
１．【独自】介護予防ケアマネジメント費請求情報受付チェック

№ 項目 チェック種類 チェック内容
エラー

コード
エラー内容

1
レコード全体 レコードフォーマットチェック ・項目数不正の場合、エラーとする。 Ｚ００１ 一次：レコードフォーマットに誤りがあります。（項目数不

正）

2
各項目 最大桁数チェック ・規定の最大桁数を超えていた場合、エラーとする。 ＡＢＢ７ 一次：規定の最大桁数を超えています。

3
必須項目チェック ・必須項目であり、値が設定されていない場合、エラーとす

る。

ＡＢＢ０ 一次：必須項目であるのに値が存在しません。

4
数値項目チェック ・数値項目であり、数字以外の値が設定されている場合、エ

ラーとする。

ＡＢＢ２ 一次：数字ではない値が設定されています。

5
日付妥当性チェック ・日付の形式が以下に記載する形式以外の場合、エラーとす

る。

ＡＢＢ３ 一次：日付の形式に誤りがあります。

6
交換情報識別番号 交換情報識別番号チェック ・交換情報識別番号が「C01」と一致しない場合、エラーとす

る。

Ｚ００２ 一次：交換情報識別番号に誤りがあります。

7
事業所番号（地域包

括支援センター）

自県事業所番号チェック ・他県の事業所番号が記載されていた場合、エラーとする。 ＡＤＤＥ 一次：自県内のサービス事業所からの請求ではありません。

8

事業所番号存在チェック ・事業所基本台帳に、事業所番号、サービス提供年月と合致す

るデータが存在しない場合、エラーとする。

ＡＤＤ０ 一次：事業所基本台帳に該当する事業所情報が無効もしくは存

在しません。

9

指定／認定サービス種類照合チェッ

ク

・指定・基準該当等サービス台帳に、事業所番号、保険者番号

(未設定の場合、全ての保険者番号を有効とする)、サービス種

類コード（AF）、サービス提供年月の組合せが存在しない場

合、エラーとする。

ＡＤＤ１ 一次：指定・基準該当等サービス台帳に該当する事業所情報が

無効もしくは存在しません。

10

証記載保険者番号 保険者番号存在チェック ・保険者台帳及び広域連合行政区台帳に、証記載保険者番号、

サービス提供年月と合致するデータが存在しない場合、エラー

とする。

ＡＤＤ２ 一次：保険者台帳及び広域連合行政区台帳に該当する保険者等

の情報が存在しません。

11

・保険者台帳に、証記載保険者番号、サービス提供年月と合致

するデータが存在し、かつサービス提供年月が有効期間に含ま

れない場合、エラーとする。

ＡＤＤＡ 一次：有効期間外の保険者です。

12

・広域連合行政区台帳に、証記載保険者番号、サービス提供年

月と合致するデータが存在し、かつサービス提供年月が有効期

間に含まれない場合、エラーとする。

ＡＤＤＢ 一次：有効期間外の広域市町村（行政区）です。

13

・証記載保険者番号が単独保険者または広域連合行政区番号で

ない場合、エラーとする。

ＡＤＤＣ 一次：証記載保険者番号が単独保険者または広域行政区番号で

はありません。

14

・保険者台帳または広域連合行政区台帳に、証記載保険者番

号、サービス提供年月と合致するデータが存在し、かつサービ

ス提供年月が有効期間に含まれない場合、エラーとする。

ＡＤＤＤ 一次：有効期間外の保険者または広域市町村（行政区）です。

介護予防ケアマネジメント費エラー一覧表
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１．【独自】介護予防ケアマネジメント費請求情報受付チェック

