
インタフェース仕様書 解説書保険者編 新旧対照表 

 

 （内容現在 平成２８年４月１日） 

Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

1 表紙 平成 ２７年 １２月 同 平成 ２８年 ４月 

2 目次 
資格系保険者共同処理（平成 27

年 6月処理分まで） 
同 

資格系保険者共同処理（平成 27

年 10 月処理分まで） 

3 目次 

 

同 

３．１．４－１ 高額介護サービ

ス費給付判定結果情報（総合事

業） 

３．２．６－２ 高額介護サービ

ス費給付対象者一覧表情報（総

合事業） 

３．２．８－１ 高額介護サービ

ス費支給（不支給）決定者一覧

表情報（総合事業） 

３．２．９－１ 高額介護サービ

ス費支給（不支給）決定通知書

情報（総合事業） 

３．２．９－３ 振込依頼書（高

額）情報（総合事業） 

３．２．１０－１ 振込データ情

報（総合事業） 

３．２．１１－１ 払込請求書情

報（総合事業） 

4 目次 
３．２．９－１ 振込依頼書（高

額）情報 
同 

３．２．９－２ 振込依頼書（高

額）情報 

5 ７－１ 

※同一月内で～省略～利用開始

月に小規模多機能型事業所及び

複合型サービス（看護小規模多

機能型居宅介護）事業所が給付

管理票を提出する場合は、月途

中の日を設定すること。 

同 

※同一月内で～省略～利用開始

月に変更前の居宅介護支援事業

者 が給付管理票を提出する場

合は、月途中の日を設定するこ

と。 

なお、さらに要介護認定有効期

間に前月から変更がある場合、

居宅介護支援事業者、及び小規

模多機能型事業所または複合型

サービス（看護小規模多機能型

居宅介護）事業所の、それぞれ

の事業所にて、受給者台帳情報

を送付すること。 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

6 １５ 

③ 老人保健市町村番号、老人

保健受給者番号、保険者番号（後

期）、被保険者番号（後期）、保

険者番号（国保）、被保険者証番

号（国保）、個人番号（国保） 

 保険者側で老人保健、国民健

康保険、後期高齢者医療保険と

介護保険との重複請求を確認す

るため、受給者が老人保健受給

者、国民健康保険被保険者、後

期高齢者医療保険被保険者の場

合に「老人保健市町村番号」、

「老人保健受給者番号」、「保険

者番号（後期）」、「被保険者番号

（後期）」、「保険者番号（国

保）」、「被保険者証番号（国

保）」、「個人番号（国保）」を受

給者異動連絡票情報に設定し連

合会へ提供する。 

同 

③ 老人保健市町村番号、老人

保健受給者番号、保険者番号（後

期）、被保険者番号（後期）、保

険者番号（国保）、被保険者証番

号（国保）、宛名番号 

 保険者側で老人保健、国民健

康保険、後期高齢者医療保険と

介護保険との重複請求を確認す

るため、受給者が老人保健受給

者、国民健康保険被保険者、後

期高齢者医療保険被保険者の場

合に「老人保健市町村番号」、

「老人保健受給者番号」、「保険

者番号（後期）」、「被保険者番号

（後期）」、「保険者番号（国

保）」、「被保険者証番号（国

保）」、「宛名番号」を受給者異動

連絡票情報に設定し連合会へ提

供する。 

7 ２０－２ 

１．１．１０ 個人番号異動連

絡票情報 

（２）項番３「異動区分コード」

及び、項番４「異動事由」で可

能な組み合わせについては以下

の通り。 

同 

（削除） 

8 ２３－１ 

１．２．２ 受給者異動連絡票

情報 

項番６６ 

<項目名> 

国民健康保険資格・個人番号（国

保） 

同 

１．２．２ 受給者異動連絡票

情報 

項番６６ 

<項目名> 

国民健康保険資格・宛名番号 

9 ２４ 

＊２０：「利用者負担減免・旧措

置入所者 給付率」の範囲検査 

・「二割負担適用開始年月日」が

未設定の場合  

「利用者負担減免・旧措置入所

者 給付率」≦90 

・「二割負担適用開始年月日」が

設定されている場合 

「利用者負担減免・旧措置入所

者 給付率」≦80 

同 

＊２０：「利用者負担減免・旧措

置入所者 給付率」の範囲検査 

・「二割負担適用開始年月日」が

未設定の場合  

「利用者負担減免・旧措置入所

者 給付率」＜90 

・「二割負担適用開始年月日」が

設定されている場合 

「利用者負担減免・旧措置入所

者 給付率」＜80 

10 ２７ 

項番 15 介護予防訪問介護・介

護予防通所介護終了年月 

項目関連検査③ 

同 

（削除） 

11 ２７ 

項番 16 介護予防・日常生活支

援総合事業開始年月 

項目関連検査④ 

同 

項番 16 介護予防・日常生活支

援総合事業開始年月 

項目関連検査③ 

12 ２７ 

 

