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受付・事務点検ASPに係るチェック一覧（調剤）

項番 種別
エラー
コード

受付不能
ASP

（※1）
エラー又は確認事項（※2） エラー原因 備考

1 L1 Ｌ１９１０ ●
レセプト番号が6桁以内の数字ではありません。
　　　　　　　行番号［ＸＸＸＸＸＸ］
　　　　　　　レコード内容［ＲＥ，０００２００，４１１２，４１９０３，患者氏名］

レセプト番号が6桁以内の数字で記録されていない。

「レコード内容」として該当する行
番号とともに記録内容をＲＥ，（レ
セプト番号），（レセプト種別），
（調剤年月），（患者氏名）の順に
表示する。

2 L1 Ｌ１９１２ ●
薬局情報レコードの薬局コードが誤って記録されています。
　　　　　　　都道府県コード［ＸＸ]　点数表コード［Ｘ］
　　　　　　　医療機関コード［ＸＸＸＸＸＸＸ］

薬局情報レコードの薬局コードが医療機関マスターに存在しない。

3 L1 Ｌ１９１３ ●
薬局情報レコードの電話番号が記録されていません又は15桁以内の英数字（カッコ及びハイフンを
含む）ではありません。
　　　　　　　電話番号［ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ］

薬局情報レコードの電話番号が記録されていない又は15桁以内の英数字（カッコ及びハイフンを含む）
で記録されていない。

4 L1 Ｌ１９１７ ●
保険薬局単位のレセプト番号が「1」から始まる昇順ではありません。
　　　　　　　行番号［ＸＸＸＸＸＸ］
　　　　　　　レコード内容［ＲＥ，０００２００，４１１２，４１９０３，患者氏名］

レセプト共通レコードのレセプト番号が「1」からの昇順で記録されていない。

「レコード内容」として該当する行
番号とともに記録内容をＲＥ，（レ
セプト番号），（レセプト種別），
（調剤年月），（患者氏名）の順に
表示する。

5 L1 Ｌ１９２０ ● Ｌ2エラー箇所が1000箇所以上となりました。審査支払機関へ連絡してください。 Ｌ2エラー箇所が1000箇所以上である。

6 L1 Ｌ１９２３ ●
薬局情報レコードの次レコードが、レセプト共通レコード以外です。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］

薬局情報レコードの次のレコードに、レセプト共通レコードが記録されていない。

7 L1 Ｌ１９２８ ●
薬局情報レコードの記録が限度（999回）を超えています。
　　　　　　　薬局コード［ＸＸＸＸＸＸＸ］

薬局情報レコードが999回を超えて記録された。

8 L2 Ｌ２１００ ●

請求権の消滅時効
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　診療年月［ＸＸＸＸＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］
　　　　　　　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

「保険者等同意済み」のコメントコード（820000242）がなく請求権消滅時効のレセプトが請求され
た。

9 L2 Ｌ２１１１ ●
請求データ内に履歴管理ブロックが記録されています。
            　データ識別情報［ＸＸ］
            　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］

請求データ内に履歴管理ブロックが記録された。

10 L2 Ｌ２１１２ ●
レコード管理情報レコードの項目数が「5」ではありません。
            　レコード内容［ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ］
            　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］

レコード管理情報レコードの項目数が5項目で記録されていない。

11 L2 Ｌ２１１３ ●
レコード管理情報レコードの行番号が5桁以内の数字ではありません。
           　 レコード内容［ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ］
           　 レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］

レコード管理情報レコードの行番号が5桁以内の数字で記録されていない。

12 L2 Ｌ２１１４ ●
レコード管理情報レコードの枝番号が3桁以内の数字ではありません。
            　レコード内容［ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ］
            　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］

レコード管理情報レコードの枝番号が3桁以内の数字で記録されていない。

13 L2 Ｌ２１１５ ●
レコード管理情報レコードのレコード識別が「ＲＣ」ではありません。
            　レコード内容［ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ］
            　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］

レコード管理情報レコードのレコード識別に「ＲＣ」以外が記録された。

14 L2 Ｌ２１１６ ●
レコード管理情報レコードの管理情報が100桁以内の英数字ではありません。
              レコード内容［ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ］
            　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］

レコード管理情報レコードの管理情報が100桁以内の英数字で記録されていない。

15 L2 Ｌ２１１７ ●
履歴管理ブロック内に請求データが記録されています。
            　レコード識別情報［ＸＸ］
            　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］

履歴管理ブロック内に請求データが記録された。

16 L2 Ｌ２１１８ ● 履歴管理ブロックに返戻時の履歴管理ブロックと異なった内容が記録されています。
（1）履歴管理ブロックに返戻時の履歴管理ブロックと異なった内容が記録された。
（2）異なる審査支払機関から返戻されたレセプトの履歴管理ブロックが記録された。

17 L2 Ｌ２１１９ ● 確認試験用の履歴管理ブロックが記録されています。 レコード管理情報レコードに確認試験用の管理情報が記録された。

18 L2 Ｌ２１２０ ●

請求データと履歴管理ブロックの検索番号が一致していません。又は検索番号不備です。
            　請求データ〔ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ〕
            　履歴管理ブロック〔ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ〕
            　レセプト内レコード番号〔ＸＸＸＸ，ＸＸＸＸ〕

（1）請求データに履歴管理ブロックと異なる検索番号が記録された。
（2）再請求ファイルの場合、検索番号が記録されていない、又は審査支払機関で記録した検索番号以
外が記録された。

請求データ、履歴管理ブロックの
「検索番号」をそれぞれ表示する。

19 L2 Ｌ２１３１ ●
履歴請求データに使用できないレコード識別情報が記録されています。
　　　　　　　レコード内容［ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］

再審査再請求レセプトの履歴管理ブロックに使用できないレコード識別情報が記録された。

※1　「受付不能ASP」欄に「●」があるチェックは、保険薬局の修正を必須とするチェックです。
※2　受付処理結果リスト、受付・事務点検ASP結果リスト及びオンライン確認試験結果リストに出力されるメッセージです。 2 / 25 



受付・事務点検ASPに係るチェック一覧（調剤）

項番 種別
エラー
コード

受付不能
ASP

（※1）
エラー又は確認事項（※2） エラー原因 備考

20 L2 Ｌ２１３３ ●

生年月日が正しい暦年月日ではありません。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　生年月日［ＸＸＸＸＸＸＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］
　　　　　　　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

生年月日が8桁の数字で記録されていない又は誤った暦年月日で記録された。

21 L2 Ｌ２１３６ ●

前回調剤年月日が正しい暦年月日ではありません。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　前回調剤年月日［ＸＸＸＸＸＸＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］
　　　　　　　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

前回調剤年月日が8桁の数字で記録されていない又は誤った暦年月日で記録された。

22 L2 Ｌ２１３７ ●

算定日が正しい暦年月日ではありません。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　算定日［ＸＸＸＸＸＸＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］
　　　　　　　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

算定日が8桁の数字で記録されていない又は誤った暦年月日で記録された。

23 L2 Ｌ２１４０ ●
負担者種別が記録条件仕様に定められた値ではありません。
　　　　　　　負担者種別［Ｘ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］

（1）資格確認レコードの負担者種別コードに「1」以外の値が記録された。
（2）受診日等レコードの負担者種別コードに「1」～「5」以外の値が記録された。

24 L2 Ｌ２１４１ ●

同一のレコード識別内で同一の負担者種別が複数記録されています。
　　　　　　　負担者種別［Ｘ］
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］

負担者種別コードが同一の資格確認レコード又は受診日等レコードが複数記録された。

25 L2 Ｌ２１４２ ●
確認区分が記録条件仕様に定められた値ではありません。
　　　　　　　確認区分［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］

確認区分コードが記録条件仕様に定められた値で記録されていない。

26 L2 Ｌ２１４３ ●

受診日等レコードの受診日等の情報が記録条件仕様に定められた値ではありません。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］
　　　　　　　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

受診日等レコードの1日から31日の情報が記録条件仕様に定められた値で記録されていない。

27 L2 Ｌ２１４４ ●
窓口負担額区分が記録条件仕様に定められた値ではありません。
　　　　　　　窓口負担額区分［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］

窓口負担額区分コードが記録条件仕様に定められた値で記録されていない。

28 L2 Ｌ２１４５ ●
当該レセプト種別に使用できない負担者種別が記録されています。
　　　　　　　負担者種別［Ｘ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］

記録されたレセプト種別コードに対して使用できない負担者種別コードが記録された。

29 L2 Ｌ２１４６ ●

枝番の記録が正しくありません。国保の場合は英数２桁です。後期高齢者の場合は記録できませ
ん。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

枝番に英数以外で記録された又は後期高齢者で記録された。

30 L2 Ｌ２１４７ ●
国保連に請求するレセプトには、公費単独の負担区分コードは使用できません。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

記録された負担区分コードに対して使用できない負担区分コードが記録された。

31 L2 Ｌ２１５０ ●
請求できないレセプト種別が記録されました。
　　　　　　　レセプト種別［ＸＸＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

レセプト種別が記録条件仕様に定められた値で記録されていない。

32 L2 Ｌ２１５１ ●
保険医療機関の都道府県コードの誤りです。
　　　　　　　都道府県コード［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

医療機関名称・所在地のコードの都道府県が記録条件仕様に定められた値で記録されていない。

33 L2 Ｌ２１５２ ●
保険医療機関の点数表コードの誤りです。
　　　　　　　点数表コード［Ｘ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

医療機関名称・所在地のコードの点数表が記録条件仕様に定められた値で記録されていない。

34 L2 Ｌ２１５９ ●
当該調剤年月のレセプトは、次月以降に請求可能となります。
　　　　　　　調剤年月［ＸＸＸＸＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

請求年月以降の調剤年月が記録された。

※1　「受付不能ASP」欄に「●」があるチェックは、保険薬局の修正を必須とするチェックです。
※2　受付処理結果リスト、受付・事務点検ASP結果リスト及びオンライン確認試験結果リストに出力されるメッセージです。 3 / 25 



受付・事務点検ASPに係るチェック一覧（調剤）

項番 種別
エラー
コード

受付不能
ASP

（※1）
エラー又は確認事項（※2） エラー原因 備考

35 L2 Ｌ２１６０ ●
調剤年月が正しい暦年月ではありません。
　　　　　　　調剤年月［ＸＸＸＸＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

（1）調剤年月が6桁の数字で記録されていない又は誤った月が記録された。
（2）調剤年月が平成13年1月以降で記録されていない。

36 L2 Ｌ２１６１ ●
貴保険薬局の開設中の調剤年月ではありません。
　　　　　　　調剤年月［ＸＸＸＸＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

薬局の新設前又は廃止後の調剤年月が記録された。

37 L2 Ｌ２１６２ ●
被保険者証番号が記録されていません。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

被保険者証番号が記録されていない。

38 L2 Ｌ２１６３ ●
被保険者証記号にスペースが含まれています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

被保険者証記号にスペースが記録された。

39 L2 Ｌ２１６４ ●
被保険者証番号にスペースが含まれています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

被保険者証番号にスペースが記録された。

40 L2 Ｌ２３０２ ●

当該レセプト種別に使用できない負担区分が記録されています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　負担区分［Ｘ］　レセプト種別［ＸＸＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

使用できない負担区分コードが記録された。

41 L2 Ｌ２３０７ ●
医薬品コード又は特定器材コードの誤りです。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　コード［ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ］

（1）医薬品レコードの医薬品コードの先頭1桁に「6」以外が記録された。
（2）特定器材レコードの特定器材コードの先頭1桁に「7」以外が記録された。

42 L2 Ｌ２３０８ ●
次の摘要レコードに記録できない調剤行為コードが記録されています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　コード［ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ］

調剤行為コードの先頭1桁に「4」以外が記録された。

43 L2 Ｌ２３０９ ●
次の摘要レコードに記録できないコメントコードが記録されています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　コード［ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ］

コメントコードの先頭1桁に「8」以外が記録された。

44 L2 Ｌ２３３２ ●
一部負担金区分の誤りです。
　　　　　　　一部負担金区分［Ｘ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

一部負担金区分が記録条件仕様に定められた値で記録されていない。

45 L2 Ｌ２３３４ ●
当該レセプト種別に使用できない公費給付対象一部負担金が記録されています。
　　　　　　　公費給付対象一部負担金［ＸＸＸＸＸＸ］　レセプト種別［ＸＸＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

公費単独又は2～4種の公費併用レセプトで、公費給付対象一部負担金が記録された。

46 L2 Ｌ２３３９ ● 次の項目に不要な値が記録されています。 記録不要な項目に値が記録された。

47 L2 Ｌ２３４０ ● 予備項目に不要な値が記録されています。
次の予備項目に不要な値が記録された。
・レコード識別情報［ＴＯ］レコード内項目位置［007］（平成29年4月調剤分以降）

48 L2 Ｌ２３５０ ●
調剤年月が平成29年4月以降のレセプトに未コード化特定器材が記録されています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

平成29年4月調剤分以降のレセプトに未コード化特定器材が記録された。

49 L2 Ｌ２３９５ ●
使用できない医薬品コードが記録されています。
　　　　　　　医薬品コード［ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

歯科専用の医薬品コードが記録された。

50 L2 Ｌ２５１０ ●
次の項目に記録可能な桁数を超えるデータが記録されています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

記録可能な桁数を超えるデータが記録された。

51 L2 Ｌ２５１１ ●
次の項目の桁数が不足しています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

固定桁数項目の桁数が不足している。

52 L2 Ｌ２５１２ ●
記録条件仕様に定められているレコードの項目数と異なっています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］

レコード識別情報に対応する項目数で記録されていない。

53 L2 Ｌ２５１３ ●
次の項目の記録モードが誤っています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

誤った記録モードで記録された。

54 L2 Ｌ２５１４ ●
次の項目に使用できない文字が記録されています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

使用できない文字が記録された。

※1　「受付不能ASP」欄に「●」があるチェックは、保険薬局の修正を必須とするチェックです。
※2　受付処理結果リスト、受付・事務点検ASP結果リスト及びオンライン確認試験結果リストに出力されるメッセージです。 4 / 25 



受付・事務点検ASPに係るチェック一覧（調剤）

項番 種別
エラー
コード

受付不能
ASP

（※1）
エラー又は確認事項（※2） エラー原因 備考

55 L2 Ｌ２５１５ ●
保険者番号の記録が誤っています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

保険者番号が数字8桁以外で記録された。

56 L2 Ｌ２５１７ ●
公費負担者番号に数字以外が記録されています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

公費負担者番号に数字以外が記録された。

57 L2 Ｌ２５１８ ●
レセプト特記事項の桁数が2の倍数ではありません。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

レセプト特記事項の桁数が2の倍数で記録されていない。

58 L2 Ｌ２５２０ ●
剤形が「1：内服」以外で、調剤情報レコードの一包化日数が記録されています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

剤形が「1」以外の処方情報内の調剤情報レコードに、一包化日数が記録された。

59 L2 Ｌ２５２１ ●

調剤情報レコードの分割調剤の分割区分が「1」（初回）であるが、前回までの一包化日数が記録さ
れています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

調剤情報レコードの分割区分が「1」で、前回までの一包化日数が記録された。

60 L2 Ｌ２５２２ ●

調剤情報レコードの分割調剤の分割区分が省略されているが、前回までの一包化日数が省略されて
いません。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

調剤情報レコードの分割区分が記録されていないが、前回までの一包化日数が記録された。

61 L2 Ｌ２５３０ ●
記録条件仕様に定められているレコード数と異なっています。
　　　　　　　レセプト種別［ＸＸＸＸ］
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］

（1）資格確認レコードが2レコード以上記録されている。
（2）レセプト種別コードの3桁目を超える数の受診日等レコードが記録されている。
（3）窓口負担額レコードが2レコード以上記録されている。

62 L2 Ｌ２５３３ ●
調剤情報レコードの処方箋受付回に「0」が記録されています。
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

調剤情報レコードの処方箋受付回に「0」が記録された。

63 L2 Ｌ２５３４ ● 保険者レコードが複数記録されています。 複数の保険者レコードが記録された。

64 L2 Ｌ２５３６ ● 公費レコードが規定レコード数以上記録されています。 レセプト種別と記録された公費レコード数が一致していない。

65 L2 Ｌ２５３７ ● 保険者レコードがあり、公費レコードが規定レコード数以上記録されています。 レセプト種別と記録された公費レコード数が一致していない。

66 L2 Ｌ２５３９ ● レセプト種別に対して、不要なレセプト情報のレコードが記録されています。 レセプト種別に対して、不要なレコードが記録された。

67 L2 Ｌ２５４０ ●
レセプト種別に必要なレセプト情報（ＨＯ、ＫＯ）が記録されていません。
　　　　　　　レセプト種別［ＸＸＸＸ］　レコード識別情報［ＸＸ］

レセプト種別と記録された保険者レコード及び公費レコードが一致していない。

68 L2 Ｌ２５４１ ●
記録必須項目が省略されています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

記録必須の項目が省略された。

69 L2 Ｌ２５４３ ● 調剤情報レコードが記録されていません。 調剤情報レコードが記録されていない。

70 L2 Ｌ２５４４ ● 医薬品、特定器材レコードが記録されていません。 医薬品レコード又は特定器材レコードが記録されていない。

71 L2 Ｌ２５４５ ●
同一調剤情報内に医薬品、特定器材レコードが混在して記録されています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

医薬品レコードと特定器材レコードが混在で記録された。

72 L2 Ｌ２５４６ ●
処方基本レコード、基本料・薬学管理料レコードの両方が記録されていません。該当レコードのう
ち、少なくとも一方は記録必須です。

処方基本レコード及び基本料・薬学管理料レコードが記録されていない。

73 L2 Ｌ２５４７ ●
処方基本レコードのＮｏが「01」からの昇順ではありません。
　　　　　　　前回Ｎｏ［ＸＸ］
　　　　　　　今回Ｎｏ［ＸＸ］

処方基本レコードのＮｏが「01」から始まる昇順で記録されていない。

74 L2 Ｌ２５４９ ●
被保険者証記号番号の合計桁数が19桁を超えています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

被保険者証記号と番号の合計桁数が19桁を超えて記録された。

75 L2 Ｌ２５５０ ●

レセプト共通レコードの医療機関名称・所在地のコード「都道府県」、「点数表」、「医療機関」
がセットで記録されていません。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

レセプト共通レコードの医療機関名称・所在地の都道府県コード、点数表コード又は医療機関コードの
いずれかが記録されていない。

76 L2 Ｌ２５５１ ●
処方基本レコード単位内に処方箋受付回の同じ調剤情報レコードが複数記録されています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］　処方せん受付回［　１］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