№ 項目 チェック種類 チェック内容
エラー

コード
エラー内容

介護予防ケアマネジメント費エラー一覧表

15
被保険者番号 被保険者番号妥当性チェック ・被保険者番号が数字以外(先頭"H"は除く)の場合、エラーとす

る。

ＡＢＢＲ 一次：被保険者番号のコードが不正です。

16

受給者台帳存在チェック ・受給者台帳に、保険者番号、被保険者番号、サービス提供年

月と合致するデータが存在しない場合、エラーとする。

１２Ｐ０ 資格：受給者台帳に該当する受給者情報が存在しません。

17

・受給者台帳の変更申請中区分コードが「2：変更申請中」の場

合、エラーとする。

１２ＰＡ 資格：変更申請中の受給者です。

18

・サービス提供年月が、受給者台帳の認定有効期間に含まれな

い場合、エラーとする。(ただし、事業対象者の認定有効期間

（終了年月日）が未設定の場合、認定有効期間が継続している

と判断する)

１２ＰＤ 資格：認定有効期間外の被保険者です。

19

・受給者台帳の資格喪失日が、サービス提供年月月初以前の場

合、エラーとする。

１２Ｑ５ 資格：既に資格喪失した受給者です。

20

・記載された証記載保険者番号が、受給者台帳に存在しない場

合、エラーとする。

１２Ｑ７ 資格：証記載保険者番号が不正です。

21

受給者台帳比較チェック ・受給者台帳の居宅介護支援事業所番号と異なる場合、エラー

とする。

１２Ｐ４ 資格：受給者台帳記載の支援事業所番号と一致しません。

22
サービス提供年月 制度外年月チェック ・サービス提供年月が2015年3月以前の場合、エラーとする。 ＡＥ０２ 一次：サービス提供年月が介護予防・日常生活支援総合事業の

