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※項番　１から１５　「エラーメッセージ」欄は、請求前資格確認ファイル送信時にパソコンに表示されるエラーメッセージを表します。

※項番１６から７４　「エラーメッセージ」欄は、「請求前資格確認　受付処理結果リスト」に出力されるエラーメッセージを表します。

項番 エラーコード 項目 エラーメッセージ エラー原因 備考

1 RCLHJS-W101 －
請求前資格確認ファイルがありません。
ファイルの場所：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ・・・・ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ

指定された媒体（フォルダ）内に、ファイル名の先頭が「Rsikaku」で拡張
子が「.csv」形式であるファイルが、1ファイルも存在しない。

2 RCLHJS-W102 －
請求前資格確認ファイルのファイル名に誤りがあります。
ファイルの場所：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ・・・・ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ファイル名：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ・・・・ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ

１．ファイル名が29桁ではない。
２．ファイル名の８～２５桁目が数字モードではない。
（法別番号＋保険者番号＋データ区分＋ファイル通番＋作成年月）

3 RCLHJS-W103 －

請求前資格確認ファイルのファイル名のデータ区分が「2：返戻情報」ではありません。
ファイルの場所：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ・・・・ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ファイル名：RsikakuAABBBBBBBBCDDGYYMM.csv
データ区分：Ｘ

ファイル名のデータ区分が「2：返戻情報」ではない。

4 RCLHJS-W104 －

請求前資格確認ファイルのファイル名の作成年月が当月ではありません。
ファイルの場所：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ・・・・ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ファイル名：RsikakuAABBBBBBBBCDDGYYMM.csv
作成年月：ＸＸＸＸＸ

ファイル名の作成年月が当月ではない。

5 RCLHJS-W105 －

請求前資格確認ファイルのファイル名の保険者番号がオンラインで登録されている保険者番号等と異なってい
ます。
ファイルの場所：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ・・・・ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ファイル名：RsikakuAABBBBBBBBCDDGYYMM.csv
保険者番号：ＸＸＸＸＸＸＸＸ

請求前資格確認ファイルのファイル名の保険者番号がオンラインで登録され
ている保険者番号ではない。

6 RCLHJS-W106 －

請求前資格確認ファイルのファイル名の保険者番号が保険者マスタに存在していません。
ファイルの場所：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ・・・・ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ファイル名：RsikakuAABBBBBBBBCDDGYYMM.csv
保険者番号：ＸＸＸＸＸＸＸＸ

請求前資格確認ファイルのファイル名の保険者番号が保険者マスタに存在し
ない。

7 RCLHJS-W107 －

請求前資格確認ファイルのファイル名の保険者番号が一括送信の対象外の保険者番号となっています。
ファイルの場所：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ・・・・ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ファイル名：RsikakuAABBBBBBBBCDDGYYMM.csv
保険者番号：ＸＸＸＸＸＸＸＸ

１．請求前資格確認ファイルのファイル名の保険者番号に一括送信できない
保険者番号が記録されている。
２．請求前資格確認ファイルのファイル名の保険者番号に請求前資格確認の
対象外の保険者番号が記録されている。

エラー原因２のみ、確認試
験では実施しない。

8 RCLHJS-W108 －
請求前資格確認ファイルのサイズが上限である５３０Ｍバイトを超えています。
ファイルの場所：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ・・・・ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ファイル名：RsikakuAABBBBBBBBCDDGYYMM.csv

請求前資格確認ファイルのファイルサイズが53０Ｍバイトを超えている。

請求前資格確認受付チェック
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項番 エラーコード 項目 エラーメッセージ エラー原因 備考

9 RCLHJS-W109 －

レコード長が１，１００バイト以上です。
ファイルの場所：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ・・・・ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ファイル名：RsikakuAABBBBBBBBCDDGYYMM.csv
レコード番号：ＸＸＸＸＸＸＸＸ

１レコードの長さが1,100バイト以上で記録されている。

10 RCLHJS-W110 －
レコード数が５０万件を超えています。
ファイルの場所：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ・・・・ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ファイル名：RsikakuAABBBBBBBBCDDGYYMM.csv