同一処方情報内に、処方箋受付回の同じ調剤情報レコードが複数記録された。

※1　「受付不能ASP」欄に「●」があるチェックは、保険薬局の修正を必須とするチェックです。
※2　受付処理結果リスト、受付・事務点検ASP結果リスト及びオンライン確認試験結果リストに出力されるメッセージです。 5 / 25 



受付・事務点検ASPに係るチェック一覧（調剤）

項番 種別
エラー
コード

受付不能
ASP

（※1）
エラー又は確認事項（※2） エラー原因 備考

77 L2 Ｌ２５５２ ●
処方基本レコードの剤形が、「1：内服」から「7：湯」で特定器材レコードが記録されています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］　剤形［Ｘ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

処方基本レコードの剤形が「9」以外である処方情報に、特定器材レコードが記録された。

78 L2 Ｌ２５５３ ●
処方基本レコードの剤形が、「9：材料」で医薬品レコードが記録されています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］　剤形［Ｘ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

処方基本レコードの剤形が「9」である処方情報に、医薬品レコードが記録された。

79 L2 Ｌ２５５４ ●
調剤情報レコードの薬剤調製料又は調剤管理料算定区分に規定外のコードが記録されています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

調剤情報レコードの薬剤調製料又は調剤管理料の算定区分が、記録条件仕様に定められた値で記録され
ていない。

80 L2 Ｌ２５５５ ●
処方基本レコードの剤形に規定外のコードが記録されています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

処方基本レコードの剤形が、記録条件仕様に定められた値で記録されていない。

81 L2 Ｌ２５５６ ●
調剤情報レコードの分割調剤の分割区分に「0」が記録されています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

調剤情報レコードの分割調剤の分割区分に「0」が記録された。

82 L2 Ｌ２５５７ ●
医薬品の混合区分に規定外のコードが記録されています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

混合区分が、記録条件仕様に定められた値で記録されていない。

83 L2 Ｌ２５５８ ●

医薬品の使用量又は特定器材等の使用量、単価で、整数部、小数点又は小数部の桁数が誤っていま
す。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

使用量、単価について、整数部、小数点、小数部の桁数等が誤って記録された。

84 L2 Ｌ２５５９ ●
処方月日が正しい暦年月日ではありません。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］　処方月日［ＸＸＸＸＸＸＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

処方月日が誤った暦年月日で記録された。

85 L2 Ｌ２５６０ ●
調剤月日が正しい暦年月日ではありません。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］　調剤月日［ＸＸＸＸＸＸＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

調剤月日が誤った暦年月日で記録された。

86 L2 Ｌ２５６１ ●

調剤情報レコードの薬剤調製料又は調剤管理料算定区分が「1：算定する」以外で、薬剤調製料又は
調剤管理料点数が0点ではありません。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

算定区分が「1」以外である調剤情報レコードの薬剤調製料又は調剤管理料点数に「0」以外が記録され
た。

87 L2 Ｌ２５６２ ●

調剤情報レコードの薬剤調製料又は調剤管理料算定先Ｎｏが「00」又は処方基本レコードの最大Ｎ
ｏの値を超える数値が記録されています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

調剤情報レコードの算定先Noに「00」が記録された又は処方基本レコードの最大Noを超えて記録され
た。

薬剤調製料又は調剤管理料の算定区
分が「4」（服用時点同一）の場合
を除く

88 L2 Ｌ２５６３ ●

薬剤調製料又は調剤管理料を算定する調剤情報レコードに、薬剤調製料又は調剤管理料コードの記
録がありません。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

薬剤調製料又は調剤管理料の算定区分が「1」（算定する）である調剤情報レコードに薬剤調製料又は
調剤管理料コードが記録されていない。

89 L2 Ｌ２５６４ ●

調剤情報レコードの分割調剤の分割区分が「1」（初回）であるが、前回までの数量が記録されてい
ます。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

調剤情報レコードの分割区分に「1」が記録されているが、前回までの数量が記録された。

90 L2 Ｌ２５６５ ●

調剤情報レコードの分割調剤の分割区分が「2」以上であるが、前回までの数量が「0」で記録され
ています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

調剤情報レコードの分割区分に「2」以上が記録されているが、前回までの数量が「0」で記録された。

91 L2 Ｌ２５６６ ●
基本料・薬学管理料レコードの処方箋受付回が「0」で、調剤基本料が記録されています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

基本料・薬学管理料レコードの処方箋受付回が「0」または「00」で、調剤基本料が記録された。

92 L2 Ｌ２５６７ ●

基本料・薬学管理料レコードの処方箋受付回が「0」で、薬学管理料と摘要薬学管理料の両方が記録
されています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

基本料・薬学管理料レコードの処方箋受付回が「0」または「00」で、薬学管理料と摘要薬学管理料が
両方とも記録された。

93 L2 Ｌ２５６８ ●

基本料・薬学管理料レコードの処方箋受付回が「0」で、薬学管理料と摘要薬学管理料のどちらも記
録されていません。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

基本料・薬学管理料レコードの処方箋受付回が「0」または「00」で、薬学管理料と摘要薬学管理料が
両方とも記録されていない。

※1　「受付不能ASP」欄に「●」があるチェックは、保険薬局の修正を必須とするチェックです。
※2　受付処理結果リスト、受付・事務点検ASP結果リスト及びオンライン確認試験結果リストに出力されるメッセージです。 6 / 25 
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エラー又は確認事項（※2） エラー原因 備考

94 L2 Ｌ２５６９ ●
基本料・薬学管理料レコードの処方箋受付回が「0」以外で、摘要薬学管理料が記録されています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

基本料・薬学管理料レコードの処方箋受付回が「0」または「00」以外で、摘要薬学管理料が記録され
た。

95 L2 Ｌ２５７０ ●
レセプト共通レコードの調剤年月と調剤情報レコードの調剤月日の年月が一致していません。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

レセプト共通レコードの調剤年月と調剤情報レコードの調剤月日の年月が一致していない。

96 L2 Ｌ２５７１ ●
処方月日前の調剤月日が記録されています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］　調剤月日［ＸＸＸＸＸＸＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

処方月日より前の調剤月日が記録された。

97 L2 Ｌ２５７２ ●

剤形が材料で、調剤情報レコードの薬剤調製料又は調剤管理料算定区分に「2：算定しない」以外が
記録されています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］　算定区分［Ｘ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

処方基本レコードの剤形が「9」である処方情報内の調剤情報レコードの薬剤調製料又は調剤管理料算
定区分に「2」以外が記録された。

98 L2 Ｌ２５７３ ●

剤形が内服薬又は湯薬以外で、調剤情報レコードの薬剤調製料又は調剤管理料算定区分に「3：漸減
療法等」が記録されています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］　算定区分［Ｘ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

処方基本レコードの剤形コードが「1」又は「7」以外である処方情報内の調剤情報レコードの薬剤調製
料又は調剤管理料算定区分に「3」が記録された。

99 L2 Ｌ２５７４ ●

調剤情報レコードの薬剤調製料又は調剤管理料算定区分が「1：算定する」又は「2：算定しない
（算定可能剤数以上）」で、算定先Ｎｏに他方の処方Ｎｏが記録されています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］　算定先Ｎｏ［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

薬剤調製料又は調剤管理料算定区分が「1」又は「2」である調剤情報レコードの算定先に他処方の処方
Noが記録された。

100 L2 Ｌ２５７５ ●

調剤情報レコードの薬剤調製料又は調剤管理料算定区分が「3：漸減療法等」、「4：服用時点が同
一」又は「6：同一有効成分、剤形」で、算定先Ｎｏに自処方Ｎｏが記録されています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］　算定先Ｎｏ［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

薬剤調製料又は調剤管理料算定区分が「3」、「4」又は「6」である調剤情報レコードの算定先Ｎｏに
自処方の処方Noが記録された。

101 L2 Ｌ２５７６ ●

調剤情報レコードの調剤管理料に係る「負担区分」、「算定区分」、「算定先Ｎｏ」、「コー
ド」、「点数」がセットで記録されていません。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

調剤情報レコードの調剤管理料の負担区分、算定区分、算定先Ｎｏ、コード、点数がセットで記録され
ていない。

102 L2 Ｌ２５７７ ●

調剤情報レコードの加算料、外来服薬支援料２又は調剤管理料時間外等加算に係る「負担区分」、
「加算料コード」、「点数」がセットで記録されていません。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

調剤情報レコードの加算料1～10、外来服薬支援料２又は調剤管理料時間外等加算の負担区分、加算料
コード、点数がセットで記録されていない。

103 L2 Ｌ２５７８ ●

調剤情報レコードの分割調剤の分割区分が「2」以上であるが、前回までの数量が記録されていませ
ん。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

調剤情報レコードの分割区分に「2」以上が記録されているが、前回までの数量が記録されていない。

104 L2 Ｌ２５７９ ●

調剤情報レコードの分割調剤の分割区分が省略されているが、前回までの数量が省略されていませ
ん。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

調剤情報レコードの分割区分が記録されていないが、前回までの数量が記録された。

105 L2 Ｌ２５８０ ●
医薬品レコードの混合区分枝番が記録されているが、混合区分コードが記録されていません。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

医薬品レコードの混合区分枝が記録されているが、混合区分コードが記録されていない。

106 L2 Ｌ２５８１ ●

基本料・薬学管理料レコードの調剤基本料に係る「負担区分」、「調剤基本料コード」、「点数」
がセットで記録されていません。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

基本料・薬学管理料レコードの調剤基本料の負担区分、調剤基本料コード、点数がセットで記録されて
いない。

107 L2 Ｌ２５８２ ●

基本料・薬学管理料レコードの時間外等加算が記録されているが、調剤基本料に係る「負担区
分」、「調剤基本料コード」、「点数」、「時間外等加算」がセットで記録されていません。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

基本料・薬学管理料レコードの時間外等加算が記録されている場合、調剤基本料の負担区分、調剤基本
料コード、点数、時間外等加算がセットで記録されていない。

108 L2 Ｌ２５８３ ●

基本料・薬学管理料レコードの薬学管理料又は摘要薬学管理料に係る「負担区分」、「薬学管理料
コード」、「回数」、「点数」がセットで記録されていません。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

（1）基本料・薬学管理料レコードの薬学管理料1～12の負担区分、薬学管理料コード、回数、点数が
セットで記録されていない。
（2）基本料・薬学管理料レコードの摘要薬学管理料1～3の負担区分、薬学管理料コード、回数、点数
がセットで記録されていない。

※1　「受付不能ASP」欄に「●」があるチェックは、保険薬局の修正を必須とするチェックです。
※2　受付処理結果リスト、受付・事務点検ASP結果リスト及びオンライン確認試験結果リストに出力されるメッセージです。 7 / 25 



受付・事務点検ASPに係るチェック一覧（調剤）

項番 種別
エラー
コード

受付不能
ASP

（※1）
エラー又は確認事項（※2） エラー原因 備考

109 L2 Ｌ２５８５ ●

基本料・薬学管理料レコードの摘要薬学管理料の記録がなく、「前回調剤年月日」、「前回調剤数
量」が記録されています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

基本料・薬学管理料レコードの摘要薬学管理料1～3が全て記録されていないが、前回調剤年月日、前回
調剤数量が記録された。

110 L2 Ｌ２５９０ ●
調剤では使用できない特定器材コード「710010017」が記録されています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

特定器材マスターの金額種別が「4」（整数部のみ）の特定器材コード「710010017」が記録された。

111 L2 Ｌ２５９１ ●

1処方情報内が「処方基本」、「調剤情報」（複数可）、「医薬品」（複数可）又は「特定器材」
（複数可）、「コメント」（複数可）の順序で記録されていません。
　　　　　　　該当レコード識別情報［ＸＸ］［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

1処方情報内が処方基本情報レコード、調剤情報レコード（複数可）、医薬品レコード（複数可）又は
特定器材レコード（複数可）、コメントレコード（複数可）の順序で記録されていない。

112 L2 Ｌ２５９２ ●
剤形が「9：材料」以外で、調剤情報レコードの薬剤調製料コードが記録されていません。
　　　　　　　剤形コード［Ｘ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

処方基本レコードの剤形が「9」以外である処方情報内の調剤情報レコードに、薬剤調製料コードが記
録されていない。

113 L2 Ｌ２５９３ ●

医療観察（法別30）レセプトに公費受給者番号が記録されている又は併用レセプトです。
　　　　　　　レセプト種別［ＸＸＸＸ］
　　　　　　　公費負担者番号［ＸＸＸＸＸＸＸＸ］
　　　　　　　公費受給者番号［ＸＸＸＸＸＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

法別30で、公費受給者番号が記録された、又は公費単独レセプト以外で請求された。

114 L2 Ｌ２５９４ ●

公費受給者番号が記録されていません。
　　　　　　　レセプト種別［ＸＸＸＸ］
　　　　　　　公費負担者番号［ＸＸＸＸＸＸＸＸ］
　　　　　　　公費受給者番号［ＸＸＸＸＸＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

公費受給者番号が記録されていない。

115 L2 Ｌ２５９５ ●

基本料・薬学管理料レコードの調剤基本料加算に係る「負担区分」、「コード」、「回数」、「点
数」がセットで記録されていません。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

基本料・薬学管理料レコードの調剤基本料加算の負担区分、コード、回数、点数がセットで記録されて
いない。

116 L2 Ｌ２５９６ ●
基本料・薬学管理料レコードの処方箋受付回が「0」で、調剤基本料加算が記録されています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

基本料・薬学管理料レコードの処方箋受付回が「0」で、調剤基本料加算が記録された。

117 L2 Ｌ２５９７ ●
公費受給者番号に数字以外が記録されています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

公費受給者番号に数字以外が記録された。

118 L2 Ｌ２５９８ ●
分割調剤種類の記録が誤っています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

調剤情報レコードの分割調剤種類が記録条件仕様に定められた値で記録されていない。

119 L2 Ｌ２６００ ●
基本料・薬学管理料レコードの予備項目に不要な値が記録されています。
　　　　　　　調剤基本料時間外等加算［ＸＸＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

基本料・薬学管理料レコードの7項目目の予備項目が記録された。

120 L2 Ｌ２６０１ ●
調剤情報レコードの分割調剤の「分割区分」、「分割調剤種類」がセットで記録されていません。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

調剤情報レコードの分割調剤の分割区分、分割調剤種類がセットで記録されていない。

121 L2 Ｌ２６５８ ●
他医療機関受診に係る処方箋受付に規定外のコードが記録されています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

他医療機関受診に係る処方箋受付が記録条件仕様に定められた値で記録されていない。

122 L2 Ｌ２６５９ ●
包括管理料等に規定外のコードが記録されています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

包括管理料等が記録条件仕様に定められた値で記録されていない。

123 L2 Ｌ２６６０ ●
分割技術料レコードがレセプトの最後に記録されていません。
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］

分割技術料レコードがレセプトの最後に記録されていない。

124 L2 Ｌ２６６１ ●
調剤年月が平成28年3月以前で、分割技術料レコードが記録されています。
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］

平成28年3月調剤分以前のレセプトで、分割技術料レコードが記録された。

125 L2 Ｌ２６６３ ●
分割技術料レコードの処方箋受付回に「0」が記録されています。
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

分割技術料レコードの処方箋受付回に「0」が記録された。

126 L2 Ｌ２６６４ ●
分割技術料レコードの「分割対象点数」、「分割後点数」がセットで記録されていません。
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

分割技術料レコードの保険ごとの分割対象点数、分割後点数がセットで記録されていない。

※1　「受付不能ASP」欄に「●」があるチェックは、保険薬局の修正を必須とするチェックです。
※2　受付処理結果リスト、受付・事務点検ASP結果リスト及びオンライン確認試験結果リストに出力されるメッセージです。 8 / 25 
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127 L2 Ｌ２６６５ ●
処方箋受付回が同一の分割技術料レコードが複数記録されています。
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］

処方箋受付回が同一の分割技術料レコードが複数記録された。

128 L2 Ｌ２６６６ ●
医師の指示による分割調剤に不要な値が記録されています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

分割技術料レコードの記録がない場合、調剤情報レコード、基本料・薬学管理料レコードのいずれかの
医師の指示による分割調剤に係る項目に記録された。

129 L2 Ｌ２６６７ ●
調剤情報レコードに合致する分割技術料レコードが記録されていません。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］

調剤情報レコードの医師の指示による分割調剤に係る項目に記録がある場合、処方月日、調剤月日、処
方箋受付回が同一で、当該調剤情報レコードの医師番号が含まれる分割技術料レコードの記録がされて
いない。

130 L2 Ｌ２６６８ ●
基本料・薬学管理料レコードに合致する分割技術料レコードが記録されていません。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］

基本料・薬学管理料レコードの医師の指示による分割調剤に係る項目に記録がある場合、処方箋受付回
が同一の分割技術料レコードの記録がされていない。

131 L2 Ｌ２６６９ ●
調剤情報レコードの医師の指示による分割調剤の項目がセットで記録されていません。
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

（1）処方基本レコードの剤形コードが「1」（内服）又は「7」（湯）の場合、調剤情報レコードの医
師の指示による分割調剤のコード、分割区分及び分割対象調剤数量がセットで記録されていない。
（2）処方基本レコードの剤形コードが「1」（内服）又は「7」（湯）以外の場合、調剤情報レコード
の医師の指示による分割調剤のコード及び分割区分がセットで記録されていない。

132 L2 Ｌ２６７０ ●
分割技術料レコードに合致する調剤情報レコードが存在しません。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］

分割技術料レコードの記録がある場合、医師番号、処方月日、調剤月日、処方箋受付回が同一の調剤情
報レコードが記録されていない。

133 L2 Ｌ２６７１ ●
分割技術料レコードの「医師番号」、「処方月日」、「調剤月日」、「処方箋受付回」、「分割指
示回数」がセットで記録されていません。
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

分割技術料レコードの医師番号、処方月日、調剤月日、処方箋受付回、分割指示回数がセットで記録さ
れていない。

134 L2 Ｌ２６７３ ●
分割技術料レコードの医師番号の記録が誤っています。
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］

（1）先頭又は最終に区切り文字「:」が記録された。
（2）区切り文字「:」が連続して記録された。
（3）区切り文字「:」が20以上記録された。
（4）区切り文字「:」間に3バイト以上記録された。
（5）医師番号が重複して記録された。
（6）医師番号が昇順で記録されていない。

1　区切り文字「:」は文字コード
「3ａ」とする。
2　医師番号の重複チェックにおい
ては、「01」と「1」等も重複と判
断する。

135 L2 Ｌ２６７４ ●
調剤情報レコードの分割調剤の分割調剤種類が記録されているが、医師の指示による分割調剤の
コードが記録されています。
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］