施行前になっています。

23
審査年月比較チェック ・サービス提供年月が審査年月以降の場合、エラーとする。 ＡＥＥ３ 一次：サービス提供年月（対象年月）が審査年月以降になって

います。

24
標準切り替え年月チェック ・サービス提供年月が標準システム切り替え後の年月の場合、

エラーとする。

Ｚ０１８ 一次：標準システム切り替え後のサービス提供年月が設定され

ています。

25
作成区分 コード値チェック ・「1：原審」「3:過誤」以外が設定された場合、エラーとす

る。

ＡＢＢ６ 一次：規定外のコードが設定されています。

26

作成区分（1:原審） 重複チェック ・同一審査年月に既に介護予防ケアマネジメント費請求情報が

存在した場合、エラーとする。

Ｚ００３ 資格：同月に該当する介護予防ケアマネジメント費請求情報が

提出済みです。

27

実績重複チェック ・既に介護予防ケアマネジメント費請求情報が存在した場合、

エラーとする。

Ｚ００４ 資格：過去に該当する介護予防ケアマネジメント費請求情報が

提出済みです。

28

同月過誤チェック ・同月に存在する過誤取下の介護予防ケアマネジメント費請求

情報がエラーの場合、エラーとする。

Ｚ０１６ 資格：同月取下再請求の過誤取下がエラーです。

29

作成区分（3:過誤） 支払実績存在チェック ・過誤の対象の支払実績が存在しない場合または既に、エラー

とします。

Ｚ００５ 資格：該当する介護予防ケアマネジメント費の支払実績情報が

存在しません。

30
重複チェック ・同一審査年月に既に過誤情報が存在した場合、エラーとしま

す。

Ｚ００６ 資格：既に過誤調整を行っています。

31

公費負担者番号 設定不可チェック ・生保単独受給者以外であり、かつ公費負担者番号が記載され

ている場合、エラーとする。

ＡＢＢＳ 一次：生活保護者以外の公費への請求は、受け付けられませ

ん。

32

生保単独の公費記載妥当性チェック ・生保単独受給者であり、かつ公費負担者番号の法別番号が生

活保護(法別番号：12)以外の場合、エラーとする。

ＡＢＢＹ 一次：公費負担者番号の妥当性エラーです。（先頭２桁が不正

です。）

33

生保単独の公費負担者番号必須

チェック

・生保単独受給者であり、かつ公費１負担者番号が記載されて

いない場合、エラーとする。

ＡＢＢ０ 一次：必須項目であるのに値が存在しません。

34

他県公費負担者番号チェック ・公費負担者番号が他県である場合 Ｚ０１５ 資格：請求先の公費負担者番号のため、事業所からの請求には

使用できません。

35

公費負担者番号存在チェック ・公費負担者台帳に該当する公費負担者番号が存在しない場

合、エラーとする。

１３ＰＳ 資格：公費負担者台帳に該当する公費負担者情報が存在しませ

ん。

36

・公費負担者台帳に該当する公費負担者情報が存在し、かつ

サービス提供年月が有効期間に含まれていない場合、エラーと

する。

１３ＰＷ 資格：有効期間外の公費負担者です。

37

・公費負担者台帳に該当する公費負担者情報であり、公費負担

者区分が「2：請求先公費負担者」の場合、エラーとする。

１０ＶＪ 資格：請求先の公費負担者番号のため、事業所からの請求には

使用できません。
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１．【独自】介護予防ケアマネジメント費請求情報受付チェック

