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1.保険者履歴機能について 

1.1.ver1.2.6 へアップデート 

日医特定健診サイト(http://www.orca.med.or.jp/tokutei/index.rhtml)よりVer1.2.6 へバージョンアップを実施してくだ

さい。 

 

※ver1.2.6 から利用を始めるユーザ様へ 

本マニュアルの「3.保険者マスタメンテナンス保険者の追加について」P.11～を参考に保険者情報を設定後、 

本マニュアルを参照下さい。 

http://www.orca.med.or.jp/tokutei/index.rhtml
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1.2. 保険者マスタメンテナンス既存データの確認 

 

 
 

保険者マスタメンテナンスでは、ver1.2.6 で複数の契約情報の単価履歴を保持できるようになりました。 

 

保険者マスタデータ保有イメージ 

Ver1.2.5 以前                                   Ver1.2.6 

保険者 --- 保険者情報   →→→→→→→→→→→→ 保険者 --- 保険者情報 

        |                                                 | 

契約情報（単価履歴）（単一）                       契約情報（単価履歴）2009/04/01～2010/03/31 

                               2010/04/01～2011/03/31… 

「保険者情報」（画面上部：青点線範囲内）① 

保険者の基本情報を入力します。 

※ver1.2.5 以前の保険者マスタメンテナンス画面の項目と一致します。 

「クリア」、「登録」ボタンは「保険者情報」（青点線枠内）で有効です。 

 

「契約情報（単価履歴）」（画面下部：赤点線範囲内）② 

１つの保険者に対して有効期間を設定し、「契約情報（単価履歴）」を複数持たせることができます。 

※条件として、有効期限開始～有効期限終了と委託区分が重複できません。 

「クリア」、「登録」、「削除」ボタンは「契約情報（単価履歴）」（赤点線枠内）で有効です。 

※ボタンは枠内有効

① 

② 
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単価履歴において有効期間の重複できる場合 

例） 

2009/04/01～2010/03/31 委託区分：1＝個別 

2009/04/01～2010/03/31 委託区分：2＝集団 

 

「契約情報（単価履歴）」 

「一覧表示部」 

入力フィールドで登録された内容を表示します。 

請求における保険者の「契約情報（単価履歴）」が、「有効（●）」又は「無効（○）」 

を表示します。 

 

例）有効期限開始    有効期限終了     委託区分   履歴番号 

  2009/04/01   ～ 2009/03/31       1         1 

  2009/04/01   ～ 2009/03/31       2         1 

  2010/04/01   ～ 2011/03/31       1         2 

 

「入力フィールド」 

契約に基づいた単価などを登録します。 

 

有効期限開始 

 有効な「契約情報（単価履歴）」の有効期限の開始年月日を表示(入力)します。 

 

有効期限終了 

     有効な「契約情報（単価履歴）」の有効期限の終了年月日を表示(入力)します。 

 

履歴番号 

 履歴番号を表示します。番号が小さい程、古い「契約情報（単価履歴）」となります。 

 履歴１件追加する毎、１づつ増加します。削除した番号はそのまま欠番となります。 

 ※初期（デフォルト）値 1（有効期限 ＋ 委託単価区分（1:個別、2:集団）毎に１加算） 

 

委託単価区分 

 個別健診の場合「1:個別」、集合健診の場合「2:集合」を表示します。 

 

単価（基本的な健診） 

 基本的な健診の単価を表示(入力)します。 

単価（貧血検査） 

 貧血検査の単価を表示(入力)します。 

単価（心電図検査） 

 心電図検査の単価を表示(入力)します。 

単価（眼底検査） 

 眼底検査の単価を表示(入力)します。 

単価（人間ドック） 

 人間ドックの単価を表示(入力)します。
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2. 保険者履歴機能の利用方法について 

 

2.1.有効な契約情報（単価履歴）の確認 

 

 

保険者マスタメンテナンスの編集画面を開きます。 

 

上図の通り、中央の青点線枠内で「有効/無効」がオン（●）の行が現在有効な「契約情報（単価履歴）」となります。 

※以降、[有効/無効]がオン（●）のレコードを「有効な契約情報（単価履歴）」とします。 

有効な「契約情報（単価履歴）」は、請求処理時に適用される「契約情報（単価履歴）」となります。 

 

上図を例にすると 

2009/04/01～2010/03/31 までの間で以下の「契約情報（単価履歴）」が有効です。 

単価（基本的な健診） 7,000 円 

単価（貧血検査）     1,500 円 

単価（心電図検査）   1,500 円 

単価（眼底検査）     1,500 円 
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2.2.「契約情報（単価履歴）」追加、更新の手順 

 

2.2.1. 既存の保険者情報を更新する場合 

 

 

上図の青点線枠内で選択された「契約情報（単価履歴）」を更新する場合、 

赤点線枠の「契約情報（単価履歴）」（基本的な健診）～（眼底検査）までを修正後、「登録」ボタンを押下します。 

青点線枠内の「契約情報（単価履歴）」が更新されたら、正常に更新完了となります。
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2.2.2. 新規に有効期限の「単価履歴情報」を追加する場合 

 

 

 

※注意点を踏まえ、「クリア」ボタン押下します。赤点線枠内の項目がクリアされるので、 

各項目に値を入力後、「登録」ボタンを押下します。 

 

以下のメッセージが表示されますので、「追加」を選択します。 

青点線枠内の「単価」に入力したデータが追加されたら、正常に更新完了となります。 

 

新規に追加する場合         「追加」を選択 

既存のデータを更新する場合  「更新」を選択 

キャンセルする場合         「キャンセル」を選択 

 

