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第 1.02版

別紙6-2 処理結果コード

（薬剤・特定健診情報）



版数 日付 変更項目 変更箇所

作成日

オンライン資格確認等システム 薬剤・特定健診情報管理機能 - 1.02 更新日
WebAPI_メッセージ一覧

システム名 機能名 プロセス名 版数 2020/3/31

2020/5/29

1.00 2020/3/31 新規作成 特定健診・薬剤情報の新規作成

1.01 2020/4/30 機能名 名称を「薬剤・特定健診情報」に修正

一覧記載順番 一覧記載順番を薬剤情報、特定健診情報に修正

メッセージ内容 メッセージID「YZKS0002E」のメッセージ内容を修正

1.02 2020/5/29 メッセージID、内容 以下の薬剤情報のメッセージID及びメッセージ内容を修正

　「YZKS0001E」「YZKS0003E」「YZKS0002E」を

　「YZKO1001E」

以下の特定健診情報のメッセージ説明を修正

　「YZKO1000E」「YZKO1001E」「YZKO1002E」に修正

メッセージ追加 以下の薬剤情報のメッセージを追加

　「YZKO1003E」「YZKO1004E」「YZKO1005E」「YZKO1006E」「YZKO1007E」、

以下の特定健診情報のメッセージID及びメッセージ内容を修正

　「TKKO1003E」「TKKO1004E」「TKKO1005E」「TKKO1006E」「TKKO1007E」、

　「TKKO1001E」

　「TKKS0001E」「TKKS0003E」「TKKS0002E」を

　「TKKO1000E」「TKKO1001E」「TKKO1002E」に修正

以下の特定健診情報のメッセージを追加

　「YZKO1008E」「YZKO1009E」「YZKO1010E」「YZKO1011E」「YZKO1012E」、

　「YZKO1013E」「YZKO1014W」「YZKO1015W」

　「TKKO1008E」「TKKO1009E」

メッセージ説明 以下の薬剤情報のメッセージ説明を修正
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システム名 サブシステム名 プロセス名 版数 作成日 2020/3/31