№ 項目 チェック種類 チェック内容
エラー

コード
エラー内容

介護予防ケアマネジメント費エラー一覧表

38

施設所在保険者番号 保険者番号存在チェック ・保険者台帳及び広域連合行政区台帳に、証記載保険者番号、

サービス提供年月と合致するデータが存在しない場合、エラー

とする。

ＡＤＤ２ 一次：保険者台帳及び広域連合行政区台帳に該当する保険者等

の情報が存在しません。

39

・保険者台帳に、証記載保険者番号、サービス提供年月と合致

するデータが存在し、かつサービス提供年月が有効期間に含ま

れない場合、エラーとする。

ＡＤＤＡ 一次：有効期間外の保険者です。

40

・広域連合行政区台帳に、証記載保険者番号、サービス提供年

月と合致するデータが存在し、かつサービス提供年月が有効期

間に含まれない場合、エラーとする。

ＡＤＤＢ 一次：有効期間外の広域市町村（行政区）です。

41

・証記載保険者番号が単独保険者または広域連合行政区番号で

ない場合、エラーとする。

ＡＤＤＣ 一次：証記載保険者番号が単独保険者または広域行政区番号で

はありません。

42

・保険者台帳または広域連合行政区台帳に、証記載保険者番

号、サービス提供年月と合致するデータが存在し、かつサービ

ス提供年月が有効期間に含まれない場合、エラーとする。

ＡＤＤＤ 一次：有効期間外の保険者または広域市町村（行政区）です。

43

地域包括支援センター情報比較

チェック

・委託台帳の地域包括支援センター情報に、地域包括支援セン

ター、サービス提供年月と合致するデータが存在し、証記載保

険者番号と施設所在保険者番号が一致しない場合、エラーとす

る。

Ｚ０１４ 資格：地域包括支援センターの施設所在保険者番号と一致しま

せん。

44

単位数単価 給付単価整合性チェック ・給付単価表に、サービス種類コード、サービス事業所の地域

区分と合致するデータが存在しない場合、エラーとする。

１４ＰＲ 資格：給付単価表に該当する給付単価情報が存在しません。

45

・上述の条件にて抽出した給付単価表の給付単価について、

サービス提供年月が有効期間に含まれない場合、エラーとす

る。

１４ＰＹ 資格：有効期間外の給付単価です。

46

台帳比較チェック ・単位数単価＞給付単価表の単位数単価の場合、給付単価表の

値に訂正する。

－

47
・単位数単価が0以下の場合、給付単価表の値に訂正する。 －

48

費用コード 介護予防・日常生活支援総合事業費

単位数表比較チェック

費用コード台帳に、費用コード、サービス提供年月と合致する

データが存在しない場合、エラーとする。

Ｚ００７ 資格：保険者が指定した費用コードが存在しません。

49

費用コード台帳に、サービス提供年月が有効期間に含まれない

場合、エラーとする。

Ｚ００８ 資格：有効期間外の費用コードです。

50
単位数 単位数妥当性チェック ・単位数が0の場合、エラーとする。 ＡＴ０１ 一次：ケアマネジメント費の単位数が０（ゼロ）は誤りです。

51

台帳比較チェック ・単位数＞費用コード台帳の単位数の場合、費用コード台帳台

帳の値に訂正する。

－

52
請求金額 請求金額妥当性チェック ・請求金額が0の場合、エラーとする。 ＡＴ０３ 一次：ケアマネジメント費の請求金額が０（ゼロ）は誤りで

す。

53
請求金額妥当性チェック ・請求金額＞単位数単価×単位数の場合、エラーとする。 ＡＳＳ５ 資格：請求金額等が計算値を超えています。
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２．【独自】委託先支援事業所情報受付チェック

№ 項目 チェック種類 チェック内容
エラー

コード
エラー内容

1
レコード全体 レコードフォーマットチェック ・項目数不正の場合、エラーとする。 Ｚ００１ 一次：レコードフォーマットに誤りがあります。（項目

数不正）

2
各項目 最大桁数チェック ・規定の最大桁数を超えていた場合、エラーとする。 ＡＢＢ７ 一次：規定の最大桁数を超えています。

3
必須項目チェック ・必須項目であるのに値が存在しない場合、エラーとする。 ＡＢＢ０ 一次：必須項目であるのに値が存在しません。

4
数値項目チェック ・数値項目であるのに数字ではない値が設定されている場合、

エラーとする。

ＡＢＢ２ 一次：数字ではない値が設定されています。

5
日付妥当性チェック ・日付の形式が以下に記載する形式以外の場合、エラーとす

る。

ＡＢＢ３ 一次：日付の形式に誤りがあります。

6
交換情報識別番号 交換情報識別番号チェック ・交換情報識別番号が「C02」と一致しない場合、エラーとす

る。

Ｚ００２ 一次：交換情報識別番号に誤りがあります。

7
事業所番号（地域包

括支援センター）

自県事業所番号チェック ・他県の事業所番号が記載されていた場合、エラーとする。 ＡＤＤＥ 一次：自県内のサービス事業所からの請求ではありませ

ん。

8

事業所番号存在チェック ・事業所基本台帳に、事業所番号、サービス提供年月と合致す

るデータが存在しない場合、エラーとする。

ＡＤＤ０ 一次：事業所基本台帳に該当する事業所情報が無効もし

くは存在しません。

9

指定／認定サービス種類照合チェック・指定・基準該当等サービス台帳に、事業所番号、保険者番号

(未設定の場合、全ての保険者番号を有効とする)、サービス種

類コード（46、AF）、サービス提供年月の組合せが存在しない

場合、エラーとする。

ＡＤＤ１ 一次：指定・基準該当等サービス台帳に該当する事業所

情報が無効もしくは存在しません。

10

証記載保険者番号 保険者番号存在チェック ・保険者台帳及び広域連合行政区台帳に、証記載保険者番号、

サービス提供年月と合致するデータが存在しない場合、エラー

とする。

ＡＤＤ２ 一次：保険者台帳及び広域連合行政区台帳に該当する保

険者等の情報が存在しません。

11

・保険者台帳に、証記載保険者番号、サービス提供年月と合致

するデータが存在し、かつサービス提供年月が有効期間に含ま

れない場合、エラーとする。

ＡＤＤＡ 一次：有効期間外の保険者です。

12

・広域連合行政区台帳に、証記載保険者番号、サービス提供年

月と合致するデータが存在し、かつサービス提供年月が有効期

間に含まれない場合、エラーとする。

ＡＤＤＢ 一次：有効期間外の広域市町村（行政区）です。

13

・証記載保険者番号が単独保険者または広域連合行政区番号で

ない場合、エラーとする。

ＡＤＤＣ 一次：証記載保険者番号が単独保険者または広域行政区

番号ではありません。

14

・保険者台帳または広域連合行政区台帳に、証記載保険者番

号、サービス提供年月と合致するデータが存在し、かつサービ

ス提供年月が有効期間に含まれない場合、エラーとする。

ＡＤＤＤ 一次：有効期間外の保険者または広域市町村（行政区）

です。

介護予防ケアマネジメント費エラー一覧表
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２．【独自】委託先支援事業所情報受付チェック