請求前資格確認ファイルのファイル内のレコード数が５０万件を超えて記録
されている。

11 RCLHJS-W111 －

レコード（返戻情報データ）の終端が改行コードではありません。
ファイルの場所：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ・・・・ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ファイル名：RsikakuAABBBBBBBBCDDGYYMM.csv
レコード番号：ＸＸＸＸＸＸＸＸ

レコードの終端の改行コードが”0x0d0a”以外で記録されている。

12 RCLHJS-W112 －

レコード（返戻情報データ）の項目数が「２６」ではありません。
ファイルの場所：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ・・・・ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ファイル名：RsikakuAABBBBBBBBCDDGYYMM.csv
レコード番号：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
レコード内容：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ・・・・ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ

レコード（返戻情報データ）の項目数が「２６」以外となっている。

13 RCLHJS-W113 －
請求前資格確認ファイルの終端がEOFコードではありません。
ファイルの場所：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ・・・・ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ファイル名：RsikakuAABBBBBBBBCDDGYYMM.csv

１．ファイルの終端の改行コードがEOF以外で記録されている。
２．ファイルのEOFコード以降にデータが記録されている。

14 RCLHJS-W114 －
同一ファイル名の請求前資格確認ファイルが複数存在します。
ファイルの場所：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ・・・・ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ファイル名：RsikakuAABBBBBBBBCDDGYYMM.csv

同一ファイル名の請求前資格確認ファイルが複数存在している。

15 RCLHJS-W115 －

請求前資格確認ファイルのファイル名の法別番号に誤りがあります。
ファイルの場所：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ・・・・ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ファイル名：RsikakuAABBBBBBBBCDDGYYMM.csv
法別番号：ＸＸ

１．ファイル名の保険者番号の先頭2桁が「00」のとき、ファイル名の法
別番号が「01」ではない。
２．ファイル名の保険者番号の先頭2桁が「00」以外のとき、ファイル名
の法別番号が保険者番号の先頭2桁ではない。

16 Ｌ１００１ －
請求前資格確認ファイルのファイル名の保険者番号は既に送信済又は受付済です。
　　保険者番号［ＸＸＸＸＸＸＸＸ］

既に送信済又は受付済の保険者の請求前資格確認ファイルが送信されてい
る。

確認試験では実施しない。

17 Ｌ１００２ －
請求前資格確認ファイルのレコード件数が配信された資格情報の件数を超える件数で送信されています。
　　保険者番号［ＸＸＸＸＸＸＸＸ］

送信した請求前資格確認ファイルのレコード件数の総数が配信された資格情
報の件数を超える件数で送信されている。

確認試験では実施しない。
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項番 エラーコード 項目 エラーメッセージ エラー原因 備考

18 Ｌ２１０１
請求前資
格識別情

報

請求前資格識別情報が１桁の数字モードではありません。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　請求前資格識別情報［Ｘ］

１．請求前資格識別情報に１桁以外が記録されている。
２．請求前資格識別情報に数字モード以外が記録されている。
３．請求前資格識別情報が省略されている。

文字は０から９の数字のみ
有効

19 Ｌ２１０２
請求前資
格識別情

報

請求前資格識別情報に、定められていない請求前資格識別情報コードが記録されています。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　請求前資格識別情報［Ｘ］

請求前資格識別情報に定められていない請求前資格識別情報コードが記録さ
れている。

20 Ｌ２１０３
請求前資
格識別情

報

請求前資格識別情報が請求前資格確認ファイルのファイル名のデータ区分と異なっています。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　請求前資格識別情報［Ｘ］

請求前資格識別情報が請求前資格確認ファイルのファイル名のデータ区分で
はない。

21 Ｌ２２０１
点数表識

別

資格情報の点数表識別が１桁の数字モードではありません。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　点数表識別［Ｘ］

