが表示された場合」（P.67）
を参照してください。 

 

3. 【配信】ボタンをクリックします。 

「 新のプログラムを確認しています。」と表

示され、その後、「配信先フォルダ選択」画面

が表示されます。 

 

ファイルサイズは、各項目単位に端数整理をし

ているので、合計が不一致になる場合がありま

す。 

 
 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 
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・処理を中止するには、【中止】ボタンをクリッ

クしてください。 

・この画面は、パソコンの環境によって表示さ

れない場合もあります。 

 

4. 資格情報を保存するフォルダを指定

し、【OK】ボタンをクリックします。 

「資格情報の配信中です。」と表示され、資格

情報の配信が完了すると、完了メッセージが

表示されます。 

 

・資格情報を保存するフォルダには、自動的に

「処理年月」名のフォルダが作成されます。 

「処理年月」のフォルダ名の例 

「42208」：平成 22 年 8 月処理分 

・フォルダ名の先頭の数字は、年号を意味しま

す。 

・「処理年月」名のフォルダ内に、自動的に資格

情報の配信データを保存する「1」フォルダが

作成されます。 

・本書では、「資格情報」フォルダを事前にデス

クトップ上に作成しています。 

・フォルダを指定しない場合は、C ドライブに

保存されます。 

 

 

・現在配信中のファイル順番／総配信ファイル

数が表示されます。 

・配信を中止するには、【中止】ボタンをクリッ

クしてください。この場合、次に配信を行う

ときは、選択したフォルダに存在しない資格

情報のみ配信されます。 

 

5. 【OK】ボタンをクリックします。 

「資格情報配信状況」画面に戻ります。 
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6. 資格情報配信状況を確認します。 

配信先に指定したフォルダに、資格情報が保

存されます。 

 

・「配信状況」欄には、初回配信の終了日時が表

示されます。 

・CSV ファイルをすべて配信した場合に、【配信】

ボタンが【再配信】ボタンに変わります。 

 

 

フォルダ構成については、「■フォルダ構

成と CSV ファイルについて」（P.69）を参

照してください。 
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■「資格情報配信状況」画面にメッセージが表示された場合 

「資格情報配信状況」画面の下部に、以下のいずれか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。 
この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からのアドオン’RClkjsDeliverer.cab’をインストールしようとし

ています。 
 

この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からの’RClkjsDeliverer.cab’アドオンをインストールしようとし

ています。 
 

Internet Explorer によって、この Web サイトによる ActiveX コントロールのインストールがブロックされました。 

 

上記のメッセージは、初回時、またはオンライン請求システムのプログラム変更を行った際に

表示されることがあります。 

 

1. 画面下部の【インストール】ボタンを

クリックします。 

再表示メッセージが表示されます。 
 

 

2. 【再試行】ボタンをクリックします。 

「トップページ」画面に戻ります。 

 

3. 再度【資格情報配信】ボタンをクリッ

クします。 

「セキュリティの警告」画面が表示されます。 
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4. 【インストールする】ボタンをクリッ

クします。 

プログラムがインストールされます。 

インストールが終了すると、「資格情報配

信状況」画面が表示されます。引き続き、

「6.1.1 Internet Explorer の場合」の手順3
（P.64）に戻り、操作を行ってください。 
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■フォルダ構成と CSV ファイルについて 

資格情報を配信すると、指定したフォルダの中に処理年月のフォルダが作成され、そ

の中に「1」というフォルダが作成されます。この「1」フォルダに CSV ファイルが格

納されます。 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

1 ファイルあたり 50 万レコードを超えると、ファイルが分割されます。 

資格情報 CSV ファイル 

処理年月のフォルダ 

配信先のフォルダ 

1（固定）のフォルダ 
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6.1.2 Microsoft Edge（HTML）の場合 

Microsoft Edge（HTML）を使用して、Web サイトより資格情報を配信します。 

 

・ダウンロードが完了するまで、ログアウトやブラウザの終了は行わないでください。 

 

1. 画面左の【請求前資格確認】ボタンを

クリックします。 

【請求前資格確認】ボタンの下に、【資格情報

配信】・【返戻情報送信】・【送信状況】・【結果

情報取得】ボタンが表示されます。 

 

2. 【資格情報配信】ボタンをクリックし

ます。 

「資格情報配信状況」画面が表示されます。 

 

 

3. 【配信】ボタンをクリックします。 

ダウンロードが開始されます。 

 

ファイルサイズは、各項目単位に端数整理をし

ているので、合計が不一致になる場合がありま

す。 
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4. 【保存】ボタン右の【Λ】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。 
 

 

 

 

 

5. 保存先フォルダを指定し、【保存】ボ

タンをクリックします。 

 

・資格情報ファイル(圧縮)のファイル名は、ロ

グインユーザ ID_SHIKAKU_ 処理年月 (西

暦).ZIP となります。 

「資格情報ファイル」のファイル名の例 

  XXXXXXXX_SHIKAKU_YYYYMM. ZIP 

「XXXXXXXX」：ログインユーザ 

「YYYYMM」：処理年月 

 

 

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。「資格情報配信状況」画面

に戻ります。 

 

 

6. ダウンロード完了メッセージが表示さ

れたことを確認し、【×】ボタンをク

リックします。 

 

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」（P.73）
を参照してください。 
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7. 資格情報配信状況を確認します。 

配信先に指定したフォルダに、資格情報が保

存されます。 

 

・「配信状況」欄には、初回配信の終了日時が表

示されます。 

・ZIP ファイルをすべて配信した場合に、【配信】

ボタンが【再配信】ボタンに変わります。 

 

 

フォルダ構成については、「■ 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」（P.74）を参照してください。 
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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。 
ここでは例として、Windows 10 での解凍方法を示します。 

 

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、指定したフォルダの中

に CSV 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については、「■ 
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」（P.74）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処理年月のフォルダが作成され、

その中に「1」というフォルダが作成されます。この「1」フォルダに CSV ファイルが

格納されます。 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

1 ファイルあたり 50 万レコードを超えると、ファイルが分割されます。 

資格情報 CSV ファイル 

処理年月のフォルダ 

配信先のフォルダ 

1（固定）のフォルダ 
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6.1.3 Microsoft Edge（Chromium）の場合 

Microsoft Edge（Chromium）を使用して、Web サイトより資格情報を配信します。 

 

・ダウンロードが完了するまで、ログアウトやブラウザの終了は行わないでください。 

 

1. 画面左の【請求前資格確認】ボタンを

クリックします。 

【請求前資格確認】ボタンの下に、【資格情報

配信】・【返戻情報送信】・【送信状況】・【結果

情報取得】ボタンが表示されます。 

 

2. 【資格情報配信】ボタンをクリックし

ます。 

「資格情報配信状況」画面が表示されます。 

 

 

3. 【配信】ボタンをクリックします。 

ダウンロードが開始されます。 
 

 
ファイルはダウンロードフォルダに保存されま

す。 

 

ファイルサイズは、各項目単位に端数整理をし

ているので、合計が不一致になる場合がありま

す。 
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4. 画面右上に【↓】ボタンが表示され、

ダウンロードが完了したことを確認し

ます。 

 

【↓】ボタンをクリックすると、「ダウンロード

履歴」画面が表示されます。 

 

 

・資格情報ファイル(圧縮)のファイル名は、ロ

グインユーザ ID_SHIKAKU_ 処理年月 (西

暦).ZIP となります。 

「資格情報ファイル」のファイル名の例 

  XXXXXXXX_SHIKAKU_YYYYMM. ZIP 

「XXXXXXXX」：ログインユーザ 

「YYYYMM」：処理年月 

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」（P.77）
を参照してください。 

 

 

5. 資格情報配信状況を確認します。 

配信先に指定したフォルダに、資格情報が保

存されます。 

 

・「配信状況」欄には、初回配信の終了日時が表

示されます。 

・ZIP ファイルをすべて配信した場合に、【配信】

ボタンが【再配信】ボタンに変わります。 

 

 

フォルダ構成については、「■ 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」（P.78）を参照してください。 
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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。 
ここでは例として、Windows 10 での解凍方法を示します。 

 

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、指定したフォルダの中

に CSV 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については、「■ 
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」（P.78）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処理年月のフォルダが作成され、

その中に「1」というフォルダが作成されます。この「1」フォルダに CSV ファイルが

格納されます。 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

1 ファイルあたり 50 万レコードを超えると、ファイルが分割されます。 

資格情報 CSV ファイル 

処理年月のフォルダ 

配信先のフォルダ 

1（固定）のフォルダ 
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 7 返戻情報送信をWebサイト

から行う 

 

保険者の統廃合による振替前保険者の返戻情報は、読替期間が終了するまでの間、振替先保険

者にて送信可能です。振替先保険者は一括提供先保険者として振替前保険者の返戻情報の送信

が可能です。 

一括提供先保険者の場合は、「15.3 返戻情報送信を Web サイトから行う」（P.302）

を参照してください。 

一括提供希望保険者の場合は、本章を参照してください。 

7 返戻情報送信を Web サイトから行う 
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7.1 返戻情報を送信する 

返戻情報を Web サイトへ送信します。 

 

・返戻情報は、1 回のみ送信が可能です。 

・返戻情報を再送信したい場合は、返戻情報の取消を行った後、再度送信してください。 

・返戻情報の取消は、返戻情報を送信した当日中のみ可能です。送信翌日は「受付済」となり

取消できませんのでご注意ください。 

 

「トップページ」画面で【返戻情報送信】ボタンをクリックした際に、次のようなメッセージ

が表示されることがあります。 

●実施機関の場合 

 
 

●請求前資格確認の開始届が提出されていない場合 

 
 

●資格情報が存在しない場合 

 
 

●未配信の資格情報が 1 件以上存在する場合 

 
 

上記のメッセージが表示された場合は、返戻情報送信の機能は利用できません。 

以降の処理は、ご使用のブラウザに合わせて、以下の項目を参照してください。 

・「7.1.1 Internet Explorer の場合」（P.81） 

・「7.1.2 Microsoft Edge（HTML）の場合」（P.89） 
・「7.1.3 Microsoft Edge（Chromium）の場合」（P.95） 
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7.1.1 Internet Explorer の場合 

Internet Explorer を使用して、返戻情報を Web サイトへ送信します。 

 

1. 画面左の【請求前資格確認】ボタンを

クリックします。 

【請求前資格確認】ボタンの下に、【資格情報

配信】・【返戻情報送信】・【送信状況】・【結果

情報取得】ボタンが表示されます。 

 

2. 【返戻情報送信】ボタンをクリックし

ます。 

「返戻情報送信」画面が表示されます。 

画面下部にメッセージが表示された場合

の操作は、「■「返戻情報送信」画面にメ

ッセージが表示された場合」（P.86）を参

照してください。 
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3. 【実行】ボタンをクリックします。 

「 新のプログラムを確認しています。」と表

示され、その後、読込み先を選択する画面が

表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 
 
 
 
 
 
 

 

・処理を中止するには、【中止】ボタンをクリッ

クしてください。 

・この画面は、パソコンの環境によって表示さ

れない場合もあります。 
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■読込み先が媒体の場合 

 

4. 読込み先を指定します。 

読込み先には、「媒体」と「フォルダ」の 2
種類があります。 

 

①媒体をパソコンのドライブに挿入します。 

②「媒体」を指定し、読込み先のドライブを選択

します。 

 

・媒体が MO の場合は、読込み先のドライブに「リ

ムーバブルディスク」を選択してください。 

・「媒体」のリストに「リムーバブルディスク」

が表示されない場合は、【中止】ボタンをクリ

ックし、再度、手順3の「返戻情報送信」画面

で【実行】ボタンをクリックしてください。 

■読込み先がフォルダの場合 

 

 

①「フォルダ」を選択し、【参照】ボタンをクリ

ックします。 

 

②返戻情報を保存しているフォルダを指定し、

【OK】ボタンをクリックします。 
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5. 【読込】ボタンをクリックします。 

「返戻情報を読込中です。」と表示され、返戻情

報の読込みが完了すると、終了メッセージが表

示されます。  

 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。手順3の「返戻情報送信」画面 

（P.82）に戻ります。 

 

 

 

6. 【送信】ボタンをクリックします。 

「返戻情報を送信中です。」と表示され、返戻

情報の送信が完了すると、完了メッセージが

表示されます。 

 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。手順3の「返戻情報送信」画面 

（P.82）に戻ります。 

読込み完了後に返戻情報の確認メッセー

ジが表示された場合の操作は、「■返戻情

報の確認メッセージが表示された場合」 
（P.88）を参照してください。 
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7. 【OK】ボタンをクリックします。 

「返戻情報送信状況」画面が表示され、送信

状況を確認できます。 

 

 



7 返戻情報送信を Web サイトから行う 

 ・86・

■「返戻情報送信」画面にメッセージが表示された場合 

「返戻情報送信」画面の下部に、以下のいずれか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。 
この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からのアドオン’RClhjsUploader.cab’をインストールしようとし

ています。 
 

この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からの’RClhjsUploader.cab’アドオンをインストールしようとし

ています。 
 

Internet Explorer によって、この Web サイトによる ActiveX コントロールのインストールがブロックされました。 

 

上記のメッセージは、初回利用時、またはオンライン請求システムのプログラム変更を行った際に

表示されることがあります。 

 

1. 画面下部の【インストール】ボタンを

クリックします。 

再表示メッセージが表示されます。 
 

 

2. 【再試行】ボタンをクリックします。 

「トップページ」画面に戻ります。 

 

3. 再度【返戻情報送信】ボタンをクリッ

クします。 

「セキュリティの警告」画面が表示されます。 
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4. 【インストールする】ボタンをクリッ

クします。 

プログラムがインストールされます。 

インストールが終了すると、「返戻情報送

信」画面が表示されます。引き続き、「7.1.1 
Internet Explorer の場合」の手順3（P.82）
に戻り、操作を行ってください。 
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■返戻情報の確認メッセージが表示された場合 

「返戻情報送信」画面で【読込】ボタンをクリックした後、確認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。 

 

 
 
 
 
 

 

1. 送信する返戻情報の件数を確認し、送

信する場合は【送信】ボタンをクリッ

クします。 

「返戻情報を送信中です。」と表示され、返戻

情報の送信が完了すると、完了メッセージが

表示されます。 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。「7.1 返戻情報を送信する7.1.1 

Internet Explorer の場合」の手順3の「返戻情

報送信」画面（P.82）に戻ります。 

 

 

送信中に処理を中止するには、【中止】ボタンを

クリックしてください。「7.1.1 Internet 

Explorer の場合」の手順3の「返戻情報送信」

画面（P.82）に戻ります。 

 

2. 【OK】ボタンをクリックします。 

「返戻情報送信状況」画面が表示され、送信

状況を確認できます。 

 

 

「返戻情報送信状況」画面は、「トップページ」

画面の【請求前資格確認】ボタンから【送信状

況】ボタンをクリックして表示することもでき

ます。 

「返戻情報送信状況」画面の詳細は、「7.2.2 
返戻情報送信状況を確認する」（P.106）を

参照してください。 
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7.1.2 Microsoft Edge（HTML）の場合 

Microsoft Edge（HTML）を使用して、返戻情報を Web サイトへ送信します。 

 

1. 画面左の【請求前資格確認】ボタンを

クリックします。 

【請求前資格確認】ボタンの下に、【資格情報

配信】・【返戻情報送信】・【送信状況】・【結果

情報取得】ボタンが表示されます。 

 

2. 【返戻情報送信】ボタンをクリックし

ます。 

「返戻情報送信」画面が表示されます。 

 

 

3. 【実行】ボタンをクリックします。 

「返戻情報送信選択読込」画面が表示されま

す。 

 

 

 

 

4. 【参照】ボタンをクリックします。 

返戻情報ファイルを選択する画面が表示され

ます。 
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5. 読込みフォルダを選択し、【フォルダ

ーの選択】ボタンをクリックします。 

 

 

ファイルは表示されませんが、問題ありません。 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 

送信したい返戻情報ファイルが読込み済ファ

イル一覧に表示されていることを確認しま

す。 
 
 
 

 

読込み済の返戻情報ファイルをリセットしたい

場合は、【クリア】ボタンをクリックしてくださ

い。 

 

 

読込み完了後に返戻情報の確認メッセー

ジが表示された場合の操作は、「■返戻情

報の確認メッセージが表示された場合」

（P.93）を参照してください。 
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6. 【送信】ボタンをクリックします。 

送信確認メッセージが表示されます。 

 

【OK】ボタンをクリックし、送信を開始しま

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。 

 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 
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7. 【OK】ボタンをクリックします。 

「返戻情報送信状況」画面が表示され、送信

状況を確認できます。 
 

 

 

 

「返戻情報送信状況」画面は、「トップページ」

画面の【請求前資格確認】ボタンから【送信状

況】ボタンをクリックして表示することもでき

ます。 

「返戻情報送信状況」画面の詳細は、「7.2.2 
返戻情報送信状況を確認する」（P.106）
を参照してください。 
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■返戻情報の確認メッセージが表示された場合 

ファイルの読込み終了後に確認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。 

 

1. 送信する返戻情報の件数を確認し、送

信する場合は【送信】ボタンをクリッ

クします。 

送信確認メッセージが表示されます。 
 

 

処理を中止するには、【クリア】ボタンをクリッ

クしてください。「7.1.2 Microsoft Edge（HTML）

の場合」の手順4の「返戻情報送信」画面（P.89）

に戻ります。 

 

【OK】ボタンをクリックし、送信を開始しま

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。 

 

 

 

送信中に処理を中止するには、【中止】ボタン

をクリックしてください。 
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2. 【OK】ボタンをクリックします。 

「返戻情報送信状況」画面が表示され、送信

状況を確認できます。 

 

 

「返戻情報送信状況」画面は、「トップページ」

画面の【請求前資格確認】ボタンから【送信状

況】ボタンをクリックして表示することもでき

ます。 

「返戻情報送信状況」画面の詳細は、「7.2.2 
返戻情報送信状況を確認する」（P.106）を

参照してください。 
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7.1.3 Microsoft Edge（Chromium）の場合 

Microsoft Edge（Chromium）を使用して、返戻情報を Web サイトへ送信します。 

 

1. 画面左の【請求前資格確認】ボタンを

クリックします。 

【請求前資格確認】ボタンの下に、【資格情報

配信】・【返戻情報送信】・【送信状況】・【結果

情報取得】ボタンが表示されます。 

 

2. 【返戻情報送信】ボタンをクリックし

ます。 

「返戻情報送信」画面が表示されます。 

 

 

3. 【実行】ボタンをクリックします。 

「返戻情報送信選択読込」画面が表示されま

す。 

 

 

 

 

4. 【参照】ボタンをクリックします。 

返戻情報ファイルを選択する画面が表示され

ます。 
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5. 読込みフォルダを選択し、【アップロ

ード】ボタンをクリックします。 

 

 

ファイルは表示されませんが、問題ありません。 
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6. 【アップロード】ボタンをクリックし、

アップロードを開始します。 

 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 

送信したい返戻情報ファイルが読込み済ファ

イル一覧に表示されていることを確認しま

す。 
 
 
 

 

読込み済の返戻情報ファイルをリセットしたい

場合は、【クリア】ボタンをクリックしてくださ

い。 

 

 

読込み完了後に返戻情報の確認メッセー

ジが表示された場合の操作は、「■返戻情

報の確認メッセージが表示された場合」

（P.99）を参照してください。 
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7. 【送信】ボタンをクリックします。 

送信確認メッセージが表示されます。 

 

【OK】ボタンをクリックし、送信を開始しま

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。 

 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 

8. 【OK】ボタンをクリックします。 

「返戻情報送信状況」画面が表示され、送信

状況を確認できます。 
 

 

 

 

「返戻情報送信状況」画面は、「トップページ」

画面の【請求前資格確認】ボタンから【送信状

況】ボタンをクリックして表示することもでき

ます。 

「返戻情報送信状況」画面の詳細は、「7.2.2 
返戻情報送信状況を確認する」（P.106）
を参照してください。 
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■返戻情報の確認メッセージが表示された場合 

ファイルの読込み終了後に確認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。 

 

1. 送信する返戻情報の件数を確認し、送

信する場合は【送信】ボタンをクリッ

クします。 

送信確認メッセージが表示されます。 
 

 

処理を中止するには、【クリア】ボタンをクリッ

ク し て くだ さ い 。「 7.1.3 Microsoft Edge

（Chromium）の場合」の手順4の「返戻情報送信」

画面（P.95）に戻ります。 

 

【OK】ボタンをクリックし、送信を開始しま

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。 

 

 

 

送信中に処理を中止するには、【中止】ボタン

をクリックしてください。 
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2. 【OK】ボタンをクリックします。 

「返戻情報送信状況」画面が表示され、送信

状況を確認できます。 

 

 

「返戻情報送信状況」画面は、「トップページ」

画面の【請求前資格確認】ボタンから【送信状

況】ボタンをクリックして表示することもでき

ます。 

「返戻情報送信状況」画面の詳細は、「7.2.2 
返戻情報送信状況を確認する」（P.106）を

参照してください。 
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7.2 返戻情報送信状況を確認する 

返戻情報の送信状況を確認します。 

 

「トップページ」画面で【送信状況】ボタンをクリックした際に、次のようなメッセージが表

示されることがあります。 

●実施機関の場合 

 
 

●請求前資格確認の開始届が提出されていない場合 

 
 

上記のメッセージが表示された場合は、送信状況の機能は利用できません。 
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7.2.1 「返戻情報送信状況」画面を表示する 

「返戻情報送信状況」画面を表示します。 

 

1. 画面左の【請求前資格確認】ボタンを

クリックします。 

【請求前資格確認】ボタンの下に、【資格情報

配信】・【返戻情報送信】・【送信状況】・【結果

情報取得】ボタンが表示されます。 

 

2. 【送信状況】ボタンをクリックします。 

「返戻情報送信状況」画面が表示され、返戻

情報送信状況を確認できます。 
 

 

「返戻情報送信状況」画面の詳細は、 
「■「返戻情報送信状況」画面の説明」

（P.103）を参照してください。 

送信状況が赤字で表示された場合は、 
「■赤字で表示された送信状況について」

（P.105）を参照してください。 
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■「返戻情報送信状況」画面の説明 

「返戻情報送信状況」画面に表示される「送信状況」の内容は、返戻情報を送信した

当日と翌日とで異なります。 

 

≪送信当日に表示される画面≫ 

 
 

≪送信翌日に表示される画面≫ 

 
 

画面の操作説明 

（Ａ）【最新状況に更新】ボタンをクリックすると、表示時刻が更新され、最新の「返戻情報送信

状況」画面が表示されます。 

（Ｂ）【帳票ダウンロード】ボタンをクリックすると、「返戻情報帳票ダウンロード」画面が表示さ

れます。 

（Ｃ）送信当日は、送信を取消すことができるため「送信状況」欄に【取消】ボタンが表示されま

す。送信翌日は、「受付済」となり取消しができないため【取消】ボタンは表示されません。 
【取消】ボタンの操作方法については、「7.2.3 送信を取消す」（P.110）を参照してください。 

（Ｂ） 

（Ａ） 

（Ｃ） 

（Ａ） 

（Ｃ） 

（Ｂ） 
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画面の項目説明 

●送信 

 日付 返戻情報の送信を行った日付を表示します。 

 回数 返戻情報の送信を行った回数を表示します。 

●資格情報件数 

 配信した資格情報のデータの件数を表示します。 

●返戻情報 

 送信件数 送信した返戻情報のデータの件数を表示します。 

 受付件数 
送信したデータのうち、受付けられたデータの件数を表示します。 
※処理中の場合は「－」で表示します。 

 
受付不能 
件数 

送信したデータのうち、エラーとなったデータの件数を表示します。 
※処理中の場合は「－」で表示します。 

●返戻率（％） 

 
送信した返戻情報の返戻率（返戻情報送信件数／資格情報件数）を表示します。 
※処理中の場合は「－」で表示します。 

●送信状況 

 処理中 「受付処理中」の状態です。 

 送信済 送信が完了した状態です。送信した当日に表示されます。 

 受付済 送信したデータの受付が完了した状態です。送信した翌日に表示されます。 

 受付無効 送信したデータがすべて受付不能（エラー）の状態です。 

 取消済 送信したデータが取消された状態です。 
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■赤字で表示された送信状況について 

返戻情報を送信する際に、確認メッセージが表示された送信回の送信状況は赤字で表

示され、また、画面上にも確認のためのメッセージが表示されます。 

なお、送信状況が「送信済」または「受付済」の時のみ表示されます。 
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7.2.2 返戻情報送信状況を確認する 

7.2.2.1 送信件数を確認する 

送信した返戻情報の件数は、「返戻情報送信状況」画面の「受付件数」欄で確認します。

受付件数の詳細は「請求前資格確認 オンライン受領書」を表示して確認します。 

 

・「請求前資格確認 オンライン受領書」では、送信回単位で送信件数が集計されます。 

・「請求前資格確認 オンライン受領書」は印刷することができます。 

・「請求前資格確認 オンライン受領書」は、送信当日は表示することはできません。 
「受付済」となる送信翌日から表示することができます。 

 1. 「トップページ」画面で【請求前資格

確認】ボタン、【送信状況】ボタンの

順にクリックします。 

「返戻情報送信状況」画面が表示されます。 

 

2. 「受付件数」欄の「件数」（リンク文

字列）をクリックします。 

「請求前資格確認 オンライン受領書」画面が

表示されます。 

 

「請求前資格確認 オンライン受領書」画

面の詳細は『別添 印刷対象帳票・CSV
作成対象ファイル＜保険者用＞』を参照し

てください。 

 



7.1 返戻情報を送信する 

 ・107・ 

■「請求前資格確認 オンライン受領書」画面の説明 

 
 

印刷する場合は、「請求前資格確認 オンライン受領書」画面にあるプリンタのボタン

をクリックしてください。 
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7.2.2.2 エラーの件数や内容を確認する 

送信した返戻情報のエラー件数は、「返戻情報送信状況」画面の「受付不能件数」欄で

確認します。 

エラーの内容は、「請求前資格確認 受付処理結果リスト」を表示して確認します。 

 

・「請求前資格確認 受付処理結果リスト」では、エラー内容が送信回単位で確認できます。 

・「請求前資格確認 受付処理結果リスト」は印刷することができます。 

 1. 「トップページ」画面で【請求前資格

確認】ボタン、【送信状況】ボタンの

順にクリックします。 

「返戻情報送信状況」画面が表示されます。 

 

2. 「受付不能件数」欄の「件数」（リン

ク文字列）をクリックします。 

「請求前資格確認 受付処理結果リスト」画面

が表示されます。 
 

 

「請求前資格確認 受付処理結果リスト」

画面の詳細は『別添 印刷対象帳票・CSV
作成対象ファイル＜保険者用＞』を参照し

てください。 
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■「請求前資格確認 受付処理結果リスト」画面の説明 

 

 

印刷する場合は、「請求前資格確認 受付処理結果リスト」画面にあるプリンタのボタ

ンをクリックしてください。 
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7.2.3 送信を取消す 

送信の完了した返戻情報を取消します。 

 

返戻情報の取消は、返戻情報を送信した当日中のみ可能です。送信翌日は「受付済」となり取

消できませんのでご注意ください。 

 

1. 画面左の【請求前資格確認】ボタンを

クリックします。 

【請求前資格確認】ボタンの下に、【資格情報

配信】・【返戻情報送信】・【送信状況】・【結果

情報取得】ボタンが表示されます。 

 

2. 【送信状況】ボタンをクリックします。 

「返戻情報送信状況」画面が表示されます。 
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3. 削除したい送信回の【取消】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。 

 

4. 【OK】ボタンをクリックします。 

返戻情報の取消が完了し、送信状況に「取消

済」と表示されます。 

 

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。手順3の「返戻情報送信状

況」画面に戻ります。 
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7.3 返戻情報送信帳票をダウンロードする 

返戻情報送信帳票を CSV 形式または PDF 形式のファイルでダウンロードします。 

 

受付処理が終わり出力された「返戻情報送信帳票」がダウンロードの対象となります。 

■ダウンロードが可能なファイル 

ダウンロードが可能なファイルは、以下のとおりです。 

・請求前資格確認 オンライン受領書 CSV ファイル 
・請求前資格確認 受付処理結果リスト CSV ファイル 
・請求前資格確認 オンライン受領書 PDF ファイル 
・請求前資格確認 受付処理結果リスト PDF ファイル 
 

 

1. 画面左の【請求前資格確認】ボタンを

クリックします。 

【請求前資格確認】ボタンの下に、【資格情報

配信】・【返戻情報送信】・【送信状況】・【結果

情報取得】ボタンが表示されます。 

 

2. 【送信状況】ボタンをクリックします。 

「返戻情報送信状況」画面が表示されます。 
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3. 【帳票ダウンロード】ボタンをクリッ

クします。 

「返戻情報帳票ダウンロード」画面が表示さ

れます。 

 

4. ダウンロードする帳票の「CSV」また

は「PDF」のチェックボックスをクリ

ックし、【実行】ボタンをクリックし

ます。 

画面下部に、ダウンロード確認メッセージが

表示されます。 

 

・【全選択】ボタンをクリックすると、当該列の

チェックボックスをすべて選択でき、【全解

除】ボタンをクリックすると、当該列のチェ

ックボックスの選択をすべて解除できます。 

・処理を中止するには、【戻る】ボタンをクリッ

クしてください。手順3の「返戻情報送信状況」

画面に戻ります。 

オンライン受領書のチェックボックスが

表示されるタイミングについては、「■「オ

ンライン受領書」チェックボックスの表示

について」（P.115）を参照してください。 

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

戻情報帳票ダウンロード」画面にメッセー

ジが表示された場合」（P.118）を参照して

ください。 
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5. 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。手順4の「返戻情報帳

票ダウンロード」画面（P.113）に戻ります。 

 

6. ファイルを保存するフォルダを指定

し、【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。手順4の「返戻情報帳票ダ

ウンロード」画面（P.113）に戻ります。 

 

 

7. 【×】ボタンをクリックします。 

「返戻情報帳票ダウンロード」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」（P.116）
を参照してください。 
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■「オンライン受領書」チェックボックスの表示について 

「オンライン受領書」のチェックボックスは、送信当日は表示されません。 

「受付済」となる送信翌日からチェックボックスが表示され、ダウンロードが可能と

なります。 

「返戻情報帳票ダウンロード」画面で送信状況が「受付済」となっていることを確認

してください。 

 

≪送信当日に表示される画面≫ 

 
 

≪送信翌日に表示される画面≫ 

 

 

送信翌日に、「返戻情報帳票ダウンロード」画面の「オンライン受領書」欄にチェックボック

スが表示されます。 
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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 または PDF 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。 
ここでは例として、Windows 10 での解凍方法を示します。 

 

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、指定したフォルダの中

に CSV または PDF 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ファイ

ルについて」（P.117）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保険者番号のフォルダが作成され

ます。このフォルダに CSV または PDF 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 

保険者番号のフォルダ 

請求前資格確認 受付処理結果リスト CSV ファイル 

請求前資格確認 受付処理結果リスト PDF ファイル 

請求前資格確認 オンライン受領書 CSV ファイル 

請求前資格確認 オンライン受領書 PDF ファイル 



7 返戻情報送信を Web サイトから行う 

 ・118・

■「返戻情報帳票ダウンロード」画面にメッセージが表示された場合 

「返戻情報帳票ダウンロード」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【請求前資格確認】、【送信状況】

ボタンから「返戻情報送信状況」画面

を表示します。 

「返戻情報送信状況」画面の【帳票ダウンロ

ード】ボタンから「返戻情報帳票ダウンロー

ド」画面を表示し、対象ファイルのチェック

ボックスを選択、【実行】ボタンをクリックし

ます。 
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 8 結果情報を Web サイトから

取得する 

 

・保険者の統廃合による振替前保険者の結果情報は、読替期間が終了するまでの間、振替先保

険者へ提供されます。振替先保険者は、一括提供先保険者として振替前保険者の結果情報を

配信します。 

・読替期間が終了した月の翌々月からは、振替前保険者の結果情報の取得はできません。 

一括提供先保険者の場合は、「15.4 結果情報を Web サイトから取得する」（P.352）

を参照してください。 

一括提供希望保険者の場合は、「16.4 結果情報の取得状況を確認する」（P.537）を参照

してください。 

 

「トップページ」画面で【結果情報取得】ボタンをクリックした際に、次のようなメッセージ

が表示されることがあります。 

●実施機関の場合 

 
 

●請求前資格確認の開始届が提出されていない場合 

 
 

上記のメッセージが表示された場合には、結果情報取得の機能は利用できません。 

8 結果情報を Web サイトから取得する 
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8.1 結果情報を取得する 

Web サイトより、結果情報を取得します。 

なお、過去 3 か月分の結果情報の取得が可能です。 

以降の処理は、ご使用のブラウザに合わせて、以下の項目を参照してください。 

・「8.1.1 Internet Explorer の場合」（P.121） 
・「8.1.2 Microsoft Edge（HTML）の場合」（P.127） 
・「8.1.3 Microsoft Edge（Chromium）の場合」（P.132） 
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8.1.1 Internet Explorer の場合 

Internet Explorer を使用して、Web サイトより結果情報を取得します。 

 

1. 画面左の【請求前資格確認】ボタンを

クリックします。 

【請求前資格確認】ボタンの下に、【資格情報

配信】・【返戻情報送信】・【送信状況】・【結果

情報取得】ボタンが表示されます。 

 

2. 【結果情報取得】ボタンをクリックし

ます。 

「結果情報取得状況」画面が表示されます。 

 

画面下部にメッセージが表示された場合の操作

は、「■「結果情報取得状況」画面にメッセージ

が表示された場合」（P.125）を参照してくださ

い。 
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3. 取得するデータの【取得】ボタンをク

リックします。 

「 新のプログラムを確認しています。」と表

示され、その後、「取得先フォルダ選択」画面

が表示されます。 
 
 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・処理を中止するには、【中止】ボタンをクリッ

クしてください。 

・この画面は、パソコンの環境によって表示さ

れない場合もあります。 
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4. 結果情報を保存するフォルダを指定

し、【OK】ボタンをクリックします。 

「結果情報の取得中です。」と表示され、結果

情報の取得が完了すると、完了メッセージが

表示されます。 
 

 

 

取得を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 

5. 【OK】ボタンをクリックします。 

「結果情報取得状況」画面に戻ります。 
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6. 取得状況を確認します。 

取得先に指定したフォルダに、結果情報が保

存されます。 

 

・「取得状況」欄には、初回取得の終了日時が表

示されます。 

・取得済の帳票の「取得」欄には【再取得】ボ

タンが表示されます。 

 

フォルダ構成については、「■フォルダ構

成と CSV ファイルについて」（P.126）を

参照してください。 
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■「結果情報取得状況」画面にメッセージが表示された場合 

「結果情報取得状況」画面の下部に、以下のいずれか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。 
この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からのアドオン’RClkjsDeliverer.cab’をインストールしようとし

ています。 
 

この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からの’RClkjsDeliverer.cab’アドオンをインストールしようとし

ています。 
 

Internet Explorer によって、この Web サイトによる ActiveX コントロールのインストールがブロックされました。 

 

上記のメッセージは、初回利用時、またはオンライン請求システムのプログラム変更を行った

際に表示されることがあります。 

 

1. 画面下部の【インストール】ボタンを

クリックします。 

再表示メッセージが表示されます。 
 

 

2. 【再試行】ボタンをクリックします。 

「トップページ」画面に戻ります。 

 

3. 再度【結果情報取得】ボタンをクリッ

クします。 

「セキュリティの警告」画面が表示されます。 
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4. 【インストールする】ボタンをクリッ

クします。 

プログラムがインストールされます。 

インストールが終了すると、「結果情報取

得状況」画面が表示されます。引き続き、

「8.1.1 Internet Explorer の場合」の手順3
の（P.122）に戻り、操作を行ってくださ

い。 

■フォルダ構成と CSV ファイルについて 

結果情報を取得すると、指定したフォルダの中に処理年月のフォルダが作成され、そ

の中に「3」というフォルダが作成されます。この「3」フォルダに CSV ファイルが格

納されます。 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

1 ファイルあたり 50 万レコードを超えると、ファイルが分割されます。 

結果情報 CSV ファイル 

処理年月のフォルダ 

取得先のフォルダ 

3（固定）のフォルダ 
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8.1.2 Microsoft Edge（HTML）の場合 

Microsoft Edge（HTML）を使用して、Web サイトより結果情報を取得します。 

 

・ダウンロードが完了するまで、ログアウトやブラウザの終了は行わないでください。 

 

1. 画面左の【請求前資格確認】ボタンを

クリックします。 

【請求前資格確認】ボタンの下に、【資格情報

配信】・【返戻情報送信】・【送信状況】・【結果

情報取得】ボタンが表示されます。 

 

2. 【結果情報取得】ボタンをクリックし

ます。 

「結果情報取得状況」画面が表示されます。 
 

 

3. 取得するデータの【取得】ボタンをク

リックします。 

ダウンロードが開始されます。 
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4. 【保存】ボタン右の【Λ】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。 
 

 

5. 保存先フォルダを指定し、【保存】ボ

タンをクリックします。 

 

・結果情報ファイル(圧縮)のファイル名は、ロ

グインユーザ ID_KEKKA_処理年月(西暦).ZIP

となります。 

「結果情報ファイル」のファイル名の例 

   XXXXXXXX_KEKKA_YYYYMM. ZIP 

  「XXXXXXXX」：ログインユーザ ID 

「YYYYMM」：処理年月 

 

 

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。「結果情報取得状況」画面

に戻ります。 

 

 
6. ダウンロード完了メッセージが表示さ

れたことを確認し、【×】ボタンをク

リックします。 

 

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」（P.130）
を参照してください。 
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7. 取得状況を確認します。 

取得先に指定したフォルダに、結果情報が保

存されます。 

 

・「取得状況」欄には、初回取得の終了日時が表

示されます。 

・取得済の帳票の「取得」欄には【再取得】ボ

タンが表示されます。 

 

フォルダ構成については、「■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」（P.131）を参照してください。 
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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。 
ここでは例として、Windows 10 での解凍方法を示します。 

 

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、指定したフォルダの中

に CSV 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については、「■

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」（P.131）を参照

してください。 



8.1 結果情報を取得する 

 ・131・ 

■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処理年月のフォルダが作成され、

その中に「3」というフォルダが作成されます。この「3」フォルダに CSV ファイルが

格納されます。 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

1 ファイルあたり 50 万レコードを超えると、ファイルが分割されます。 

結果情報 CSV ファイル 

処理年月のフォルダ 

取得先のフォルダ 

3（固定）のフォルダ 
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8.1.3 Microsoft Edge（Chromium）の場合 

Microsoft Edge（Chromium）を使用して、Web サイトより結果情報を取得します。 

 

・ダウンロードが完了するまで、ログアウトやブラウザの終了は行わないでください。 

 

1. 画面左の【請求前資格確認】ボタンを

クリックします。 

【請求前資格確認】ボタンの下に、【資格情報

配信】・【返戻情報送信】・【送信状況】・【結果

情報取得】ボタンが表示されます。 

 

2. 【結果情報取得】ボタンをクリックし

ます。 

「結果情報取得状況」画面が表示されます。 
 

 

 

3. 取得するデータの【取得】ボタンをク

リックします。 

ダウンロードが開始されます。 
 

 
ファイルはダウンロードフォルダに保存されま

す。 
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4. 画面右上に【↓】ボタンが表示され、

ダウンロードが完了したことを確認し

ます。 

 

【↓】ボタンをクリックすると、「ダウンロード

履歴」画面が表示されます。 
 

 

・結果情報ファイル(圧縮)のファイル名は、ロ

グインユーザ ID_KEKKA_処理年月(西暦).ZIP

となります。 

「結果情報ファイル」のファイル名の例 

   XXXXXXXX_KEKKA_YYYYMM. ZIP 

  「XXXXXXXX」：ログインユーザ ID 
「YYYYMM」：処理年月 
 

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」（P.134）
を参照してください。 

 

 

5. 取得状況を確認します。 

取得先に指定したフォルダに、結果情報が保

存されます。 

 

・「取得状況」欄には、初回取得の終了日時が表

示されます。 

・取得済の帳票の「取得」欄には【再取得】ボ

タンが表示されます。 

 

フォルダ構成については、「■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」（P.135）を参照してください。 
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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。 
ここでは例として、Windows 10 での解凍方法を示します。 

 

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、指定したフォルダの中

に CSV 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については、「■

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」（P.135）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処理年月のフォルダが作成され、

その中に「3」というフォルダが作成されます。この「3」フォルダに CSV ファイルが

格納されます。 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

1 ファイルあたり 50 万レコードを超えると、ファイルが分割されます。 

結果情報 CSV ファイル 

処理年月のフォルダ 

取得先のフォルダ 

3（固定）のフォルダ 
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 9 再審査請求前資格確認要

求を Web サイトから行う 

 

保険者の統廃合による振替前保険者の資格確認要求情報は、読替期間が終了するまでの間、振

替先保険者にて送信可能です。振替先保険者は一括提供先保険者として振替前保険者の資格確

認要求情報の送信が可能です。 

一括提供先保険者の場合は、「15.5 再審査請求前資格確認要求を Web サイトから行

う」（P.371）を参照してください。 

一括提供希望保険者の場合は、本章を参照してください。 

9 再審査請求前資格確認要求を Web サイトから行う 



9.1 資格確認要求を送信する 

 ・137・ 

9.1 資格確認要求を送信する 

資格確認要求ファイルを Web サイトへ送信します。 

以降の処理は、ご使用のブラウザに合わせて、以下の項目を参照してください。 

・「9.1.1 Internet Explorer の場合」（P.138） 

・「9.1.2 Microsoft Edge（HTML）の場合」（P.146） 
・「9.1.3 Microsoft Edge（Chromium）の場合」（P.150） 
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9.1.1 Internet Explorer の場合 

Internet Explorer を使用して、資格確認要求情報を Web サイトへ送信します。 

 

1. 画面左の【再審査請求前資格確認】ボ

タンをクリックします。 

【再審査請求前資格確認】ボタンの下に、【資

格確認要求】・【送信状況】・【結果情報取得】

ボタンが表示されます。 

 

2. 【資格確認要求】ボタンをクリックし

ます。 

「資格確認要求」画面が表示されます。 

画面下部にメッセージが表示された場合

の操作は、「■「資格確認要求」画面にメ

ッセージが表示された場合」（P.143）を参

照してください。 
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3. 【実行】ボタンをクリックします。 

「 新のプログラムを確認しています。」と表

示され、その後、読込み先を選択する画面が表

示されます。 
 

 

 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 
 
 
 
 
 
 

 

・処理を中止するには、【中止】ボタンをクリッ

クしてください。 

・この画面は、パソコンの環境によって表示さ

れない場合もあります。 
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■読込み先が媒体の場合 

 

4. 読込み先を指定します。 

読込み先には、「媒体」と「フォルダ」の 2
種類があります。 

 

①媒体をパソコンのドライブに挿入します。 

②「媒体」を指定し、読込み先のドライブを選択

します。 

 

・媒体が MO の場合は、読込み先のドライブに「リ

ムーバブルディスク」を選択してください。 

・「媒体」のリストに「リムーバブルディスク」

が表示されない場合は、【中止】ボタンをクリ

ックし、再度、手順3の「資格確認要求」画面

で【実行】ボタンをクリックしてください。 

■読込み先がフォルダの場合 

 

 

①「フォルダ」を選択し、【参照】ボタンをクリ

ックします。 

 

②資格確認要求情報を保存しているフォルダを

選択し、【OK】ボタンをクリックします。 

 

フォルダ構成については、「■フォルダ構

成と CSV ファイルについて」（P.145）を

参照してください。 
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5. 【読込】ボタンをクリックします。 

「資格確認要求情報を読込中です。」と表示さ

れ、資格確認要求情報の読込みが完了すると、

終了メッセージが表示されます。  

 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。手順3の「資格確認要求」画面

（P.139）に戻ります。 

 

 

 

6. 【送信】ボタンをクリックします。 

「資格確認要求情報を送信中です。」と表示さ

れ、資格確認要求情報の送信が完了すると、

完了メッセージが表示されます。 

 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。手順3の「資格確認要求」画面

（P.139）に戻ります。 

読込み完了後に資格確認要求の確認メッ

セージが表示された場合の操作は、「■「資

格確認要求」画面にメッセージが表示され

た場合」（P. 143）を参照してください。 
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7. 【OK】ボタンをクリックします。 

「資格確認要求送信状況」画面が表示され、

送信状況を確認できます。 
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■「資格確認要求」画面にメッセージが表示された場合 

「資格確認要求」画面の下部に、以下のいずれか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。 
この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からのアドオン’RCqkykUploader.cab’をインストールしようと

しています。 
 

この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からの’RCqkykUploader.cab’アドオンをインストールしようと

しています。 
 

Internet Explorer によって、この Web サイトによる ActiveX コントロールのインストールがブロックされました。 

 

上記のメッセージは、初回利用時、またはオンライン請求システムのプログラム変更を行った際に

表示されることがあります。 

 

1. 画面下部の【インストール】ボタンを

クリックします。 

再表示メッセージが表示されます。 
 

 

2. 【再試行】ボタンをクリックします。 

「トップページ」画面に戻ります。 

 

3. 再度【資格確認要求】ボタンをクリッ

クします。 

「セキュリティの警告」画面が表示されます。 
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4. 【インストールする】ボタンをクリッ

クします。 

プログラムがインストールされます。 

インストールが終了すると、「資格確認要

求」画面が表示されます。引き続き、「9.1.1 
Internet Explorer の場合」の手順3（P.139）
に戻り、操作を行ってください。 
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■フォルダ構成と CSV ファイルについて 

・「読込先選択」画面で選択したフォルダを読込対象とします。 

・資格確認要求 CSV ファイルを格納するフォルダのフォルダ名は保険者番号の数字 8

桁としてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当する点数表の資格確認要求 CSV ファイルが存在しない場合は、該当ファイルを格納する必

要はありません。 

保険者番号 

資格確認要求 CSV ファイル（医科） 

資格確認要求 CSV ファイル（DPC） 

資格確認要求 CSV ファイル（歯科） 

資格確認要求 CSV ファイル（調剤） 
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9.1.2 Microsoft Edge（HTML）の場合 

Microsoft Edge（HTML）を使用して、資格確認要求情報を Web サイトへ送信します。 

 

1. 画面左の【再審査請求前資格確認】ボ

タンをクリックします。 

【再審査請求前資格確認】ボタンの下に、【資

格確認要求】・【送信状況】・【結果情報取得】

ボタンが表示されます。 

 

2. 【資格確認要求】ボタンをクリックし

ます。 

「資格確認要求」画面が表示されます。 

 

 

3. 【実行】ボタンをクリックします。 

「資格確認要求選択読込」画面が表示されま

す。 
 

 

4. 【参照】ボタンをクリックします。 

資格確認要求ファイルを選択する画面が表示

されます。 
 



9.1 資格確認要求を送信する 

 ・147・ 

 

5. 読込みフォルダを選択し、【フォルダ

ーの選択】ボタンをクリックします。 

 

 

ファイルは表示されませんが、問題ありません。 

 

フォルダ構成については、「■フォルダ構

成と CSV ファイルについて」（P.145）を

参照してください。 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 

送信したい資格確認要求ファイルが読込み済

ファイル一覧に表示されていることを確認し

ます。 
 
 
 

 

読込み済の資格確認要求ファイルをリセットし

たい場合は、【クリア】ボタンをクリックしてく

ださい。 

 



9 再審査請求前資格確認要求を Web サイトから行う 

 ・148・ 

 

 

6. 【送信】ボタンをクリックします。 

送信確認メッセージが表示されます。 

 

【OK】ボタンをクリックし、送信を開始しま

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。 

 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 
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7. 【OK】ボタンをクリックします。 

「資格確認要求送信状況」画面が表示され、

送信状況を確認できます。 
 

 

 

 

「資格確認要求送信状況」画面は、「トップペー

ジ」画面の【再審査請求前資格確認】ボタンか

ら【送信状況】ボタンをクリックして表示する

こともできます。 

「資格確認要求送信状況」画面の詳細は、

「9.2.2 資格確認要求送信状況を確認す

る」（P.157）を参照してください。 
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9.1.3 Microsoft Edge（Chromium）の場合 

Microsoft Edge（Chromium）を使用して、資格確認要求情報を Web サイトへ送信しま

す。 

 

1. 画面左の【再審査請求前資格確認】ボ

タンをクリックします。 

【再審査請求前資格確認】ボタンの下に、【資

格確認要求】・【送信状況】・【結果情報取得】

ボタンが表示されます。 

 

2. 【資格確認要求】ボタンをクリックし

ます。 

「資格確認要求」画面が表示されます。 

 

 

3. 【実行】ボタンをクリックします。 

「資格確認要求選択読込」画面が表示されま

す。 
 

 

4. 【参照】ボタンをクリックします。 

資格確認要求ファイルを選択する画面が表示

されます。 
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5. 読込みフォルダを選択し、【アップロ

ード】ボタンをクリックします。 

 

 

ファイルは表示されませんが、問題ありません。 

 