№ 項目 チェック種類 チェック内容
エラー

コード
エラー内容

介護予防ケアマネジメント費エラー一覧表

15
被保険者番号 被保険者番号妥当性チェック ・被保険者番号が数字以外(先頭"H"は除く)の場合、エラーとす

る。

ＡＢＢＲ 一次：被保険者番号のコードが不正です。

16

受給者台帳存在チェック ・受給者台帳に、保険者番号、被保険者番号、サービス提供年

月と合致するデータが存在しない場合、エラーとする。

１２Ｐ０ 資格：受給者台帳に該当する受給者情報が存在しませ

ん。

17

・受給者台帳の変更申請中区分コードが「2：変更申請中」の場

合、エラーとする。

１２ＰＡ 資格：変更申請中の受給者です。

18

・サービス提供年月が、受給者台帳の認定有効期間に含まれな

い場合、エラーとする。(ただし、事業対象者の認定有効期間

（終了年月日）が未設定の場合、認定有効期間が継続している

と判断する)

１２ＰＤ 資格：認定有効期間外の被保険者です。

19

・受給者台帳の資格喪失日が、サービス提供年月月初以前の場

合、エラーとする。

１２Ｑ５ 資格：既に資格喪失した受給者です。

20

・記載された証記載保険者番号が、受給者台帳に存在しない場

合、エラーとする。

１２Ｑ７ 資格：証記載保険者番号が不正です。

21

受給者台帳比較チェック ・受給者台帳の居宅介護支援事業所番号と異なる場合、エラー

とする。

１２Ｐ４ 資格：受給者台帳記載の支援事業所番号と一致しませ

ん。

22
サービス提供年月 制度外年月チェック ・サービス提供年月が2015年3月以前の場合、エラーとする。 ＡＥ０２ 一次：サービス提供年月が介護予防・日常生活支援総合