調剤情報レコードの分割調剤の分割調剤種類が記録されているが、医師の指示による分割調剤のコード
が記録されている。

136 L2 Ｌ２６７５ ●
レセプト種別に対して、必要な分割対象点数、分割後点数が記録されていません。
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

レセプト種別に対して必要な点数が、分割技術料レコードに記録されていない。

137 L2 Ｌ２６７６ ●
レセプト種別に対して、不要な分割対象点数、分割後点数が記録されています。
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

レセプト種別に対して不要な点数が、分割技術料レコードに記録された。

138 L2 Ｌ２６７７ ●
分割技術料レコードの分割指示回数に「2」以上の数字が記録されていません。
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

分割技術料レコードの分割指示回数に「2」以上の数字が記録されていない。

139 L2 Ｌ２６７８ ●
調剤情報レコードの医師の指示による分割調剤の分割区分が一致していません。
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　分割区分［ＸＸ］

処方箋受付回が同一の調剤情報レコードの医師の指示による分割調剤の分割区分に異なる値が記録され
た。

140 L2 Ｌ２６７９ ●
調剤情報レコードの医師の指示による分割調剤の分割区分に「0」が記録されています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

調剤情報レコードの医師の指示による分割調剤の分割区分に「0」が記録された。

141 L2 Ｌ２６８０ ●

剤形が「1：内服」及び「7：湯」以外で、調剤情報レコードの医師の指示による分割調剤の分割対
象調剤数量が記録されています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

処方基本レコードの剤形コードが「1」又は「7」以外の場合、調剤情報レコードの医師の指示による分
割調剤の分割対象調剤数量が記録された。

142 L2 Ｌ２６８１ ●

調剤情報レコードの薬剤調製料又は調剤管理料算定区分「4：服用時点が同一」又は「6：同一有効
成分、剤形」で、記録できない剤形コードが記録されています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］　算定区分［Ｘ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

（1）調剤情報レコードの薬剤調製料又は調剤管理料算定区分が「4」の場合、当該調剤情報レコードが
属する処方基本レコードの剤形コードに「1」（内服）又は「2」（内滴）以外が記録された。
（2）調剤情報レコードの薬剤調製料又は調剤管理料算定区分が「6」の場合、当該調剤情報レコードが
属する処方基本レコードの剤形コードに「1」（内服）又は「5」（外用）以外が記録された。

143 L2 Ｌ２６８２ ●

調剤情報レコードの薬剤調製料又は調剤管理料算定区分が「1：算定する」で、薬剤調製料又は調剤
管理料点数が記録されていません。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

調剤情報レコードの薬剤調製料又は調剤管理料算定区分が「1」で包括管理料等の項目に「01」が記録
されていない場合、薬剤調製料又は調剤管理料点数が省略又は0点で記録された。

144 L2 Ｌ２６８３ ●
剤形が「1：内服」以外で、調剤情報レコードの分割対象一包化日数が記録されています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

処方基本レコードの剤形コードが「1」以外の場合、調剤情報レコードの医師の指示による分割調剤の
分割対象一包化日数が記録された。

※1　「受付不能ASP」欄に「●」があるチェックは、保険薬局の修正を必須とするチェックです。
※2　受付処理結果リスト、受付・事務点検ASP結果リスト及びオンライン確認試験結果リストに出力されるメッセージです。 9 / 25 



受付・事務点検ASPに係るチェック一覧（調剤）

項番 種別
エラー
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ASP

（※1）
エラー又は確認事項（※2） エラー原因 備考

145 L2 Ｌ２６８４ ●
不要な分割対象一包化日数が記録されています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

調剤情報レコードの医師の指示による分割調剤のコードが記録されていない場合、医師の指示による分
割調剤の分割対象一包化日数が記録された。

146 L2 Ｌ２６８５ ●
調剤情報レコードの調剤数量が記録されていません。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

調剤情報レコードの調剤数量が記録されていない。

147 L2 Ｌ２６８６ ●
基本料・薬学管理料レコードの調剤基本料減算の記録位置が誤っています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

基本料・薬学管理料レコードの調剤基本料加算項目に記録された調剤基本料減算より後の調剤基本料加
算項目に調剤基本料減算以外の加算が記録された。

148 L2 Ｌ２６８７ ●

レセプト共通レコードの調剤年月と基本料・薬学管理料レコードの算定日の年月が一致していませ
ん。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　算定日［ＸＸＸＸＸＸＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］
　　　　　　　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

基本料・薬学管理料レコードの算定日の年月がレセプト共通レコードの調剤年月と一致しない。

149 L2 Ｌ２６８８ ●

算定日が記録されていません。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］
　　　　　　　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

令和2年10月調剤分以降のレセプトで、基本料・薬学管理料レコードの算定日が記録されていない。

150 L2 Ｌ２８４９ ●
国保連固有情報レコードが誤って記録されています。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］

国保連固有情報レコードがレセプト情報の最終行でない。

151 L3 Ｌ３００１ ● 患者氏名が記録されていません。 患者氏名が記録されていない又は全桁スペースで記録された。

152 L3 Ｌ３００２ 患者氏名に外字が含まれています。 患者氏名に外字が記録された。

153 L3 Ｌ３００６ ●
高齢受給者一般又は後期高齢者一般レセプト及び高齢受給者7割又は後期高齢者7割レセプトについ
て、特記事項に所得区分又は多数回該当が記録されていません。

平成30年8月調剤分以降の場合
高齢受給者一般又は後期高齢者一般レセプト及び高齢受給者７割又は後期高齢者７割レセプトで、特記
事項に「26」、「27」、「28」、「29」、「30」のいずれかが記録されていない。

154 L3 Ｌ３００７ ● 適用期間外の所得区分は記録できません。

平成30年7月調剤分以前の場合
特記事項に「23」、「24」が記録された。

平成30年8月調剤分以降の場合
特記事項に「17」、「18」、「19」、「22」、「23」、「24」が記録された。

155 L3 Ｌ３００８ ● 当該レセプト種別では記録できない所得区分が特記事項に記録されています。

平成30年7月調剤分以前の場合
医保本人、未就学者、家族レセプト以外の特記事項に「26」、「27」、「28」、「29」、「30」が記録
された。

平成30年8月調剤分以降の場合
（1）医保本人、未就学者、家族及び高齢受給者７割レセプト以外の特記事項に「26」、「27」、
「28」が記録された。
（2）医保本人、未就学者、家族及び高齢受給者一般レセプト以外の特記事項に「29」、「30」が記録
された。

156 L3 Ｌ３０１１ ● 当該レセプト種別では特記事項に「17」（上位）は記録できません。
平成30年7月調剤分以前の場合
高齢受給者7割レセプト以外の特記事項に「17」が記録された。

157 L3 Ｌ３０１２ ● 当該レセプト種別では特記事項に「18」（一般）「19」（低所）は記録できません。
平成30年7月調剤分以前の場合
高齢受給者一般レセプト以外の特記事項に「18」、「19」が記録された。

158 L3 Ｌ３０１５ ● 特記事項に多数回該当は記録できません。 特記事項に「22」、「31」、「32」、「33」、「34」、「35」が記録された。

159 L3 Ｌ３０１６ ● 特記事項に所得区分が記録されていますが、特定疾病給付対象療養がありません。
平成30年7月調剤分以前の場合
法別52、法別54又は法別51（601）が記録されていない高齢受給者レセプトの特記事項に「17」、
「18」、「19」が記録された。

160 L3 Ｌ３０８１ ● 第四公費負担者番号と第四公費受給者番号の組み合わせが重複して記録されています。 第四公費の負担者番号及び受給者番号が、第一公費、第二公費又は第三公費と同一である。

161 L3 Ｌ３０８２ 第四公費負担者番号が誤っています。
（1）請求先のない第四公費負担者番号又は公費負担者番号以外が記録された。
（2）肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業（法別「３８」実施機関番号「６０２」）の公費負担者番
号が記録された。

162 L3 Ｌ３０８３ ● 第四公費に、併用レセプトでは請求できない公費負担者番号が記録されています。 単独で請求されるべき公費が、第四公費に記録された。

163 L3 Ｌ３０８４ ● 第二公費負担者番号と第二公費受給者番号の組み合わせが重複して記録されています。 第二公費の負担者番号及び受給者番号が、第一公費と同一である。

164 L3 Ｌ３０８６ ● 第三公費負担者番号と第三公費受給者番号の組み合わせが重複して記録されています。 第三公費の負担者番号及び受給者番号が、第一公費又は第二公費と同一である。

165 L3 Ｌ３０８７ 保険者番号が誤っています。 請求先のない保険者番号又は保険者番号以外が記録された。

※1　「受付不能ASP」欄に「●」があるチェックは、保険薬局の修正を必須とするチェックです。
※2　受付処理結果リスト、受付・事務点検ASP結果リスト及びオンライン確認試験結果リストに出力されるメッセージです。 10 / 25 



受付・事務点検ASPに係るチェック一覧（調剤）
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166 L3 Ｌ３０８９ 第一公費負担者番号が誤っています。
（1）請求先のない第一公費負担者番号又は公費負担者番号以外が記録された。
（2）肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業（法別「３８」実施機関番号「６０２」）の公費負担者番
号が記録された。

167 L3 Ｌ３０９０ 第二公費負担者番号が誤っています。
（1）請求先のない第二公費負担者番号又は公費負担者番号以外が記録された。
（2）肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業（法別「３８」実施機関番号「６０２」）の公費負担者番
号が記録された。

168 L3 Ｌ３０９１ 当該保険者で記録できる給付割合ではありません。 未就学・高齢受給者以外で保険者マスタに登録されている給付割合と異なる。

169 L3 Ｌ３０９３ ● 第一公費に、併用レセプトでは請求できない公費負担者番号が記録されています。 単独で請求されるべき公費が、第一公費に記録された。

170 L3 Ｌ３０９４ ● 第二公費に、併用レセプトでは請求できない公費負担者番号が記録されています。 単独で請求されるべき公費が、第二公費に記録された。

171 L3 Ｌ３０９６ ● 第三公費に、併用レセプトでは請求できない公費負担者番号が記録されています。 単独で請求されるべき公費が、第三公費に記録された。

172 L3 Ｌ３０９７ 第三公費負担者番号が誤っています。
（1）請求先のない第三公費負担者番号又は公費負担者番号以外が記録された。
（2）肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業（法別「３８」実施機関番号「６０２」）の公費負担者番
号が記録された。

173 L3 Ｌ３１０５ ● 当該レセプト種別では特記事項に「20」（二割）は記録できません。 高齢受給者一般・低所得者レセプト（軽減特例措置対象者）以外の特記事項に「20」が記録された。

174 L3 Ｌ３１０７ ●
特記事項に「02」（長）と「16」（長2）が同時に記録されています。いずれか一方のみ記録してく
ださい。

特記事項に「02」と「16」が記録された。

175 L3 Ｌ３１２０ 当該レセプト種別では当該法別の請求はできません。
国保のレセプト種別で法別番号に「００」以外、退職者のレセプト種別で法別番号に「６７」以外、後
期高齢者のレセプト種別で法別番号に「３９」以外が記録された。

176 L3 Ｌ３１２２ 後期高齢者被保険者番号に8桁の数字以外が記録されています。被保険者番号を確認してください。 後期高齢者レセプトレセプトの被保険者番号に８桁の数字（00000000以外）以外が記録された。

177 L3 Ｌ３１２３ 第三公費の任意給付区分が誤っています。 第三公費任意給付区分の記録誤り：レセプト種別が国保・退職者の場合、「１」または省略以外。

178 L3 Ｌ３１２４ 第四公費の任意給付区分が誤っています。 第四公費任意給付区分の記録誤り：レセプト種別が国保・退職者の場合、「１」または省略以外。

179 L3 Ｌ３１２５ 第三公費は任意給付を行っていません。 第三公費任意給付対象外保険者。

180 L3 Ｌ３１２６ 第四公費は任意給付を行っていません。 第四公費任意給付対象外保険者。

181 L3 Ｌ３１２８ ● 特記事項に所得区分が複数種類記録されています。いずれか一つのみ記録してください。

平成30年7月調剤分以前の場合
特記事項に「17」、「18」、「19」、「26」、「27」、「28」、「29」、「30」のいずれかの組み合わ
せが記録された。

平成30年8月調剤分以降の場合
特記事項に「26」、「27」、「28」、「29」、「30」のいずれかの組み合わせが記録された。

182 L3 Ｌ３１２９ ● 未就学者に該当しない年齢です。 未就学者のレセプトで、未就学者に該当しない生年月日が記録された。

183 L3 Ｌ３１３０ ● 未就学者に該当する年齢です。 未就学者以外のレセプトで、未就学者に該当する生年月日が記録された。

184 L3 Ｌ３１３３ ● 男女区分に誤ったコードが記録されています。 男女区分が記録条件仕様に定められた値で記録されていない。

185 L3 Ｌ３１３４ ● 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。 生年月日に誤った生年が記録された。

186 L3 Ｌ３１３６ ● 調剤年月の翌月以降の生年月日が記録されています。 調剤年月の翌月以降の生年月日が記録された。

187 L3 Ｌ３１３７ 後期高齢者に該当しない年齢です。 後期高齢者に該当しない生年月日が記録された。

188 L3 Ｌ３１３８ 高齢受給者又は後期高齢者に該当する年齢です。 本人又は家族のレセプトで、高齢受給者又は後期高齢者に該当する生年月日が記録された。

189 L3 Ｌ３１４３ 高齢受給者に該当しない年齢です。 高齢受給者のレセプトで、高齢受給者に該当しない生年月日が記録された。

190 L3 Ｌ３１４５ 生年月日が正しい暦年月日で記録されていません。 暦年月日以外の生年月日が記録された。

191 L3 Ｌ３１４６ ● 被保険者証番号部に数字の記録がありません。 被保険者証番号に数字が記録されていない。

192 L3 Ｌ３１４９ ● 被保険者証記号番号に外字が含まれています。 被保険者証記号又は番号に外字が記録された。

193 L3 Ｌ３１６０ ●
処方箋発行医療機関の名称の記録が必要なレセプトですが、処方箋発行医療機関の名称が記録され
ていません。

処方箋発行医療機関の名称の記録が必要なレセプトで、処方箋発行医療機関の名称が記録されていない
又は全桁スペースが記録された。

194 L3 Ｌ３１６１ 処方箋発行医療機関の名称に外字が含まれています。 処方箋発行医療機関の名称に外字が記録された。

195 L3 Ｌ３１６２ ●
処方箋発行医療機関の所在地の記録が必要なレセプトですが、処方箋発行医療機関の所在地が記録
されていません。

処方箋発行医療機関の所在地の記録が必要なレセプトで、処方箋発行医療機関の所在地が記録されてい
ない又は全桁スペースが記録された。

※1　「受付不能ASP」欄に「●」があるチェックは、保険薬局の修正を必須とするチェックです。
※2　受付処理結果リスト、受付・事務点検ASP結果リスト及びオンライン確認試験結果リストに出力されるメッセージです。 11 / 25 



受付・事務点検ASPに係るチェック一覧（調剤）

項番 種別
エラー
コード

受付不能
ASP

（※1）
エラー又は確認事項（※2） エラー原因 備考

196 L3 Ｌ３１６３ 処方箋発行医療機関の所在地に外字が含まれています。 処方箋発行医療機関の所在地に外字が記録された。

197 L3 Ｌ３１６４ 保険医氏名に外字が含まれています。 保険医氏名に外字が記録された。

198 L3 Ｌ３１６５ ● 麻薬免許番号に外字が含まれています。 麻薬免許番号に外字が記録された。

199 L3 Ｌ３１６６ 第一公費の任意給付区分が誤っています。 第一公費任意給付区分の記録誤り：レセプト種別が国保・退職者の場合、「１」または省略以外。

200 L3 Ｌ３１６７ 第二公費の任意給付区分が誤っています。 第二公費任意給付区分の記録誤り：レセプト種別が国保・退職者の場合、「１」または省略以外。

201 L3 Ｌ３１６８ 第一公費は任意給付を行っていません。 第一公費任意給付対象外保険者。

202 L3 Ｌ３１６９ 第二公費は任意給付を行っていません。 第二公費任意給付対象外保険者。

203 L3 Ｌ３１７６ ● 当該レセプト種別では当該管掌の請求はできません。
（1）医保本人以外のレセプトで、法別07が記録された。
（2）高齢受給者7割のレセプトで、法別03又は04が記録された。

204 L3 Ｌ３２９７ ●
調剤情報レコードの「他医療機関受診に係る処方箋受付」に「01」（出来高入院料を算定する病床
に入院中の他医療機関受診）以外が記録されています。

調剤情報レコードの「他医療機関受診に係る処方箋受付」に「01」以外が記録された。

205 L3 Ｌ３２９８
基本料・薬学管理料レコードの「他医療機関受診に係る処方箋受付」に「01」（出来高入院料を算
定する病床に入院中の他医療機関受診）が記録されていますが、対応する調剤情報レコードが記録
されていません。

基本料・薬学管理料レコードの「他医療機関受診に係る処方箋受付」に「01」が記録された場合、調剤
情報レコードの「他医療機関受診に係る処方箋受付」に「01」が記録された同一処方箋受付回の調剤情
報レコードが記録されていない。

206 L3 Ｌ３２９９
基本料・薬学管理料レコードの「他医療機関受診に係る処方箋受付」に「02」（療養病棟入院基本
料等を算定する病床に入院中の他医療機関受診）を記録した場合、調剤情報レコードは記録できま
せん。

基本料・薬学管理料レコードの「他医療機関受診に係る処方箋受付」に「02」が記録された場合、処方
箋受付回が同一の調剤情報レコードが記録された。

207 L3 Ｌ３３００
基本料・薬学管理料レコードの「他医療機関受診に係る処方箋受付」に「03」（ＤＰＣ入院中の他
医療機関受診）が記録されています。

基本料・薬学管理料レコードの「他医療機関受診に係る処方箋受付」に「03」が記録された。

208 L3 Ｌ３３０６ ● 減点医薬品の減点点数が記録されていません。 減点医薬品の場合、減点点数が記録されていない、又は０点が記録された。

209 L3 Ｌ３３０９ ● 医薬品の使用量が記録されていません。 医薬品の使用量が記録されていない又は「0」が記録された。

210 L3 Ｌ３３１２ ● 特定器材名称に外字が含まれています。
平成29年3月調剤分以前の場合
特定器材名称に外字が記録された。

211 L3 Ｌ３３１３ ● 特定器材の単価が記録されていません。 都道府県購入価格を使用する特定器材の場合、単価が記録されていない又は「0」が記録された。

212 L3 Ｌ３３１５ ● 未コード化特定器材が記録されていますが、特定器材名称が記録されていません。
平成29年3月調剤分以前の場合
特定器材名称が記録されていない。

213 L3 Ｌ３３２３ ●
分割技術料レコードの医師番号、処方月日、調剤月日、処方箋受付回が同一の調剤情報レコードの
いずれにも医師の指示による分割調剤のコードが記録されていません。

分割技術料レコードが記録されている場合、医師番号、処方月日、調剤月日、処方箋受付回が同一のい
ずれの調剤情報レコードにも医師の指示による分割調剤のコードが記録されていない。

