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資料資料資料資料１１１１ 国保連合会とのインタフェースの変更点について  平成２４年４月施行施行施行施行のののの介護保険制度改正介護保険制度改正介護保険制度改正介護保険制度改正およびおよびおよびおよび報酬改定等報酬改定等報酬改定等報酬改定等に伴う国保連合会とのインタフェースの変更について、その基本方針を以下に示す。  １．外部インタフェース仕様 平成２４年５月以降提出分に対する 連合会の対応  区 分 インタフェース 種類 交換情報 識別番号 レイアウト方針 平成２４年３月 以前の情報 平成２４年４月 以降の情報 ・・・・媒体媒体媒体媒体ににににＣＤ－ＲＣＤ－ＲＣＤ－ＲＣＤ－Ｒをををを追加追加追加追加    ＣＤ－ＲＣＤ－ＲＣＤ－ＲＣＤ－Ｒでのでのでのでの提出提出提出提出をををを可能可能可能可能とするとするとするとする。。。。    左記同左記同左記同左記同様様様様    ・・・・データデータデータデータ種別一覧種別一覧種別一覧種別一覧ににににデータデータデータデータ種別種別種別種別およびおよびおよびおよび交交交交換情報識別番号換情報識別番号換情報識別番号換情報識別番号をををを追加追加追加追加    以降以降以降以降ののののインタフェーインタフェーインタフェーインタフェースススス仕様書各編仕様書各編仕様書各編仕様書各編のののの変更変更変更変更内容参照内容参照内容参照内容参照    左記同左記同左記同左記同様様様様    共通共通共通共通    ・・・・「「「「フロッピーディスクフロッピーディスクフロッピーディスクフロッピーディスク」」」」をををを「「「「フレキシブルディスクフレキシブルディスクフレキシブルディスクフレキシブルディスク」」」」にににに名称変更名称変更名称変更名称変更    表記名称表記名称表記名称表記名称のののの変更変更変更変更であであであであるためるためるためるため今今今今までまでまでまで通通通通りりりり    左記同様左記同様左記同様左記同様    ・・・・事業所異動連絡票事業所異動連絡票事業所異動連絡票事業所異動連絡票情報情報情報情報（（（（基本情報基本情報基本情報基本情報））））    ・・・・事業所訂正連絡票事業所訂正連絡票事業所訂正連絡票事業所訂正連絡票情報情報情報情報（（（（基本情報基本情報基本情報基本情報））））    追加追加追加追加なしなしなしなし    ・・・・コードコードコードコード値追加値追加値追加値追加ありありありあり    異動年月日異動年月日異動年月日異動年月日がががが平成平成平成平成２２２２４４４４年年年年３３３３月月月月３１３１３１３１日以前日以前日以前日以前のののの情報情報情報情報にににに新新新新コードコードコードコードがががが設定設定設定設定されているされているされているされている場合場合場合場合ははははエラーエラーエラーエラーとするとするとするとする。。。。    異動年月日異動年月日異動年月日異動年月日がががが平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年４４４４月月月月１１１１日以降日以降日以降日以降、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて新新新新コードコードコードコードをををを設定設定設定設定するするするする。。。。    ・事業所異動連絡票情報（サービス情報） ・・・・事事事事業所訂正連絡票業所訂正連絡票業所訂正連絡票業所訂正連絡票情報情報情報情報（（（（サービスサービスサービスサービス情情情情報報報報）））） 追加追加追加追加なしなしなしなし    ・・・・コードコードコードコード値追加値追加値追加値追加ありありありあり    ・・・・項目追加項目追加項目追加項目追加ありありありあり        異動年月日異動年月日異動年月日異動年月日がががが平成平成平成平成２２２２４４４４年年年年３３３３月月月月３１３１３１３１日以前日以前日以前日以前のののの情報情報情報情報にににに介護予防介護予防介護予防介護予防・・・・日日日日常生活支援総合事業常生活支援総合事業常生活支援総合事業常生活支援総合事業サービスサービスサービスサービス種類種類種類種類コードコードコードコードがががが設定設定設定設定されているされているされているされている場場場場合合合合ははははエラーエラーエラーエラーとするとするとするとする。。。。    異動年月日異動年月日異動年月日異動年月日がががが平成平成平成平成２２２２４４４４年年年年３３３３月月月月３１３１３１３１日以前日以前日以前日以前のののの情報情報情報情報のののの新項目新項目新項目新項目がががが未未未未設定設定設定設定であってもであってもであってもであってもエラエラエラエラーーーーとしないとしないとしないとしない。。。。設定設定設定設定してしてしてしているいるいるいる場合場合場合場合はははは通常通常通常通常ののののチチチチェックェックェックェックをするをするをするをする。。。。    