１．点数表識別に１桁以外が記録されている。
２．点数表識別に数字モード以外が記録されている。
３．点数表識別が省略されている。

文字は０から９の数字のみ
有効

22 Ｌ２２０２
点数表識

別

資格情報の点数表識別に、定められていない点数表識別コードが記録されています。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　点数表識別［Ｘ］

点数表識別に定められていない点数表識別コードが記録されている。

23 Ｌ２２０３ 都道府県
資格情報の都道府県が２桁の数字モードではありません。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　都道府県［ＸＸ］

１．都道府県に2桁以外が記録されている。
２．都道府県に数字モード以外が記録されている。
３．都道府県が省略されている。

文字は０から９の数字のみ
有効

24 Ｌ２２０４ 都道府県
資格情報の都道府県に、定められていない都道府県コードが記録されています。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　都道府県［ＸＸ］

都道府県に定められていない都道府県コードが記録されている。

25 Ｌ２２０５ 点数表
資格情報の点数表が１桁の数字モードではありません。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　点数表［Ｘ］

１．点数表に１桁以外が記録されている。
２．点数表に数字モード以外が記録されている。
３．点数表が省略されている。

文字は０から９の数字のみ
有効

26 Ｌ２２０６ 点数表
資格情報の点数表に、定められていない点数表コードが記録されています。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　点数表［Ｘ］

点数表に定められていない点数表コードが記録されている。
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項番 エラーコード 項目 エラーメッセージ エラー原因 備考

27 Ｌ２２０７
医療機関
（薬局）
コード

資格情報の医療機関（薬局）コードが７桁の数字モードではありません。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　医療機関（薬局）コード［ＸＸＸＸＸＸＸＸ］

１．医療機関（薬局）コードに７桁以外が記録されている。
２．医療機関（薬局）コードに数字モード以外が記録されている。
３．医療機関（薬局）コードが省略されている。

文字は０から９の数字のみ
有効

28 Ｌ２２０８
医療機関
（薬局）
コード

資格情報の医療機関（薬局）コードが医療機関マスタに存在していません。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　医療機関（薬局）コード［ＸＸＸＸＸＸＸＸ］

医療機関（薬局）コード（都道府県コード、点数表コードを含む）が医療機
関マスタに存在しない。

確認試験では実施しない。

29 Ｌ２２０９

医療機関
（薬局連
絡先）名

称

資格情報の医療機関（薬局連絡先）名称が２０桁以内の漢字モードではありません。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　医療機関（薬局連絡先）名称［ＸＸＸＸＸ・・・・ＸＸＸＸＸ］

１．医療機関（薬局連絡先）名称に２１桁以上が記録されている。
２．医療機関（薬局連絡先）名称に漢字モード以外が記録されている。
３．医療機関（薬局連絡先）名称が省略されている。

30 Ｌ２２１０

医療機関
（薬局連
絡先）名

称

資格情報の医療機関（薬局連絡先）名称に外字が含まれています。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　医療機関（薬局連絡先）名称内エラー位置［ＸＸＸ］

医療機関（薬局連絡先）名称に外字が記録されている。

医療機関（薬局連絡先）名
称内エラー位置には外字が
初めて記録された箇所を示
す。

31 Ｌ２２１１ 電話番号
資格情報の電話番号が１５桁以内の英数モードではありません。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　電話番号［ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ・・・ＸＸ］

１．電話番号に１６桁以上が記録されている。
２．電話番号に英数モード以外が記録されている。

32 Ｌ２２１２ 受付番号
資格情報の受付番号が１２桁の数字モードではありません。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　受付番号［ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ］

１．受付番号に１２桁以外が記録されている。
２．受付番号に数字モード以外が記録されている。
３．受付番号が省略されている。

文字は０から９の数字のみ
有効

33 Ｌ２２１３ 受付番号
当月請求できない資格情報が記録されています。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　受付番号［ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ］

受付番号の先頭４桁が当月以外の処理年月で記録されている。

確認試験では実施しない。

文字は０から９の数字のみ
有効

34 Ｌ２２１４ 受付番号
資格情報の受付番号が誤っています。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　受付番号［ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ］

