
別紙1　移行対象エラーコード一覧

変更前 変更後

1 EE26
※受付：当該サービスの報酬に該当する事業所との契約情報が存在していません ★受付：当該サービスの報酬に該当する事業所との契約情報が存在していません

2 EG50
※資格：受給者台帳の支給決定における有効期間外のサービス提供実績があります ★資格：受給者台帳の支給決定における有効期間外のサービス提供実績があります

3 EG61
※資格：該当サービスの事業所との契約期間が受給者台帳の支給決定有効期間内ではあり

ません

★資格：該当サービスの事業所との契約期間が受給者台帳の支給決定有効期間内ではあり

ません

4 EJ29
※受付：日数情報の「サービス開始日等・利用日数」が請求額集計欄の「サービス利用日

数」の合計を超えています

★受付：日数情報の「サービス開始日等・利用日数」が請求額集計欄の「サービス利用日

数」の合計を超えています

5 EL14
※受付：請求明細書の「入院日数」が「開始年月日」及び「終了年月日」から算出した日

数を超えています

★受付：請求明細書の「入院日数」が「開始年月日」及び「終了年月日」から算出した日

数を超えています

6 EL15
※受付：請求明細書の「外泊日数」が「開始年月日」及び「終了年月日」から算出した日

数を超えています

★受付：請求明細書の「外泊日数」が「開始年月日」及び「終了年月日」から算出した日

数を超えています

7 EQ17
（新規追加エラーコード） ★受付：看護職員加配加算（重症心身障害児を除く）の「回数」の合計が、当該加算を算

定できる基本報酬の「回数」の合計を超えています

8 EQ19
（新規追加エラーコード） ★受付：共生型サービス体制強化加算の「回数」の合計が、当該加算を算定できる基本報

酬の「回数」の合計を超えています

9 EQ20
（新規追加エラーコード） ★受付：強度行動障害児支援加算の「回数」の合計が、当該加算を算定できる基本報酬の

「回数」の合計を超えています

10 EQ25
（新規追加エラーコード） ★受付：福祉専門職員配置等加算の「回数」の合計が、当該加算を算定できる基本報酬の

「回数」の合計を超えています

11 EQ26
（新規追加エラーコード） ★受付：サービス管理責任者配置等加算の「回数」の合計が、当該加算を算定できる基本

報酬の「回数」の合計を超えています

12 EQ27
（新規追加エラーコード） ★受付：医療的ケア対応支援加算の「回数」の合計が、当該加算を算定できる基本報酬の

「回数」の合計を超えています

13 EQ28
（新規追加エラーコード） ★受付：重度障害児・障害者対応支援加算の「回数」の合計が、当該加算を算定できる基

本報酬の「回数」の合計を超えています

14 EQ29
（新規追加エラーコード） ★受付：定員超過特例加算の「回数」の合計が、当該加算を算定できる基本報酬の「回

数」の合計を超えています

15 EQ30
（新規追加エラーコード） ★受付：夜勤職員加配加算の「回数」の合計が、当該加算を算定できる基本報酬の「回

数」の合計を超えています

16 EQ31
（新規追加エラーコード） ★受付：精神障害者地域移行特別加算の「回数」の合計が、当該加算を算定できる基本報

酬の「回数」の合計を超えています

17 EQ32
（新規追加エラーコード） ★受付：強度行動障害者地域移行特別加算の「回数」の合計が、当該加算を算定できる基

本報酬の「回数」の合計を超えています
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18 EQ33
（新規追加エラーコード） ★受付：社会生活支援特別加算の「回数」の合計が基本報酬の「回数」の合計を超えてい