214 L3 Ｌ３３２５ ● 調剤情報レコードの医師の指示による分割調剤のコードの記録が誤っています。

（1）調剤行為マスターに登録されていないコードが記録された。
（2）調剤情報レコードの医師の指示による分割調剤のコードに医師の指示による分割調剤の調剤料減
算コード以外が記録された。
（3）当該調剤年月に、廃止又は新設前のコードが記録された。

215 L3 Ｌ３３２６ ● 基本料・薬学管理料レコードの医師の指示による分割調剤の基本料コードの記録が誤っています。

（1）調剤行為マスターに登録されていないコードが記録された。
（2）基本料・薬学管理料レコードの医師の指示による分割調剤の基本料コードに医師の指示による分
割調剤の基本料減算コード以外が記録された。
（3）当該調剤年月に、廃止又は新設前のコードが記録された。

216 L3 Ｌ３３２７ ●
基本料・薬学管理料レコードの医師の指示による分割調剤の薬学管理料コードの記録が誤っていま
す。

（1）調剤行為マスターに登録されていないコードが記録された。
（2）基本料・薬学管理料レコードの医師の指示による分割調剤の薬学管理料コードに医師の指示によ
る分割調剤の薬学管理料減算コード以外が記録された。
（3）当該調剤年月に、廃止又は新設前のコードが記録された。

217 L3 Ｌ３３２８ ●
基本料・薬学管理料レコードの医師の指示による分割調剤の摘要薬学管理料コードの記録が誤って
います。

（1）調剤行為マスターに登録されていないコードが記録された。
（2）基本料・薬学管理料レコードの医師の指示による分割調剤の摘要薬学管理料コードに医師の指示
による分割調剤の摘要薬学管理料減算コード以外が記録された。
（3）当該調剤年月に、廃止又は新設前のコードが記録された。

218 L3 Ｌ３３３０ ●
調剤情報レコードの医師の指示による分割調剤の調剤料コードの記録が分割技術料レコードの分割
指示回数と一致していません。

調剤情報レコードの医師の指示による分割調剤の調剤料コードの記録が分割技術料レコードの分割指示
回数と一致していない。

219 L3 Ｌ３３３１ ●
基本料・薬学管理料レコードの医師の指示による分割調剤の基本料コードの記録が分割技術料レ
コードの分割指示回数と一致していません。

基本料・薬学管理料レコードの医師の指示による分割調剤の基本料コードの記録が分割技術料レコード
の分割指示回数と一致していない。

220 L3 Ｌ３３３２ ●
基本料・薬学管理料レコードの医師の指示による分割調剤の薬学管理料コードの記録が分割技術料
レコードの分割指示回数と一致していません。

基本料・薬学管理料レコードの医師の指示による分割調剤の薬学管理料コードの記録が分割技術料レ
コードの分割指示回数と一致していない。

※1　「受付不能ASP」欄に「●」があるチェックは、保険薬局の修正を必須とするチェックです。
※2　受付処理結果リスト、受付・事務点検ASP結果リスト及びオンライン確認試験結果リストに出力されるメッセージです。 12 / 25 



受付・事務点検ASPに係るチェック一覧（調剤）

項番 種別
エラー
コード

受付不能
ASP

（※1）
エラー又は確認事項（※2） エラー原因 備考

221 L3 Ｌ３３３３ ●
基本料・薬学管理料レコードの医師の指示による分割調剤の摘要薬学管理料コードの記録が分割技
術料レコードの分割指示回数と一致していません。

基本料・薬学管理料レコードの医師の指示による分割調剤の摘要薬学管理料コードの記録が分割技術料
レコードの分割指示回数と一致していない。

222 L3 Ｌ３３３４ ● 屯服の1回用量が記録されていません。
屯服の場合、当該処方情報内のすべての医薬品に１回用量が記録されていない又は当該処方情報内にコ
メントレコードが記録されていない。

223 L3 Ｌ３３３５ ● 用法の記録が必要な剤形で、用法が記録されていません。
（1）内服、浸煎及び湯の場合、用法コードが記録されていない。
（2）内滴及び屯服の場合、用法又はコメントが記録されていない。

224 L3 Ｌ３３３６ ● 用法コードの記録が誤っています。 用法コードが記録条件仕様に定められた値で記録されていない。

225 L3 Ｌ３３３７ ● 用法コードに未コード化用法が記録されていますが、用法特別指示が記録されていません。 用法コードが「900」の場合、用法特別指示が省略又は全桁スペースで記録された。

226 L3 Ｌ３３３８ ● 用法特別指示に外字が含まれています。 用法特別指示に外字が記録された。

227 L3 Ｌ３３３９ ●
当該処方は、医師の指示による分割調剤コードが記録されていますが、当該処方を算定先とする算
定区分「3」（漸減療法等）の調剤情報レコードに医師の指示による分割調剤コードが記録されてい
ません。

算定区分が「1」で、医師の指示による分割調剤コードが記録された調剤情報レコードの処方Ｎｏと同
一の算定先Ｎｏで、処方箋受付回が同一の調剤情報レコードで算定区分が「3」の場合、医師の指示に
よる分割調剤コードが記録されていない。

228 L3 Ｌ３３４０ ●
当該処方は、医師の指示による分割調剤コードが記録されていませんが、当該処方を算定先とする
算定区分「3」（漸減療法等）の調剤情報レコードに医師の指示による分割調剤コードが記録されて
います。

算定区分が「1」で、医師の指示による分割調剤コードが記録されていない調剤情報レコードの処方Ｎ
ｏと同一の算定先Ｎｏで、処方箋受付回が同一の調剤情報レコードで算定区分が「3」の場合、医師の
指示による分割調剤コードが記録された。

229 L3 Ｌ３３４１ ●
処方箋発行医療機関の医療機関コードの記録が必要なレセプトですが、処方箋発行医療機関の医療
機関コードが記録されていません。

処方箋発行医療機関の医療機関コードが記録されていない。
（外来服薬支援料1及び退院時共同指導料に係るレセプトを除く。）

230 L3 Ｌ３３４２ ●
審査支払機関に登録されていない医療機関コードがレセプト共通レコードの処方箋発行医療機関
コードに記録されています。

審査支払機関に登録されていない医療機関コードが処方箋発行医療機関コードに記録された。

231 L3 Ｌ３３４３ ● 記録された医師番号に対する医師名が記録されていません。
（1）保険医氏名が省略（スペース）である医師番号が記録された。
（2）医師番号に「0」が記録された。

232 L3 Ｌ３３４５ ● 処方月日が正しい暦年月日で記録されていません。 暦年月日以外の処方月日が記録された。

233 L3 Ｌ３３４７ ● 調剤月日が正しい暦年月日で記録されていません。 暦年月日以外の調剤月日が記録された。

234 L3 Ｌ３３４８ ● 生年月日の前日以前の処方月日が記録されています。 生年月日の前日以前の処方月日が記録された。

235 L3 Ｌ３３４９ ●
同一処方箋受付回で、調剤年月日が一致していません。処方箋受付回に対応する調剤年月日を確認
してください。

同一処方箋受付回で、異なる調剤年月日が記録された。

236 L3 Ｌ３３５１ ● 調剤数量を記録してください。
調剤数量が記録されていない又は「0」が記録された。（医師の指示による分割調剤コードが記録さ
れ、算定区分が「3」の場合を除く。）

237 L3 Ｌ３３５３ ● 算出後3点未満の調剤基本料に対して、調剤基本料加算が記録されています。 調剤基本料に算出後3点未満の合成コードが記録されているが、調剤基本料加算が記録されています。

238 L3 Ｌ３３５４ ● 調剤基本料の計算結果が3点未満になっています。
調剤基本料の計算結果が3点未満の場合は3点を算定するが、算出後3点未満の合成コードが記録されて
いない

239 L3 Ｌ３３５５ ● 薬剤調製料コードの記録が誤っています。
（1）調剤行為マスターに登録されていないコードが記録された。
（2）調剤情報レコードの調剤料に、薬剤調製料コード以外のコードが記録された。
（3）当該調剤年月に、廃止又は新設前の薬剤調製料コードが記録された。

240 L3 Ｌ３３５７ ●
当該処方Ｎｏに係る薬剤調製料算定先Ｎｏの調剤情報に、当該処方Ｎｏに記録されている処方箋受
付回と同じ処方箋受付回が記録されていません。

薬剤調製料算定先Ｎｏに指定された処方情報内に、同一の処方箋受付回の調剤情報レコードが記録され
ていない。

241 L3 Ｌ３３５８ ●
当該処方は、漸減療法等により、他の処方で調剤数量を合算する設定となっていますが、当該算定
先Ｎｏ（合算先）が、さらに他の処方で調剤数量を合算する設定となっています。算定先Ｎｏに
は、調剤数量を合算する処方Ｎｏを記録してください。

漸減療法等の薬剤調製料算定先Ｎｏに指定された調剤情報レコードの算定区分に「3」が記録された。

242 L3 Ｌ３３５９ ● 当該処方の剤形と、算定先Ｎｏの剤形が異なっています。 剤形の異なる薬剤調製料算定先Ｎｏが記録された。

243 L3 Ｌ３３６０ ●

当該処方は、薬剤調製料の算定に関して、服用時点が同一のため、他の処方（算定先Ｎｏ）を参照
する設定となっていますが、当該算定先処方情報の算定先Ｎｏの設定が、さらに漸減療法又は服用
時点同一により、他の処方を参照する設定となっています。算定先Ｎｏには、参照する最終の処方
Ｎｏを記録してください。

服用時点同一の薬剤調製料算定先Ｎｏに指定された調剤情報レコードの算定区分に「３」（漸減療法
等）、「４」（服用時点同一）又は「６」（同一有効成分、剤形）が記録された。

244 L3 Ｌ３３６１ ● 剤形に適合しない薬剤調製料コードが記録されています。 剤形に適合しない薬剤調製料コードが記録された。

245 L3 Ｌ３３６２ ● 外来服薬支援料2コードの記録が誤っています。

（1）調剤行為マスターに登録されていないコードが記録された。
（2）調剤情報レコードの外来服薬支援料2に、外来服薬支援料2コード以外のコードが記録された。
（3）医師の指示による分割調剤に係るコードが記録された。
（4）当該調剤年月に、廃止又は新設前の外来服薬支援料2コードが記録された。

246 L3 Ｌ３３６３ ●
基本料・薬学管理料レコードの医師の指示による分割調剤の調剤基本料コードが記録されています
が、調剤基本料、調剤基本料加算コードのいずれにも分割対象のコードが記録されていません。

基本料・薬学管理料レコードの医師の指示による分割調剤の調剤基本料コードが記録されているが、調
剤基本料、調剤基本料加算のいずれにも分割対象のコードが記録されていない。

247 L3 Ｌ３３６４ ●
基本料・薬学管理料レコードの医師の指示による分割調剤の薬学管理料コードが記録されています
が、薬学管理料コードのいずれにも分割対象のコードが記録されていません。

基本料・薬学管理料レコードの医師の指示による分割調剤の薬学管理料コードが記録されているが、薬
学管理料コードのいずれにも分割対象のコードが記録されていない。

※1　「受付不能ASP」欄に「●」があるチェックは、保険薬局の修正を必須とするチェックです。
※2　受付処理結果リスト、受付・事務点検ASP結果リスト及びオンライン確認試験結果リストに出力されるメッセージです。 13 / 25 



受付・事務点検ASPに係るチェック一覧（調剤）

項番 種別
エラー
コード

受付不能
ASP

（※1）
エラー又は確認事項（※2） エラー原因 備考

248 L3 Ｌ３３６５ ●
基本料・薬学管理料レコードの医師の指示による分割調剤の摘要薬学管理料コードが記録されてい
ますが、摘要薬学管理料コードのいずれにも分割対象のコードが記録されていません。

基本料・薬学管理料レコードの医師の指示による分割調剤の摘要薬学管理料コードが記録されている
が、摘要薬学管理料コードのいずれにも分割対象のコードが記録されていない。

249 L3 Ｌ３３６７ ● 加算料コードの記録が誤っています。

（1）調剤行為マスターに登録されていないコードが記録された。
（2）調剤情報レコードの加算料に、加算料コード以外のコードが記録された。
（3）医師の指示による分割調剤に係るコードが記録された。
（4）当該調剤年月に、廃止又は新設前の加算料コードが記録された。

250 L3 Ｌ３３６８ ● 加算料コードの記録が誤っています。

（1）調剤行為マスターに登録されていないコードが記録された。
（2）調剤情報レコードの加算料に、加算料コード以外のコードが記録された。
（3）医師の指示による分割調剤に係るコードが記録された。
（4）当該調剤年月に、廃止又は新設前の加算料コードが記録された。

251 L3 Ｌ３３６９ ● 加算料コードの記録が誤っています。

（1）調剤行為マスターに登録されていないコードが記録された。
（2）調剤情報レコードの加算料に、加算料コード以外のコードが記録された。
（3）医師の指示による分割調剤に係るコードが記録された。
（4）当該調剤年月に、廃止又は新設前の加算料コードが記録された。

252 L3 Ｌ３３７０ ● 加算料コードの記録が誤っています。

（1）調剤行為マスターに登録されていないコードが記録された。
（2）調剤情報レコードの加算料に、加算料コード以外のコードが記録された。
（3）医師の指示による分割調剤に係るコードが記録された。
（4）当該調剤年月に、廃止又は新設前の加算料コードが記録された。

253 L3 Ｌ３３７１ ● 加算料コードの記録が誤っています。

（1）調剤行為マスターに登録されていないコードが記録された。
（2）調剤情報レコードの加算料に、加算料コード以外のコードが記録された。
（3）医師の指示による分割調剤に係るコードが記録された。
（4）当該調剤年月に、廃止又は新設前の加算料コードが記録された。

254 L3 Ｌ３３７２ ● 加算料コードの記録が誤っています。

（1）調剤行為マスターに登録されていないコードが記録された。
（2）調剤情報レコードの加算料に、加算料コード以外のコードが記録された。
（3）医師の指示による分割調剤に係るコードが記録された。
（4）当該調剤年月に、廃止又は新設前の加算料コードが記録された。

255 L3 Ｌ３３７３ ● 加算料コードの記録が誤っています。

（1）調剤行為マスターに登録されていないコードが記録された。
（2）調剤情報レコードの加算料に、加算料コード以外のコードが記録された。
（3）医師の指示による分割調剤に係るコードが記録された。
（4）当該調剤年月に、廃止又は新設前の加算料コードが記録された。

256 L3 Ｌ３３７４ ● 加算料コードの記録が誤っています。

（1）調剤行為マスターに登録されていないコードが記録された。
（2）調剤情報レコードの加算料に、加算料コード以外のコードが記録された。
（3）医師の指示による分割調剤に係るコードが記録された。
（4）当該調剤年月に、廃止又は新設前の加算料コードが記録された。

257 L3 Ｌ３３７５ ● 加算料コードの記録が誤っています。

（1）調剤行為マスターに登録されていないコードが記録された。
（2）調剤情報レコードの加算料に、加算料コード以外のコードが記録された。
（3）医師の指示による分割調剤に係るコードが記録された。
（4）当該調剤年月に、廃止又は新設前の加算料コードが記録された。

258 L3 Ｌ３３７６ ● 加算料コードの記録が誤っています。

（1）調剤行為マスターに登録されていないコードが記録された。
（2）調剤情報レコードの加算料に、加算料コード以外のコードが記録された。
（3）医師の指示による分割調剤に係るコードが記録された。
（4）当該調剤年月に、廃止又は新設前の加算料コードが記録された。

259 L3 Ｌ３３７７ ● 調剤数量が「0」で、加算料等が記録されています。
調剤情報レコードの調剤数量が「0」で、加算料、外来服薬支援料2又は調剤管理料時間外等加算が記録
された。

260 L3 Ｌ３３７８ 記録された加算料点数が誤っています。当該加算料の点数は、基本点数の整数倍となります。 加算料点数がマスター登録点数の整数倍でない。

261 L3 Ｌ３３７９ ● 調剤レセプトでは使用できない医薬品コードが記録されています。
（1）医薬品マスターに登録されていないコードが記録された。
（2）医薬品マスターの金額種別が「1」（金額）、「4」（除算金額）、「5」（乗算金額）以外のコー
ドが記録された。

262 L3 Ｌ３３８０ ● 請求点数の計算結果がマイナスになっています。 合計点数、負担区分別点数又は医師の指示による分割調剤の分割後点数がマイナスである。

263 L3 Ｌ３３８１ ● 調剤基本料の集計結果がマイナスになっています。
基本料・薬学管理料レコードに記録された調剤基本料等及び調剤基本料減算を集計した結果、点数がマ
イナスである。

264 L3 Ｌ３３８２ ● 時間外等加算の計算結果がマイナスになっています。
基本料・薬学管理料レコードに記録された調剤基本料の時間外等加算を計算した結果、点数がマイナス
である。

265 L3 Ｌ３３８３ ● 当該剤形は、調剤数量に「1」を記録してください。 内服及び湯以外の調剤数量に2以上が記録された。

266 L3 Ｌ３３８４ ● 薬剤調製料算定可能剤数を超えています。 剤形ごとに定められた薬剤調製料算定可能剤数を超えている。

267 L3 Ｌ３３８５ ● 休日以外の調剤日に休日加算が記録されています。 休日以外に薬剤調製料又は調剤管理料休日加算が記録された。

※1　「受付不能ASP」欄に「●」があるチェックは、保険薬局の修正を必須とするチェックです。
※2　受付処理結果リスト、受付・事務点検ASP結果リスト及びオンライン確認試験結果リストに出力されるメッセージです。 14 / 25 