同 

項番 17 介護予防・日常生活支

援総合事業みなしサービス終了

年月 

日付妥当性検査○ 

範囲検査○*6 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

13 ２８ 
 

同 
＊６：平成 27年 3月から平成 33

年 3月の期間内を設定する。 

14 ２８ 

③：「介護予防訪問介護・介護

予防通所介護終了年月」の条件

付き入力関連検査「介護予防・

日常生活支援総合事業開始年

月」の値が設定されていない場

合はエラーとする。  

同 

（削除） 

15 ２８ 

④：「介護予防・日常生活支援総

合事業開始年月」の関連日付の

比較検査 

同 

③：「介護予防・日常生活支援総

合事業開始年月」の関連日付の

比較検査 

16 ３８－１０ 
項番７ 

被保険者氏名（カナ） 
同 

項番７ 

（削除） 

17 ３８－１０ 
項番８ 

生年月日 
同 

項番８ 

（削除） 

18 ３８－１０ 
項番９ 

性別コード 
同 

項番９ 

（削除） 

19 ３８－１０ 
項番１０ 

広域連合（政令市）保険者番号 
同 

項番１０ 

（削除） 

20 ３８－１０ 

項番３ 

項目関連検査 ① 同 

項番３ 

項目関連検査 ① 

（削除） 

21 ３８－１０ 

項番４ 

項目関連検査 ① 同 

項番４ 

項目関連検査 ① 

（削除） 

22 ３８－１０ 
項番４ 

必須項目検査 ◎ 
同 

項番４ 

必須項目検査 ○ 

23 ３８－１０ 項番１１ 同 項番７ 

24 ３８－１０ 
項番７ 

必須項目検査 ◎ 
同 

項番７ 

必須項目検査 ○ 

25 ３８－１０ 
項番７ 

特殊検査 ◎ 
同 

項番７ 

特殊検査 ○ 

26 ３８－１１ 

項番（１） 脚注 

※１ 

※２ 

※３ 

※４ 

※５ 

同 

項番（１） 脚注 

※１ 

※２ 

※３ 

27 ３８－１１ 
項番（２） 

同 
項番（２） 

（削除） 

28 ５２ 

 

同 

項番３ 

高額介護サービス費給付判定結

果情報（総合事業） 

29 ５２ 
３．１．１（１）対象情報 

項番３～５ 
同 

項番４～６ 

に変更 

30 ５２－１ ３．１．１（８） ５２－２ 記載ページを変更 

31 ５２－２ 

 

同 

項番３ 

高額介護サービス費給付判定結

果情報（総合事業） 

32 ５２－２ 
３．１．１（８）対象情報 

項番３ 
同 

項番４ 

に変更 

33 ５２－２ ３．１．１（９） ５２－３ 記載ページを変更 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

34 ５２－３ 

 

同 

項番９ 

高額介護サービス費給付対象者

一覧表情報（総合事業） 

35 ５２－３ 
３．１．１（９）対象情報 

項番９～１０ 
同 

項番１０～１１ 

に変更 

36 ５２－３ ３．１．２ 償還連絡票情報 ５２－４ 記載ページを変更 

37 ５２－４ このページは空白です。 ５２－５ 記載ページを変更 

38 － 

 

５６－２ 

３．１．４－１ 高額介護サー

ビス費給付判定結果情報（総合

事業） 

（１）項番７「本人支払額」 

（２）項番９「支給金額」 

（３）項番８「支給区分コード」

～項番１０「不支給理由」 

（４）委託保険者が保険者の業

務として口座払いを行いたい

が、受給者の口座情報登録につ

いて 

（５）項番１２「窓口払 支払

場所」～項番１８「窓口払 支

払期間 終了時間」 

（６）項番１９「口座払 金融

機関コード」～項番２３「口座

払 口座名義人（カナ）」 

39 － 

 

