
労災レセプト電算処理システム

受付前点検（医科）チェック条件表（チェック修正分）

R1011
請求書提出年月日の年号に，「１」（明治），「２」（大正），「３」（昭和），
「４」（平成），又は「５」（令和）以外が記録された場合，エラーを出力し
ます。

R1011

＜上段＞
請求提出年月日の年号区分に誤ったコードが記録されています。
＜下段＞
指定病院等の番号［ＸＸＸＸＸＸＸ］□請求書ファイル名［ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸ］

R1041
療養期間－初日に平成２５年５月以前の年月日が記録された場合に，
エラーを出力します。

R1041

＜上段＞
平成２５年５月以前の療養期間－初日が記録されています。
＜下段＞
療養期間－初日［ＸＸＸＸＸＸＸＸ］□レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］□レ
コード内項目位置［ＸＸＸ］□請求書ファイル名［ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ］

R1707 請求年月及び年号が暦年暦月以外の場合，エラーを出力します。 R1707

＜上段＞
請求年月が正しい暦年月ではありません。
＜下段＞
請求年月［ＸＸＸＸＸＸ］□請求書ファイル名［ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ］

R1929
医療機関情報レコードの電話番号が１５桁以内の英数字，記号でない
場合，エラーを出力します。

R1929

＜上段＞
医療機関情報レコードの電話番号が１５桁以内の英数字、記号ではあ
りません。
＜下段＞
電話番号［ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ］□請求書ファイル名［ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸ］

R2159 療養期間＞当月処理対象年月である場合，エラーを出力します。 R2159

＜上段＞
当該療養期間レセプトは、次月以降に請求可能となります。
＜下段＞
療養期間－初日［ＸＸＸＸＸＸＸＸ］□療養期間－末日［ＸＸＸＸＸＸＸＸ］□レ
セプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］□レコード内項目位置［ＸＸＸ］
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R2160
療養期間－初日の年月日及び年号が暦年暦月暦日以外の場合，エ
ラーを出力します。

R2160

＜上段＞
療養期間－初日が正しい暦年月日ではありません。
＜下段＞
療養期間－初日［ＸＸＸＸＸＸＸＸ］□レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］□レ
コード内項目位置［ＸＸＸ］

R2161
療養期間－末日の年月日及び年号が暦年暦月暦日以外の場合，エ
ラーを出力します。

R2161

＜上段＞
療養期間－末日が正しい暦年月日ではありません。
＜下段＞
療養期間－末日［ＸＸＸＸＸＸＸＸ］□レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］□レ
コード内項目位置［ＸＸＸ］

R2163
療養期間－初日と療養期間－末日が同一年月ではない場合，エラー
を出力します。

R2163

＜上段＞
療養期間－初日と療養期間－末日が同一年月ではありません。
＜下段＞
療養期間－初日［ＸＸＸＸＸＸＸＸ］□療養期間－末日［ＸＸＸＸＸＸＸＸ］□レ
セプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］□レコード内項目位置［ＸＸＸ］

R2850 暦年月日以外の生年月日が記録された場合，エラーを出力します。 R2850

＜上段＞
生年月日が正しい暦年月日で記録されていません。
＜下段＞
生年月日［ＸＸＸＸＸＸＸＸ］□レセプト内レコード番号［ＸＸ］□レコード内項
目位置［ＸＸＸ］

R2851 暦年月日以外の傷病年月日が記録された場合，エラーを出力します。 R2851

＜上段＞
傷病年月日が正しい暦年月日で記録されていません。
＜下段＞
傷病年月日［ＸＸＸＸＸＸＸＸ］□レセプト内レコード番号［ＸＸ］□レコード内
項目位置［ＸＸＸ］

R3134
生年月日の年号に，「１」（明治），「２」（大正），「３」（昭和），「４」（平
成），又は「５」（令和）以外が記録された場合，エラーを出力します。

R3134
＜上段＞
生年月日の年号区分に誤ったコードが記録されています。

R3145 暦年月日以外の生年月日が記録された場合，エラーを出力します。 R3145
＜上段＞
生年月日が正しい暦年月日で記録されていません。

R3215
診療開始日の年号に，「１」（明治），「２」（大正），「３」（昭和），「４」（平
成），又は「５」（令和）以外が記録された場合，エラーを出力します。

R3215
＜上段＞
診療開始日の年号区分コードに誤ったコードが記録されています。
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R3427
文字データが診療行為コードのみ有効のコメントコード（コメントパター
ンが「３１」の場合）に，医科診療行為マスターに登録されていないコー
ドが文字データに記録された場合，エラーを出力します。