異動年月日異動年月日異動年月日異動年月日がががが平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年４４４４月月月月１１１１日以降日以降日以降日以降、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて介護予防介護予防介護予防介護予防・・・・日常生日常生日常生日常生活支援総合事業活支援総合事業活支援総合事業活支援総合事業サービサービサービサービスススス種類種類種類種類コードコードコードコード、、、、及及及及びびびび、、、、新新新新項目項目項目項目をををを設定設定設定設定するするするする。。。。        
・・・・事業所異動連絡票事業所異動連絡票事業所異動連絡票事業所異動連絡票情報情報情報情報（（（（処遇改善処遇改善処遇改善処遇改善））））    ・・・・事業事業事業事業所訂正連絡票所訂正連絡票所訂正連絡票所訂正連絡票情報情報情報情報（（（（処遇改善処遇改善処遇改善処遇改善））））    追加追加追加追加なしなしなしなし    平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年４４４４月以降異動分月以降異動分月以降異動分月以降異動分よりよりよりより本本本本情報情報情報情報のののの受付受付受付受付をををを不可不可不可不可ととととするするするする    異動年月日異動年月日異動年月日異動年月日がががが平成平成平成平成２２２２４４４４年年年年３３３３月月月月３１３１３１３１日以前日以前日以前日以前のののの情報情報情報情報はははは今今今今までまでまでまで通通通通りりりり。。。。    異動年月日異動年月日異動年月日異動年月日がががが平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年４４４４月月月月１１１１日以降日以降日以降日以降のののの情報情報情報情報ははははエラーエラーエラーエラーとするとするとするとする。。。。    ・・・・事業所情報更新結事業所情報更新結事業所情報更新結事業所情報更新結果情報果情報果情報果情報（（（（基本基本基本基本））））    ・・・・事業所台帳情報事業所台帳情報事業所台帳情報事業所台帳情報（（（（基本基本基本基本））））    追加追加追加追加なしなしなしなし    「「「「事業所異動連絡票情報事業所異動連絡票情報事業所異動連絡票情報事業所異動連絡票情報（（（（基本情基本情基本情基本情報報報報）」）」）」）」のののの内容内容内容内容にににに準準準準じるじるじるじる    左記同左記同左記同左記同様様様様    左記同左記同左記同左記同様様様様    ・事業所情報更新結果情報（サービス） ・事業所台帳情報（サービス） 追加追加追加追加なしなしなしなし    「「「「事業所異動連絡票情報事業所異動連絡票情報事業所異動連絡票情報事業所異動連絡票情報（（（（サービサービサービサービスススス情報情報情報情報）」）」）」）」のののの内容内容内容内容にににに準準準準じるじるじるじる    左記同左記同左記同左記同様様様様    左記同左記同左記同左記同様様様様    

都道府県 

・・・・事業所情報更新結事業所情報更新結事業所情報更新結事業所情報更新結果情報果情報果情報果情報（（（（処遇改処遇改処遇改処遇改善善善善））））    ・・・・事業所台帳情報事業所台帳情報事業所台帳情報事業所台帳情報（（（（処遇改善処遇改善処遇改善処遇改善））））    追加追加追加追加なしなしなしなし    平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年４４４４月以降異動分月以降異動分月以降異動分月以降異動分よりよりよりより本本本本情報情報情報情報のののの受付受付受付受付をををを不可不可不可不可ととととするためするためするためするため、、、、出出出出力力力力もももも不可不可不可不可となるとなるとなるとなる    異動年月日異動年月日異動年月日異動年月日がががが平成平成平成平成２２２２４４４４年年年年３３３３月月月月３１３１３１３１日以前日以前日以前日以前のののの情報情報情報情報はははは今今今今までまでまでまで通通通通りりりり。。。。    異動年月日異動年月日異動年月日異動年月日がががが平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年４４４４月月月月１１１１日以降日以降日以降日以降のののの情報情報情報情報はははは出力出力出力出力することがすることがすることがすることが出来出来出来出来ないないないない。。。。    