５６－３ 

３．１．４－１ 高額介護サー

ビス費給付判定結果情報（総合

事業） 

（７）項番２３「口座名義人 

（カナ）」 

40 ５６－２ このページは空白です。 ５６－４ 記載ページを変更 

41 ６８ 

（１）保険者が広域連合（また

は政令市）の場合のレコード編

綴 

 

対象となる出力情報 

要介護認定期限到来者一覧表情

報、償還払支給決定者一覧表情

報、償還払不支給決定者一覧表

情報、介護給付費通知一覧表情

報、高額介護サービス費給付対

象者一覧表情報、高額介護サー

ビス費支給（不支給）決定者一

覧表情報、振込者一覧表情報、

振込不能者一覧表情報、主治医

意見書料支払一覧表情報 

同 

（１）保険者が広域連合（また

は政令市）の場合のレコード編

綴 

 

対象となる出力情報 

要介護認定期限到来者一覧表情

報、償還払支給決定者一覧表情

報、償還払不支給決定者一覧表

情報、介護給付費通知一覧表情

報、高額介護サービス費給付対

象者一覧表情報、高額介護サー

ビス費給付対象者一覧表情報

（総合事業）、高額介護サービス

費支給（不支給）決定者一覧表

情報、振込者一覧表情報、振込

不能者一覧表情報、高額介護サ

ービス費支給（不支給）決定者

一覧表情報（総合事業）、振込者

一覧表情報（総合事業）、振込不

能者一覧表情報（総合事業）、主

治医意見書料支払一覧表情報 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

42 ７２－１ 

（１３） 高額介護サービス費

給付のお知らせ及び高額介護サ

ービス費支給申請書を、国保連

合会が送付する高額介護サービ

ス費給付対象者一覧表情報か

ら、保険者が出力することは考

慮していない。 

同 

（１３） 高額介護サービス費

給付のお知らせ及び高額介護サ

ービス費支給申請書を、国保連

合会が送付する高額介護サービ

ス費給付対象者一覧表情報、高

額介護サービス費給付対象者一

覧表情報（総合事業）から、保

険者が出力することは考慮して

いない。 

43 ７３ 
３．２．６－１（１）帳票イメ

ージ 
７２－３ 

記載ページを変更 

44 ７２－３ 

「～介護保険法第５１条もしく

は第６１条による～」 
同 

帳票上部文言を「～介護保険法

第５１条もしくは第６１条等に

よる～」に変更した帳票イメー

ジに差し替え 

45 － 

 

７２－４ 

高額介護サービス費給付対象者

一覧表情報（総合事業）の記載

を追加 

46 － 

 

７２－５ 

高額介護サービス費給付対象者

一覧表情報（総合事業）の記載

を追加 

47 － 

 

７２－６ 

高額介護サービス費給付対象者

一覧表情報（総合事業）の記載

を追加 

48 ７３ 

（２） 対応する高額介護サー

ビス費給付対象者一覧表 集計

レコード 項番７「高額支給額」

の値が０より小さい場合、また

は、共同処理用受給者情報の「支

給申請書出力の有無」が「１：

出力無し」である場合、情報は

作成されない。 

同 

（２） 対応する高額介護サー

ビス費給付対象者一覧表、高額

介護サービス費給付対象者一覧

表（総合事業） 集計レコード 

項番７「高額支給額」の値が０

より小さい場合、または、共同

処理用受給者情報の「支給申請

書出力の有無」が「１：出力無

し」である場合、情報は作成さ

れない。 

49 － 

 

７３－１ 

３．２．８－１高額介護サービ

ス費支給（不支給）決定者一覧

表情報（総合事業） 

（１）明細レコード 

50 ７３－１ ３．２．９（２）帳票イメージ ７３－２ 記載ページを変更 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

51 ７３－２ 

帳票内以下記載を修正 

１「この通知書を受け取った日

の翌日から起算して６０日以内

に～」 

（３）「～正当の理由があると

き。」 

同 

本人支払額等、帳票内の数値デ

ータを実数値に変更 

 

帳票内以下記載を修正 

１「この通知書を受け取った日

の翌日から起算して３箇月以内

に～」 

（３）「～正当な理由があると

き。」 

 

帳票下部に以下文言を追加 

３ ただし、上記の期間が経過

する前に、この決定があった日

の翌日から起算して１年を経過

した場合は、原則として審査請

求することができなくなり、ま

た、審査請求に対する裁決があ

った日の翌日から起算して１年

を経過した場合は、原則として

決定の取消しの訴えを提起する

ことができなくなります。 

52 － 

 