ます

19 EQ34
（新規追加エラーコード） ★受付：個別計画訓練支援加算の「回数」の合計が基本報酬の「回数」の合計を超えてい

ます

20 EQ35
（新規追加エラーコード） ★受付：通勤訓練加算の「回数」の合計が基本報酬の「回数」の合計を超えています

21 EQ36
（新規追加エラーコード） ★受付：在宅時生活支援サービス加算の「回数」の合計が基本報酬の「回数」の合計を超

えています

22 EQ37
（新規追加エラーコード） ★受付：賃金向上達成指導員配置加算の「回数」の合計が基本報酬の「回数」の合計を超

えています

23 EQ38
（新規追加エラーコード） ★受付：特別地域加算の「回数」の合計が基本報酬の「回数」の合計を超えています

24 EQ39
（新規追加エラーコード） ★受付：同行支援加算の「回数」の合計が基本報酬の「回数」の合計を超えています

25 EQ40
（新規追加エラーコード） ★受付：企業連携等調整特別加算の「回数」の合計が基本報酬の「回数」の合計を超えて

います

26 EQ41
（新規追加エラーコード） ★受付：就労定着実績体制加算の「回数」の合計が基本報酬の「回数」の合計を超えてい

ます

27 EQ42
（新規追加エラーコード） ★受付：職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算の「回数」の合計が基本報酬の「回

数」の合計を超えています

28 EQ50
（新規追加エラーコード） ★受付：看護職員加配加算（重症心身障害児）の「回数」の合計が、当該加算を算定でき

る基本報酬の「回数」の合計を超えています

29 EQ51
（新規追加エラーコード） ★受付：初回加算の「回数」の合計が基本報酬の「回数」の合計を超えています

30 PA41
※資格：受給者台帳に提供年月時点で有効な食事提供体制加算情報が登録されていない、

または「食事提供体制加算対象者有無」が「無し」です

★資格：受給者台帳に提供年月時点で有効な食事提供体制加算情報が登録されていない、

または「食事提供体制加算対象者有無」が「無し」です

31 PB14
※受付：事業所台帳の「法人等種別」が「国立施設」のため、福祉・介護職員処遇改善加

算は算定できません

★受付：事業所台帳の「法人等種別」が「国立施設」のため、福祉・介護職員処遇改善加

算は算定できません

32 PB15
※受付：事業所台帳の「法人等種別」が「国立施設」のため、福祉・介護職員処遇改善特

別加算は算定できません

★受付：事業所台帳の「法人等種別」が「国立施設」のため、福祉・介護職員処遇改善特

別加算は算定できません

33 PB21
※受付：事業所台帳の「主たる事業所サービス種類コード」の登録内容に該当する福祉・

介護職員処遇改善加算の請求ではありません

★受付：事業所台帳の「主たる事業所サービス種類コード」の登録内容に該当する福祉・

介護職員処遇改善加算の請求ではありません

34 PB23
※受付：事業所台帳の「主たる事業所サービス種類コード」の登録内容に該当する福祉・

介護職員処遇改善特別加算の請求ではありません

★受付：事業所台帳の「主たる事業所サービス種類コード」の登録内容に該当する福祉・

介護職員処遇改善特別加算の請求ではありません
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35 PB37
※受付：事業所台帳の「主たる事業所施設区分」の登録内容に該当する福祉・介護職員処