事業の施行前になっています。

23
審査年月比較チェック ・サービス提供年月が審査年月以降の場合、エラーとする。 ＡＥＥ３ 一次：サービス提供年月（対象年月）が審査年月以降に

なっています。

24
標準切り替え年月チェック ・サービス提供年月が標準システム切り替え後の年月の場合、

エラーとする。

Ｚ０１８ 一次：標準システム切り替え後のサービス提供年月が設

定されています。

25

作成区分 コード値チェック ・「1:新規」「2:修正」「3:取消」以外が設定された場合、エ

ラーとする。

ＡＢＢ６ 一次：規定外のコードが設定されています。

26

作成区分（1:新規） 重複チェック ・同一審査年月に既に委託先支援事業所情報が存在した場合、

エラーとする。

Ｚ００９ 資格：同月に該当する委託先支援事業所情報が提出済み

です。

27

実績重複チェック ・既に委託先支援事業所情報が存在した場合、エラーとする。 Ｚ０１０ 資格：過去に該当する委託先支援事業所情報が提出済み

です。

28

修正・削除済みチェック ・同一審査年月に既に委託先支援事業所情報の修正・削除（受

付チェックで正常）が存在した場合、エラーとする。

Ｚ０１７ 資格：同月に該当する委託先支援事業所情報の修正・削

除が提出済みです。

29

作成区分（2:修正） 実績存在チェック ・修正対象の委託先支援事業所情報が存在しない場合、エラー

とする。

Ｚ０１１ 資格：修正対象の委託先支援事業所情報が存在しませ

ん。

30

重複チェック ・同一審査年月に既に委託先支援事業所情報が存在した場合、

エラーとする。

Ｚ０１２ 資格：既に委託先支援事業所情報（修正・取消）を行っ

ています。

31

作成区分（3:取消） 実績存在チェック ・取消対象の委託先支援事業所情報が存在しない場合、エラー

とする。

Ｚ０１３ 資格：取消対象の委託先支援事業所情報が存在しませ

ん。

32

重複チェック ・同一審査年月に既に委託先支援事業所情報が存在した場合、

エラーとする。

Ｚ０１２ 資格：既に委託先支援事業所情報（修正・取消）を行っ

ています。

33

委託先支援事業所番

号

委託先の支援事業所番号存在チェッ

ク

・事業所基本台帳に、事業所番号、サービス提供年月と合致す

るデータが存在しない場合、エラーとする。

ＡＤＤ０ 一次：事業所基本台帳に該当する事業所情報が無効もし

くは存在しません。

34

・指定・基準該当等サービス台帳に、事業所番号、保険者番号

(未設定の場合、全ての保険者番号を有効とする)、サービス種

類コード、サービス提供年月の組合せが存在しない場合、エ

ラーとする。

ＡＤＤ１ 一次：指定・基準該当等サービス台帳に該当する事業所

情報が無効もしくは存在しません。
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３．【独自】突合チェック

№ 項目 チェック種類 チェック内容
エラー

コード
エラー内容

1

介護予防ケアマネジ

メント費請求情報

介護予防支援（46）との突合チェッ

ク（給付実績）

・当月審査分に「46：介護予防支援費」が存在した場合、エ

ラーとする。

Ｚ１０１ 突合：当月に該当する介護予防支援費（４６）が提出済みです。

2

・過去審査分に「46：介護予防支援費」が存在した場合、エ

ラーとする。

Ｚ１０２ 突合：過去に該当する介護予防支援費（４６）が提出済みです。

3

介護予防ケアマネジメント費（AF）

との突合チェック（給付実績）

・当月審査分に「AF：介護予防ケアマネジメント費」が存在し

た場合、エラーとする。

Ｚ１０３ 突合：当月に該当する介護予防ケアマネジメント費（ＡＦ）が提出済

みです。

4

・過去審査分に「AF：介護予防ケアマネジメント費」が存在し

た場合、エラーとする。

Ｚ１０４ 突合：過去に該当する介護予防ケアマネジメント費（ＡＦ）が提出済

みです。

5

給付管理票または委託先支援事業所

情報との突合チェック

・給付管理票または委託先支援事業所情報が存在しない場合、

エラーとする。

Ｚ１０５ 突合：給付管理票または委託先支援事業所情報が存在しないため不突

合です。

6

委託先支援事業所情

報

給付管理票との突合チェック ・当月或いは過去審査月にて、既に給付管理票が提出されてい

る場合、エラーとする。（但し、給付管理票と委託先支援事業

所情報の委託先居宅介護支援事業所番号が一致）

Ｚ１０６ 突合：既に給付管理票が提出されています。（委託先支援事業所が一

致）

7

・当月或いは過去審査月にて、既に給付管理票が提出されてい

る場合、エラーとする。（但し、給付管理票と委託先支援事業

所情報の委託先居宅介護支援事業所番号が不一致）

Ｚ１０７ 突合：既に給付管理票が提出されています。（委託先支援事業所が不

一致）

介護予防ケアマネジメント費エラー一覧表
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４．【標準】委託先支援事業所情報受付チェック