- ２ - 

平成２４年５月以降提出分に対する 連合会の対応  区 分 インタフェース 種類 交換情報 識別番号 レイアウト方針 平成２４年３月 以前の情報 平成２４年４月 以降の情報 ・受給者異動連絡票情報 ・受給者訂正連絡票情報 ・受給者情報突合情報  
追加なし  ・・・・コードコードコードコード値追加値追加値追加値追加ありありありあり    ・・・・項目追加項目追加項目追加項目追加ありありありあり     異動年月日異動年月日異動年月日異動年月日がががが平成平成平成平成２２２２４４４４年年年年３３３３月月月月３１３１３１３１日以前日以前日以前日以前のののの情報情報情報情報にににに新新新新コードコードコードコード新新新新項目項目項目項目がががが設定設定設定設定されていされていされていされているるるる場合場合場合場合ははははエラーエラーエラーエラーとすとすとすとするるるる。。。。    異動年月日異動年月日異動年月日異動年月日がががが平成平成平成平成２２２２４４４４年年年年３３３３月月月月３１３１３１３１日以前日以前日以前日以前のののの情報情報情報情報のののの新項目新項目新項目新項目がががが未未未未設定設定設定設定であってもであってもであってもであってもエラエラエラエラーーーーとしないとしないとしないとしない。。。。設定設定設定設定してしてしてしているいるいるいる場合場合場合場合はははは通常通常通常通常ののののチチチチェックェックェックェックをするをするをするをする。。。。 

異動年月日が平成２４年４月１日以降、必要に応じて新新新新コードコードコードコード新項目新項目新項目新項目を設定する。 
・受給者情報更新結果情報 ・受給者台帳情報（単票） ・受給者台帳情報（一覧表） ・・・・受給者情報突合結受給者情報突合結受給者情報突合結受給者情報突合結果情報果情報果情報果情報    

追加なし 「受給者異動連絡票情報」の内容に準じる 左記同様 左記同様 
・市町村固有異動連絡票情報 ・・・・市町村固有訂正連市町村固有訂正連市町村固有訂正連市町村固有訂正連絡票情報絡票情報絡票情報絡票情報    追加なし ・サービス種類毎の支給限度額等を追加   異動年月日が平成２４年３月３１日以前の情報は未設定であってもエラーとしない。設定している場合は通常のチェックをする。 

異動年月日が平成２４年４月１日以降、必要に応じて左記を設定する。 
・市町村固有情報 更新結果情報 ・市町村固有情報 追加なし 「市町村固有異動連絡票情報」の内容に準じる 新レイアウトとし、入力に応じて左記を設定する。 新レイアウトとし、入力に応じて左記を設定する。 ・介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード異動連絡票情報 ・介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード訂正連絡票情報 

追加あり ・新規追加 対象対象対象対象なしなしなしなし（（（（異動年月日異動年月日異動年月日異動年月日がががが平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年３３３３月月月月３３３３１１１１日以前日以前日以前日以前のののの情報情報情報情報ははははエエエエラーラーラーラーとするとするとするとする）。）。）。）。    異動年月日異動年月日異動年月日異動年月日がががが平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年４４４４月月月月１１１１日以降日以降日以降日以降、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて提出提出提出提出するするするする。。。。    
・介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード更新結果情報 ・介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード情報 

追加あり 「介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード異動連絡票情報」の内容に準じる 左記同左記同左記同左記同様様様様    左記同左記同左記同左記同様様様様    