受付・事務点検ASPに係るチェック一覧（調剤）

項番 種別
エラー
コード

受付不能
ASP

（※1）
エラー又は確認事項（※2） エラー原因 備考

268 L3 Ｌ３３８６ ● 麻薬加算が算定されていますが、麻薬免許番号が記録されていません。
麻薬免許番号の記録なしで麻薬加算が記録された。（摘要薬学管理料に麻薬管理指導加算を記録した場
合を除く。）

269 L3 Ｌ３３８８ ● 自家製剤加算が重複して記録されています。 漸減療法等に係る1剤で、自家製剤加算が複数記録された。

270 L3 Ｌ３３８９ ● 当該剤形は、処方欄（コメントレコード）に投薬日数の記録が必要です。 浸煎の投薬日数が記録されていない。

271 L3 Ｌ３３９４ ● 調剤管理料算定可能剤数を超えています。 剤形ごとに定められた調剤管理料算定可能剤数を超えている。

272 L3 Ｌ３３９５ ●
当該処方Ｎｏに係る調剤管理料算定先Ｎｏの調剤情報に、当該処方Ｎｏに記録されている処方箋受
付回と同じ処方箋受付回が記録されていません。

調剤管理料算定先Ｎｏに指定された処方情報内に、同一の処方箋受付回の調剤情報レコードが記録され
ていない。

273 L3 Ｌ３３９６ ●
当該処方は、漸減療法等により、他の処方で調剤数量を合算する設定となっていますが、当該算定
先Ｎｏ（合算先）が、さらに他の処方で調剤数量を合算する設定となっています。算定先Ｎｏに
は、調剤数量を合算する処方Ｎｏを記録してください。

漸減療法等の調剤管理料算定先Ｎｏに指定された調剤情報レコードの算定区分に「3」が記録された。

274 L3 Ｌ３３９７ ● 当該処方の剤形と、算定先Ｎｏの剤形が異なっています。 剤形の異なる調剤管理料算定先Ｎｏが記録された。

275 L3 Ｌ３３９８ ●

当該処方は、調剤管理料の算定に関して、服用時点が同一のため、他の処方（算定先Ｎｏ）を参照
する設定となっていますが、当該算定先処方情報の算定先Ｎｏの設定が、さらに漸減療法又は服用
時点同一により、他の処方を参照する設定となっています。算定先Ｎｏには、参照する最終の処方
Ｎｏを記録してください。

服用時点同一の調剤管理料算定先Ｎｏに指定された調剤情報レコードの算定区分に「3」、「4」又は
「6」が記録された。

276 L3 Ｌ３４０８
記録された使用量、数量、回数により請求点数を計算した結果、計算不能となりました。使用量等
の記録内容を確認してください。

点数が最大桁を超える使用量、数量データ、回数が記録された。

277 L3 Ｌ３４０９
当該調剤年月では、すでに廃止されているか、あるいはまだ有効となっていないコードであるた
め、使用できません。

当該調剤年月に、廃止又は新設前の医薬品コード、特定器材コード又はコメントコードが記録された。

278 L3 Ｌ３４２７ 当該コメントコードの文字データが誤って記録されています。
当該コメントコードに診療行為マスターに登録されていない診療行為コードの文字データが誤って記録
された。

279 L3 Ｌ３４３１ 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。 日付等の記録が必要なコメントコードに日付等の形式で記録されていない。

280 L3 Ｌ３４３８ 文字データの記録が必要なコメントコードですが、文字データが記録されていません。 文字データの記録が必要なコメントコードの場合、文字データが記録されていない。

281 L3 Ｌ３４３９ ●
文字データが許容文字及び数字のみ有効のコメントコードですが、文字データに許容文字及び数字
以外が含まれています。

文字データに許容文字及び数字のみ記録するコメントコードの場合、数字以外の文字データ（コメント
パターン「４２」「８０」の場合、「≧」、「≦」、「＞」、「＜」、「＋」、「－」、「．」（ドッ
ト）を除く）が記録された。

282 L3 Ｌ３４４０ ●
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。

文字データの桁数が定められているコメントコードの場合、異なる桁数の文字データが記録された。

283 L3 Ｌ３４６２ ● 調剤で算定不可の特定器材が記録されています。 調剤で算定不可の特定器材が記録された。

284 L3 Ｌ３４６３ ● 調剤レセプトでは使用できない特定器材コードが記録されています。
（1）特定器材マスターに登録されていないコードが記録された。
（2）特定器材マスターの金額種別が「1」（金額）又は「2」（都道府県購入価格）以外のコードが記
録された。

285 L3 Ｌ３４６４ ● 特定器材の使用量が正しく記録されていません。 特定器材の使用量が記録されていない又は「0」が記録された。

286 L3 Ｌ３４６５ ● 特定器材の単位コードに誤ったコードが記録されています。 特定器材単位コードに、使用できないコードが記録された。

287 L3 Ｌ３４７１ ● 調剤レセプトでは使用できないコメントコードが記録されています。
（1）コメントレコードに、コメントマスターに登録されていないコードが記録された。
（2）コメントレコードに、コメントパターンが「41」、「90」のコードが記録された。

288 L3 Ｌ３４７２ ● コメントの文字データに外字が含まれています。 コメントレコードの文字データに、外字が記録された。

289 L3 Ｌ３５０９ ● 保険医氏名の記録が必要なレセプトですが、保険医氏名が記録されていません。 保険医氏名が必要なレセプトで、保険医氏名が記録されていない。

290 L3 Ｌ３５１４ 減免区分が「1」（減額）以外で、減額割合が記録されました。 減免区分が「1」以外の場合、減額割合が記録された。

291 L3 Ｌ３５１５ 減免区分が「1」（減額）以外で、減額金額が記録されました。 減免区分が「1」以外の場合、減額金額が記録された。

292 L3 Ｌ３５２０ 減免区分に規定外の数字が記録されました。 減免区分が記録条件仕様に定められた値で記録されていない。

293 L3 Ｌ３５２１ 減額割合に減額範囲外の割合（％）が記録されました。 減免区分が「1」の場合、減額割合が「1」～「99」又は省略以外である。

294 L3 Ｌ３５２２ 減額金額に減額範囲外の金額が記録されました。 減額金額に0円又は患者負担額を超える金額が記録された。

295 L3 Ｌ３５２４ 減免区分が「1」（減額）で、減額金額と減額後の一部負担金の両方が記録されました。 減免区分が「1」（減額）であって、一部負担金が記録されている場合、減額金額が記録された。

296 L3 Ｌ３５２５ 減免区分が「1」（減額）で、減額後の一部負担金が記録されていません。
（1）医保本人、未就学者、家族の場合減免区分が「1」で、減額後の一部負担金が記録されていない。
（2）高齢受給者の場合減免区分が「1」で、減額割合が省略されているが、減額後の一部負担金が記録
されていない。

297 L3 Ｌ３５２８ 減額割合と減額金額の両方が記録されました。 減免区分が「1」の場合、減額割合及び減額金額双方が記録された。

298 L3 Ｌ３５３９ ● 一部負担金・食事療養費・生活療養費標準負担額区分に誤ったコードが記録されています。 医保本人、未就学者、家族のレセプトで、一部負担金区分コードが記録された。

※1　「受付不能ASP」欄に「●」があるチェックは、保険薬局の修正を必須とするチェックです。
※2　受付処理結果リスト、受付・事務点検ASP結果リスト及びオンライン確認試験結果リストに出力されるメッセージです。 15 / 25 



受付・事務点検ASPに係るチェック一覧（調剤）

項番 種別
エラー
コード

受付不能
ASP

（※1）
エラー又は確認事項（※2） エラー原因 備考

299 L3 Ｌ３５５４ ●
高齢受給者7割レセプト及び特記事項「29」（区エ）が記録された高齢受給者一般レセプトに一部負
担金区分コードが記録されています。

平成30年7月調剤分以前の場合
高齢受給者7割レセプトで、一部負担金区分コードが記録された。

平成30年8月調剤分以降の場合
高齢受給者7割レセプト及び特記事項に「29」が記録された高齢受給者一般レセプトで一部負担金区分
コードが記録された。

300 L3 Ｌ３６０１ ●
時間外等加算の算定時は、摘要欄（ＴＫレコード）に調剤月日及び調剤時間等当該加算を算定した
事由の記録が必要です。

時間外等加算が記録されているが、摘要欄レコードが記録されていない。

301 L3 Ｌ３６０２ ●
長期投薬情報提供料2の算定時は、摘要欄（ＴＫレコード）に指導の対象となる調剤年月日、投薬日
数及び指導日の記録が必要です。

長期投薬情報提供料2が記録されているが、摘要欄レコードが記録されていない。

302 L3 Ｌ３６０３ ●
在宅患者訪問薬剤管理指導料を月に2回以上算定した場合、摘要欄（ＴＫレコード）に算定の対象と
なる訪問指導日の記録が必要です。

在宅患者訪問薬剤管理指導料が2回以上記録されているが、摘要欄レコードが記録されていない。

303 L3 Ｌ３６０４ ●
長期投薬情報提供料1の算定時は、摘要欄（ＴＫレコード）に情報提供の対象となる調剤年月日、投
薬日数及び情報提供日の記録が必要です。

長期投薬情報提供料1が記録されているが、摘要欄レコードが記録されていない。

304 L3 Ｌ３６５１ ● 摘要欄に調剤レセプトでは使用できないコメントコードが記録されています。
（1）摘要欄レコードにコメントマスターに登録されていないコードが記録された。
（2）摘要欄レコードにコメントパターンが「41」、「90」のコードが記録された。

305 L3 Ｌ３６５２ ● 摘要欄の文字データに外字が含まれています。 摘要欄レコードのコメントコードの文字データに外字が記録された。

306 L3 Ｌ３６５３
摘要欄に文字データの記録が必要なコメントコードが記録されていますが、文字データが記録され
ていません。

摘要欄レコードに係る文字データの記録が必要なコメントコードの場合、文字データが記録されていな
い又はスペースが記録された。

307 L3 Ｌ３６５４ ●
摘要欄に許容文字及び数字のみ有効のコメントコードが記録されていますが、文字データに許容文
字及び数字以外が含まれています。

文字データに許容文字及び数字のみ記録するコメントコードの場合、数字以外の文字データ（コメント
パターン「４２」「８０」の場合、「≧」、「≦」、「＞」、「＜」、「＋」、「－」、「．」（ドッ
ト）を除く）が記録された。

308 L3 Ｌ３６５５ ●
摘要欄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。

摘要欄レコードに係る文字データの桁数が決められているコメントコードの場合、異なる桁数の文字
データが記録された。

309 L3 Ｌ３６５６ ● 調剤情報レコードの調剤数量が分割対象調剤数量を超過しています。 調剤情報レコードの調剤数量が分割対象調剤数量を超過して記録された。

310 L3 Ｌ３６５７ ●
外来服薬支援料2が記録された調剤情報レコードの一包化日数が分割対象一包化日数を超過していま
す。

外来服薬支援料2(令和4年3月調剤分以前は一包化加算)が記録された調剤情報レコードの一包化日数が
分割対象一包化日数を超過して記録された。

311 L3 Ｌ３６５８ ●
調剤情報レコードの医師の指示による分割調剤のコードの記録があり、外来服薬支援料2が記録され
ていますが、分割対象一包化日数が記録されていません。

調剤情報レコードの医師の指示による分割調剤のコードの記録があり、外来服薬支援料2(令和4年3月調
剤分以前は一包化加算)が記録されているが、分割対象一包化日数が記録されていない。

312 L3 Ｌ３６５９ ● 調剤情報レコードの分割対象一包化日数が分割対象調剤数量を超過しています。 調剤情報レコードの分割対象一包化日数が分割対象調剤数量を超過して記録された。

313 L3 Ｌ３６６０ ● 分割技術料レコードの処方月日に平成28年3月31日以前が記録されています。 分割技術料レコードの処方月日に平成28年3月31日以前が記録された。

314 L3 Ｌ３６６１ ● 調剤情報レコードの分割区分が分割技術料レコードの分割指示回数を超過しています。
医師の指示による分割調剤のコードが記録された調剤情報レコードの医師の指示による分割調剤の分割
区分が、医師番号、処方月日、調剤月日及び処方箋受付回が同一の分割技術料レコードに記録された分
割指示回数を超過して記録された。

315 L3 Ｌ３６６２ ● 処方月日と調剤月日が同一で、分割区分に「1」以外が記録されています。

（1）医師の指示による分割調剤のコードが記録されていない調剤情報レコードの分割調剤の分割区分
に「1」以外が記録された場合、処方月日と調剤月日が同一で記録された。
（2）医師の指示による分割調剤のコードが記録された調剤情報レコードの医師の指示による分割調剤
の分割区分に「1」以外が記録された場合、処方月日と調剤月日が同一で記録された。

316 L3 Ｌ３６６３ ● 減算対象ではない調剤基本料に調剤基本料減算が記録されています。 減算対象ではない調剤基本料に調剤基本料減算が記録された。

317 L3 Ｌ３７０１ ●
長期投薬及び後発医薬品に係る処方箋受付における分割調剤のみ行われた受付回に、分割調剤以外
の調剤基本料が記録されています。

長期投薬及び後発医薬品に係る処方箋受付における分割調剤のみ行われた受付回に、分割調剤以外の調
剤基本料が記録された。

318 L3 Ｌ３７０３ ● 調剤基本料と異なる負担区分で調剤基本料加算が記録されています。
調剤基本料加算(夜間・休日等加算及び在宅患者調剤加算を除く）の負担区分に、調剤基本料と異なる
負担区分が記録された。

319 L3 Ｌ３７０４ ● 調剤基本料コードが誤って記録されています。
（1）調剤行為マスターに登録されていないコードが記録された。
（2）基本料・薬学管理料レコードの調剤基本料に調剤基本料コード以外のコードが記録された。
（3）当該調剤年月に、廃止又は新設前の調剤基本料コードが記録された。

320 L3 Ｌ３７０５ ● 2種類以上の調剤基本料コードが混在して記録されています。 2種類以上の調剤基本料コードが混在して記録された。

321 L3 Ｌ３７０６ ● 休日以外で、薬学管理料の休日加算が記録されています。 調剤月日が休日以外の場合、薬学管理料の休日加算が記録された。

322 L3 Ｌ３７０７ ● 薬学管理料コードの記録が誤っています。

（1）調剤行為マスターに登録されていないコードが記録された。
（2）基本料・薬学管理料レコードの薬学管理料に薬学管理料コード以外のコードが記録された。
（3）医師の指示による分割調剤に係るコードが記録された。
（4）当該調剤年月に、廃止又は新設前の薬学管理料コードが記録された。

※1　「受付不能ASP」欄に「●」があるチェックは、保険薬局の修正を必須とするチェックです。
※2　受付処理結果リスト、受付・事務点検ASP結果リスト及びオンライン確認試験結果リストに出力されるメッセージです。 16 / 25 



受付・事務点検ASPに係るチェック一覧（調剤）

項番 種別
エラー
コード

受付不能
ASP

（※1）
エラー又は確認事項（※2） エラー原因 備考

323 L3 Ｌ３７０８ ● 薬学管理料コードの記録が誤っています。

（1）調剤行為マスターに登録されていないコードが記録された。
（2）基本料・薬学管理料レコードの薬学管理料に薬学管理料コード以外のコードが記録された。
（3）医師の指示による分割調剤に係るコードが記録された。
（4）当該調剤年月に、廃止又は新設前の薬学管理料コードが記録された。

324 L3 Ｌ３７０９ ● 薬学管理料コードの記録が誤っています。

（1）調剤行為マスターに登録されていないコードが記録された。
（2）基本料・薬学管理料レコードの薬学管理料に薬学管理料コード以外のコードが記録された。
（3）医師の指示による分割調剤に係るコードが記録された。
（4）当該調剤年月に、廃止又は新設前の薬学管理料コードが記録された。

325 L3 Ｌ３７１０ ● 薬学管理料コードの記録が誤っています。

（1）調剤行為マスターに登録されていないコードが記録された。
（2）基本料・薬学管理料レコードの薬学管理料に薬学管理料コード以外のコードが記録された。
（3）医師の指示による分割調剤に係るコードが記録された。
（4）当該調剤年月に、廃止又は新設前の薬学管理料コードが記録された。

326 L3 Ｌ３７１１ ● 薬学管理料コードの記録が誤っています。

（1）調剤行為マスターに登録されていないコードが記録された。
（2）基本料・薬学管理料レコードの薬学管理料に薬学管理料コード以外のコードが記録された。
（3）医師の指示による分割調剤に係るコードが記録された。
（4）当該調剤年月に、廃止又は新設前の薬学管理料コードが記録された。

327 L3 Ｌ３７１２ ● 薬学管理料コードの記録が誤っています。

（1）調剤行為マスターに登録されていないコードが記録された。
（2）基本料・薬学管理料レコードの薬学管理料に薬学管理料コード以外のコードが記録された。
（3）医師の指示による分割調剤に係るコードが記録された。
（4）当該調剤年月に、廃止又は新設前の薬学管理料コードが記録された。

328 L3 Ｌ３７１３ ● 薬学管理料コードの記録が誤っています。

（1）調剤行為マスターに登録されていないコードが記録された。
（2）基本料・薬学管理料レコードの薬学管理料に薬学管理料コード以外のコードが記録された。
（3）医師の指示による分割調剤に係るコードが記録された。
（4）当該調剤年月に、廃止又は新設前の薬学管理料コードが記録された。

329 L3 Ｌ３７１４ ● 薬学管理料コードの記録が誤っています。

（1）調剤行為マスターに登録されていないコードが記録された。
（2）基本料・薬学管理料レコードの薬学管理料に薬学管理料コード以外のコードが記録された。
（3）医師の指示による分割調剤に係るコードが記録された。
（4）当該調剤年月に、廃止又は新設前の薬学管理料コードが記録された。

330 L3 Ｌ３７１５ ● 薬学管理料コードの記録が誤っています。

（1）調剤行為マスターに登録されていないコードが記録された。
（2）基本料・薬学管理料レコードの薬学管理料に薬学管理料コード以外のコードが記録された。
（3）医師の指示による分割調剤に係るコードが記録された。
（4）当該調剤年月に、廃止又は新設前の薬学管理料コードが記録された。

331 L3 Ｌ３７１６ ● 薬学管理料コードの記録が誤っています。

（1）調剤行為マスターに登録されていないコードが記録された。
（2）基本料・薬学管理料レコードの薬学管理料に薬学管理料コード以外のコードが記録された。
（3）医師の指示による分割調剤に係るコードが記録された。
（4）当該調剤年月に、廃止又は新設前の薬学管理料コードが記録された。

332 L3 Ｌ３７１７ ● 薬学管理料コードの記録が誤っています。

（1）調剤行為マスターに登録されていないコードが記録された。
（2）基本料・薬学管理料レコードの薬学管理料に薬学管理料コード以外のコードが記録された。
（3）医師の指示による分割調剤に係るコードが記録された。
（4）当該調剤年月に、廃止又は新設前の薬学管理料コードが記録された。