１．点数表識別が「2：DPC」以外のとき、受付番号の下１桁の検証番号が
誤っている。
２．点数表識別が「2：DPC」のとき、受付番号の先頭5桁目に「9」以外
が記録されている。
３．点数表識別が「2：DPC」のとき、受付番号の下2桁に「00」、
「01」以外が記録されている。

確認試験では実施しない。

文字は０から９の数字のみ
有効
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項番 エラーコード 項目 エラーメッセージ エラー原因 備考

35 Ｌ２２１５
レセプト
番号

資格情報のレセプト番号が６桁以内の数字モードではありません。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　レセプト番号［ＸＸＸＸＸＸ］

１．レセプト番号に７桁以上が記録されている。
２．レセプト番号に数字モード以外が記録されている。
３．レセプト番号が省略されている。

文字は０から９の数字のみ
有効

36 Ｌ２２１６
レセプト
種別

資格情報のレセプト種別が４桁の数字モードではありません。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　レセプト種別［ＸＸＸＸ］

１．レセプト種別に４桁以外が記録されている。
２．レセプト種別に数字モード以外が記録されている。
３．レセプト種別が省略されている。

文字は０から９の数字のみ
有効

37 Ｌ２２１７
レセプト
種別

資格情報のレセプト種別に、定められていないレセプト種別コードが記録されています。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　レセプト種別［ＸＸＸＸ］

レセプト種別に定められていないレセプト種別コードが記録されている。

38 Ｌ２２１８
診療（調
剤）年月

資格情報の診療（調剤）年月が６桁の数字モードではありません。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　診療（調剤）年月［ＸＸＸＸＸＸ］

１．診療（調剤）年月に６桁以外が記録されている。
２．診療（調剤）年月に数字モード以外が記録されている。
３．診療（調剤）年月が省略されている。

文字は０から９の数字のみ
有効

39 Ｌ２２１９
診療（調
剤）年月

資格情報の診療（調剤）年月が正しい暦年月ではありません。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　診療（調剤）年月［ＸＸＸＸＸＸ］

診療（調剤）年月に記録された年月が正しい暦年月ではない。

40 Ｌ２２２０
診療（調
剤）年月

資格情報の診療（調剤）年月が未来年月となっています。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　診療（調剤）年月［ＸＸＸＸＸＸ］

診療（調剤）年月の年月が未来年月となっている。 確認試験では実施しない。

41 Ｌ２２２１ 氏名
資格情報の氏名が４０桁以内の英数モード又は２０桁以内の漢字モードではありません。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　氏名［ＸＸＸＸＸ・・・・ＸＸＸＸＸ］

１．氏名が英数モードで４１桁以上で記録されている。
２．氏名が漢字モードで２１桁以上で記録されている。
３．氏名に英数又は漢字モード以外が記録されている。
４．氏名に英数モードと漢字モードの混在が記録されている。
５．氏名が省略されている。

42 Ｌ２２２２ 氏名
資格情報の氏名に外字が含まれています。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　氏名内エラー位置［ＸＸＸ］

氏名に外字が記録されている。
氏名内エラー位置には外字
が初めて記録された箇所を
示す。
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項番 エラーコード 項目 エラーメッセージ エラー原因 備考

43 Ｌ２２２３ 男女区分
資格情報の男女区分が１桁の数字モードではありません。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　男女区分［Ｘ］

１．男女区分に１桁以外が記録されている。
２．男女区分に数字モード以外が記録されている。
３．男女区分が省略されている。

文字は０から９の数字のみ
有効

44 Ｌ２２２４ 男女区分
資格情報の男女区分に、定められていない男女区分コードが記録されています。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　男女区分［Ｘ］

男女区分に定められていない男女区分コードが記録されている。

45 Ｌ２２２５ 生年月日
資格情報の生年月日が８桁の数字モードではありません。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　生年月日［ＸＸＸＸＸＸＸＸ］