保険者 

・・・・介護給付費過誤申介護給付費過誤申介護給付費過誤申介護給付費過誤申立書情報立書情報立書情報立書情報 追加追加追加追加なしなしなしなし ・・・・コードコードコードコード値追加値追加値追加値追加ありありありあり    必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて新新新新コーコーコーコードドドドをををを設定設定設定設定するするするする。。。。    左記同様左記同様左記同様左記同様    
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平成２４年５月以降提出分に対する 連合会の対応  区 分 インタフェース 種類 交換情報 識別番号 レイアウト方針 平成２４年３月 以前の情報 平成２４年４月 以降の情報 ・・・・介護給付費再審査介護給付費再審査介護給付費再審査介護給付費再審査申立書情報申立書情報申立書情報申立書情報    追加追加追加追加なしなしなしなし    ・・・・コードコードコードコード追加追加追加追加ありありありあり サービスサービスサービスサービス提供年月提供年月提供年月提供年月がががが平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年３３３３月以前月以前月以前月以前のののの情報情報情報情報にににに新新新新コードコードコードコードがががが設定設定設定設定されているされているされているされている場合場合場合場合ははははエラーエラーエラーエラーとするとするとするとする。。。。    左記同様左記同様左記同様左記同様    
・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防・・・・日常生日常生日常生日常生活支援総合事業活支援総合事業活支援総合事業活支援総合事業費過誤申立書情費過誤申立書情費過誤申立書情費過誤申立書情報報報報 追加追加追加追加ありありありあり ・・・・新規追加新規追加新規追加新規追加 対象対象対象対象なしなしなしなし（（（（サービスサービスサービスサービス提提提提供年月供年月供年月供年月がががが平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年３３３３月以前月以前月以前月以前のののの情報情報情報情報ははははエエエエラーラーラーラーとするとするとするとする。。。。    サービスサービスサービスサービス提供年月提供年月提供年月提供年月がががが平平平平成成成成２４２４２４２４年年年年４４４４月以降月以降月以降月以降、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて提出提出提出提出するするするする。。。。    ・・・・請求明細書請求明細書請求明細書請求明細書・・・・給付給付給付給付管理票返戻管理票返戻管理票返戻管理票返戻（（（（保保保保留留留留））））一覧表情報一覧表情報一覧表情報一覧表情報 追加追加追加追加なしなしなしなし ・・・・項目追加項目追加項目追加項目追加ありありありあり    ・・・・既存項目既存項目既存項目既存項目のののの桁数追加桁数追加桁数追加桁数追加ありありありあり 新新新新レイアウトレイアウトレイアウトレイアウトでででで出力出力出力出力するするするする    左記同様左記同様左記同様左記同様    ・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防・・・・日常生日常生日常生日常生活支援総合事業活支援総合事業活支援総合事業活支援総合事業費費費費過誤決定通知過誤決定通知過誤決定通知過誤決定通知書情報書情報書情報書情報（（（（保険者保険者保険者保険者分分分分））））    ・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防・・・・日常生日常生日常生日常生活支援総合事業活支援総合事業活支援総合事業活支援総合事業費資格照合表情費資格照合表情費資格照合表情費資格照合表情報報報報    ・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防・・・・日常生日常生日常生日常生活支援総合事業活支援総合事業活支援総合事業活支援総合事業費払込請求書情費払込請求書情費払込請求書情費払込請求書情報報報報    ・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防・・・・日常生日常生日常生日常生活支援総合事業活支援総合事業活支援総合事業活支援総合事業費審査支払手数費審査支払手数費審査支払手数費審査支払手数料払込請求書情料払込請求書情料払込請求書情料払込請求書情報報報報    

追加追加追加追加ありありありあり ・・・・新規追加新規追加新規追加新規追加 対象対象対象対象なしなしなしなし 介護予防介護予防介護予防介護予防・・・・日常生活支援日常生活支援日常生活支援日常生活支援総合事業費総合事業費総合事業費総合事業費のののの情報情報情報情報をををを出出出出力力力力するするするする。。。。 

・・・・介護給付費等請求介護給付費等請求介護給付費等請求介護給付費等請求額通知書情報額通知書情報額通知書情報額通知書情報    追加追加追加追加なしなしなしなし    ・・・・保険者保険者保険者保険者におけるにおけるにおけるにおける介護給付費負担介護給付費負担介護給付費負担介護給付費負担金金金金のののの算定誤算定誤算定誤算定誤りをりをりをりを防止防止防止防止するためするためするためするため、、、、明細情報明細情報明細情報明細情報ののののサービスサービスサービスサービス種類種類種類種類コードコードコードコードにににに「「「「再掲再掲再掲再掲    施設等分施設等分施設等分施設等分」、「」、「」、「」、「再掲再掲再掲再掲    そのそのそのその他分他分他分他分」」」」をををを追加追加追加追加するするするする。。。。    新新新新レイアウトレイアウトレイアウトレイアウトでででで出力出力出力出力するするするする    左記同様左記同様左記同様左記同様    ・・・・介護予介護予介護予介護予防防防防・・・・日常生日常生日常生日常生活支援総合事業活支援総合事業活支援総合事業活支援総合事業費請求額通知書費請求額通知書費請求額通知書費請求額通知書情報情報情報情報    ・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防・・・・日常生日常生日常生日常生活支援総合事業活支援総合事業活支援総合事業活支援総合事業費審査決定請求費審査決定請求費審査決定請求費審査決定請求明細表情報明細表情報明細表情報明細表情報    
追加追加追加追加ありありありあり ・・・・新規追加新規追加新規追加新規追加 対象対象対象対象なしなしなしなし 介護予防介護予防介護予防介護予防・・・・日常生活支援日常生活支援日常生活支援日常生活支援総合事業費総合事業費総合事業費総合事業費のののの情報情報情報情報をををを出出出出力力力力するするするする。。。。 