333 L3 Ｌ３７１８ ● 薬学管理料コードの記録が誤っています。

（1）調剤行為マスターに登録されていないコードが記録された。
（2）基本料・薬学管理料レコードの薬学管理料に薬学管理料コード以外のコードが記録された。
（3）医師の指示による分割調剤に係るコードが記録された。
（4）当該調剤年月に、廃止又は新設前の薬学管理料コードが記録された。

334 L3 Ｌ３７１９ ● 摘要薬学管理料コードの記録が誤っています。

（1）調剤行為マスターに登録されていないコードが記録された。
（2）基本料・薬学管理料レコードの摘要薬学管理料に薬学管理料コード以外のコードが記録された。
（3）医師の指示による分割調剤に係るコードが記録された。
（4）当該調剤年月に、廃止又は新設前の薬学管理料コードが記録された。

335 L3 Ｌ３７２０ ● 摘要薬学管理料コードの記録が誤っています。

（1）調剤行為マスターに登録されていないコードが記録された。
（2）基本料・薬学管理料レコードの摘要薬学管理料に薬学管理料コード以外のコードが記録された。
（3）医師の指示による分割調剤に係るコードが記録された。
（4）当該調剤年月に、廃止又は新設前の薬学管理料コードが記録された。

336 L3 Ｌ３７２１ ● 摘要薬学管理料コードの記録が誤っています。

（1）調剤行為マスターに登録されていないコードが記録された。
（2）基本料・薬学管理料レコードの摘要薬学管理料に薬学管理料コード以外のコードが記録された。
（3）医師の指示による分割調剤に係るコードが記録された。
（4）当該調剤年月に、廃止又は新設前の薬学管理料コードが記録された。

337 L3 Ｌ３７２２ 摘要薬学管理料の前回調剤年月日に、レセプトの調剤年月以降の日付が記録されています。 前回調剤年月日に、レセプトの調剤年月以降の日付が記録された。

※1　「受付不能ASP」欄に「●」があるチェックは、保険薬局の修正を必須とするチェックです。
※2　受付処理結果リスト、受付・事務点検ASP結果リスト及びオンライン確認試験結果リストに出力されるメッセージです。 17 / 25 



受付・事務点検ASPに係るチェック一覧（調剤）
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エラー
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338 L3 Ｌ３７２３ ● 摘要薬学管理料の前回調剤数量が記録されていません。
前回調剤数量の記録が必要な摘要薬学管理料が記録されている場合、前回調剤数量が記録されていない
又は「０」が記録された。

339 L3 Ｌ３７２４ ● 摘要薬学管理料の前回調剤年月日の年号区分コードが誤って記録されています。 前回調剤年月日に誤った前回調剤年が記録された。

340 L3 Ｌ３７２５ ● 摘要薬学管理料の前回調剤年月日が正しい暦年月日で記録されていません。 暦年月日以外の前回調剤年月日が記録された。

341 L3 Ｌ３７２６ ● 当該薬学管理料の回数が「0」で記録されています。 薬学管理料の回数に「0」が記録された。

342 L3 Ｌ３７２７ ● 当該薬学管理料の回数が「0」で記録されています。 摘要薬学管理料の回数に「0」が記録された。

343 L3 Ｌ３７２９ ●
記録された薬学管理料点数が誤っています。当該薬学管理料の点数は、必ず基本点数の整数倍とな
ります。

薬学管理料点数がマスター登録点数の整数倍以外で記録された。

344 L3 Ｌ３７３０ ●
調剤基本料加算が記録されましたが、当該薬学管理料レコードに調剤基本料が記録されていませ
ん。

調剤基本料が記録されていない場合、調剤基本料加算（夜間・休日等加算及び在宅患者調剤加算を除
く）が記録された。

345 L3 Ｌ３７３１ 調剤基本料と同一処方箋受付回の調剤情報が記録されていません。
基本料・薬学管理料レコードの処方箋受付回に「0」以外が記録されている場合、同一処方箋受付回の
調剤情報レコードが記録されていない。

346 L3 Ｌ３７３２ ●
同一処方箋受付回に同一の調剤基本料が2回以上記録されているか、2種類以上の調剤基本料が記録
されています。

（1）同一処方箋受付回に、同一の調剤基本料が複数記録された。
（2）同一処方箋受付回に、2種類以上の調剤基本料が記録された。

347 L3 Ｌ３７３４ ● 休日以外で、調剤基本料の休日加算が記録されています。 調剤月日が休日以外の場合、調剤基本料の休日加算が記録された。

348 L3 Ｌ３７３５ ●
調剤基本料（長期投薬）（2回目以降の分割調剤）に、同時算定できない薬学管理料が記録されてい
ます。

調剤基本料（長期投薬）（2回目以降の分割調剤）が記録された場合、同時に算定できない薬学管理料
が記録された。

349 L3 Ｌ３７３６ ●
調剤基本料（長期投薬）（2回目以降の分割調剤）の記録に対する、同一処方箋受付回の調剤情報レ
コードに分割調剤の2回目以降の記録がないか、分割調剤種類が誤っています。

（1）調剤基本料（長期投薬）（2回目以降の分割調剤）が記録された場合、同一処方箋受付回の調剤情
報レコードに「2」以上の分割区分が記録されていない。
（2）調剤基本料（長期投薬）（2回目以降の分割調剤）が記録された場合、同一処方箋受付回の調剤情
報レコードの分割調剤種類に「1」（長期投薬に係る分割調剤）が記録されていない。

350 L3 Ｌ３７３７ ● 外来服薬支援料1又は退院時共同指導料と、処方箋に基づく調剤行為が混在して記録されています。

（1）基本料・薬学管理料レコードに外来服薬支援料1又は退院時共同指導料が記録されたレセプトで、
処方基本レコードが記録された。
（2）基本料・薬学管理料レコードに外来服薬支援料1又は退院時共同指導料が記録されたレセプトで、
基本料・薬学管理料レコードの調剤基本料又は調剤基本料加算が記録された。

351 L3 Ｌ３７３８ ●
外来服薬支援料1又は退院時共同指導料が記録されていますが、基本料・薬学管理料レコードの処方
箋受付回に「0」以外が記録されています。

基本料・薬学管理料レコードに外来服薬支援料1又は退院時共同指導料が記録された場合、当該基本
料・薬学管理料レコードの処方箋受付回に「0」以外が記録された。

352 L3 Ｌ３７３９ ● 外来服薬支援料1又は退院時共同指導料と、他の薬学管理料が混在して記録されています。
基本料・薬学管理料レコードに外来服薬支援料1又は退院時共同指導料が記録された場合、当該薬学管
理料以外が記録された。

353 L3 Ｌ３７６０ ● 調剤基本料加算コードの記録が誤っています。

（1）調剤行為マスターに登録されていないコードが記録された。
（2）基本料・薬学管理料レコードの調剤基本料加算に調剤基本料加算コード以外のコードが記録され
た。
（3）医師の指示による分割調剤に係るコードが記録された。
（4）当該調剤年月に、廃止又は新設前の調剤基本料加算コードが記録された。

354 L3 Ｌ３７６４ ● 調剤基本料加算の回数に「1」以外が記録されています。 調剤基本料加算の回数に「1」以外が記録された。

355 L3 Ｌ３７６６ ●
調剤基本料（後発医薬品）（2回目の分割調剤）の記録に対する、同一処方箋受付回の調剤情報レ
コードに分割調剤の2回目の記録がないか、分割調剤種類が誤っています。

（1）調剤基本料（後発医薬品）（2回目の分割調剤）が記録された場合、同一処方箋受付回の調剤情報
レコードに「2」が記録されていない。
（2）調剤基本料（後発医薬品）（2回目の分割調剤）が記録された場合、同一処方箋受付回の調剤情報
レコードの分割調剤種類に「1」（後発医薬品に係る分割調剤）が記録されていない。

356 L3 Ｌ３７６７ ●
調剤基本料（後発医薬品）（2回目の分割調剤）と、同時算定できない薬学管理料が記録されていま
す。

調剤基本料（後発医薬品）（2回目の分割調剤）と、同時算定できない薬学管理料が記録された。

357 L3 Ｌ３７６８ ● かかりつけ薬剤師包括管理料が記録されていますが、「包括管理料等」に記録がありません。
かかりつけ薬剤師包括管理料が記録されているが、同一処方箋受付回の基本料・薬学管理料レコード又
は調剤情報レコードのいずれかに「包括管理料等」が記録されていない。

358 L3 Ｌ３７６９ ● かかりつけ薬剤師包括管理料が記録されていませんが、「包括管理料等」が記録されています。
基本料・薬学管理料レコード又は調剤情報レコードに「包括管理料等」が記録されているが、かかりつ
け薬剤師包括管理料が記録されていない。

359 L3 Ｌ３７７４ ● 摘要薬学管理料の前回調剤年月日が記録されていません。
前回調剤年月日の記録が必要な摘要薬学管理料が記録されている場合、前回調剤年月日が記録されてい
ない。

※1　「受付不能ASP」欄に「●」があるチェックは、保険薬局の修正を必須とするチェックです。
※2　受付処理結果リスト、受付・事務点検ASP結果リスト及びオンライン確認試験結果リストに出力されるメッセージです。 18 / 25 



受付・事務点検ASPに係るチェック一覧（調剤）

項番 種別
エラー
コード

受付不能
ASP

（※1）
エラー又は確認事項（※2） エラー原因 備考

360 L3 Ｌ３７７５ ● 調剤管理料コードの記録が誤っています。
（1）調剤行為マスターに登録されていないコードが記録された。
（2）調剤情報レコードの調剤管理料に、調剤管理料コード以外のコードが記録された。
（3）当該調剤年月に、廃止又は新設前の調剤管理料コードが記録された。

361 L3 Ｌ３７７６ ● 調剤管理料時間外等加算コードの記録が誤っています。

（1）調剤行為マスターに登録されていないコードが記録された。
（2）調剤情報レコードの調剤管理料時間外等加算に、調剤管理料時間外等加算コード以外のコードが
記録された。
（3）医師の指示による分割調剤に係るコードが記録された。
（4）当該調剤年月に、廃止又は新設前の調剤管理料時間外等加算コードが記録された。

362 L3 Ｌ３８０１ 国保連固有情報レコードに外字が含まれています。 国保連固有情報に外字を記録。

363 L4 Ｌ４０１０ 請求権消滅時効のレセプトです。 請求権消滅時効のレセプトが請求された。

364 L4 Ｌ４０７０ 難病医療又は特定疾患医療に係る公費が記録されていますが、所得区分が記録されていません。
平成30年7月診療（調剤）分以前の場合
高齢受給者7割又は後期高齢者7割の公費併用レセプトで、法別54、52又は法別51（601）が記録されて
いるが、特記事項に「17」（上位）又は「22」（多上）が記録されていない。

365 L4 Ｌ４０８１
当該調剤年月では、すでに廃止されているか、あるいはまだ有効となっていない保険者番号が記録
されています。

当該調剤年月に新設前又は廃止後の保険者番号が記録された。

366 L4 Ｌ４０８３
当該調剤年月では、すでに廃止されているか、あるいはまだ有効となっていない公費負担者番号が
第一公費に記録されています。

当該調剤年月に新設前又は廃止後の第一公費負担者番号が記録された。

367 L4 Ｌ４０８４
当該調剤年月では、すでに廃止されているか、あるいはまだ有効となっていない公費負担者番号が
第二公費に記録されています。

当該調剤年月に新設前又は廃止後の第二公費負担者番号が記録された。

368 L4 Ｌ４０８６
当該調剤年月では、すでに廃止されているか、あるいはまだ有効となっていない公費負担者番号が
第三公費に記録されています。

当該調剤年月に新設前又は廃止後の第三公費負担者番号が記録された。

369 L4 Ｌ４０９１
当該調剤年月では、すでに廃止されているか、あるいはまだ有効となっていない公費負担者番号が
第四公費に記録されています。

当該調剤年月に新設前又は廃止後の第四公費負担者番号が記録された。

370 L4 Ｌ４０９３ 公費負担者番号の記録優先順位を確認してください。 第一公費負担者番号の記録優先順位が誤って記録された。

371 L4 Ｌ４０９４ 公費負担者番号の記録優先順位を確認してください。 第二公費負担者番号の記録優先順位が誤って記録された。

372 L4 Ｌ４０９６ 公費負担者番号の記録優先順位を確認してください。 第三公費負担者番号の記録優先順位が誤って記録された。

373 L4 Ｌ４０９９ 公費負担者番号の記録優先順位を確認してください。 第四公費負担者番号の記録優先順位が誤って記録された。

374 L4 Ｌ４１１１ 当該レセプト種別では特記事項に「01」（公）は記録できません。 レセプト種別が医保単独以外のレセプトの特記事項に「01」が記録された。

375 L4 Ｌ４１１５ 当該レセプト種別では特記事項に「16」（長2）は記録できません。 公費レセプト又は高齢受給者レセプトの特記事項に「16」が記録された。

376 L4 Ｌ４１１７ 当該レセプト種別では特記事項に「04」（後保）は記録できません。 公費レセプト以外の特記事項に「04」（後保）が記録された。

平成26年12月診療（調剤）分以前の場合
医科及びＤＰＣの場合
国保・退職者家族及び未就学者の単独レセプトで、特記事項に「01」（公）、「02」（長）、「16」
（長2）、「17」（上位）、「18」（一般）、「19」（低所）の記録がなく、「21」（高半）が記録さ
れた。
歯科の場合
国保・退職者家族及び未就学者の単独レセプトで、特記事項に「01」（公）、「17」（上位）、「18」
（一般）、「19」（低所）の記録がなく、「21」（高半）が記録された。
調剤の場合
国保・退職者家族及び未就学者の単独レセプトで、特記事項に「01」（公）、「02」（長）、「16」
（長2）、「17」（上位）、「18」（一般）、「19」（低所）の記録がなく、「21」（高半）が記録さ
れた。

平成27年1月診療（調剤）分以降の場合
医科及びＤＰＣの場合
国保・退職者家族及び未就学者の単独レセプトで、特記事項に「01」（公）、「02」（長）、「16」
（長2）、「26」（区ア）、「27」（区イ）、「28」（区ウ）、「29」（区エ）、「30」（区オ）の記
録がなく、「21」（高半）が記録された。
歯科の場合
国保・退職者家族及び未就学者の単独レセプトで、特記事項に「01」（公）、「26」（区ア）、「27」
（区イ）、「28」（区ウ）、「29」（区エ）、「30」（区オ）の記録がなく、「21」（高半）が記録さ
れた。
調剤の場合
国保・退職者家族及び未就学者の単独レセプトで、特記事項に「01」（公）、「02」（長）、「16」
（長2）、「26」（区ア）、「27」（区イ）、「28」（区ウ）、「29」（区エ）、「30」（区オ）の記
録がなく、「21」（高半）が記録された。

377 L4 Ｌ４１２３ 特記事項「21」（高半）が記録されていますが、特記事項に高額区分の記録がありません。

※1　「受付不能ASP」欄に「●」があるチェックは、保険薬局の修正を必須とするチェックです。
※2　受付処理結果リスト、受付・事務点検ASP結果リスト及びオンライン確認試験結果リストに出力されるメッセージです。 19 / 25 



受付・事務点検ASPに係るチェック一覧（調剤）

項番 種別
エラー
コード

受付不能
ASP

（※1）
エラー又は確認事項（※2） エラー原因 備考

378 L4 Ｌ４１３７ 後期高齢者に該当する年齢です。
（1）レセプト種別が後期高齢者以外で、生年月日が後期高齢者該当である。
（2）後期高齢者該当期間に算定された診療行為等がある。

379 L4 Ｌ４１５１
後期高齢者被保険者番号末尾の検証番号が検証結果と不一致です。被保険者番号を確認してくださ
い。

被保険者番号の検証番号が不一致である。

380 L4 Ｌ４１５２ 第一公費受給者番号末尾の検証番号が検証結果と不一致です。受給者番号を確認してください。 第一公費受給者番号の検証番号が不一致である。

381 L4 Ｌ４１５５ 第二公費受給者番号末尾の検証番号が検証結果と不一致です。受給者番号を確認してください。 第二公費受給者番号の検証番号が不一致である。

382 L4 Ｌ４１６０ 医保受付回数をご確認ください。

長期投薬及び後発医薬品に係る処方箋受付における分割調剤以外の調剤基本料を記録したレセプト又は
医師の指示による分割調剤のコードが記録されているすべての調剤情報レコードにおいて医師の指示に
よる分割調剤の分割区分が2以上でないレセプトの場合、保険者レコードの処方箋受付回数に「0」が記
録された。

383 L4 Ｌ４１６１ 第一公費受付回数をご確認ください。

長期投薬及び後発医薬品に係る処方箋受付における分割調剤以外の調剤基本料を記録したレセプト又は
医師の指示による分割調剤のコードが記録されているすべての調剤情報レコードにおいて医師の指示に
よる分割調剤の分割区分が2以上でないレセプトの場合、第一公費に係る公費レコードの処方箋受付回
数に「0」が記録された。

384 L4 Ｌ４１６２ 第二公費受付回数をご確認ください。

長期投薬及び後発医薬品に係る処方箋受付における分割調剤以外の調剤基本料を記録したレセプト又は
医師の指示による分割調剤のコードが記録されているすべての調剤情報レコードにおいて医師の指示に
よる分割調剤の分割区分が2以上でないレセプトの場合、第二公費に係る公費レコードの処方箋受付回
数に「0」が記録された。

385 L4 Ｌ４１６４ 第三公費受付回数をご確認ください。

長期投薬及び後発医薬品に係る処方箋受付における分割調剤以外の調剤基本料を記録したレセプト又は
医師の指示による分割調剤のコードが記録されているすべての調剤情報レコードにおいて医師の指示に
よる分割調剤の分割区分が2以上でないレセプトの場合、第三公費に係る公費レコードの処方箋受付回
数に「0」が記録された。

386 L4 Ｌ４１６５ 第四公費受付回数をご確認ください。

長期投薬及び後発医薬品に係る処方箋受付における分割調剤以外の調剤基本料を記録したレセプト又は
医師の指示による分割調剤のコードが記録されているすべての調剤情報レコードにおいて医師の指示に
よる分割調剤の分割区分が2以上でないレセプトの場合、第四公費に係る公費レコードの処方箋受付回
数に「0」が記録された。

