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（別添１）特定個人情報ファイル記録項目 

 

【賦課管理情報】 

〔賦課状況〕調定年度、賦課年度、更正年月日、更正事由、段階、世帯課税区分、本人課

税区分、生保該当区分、老齢該当区分、本人所得、本人年金収入額、基準年額、年間保険

料、減免額、保険料、特別徴収保険料、特別徴収天引日、普通徴収保険料、普通徴収納期

限、過年度賦課調定年度、過年度賦課期別、過年度賦課保険料、過年度賦課納期限、月割

賦課基準額、月割賦課段階、月割賦課期間、月割賦課月数、月割賦課係数、月割賦課保険

料 

〔減免申請〕申請日、申請事由、決定日、結果、非承認事由、取消年月日、取消事由、減

免方法、減免率、減免額 

〔境界層〕登録年月日、登録理由、終了年月日、終了理由 

〔特徴情報〕特徴義務者コード、特徴義務者名称、基礎年金番号、年金コード、年金名称、

開始年月、停止年月、氏名、氏名カナ、生年月日、性別、住所、住所カナ 

〔賦課世帯〕課税区分、激変緩和区分、氏名、性別、生年月日 

〔資格履歴〕被保険者番号、資格取得日、資格取得事由、資格喪失日、資格喪失事由 

〔生保受給状況〕ケース番号、保護開始日、保護廃止日 

〔老齢福祉年金情報〕受給開始日、受給終了日 

 

【介護保険給付：給付総合表示情報】 

〔受給者情報〕被保険者住民番号、被保険者番号 

〔ケアプラン作成依頼届情報〕受付番号、被保険者証記載日、届出区分、届出日、作成区

分、作成事業者、変更事由、変更年月日、居宅サービス等の利用有無 

〔支払方法変更情報〕支払方法届出番号、予告通知日、弁明書提出期限、弁明書提出日、

弁明内容、決定年月日、決定結果、支払方法変更通知日、承認しない理由、払方法終了申

請日、申請理由、決定年月日、決定結果、承認しない理由 

〔給付額減額情報〕給付額減額番号、給付額減額期間、徴収権消滅期間、納付済期間、算

定対象期間、給付額減額通知日、給付額減額免除申請日、申請理由、申請者氏名、電話番

号、給付額減額免除決定日、決定結果、承認しない理由 

〔標準負担額情報情報〕減免届出番号、減免種別、入所施設、入所日、申請年月日、申請

理由、申請者氏名、電話番号、生計中心者住民番号、公費受給者番号、決定内容、減額認

定事項、適用年月日、有効期限、承認しない理由、決定年月日、交付年月日 

〔利用者負担額減免情報〕減免届出番号、減免種別、入所施設、入所日、申請年月日、申

請理由、申請者氏名、電話番号、生計中心者住民番号、公費受給者番号、決定内容、減額

認定事項、適用年月日、有効期限、承認しない理由、決定年月日、交付年月日 

〔社会福祉法人軽減情報〕減免届出番号、減免種別、入所施設、入所日、申請年月日、申
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請理由、申請者氏名、電話番号、生計中心者住民番号、公費受給者番号、決定内容、減額

認定事項、適用年月日、有効期限、承認しない理由、決定年月日、交付年月日 

〔負担限度額情報〕減免届出番号、減免種別、入所施設、入所日、申請年月日、申請理由、

申請者氏名、電話番号、公費受給者番号、決定内容、利用者負担段階、適用年月日、有効

期限、承認しない理由、決定年月日、交付年月日、課税層の特例減額措置対象、居室の種

別、実質的負担軽減者フラグ、食事負担限度額、居住費負担限度額（ユニット型個室）、居

住費負担限度額（ユニット型準個室）、居住費負担限度額（従来型個室特養等）、居住費負

担限度額（従来型個室老健、療養等）、居住費負担限度額（多床室）  

 