・・・・施設介護給付費償施設介護給付費償施設介護給付費償施設介護給付費償還明細書情報還明細書情報還明細書情報還明細書情報（（（（介介介介護老人保健施設護老人保健施設護老人保健施設護老人保健施設））））        追加追加追加追加ありありありあり    ・・・・様式第九様式第九様式第九様式第九についてについてについてについて、、、、平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年４４４４月以降提供分月以降提供分月以降提供分月以降提供分よりよりよりより緊急時施設緊急時施設緊急時施設緊急時施設療養療養療養療養レコードレコードレコードレコードをををを緊急時施設療養緊急時施設療養緊急時施設療養緊急時施設療養費費費費・・・・所定疾患施設所定疾患施設所定疾患施設所定疾患施設療養費療養費療養費療養費等等等等情報情報情報情報レレレレコードコードコードコードにににに変更変更変更変更    現状現状現状現状とととと同同同同じじじじ    新新新新レコードレコードレコードレコードでででで提出提出提出提出するするするする。。。。    

保険者 

・・・・居宅介護居宅介護居宅介護居宅介護（（（（支援支援支援支援））））給付費償還明細給付費償還明細給付費償還明細給付費償還明細書情報書情報書情報書情報（（（（特定施設特定施設特定施設特定施設（（（（短期利用短期利用短期利用短期利用型型型型以以以以外外外外））））・・・・地域密着特地域密着特地域密着特地域密着特定施設定施設定施設定施設（（（（短期利用短期利用短期利用短期利用型型型型以外以外以外以外））））））））    
追加追加追加追加なしなしなしなし    ・・・・集計集計集計集計情報情報情報情報レコードレコードレコードレコードのののの限度限度限度限度額管理額管理額管理額管理対象外対象外対象外対象外単位単位単位単位数数数数をををを任意任意任意任意設定設定設定設定とするとするとするとする    現状現状現状現状とととと同同同同じじじじ    新新新新レイアウトレイアウトレイアウトレイアウトでででで提出提出提出提出すすすするるるる。。。。    
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平成２４年５月以降提出分に対する 連合会の対応  区 分 インタフェース 種類 交換情報 識別番号 レイアウト方針 平成２４年３月 以前の情報 平成２４年４月 以降の情報 ・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防サービスサービスサービスサービス給付費償還明細給付費償還明細給付費償還明細給付費償還明細書情報書情報書情報書情報（（（（介護予防介護予防介護予防介護予防特定施設特定施設特定施設特定施設入入入入居者居者居者居者生活介護生活介護生活介護生活介護））））    追加追加追加追加なしなしなしなし    ・・・・集計集計集計集計情報情報情報情報レコードレコードレコードレコードのののの限度限度限度限度額管理額管理額管理額管理対象外対象外対象外対象外単位単位単位単位数数数数をををを任意任意任意任意設定設定設定設定とするとするとするとする    現状現状現状現状とととと同同同同じじじじ    新新新新レイアウトレイアウトレイアウトレイアウトでででで提出提出提出提出すすすするるるる。。。。    ・・・・居宅介護居宅介護居宅介護居宅介護（（（（支援支援支援支援））））給付費償還明細給付費償還明細給付費償還明細給付費償還明細書情報書情報書情報書情報（（（（特定施設特定施設特定施設特定施設（（（（短期利用型短期利用型短期利用型短期利用型））））・・・・地域密着特定施地域密着特定施地域密着特定施地域密着特定施設設設設（（（（短期利用型短期利用型短期利用型短期利用型））））））））    追加追加追加追加ありありありあり    ・・・・新規追加新規追加新規追加新規追加 対象対象対象対象なしなしなしなし（（（（返戻返戻返戻返戻とすとすとすとするるるる））））    新新新新レイアウトレイアウトレイアウトレイアウトでででで提出提出提出提出すすすするるるる。。。。    ・国保連合会保有給付実績情報 追加あり ・平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年４４４４月提供分月提供分月提供分月提供分よりよりよりより新交新交新交新交換情報識別番号換情報識別番号換情報識別番号換情報識別番号としとしとしとし、、、、「介護予防・日常生活支援総合事業費明細書」の給付実績情報を含めて出力する。（（（（介護（予防）給付費の情報と同じファイルでの出力を想定））））    ・・・・様式第九様式第九様式第九様式第九についてについてについてについて、、、、平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年４４４４月以降提供分月以降提供分月以降提供分月以降提供分よりよりよりより緊急時施設緊急時施設緊急時施設緊急時施設療養療養療養療養レコードレコードレコードレコードをををを緊急時施設療養緊急時施設療養緊急時施設療養緊急時施設療養費費費費・・・・所定疾患施設療養費所定疾患施設療養費所定疾患施設療養費所定疾患施設療養費等等等等情報情報情報情報レコードレコードレコードレコードにににに変更変更変更変更    ・・・・様式様式様式様式六六六六のののの三三三三・・・・六六六六のののの四四四四についてについてについてについて、、、、集計集計集計集計情報情報情報情報レコードレコードレコードレコードのののの限度限度限度限度額管理額管理額管理額管理対象外対象外対象外対象外単位単位単位単位数数数数をををを出力出力出力出力するするするする    ・・・・様式様式様式様式六六六六のののの七七七七をををを追加追加追加追加    ※※※※保険者保有給付保険者保有給付保険者保有給付保険者保有給付実績実績実績実績情報情報情報情報、、、、保険保険保険保険者保有給付者保有給付者保有給付者保有給付実績実績実績実績更更更更新結果情報新結果情報新結果情報新結果情報にににについてはついてはついてはついては変更変更変更変更なしなしなしなし。。。。 