387 L4 Ｌ４１６７ 第三公費受給者番号末尾の検証番号が検証結果と不一致です。受給者番号を確認してください。 第三公費受給者番号の検証番号が不一致である。

388 L4 Ｌ４１６８ 第四公費受給者番号末尾の検証番号が検証結果と不一致です。受給者番号を確認してください。 第四公費受給者番号の検証番号が不一致である。

389 L4 Ｌ４３０１ 固定点数が誤っています。 固定点数が誤って記録された。

390 L4 Ｌ４３０２ 薬剤料の記録が誤っています。（単位薬剤料×調剤数量の値と不一致） 薬剤料の横計誤り。（単位薬剤料×調剤数量の値と一致していない。）

391 L4 Ｌ４３０３
薬評医薬品の施設基準について、地方厚生（支）局長等へ届出を行っているかご確認ください。届
出が行われている場合（受理番号が発行されている場合）はそのまま請求願います。

地域支援体制加算の施設基準届出薬局以外で薬評医薬品が記録された。
地方厚生（支）局長等へ届出を行っているか確認し、届出が行われている場合（受理番号が発行されて
いる場合）はそのまま請求願います。

392 L4 Ｌ４３０４
薬剤調製料の固定点数が誤っています。調剤情報レコードの薬剤調製料算定区分、算定先Ｎｏの記
録と併せて確認してください。

薬剤調製料算定区分及び算定先Ｎｏ等から算出した点数と異なる薬剤調製料の点数が記録された。

393 L4 Ｌ４３０６
調剤月日が同一日で、処方箋受付回が異なる調剤情報レコードが記録されていますが、それぞれの
処方箋受付回に対応する基本料・薬学管理料レコード（KI）が記録されていません。

調剤月日が同一日で、処方箋受付回が異なる調剤情報レコードが記録されているが、それぞれの処方箋
受付回に対応する基本料・薬学管理料レコードが記録されていない。

394 L4 Ｌ４３０７
特定薬剤管理指導加算が記録されていますが、特定薬剤管理指導加算の対象となる医薬品が記録さ
れていません。

特定薬剤管理指導加算が記録されているが、対象となる医薬品が記録されていない。

395 L4 Ｌ４３１３
特定器材告示価格と異なる単価が記録されています。記録を省略することも可能ですので、ご確認
ください。

特定器材単価が誤って記録された。

396 L4 Ｌ４３１６
特定器材の告示・通知名称と異なる名称が記録されています。記録を省略することも可能ですの
で、ご確認ください。

平成29年3月調剤分以前の場合
特定器材名称が誤って記録された。

397 L4 Ｌ４３２０
特定器材の単位と異なる単位コードが記録されています。記録を省略することも可能ですので、ご
確認ください。

特定器材の単位コードが不一致である。

398 L4 Ｌ４３２２ 麻薬医薬品が記録されていますが、麻薬免許番号が記録されていません。 麻薬医薬品が記録されているが、麻薬免許番号が記録されていない。

399 L4 Ｌ４３２３ 単位コードの記録が必要な特定器材ですが、単位コードが記録されていません。 特定器材マスターに単位コードが設定されていない場合で、単位コードが記録されていない。

※1　「受付不能ASP」欄に「●」があるチェックは、保険薬局の修正を必須とするチェックです。
※2　受付処理結果リスト、受付・事務点検ASP結果リスト及びオンライン確認試験結果リストに出力されるメッセージです。 20 / 25 



受付・事務点検ASPに係るチェック一覧（調剤）

項番 種別
エラー
コード

受付不能
ASP

（※1）
エラー又は確認事項（※2） エラー原因 備考

400 L4 Ｌ４３３３
外来服薬支援料2の算定された同一処方箋受付回に、最大の分割対象一包化日数が記録された処方が
複数存在しません。

分割コードが記録された調剤情報レコードに外来服薬支援料2(令和4年3月調剤分以前は一包化加算)が
記録された場合
（1）外来服薬支援料2の算定された同一処方箋受付回に、最大の分割対象一包化日数が記録された処方
が複数存在しない。
（最大の分割対象一包化日数が記録された処方に３種類以上の医薬品が記録されている場合を除く。）
（2）１剤のみで一包化した場合、一包化の対象となる（分割対象一包化日数に「１」以上が記録され
た）処方に３種類以上の医薬品が記録されていない。

401 L4 Ｌ４３３６
外来服薬支援料2が算定されていますが、当該調剤情報レコードの一包化日数に「1日以上」の日数
が記録されていません。

外来服薬支援料2(令和4年3月調剤分以前は一包化加算)が算定されている場合、当該調剤情報レコード
に「1」以上の一包化日数が記録されていない。

402 L4 Ｌ４３３７
外来服薬支援料2の算定された同一処方箋受付回に、最大の一包化日数が記録された処方が複数存在
しません。

（1）外来服薬支援料2(令和4年3月調剤分以前は一包化加算)の算定された同一処方箋受付回に、最大の
一包化日数が記録された処方が複数存在しない。（最大の一包化日数が記録された処方に3種類以上の
医薬品が記録されている場合を除く。）
（2）1剤のみで一包化した場合、一包化の対象となる（一包化日数に「1」以上が記録された）処方に3
種類以上の医薬品が記録されていない。

403 L4 Ｌ４３３８ 剤形が「9：材料」ですが加算料に係る負担区分、コード及び点数が記録されています。
剤形が「9」である処方情報内の調剤情報レコードに、加算料に係る負担区分、コード又は点数が記録
された。

404 L4 Ｌ４３３９ 医薬品1回用量が使用量を超えています。 医薬品の1回用量が使用量を超えて記録された。

405 L4 Ｌ４３４０ 剤形「内服」に調剤数量を超えた一包化日数が記録されています。 剤形が「1」である処方情報内の調剤情報レコードに、調剤数量を超えた一包化日数が記録された。

406 L4 Ｌ４３４１
長期投薬及び後発医薬品に係る処方箋受付における分割調剤の2回目以降で、当該調剤情報レコード
に外来服薬支援料2が算定されています。「前回までの一包化日数」の有無をご確認ください。

長期投薬及び後発医薬品に係る処方箋受付における分割区分に「2」以上を記録した調剤情報レコード
で外来服薬支援料2(令和4年3月調剤分以前は一包化加算)を記録しているが、前回までの一包化日数が
記録されていない。

407 L4 Ｌ４３４３ 調剤情報（ＣＺレコード）に「21」以上の医師番号が記録されています。 調剤情報レコードの医師番号に、「21」以上が記録された。

408 L4 Ｌ４３４４ 剤形「内服」に前回数量を超えた前回一包化日数が記録されています。
剤形が「1」である処方情報内の調剤情報レコードに、前回までの数量を超えた前回までの一包化日数
が記録された。

409 L4 Ｌ４３４６ 処方箋発行医療機関の開設前又は廃止後の処方月日が記録されています。 処方箋発行医療機関の開設前又は廃止後の処方年月が記録された。

410 L4 Ｌ４３４８ 保険薬局の開設以前、又は廃止以降の調剤月日が記録されています。 調剤薬局の開設前、又は廃止後の調剤月日が記録された。

411 L4 Ｌ４３５２ 内服薬調剤料の場合、調剤数量に該当しない調剤料コードが記録されています。 内服薬調剤料において、マスターに設定された下限値～上限値の範囲外の調剤数量である。

412 L4 Ｌ４３５４ 剤形が「９：材料」ですが薬剤調製料コードが記録されています。 剤形が「９」（材料）である処方情報内の調剤情報レコードに薬剤調製料コードが記録された。

413 L4 Ｌ４３５５ 剤形が「９：材料」ですが調剤管理料コードが記録されています。 剤形が「９」（材料）である処方情報内の調剤情報レコードに調剤管理料コードが記録された。

414 L4 Ｌ４３５６ 剤形が「９：材料」ですが外来服薬支援料2に係る負担区分、コード及び点数が記録されています。
剤形が「９」（材料）である処方情報内の調剤情報レコードに、外来服薬支援料2に係る負担区分、
コード又は点数が記録された。

415 L4 Ｌ４３５７
剤形が「９：材料」ですが調剤管理料時間外等加算に係る負担区分、コード及び点数が記録されて
います。

剤形が「９」（材料）である処方情報内の調剤情報レコードに、調剤管理料時間外等加算に係る負担区
分、コード又は点数が記録された。

416 L4 Ｌ４３５８ 剤形に適合しない外来服薬支援料2コードが記録されています。 剤形に適合しない外来服薬支援料2コードが記録された。

417 L4 Ｌ４３５９ 外来服薬支援料2と同時算定できない加算料があります。ご確認ください。 外来服薬支援料2と同時に算定できない加算料が記録された。

418 L4 Ｌ４３６２ 剤形に適合しない加算料コードが記録されています。 剤形に適合しない加算料コード（1）が記録された。

419 L4 Ｌ４３６３ 剤形に適合しない加算料コードが記録されています。 剤形に適合しない加算料コード（2）が記録された。

420 L4 Ｌ４３６４ 剤形に適合しない加算料コードが記録されています。 剤形に適合しない加算料コード（3）が記録された。

421 L4 Ｌ４３６５ 剤形に適合しない加算料コードが記録されています。 剤形に適合しない加算料コード（4）が記録された。

422 L4 Ｌ４３６６ 剤形に適合しない加算料コードが記録されています。 剤形に適合しない加算料コード（5）が記録された。

423 L4 Ｌ４３６７ 剤形に適合しない加算料コードが記録されています。 剤形に適合しない加算料コード（6）が記録された。

424 L4 Ｌ４３６８ 剤形に適合しない加算料コードが記録されています。 剤形に適合しない加算料コード（7）が記録された。

425 L4 Ｌ４３６９ 剤形に適合しない加算料コードが記録されています。 剤形に適合しない加算料コード（8）が記録された。

426 L4 Ｌ４３７０ 剤形に適合しない加算料コードが記録されています。 剤形に適合しない加算料コード（9）が記録された。

427 L4 Ｌ４３７１ 剤形に適合しない加算料コードが記録されています。 剤形に適合しない加算料コード（10）が記録された。

428 L4 Ｌ４３７２ 調剤料点数が0点ですが、後発医薬品調剤加算（平成24年3月1日廃止）が記録されています。 調剤料の計算結果が0点で、後発医薬品調剤加算（平成24年3月1日廃止）が記録された。

429 L4 Ｌ４３７３ 同時算定できない加算料があります。ご確認ください。 同時に算定できない加算料が記録された。

430 L4 Ｌ４３７４ 同時算定できない加算料があります。ご確認ください。 同時に算定できない加算料が記録された。

431 L4 Ｌ４３７５ 同時算定できない加算料があります。ご確認ください。 同時に算定できない加算料が記録された。

※1　「受付不能ASP」欄に「●」があるチェックは、保険薬局の修正を必須とするチェックです。
※2　受付処理結果リスト、受付・事務点検ASP結果リスト及びオンライン確認試験結果リストに出力されるメッセージです。 21 / 25 



受付・事務点検ASPに係るチェック一覧（調剤）

項番 種別
エラー
コード

受付不能
ASP

（※1）
エラー又は確認事項（※2） エラー原因 備考

432 L4 Ｌ４３７６ 同時算定できない加算料があります。ご確認ください。 同時に算定できない加算料が記録された。

433 L4 Ｌ４３７７ 同時算定できない加算料があります。ご確認ください。 同時に算定できない加算料が記録された。

434 L4 Ｌ４３７８ 同時算定できない加算料があります。ご確認ください。 同時に算定できない加算料が記録された。

435 L4 Ｌ４３７９ 同時算定できない加算料があります。ご確認ください。 同時に算定できない加算料が記録された。

436 L4 Ｌ４３８０ 同時算定できない加算料があります。ご確認ください。 同時に算定できない加算料が記録された。

437 L4 Ｌ４３８１ 同時算定できない加算料があります。ご確認ください。 同時に算定できない加算料が記録された。

438 L4 Ｌ４３８２ 同時算定できない加算料があります。ご確認ください。 同時に算定できない加算料が記録された。

439 L4 Ｌ４３８３ 外来服薬支援料2と同時に算定できない加算料が算定されています。 一包化日数が記録された調剤情報レコードに、同時に算定できない加算料コードが記録された。

440 L4 Ｌ４３８８ 麻薬医薬品の記録なしで麻薬加算が記録されています。 麻薬医薬品の記録なしで麻薬加算が記録された。

441 L4 Ｌ４３８９ 配合不適区分に「0」が記録された。 配合不適区分に「０」が記録されている。

442 L4 Ｌ４３９０ 内服薬以外で配合不適区分が記録された。 内服薬、一包化薬、浸煎薬及び湯薬以外で配合不適区分が記録されている。

443 L4 Ｌ４３９２ 1薬剤で計量混合調剤加算が記録されています。 1薬剤で計量混合調剤加算が記録された。

444 L4 Ｌ４３９３
毒薬、覚醒剤原料又は向精神薬の記録なしで毒薬加算、覚醒剤剤原料加算又は向精神薬加算が記録
されています。

毒薬、覚醒剤剤原料又は向精神薬の記録なしで毒薬加算、覚醒剤剤原料加算又は向精神薬加算が記録さ
れた。

445 L4 Ｌ４３９５ 計量混合加算と混合区分が正しく記録されていません。
計量混合加算を算定しているにも係らず、混合区分に「１」（計量混合）を記録した医薬品が存在しな
い。

446 L4 Ｌ４３９６ 自家製剤加算と混合区分が正しく記録されていません。 自家製剤加算が記録されたが、対応する混合区分「2」（自家製剤）の医薬品が記録されていない。

447 L4 Ｌ４３９７ 無菌製剤加算と混合区分が正しく記録されていません。
無菌製剤加算を算定しているにも係らず、混合区分に「３」（無菌製剤）を記録した医薬品が存在しな
い。

448 L4 Ｌ４３９８ 計量混合調剤加算が1薬剤で算定された。 計量混合加算を算定している場合、混合区分コード＝｢計量混合｣の医薬品が１薬剤しか存在しない。

449 L4 Ｌ４３９９ 後発医薬品の記録なしで後発医薬品調剤加算（平成24年3月1日廃止）が記録されています。 後発医薬品の記録なしで後発医薬品調剤加算（平成24年3月1日廃止）が記録された。

450 L4 Ｌ４４１１
選択式コメント(記載要領別表1「レセプト電算処理システム用コード」欄のコメントコード等)の記
録が必要な摘要コードが記録されていますが、対応するコメントコード等が記録されていません。

選択式コメント(記載要領別表1「レセプト電算処理システム用コード」欄のコメントコード等)の記録
が必要な摘要コード（診療行為、歯科診療行為（加算含む）、調剤行為）が記録されていますが、レセ
プト内に対応するコメントコード等が記録されていません。

451 L4 Ｌ４４２０ 調剤行為の上限回数を超過しています。 調剤行為マスターに上限回数が設定されている調剤行為で、上限回数を超えて記録された。

452 L4 Ｌ４４２２ 後期高齢者専用の調剤行為が後期高齢者以外のレセプトに記録されています。
後期高齢者以外のレセプトで、調剤行為マスターの後期高齢者適用区分が「2」（後期高齢者医療のみ
に適用される調剤行為）の調剤行為が記録された。

453 L4 Ｌ４４２８
届出と異なる施設基準を算定しています。（画診共同、他医連携、臨時的取り扱い等除く）地方厚
生（支）局長等へ届出を行っているかご確認ください。届出が行われている場合（受理番号が発行
されている場合）はそのまま請求願います。

届出と異なる施設基準の診療（調剤）が記録された。
地方厚生（支）局長等へ届出を行っているか確認し、届出が行われている場合（受理番号が発行されて
いる場合）又は、CT等を共同で利用している場合、他医療機関との連携、コロナ等の臨時的取り扱いの
場合にはそのまま請求願います。

454 L4 Ｌ４４４０ 調剤行為の上限回数を超過しています。 調剤行為で上限回数が定まっているものについて、上限回数を超えて記録された。

455 L4 Ｌ４４６６ コメントコードの日付の記録が誤っています。 コメントコードの日付の記録が誤って記録された。

456 L4 Ｌ４４９９ コメント文字データの記録は不要です。 コメントパターン｢20｣で、文字データが省略されていない。

457 L4 Ｌ４５０１ 請求点数が誤っています。 請求点数が誤って記録された。

458 L4 Ｌ４５０２ 第一公費の請求点数が誤っています。 第一公費請求点数が誤って記録された。

459 L4 Ｌ４５０３ 第二公費の請求点数が誤っています。 第二公費請求点数が誤って記録された。

460 L4 Ｌ４５１０ 第一公費合計点数の10倍以上の第一公費一部負担金が記録されています。
患者負担額（第一公費）が第一公費合計点数（点数異動がある場合は異動後の点数）の10倍以上であ
る。（法別10を除く。）

461 L4 Ｌ４５１１ 第二公費合計点数の10倍以上の第二公費一部負担金が記録されています。
患者負担額（第二公費）が第二公費合計点数（点数異動がある場合は異動後の点数）の10倍以上であ
る。

462 L4 Ｌ４５１４ 当該レセプト種別では、減額金額の記録は不要です。 高齢受給者レセプトに、減額金額が記録された。

463 L4 Ｌ４５１６ 合計点数の10倍以上の一部負担金が記録されています。 一部負担金が合計点数（点数異動がある場合は異動後の点数）の10倍以上である。

464 L4 Ｌ４５２０ 減免区分が免除又は猶予で一部負担金が記録されています。 減免区分コードが「2」（免除）又は「3」（支払猶予）で一部負担金が記録された。

※1　「受付不能ASP」欄に「●」があるチェックは、保険薬局の修正を必須とするチェックです。
※2　受付処理結果リスト、受付・事務点検ASP結果リスト及びオンライン確認試験結果リストに出力されるメッセージです。 22 / 25 



受付・事務点検ASPに係るチェック一覧（調剤）

項番 種別
エラー
コード

受付不能
ASP

（※1）
エラー又は確認事項（※2） エラー原因 備考

465 L4 Ｌ４５２１ 後期高齢者レセプトで減免区分が「1」（減）の場合、減額後の一部負担金の記録が必要です。

（１）後期高齢者の入院レセプトで、減免区分が「１」（減額）の場合、減額後の一部負担金が記録さ
れていない。
（２）後期高齢者の入院外レセプトで、減免区分が「１」（減額）で、かつ、減額割合が省略されてい
る場合、減額後の一部負担金が記録されていない。