オンライン資格確認等システム 連携アプリケーション - 1.02 更新日 2020/5/29

No. メッセージID メッセージ種別 メッセージ内容 可変項目説明 メッセージ説明 対処方法
【薬剤情報】

1 YZKO1000E エラー 【エラー】資格情報が存在しません。

－
閲覧要求で指定した保険者番号、被保険者証等記号、被保険者証等番号、枝

番に相当する資格情報がオンライン資格確認等システムに登録されていない場合

正しい保険者番号、被保険者証等記号、被

保険者証等番号、枝番を指定したうえで、再

度閲覧要求をしてください。

2 YZKO1001E エラー 【エラー】薬剤情報が存在しません。

－ 閲覧要求で指定した被保険者の薬剤情報を保有していない場合

資格情報が提供不可設定されている場合

薬剤情報の保管期間外で閲覧対象がない場合

指定する期間を確認のうえで、再度閲覧要求

をしてください。

3 YZKO1002E エラー 【エラー】閲覧同意情報が存在しません。

－
被保険者のマイナンバーカードによる閲覧同意が行われていない場合（閲覧同意

の有効期間超過を含む）

被保険者の閲覧同意を取得のうえで、再度閲

覧要求をしてください。

4 YZKO1003E エラー 【エラー】システムエラー

－

システム上のエラーが発生した場合
医療機関内のシステム管理者、或いはヘルプ

デスクにお問い合わせください。

5 YZKO1004E エラー 【エラー】{0}は必ず入力してください。

{0}：項目名（和名）

必須入力項目が未入力の状態
メッセージで示された項目を入力したうえで、再

度閲覧要求してください。

6 YZKO1005E エラー 【エラー】{0}は半角数字で入力してください。

{0}：項目名（和名）

半角数字項目に、異なる属性の入力をした状態
メッセージで示された項目を、半角数字で入力

したうえで、再度閲覧要求してください。

7 YZKO1006E エラー 【エラー】{0}は{1}桁で入力してください。

{0}：項目名（和名）

{1}：桁数 入力した内容が所定の桁数に合致していない状態
メッセージで示された桁数で再入力したうえで、

再度閲覧要求してください。

8 YZKO1007E エラー 【エラー】{0}は{1}桁以下で入力してください。

{0}：項目名（和名）

{1}：桁数 入力した内容が所定の桁数を超えている状態
メッセージで示された桁数以下で再入力したう

えで、再度閲覧要求してください。

9 YZKO1008E エラー 【エラー】{0}は{1}桁以上{2}桁以下で入力してください。

{0}：項目名（和名）

{1}：桁数

{2}：桁数
入力した内容が所定の桁数範囲外である状態

メッセージで示された桁数の範囲で再入力した

うえで、再度閲覧要求してください。

10 YZKO1009E エラー 【エラー】{0}の形式が正しくありません。

{0}：項目名（和名）

入力した内容が所定の形式と異なる入力をされていた場合
メッセージで示された項目を、正しい形式で入

力したうえで、再度閲覧要求してください。

11 YZKO1010E エラー 【エラー】{0}は正しい日付で入力してください。

{0}：項目名（和名）

日付項目の指定に誤りがある状態
メッセージで示された日付項目を確認して、再

入力してください。

12 YZKO1011E エラー 【エラー】{0}の日付が{1}の日付以前です。再度入力してください。

{0}：項目名（和名）

{1}：項目名（和名） 日付項目の前後関係で誤りがある状態
メッセージで示された日付項目の前後関係を確

認して、再入力してください。

13 YZKO1012E エラー 【エラー】「開始年月、終了年月」または「前回取得日」のいずれかを入力してください。

－
「開始年月、終了年月」または「前回取得日」ともに入力されていない、または、とも

に入力されいる状態

「開始年月、終了年月」または「前回取得日」

のいずれかを入力して、再入力してください。

14 YZKO1013E エラー 【エラー】要求ファイル種別がＰＤＦの場合、前回取得日は入力できません。

－

要求ファイル種別が「1:PDF」、前回取得日が入力されている状態
要求ファイル種別または前回取得日を再入力

したうえで、再度閲覧要求してください。

15 YZKO1014W 警告 【警告】薬剤情報の取得要求の期間が{0}年を超えています。

{0}：年数

薬剤情報の取得要求期間が薬剤情報の提供期間を超えていた場合
指定する期間を見直し、再度閲覧要求をして

ください。

16 YZKO1015W 警告 【警告】出力最大件数（{0}件）を超えています。

{0}：件数
閲覧要求で指定した期間（年月）に対する薬剤情報の取得件数が返却上限件

数を超過した場合

指定する期間を見直し、再度閲覧要求をして

ください。

対象項目

医療機関コード、保険者番号、被保険者証等番号、要求ファ

イル種別

対象項目

医療機関コード、枝番

対象項目

医療機関コード、保険者番号、枝番、開始年月、終了年月、

前回取得日

対象項目

任意のファイル識別子

対象項目

被保険者証等記号、被保険者証等番号

対象項目

リクエスト形式、保険者番号、被保険者証等記号、被保険者

証等番号、開始年月、終了年月、前回取得日

取得要求対象のファイル種別がXMLの場合

対象項目

開始年月、終了年月

対象項目

開始年月、終了年月、前回取得日

メッセージ一覧

備考
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システム名 サブシステム名 プロセス名 版数 作成日 2020/3/31