フォルダ構成については、「■フォルダ構

成と CSV ファイルについて」（P.145）を

参照してください。 

 

 

6. 【アップロード】ボタンをクリックし、

アップロードを開始します。 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 

送信したい資格確認要求ファイルが読込み済

ファイル一覧に表示されていることを確認し

ます。 
 
 
 

 

読込み済の資格確認要求ファイルをリセットし

たい場合は、【クリア】ボタンをクリックしてく

ださい。 
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7. 【送信】ボタンをクリックします。 

送信確認メッセージが表示されます。 

 

 

【OK】ボタンをクリックし、送信を開始しま

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。 

 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 
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8. 【OK】ボタンをクリックします。 

「資格確認要求送信状況」画面が表示され、

送信状況を確認できます。 
 

 

 

 

「資格確認要求送信状況」画面は、「トップペー

ジ」画面の【再審査請求前資格確認】ボタンか

ら【送信状況】ボタンをクリックして表示する

こともできます。 

「資格確認要求送信状況」画面の詳細は、

「9.2.2 資格確認要求送信状況を確認す

る」（P.157）を参照してください。 
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9.2 資格確認要求送信状況を確認する 

資格確認要求情報の送信状況を確認します。 

 

9.2.1 「資格確認要求送信状況」画面を表示する 

「資格確認要求送信状況」画面を表示します。 

 

1. 画面左の【再審査請求前資格確認】ボ

タンをクリックします。 

【再審査請求前資格確認】ボタンの下に、【資

格確認要求】・【送信状況】・【結果情報取得】

ボタンが表示されます。 

 

2. 【送信状況】ボタンをクリックします。 

「資格確認要求送信状況」画面が表示され、

資格確認要求送信状況を確認できます。 
 

 

「資格確認要求送信状況」画面の詳細は、 
「■「資格確認要求送信状況」画面の説明」

（P.155）を参照してください。 

 



9.2 資格確認要求送信状況を確認する 

 ・155・ 

■「資格確認要求送信状況」画面の説明 

 

 

 

画面の操作説明 

（Ａ）【最新状況に更新】ボタンをクリックすると、表示時刻が更新され、最新の「資格確認要求

送信状況」画面が表示されます。 

（Ｂ）【帳票ダウンロード】ボタンをクリックすると、「資格確認要求帳票ダウンロード」画面が表

示されます。 

（Ａ） 

（Ｂ） 
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画面の項目説明 

●送信 

日付 「資格確認要求ファイル」の送信を行った日付を表示します。 

回数 保険者、月単位で、「資格確認要求ファイル」の送信を行った回数を表示します。 

●点数表 

 点数表区分を表示します。 

●資格確認要求 

 送信件数 
送信した「資格確認要求ファイル」のデータの件数を表示します。 
点数表（医科、DPC、歯科、調剤）ごとに集計されます。 

 受付件数 
送信したデータのうち、受付けられた件数を表示します。 
※処理中の場合は「－」で表示します。 

 
受付不能 
件数 

送信したデータのうち、エラーとなったデータの件数を表示します。 
※処理中の場合は「－」で表示します。 

●送信状況 

 処理中 「受付処理中」の状態です。 

 送信済 送信が完了した状態です。 

 受付済 送信したデータの受付が完了した状態です。 

 受付無効 送信したデータがすべて受付不能（エラー）の状態です。 
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9.2.2 資格確認要求送信状況を確認する 

9.2.2.1 送信件数を確認する 

送信した資格確認要求情報の件数は、「資格確認要求送信状況」画面の「受付件数」欄

で確認します。受付件数の詳細は「再審査請求前資格確認 オンライン受領書」を表示

して確認します。 

 

・「再審査請求前資格確認 オンライン受領書」では、送信回単位で送信件数が集計されます。 

・「再審査請求前資格確認 オンライン受領書」は印刷することができます。 

 1. 「トップページ」画面で【再審査請求

前資格確認】ボタン、【送信状況】ボ

タンの順にクリックします。 

「資格確認要求送信状況」画面が表示されま

す。 

 

2. 「受付件数」欄の「件数」（リンク文

字列）をクリックします。 

「再審査請求前資格確認 オンライン受領書」

画面が表示されます。 

 

「再審査請求前資格確認 オンライン受領

書」画面の詳細は『別添 印刷対象帳票・

CSV 作成対象ファイル＜保険者用＞』を

参照してください。 
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■「再審査請求前資格確認 オンライン受領書」画面の説明 

 
 

印刷する場合は、「再審査請求前資格確認 オンライン受領書」画面にあるプリンタの

ボタンをクリックしてください。 
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9.2.2.2 エラーの件数や内容を確認する 

送信した資格確認要求情報のエラー件数は、「資格確認要求送信状況」画面の「受付不

能件数」欄で確認します。 

エラーの内容は、「再審査請求前資格確認 受付処理結果リスト」を表示して確認しま

す。 

 

・「再審査請求前資格確認 受付処理結果リスト」では、エラー内容が送信回単位で確認できま

す。 

・「再審査請求前資格確認 受付処理結果リスト」は印刷することができます。 

 1. 「トップページ」画面で【再審査請求

前資格確認】ボタン、【送信状況】ボ

タンの順にクリックします。 

「資格確認要求送信状況」画面が表示されま

す。 

 

2. 「受付不能件数」欄の「件数」（リン

ク文字列）をクリックします。 

「再審査請求前資格確認 受付処理結果リス

ト」画面が表示されます。 
 

 

「再審査請求前資格確認 受付処理結果リ

スト」画面の詳細は『別添 印刷対象帳

票・CSV 作成対象ファイル＜保険者用＞』

を参照してください。 
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■「再審査請求前資格確認 受付処理結果リスト」画面の説明 

 

 

印刷する場合は、「再審査請求前資格確認 受付処理結果リスト」画面にあるプリンタ

のボタンをクリックしてください。 
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9.3 資格確認要求送信帳票をダウンロードする 

資格確認要求送信帳票を CSV形式または PDF形式のファイルでダウンロードします。 

 

受付処理が終わり出力された「資格確認要求送信帳票」がダウンロードの対象となります。 

■ダウンロードが可能なファイル 

ダウンロードが可能なファイルは、以下のとおりです。 

・再審査請求前資格確認 オンライン受領書 CSV ファイル 
・再審査請求前資格確認 受付処理結果リスト CSV ファイル 
・再審査請求前資格確認 オンライン受領書 PDF ファイル 
・再審査請求前資格確認 受付処理結果リスト PDF ファイル 
 

 

1. 画面左の【再審査請求前資格確認】ボ

タンをクリックします。 

【再審査請求前資格確認】ボタンの下に、【資

格確認要求】・【送信状況】・【結果情報取得】

ボタンが表示されます。 

 

2. 【送信状況】ボタンをクリックします。 

「資格確認要求送信状況」画面が表示されま

す。 
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3. 【帳票ダウンロード】ボタンをクリッ

クします。 

「資格確認要求帳票ダウンロード」画面が表

示されます。 

 

4. ダウンロードする帳票の「CSV」また

は「PDF」のチェックボックスをクリ

ックし、【実行】ボタンをクリックし

ます。 

画面下部に、ダウンロード確認メッセージが

表示されます。 

 

・【全選択】ボタンをクリックすると、当該列の

チェックボックスをすべて選択でき、【全解

除】ボタンをクリックすると、当該列のチェ

ックボックスの選択をすべて解除できます。 

・処理を中止するには、【戻る】ボタンをクリッ

クしてください。手順3の「資格確認要求送信

状況」画面に戻ります。 

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

格確認要求帳票ダウンロード」画面にメッ

セージが表示された場合」（P.166）を参照

してください。 
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5. 【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。手順4の「資格確認要

求帳票ダウンロード」画面（P.162）に戻りま

す。 

 

6. ファイルを保存するフォルダを指定

し、【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。手順4の「資格確認要求帳

票ダウンロード」画面（P.162）に戻ります。 

 

 

7. 【×】ボタンをクリックします。 

「資格確認要求帳票ダウンロード」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」（P. 
164）を参照してください。 
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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 または PDF 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。 
ここでは例として、Windows 10 での解凍方法を示します。 

 

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、指定したフォルダの中

に CSV または PDF 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ファイ

ルについて」（P.165）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保険者番号のフォルダが作成され

ます。このフォルダに CSV または PDF 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 

保険者番号のフォルダ 

再審査請求前資格確認 受付処理結果リスト CSV ファイル（医科） 

再審査請求前資格確認 受付処理結果リスト CSV ファイル（ＤＰＣ） 

再審査請求前資格確認 受付処理結果リスト CSV ファイル（歯科） 

再審査請求前資格確認 受付処理結果リスト CSV ファイル（調剤） 

再審査請求前資格確認 受付処理結果リスト PDF ファイル（医科） 

再審査請求前資格確認 受付処理結果リスト PDF ファイル（ＤＰＣ） 

再審査請求前資格確認 受付処理結果リスト PDF ファイル（歯科） 

再審査請求前資格確認 受付処理結果リスト PDF ファイル（調剤） 

再審査請求前資格確認 オンライン受領書 CSV ファイル 

再審査請求前資格確認 オンライン受領書 PDF ファイル 
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■「資格確認要求帳票ダウンロード」画面にメッセージが表示された場合 

「資格確認要求帳票ダウンロード」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【再審査請求前資格確認】、【送

信状況】ボタンから「資格確認要求送

信状況」画面を表示します。 

「資格確認要求送信状況」画面の【帳票ダ

ウンロード】ボタンから「資格確認要求帳

票ダウンロード」画面を表示し、対象ファ

イルのチェックボックスを選択、【実行】

ボタンをクリックします。 
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10 資格確認結果情報を Web
サイトから取得する 

 

・保険者の統廃合による振替前保険者の資格確認結果情報は、読替期間が終了するまでの間、

振替先保険者へ提供されます。振替先保険者は、一括提供先保険者として振替前保険者の資

格確認結果情報を配信します。 

・読替期間が終了した月の翌々月からは、振替前保険者の資格確認結果情報の取得はできませ

ん。 

一括提供先保険者の場合は、「15.6 資格確認結果情報を Web サイトから取得する」

（P.410）を参照してください。 

一括提供希望保険者の場合は、「16.6 資格確認結果情報の取得状況を確認する」（P. 

540）を参照してください。 

10 資格確認結果情報を Web サイトから取得する 
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10.1 資格確認結果情報を取得する 

Web サイトより、資格確認結果情報を取得します。 

なお、過去 3 か月分の資格確認結果情報の取得が可能です。 

以降の処理は、ご使用のブラウザに合わせて、以下の項目を参照してください。 

・「10.1.1 Internet Explorer の場合」（P.169） 
・「10.1.2 Microsoft Edge（HTML）の場合」（P.175） 
・「10.1.3 Microsoft Edge（Chromium）の場合」（P.180） 
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10.1.1 Internet Explorer の場合 

Internet Explorer を使用して、Web サイトより資格確認結果情報を取得します。 

 

1. 画面左の【再審査請求前資格確認】ボ

タンをクリックします。 

【再審査請求前資格確認】ボタンの下に、【資

格確認要求】・【送信状況】・【結果情報取得】

ボタンが表示されます。 

 

2. 【結果情報取得】ボタンをクリックし

ます。 

「資格確認結果情報取得状況」画面が表示さ

れます。 

 

画面下部にメッセージが表示された場合の操作

は、「■「資格確認結果情報取得状況」画面にメ

ッセージが表示された場合」（P.173）を参照し

てください。 
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3. 取得するデータの【取得】ボタンをク

リックします。 

「 新のプログラムを確認しています。」と表

示され、その後、「取得先フォルダ選択」画面

が表示されます。 
 
 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・処理を中止するには、【中止】ボタンをクリッ

クしてください。 

・この画面は、パソコンの環境によって表示さ

れない場合もあります。 
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4. 資格確認結果情報を保存するフォルダ

を指定し、【OK】ボタンをクリックし

ます。 

「資格確認結果情報を取得中です。」と表示さ

れ、資格確認結果情報の取得が完了すると、

完了メッセージが表示されます。 
 

 

 

取得を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 

5. 【OK】ボタンをクリックします。 

「資格確認結果情報取得状況」画面に戻りま

す。 



10 資格確認結果情報を Web サイトから取得する 

 ・172・ 

 

 

6. 取得状況を確認します。 

取得先に指定したフォルダに、資格確認結果

情報が保存されます。 

 

・「取得状況」欄には、初回取得の終了日時が表

示されます。 

・取得済の帳票の「取得」欄には【再取得】ボ

タンが表示されます。 

 

フォルダ構成については、「■フォルダ構

成と CSV ファイルについて」（P.174）を

参照してください。 
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■「資格確認結果情報取得状況」画面にメッセージが表示された場合 

「資格確認結果情報取得状況」画面の下部に、以下のいずれか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。 
この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からのアドオン’RCqkkjDeliverer.cab’をインストールしようとし

ています。 
 

この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からの’RCqkkjDeliverer.cab’アドオンをインストールしようとし

ています。 
 

Internet Explorer によって、この Web サイトによる ActiveX コントロールのインストールがブロックされました。 

 

上記のメッセージは、初回利用時、またはオンライン請求システムのプログラム変更を行った

際に表示されることがあります。 

 

1. 画面下部の【インストール】ボタンを

クリックします。 

再表示メッセージが表示されます。 
 

 

2. 【再試行】ボタンをクリックします。 

「トップページ」画面に戻ります。 

 

3. 再度【結果情報取得】ボタンをクリッ

クします。 

「セキュリティの警告」画面が表示されます。 
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4. 【インストールする】ボタンをクリッ

クします。 

プログラムがインストールされます。 

インストールが終了すると、「結果情報取

得状況」画面が表示されます。引き続き、

「10.1.1 Internet Explorer の場合」の手順

3の（P.170）に戻り、操作を行ってくださ

い。 

■フォルダ構成と CSV ファイルについて 

結果情報を取得すると、指定したフォルダの中に処理年月のフォルダが作成され、そ

の中に送信回のフォルダが作成され、その中に保険者番号のフォルダが作成されます。

この保険者番号のフォルダに CSV ファイルが格納されます。 

 

 

 

 

 

 

  

       

 

 

 

 

 

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。 

処理年月のフォルダ 

取得先のフォルダ 

送信回のフォルダ 

保険者番号のフォルダ 

資格確認要求 CSV ファイル（医科） 

資格確認要求 CSV ファイル（DPC） 

資格確認要求 CSV ファイル（歯科） 

資格確認要求 CSV ファイル（調剤） 
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10.1.2 Microsoft Edge（HTML）の場合 

Microsoft Edge（HTML）を使用して、Web サイトより結果情報を取得します。 

 

・ダウンロードが完了するまで、ログアウトやブラウザの終了は行わないでください。 

 

1. 画面左の【再審査請求前資格確認】ボ

タンをクリックします。 

【再審査請求前資格確認】ボタンの下に、【資

格確認要求】・【送信状況】・【結果情報取得】

ボタンが表示されます。 

 

2. 【結果情報取得】ボタンをクリックし

ます。 

「資格確認結果情報取得状況」画面が表示さ

れます。 
 

 

3. 取得するデータの【取得】ボタンをク

リックします。 

ダウンロードが開始されます。 
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4. 【保存】ボタン右の【Λ】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。 
 

 

5. 保存先フォルダを指定し、【保存】ボ

タンをクリックします。 

 

・資格確認結果ファイル(圧縮)のファイル名は、

ログインユーザ ID_SIKAKUKEKKA_処理年月(西

暦).zip となります。 

「資格確認結果情報ファイル」のファイル名

の例 

   XXXXXXXX_SIKAKUKEKKA_YYYYMM. zip 

  「XXXXXXXX」：ログインユーザ ID 

「YYYYMM」：処理年月 

 

 

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。「資格確認結果情報取得

状況」画面に戻ります。 

 

 
6. ダウンロード完了メッセージが表示さ

れたことを確認し、【×】ボタンをク

リックします。 

 

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」（P. 
178）を参照してください。 
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7. 取得状況を確認します。 

取得先に指定したフォルダに、資格確認結果

情報が保存されます。 

 

・「取得状況」欄には、初回取得の終了日時が表

示されます。 

・取得済の帳票の「取得」欄には【再取得】ボ

タンが表示されます。 

 

フォルダ構成については、「■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」（P.179）を参照してください。 
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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。 
ここでは例として、Windows 10 での解凍方法を示します。 

 

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、指定したフォルダの中

に CSV 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については、「■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」（P.179）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処理年月のフォルダが作成され、

その中に送信回のフォルダが作成され、その中に保険者番号のフォルダが作成されま

す。この保険者番号のフォルダに CSV ファイルが格納されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

処理年月のフォルダ 

取得先のフォルダ 

送信回のフォルダ 

資格確認結果情報 CSV ファイル（DPC） 

資格確認結果情報 CSV ファイル（医科） 

保険者番号のフォルダ 

資格確認結果情報 CSV ファイル（歯科） 

資格確認結果情報 CSV ファイル（調剤） 
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10.1.3 Microsoft Edge（Chromium）の場合 

Microsoft Edge（Chromium）を使用して、Web サイトより結果情報を取得します。 

 

・ダウンロードが完了するまで、ログアウトやブラウザの終了は行わないでください。 

 

1. 画面左の【再審査請求前資格確認】ボ

タンをクリックします。 

【再審査請求前資格確認】ボタンの下に、【資

格確認要求】・【送信状況】・【結果情報取得】

ボタンが表示されます。 

 

2. 【結果情報取得】ボタンをクリックし

ます。 

「資格確認結果情報取得状況」画面が表示さ

れます。 
 

 

3. 取得するデータの【取得】ボタンをク

リックします。 

ダウンロードが開始されます。 
 

 
ファイルはダウンロードフォルダに保存されま

す。 
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4. 画面右上に【↓】ボタンが表示され、

ダウンロードが完了したことを確認し

ます。 

 

【↓】ボタンをクリックすると、「ダウンロード

履歴」画面が表示されます。 

 

 

・資格確認結果ファイル(圧縮)のファイル名は、

ログインユーザ ID_SIKAKUKEKKA_処理年月(西

暦).zip となります。 

「資格確認結果情報ファイル」のファイル名

の例 

   XXXXXXXX_SIKAKUKEKKA_YYYYMM. zip 

  「XXXXXXXX」：ログインユーザ ID 
「YYYYMM」：処理年月 
 

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」（P.182）
を参照してください。 

 

 

5. 取得状況を確認します。 

取得先に指定したフォルダに、資格確認結果

情報が保存されます。 

 

・「取得状況」欄には、初回取得の終了日時が表

示されます。 

・取得済の帳票の「取得」欄には【再取得】ボ

タンが表示されます。 

 

フォルダ構成については、「■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」（P.183）を参照してください。 
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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。 
ここでは例として、Windows 10 での解凍方法を示します。 

 

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、指定したフォルダの中

に CSV 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については、「■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」（P.183）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処理年月のフォルダが作成され、

その中に送信回のフォルダが作成され、その中に保険者番号のフォルダが作成されま

す。この保険者番号のフォルダに CSV ファイルが格納されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

処理年月のフォルダ 

取得先のフォルダ 

送信回のフォルダ 

資格確認結果情報 CSV ファイル（DPC） 

資格確認結果情報 CSV ファイル（医科） 

保険者番号のフォルダ 

資格確認結果情報 CSV ファイル（歯科） 

資格確認結果情報 CSV ファイル（調剤） 
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11 請 求 関 係 帳 票 デ ー タ を

Web サイトから配信する 

Web サイトより、請求関係帳票の CSV データを配信します。 

なお、過去 3 か月分の請求関係帳票データが配信可能です。 

※実施機関への連名簿データの配信は平成 24 年 5 月から開始しています。 

ご使用のブラウザが Microsoft Edge（HTML）および Microsoft Edge（Chromium）

の場合は、レセプト等配信ツールを使用して請求関係帳票データを配信してください。 

レセプト等配信ツールは『オンライン請求システム操作手順書 【レセプト等配信ツ

ール】＜保険者用＞』を参照してください。Web サイトからは「配信状況の確認」

（参照）のみが可能です。 

ご使用のブラウザが Internet Explorer の場合一括提供先保険者の場合は、

「15.7 請求関係帳票データを Web サイトから配信する」（P.429）を参照し

てください。 

一括提供希望保険者の場合は、「16.7 請求関係帳票データの配信状況を確

認する」（P.541）を参照してください。 

以降の処理は、ご使用のブラウザに合わせて、以下の項目を参照してください。 

・「11.1 Internet Explorer の場合」（P.185） 

・「11.2 Microsoft Edge（HTML）および Microsoft Edge（Chromium）の場合」 

 （P.192） 
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11.1 Internet Explorer の場合 

Internet Explorer を使用して、「請求関係帳票」の CSV データを配信します。 

 

1. 画面左の【請求関係帳票データ】ボタ

ンをクリックします。 

「請求関係帳票データ配信状況」画面が表示

されます。 
 

画面下部にメッセージが表示された場合

の操作は、「■「請求関係帳票データ配信

状況」画面にメッセージが表示された場

合」（P.189）を参照してください。 
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2. 配信するデータの【配信】ボタンをク

リックします。 

「 新のプログラムを確認しています。」と表

示され、その後、保存先を選択する画面が表

示されます。 

 

 

 

 

 

 

実施機関の場合は連名簿データが追加されま

す。（平成 24 年 5 月より提供開始） 

  

 
 
 

 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

・処理を中止するには、【中止】ボタンをクリッ

クしてください。 

・この画面は、パソコンの環境によって表示さ

れない場合もあります。 
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3. 請求関係帳票データを保存するフォル

ダを指定し、【OK】ボタンをクリック

します。 

「帳票データを配信中です。」と表示され、そ

の後、完了メッセージが表示されます。 
 

 

 

配信を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 

 

4. 【OK】ボタンをクリックします。 

配信先に指定したフォルダに、請求関係帳票

データが保存され、「請求関係帳票データ配

信状況」画面に戻ります。 
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5. 配信状況を確認します。 

配信先に指定したフォルダに、請求関係帳票

データが保存されます。 

 
「配信状況」欄には、初回配信の終了日時が表

示されます。 

・配信済の帳票の「配信」欄には【再配信】ボ

タンが表示されます。 

 

フォルダ構成については、「■フォルダ構

成と CSV ファイルについて」（P.191）を

参照してください。 
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■「請求関係帳票データ配信状況」画面にメッセージが表示された場合 

「請求関係帳票データ配信状況」画面の下部に、以下のいずれか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。 
この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からのアドオン’SODeliverer.cab’をインストールしようとしてい

ます。 
 

この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からの’SODeliverer.cab’アドオンをインストールしようとしてい

ます。 
 

Internet Explorer によって、この Web サイトによる ActiveX コントロールのインストールがブロックされました。 

 

上記のメッセージは、初回利用時、またはオンライン請求システムのプログラム変更を行った際に

表示されることがあります。 

 

1. 画面下部の【インストール】ボタンを

クリックします。 

再表示メッセージが表示されます。 
 

 

2. 【再試行】ボタンをクリックします。 

「トップページ」画面に戻ります。 

 

3. 再度【請求関係帳票データ】ボタンを

クリックします。 

「セキュリティの警告」画面が表示されます。 
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4. 【インストールする】ボタンをクリッ

クします。 

プログラムがインストールされます。 

インストールが終了すると、「請求関係帳

票データ配信状況」画面が表示されます。

引き続き、「11.1 Internet Explorer の場合」

の手順2（P.186）に戻り、操作を行ってく

ださい。 
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■フォルダ構成と CSV ファイルについて 

請求関係帳票データを配信すると、指定したフォルダの中に診療年月のフォルダが作

成されます。この下位のフォルダに保険者番号ごとに CSV ファイルが格納されます。 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

実施機関の場合は、保険者番号フォルダに「連名簿データ」の CSV ファイルが格納されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

診療報酬等請求県別内訳データ CSV ファイル 

診療報酬等請求内訳データ CSV ファイル 

再審査等結果データ（自県分）CSV ファイル 

再審査等結果データ（他県分）CSV ファイル 

連名簿データ CSV ファイル 

 

診療年月（西暦）のフォルダ 

配信先のフォルダ 

保険者番号のフォルダ 
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11.2 Microsoft Edge（HTML）および Microsoft Edge

（Chromium）の場合 

Microsoft Edge（HTML）および Microsoft Edge（Chromium）を使用して、「請求関係帳票」

の CSV データの配信状況を参照します。 

「請求関係帳票」の CSV データの配信を行う場合は、レセプト等配信ツールを使用してく

ださい。 

レセプト等配信ツールは『オンライン請求システム操作手順書 【レセプト等配信ツ

ール】＜保険者用＞』を参照してください。 

 

1. 画面左の【請求関係帳票データ】ボタ

ンをクリックします。 

「請求関係帳票データ配信状況」画面が表示

されます。 
 

 

 

 

・「配信状況」欄には、初回配信の終了日時が表

示されます。 

・再配信を行っても「配信状況」欄の表示は変

更されません。 
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12 再審査等請求をWebサイト

から行う 

一括提供先保険者の場合は、「15.8 再審査等請求を Web サイトから行う」（P.443）

を参照してください。 

一括提供希望保険者の場合は、本章を参照してください。 

 

12.1 再審査等請求ファイルを送信する 

「再審査等請求ファイル」を Web サイトへ送信します。 

以降の処理は、ご使用のブラウザに合わせて、以下の項目を参照してください。 

・「12.1.1 Internet Explorer の場合」（P.194） 

・「12.1.2 Microsoft Edge（HTML）の場合」（P.200） 

・「12.1.3 Microsoft Edge（Chromium）の場合」（P.204） 
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12.1.1 Internet Explorer の場合 

Internet Explorer を使用して、「再審査等請求ファイル」を Web サイトへ送信します。 

 

1. 画面左の【再審査等請求】ボタンをク

リックします。 

【再審査等請求】ボタンの下に、【送信】・ 
【状況】ボタンが表示されます。 

 

2. 【送信】ボタンをクリックします。 

「再審査等レセプト送信」画面が表示されま

す。 

画面下部にメッセージが表示された場合

の操作は、「■「再審査等レセプト送信」

画面にメッセージが表示された場合」 
（P.198）を参照してください。 

 

 

 

3. 【実行】ボタンをクリックします。 

「 新のプログラムを確認しています。」と表

示され、その後、読込み先を選択する画面が

表示されます。 

  

 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 
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・処理を中止するには、【中止】ボタンをクリッ

クしてください。 

・この画面は、パソコンの環境によって表示さ

れない場合もあります。 

 

 

 

 

■読込み先が媒体の場合 

 

4. 読込み先を指定します。 

読込み先には、「媒体」と「フォルダ」の 2
種類があります。 

 

①媒体をパソコンのドライブに挿入します。 

②「媒体」を指定し、読込み先のドライブを選択

します。 

 

・媒体が MO の場合は、読込み先のドライブに「リ

ムーバブルディスク」を選択してください。 

・「媒体」のリストに「リムーバブルディスク」

が表示されない場合は、【中止】ボタンをクリ

ックし、再度、手順3の「再審査等レセプト送

信」画面で【実行】ボタンをクリックしてく

ださい。 

■読込み先がフォルダの場合 

 

 

①「フォルダ」を選択し、【参照】ボタンをクリ

ックします。 
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②再審査等請求ファイルを保存しているフォルダ

を指定し、【OK】ボタンをクリックします。 

 

 

5. 【読込】ボタンをクリックします。 

「再審査等請求ファイルを読込中です。」と表

示され、再審査等請求ファイルの読込みが完

了すると、終了メッセージが表示されます。 

 

 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。手順3の「再審査等レセプト送信」

画面（P.194）に戻ります。 

 

 

 

6. 【送信】ボタンをクリックします。 

「再審査等請求ファイルを送信中です。」と表

示され、再審査等請求ファイルの送信が完了

すると、完了メッセージが表示されます。 

 

 

・読み込んだファイルに応じて、点数表区分が

表示されます。 

・処理を中止するには、【中止】ボタンをクリッ

クしてください。手順3の「再審査等レセプト送

信」画面（P.194）に戻ります。 
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7. 【OK】ボタンをクリックします。 

「再審査等請求状況」画面が表示され、請求

状況を確認できます。 
 

 

 

「再審査等請求状況」画面は、「トップページ」

画面の【再審査等請求】ボタンから【状況】ボ

タンをクリックして表示することもできます。 

「再審査等請求状況」画面の詳細は、「12.2 
再審査等請求状況を確認する」（P.208）を

参照してください。 
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■「再審査等レセプト送信」画面にメッセージが表示された場合 

「再審査等レセプト送信」画面の下部に、以下のいずれか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。 
この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からのアドオン’RCssndUploader.cab’をインストールしようと

しています。 
 

この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からの’RCssndUploader.cab’アドオンをインストールしようと

しています。 
 

Internet Explorer によって、この Web サイトによる ActiveX コントロールのインストールがブロックされました。 

 

上記のメッセージは、初回利用時、またはオンライン請求システムのプログラム変更を行った際に

表示されることがあります。 

 

1. 画面下部の【インストール】ボタンを

クリックします。 

再表示メッセージが表示されます。 
 

 

2. 【再試行】ボタンをクリックします。 

「トップページ」画面に戻ります。 
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3. 再度【再審査等請求】ボタン、【送信】

ボタンの順にクリックします。 

「セキュリティの警告」画面が表示されます。 

 

4. 【インストールする】ボタンをクリッ

クします。 

プログラムがインストールされます。 

インストールが終了すると、「再審査等レ

セプト送信」画面が表示されます。引き続

き、「12.1.1 Internet Explorer の場合」の手

順3（P.194）に戻り、操作を行ってくださ

い。 
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12.1.2 Microsoft Edge（HTML）の場合 

Microsoft Edge（HTML）を使用して、「再審査等請求ファイル」を Web サイトへ送信しま

す。 

 

1. 画面左の【再審査等請求】ボタンをク

リックします。 

【再審査等請求】ボタンの下に、【送信】・ 
【状況】ボタンが表示されます。 

 

2. 【送信】ボタンをクリックします。 

「再審査等レセプト送信」画面が表示されま

す。 

 

 

3. 【実行】ボタンをクリックします。 

「再審査等請求ファイル選択読込」画面が表

示されます。 
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4. 【参照】ボタンをクリックします。 

再審査等請求ファイルを選択する画面が表示

されます。 
 
 

 

【参照】ボタンは読込み済ファイルが存在する

場合、非活性となります。 

 

5. 読込みフォルダを選択し、【フォルダ

ーの選択】ボタンをクリックします。 

 

 

ファイルは表示されませんが、問題ありません。 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 

 

送信したい再審査等請求ファイルが読込み済

ファイル一覧に表示されていることを確認し

ます。 
 
 

 

読込み済の再審査等請求ファイルをリセットし

たい場合は、【クリア】ボタンをクリックしてく

ださい。 
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6. 【送信】ボタンをクリックします。 

送信確認メッセージが表示されます。 
 
 

 

 

【OK】ボタンをクリックし、送信を開始しま

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。 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 
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7. 【OK】ボタンをクリックします。 

再審査等請求ファイル送信完了のメッセージ

が表示されます。 
 
「再審査等請求状況」画面が表示され、請求

状況を確認できます。 
 

 

 

「再審査等請求状況」画面は、「トップページ」

画面の【再審査等請求】ボタンから【状況】ボ

タンをクリックして表示することもできます。 

「再審査等請求状況」画面の詳細は、「12.2 
再審査等請求状況を確認する」（P.208）を

参照してください。 
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12.1.3 Microsoft Edge（Chromium）の場合 

Microsoft Edge（Chromium）を使用して、「再審査等請求ファイル」を Web サイトへ送信

します。 

 

1. 画面左の【再審査等請求】ボタンをク

リックします。 

【再審査等請求】ボタンの下に、【送信】・ 
【状況】ボタンが表示されます。 

 

2. 【送信】ボタンをクリックします。 

「再審査等レセプト送信」画面が表示されま

す。 

 

 

3. 【実行】ボタンをクリックします。 

「再審査等請求ファイル選択読込」画面が表

示されます。 
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4. 【参照】ボタンをクリックします。 

再審査等請求ファイルを選択する画面が表示

されます。 
 
 

 

【参照】ボタンは読込み済ファイルが存在する

場合、非活性となります。 

 

5. 読込みフォルダを選択し、【アップロ

ード】ボタンをクリックします。 

 

 

ファイルは表示されませんが、問題ありません。 

 

6. 【アップロード】ボタンをクリックし、

アップロードを開始します。 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 

 

送信したい再審査等請求ファイルが読込み済

ファイル一覧に表示されていることを確認し

ます。 
 
 

 

読込み済の再審査等請求ファイルをリセットし

たい場合は、【クリア】ボタンをクリックしてく

ださい。 



12 再審査等請求を Web サイトから行う 

 ・206・ 

 

7. 【送信】ボタンをクリックします。 

送信確認メッセージが表示されます。 
 
 

 

 

【OK】ボタンをクリックし、送信を開始しま

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。 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 



12.1 再審査等請求ファイルを送信する 

 ・207・ 

 

 

8. 【OK】ボタンをクリックします。 

再審査等請求ファイル送信完了のメッセージ

が表示されます。 
 
「再審査等請求状況」画面が表示され、請求

状況を確認できます。 
 

 

 

「再審査等請求状況」画面は、「トップページ」

画面の【再審査等請求】ボタンから【状況】ボ

タンをクリックして表示することもできます。 

「再審査等請求状況」画面の詳細は、「12.2 
再審査等請求状況を確認する」（P.208）を

参照してください。 
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12.2 再審査等請求状況を確認する 

「再審査等請求ファイル」の請求状況を確認します。 

 

12.2.1 「再審査等請求状況」画面を表示する 

「再審査等請求状況」画面を表示します。 

 

1. 画面左の【再審査等請求】ボタンをク

リックします。 

【再審査等請求】ボタンの下に、【送信】・ 
【状況】ボタンが表示されます。 

 

2. 【状況】ボタンをクリックします。 

「再審査等請求状況」画面が表示され、再審

査等請求状況を確認できます。 
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「再審査等請求状況」画面の詳細は、 
「■「再審査等請求状況」画面の説明」

（P.210）を参照してください。 
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■「再審査等請求状況」画面の説明 

 

 

画面の操作説明 

（Ａ）【最新状況に更新】ボタンをクリックすると、表示時刻が更新され、最新の「再審査等請求

状況」画面が表示されます。 

（Ｂ）【帳票ダウンロード】ボタンをクリックすると、「再審査等請求帳票ダウンロード」画面が表

示されます。 

（Ｂ） 

（Ａ） 
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画面の項目説明 

●送信 

 日付 「再審査等請求ファイル」の送信を行った日付を表示します。 

 回数 保険者、日付単位で、「再審査等請求ファイル」の送信を行った回数を表示します。 

●点数表 

 点数表区分を表示します。 

●送信件数 

 
送信した「再審査等請求ファイル」のデータの件数を表示します。 
点数表（医科、DPC、歯科、調剤）ごとに集計されます。 

●受付件数 

 
送信したデータのうち、受付けられた件数を表示します。 
※処理中の場合は「－」で表示します。 

●受付不能件数 

 
送信したデータのうち、エラーとなったデータの件数を表示します。 
※処理中の場合は「－」で表示します。 

●請求状況 

 処理中 「受付処理中」の状態です。 

 受付済 送信したデータの受付が完了した状態です。 

 受付無効 送信したデータがすべて受付不能（エラー）の状態です。 
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12.2.2 再審査等請求状況を確認する 

12.2.2.1 送信件数を確認する 

送信した「再審査等請求ファイル」の件数は、「再審査等請求状況」画面の「受付件数」

欄で確認します。受付件数の詳細は「再審査等請求 オンライン受領書」を表示して確

認します。 

 

・「再審査等請求 オンライン受領書」では、保険者ごとに送信回単位で送信件数が集計されま

す。 

・「再審査等請求 オンライン受領書」は印刷することができます。 

 1. 「トップページ」画面で【再審査等請

求】ボタン、【状況】ボタンの順にク

リックします。 

「再審査等請求状況」画面が表示されます。 

 

2. 「受付件数」欄の「件数」（リンク文

字列）をクリックします。 

「再審査等請求 オンライン受領書」画面が表

示され、原票種別ごとの送信件数が表示され

ます。 
 

 

 

 

「再審査等請求 オンライン受領書」画面

の詳細は『別添 印刷対象帳票・CSV 作

成対象ファイル＜保険者用＞』を参照して

ください。 
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■「再審査等請求 オンライン受領書」画面の説明 

 
 

印刷する場合は、「再審査等請求 オンライン受領書」画面にあるプリンタのボタンを

クリックしてください。 
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12.2.2.2 エラーの件数や内容を確認する 

送信した「再審査等請求ファイル」のエラー件数は、「再審査等請求状況」画面の「受

付不能件数」欄で確認します。 

エラーの内容は、「再審査等請求 受付処理結果リスト」を表示して確認します。 

 

・「再審査等請求 受付処理結果リスト」では、エラー内容が保険者ごとに送信回・点数表単位

で確認できます。 

・「再審査等請求 受付処理結果リスト」は印刷することができます。 

 1. 「トップページ」画面で【再審査等請

求】ボタン、【状況】ボタンの順にク

リックします。 

「再審査等請求状況」画面が表示されます。 

 

2. 「受付不能件数」欄の「件数」（リン

ク文字列）をクリックします。 

「再審査等請求 受付処理結果リスト」画面が

表示されます。 
 

 

 

 

「再審査等請求 受付処理結果リスト」画

面の詳細は『別添 印刷対象帳票・CSV
作成対象ファイル＜保険者用＞』を参照し

てください。 
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■「再審査等請求 受付処理結果リスト」画面の説明 

 
 

印刷する場合は、「再審査等請求 受付処理結果リスト」画面にあるプリンタのボタン

をクリックしてください。 
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12.3 再審査等請求帳票をダウンロードする 

再審査等請求帳票を CSV 形式または PDF 形式のファイルでダウンロードします。 

 

・受付処理が終わり出力された「再審査等請求帳票」がダウンロードの対象となります。 

■ダウンロードが可能なファイル 

ダウンロードが可能なファイルは、以下のとおりです。 

・再審査等請求 オンライン受領書 CSV ファイル 
・再審査等請求 受付処理結果リスト CSV ファイル 
・再審査等請求 請求状況ファイル CSV ファイル 
・再審査等請求 オンライン受領書 PDF ファイル 
・再審査等請求 受付処理結果リスト PDF ファイル 
 

 

1. 画面左の【再審査等請求】ボタンをク

リックします。 

【再審査等請求】ボタンの下に、【送信】・ 
【状況】ボタンが表示されます。 

 

2. 【状況】ボタンをクリックします。 

「再審査等請求状況」画面が表示されます。 
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3. 【帳票ダウンロード】ボタンをクリッ

クします。 

「再審査等請求帳票ダウンロード」画面が表

示されます。 

 

4. ダウンロードする【CSV】ボタンまた

は【PDF】ボタンをクリックします。 

画面下部に、ダウンロード確認メッセージが

表示されます。 

 

・【CSV】ボタンをクリックすると、CSV 形式の

ファイルで、「再審査等請求 オンライン受領

書」、「再審査等請求 受付処理結果リスト」、

「再審査等請求 請求状況ファイル」をダウン

ロードできます。 

【PDF】ボタンをクリックすると、PDF 形式の

ファイルで、「再審査等請求 オンライン受領

書」、「再審査等請求 受付処理結果リスト」を

ダウンロードできます。 

・処理を中止するには、【戻る】ボタンをクリッ

クしてください。「再審査等請求状況」画面に

戻ります。 

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

審査等請求帳票ダウンロード」画面にメッ

セージが表示された場合」（P.221）を参照

してください。 
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5. 【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。「再審査等請求帳票

ダウンロード」画面に戻ります。 

 

 

6. 再審査等請求帳票ファイルを保存する

フォルダを指定し、【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。「再審査等請求帳票ダウ

ンロード」画面に戻ります。 

 

7. 【×】ボタンをクリックします。 

「再審査等請求帳票ダウンロード」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」 
（P.219）を参照してください。 
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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 または PDF 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。 
ここでは例として、Windows 10 での解凍方法を示します。 

 

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、指定したフォルダの中

に CSV または PDF 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ファイ

ルについて」（P.220）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保険者番号のフォルダが作成され

ます。このフォルダに CSV または PDF ファイルが格納されています。 

<< CSV ファイルの場合 >> 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< PDF ファイルの場合 >> 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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 

保険者番号のフォルダ 

再審査等請求 受付処理結果リスト CSV ファイル（医科） 

再審査等請求 受付処理結果リスト CSV ファイル（DPC） 

再審査等請求 受付処理結果リスト CSV ファイル（歯科） 

再審査等請求 受付処理結果リスト CSV ファイル（調剤） 

再審査等請求 オンライン受領書 CSV ファイル 

再審査等請求 請求状況ファイル（医科） 

再審査等請求 請求状況ファイル（DPC） 

再審査等請求 請求状況ファイル（歯科） 

再審査等請求 請求状況ファイル（調剤） 

指定したフォルダ 

保険者番号のフォルダ 

再審査等請求 受付処理結果リスト PDF ファイル（医科） 

再審査等請求 受付処理結果リスト PDF ファイル（DPC） 

再審査等請求 受付処理結果リスト PDF ファイル（歯科） 

再審査等請求 受付処理結果リスト PDF ファイル（調剤） 

再審査等請求 オンライン受領書 PDF ファイル 
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■「再審査等請求帳票ダウンロード」画面にメッセージが表示された場合 

「再審査等請求帳票ダウンロード」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【再請求等請求】、【状況】ボタ

ンから「再審査等請求状況」画面を表

示します。 

「再審査等請求状況」画面の【帳票ダウン

ロード】ボタンから「再審査等請求帳票ダ

ウンロード」画面を表示し、対象ファイル

のダウンロード用のボタンをクリックしま

す。 
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13 再審査等返付レセプトデータ

を Web サイトから配信する 

ご使用のブラウザが Microsoft Edge（HTML）および Microsoft Edge（Chromium）

の場合は、レセプト等配信ツールを使用して再審査等返付レセプトデータを配信してくだ

さい。 

レセプト等配信ツールは『オンライン請求システム操作手順書 【レセプト等配信ツ

ール】＜保険者用＞』を参照してください。Web サイトからは「配信状況の確認」

（参照）のみが可能です 

ご使用のブラウザが Internet Explorer の場合 

一括提供先保険者の場合は、「15.9 再審査等返付レセプトデータをWeb サイトから配信する」

（P.497）を参照してください。 

一括提供希望保険者の場合は、「16.9 再審査等返付レセプトデータの配信状況を確認す

る」（P.543）を参照してください。 

 

13.1 再審査等返付レセプトデータを配信する 

Web サイトより再審査等返付レセプトデータを配信します。 

以降の処理は、ご使用のブラウザに合わせて、以下の項目を参照してください。 

・「13.1.1 Internet Explorer の場合」（P.223） 

・「13.1.2 Microsoft Edge（HTML）および Microsoft Edge（Chromium）の場合」 

 （P.229） 
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13.1.1 Internet Explorer の場合 

Internet Explorer を使用して、「再審査等返付レセプトデータ」を Web サイトより配信します。 

 

1. 画面左の【再審査レセプト配信】ボタ

ンをクリックします。 

「再審査等返付レセプト配信状況」画面が表

示されます。 

画面下部にメッセージが表示された場合

の操作は、「■「再審査等返付レセプト配

信状況」画面にメッセージが表示された場

合」（P.227）を参照してください。 
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2. 配信する項目を選択する場合は、「選

択」欄の配信する項目にチェックを入

れ、【配信】ボタンをクリックします。 

「 新のプログラムを確認しています。」と表

示され、その後、「配信先フォルダ選択」画面

が表示されます。 

 

・「選択」欄には、あらかじめ全項目にチェック

が入っています。 

・ファイルサイズは、各項目単位に端数整理を

しているので、合計が不一致になる場合があ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

・処理を中止するには、【中止】ボタンをクリッ

クしてください。 

・この画面は、パソコンの環境によって表示さ

れない場合もあります。 
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3. 再審査等返付レセプトデータを保存す

るフォルダを指定し、【OK】ボタンを

クリックします。 

「レセプトデータの配信中です。」と表示され

ます。また、概ねの配信時間（残り時間）も

表示されます。 
再審査等返付レセプト配信が完了すると、完

了メッセージが表示されます。 

 

・保存するフォルダには、自動的に「処理年月」

名のフォルダが作成されます。 

「処理年月」のフォルダ名の例 

「42208」：平成 22 年 8 月処理分 

・フォルダ名の先頭の数字は、年号を意味しま

す。 

・「処理年月」名のフォルダ内に、自動的にレセ

プトデータを保存する「0」フォルダが作成さ

れます。 

・本書では、「レセプトデータ」フォルダを事前

にデスクトップ上に作成しています。 

・「処理年月」名のフォルダ内に、自動的に再審

査等返付レセプトデータを保存する「1」フォ

ルダが作成されます。 

・フォルダを指定しない場合は、C ドライブに

保存されます。 

 

 

配信を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。この場合、ファイル単位に配信

が終了するので、次に配信を行うときは、未配

信ファイルの再審査等返付レセプトデータが配

信されます。 

 

4. 【OK】ボタンをクリックします。 

「再審査等返付レセプト配信状況」画面に戻

ります。 



13 再審査等返付レセプトデータを Web サイトから配信する 

 ・226・ 

 

 

5. 配信状況を確認します。 

配信先に指定したフォルダに、レセプトデー

タが保存されます。 

 

・「配信状況」欄には、初回配信の終了日時が表

示されます。 

・「配信回数」欄には、配信回数が表示されます。 

・すべてのファイルを配信した場合に、【配信】

ボタンが【再配信】ボタンに変わります。 

 

 

1 フォルダ内には 大 10 ファイルまで格納され

ます。画像レセプトの場合は、1 ファイルあた

り 1,000 件まで格納されます。 

再審査等返付レセプトデータは圧縮して

配信されるため、配信終了後に解凍する必

要があります。 
再審査等返付レセプトデータの解凍方法

は、「13.3 再審査等返付レセプトデータ

を解凍する」（P.235）を参照してください。 
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■「再審査等返付レセプト配信状況」画面にメッセージが表示された場合 

「再審査等返付レセプト配信状況」画面の下部に、以下のいずれかのメッセージが表

示された場合の操作について説明します。 
この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からのアドオン’RCshhrReceiptDeliverer.cab’をインストール

しようとしています。 

この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からの’RCshhrReceiptDeliverer.cab’アドオンをインストール

しようとしています。 

Internet Explorer によって、この Web サイトによる ActiveX コントロールのインストールがブロックされました。 

 

上記のメッセージは、初回利用時、またはオンライン請求システムのプログラム変更を行った際に

表示されることがあります。 

 

1. 画面下部の【インストール】ボタンを

クリックします。 

再表示メッセージが表示されます。 

 

 

2. 【再試行】ボタンをクリックします。 

「トップページ」画面に戻ります。 
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3. 再度【再審査レセプト配信】ボタンを

クリックします。 

「セキュリティの警告」画面が表示されます。 

 

4. 【インストールする】ボタンをクリッ

クします。 

プログラムがインストールされます。 

インストールが終了すると「再審査等返付

レセプト配信状況」画面が表示されます。

引き続き、「13.1.1 Internet Explorer の場

合」の手順2（P.224）に戻り、操作を行っ

てください。 
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13.1.2 Microsoft Edge（HTML）および Microsoft Edge（Chromium）の場

合 

Microsoft Edge（HTML）および Microsoft Edge（Chromium）を使用して、「再審査等返付レセプ

トデータ」の配信状況を Web サイトより参照します。 

「再審査等返付レセプトデータ」の配信を行う場合は、レセプト等配信ツールを使用してください。 

レセプト等配信ツールは『オンライン請求システム操作手順書 【レセプト等配信ツ

ール】＜保険者用＞』を参照してください。 

 

1. 画面左の【再審査レセプト配信】ボタ

ンをクリックします。 

「再審査等返付レセプト配信状況」画面が表

示されます。 

 

 

・「配信状況」欄には、初回配信の終了日時が表

示されます。 

・「配信回数」欄には、配信回数が表示されます。 
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13.2 再審査等返付レセプトデータを再配信する 

配信済の再審査等返付レセプトデータを誤って消去した場合など、配信期間中に限り、

Web サイトより再審査等返付レセプトデータを再配信できます。 

 

配信期間については「運用期間」（P.12）を参照してください。 

以降の処理は、ご使用のブラウザに合わせて、以下の項目を参照してください。 

・「13.2.1 Internet Explorer の場合」（P.231） 

・「13.2.2 Microsoft Edge（HTML）および Microsoft Edge（Chromium）の場合」 

 （P.234） 
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13.2.1 Internet Explorer の場合 

Internet Explorer を使用して、「再審査等返付レセプトデータ」を Web サイトより再配信します。 

 

1. 画面左の【再審査レセプト配信】ボタ

ンをクリックします。 

「再審査等返付レセプト配信状況」画面が表

示されます。 

 

 

2. 再配信する項目の「選択」欄にチェッ

クを入れ、【再配信】ボタンをクリッ

クします。 

「 新のプログラムを確認しています。」と表

示され、その後、「配信先フォルダ選択」画面

が表示されます。 
 

 