１．生年月日に８桁以外が記録されている。
２．生年月日に数字モード以外が記録されている。
３．生年月日が省略されている。

文字は０から９の数字のみ
有効

46 Ｌ２２２６ 生年月日
資格情報の生年月日が正しい暦年月日ではありません。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　生年月日［ＸＸＸＸＸＸＸＸ］

生年月日に記録された年月日が正しい暦年月日ではない。

47 Ｌ２２２７
保険者番

号

資格情報の保険者番号が８桁の英数モードではありません。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　保険者番号［ＸＸＸＸＸＸＸＸ］

１．保険者番号に８桁以外が記録されている。
２．保険者番号に英数モード以外が記録されている。
３．保険者番号が省略されている。

文字は０から９の数字とス
ペースのみ有効

48 Ｌ２２２８
保険者番

号

資格情報の保険者番号が請求前資格確認ファイルのファイル名の保険者番号と異なっています。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　保険者番号［ＸＸＸＸＸＸＸＸ］

保険者番号が請求前資格確認ファイルのファイル名の保険者番号ではない。

49 Ｌ２２２９

被保険者
証（手
帳）等の
記号

資格情報の被保険者証（手帳）等の記号が３８桁以内の英数モード又は１９桁以内の漢字モードではありませ
ん。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　被保険者証（手帳）等の記号［ＸＸＸＸＸ・・・・ＸＸＸＸＸ］

１．被保険者証（手帳）等の記号が英数モードで３９桁以上で記録されてい
る。
２．被保険者証（手帳）等の記号が漢字モードで２０桁以上で記録されてい
る。
３．被保険者証（手帳）等の記号に英数又は漢字モード以外が記録されてい
る。
４．被保険者証（手帳）等の記号に英数モードと漢字モードの混在が記録さ
れている。

50 Ｌ２２３０

被保険者
証（手
帳）等の
記号

資格情報の被保険者証（手帳）等の記号に外字が含まれています。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　被保険者証（手帳）等の記号内エラー位置［ＸＸＸ］

被保険者証（手帳）等の記号に外字が記録されている。

被保険者証（手帳）等の記
号内エラー位置には外字が
初めて記録された箇所を示
す。
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項番 エラーコード 項目 エラーメッセージ エラー原因 備考

51 Ｌ２２３１

被保険者
証（手
帳）等の
番号

資格情報の被保険者証（手帳）等の番号が３８桁以内の英数モード又は１９桁以内の漢字モードではありませ
ん。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　被保険者証（手帳）等の番号［ＸＸＸＸＸ・・・・ＸＸＸＸＸ］

１．被保険者証（手帳）等の番号が英数モードで３９桁以上で記録されてい
る。
２．被保険者証（手帳）等の番号が漢字モードで２０桁以上で記録されてい
る。
３．被保険者証（手帳）等の番号に英数又は漢字モード以外が記録されてい
る。
４．被保険者証（手帳）等の番号に英数モードと漢字モードの混在が記録さ
れている。
５．被保険者証（手帳）等の番号が省略されている。

52 Ｌ２２３２

被保険者
証（手
帳）等の
番号

資格情報の被保険者証（手帳）等の番号に外字が含まれています。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　被保険者証（手帳）等の番号内エラー位置［ＸＸＸ］

被保険者証（手帳）等の番号に外字が記録されている。

被保険者証（手帳）等の番
号内エラー位置には外字が
初めて記録された箇所を示
す。

53 Ｌ２２３３ 請求点数
資格情報の請求点数が８桁以内の数字モードではありません。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　請求点数［ＸＸＸＸＸＸＸＸ］

１．請求点数に９桁以上が記録されている。
２．請求点数に数字モード以外が記録されている。（先頭のマイナス記号を
除く）
３．請求点数が省略されている。

数字モードの範囲は以下の
とおりである。
-9999999～99999999

54 Ｌ２２３４ 請求点数

資格情報の点数表識別の記録が「2：DPC」以外ですが、資格情報の請求点数が０点未満で記録されていま
す。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　点数表識別［Ｘ］
　　請求点数［ＸＸＸＸＸＸＸＸ］

