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Ⅰ 基本的事項   



1ニ次健康診断等給付システムの概要  

（1）システムの目的  

二次健康診断等給付システムは、脳血管疾患及び心臓疾患等の発症の予防の観点から、労働者   

の健康確保を支援する二次健診給付の請求の受付から支払までの一連の事務処理をシステム化す   

ることにより、．職員が行う点検・審査業務の一層の効率化を図ること、健診給付病院等に対し、   

迅速・適正な支払、行政サービスの向上を図ること及び担当職員の業務負担の軽減を図ることを   

目的とする。  

（2）システムの特徴  

イ 給付対象者  

二次健診給付の給付対象者は、一次健診において、血圧、血中脂質、血糖及びBMI（肥満   

度）のすべての検査項目に異常所見が認められた労働者であることから、他の労災保険給付に   

おける給付対象者である「被災労働者」とは異なるため、本システムではそれらの給付対象者   

データとの契合は行わないこととした。   

ロ 受給資格者チェック  

ニ次健康診断等給付請求書〔帳票種別38500〕（以下「給付請求書」という。）については、   

システムに入力した際に、二次健該給付の受給資格のうち、同一年度内に1回の支給及び一次   

健診を受診した日から二次健診の請求年月日までが3か月以内であるかのチェックを行うこと   

としている。しかしながら、同一年度内に1回の支給（当該年度内に二次健診給付の受給の有   

無）のチェックについては、システムにおいて、給付対象者の特定を完全に行うことは不可能  

嘉  であることから、2回目の支給との疑義が生じた場合には、「疑義が生じている候補者」をリ   

ストにし一て出力することとした。  

また、二次健康診断等費用請求書〔帳票種別38700〕（以下「費用請求書」という。）及び二   

次健康診断等費用請求内訳書〔帳票種別38701〕（以下「レセプト」という。）については、費   

用請求書の「請求金額」とレセプ・トの「請求額」の合計のチェック、費用請求書の「内訳書添   

付枚数」と実際に入力されたレセプトの枚数とのチェック及びレセプ下における検査項目との   

組み合わせと二次健診費の額のチェックを行うこととした。  

ハ ニ次健康診断等給付基本・請求情報修正帳票  

本システムで使用する二次健康診断等給付基本・請求情報修正帳票〔帳票種別3850り（以   

下「修正帳票」という。）は、1つの様式としている。給付請串書に係る基本情報の修正、費   

用請求書及びレセプトに係る請求情報の修正については、同時に行うことができないことから、   

各々、修正帳票に記入することとした。   

ニ 医療機関に係る情報の統ふ管理  

短期給付一元管痩シろテムの労災指定病院等台帳に健診締付病院等の情報を追加することに   

よ－り、医療機関の情報を統一して一元管理するこ・ととした。   

ホ エンドカード  

本システムでは、■短期給付一元管理システ ムで使用する診療費・薬剤費・ニ次健診費エンド   

カード〔帳票種別34713〕（以下「エンドカード」という。）を使用することとした。  

ー3－   
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7 運用管理  

（1）入力時間ミ・  

イ ニ次健診非l媚係腫粟（ニ次健診饗データ締切日以外） …………‥‥  9：00～】6：00  

ロ ニ次健診費関係帳票・（ニ次健診費データ締切日）・………………‥  9：00～J2：00  

ハ情報検辣 ■…‥‥‥‥‥‥‥‥…‥…‥‥‥ ‥…‥‥‥…‥…・・ 9・：00～】6‥40  
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（3）ブザーの短鳴動   

端末装置にはブザーを嘩え付けており、コマンド配信のガイダンス又の出力時及びHCメッセ  

ージ出力時等に短鳴動する。  

（4）端末装置障害時の代行入力   

帳票の入力は、当該事廣を管轄する労働局、（以下「自局」という。）の端末装置から行うこと  

が原則であるが、●自局の端末装置に障審が発生し、長期間にわたり使用不能となった場合は、他  

の労働局（以下「代行局」という。）の場末装置から代行入力することができる。（なお、監督署  

の端末装置からは代行入力することができないので注意すること。また、労働局とR‡C間にお  

ける代行入力もできないので注意すること。）   

代行入力を行う場合は、代行入力を希望する旨を事前に業務室に連絡し、ホストが代行入力の  

受入れが可能となっていることを確認後、代行入力を行うこと。   

なお、代行局から入力する帳票は、各帳欝にある㌻管轄局」の鰍こ自局のコードを必ず記入し  

た上で入力すること卿⑯冬雲鳩  

榊冬ので、注意すること。）。  

（5）HCメッセージ   

HCメシセージは、ホストが各システムに共通して出力するメッセージであり、このメッセー  

ジが出力された隙に入力したデータはキャンセルされる。   

HCメッセージは、入力データに原因があって出力される場合と、ホスト又は端末装置に原因  

があって出力される場合とがあるので、次表により対処すること。   

なお、HCメッセージは、入力した城東装置のジャーナル画面に出力される。   
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