 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

・処理を中止するには、【中止】ボタンをクリッ

クしてください。 

・この画面は、パソコンの環境によって表示さ

れない場合もあります。 
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3. 再審査等返付レセプトデータを保存す

るフォルダを指定し、【OK】ボタンを

クリックします。 

上書き確認メッセージが表示されます。 

 

・初回配信時に作成された「処理年月」名のフ

ォルダを削除した場合には、再度、自動的に

「処理年月」名のフォルダが作成されます。 

「処理年月」のフォルダ名の例 

「42208」：平成 22 年 8 月処理分 

・フォルダ名の先頭の数字は、年号を意味しま

す。 

 

 

4. 【はい】ボタンをクリックします。 

「レセプトデータの配信中です。」と表示され

ます。また、概ねの配信時間（残り時間）も

表示されます。 
再審査等返付レセプト配信が完了すると、完

了メッセージが表示されます。 

 

・再審査等返付レセプトデータを上書きしない

場合は、【いいえ】ボタンをクリックし、手順

3の「配信先フォルダ選択」画面で別の配信先

フォルダを選択してください。 

・初回配信時のフォルダが存在しない場合、本

メッセージは表示されません。 

 

 

配信を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 
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5. 【OK】ボタンをクリックします。 

「再審査等返付レセプト配信状況」画面に戻

ります。 

 

6. 配信状況を確認します。 

 

・再配信を行った項目の配信回数が変更されま

す。 

・再配信を行っても、「配信状況」欄の表示は変

更されません。 
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13.2.2 Microsoft Edge（HTML）および Microsoft Edge（Chromium）の場

合 

Microsoft Edge（HTML）および Microsoft Edge（Chromium）を使用して、「再審査等返付レセプ

トデータ」の再配信状況を Web サイトより参照します。 

「再審査等返付レセプトデータ」の再配信を行う場合は、レセプト等配信ツールを使用してくださ

い。 

レセプト等配信ツールは『オンライン請求システム操作手順書 【レセプト等配信ツ

ール】＜保険者用＞』を参照してください。 

 

 
 

1. 画面左の【再審査レセプト配信】ボタ

ンをクリックします。 

「再審査等返付レセプト配信状況」画面が表

示されます。 

 

 

 

 

・再配信を行った項目の配信回数が変更されま

す。 

・再配信を行っても、「配信状況」欄の表示は変

更されません。 
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13.3 再審査等返付レセプトデータを解凍する 

Web サイトより配信された再審査等返付レセプトデータは圧縮してあるので、解凍す

る必要があります。 

「再審査等返付レセプトデータ」を解凍します。 

 

1. デスクトップ上の「レセプト解凍ツー

ル」アイコンをダブルクリックします。 

「レセプト解凍ツール」画面が表示されます。 

 

2. 【参照】ボタンをクリックします。 

「フォルダーの参照」画面が表示されます。 
 

 

3. 配信された再審査等返付レセプトデー

タが保存されているフォルダ内の「保

険者番号」フォルダを指定し、【OK】

ボタンをクリックします。 

「レセプト解凍ツール」画面に戻ります。 

 

「処理年月」名のフォルダ内に、自動的に再審

査分の配信データを保存する「0」フォルダが作

成されます。さらに、このフォルダ内に「保険

者番号」フォルダが作成されます。 
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4. 【参照】ボタンをクリックして、解凍

した再審査等返付レセプトデータを保

存するフォルダを指定します。 

「フォルダーの参照」画面が表示されます。 

 

5. 保存するフォルダを指定し、【OK】ボ

タンをクリックします。 

「レセプト解凍ツール」画面に戻ります。 

 

6. 各フォルダが正しく指定されているこ

とを確認し、【解凍】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。 
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7. 【OK】ボタンをクリックします。 

「解凍中です…」と表示され、再審査等返付

レセプトデータの解凍が行われます。 
その後、レセプトデータの解凍が完了すると、

完了メッセージが表示されます。 

 

8. 【OK】ボタンをクリックします。 

「レセプト解凍ツール」画面に戻ります。 

 

9. 【終了】ボタンをクリックします。 

レセプト解凍ツールが終了します。 

 

10. 出力先フォルダに、解凍された再審査

等返付レセプトデータが格納されてい

ることを確認します。 



14 明細書返付依頼データを Web サイトから取得する 

 ・238・ 

14 明細書返付依頼データを

Web サイトから取得する 

一括提供先保険者の場合は、「15.10 明細書返付依頼データを Web サイトから取得

する」（P.514）を参照してください。 

一括提供希望保険者の場合は、「16.10 明細書返付依頼データの取得状況を確認する」

（P.544）を参照してください。 

 

14.1 明細書返付依頼データの取得状況を確認する 

明細書返付依頼データの取得状況を確認します。 

 

14.1.1 「明細書返付依頼データ取得状況」画面を表示する 

 

1. 画面左の【返付依頼データ取得】ボタ

ンをクリックします。 

「明細書返付依頼データ取得状況」画面が表

示されます。 

画面下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、「■「明

細書返付依頼データ取得状況」画面にメッ

セージが表示された場合」（P.240）を参照

してください。 
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2. 明細書返付依頼データの取得状況を確

認します。 

「明細書返付依頼データ取得状況」画面の

詳細は、「■「明細書返付依頼データ取得

状況」画面の説明」（P.242）を参照してく

ださい。 
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■「明細書返付依頼データ取得状況」画面にメッセージが表示された場合 

「明細書返付依頼データ取得状況」画面の下部に、以下のいずれかのメッセージが表

示された場合の操作について説明します。 
この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からのアドオン’SODeliverer.cab’をインストールしようとして

います。 
 

この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からの’SODeliverer.cab’アドオンをインストールしようとして

います。 
 

Internet Explorer によって、この Web サイトによる ActiveX コントロールのインストールがブロックされました。 

 

上記のメッセージは、初回利用時、またはオンライン請求システムのプログラム変更を行った際に

表示されることがあります。 

 

1. 画面下部の【インストール】ボタンを

クリックします。 

再表示メッセージが表示されます。 
 

 

2. 【再試行】ボタンをクリックします。 

「トップページ」画面に戻ります。 

 

3. 再度【返付依頼データ取得】ボタンを

クリックします。 

「セキュリティの警告」画面が表示されます。 
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4. 【インストールする】ボタンをクリッ

クします。 

プログラムがインストールされます。 

インストールが終了すると、「明細書返付

依頼データ取得状況」画面が表示されま

す。引き続き、「14.1.1 「明細書返付依頼

データ取得状況」画面を表示する」の手順

2（P.239）に戻り、操作を行ってください。 
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■「明細書返付依頼データ取得状況」画面の説明 

 
 

画面の操作説明 

（Ａ）「返付依頼整理番号」のリンク文字列をクリックすると、明細書返付書を表示できます。 

（Ｂ）明細書返付書の取得状況が表示されます。取得済の場合は、初回の取得日が表示されます。 

（Ｃ）【CSV ダウンロード】ボタンをクリックすると、最新の明細書返付依頼データを CSV 形式

のファイルでダウンロードできます。 

（Ｄ）【PDF 一括取得】ボタンをクリックすると、未取得の明細書返付書を一括して取得できます。

未取得の明細書返付書がない場合は、【PDF 一括再取得】ボタンが表示され、取得済の明細

書返付書を再取得できます。 

（Ａ） 

（Ｃ） （Ｄ） 

（Ｂ） 
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画面の項目説明 

●返付依頼年月日 

 明細書返付書の登録年月日を表示します。 

●返付依頼整理番号 

 明細書返付書の整理番号を表示します。 

●理由 

 再審査請求データの場合は「再審査」、取下げ依頼データの場合は「取下げ」と表示します。 

●府県 

 都道府県名を表示します。 

●点数表 

 点数表（医科、歯科、調剤、訪問看護）を表示します。 

●医療機関（薬局）コード 

 医療機関または薬局のコード番号を表示します。 

●診療（調剤）年月 

 診療または調剤を行った年月を表示します。 

●患者氏名 

 患者の氏名を表示します。 

●生年月日 

 患者の生年月日を表示します。 

●PDF 取得状況 

 未取得 明細書返付書が未取得の状態です。 

 取得済 
明細書返付書が取得済の状態です。 
※初回の取得日を表示します。 
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14.1.2 明細書返付書を表示する 

明細書返付書を選択して表示できます。 

 1. 「トップページ」画面で【返付依頼デ

ータ取得】ボタンをクリックします。 

「明細書返付依頼データ取得状況」画面が表

示されます。 

 

2. 「返付依頼整理番号」（リンク文字列）

をクリックします。 

返付依頼整理番号に該当する明細書返付書が

表示されます。 
 

 

「明細書返付書」の詳細は『別添 印刷対

象帳票・CSV 作成対象ファイル＜保険者

用＞』を参照してください。 
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■「明細書返付書」画面の説明 

 

 

印刷する場合は、「明細書返付書」画面にあるプリンタのボタンをクリックしてくださ

い。 
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14.2 明細書返付依頼データをダウンロードする 

明細書返付依頼データを CSV 形式のファイルでダウンロードします。 

明細書返付依頼データのダウンロードは、「明細書返付依頼データ取得状況」画面から

行います。 

 

 

1. 画面左の【返付依頼データ取得】ボタ

ンをクリックします。 

「明細書返付依頼データ取得状況」画面が表

示されます。 

 

 

2. 【CSV 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、「■「明

細書返付依頼データ取得状況」画面にメッ

セージが表示された場合」（P.249）を参照

してください。 
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3. 【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。 

 

4. 明細書返付依頼データを保存するフォ

ルダを指定し、【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。「明細書返付依頼データ取

得状況」画面に戻ります。 
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5. 【×】ボタンをクリックします。 

「明細書返付依頼データ取得状況」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。 
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■「明細書返付依頼データ取得状況」画面にメッセージが表示された場合 

「明細書返付依頼データ取得状況」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【返付依頼データ取得】ボタンか

ら「明細書返付依頼データ取得状況」

画面を表示し、【CSV ダウンロード】

ボタンをクリックします。 
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14.3 明細書返付書を一括取得する 

未取得分の明細書返付書を PDF 形式のファイルで取得します。 

明細書返付書の取得は、「明細書返付依頼データ取得状況」画面から行います。 

以降の処理は、ご使用のブラウザに合わせて、以下の項目を参照してください。 

・「14.3.1 Internet Explorer の場合」（P.251） 

・「14.3.2 Microsoft Edge（HTML）の場合」（P.255） 

・「14.3.3 Microsoft Edge（Chromium）の場合」（P.260） 
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14.3.1 Internet Explorer の場合 

Internet Explorer を使用して、「明細書返付書」を一括取得します。 

 

1. 画面左の【返付依頼データ取得】ボタ

ンをクリックします。 

「明細書返付依頼データ取得状況」画面が表

示されます。 
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2. 【PDF 一括取得】ボタンをクリックし

ます。 

「 新のプログラムを確認しています。」と表

示され、その後、読込み先を選択する画面が

表示されます。 
 

 

・未取得の明細書返付書がない場合は、【PDF 一

括取得】ボタンは表示されず、【PDF 一括再取

得】ボタンが表示されます。 

・【PDF 一括再取得】ボタンをクリックすると、

取得済の明細書返付書を一括で取得できま

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、「■「明

細書返付依頼データ取得状況」画面にメッ

セージが表示された場合」（P.249）を参照

してください。 

 

 

 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

・処理を中止するには、【中止】ボタンをクリッ

クしてください。 

・この画面は、パソコンの環境によって表示さ

れない場合もあります。 
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3. 明細書返付書を保存するフォルダを指

定し、【OK】ボタンをクリックします。 

「明細書返付依頼データを取得中です。」と表

示され、明細書返付依頼データの取得が完了

すると、完了メッセージが表示されます。 
 

 

 

ダウンロードを中止するには、【中止】ボタンを

クリックしてください。 

 

4. 【OK】ボタンをクリックします。 

保存先に指定したフォルダに、明細書返付書

の PDF データが保存され、「明細書返付依頼

データ取得状況」画面に戻ります。 
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5. 取得状況を確認します。 

 

取得済の明細書返付書の「PDF 取得状況」欄に

は「取得済」と表示されます。 

また、初回取得月日が表示されます。 

フォルダ構成については、「■フォルダ構

成と PDF ファイルについて」（P.254）を

参照してください。 

 

■フォルダ構成と PDF ファイルについて 

明細書返付書を一括取得すると、指定したフォルダの中に保険者番号のフォルダが作

成されます。このフォルダに PDF ファイルが格納されています。 

 

  

 

 

  

     

 

 

 

 

指定したフォルダ 

保険者番号のフォルダ 

明細書返付書 PDF ファイル 

明細書返付書 PDF ファイル 
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14.3.2 Microsoft Edge（HTML）の場合 

Microsoft Edge（HTML）を使用して、「明細書返付書」を一括取得します。 

 

・ダウンロードが完了するまで、ログアウトやブラウザの終了は行わないでください。 

 

1. 「トップページ」画面で【返付依頼デ

ータ取得】ボタンをクリックします。 

「明細書返付依頼データ取得状況」画面が表

示されます。 

 

2. 【PDF 一括取得】ボタンをクリックし

ます。 

ダウンロードが開始されます。 

 
ファイルはダウンロードフォルダに保存されま

す。 

 

・未取得の明細書返付書がない場合は、【PDF 一

括取得】ボタンは表示されず、【PDF 一括再取

得】ボタンが表示されます。 

・【PDF 一括再取得】ボタンをクリックすると、

取得済の明細書返付書を一括で取得できま

す。 
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3. 【保存】ボタン右の【Λ】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。 
 

 

4. 保存先フォルダを指定し、【保存】ボ

タンをクリックします。 

 

・明細書返付書ファイル（圧縮）のファイル名

は、ログインユーザ ID_HENPU_処理年月（西

暦）.ZIP となります。 

「明細書返付書ファイル」のファイル名の例 

XXXXXXXX_HENPU_YYYYMM.ZIP 

「XXXXXXXX」：ログインユーザ ID 

「YYYYMM」：処理年月 

 

 

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。「明細書返付依頼データ

取得状況」画面に戻ります。 

 

 

 

5. ダウンロード完了メッセージが表示さ

れたことを確認し、【×】ボタンをク

リックします。 

 
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」

（P.258）を参照してください。 
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6. 取得状況を確認します。 

 

取得済の明細書返付書の「PDF 取得状況」欄に

は「取得済」と表示されます。 

また、初回取得月日が表示されます。 

 

 

 

フォルダ構成については、「■ZIP ファイ

ル解凍後のフォルダ構成と PDF ファイル

について」（P.259）を参照してください。 

 



14 明細書返付依頼データを Web サイトから取得する 

 ・258・ 

■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、PDF 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。 
ここでは例として、Windows 10 での解凍方法を示します。 

 

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、指定したフォルダの中

に PDF 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については、「■

ZIP ファイル解凍後のフォルダ構成と

PDF ファイルについて」（P.259）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 PDF 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保険者番号のフォルダが作成され

ます。このフォルダに PDF ファイルが格納されています。 

 

  

 

 

  

     

 

 

 

指定したフォルダ 

保険者番号のフォルダ 

明細書返付書 PDF ファイル 

明細書返付書 PDF ファイル 

 



14 明細書返付依頼データを Web サイトから取得する 

 ・260・ 

14.3.3 Microsoft Edge（Chromium）の場合 

Microsoft Edge（Chromium）を使用して、「明細書返付書」を一括取得します。 

 

・ダウンロードが完了するまで、ログアウトやブラウザの終了は行わないでください。 

 

1. 「トップページ」画面で【返付依頼デ

ータ取得】ボタンをクリックします。 

「明細書返付依頼データ取得状況」画面が表

示されます。 

 

2. 【PDF 一括取得】ボタンをクリックし

ます。 

ダウンロードが開始されます。 
 

 
ファイルはダウンロードフォルダに保存されま

す。 

 

・未取得の明細書返付書がない場合は、【PDF 一

括取得】ボタンは表示されず、【PDF 一括再取

得】ボタンが表示されます。 

・【PDF 一括再取得】ボタンをクリックすると、

取得済の明細書返付書を一括で取得できま

す。 
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3. 画面右上に【↓】ボタンが表示され、

ダウンロードが完了したことを確認し

ます。 

 

 

【↓】ボタンをクリックすると、「ダウンロード

履歴」画面が表示されます。 

 

 

・明細書返付書ファイル（圧縮）のファイル名

は、ログインユーザ ID_HENPU_処理年月（西

暦）.ZIP となります。 

「明細書返付書ファイル」のファイル名の例 

XXXXXXXX_HENPU_YYYYMM.ZIP 

「XXXXXXXX」：ログインユーザ ID 

「YYYYMM」：処理年月 
 

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」

（P.262）を参照してください。 

 

 

 

4. 取得状況を確認します。 

 

取得済の明細書返付書の「PDF 取得状況」欄に

は「取得済」と表示されます。 

また、初回取得月日が表示されます。 

 

 

 

フォルダ構成については、「■ZIP ファイ

ル解凍後のフォルダ構成と PDF ファイル

について」（P.263）を参照してください。 
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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、PDF 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。 
ここでは例として、Windows 10 での解凍方法を示します。 

 

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、指定したフォルダの中

に PDF 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については、「■

ZIP ファイル解凍後のフォルダ構成と

PDF ファイルについて」（P.263）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 PDF 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保険者番号のフォルダが作成され

ます。このフォルダに PDF ファイルが格納されています。 

 

  

 

 

  

     

 

 

 

指定したフォルダ 

保険者番号のフォルダ 

明細書返付書 PDF ファイル 

明細書返付書 PDF ファイル 
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15 一括提供先保険者の場合 

 

一括提供先保険者が利用できる以下の機能について説明します。 

・レセプトデータを Web サイトから配信する機能 

・資格情報を Web サイトから配信する機能 

・返戻情報送信を Web サイトから行う機能 

・結果情報を Web サイトから取得する機能 

・再審査請求前資格確認要求を Web サイトから行う機能 

・資格確認結果情報を Web サイトから取得する機能 

・請求関係帳票データを Web サイトから配信する機能 

・再審査等請求を Web サイトから行う機能 

・再審査等返付レセプトデータを Web サイトから配信する機能 

・明細書返付依頼データを Web サイトから取得する機能 

 

ご使用のブラウザが Microsoft Edge（HTML）および Microsoft Edge（Chromium）

の場合は、以下の機能は「配信状況の確認」（参照）のみが可能です。配信処理を行

う場合はレセプト等配信ツールを使用してください。 

レセプト等配信ツールは『オンライン請求システム操作手順書 【レセプト等配信ツ

ール】＜保険者用＞』を参照してください。 

配信状況の確認（参照）のみとなる機能は以下の機能となります。 

 ・レセプトデータを Web サイトから配信する機能 

・請求関係帳票データを Web サイトから配信する機能 

・再審査等返付レセプトデータを Web サイトから配信する機能 
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15.1 レセプトデータを Web サイトから配信する 

 

15.1.1 レセプトデータを一括配信する 

ご使用のブラウザが Microsoft Edge（HTML）および Microsoft Edge（Chromium）

の場合は、レセプト等配信ツールを使用してレセプトデータを配信してください。 

レセプト等配信ツールは『オンライン請求システム操作手順書 【レセプト等配信ツ

ール】＜保険者用＞』を参照してください。Web サイトからは「配信状況の確認」

（参照）のみが可能です。 

Web サイトよりレセプトデータを一括配信します。 

以降の処理は、ご使用のブラウザに合わせて、以下の項目を参照してください。 

・「15.1.1.1 Internet Explorer の場合」（P.266） 
・「15.1.1.2 Microsoft Edge（HTML）および Microsoft Edge（Chromium）の場合」 

（P.273） 
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15.1.1.1 Internet Explorer の場合 

Internet Explorer を使用して、「レセプトデータ」を Web サイトより一括配信します。 

 

1. 画面左の【レセプト配信】ボタンをク

リックします。 

「一括配信状況」画面が表示されます。 

画面下部にメッセージが表示された場合

の操作は、「■「一括配信状況」画面にメ

ッセージが表示された場合」（P.271）を参

照してください。 

 

2. 配信する項目の「選択」欄にチェック

を入れ、【配信】ボタンをクリックし

ます。 

「 新のプログラムを確認しています。」と表

示され、その後、「配信先フォルダ選択」画面

が表示されます。 

 

・現在配信中の保険者数／配信対象保険者数が

表示されます。また（ ）内には、未配信の

保険者数（配信中の保険者も含む）が表示さ

れます。 

・一覧表の右上に配信予定日が表示されます。 

・「選択」欄には、あらかじめ全項目にチェック

が入っています。 

・「選択」「レセプト件数」「ファイルサイズ」

「配信状況」および「配信回数」は、CSV フ

ァイルと画像ファイルに分けて表示されま

す。 

・ファイルサイズは、各項目単位に端数整理を

しているので、合計が不一致になる場合があ

ります。 

・すべての項目が配信済の場合、【配信】ボタン

は【再配信】ボタンに変わり、「選択」欄にチ

ェックが入っていない状態で表示されます。 

【配信予測時間計測】ボタンをクリックす

ると、レセプトデータを配信する際の予測

時間を測定できます。配信予測時間を測定

する場合は、「5.4 レセプトデータの配信

予測時間を計測する」（P.60）を参照して

ください。 
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処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・処理を中止するには、【中止】ボタンをクリッ

クしてください。 

・この画面は、パソコンの環境によって表示され

ない場合もあります。 
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3. レセプトデータを保存するフォルダを

指定し、【OK】ボタンをクリックしま

す。 

「レセプトデータの配信中です。」と表示され

ます。また、概ねの配信時間（残り時間）も

表示されます。 
レセプト配信が完了すると、完了メッセージ

が表示されます。 

 

・本書では、「レセプトデータ」フォルダを事前

にデスクトップ上に作成しています。 

・フォルダを指定しない場合は、C ドライブに

保存されます。 

 

 

・現在配信中の保険者数／配信対象保険者数が

表示されます。また（ ）内には、未配信の

保険者数（配信中の保険者も含む）が表示さ

れます 

・配信を中止するには、【中止】ボタンをクリッ

クしてください。この場合、ファイル単位に

配信が終了するので、次に配信を行うときは、

未配信ファイルのレセプトデータが配信され

ます。 

 

 

4. 【OK】ボタンをクリックします。 

「一括配信状況」画面に戻ります。 
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5. 一括配信状況を確認します。 

配信先に指定したフォルダに、レセプトデー

タが保存されます。 

 

・CSV ファイルおよび画像ファイルの各「配信

状況」欄には、それぞれの初回配信の終了日

時が表示されます。 

・CSV ファイルおよび画像ファイルの各「配信

回数」欄には、それぞれの配信回数が表示さ

れます。 

・CSV ファイルおよび画像ファイルをすべて配

信した場合に、【配信】ボタンが【再配信】ボ

タンに変わります。 

 

 

1 フォルダ内には 大 10 ファイルまで格納され

ます。画像レセプトの場合は、1 ファイルあた

り 1,000 件まで格納されます。 

レセプトデータは圧縮して配信されるた

め、配信終了後に解凍する必要がありま

す。 
レセプトデータの解凍方法は、「15.1.3 
一括配信したレセプトデータを解凍する」

（P.279）を参照してください。 
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・一括配信を行うと、配信先フォルダ内には「診療年月」フォルダが自動的に作成されます。

Web サイトから配信されるレセプトデータは、この「診療年月」フォルダの中に格納されま

す。 
「診療年月」フォルダ名は 5 桁の数字で表され、それぞれの数字は年号（1 桁）年（2 桁）月

（2 桁）を表します。 

 例）フォルダ名が「42204」であった場合、「平成 22 年 4 月診療分」のレセプトデータの 
フォルダであることを意味します。 

４ ２２ ０４ 
 

 

 

・「診療年月」フォルダ内に、「1」フォルダ、「県番号」フォルダ、「保険者番号」フォルダ、

「点数表」フォルダの順にフォルダが作成され、「点数表」フォルダ内にレセプトデータが

格納されています。「配信先」フォルダの構成は、以下のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年号を表します。 ｢年｣を表します。 ｢月｣を表します。 

配信先フォルダ 

点数表フォルダ 

XX010001（保険者番号フォルダ） 

01（県番号フォルダ） 

1（固定）のフォルダ 

42204（診療年月フォルダ） 

XX010002（保険者番号フォルダ） 

配信ファイル 

02（県番号フォルダ） 

・ 

・ 

・ 

点数表フォルダ 

XX020001（保険者番号フォルダ） 

XX020002（保険者番号フォルダ） 

配信ファイル 
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■「一括配信状況」画面にメッセージが表示された場合 

「一括配信状況」画面の下部に、以下のいずれか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。 
この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からのアドオン’ReceiptDeliverer.cab’をインストールしようと

しています。 
 

この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からの’ReceiptDeliverer.cab’アドオンをインストールしようと

しています。 
 

この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からのアドオン’TimeMeasurement.cab’アドオンをインストー

ルしようとしています。 
 

この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からの’ TimeMeasurement.cab’アドオンをインストールしよう

としています。 
 

この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からのソフトウェアをインストールしようとしています。 
 

Internet Explorer によって、この Web サイトによる ActiveX コントロールのインストールがブロックされました。 

 

上記のメッセージは、初回時、またはオンライン請求システムのプログラム変更を行った際に

表示されることがあります。 

 

1. 画面下部の【インストール】ボタンを

クリックします。 

再表示メッセージが表示されます。 
 

 

2. 【再試行】ボタンをクリックします。 

「トップページ」画面に戻ります。 
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3. 再度【レセプト配信】ボタンをクリッ

クします。 

「セキュリティの警告」画面が表示されます。 

 

4. 【インストールする】ボタンをクリッ

クします。 

プログラムがインストールされます。 

 

この画面は、パソコンの環境によって表示され

ない場合もあります。 

 

 

5. 【インストールする】ボタンをクリッ

クします。 

プログラムがインストールされます。 

 

この画面は、パソコンの環境によって表示され

ない場合もあります。 

インストールが終了すると、「一括配信状

況」画面が表示されます。引き続き、 
「15.1.1.1 Internet Explorer の場合」の手

順2（P.266）に戻り、操作を行ってくださ

い。 
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15.1.1.2 Microsoft Edge（HTML）および Microsoft Edge（Chromium）の場合 

Microsoft Edge（HTML）および Microsoft Edge（Chromium）を使用して、「レセプトデー

タ」の一括配信状況を Web サイトより参照します。 

「レセプトデータ」の一括配信を行う場合は、レセプト等配信ツールを使用してください。 

レセプト等配信ツールは『オンライン請求システム操作手順書 【レセプト等配信ツ

ール】＜保険者用＞』を参照してください。 

 

 

1. 画面左の【レセプト配信】ボタンをク

リックします。 

「一括配信状況」画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

・一覧表の右上に配信予定日が表示されます。 

・「レセプト件数」「ファイルサイズ」「配信状

況」および「配信回数」は、CSV ファイルと

画像ファイルに分けて表示されます。 

・ファイルサイズは、各項目単位に端数整理を

しているので、合計が不一致になる場合があ

ります。 
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15.1.2 レセプト一括配信の状況を確認する 

一括提供希望保険者のレセプト一括配信状況を確認します。 

以降の処理は、ご使用のブラウザに合わせて、以下の項目を参照してください。 

・「15.1.2.1 Internet Explorer の場合」（P.275） 
・「15.1.2.2 Microsoft Edge（HTML）および Microsoft Edge（Chromium）の場合」 
（P.277） 
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15.1.2.1 Internet Explorer の場合 

Internet Explorer を使用して、一括提供希望保険者のレセプト一括配信状況を確認しま

す。 

 

1. 画面左の【レセプト配信】ボタンをク

リックします。 

「一括配信状況」画面が表示されます。 

 

2. 【明細】ボタンをクリックします。 

「一括配信状況一覧」画面が表示されます。 
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3. 確認したい一括提供希望保険者の「名

称」（リンク文字列）をクリックしま

す。 

選択した一括提供希望保険者の「配信状況」

画面が表示され、配信状況を確認できます。 

 

・配信時間は、各保険者単位に端数整理をして

いるので、配信時間合計と不一致になる場合

があります。 

・処理を中止するには、【戻る】ボタンをクリッ

クしてください。 

 

 

・現在配信中の保険者数／配信対象保険者数が

表示されます。また（ ）内には、未配信の

保険者数（配信中の保険者も含む）が表示さ

れます。 

・一覧表の右上に配信予定日が表示されます。 

・「選択」「レセプト件数」「ファイルサイズ」

「配信状況」および「配信回数」は、CSV フ

ァイルと画像ファイルに分けて表示されま

す。 

・【戻る】ボタンをクリックすると、「一括配信

状況一覧」画面に戻ります。 

一括提供希望保険者ごとにレセプトデー

タを配信する場合は、「5.1 レセプトデー

タを配信する」（P.42）を参照してくださ

い。 
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15.1.2.2 Microsoft Edge（HTML）および Microsoft Edge（Chromium）の場合 

Microsoft Edge（HTML）および Microsoft Edge（Chromium）を使用して、一括提供

希望保険者のレセプト一括配信状況を確認します。 

 

1. 画面左の【レセプト配信】ボタンをク

リックします。 

「一括配信状況」画面が表示されます。 

 

2. 【明細】ボタンをクリックします。 

「一括配信状況一覧」画面が表示されます。 
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3. 確認したい一括提供希望保険者の「名

称」（リンク文字列）をクリックしま

す。 

選択した一括提供希望保険者の「配信状況」

画面が表示され、配信状況を確認できます。 

 

・配信時間は、各保険者単位に端数整理をして

いるので、配信時間合計と不一致になる場合

があります。 

・処理を中止するには、【戻る】ボタンをクリッ

クしてください。 

 

・一覧表の右上に配信予定日が表示されます。 

・「レセプト件数」「ファイルサイズ」「配信状

況」および「配信回数」は、CSV ファイルと画

像ファイルに分けて表示されます。 

・【戻る】ボタンをクリックすると、「一括配信

状況一覧」画面に戻ります。 
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15.1.3 一括配信したレセプトデータを解凍する 

Web サイトより配信されたレセプトデータは圧縮してあるので、解凍する必要があり

ます。 

「レセプトデータ」を解凍します。 

 

1. デスクトップ上の「レセプト解凍ツー

ル」アイコンをダブルクリックします。 

「レセプト解凍ツール」画面が表示されます。 

 

2. 【参照】ボタンをクリックします。 

「フォルダーの参照」画面が表示されます。 
 

 

3. 配信されたレセプトデータが保存され

ているフォルダ内の「1」フォルダを指

定し、【OK】ボタンをクリックします。 

「レセプト解凍ツール」画面に戻ります。 

 

・「診療年月」名のフォルダ内に、自動的に「1」

フォルダが作成されます。さらに、このフォ

ルダ内に「県番号」フォルダと「保険者番号」

フォルダが作成されます。 

・県ごと、または一括提供希望保険者ごとに解

凍することもできます。県ごとに解凍する場

合は「県番号」フォルダを、一括提供希望保

険者ごとに解凍する場合は「保険者番号」フ

ォルダを選択してください。 
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4. 【参照】ボタンをクリックして、解凍

したレセプトデータを保存するフォル

ダを指定します。 

「フォルダーの参照」画面が表示されます。 

 

5. 保存するフォルダを指定し、【OK】ボ

タンをクリックします。 

「レセプト解凍ツール」画面に戻ります。 

 

6. 各フォルダが正しく指定されているこ

とを確認し、【解凍】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。 
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7. 【OK】ボタンをクリックします。 

「解凍中です…」と表示され、レセプトデー

タの解凍が行われます。 
その後、レセプトデータの解凍が完了すると、

完了メッセージが表示されます。 

 

8. 【OK】ボタンをクリックします。 

「レセプト解凍ツール」画面に戻ります。 

 

9. 【終了】ボタンをクリックします。 

レセプト解凍ツールが終了します。 

 

10. 出力先フォルダに、解凍されたレセプ

トデータが格納されていることを確認

します。 
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15.2 資格情報を Web サイトから配信する 

 

「トップページ」画面で【資格情報配信】ボタンをクリックした際に、次のようなメッセージ

が表示されることがあります。 

●実施機関の場合 

 
 

●請求前資格確認の開始届が提出されていない場合 

 
 

上記のメッセージが表示された場合には、資格情報配信の機能は利用できません。 
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15.2.1 資格情報を一括配信する 

Web サイトより資格情報を一括配信します。 

以降の処理は、ご使用のブラウザに合わせて、以下の項目を参照してください。 

・「15.2.1.1 Internet Explorer の場合」（P.284） 
・「15.2.1.2 Microsoft Edge（HTML）の場合」（P.291） 
・「15.2.1.3 Microsoft Edge（Chromium）の場合」（P.296） 
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15.2.1.1 Internet Explorer の場合 

Internet Explorer を使用して、Web サイトより資格情報を一括配信します。 

 

1. 画面左の【請求前資格確認】ボタンを

クリックします。 

【請求前資格確認】ボタンの下に、【資格情報

配信】・【返戻情報送信】・【送信状況】・【結果

情報取得】ボタンが表示されます。 

 

2. 【資格情報配信】ボタンをクリックし

ます。 

「資格情報一括配信状況」画面が表示されま

す。 

画面下部にメッセージが表示された場合

の操作は、「■「資格情報一括配信状況」

画面にメッセージが表示された場合」 
（P.288）を参照してください。 
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3. 【配信】ボタンをクリックします。 

「 新のプログラムを確認しています。」と表

示され、その後、「配信先フォルダ選択」画面

が表示されます。 

 

ファイルサイズは、各項目単位に端数整理をし

ているので、合計が不一致になる場合がありま

す。 

 
 
 

 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

・処理を中止するには、【中止】ボタンをクリッ

クしてください。 

・この画面は、パソコンの環境によって表示さ

れない場合もあります。 
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4. 資格情報を保存するフォルダを指定

し、【OK】ボタンをクリックします。 

「資格情報の配信中です。」と表示され、資格

情報の配信が完了すると、完了メッセージが

表示されます。 

 

・資格情報を保存するフォルダには、自動的に

「処理年月」名のフォルダが作成されます。

「処理年月」のフォルダ名の例 

「42208」：平成 22 年 8 月処理分 

・フォルダ名の先頭の数字は、年号を意味しま

す。 

・「処理年月」名のフォルダ内に、自動的に資格

情報の配信データを保存する「1」フォルダが

作成されます。 

・本書では、「資格情報」フォルダを事前にデス

クトップ上に作成しています。 

・フォルダを指定しない場合は、C ドライブに

保存されます。 

 

 

・現在配信中のファイル順番／総配信ファイル

数が表示されます。 

・配信を中止するには、【中止】ボタンをクリッ

クしてください。この場合、次に配信を行う

ときは、選択したフォルダに存在しない資格

情報のみ配信されます。 

 

5. 【OK】ボタンをクリックします。 

「資格情報一括配信状況」画面に戻ります。 
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6. 資格情報一括配信状況を確認します。 

配信先に指定したフォルダに、資格情報が保

存されます。 

 

・「配信状況」欄には、初回配信の終了日時が表

示されます。 

・CSV ファイルをすべて配信した場合に、【配信】

ボタンが【再配信】ボタンに変わります。 

 

 

フォルダ構成については、「■フォルダ構

成と CSV ファイルについて」（P.290）を

参照してください。 
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■「資格情報一括配信状況」画面にメッセージが表示された場合 

「資格情報一括配信状況」画面の下部に、以下のいずれか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。 
この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からのアドオン’RClkjsDeliverer.cab’をインストールしようとし

ています。 
 

この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からの’RClkjsDeliverer.cab’アドオンをインストールしようとし

ています。 
 

Internet Explorer によって、この Web サイトによる ActiveX コントロールのインストールがブロックされました。 

 

上記のメッセージは、初回時、またはオンライン請求システムのプログラム変更を行った際に

表示されることがあります。 

 

1. 画面下部の【インストール】ボタンを

クリックします。 

再表示メッセージが表示されます。 

 

2. 【再試行】ボタンをクリックします。 

「トップページ」画面に戻ります。 

 

3. 再度【資格情報配信】ボタンをクリッ

クします。 

「セキュリティの警告」画面が表示されます。 
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4. 【インストールする】ボタンをクリッ

クします。 

プログラムがインストールされます。 

インストールが終了すると、「資格情報一

括配信状況」画面が表示されます。引き続

き、「15.2.1.1 Internet Explorer の場合」の

手順3（P.285）に戻り、操作を行ってくだ

さい。 
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■フォルダ構成と CSV ファイルについて 

資格情報を一括配信すると、指定したフォルダの中に処理年月のフォルダが作成され、

その中に「1」というフォルダが作成されます。この「1」フォルダに CSV ファイルが

格納されます。 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

1 ファイルあたり 50 万レコードを超えると、ファイルが分割されます。 

 

資格情報（保険者 A）CSV ファイル 

資格情報（保険者 B）CSV ファイル 

資格情報（保険者 C）CSV ファイル 

処理年月のフォルダ 

配信先のフォルダ 

1（固定）のフォルダ 
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15.2.1.2 Microsoft Edge（HTML）の場合 

Microsoft Edge（HTML）を使用して、Web サイトより資格情報を一括配信します。 

 

・ダウンロードが完了するまで、ログアウトやブラウザの終了は行わないでください。 

 

1. 画面左の【請求前資格確認】ボタンを

クリックします。 

【請求前資格確認】ボタンの下に、【資格情報

配信】・【返戻情報送信】・【送信状況】・【結果

情報取得】ボタンが表示されます。 

 

2. 【資格情報配信】ボタンをクリックし

ます。 

「資格情報一括配信状況」画面が表示されま

す。 

 

 

3. 【配信】ボタンをクリックします。 

ダウンロードが開始されます。 

 

ファイルサイズは、各項目単位に端数整理をし

ているので、合計が不一致になる場合がありま

す。 



15 一括提供先保険者の場合 

 ・292・ 

 

4. 【保存】ボタン右の【Λ】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。 
 

 

5. 保存先フォルダを指定し、【保存】ボ

タンをクリックします。 

 
・資格情報ファイル(圧縮)のファイル名は、ロ

グインユーザ ID_SHIKAKU_ 処理年月 (西

暦).ZIP となります。 

「資格情報ファイル」のファイル名の例 

XXXXXXXX_SHIKAKU_YYYYMM. ZIP 

「XXXXXXXX」：ログインユーザ ID 

「YYYYMM」：処理年月 

 

 

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。「資格情報一括配信状況」

画面に戻ります。 

 

 

6. ダウンロード完了メッセージが表示さ

れたことを確認し、【×】ボタンをク

リックします。 

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」

（P.294）を参照してください。 
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7. 資格情報一括配信状況を確認します。 

配信先に指定したフォルダに、資格情報が保

存されます。 

 

・「配信状況」欄には、初回配信の終了日時が表

示されます。 

・CSV ファイルをすべて配信した場合に、【配信】

ボタンが【再配信】ボタンに変わります。 

 

 

フォルダ構成については、「■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」（P.295）を参照してください。 
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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。 
ここでは例として、Windows 10 での解凍方法を示します。 

 

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、指定したフォルダの中

に CSV 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については、「■

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」（P.295）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処理年月のフォルダが作成され、

その中に「1」というフォルダが作成されます。この「1」フォルダに CSV ファイルが

格納されます。 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

1 ファイルあたり 50 万レコードを超えると、ファイルが分割されます。 

資格情報（保険者 A）CSV ファイル 

資格情報（保険者 B）CSV ファイル 

資格情報（保険者 C）CSV ファイル 

処理年月のフォルダ 

配信先のフォルダ 

1（固定）のフォルダ 
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15.2.1.3 Microsoft Edge（Chromium）の場合 

Microsoft Edge（Chromium）を使用して、Web サイトより資格情報を一括配信します。 

 

・ダウンロードが完了するまで、ログアウトやブラウザの終了は行わないでください。 

 

1. 画面左の【請求前資格確認】ボタンを

クリックします。 

【請求前資格確認】ボタンの下に、【資格情報

配信】・【返戻情報送信】・【送信状況】・【結果

情報取得】ボタンが表示されます。 

 

2. 【資格情報配信】ボタンをクリックし

ます。 

「資格情報一括配信状況」画面が表示されま

す。 

 

 

3. 【配信】ボタンをクリックします。 

ダウンロードが開始されます。 
 

 
ファイルはダウンロードフォルダに保存されま

す。 

 

ファイルサイズは、各項目単位に端数整理をし

ているので、合計が不一致になる場合がありま

す。 
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4. 画面右上に【↓】ボタンが表示され、

ダウンロードが完了したことを確認し

ます。 

 

【↓】ボタンをクリックすると、「ダウンロード

履歴」画面が表示されます。 

 

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」

（P.298）を参照してください。 

 

 
・資格情報ファイル(圧縮)のファイル名は、ロ

グインユーザ ID_SHIKAKU_ 処理年月 (西

暦).ZIP となります。 

「資格情報ファイル」のファイル名の例 

XXXXXXXX_SHIKAKU_YYYYMM. ZIP 

「XXXXXXXX」：ログインユーザ ID 

「YYYYMM」：処理年月 

 

5. 資格情報一括配信状況を確認します。 

配信先に指定したフォルダに、資格情報が保

存されます。 

 

・「配信状況」欄には、初回配信の終了日時が表

示されます。 

・CSV ファイルをすべて配信した場合に、【配信】

ボタンが【再配信】ボタンに変わります。 

 

フォルダ構成については、「■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」（P.299）を参照してください。 
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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。 
ここでは例として、Windows 10 での解凍方法を示します。 

 

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、指定したフォルダの中

に CSV 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については、「■

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」（P.299）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処理年月のフォルダが作成され、

その中に「1」というフォルダが作成されます。この「1」フォルダに CSV ファイルが

格納されます。 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

1 ファイルあたり 50 万レコードを超えると、ファイルが分割されます。 

 

 

資格情報（保険者 A）CSV ファイル 

資格情報（保険者 B）CSV ファイル 

資格情報（保険者 C）CSV ファイル 

処理年月のフォルダ 

配信先のフォルダ 

1（固定）のフォルダ 
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15.2.2 資格情報一括配信の状況を確認する 

一括提供希望保険者の資格情報一括配信状況を確認します。 

 

1. 画面左の【請求前資格確認】ボタンを

クリックします。 

【請求前資格確認】ボタンの下に、【資格情報

配信】・【返戻情報送信】・【送信状況】・【結果

情報取得】ボタンが表示されます。 

 

2. 【資格情報配信】ボタンをクリックし

ます。 

「資格情報一括配信状況」画面が表示されま

す。 

 

3. 【明細】ボタンをクリックします。 

「資格情報一括配信状況一覧」画面が表示さ

れます。 
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4. 確認したい一括提供希望保険者の「名

称」（リンク文字列）をクリックしま

す。 

選択した一括提供希望保険者の「資格情報配

信状況」画面が表示され、配信状況を確認で

きます。 

 

処理を中止するには、【戻る】ボタンをクリック

してください。手順3の「資格情報一括配信状況」

画面（P.300）に戻ります。 

 

 

【戻る】ボタンをクリックすると「資格情報一

括配信状況一覧」画面に戻ります。 

一括提供希望保険者ごとに資格情報を配

信する場合は、「6.1 資格情報を配信する」

（P.63）を参照してください。 
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15.3 返戻情報送信を Web サイトから行う 

15.3.1 返戻情報を送信する 

返戻情報を Web サイトへ一括送信します。 

 

・返戻情報は、保険者単位で 1 回のみ送信が可能です。 

・同じ保険者の情報を再送信したい場合は、返戻情報の取消を行った後、再度送信してくださ

い。 

・返戻情報の取消は、返戻情報を送信した当日中のみ可能です。送信翌日は「受付済」となり

取消できませんのでご注意ください。 

 

「トップページ」画面で【返戻情報送信】ボタンをクリックした際に、次のようなメッセージ

が表示されることがあります。 

●実施機関の場合 

 
 
●請求前資格確認の開始届が提出されていない場合 

 
 
●資格情報が存在しない場合 

 
 
●未配信の資格情報が 1 件以上存在する場合 

 
 
上記のメッセージが表示された場合は、返戻情報送信の機能は利用できません。 

以降の処理は、ご使用のブラウザに合わせて、以下の項目を参照してください。 

・「15.3.1.1 Internet Explorer の場合」（P.303） 
・「15.3.1.2 Microsoft Edge（HTML）の場合」（P.311） 
・「15.3.1.3 Microsoft Edge（Chromium）の場合」（P.316） 
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15.3.1.1 Internet Explorer の場合 

Internet Explorer を使用して、返戻情報を Web サイトへ一括送信します。 

 

1. 画面左の【請求前資格確認】ボタンを

クリックします。 

【請求前資格確認】ボタンの下に、【資格情報

配信】・【返戻情報送信】・【送信状況】・【結果

情報取得】ボタンが表示されます。 

 

2. 【返戻情報送信】ボタンをクリックし

ます。 

「返戻情報送信」画面が表示されます。 

画面下部にメッセージが表示された場合

の操作は、「■「返戻情報送信」画面にメ

ッセージが表示された場合」（P.308）を参

照してください。 
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3. 【実行】ボタンをクリックします。 

「 新のプログラムを確認しています。」と表

示され、その後、読込み先を選択する画面が

表示されます。 
 
 

 

 

 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 
 
 
 
 
 
 

 

・処理を中止するには、【中止】ボタンをクリッ

クしてください。 

・この画面は、パソコンの環境によって表示さ

れない場合もあります。 
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■読込み先が媒体の場合 

 

4. 読込み先を選択します。 

読込み先には、「媒体」と「フォルダ」の 2
種類があります。 

 

①媒体をパソコンのドライブに挿入します。 

②「媒体」を選択し、読込み先のドライブを選択

します。 

 

・媒体が MO の場合は、読込み先のドライブに「リ

ムーバブルディスク」を選択してください。 

・「媒体」のリストに「リムーバブルディスク」

が表示されない場合は、【中止】ボタンをクリ

ックし、再度、手順3の「返戻情報送信」画面

で【実行】ボタンをクリックしてください。 

■読込み先がフォルダの場合 

 

 

①「フォルダ」を選択し、【参照】ボタンをクリ

ックします。 

 

フォルダは 2 階層下までのサブフォルダを対象

とします。 

 

②返戻情報を保存しているフォルダを選択し、

【OK】ボタンをクリックします。 
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5. 【読込】ボタンをクリックします。 

「返戻情報を読込中です。」と表示され、返戻

情報の読込みが完了すると、終了メッセージ

が表示されます。 
 

 

 

 

 

 

 
処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。手順3の「返戻情報送信」画面 

（P.304）に戻ります。 

読込み処理中に返戻情報の確認メッセー

ジが表示された場合の操作は、「■読込み

中に返戻情報の確認メッセージが表示さ

れた場合」（P.310）を参照してください。 

 

 

6. 【送信】ボタンをクリックします。 

「返戻情報を送信中です。」と表示され、返戻

情報の送信が完了すると、完了メッセージが

表示されます。 
 
 
 
 
 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。手順3の「返戻情報送信」画面 

（P.304）に戻ります。 
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7. 【OK】ボタンをクリックします。 

「返戻情報一括送信状況」画面が表示され、

送信状況が確認できます。 

 

 

「返戻情報一括送信状況」画面は、「トップペー

ジ」画面の【請求前資格確認】ボタンから【送

信状況】ボタンをクリックして表示することも

できます。 

「返戻情報送信一括状況」画面の詳細は、

「■「返戻情報一括送信状況」画面の説明」

（P.324）を参照してください。 
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■「返戻情報送信」画面にメッセージが表示された場合 

「返戻情報送信」画面の下部に、以下のいずれか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。 
この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からのアドオン’RClhjsUploader.cab’をインストールしようとし

ています。 

この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からの’RClhjsUploader.cab’アドオンをインストールしようとし

ています。 

Internet Explorer によって、この Web サイトによる ActiveX コントロールのインストールがブロックされました。 

 

上記のメッセージは、初回利用時、またはオンライン請求システムのプログラム変更を行った際に

表示されることがあります。 

 

1. 画面下部の【インストール】ボタンを

クリックします。 

再表示メッセージが表示されます。 
 

 

2. 【再試行】ボタンをクリックします。 

「トップページ」画面に戻ります。 

 

3. 再度【返戻情報送信】ボタンをクリッ

クします。 

「セキュリティの警告」画面が表示されます。 
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4. 【インストールする】ボタンをクリッ

クします。 

プログラムがインストールされます。 

インストールが終了すると、「返戻情報送

信」画面が表示されます。引き続き、

「15.3.1 返戻情報を送信する」の手順3 
（P.304）に戻り、操作を行ってください。 
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■読込み中に返戻情報の確認メッセージが表示された場合 

「返戻情報送信」画面で【読込】ボタンをクリックした後、確認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。 

 

①【スキップ】ボタン 

該当する保険者の返戻情報を除いて送信する場合は、【スキップ】ボタンをクリックし

ます。 

 

②【読込継続】ボタン 

該当する保険者の返戻情報を含んで送信する場合は、【読込継続】ボタンをクリックし

ます。 

 