７３－２ 

３．２．９－１高額介護サービ

ス費支給（不支給）決定通知書

情報（総合事業） 

（１）「問い合わせ先」には保険

者の住所，名称，電話番号が、

「不服の申立」には都道府県名

及び保険者名が印字される。 

（２）明細レコード 

53 － 

 

７３－３ 

３．２．９－１高額介護サービ

ス費支給（不支給）決定通知書

情報（総合事業） 

（２）明細レコード 

 ※前ページの続き 

54 ７３－２ 
３．２．９－１ 振込依頼書（高

額）情報 
７３－３ 

記載ページを変更 

55 ７３－３ 
３．２．９－１ 振込依頼書（高

額）情報 
同 

３．２．９－２ 振込依頼書（高

額）情報 

56 － 
 

７３－４ 
３．２．９－３ 振込依頼書（高

額）情報（総合事業） 

57 ７３－２ ３．２．１０ 振込データ情報 ７３－４ 記載ページを変更 

58 － 
 

７３－４ 
３．２．１０－１ 振込データ

情報（総合事業） 

59 ７３－２ 

３．２．１２ 主治医意見書料

及び認定調査委託料支払処理に

ついて 

７３－４ 

記載ページを変更 

60 ７３－２ 
３．２．１３ 主治医意見書料

支払一覧表情報 
７３－４ 

記載ページを変更 

61 － 
 

７３－４ 
３．２．１１－１ 払込請求書

情報（総合事業） 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

62 ７４ 

・高額介護サービス費支給処理 

 高額介護サービス費給付対象

者一覧表、高額介護サービス費

給付のお知らせ、 

 高額介護(居宅支援)サービス

費支給申請書、 

 外字空白印字リスト(高額介

護サービス費給付対象者)、 

 高額介護サービス費支給(不

支給)決定者一覧表、 

 高額介護サービス費支給(不

支給)決定通知書、 

 外字空白印字リスト(高額介

護サービス費支給(不支給)決定

者) 
７４ 

・高額介護サービス費支給処理 

 高額介護サービス費給付対象

者一覧表、高額介護サービス費

給付のお知らせ、 

 高額介護(居宅支援)サービス

費支給申請書、 

 外字空白印字リスト(高額介

護サービス費給付対象者)、 

 高額介護サービス費給付対

象者一覧表（総合事業）、 

外字空白印字リスト(高額介護

サービス費給付対象者)（総合

事業）、 

 高額介護サービス費支給(不

支給)決定者一覧表、 

 高額介護サービス費支給(不

支給)決定通知書、 

 外字空白印字リスト(高額介

護サービス費支給(不支給)決定

者) 

 高額介護サービス費支給(不

支給)決定者一覧表（総合事業）、 

 高額介護サービス費支給(不

支給)決定通知書（総合事業）、 

 外字空白印字リスト(高額介

護サービス費支給(不支給)決定

者)（総合事業） 

63 ７４ 

・各種支払支援処理 

 振込者一覧表、振込不能者一

覧表 ７４ 

・各種支払支援処理 

 振込者一覧表、振込不能者一

覧表 

 振込者一覧表（総合事業）、振

込不能者一覧表（総合事業） 

64 ７５ 

④高額介護サービス費支給処理 

 ア．支給申請書等（勧奨に関

する帳票）の出力の委託 

 イ．給付判定結果送付と支給

（不支給）決定通知書等の出力

の委託 

７５ 

④高額介護サービス費支給処理 

 ア．支給申請書等（勧奨に関

する帳票）の出力の委託 

 イ．給付判定結果送付と支給

（不支給）決定通知書等の出力

の委託 

 ウ．高額介護サービス費相当

事業分に対する支給申請書等

（勧奨に関する帳票）の出力の

委託 

 エ．高額介護サービス費相当

事業分に対する給付判定結果送

付と支給（不支給）決定通知書

（総合事業）等の出力の委託 

65 ７６ 
資格系保険者共同処理（平成 27

年 6月処理分まで） 
同 

資格系保険者共同処理（平成 27

年 10 月処理分まで） 

66 ８３ 
償還の場合、“3411” 

 
同 

償還の場合、“3411”または

“3421” 

67 付－１ 
高額介護サービス費情報 

 Ｄ８ 
同 

高額介護サービス費情報 

 Ｄ８、ＤＥ 
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