オンライン資格確認等システム 連携アプリケーション - 1.02 更新日 2020/5/29

No. メッセージID メッセージ種別 メッセージ内容 可変項目説明 メッセージ説明 対処方法

メッセージ一覧

備考

【特定健診情報】

1 TKKO1000E エラー 【エラー】資格情報が存在しません。

－
閲覧要求で指定した保険者番号、被保険者証等記号、被保険者証等番号、枝

番に相当する資格情報がオンライン資格確認等システムに登録されていない場合

正しい保険者番号、被保険者証等記号、被

保険者証等番号、枝番を指定したうえで、再

度閲覧要求してください。

2 TKKO1001E エラー 【エラー】特定健診情報が存在しません。

－ 閲覧要求で指定した被保険者の特定健診情報を保有していない場合

資格情報が提供不可設定されている場合

特定健診情報の保管期間外で閲覧対象がない場合

特になし

3 TKKO1002E エラー 【エラー】閲覧同意情報が存在しません。

－
被保険者のマイナンバーカードによる閲覧同意が行われていない場合（閲覧同意

の有効期間超過を含む）

被保険者の閲覧同意を取得のうえで、再度閲

覧要求をしてください。

4 TKKO1003E エラー 【エラー】システムエラー

－

システム上のエラーが発生した場合
医療機関内のシステム管理者、或いはヘルプ

デスクにお問い合わせください。

5 TKKO1004E エラー 【エラー】{0}は必ず入力してください。

{0}：項目名（和名）

必須入力項目が未入力の状態
メッセージで示された項目を入力したうえで、再

度閲覧要求してください。

6 TKKO1005E エラー 【エラー】{0}は半角数字で入力してください。

{0}：項目名（和名）

半角数字項目に、異なる属性の入力をした状態
メッセージで示された項目を、半角数字で入力

したうえで、再度閲覧要求してください。

7 TKKO1006E エラー 【エラー】{0}は{1}桁で入力してください。

{0}：項目名（和名）

{1}：桁数 入力した内容が所定の桁数に合致していない状態
メッセージで示された桁数で再入力したうえで、

再度閲覧要求してください。

8 TKKO1007E エラー 【エラー】{0}は{1}桁以下で入力してください。

{0}：項目名（和名）

{1}：桁数 入力した内容が所定の桁数を超えている状態
メッセージで示された桁数以下で再入力したう

えで、再度閲覧要求してください。

9 TKKO1008E エラー 【エラー】{0}は{1}桁以上{2}桁以下で入力してください。

{0}：項目名（和名）

{1}：桁数

{2}：桁数
入力した内容が所定の桁数範囲外である状態

メッセージで示された桁数の範囲で再入力した

うえで、再度閲覧要求してください。

10 TKKO1009E エラー 【エラー】{0}の形式が正しくありません。

{0}：項目名（和名）

入力した内容が所定の形式と異なる入力をされていた場合
メッセージで示された項目を、正しい形式で入

力したうえで、再度閲覧要求してください。

対象項目

リクエスト形式、保険者番号、被保険者証等記号、被保険者

証等番号

対象項目

医療機関コード、保険者番号、被保険者証等番号、要求ファ

イル種別

対象項目

医療機関コード、枝番

対象項目

医療機関コード、保険者番号、枝番

対象項目

任意のファイル識別子

対象項目

被保険者証等記号、被保険者証等番号

※API呼出し前のXMLメッセージ内容は「別紙6-1 処理結果コード（オンライン資格確認）」の「①連携アプリケーション」を参照
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システム名 サブシステム名 プロセス名 版数 作成日 2020/3/31