③【中止】ボタン 

処理を中止する場合は、【中止】ボタンをクリックします。「15.3.1 返戻情報を送信する」

手順3の「返戻情報送信」画面（P.304）に戻ります。（これまでに読み込んだ保険者デー

タは破棄されます）。 
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15.3.1.2 Microsoft Edge（HTML）の場合 

Microsoft Edge（HTML）を使用して、返戻情報を Web サイトへ一括送信します。 

 

1. 画面左の【請求前資格確認】ボタンを

クリックします。 

【請求前資格確認】ボタンの下に、【資格情報

配信】・【返戻情報送信】・【送信状況】・【結果

情報取得】ボタンが表示されます。 

 

2. 【返戻情報送信】ボタンをクリックし

ます。 

「返戻情報送信」画面が表示されます。 

 

 

3. 【実行】ボタンをクリックします。 

「返戻情報送信選択読込」画面が表示されま

す。 
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4. 【参照】ボタンをクリックします。 

返戻情報ファイルを選択する画面が表示され

ます。 
 

 

【参照】ボタンは読込み済ファイルが存在する

場合、非活性となります。 

5. 読込みフォルダを選択し、【フォルダ

ーの選択】ボタンをクリックします。 

 
 

ファイルは表示されませんが、問題ありません。 

 

 

処理を中止するには【中止】ボタンをクリック

してください。 

読込み処理中に返戻情報の確認メッセー

ジが表示された場合の操作は、「■読込み

中に返戻情報の確認メッセージが表示さ

れた場合」（P.315）を参照してください。 

 

送信したい返戻情報ファイルが読込み済ファ

イル一覧に表示されていることを確認しま

す。 
 

 

読込み済の返戻情報ファイルをリセットしたい

場合は、【クリア】ボタンをクリックしてくださ

い。 
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6. 【送信】ボタンをクリックします。 

送信確認メッセージが表示されます。 
 

 

【OK】ボタンをクリックし、送信を開始しま

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。 

 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 
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7. 【OK】ボタンをクリックします。 

返戻情報ファイル送信完了のメッセージが表

示されます。 
 
「返戻情報一括送信状況」画面が表示され、

送信状況が確認できます。 

 

 

 

「返戻情報一括送信状況」画面は、「トップペー

ジ」画面の【請求前資格確認】ボタンから【送

信状況】ボタンをクリックして表示することも

できます。 

「返戻情報送信一括状況」画面の詳細は、

「■「返戻情報一括送信状況」画面の説明」

（P.324）を参照してください。 
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■読込み中に返戻情報の確認メッセージが表示された場合 

読込みファイルを選択し、【フォルダーの選択】ボタンをクリックした後、確認メッセ

ージが表示された場合の操作について説明します。 

 
①【スキップ】ボタン 

該当する保険者の返戻情報を除いて読込みを継続する場合は、【スキップ】ボタンをク

リックします。 

 

②【読込継続】ボタン 

該当する保険者の返戻情報を含んで読込みを継続する場合は、【読込継続】ボタンをク

リックします。 

 

③【中止】ボタン 

処理を中止する場合は、【中止】ボタンをクリックします。「15.3.1 返戻情報を送信する」

手順3の「返戻情報送信」画面（P.311）に戻ります。（これまでに読み込んだ保険者データ

は破棄されます）。 
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15.3.1.3 Microsoft Edge（Chromium）の場合 

Microsoft Edge（Chromium）を使用して、返戻情報を Web サイトへ一括送信します。 

 

1. 画面左の【請求前資格確認】ボタンを

クリックします。 

【請求前資格確認】ボタンの下に、【資格情報

配信】・【返戻情報送信】・【送信状況】・【結果

情報取得】ボタンが表示されます。 

 

2. 【返戻情報送信】ボタンをクリックし

ます。 

「返戻情報送信」画面が表示されます。 

 

 

3. 【実行】ボタンをクリックします。 

「返戻情報送信選択読込」画面が表示されま

す。 
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4. 【参照】ボタンをクリックします。 

返戻情報ファイルを選択する画面が表示され

ます。 
 

 

【参照】ボタンは読込み済ファイルが存在する場

合、非活性となります。 

5. 読込みフォルダを選択し、【アップロー

ド】ボタンをクリックします。 

 
 

ファイルは表示されませんが、問題ありません。 
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6. 【アップロード】ボタンをクリックし、

アップロードを開始します。 

 

 

処理を中止するには【中止】ボタンをクリックし

てください。 

読込み処理中に返戻情報の確認メッセージ

が表示された場合の操作は、「■読込み中に

返戻情報の確認メッセージが表示された場

合」（P.321）を参照してください。 

 

送信したい返戻情報ファイルが読込み済ファ

イル一覧に表示されていることを確認します。 
 

 

読込み済の返戻情報ファイルをリセットしたい場

合は、【クリア】ボタンをクリックしてください。 
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7. 【送信】ボタンをクリックします。 

送信確認メッセージが表示されます。 
 

 

【OK】ボタンをクリックし、送信を開始しま

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。 

 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 
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8. 【OK】ボタンをクリックします。 

返戻情報ファイル送信完了のメッセージが表

示されます。 
 
「返戻情報一括送信状況」画面が表示され、

送信状況が確認できます。 

 

 

 

「返戻情報一括送信状況」画面は、「トップペー

ジ」画面の【請求前資格確認】ボタンから【送

信状況】ボタンをクリックして表示することも

できます。 

「返戻情報送信一括状況」画面の詳細は、

「■「返戻情報一括送信状況」画面の説明」

（P.324）を参照してください。 
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■読込み中に返戻情報の確認メッセージが表示された場合 

読込みファイルを選択し、【フォルダーの選択】ボタンをクリックした後、確認メッセ

ージが表示された場合の操作について説明します。 

 
①【スキップ】ボタン 

該当する保険者の返戻情報を除いて読込みを継続する場合は、【スキップ】ボタンをク

リックします。 

 

②【読込継続】ボタン 

該当する保険者の返戻情報を含んで読込みを継続する場合は、【読込継続】ボタンをク

リックします。 

 

③【中止】ボタン 

処理を中止する場合は、【中止】ボタンをクリックします。「15.3.1 返戻情報を送信する」

手順3の「返戻情報送信」画面（P.311）に戻ります。（これまでに読み込んだ保険者データ

は破棄されます）。 
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15.3.2 一括送信単位で返戻情報送信状況を確認する 

一括送信単位で返戻情報の送信状況を確認します。 

 

「トップページ」画面で【送信状況】ボタンをクリックした際に、次のようなメッセージが表

示されることがあります。 

●実施機関の場合 

 
 

●請求前資格確認の開始届が提出されていない場合 

 
 

上記のメッセージが表示された場合は、送信状況の機能は利用できません。 
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15.3.2.1「返戻情報一括送信状況」画面を表示する 

「返戻情報一括送信状況」画面を表示します。 

「返戻情報一括送信状況」画面では、一括送信した単位での送信状況が確認できます。 

 

1. 画面左の【請求前資格確認】ボタンを

クリックします。 

【請求前資格確認】ボタンの下に、【資格情報

配信】・【返戻情報送信】・【送信状況】・【結果

情報取得】ボタンが表示されます。 

 

2. 【送信状況】ボタンをクリックします。 

「返戻情報一括送信状況」画面が表示されま

す。 

 

「返戻情報一括送信状況」画面の詳細は、

「■「返戻情報一括送信状況」画面の説明」

（P.324）を参照してください。 

送信状況が赤字で表示された場合は、 
「■赤字で表示された送信状況について」 
（P.326）を参照してください。 
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■「返戻情報一括送信状況」画面の説明 

「返戻情報一括送信状況」画面に表示される「送信状況」の内容は、返戻情報を送信

した当日と翌日とで異なります。 

 

≪送信当日に表示される画面≫ 

 

 

≪送信翌日に表示される画面≫ 

 

 

画面の操作説明 

（Ａ）【最新状況に更新】ボタンをクリックすると、表示時刻が更新され、最新の「返戻情報一括

送信状況」画面が表示されます。 

（Ｂ）【保険者一覧】ボタンをクリックすると、「返戻情報保険者一覧」画面が表示されます。 

（Ｃ）送信当日は、送信を取消すことができるため「送信状況」欄に【取消】ボタンが表示されま

す。送信翌日は、「受付済」となり取消しができないため【取消】ボタンは表示されません。 
【取消】ボタンの操作方法については、「15.3.2.2 送信を取消す」（P.327）を参照してくだ

さい。 

（Ｄ）【明細表示】ボタンをクリックすると、「返戻情報一括送信状況一覧」画面が表示されます。 

（Ａ） 

（Ｂ） 

（Ｃ） 

（Ｄ） 

（Ａ） 

（Ｂ） 

（Ｃ） 

（Ｄ） 
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画面の項目説明 

●一括送信 

 日付 返戻情報の一括送信を行った日付を表示します。 

 回数 返戻情報の一括送信を行った回数を表示します。 

●ファイル数 

 送信した返戻情報のファイル数を表示します。 

●返戻情報 

 送信件数 送信した返戻情報のデータの件数を表示します。 

 受付件数 
送信したデータのうち、受付けられたデータの件数を表示します。  
※処理中の場合は「－」で表示します。 

 
受付不能 
件数 

送信したデータのうち、エラーとなったデータの件数を表示します。  
※処理中の場合は「－」で表示します。 

●送信状況 

 処理中 「受付処理中」の状態です。 

 送信済 送信が完了した状態です。送信した当日に表示されます。 

 受付済 送信したデータの受付が完了した状態です。送信した翌日に表示されます。 

 受付無効 送信したデータがすべて受付不能（エラー）の状態です。 

 取消済 送信したデータがすべて取消された状態です。 
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■赤字で表示された送信状況について 

返戻情報を送信する際に、確認メッセージが表示された送信回の送信状況は赤字で表

示され、また、画面上にも確認のためのメッセージが表示されます。 

なお、送信状況が「送信済」または「受付済」の時のみ表示されます。 
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15.3.2.2 送信を取消す 

送信の完了した返戻情報を取消します。 

 

返戻情報の取消は、返戻情報を送信した当日中のみ可能です。送信翌日は「受付済」となり取

消できませんのでご注意ください。 

 

1. 画面左の【請求前資格確認】ボタンを

クリックします。 

【請求前資格確認】ボタンの下に、【資格情報

配信】・【返戻情報送信】・【送信状況】・【結果

情報取得】ボタンが表示されます。 

 

2. 【送信状況】ボタンをクリックします。 

「返戻情報一括送信状況」画面が表示されま

す。 
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3. 削除したい送信回の【取消】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。 

 

4. 【OK】ボタンをクリックします。 

返戻情報の取消が完了し、送信状況に「取消

済」と表示されます。 

 

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。手順3の「返戻情報一括送

信状況」画面に戻ります。 
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15.3.2.3 「返戻情報一括送信状況一覧」画面を表示する 

「返戻情報一括送信状況一覧」画面を表示します。 

「返戻情報一括送信状況一覧」画面では、送信状況の詳細が確認できます。 

 

1. 「返戻情報一括送信状況」画面で【明

細表示】ボタンをクリックします。 

「返戻情報一括送信状況一覧」画面が表示さ

れ、保険者ごとの返戻情報送信状況が確認で

きます。 
 

 

「返戻情報一括送信状況一覧」画面の詳細

は、「■「返戻情報一括送信状況一覧」画

面の説明」（P.330）を参照してください。 

送信状況が赤字で表示された場合は、 
「■赤字で表示された送信状況について」 
（P.332）を参照してください。 
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■「返戻情報一括送信状況一覧」画面の説明 

「返戻情報一括送信状況一覧」画面に表示される「送信状況」の内容は、返戻情報を

送信した当日と翌日とで異なります。 

 

≪送信当日に表示される画面≫ 

 
 

≪送信翌日に表示される画面≫ 

 
 

画面の操作説明 

（Ａ）【最新状況に更新】ボタンをクリックすると、表示時刻が更新され、最新の「返戻情報一括

送信状況一覧」画面が表示されます。 

（Ｂ）【帳票ダウンロード】ボタンをクリックすると、「返戻情報一括帳票ダウンロード」画面が表

示されます。 

（Ｃ）「返戻情報一括送信状況」画面に戻る場合は、【戻る】ボタンをクリックします。 

（Ｄ）送信当日は、送信を取消すことができるため「送信状況」欄に【取消】ボタンが表示されま

す。送信翌日は、「受付済」となり取消しができないため【取消】ボタンは表示されません。 

【取消】ボタンの操作方法については、「15.3.2.4 保険者ごとに送信を取消す」（P.333）を

参照してください。 

（Ａ） 

（Ｂ） （Ｃ） 

（Ｄ） 

（Ａ） 

（Ｂ） （Ｃ） 

（Ｄ） 
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画面の項目説明 

●一括送信 

 日付 返戻情報の一括送信を行った日付を表示します。 

 回数 返戻情報の一括送信を行った回数を表示します。 

●送信回 

 保険者単位で、返戻情報の送信を行った回数を表示します。 

●保険者番号 

 保険者の保険者番号を表示します。 

●名称 

 保険者の名称を表示します。 

●資格情報件数 

 配信した資格情報のデータ件数を表示します。 

●返戻情報 

 送信件数 送信した返戻情報のデータの件数を表示します。 

 受付件数 
送信したデータのうち、受付けられたデータの件数を表示します。 
※処理中の場合は「－」で表示します。 

 
受付不能 
件数 

送信したデータのうち、エラーとなったデータの件数を表示します。 
※処理中の場合は「－」で表示します。 

●返戻率 

 
送信した返戻情報の返戻率（返戻情報送信件数/資格情報件数）を表示します。 
※処理中の場合は「－」で表示します。 

●送信状況 

 処理中 「受付処理中」の状態です。 

 送信済 送信が完了した状態です。送信した当日に表示されます。 

 受付済 送信したデータの受付が完了した状態です。送信した翌日に表示されます。 

 受付無効 送信したデータがすべて受付不能（エラー）の状態です。 

 取消済 送信したデータが取消された状態です。 
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■赤字で表示された送信状況について 

返戻情報を送信する際に、確認メッセージが表示された送信回の送信状況は赤字で表

示され、また、画面上にも確認のためのメッセージが表示されます。 

なお、送信状況が「送信済」または「受付済」の時のみ表示されます。 
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15.3.2.4 保険者ごとに送信を取消す 

送信の完了した返戻情報を取消します。 

 

返戻情報の取消は、返戻情報を送信した当日中のみ可能です。送信翌日は「受付済」となり取

消できませんのでご注意ください。 

 

1. 画面左の【請求前資格確認】ボタンを

クリックします。 

【請求前資格確認】ボタンの下に、【資格情報

配信】・【返戻情報送信】・【送信状況】・【結果

情報取得】ボタンが表示されます。 

 

2. 【送信状況】ボタンをクリックします。 

「返戻情報一括送信状況」画面が表示されま

す。 
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3. 【明細表示】ボタンをクリックします。 

「返戻情報一括送信状況一覧」画面が表示さ

れます。 

 

4. 削除したい保険者の【取消】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。 
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5. 【OK】ボタンをクリックします。 

返戻情報の取消が完了し、送信状況に「取消

済」と表示されます。 

 

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。手順4の「返戻情報一括送

信状況一覧」画面（P.334）に戻ります。 
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15.3.2.5 返戻情報送信状況を確認する 

15.3.2.5.1 送信件数を確認する 

送信した返戻情報の件数は、「返戻情報一括送信状況一覧」画面の「受付件数」欄で確

認します。受付件数の詳細は「請求前資格確認 オンライン受領書」を表示して確認し

ます。 

 

・「請求前資格確認 オンライン受領書」では、保険者ごとに送信回単位で送信件数が集計され

ます。 

・「請求前資格確認 オンライン受領書」は印刷することができます。 

・「請求前資格確認 オンライン受領書」は、送信当日は表示することはできません。 
「受付済」となる送信翌日から表示することができます。 

 

1. 「受付件数」欄の「件数」（リンク文

字列）をクリックします。 

「請求前資格確認 オンライン受領書」画面が

表示されます。 
 

 

「請求前資格確認 オンライン受領書」画

面の詳細については、『別添 印刷対象帳

票・CSV 作成対象ファイル＜保険者用＞』

を参照してください。 
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■「請求前資格確認 オンライン受領書」画面の説明 

 

 

印刷する場合は、「請求前資格確認 オンライン受領書」画面にあるプリンタのボタンをクリ

ックしてください。 
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15.3.2.5.2 エラーの件数や内容を確認する 

送信した返戻情報のエラー件数は、「返戻情報一括送信状況一覧」画面の「受付不能件

数」欄で確認します。 

エラーの内容は、「請求前資格確認 受付処理結果リスト」を表示して確認します。 

 

・「請求前資格確認 受付処理結果リスト」では、エラー内容が保険者ごとに送信回単位で確認

できます。 

・「請求前資格確認 受付処理結果リスト」は印刷することができます。 

 

1. 「受付不能件数」欄の「件数」（リン

ク文字列）をクリックします。 

「請求前資格確認 受付処理結果リスト」画面

が表示されます。 

 

「請求前資格確認 受付処理結果リスト」

画面の詳細は、『別添 印刷対象帳票・CSV 
作成対象ファイル＜保険者用＞』を参照し

てください。 
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■「請求前資格確認 受付処理結果リスト」画面の説明 

 
 

印刷する場合は、「請求前資格確認 受付処理結果リスト」画面にあるプリンタのボタンをク

リックしてください。 

 
 



15 一括提供先保険者の場合 

 ・340・ 

15.3.3 一括送信単位で返戻情報送信帳票をダウンロードする 

返戻情報送信帳票を CSV 形式または PDF 形式のファイルでダウンロードします。 

 

受付処理が終わり出力された「返戻情報送信帳票」がダウンロードの対象となります。 

■ダウンロードが可能なファイル 

ダウンロードが可能なファイルは、以下のとおりです。 

・請求前資格確認 オンライン受領書 CSV ファイル 
・請求前資格確認 受付処理結果リスト CSV ファイル 
・請求前資格確認 オンライン受領書 PDF ファイル 
・請求前資格確認 受付処理結果リスト PDF ファイル 
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15.3.3.1 「返戻情報一括帳票ダウンロード」画面を表示する 

「返戻情報一括帳票ダウンロード」画面を表示します。返戻情報送信帳票のダウンロ

ードは、「返戻情報一括帳票ダウンロード」画面から行います。 

 1. 「トップページ」画面で【請求前資格

確認】ボタン、【送信状況】ボタンの

順にクリックし、「返戻情報一括送信

状況」画面で【明細表示】ボタンをク

リックします。 

「返戻情報一括送信状況一覧」画面が表示さ

れます。 

 

2. 【帳票ダウンロード】ボタンをクリッ

クします。 

「返戻情報一括帳票ダウンロード」画面が表

示されます。 
 

 

「返戻情報一括帳票ダウンロード」画面の

詳細は、「■「返戻情報一括帳票ダウンロ

ード」画面の説明」（P.342）を参照してく

ださい。 
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■「返戻情報一括帳票ダウンロード」画面の説明 

 

画面の操作説明 

（Ａ）【全選択】ボタンをクリックすると、当該列のチェックボックスをすべて選択でき、【全解除】

ボタンをクリックすると、当該列のチェックボックスの選択をすべて解除できます。 

（Ｂ）ダウンロードが可能な保険者の「オンライン受領書」欄、「受付処理結果リスト」欄にチェ

クボックスが表示されます。 

（Ｃ）【実行】ボタンをクリックすると、選択した返戻情報送信帳票がダウンロードできます。 

（Ｄ）「返戻情報一括送信状況一覧」画面に戻る場合は、【戻る】ボタンをクリックします。 

（Ａ） 

（Ｂ） 

（Ｃ） （Ｄ） 
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15.3.3.2 返戻情報送信帳票をダウンロードする 

返戻情報送信帳票を、CSV 形式または PDF 形式のファイルでダウンロードします。 

 1. 「返戻情報一括送信状況一覧」画面で

【帳票ダウンロード】ボタンをクリッ

クします。 

「返戻情報一括帳票ダウンロード」画面が表

示されます。 

 

2. ダウンロードする帳票の「CSV」また

は「PDF」のチェックボックスをクリ

ックし、【実行】ボタンをクリックし

ます。 

画面下部に、ダウンロード確認メッセージが

表示されます。 

 

【全選択】ボタンをクリックすると、当該列

のチェックボックスをすべて選択でき、【全

解除】ボタンをクリックすると、当該列のチ

ェックボックスの選択をすべて解除できま

す。 

オンライン受領書のチェックボックスが

表示されるタイミングについては、 
「■「オンライン受領書」チェックボック

スの表示について」（P.345）を参照してく

ださい。 

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

戻情報一括帳票ダウンロード」画面にメッ

セージが表示された場合」（P.348）を参照

してください。 

 

 

 

3. 【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。手順2「返戻情報一括

帳票ダウンロード」画面に戻ります。 
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4. ファイルを保存するフォルダを指定し

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。 
 

 

5. 【×】ボタンをクリックします。 

「返戻情報一括帳票ダウンロード」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」 
（P.346）を参照してください。 

 



15.3 返戻情報送信を Web サイトから行う 

 ・345・ 

■「オンライン受領書」チェックボックスの表示について 

「オンライン受領書」のチェックボックスは、送信当日は表示されません。 

「受付済」となる送信翌日からチェックボックスが表示され、ダウンロードが可能と

なります。 

「返戻情報一括帳票ダウンロード」画面で送信状況が「受付済」となっていることを

確認してください。 

 

≪送信当日に表示される画面≫ 

 

 

≪送信翌日に表示される画面≫ 

 

 

 

送信翌日に、「返戻情報一括帳票ダウンロード」画面の「オンライン受領書」欄にチェックボ

ックスが表示されます。 
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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 または PDF 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。 
ここでは例として、Windows 10 での解凍方法を示します。 

 

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、指定したフォルダの中

に CSV または PDF 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ファイ

ルについて」（P.347）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保険者番号のフォルダが作成され

ます。このフォルダに CSV または PDF 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 

保険者番号 Aのフォルダ 

請求前資格確認 受付処理結果リスト CSV ファイル 

請求前資格確認 受付処理結果リスト PDF ファイル 

請求前資格確認 オンライン受領書 CSV ファイル 

請求前資格確認 オンライン受領書 PDF ファイル 

保険者番号 Bのフォルダ 

請求前資格確認 受付処理結果リスト CSV ファイル 

請求前資格確認 受付処理結果リスト PDF ファイル 

請求前資格確認 オンライン受領書 CSV ファイル 

請求前資格確認 オンライン受領書 PDF ファイル 
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■「返戻情報一括帳票ダウンロード」画面にメッセージが表示された場合 

「返戻情報一括帳票ダウンロード」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【請求前資格確認】、【送信状況】

ボタンから、「返戻情報一括送信状況」

画面を表示します。 

 
「返戻情報一括送信状況」画面の【明細表示】

ボタンから、「返戻情報一括送信状況一覧」画

面を表示します。 
「返戻情報一括送信状況一覧」画面の 
【帳票ダウンロード】ボタンから、「返戻情報

一括帳票ダウンロード」画面を表示し、対象

ファイルのチェックボックスを選択、【実行】

ボタンをクリックします。 
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15.3.4 保険者単位で返戻情報送信状況を確認する 

保険者単位で返戻情報の送信状況を確認します。 

 

1. 画面左の【請求前資格確認】ボタンを

クリックします。 

【請求前資格確認】ボタンの下に、【資格情報

配信】・【返戻情報送信】・【送信状況】・【結果

情報取得】ボタンが表示されます。 

 

2. 【送信状況】ボタンをクリックします。 

「返戻情報一括送信状況」画面が表示されま

す。 
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3. 【保険者一覧】ボタンをクリックしま

す。 

「返戻情報保険者一覧」画面が表示され、送

信状況を確認できます。 
 

 

 

・保険者ごとに 新の送信日、送信回、送信状

況が確認できます。 

・返戻情報の送信が行われていない保険者の送

信状況は「未送信」と表示されます。 

・【戻る】ボタンをクリックすると、「返戻情報

一括送信状況」画面に戻ります。 

送信状況が赤字で表示された場合は、 
「■赤字で表示された送信状況について」 
（P.351）を参照してください。 
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■赤字で表示された送信状況について 

返戻情報を送信する際に、確認メッセージが表示された送信回の送信状況は赤字で表

示され、また、画面上にも確認のためのメッセージが表示されます。 

なお、送信状況が「送信済」または「受付済」の時のみ表示されます。 
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15.4 結果情報を Web サイトから取得する 

 

15.4.1 結果情報を一括取得する 

Web サイトより、結果情報を一括取得します。  

なお、過去 3 か月分の結果情報の取得が可能です。 

 

「トップページ」画面で【結果情報取得】ボタンをクリックした際に、次のようなメッセージ

が表示されることがあります。 

●実施機関の場合 

 
 

●請求前資格確認の開始届が提出されていない場合 

 
 

上記のメッセージが表示された場合には、結果情報取得の機能は利用できません。 

以降の処理は、ご使用のブラウザに合わせて、以下の項目を参照してください。 

・「15.4.1.1 Internet Explorer の場合」（P.353） 
・「15.4.1.2 Microsoft Edge（HTML）の場合」（P.360） 
・「15.4.1.3 Microsoft Edge（Chromium）の場合」（P.365） 
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15.4.1.1 Internet Explorer の場合 

Internet Explorer を使用して、Web サイトより結果情報を一括取得します。 

 

1. 画面左の【請求前資格確認】ボタンを

クリックします。 

【請求前資格確認】ボタンの下に、【資格情報

配信】・【返戻情報送信】・【送信状況】・【結果

情報取得】ボタンが表示されます。 

 

2. 【結果情報取得】ボタンをクリックし

ます。 

「結果情報一括取得状況」画面が表示されま

す。 
 

画面下部にメッセージが表示された場合

の操作は、「■「結果情報一括取得状況」

画面にメッセージが表示された場合」 
（P.357）を参照してください。 
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3. 取得するデータの【取得】ボタンをク

リックします。 

「 新のプログラムを確認しています。」と表

示され、その後、「取得先フォルダ選択」画面

が表示されます。 
 

  

 
 
 

 

 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・処理を中止するには、【中止】ボタンをクリッ

クしてください。 

・この画面は、パソコンの環境によって表示さ

れない場合もあります。 
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4. 結果情報を保存するフォルダを指定

し、【OK】ボタンをクリックします。 

「結果情報の取得中です。」と表示され、結果

情報の取得が完了すると、完了メッセージが

表示されます。 

 

 

取得を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 

5. 【OK】ボタンをクリックします。 

「結果情報一括取得状況」画面に戻ります。 
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6. 取得状況を確認します。 

取得先に指定したフォルダに、結果情報が保

存されます。 

 

・「取得状況」欄には、初回取得の終了日時が表

示されます。 

・取得済の帳票の「取得」欄には【再取得】ボ

タンが表示されます。 

 

フォルダ構成については、「■フォルダ構

成と CSV ファイルについて」（P.359）を

参照してください。 
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■「結果情報一括取得状況」画面にメッセージが表示された場合 

「結果情報一括取得状況」画面の下部に、以下のいずれか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。 
この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からのアドオン’RClkjsDeliverer.cab’をインストールしようとし

ています。 
 

この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からの’RClkjsDeliverer.cab’アドオンをインストールしようとし

ています。 
 

Internet Explorer によって、この Web サイトによる ActiveX コントロールのインストールがブロックされました。 

 

上記のメッセージは、初回利用時、またはオンライン請求システムのプログラム変更を行った際に

表示されることがあります。 

 

1. 画面下部の【インストール】ボタンを

クリックします。 

再表示メッセージが表示されます。 
 

 

2. 【再試行】ボタンをクリックします。 

「トップページ」画面に戻ります。 

 

3. 再度【結果情報取得】ボタンをクリッ

クします。 

「セキュリティの警告」画面が表示されます。 
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4. 【インストールする】ボタンをクリッ

クします。 

プログラムがインストールされます。 

インストールが終了すると、「結果情報一

括取得状況」画面が表示されます。引き続

き、「15.4.1 結果情報を一括取得する」の

手順3（P.354）に戻り、操作を行ってくだ

さい。 
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■フォルダ構成と CSV ファイルについて 

結果情報を取得すると、指定したフォルダの中に処理年月のフォルダが作成され、そ

の中に「3」というフォルダが作成されます。この「3」フォルダに CSV ファイルが格

納されます。 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

1 ファイルあたり 50 万レコードを超えると、ファイルが分割されます。 

 

結果情報（保険者 A）CSV ファイル 

結果情報（保険者 B）CSV ファイル 

結果情報（保険者 C）CSV ファイル 

処理年月のフォルダ 

配信先のフォルダ 

3（固定）のフォルダ 
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15.4.1.2 Microsoft Edge（HTML）の場合 

Microsoft Edge（HTML）を使用して、Web サイトより結果情報を一括取得します。 

 

・ダウンロードが完了するまで、ログアウトやブラウザの終了は行わないでください。 

 

1. 画面左の【請求前資格確認】ボタンを

クリックします。 

【請求前資格確認】ボタンの下に、【資格情報

配信】・【返戻情報送信】・【送信状況】・【結果

情報取得】ボタンが表示されます。 

 

2. 【結果情報取得】ボタンをクリックし

ます。 

「結果情報一括取得状況」画面が表示されま

す。 
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3. 取得するデータの【取得】ボタンをク

リックします。 

ダウンロードが開始されます。 
 

4. 【保存】ボタン右の【Λ】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。 
 

 

5. 保存先フォルダを指定し、【保存】ボ

タンをクリックします。 

 

・結果情報ファイル（圧縮）のファイル名は、

ログインユーザ ID_KEKKA_処理年月（西

暦）.ZIP となります。 

「結果情報ファイル」のファイル名の例 

XXXXXXXX_KEKKA_YYYYMM.ZIP 

「XXXXXXXX」：ログインユーザ ID 

「YYYYMM」：処理年月 

 

 

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。「結果情報一括配信状況」

画面に戻ります。 
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6. ダウンロード完了メッセージが表示さ

れたことを確認し、【×】ボタンをク

リックします。 

 

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」（P.363）
を参照してください。 

 

7. 取得状況を確認します。 

取得先に指定したフォルダに、結果情報が保

存されます。 

 

・「取得状況」欄には、初回取得の終了日時が表

示されます。 

・取得済の帳票の「取得」欄には【再取得】ボ

タンが表示されます。 

 

フォルダ構成については、「■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」（P.364）を参照してください。 
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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 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。 
ここでは例として、Windows 10 での解凍方法を示します。 

 

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、指定したフォルダの中

に CSV 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については、「■

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」（P.364）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処理年月のフォルダが作成され、

その中に「3」というフォルダが作成されます。この「3」フォルダに CSV ファイルが

格納されます。 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

1 ファイルあたり 50 万レコードを超えると、ファイルが分割されます。 

結果情報（保険者 A）CSV ファイル 

結果情報（保険者 B）CSV ファイル 

結果情報（保険者 C）CSV ファイル 

処理年月のフォルダ 

取得先のフォルダ 

3（固定）のフォルダ 
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15.4.1.3 Microsoft Edge（Chromium）の場合 

Microsoft Edge（Chromium）を使用して、Web サイトより結果情報を一括取得します。 

 

・ダウンロードが完了するまで、ログアウトやブラウザの終了は行わないでください。 

 

1. 画面左の【請求前資格確認】ボタンを

クリックします。 

【請求前資格確認】ボタンの下に、【資格情報

配信】・【返戻情報送信】・【送信状況】・【結果

情報取得】ボタンが表示されます。 

 

2. 【結果情報取得】ボタンをクリックし

ます。 

「結果情報一括取得状況」画面が表示されま

す。 
 

 

 

3. 取得するデータの【取得】ボタンをク

リックします。 

ダウンロードが開始されます。 
 

 
ファイルはダウンロードフォルダに保存されま

す。 
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4. 画面右上に【↓】ボタンが表示され、

ダウンロードが完了したことを確認し

ます。 

 

 

【↓】ボタンをクリックすると、「ダウンロード

履歴」画面が表示されます。 

 

 

・結果情報ファイル（圧縮）のファイル名は、

ログインユーザ ID_KEKKA_処理年月（西

暦）.ZIP となります。 

「結果情報ファイル」のファイル名の例 

XXXXXXXX_KEKKA_YYYYMM.ZIP 

「XXXXXXXX」：ログインユーザ ID 

「YYYYMM」：処理年月 
 

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」（P.367）
を参照してください。 

 

5. 取得状況を確認します。 

取得先に指定したフォルダに、結果情報が保

存されます。 

 

・「取得状況」欄には、初回取得の終了日時が表

示されます。 

・取得済の帳票の「取得」欄には【再取得】ボ

タンが表示されます。 

 

フォルダ構成については、「■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」（P.368）を参照してください。 
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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 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。 
ここでは例として、Windows 10 での解凍方法を示します。 

 

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、指定したフォルダの中

に CSV 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については、「■

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」（P.368）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処理年月のフォルダが作成され、

その中に「3」というフォルダが作成されます。この「3」フォルダに CSV ファイルが

格納されます。 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

1 ファイルあたり 50 万レコードを超えると、ファイルが分割されます。 

結果情報（保険者 A）CSV ファイル 

結果情報（保険者 B）CSV ファイル 

結果情報（保険者 C）CSV ファイル 

処理年月のフォルダ 

取得先のフォルダ 

3（固定）のフォルダ 
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15.4.2 結果情報一括取得の状況を確認する 

一括提供希望保険者の結果情報一括取得状況を確認します。 

 

1. 画面左の【請求前資格確認】ボタンを

クリックします。 

【請求前資格確認】ボタンの下に、【資格情報

配信】・【返戻情報送信】・【送信状況】・【結果

情報取得】ボタンが表示されます。 

 

2. 【結果情報取得】ボタンをクリックし

ます。 

「結果情報一括取得状況」画面が表示されま

す。 

  

3. 【明細】ボタンをクリックします。 

「結果情報一括取得状況一覧」画面が表示さ

れます。 
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4. 確認したい一括提供希望保険者の「名

称」（リンク文字列）をクリックしま

す。 

選択した一括提供希望保険者の「結果情報取

得状況」画面が表示され、取得状況を確認で

きます。 

 

処理を中止するには、【戻る】ボタンをクリック

してください。手順3の｢結果情報一括取得状況｣

画面（P.369）に戻ります。 

 

 

 

【戻る】ボタンをクリックすると、「結果情報一

括取得状況一覧」画面に戻ります。 

一括提供希望保険者ごとに結果情報を取

得する場合は、「8.1 結果情報を取得する」

（P.120）を参照してください。 
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15.5 再審査請求前資格確認要求を Web サイトから行う 

15.5.1 資格確認要求を送信する 

資格確認要求ファイルを Web サイトへ一括送信します。 

以降の処理は、ご使用のブラウザに合わせて、以下の項目を参照してください。 

・「15.5.1.1 Internet Explorer の場合」（P.372） 
・「15.5.1.2 Microsoft Edge（HTML）の場合」（P.380） 
・「15.5.1.3 Microsoft Edge（Chromium）の場合」（P.384） 
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15.5.1.1 Internet Explorer の場合 

Internet Explorer を使用して、資格確認要求情報を Web サイトへ一括送信します。 

 

1. 画面左の【再審査請求前資格確認】ボ

タンをクリックします。 

【再審査請求前資格確認】ボタンの下に、【資

格確認要求】・【送信状況】・【結果情報取得】

ボタンが表示されます。 

 

2. 【資格確認要求】ボタンをクリックし

ます。 

「資格確認要求」画面が表示されます。 

画面下部にメッセージが表示された場合

の操作は、「■「資格確認要求」画面にメ

ッセージが表示された場合」（P.377）を参

照してください。 
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3. 【実行】ボタンをクリックします。 

「 新のプログラムを確認しています。」と表

示され、その後、読込み先を選択する画面が

表示されます。 
 
 

 

 

 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 
 
 
 
 
 
 

 

・処理を中止するには、【中止】ボタンをクリッ

クしてください。 

・この画面は、パソコンの環境によって表示さ

れない場合もあります。 
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■読込み先が媒体の場合 

 

4. 読込み先を選択します。 

読込み先には、「媒体」と「フォルダ」の 2
種類があります。 

 

①媒体をパソコンのドライブに挿入します。 

②「媒体」を選択し、読込み先のドライブを選択

します。 

 

・媒体が MO の場合は、読込み先のドライブに「リ

ムーバブルディスク」を選択してください。 

・「媒体」のリストに「リムーバブルディスク」

が表示されない場合は、【中止】ボタンをクリ

ックし、再度、手順3の「資格確認要求」画面

で【実行】ボタンをクリックしてください。 

■読込み先がフォルダの場合 

 

 

①「フォルダ」を選択し、【参照】ボタンをクリ

ックします。 

 

フォルダは 2 階層下までのサブフォルダを対象

とします。 

 

②資格確認要求情報を保存しているフォルダを

選択し、【OK】ボタンをクリックします。 

 

フォルダ構成については、「■フォルダ構

成と CSV ファイルについて」（P.379）を

参照してください。 
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5. 【読込】ボタンをクリックします。 

「資格確認要求情報を読込中です。」と表示さ

れ、資格確認要求情報の読込みが完了すると、

終了メッセージが表示されます。 
 

 

 

 

 

 

 
処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。手順3の「資格確認要求」画面

（P.373）に戻ります。 

 

 

6. 【送信】ボタンをクリックします。 

「資格確認要求情報を送信中です。」と表示さ

れ、資格確認要求情報の送信が完了すると、

完了メッセージが表示されます。 
 
 
 
 
 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。手順3の「資格確認要求」画面

（P.373）に戻ります。 
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7. 【OK】ボタンをクリックします。 

「資格確認要求一括送信状況」画面が表示さ

れ、送信状況が確認できます。 

 

 

「資格確認要求一括送信状況」画面は、「トップ

ページ」画面の【再審査請求前資格確認】ボタ

ンから【送信状況】ボタンをクリックして表示

することもできます。 

「資格確認要求一括送信状況」画面の詳細

は、「■「資格確認要求一括送信状況」画

面の説明」（P.390）を参照してください。 
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■「資格確認要求」画面にメッセージが表示された場合 

「資格確認要求」画面の下部に、以下のいずれか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。 
この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からのアドオン’RCqkykUploader.cab’をインストールしようと

しています。 

この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からの’RCqkykUploader.cab’アドオンをインストールしようと

しています。 

Internet Explorer によって、この Web サイトによる ActiveX コントロールのインストールがブロックされました。 

 

上記のメッセージは、初回利用時、またはオンライン請求システムのプログラム変更を行った際に

表示されることがあります。 

 

1. 画面下部の【インストール】ボタンを

クリックします。 

再表示メッセージが表示されます。 
 

 

2. 【再試行】ボタンをクリックします。 

「トップページ」画面に戻ります。 

 

3. 再度【資格確認要求】ボタンをクリッ

クします。 

「セキュリティの警告」画面が表示されます。 
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4. 【インストールする】ボタンをクリッ

クします。 

プログラムがインストールされます。 

インストールが終了すると、「資格確認要

求」画面が表示されます。引き続き、

「15.5.1 資格確認要求を送信する」の手

順3（P.373）に戻り、操作を行ってくださ

い。 
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■フォルダ構成と CSV ファイルについて 

・「読込先選択」画面で指定したフォルダの 2 階層下までのサブフォルダを読込対象と

します。 

・資格確認要求 CSV ファイルを格納するフォルダのフォルダ名は保険者番号の数字 8

桁としてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当する点数表の資格確認要求 CSV ファイルが存在しない場合は、該当ファイルを格納する必

要はありません。 

保険者番号 Aのフォルダ 

保険者番号 Bのフォルダ 

資格確認要求フォルダ① 

資格確認要求フォルダ② 

保険者番号 Cのフォルダ 

資格確認要求 CSV ファイル（医科） 

資格確認要求 CSV ファイル（DPC） 

資格確認要求 CSV ファイル（歯科） 

資格確認要求 CSV ファイル（調剤） 

指定したフォルダ 

資格確認要求 CSV ファイル（医科） 

資格確認要求 CSV ファイル（DPC） 

資格確認要求 CSV ファイル（歯科） 

資格確認要求 CSV ファイル（調剤） 

資格確認要求 CSV ファイル（医科） 

資格確認要求 CSV ファイル（DPC） 

資格確認要求 CSV ファイル（歯科） 

資格確認要求 CSV ファイル（調剤） 
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15.5.1.2 Microsoft Edge（HTML）の場合 

Microsoft Edge（HTML）を使用して、資格確認要求情報を Web サイトへ一括送信し

ます。 

 

1. 画面左の【再審査請求前資格確認】ボ

タンをクリックします。 

【再審査請求前資格確認】ボタンの下に、【資

格確認要求】・【送信状況】・【結果情報取得】

ボタンが表示されます。 

 

2. 【資格確認要求】ボタンをクリックし

ます。 

「資格確認要求」画面が表示されます。 

 

 

3. 【実行】ボタンをクリックします。 

「資格確認要求情報送信」画面が表示されま

す。 
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4. 【参照】ボタンをクリックします。 

資格確認要求ファイルを選択する画面が表示

されます。 
 

 

【参照】ボタンは読込み済ファイルが存在する

場合、非活性となります。 

5. 読込みファイルを選択し、【フォルダ

ーの選択】ボタンをクリックします。 

 
 

ファイルは表示されませんが、問題ありません。 
 

フォルダ構成については、「■フォルダ構

成と CSV ファイルについて」（P.379）を

参照してください。 

 

処理を中止するには【中止】ボタンをクリック

してください。 

 

 

送信したい資格確認要求ファイルが読込み済

ファイル一覧に表示されていることを確認し

ます。 
 

 

読込み済の資格確認要求ファイルをリセットし

たい場合は、【クリア】ボタンをクリックしてく

ださい。 
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6. 【送信】ボタンをクリックします。 

送信確認メッセージが表示されます。 
 

 

【OK】ボタンをクリックし、送信を開始しま

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。 

 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 
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7. 【OK】ボタンをクリックします。 

資格確認要求ファイル送信完了のメッセージ

が表示されます。 
 
「資格確認要求一括送信状況」画面が表示さ

れ、送信状況が確認できます。 

 

 

 

「資格確認要求一括送信状況」画面は、「トップ

ページ」画面の【再審査請求前資格確認】ボタ

ンから【送信状況】ボタンをクリックして表示

することもできます。 

「資格確認要求一括送信状況」画面の詳細

は、「■「資格確認要求一括送信状況」画

面の説明」（P.390）を参照してください。 
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15.5.1.3 Microsoft Edge（Chromium）の場合 

Microsoft Edge（Chromium）を使用して、資格確認要求情報を Web サイトへ一括送信

します。 

 

1. 画面左の【再審査請求前資格確認】ボ

タンをクリックします。 

【再審査請求前資格確認】ボタンの下に、【資

格確認要求】・【送信状況】・【結果情報取得】

ボタンが表示されます。 

 

2. 【資格確認要求】ボタンをクリックし

ます。 

「資格確認要求」画面が表示されます。 

 

 

3. 【実行】ボタンをクリックします。 

「資格確認要求情報送信」画面が表示されま

す。 
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4. 【参照】ボタンをクリックします。 

資格確認要求ファイルを選択する画面が表示

されます。 
 

 

【参照】ボタンは読込み済ファイルが存在する

場合、非活性となります。 

5. 読込みファイルを選択し、【アップロ

ード】ボタンをクリックします。 

 
 

ファイルは表示されませんが、問題ありません。 
 

フォルダ構成については、「■フォルダ構

成と CSV ファイルについて」（P.379）を

参照してください。 
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6. 【アップロード】ボタンをクリックし、

アップロードを開始します。 

 

処理を中止するには【中止】ボタンをクリック

してください。 

 

 

送信したい資格確認要求ファイルが読込み済

ファイル一覧に表示されていることを確認し

ます。 
 

 

読込み済の資格確認要求ファイルをリセットし

たい場合は、【クリア】ボタンをクリックしてく

ださい。 
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7. 【送信】ボタンをクリックします。 

送信確認メッセージが表示されます。 
 

 

【OK】ボタンをクリックし、送信を開始しま

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。 

 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 
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8. 【OK】ボタンをクリックします。 

資格確認要求ファイル送信完了のメッセージ

が表示されます。 
 
「資格確認要求一括送信状況」画面が表示さ

れ、送信状況が確認できます。 

 

 

 

「資格確認要求一括送信状況」画面は、「トップ

ページ」画面の【再審査請求前資格確認】ボタ

ンから【送信状況】ボタンをクリックして表示

することもできます。 

「資格確認要求一括送信状況」画面の詳細

は、「■「資格確認要求一括送信状況」画

面の説明」（P.390）を参照してください。 
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15.5.2 一括送信単位で資格確認要求送信状況を確認する 

一括送信単位で資格確認要求情報の送信状況を確認します。 

 

15.5.2.1「資格確認要求一括送信状況」画面を表示する 

「資格確認要求一括送信状況」画面を表示します。 

「資格確認要求一括送信状況」画面では、一括送信した単位での送信状況が確認でき

ます。 

 

1. 画面左の【再審査請求前資格確認】ボ

タンをクリックします。 

【再審査請求前資格確認】ボタンの下に、【資

格確認要求】・【送信状況】・【結果情報取得】

ボタンが表示されます。 

 

2. 【送信状況】ボタンをクリックします。 

「資格確認要求一括送信状況」画面が表示さ

れます。 

 

「資格確認要求一括送信状況」画面の詳細

は、「■「資格確認要求一括送信状況」画

面の説明」（P.390）を参照してください。 
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■「資格確認要求一括送信状況」画面の説明 

 

 

 

画面の操作説明 

（Ａ）【最新状況に更新】ボタンをクリックすると、表示時刻が更新され、最新の「資格確認要求

一括送信状況」画面が表示されます。 

（Ｂ）【保険者一覧】ボタンをクリックすると、「資格確認要求保険者一覧」画面が表示されます。 

（Ｃ）【明細表示】ボタンをクリックすると、「資格確認要求一括送信状況一覧」画面が表示されま

す。 

（Ａ） 

（Ｂ） 

（Ｃ） 
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画面の項目説明 

●一括送信 

 日付 資格確認要求情報の一括送信を行った日付を表示します。 

 回数 月単位で、資格確認要求情報の一括送信を行った回数を表示します。 

●ファイル数 

 送信した資格確認要求情報のファイル数を表示します。 

●資格確認要求 

 送信件数 送信した資格確認要求情報のデータの件数を表示します。 

 受付件数 
送信したデータのうち、受付けられたデータの件数を表示します。  
※処理中の場合は「－」で表示します。 

 
受付不能 
件数 

送信したデータのうち、エラーとなったデータの件数を表示します。  
※処理中の場合は「－」で表示します。 

●送信状況 

 処理中 「受付処理中」の状態です。 

 送信済 送信が完了した状態です。 

 受付済 送信したデータの受付が完了した状態です。 

 受付無効 送信したデータがすべて受付不能（エラー）の状態です。 
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15.5.2.2 「資格確認要求一括送信状況一覧」画面を表示する 

「資格確認要求一括送信状況一覧」画面を表示します。 

「資格確認要求一括送信状況一覧」画面では、送信状況の詳細が確認できます。 

 

1. 「資格確認要求一括送信状況」画面で

【明細表示】ボタンをクリックします。 

「資格確認要求一括送信状況一覧」画面が表

示され、保険者ごとの資格確認要求送信状況

が確認できます。 
 

 

「資格確認要求一括送信状況一覧」画面の

詳細は、「■「資格確認要求一括送信状況

一覧」画面の説明」（P.393）を参照してく

ださい。 
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■「資格確認要求一括送信状況一覧」画面の説明 

 

 

 

画面の操作説明 

（Ａ）【最新状況に更新】ボタンをクリックすると、表示時刻が更新され、最新の「資格確認要求

一括送信状況一覧」画面が表示されます。 

（Ｂ）【帳票ダウンロード】ボタンをクリックすると、「資格確認要求一括帳票ダウンロード」画面

が表示されます。 

（Ｃ）「資格確認要求一括送信状況」画面に戻る場合は、【戻る】ボタンをクリックします。 

（Ａ） 

（Ｂ） （Ｃ） 
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画面の項目説明 

●一括送信 

 日付 資格確認要求情報の一括送信を行った日付を表示します。 

 回数 資格確認要求情報の一括送信を行った回数を表示します。 

●送信回 

 保険者単位で、資格確認要求情報の送信を行った回数を表示します。 

●保険者番号 

 保険者の保険者番号を表示します。 

●名称 

 保険者の名称を表示します。 

●点数表 

 送信した資格確認要求情報のデータの点数表を表示します。 

●資格確認要求 

 送信件数 送信した資格確認要求情報のデータの件数を表示します。 

 受付件数 
送信したデータのうち、受付けられたデータの件数を表示します。 
※処理中の場合は「－」で表示します。 

 
受付不能 
件数 

送信したデータのうち、エラーとなったデータの件数を表示します。 
※処理中の場合は「－」で表示します。 

●送信状況 

 処理中 「受付処理中」の状態です。 

 送信済 送信が完了した状態です。 

 受付済 送信したデータの受付が完了した状態です。 

 受付無効 送信したデータがすべて受付不能（エラー）の状態です。 
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15.5.2.3 資格確認要求送信状況を確認する 