※注意点 

１．有効期限が青点線枠内の他のレコードで重複できません。 

※重複する有効期限でも、委託単価区分が異なれば、登録可能です。(P5.の履歴番号参照) 
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2.2.3.有効期限の「契約情報（単価履歴）」を削除する場合 

 

 

 

中央の青点線枠内で「有効/無効」がオン（●）の行が削除対象の行になります。 

削除を行う行を選択後、「削除」ボタンを押下すると、以下のメッセージが表示されます。 

 

「はい」を選択後、「契約情報（単価履歴）」（青点線枠内）から削除されたら、正常に更新完了となります。 

 

現在有効な「契約情報（単価履歴）」の削除を行おうとした場合、以下のエラーメッセージが表示されます。 

 
※現在有効な「契約情報（単価履歴）」を削除を行いたい場合 

青点線枠内で、他の有効期限の行を選択し登録（他の行を有効にする）します。 

再度、削除を行いたい行を選択し、削除ボタンを押下して下さい。 
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2.3. 保険者マスタメンテナンス、「契約情報(単価履歴)」の有効期限が切れた場合 

 

有効な「契約情報（単価履歴）」の有効期限が切れている場合は、 

日次処理・月次処理で、「請求処理」ボタンを押したときに警告メッセージを表示します。 

 

例) 

健診実施日[2010/04/01] 

有効期限開始[2009/04/01]  ～ 有効期限終了[2010/03/31] 

 

日次処理、月次処理で、「請求処理」ボタン押下時、以下の警告メッセージを表示します。 

 
 

保険者マスタメンテナンス画面に戻って、 

有効な「契約情報（単価履歴）」の有効期限を正しく※変更して下さい。 

※有効期限開始 <= 健診実施日 <= 有効期限終了 
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3. 保険者マスタメンテナンス保険者の追加について 

 

3.1. 保険者マスタメンテナンス保険者追加方法 

 

 

「ログイン」→「６．マスタメンテナンス」→「６－２．保険者情報メンテナンス」の通り画面遷移を行い、上画面の「追加」

ボタンを押下します。 
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保険者情報メンテナンス画面で、追加ボタンを押すと、以下のような画面が表示されます。 

 

 
※上図の入力値はサンプルです。 

 

上記画面の項目は以下のとおりです。各項目の条件の下、入力を行います。 

必須項目に関しては、フォームの色が黄色になっています。 

 

「保険者情報」 

保険者番号 

登録する保険者番号を入力します。 

その際、保険者番号は、半角数字のみで入力します。 

 

日レセ読込ボタン 

    保険者番号が入力されている状態でなおかつ、現在利用している特定健診機関が日医標準 

レセプトソフトと連携しているとき、日医標準レセプトソフトから、該当する保険者番号 

の情報を格納します。 
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保険者名称 

   登録する保険者の名称を入力します。 

 

郵便番号 

     登録する保険者の郵便番号を入力します。 

その際、郵便番号は、ハイフン無し半角数字のみで入力します。 

 

所在地 

 登録する保険者の所在地を入力します。 

 

地番方書 

   登録する保険者の地番方書を入力します。 

 

電話番号 

      登録する保険者の電話番号を入力します。 

その際、電話番号は、半角数字のみで入力します。 

 

記号 

登録する保険者の記号を入力します。 

 

「保険者情報（単価履歴）」 

  有効期限 

     有効期限開始、有効期限終了を入力します。 

     ※デフォルト値は以下の通り 

有効期限開始:初期設定値(2009/04/01) 

有効期限開始:年度末日(2010/03/31)  

 

基本健診・人間ドック選択ラジオボタン 

     1.基本的な健診か 2.人間ドックかを選択します。 

     入力フィールドに 1もしくは 2を入力すると自動的にチェックされます。 

 

委託料単価（個別・集団）区分 

 登録する保険者の委託料区分を選択します。 

 

単価（基本的な健診） 

    登録する保険者の単価（基本的な健診）を入力します。 

    その際、単価は、半角数字のみで入力します。 

      基本健診・人間ドック選択ラジオボタンで「1. 基本的な健診」を選択した場合に入力可能 

です。 
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単価（貧血検査） 

    登録する保険者の貧血検査の単価を入力します。 

    その際、単価は、半角数字のみで入力します。 

      基本健診・人間ドック選択ラジオボタンで「1. 基本的な健診」を選択した場合に入力可 

能です。 

 

単価（心電図検査） 

 登録する保険者の心電図検査の単価を入力します。 

 その際、単価は、半角数字のみで入力します。 

      基本健診・人間ドック選択ラジオボタンで「1. 基本的な健診」を選択した場合に入力可 

能です。 

 

単価（眼底検査） 

 登録する保険者の眼底検査の単価を入力します。 

  その際、単価は、半角数字のみで入力します。 

   基本健診・人間ドック選択ラジオボタンで「1. 基本的な健診」を選択した場合に入力可能 

です。 

 

単価（人間ドック） 

      登録する保険者の人間ドックの単価を入力します。 

      基本健診・人間ドック選択ラジオボタンで「2. 人間ドック」を選択した場合に入力可能で 

す。 

「ボタン」 

登録ボタン 

 入力されたデータを、特定健診ソフトウェアに登録します。 

 

クリアボタン 

 画面に表示されているデータをクリアします。 

 

戻るボタン 

登録せずに保険者情報メンテナンス画面に戻ります。 
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3.2. 保険者マスタメンテナンス保険者追加後の確認方法 

 

 
※上図の入力値はサンプルです。 

 

一覧画面に戻り、上図の通り、一覧に追加されていれば、登録が正常に完了です。 
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