オンライン資格確認等システム WebAPI連携 - 1.02 更新日 2020/5/29

No. メッセージID メッセージ種別 メッセージ内容 可変項目説明 メッセージ説明 対処方法
【薬剤情報】

1 YZKO1000E エラー 【エラー】資格情報が存在しません。

－
閲覧要求で指定した保険者番号、被保険者証等記号、被保険者証等番号、枝

番に相当する資格情報がオンライン資格確認等システムに登録されていない場合

正しい保険者番号、被保険者証等記号、被

保険者証等番号、枝番を指定したうえで、再

度閲覧要求をしてください。

2 YZKO1001E エラー 【エラー】薬剤情報が存在しません。

－ 閲覧要求で指定した被保険者の薬剤情報を保有していない場合

資格情報が提供不可設定されている場合

薬剤情報の保管期間外で閲覧対象がない場合

指定する期間を確認のうえで、再度閲覧要求

をしてください。

3 YZKO1002E エラー 【エラー】閲覧同意情報が存在しません。

－
被保険者のマイナンバーカードによる閲覧同意が行われていない場合（閲覧同意

の有効期間超過を含む）

被保険者の閲覧同意を取得のうえで、再度閲

覧要求をしてください。

4 YZKO1003E エラー 【エラー】システムエラー

－

システム上のエラーが発生した場合
医療機関内のシステム管理者、或いはヘルプ

デスクにお問い合わせください。

5 YZKO1004E エラー 【エラー】{0}は必ず入力してください。

{0}：項目名（和名）

必須入力項目が未入力の状態
メッセージで示された項目を入力したうえで、再

度閲覧要求してください。

6 YZKO1005E エラー 【エラー】{0}は半角数字で入力してください。

{0}：項目名（和名）

半角数字項目に、異なる属性の入力をした状態
メッセージで示された項目を、半角数字で入力

したうえで、再度閲覧要求してください。

7 YZKO1006E エラー 【エラー】{0}は{1}桁で入力してください。

{0}：項目名（和名）

{1}：桁数 入力した内容が所定の桁数に合致していない状態
メッセージで示された桁数で再入力したうえで、

再度閲覧要求してください。

8 YZKO1007E エラー 【エラー】{0}は{1}桁以下で入力してください。

{0}：項目名（和名）

{1}：桁数 入力した内容が所定の桁数を超えている状態
メッセージで示された桁数以下で再入力したう

えで、再度閲覧要求してください。

9 YZKO1008E エラー 【エラー】{0}は{1}桁以上{2}桁以下で入力してください。

{0}：項目名（和名）

{1}：桁数

{2}：桁数
入力した内容が所定の桁数範囲外である状態

メッセージで示された桁数の範囲で再入力した

うえで、再度閲覧要求してください。

10 YZKO1009E エラー 【エラー】{0}の形式が正しくありません。

{0}：項目名（和名）

入力した内容が所定の形式と異なる入力をされていた場合
メッセージで示された項目を、正しい形式で入

力したうえで、再度閲覧要求してください。

11 YZKO1010E エラー 【エラー】{0}は正しい日付で入力してください。

{0}：項目名（和名）

日付項目の指定に誤りがある状態
メッセージで示された日付項目を確認して、再

入力してください。

12 YZKO1011E エラー 【エラー】{0}の日付が{1}の日付以前です。再度入力してください。

{0}：項目名（和名）

{1}：項目名（和名） 日付項目の前後関係で誤りがある状態
メッセージで示された日付項目の前後関係を確

認して、再入力してください。

13 YZKO1012E エラー 【エラー】「開始年月、終了年月」または「前回取得日」のいずれかを入力してください。

－
「開始年月、終了年月」または「前回取得日」ともに入力されていない、または、とも

に入力されいる状態

「開始年月、終了年月」または「前回取得日」

のいずれかを入力して、再入力してください。

14 YZKO1013E エラー 【エラー】要求ファイル種別がＰＤＦの場合、前回取得日は入力できません。

－

要求ファイル種別が「1:PDF」、前回取得日が入力されている状態
要求ファイル種別または前回取得日を再入力

したうえで、再度閲覧要求してください。

15 YZKO1014W 警告 【警告】薬剤情報の取得要求の期間が{0}年を超えています。

{0}：年数

薬剤情報の取得要求期間が薬剤情報の提供期間を超えていた場合
指定する期間を見直し、再度閲覧要求をして

ください。