№ 項目 チェック種類 チェック内容
エラー

コード
エラー内容

1
レコード全体 レコードフォーマットチェック ・項目数不正の場合、エラーとする。 Ｚ００１ 一次：レコードフォーマットに誤りがあります。（項目

数不正）

2
各項目 最大桁数チェック ・規定の最大桁数を超えていた場合、エラーとする。 ＡＢＢ７ 一次：規定の最大桁数を超えています。

3
必須項目チェック ・必須項目であるのに値が存在しない場合、エラーとする。 ＡＢＢ０ 一次：必須項目であるのに値が存在しません。

4
日付妥当性チェック ・日付の形式が以下に記載する形式以外の場合、エラーとす

る。

ＡＢＢ３ 一次：日付の形式に誤りがあります。

5
交換情報識別番号 交換情報識別番号チェック ・交換情報識別番号が「C12」と一致しない場合、エラーとす

る。

Ｚ００２ 一次：交換情報識別番号に誤りがあります。

6
事業所番号（地域包

括支援センター）

自県事業所番号チェック ・他県の事業所番号が記載されていた場合、エラーとする。 ＡＤＤＥ 一次：自県内のサービス事業所からの請求ではありませ

ん。

7

事業所番号存在チェック ・事業所基本台帳に、事業所番号、サービス提供年月と合致す

るデータが存在しない場合、エラーとする。

ＡＤＤ０ 一次：事業所基本台帳に該当する事業所情報が無効もし

くは存在しません。

8

・指定・基準該当等サービス台帳に、事業所番号、保険者番号

(未設定の場合、全ての保険者番号を有効とする)、サービス種

類コード（46、AF）、サービス提供年月の組合せが存在しない

場合、エラーとする。

ＡＤＤ１ 一次：指定・基準該当等サービス台帳に該当する事業所

情報が無効もしくは存在しません。

9

証記載保険者番号 保険者番号存在チェック ・保険者台帳及び広域連合行政区台帳に、証記載保険者番号、

サービス提供年月と合致するデータが存在しない場合、エラー

とする。

ＡＤＤ２ 一次：保険者台帳及び広域連合行政区台帳に該当する保

険者等の情報が存在しません。

10

・保険者台帳に、証記載保険者番号、サービス提供年月と合致

するデータが存在し、かつサービス提供年月が有効期間に含ま

れない場合、エラーとする。

ＡＤＤＡ 一次：有効期間外の保険者です。

11

・広域連合行政区台帳に、証記載保険者番号、サービス提供年

月と合致するデータが存在し、かつサービス提供年月が有効期

間に含まれない場合、エラーとする。

ＡＤＤＢ 一次：有効期間外の広域市町村（行政区）です。

12

・証記載保険者番号が単独保険者または広域連合行政区番号で

ない場合、エラーとする。

ＡＤＤＣ 一次：証記載保険者番号が単独保険者または広域行政区

番号ではありません。

13

・保険者台帳または広域連合行政区台帳に、証記載保険者番

号、サービス提供年月と合致するデータが存在し、かつサービ

ス提供年月が有効期間に含まれない場合、エラーとする。

ＡＤＤＤ 一次：有効期間外の保険者または広域市町村（行政区）

です。

介護予防ケアマネジメント費エラー一覧表
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４．【標準】委託先支援事業所情報受付チェック

№ 項目 チェック種類 チェック内容
エラー

コード
エラー内容

介護予防ケアマネジメント費エラー一覧表

14
被保険者番号 被保険者番号妥当性チェック ・被保険者番号が数字以外(先頭"H"は除く)の場合、エラーとす

る。

ＡＢＢＲ 一次：被保険者番号のコードが不正です。

15

受給者台帳存在チェック ・受給者台帳に、保険者番号、被保険者番号、サービス提供年

月と合致するデータが存在しない場合、エラーとする。

１２Ｐ０ 資格：受給者台帳に該当する受給者情報が存在しませ

ん。

16

・受給者台帳の変更申請中区分コードが「2：変更申請中」の場

合、エラーとする。

１２ＰＡ 資格：変更申請中の受給者です。

17

・サービス提供年月が、受給者台帳の認定有効期間に含まれな

い場合、エラーとする。(ただし、事業対象者の認定有効期間

（終了年月日）が未設定の場合、認定有効期間が継続している

と判断する)

１２ＰＤ 資格：認定有効期間外の被保険者です。

18

・受給者台帳の資格喪失日が、サービス提供年月月初以前の場

合、エラーとする。

１２Ｑ５ 資格：既に資格喪失した受給者です。

19

・記載された証記載保険者番号が、受給者台帳に存在しない場

合、エラーとする。

１２Ｑ７ 資格：証記載保険者番号が不正です。

20

受給者台帳比較チェック ・記載された支援事業所番号が、受給者台帳に存在しない場

合、エラーとする

１０Ｐ４ 資格：受給者台帳記載の支援事業所番号と一致しませ

ん。

21
サービス提供年月 制度外年月チェック ・サービス提供年月が2017年3月以前の場合、エラーとする。 ＡＥ０２ 一次：サービス提供年月が介護予防・日常生活支援総合