現状と同じ 新レイアウトで出力する。 
保険者 

・・・・保険者保有給付保険者保有給付保険者保有給付保険者保有給付実実実実績績績績情報情報情報情報    ・・・・保険者保有給付保険者保有給付保険者保有給付保険者保有給付実実実実績績績績更新結果情報更新結果情報更新結果情報更新結果情報 追加追加追加追加ありありありあり    ・・・・様式第九様式第九様式第九様式第九についてについてについてについて、、、、平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年４４４４月以降提供分月以降提供分月以降提供分月以降提供分よりよりよりより緊急時施設緊急時施設緊急時施設緊急時施設療養療養療養療養レコードレコードレコードレコードをををを緊急時施設療養緊急時施設療養緊急時施設療養緊急時施設療養費費費費・・・・所定疾患施設所定疾患施設所定疾患施設所定疾患施設療養費療養費療養費療養費等等等等情報情報情報情報レコードレコードレコードレコードにににに変更変更変更変更    ・・・・様式様式様式様式六六六六のののの三三三三・・・・六六六六のののの四四四四についてについてについてについて、、、、集計集計集計集計情報情報情報情報レコードレコードレコードレコードのののの限度限度限度限度額額額額管理管理管理管理対象外対象外対象外対象外単位単位単位単位数数数数をををを任意任意任意任意設定設定設定設定・・・・出力出力出力出力するするするする    ・・・・様式様式様式様式六六六六のののの七七七七をををを追加追加追加追加    
現状現状現状現状とととと同同同同じじじじ    新新新新レイアウトレイアウトレイアウトレイアウトでででで提出提出提出提出・・・・出出出出力力力力するするするする。。。。    