16 YZKO1015W 警告 【警告】出力最大件数（{0}件）を超えています。

{0}：件数
閲覧要求で指定した期間（年月）に対する薬剤情報の取得件数が返却上限件

数を超過した場合

指定する期間を見直し、再度閲覧要求をして

ください。
取得要求対象のファイル種別がXMLの場合

対象項目

開始年月、終了年月、前回取得日

対象項目

開始年月、終了年月

メッセージ一覧

備考

対象項目

医療機関コード、保険者番号、被保険者証等番号、要求ファ

イル種別

対象項目

医療機関コード、枝番

対象項目

医療機関コード、保険者番号、枝番、開始年月、終了年月、

前回取得日

対象項目

任意のファイル識別子

対象項目

被保険者証等記号、被保険者証等番号

対象項目

リクエスト形式、保険者番号、被保険者証等記号、被保険者

証等番号、開始年月、終了年月、前回取得日

- 5 / 6 -



システム名 サブシステム名 プロセス名 版数 作成日 2020/3/31

オンライン資格確認等システム WebAPI連携 - 1.02 更新日 2020/5/29

No. メッセージID メッセージ種別 メッセージ内容 可変項目説明 メッセージ説明 対処方法

メッセージ一覧

備考

【特定健診情報】

1 TKKO1000E エラー 【エラー】資格情報が存在しません。

－
閲覧要求で指定した保険者番号、被保険者証等記号、被保険者証等番号、枝

番に相当する資格情報がオンライン資格確認等システムに登録されていない場合

正しい保険者番号、被保険者証等記号、被

保険者証等番号、枝番を指定したうえで、再

度閲覧要求してください。

2 TKKO1001E エラー 【エラー】特定健診情報が存在しません。

－ 閲覧要求で指定した被保険者の特定健診情報を保有していない場合

資格情報が提供不可設定されている場合

特定健診情報の保管期間外で閲覧対象がない場合

特になし

3 TKKO1002E エラー 【エラー】閲覧同意情報が存在しません。

－
被保険者のマイナンバーカードによる閲覧同意が行われていない場合（閲覧同意

の有効期間超過を含む）

被保険者の閲覧同意を取得のうえで、再度閲

覧要求をしてください。

4 TKKO1003E エラー 【エラー】システムエラー

－

システム上のエラーが発生した場合
医療機関内のシステム管理者、或いはヘルプ

デスクにお問い合わせください。

5 TKKO1004E エラー 【エラー】{0}は必ず入力してください。

{0}：項目名（和名）

必須入力項目が未入力の状態
メッセージで示された項目を入力したうえで、再

度閲覧要求してください。

6 TKKO1005E エラー 【エラー】{0}は半角数字で入力してください。

{0}：項目名（和名）

半角数字項目に、異なる属性の入力をした状態
メッセージで示された項目を、半角数字で入力

したうえで、再度閲覧要求してください。

7 TKKO1006E エラー 【エラー】{0}は{1}桁で入力してください。

{0}：項目名（和名）

{1}：桁数 入力した内容が所定の桁数に合致していない状態
メッセージで示された桁数で再入力したうえで、

再度閲覧要求してください。

8 TKKO1007E エラー 【エラー】{0}は{1}桁以下で入力してください。

{0}：項目名（和名）

{1}：桁数 入力した内容が所定の桁数を超えている状態
メッセージで示された桁数以下で再入力したう

えで、再度閲覧要求してください。

9 TKKO1008E エラー 【エラー】{0}は{1}桁以上{2}桁以下で入力してください。

{0}：項目名（和名）

{1}：桁数

{2}：桁数
入力した内容が所定の桁数範囲外である状態

メッセージで示された桁数の範囲で再入力した

うえで、再度閲覧要求してください。

10 TKKO1009E エラー 【エラー】{0}の形式が正しくありません。

{0}：項目名（和名）

入力した内容が所定の形式と異なる入力をされていた場合
メッセージで示された項目を、正しい形式で入

力したうえで、再度閲覧要求してください。

対象項目

任意のファイル識別子

対象項目

被保険者証等記号、被保険者証等番号

対象項目

リクエスト形式、保険者番号、被保険者証等記号、被保険者

証等番号

対象項目

医療機関コード、保険者番号、被保険者証等番号、要求ファ

イル種別

対象項目

医療機関コード、枝番

対象項目

医療機関コード、保険者番号、枝番
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