R3427
＜上段＞
当該コメントコードに存在しない診療行為コードが記録されています。

R3428

文字データが診療行為コードのみ有効の摘要レコードコメント１のコメ
ントコード（コメントパターンが「３１」の場合）に，医科診療行為マスター
に登録されていないコードが文字データに記録された場合，エラーを出
力します。

R3428
＜上段＞
摘要レコードコメント１のコメントコードに存在しない診療行為コードが
記録されています。

R3429

文字データが診療行為コードのみ有効の摘要レコードコメント２のコメ
ントコード（コメントパターンが「３１」の場合）に，医科診療行為マスター
に登録されていないコードが文字データに記録された場合，エラーを出
力します。

R3429
＜上段＞
摘要レコードコメント２のコメントコードに存在しない診療行為コードが
記録されています。

R3430

文字データが診療行為コードのみ有効の摘要レコードコメント３のコメ
ントコード（コメントパターンが「３１」の場合）に，医科診療行為マスター
に登録されていないコードが文字データに記録された場合，エラーを出
力します。

R3430
＜上段＞
摘要レコードコメント３のコメントコードに存在しない診療行為コードが
記録されています。

R3431
文字データが日付等のみ有効のコメントコード（コメントパターンが「５
０」，「５１」の場合）に，存在しない日付等の文字データが記録された場
合，エラーを出力します。

R3431
＜上段＞
当該コメントコードは日付等の記録が必要ですが、日付等の形式で記
録されていません。

R3432
文字データが日付等のみ有効の摘要レコードコメント１のコメントコード
（コメントパターンが「５０」，「５１」の場合）に，存在しない日付等の文字
データが記録された場合，エラーを出力します。

R3432
＜上段＞
摘要レコードコメント１のコメントコードは日付等の記録が必要ですが、
日付等の形式で記録されていません。

R3433
文字データが日付等のみ有効の摘要レコードコメント２のコメントコード
（コメントパターンが「５０」，「５１」の場合）に，存在しない日付等の文字
データが記録された場合，エラーを出力します。

R3433
＜上段＞
摘要レコードコメント２のコメントコードは日付等の記録が必要ですが、
日付等の形式で記録されていません。

R3434
文字データが日付等のみ有効の摘要レコードコメント３のコメントコード
（コメントパターンが「５０」，「５１」の場合）に，存在しない日付等の文字
データが記録された場合，エラーを出力します。

R3434
＜上段＞
摘要レコードコメント３のコメントコードは日付等の記録が必要ですが、
日付等の形式で記録されていません。
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R3439

文字データが数字のみ有効のコメントコード（コメントパターンが「３１」，
「４０」，「４１」，「４２」，「５０」，「５１」又は「５２」の場合）に，数字以外が
記録された場合，エラーを出力します。ただし，コメントパターン「４２」の
場合，一部の記号（”．”，”＋”，”－”）が記録されていてもエラーは出
力しません。

R3439

＜上段＞
文字データが数字のみ又は数字と一部の記号のみ有効のコメント
コードですが、文字データに数字又は数字、記号以外が含まれ
ています。

R3440
文字データの桁数が決められているコメントコード（コメントパターンが
「３１」，「４０」，「４１」，「５０」，「５１」又は「５２」の場合）に，異なる桁数
の文字データが記録された場合，エラーを出力します。

R3440
＜上段＞
記録された文字データの桁数が、当該コメントに記録すべき文字デー
タの桁数と一致しないため、コメントが正しく作成できません。

R3444

文字データが数字のみ有効の摘要レコードコメント１（コメントパターン
が「３１」，「４０」，「４１」，「４２」，「５０」，「５１」又は「５２」の場合）のコメ
ントコードに，数字以外が記録された場合，エラーを出力します。ただ
し，コメントパターン「４２」の場合，一部の記号（”．”，”＋”，”－”）が記
録されていてもエラーは出力しません。

R3444

＜上段＞
摘要レコードコメント１のコメントコードは文字データが数字のみ又は
数字と一部の記号のみ有効ですが、文字データに数字又は数
字、記号以外が含まれています。