・介護予防・日常生活支援総合事業費請求書情報    追加あり    ・新規追加 ・既存の請求情報とは別ファイルでの提出を想定    対象なし（返戻とする）    新様式の審査を行う。    ・・・・施設介護給付費請施設介護給付費請施設介護給付費請施設介護給付費請求明細書情報求明細書情報求明細書情報求明細書情報（（（（介介介介護老人保健施設護老人保健施設護老人保健施設護老人保健施設））））    追加追加追加追加ありありありあり    ・・・・様式第九様式第九様式第九様式第九についてについてについてについて、、、、平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年４４４４月以降提供分月以降提供分月以降提供分月以降提供分よりよりよりより緊急時施設緊急時施設緊急時施設緊急時施設療養療養療養療養レコードレコードレコードレコードをををを緊急時施設療養緊急時施設療養緊急時施設療養緊急時施設療養費費費費・・・・所定疾患施設所定疾患施設所定疾患施設所定疾患施設療養費療養費療養費療養費等等等等情報情報情報情報レレレレコードコードコードコードにににに変更変更変更変更    現状現状現状現状とととと同同同同じじじじ    新新新新レコードレコードレコードレコードでででで提出提出提出提出するするするする。。。。    サービス事業所 ・・・・居宅介護居宅介護居宅介護居宅介護（（（（支援支援支援支援））））給付費請求明細給付費請求明細給付費請求明細給付費請求明細書情報書情報書情報書情報（（（（特定施設特定施設特定施設特定施設（（（（短期利用短期利用短期利用短期利用型型型型以以以以外外外外））））・・・・地域密着特地域密着特地域密着特地域密着特定施設定施設定施設定施設（（（（短期利用短期利用短期利用短期利用型型型型以外以外以外以外））））））））    
追加追加追加追加なしなしなしなし    ・・・・集計集計集計集計情報情報情報情報レコードレコードレコードレコードのののの限度限度限度限度額管理額管理額管理額管理対象外対象外対象外対象外単位単位単位単位数数数数をををを任意任意任意任意設定設定設定設定とするとするとするとする    現状現状現状現状とととと同同同同じじじじ    新新新新レイアウトレイアウトレイアウトレイアウトでででで提出提出提出提出すすすするるるる。。。。    
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平成２４年５月以降提出分に対する 連合会の対応  区 分 インタフェース 種類 交換情報 識別番号 レイアウト方針 平成２４年３月 以前の情報 平成２４年４月 以降の情報 ・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防サービスサービスサービスサービス給付費請求明細給付費請求明細給付費請求明細給付費請求明細書情報書情報書情報書情報（（（（介護予防介護予防介護予防介護予防特定施設特定施設特定施設特定施設入入入入居者居者居者居者生活介護生活介護生活介護生活介護））））    追加追加追加追加なしなしなしなし    ・・・・集計集計集計集計情報情報情報情報レコードレコードレコードレコードのののの限度限度限度限度額管理額管理額管理額管理対象外対象外対象外対象外単位単位単位単位数数数数をををを任意任意任意任意設定設定設定設定とするとするとするとする    現状現状現状現状とととと同同同同じじじじ    新新新新レイアウトレイアウトレイアウトレイアウトでででで提出提出提出提出すすすするるるる。。。。    ・・・・居宅介護居宅介護居宅介護居宅介護（（（（支援支援支援支援））））給付費請求明細給付費請求明細給付費請求明細給付費請求明細書情報書情報書情報書情報（（（（特定施設特定施設特定施設特定施設（（（（短期利用型短期利用型短期利用型短期利用型））））・・・・地域密着特定施地域密着特定施地域密着特定施地域密着特定施設設設設（（（（短期利用型短期利用型短期利用型短期利用型））））））））    追加追加追加追加ありありありあり    ・・・・新規追加新規追加新規追加新規追加 対象対象対象対象なしなしなしなし（（（（返戻返戻返戻返戻とすとすとすとするるるる））））    新新新新レイアウトレイアウトレイアウトレイアウトでででで提出提出提出提出すすすするるるる。。。。    
・介護予防・日常生活支援総合事業費明細書情報 追加あり ・新規追加 ・既存の請求情報とは別ファイルでの提出を想定 対象なし（返戻とする） 新様式の審査を行う。 ・・・・介護給付費再審査介護給付費再審査介護給付費再審査介護給付費再審査申立書情報申立書情報申立書情報申立書情報    追加追加追加追加なしなしなしなし    ・・・・コードコードコードコード追加追加追加追加ありありありあり サービスサービスサービスサービス提供年月提供年月提供年月提供年月がががが平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年３３３３月以前月以前月以前月以前のののの情報情報情報情報にににに新新新新コードコードコードコードがががが設定設定設定設定されているされているされているされている場合場合場合場合ははははエラーエラーエラーエラーとするとするとするとする。。。。    左記同様左記同様左記同様左記同様    
・・・・介護給付費等支払介護給付費等支払介護給付費等支払介護給付費等支払決定額通知書情決定額通知書情決定額通知書情決定額通知書情報報報報 追加追加追加追加ありありありあり ・・・・新規追加新規追加新規追加新規追加 新新新新レイアウトレイアウトレイアウトレイアウトでででで出力出力出力出力するするするする 左記同様左記同様左記同様左記同様 ・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防・・・・日常生日常生日常生日常生活支援総合事業活支援総合事業活支援総合事業活支援総合事業費支払決定額内費支払決定額内費支払決定額内費支払決定額内訳訳訳訳書情報書情報書情報書情報    ・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防・・・・日常生日常生日常生日常生活支援総合事業活支援総合事業活支援総合事業活支援総合事業審査決定審査決定審査決定審査決定増減増減増減増減表表表表情報情報情報情報    ・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防・・・・日常生日常生日常生日常生活支援総合事業活支援総合事業活支援総合事業活支援総合事業費過誤決定通知費過誤決定通知費過誤決定通知費過誤決定通知書情報書情報書情報書情報（（（（事業所事業所事業所事業所））））    ・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防・・・・日常生日常生日常生日常生活支援総合事業活支援総合事業活支援総合事業活支援総合事業請求明細書返戻請求明細書返戻請求明細書返戻請求明細書返戻一覧表情報一覧表情報一覧表情報一覧表情報    