466 L4 Ｌ４５２５ 第三公費の請求点数が誤っています。 第三公費請求点数が誤って記録された。

467 L4 Ｌ４５２６ 第四公費の請求点数が誤っています。 第四公費請求点数が誤って記録された。

468 L4 Ｌ４５２７ 第三公費合計点数の10倍以上の第三公費一部負担金が記録されています。
患者負担額（第三公費）が第三公費合計点数（点数異動がある場合は異動後の点数）の10倍以上であ
る。

469 L4 Ｌ４５２８ 第四公費合計点数の10倍以上の第四公費一部負担金が記録されています。
患者負担額（第四公費）が第四公費合計点数（点数異動がある場合は異動後の点数）の10倍以上であ
る。

470 L4 Ｌ４５２９
第三公費負担金額に「第三公費決定点数×公費給付割合」を超える金額、又は法別「38」、「51」
若しくは「54」で第三公費決定点数の一割相当の金額が記録されています。

（1）3種（4種）公費併用分レセプトで、第三公費の法別番号が10以外の場合、第三公費負担金額が、
「第三公費決定点数×公費給付割合（※）」超えである。
　※　公費給付割合は以下のとおりとする
　　　高齢受給者一般（軽減特例措置対象外）：2割
　　　高齢受給者一般（軽減特例措置対象者）及び後期高齢者：
　　　・公費の法別が「38」又は「51」、「54」の場合：2割
　　　・公費の法別が「38」又は「51」、「54」以外の場合：1割
（2）高齢受給者一般と法別番号が38又は51、54で公費負担金額に1割相当額が記録された。

471 L4 Ｌ４５３０
第四公費負担金額に「第四公費決定点数×公費給付割合」を超える金額、又は法別「38」、「51」
若しくは「54」で第四公費決定点数の一割相当の金額が記録されています。

（1）4種公費併用分レセプトで、第四公費の法別番号が10以外の場合、第四公費負担金額が、「第四公
費決定点数×公費給付割合（※）」超えである。
　※　公費給付割合は以下のとおりとする
　　　高齢受給者一般（軽減特例措置対象外）：2割
　　　高齢受給者一般（軽減特例措置対象者）及び後期高齢者：
　　　・公費の法別が「38」又は「51」、「54」の場合：2割
　　　・公費の法別が「38」又は「51」、「54」以外の場合：1割
（2）高齢受給者一般と法別番号が38又は51、54で公費負担金額に1割相当額が記録された。

472 L4 Ｌ４５３１
第一公費負担金額に「第一公費決定点数×公費給付割合」を超える金額、又は法別「38」、「51」
若しくは「54」で第一公費決定点数の一割相当の金額が記録されています。

（1）1種（2種）公費併用分レセプトで、第一公費の法別番号が10以外の場合、第一公費負担金額が、
「第一公費決定点数×公費給付割合（※）」超えである。
　※　公費給付割合は以下のとおりとする
　　　高齢受給者一般（軽減特例措置対象外）：2割
　　　高齢受給者一般（軽減特例措置対象者）及び後期高齢者：
　　　・公費の法別が「38」又は「51」、「54」の場合：2割
　　　・公費の法別が「38」又は「51」、「54」以外の場合：1割
（2）高齢受給者一般と法別番号が38又は51、54で公費負担金額に1割相当額が記録された。

473 L4 Ｌ４５３２
第二公費負担金額に「第二公費決定点数×公費給付割合」を超える金額、又は法別「38」、「51」
若しくは「54」で第二公費決定点数の一割相当の金額が記録されています。

（1）2種公費併用分レセプトで、第二公費の法別番号が10以外の場合、第二公費負担金額が、「第二公
費決定点数×公費給付割合（※）」超えである。
　※　公費給付割合は以下のとおりとする
　　　高齢受給者一般（軽減特例措置対象外）：2割
　　　高齢受給者一般（軽減特例措置対象者）及び後期高齢者：
　　　・公費の法別が「38」又は「51」、「54」の場合：2割
　　　・公費の法別が「38」又は「51」、「54」以外の場合：1割
（2）高齢受給者一般と法別番号が38又は51、54で公費負担金額に1割相当額が記録された。

474 L4 Ｌ４５３８ 分割対象点数が誤っています。 分割対象点数が誤って記録された。

475 L4 Ｌ４５３９ 分割後点数が誤っています。 分割後点数が誤って記録された。

476 L4 Ｌ４５４２ 医保一部負担金が記録されていますが、特記事項に所得区分が記録されていません。
減免区分が「2」（免除）、「3」（支払猶予）又は記録なしの国保・退職者かつ本人、家族、未就学者
で、0円以外の一部負担金が記録されているが、特記事項に所得区分が記録されていない。

477 L4 Ｌ４５４３ 自己負担限度額を超えるレセプトですが、医保一部負担金が記録されていません。

平成30年7月診療（調剤）分以前の場合
国保・退職者かつ本人、家族、未就学者で、特記事項の所得区分等に対する自己負担限度額超えのレセ
プトであるが、医保一部負担金が記録されていない。

平成30年8月診療（調剤）分以降の場合
（1）国保・退職者かつ本人、家族、未就学者で、特記事項の所得区分等に対する自己負担限度額超え
のレセプトであるが、医保一部負担金が記録されていない。
（2）高齢受給者又は、後期高齢者の入院外レセプトで、特記事項の所得区分等に対する自己負担限度
額超えのレセプトであるが、医保一部負担金が記録されていない。

478 L4 Ｌ４５４６ 医保の一部負担金額を超える第一公費給付対象外来一部負担金額が記録されています。 医保の一部負担金を超える第一公費給付対象一部負担金額が記録された。

479 L4 Ｌ４５４８ 医保の一部負担金額を超える第二公費給付対象外来一部負担金額が記録されています。 医保の一部負担金を超える第二公費給付対象一部負担金額が記録された。

※1　「受付不能ASP」欄に「●」があるチェックは、保険薬局の修正を必須とするチェックです。
※2　受付処理結果リスト、受付・事務点検ASP結果リスト及びオンライン確認試験結果リストに出力されるメッセージです。 23 / 25 



受付・事務点検ASPに係るチェック一覧（調剤）

項番 種別
エラー
コード

受付不能
ASP

（※1）
エラー又は確認事項（※2） エラー原因 備考

480 L4 Ｌ４５５１
特記事項に「30」（区オ）が記録されていますが、一部負担金と一部負担金区分の一方のみが記録
されています。

平成30年8月診療（調剤）分以降の場合
（1）特記事項に「30」が記録されており、かつ一部負担金に1円以上の記録がされている高齢受給者又
は、後期高齢者一般の入院外レセプトで、一部負担金区分が記録されていない。
（2）特記事項に「30」が記録されており、かつ一部負担金が記録されていない高齢受給者又は、後期
高齢者一般の入院外レセプトで、一部負担金区分が記録されている。

481 L4 Ｌ４５５２
異点数レセプトで、医保一部負担金が記録されていますが、第三公費給付対象一部負担金が記録さ
れていません。

医保と3種の公費の併用分入院外レセプト（異点数）で、医保一部負担金が記録されているが、第三公
費給付対象外来一部負担金が記録されていない。

482 L4 Ｌ４５５４
異点数レセプトで、医保一部負担金が記録されていますが、第四公費給付対象一部負担金が記録さ
れていません。

医保と4種の公費の併用分入院外レセプト（異点数）で、医保一部負担金が記録されているが、第四公
費給付対象外来一部負担金が記録されていない。

483 L4 Ｌ４５５６
異点数レセプトで、医保一部負担金が記録されていますが、第一公費給付対象一部負担金が記録さ
れていません。

医保と公費の併用分入院外レセプト（異点数）で、医保一部負担金が記録されているが、第一公費給付
対象外来一部負担金が記録されていない。

484 L4 Ｌ４５５８
異点数レセプトで、医保一部負担金が記録されていますが、第二公費給付対象一部負担金が記録さ
れていません。

医保と2種の公費併用分入院外レセプト（異点数）で、医保一部負担金が記録されているが、第二公費
給付対象外来一部負担金が記録されていない。

485 L4 Ｌ４５６２ 法別「51」の場合又は法別「62」の場合、一部負担金は発生しません。
第一公費、第二公費、第三公費又は第四公費の負担者番号の法別51又は62の場合に第一公費、第二公
費、第三公費又は第四公費負担金額が記録された。

486 L4 Ｌ４５６７ 医保の一部負担金額を超える第三公費給付対象外来一部負担金額が記録されています。 医保の一部負担金を超える第三公費給付対象一部負担金額が記録された。

487 L4 Ｌ４５６９ 医保の一部負担金額を超える第四公費給付対象外来一部負担金額が記録されています。 医保の一部負担金を超える第四公費給付対象一部負担金額が記録された。

488 L4 Ｌ４６１５ 当該加算料又は薬学管理料が算定できない年齢です。 下限年齢又は上限年齢の範囲外の調剤行為が記録された。

489 L4 Ｌ４６７０ 入院中の他医療機関受診時には算定できない薬学管理料が記録されています。
基本料・薬学管理料レコードの「他医療機関受診に係る処方箋受付」が記録された場合、他医療機関受
診時には算定できない薬学管理料が記録された。

490 L4 Ｌ４６７１ 入院中の他医療機関受診以外で、他医療機関受診専用の薬学管理料が記録されています。
「他医療機関受診に係る処方箋受付」が記録されていない基本料・薬学管理料レコードに、他医療機関
受診専用の薬学管理料が記録された。（平成28年3月調剤以前分のレセプトで、他医療機関受診専用の
調剤基本料が記録されている場合を除く。）

491 L4 Ｌ４６７２
入院中の他医療機関受診に係る調剤レセプトには、摘要欄（ＴＫレコード）に入院中の患者である
旨、入院医療機関名称、出来高入院料の算定の有無の記録が必要です。

「他医療機関受診に係る処方箋受付」が記録された場合又は平成２８年３月調剤以前分のレセプトで他
医療機関受診専用の調剤基本料が記録された場合、摘要欄レコードが記録されていない。

492 L4 Ｌ４７０２
外来服薬支援料１の算定時は、摘要欄（ＴＫレコード）に服薬管理を支援した日、服薬支援に係る
薬剤の処方医の氏名及び保険医療機関の名称の記録が必要です。

外来服薬支援料１が記録されているが、摘要欄レコードが記録されていない。

493 L4 Ｌ４７０３
退院時共同指導料の算定時は、摘要欄（ＴＫレコード）に指導日並びに共同して指導を行った保険
医、看護師又は准看護師の氏名及び保険医療機関の名称の記録が必要です。

退院時共同指導料が記録されているが、摘要欄レコードが記録されていない。

494 L4 Ｌ４７０４
後期高齢者終末期相談支援料の算定時は、摘要欄（ＴＫレコード）に文書等を提供した日、共同し
て相談支援を行った保険医及び看護師の氏名並びに保険医療機関の名称の記録が必要です。

後期高齢者終末期相談支援料が記録されているが、摘要欄レコードが記録されていない。

495 L4 Ｌ４７０５
外来服薬支援料１又は退院時共同指導料が記録されたレセプトに、医療機関コード、医療機関名
称、所在地及び保険医氏名が記録されています。

外来服薬支援料１又は退院時共同指導料が記録されたレセプトに、医療機関コード、医療機関名称、所
在地及び保険医氏名が記録された。

496 L4 Ｌ４７０６
調剤基本料、調剤基本料加算、薬学管理料及び摘要薬学管理料が、基本料・薬学管理料レコード
（ＫＩ）に記録されていません。

調剤基本料、調剤基本料加算、薬学管理料及び摘要薬学管理料が、基本料・薬学管理料レコードに記録
されていない。（医保及び公費（第一～第四公費）の処方箋受付回数の合計が「0」の場合及び摘要欄
レコードが記録されている場合を除く。）

497 L4 Ｌ４７０７
調剤基本料加算に記録された時間外等加算の時間加算区分と一致する加算料が記録されていませ
ん。

調剤基本料加算に記録された時間外等加算の時間加算区分と一致する加算料が記録されていない。

498 L4 Ｌ４７０８ 一般専用の調剤行為が一般以外のレセプトに記録されています。 一般専用の調剤行為が一般以外のレセプトに記録された。

499 L4 Ｌ４７１０ 薬学管理料に記録された時間外加算等の時間加算区分と異なる加算料が記録されています。 薬学管理料に記録された時間外加算等の時間加算区分と異なる加算料が記録された。

500 L4 Ｌ４７１１ 摘要薬学管理料として算定不可な薬学管理料が記録されています。 摘要薬学管理料に記録できない薬学管理料が記録された。

501 L4 Ｌ４７１２ 摘要薬学管理料の回数が算定可能回数を超えて記録されています。 摘要薬学管理料の回数が算定可能回数を超えて記録された。

502 L4 Ｌ４７１３ 薬学管理料の記録がなく、注加算のみが記録されています。 薬学管理料を算定せず、注加算だけが記録された。

503 L4 Ｌ４７１４ 麻薬医薬品の記録なしで麻薬管理指導加算が記録されています。 麻薬医薬品の記録なしで麻薬管理指導加算が記録された。

504 L4 Ｌ４７１５ 調剤管理料の記録がなく、調剤管理料時間外等加算のみが記録されています。 調剤管理料を算定せず、調剤管理料時間外等加算だけが記録された。

505 L4 Ｌ４７１６ 後発医薬品の記録なしで医薬品品質情報提供料が記録されています。 後発医薬品の記録なしで医薬品品質情報提供料を算定。

506 L4 Ｌ４７１７ 同時算定できない薬学管理料が記録されています。 同時に算定できない薬学管理料が記録された。

507 L4 Ｌ４７１８
在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者について、臨時投薬に係る服薬管理指導料、かか
りつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定する場合は、摘要欄（ＴＫレコード）
に薬剤服用歴管理指導料の算定日の記録が必要です。

服薬管理指導料(令和4年3月調剤分以前は薬剤服用歴管理指導料)、かかりつけ薬剤師指導料又はかかり
つけ薬剤師包括管理料と在宅患者訪問薬剤管理指導料が併せて算定されているレセプトで、摘要欄レ
コードが記録されていない。

508 L4 Ｌ４７１９
調剤が行われなかった日（処方箋受付回が「0」の基本料・薬学管理料レコード）に算定できない薬
学管理料が記録されています。

基本料・薬学管理料レコードの処方箋受付回が「0」の場合で、算定不可の薬学管理料が記録された。

※1　「受付不能ASP」欄に「●」があるチェックは、保険薬局の修正を必須とするチェックです。
※2　受付処理結果リスト、受付・事務点検ASP結果リスト及びオンライン確認試験結果リストに出力されるメッセージです。 24 / 25 



受付・事務点検ASPに係るチェック一覧（調剤）

項番 種別
エラー
コード

受付不能
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エラー又は確認事項（※2） エラー原因 備考

509 L4 Ｌ４７２０ 同時算定できない調剤基本料加算が記録されています。
調剤基本料加算相互間で同時に算定できない調剤基本料加算が記録された、又は調剤基本料に対して算
定できない調剤基本料加算が記録された。

510 L4 Ｌ４７２４
夜間・休日等加算が記録されましたが、当該薬学管理料レコードに調剤基本料が記録されていませ
ん。

調剤基本料の記録なしで、調剤基本料加算に夜間・休日等加算が記録された。

511 L4 Ｌ４７２５ 在宅患者調剤加算が算定されていますが、在宅患者訪問薬剤管理指導料等の記録がありません。
在宅患者調剤加算が記録されたレセプトに、在宅患者訪問薬剤管理指導料等が記録されていない。
（摘要欄の記録がある場合を除く。）

512 L4 Ｌ４７２６
調剤の行われていない受付回、入院中の患者又は長期投薬及び後発医薬品に係る処方箋受付におけ
る2回目以降の分割調剤時に在宅患者調剤加算が算定されています。

調剤の行われていない受付回、入院中の患者又は長期投薬及び後発医薬品に係る処方箋受付における2
回目以降の分割調剤時に在宅患者調剤加算が記録された。

513 L4 Ｌ４７２７
在宅患者調剤加算が算定されていますが薬剤調製料及び調剤基本料の算定についてご確認くださ
い。

在宅患者調剤加算の記録があるが、同一レコードに調剤基本料の記録がない。

514 L4 Ｌ４７２８
同一レセプト内の他の基本料・薬学管理料レコードに調剤基本料減算が記録されていますが、当該
基本料・薬学管理料レコードには調剤基本料減算が記録されていません。

同一レセプト内の他の基本料・薬学管理料レコードに調剤基本料減算が記録されているが、当該基本
料・薬学管理料レコードには同一の調剤基本料減算（100分の80を除く）が記録されていない。

515 L4 Ｌ４７２９
前回調剤年月日の記録が必要な摘要薬学管理料が記録されていませんが、前回調剤年月日が記録さ
れています。

前回調剤年月日の記録が必要な摘要薬学管理料が記録されていない場合、前回調剤年月日が記録され
た。

516 L4 Ｌ４７３０
前回調剤数量の記録が必要な摘要薬学管理料が記録されていませんが、前回調剤数量が記録されて
います。

前回調剤数量の記録が必要な摘要薬学管理料が記録されていない場合、前回調剤数量が記録された。

517 L48 Ｌ４８００
和暦で記録された項目がありました。西暦に変換のうえ受付けましたので、今後の請求ではご留意
ください。

西暦で記録する項目が和暦で記録された。

518 L48 Ｌ４８０１

不要な給付割合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。
　　　　　　　給付割合［ＸＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

不要な給付割合が記録された。

519 L48 Ｌ４８３４
カタカナ（氏名）の記録が誤っていますが、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。

（１）全角４０文字（８０バイト）以内ではない。
（２）全角カタカナ、長音（ー）以外の文字が記録された。
（３）平成３０年３月調剤以前分に文字が記録された。

520 L48 Ｌ４８３５
オンライン資格確認用レコードが記録されたため該当レコードを読み飛ばしました。
　　　　　　　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］

令和3年8月調剤分以前のレセプトで、資格確認レコード、受診日等レコード、窓口負担額レコードのい
ずれかが記録された。

521 L48 Ｌ４８３６

不要な算定日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。
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］
　　　　　　　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

令和2年9月調剤分以前のレセプトで、基本料・薬学管理料レコードの算定日が記録された。

522 L48 Ｌ４８３７

不要な枝番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。
　　　　　　　枝番［ＸＸ］　レコード識別情報［ＸＸ］
　　　　　　　レセプト内レコード番号［ＸＸＸＸ］　レコード内項目位置［ＸＸＸ］

不要な枝番が記録された。

523 L48 Ｌ４８９２
保険薬局名称が審査支払機関に登録されている保険薬局名称と異なっているため、審査支払機関に
登録された保険薬局名称に置き換えて受付けました。
　　　　　　　保険薬局名称［ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ］

入力された薬局連絡先名称が医療機関マスターの名称と一致しない。

※1　「受付不能ASP」欄に「●」があるチェックは、保険薬局の修正を必須とするチェックです。
※2　受付処理結果リスト、受付・事務点検ASP結果リスト及びオンライン確認試験結果リストに出力されるメッセージです。 25 / 25 