事業の施行前になっています。

22
審査年月比較チェック ・サービス提供年月が審査年月以降の場合、エラーとする。 ＡＥＥ３ 一次：サービス提供年月（対象年月）が審査年月以降に

なっています。

23
標準切り替え年月チェック ・サービス提供年月が標準システム切り替え後の年月の場合、

エラーとする。

Ｚ０１９ 一次：標準システム切り替え後のサービス提供年月が設

定されています。

24
作成区分 コード値チェック ・「1:新規」「2:修正」「3:取消」以外が設定された場合、エ

ラーとする。

ＡＢＢ６ 一次：規定外のコードが設定されています。

25

作成区分（1:新規） 重複チェック ・同一審査年月に既に委託先支援事業所情報が存在した場合、

エラーとする。

Ｚ００９ 資格：同月に該当する委託先支援事業所情報が提出済み

です。

26

実績重複チェック ・既に委託先支援事業所情報が存在した場合、エラーとする。 Ｚ０１０ 資格：過去に該当する委託先支援事業所情報が提出済み

です。

27

修正・削除済みチェック ・同一審査年月に既に委託先支援事業所情報の修正・削除（受

付チェックで正常）が存在した場合、エラーとする。

Ｚ０１７ 資格：同月に該当する委託先支援事業所情報の修正・削

除が提出済みです。

28

作成区分（2:修正） 実績存在チェック ・修正対象の委託先支援事業所情報が存在しない場合、エラー

とする。

Ｚ０１１ 資格：修正対象の委託先支援事業所情報が存在しませ

ん。

29

重複チェック ・同一審査年月に既に委託先支援事業所情報が存在した場合、

エラーとする。

Ｚ０１２ 資格：既に委託先支援事業所情報（修正・取消）を行っ

ています。

30

作成区分（3:取消） 実績存在チェック ・取消対象の委託先支援事業所情報が存在しない場合、エラー

とする。

Ｚ０１３ 資格：取消対象の委託先支援事業所情報が存在しませ

ん。

31

重複チェック ・同一審査年月に既に委託先支援事業所情報が存在した場合、

エラーとする。

Ｚ０１２ 資格：既に委託先支援事業所情報（修正・取消）を行っ

ています。

32

委託先支援事業所番

号

委託先の支援事業所番号存在チェッ

ク

・事業所基本台帳に、事業所番号、サービス提供年月と合致す

るデータが存在しない場合、エラーとする。

ＡＤＤ０ 一次：事業所基本台帳に該当する事業所情報が無効もし

くは存在しません。

33

・指定・基準該当等サービス台帳に、事業所番号、保険者番号

(未設定の場合、全ての保険者番号を有効とする)、サービス種

類コード、サービス提供年月の組合せが存在しない場合、エ

ラーとする。

ＡＤＤ１ 一次：指定・基準該当等サービス台帳に該当する事業所

情報が無効もしくは存在しません。
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５．【標準】突合チェック

№ 項目 チェック種類 チェック内容
エラー

コード
エラー内容

1

委託先支援事業所情

報

給付管理票との突合チェック ・当月或いは過去審査月にて、既に給付管理票が提出されてい

る場合、エラーとする。（但し、給付管理票と委託先支援事業

所情報の委託先居宅介護支援事業所番号が一致）

Ｚ１０６ 突合：既に給付管理票が提出されています。（委託先支援事業所が一

致）

2

・当月或いは過去審査月にて、既に給付管理票が提出されてい

る場合、エラーとする。（但し、給付管理票と委託先支援事業

所情報の委託先居宅介護支援事業所番号が不一致）

Ｚ１０７ 突合：既に給付管理票が提出されています。（委託先支援事業所が不

一致）

介護予防ケアマネジメント費エラー一覧表
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