追加追加追加追加ありありありあり    ・・・・新規追加新規追加新規追加新規追加    対象対象対象対象なしなしなしなし    介護予防介護予防介護予防介護予防・・・・日常生活支援日常生活支援日常生活支援日常生活支援総合事業費総合事業費総合事業費総合事業費のののの情報情報情報情報をををを出出出出力力力力するするするする。。。。    
サービス事業所 

・・・・請求明細書請求明細書請求明細書請求明細書・・・・給付給付給付給付管理票返戻管理票返戻管理票返戻管理票返戻（（（（保保保保留留留留））））一覧表情報一覧表情報一覧表情報一覧表情報    追加追加追加追加なしなしなしなし    ・・・・項目追加項目追加項目追加項目追加ありありありあり    ・・・・既存項目既存項目既存項目既存項目のののの桁数追加桁数追加桁数追加桁数追加ありありありあり    新新新新レイアウトレイアウトレイアウトレイアウトでででで出力出力出力出力するするするする    左記同様左記同様左記同様左記同様    ・介護予防・日常生活支援総合事業費請求書情報 追加あり ・新規追加 ・既存の請求情報とは別ファイルでの提出を想定 対象なし（返戻とする） 新様式の審査を行う。 居宅介護支援事業所 ・介護予防・日常生活支援総合事業費明細書情報情報情報情報    追加あり    ・新規追加 ・既存の請求情報とは別ファイルでの提出を想定    対象なし（返戻とする）    新様式の審査を行う。    
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平成２４年５月以降提出分に対する 連合会の対応  区 分 インタフェース 種類 交換情報 識別番号 レイアウト方針 平成２４年３月 以前の情報 平成２４年４月 以降の情報 ・・・・介護給付費等支払介護給付費等支払介護給付費等支払介護給付費等支払決定額通知書情決定額通知書情決定額通知書情決定額通知書情報報報報 追加追加追加追加ありありありあり ・・・・新規追加新規追加新規追加新規追加 新新新新レイアウトレイアウトレイアウトレイアウトでででで出力出力出力出力するするするする 左記同様左記同様左記同様左記同様 ・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防・・・・日常生日常生日常生日常生活支援総合事業活支援総合事業活支援総合事業活支援総合事業費支払決定額内費支払決定額内費支払決定額内費支払決定額内訳訳訳訳書情報書情報書情報書情報    ・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防・・・・日常生日常生日常生日常生活支援総合事業活支援総合事業活支援総合事業活支援総合事業審査決定審査決定審査決定審査決定増減増減増減増減表表表表情報情報情報情報    ・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防・・・・日常生日常生日常生日常生活支援総合事業活支援総合事業活支援総合事業活支援総合事業費過誤決定通知費過誤決定通知費過誤決定通知費過誤決定通知書情報書情報書情報書情報（（（（事業所事業所事業所事業所））））    ・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防・・・・日常生日常生日常生日常生活支援総合事業活支援総合事業活支援総合事業活支援総合事業請求明細書返戻請求明細書返戻請求明細書返戻請求明細書返戻一覧表情報一覧表情報一覧表情報一覧表情報    

追加追加追加追加ありありありあり    ・・・・新規追加新規追加新規追加新規追加    対象対象対象対象なしなしなしなし    介護予防介護予防介護予防介護予防・・・・日常生活支援日常生活支援日常生活支援日常生活支援総合事業費総合事業費総合事業費総合事業費のののの情情情情報報報報をををを出出出出力力力力するするするする。。。。    居宅介護支援事業所 ・・・・請求明細書請求明細書請求明細書請求明細書・・・・給給給給付管理票返戻付管理票返戻付管理票返戻付管理票返戻（（（（保保保保留留留留））））一覧表情報一覧表情報一覧表情報一覧表情報 追加追加追加追加なしなしなしなし ・・・・項目追加項目追加項目追加項目追加ありありありあり    ・・・・既存項目既存項目既存項目既存項目のののの桁数追加桁数追加桁数追加桁数追加ありありありあり 新新新新レイアウトレイアウトレイアウトレイアウトでででで出力出力出力出力するするするする 左記同様左記同様左記同様左記同様 
 