遇改善加算の請求ではありません

★受付：事業所台帳の「主たる事業所施設区分」の登録内容に該当する福祉・介護職員処

遇改善加算の請求ではありません

36 PB38
※受付：事業所台帳の「主たる事業所施設区分」の登録内容に該当する福祉・介護職員処

遇改善特別加算の請求ではありません

★受付：事業所台帳の「主たる事業所施設区分」の登録内容に該当する福祉・介護職員処

遇改善特別加算の請求ではありません

37 PC06
※受付：事業所台帳の「法人等種別」が「地方公共団体」のため、地方公共団体が設置す

る施設の場合の報酬の請求が必要です

★受付：事業所台帳の「法人等種別」が「地方公共団体」のため、地方公共団体が設置す

る施設の場合の報酬の請求が必要です

38 PC13
※受付：事業所台帳の「共生型サービス対象区分」が「該当」のため、算定できません ★受付：事業所台帳の「共生型サービス対象区分」が「該当」のため、算定できません

39 PC16
（新規追加エラーコード） ★受付：事業所台帳の「指定管理者制度適用区分」が「該当」のため、地方公共団体が設

置する施設の場合の報酬の請求が必要です

40 PC18
※受付：事業所台帳の「法人等種別」が「国立施設」のため、特定処遇改善加算は算定で

きません

★受付：事業所台帳の「法人等種別」が「国立施設」のため、特定処遇改善加算は算定で

きません

41 PC19
※受付：事業所台帳の「福祉・介護職員等特定処遇改善加算の有無」が「無し」のため、

特定処遇改善加算は算定できません

★受付：事業所台帳の「福祉・介護職員等特定処遇改善加算の有無」が「無し」のため、

特定処遇改善加算は算定できません

42 PC20
※受付：事業所台帳の「福祉・介護職員処遇改善加算キャリアパス区分」が「Ⅰ」「Ⅱ」

「Ⅲ」以外のため、特定処遇改善加算は算定できません

★受付：事業所台帳の「福祉・介護職員処遇改善加算キャリアパス区分」が「Ⅰ」「Ⅱ」

「Ⅲ」以外のため、特定処遇改善加算は算定できません

43 PC21
※受付：事業所台帳の「主たる事業所サービス種類コード１」の登録内容に該当する特定

処遇改善加算の請求ではありません

★受付：事業所台帳の「主たる事業所サービス種類コード１」の登録内容に該当する特定

処遇改善加算の請求ではありません

44 PC22
※受付：事業所台帳の「主たる事業所施設区分」の登録内容に該当する特定処遇改善加算

の請求ではありません

★受付：事業所台帳の「主たる事業所施設区分」の登録内容に該当する特定処遇改善加算

の請求ではありません

45 PC24
（新規追加エラーコード） ★受付：事業所台帳の「法人等種別」または「指定管理者制度適用区分」の登録内容に該

当する請求ではありません

46 PJ24
※資格：受給者台帳に有効な食事提供体制加算情報が登録されていない、または食事提供

加算に係る受給者の認定内容に該当する請求ではありません

★資格：受給者台帳に有効な食事提供体制加算情報が登録されていない、または食事提供

加算に係る受給者の認定内容に該当する請求ではありません

47 PJ58
※受付：障害児施設台帳の「法人等種別」が「国立施設」のため、福祉・介護職員処遇改

善加算は算定できません

★受付：障害児施設台帳の「法人等種別」が「国立施設」のため、福祉・介護職員処遇改

善加算は算定できません

48 PJ59
※受付：障害児施設台帳の「法人等種別」が「国立施設」のため、福祉・介護職員処遇改

善特別加算は算定できません

★受付：障害児施設台帳の「法人等種別」が「国立施設」のため、福祉・介護職員処遇改

善特別加算は算定できません

49 PK02
※受付：障害児施設台帳の「法人等種別」が「地方公共団体」のため、地方公共団体が設

置する施設の場合の報酬の請求が必要です

★受付：障害児施設台帳の「法人等種別」が「地方公共団体」のため、地方公共団体が設

置する施設の場合の報酬の請求が必要です

50 PK16
※受付：障害児施設台帳の「共生型サービス対象区分」が「該当」のため、算定できませ

ん

★受付：障害児施設台帳の「共生型サービス対象区分」が「該当」のため、算定できませ

ん

51 PK23
※受付：障害児施設台帳の「共生型サービス・共生型サービス体制強化加算区分」が

「Ⅰ」「Ⅱ」以外のため、関係機関連携加算Ⅰは算定できません

★受付：障害児施設台帳の「共生型サービス・共生型サービス体制強化加算区分」が

「Ⅰ」「Ⅱ」以外のため、関係機関連携加算Ⅰは算定できません
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52 PK25
※受付：障害児施設台帳の「法人等種別」が「国立施設」のため、特定処遇改善加算は算