15.5.2.3.1 送信件数を確認する 

送信した資格確認要求情報の件数は、「資格確認要求一括送信状況一覧」画面の「受付

件数」欄で確認します。受付件数の詳細は「再審査請求前資格確認 オンライン受領書」

を表示して確認します。 

 

・「再審査請求前資格確認 オンライン受領書」では、保険者ごとに送信回単位で送信件数が集

計されます。 

・「再審査請求前資格確認 オンライン受領書」は印刷することができます。 

 

1. 「受付件数」欄の「件数」（リンク文

字列）をクリックします。 

「再審査請求前資格確認 オンライン受領書」

画面が表示されます。 
 

 

「再審査請求前資格確認 オンライン受領

書」画面の詳細については、『別添 印刷対

象帳票・CSV 作成対象ファイル＜保険者

用＞』を参照してください。 
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■「再審査請求前資格確認 オンライン受領書」画面の説明 

 
 

印刷する場合は、「再審査請求前資格確認 オンライン受領書」画面にあるプリンタのボタン

をクリックしてください。 
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15.5.2.3.2 エラーの件数や内容を確認する 

送信した資格確認要求情報のエラー件数は、「資格確認要求一括送信状況一覧」画面の

「受付不能件数」欄で確認します。 

エラーの内容は、「再審査請求前資格確認 受付処理結果リスト」を表示して確認しま

す。 

 

・「再審査請求前資格確認 受付処理結果リスト」では、エラー内容が保険者ごとに送信回単位

で確認できます。 

・「再審査請求前資格確認 受付処理結果リスト」は印刷することができます。 

 

1. 「受付不能件数」欄の「件数」（リン

ク文字列）をクリックします。 

「再審査請求前資格確認 受付処理結果リス

ト」画面が表示されます。 

 

「再審査請求前資格確認 受付処理結果リ

スト」画面の詳細は、『別添 印刷対象帳

票・CSV 作成対象ファイル＜保険者用＞』

を参照してください。 
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■「再審査請求前資格確認 受付処理結果リスト」画面の説明 

 
 

印刷する場合は、「再審査請求前資格確認 受付処理結果リスト」画面にあるプリンタのボタ

ンをクリックしてください。 
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15.5.3 一括送信単位で資格確認要求送信帳票をダウンロードする 

資格確認要求送信帳票を CSV形式または PDF形式のファイルでダウンロードします。 

 

受付処理が終わり出力された「資格確認要求送信帳票」がダウンロードの対象となります。 

■ダウンロードが可能なファイル 

ダウンロードが可能なファイルは、以下のとおりです。 

・再審査請求前資格確認 オンライン受領書 CSV ファイル 
・再審査請求前資格確認 受付処理結果リスト CSV ファイル 
・再審査請求前資格確認 オンライン受領書 PDF ファイル 
・再審査請求前資格確認 受付処理結果リスト PDF ファイル 
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15.5.3.1 「資格確認要求一括帳票ダウンロード」画面を表示する 

「資格確認要求一括帳票ダウンロード」画面を表示します。資格確認要求送信帳票の

ダウンロードは、「資格確認要求一括帳票ダウンロード」画面から行います。 

 1. 「トップページ」画面で【再審査請求

前資格確認】ボタン、【送信状況】ボ

タンの順にクリックし、「資格確認要

求一括送信状況」画面で【明細表示】

ボタンをクリックします。 

「資格確認要求一括送信状況一覧」画面が表

示されます。 

 

2. 【帳票ダウンロード】ボタンをクリッ

クします。 

「資格確認要求一括帳票ダウンロード」画面

が表示されます。 
 

 

「資格確認要求一括帳票ダウンロード」画

面の詳細は、「■「資格確認要求一括帳票

ダウンロード」画面の説明」（P.401）を参

照してください。 
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■「資格確認要求一括帳票ダウンロード」画面の説明 

 

画面の操作説明 

（Ａ）【全選択】ボタンをクリックすると、当該列のチェックボックスをすべて選択でき、【全解除】

ボタンをクリックすると、当該列のチェックボックスの選択をすべて解除できます。 

（Ｂ）ダウンロードが可能な保険者の「オンライン受領書」欄、「受付処理結果リスト」欄にチェ

クボックスが表示されます。 

（Ｃ）【実行】ボタンをクリックすると、選択した資格確認要求送信帳票がダウンロードできます。 

（Ｄ）「資格確認要求一括送信状況一覧」画面に戻る場合は、【戻る】ボタンをクリックします。 

（Ａ） 

（Ｂ） 

（Ｃ） （Ｄ） 



15 一括提供先保険者の場合 

 ・402・ 

15.5.3.2 資格確認要求送信帳票をダウンロードする 

資格確認要求送信帳票を、CSV 形式または PDF 形式のファイルでダウンロードします。 

 1. 「資格確認要求一括送信状況一覧」画

面で【帳票ダウンロード】ボタンをク

リックします。 

「資格確認要求一括帳票ダウンロード」画面

が表示されます。 

 

2. ダウンロードする帳票の「CSV」また

は「PDF」のチェックボックスをクリ

ックし、【実行】ボタンをクリックし

ます。 

画面下部に、ダウンロード確認メッセージが

表示されます。 

 

【全選択】ボタンをクリックすると、当該列

のチェックボックスをすべて選択でき、【全

解除】ボタンをクリックすると、当該列のチ

ェックボックスの選択をすべて解除できま

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

確認要求一括帳票ダウンロード」画面にメッ

セージが表示された場合」（P.407）を参照し

てください。 

 

 

 

3. 【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。手順2「資格確認要求

一括帳票ダウンロード」画面に戻ります。 
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4. ファイルを保存するフォルダを指定し

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。 
 

 

5. 【×】ボタンをクリックします。 

「資格確認要求一括帳票ダウンロード」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」 
（P.404）を参照してください。 
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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 または PDF 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。 
ここでは例として、Windows 10 での解凍方法を示します。 

 

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。 
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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、指定したフォルダの中

に CSV または PDF 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ファイ

ルについて」（P.406）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保険者番号のフォルダが作成され

ます。このフォルダに CSV または PDF 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 

保険者番号 Aのフォルダ 

再審査請求前資格確認 受付処理結果リスト CSV ファイル 

再審査請求前資格確認 受付処理結果リスト PDF ファイル 

再審査請求前資格確認 オンライン受領書 CSV ファイル 

再審査請求前資格確認 オンライン受領書 PDF ファイル 

保険者番号 Bのフォルダ 

再審査請求前資格確認 受付処理結果リスト CSV ファイル 

再審査請求前資格確認 受付処理結果リスト PDF ファイル 

再審査請求前資格確認 オンライン受領書 CSV ファイル 

再審査請求前資格確認 オンライン受領書 PDF ファイル 
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■「資格確認要求一括帳票ダウンロード」画面にメッセージが表示された場合 

「資格確認要求一括帳票ダウンロード」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【再審査請求前資格確認】、【送

信状況】ボタンから、「資格確認要求

一括送信状況」画面を表示します。 

「資格確認要求一括送信状況」画面の【明細

表示】ボタンから、「資格確認要求一括送信状

況一覧」画面を表示します。 
 

「資格確認要求一括送信状況一覧」画面の 
【帳票ダウンロード】ボタンから、「資格確認

要求一括帳票ダウンロード」画面を表示し、

対象ファイルのチェックボックスを選択、

【実行】ボタンをクリックします。 
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15.5.4 保険者単位で資格確認要求送信状況を確認する 

保険者単位で資格確認要求情報の送信状況を確認します。 

 

1. 画面左の【再審査請求前資格確認】ボ

タンをクリックします。 

【再審査請求前資格確認】ボタンの下に、【資

格確認要求】・【送信状況】・【結果情報取得】

ボタンが表示されます。 

 

2. 【送信状況】ボタンをクリックします。 

「資格確認要求一括送信状況」画面が表示さ

れます。 
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3. 【保険者一覧】ボタンをクリックしま

す。 

「資格確認要求保険者一覧」画面が表示され、

送信状況を確認できます。 
 

 

 

・保険者ごとに 新の送信日、送信回、送信状

況が確認できます。 

・【戻る】ボタンをクリックすると、「資格確認

要求一括送信状況」画面に戻ります。 
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15.6 資格確認結果情報を Web サイトから取得する 

15.6.1 資格確認結果情報を一括取得する 

Web サイトより、資格確認結果情報を一括取得します。  

なお、過去 3 か月分の資格確認結果情報の取得が可能です。 

以降の処理は、ご使用のブラウザに合わせて、以下の項目を参照してください。 

・「15.6.1.1 Internet Explorer の場合」（P.411） 
・「15.6.1.2 Microsoft Edge（HTML）の場合」（P.418） 
・「15.6.1.3 Microsoft Edge（Chromium）の場合」（P.423） 
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15.6.1.1 Internet Explorer の場合 

Internet Explorer を使用して、Web サイトより結果情報を一括取得します。 

 

1. 画面左の【再審査請求前資格確認】ボ

タンをクリックします。 

【再審査請求前資格確認】ボタンの下に、【資

格確認要求】・【送信状況】・【結果情報取得】

ボタンが表示されます。 

 

2. 【結果情報取得】ボタンをクリックし

ます。 

「資格確認結果情報一括取得状況」画面が表

示されます。 
 

画面下部にメッセージが表示された場合

の操作は、「■「資格確認結果情報一括取

得状況」画面にメッセージが表示された場

合」（P.415）を参照してください。 
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3. 取得するデータの【取得】ボタンをク

リックします。 

「 新のプログラムを確認しています。」と表

示され、その後、「取得先フォルダ選択」画面

が表示されます。 
 

  

 
 
 

 

 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・処理を中止するには、【中止】ボタンをクリッ

クしてください。 

・この画面は、パソコンの環境によって表示さ

れない場合もあります。 
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4. 資格確認結果情報を保存するフォルダ

を指定し、【OK】ボタンをクリックし

ます。 

「資格確認結果情報を取得中です。」と表示さ

れ、資格確認結果情報の取得が完了すると、

完了メッセージが表示されます。 

 

 

取得を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 

5. 【OK】ボタンをクリックします。 

「資格確認結果情報一括取得状況」画面に戻

ります。 
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6. 取得状況を確認します。 

取得先に指定したフォルダに、資格確認結果

情報が保存されます。 

 

・「取得状況」欄には、初回取得の終了日時が表

示されます。 

・取得済の帳票の「取得」欄には【再取得】ボ

タンが表示されます。 

 

フォルダ構成については、「■フォルダ構

成と CSV ファイルについて」（P.417）を

参照してください。 
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■「資格確認結果情報一括取得状況」画面にメッセージが表示された場合 

「資格確認結果情報一括取得状況」画面の下部に、以下のいずれかのメッセージが表

示された場合の操作について説明します。 
この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からのアドオン’RCqkkjDeliverer.cab’をインストールしようとし

ています。 
 

この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からの’RCqkkjDeliverer.cab’アドオンをインストールしようとし

ています。 
 

Internet Explorer によって、この Web サイトによる ActiveX コントロールのインストールがブロックされました。 

 

上記のメッセージは、初回利用時、またはオンライン請求システムのプログラム変更を行った際に

表示されることがあります。 

 

1. 画面下部の【インストール】ボタンを

クリックします。 

再表示メッセージが表示されます。 
 

 

2. 【再試行】ボタンをクリックします。 

「トップページ」画面に戻ります。 

 

3. 再度【結果情報取得】ボタンをクリッ

クします。 

「セキュリティの警告」画面が表示されます。 
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4. 【インストールする】ボタンをクリッ

クします。 

プログラムがインストールされます。 

インストールが終了すると、「資格確認結

果情報一括取得状況」画面が表示されま

す。引き続き、「15.6.1 資格確認結果情報

を一括取得する」の手順3（P.412）に戻り、

操作を行ってください。 
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■フォルダ構成と CSV ファイルについて 

資格確認結果情報を取得すると、指定したフォルダの中に処理年月のフォルダが作成

され、その中に送信回のフォルダが作成され、その中に保険者番号のフォルダが作成

されます。この保険者番号のフォルダに CSV ファイルが格納されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

処理年月のフォルダ 

取得先のフォルダ 

送信回のフォルダ 

資格確認結果情報 CSV ファイル（DPC） 

資格確認結果情報 CSV ファイル（医科） 

保険者番号のフォルダ 

資格確認結果情報 CSV ファイル（歯科） 

資格確認結果情報 CSV ファイル（調剤） 
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15.6.1.2 Microsoft Edge（HTML）の場合 

Microsoft Edge（HTML）を使用して、Web サイトより資格確認結果情報を一括取得し

ます。 

 

・ダウンロードが完了するまで、ログアウトやブラウザの終了は行わないでください。 

 

1. 画面左の【再審査請求前資格確認】ボ

タンをクリックします。 

【再審査請求前資格確認】ボタンの下に、【資

格確認要求】・【送信状況】・【結果情報取得】

ボタンが表示されます。 

 

2. 【結果情報取得】ボタンをクリックし

ます。 

「資格確認結果情報一括取得状況」画面が表

示されます。 
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3. 取得するデータの【取得】ボタンをク

リックします。 

ダウンロードが開始されます。 
 

4. 【保存】ボタン右の【Λ】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。 
 

 

5. 保存先フォルダを指定し、【保存】ボ

タンをクリックします。 

 

・資格確認結果情報ファイル（圧縮）のファイ

ル名は、ログインユーザ ID_SIKAKUKEKKA_処理

年月（西暦）.zip となります。 

「資格確認結果情報ファイル」のファイル名の

例 

XXXXXXXX_SIKAKUKEKKA_YYYYMM.zip 

「XXXXXXXX」：ログインユーザ ID 

「YYYYMM」：処理年月 

 

 

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。「資格確認結果情報一括

取得状況」画面に戻ります。 
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6. ダウンロード完了メッセージが表示さ

れたことを確認し、【×】ボタンをク

リックします。 

 

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」（P.421）
を参照してください。 

 

7. 取得状況を確認します。 

取得先に指定したフォルダに、資格確認結果

情報が保存されます。 

 

・「取得状況」欄には、初回取得の終了日時が表

示されます。 

・取得済の帳票の「取得」欄には【再取得】ボ

タンが表示されます。 

 

フォルダ構成については、「■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」（P.422）を参照してください。 
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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 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。 
ここでは例として、Windows 10 での解凍方法を示します。 

 

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、指定したフォルダの中

に CSV 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については、「■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」（P.422）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処理年月のフォルダが作成され、

その中に送信回のフォルダが作成され、その中に保険者番号のフォルダが作成されま

す。この保険者番号のフォルダに CSV ファイルが格納されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

処理年月のフォルダ 

取得先のフォルダ 

送信回のフォルダ 

資格確認結果情報 CSV ファイル（DPC） 

資格確認結果情報 CSV ファイル（医科） 

保険者番号のフォルダ 

資格確認結果情報 CSV ファイル（歯科） 

資格確認結果情報 CSV ファイル（調剤） 
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15.6.1.3 Microsoft Edge（Chromium）の場合 

Microsoft Edge（Chromium）を使用して、Web サイトより資格確認結果情報を一括取

得します。 

 

・ダウンロードが完了するまで、ログアウトやブラウザの終了は行わないでください。 

 

1. 画面左の【再審査請求前資格確認】ボ

タンをクリックします。 

【再審査請求前資格確認】ボタンの下に、【資

格確認要求】・【送信状況】・【結果情報取得】

ボタンが表示されます。 

 

2. 【結果情報取得】ボタンをクリックし

ます。 

「資格確認結果情報一括取得状況」画面が表

示されます。 
 

 

 

3. 取得するデータの【取得】ボタンをク

リックします。 

ダウンロードが開始されます。 
 

 
ファイルはダウンロードフォルダに保存されま

す。 
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4. 画面右上に【↓】ボタンが表示され、

ダウンロードが完了したことを確認し

ます。 

 

【↓】ボタンをクリックすると、「ダウンロード

履歴」画面が表示されます。 
 

 

・資格確認結果情報ファイル（圧縮）のファイ

ル名は、ログインユーザ ID_SIKAKUKEKKA_処理

年月（西暦）.zip となります。 

「資格確認結果情報ファイル」のファイル名の

例 

XXXXXXXX_SIKAKUKEKKA_YYYYMM.zip 

「XXXXXXXX」：ログインユーザ ID 

「YYYYMM」：処理年月 
 

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」（P.425）
を参照してください。 

 

5. 取得状況を確認します。 

取得先に指定したフォルダに、資格確認結果

情報が保存されます。 

 

・「取得状況」欄には、初回取得の終了日時が表

示されます。 

・取得済の帳票の「取得」欄には【再取得】ボ

タンが表示されます。 

 

フォルダ構成については、「■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」（P.426）を参照してください。 
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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 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。 
ここでは例として、Windows 10 での解凍方法を示します。 

 

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、指定したフォルダの中

に CSV 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については、「■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」（P.426）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処理年月のフォルダが作成され、

その中に送信回のフォルダが作成され、その中に保険者番号のフォルダが作成されま

す。この保険者番号のフォルダに CSV ファイルが格納されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

処理年月のフォルダ 

取得先のフォルダ 

送信回のフォルダ 

資格確認結果情報 CSV ファイル（DPC） 

資格確認結果情報 CSV ファイル（医科） 

保険者番号のフォルダ 

資格確認結果情報 CSV ファイル（歯科） 

資格確認結果情報 CSV ファイル（調剤） 
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15.6.2 資格確認結果情報一括取得の状況を確認する 

一括提供希望保険者の資格確認結果情報一括取得状況を確認します。 

 

1. 画面左の【再審査請求前資格確認】ボ

タンをクリックします。 

【再審査請求前資格確認】ボタンの下に、【資

格確認要求】・【送信状況】・【結果情報取得】

ボタンが表示されます。 

 

2. 【結果情報取得】ボタンをクリックし

ます。 

「資格確認結果情報一括取得状況」画面が表

示されます。 

 

3. 【明細】ボタンをクリックします。 

「資格確認結果情報一括取得状況一覧」画面

が表示されます。 
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4. 確認したい一括提供希望保険者の「名

称」（リンク文字列）をクリックしま

す。 

選択した一括提供希望保険者の「資格確認結

果情報取得状況」画面が表示され、取得状況

を確認できます。 

 

処理を中止するには、【戻る】ボタンをクリック

してください。手順3の｢資格確認結果情報一括

取得状況｣画面（P.427）に戻ります。 

 

 

 

【戻る】ボタンをクリックすると、「資格確認結

果情報一括取得状況一覧」画面に戻ります。 

一括提供希望保険者ごとに資格確認結果

情報を取得する場合は、「10.1 資格確認結

果情報を取得する」（P.168）を参照してく

ださい。 
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15.7 請求関係帳票データを Web サイトから配信する 

 

15.7.1 請求関係帳票データを一括配信する 

Web サイトより、請求関係帳票の CSV データを一括配信します。 

なお、過去 3 か月分の請求関係帳票データが配信可能です。 

ご使用のブラウザが Microsoft Edge（HTML）および Microsoft Edge（Chromium）

の場合は、レセプト等配信ツールを使用して請求関係帳票データを配信してください。 

レセプト等配信ツールは『オンライン請求システム操作手順書 【レセプト等配信ツ

ール】＜保険者用＞』を参照してください。Web サイトからは「配信状況の確認」

（参照）のみが可能です。 

以降の処理は、ご使用のブラウザに合わせて、以下の項目を参照してください。 

・「15.7.1.1 Internet Explorer の場合」（P.430） 
・「15.7.1.2 Microsoft Edge（HTML）および Microsoft Edge（Chromium）の場合」 

（P.436） 
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15.7.1.1 Internet Explorer の場合 

Internet Explorer を使用して、「請求関係帳票」の CSV データを一括配信します。 

 

1. 画面左の【請求関係帳票データ】ボタ

ンをクリックします。 

「請求関係帳票データ一括配信状況」画面が

表示されます。 
 

画面下部にメッセージが表示された場合

の操作は、「■「請求関係帳票データ一括

配信状況」画面にメッセージが表示された

場合」（P.433）を参照してください。 

 

2. 配信するデータの【配信】ボタンをク

リックします。 

「 新のプログラムを確認しています。」と表

示され、その後、保存先を選択する画面が表

示されます。 
 

  

 
 
 

 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

・処理を中止するには、【中止】ボタンをクリッ

クしてください。 

・この画面は、パソコンの環境によって表示さ

れない場合もあります。 
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3. 請求関係帳票データを保存するフォル

ダを指定し、【OK】ボタンをクリック

します。 

「帳票データを配信中です。」と表示され、そ

の後、完了メッセージが表示されます。 
 

 

 

配信を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 

4. 【OK】ボタンをクリックします。 

配信先に指定したフォルダに、請求関係帳票

データが保存され、「請求関係帳票データ一

括配信状況」画面に戻ります。 
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5. 配信状況を確認します。 

配信先に指定したフォルダに、請求関係帳票

データが保存されます。 

 

配信済の帳票の「配信」欄には【再配信】ボタ

ンが表示されます。 

 

フォルダ構成については、「■フォルダ構

成と CSV ファイルについて」（P.435）を

参照してください。 
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■「請求関係帳票データ一括配信状況」画面にメッセージが表示された場合 

「請求関係帳票データ一括配信状況」画面の下部に、以下のいずれかのメッセージが

表示された場合の操作について説明します。 
この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からのアドオン’SODeliverer.cab’をインストールしようとしてい

ます。 
 

この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からの’SODeliverer.cab’アドオンをインストールしようとしてい

ます。 
 

Internet Explorer によって、この Web サイトによる ActiveX コントロールのインストールがブロックされました。 

 

上記のメッセージは、初回利用時、またはオンライン請求システムのプログラム変更を行った際に

表示されることがあります。 

 

1. 画面下部の【インストール】ボタンを

クリックします。 

再表示メッセージが表示されます。 
 

 

2. 【再試行】ボタンをクリックします。 

「トップページ」画面に戻ります。 

 

3. 再度【請求関係帳票データ】ボタンを

クリックします。 

「セキュリティの警告」画面が表示されます。 
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4. 【インストールする】ボタンをクリッ

クします。 

プログラムがインストールされます。 

インストールが終了すると、「請求関係帳

票データ一括配信状況」画面が表示されま

す。引き続き、「15.7.1.1 Internet Explorer
の場合」の手順2（P.430）に戻り、操作を

行ってください。 
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■フォルダ構成と CSV ファイルについて 

請求関係帳票データを一括配信すると、指定したフォルダの中に診療年月のフォルダ

が作成されます。この下位のフォルダに保険者番号ごとに CSV ファイルが格納されま

す。 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施機関の場合は、保険者番号フォルダに「連名簿データ」の CSV ファイルが格納されます。 

 

診療年月（西暦）のフォルダ 

配信先のフォルダ 

保険者番号 Aのフォルダ 

保険者番号 Bのフォルダ 

・ 

・ 

・ 

診療報酬等請求県別内訳データ CSV ファイル 

診療報酬等請求内訳データ CSV ファイル 

再審査等結果データ（自県分）CSV ファイル 

再審査等結果データ（他県分）CSV ファイル 

連名簿データ CSV ファイル 

 

診療報酬等請求県別内訳データ CSV ファイル 

診療報酬等請求内訳データ CSV ファイル 

再審査等結果データ（自県分）CSV ファイル 

再審査等結果データ（他県分）CSV ファイル 

連名簿データ CSV ファイル 
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15.7.1.2 Microsoft Edge（HTML）および Microsoft Edge（Chromium）の場合 

Microsoft Edge（HTML）および Microsoft Edge（Chromium）を使用して、「請求関係

帳票」の CSV データの一括配信状況を参照します。 

「請求関係帳票」の CSV データの一括配信を行う場合は、レセプト等配信ツールを使

用してください。 

レセプト等配信ツールは『オンライン請求システム操作手順書 【レセプト等配信ツ

ール】＜保険者用＞』を参照してください。 

 

 

1. 画面左の【請求関係帳票データ】ボタ

ンをクリックします。 

「請求関係帳票データ一括配信状況」画面が

表示されます。 
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 15.7.2 請求関係帳票データ一括配信の状況を確認する 

一括提供希望保険者の請求関係帳票データ一括配信状況を確認します。 

以降の処理は、ご使用のブラウザに合わせて、以下の項目を参照してください。 

・「15.7.2.1 Internet Explorer の場合」（P.438） 

・「15.7.2.2 Microsoft Edge（HTML）および Microsoft Edge（Chromium）の場合」 

 （P.442） 
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15.7.2.1 Internet Explorer の場合 

Internet Explorer を使用して、一括提供希望保険者の請求関係帳票データ一括配信状況

を確認します。 

 

1. 画面左の【請求関係帳票データ】ボタ

ンをクリックします。 

「請求関係帳票データ一括配信状況」画面が

表示されます。 
 

画面下部にメッセージが表示された場合

の操作は、「■「請求関係帳票データ一括

配信状況」画面にメッセージが表示された

場合」（P.440）を参照してください。 

 

 

2. 【明細表示】ボタンをクリックします。 

「請求関係帳票データ一括配信状況一覧」画

面が表示されます。 
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3. 確認したい一括提供希望保険者の「名

称」（リンク文字列）をクリックしま

す。 

選択した一括提供希望保険者の「請求関係帳

票データ配信状況」画面が表示され、配信状

況を確認できます。 

 

処理を中止するには、【戻る】ボタンをクリック

してください。 

 

 

【戻る】ボタンをクリックすると、「請求関係帳

票データ一括配信状況一覧」画面に戻ります。 

一括提供希望保険者ごとに請求関係帳票

データを配信する場合は、「11 請求関係帳

票データを Web サイトから配信する」 
（P.184）を参照してください。 
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■「請求関係帳票データ一括配信状況」画面にメッセージが表示された場合 

「請求関係帳票データ一括配信状況」画面の下部に、以下のいずれかのメッセージが

表示された場合の操作について説明します。 
この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からのアドオン’SODeliverer.cab’をインストールしようとしてい

ます。 
 

この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からの’SODeliverer.cab’アドオンをインストールしようとしてい

ます。 
 

Internet Explorer によって、この Web サイトによる ActiveX コントロールのインストールがブロックされました。 

 

上記のメッセージは、初回利用時、またはオンライン請求システムのプログラム変更を行った際に

表示されることがあります。 

 

1. 画面下部の【インストール】ボタンをク

リックします。 

再表示メッセージが表示されます。 
 

 

2. 【再試行】ボタンをクリックします。 

「トップページ」画面に戻ります。 

 

3. 再度【請求関係帳票データ】ボタンをク

リックします。 

「セキュリティの警告」画面が表示されます。 
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4. 【インストールする】ボタンをクリック

します。 

プログラムがインストールされます。 

インストールが終了すると、「請求関係帳

票データ一括配信状況」画面が表示されま

す。引き続き、「15.7.2 請求関係帳票デー

タ一括配信の状況を確認する」の手順2
（P.438）に戻り、操作を行ってください。 
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15.7.2.2 Microsoft Edge（HTML）および Microsoft Edge（Chromium）の場合 

Microsoft Edge（HTML）および Microsoft Edge（Chromium）を使用して、一括提供

希望保険者の請求関係帳票データ一括配信状況を確認します。 

 

1. 画面左の【請求関係帳票データ】ボタ

ンをクリックします。 

「請求関係帳票データ一括配信状況」画面が

表示されます。 
 

 

2. 【明細表示】ボタンをクリックします。 

「請求関係帳票データ一括配信状況一覧」画

面が表示されます。 

 

3. 確認したい一括提供希望保険者の「名

称」（リンク文字列）をクリックしま

す。 

選択した一括提供希望保険者の「請求関係帳

票データ配信状況」画面が表示され、配信状

況を確認できます。 

 

処理を中止するには、【戻る】ボタンをクリック

してください。 

 

 

【戻る】ボタンをクリックすると、「請求関係帳

票データ一括配信状況一覧」画面に戻ります。 
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15.8 再審査等請求を Web サイトから行う 

 

15.8.1 再審査等請求ファイルを送信する 

「再審査等請求ファイル」を Web サイトへ一括送信します。 

以降の処理は、ご使用のブラウザに合わせて、以下の項目を参照してください。 

・「15.8.1.1 Internet Explorer の場合」（P.444） 
・「15.8.1.2 Microsoft Edge（HTML）の場合」（P.454） 
・「15.8.1.3 Microsoft Edge（Chromium）の場合」（P.461） 
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15.8.1.1 Internet Explorer の場合 

Internet Explorer を使用して、「再審査等請求ファイル」を Web サイトへ一括送信します。 

 

1. 画面左の【再審査等請求】ボタンをク

リックします。 

【再審査等請求】ボタンの下に、【送信】・ 
【状況】ボタンが表示されます。 

 

2. 【送信】ボタンをクリックします。 

「再審査等レセプト送信」画面が表示されま

す。 

画面下部にメッセージが表示された場合

の操作は、「■「再審査等レセプト送信」

画面にメッセージが表示された場合」

（P.450）を参照してください。 

 
 



15.8 再審査等請求を Web サイトから行う 
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3. 【実行】ボタンをクリックします。 

「 新のプログラムを確認しています。」と表

示され、その後、読込み先を選択する画面が

表示されます。 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

・処理を中止するには、【中止】ボタンをクリッ

クしてください。 

・この画面は、パソコンの環境によって表示さ

れない場合もあります。 
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■読込み先が媒体の場合 

 

4. 読込み先を選択します。 

読込み先には、「媒体」と「フォルダ」の 2
種類があります。 

 

①媒体をパソコンのドライブに挿入します。 

②「媒体」を選択し、読込み先のドライブを選択

します。 

 

・媒体が MO の場合は、読込み先のドライブに「リ

ムーバブルディスク」を選択してください。 

・「媒体」のリストに「リムーバブルディスク」

が表示されない場合は、【中止】ボタンをクリ

ックし、再度、手順3の「再審査等レセプト送

信」画面で【実行】ボタンをクリックしてく

ださい。 

■読込み先がフォルダの場合 

 

 

①「フォルダ」を選択し、【参照】ボタンをクリ

ックします。 

 

フォルダは 2 階層下までのサブフォルダを対象

とします。フォルダ構成については、「■送信時

のフォルダ構成とファイルについて」（P.449)

を参照してください。 

 

②フォルダを選択し、【OK】ボタンをクリックし

ます。 



15.8 再審査等請求を Web サイトから行う 
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5. 【読込】ボタンをクリックします。 

「再審査等請求ファイルを読込中です。」と表

示され、再審査等請求ファイルの読込みが完

了すると、終了メッセージが表示されます。 
 
 
 
 
 
 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

読込み処理中にエラーメッセージが表示さ

れた場合の操作は、「■読込み中にエラーメ

ッセージが表示された場合」（P.452）を参

照してください。 

 

 

6. 【送信】ボタンをクリックします。 

「再審査等請求ファイルを送信中です。」と表

示され、再審査等請求ファイルの送信が完了

すると、完了メッセージが表示されます。 
 
 
 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。手順3の「再審査等レセプト送信」

画面（P.445）に戻ります。 
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7. 【OK】ボタンをクリックします。 

「再審査等請求状況一覧」画面が表示され、

請求状況が確認できます。 
 

 

 

「再審査等請求状況一覧」画面は、「トップペー

ジ」画面の【再審査等請求】ボタンから【状況】

ボタンをクリックして表示することもできま

す。 

「再審査等請求状況一覧」画面の詳細は、

「■「再審査等請求状況一覧」画面の説明」

（P.470）を参照してください。 
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■送信時のフォルダ構成とファイルについて 

複数の一括提供希望保険者の再審査等請求ファイルを一括して送信するには、保険者

ごとにフォルダを作成し、再審査等請求ファイルを格納します。 

 

  

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当する点数表の再審査等請求ファイルが存在しない場合は、該当ファイルを格納する必要は

ありません。 

 

指定したフォルダ 

保険者番号 Aのフォルダ 

再審査等請求ファイル（医科） 

再審査等請求ファイル（DPC） 

再審査等請求ファイル（歯科） 

再審査等請求ファイル（調剤） 

・ 
・ 
・ 

保険者番号 Bのフォルダ 

再審査等請求ファイル（医科） 

再審査等請求ファイル（DPC） 

再審査等請求ファイル（歯科） 

再審査等請求ファイル（調剤） 
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■「再審査等レセプト送信」画面にメッセージが表示された場合 

「再審査等レセプト送信」画面の下部に、以下のいずれか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。 
この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からのアドオン’RCssndUploader.cab’をインストールしようと

しています。 

この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からの’RCssndUploader.cab’アドオンをインストールしようと

しています。 

Internet Explorer によって、この Web サイトによる ActiveX コントロールのインストールがブロックされました。 

 

上記のメッセージは、初回利用時、またはオンライン請求システムのプログラム変更を行った際に

表示されることがあります。 

 

1. 画面下部の【インストール】ボタンを

クリックします。 

再表示メッセージが表示されます。 
 

 

2. 【再試行】ボタンをクリックします。 

「トップページ」画面に戻ります。 



15.8 再審査等請求を Web サイトから行う 
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3. 再度【再審査等請求】ボタン、【送信】

ボタンの順にクリックします。 

「セキュリティの警告」画面が表示されます。 

 

4. 【インストールする】ボタンをクリッ

クします。 

プログラムがインストールされます。 

インストールが終了すると、「再審査等レ

セプト送信」画面が表示されます。引き続

き、「15.8.1.1 Internet Explorer の場合」の

手順3（P.445）に戻り、操作を行ってくだ

さい。 
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■読込み中にエラーメッセージが表示された場合 

再審査等請求ファイルのデータにエラーがあった場合は、読込み処理中に以下のメッ

セージなどが表示されます。 

 
このメッセージの【OK】ボタンをクリックすると、データの処理状況によって、①～

④のいずれかの画面が表示されます。 

 

①読み込んでいる保険者データがあり、読み込んでいない保険者データもある場合 

 
・【スキップ】ボタンをクリックすると、エラーデータは読み込まずに、読込み処理を継続しま

す。 

・【送信】ボタンをクリックすると、エラーデータは読み込まずに、これまでに読み込んだ保険

者データのみを送信します。 

・【中止】ボタンをクリックすると、処理を中止します（これまでに読み込んだ保険者データは

破棄されます）。 

 

②読み込んでいる保険者データがあり、読み込んでいない保険者データはない場合 

 
・【送信】ボタンをクリックすると、エラーデータは読み込まずに、これまでに読み込んだ保険

者データのみを送信します。 

・【中止】ボタンをクリックすると、処理を中止します（これまでに読み込んだ保険者データは

破棄されます）。 
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③読み込んでいる保険者データはなく、読み込んでいない保険者データがある場合 

 
・【スキップ】ボタンをクリックすると、エラーデータは読込まずに、読込み処理を継続します。 

・【中止】ボタンをクリックすると、処理を中止します。 

 

④すべての保険者データが読み込めない場合 

 
・【中止】ボタンをクリックして、処理を中止してください。 
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15.8.1.2 Microsoft Edge（HTML）の場合 

Microsoft Edge（HTML）を使用して、「再審査等請求ファイル」を Web サイトへ一括送信

します。 

 

1. 「トップページ」画面で【再審査等請

求】ボタンを順にクリックします。 

【再審査等請求】ボタンの下に、【送信】・【状

況】ボタンが表示されます。 

 

2. 【送信】ボタンをクリックします。 

「再審査等レセプト送信」画面が表示されま

す。 
 

 

3. 【実行】ボタンをクリックします。 

「再審査等請求ファイル選択読込」画面が表

示されます。 
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4. 【参照】ボタンをクリックします。 

再審査等請求ファイルを選択する画面が表示

されます。 
 
 

 

【参照】ボタンは読込み済ファイルが存在する

場合、非活性となります。 

 

5. 読込みフォルダを選択し、【フォルダ

ーの選択】ボタンをクリックします。 

 
 

ファイルは表示されませんが、問題ありません。 
 

読込み処理中にエラーメッセージが表示さ

れた場合の操作は、「■読込み中にエラーメ

ッセージが表示された場合」（P.459）を参

照してください。 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 
 
 

 

 

送信したい再審査等請求ファイルが読込み済

ファイル一覧に表示されていることを確認し

ます。 
 

 

読込み済の再審査等請求ファイルをリセットし

たい場合は、【クリア】ボタンをクリックしてく

ださい。 
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6. 【送信】ボタンをクリックします。 

送信確認メッセージが表示されます。 
 

 

【OK】ボタンをクリックし、送信を開始しま

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。 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 
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7. 【OK】ボタンをクリックします。 

再審査等レセプトデータ送信完了のメッセー

ジが表示されます。 
「再審査等請求状況一覧」画面が表示され、

請求状況が確認できます。 
 

 

 

「再審査等請求状況一覧」画面は、「トップペー

ジ」画面の【再審査等請求】ボタンから【状況】

ボタンをクリックして表示することもできま

す。 

「再審査等請求状況一覧」画面の詳細は、

「■「再審査等請求状況一覧」画面の説明」

（P.470）を参照してください。 
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■送信時のフォルダ構成とファイルについて 

複数の一括提供希望保険者の再審査等請求ファイルを一括して送信するには、保険者

ごとにフォルダを作成し、再審査等請求ファイルを格納します。 

 

  

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当する点数表の再審査等請求ファイルが存在しない場合は、該当ファイルを格納する必要は

ありません。 

 

指定したフォルダ 

保険者番号 Aのフォルダ 

再審査等請求ファイル（医科） 

再審査等請求ファイル（DPC） 

再審査等請求ファイル（歯科） 

再審査等請求ファイル（調剤） 

・ 
・ 
・ 

保険者番号 Bのフォルダ 

再審査等請求ファイル（医科） 

再審査等請求ファイル（DPC） 

再審査等請求ファイル（歯科） 

再審査等請求ファイル（調剤） 
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■読込み中にエラーメッセージが表示された場合 

再審査等請求ファイルのデータにエラーがあった場合は、読込み処理中に以下のメッ

セージなどが表示されます。 

 

このメッセージの【OK】ボタンをクリックすると、データの処理状況によって、①～

④のいずれかの画面が表示されます。 

 

①読込んでいる保険者データがあり、読み込んでいない保険者データもある場合 

 

・【スキップ】ボタンをクリックすると、エラーデータは読込まずに、読込み処理を継続します。 

・【読込終了】ボタンをクリックすると、エラーデータは読込まずに、これまでに読込んだ保険

者データの読込みを完了します。 

・【中止】ボタンをクリックすると、処理を中止します（これまでに読込んだ保険者データは破

棄されます）。 

 

②読込んでいる保険者データがあり、読込んでいない保険者データはない場合 

 

・【読込終了】ボタンをクリックすると、エラーデータは読込まずに、これまでに読込んだ保険

者データの読込みを完了します。 

・【中止】ボタンをクリックすると、処理を中止します（これまでに読み込んだ保険者データは

破棄されます）。 
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③読込んでいる保険者データはなく、読込んでいない保険者データがある場合 

 

・【スキップ】ボタンをクリックすると、エラーデータは読込まずに、読込み処理を継続します。 

・【中止】ボタンをクリックすると、処理を中止します。 

 

④すべての保険者データが読込めない場合 

 

・【中止】ボタンをクリックして、処理を中止してください。 
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15.8.1.3 Microsoft Edge（Chromium）の場合 

Microsoft Edge（Chromium）を使用して、「再審査等請求ファイル」を Web サイトへ一括

送信します。 

 

1. 「トップページ」画面で【再審査等請

求】ボタンを順にクリックします。 

【再審査等請求】ボタンの下に、【送信】・【状

況】ボタンが表示されます。 

 

2. 【送信】ボタンをクリックします。 

「再審査等レセプト送信」画面が表示されま

す。 
 

 

3. 【実行】ボタンをクリックします。 

「再審査等請求ファイル選択読込」画面が表

示されます。 
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4. 【参照】ボタンをクリックします。 

再審査等請求ファイルを選択する画面が表示

されます。 
 
 

 

【参照】ボタンは読込み済ファイルが存在する

場合、非活性となります。 

 

5. 読込みフォルダを選択し、【アップロ

ード】ボタンをクリックします。 

 
 

ファイルは表示されませんが、問題ありません。 
 

読込み処理中にエラーメッセージが表示さ

れた場合の操作は、「■読込み中にエラーメ

ッセージが表示された場合」（P.467）を参

照してください。 
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6. 【アップロード】ボタンをクリックし、

アップロードを開始します。 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 
 
 

 

 

送信したい再審査等請求ファイルが読込み済

ファイル一覧に表示されていることを確認し

ます。 
 

 

読込み済の再審査等請求ファイルをリセットし

たい場合は、【クリア】ボタンをクリックしてく

ださい。 
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7. 【送信】ボタンをクリックします。 

送信確認メッセージが表示されます。 
 

 

【OK】ボタンをクリックし、送信を開始しま

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。 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 
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8. 【OK】ボタンをクリックします。 

再審査等レセプトデータ送信完了のメッセー

ジが表示されます。 
「再審査等請求状況一覧」画面が表示され、

請求状況が確認できます。 
 

 

 

「再審査等請求状況一覧」画面は、「トップペー

ジ」画面の【再審査等請求】ボタンから【状況】

ボタンをクリックして表示することもできま

す。 

「再審査等請求状況一覧」画面の詳細は、

「■「再審査等請求状況一覧」画面の説明」

（P.470）を参照してください。 
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■送信時のフォルダ構成とファイルについて 

複数の一括提供希望保険者の再審査等請求ファイルを一括して送信するには、保険者

ごとにフォルダを作成し、再審査等請求ファイルを格納します。 

 

  

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当する点数表の再審査等請求ファイルが存在しない場合は、該当ファイルを格納する必要は

ありません。 

 

指定したフォルダ 

保険者番号 Aのフォルダ 

再審査等請求ファイル（医科） 

再審査等請求ファイル（DPC） 

再審査等請求ファイル（歯科） 

再審査等請求ファイル（調剤） 

・ 
・ 
・ 

保険者番号 Bのフォルダ 

再審査等請求ファイル（医科） 

再審査等請求ファイル（DPC） 

再審査等請求ファイル（歯科） 

再審査等請求ファイル（調剤） 
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■読込み中にエラーメッセージが表示された場合 

再審査等請求ファイルのデータにエラーがあった場合は、読込み処理中に以下のメッ

セージなどが表示されます。 

 
このメッセージの【OK】ボタンをクリックすると、データの処理状況によって、①～

④の RC いずれかの画面が表示されます。 

 

①読込んでいる保険者データがあり、読み込んでいない保険者データもある場合 

 

・【スキップ】ボタンをクリックすると、エラーデータは読込まずに、読込み処理を継続します。 

・【読込終了】ボタンをクリックすると、エラーデータは読込まずに、これまでに読込んだ保険

者データの読込みを完了します。 

・【中止】ボタンをクリックすると、処理を中止します（これまでに読込んだ保険者データは破

棄されます）。 

 

②読込んでいる保険者データがあり、読込んでいない保険者データはない場合 

 

・【読込終了】ボタンをクリックすると、エラーデータは読込まずに、これまでに読込んだ保険

者データの読込みを完了します。 

・【中止】ボタンをクリックすると、処理を中止します（これまでに読み込んだ保険者データは

破棄されます）。 
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③読込んでいる保険者データはなく、読込んでいない保険者データがある場合 

 

・【スキップ】ボタンをクリックすると、エラーデータは読込まずに、読込み処理を継続します。 

・【中止】ボタンをクリックすると、処理を中止します。 

 

④すべての保険者データが読込めない場合 

 

・【中止】ボタンをクリックして、処理を中止してください。 
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15.8.2 一括送信単位で再審査等請求状況を確認する 

一括送信単位で「再審査等請求ファイル」の請求状況を確認します。 

 

15.8.2.1「再審査等請求状況一覧」画面を表示する 

「再審査等請求状況一覧」画面を表示します。 

「再審査等請求状況一覧」画面では、一括送信した単位での請求状況が確認できます。 

 

1. 画面左の【再審査等請求】ボタンをク

リックします。 

【再審査等請求】ボタン下に、【送信】・ 
【状況】ボタンが表示されます。 

 

2. 【状況】ボタンをクリックします。 

「再審査等請求状況一覧」画面が表示されま

す。 
 

 

「再審査等請求状況一覧」画面の詳細は、

「■「再審査等請求状況一覧」画面の説明」

（P.470）を参照してください。 
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■「再審査等請求状況一覧」画面の説明 

 
 

画面の操作説明 

（Ａ）【最新状況に更新】ボタンをクリックすると、表示時刻が更新され、最新の「再審査等請求

状況一覧」画面が表示されます。 

（Ｂ）【明細表示】ボタンをクリックすると、「再審査等請求状況（一括送信）」画面が表示されま

す。 

（Ｃ）【保険者一覧】ボタンをクリックすると、「再審査等請求状況保険者一覧」画面が表示されま

す。 

 

（Ａ） 

（Ｂ） 

（Ｃ） 
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画面の項目説明 

●一括送信 

 日付 「再審査等請求ファイル」の一括送信を行った日付を表示します。 

 回数 日付単位で、「再審査等請求ファイル」の一括送信を行った回数を表示します。 

●保険者数 

 送信 送信した「再審査等請求ファイル」の保険者数を表示します。 

 受付 受付けられた保険者数を表示します。 

 受付無効 受付無効（エラー）となった保険者数を表示します。 

●レセプト件数 

 送信 送信した「再審査等請求ファイル」のレセプトデータの件数を表示します。 

 受付 受付けられたレセプトデータの件数を表示します。 

 受付不能 受付不能（エラー）となったレセプトデータの件数を表示します。 

●請求状況 

 処理中 「受付処理中」の状態です。 

 受付済 送信したデータの受付が完了した状態です。 

 受付無効 送信したデータがすべて受付無効（エラー）の状態です。 
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15.8.2.2 「再審査等請求状況（一括送信）」画面を表示する 

「再審査等請求状況（一括送信）」画面を表示します。 

「再審査等請求状況（一括送信）」画面では、請求状況の詳細が確認できます。 

 

1. 「再審査等請求状況一覧」画面で【明

細表示】ボタンをクリックします。 

「再審査等請求状況（一括送信）」画面が表示

され、保険者ごとの再審査等請求状況が確認

できます。 
 

 

「再審査等請求状況（一括送信）」画面の

詳細は、「■「再審査等請求状況（一括送

信）」画面の説明」（P.473）を参照してく

ださい。 
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■「再審査等請求状況（一括送信）」画面の説明 

 
 

画面の操作説明 

（Ａ）【最新状況に更新】ボタンをクリックすると、表示時刻が更新され、最新の「再審査等請求

状況（一括送信）」画面が表示されます。 

（Ｂ）【帳票ダウンロード】ボタンをクリックすると、「再審査等請求帳票ダウンロード（一括送

信）」画面が表示されます。 

（Ｃ）「再審査等請求状況一覧」画面に戻る場合は、【戻る】ボタンをクリックします。 

 

（Ａ） 

（Ｂ） （Ｃ） 
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画面の項目説明 

●一括送信 

 日付 「再審査等請求ファイル」の一括送信を行った日付を表示します。 

 回数 日付単位で、「再審査等請求ファイル」の一括送信を行った回数を表示します。 

●送信 

 日付 「再審査等請求ファイル」の送信を行った日付を表示します。 

 回数 保険者、日付単位で、「再審査等請求ファイル」の送信を行った回数を表示します。 

●保険者番号 

 保険者の保険者番号を表示します。 

●名称 

 保険者の名称を表示します。 

●送信件数 

 
送信した「再審査等請求ファイル」のデータの件数を表示します。 
点数表（医科、DPC、歯科、調剤）ごとに集計されます。 

●受付件数 

 
送信したデータのうち、受付けられた件数を表示します。 
※処理中の場合は「－」で表示します。 

●受付不能件数 

 
送信したデータのうち、エラーとなったデータの件数を表示します。 
※処理中の場合は「－」で表示します。 

●請求状況 

 処理中 「受付処理中」の状態です。 

 受付済 送信したデータの受付が完了した状態です。 

 受付無効 送信したデータがすべて受付不能（エラー）の状態です。 
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15.8.2.3 再審査等請求状況を確認する 

15.8.2.3.1 送信件数を確認する 

送信した「再審査等請求ファイル」の件数は、「再審査等請求状況（一括送信）」画面

の「受付件数」欄で確認します。受付件数の詳細は「再審査等請求 オンライン受領書」

を表示して確認します。 

 

・「再審査等請求 オンライン受領書」では、保険者ごとに送信回単位で送信件数が集計されま

す。 

・「再審査等請求 オンライン受領書」は印刷することができます。 

 

1. 「受付件数」欄の「件数」（リンク文

字列）をクリックします。 

「再審査等請求 オンライン受領書」画面が表

示され、原票種別ごとの送信件数が表示され

ます。 
 

 

「再審査等請求  オンライン受領書」画面

の詳細については、『別添  印刷対象帳

票・CSV 作成対象ファイル＜保険者用＞』

を参照してください。 
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■「再審査等請求 オンライン受領書」画面の説明 

 

 

印刷する場合は、「再審査等請求 オンライン受領書」画面にあるプリンタのボタンをクリッ

クしてください。 
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15.8.2.3.2 エラーの件数や内容を確認する 