R3445

文字データが数字のみ有効の摘要レコードコメント２（コメントパターン
が「３１」，「４０」，「４１」，「４２」，「５０」，「５１」又は「５２」の場合）のコメ
ントコードに，数字以外が記録された場合，エラーを出力します。ただ
し，コメントパターン「４２」の場合，一部の記号（”．”，”＋”，”－”）が記
録されていてもエラーは出力しません。

R3445

＜上段＞
摘要レコードコメント２のコメントコードは文字データが数字のみ又は
数字と一部の記号のみ有効ですが、文字データに数字又は数
字、記号以外が含まれています。

R3446

文字データが数字のみ有効の摘要レコードコメント３（コメントパターン
が「３１」，「４０」，「４１」，「４２」，「５０」，「５１」又は「５２」の場合）のコメ
ントコードに，数字以外が記録された場合，エラーを出力します。ただ
し，コメントパターン「４２」の場合，一部の記号（”．”，”＋”，”－”）が記
録されていてもエラーは出力しません。

R3446

＜上段＞
摘要レコードコメント３のコメントコードは文字データが数字のみ又は
数字と一部の記号のみ有効ですが、文字データに数字又は数
字、記号以外が含まれています。

R3447

文字データの桁数が決められている摘要レコードコメント１（コメントパ
ターンが「３１」，「４０」，「４１」，「５０」，「５１」又は「５２」の場合）のコメン
トコードに，異なる桁数の文字データが記録された場合，エラーを出力
します。

R3447

＜上段＞
摘要レコードコメント１に記録された文字データの桁数が、当該コメント
に記録すべき文字データの桁数と一致しないため、コメントが正しく作
成できません。
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R3448

文字データの桁数が決められている摘要レコードコメント２（コメントパ
ターンが「３１」，「４０」，「４１」，「５０」，「５１」又は「５２」の場合）のコメン
トコードに，異なる桁数の文字データが記録された場合，エラーを出力
します。

R3448

＜上段＞
摘要レコードコメント２に記録された文字データの桁数が、当該コメント
に記録すべき文字データの桁数と一致しないため、コメントが正しく作
成できません。

R3449

文字データの桁数が決められている摘要レコードコメント３（コメントパ
ターンが「３１」，「４０」，「４１」，「５０」，「５１」又は「５２」の場合）のコメン
トコードに，異なる桁数の文字データが記録された場合，エラーを出力
します。

R3449

＜上段＞
摘要レコードコメント３に記録された文字データの桁数が、当該コメント
に記録すべき文字データの桁数と一致しないため、コメントが正しく作
成できません。

R3765

帳票種別により短期レセプトか長期レセプトかを判断し，請求ファイル
内で以下の項目が一致する場合，エラーを出力します。
短期レセプトの場合
　・労働保険番号
　・労働者の氏名（カナ）
　・生年月日
　・傷病年月日
　・療養期間
　・診療実日数
　・合計額（イ）＋（ロ）＋（ハ）
　・帳票種別
長期レセプトの場合
　・労働者の氏名（カナ）
　・年金証書番号
　・療養期間
　・診療実日数
　・合計額（イ）＋（ロ）＋（ハ）
　・帳票種別

R3765

＜上段＞
重複した給付キーが存在します。
＜下段＞
療養期間－初日［ＸＸＸＸＸＸＸＸ］□療養期間－末日［ＸＸＸＸＸＸＸＸ］

R3804 暦年月日以外の傷病年月日が記録された場合，エラーを出力します。 R3804
＜上段＞
傷病年月日が正しい暦年月日で記録されていません。

R3807
傷病年月日の年号に，「１」（明治），「２」（大正），「３」（昭和），「４」（平
成），又は「５」（令和）以外が記録された場合，エラーを出力します。

R3807
＜上段＞
傷病年月日の年号区分に誤ったコードが記録されています。
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R4894

電話番号に英数字，記号以外が記録された場合に，エラーを出力しま
す。
また，英数字，記号以外が記録された場合，当該項目は
「XXXXXXXXXXXXXXX」に置き換えます。

R4894

＜上段＞
電話番号に英数字、記号以外が記録されていますが、正常分として受
付けましたので、今後の請求ではご留意ください。
＜下段＞
電話番号［ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ］