点数表識別が「2：DPC」以外のとき、０点未満の請求点数が記録されてい
る。

55 Ｌ２３０１ 返戻事由
返戻情報の返戻事由が６桁の英数モードではありません。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　返戻事由［ＸＸＸＸＸＸ］

１．返戻事由に６桁以外が記録されている。
２．返戻事由に英数モード以外が記録されている。
３．返戻事由が省略されている。

56 Ｌ２３０２ 返戻事由
返戻情報の返戻事由に、定められていない返戻事由コードが記録されています。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　返戻事由［ＸＸＸＸＸＸ］

返戻事由に定められていない返戻事由コードが記録されている。

57 Ｌ２３０３ 返戻理由
返戻情報の返戻理由が４００桁以内の漢字モードではありません。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　返戻理由［ＸＸＸＸＸ・・・・ＸＸＸＸＸ］

１．返戻理由に４０１桁以上が記録されている。
２．返戻理由に漢字モード以外が記録されている。

58 Ｌ２３０４ 返戻理由
返戻情報の返戻理由に外字が含まれています。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　返戻理由内エラー位置［ＸＸＸ］

返戻理由に外字が記録されている。
返戻理由内エラー位置には
外字が初めて記録された箇
所を示す。
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項番 エラーコード 項目 エラーメッセージ エラー原因 備考

59 Ｌ２３０５

資格喪失
年月日／
給付期間
満了年月

日

返戻情報の資格喪失年月日／給付期間満了年月日が８桁の数字モードではありません。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　資格喪失年月日／給付期間満了年月日［ＸＸＸＸＸＸＸＸ］

１．資格喪失年月日／給付期間満了年月日が８桁以外が記録されている。
２．資格喪失年月日／給付期間満了年月日に数字モード以外が記録されてい
る。

60 Ｌ２３０６

資格喪失
年月日／
給付期間
満了年月

日

返戻情報の資格喪失年月日／給付期間満了年月日の記録が必須となっている返戻事由コードですが、資格喪失
年月日／給付期間満了年月日が記録されていません。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　返戻事由［ＸＸＸＸＸＸ］

１．返戻事由が「１０００１８：資格喪失後の受診」のとき、資格喪失年月
日／給付期間満了年月日に「資格喪失年月日」が記録されていない。
２．返戻事由が「１０００２３：給付期間満了後の受診」のとき、資格喪失
年月日／給付期間満了年月日に「給付期間満了年月日」が記録されていな
い。

61 Ｌ２３０７

資格喪失
年月日／
給付期間
満了年月

日

返戻情報の資格喪失年月日／給付期間満了年月日の記録が必要ない返戻事由コードですが、資格喪失年月日／
給付期間満了年月日が記録されています。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　返戻事由［ＸＸＸＸＸＸ］
　　資格喪失年月日／給付期間満了年月日［ＸＸＸＸＸＸＸＸ］

１．返戻事由が「１０００１８：資格喪失後の受診」以外のとき、資格喪失
年月日／給付期間満了年月日に「資格喪失年月日」が記録されている。
２．返戻事由が「１０００２３：給付期間満了後の受診」以外のとき、資格
喪失年月日／給付期間満了年月日に「給付期間満了年月日」が記録されてい
る。

62 Ｌ２３０８

資格喪失
年月日／
給付期間
満了年月

日

返戻情報の資格喪失年月日／給付期間満了年月日が正しい暦年月日ではありません。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　資格喪失年月日／給付期間満了年月日［ＸＸＸＸＸＸＸＸ］

資格喪失年月日／給付期間満了年月日に記録された年月日が正しい暦年月日
ではない。

63 Ｌ２３０９

資格喪失
年月日／
給付期間
満了年月

日

返戻情報の資格喪失年月日／給付期間満了年月日が未来年月日となっています。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　資格喪失年月日／給付期間満了年月日［ＸＸＸＸＸＸＸＸ］