送信した「再審査等請求ファイル」のエラー件数は、「再審査等請求状況（一括送信）」

画面の「受付不能件数」欄で確認します。 

エラーの内容は、「再審査等請求 受付処理結果リスト」を表示して確認します。 

 

・「再審査等請求 受付処理結果リスト」では、エラー内容が保険者ごとに送信回・点数表単位

で確認できます。 

・「再審査等請求 受付処理結果リスト」は印刷することができます。 

 

1. 「受付不能件数」欄の「件数」（リン

ク文字列）をクリックします。 

「再審査等請求 受付処理結果リスト」画面が

表示されます。 
 

 

「再審査等請求  受付処理結果リスト」画

面の詳細は、『別添 印刷対象帳票・CSV 
作成対象ファイル＜保険者用＞』を参照し

てください。 
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■「再審査等請求 受付処理結果リスト」画面の説明 

 
 

印刷する場合は、「再審査等請求 受付処理結果リスト」画面にあるプリンタのボタンをクリ

ックしてください。 
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15.8.3 一括送信単位で再審査等請求帳票をダウンロードする 

再審査等請求した各種帳票を CSV 形式または PDF 形式のファイルでダウンロードし

ます。 

 

・受付処理が終わり出力された「再審査等請求帳票」がダウンロードの対象となります。 

・すべての保険者の再審査等請求帳票を一括でダウンロードすることもできます。 

■ダウンロードが可能なファイル 

ダウンロードが可能なファイルは、以下のとおりです。 

・再審査等請求 オンライン受領書 CSV ファイル 
・再審査等請求 受付処理結果リスト CSV ファイル 
・再審査等請求 請求状況ファイル CSV ファイル 
・再審査等請求 オンライン受領書 PDF ファイル 
・再審査等請求 受付処理結果リスト PDF ファイル 
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15.8.3.1 「再審査等請求帳票ダウンロード（一括送信）」画面を表示する 

「再審査等請求帳票ダウンロード（一括送信）」画面を表示します。再審査等請求帳票

のダウンロードは、「再審査等請求帳票ダウンロード（一括送信）」画面から行います。 

 1. 「トップページ」画面で【再審査等請

求】ボタン、【状況】ボタンの順にク

リックし、「再審査等請求状況一覧」

画面で【明細表示】ボタンをクリック

します。 

「再審査等請求状況（一括送信）」画面が表示

されます。 

 

2. 【帳票ダウンロード】ボタンをクリッ

クします。 

「再審査等請求帳票ダウンロード（一括送

信）」画面が表示されます。 
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「再審査等請求帳票ダウンロード（一括送

信）」画面の詳細は、「■「再審査等請求帳

票ダウンロード（一括送信）」画面の説明」

（P.482）を参照してください。 
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■「再審査等請求帳票ダウンロード（一括送信）」画面の説明 

 

画面の操作説明 

（Ａ）ダウンロードが可能な保険者の「ダウンロード」欄には、CSV または PDF のボタンが表示

されます。ボタンをクリックすると、再審査等請求帳票がダウンロードできます。 

（Ｂ）【CSV 一括ダウンロード】ボタンをクリックすると、全保険者の CSV 形式の再審査等請求

帳票がダウンロードできます。 

（Ｃ）【PDF 一括ダウンロード】ボタンをクリックすると、全保険者の PDF 形式の再審査等請求帳

票がダウンロードできます。 

（Ｄ）「再審査等請求状況（一括送信）」画面に戻る場合は、【戻る】ボタンをクリックします。 

（Ａ） 

（Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） 
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15.8.3.2 再審査等請求帳票をダウンロードする 

再審査等請求帳票を、CSV 形式または PDF 形式のファイルでダウンロードします。 

ダウンロードの方法は、ダウンロードする保険者の範囲やファイル形式に合わせて、

以下を参照してください。 

・「15.8.3.2.1 全保険者の CSV ファイルを一括ダウンロードする」（以下の手順） 
・「15.8.3.2.2 全保険者の PDF ファイルを一括ダウンロードする」（P.485） 
・「15.8.3.2.3 保険者・送信回単位で CSV ファイルをダウンロードする」（P.487） 
・「15.8.3.2.4 保険者・送信回単位で PDF ファイルをダウンロードする」（P.489） 

 

15.8.3.2.1 全保険者の CSV ファイルを一括ダウンロードする 

受付処理が終わったすべての保険者の CSV ファイルをダウンロードします。 

 1. 「再審査等請求状況（一括送信）」画

面で【帳票ダウンロード】ボタンをク

リックします。 

「再審査等請求帳票ダウンロード（一括送

信）」画面が表示されます。 

 

2. 「再審査等請求帳票ダウンロード（一

括送信）」画面の【CSV 一括ダウンロ

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

審査等請求帳票ダウンロード（一括送信）」

画面にメッセージが表示された場合」 
（P.494）を参照してください。 
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3. 【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。「再審査等請求帳票

ダウンロード（一括送信）」画面に戻ります。 

 

4. ファイルを保存するフォルダを指定し

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。 

 

5. 【×】ボタンをクリックします。 

「再審査等請求帳票ダウンロード（一括送

信）」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」 
（P.491）を参照してください。 
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15.8.3.2.2 全保険者の PDF ファイルを一括ダウンロードする 

受付処理が終わったすべての保険者の PDF ファイルをダウンロードします。 

 1. 「再審査等請求状況（一括送信）」画

面で【帳票ダウンロード】ボタンをク

リックします。 

「再審査等請求帳票ダウンロード（一括送

信）」画面が表示されます。 

 

2. 「再審査等請求帳票ダウンロード（一

括送信）」画面の【PDF 一括ダウンロ

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

審査等請求帳票ダウンロード（一括送信）」

画面にメッセージが表示された場合」 
（P.494）を参照してください。 

 

 

 

3. 【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。「再審査等請求帳票

ダウンロード（一括送信）」画面に戻ります。 
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4. ファイルを保存するフォルダを指定し

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。「再審査等請求帳票ダウ

ンロード（一括送信）」画面に戻ります。 

 

5. 【×】ボタンをクリックします。 

「再審査等請求帳票ダウンロード（一括送

信）」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」 
（P.491）を参照してください。 
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15.8.3.2.3 保険者・送信回単位で CSV ファイルをダウンロードする 

特定の保険者・送信回の CSV ファイルをダウンロードします。 

 1. 「再審査等請求状況（一括送信）」画

面で【帳票ダウンロード】ボタンをク

リックします。 

「再審査等請求帳票ダウンロード（一括送

信）」画面が表示されます。 

 

2. 「再審査等請求帳票ダウンロード（一

括送信）」画面で、ダウンロードした

い保険者・送信回の「CSV」ボタンを

クリックします。 

画面下部に、ダウンロード確認メッセージが

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

審査等請求帳票ダウンロード（一括送信）」

画面にメッセージが表示された場合」 
（P.494）を参照してください。 

 

 

 

3. 【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。「再審査等請求帳票

ダウンロード（一括送信）」画面に戻ります。 
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4. ファイルを保存するフォルダを指定し

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。「再審査等請求帳票ダウ

ンロード（一括送信）」画面に戻ります。 

 

 

5. 【×】ボタンをクリックします。 

「再審査等請求帳票ダウンロード（一括送

信）」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」 
（P.491）を参照してください。 
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15.8.3.2.4 保険者・送信回単位で PDF ファイルをダウンロードする 

特定の保険者・送信回の PDF ファイルをダウンロードします。 

 1. 「再審査等請求状況（一括送信）」画

面で【帳票ダウンロード】ボタンをク

リックします。 

「再審査等請求帳票ダウンロード（一括送

信）」画面が表示されます。 

 

2. 「再審査等請求帳票ダウンロード（一

括送信）」画面で、ダウンロードした

い保険者・送信回の「PDF」ボタンを

クリックします。 

画面下部に、ダウンロード確認メッセージが

表示されます。 

 

 

 

 

3. 【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。「再審査等請求帳票

ダウンロード（一括送信）」画面に戻ります。 
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4. ファイルを保存するフォルダを指定し

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。 

 

5. 【×】ボタンをクリックします。 

「再審査等請求帳票ダウンロード（一括送

信）」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」 
（P.491）を参照してください。 
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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 または PDF 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。 
ここでは例として、Windows 10 での解凍方法を示します。 

 

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。 
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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、指定したフォルダの中

に CSV または PDF 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ファイ

ルについて」（P.493）を参照してくださ

い。 



15.8 再審査等請求を Web サイトから行う 

 ・493・ 

■ZIP ファイル解凍後のフォルダ構成とファイルについて 

ZIP ファイルを解凍すると、指定したフォルダの中に保険者番号のフォルダが作成され

ます。このフォルダに CSV または PDF ファイルが格納されています。 

<< CSV ファイルの場合 >> 

  

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< PDF ファイルの場合 >> 

  

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

保険者番号 Aのフォルダ 

再審査等請求 受付処理結果リスト CSV ファイル（医科） 

再審査等請求 受付処理結果リスト CSV ファイル（DPC） 

再審査等請求 受付処理結果リスト CSV ファイル（歯科） 

再審査等請求 受付処理結果リスト CSV ファイル（調剤） 

再審査等請求 オンライン受領書 CSV ファイル 

再審査等請求 請求状況ファイル（医科） 

再審査等請求 請求状況ファイル（DPC） 

再審査等請求 請求状況ファイル（歯科） 

再審査等請求 請求状況ファイル（調剤） 

指定したフォルダ 

保険者番号 Aのフォルダ 

再審査等請求 受付処理結果リスト PDF ファイル（医科） 

再審査等請求 受付処理結果リスト PDF ファイル（DPC） 

再審査等請求 受付処理結果リスト PDF ファイル（歯科） 

再審査等請求 受付処理結果リスト PDF ファイル（調剤） 

再審査等請求 オンライン受領書 PDF ファイル 

保険者番号 Bのフォルダ 

再審査等請求 受付処理結果リスト CSV ファイル（医科） 

再審査等請求 受付処理結果リスト CSV ファイル（DPC） 

保険者番号 Bのフォルダ 

再審査等請求 受付処理結果リスト PDF ファイル（医科） 

再審査等請求 受付処理結果リスト PDF ファイル（DPC） 

・ 
・ 

・ 
・ 
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■「再審査等請求帳票ダウンロード（一括送信）」画面にメッセージが表示された場合 

「再審査等請求帳票ダウンロード（一括送信）」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【再審査等請求】、【状況】ボタ

ンから、「再審査等請求状況一覧」画

面を表示します。 

「再審査等請求状況一覧」画面の【明細表

示】ボタンから、「再審査等請求状況（一

括送信）」画面を表示します。 

「再審査等請求状況（一括送信）」画面の

【帳票ダウンロード】ボタンから、「再審

査等請求帳票ダウンロード（一括送信）」

画面を表示し、対象ファイルのダウンロー

ド用のボタンや一括ダウンロード用のボタ

ンをクリックします。 
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15.8.4 保険者単位で再審査等請求状況を確認する 

保険者単位で「再審査等請求ファイル」の請求状況を確認します。 

 

1. 画面左の【再審査等請求】ボタンをク

リックします。 

【再審査等請求】ボタン下に、【送信】・ 
【状況】ボタンが表示されます。 

 

2. 【状況】ボタンをクリックします。 

「再審査等請求状況一覧」画面が表示されま

す。 
 

 

3. 【保険者一覧】ボタンをクリックしま

す。 

「再審査等請求状況保険者一覧」画面が表示

されます。 
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4. 確認したい一括提供希望保険者の「名

称」（リンク文字列）をクリックしま

す。 

選択した一括提供希望保険者の｢再審査等請

求状況」画面が表示され、請求状況を確認で

きます。 

 

保険者ごとに 新の送信日、送信回、請求状況

が確認できます。 

 

 

【戻る】ボタンをクリックすると、「再審査等請

求状況保険者一覧」画面に戻ります。 

再審査等請求状況を確認する場合は、「12
再審査等請求を Web サイトから行う」の 
（P.193）を参照してください。 
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15.9 再審査等返付レセプトデータをWebサイトから配信する 

 

15.9.1 再審査等返付レセプトデータを Web サイトから配信する 

ご使用のブラウザが Microsoft Edge（HTML）および Microsoft Edge（Chromium）

の場合は、レセプト等配信ツールを使用して再審査等返付レセプトを配信してくださ

い。 

レセプト等配信ツールは『オンライン請求システム操作手順書 【レセプト等配信ツ

ール】＜保険者用＞』を参照してください。Web サイトからは「配信状況の確認」

（参照）のみが可能です。 

Web サイトより再審査等返付レセプトデータを一括配信します。 

以降の処理は、ご使用のブラウザに合わせて、以下の項目を参照してください。 

・「15.9.1.1 Internet Exploler の場合」（P.498） 

・「15.9.1.2 Microsoft Edge（HTML）および Microsoft Edge（Chromium）の場合」 

 （P.504） 
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15.9.1.1 Internet Exploler の場合 

Internet Exploler を使用して、「再審査等返付レセプトデータ」を Web サイトより一括

配信します。 

 

1. 画面左の【再審査レセプト配信】ボタ

ンをクリックします。 

「再審査等返付レセプト一括配信状況」画面

が表示されます。 

 

2. 配信する項目の「選択」欄にチェック

を入れ、【配信】ボタンをクリックし

ます。 

「 新のプログラムを確認しています。」と表

示され、その後、「配信先フォルダ選択」画面

が表示されます。 

 

・「選択」欄には、あらかじめ全項目にチェック

が入っています。 

・ファイルサイズは、各項目単位に端数整理を

しているので、合計が不一致になる場合があ

ります。 

・すべての項目が配信済の場合、【配信】ボタン

は【再配信】ボタンに変わり、「選択」欄にチ

ェックが入っていない状態で表示されます。 

 

画面下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

審査等返付レセプト一括配信状況」画面に

メッセージが表示された場合」（P.501）を

参照してください。 
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処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 

 

 

 

 

 

・処理を中止するには、【中止】ボタンをクリッ

クしてください。 

・この画面は、パソコンの環境によって表示さ

れない場合もあります。 

 

 

 

3. 再審査等返付レセプトデータを保存す

るフォルダを指定し、【OK】ボタンを

クリックします。 

「レセプトデータの配信中です。」と表示され

ます。また、概ねの配信時間（残り時間）も

表示されます。 
レセプト配信が完了すると、完了メッセージ

が表示されます。 

 

・本書では、「レセプトデータ」フォルダを事前

にデスクトップ上に作成しています。 

・フォルダを指定しない場合は、C ドライブに

保存されます。 

 

 

配信を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。この場合、ファイル単位に配信

が終了するので、次に配信を行うときは、未配

信ファイルの再審査等返付レセプトデータが配

信されます。 
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4. 【OK】ボタンをクリックします。 

「再審査等返付レセプト一括配信状況」画面

に戻ります。 

 

5. 一括配信状況を確認します。 

配信先に指定したフォルダに、再審査等返付

レセプトデータが保存されます。 

 
・「配信状況」欄には、初回配信の終了日時が表

示されます。 

・「配信回数」欄には、配信回数が表示されます。 

 

 

1 フォルダ内には 大 10 ファイルまで格納され

ます。画像レセプトの場合は、1 ファイルあた

り 1,000 件まで格納されます。 

再審査等返付レセプトデータは圧縮して

配信されるため、配信終了後に解凍する必

要があります。 
再審査等返付レセプトデータの解凍方法

は、「15.9.3 一括配信した再審査等返付

レセプトデータを解凍する」（P.510）を参

照してください。 
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■「再審査等返付レセプト一括配信状況」画面にメッセージが表示された場合 

「再審査等返付レセプト一括配信状況」画面の下部に、以下のいずれかのメッセージ

が表示された場合の操作について説明します。 
この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からのアドオン’RCshhrReceiptDeliverer.cab’をインストール

しようとしています。 
 

この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からの’RCshhrReceiptDeliverer.cab’アドオンをインストール

しようとしています。 
 

Internet Explorer によって、この Web サイトによる ActiveX コントロールのインストールがブロックされました。 

 

上記のメッセージは、初回利用時、またはオンライン請求システムのプログラム変更を行った際に

表示されることがあります。 

 

1. 画面下部の【インストール】ボタンを

クリックします。 

再表示メッセージが表示されます。 
 

 

2. 【再試行】ボタンをクリックします。 

「トップページ」画面に戻ります。 

 

3. 再度【再審査レセプト配信】ボタンを

クリックします。 

「セキュリティの警告」画面が表示されます。 
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4. 【インストールする】ボタンをクリッ

クします。 

プログラムがインストールされます。 

インストールが終了すると、「再審査等返

付レセプト一括配信状況」画面が表示され

ま す 。 引 き 続 き 、「 15.9.1.1 Internet 
Exploler の場合」の手順2（P.498）に戻り、

操作を行ってください。  

 



15.9 再審査等返付レセプトデータを Web サイトから配信する 

 ・503・ 

 

・一括配信を行うと、配信先フォルダ内には「処理年月」フォルダが自動的に作成されます。

Web サイトから配信される再審査等返付レセプトデータは、この「処理年月」フォルダの中

に格納されます。 
「処理年月」フォルダ名は 5 桁の数字で表され、それぞれの数字は年号（1 桁）年（2 桁）月

（2 桁）を表します。 

 例）フォルダ名が「42210」であった場合、「平成 22 年 10 月処理分」の再審査等返付レセ

プトデータのフォルダであることを意味します。 

４ ２２ １０ 
 

 

 

・「処理年月」フォルダ内に、「0」フォルダ、「県番号」フォルダ、「保険者番号」フォルダ、

「点数表」フォルダの順にフォルダが作成され、「点数表」フォルダ内に再審査等返付レセ

プトデータが格納されています。「配信先」フォルダの構成は、以下のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年号を表します。 ｢年｣を表します。 ｢月｣を表します。 

配信先フォルダ 

点数表フォルダ 

XX010001（保険者番号フォルダ） 

01（県番号フォルダ） 

0（固定） 

42210（処理年月フォルダ） 

XX010002（保険者番号フォルダ） 

配信ファイル 

02（県番号フォルダ） 

・ 

・ 

・ 

点数表フォルダ 

XX020001（保険者番号フォルダ） 

XX020002（保険者番号フォルダ） 

配信ファイル 
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15.9.1.2 Microsoft Edge（HTML）および Microsoft Edge（Chromium）の場合 

Microsoft Edge（HTML）および Microsoft Edge（Chromium）を使用して、「再審査等

返付レセプトデータ」の一括配信状況を Web サイトより参照します。 

「再審査等返付レセプトデータ」の配信を行う場合は、レセプト等配信ツールを使用

してください。 

レセプト等配信ツールは『オンライン請求システム操作手順書 【レセプト等配信ツ

ール】＜保険者用＞』を参照してください。 

 

 

1. 「トップページ」画面で【再審査レセ

プト配信】ボタンをクリックします。 

「再審査等返付レセプト一括配信状況」画面

が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・「配信状況」欄には、初回配信の終了日時が表

示されます。 

・「配信回数」欄には、配信回数が表示されます。 
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15.9.2 再審査等返付レセプトデータ一括配信の状況を確認する 

一括提供希望保険者の再審査等返付レセプトデータ一括配信状況を確認します。 

以降の処理は、ご使用のブラウザに合わせて、以下の項目を参照してください。 

・「15.9.2.1 Internet Explorer の場合」（P.506） 
・「15.9.2.2 Microsoft Edge（HTML）および Microsoft Edge（Chromium）の場合」 

（P.508） 
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15.9.2.1 Internet Explorer の場合 

Internet Explorer を使用して、一括提供希望保険者の再審査等返付レセプトデータ一括

配信状況を確認します。 

 

1. 画面左の【再審査レセプト配信】ボタ

ンをクリックします。 

「再審査等返付レセプト一括配信状況」画面

が表示されます。 

 

 

2. 【明細】ボタンをクリックします。 

「再審査等返付レセプト一括配信状況一覧」

画面が表示されます。 
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3. 確認したい一括提供希望保険者の「名

称」（リンク文字列）をクリックしま

す。 

選択した一括提供希望保険者の「再審査等返

付レセプト配信状況」画面が表示され、配信

状況を確認できます。 

 

・配信時間は、各保険者単位に端数整理をして

いるので、配信時間合計と不一致になる場合

があります。 

・処理を中止するには、【戻る】ボタンをクリッ

クしてください。 

 

 

【戻る】ボタンをクリックすると、「再審査等返

付レセプト一括配信状況一覧」画面に戻ります。 

一括提供希望保険者ごとに再審査等返付

レセプトデータを配信する場合は、「13.1 
再審査等返付レセプトデータを配信する」

（P.222）を参照してください。 
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15.9.2.2 Microsoft Edge（HTML）および Microsoft Edge（Chromium）の場合 

Microsoft Edge（HTML）および Microsoft Edge（Chromium）を使用して、一括提供

希望保険者の再審査等返付レセプトデータ一括配信状況を確認します。 

 

1. 画面左の【再審査レセプト配信】ボタ

ンをクリックします。 

「再審査等返付レセプト一括配信状況」画面

が表示されます。 

 

2. 【明細】ボタンをクリックします。 

「再審査等返付レセプト一括配信状況一覧」

画面が表示されます。 
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3. 確認したい一括提供希望保険者の「名

称」（リンク文字列）をクリックしま

す。 

選択した一括提供希望保険者の「再審査等返

付レセプト配信状況」画面が表示され、配信

状況を確認できます。 

 

・配信時間は、各保険者単位に端数整理をして

いるので、配信時間合計と不一致になる場合

があります。 

・処理を中止するには、【戻る】ボタンをクリッ

クしてください。 

 

【戻る】ボタンをクリックすると、「再審査等返

付レセプト一括配信状況一覧」画面に戻ります。 

一括提供希望保険者ごとに再審査等返付

レセプトデータを配信する場合は、「13.1 
再審査等返付レセプトデータを配信する」

（P.222）を参照してください。 
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15.9.3 一括配信した再審査等返付レセプトデータを解凍する 

Web サイトより配信された再審査等返付レセプトデータは圧縮してあるので、解凍す

る必要があります。 

 

「再審査等返付レセプトデータ」を解凍します。 

 

1. デスクトップ上の「レセプト解凍ツー

ル」アイコンをダブルクリックします。 

「レセプト解凍ツール」画面が表示されます。 

 

2. 【参照】ボタンをクリックします。 

「フォルダーの参照」画面が表示されます。 
 

 

3. 配信された再審査等返付レセプトデー

タが保存されているフォルダ内の「0」
フォルダを指定し、【OK】ボタンをク

リックします。 

「レセプト解凍ツール」画面に戻ります。 

 

・「処理年月」名のフォルダ内に、自動的に再審

査分のデータを保存する「0」フォルダが作成

されます。さらに、このフォルダ内に「県番

号」フォルダと「保険者番号」フォルダが作

成されます。 

・県ごと、または一括提供希望保険者ごとに解

凍することもできます。県ごとに解凍する場

合は「県番号」フォルダを、一括提供希望保

険者ごとに解凍する場合は「保険者番号」フ

ォルダを選択してください。 
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4. 【参照】ボタンをクリックして、解凍

した再審査等返付レセプトデータを保

存するフォルダを指定します。 

「フォルダーの参照」画面が表示されます。 

 

5. 保存するフォルダを指定し、【OK】ボ

タンをクリックします。 

「レセプト解凍ツール」画面に戻ります。 

6. 各フォルダが正しく指定されているこ

とを確認し、【解凍】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。 
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7. 【OK】ボタンをクリックします。 

「解凍中です…」と表示され、再審査等返付

レセプトデータの解凍が行われます。 
その後、レセプトデータの解凍が完了すると、

完了メッセージが表示されます。 

 

8. 【OK】ボタンをクリックします。 

「レセプト解凍ツール」画面に戻ります。 

9. 【終了】ボタンをクリックします。 

レセプト解凍ツールが終了します。 
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10. 出力先フォルダに、解凍された再審査

等返付レセプトデータが格納されてい

ることを確認します。 
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15.10 明細書返付依頼データを Web サイトから取得す

る 

 

15.10.1 未取得の明細書返付依頼データと明細書返付書を一括取得する 

未取得の明細書返付依頼データと明細書返付書を一括取得します。 

以降の処理は、ご使用のブラウザに合わせて、以下の項目を参照してください。 

・「15.10.1.1 Internet Exploler の場合」（P.515） 

・「15.10.1.2 Microsoft Edge（HTML）の場合」（P.521） 

・「15.10.1.3 Microsoft Edge（Chromium）の場合」（P.525） 
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15.10.1.1 Internet Exploler の場合 

Internet Exploler を使用して、未取得の「明細書返付依頼データ」と「明細書返付書」

を一括取得します。 

 

1. 画面左の【返付依頼データ取得】ボタ

ンをクリックします。 

「明細書返付依頼データ取得状況一覧」画面

が表示されます。 

 

2. 【一括取得】ボタンをクリックします。 

「 新のプログラムを確認しています。」と表

示され、その後、読込み先を選択する画面が

表示されます。 
 

 

未取得の明細書返付依頼データと明細書返付書

がない場合は、【一括取得】ボタンは表示されま

せん。 

 

画面下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、「■「明

細書返付依頼データ取得状況一覧」画面に

メッセージが表示された場合」（P.519）を

参照してください。 

 

 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 
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・処理を中止するには、【中止】ボタンをクリッ

クしてください。 

・この画面は、パソコンの環境によって表示さ

れない場合もあります。 

 

 

 

 

 

 

3. 明細書返付依頼データと明細書返付書

を保存するフォルダを指定し、【OK】

ボタンをクリックします。 

「明細書返付依頼データを取得中です。」と表

示され、明細書返付依頼データと明細書返付

書の取得が完了すると、完了メッセージが表

示されます。 
 

 

 

ダウンロードを中止するには、【中止】ボタンを

クリックしてください。 

 

4. 【OK】ボタンをクリックします。 

保存先に指定したフォルダに、明細書返付依

頼データと明細書返付書が保存され、「明細

書返付依頼データ取得状況一覧」画面に戻り

ます。 
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5. 取得状況を確認します。 

 

取得済の明細書返付依頼データの「明細書返付

依頼取得状況」欄には「取得済」と表示されま

す。また、初回取得月日が表示されます。 

フォルダ構成については、「■フォルダ構

成とファイルについて」（P.518）を参照し

てください。 
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■フォルダ構成とファイルについて 

一括取得すると、指定したフォルダの中に保険者番号のフォルダが作成されます。こ

のフォルダに明細書返付書（PDF）と明細書返付依頼データ（CSV）のファイルが格

納されています。 

 

 

 

 

  

     

 

 

指定したフォルダ 

保険者番号 Aのフォルダ 

明細書返付依頼データ CSV ファイル 

明細書返付書 PDF ファイル 

明細書返付書 PDF ファイル 

・ 
・ 
・ 

保険者番号 Bのフォルダ 

明細書返付依頼データ CSV ファイル 

明細書返付書 PDF ファイル 

明細書返付書 PDF ファイル 

・ 
・ 
・ 

・ 
・ 
・ 
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■「明細書返付依頼データ取得状況一覧」画面にメッセージが表示された場合 

「明細書返付依頼データ取得状況一覧」画面の下部に、以下のいずれかのメッセージ

が表示された場合の操作について説明します。 
この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からのアドオン’SODeliverer.cab’をインストールしようとして

います。 
 

この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からの’SODeliverer.cab’アドオンをインストールしようとして

います。 
 

Internet Explorer によって、この Web サイトによる ActiveX コントロールのインストールがブロックされました。 

 

上記のメッセージは、初回利用時、またはオンライン請求システムのプログラム変更を行った際に

表示されることがあります。 

 

1. 画面下部の【インストール】ボタンを

クリックします。 

再表示メッセージが表示されます。 
 

 

2. 【再試行】ボタンをクリックします。 

「トップページ」画面に戻ります。 
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3. 再度【返付依頼データ取得】ボタンを

クリックします。 

「セキュリティの警告」画面が表示されます。 

 

4. 【インストールする】ボタンをクリッ

クします。 

プログラムがインストールされます。 

インストールが終了すると、「明細書返付

依頼データ取得状況一覧」画面が表示され

ます。引き続き、「 15.10.1.1 Internet 
Exploler の場合」の手順2（P.515）に戻り、

操作を行ってください。 
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15.10.1.2 Microsoft Edge（HTML）の場合 

Microsoft Edge（HTML）を使用して、未取得の「明細書返付依頼データ」と「明細書

返付書」を一括取得します。 

 

・ダウンロードが完了するまで、ログアウトやブラウザの終了は行わないでください。 

 

1. 「トップページ」画面で【返付依頼デ

ータ取得】ボタンをクリックします。 

「明細書返付依頼データ取得状況一覧」画面

が表示されます。 

 

 

2. 【一括取得】ボタンをクリックします。 

ダウンロードが開始されます。 
 
 
 
 
 
 

 

明細書返付依頼データと明細書返付書がすべて

取得済の場合は、【一括再取得】ボタンが表示さ

れます。 

 

 

3. 【保存】ボタン右の【Λ】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。 
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4. 明細書返付依頼データと明細書返付書

を保存するフォルダを指定し、【保存】

ボタンをクリックします。 

 
・返付依頼データファイル（圧縮）のファイル

名は、ログインユーザ ID_HENPU_処理年月（西

暦）.ZIP となります。 

「返付依頼データファイル」のファイル名の例 

XXXXXXX_HENPU_YYYYMM.ZIP 

「XXXXXXX」：ログインユーザ ID 

「YYYYMM」：処理年月 

 

 
・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。「明細書返付依頼デ

ータ取得状況一覧」画面に戻ります。 

 

5. ダウンロードが完了メッセージが表示

されたことを確認し、【×】ボタンを

クリックします。 

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」

（P.523）を参照してください 

6. 取得状況を確認します。 

 

取得済の明細書返付依頼データの「明細書返付

依頼取得状況」欄には「取得済」と表示されま

す。また、初回取得月日が表示されます。 

フォルダ構成については、「■ZIP ファイ

ル解凍後のフォルダ構成とファイルにつ

いて」（P.524）を参照してください。 
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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、PDF 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。 
ここでは例として、Windows 10 での解凍方法を示します。 

 

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、指定したフォルダの中

に CSV 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については、「■

ZIPファイル解凍後のフォルダ構成とファ

イルについて」（P.524）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保険者番号のフォルダが作成され

ます。このフォルダに明細書返付書（PDF）と明細書返付依頼データ（CSV）のファ

イルが格納されています。 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定したフォルダ 

保険者番号 Aのフォルダ 

明細書返付依頼データ CSV ファイル 

明細書返付書 PDF ファイル 

明細書返付書 PDF ファイル 

・ 
・ 
・ 

保険者番号 Bのフォルダ 

明細書返付依頼データ CSV ファイル 

明細書返付書 PDF ファイル 

明細書返付書 PDF ファイル 

・ 
・ 
・ 

・ 
・ 
・ 
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15.10.1.3 Microsoft Edge（Chromium）の場合 

Microsoft Edge（Chromium）を使用して、未取得の「明細書返付依頼データ」と「明

細書返付書」を一括取得します。 

 

・ダウンロードが完了するまで、ログアウトやブラウザの終了は行わないでください。 

 

1. 「トップページ」画面で【返付依頼デ

ータ取得】ボタンをクリックします。 

「明細書返付依頼データ取得状況一覧」画面

が表示されます。 

 

 

2. 【一括取得】ボタンをクリックします。 

ダウンロードが開始されます。 
 

 
ファイルはダウンロードフォルダに保存されま

す。 
 
 
 

 

明細書返付依頼データと明細書返付書がすべて

取得済の場合は、【一括再取得】ボタンが表示さ

れます。 
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3. 画面右上に【↓】ボタンが表示され、

ダウンロードが完了したことを確認し

ます。 

 

【↓】ボタンをクリックすると、「ダウンロード

履歴」画面が表示されます。 

 
 

・返付依頼データファイル（圧縮）のファイル

名は、ログインユーザ ID_HENPU_処理年月（西

暦）.ZIP となります。 

「返付依頼データファイル」のファイル名の例 

XXXXXXX_HENPU_YYYYMM.ZIP 

「XXXXXXX」：ログインユーザ ID 

「YYYYMM」：処理年月 

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」

（P.527）を参照してください 

4. 取得状況を確認します。 

 

取得済の明細書返付依頼データの「明細書返付

依頼取得状況」欄には「取得済」と表示されま

す。また、初回取得月日が表示されます。 

フォルダ構成については、「■ZIP ファイ

ル解凍後のフォルダ構成とファイルにつ

いて」（P.528）を参照してください。 
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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、PDF 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。 
ここでは例として、Windows 10 での解凍方法を示します。 

 

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、指定したフォルダの中

に CSV 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については、「■

ZIPファイル解凍後のフォルダ構成とファ

イルについて」（P.528）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保険者番号のフォルダが作成され

ます。このフォルダに明細書返付書（PDF）と明細書返付依頼データ（CSV）のファ

イルが格納されています。 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定したフォルダ 

保険者番号 Aのフォルダ 

明細書返付依頼データ CSV ファイル 

明細書返付書 PDF ファイル 

明細書返付書 PDF ファイル 

・ 
・ 
・ 

保険者番号 Bのフォルダ 

明細書返付依頼データ CSV ファイル 

明細書返付書 PDF ファイル 

明細書返付書 PDF ファイル 

・ 
・ 
・ 

・ 
・ 
・ 
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15.10.2 明細書返付依頼データ取得状況を確認する 

明細書返付依頼データの取得状況を確認します。 

 

1. 画面左の【返付依頼データ取得】ボタ

ンをクリックします。 

「明細書返付依頼データ取得状況一覧」画面

が表示されます。 

 

 

2. 確認したい一括提供希望保険者の「名

称」（リンク文字列）をクリックしま

す。 

選択した一括提供希望保険者の「明細書返付

依頼データ取得状況」画面が表示され、取得

状況を確認できます。 

 

処理を中止するには、【戻る】ボタンをクリック

してください。 

 

画面下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、「■「明

細書返付依頼データ取得状況一覧」画面に

メッセージが表示された場合」（P.531）を

参照してください。 
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3. 取得状況を確認します。 

 

取得済の明細書返付書の「PDF 取得状況」欄に

は「取得済」と表示されます。 

また、初回取得月日が表示されます。 

一括提供希望保険者ごとに明細書返付依

頼データを取得する場合は、「14.2 明細書

返付依頼データをダウンロードする」

（P.246）、または「14.3 明細書返付書を

一括取得する」（P.250）を参照してくださ

い。 
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■「明細書返付依頼データ取得状況一覧」画面にメッセージが表示された場合 

「明細書返付依頼データ取得状況一覧」画面の下部に、以下のいずれかのメッセージ

が表示された場合の操作について説明します。 
この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からのアドオン’SODeliverer.cab’をインストールしようとして

います。 
 

この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からの’SODeliverer.cab’アドオンをインストールしようとして

います。 
 

Internet Explorer によって、この Web サイトによる ActiveX コントロールのインストールがブロックされました。 

 

上記のメッセージは、初回利用時、またはオンライン請求システムのプログラム変更を行った際に

表示されることがあります。 

 

1. 画面下部の【インストール】ボタンを

クリックします。 

再表示メッセージが表示されます。 
 

 

2. 【再試行】ボタンをクリックします。 

「トップページ」画面に戻ります。 

 

3. 再度【返付依頼データ取得】ボタンを

クリックします。 

「セキュリティの警告」画面が表示されます。 
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4. 【インストールする】ボタンをクリッ

クします。 

プログラムがインストールされます。 

インストールが終了すると、「明細書返付

依頼データ取得状況一覧」画面が表示され

ます。引き続き、「15.10.2 明細書返付依

頼データ取得状況を確認する」の手順2 
（P.529）に戻り、操作を行ってください。 
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16 一括提供希望保険者の場合 

一括提供希望保険者が利用できる以下の機能について説明します。 

・レセプトデータの配信状況を確認する機能 

・資格情報の配信状況を確認する機能 

・返戻情報送信を Web サイトから行う機能 

・結果情報の取得状況を確認する機能 

・再審査請求前資格確認要求を Web サイトから行う機能 

・資格確認結果情報の取得状況を確認する機能 

・請求関係帳票データの配信状況を確認する機能 

・再審査等請求を Web サイトから行う機能 

・再審査等返付レセプトデータの配信状況を確認する機能 

・明細書返付依頼データの取得状況を確認する機能 

16.1 レセプトデータの配信状況を確認する 

レセプト配信状況を確認します。 

 

1. 画面左の【レセプト配信】ボタンをク

リックします。 

「配信状況」画面が表示されます。 

 

 

2. レセプト配信状況を確認します。 

 

・一覧表の右上に配信予定日が表示されます。 

・「レセプト件数」「ファイルサイズ」「配信状

況」および「配信回数」は、CSV ファイルと

画像ファイルに分けて表示されます。 

・CSV ファイルおよび画像ファイルの各「配信

状況」欄には、それぞれの初回配信の終了日

時が表示されます。 

・CSV ファイルおよび画像ファイルの各「配信

回数」欄には、それぞれの配信回数が表示さ

れます。 



16 一括提供希望保険者の場合 

 ・534・ 

16.2 資格情報の配信状況を確認する 

資格情報配信状況を確認します。 

 

「トップページ」画面で【資格情報配信】ボタンをクリックした際に、次のようなメッセージ

が表示されることがあります。 

●実施機関の場合 

 
 

●請求前資格確認の開始届が提出されていない場合 

 
 

上記のメッセージが表示された場合は、資格情報配信の機能は利用できません。 
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1. 画面左の【請求前資格確認】ボタンを

クリックします。 

【請求前資格確認】ボタンの下に、【資格情報

配信】・【返戻情報送信】・【送信状況】・【結果

情報取得】ボタンが表示されます。 

 

2. 【資格情報配信】ボタンをクリックし

ます。 

「資格情報配信状況」画面が表示されます。 

 

3. 資格情報配信状況を確認します。 

 

・ファイルサイズは、各項目単位に端数整理を

しているので、合計が不一致になる場合があ

ります。 

・「配信状況」欄には、初回配信の終了日時が表

示されます。 
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16.3 返戻情報送信を Web サイトから行う 

返戻情報送信を Web サイトから行います。 

 

詳細は、「7 返戻情報送信を Web サイトから行う」（P.79）を参照してください。 
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16.4 結果情報の取得状況を確認する 

結果情報の取得状況を確認します。 

 

「トップページ」画面で【結果情報取得】ボタンをクリックした際に、次のようなメッセージ

が表示されることがあります。 

●実施機関の場合 

 
 

●請求前資格確認の開始届が提出されていない場合 

 
 

上記のメッセージが表示された場合には、結果情報取得の機能は利用できません。 

 

 

1. 画面左の【請求前資格確認】ボタンを

クリックします。 

【請求前資格確認】ボタンの下に、【資格情報

配信】・【返戻情報送信】・【送信状況】・【結果

情報取得】ボタンが表示されます。 
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2. 【結果情報取得】ボタンをクリックし

ます。 

「結果情報取得状況」画面が表示されます。 
 

 

3. 結果情報取得状況を確認します。 

 

「取得状況」欄には、初回取得の終了日時が表

示されます。 
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16.5再審査請求前資格確認要求をWebサイトから行う 

再審査請求前資格確認を Web サイトから行います。 

 

詳細は、「9 再審査請求前資格確認要求を Web サイトから行う」（P.136）を参照して

ください。 
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16.6 資格確認結果情報の取得状況を確認する 

資格確認結果情報の取得状況を確認します。 

 

1. 画面左の【再審査請求前資格確認】ボ

タンをクリックします。 

【再審査請求前資格確認】ボタンの下に、【資

格確認要求】・【送信状況】・【結果情報取得】

ボタンが表示されます。 

 

2. 【結果情報取得】ボタンをクリックし

ます。 

「資格確認結果情報取得状況」画面が表示さ

れます。 
 

 

3. 資格確認結果情報取得状況を確認しま

す。 

 

「取得状況」欄には、初回取得の終了日時が表

示されます。 
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16.7 請求関係帳票データの配信状況を確認する 

請求関係帳票データの配信状況を確認します。 

 

1. 画面左の【請求関係帳票データ】ボタ

ンをクリックします。 

「請求関係帳票データ配信状況」画面が表示

されます。 

 

 

2. 請求関係帳票データ配信状況を確認し

ます。 

 

「配信状況」欄には、初回配信の終了日時が表

示されます。 
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16.8 再審査等請求を Web サイトから行う 

再審査等請求を Web サイトから行います。 

 

詳細は、「12 再審査等請求を Web サイトから行う」（P.193）を参照してください。 
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16.9 再審査等返付レセプトデータの配信状況を確認する 

再審査等返付レセプトデータの配信状況を確認します。 

 

1. 画面左の【再審査レセプト配信】ボタ

ンをクリックします。 

「再審査等返付レセプト配信状況」画面が表

示されます。 

 

 

2. 再審査等返付レセプト配信状況を確認

します。 

 

・「配信状況」欄には、初回配信の終了日時が表

示されます。 

・「配信回数」欄には、配信回数が表示されます。 
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16.10 明細書返付依頼データの取得状況を確認する 

明細書返付依頼データの取得状況を確認します。 

 

1. 画面左の【返付依頼データ取得】ボタ

ンをクリックします。 

「明細書返付依頼データ取得状況」画面が表

示されます。 

 

 

2. 明細書返付依頼データ取得状況を確認

します。 

 

「PDF 取得状況」欄には、明細書返付書の取得

状況が表示されます。取得済の場合は、初回の

取得日が表示されます。 
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17 オンライン請求システム確認

試験にログインする 

17.1 オンライン請求システム確認試験にログインする 

オンライン請求確認試験を開始する場合は、オンライン請求システムにログインし、

オンライン請求確認試験の「トップページ」画面を表示します。 

 

平成 23 年 3 月以前のセットアップ CD-ROM でセットアップを行った場合、「17.1.1 オンライ

ン請求を開始する」の手順3（P.547）において、「環境選択」画面が表示されず、確認試験へ

ログインできません。 
その場合、一度オンライン請求システムへログインして「マニュアル」画面から「環境設定更

新ツール」および「保険者向け確認試験のセットアップにあたって」を入手して、確認試験環

境のセットアップを行ってください。 

 

オンライン請求用のパソコンに、複数のユーザ権限を割り当てて使用している場合は、管理者

権限のユーザでパソコンを起動してください。 
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17.1.1 オンライン請求を開始する 

オンライン請求システムを起動します。 

    

 

1. デスクトップ上の「オンライン請求（保

険者）」アイコンをダブルクリックし

ます。 

「環境選択」画面が表示されます。 

 

「オンライン請求（保険者）」アイコン以外から

オンライン請求システムを起動した場合、正常

に動作しないことがありますのでご注意くださ

い。 

また、１つの端末で複数ブラウザまたは複数タ

ブにてオンライン請求システムを起動した場

合、正常に動作しないことがありますのでご注

意ください。 

 

 

 

2. 「ユーザー アカウント制御」画面が表

示された場合、表示される画面に応じ

て、【はい】ボタンまたは「許可」を

クリックします。 

「環境選択」画面が表示されます。 

 

 

 

「ユーザー アカウント制御」画面は、環境によ

って、表示される画面が異なります。 
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3. 【確認試験】ボタンをクリックします。 

「ログイン」画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

左記の画面が表示された場合は、【OK】ボタンを

クリックします。 
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 4. デジタル証明書確認メッセージが表示さ

れた場合、使用している OS に応じて、

以下の操作を行います。 

 

デジタル証明書の確認メッセージは、パソコン

の環境によって表示されない場合もあります。 

 

 

オンライン請求システムのユーザ ID と同じ「CN」

を選択し、【OK】ボタンをクリックします。 

 

 

オンライン請求システムのユーザ ID と同じ「CN」

が表示されていない場合は、「その他」リンクを

クリックして表示された一覧から選択します。 
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17.1.2 オンライン請求システム確認試験にログインする 

オンライン請求システムにログインし、オンライン請求確認試験の「トップページ」

画面を表示します。 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1. オンライン請求システムの「ユーザ ID」

と「パスワード」を入力し、【ログイ

ン】ボタンをクリックします。 

オンライン請求確認試験の「トップページ」

画面が表示されます。 

オンライン請求確認試験の「ログイン」画

面の詳細は、「■オンライン請求確認試験

の「ログイン」画面の説明」（P.550）を参

照してください。 

 

 

画面下部にパスワード保存確認メッセージが表

示された場合は、【このサイトではしない】ボタ

ンをクリックします。 

 

Microsoft Edge（HTML）の場合、左のような画

面が表示された場合は、【保存しない】ボタンを

クリックします。 

 

Microsoft Edge（Chromium）の場合、左のよう

な画面が表示された場合は、【なし】ボタンをク

リックします。 

 

 

 

初めてログインしたとき、またはパスワード変

更期限（6か月）が過ぎているときは、「パスワ

ード変更」画面が表示されます。 
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■オンライン請求確認試験の「ログイン」画面の説明 

 
 

画面の操作説明 

（Ａ）リンク文字列をクリックすると、各種文書が表示されます。 

（Ｂ）リンク文字列をクリックすると、「パスワード初期化」画面が表示されます。 

（Ｃ）お問合せ情報が表示されます。 

（Ａ） 

（Ｃ） 

（Ｂ） 
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■オンライン請求確認試験の「トップページ」画面の概要 

オンライン請求確認試験の「トップページ」画面の概要について説明します。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ユーザ情報 

お知らせ 

操作ボタン説明 

支払基金 

からの 

お知らせ 

操作ボタン 
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画面の項目説明 

●ユーザ情報 

 接続先 接続している審査支払機関を表示します。 

 利用者名 利用者名を表示します。 

 終ログイン時間 終ログイン時間を表示します。 

●お知らせ（ ボタンをクリックすると、詳細が表示されます。） 

 システムに関するお知らせ 
システムメンテナンス等に関するお知らせを表示しま

す。 

 運用に関するお知らせ 運用に関するお知らせを表示します。 

 その他のお知らせ その他のお知らせを表示します。 

●社会保険診療報酬支払基金からのお知らせ（ ボタンをクリックすると、詳細が表示されます。） 

 保険者が所在する都道府県の支払基金からのお知らせを表示します。 

●操作ボタン説明 

操作ボタン 説明 

 トップページ トップページを表示します。 

 お知らせ お知らせを表示します。 

 請求前資格確認 
返戻情報を送信します。また、送信した返戻情報の送信

状況を表示します。 

 再審査等請求 
再審査等請求ファイルを送信します。また、送信した再

審査等請求ファイルの請求状況を表示します。 
※確認試験のため、実際には請求されません。 

 パスワード変更 パスワード変更をします。 

 マニュアル マニュアルを表示します。 

 お問合せ先 お問合せ先を表示します。 

 ログアウト ログアウトします。 
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・ログインに失敗すると、以下のエラーメッセージが表示されます。この場合は、再度、オン

ライン請求ユーザ ID とオンライン請求パスワードを入力し、オンライン請求システムにログ

インし直してください。 

 
 

・不正ログイン防止のため、連続してログインに 4 回失敗すると、同じブラウザではログイン

できなくなります。この場合はブラウザを閉じ、「17.1.1 オンライン請求を開始する」

（P.546）から操作し直してください。 

 
 

・離席などで 10 分以上作業が行われない場合は、自動的にログアウト（セッションタイムアウ

ト）されます。この場合はブラウザを閉じ、「17.1.1 オンライン請求を開始する」（P.546）
から操作し直してください。 
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オンライン請求端末のシステム日時が過去または未来日時で設定されている場合は、警告メッ

セージが表示されます。この場合は「OK」ボタンをクリッして、トップページ画面へと進んで

ください。その後、「3.3 オンライン請求システムからログアウトする」（P.35）の手順に従

ってトップページからログアウトし、システム日時の設定を変更した後、「3.1 オンライン請

求を開始する」（P.28）から操作し直してください。 
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17.2 返戻情報送信の確認試験を Web サイトから行う 

 

確認試験では受付処理結果の一部が通常の返戻情報送信と異なります。 

1.請求前資格確認の開始届の提出がされていない保険者についても利用可能です。 

2.すでに受付済の保険者についても再度送信可能です。 

3.返戻情報と資格情報とのレコード件数（総数）チェックは実施しません。 

4.受付番号の先頭 4 桁が、当月の処理年月でない返戻情報についても送信可能です。 

5.点数表識別が「2：ＤＰＣ」以外の時、受付番号の下 1 桁が、正当でない返戻情報についても

送信可能です。  

6.点数表識別が「2：ＤＰＣ」の時、受付番号の先頭 5 桁目および下 2 桁が、正当でない返戻情

報についても送信可能です。 

7.診療（調剤）年月が、未来年月の返戻情報についても送信可能です。 

一括提供先保険者の場合は、「17.3.1 返戻情報送信の確認試験を Web サイトから行

う」（P.587）を参照してください。 

一括提供希望保険者の場合は、本章を参照してください。 
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17.2.1 返戻情報を送信する 

確認試験用「返戻情報」を Web サイトに送信し、確認試験を行います。 

 

「トップページ」画面で【返戻情報送信】ボタンをクリックした際に、次のようなメッセージ

が表示されることがあります。 

●実施機関の場合 

 
 