定できません

★受付：障害児施設台帳の「法人等種別」が「国立施設」のため、特定処遇改善加算は算

定できません

53 PK26
※受付：障害児施設台帳の「福祉・介護職員等特定処遇改善加算の有無」が「無し」のた

め、特定処遇改善加算は算定できません

★受付：障害児施設台帳の「福祉・介護職員等特定処遇改善加算の有無」が「無し」のた

め、特定処遇改善加算は算定できません

54 PK27
※受付：障害児施設台帳の「福祉・介護職員処遇改善加算キャリアパス区分」が「Ⅰ」

「Ⅱ」「Ⅲ」以外のため、特定処遇改善加算は算定できません

★受付：障害児施設台帳の「福祉・介護職員処遇改善加算キャリアパス区分」が「Ⅰ」

「Ⅱ」「Ⅲ」以外のため、特定処遇改善加算は算定できません

55 PK30
（新規追加エラーコード） ★受付：障害児施設台帳の「指定管理者制度適用区分」が「該当」のため、地方公共団体

が設置する施設の場合の報酬の請求が必要です

56 PK31
（新規追加エラーコード） ★受付：障害児施設台帳の「送迎加算（重度）の有無」が「無し」のため、送迎加算（重

症心身障害児）は算定できません

57 PQ84
（新規追加エラーコード） ★支給量：請求明細書のサービス提供量が実績記録票の算定時間数の合計を超えています

58 PQ85
（新規追加エラーコード） ★支給量：請求明細書のサービス提供量が実績記録票の算定回数の合計を超えています

59 PQ86
（新規追加エラーコード） ★支給量：重度訪問介護の移動介護分の回数が実績記録票の算定回数の合計を超えていま

す

60 PQ87
（新規追加エラーコード） ★支給量：請求明細書の「回数」の合計が実績記録票の提供実績の合計の「合計　算定日

数（日）」を超えています

61 PQ88
（新規追加エラーコード） ★支給量：請求明細書のサービス提供量が実績記録票の「重度包括　その他サービス合計

単位数」を超えています

62 PQ89
（新規追加エラーコード） ★支給量：請求明細書のサービス提供量が実績記録票の「重度包括　短期入所合計単位

数」を超えています

63 PQ90
（新規追加エラーコード） ★支給量：請求明細書のサービス提供量が実績記録票の「重度包括　共同生活援助合計単

位数」を超えています

64 PQ92
（新規追加エラーコード） ★支給量：請求明細書の食事提供加算の「回数」の合計が実績記録票の提供実績の合計の

「食事提供加算（回）」を超えています

65 PQ93
（新規追加エラーコード） ★支給量：明細書の訪問支援特別加算の「回数」の合計が実績記録票の提供実績の合計の

「訪問支援特別加算（回）（算定回数）」を超えています

66 PQ94
（新規追加エラーコード） ★支給量：請求明細書の初期加算の「回数」の合計が実績記録票の初期加算の「当月算定

日数（日）」を超えています

67 PQ95
（新規追加エラーコード） ★支給量：請求明細書の欠席時対応加算の「回数」の合計が実績記録票の欠席時対応加算

の算定回数を超えています

68 PQ97
（新規追加エラーコード） ★支給量：請求明細書の入院時支援特別加算の「回数」の合計が実績記録票の「入院時支

援特別加算（回）（算定回数）」を超えています
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69 PQ98
（新規追加エラーコード） ★支給量：請求明細書の入所時特別支援加算の「回数」の合計が実績記録票の入所時特別