資格喪失年月日／給付期間満了年月日が記録されているとき、記録された資
格喪失年月日／給付期間満了年月日が、診療年月より未来年月となってい
る。

64 Ｌ２３１０
証回収年
月日

返戻情報の証回収年月日が８桁の数字モードではありません。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　証回収年月日［ＸＸＸＸＸＸＸＸ］

１．証回収年月日が８桁以外が記録されている。
２．証回収年月日に数字モード以外が記録されている。

文字は０から９の数字のみ
有効

65 Ｌ２３１１
証回収年
月日

返戻情報の証回収年月日の記録が必須となっている返戻事由ですが、証回収年月日が記録されていません。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　返戻事由［ＸＸＸＸＸＸ］

返戻事由が「１０００１８：資格喪失後の受診」のとき、証回収年月日が記
録されていない。

66 Ｌ２３１２
証回収年
月日

返戻情報の証回収年月日の記録が必要ない返戻事由ですが、証回収年月日が記録されています。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　返戻事由［ＸＸＸＸＸＸ］
　　証回収年月日［ＸＸＸＸＸＸＸＸ］

返戻事由が「１０００１８：資格喪失後の受診」以外のとき、証回収年月日
が記録されている。
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項番 エラーコード 項目 エラーメッセージ エラー原因 備考

67 Ｌ２３１３
証回収年
月日

返戻情報の証回収年月日が正しい暦年月日ではありません。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　証回収年月日［ＸＸＸＸＸＸＸＸ］

証回収年月日に記録された年月日が正しい暦年月日ではない。

68 Ｌ２３１４
証回収年
月日

返戻情報の証回収年月日が資格喪失年月日／給付期間満了年月日より過去年月日となっています。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　証回収年月日［ＸＸＸＸＸＸＸＸ］
　　資格喪失年月日／給付期間満了年月日［ＸＸＸＸＸＸＸＸ］

証回収年月日が記録されているとき、記録された証回収年月日が、資格喪失
年月日／給付期間満了年月日より過去年月日となっている。

69 Ｌ２４０１ 処理結果
結果情報の処理結果が記録されています。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　処理結果［Ｘ］

保険者では記録を省略すべき、処理結果に値等が記録されている。

70 Ｌ２４０２
請求どお
り理由

結果情報の請求どおり理由が記録されています。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　請求どおり理由［ＸＸ］

保険者では記録を省略すべき、請求どおり理由に値等が記録されている。

71 Ｌ２５０１ 枝番
資格情報の患者情報の枝番が記録されています。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　枝番［ＸＸ］

保険者では記録を省略すべき、枝番に値等が記録されている。
令和3年8月診療分以前に
チェックを行う。

72 Ｌ２５０２ 予備
予備の予備が記録されています。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　予備［ＸＸＸＸＸＸＸＸ］

保険者では記録を省略すべき、予備の予備に値等が記録されている。

73 Ｌ２５０３ 枝番
資格情報の枝番が２桁の英数モードではありません。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸ］
　　枝番［ＸＸ］

１．資格情報の枝番に2桁以外が記録されている。
２．資格情報の枝番に英数モード以外が記録されている。

令和3年9月診療分以降に枝
番が記録されている場合に
チェックを行う。

74 Ｌ２９０１

保険者番
号

医療機関
（薬局）
コード
受付番号

ファイル内に当該レコードと同一のレコードが記録されています。
　　レコード番号［ＸＸＸＸＸＸ］
　　保険者番号［ＸＸＸＸＸＸＸＸ］
　　都道府県［ＸＸ］　点数表［Ｘ］　医療機関（薬局）コード［ＸＸＸＸＸＸＸＸ］
　　受付番号［ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ］

ファイル内に同一のレコードが記録されている。

保険者番号＋都道府県＋点
数表＋医療機関（薬局）
コード＋受付番号でチェッ
クを行う
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