上記のメッセージが表示された場合は、返戻情報送信の機能は利用できません。 

以降の処理は、ご使用のブラウザに合わせて、以下の項目を参照してください。 

・「17.2.1.1 Internet Explorer の場合」（P.557） 
・「17.2.1.2 Microsoft Edge（HTML）の場合」（P.564） 
・「17.2.1.3 Microsoft Edge（Chromium）の場合」（P.568） 
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17.2.1.1 Internet Explorer の場合 

Internet Explorer を使用して、確認試験用「返戻情報」を Web サイトに送信し、確認

試験を行います。 

 

1. 画面左の【請求前資格確認】ボタンを

クリックします。 

【請求前資格確認】ボタンの下に、【返戻情報

送信】・【送信状況】ボタンが表示されます。 

 

2. 【返戻情報送信】ボタンをクリックし

ます。 

「返戻情報送信」画面が表示されます。 

画面下部にメッセージが表示された場合

の操作は、「■「返戻情報送信」画面にメ

ッセージが表示された場合」（P.562）を参

照してください。 
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3. 【実行】ボタンをクリックします。 

「 新のプログラムを確認しています。」と表

示され、その後、読込み先を選択する画面が

表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 
 
 
 
 
 
 

 

・処理を中止するには、【中止】ボタンをクリッ

クしてください。 

・この画面は、パソコンの環境によって表示さ

れない場合もあります。 
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■読込み先が媒体の場合 

 

4. 読込み先を指定します。 

読込み先には、「媒体」と「フォルダ」の 2
種類があります。 

 

①媒体をパソコンのドライブに挿入します。 

②「媒体」を指定し、読込み先のドライブを選択

します。 

 

・媒体が MO の場合は、読込み先のドライブに「リ

ムーバブルディスク」を選択してください。 

・「媒体」のリストに「リムーバブルディスク」

が表示されない場合は、【中止】ボタンをクリ

ックし、再度、手順3の「返戻情報送信」画面

で【実行】ボタンをクリックしてください。 

■読込み先がフォルダの場合 

 

 

①「フォルダ」を選択し、【参照】ボタンをクリ

ックします。 

 

②返戻情報を保存しているフォルダを指定し、

【OK】ボタンをクリックします。 
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5. 【読込】ボタンをクリックします。 

「返戻情報を読込中です。」と表示され、返戻

情報の読込みが完了すると、終了メッセージ

が表示されます。 

 

 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。手順3の「返戻情報送信」画面 

（P.558）に戻ります。 

 

 

 

6. 【送信】ボタンをクリックします。 

「返戻情報を送信中です。」と表示され、返戻

情報の送信が完了すると、完了メッセージが

表示されます。 

 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。手順3の「返戻情報送信」画面 

（P.558）に戻ります。 
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7. 【OK】ボタンをクリックします。 

「返戻情報送信状況」画面が表示され、返戻

情報送信状況を確認できます。 
 

 

 

「返戻情報送信状況」画面は、「トップページ」

画面の【請求前資格確認】ボタンから【送信状

況】ボタンをクリックして表示することもでき

ます。 

「返戻情報送信状況」画面の詳細は、

「17.2.2 返戻情報送信状況を確認する」 
（P.573）を参照してください。 
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■「返戻情報送信」画面にメッセージが表示された場合 

「返戻情報送信」画面の下部に、以下のいずれか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。 
この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からのアドオン’RClhjsUploader.cab’をインストールしようとし

ています。 
 

この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からの’RClhjsUploader.cab’アドオンをインストールしようとし

ています。 
 

Internet Explorer によって、この Web サイトによる ActiveX コントロールのインストールがブロックされました。 

 

上記のメッセージは、初回利用時、またはオンライン請求システムのプログラム変更を行った際に

表示されることがあります。 

 

1. 画面下部の【インストール】ボタンを

クリックします。 

再表示メッセージが表示されます。 
 

 

2. 【再試行】ボタンをクリックします。 

「トップページ」画面に戻ります。 

 

3. 再度【返戻情報送信】ボタンをクリッ

クします。 

「セキュリティの警告」画面が表示されます。 



17.2 返戻情報送信の確認試験を Web サイトから行う 

 ・563・ 

 

 

4. 【インストールする】ボタンをクリッ

クします。 

プログラムがインストールされます。 

インストールが終了すると、「返戻情報送

信」画面が表示されます。引き続き、

「17.2.1 返戻情報を送信する」の手順3 
（P.558）に戻り、操作を行ってください。 
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17.2.1.2 Microsoft Edge（HTML）の場合 

Microsoft Edge（HTML）を使用して、確認試験用「返戻情報」を Web サイトに送信

し、確認試験を行います。 

 

1. 画面左の【請求前資格確認】ボタンを

クリックします。 

【請求前資格確認】ボタンの下に、【返戻情報

送信】・【送信状況】ボタンが表示されます。 

 

2. 【返戻情報送信】ボタンをクリックし

ます。 

「返戻情報送信」画面が表示されます。 

 

 

3. 【実行】ボタンをクリックします。 
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4. 【参照】ボタンをクリックします。 

返戻情報ファイルを選択する画面が表示され

ます。 

 

 

【参照】ボタンは読込み済ファイルが存在する

場合、非活性となります。 

 

5. 読込みフォルダを選択し、【フォルダ

ーの選択】ボタンをクリックします。 

 

 
ファイルは表示されませんが、問題ありません。 

 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 

送信したい返戻情報ファイルが読込み済ファ

イル一覧に表示されていることを確認しま

す。 
 

 

読込み済の返戻情報ファイルをリセットしたい

場合は、【クリア】ボタンをクリックしてくださ

い。 



17 オンライン請求システム確認試験にログインする 

 ・566・ 

 

 

6. 【送信】ボタンをクリックします。 

送信確認メッセージが表示されます。 
 

 

【OK】ボタンをクリックし、送信を開始しま

す。 
 
 

 

処理を中止するには、【キャンセル】ボタンをク

リックします。 

 

 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 
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7. 【OK】ボタンをクリックします。 

「返戻情報送信状況」画面が表示され、返戻

情報送信状況を確認できます。 
 

 

 

「返戻情報送信状況」画面は、「トップページ」

画面の【請求前資格確認】ボタンから【送信状

況】ボタンをクリックして表示することもでき

ます。 

「返戻情報送信状況」画面の詳細は、

「17.2.2 返戻情報送信状況を確認する」 
（P.573）を参照してください。 
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17.2.1.3 Microsoft Edge（Chromium）の場合 

Microsoft Edge（Chromium）を使用して、確認試験用「返戻情報」を Web サイトに送

信し、確認試験を行います。 

 

1. 画面左の【請求前資格確認】ボタンを

クリックします。 

【請求前資格確認】ボタンの下に、【返戻情報

送信】・【送信状況】ボタンが表示されます。 

 

2. 【返戻情報送信】ボタンをクリックし

ます。 

「返戻情報送信」画面が表示されます。 

 

 

3. 【実行】ボタンをクリックします。 
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4. 【参照】ボタンをクリックします。 

返戻情報ファイルを選択する画面が表示され

ます。 

 

 

【参照】ボタンは読込み済ファイルが存在する

場合、非活性となります。 

5. 読込みフォルダを選択し、【ダウンロ

ード】ボタンをクリックします。 

 

 
ファイルは表示されませんが、問題ありません。 
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6. 【アップロード】ボタンをクリックし、

アップロードを開始します。 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 

送信したい返戻情報ファイルが読込み済ファ

イル一覧に表示されていることを確認しま

す。 
 

 

読込み済の返戻情報ファイルをリセットしたい

場合は、【クリア】ボタンをクリックしてくださ

い。 
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7. 【送信】ボタンをクリックします。 

送信確認メッセージが表示されます。 
 

【OK】ボタンをクリックし、送信を開始しま

す。 
 
 

 

処理を中止するには、【キャンセル】ボタンをク

リックします。 

 

 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 
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8. 【OK】ボタンをクリックします。 

「返戻情報送信状況」画面が表示され、返戻

情報送信状況を確認できます。 
 

 

 

「返戻情報送信状況」画面は、「トップページ」

画面の【請求前資格確認】ボタンから【送信状

況】ボタンをクリックして表示することもでき

ます。 

「返戻情報送信状況」画面の詳細は、

「17.2.2 返戻情報送信状況を確認する」 
（P.573）を参照してください。 
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17.2.2 返戻情報送信状況を確認する 

確認試験用「返戻情報」の試験結果を確認します。 

 

「トップページ」画面で【送信状況】ボタンをクリックした際に、次のようなメッセージが表

示されることがあります。 

●実施機関の場合 

 
 

上記のメッセージが表示された場合は、送信状況の機能は利用できません。 

17.2.2.1 「返戻情報送信状況」画面を表示する 

「返戻情報送信状況」画面を表示します。 

 

1. 画面左の【請求前資格確認】ボタンを

クリックします。 

【請求前資格確認】ボタンの下に、【返戻情報

送信】・【送信状況】ボタンが表示されます。 
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2. 【送信状況】ボタンをクリックします。 

「返戻情報送信状況」画面が表示され、返戻

情報送信状況を確認できます。 
 

 

「返戻情報送信状況」画面の詳細は、 
「■「返戻情報送信状況」画面の説明」

（P.575）を参照してください。 
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■「返戻情報送信状況」画面の説明 

 

画面の操作説明 

（Ａ）【最新状況に更新】ボタンをクリックすると、表示時刻が更新され、最新の「返戻情報送信

状況」画面が表示されます。 

（Ｂ）【帳票ダウンロード】ボタンをクリックすると、「返戻情報帳票ダウンロード」画面が表示さ

れます。 

 

画面の項目説明 

●送信 

 日付 返戻情報の送信を行った日付を表示します。 

 回数 返戻情報の送信を行った回数を表示します。 

●資格情報件数 

 配信した資格情報のデータの件数を表示します。 

●返戻情報 

 送信件数 送信した返戻情報のデータの件数を表示します。 

 受付件数 
送信したデータのうち、受付けられた件数を表示します。 
※処理中の場合は「－」で表示します。 

 
受付不能 
件数 

送信したデータのうち、エラーとなったデータの件数を表示します。 
※処理中の場合は「－」で表示します。 

●送信状況 

 処理中 「受付処理中」の状態です。 

 受付済 送信したデータの受付が完了した状態です。 

 受付無効 送信したデータがすべて受付不能（エラー）の状態です。 

 

確認試験では返戻情報の送信完了後、送信状況が「受付済」と表示され、「送信済」は表示さ

れません。また、「受付済」となり取消しができないため、「取消済」も表示されません。 

（Ｂ） 

（Ａ） 
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17.2.2.2 返戻情報送信状況を確認する 

17.2.2.2.1 送信件数を確認する 

送信した返戻情報の件数は、「返戻情報送信状況」画面の「受付件数」欄で確認します。

受付件数の詳細は「請求前資格確認 オンライン受領書」を表示して確認します。 

 

・「請求前資格確認 オンライン受領書」では、保険者ごとに送信回単位で送信件数が集計され

ます。 

・「請求前資格確認 オンライン受領書」は印刷することができます。 

 1. 「トップページ」画面で【請求前資格

確認】ボタン、【送信状況】ボタンの

順にクリックします。 

「返戻情報送信状況」画面が表示されます。 

 

2. 「受付件数」欄の「件数」（リンク文

字列）をクリックします。 

「請求前資格確認 オンライン受領書」画面

が表示されます。 
 

 

 

 

「請求前資格確認 オンライン受領書」画

面の詳細は『別添 印刷対象帳票・CSV
作成対象ファイル＜保険者用＞』を参照し

てください。 
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■「請求前資格確認 オンライン受領書」画面の説明 

 

 

印刷する場合は、「請求前資格確認 オンライン受領書」画面にあるプリンタのボタン

をクリックしてください。 
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17.2.2.2.2 エラーの件数や内容を確認する 

送信した返戻情報のエラー件数は、「返戻情報送信状況」画面の「受付不能件数」欄で

確認します。 

エラーの内容は、「請求前資格確認 受付処理結果リスト」を表示して確認します。 

 

・「請求前資格確認 受付処理結果リスト」では、エラー内容が保険者ごとに送信回単位で確認

できます。 

・「請求前資格確認 受付処理結果リスト」は印刷することができます。 

 1. 「トップページ」画面で【請求前資格

確認】ボタン、【送信状況】ボタンの

順にクリックします。 

「返戻情報送信状況」画面が表示されます。 

 

2. 「受付不能件数」欄の「件数」（リン

ク文字列）をクリックします。 

「請求前資格確認 受付処理結果リスト」画面

が表示されます。 
 

 

 

 

「請求前資格確認 受付処理結果リスト」

画面の詳細は『別添 印刷対象帳票・CSV
作成対象ファイル＜保険者用＞』を参照し

てください。 
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■「請求前資格確認 受付処理結果リスト」画面の説明 

 

 

印刷する場合は、「請求前資格確認 受付処理結果リスト」画面にあるプリンタのボタ

ンをクリックしてください。 
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17.2.3 返戻情報送信帳票をダウンロードする 

返戻情報送信帳票を CSV 形式または PDF 形式のファイルでダウンロードします。 

 

受付処理が終わり作成された「返戻情報送信帳票」がダウンロードの対象となります。 

■ダウンロードが可能なファイル 

ダウンロードが可能なファイルは、以下のとおりです。 

・請求前資格確認 オンライン受領書 CSV ファイル 
・請求前資格確認 受付処理結果リスト CSV ファイル 
・請求前資格確認 オンライン受領書 PDF ファイル 
・請求前資格確認 受付処理結果リスト PDF ファイル 
 

 

1. 画面左の【請求前資格確認】ボタンを

クリックします。 

【請求前資格確認】ボタンの下に、【返戻情報

送信】・【送信状況】ボタンが表示されます。 

 

2. 【送信状況】ボタンをクリックします。 

「返戻情報送信状況」画面が表示されます。 
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3. 【帳票ダウンロード】ボタンをクリッ

クします。 

「返戻情報帳票ダウンロード」画面が表示さ

れます。 

 

4. ダウンロードする帳票の「CSV」また

は「PDF」のチェックボックスをクリ

ックし、【実行】ボタンをクリックし

ます。 

画面下部に、ダウンロード確認メッセージが

表示されます。 

 

・【全選択】ボタンをクリックすると、当該列の

チェックボックスをすべて選択でき、【全解

除】ボタンをクリックすると、当該列のチェ

ックボックスの選択をすべて解除できます。 

・処理を中止するには、【戻る】ボタンをクリッ

クしてください。手順3の「返戻情報送信状況」

画面に戻ります。 

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

戻情報帳票ダウンロード」画面にメッセー

ジが表示された場合」（P.586）を参照して

ください。 
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5. 【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。手順4の「返戻情報帳

票ダウンロード」画面（P.581）に戻ります。 

 

6. ファイルを保存するフォルダを指定

し、【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。手順4の「返戻情報帳票ダ

ウンロード」画面（P.581）に戻ります。 

 

7. 【×】ボタンをクリックします。 

「返戻情報帳票ダウンロード」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」 
（P.583）を参照してください。 
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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 または PDF 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。 
ここでは例として、Windows 10 での解凍方法を示します。 

 

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。 
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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、指定したフォルダの中

に CSV または PDF 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ファイ

ルについて」（P.585）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保険者番号のフォルダが作成され

ます。このフォルダに CSV または PDF 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 

保険者番号のフォルダ 

請求前資格確認 受付処理結果リスト CSV ファイル 

請求前資格確認 受付処理結果リスト PDF ファイル 

請求前資格確認 オンライン受領書 CSV ファイル 

請求前資格確認 オンライン受領書 PDF ファイル 
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■「返戻情報帳票ダウンロード」画面にメッセージが表示された場合 

「返戻情報帳票ダウンロード」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【請求前資格確認】、【送信状況】

ボタンから「返戻情報送信状況」画面

を表示します。 

「返戻情報送信状況」画面の【帳票ダウン

ロード】ボタンから「返戻情報帳票ダウン

ロード」画面を表示し、対象ファイルのチ

ェックボックスを選択、【実行】ボタンを

クリックします。 
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17.3 一括提供先保険者の場合 

 

17.3.1 返戻情報送信の確認試験を Web サイトから行う 

17.3.1.1 返戻情報を送信する 

確認試験用「返戻情報」を Web サイトに一括送信し、確認試験を行います。 

 

「トップページ」画面で【返戻情報送信】ボタンをクリックした際に、次のようなメッセージ

が表示されることがあります。 

●実施機関の場合 

 
 

上記のメッセージが表示された場合は、返戻情報送信の機能は利用できません。 

以降の処理は、ご使用のブラウザに合わせて、以下の項目を参照してください。 

・「17.3.1.1.1 Internet Explorer の場合」（P.588） 
・「17.3.1.1.2 Microsoft Edge（HTML）の場合」（P.595） 
・「17.3.1.1.3 Microsoft Edge（Chromium）の場合」（P.599） 
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17.3.1.1.1 Internet Explorer の場合 

Internet Explorer を使用して、確認試験用「返戻情報」を Web サイトに一括送信し、確認

試験を行います。 

 

1. 画面左の【請求前資格確認】ボタンを

クリックします。 

【請求前資格確認】ボタンの下に、【返戻情報

送信】・【送信状況】ボタンが表示されます。 

 

2. 【返戻情報送信】ボタンをクリックし

ます。 

「返戻情報送信」画面が表示されます。 

画面下部にメッセージが表示された場合

の操作は、「■「返戻情報送信」画面にメ

ッセージが表示された場合」（P.593）を参

照してください。 
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3. 【実行】ボタンをクリックします。 

「 新のプログラムを確認しています。」と表

示され、その後、読込み先を選択する画面が

表示されます。 
 
 
 

 

 

 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 
 
 
 
 
 
 

 

・処理を中止するには、【中止】ボタンをクリッ

クしてください。 

・この画面は、パソコンの環境によって表示さ

れない場合もあります。 
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■読込み先が媒体の場合 

 

4. 読込み先を選択します。 

読込み先には、「媒体」と「フォルダ」の 2
種類があります。 

 

①媒体をパソコンのドライブに挿入します。 

②「媒体」を選択し、読込み先のドライブを選択

します。 

 

・媒体が MO の場合は、読込み先のドライブに「リ

ムーバブルディスク」を選択してください。 

・「媒体」のリストに「リムーバブルディスク」

が表示されない場合は、【中止】ボタンをクリ

ックし、再度、手順3の「返戻情報送信」画面

で【実行】ボタンをクリックしてください。 

■読込み先がフォルダの場合 

 

 

①「フォルダ」を選択し、【参照】ボタンをクリ

ックします。 

 

フォルダは 2 階層下までのサブフォルダを対象

とします。 

 

②返戻情報を保存しているフォルダを選択し、

【OK】ボタンをクリックします。 
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5. 【読込】ボタンをクリックします。 

「返戻情報を読込中です。」と表示され、返戻

情報の読込みが完了すると、終了メッセージ

が表示されます。 
 
 
 
 
 
 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。手順3の「返戻情報送信」画面 

（P.589）に戻ります。 

 

 

6. 【送信】ボタンをクリックします。 

「返戻情報を送信中です。」と表示され、返戻

情報の送信が完了すると、完了メッセージが

表示されます。 
 
 
 
 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。手順3の「返戻情報送信」画面 

（P.589）に戻ります。 
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7. 【OK】ボタンをクリックします。 

「返戻情報一括送信状況」画面が表示され、

送信状況が確認できます。 
 

 

 

「返戻情報一括送信状況」画面は、「トップペー

ジ」画面の【請求前資格確認】ボタンから【送

信状況】ボタンをクリックして表示することも

できます。 

「返戻情報一括送信状況」画面の詳細は、

「■「返戻情報一括送信状況」画面の説明」

（P.606）を参照してください。 

 

 



17.3 一括提供先保険者の場合 

 ・593・ 

■「返戻情報送信」画面にメッセージが表示された場合 

「返戻情報送信」画面の下部に、以下のいずれか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。 
この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からのアドオン’RClhjsUploader.cab’をインストールしようとし

ています。 

この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からの’RClhjsUploader.cab’アドオンをインストールしようとし

ています。 

Internet Explorer によって、この Web サイトによる ActiveX コントロールのインストールがブロックされました。 

 

上記のメッセージは、初回利用時、またはオンライン請求システムのプログラム変更を行った際に

表示されることがあります。 

 

1. 画面下部の【インストール】ボタンを

クリックします。 

再表示メッセージが表示されます。 
 

 

2. 【再試行】ボタンをクリックします。 

「トップページ」画面に戻ります。 

 

3. 再度【返戻情報送信】ボタンをクリッ

クします。 

「セキュリティの警告」画面が表示されます。 
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4. 【インストールする】ボタンをクリッ

クします。 

プログラムがインストールされます。 

インストールが終了すると、「返戻情報送

信」画面が表示されます。引き続き、

「17.3.1.1 返戻情報を送信する」の手順3
（P.589）に戻り、操作を行ってください。 
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17.3.1.1.2 Microsoft Edge（HTML）の場合 

Microsoft Edge（HTML）を使用して、確認試験用「返戻情報」を Web サイトに一括送信

し、確認試験を行います。 

 

1. 画面左の【請求前資格確認】ボタンを

クリックします。 

【請求前資格確認】ボタンの下に、【返戻情報

送信】・【送信状況】ボタンが表示されます。 

 

2. 【返戻情報送信】ボタンをクリックし

ます。 

「返戻情報送信」画面が表示されます。 

 

 

3. 【実行】ボタンをクリックします。 

「返戻情報送信選択読込」画面が表示されま

す。 
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4. 【参照】ボタンをクリックします。 

フォルダーを選択する画面が表示されます。 
 

 

 

【参照】ボタンは読込み済ファイルが存在する

場合、非活性となります。 

 

5. 読込みフォルダを選択し、【フォルダ

ーの選択】ボタンをクリックします。 

 
 

ファイルは表示されませんが、問題ありません。 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 

 

送信したい返戻情報ファイルが読込み済ファ

イル一覧に表示されていることを確認しま

す。 

 

 

読込み済の返戻情報ファイルをリセットしたい

場合は、【クリア】ボタンをクリックしてくださ

い。 
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6. 【送信】ボタンをクリックします。 

送信確認メッセージが表示されます。 
 
 

 

 

【OK】ボタンをクリックし、送信を開始しま

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。 

 

 

 
処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 
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7. 【OK】ボタンをクリックします。 

「返戻情報一括送信状況」画面が表示され、

送信状況が確認できます。 
 

 

 

 

「返戻情報一括送信状況」画面は、「トップペー

ジ」画面の【請求前資格確認】ボタンから【送

信状況】ボタンをクリックして表示することも

できます。 

「返戻情報一括送信状況」画面の詳細は、

「■「返戻情報一括送信状況」画面の説明」

（P.606）を参照してください。 
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17.3.1.1.3 Microsoft Edge（Chromium）の場合 

Microsoft Edge（Chromium）を使用して、確認試験用「返戻情報」を Web サイトに一括

送信し、確認試験を行います。 

 

1. 画面左の【請求前資格確認】ボタンを

クリックします。 

【請求前資格確認】ボタンの下に、【返戻情報

送信】・【送信状況】ボタンが表示されます。 

 

2. 【返戻情報送信】ボタンをクリックし

ます。 

「返戻情報送信」画面が表示されます。 

 

 

3. 【実行】ボタンをクリックします。 

「返戻情報送信選択読込」画面が表示されま

す。 
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4. 【参照】ボタンをクリックします。 

フォルダーを選択する画面が表示されます。 
 

 

 

【参照】ボタンは読込み済ファイルが存在する

場合、非活性となります。 

 

5. 読込みフォルダを選択し、【アップロ

ード】ボタンをクリックします。 

 
 

ファイルは表示されませんが、問題ありません。 
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6. 【アップロード】ボタンをクリックし、

アップロードを開始します。 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 

 

送信したい返戻情報ファイルが読込み済ファ

イル一覧に表示されていることを確認しま

す。 

 

 

読込み済の返戻情報ファイルをリセットしたい

場合は、【クリア】ボタンをクリックしてくださ

い。 
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7. 【送信】ボタンをクリックします。 

送信確認メッセージが表示されます。 
 
 

 

 

【OK】ボタンをクリックし、送信を開始しま

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。 

 

 

 
処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 
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8. 【OK】ボタンをクリックします。 

「返戻情報一括送信状況」画面が表示され、

送信状況が確認できます。 
 

 

 

 

「返戻情報一括送信状況」画面は、「トップペー

ジ」画面の【請求前資格確認】ボタンから【送

信状況】ボタンをクリックして表示することも

できます。 

「返戻情報一括送信状況」画面の詳細は、

「■「返戻情報一括送信状況」画面の説明」

（P.606）を参照してください。 
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17.3.1.2 一括送信単位で返戻情報送信状況を確認する 

一括送信単位で確認試験用「返戻情報」の試験結果を確認します。 

 

「トップページ」画面で【送信状況】ボタンをクリックした際に、次のようなメッセージが表

示されることがあります。 

●実施機関の場合 

 
 

上記のメッセージが表示された場合は、送信状況の機能は利用できません。 

17.3.1.2.1「返戻情報一括送信状況」画面を表示する 

「返戻情報一括送信状況」画面を表示します。 

「返戻情報一括送信状況」画面では、一括送信した単位での請求状況が確認できます。 

 

1. 画面左の【請求前資格確認】ボタンを

クリックします。 

【請求前資格確認】ボタンの下に、【返戻情報

送信】・【送信状況】ボタンが表示されます。 



17.3 一括提供先保険者の場合 

 ・605・ 

 

 

2. 【送信状況】ボタンをクリックします。 

「返戻情報一括送信状況」画面が表示されま

す。 

 

「返戻情報一括送信状況」画面の詳細は、

「■「返戻情報一括送信状況」画面の説明」

（P.606）を参照してください。 
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■「返戻情報一括送信状況」画面の説明 

 

 

画面の操作説明 

（Ａ）【最新状況に更新】ボタンをクリックすると、表示時刻が更新され、最新の「返戻情報一括

送信状況」画面が表示されます。 

（Ｂ）【明細表示】ボタンをクリックすると、「返戻情報一括送信状況一覧」画面が表示されます。 

 

 

（Ａ） 

（Ｂ） 
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画面の項目説明 

●一括送信 

 日付 返戻情報の一括送信を行った日付を表示します。 

 回数 返戻情報の一括送信を行った回数を表示します。 

●ファイル数 

 送信した返戻情報のファイル数を表示します。 

●返戻情報 

 送信件数 送信した返戻情報のデータの件数を表示します。 

 受付件数 
送信したデータのうち、受付けられたデータの件数を表示します。  
※処理中の場合は「－」で表示します。 

 
受付不能 
件数 

送信したデータのうち、エラーとなったデータの件数を表示します。  
※処理中の場合は「－」で表示します。 

●送信状況 

 処理中 「受付処理中」の状態です。 

 受付済 送信したデータの受付が完了した状態です。 

 受付無効 送信したデータがすべて受付不能（エラー）の状態です。 

 

確認試験では返戻情報の送信完了後、送信状況が「受付済」と表示され、「送信済」は表示さ

れません。また、「受付済」となり取消しができないため、「取消済」も表示されません。 
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17.3.1.2.2 「返戻情報一括送信状況一覧」画面を表示する 

「返戻情報一括送信状況一覧」画面を表示します。 

「返戻情報一括送信状況一覧」画面では、送信状況の詳細が確認できます。 

 

1. 「返戻情報一括送信状況」画面で【明

細表示】ボタンをクリックします。 

「返戻情報一括送信状況一覧」画面が表示さ

れ、保険者ごとの返戻情報送信状況が確認で

きます。 
 

 

「返戻情報一括送信状況一覧」画面の詳細

は、「■「返戻情報一括送信状況一覧」画

面の説明」（P.609）を参照してください。 
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■「返戻情報一括送信状況一覧」画面の説明 

 

 

画面の操作説明 

（Ａ）【最新状況に更新】ボタンをクリックすると、表示時刻が更新され、最新の「返戻情報一括

送信状況一覧」画面が表示されます。 

（Ｂ）【帳票ダウンロード】ボタンをクリックすると、「返戻情報一括帳票ダウンロード」画面が表

示されます。 

（Ｃ）「返戻情報一括送信状況」画面に戻る場合は、【戻る】ボタンをクリックします。 

（Ａ） 

（Ｃ） （Ｂ） 
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画面の項目説明 

●一括送信 

 日付 返戻情報の一括送信を行った日付を表示します。 

 回数 返戻情報の一括送信を行った回数を表示します。 

●送信回 

 保険者単位で、返戻情報の送信を行った回数を表示します。 

●保険者番号 

 保険者の保険者番号を表示します。 

●名称 

 保険者の名称を表示します。 

●資格情報件数 

 配信した資格情報のデータ件数を表示します。 

●返戻情報 

 送信件数 送信した返戻情報のデータの件数を表示します。 

 受付件数 
送信したデータのうち、受付けられたデータの件数を表示します。 
※処理中の場合は「－」で表示します。 

 
受付不能 
件数 

送信したデータのうち、エラーとなったデータの件数を表示します。 
※処理中の場合は「－」で表示します。 

●返戻率 

 
送信した返戻情報の返戻率（返戻情報送信件数/資格情報件数）を表示します。 
※処理中の場合は「－」で表示します。 

●送信状況 

 処理中 「受付処理中」の状態です。 

 受付済 送信したデータの受付が完了した状態です。 

 受付無効 送信したデータがすべて受付不能（エラー）の状態です。 

 

確認試験では返戻情報の送信完了後、送信状況が「受付済」と表示され、「送信済」は表示さ

れません。また、「受付済」となり取消しができないため、「取消済」も表示されません。 
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17.3.1.2.3 返戻情報送信状況を確認する 

■送信件数を確認する 

送信した返戻情報の件数は、「返戻情報一括送信状況一覧」画面の「受付件数」欄で確

認します。受付件数の詳細は「請求前資格確認 オンライン受領書」を表示して確認し

ます。 

 

・「請求前資格確認 オンライン受領書」では、保険者ごとに送信回単位で送信件数が集計され

ます。 

・「請求前資格確認 オンライン受領書」は印刷することができます。 

 

1. 「受付件数」欄の「件数」（リンク文

字列）をクリックします。 

「請求前資格確認 オンライン受領書」画面が

表示されます。 
 

 

「請求前資格確認 オンライン受領書」画

面の詳細については、『別添 印刷対象帳

票・CSV 作成対象ファイル＜保険者用＞』

を参照してください。 
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■「請求前資格確認 オンライン受領書」画面の説明 

 

 

印刷する場合は、「請求前資格確認 オンライン受領書」画面にあるプリンタのボタンをクリ

ックしてください。 
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■エラーの件数や内容を確認する 

送信した返戻情報のエラー件数は、「返戻情報一括送信状況一覧」画面の「受付不能件

数」欄で確認します。 

エラーの内容は、「請求前資格確認 受付処理結果リスト」を表示して確認します。 

 

・「請求前資格確認 受付処理結果リスト」では、エラー内容が保険者ごとに送信回単位で確認

できます。 

・「請求前資格確認 受付処理結果リスト」は印刷することができます。 

 

1. 「受付不能件数」欄の「件数」（リン

ク文字列）をクリックします。 

「請求前資格確認 受付処理結果リスト」画面

が表示されます。 
 

 

「請求前資格確認 受付処理結果リスト」

画面の詳細は、『別添 印刷対象帳票・CSV 
作成対象ファイル＜保険者用＞』を参照し

てください。 
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■「請求前資格確認 受付処理結果リスト」画面の説明 

 
 

印刷する場合は、「請求前資格確認 受付処理結果リスト」画面にあるプリンタのボタンをク

リックしてください。 

 
 



17.3 一括提供先保険者の場合 

 ・615・ 

17.3.1.3 一括送信単位で返戻情報送信帳票をダウンロードする 

返戻情報送信帳票を CSV 形式または PDF 形式のファイルでダウンロードします。 

 

受付処理が終わり出力された「返戻情報送信帳票」がダウンロードの対象となります。 

 

■ダウンロードが可能なファイル 

ダウンロードが可能なファイルは、以下のとおりです。 

・請求前資格確認 オンライン受領書 CSV ファイル 
・請求前資格確認 受付処理結果リスト CSV ファイル 
・請求前資格確認 オンライン受領書 PDF ファイル 
・請求前資格確認 受付処理結果リスト PDF ファイル 

 



17 オンライン請求システム確認試験にログインする 

 ・616・ 

17.3.1.3.1 「返戻情報一括帳票ダウンロード」画面を表示する 

「返戻情報一括帳票ダウンロード」画面を表示します。返戻情報送信帳票のダウンロ

ードは、「返戻情報一括帳票ダウンロード」画面から行います。 

 1. 「トップページ」画面で【請求前資格

確認】ボタン、【送信状況】ボタンの

順にクリックし、「返戻情報一括送信

状況」画面で【明細表示】ボタンをク

リックします。 

「返戻情報一括送信状況一覧」画面が表示さ

れます。 

 

2. 【帳票ダウンロード】ボタンをクリッ

クします。 

「返戻情報一括帳票ダウンロード」画面が表

示されます。 
 

 

「返戻情報一括帳票ダウンロード」画面の

詳細は、「■「返戻情報一括帳票ダウンロ

ード」画面の説明」（P.617）を参照してく

ださい。 
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■「返戻情報一括帳票ダウンロード」画面の説明 

 

画面の操作説明 

（Ａ）【全選択】ボタンをクリックすると、当該列のチェックボックスをすべて選択でき、【全解除】

ボタンをクリックすると、当該列のチェックボックスの選択をすべて解除できます。 

（Ｂ）ダウンロードが可能な保険者の「オンライン受領書」欄、「受付処理結果リスト」欄にチェ

クボックスが表示されます。 

（Ｃ）【実行】ボタンをクリックすると、選択した返戻情報送信帳票がダウンロードできます。 

（Ｄ）「返戻情報一括送信状況一覧」画面に戻る場合は、【戻る】ボタンをクリックします。 

 

（Ｂ） 

（Ｃ） （Ｄ） 

（Ａ） 
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17.3.1.3.2 返戻情報送信帳票をダウンロードする 

返戻情報送信帳票を、CSV 形式または PDF 形式のファイルでダウンロードします。 

 1. 「返戻情報一括送信状況一覧」画面で

【帳票ダウンロード】ボタンをクリッ

クします。 

「返戻情報一括帳票ダウンロード」画面が表

示されます。 

 

2. ダウンロードする帳票の「CSV」また

は「PDF」のチェックボックスをクリ

ックし、【実行】ボタンをクリックし

ます。 

画面下部に、ダウンロード確認メッセージが

表示されます。 

 

【全選択】ボタンをクリックすると、当該列の

チェックボックスをすべて選択でき、【全解除】

ボタンをクリックすると、当該列のチェックボ

ックスの選択をすべて解除できます。 

 

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

戻情報一括帳票ダウンロード」画面にメッ

セージが表示された場合」（P.623）を参照

してください。 

 

 

 

3. 【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。手順2の「返戻情報一

括帳票ダウンロード」画面に戻ります。 
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4. ファイルを保存するフォルダを指定し

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。 
 

 

5. 【×】ボタンをクリックします。 

「返戻情報一括帳票ダウンロード」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」 
（P.620）を参照してください。 
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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 または PDF 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。 
ここでは例として、Windows 10 での解凍方法を示します。 

 

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。 
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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、指定したフォルダの中

に CSV または PDF 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ファイ

ルについて」（P.622）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保険者番号のフォルダが作成され

ます。このフォルダに CSV または PDF 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 

保険者番号 Aのフォルダ 

請求前資格確認 受付処理結果リスト CSV ファイル 

請求前資格確認 受付処理結果リスト PDF ファイル 

請求前資格確認 オンライン受領書 CSV ファイル 

請求前資格確認 オンライン受領書 PDF ファイル 

保険者番号 Bのフォルダ 

請求前資格確認 受付処理結果リスト CSV ファイル 

請求前資格確認 受付処理結果リスト PDF ファイル 

請求前資格確認 オンライン受領書 CSV ファイル 

請求前資格確認 オンライン受領書 PDF ファイル 
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■「返戻情報一括帳票ダウンロード」画面にメッセージが表示された場合 

「返戻情報一括帳票ダウンロード」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【請求前資格確認】、【送信状況】

ボタンから、「返戻情報一括送信状況」

画面を表示します。 

「返戻情報一括送信状況」画面の【明細表

示】ボタンから、「返戻情報一括送信状況

一覧」画面を表示します。 

「返戻情報一括送信状況一覧」画面の【帳

票ダウンロード】ボタンから、「返戻情報

一括帳票ダウンロード」画面を表示し、対

象ファイルのチェックボックスを選択、

【実行】ボタンをクリックします。 
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17.4 一括提供希望保険者の場合 

 

17.4.1 返戻情報送信の確認試験を Web サイトから行う 

返戻情報送信の確認試験を Web サイトから行います。 

 

詳細は、「17.2 返戻情報送信の確認試験を Web サイトから行う」（P.555）を参照し

てください。 
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17.5 再審査等請求の確認試験を Web サイトから行う 

 

確認試験では受付処理結果の一部が通常の再審査等請求と異なります。 

1.再審査等請求保険者等レコード（HT）の再審査等請求年月日が、未来年月の再審査等請求フ

ァイルについても送信可能です。 

2.保険者で作成された電子レセプトについても送信可能です。ただし電子レセプト内の構成チ

ェックを実施します。 

3.過去に受付けられた電子レセプトについても再度送信可能です。 

4.返付依頼整理番号が、審査支払機関で設定した番号でない電子レセプトについても送信可能

です。 

一括提供先保険者の場合は、「17.6.1 再審査等請求の確認試験を Web サイトから行

う」（P.657）を参照してください。 

一括提供希望保険者の場合は、本章を参照してください。 
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17.5.1 再審査等請求ファイルを送信する 

確認試験用「再審査等請求ファイル」を Web サイトに送信し、確認試験を行います。 

以降の処理は、ご使用のブラウザに合わせて、以下の項目を参照してください。 

・「17.5.1.1 Internet Exploler の場合」（P.627） 
・「17.5.1.2 Microsoft Edge（HTML）の場合」（P.634） 
・「17.5.1.3 Microsoft Edge（Chromium）の場合」（P.638） 
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17.5.1.1 Internet Exploler の場合 

Internet Exploler を使用して、「再審査等請求ファイル」を Web サイトへ送信します。 

 

1. 画面左の【再審査等請求】ボタンをク

リックします。 

【再審査等請求】ボタンの下に、【送信】・ 
【状況】ボタンが表示されます。 

 

2. 【送信】ボタンをクリックします。 

「再審査等レセプト送信」画面が表示されま

す。 
 

画面下部にメッセージが表示された場

合の操作は、「■「再審査等レセプト送信」画

面にメッセージが表示された場合」（P.632）
を参照してください。 
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3. 【実行】ボタンをクリックします。 

「 新のプログラムを確認しています。」と表

示され、その後、読込み先を選択する画面が

表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

・処理を中止するには、【中止】ボタンをクリッ

クしてください。 

・この画面は、パソコンの環境によって表示さ

れない場合もあります。 
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■読込み先が媒体の場合 

 

4. 読込み先を指定します。 

読込み先には、「媒体」と「フォルダ」の 2
種類があります。 

 

①媒体をパソコンのドライブに挿入します。 

②「媒体」を指定し、読込み先のドライブを選択

します。 

 

・媒体が MO の場合は、読込み先のドライブに「リ

ムーバブルディスク」を選択してください。 

・「媒体」のリストに「リムーバブルディスク」

が表示されない場合は、【中止】ボタンをクリ

ックし、再度、手順3の「再審査等レセプト送

信」画面で【実行】ボタンをクリックしてく

ださい。 

■読込み先がフォルダの場合 

 

 

①「フォルダ」を選択し、【参照】ボタンをクリ

ックします。 

 

②再審査等請求ファイルを保存しているフォルダ

を指定し、【OK】ボタンをクリックします。 
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5. 【読込】ボタンをクリックします。 

「再審査等請求ファイルを読込中です。」と表

示され、再審査等請求ファイルの読込みが完

了すると、終了メッセージが表示されます。 

 

 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。手順2の「再審査等レセプト送信」

画面（P.627）に戻ります。 

 

 

 

6. 【送信】ボタンをクリックします。 

「再審査等請求ファイルを送信中です。」と表

示され、再審査等請求ファイルの送信が完了

すると、完了メッセージが表示されます。 

 

 

・読み込んだファイルに応じて、点数表区分が

表示されます。 

・処理を中止するには、【中止】ボタンをクリッ

クしてください。手順3の「再審査等レセプト

送信」画面（P.628）に戻ります。 
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7. 【OK】ボタンをクリックします。 

「再審査等請求状況」画面が表示され、請求

状況を確認できます。 
 

 

 

「再審査等請求状況」画面は、「トップページ」

画面の【再審査等請求】ボタンから【状況】ボ

タンをクリックして表示することもできます。 

「再審査等請求状況」画面の詳細は、

「17.5.2 再審査等請求状況を確認する」 
（P.643）を参照してください。 
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■「再審査等レセプト送信」画面にメッセージが表示された場合 

「再審査等レセプト送信」画面の下部に、以下のいずれか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。 
この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からのアドオン’RCssndUploader.cab’をインストールしようと

しています。 
 

この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からの’RCssndUploader.cab’アドオンをインストールしようと

しています。 
 

Internet Explorer によって、この Web サイトによる ActiveX コントロールのインストールがブロックされました。 

 

上記のメッセージは、初回利用時、またはオンライン請求システムのプログラム変更を行った際に

表示されることがあります。 

 

1. 画面下部の【インストール】ボタンを

クリックします。 

再表示メッセージが表示されます。 
 

 

2. 【再試行】ボタンをクリックします。 

「トップページ」画面に戻ります。 

 

3. 再度【送信】ボタンをクリックします。 

「セキュリティの警告」画面が表示されます。 
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4. 【インストールする】ボタンをクリッ

クします。 

プログラムがインストールされます。 

インストールが終了すると、「再審査等レ

セプト送信」画面が表示されます。引き続

き、「17.5.1.1 Internet Exploler の場合」の

手順3（P.628）に戻り、操作を行ってくだ

さい。 
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17.5.1.2 Microsoft Edge（HTML）の場合 

Microsoft Edge（HTML）を使用して、「再審査等請求ファイル」を Web サイトへ送信しま

す。 

1. 画面左の【再審査等請求】ボタンをク

リックします。 

【再審査等請求】ボタンの下に、【送信】・【状

況】ボタンが表示されます。 

 

2. 【送信】ボタンをクリックします。 

「再審査等レセプト送信」画面が表示されま

す。 

 

3. 【実行】ボタンをクリックします。 

「再審査等請求ファイル選択読込」画面が表

示されます。 
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4. 【参照】ボタンをクリックします。 

フォルダーを選択する画面が表示されます 
 
 

 

【参照】ボタンは読込み済ファイルが存在する

場合、非活性となります。 

 

5. 読込みフォルダを選択し、【フォルダ

ーの選択】ボタンをクリックします。 

 
 

ファイルは表示されませんが、問題ありません。 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 

 

送信したい再審査等請求ファイルが読込み済

ファイル一覧に表示されていることを確認し

ます。 
 

 

読込み済の再審査等請求ファイルをリセットし

たい場合は、【クリア】ボタンをクリックしてく

ださい。 
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6. 【送信】ボタンをクリックします。 

送信確認メッセージが表示されます。 

 

 

 

 

 

【OK】ボタンをクリックし、送信を開始しま

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。 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 
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7. 【OK】ボタンをクリックします。 

「再審査等請求状況」画面が表示され、請求

状況を確認できます。 
 

 

 

「再審査等請求状況」画面は、「トップページ」

画面の【再審査等請求】ボタンから【状況】ボ

タンをクリックして表示することもできます。 

「再審査等請求状況」画面の詳細は、

「17.5.2 再審査等請求状況を確認する」 
（P.643）を参照してください。 
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17.5.1.3 Microsoft Edge（Chromium）の場合 

Microsoft Edge（Chromium）を使用して、「再審査等請求ファイル」を Web サイトへ送信

します。 

1. 画面左の【再審査等請求】ボタンをク

リックします。 

【再審査等請求】ボタンの下に、【送信】・【状

況】ボタンが表示されます。 

 

2. 【送信】ボタンをクリックします。 

「再審査等レセプト送信」画面が表示されま

す。 

 

3. 【実行】ボタンをクリックします。 

「再審査等請求ファイル選択読込」画面が表

示されます。 
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4. 【参照】ボタンをクリックします。 

フォルダーを選択する画面が表示されます 
 
 

 

【参照】ボタンは読込み済ファイルが存在する

場合、非活性となります。 

5. 読込みフォルダを選択し、【アップロ

ード】ボタンをクリックします。 

 
 

ファイルは表示されませんが、問題ありません。 
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6. 【アップロード】ボタンをクリックし、

アップロードを開始します。 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 

 

送信したい再審査等請求ファイルが読込み済

ファイル一覧に表示されていることを確認し

ます。 
 

 

読込み済の再審査等請求ファイルをリセットし

たい場合は、【クリア】ボタンをクリックしてく

ださい。 
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7. 【送信】ボタンをクリックします。 

送信確認メッセージが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

【OK】ボタンをクリックし、送信を開始しま

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。 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 
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8. 【OK】ボタンをクリックします。 

「再審査等請求状況」画面が表示され、請求

状況を確認できます。 
 

 

 

「再審査等請求状況」画面は、「トップページ」

画面の【再審査等請求】ボタンから【状況】ボ

タンをクリックして表示することもできます。 

「再審査等請求状況」画面の詳細は、

「17.5.2 再審査等請求状況を確認する」 
（P.643）を参照してください。 
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17.5.2 再審査等請求状況を確認する 

確認試験用「再審査等請求ファイル」の試験結果を確認します。 

17.5.2.1 「再審査等請求状況」画面を表示する 

「再審査等請求状況」画面を表示します。 

 

1. 画面左の【再審査等請求】ボタンをク

リックします。 

【再審査等請求】ボタンの下に、【送信】・ 
【状況】ボタンが表示されます。 

 

2. 【状況】ボタンをクリックします。 

「再審査等請求状況」画面が表示され、再審

査等請求状況を確認できます。 
 

 

「再審査等請求状況」画面の詳細は、 
「■「再審査等請求状況」画面の説明」

（P.644）を参照してください。 
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■「再審査等請求状況」画面の説明 

 

 

画面の操作説明 

（Ａ）【最新状況に更新】ボタンをクリックすると、表示時刻が更新され、最新の「再審査等請求

状況」画面が表示されます。 

（Ｂ）【帳票ダウンロード】ボタンをクリックすると、「再審査等請求帳票ダウンロード」画面が表

示されます。 

 

（Ｂ） 

（Ａ） 
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画面の項目説明 

●送信 

 日付 「再審査等請求ファイル」の送信を行った日付を表示します。 

 回数 保険者、日付単位で、「再審査等請求ファイル」の送信を行った回数を表示します。 

●点数表 

 点数表区分を表示します。 

●送信件数 

 
送信した「再審査等請求ファイル」のデータの件数を表示します。 
点数表（医科、DPC、歯科、調剤）ごとに集計されます。 

●受付件数 

 
送信したデータのうち、受付けられた件数を表示します。 
※処理中の場合は「－」で表示します。 

●受付不能件数 

 
送信したデータのうち、エラーとなったデータの件数を表示します。 
※処理中の場合は「－」で表示します。 

●請求状況 

 処理中 「受付処理中」の状態です。 

 受付済 送信したデータの受付が完了した状態です。 

 受付無効 送信したデータがすべて受付不能（エラー）の状態です。 
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17.5.2.2 再審査等請求状況を確認する 

17.5.2.2.1 送信件数を確認する 

送信した「再審査等請求ファイル」の件数は、「再審査等請求状況」画面の「受付件数」

欄で確認します。受付件数の詳細は「再審査等請求 オンライン受領書」を表示して確

認します。 

 

・「再審査等請求 オンライン受領書」では、保険者ごとに送信回単位で送信件数が集計されま

す。 

・「再審査等請求 オンライン受領書」は印刷することができます。 

 1. 「トップページ」画面で【再審査等請

求】ボタン、【状況】ボタンの順にク

リックします。 

「再審査等請求状況」画面が表示されます。 

 

2. 「受付件数」欄の「件数」（リンク文

字列）をクリックします。 

「再審査等請求 オンライン受領書」画面が表

示され、原票種別ごとの送信件数が表示され

ます。 
 

 

 

 

「再審査等請求 オンライン受領書」画面

の詳細は『別添 印刷対象帳票・CSV 作

成対象ファイル＜保険者用＞』を参照して

ください。 
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「再審査等請求 オンライン受領書」画面の説明 

 

 

印刷する場合は、「再審査等請求 オンライン受領書」画面にあるプリンタのボタンを

クリックしてください。 
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17.5.2.2.2 エラーの件数や内容を確認する 

送信した「再審査等請求ファイル」のエラー件数は、「再審査等請求状況」画面の「受

付不能件数」欄で確認します。 

エラーの内容は、「再審査等請求 受付処理結果リスト」を表示して確認します。 

 

・「再審査等請求 受付処理結果リスト」では、エラー内容が保険者ごとに送信回・点数表単位

で確認できます。 

・「再審査等請求 受付処理結果リスト」は印刷することができます。 

 1. 「トップページ」画面で【再審査等請

求】ボタン、【状況】ボタンの順にク

リックします。 

「再審査等請求状況」画面が表示されます。 

 