支援加算の「当月算定日数（日）」を超えています

70 PQ99
（新規追加エラーコード） ★支給量：請求明細書の自立訓練の通所型の「回数」の合計が実績記録票の提供実績の合

計の「通所型（回）」を超えています

71 PR01
（新規追加エラーコード） ★支給量：請求明細書の自立訓練の訪問型（１時間未満）の「回数」の合計が実績記録票

の「訪問型　１時間未満（回）」を超えています

72 PR02
（新規追加エラーコード） ★支給量：請求明細書の自立訓練の訪問型（１時間以上）の「回数」の合計が実績記録票

の「訪問型　１時間以上（回）」を超えています

73 PR03
（新規追加エラーコード） ★支給量：請求明細書の自立訓練の訪問型（視覚）の「回数」の合計が実績記録票の自立

訓練の訪問型（視覚）の算定回数の合計を超えています

74 PR04
（新規追加エラーコード） ★支給量：請求明細書の短期滞在加算の「回数」の合計が実績記録票の提供実績の合計の

「短期滞在加算（回）」を超えています

75 PR05
（新規追加エラーコード） ★支給量：請求明細書の夜間支援等体制加算の「回数」の合計が実績記録票の夜間支援等

体制加算の算定回数を超えています

76 PR06
（新規追加エラーコード） ★支給量：請求明細書の日中支援加算の「回数」の合計が実績記録票の日中支援加算の算

定回数を超えています

77 PR07
（新規追加エラーコード） ★支給量：請求明細書の帰宅時支援加算の「回数」の合計が実績記録票の提供実績の合計

の「帰宅時支援加算（回）（算定回数）」を超えています

78 PR08
（新規追加エラーコード） ★支給量：請求明細書の移行準備支援体制加算Ⅰの「回数」の合計が実績記録票の移行準

備支援体制加算Ⅰの算定回数を超えています

79 PR09
（新規追加エラーコード） ★支給量：請求明細書の移行準備支援体制加算Ⅱの「回数」の合計が実績記録票の移行準

備支援体制加算Ⅱの算定回数を超えています

80 PR10
（新規追加エラーコード） ★支給量：請求明細書の緊急時支援Ⅰの「回数」の合計が実績記録票の緊急時支援Ⅰの算

定回数の合計を超えています

81 PR11
（新規追加エラーコード） ★支給量：請求明細書の緊急時支援Ⅱの「回数」の合計が実績記録票の緊急時支援Ⅱの算

定回数の合計を超えています

82 PR13
（新規追加エラーコード） ★支給量：請求明細書の自活訓練加算の「回数」の合計が実績記録票の提供実績の合計の

「自活訓練加算（回）」を超えています

83 PR14
（新規追加エラーコード） ★支給量：請求明細書の家庭連携加算の「回数」の合計が実績記録票の提供実績の合計の

「実績　家庭連携加算（回）（算定回数）」を超えています

84 PR15
（新規追加エラーコード） ★支給量：請求明細書の授業後に支援を行った場合に算定する報酬の「回数」が実績記録

票の授業の終了後に行う場合の算定回数を超えています

85 PR16
（新規追加エラーコード） ★支給量：請求明細書の休業日に支援を行った場合に算定する報酬の「回数」が実績記録

票の休業日に行う場合の算定回数を超えています
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別紙1　移行対象エラーコード一覧

変更前 変更後

№
エラー

コード
メッセージ

★警告（エラー移行対象）※1

メッセージ

※警告 ※1

86 PW55
（新規追加エラーコード） ★受付：補足給付関係情報の「補足給付適用の有無」が「有り」かつ食費の単価が未設定

の場合、「各小計　食事（円）」は設定できません

87 PW58
（新規追加エラーコード） ★受付：補足給付関係情報の「補足給付適用の有無」が「有り」かつ光熱水費の単価が未

設定の場合、「各小計　光熱水費（円）」は設定できません

88 PW59
（新規追加エラーコード） ★受付：実費算定の合計の「各小計　光熱水費（円）」が光熱水費を算定した日の金額を

合計した値を超えています

89 PW61
（新規追加エラーコード） ★受付：実費算定の合計の「各小計　光熱水費（回）」が未設定の場合、実費算定の合計

の「各小計　光熱水費（円）」は設定できません

※1  メッセージ（先頭1桁）「※：警告」「▲：警告（重度）」「★：警告（エラー移行対象）」「記号なし：エラー」
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