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1．特集

1.

#REF!

２．「受付エラー」について

３．よくあるエラーの問合わせ
「セキュリティ対策」について

≪受付エラー連絡書より≫ （事象内容）

　問）エラーメッセージ

（原因と対処）

　回答）説明と対処

◆【本会（支払代行機関）からの連絡事項】◆

2017/10【特定健診・特定保健指導（こくほ）だより　第４号】

平成29年3月31日付け通知にて「暗号
化ソフト」の最新バージョン
（Ver2.0）が配布されています。※旧
バージョンソフト（Ver1.0）は4月末
でサポート期限が過ぎています。
早急な対応をお願いします。

有効な国保保険者番号である必要があります。

保険者番号を再度ご確認ください。

　1） 請求媒体の提出先住所
　　　　⇒「〒420-0823　静岡市葵区春日２丁目１番２７号　事業課特定健診・保健指導係」宛
　2） 請求提出期限について
　　　　⇒毎月５日が請求媒体（ＦＤ、ＣＤ-Ｒ等）の提出期限です。（※医療請求の提出期限とは異なります。）
　3） 「オンライン請求に変更してみませんか。」届出については、支払基金静岡支部（℡054-265-3000）まで。

　特定健診・特定保健指導
　（こくほ）だより

支払額等帳票を一覧化

「健診等の支払額等関連帳票」編

　健診等実施機関から本会送付の帳票に関する関連の問い合わせが多数寄せられています。
　ついては、本会から送付する支払額等関連帳票について別添のとおり一覧にまとめましたので、
請求管理の参考にしてください。

　1.本会から送付する帳票
　2.振込金額に関わる送付帳票の関連について
　（参考）各種帳票の概要

暗号化処理を施していない

「決済情報（データ）ファイルの保険者番号がシステムに
登録されていません。[01220011]」

◆「特定健診・特定保健指導（こくほ）だより」を本会ホーム
ページに掲載を始めました。
　過去発行の第1～3号の過去情報もご覧いただけます。

（発行元）

静岡市葵区春日二丁目１番２７号

静岡県国民健康保険団体連合会

（総務部事業課特定健診・保健指導係）

℡：０５４－２５３－５５７６

≪HP掲載≫

http://www.shizukokuhoren.or.jp/

受付エラー連絡書

特定健診等支払関係帳票（健診等実施機関向け）について

受付処理における請求データ不具合（事例）
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特集『特定健診等支払関係帳票（健診等実施機関向け）について』 

1.本会から送付する帳票（※全帳票が存在する場合）

【例】平成 29 年 10 月 17 日発送分（平成 29年 9月受付処理分） 

項 帳票名称 表題年月（表示年月） 帳票作成年月 

1 データ受領書 平成 29 年９月分 平成29年 10月 

2 受付エラー連絡書 平成 29 年９月分 平成29年 10月 

3 支払額通知書 平成 29 年９月受付分 平成29年 10月 

4 支払額内訳書 平成 29 年９月受付分 平成29年 10月 

5 過誤調整結果通知書 平成 29 年９月取扱分 平成29年 10月 

6 特定健診情報返戻一覧表 平成 29 年９月処理分 平成29年 10月 

特定保健指導返戻一覧表 平成 29 年９月処理分 平成29年 10月 

※受付月＝取扱月＝処理月 

2.振込金額に関わる送付帳票の関連について

◆各種帳票（表題年月）の関連 （※平成 29 年 10 月振込分の場合は太線囲み） 

項 帳票名称 ９月振込分 １０月振込分 １１月振込分 

1 データ受領書 平成 29 年８月分 平成 29 年９月分 平成 29 年１０月分 

2 受付エラー連絡書 平成 29 年８月分 平成 29 年９月分 平成 29 年１０月分 

3 支払額通知書 平成 29 年９月受付分 平成 29年１０月受付分 平成 29 年１１月受付分

4 支払額内訳書 平成 29 年９月受付分 平成 29年１０月受付分 平成 29 年１１月受付分

5 過誤調整結果通知書 平成 29 年９月取扱分 平成 29年１０月取扱分 平成 29 年１１月取扱分

6 特定健診情報返戻一覧表 平成 29 年９月処理分 平成 29年１０月処理分 平成 29 年１０月処理分

7 特定保健指導返戻一覧表 平成 29 年９月処理分 平成 29年１０月処理分 平成 29 年１０月処理分

項 帳票名称 表題年月 帳票作成年月 

1 特定健診・特定保健指導 データ受領書 
平成 29年９月分 

（平成 29年 10月受付分） 

平成 29 年 10 月

2 特定健診・特定保健指導 受付エラー連絡書 平成 29年９月分 

3 支払額通知書 
平成 29年９月受付分 

4 支払額内訳書 

5 過誤調整結果通知書 平成 29年９月取扱分 

6 特定健診情報返戻一覧表 
平成 29年９月処理分 

7 特定保健指導返戻一覧表 

項 帳票名称 ９月振込分 １０月振込分 １１月振込分 

1 データ受領書 
平成 29 年７月分 

（平成 29年 8月受付分）

平成 29 年８月分 

（平成 29年 9月受付分）

平成 29年９月分 

（平成29年10月受付分）

2 受付エラー連絡書 平成 29 年７月分 平成 29 年８月分 平成 29 年９月分 

3 支払額通知書 
平成 29 年８月受付分 平成29年９月受付分 平成 29年１０月受付分

4 支払額内訳書 

5 過誤調整結果通知書 平成 29 年８月取扱分 平成29年９月取扱分 平成 29年１０月取扱分

6 特定健診情報返戻一覧表 
平成 29 年８月処理分 平成29年９月処理分 平成 29年１０月処理分

7 特定保健指導返戻一覧表 
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（参考）各種帳票の概要 

項 帳票名称 （概要説明） 

1 データ受領書 

・本会で受付処理をした請求情報の正当受付件数及

びその金額を表記したもの 

※支払確定の件数・金額ではありません 

また、後続処理にて返戻が生じる場合があります

2 受付エラー連絡書 

・本会で受付処理をした請求情報におけるエラー項

目が存在し、受付けることができなかった情報の一

覧（受付時の返戻分） 

・支払確定していない情報で、再請求が必要なもの

か確認する情報 

3 支払額通知書 
・先月、本会で正当受付した請求情報で支払確定し

た振込額を表記したもの 

4 支払額内訳書 
・上記帳票「支払金額（振込金額）」の保険者別の

内訳一覧 

5 過誤調整結果通知書 
・以前に支払確定した請求情報に対する支払取り下

げの過誤調整の結果を一覧にしたもの 

6 
特定健診情報 

返戻一覧表 

・正当受付した請求情報に対しエラー検出項目が存

在し、決定することができなかった情報の一覧（請

求をお返しした情報） 

・支払確定していない情報で、再請求が必要なもの

か確認する情報 

7 
特定保健指導 

返戻一覧表 
同上 

※帳票イメージについては本会ホームページ「実施機関向け」-「請求電子媒体（ＣＤ-Ｒ・ＦＤ）ラベル記載例」を参照 

http://www.shizukokuhoren.or.jp/wp-content/uploads/toku_denshi.pdf