2. 「受付不能件数」欄の「件数」（リン

ク文字列）をクリックします。 

「再審査等請求 受付処理結果リスト」画面が

表示されます。 
 

 

 

 

「再審査等請求 受付処理結果リスト」画

面の詳細は『別添 印刷対象帳票・CSV
作成対象ファイル＜保険者用＞』を参照し

てください。 
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「再審査等請求 受付処理結果リスト」画面の説明 

 

 

印刷する場合は、「再審査等請求 受付処理結果リスト」画面にあるプリンタのボタン

をクリックしてください。 
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17.5.3 再審査等請求帳票をダウンロードする 

再審査等請求帳票を CSV 形式または PDF 形式のファイルでダウンロードします。 

 

・受付処理が終わり出力された「再審査等請求帳票」がダウンロードの対象となります。 

■ダウンロードが可能なファイル 

ダウンロードが可能なファイルは、以下のとおりです。 

・再審査等請求 オンライン受領書 CSV ファイル 
・再審査等請求 受付処理結果リスト CSV ファイル 
・再審査等請求 請求状況ファイル CSV ファイル 
・再審査等請求 オンライン受領書 PDF ファイル 
・再審査等請求 受付処理結果リスト PDF ファイル 
 

 

1. 画面左の【再審査等請求】ボタンをク

リックします。 

【再審査等請求】ボタンの下に、【送信】・ 
【状況】ボタンが表示されます。 

 

2. 【状況】ボタンをクリックします。 

「再審査等請求状況」画面が表示されます。 
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3. 【帳票ダウンロード】ボタンをクリッ

クします。 

「再審査等請求帳票ダウンロード」画面が表

示されます。 

 

4. ダウンロードする【CSV】ボタンまた

は【PDF】ボタンをクリックします。 

画面下部に、ダウンロード確認メッセージが

表示されます。 

 

・【CSV】ボタンをクリックすると、CSV 形式の

ファイルで、「再審査等請求 オンライン受領

書」、「再審査等請求 受付処理結果リスト」、

「再審査等請求 請求状況ファイル」をダウン

ロードできます。 

【PDF】ボタンをクリックすると、PDF 形式の

ファイルで、「再審査等請求 オンライン受領

書」、「再審査等請求 受付処理結果リスト」を

ダウンロードできます。 

・処理を中止するには、【戻る】ボタンをクリッ

クしてください。「再審査等請求状況」画面に

戻ります。 

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

審査等請求帳票ダウンロード」画面にメッ

セージが表示された場合」（P.656）を参照

してください。 
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5. 【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。「再審査等請求帳票

ダウンロード」画面に戻ります。 

 

6. 再審査等請求帳票ファイルを保存する

フォルダを指定し、【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。「再審査等請求帳票ダウ

ンロード」画面に戻ります。 

 

7. 【×】ボタンをクリックします。 

「再審査等請求帳票ダウンロード」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」 
（P.653）を参照してください。 
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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 または PDF 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。 
ここでは例として、Windows 10 での解凍方法を示します。 

 

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。 
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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、指定したフォルダの中

に CSV または PDF 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ファイ

ルについて」（P.655）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保険者番号のフォルダが作成され

ます。このフォルダに CSV または PDF ファイルが格納されています。 

<< CSV ファイルの場合 >> 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< PDF ファイルの場合 >> 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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 

保険者番号のフォルダ 

再審査等請求 受付処理結果リスト CSV ファイル（医科） 

再審査等請求 受付処理結果リスト CSV ファイル（DPC） 

再審査等請求 受付処理結果リスト CSV ファイル（歯科） 

再審査等請求 受付処理結果リスト CSV ファイル（調剤） 

再審査等請求 オンライン受領書 CSV ファイル 

再審査等請求 請求状況ファイル（医科） 

再審査等請求 請求状況ファイル（DPC） 

再審査等請求 請求状況ファイル（歯科） 

再審査等請求 請求状況ファイル（調剤） 

指定したフォルダ 

保険者番号のフォルダ 

再審査等請求 受付処理結果リスト PDF ファイル（医科） 

再審査等請求 受付処理結果リスト PDF ファイル（DPC） 

再審査等請求 受付処理結果リスト PDF ファイル（歯科） 

再審査等請求 受付処理結果リスト PDF ファイル（調剤） 

再審査等請求 オンライン受領書 PDF ファイル 
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■「再審査等請求帳票ダウンロード」画面にメッセージが表示された場合 

「再審査等請求帳票ダウンロード」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【再請求等請求】、【状況】ボタ

ンから「再審査等請求状況」画面を表

示します。 

「再審査等請求状況」画面の【帳票ダウン

ロード】ボタンから「再審査等請求帳票ダ

ウンロード」画面を表示し、対象ファイル

のダウンロード用のボタンをクリックしま

す。 
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17.6 一括提供先保険者の場合 

17.6.1 再審査等請求の確認試験を Web サイトから行う 

17.6.1.1 再審査等請求ファイルを送信する 

確認試験用「再審査等請求ファイル」を Web サイトに一括送信し、確認試験を行いま

す。 

以降の処理は、ご使用のブラウザに合わせて、以下の項目を参照してください。 

・「17.6.1.1.1 Internet Explorer」（P.658） 

・「17.6.1.1.2 Microsoft Edge（HTML）の場合」（P.668） 

・「17.6.1.1.3 Microsoft Edge（Chromium）の場合」（P.675） 
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17.6.1.1.1 Internet Explorer 

Internet Explorerを使用して、「再審査等請求ファイル」をWebサイトへ一括送信します。 

 

1. 画面左の【再審査等請求】ボタンをク

リックします。 

【再審査等請求】ボタンの下に、【送信】・ 
【状況】ボタンが表示されます。 

 

2. 【送信】ボタンをクリックします。 

「再審査等レセプト送信」画面が表示されま

す。 

画面下部にメッセージが表示された場合

の操作は、「■「再審査等レセプト送信」

画面にメッセージが表示された場合」 
（P.664）を参照してください。 
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3. 【実行】ボタンをクリックします。 

「 新のプログラムを確認しています。」と表

示され、その後、読込み先を選択する画面が

表示されます。 
 
 
 

 

 

 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 
 
 
 
 
 
 

 

・処理を中止するには、【中止】ボタンをクリッ

クしてください。 

・この画面は、パソコンの環境によって表示さ

れない場合もあります。 
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■読込み先が媒体の場合 

 

4. 読込み先を選択します。 

読込み先には、「媒体」と「フォルダ」の 2
種類があります。 

 

①媒体をパソコンのドライブに挿入します。 

②「媒体」を選択し、読込み先のドライブを選択

します。 

 

・媒体が MO の場合は、読込み先のドライブに「リ

ムーバブルディスク」を選択してください。 

・「媒体」のリストに「リムーバブルディスク」

が表示されない場合は、【中止】ボタンをクリ

ックし、再度、手順3の「再審査等レセプト送

信」画面で【実行】ボタンをクリックしてく

ださい。 

■読込み先がフォルダの場合 

 

 

①「フォルダ」を選択し、【参照】ボタンをクリ

ックします。 

 

フォルダは 2 階層下までのサブフォルダを対象

とします。フォルダ構成については、「■送信時

のフォルダ構成とファイルについて」（P.663）

を参照してください。 

 

②フォルダを選択し、【OK】ボタンをクリックし

ます。 
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5. 【読込】ボタンをクリックします。 

「再審査等請求ファイルを読込中です。」と表

示され、再審査等請求ファイルの読込みが完

了すると、終了メッセージが表示されます。 
 
 
 
 
 
 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

読込み処理中にエラーメッセージが表示さ

れた場合の操作は、「■読込み中にエラーメ

ッセージが表示された場合」（P.666）を参

照してください。 

 

 

6. 【送信】ボタンをクリックします。 

「再審査等請求ファイルを送信中です。」と表

示され、再審査等請求ファイルの送信が完了

すると、完了メッセージが表示されます。 
 
 
 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。手順3の「再審査等レセプト送信」

画面（P.659）に戻ります。 
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7. 【OK】ボタンをクリックします。 

「再審査等請求状況一覧」画面が表示され、

請求状況が確認できます。 
 

 

 

「再審査等請求状況一覧」画面は、「トップペー

ジ」画面の【再審査等請求】ボタンから【状況】

ボタンをクリックして表示することもできま

す。 

「再審査等請求状況一覧」画面の詳細は、

「■「再審査等請求状況一覧」画面の説明」

（P.684）を参照してください。 
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■送信時のフォルダ構成とファイルについて 

複数の一括提供希望保険者の再審査等請求ファイルを一括して送信するには、保険者

ごとにフォルダを作成し、再審査等請求ファイルを格納します。 

 

  

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当する点数表の再審査等請求ファイルが存在しない場合は、該当ファイルを格納する必要は

ありません。 

 

指定したフォルダ 

保険者番号 Aのフォルダ 

再審査等請求ファイル（医科） 

再審査等請求ファイル（DPC） 

再審査等請求ファイル（歯科） 

再審査等請求ファイル（調剤） 

・ 
・ 
・ 

保険者番号 Bのフォルダ 

再審査等請求ファイル（医科） 

再審査等請求ファイル（DPC） 

再審査等請求ファイル（歯科） 

再審査等請求ファイル（調剤） 
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■「再審査等レセプト送信」画面にメッセージが表示された場合 

「再審査等レセプト送信」画面の下部に、以下のいずれか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。 
この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からのアドオン’RCssndUploader.cab’をインストールしようと

しています。 

この Web サイトは、’ReceiptOnlineApplicationDeveloper’からの’RCssndUploader.cab’アドオンをインストールしようと

しています。 

Internet Explorer によって、この Web サイトによる ActiveX コントロールのインストールがブロックされました。 

 

上記のメッセージは、初回利用時、またはオンライン請求システムのプログラム変更を行った際に

表示されることがあります。 

 

1. 画面下部の【インストール】ボタンを

クリックします。 

再表示メッセージが表示されます。 
 

 

2. 【再試行】ボタンをクリックします。 

「トップページ」画面に戻ります。 

 

3. 再度【再審査等請求】ボタン、【送信】

ボタンの順にクリックします。 

「セキュリティの警告」画面が表示されます。 
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4. 【インストールする】ボタンをクリッ

クします。 

プログラムがインストールされます。 

インストールが終了すると、「再審査等レ

セプト送信」画面が表示されます。引き続

き、「17.6.1.1.1 Internet Explorer」の手順

3（P.659）に戻り、操作を行ってください。 
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■読込み中にエラーメッセージが表示された場合 

再審査等請求ファイルのデータにエラーがあった場合は、読込み処理中に以下のメッ

セージなどが表示されます。 

 
このメッセージの【OK】ボタンをクリックすると、データの処理状況によって、①～

④のいずれかの画面が表示されます。 

 

① 読み込んでいる保険者データがあり、読み込んでいない保険者データもある場合 

 
・【スキップ】ボタンをクリックすると、エラーデータは読み込まずに、読込み処理を継続しま

す。 

・【送信】ボタンをクリックすると、エラーデータは読み込まずに、これまでに読み込んだ保険

者データのみを送信します。 

・【中止】ボタンをクリックすると、処理を中止します（これまでに読み込んだ保険者データは

破棄されます）。 

 

② 読み込んでいる保険者データがあり、読み込んでいない保険者データはない場合 

 
・【送信】ボタンをクリックすると、エラーデータは読み込まずに、これまでに読み込んだ保険

者データのみを送信します。 

・【中止】ボタンをクリックすると、処理を中止します（これまでに読み込んだ保険者データは

破棄されます）。 
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③読み込んでいる保険者データはなく、読み込んでいない保険者データがある場合 

 

・【スキップ】ボタンをクリックすると、エラーデータは読込まずに、読込み処理を継続します。 

・【中止】ボタンをクリックすると、処理を中止します。 

 

④すべての保険者データが読み込めない場合 

 

・【中止】ボタンをクリックして、処理を中止してください。 
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17.6.1.1.2 Microsoft Edge（HTML）の場合 

Microsoft Edge（HTML）を使用して、「再審査等請求ファイル」を Web サイトへ一括送信

します。 

1. 画面左の【再審査等請求】ボタンをク

リックします。 

【再審査等請求】ボタンの下に、【送信】・ 
【状況】ボタンが表示されます。 

 

2. 【送信】ボタンをクリックします。 

「再審査等レセプト送信」画面が表示されま

す。 

 

 

3. 【実行】ボタンをクリックします。 

「再審査等請求ファイル選択読込」画面が表

示されます。 
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4. 【参照】ボタンをクリックします。 

フォルダを選択する画面が表示されます。 
 
 
 
 

 

【参照】ボタンは読込み済ファイルが存在する

場合、非活性となります。 

 

5. 読込みフォルダを選択し、【フォルダ

ーの選択】ボタンをクリックします。 

 
 

ファイルは表示されませんが、問題ありません。 

 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 

送信したい再審査等請求ファイルが読込み済

ファイル一覧に表示されていることを確認し

ます。 
 

 

読込み済の再審査等請求ファイルをリセットし

たい場合は、【クリア】ボタンをクリックしてく

ださい。 

 

読込み処理中にエラーメッセージが表示

された場合の操作は、「■読込み中にエラーメ

ッセージが表示された場合」（P.673）を参照し

てください。 



17 オンライン請求システム確認試験にログインする 

 ・670・ 

 

 

6. 【送信】ボタンをクリックします。 

送信確認メッセージが表示されます。 
 

 

 

 

【OK】ボタンをクリックし、送信を開始しま

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。 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 
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7. 【OK】ボタンをクリックします。 

「再審査等請求状況一覧」画面が表示され、

請求状況が確認できます。 
 

 

 

「再審査等請求状況一覧」画面は、「トップペー

ジ」画面の【再審査等請求】ボタンから【状況】

ボタンをクリックして表示することもできま

す。 

「再審査等請求状況一覧」画面の詳細は、

「■「再審査等請求状況一覧」画面の説明」

（P.684）を参照してください。 
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■送信時のフォルダ構成とファイルについて 

複数の一括提供希望保険者の再審査等請求ファイルを一括して送信するには、保険者

ごとにフォルダを作成し、再審査等請求ファイルを格納します。 

 

  

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当する点数表の再審査等請求ファイルが存在しない場合は、該当ファイルを格納する必要は

ありません。 

 

指定したフォルダ 

保険者番号 Aのフォルダ 

再審査等請求ファイル（医科） 

再審査等請求ファイル（DPC） 

再審査等請求ファイル（歯科） 

再審査等請求ファイル（調剤） 

・ 
・ 
・ 

保険者番号 Bのフォルダ 

再審査等請求ファイル（医科） 

再審査等請求ファイル（DPC） 

再審査等請求ファイル（歯科） 

再審査等請求ファイル（調剤） 
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■読込み中にエラーメッセージが表示された場合 

再審査等請求ファイルのデータにエラーがあった場合は、読込み処理中に以下のメッ

セージなどが表示されます。 

 

このメッセージの【OK】ボタンをクリックすると、データの処理状況によって、①～

④のいずれかの画面が表示されます。 

 

① 読み込んでいる保険者データがあり、読み込んでいない保険者データもある場合 

 

・【スキップ】ボタンをクリックすると、エラーデータは読み込まずに、読込み処理を継続しま

す。 

・【読込終了】ボタンをクリックすると、エラーデータは読み込まずに、これまでに読み込んだ

保険者データのみを送信します。 

・【中止】ボタンをクリックすると、処理を中止します（これまでに読み込んだ保険者データは

破棄されます）。 

 

② 読み込んでいる保険者データがあり、読み込んでいない保険者データはない場合 

 

・【読込終了】ボタンをクリックすると、エラーデータは読み込まずに、これまでに読み込んだ

保険者データのみを送信します。 

・【中止】ボタンをクリックすると、処理を中止します（これまでに読み込んだ保険者データは

破棄されます）。 
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③読み込んでいる保険者データはなく、読み込んでいない保険者データがある場合 

 

・【スキップ】ボタンをクリックすると、エラーデータは読込まずに、読込み処理を継続します。 

・【中止】ボタンをクリックすると、処理を中止します。 

 

④すべての保険者データが読み込めない場合 

 

・【中止】ボタンをクリックして、処理を中止してください。 
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17.6.1.1.3 Microsoft Edge（Chromium）の場合 

Microsoft Edge（Chromium）を使用して、「再審査等請求ファイル」を Web サイトへ一括

送信します。 

1. 画面左の【再審査等請求】ボタンをク

リックします。 

【再審査等請求】ボタンの下に、【送信】・ 
【状況】ボタンが表示されます。 

 

2. 【送信】ボタンをクリックします。 

「再審査等レセプト送信」画面が表示されま

す。 

 

 

3. 【実行】ボタンをクリックします。 

「再審査等請求ファイル選択読込」画面が表

示されます。 
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4. 【参照】ボタンをクリックします。 

フォルダを選択する画面が表示されます。 
 
 
 
 

 

【参照】ボタンは読込み済ファイルが存在する

場合、非活性となります。 

 

5. 読込みフォルダを選択し、【アップロ

ード】ボタンをクリックします。 

 
 

ファイルは表示されませんが、問題ありません。 
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6. 【アップロード】ボタンをクリックし、

アップロードを開始します。 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 

 

送信したい再審査等請求ファイルが読込み済

ファイル一覧に表示されていることを確認し

ます。 
 

 

読込み済の再審査等請求ファイルをリセットし

たい場合は、【クリア】ボタンをクリックしてく

ださい。 

 

読込み処理中にエラーメッセージが表示

された場合の操作は、「■読込み中にエラーメ

ッセージが表示された場合」（P.681）を参照し

てください。 
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7. 【送信】ボタンをクリックします。 

送信確認メッセージが表示されます。 
 

 

 

 

【OK】ボタンをクリックし、送信を開始しま

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。 

 

 

処理を中止するには、【中止】ボタンをクリック

してください。 
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8. 【OK】ボタンをクリックします。 

「再審査等請求状況一覧」画面が表示され、

請求状況が確認できます。 
 

 

 

「再審査等請求状況一覧」画面は、「トップペー

ジ」画面の【再審査等請求】ボタンから【状況】

ボタンをクリックして表示することもできま

す。 

「再審査等請求状況一覧」画面の詳細は、

「■「再審査等請求状況一覧」画面の説明」

（P.684）を参照してください。 
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■送信時のフォルダ構成とファイルについて 

複数の一括提供希望保険者の再審査等請求ファイルを一括して送信するには、保険者

ごとにフォルダを作成し、再審査等請求ファイルを格納します。 

 

  

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当する点数表の再審査等請求ファイルが存在しない場合は、該当ファイルを格納する必要は

ありません。 

 

指定したフォルダ 

保険者番号 Aのフォルダ 

再審査等請求ファイル（医科） 

再審査等請求ファイル（DPC） 

再審査等請求ファイル（歯科） 

再審査等請求ファイル（調剤） 

・ 
・ 
・ 

保険者番号 Bのフォルダ 

再審査等請求ファイル（医科） 

再審査等請求ファイル（DPC） 

再審査等請求ファイル（歯科） 

再審査等請求ファイル（調剤） 
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■読込み中にエラーメッセージが表示された場合 

再審査等請求ファイルのデータにエラーがあった場合は、読込み処理中に以下のメッ

セージなどが表示されます。 

 

このメッセージの【OK】ボタンをクリックすると、データの処理状況によって、①～

④のいずれかの画面が表示されます。 

 

③ 読み込んでいる保険者データがあり、読み込んでいない保険者データもある場合 

 

・【スキップ】ボタンをクリックすると、エラーデータは読み込まずに、読込み処理を継続しま

す。 

・【読込終了】ボタンをクリックすると、エラーデータは読み込まずに、これまでに読み込んだ

保険者データのみを送信します。 

・【中止】ボタンをクリックすると、処理を中止します（これまでに読み込んだ保険者データは

破棄されます）。 

 

④ 読み込んでいる保険者データがあり、読み込んでいない保険者データはない場合 

 

・【読込終了】ボタンをクリックすると、エラーデータは読み込まずに、これまでに読み込んだ

保険者データのみを送信します。 

・【中止】ボタンをクリックすると、処理を中止します（これまでに読み込んだ保険者データは

破棄されます）。 
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③読み込んでいる保険者データはなく、読み込んでいない保険者データがある場合 

 

・【スキップ】ボタンをクリックすると、エラーデータは読込まずに、読込み処理を継続します。 

・【中止】ボタンをクリックすると、処理を中止します。 

 

④すべての保険者データが読み込めない場合 

 

・【中止】ボタンをクリックして、処理を中止してください。 
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17.6.1.2 一括送信単位で再審査等請求状況を確認する 

一括送信単位で確認試験用「再審査等請求ファイル」の試験結果を確認します。 

 

17.6.1.2.1「再審査等請求状況一覧」画面を表示する 

「再審査等請求状況一覧」画面を表示します。 

「再審査等請求状況一覧」画面では、一括送信した単位での請求状況が確認できます。 

 

1. 画面左の【再審査等請求】ボタンをク

リックします。 

【再審査等請求】ボタン下に、【送信】・ 
【状況】ボタンが表示されます。 

 

2. 【状況】ボタンをクリックします。 

「再審査等請求状況一覧」画面が表示されま

す。 
 

 

「再審査等請求状況一覧」画面の詳細は、

「■「再審査等請求状況一覧」画面の説明」

（P.684）を参照してください。 
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■「再審査等請求状況一覧」画面の説明 

 
 

画面の操作説明 

（Ａ）【最新状況に更新】ボタンをクリックすると、表示時刻が更新され、最新の「再審査等請求

状況一覧」画面が表示されます。 

（Ｂ）【明細表示】ボタンをクリックすると、「再審査等請求状況（一括送信）」画面が表示されま

す。 

（Ｃ）【保険者一覧】ボタンをクリックすると、「再審査等請求状況保険者一覧」画面が表示されま

す。 

（Ａ） 

（Ｂ） 

（Ｃ） 
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画面の項目説明 

●一括送信 

 日付 「再審査等請求ファイル」の一括送信を行った日付を表示します。 

 回数 日付単位で、「再審査等請求ファイル」の一括送信を行った回数を表示します。 

●保険者数 

 送信 送信した「再審査等請求ファイル」の保険者数を表示します。 

 受付 受付けられた保険者数を表示します。 

 受付無効 受付無効（エラー）となった保険者数を表示します。 

●レセプト件数 

 送信 送信した「再審査等請求ファイル」のレセプトデータの件数を表示します。 

 受付 受付けられたレセプトデータの件数を表示します。 

 受付不能 受付不能（エラー）となったレセプトデータの件数を表示します。 

●請求状況 

 処理中 「受付処理中」の状態です。 

 受付済 送信したデータの受付が完了した状態です。 

 受付無効 送信したデータがすべて受付無効（エラー）の状態です。 
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17.6.1.2.2 「再審査等請求状況（一括送信）」画面を表示する 

「再審査等請求状況（一括送信）」画面を表示します。 

「再審査等請求状況（一括送信）」画面では、請求状況の詳細が確認できます。 

 

1. 「再審査等請求状況一覧」画面で【明

細表示】ボタンをクリックします。 

「再審査等請求状況（一括送信）」画面が表示

され、保険者ごとの再審査等請求状況が確認

できます。 
 

 

「再審査等請求状況（一括送信）」画面の

詳細は、「■「再審査等請求状況（一括送

信）」画面の説明」（P.687）を参照してく

ださい。 
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■「再審査等請求状況（一括送信）」画面の説明 

 
 

画面の操作説明 

（Ａ）【最新状況に更新】ボタンをクリックすると、表示時刻が更新され、最新の「再審査等請求

状況（一括送信）」画面が表示されます。 

（Ｂ）【帳票ダウンロード】ボタンをクリックすると、「再審査等請求帳票ダウンロード（一括送

信）」画面が表示されます。 

（Ｃ）「再審査等請求状況一覧」画面に戻る場合は、【戻る】ボタンをクリックします。 

 

（Ａ） 

（Ｂ） （Ｃ） 
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画面の項目説明 

●一括送信 

 日付 「再審査等請求ファイル」の一括送信を行った日付を表示します。 

 回数 日付単位で、「再審査等請求ファイル」の一括送信を行った回数を表示します。 

●送信 

 日付 「再審査等請求ファイル」の送信を行った日付を表示します。 

 回数 保険者、日付単位で、「再審査等請求ファイル」の送信を行った回数を表示します。 

●保険者番号 

 保険者の保険者番号を表示します。 

●名称 

 保険者の名称を表示します。 

●送信件数 

 
送信した「再審査等請求ファイル」のデータの件数を表示します。 
点数表（医科、DPC、歯科、調剤）ごとに集計されます。 

●受付件数 

 
送信したデータのうち、受付けられた件数を表示します。 
※処理中の場合は「－」で表示します。 

●受付不能件数 

 
送信したデータのうち、エラーとなったデータの件数を表示します。 
※処理中の場合は「－」で表示します。 

●請求状況 

 処理中 「受付処理中」の状態です。 

 受付済 送信したデータの受付が完了した状態です。 

 受付無効 送信したデータがすべて受付不能（エラー）の状態です。 
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17.6.1.2.3 再審査等請求状況を確認する 

■送信件数を確認する 

送信した「再審査等請求ファイル」の件数は、「再審査等請求状況（一括送信）」画面

の「受付件数」欄で確認します。受付件数の詳細は「再審査等請求 オンライン受領書」

を表示して確認します。 

 

・「再審査等請求 オンライン受領書」では、保険者ごとに送信回単位で送信件数が集計されま

す。 

・「再審査等請求 オンライン受領書」は印刷することができます。 

 

1. 「受付件数」欄の「件数」（リンク文

字列）をクリックします。 

「再審査等請求 オンライン受領書」画面が表

示され、原票種別ごとの送信件数が表示され

ます。 
 

 

「再審査等請求  オンライン受領書」画面

の詳細については、『別添  印刷対象帳

票・CSV 作成対象ファイル＜保険者用＞』

を参照してください。 
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「再審査等請求 オンライン受領書」画面の説明 

 

 

印刷する場合は、「再審査等請求 オンライン受領書」画面にあるプリンタのボタンをクリッ

クしてください。 
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■エラーの件数や内容を確認する 

送信した「再審査等請求ファイル」のエラー件数は、「再審査等請求状況（一括送信）」

画面の「受付不能件数」欄で確認します。 

エラーの内容は、「再審査等請求 受付処理結果リスト」を表示して確認します。 

 

・「再審査等請求 受付処理結果リスト」では、エラー内容が保険者ごとに送信回・点数表単位

で確認できます。 

・「再審査等請求 受付処理結果リスト」は印刷することができます。 

 

1. 「受付不能件数」欄の「件数」（リン

ク文字列）をクリックします。 

「再審査等請求 受付処理結果リスト」画面が

表示されます。 
 

 

「再審査等請求  受付処理結果リスト」画

面の詳細は、『別添 印刷対象帳票・CSV 
作成対象ファイル＜保険者用＞』を参照し

てください。 
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「再審査等請求 受付処理結果リスト」画面の説明 

 

 

印刷する場合は、「再審査等請求 受付処理結果リスト」画面にあるプリンタのボタンをクリ

ックしてください。 
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17.6.1.3 一括送信単位で再審査等請求帳票をダウンロードする 

再審査等請求した各種帳票を CSV 形式または PDF 形式のファイルでダウンロードし

ます。 

 

・受付処理が終わり出力された「再審査等請求帳票」がダウンロードの対象となります。 

・すべての保険者の再審査等請求帳票を一括でダウンロードすることもできます。 

 

■ダウンロードが可能なファイル 

ダウンロードが可能なファイルは、以下のとおりです。 

・再審査等請求 オンライン受領書 CSV ファイル 
・再審査等請求 受付処理結果リスト CSV ファイル 
・再審査等請求 請求状況ファイル CSV ファイル 
・再審査等請求 オンライン受領書 PDF ファイル 
・再審査等請求 受付処理結果リスト PDF ファイル 
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17.6.1.3.1 「再審査等請求帳票ダウンロード（一括送信）」画面を表示する 

「再審査等請求帳票ダウンロード（一括送信）」画面を表示します。再審査等請求帳票

のダウンロードは、「再審査等請求帳票ダウンロード（一括送信）」画面から行います。 

 1. 「トップページ」画面で【再審査等請

求】ボタン、【状況】ボタンの順にク

リックし、「再審査等請求状況一覧」

画面で【明細表示】ボタンをクリック

します。 

「再審査等請求状況（一括送信）」画面が表示

されます。 

 

2. 【帳票ダウンロード】ボタンをクリッ

クします。 

「再審査等請求帳票ダウンロード（一括送

信）」画面が表示されます。 
 

 

「再審査等請求帳票ダウンロード（一括送

信）」画面の詳細は、「■「再審査等請求帳

票ダウンロード（一括送信）」画面の説明」

（P.695）を参照してください。 
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■「再審査等請求帳票ダウンロード（一括送信）」画面の説明 

 

画面の操作説明 

（Ａ）ダウンロードが可能な保険者の「ダウンロード」欄には、CSV または PDF のボタンが表示

されます。ボタンをクリックすると、再審査等請求帳票がダウンロードできます。 

（Ｂ）【CSV 一括ダウンロード】ボタンをクリックすると、全保険者の CSV 形式の再審査等請求

帳票がダウンロードできます。 

（Ｃ）【PDF 一括ダウンロード】ボタンをクリックすると、全保険者の PDF 形式の再審査等請求帳

票がダウンロードできます。 

（Ｄ）「再審査等請求状況（一括送信）」画面に戻る場合は、【戻る】ボタンをクリックします。 

（Ａ） 

（Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） 
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17.6.1.3.2 再審査等請求帳票をダウンロードする 

再審査等請求帳票を、CSV 形式または PDF 形式のファイルでダウンロードします。 

ダウンロードの方法は、ダウンロードする保険者の範囲やファイル形式に合わせて、

以下を参照してください。 

・「■全保険者の CSV ファイルを一括ダウンロードする」（以下の手順） 
・「■全保険者の PDF ファイルを一括ダウンロードする」（P.698） 
・「■保険者・送信回単位で CSV ファイルをダウンロードする」（P.700） 
・「■保険者・送信回単位で PDF ファイルをダウンロードする」（P.702） 

 

■全保険者の CSV ファイルを一括ダウンロードする 

受付処理が終わったすべての保険者の CSV ファイルをダウンロードします。 

 1. 「再審査等請求状況（一括送信）」画

面で【帳票ダウンロード】ボタンをク

リックします。 

「再審査等請求帳票ダウンロード（一括送

信）」画面が表示されます。 

 

2. 「再審査等請求帳票ダウンロード（一

括送信）」画面の【CSV 一括ダウンロ

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

審査等請求帳票ダウンロード（一括送信）」

画面にメッセージが表示された場合」 
（P.707）を参照してください。 
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3. 【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。「再審査等請求帳票

ダウンロード（一括送信）」画面に戻ります。 

 

 

4. ファイルを保存するフォルダを指定し

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。 

 

5. 【×】ボタンをクリックします。 

「再審査等請求帳票ダウンロード（一括送

信）」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」 
（P.704）を参照してください。 
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■全保険者の PDF ファイルを一括ダウンロードする 

受付処理が終わったすべての保険者の PDF ファイルをダウンロードします。 

 1. 「再審査等請求状況（一括送信）」画

面で【帳票ダウンロード】ボタンをク

リックします。 

「再審査等請求帳票ダウンロード（一括送

信）」画面が表示されます。 

 

2. 「再審査等請求帳票ダウンロード（一

括送信）」画面の【PDF 一括ダウンロ

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

審査等請求帳票ダウンロード（一括送信）」

画面にメッセージが表示された場合」 
（P.707）を参照してください。 

 

 

 

3. 【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。「再審査等請求帳票

ダウンロード（一括送信）」画面に戻ります。 
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4. ファイルを保存するフォルダを指定し

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。「再審査等請求帳票ダウ

ンロード（一括送信）」画面に戻ります。 

 

5. 【×】ボタンをクリックします。 

「再審査等請求帳票ダウンロード（一括送

信）」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」 
（P.704）を参照してください。 
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■保険者・送信回単位で CSV ファイルをダウンロードする 

特定の保険者・送信回の CSV ファイルをダウンロードします。 

 1. 「再審査等請求状況（一括送信）」画

面で【帳票ダウンロード】ボタンをク

リックします。 

「再審査等請求帳票ダウンロード（一括送

信）」画面が表示されます。 

 

2. 「再審査等請求帳票ダウンロード（一

括送信）」画面で、ダウンロードした

い保険者・送信回の【CSV】ボタンを

クリックします。 

画面下部に、ダウンロード確認メッセージが

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

審査等請求帳票ダウンロード（一括送信）」

画面にメッセージが表示された場合」 
（P.707）を参照してください。 

 

 

 

3. 【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。「再審査等請求帳票

ダウンロード（一括送信）」画面に戻ります。 
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4. ファイルを保存するフォルダを指定し

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。「再審査等請求帳票ダウ

ンロード（一括送信）」画面に戻ります。 

 

 

5. 【×】ボタンをクリックします。 

「再審査等請求帳票ダウンロード（一括送

信）」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」 
（P.704）を参照してください。 
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■保険者・送信回単位で PDF ファイルをダウンロードする 

特定の保険者・送信回の PDF ファイルをダウンロードします。 

 1. 「再審査等請求状況（一括送信）」画

面で【帳票ダウンロード】ボタンをク

リックします。 

「再審査等請求帳票ダウンロード（一括送

信）」画面が表示されます。 

 

2. 「再審査等請求帳票ダウンロード（一

括送信）」画面で、ダウンロードした

い保険者・送信回の【PDF】ボタンを

クリックします。 

画面下部に、ダウンロード確認メッセージが

表示されます。 

 

 

 

 

3. 【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。「再審査等請求帳票

ダウンロード（一括送信）」画面に戻ります。 
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4. ファイルを保存するフォルダを指定し

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。 

 

5. 【×】ボタンをクリックします。 

「再審査等請求帳票ダウンロード（一括送

信）」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」 
（P.704）を参照してください。 
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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 または PDF 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。 
ここでは例として、Windows 10 での解凍方法を示します。 

 

 

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。 
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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、指定したフォルダの中

に CSV または PDF 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ファイ

ルについて」（P.706）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保険者番号のフォルダが作成され

ます。このフォルダに CSV または PDF ファイルが格納されています。 

<< CSV ファイルの場合 >> 

  

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< PDF ファイルの場合 >> 

  

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

保険者番号 Aのフォルダ 

再審査等請求 受付処理結果リスト CSV ファイル（医科） 

再審査等請求 受付処理結果リスト CSV ファイル（DPC） 

再審査等請求 受付処理結果リスト CSV ファイル（歯科） 

再審査等請求 受付処理結果リスト CSV ファイル（調剤） 

再審査等請求 オンライン受領書 CSV ファイル 

再審査等請求 請求状況ファイル（医科） 

再審査等請求 請求状況ファイル（DPC） 

再審査等請求 請求状況ファイル（歯科） 

再審査等請求 請求状況ファイル（調剤） 

指定したフォルダ 

保険者番号 Aのフォルダ 

再審査等請求 受付処理結果リスト PDF ファイル（医科） 

再審査等請求 受付処理結果リスト PDF ファイル（DPC） 

再審査等請求 受付処理結果リスト PDF ファイル（歯科） 

再審査等請求 受付処理結果リスト PDF ファイル（調剤） 

再審査等請求 オンライン受領書 PDF ファイル 

保険者番号 Bのフォルダ 

再審査等請求 受付処理結果リスト CSV ファイル（医科） 

再審査等請求 受付処理結果リスト CSV ファイル（DPC） 

保険者番号 Bのフォルダ 

再審査等請求 受付処理結果リスト PDF ファイル（医科） 

再審査等請求 受付処理結果リスト PDF ファイル（DPC） 

・ 
・ 

・ 
・ 
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■「再審査等請求帳票ダウンロード（一括送信）」画面にメッセージが表示された場合 

「再審査等請求帳票ダウンロード（一括送信）」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【再審査等請求】、【状況】ボタ

ンから、「再審査等請求状況一覧」画

面を表示します。 

「再審査等請求状況一覧」画面の【明細表

示】ボタンから、「再審査等請求状況（一

括送信）」画面を表示します。 

「再審査等請求状況（一括送信）」画面の

【帳票ダウンロード】ボタンから、「再審

査等請求帳票ダウンロード（一括送信）」

画面を表示し、対象ファイルのダウンロー

ド用のボタンや一括ダウンロード用のボタ

ンをクリックします。 
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17.6.1.4 保険者単位で再審査等請求状況を確認する 

保険者単位で確認試験用「再審査等請求ファイル」の試験結果を確認します。 

 

1. 画面左の【再審査等請求】ボタンをク

リックします。 

【再審査等請求】ボタン下に、【送信】・ 
【状況】ボタンが表示されます。 

 

2. 【状況】ボタンをクリックします。 

「再審査等請求状況一覧」画面が表示されま

す。 
 

 

3. 【保険者一覧】ボタンをクリックしま

す。 

「再審査等請求状況保険者一覧」画面が表示

されます。 
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4. 確認したい一括提供希望保険者の「名

称」（リンク文字列）をクリックしま

す。 

選択した一括提供希望保険者の｢再審査等請

求状況」画面が表示され、請求状況を確認で

きます。 

 

保険者ごとに 新の送信日、送信回、請求状況

が確認できます。 

 

 

【戻る】ボタンをクリックすると、「再審査等請

求状況保険者一覧」画面に戻ります。 

再審査等請求状況を確認する場合は、

「17.5 再審査等請求の確認試験をWebサ

イトから行う」（P.625）を参照してくださ

い。 
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17.7 一括提供希望保険者の場合 

 

17.7.1 再審査等請求の確認試験を Web サイトから行う 

再審査等請求の確認試験を Web サイトから行います。 

 

詳細は、「17.5 再審査等請求の確認試験を Web サイトから行う」（P.625）を参照し

てください。 
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18 お知らせを確認する 

 

オンライン請求システムのお知らせを確認します。 

 

 

1. 画面左の【お知らせ】ボタンをクリッ

クします。 

「お知らせ」画面が表示されます。 

 

2. 表示したい通知文書をクリックしま

す。 

通知文書が表示されます。 
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19 マニュアルを閲覧する 

 

オンライン請求システムの操作手順書（マニュアル）を閲覧します。 

 

1. 画面左の【マニュアル】ボタンをクリ

ックします。 

「マニュアル選択」画面が表示されます。 

 

2. 閲覧するマニュアルのリンク文字列を

クリックします。 

マニュアル（PDF）が表示されます。 

 

初期設定に関するマニュアルを閲覧する場合

は、検索条件を指定し、【検索】ボタンをクリッ

クします。 
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20 Q&A 

 

 Q（質問/トラブル内容） A（回答/対処方法） 

1 【ログイン】ボタンをクリックしても、ロ
グインできません。 

オンライン請求システムのプログラム
（画面）変更により、ログインできない
場合があります。 

この場合、古い画面表示情報を削除して
ください。 

古い画面表示情報の削除については、

「古い画面表示情報の削除方法」

（P.715）を参照してください。 

上記を実行しても解決できない場合は、
オンライン請求システムヘルプデスクま
でお問い合わせください。 

0120-60-7210 

2 Internet Explorer、Microsoft Edge（HTML） 

および Microsoft Edge（Chromium）の「お
気に入り」からオンライン請求システムを
起動したところ、レセプト配信でエラーが
発生してしまいます。 

Internet Explorer、Microsoft Edge（HTML） 

および Microsoft Edge（Chromium）の「お
気に入り」からオンライン請求システム
を起動しないでください。オンライン請
求システムのアイコンから起動してくだ
さい。 

3 レセプトデータの受信が通信障害などで
中断した場合、再実行時には、すべてのデ
ータを 初から受信することになるので
しょうか？ 

レセプトデータの配信はファイル単位で
行われます。このため、レセプトデータ
の受信が中断しても、再実行した場合に
配信されるのは未配信ファイルのレセプ
トデータとなります。 

4 オンライン配信期間中に、機器障害などで
データを受信できない場合、どのように対
処すればよいですか？ 

保険者がオンライン配信期間中に、機器
障害などでデータを受信できない場合
は、請求（提供）データを電子媒体に記
録して送付致します。 
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 Q（質問/トラブル内容） A（回答/対処方法） 

5 ツール等の初回起動時に「このファイルを
開く方法を選んでください。」のメッセー
ジが表示されました。 

 
 

「このアプリを今後も使う」に 

Microsof(R)HTML アプリケーションホス
トが選択されていることを確認の上、
【OK】ボタンをクリックします。 

6 Microsoft Edge（HTML）で 

「□このページからのメッセージを非表

示にする」にチェックをしてしまい、ログ

イン、ログアウトができません。 

 
 

画面右上の【×】ボタンをクリックして
画面を閉じてください。または一度ブラ
ウザを落として再起動してください。 
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古い画面表示情報の削除方法 

古い画面表示情報を削除します。 

削除方法はブラウザによって異なります。ご使用の環境に合わせて、以下の項目を参

照してください。 

・「■Microsoft Edge（Chromium）の場合」（以下の手順） 
・「■Microsoft Edge（HTML）の場合」（P.717） 
・「■Internet Explorer 11.0，10.0，9.0，8.0 の場合」（P.719） 
・「■Internet Explorer 7.0 の場合」（P.721） 
 

■Microsoft Edge（Chromium）の場合 

 
 

1. Microsoft Edge（Chromium）を起動

し、【 】ボタンをクリックし、「設定」

を選択します。 
「設定」画面が表示されます。 
 
 

 

2. プライバシー、検索、サービスを選択

します。 
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3. 【クリアするデータの選択】をクリッ

クします。 

 

 

4. 「キャッシュされた画像とファイル」

にチェックを入れ、【今すぐクリア】

をクリックします。 

 

 

5. 【×】ボタンをクリックし、ブラウザ

を閉じて、再度ログインします。 

エラーが解消され、ログインおよびレセプト

送信ができるようになります。 
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■Microsoft Edge（HTML）の場合 

 

 

1. Microsoft Edge（HTML）を起動し、

【 】ボタンをクリックし、「設定」、

「プライバシーとセキュリティ」の順

番に選択します。 

「設定」画面が表示されます。 
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2. 【クリアするデータの選択】をクリッ

クします。 

 

 

3. 「キャッシュされたデータとファイ

ル」にチェックを入れ、【クリア】を

クリックします。 

【クリア】ボタンの下部に「すべてクリアさ

れました」のメッセージが表示されます。 

 

4. 【×】ボタンをクリックし、ブラウザ

を閉じて、再度ログインします。 

エラーが解消され、ログインおよびレセプト

送信ができるようになります。 
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■Internet Explorer 11.0，10.0，9.0，8.0 の場合 

 

1. Internet Explorer を起動し、【 】ボ

タンをクリックし、「インターネット

オプション」を選択します。 

「インターネットオプション」画面が表示さ

れます。 
 

 

Internet Explorer 8.0 以前の場合、「ツール」

-「インターネットオプション」の順に選択しま

す。 

 
 

 

2. 「全般」タブを選択し、「閲覧の履歴」

の【削除】ボタンをクリックします。 

「閲覧の履歴の削除」画面が表示されます。 



20 Q&A 

 ・720・ 

 

 

3. 「インターネット一時ファイルおよび

Webサイトのファイル」にチェックを

入れ、【削除】ボタンをクリックしま

す。 

画面下部に、完了メッセージが表示されます。 
 

 

4. 【×】ボタンをクリックし、ブラウザ

を閉じて、再度ログインします。 

エラーが解消され、ログインおよびレセプト

送信ができるようになります。 
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■Internet Explorer 7.0 の場合 

 

1. Internet Explorer を起動し、「ツール」

メニューから「インターネットオプシ

ョン」を選択します。 

「インターネットオプション」画面が表示さ

れます。 

 

2. 「全般」タブを選択し、「閲覧の履歴」

の【削除】ボタンをクリックします。 

「閲覧の履歴の削除」画面が表示されます。 
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3. 「インターネット一時ファイル」の【フ

ァイルの削除】ボタンをクリックしま

す。 

ファイル削除の確認メッセージが表示されま

す。 

 

4. 【はい】ボタンをクリックします。 

 
5. 画面右上の【×】ボタンをクリックし、

ブラウザを閉じて、再度ログインしま

す。 

エラーが解消され、ログインおよびレセプト

送信ができるようになります。 
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審査支払機関名称の変更方法 

社会保険診療報酬支払基金の支部名称を「○○○社会保険診療報酬支払基金」または

「社会保険診療報酬支払基金○○支部」から「社会保険診療報酬支払基金」に変更し

ます。 

オンライン請求システムから、環境設定更新ツールをダウンロードして、パソコンに

セットアップします。 

 

管理者権限のユーザでパソコンにログインし、セットアップを行ってください。また、オンラ

イン請求を利用する場合は、セットアップを行ったユーザで行ってください。 

 

1. オンライン請求システムのトップメニ

ューで、画面左の【マニュアル】ボタ

ンをクリックします。 

「マニュアル選択」画面が表示されます。 
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2. 「環境設定更新ツール＜Windows 用

＞」のリンク文字列をクリックします。 

画面下部に、ダウンロード確認メッセージが

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、「■「マ

ニュアル選択」画面にメッセージが表示さ

れた場合」（P.726）を参照してください。 

 

3. 【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。 

 

処理を中止する場合は、【キャンセル】ボタンを

クリックしてください。 

 

 

4. 保存先を指定して、【保存】ボタンを

クリックします。 

セキュリティスキャンのメッセージが表示さ

れた後、ダウンロード完了メッセージが表示

されます。 

 

・本書ではデスクトップ上に保存しています。 

・処理を中止する場合は、【キャンセル】ボタン

をクリックしてください。 

 
5. 【×】ボタンをクリックします。 

「OnlineUpdate.exe」ファイル（自己解凍形

式の圧縮ファイル）が保存先のフォルダにダ

ウンロードされます。 
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6. デスクトップ上の「OnlineUpdate.exe」
ファイルをダブルクリックします。 

「環境設定更新ツール」が起動します。 

 

7. 「ユーザーアカウント制御」画面が表

示された場合、「確認済みの発行元」

に以下の文字が表示されていることを

確認し、【はい】ボタンをクリックし

てください。 

ReceiptOnlineApplicationDeveloper 

「環境設定更新ツール」が起動します。 

 

8. 【はい】ボタンをクリックします。 

更新終了のメッセージが表示されます。 

 

9. 【OK】ボタンをクリックします。 

環境設定の更新が終了し、「環境設定更新ツ

ール」が終了します。 
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■「マニュアル選択」画面にメッセージが表示された場合 

「マニュアル選択」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「マニュアル選択」画面を表示し、

「環境設定更新ツール＜Windows 用

＞」のリンク文字列をクリックします。 
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問合せ先 

 

●ネットワーク回線関係 

ネットワークサポートデスク 
0120-220-571 

1 日～4 日、 
11 日～月末 

9：00～17：00 
休日（土・日・祝日）除く 

5 日～7 日 
8：00～21：00 
休日（土・日・祝日）含む 

8 日～10 日 
8：00～24：00 
休日（土・日・祝日）含む 

●システム関係 

オンライン請求システムヘルプデスク 
0120-60-7210 

5 日～7 日、 
11 日、12 日 

8：00～21：00 
休日（土・日・祝日）含む 

8 日～10 日 
8：00～24：00 
休日（土・日・祝日）含む 

13 日～月末 
9：00～17：00 
休日（土・日・祝日）除く 

＜支払基金＞ 

詳細は、各都道府県に所在の社会保険診療報酬支払基金までお問い合わせください。 
都道府県名 電話番号 都道府県名 電話番号 都道府県名 電話番号 

北海道 011-241-8191 石川県 076-231-2299 岡山県 086-245-4411 

青森県 017-734-7126 福井県 0776-34-7000 広島県 082-294-6761 

岩手県 019-623-5436 山梨県 055-226-5711 山口県 083-922-5222 

宮城県 022-295-7671 長野県 026-232-8001 徳島県 088-622-4187 

秋田県 018-836-6501 岐阜県 058-246-7121 香川県 087-851-4411 

山形県 023-622-4235 静岡県 054-265-3000 愛媛県 089-923-3800 

福島県 024-531-3115 愛知県 052-981-2323 高知県 088-832-3001 

茨城県 029-225-5522 三重県 059-228-9195 福岡県 092-473-6611 

栃木県 028-622-7177 滋賀県 077-523-2561 佐賀県 0952-31-5510 

群馬県 027-252-1231 京都府 075-312-2400 長崎県 095-862-7272 

埼玉県 048-882-6631 大阪府 06-6375-2321 熊本県 096-364-0105 

千葉県 043-241-9151 兵庫県 078-302-5000 大分県 097-532-8226 

東京都 03-3987-6181 奈良県 0742-71-9880 宮崎県 0985-24-3101 

神奈川県 045-661-1021 和歌山県 073-427-3711 鹿児島県 099-255-0121 

新潟県 025-285-3101 鳥取県 0857-22-5165 沖縄県 098-836-0131 

富山県 076-425-5561 島根県 0852-21-4178  
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