【介護保険給付：高額医療合算介護サービス費支給情報】 

〔支給額計算結果情報 保険者〕証明対象年度、高額医療合算介護申請番号、被保険者番

号、世帯負担総額、世帯支給総額、自己負担額、支払済額、按分後支給額、支給額（内介

護分）、支給額（内予防分） 

〔自己負担額証明書情報〕連絡票（支給申請書）整理番号、対象計算期間(開始)、対象計

算期間(終了)、加入期間(開始)、加入期間(終了)、提供年月、自己負担額、自己負担額（う

ち前期高齢者分）、高額介護サービス費支給額、高額介護支給額（うち前期高齢者分）、被

保険者要介護状態区分、給付額減額番号 

〔支給額計算結果連絡票情報〕高額医療合算介護申請番号、被保険者住民番号、対象年度、

保険者番号、被保険者証記号、被保険者(証)番号、連絡票（申請書）整理番号、計算対象

期間開始年月日、計算対象期間終了年月日、世帯負担総額、介護合算負担金世帯合算額、

７０歳以上負担金世帯合算額、所得区分、７０歳以上の者に係る所得区分、介護等合算算

定基準額、７０歳以上介護合算算定基準額、世帯支給総額、按分後支給額、介護低所得者

Ⅰ再計算実施の有無 

〔支給額計算結果連絡票情報 計算結果内訳 明細〕高額医療合算介護申請番号、連番、

対象年度、保険制度、保険者番号、保険者名称、自己負担額証明書整理番号、対象者氏名、

被保険者証記号、被保険者(証)番号、７０歳以上負担額、７０歳以上負担額に係る按分率、

７０歳以上負担額に係る支給額、７０歳未満負担額、差引後世帯負担額、差引後世帯負担

額に係るに係る按分率、差引後世帯負担額に係る支給額、按分後の支給額 

〔支給額計算結果連絡票情報 計算結果内訳 合計〕①７０歳以上負担額、③７０歳以上

負担額に係る支給額、④７０歳未満負担額、⑤④＋（①－③）、⑦⑤に係る支給額、⑧③＋

⑦ 

〔支給（不支給）決定者一覧表情報〕申請年月日、支給申請区分、支払方法区分、決定年

月日、取下年月日、支給区分、自己負担額合計、支給額、不支給理由 

〔支給（不支給）決定情報 保険者〕支給区分、自己負担額、決定年月日、支給額、支給

額（内介護分）、支給額（内予防分）、作成年月日、計算年月日、支払金額、支払年月日 

〔申請履歴情報〕高額医療合算介護申請番号、対象年度、申請年月日、決定年月日、世帯
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負担総額、世帯支給総額、自己負担額、支払済額、按分後支給額、支給額（内介護分）、支

給額（内予防分）、対象計算期間(開始)、対象計算期間(終了)、加入期間(開始)、加入期間

(終了)、計算結果問い合わせ先 

〔発行履歴情報〕文書種類、高額医療合算介護申請番号、文書番号、発行年月日、発行時

刻 

 

【介護保険給付：高額介護サービス費支給情報】 

〔算定情報〕高額介護申請番号、被保険者番号、サービス費用合計、利用者負担額合計、（内

償還分）利用者負担額合計、算定基準額、支払済金額合計、高額支給額、（決定）サービス

費用合計、（決定）利用者負担額合計、（決定）算定基準額、（決定）支払済金額合計、（決

定）高額支給額 

〔合算情報〕被保険者番号、高額貸付額、利用者負担額、高額支給額、申請年月日、支給

金額 

〔明細情報〕備考、整理番号、枝番、事業所番号、事業所名、サービスコード、サービス

種類、サービス費用合計、利用者負担額 

〔申請情報〕申請年月日、支払方法、決定年月日、審査方法区分、支給区分、本人支払額、

支給金額、不支給理由 

〔支払情報〕本人支払額、決定年月、支給金額、作成年月日、計算年月日、支払金額、支

払年月日 

 

【介護保険給付：償還払い（福祉用具購入費）支給情報】 

〔申請欄情報〕購入日、整理番号、枝番、保険給付率、申請日、申請理由、申請者氏名、

申請者電話番号、購入日、購入金額、用具商品名、用具種目、用具種目詳細、品名コード、

製造事業者名、販売事業者名、保険請求分請求額、利用者負担額、福祉用具購入費理由書

作成事業所番号、福祉用具購入費理由書作成事業所名、福祉用具購入費理由書作成者名 

〔確認欄情報〕承認結果、確認日、確認通知日 

〔請求欄情報〕請求日、支払方法、支給決定日、支払金額、支払日 

 

【介護保険給付：償還払い（住宅改修費）支給情報】 

〔申請欄情報〕着工年月、整理番号、枝番、保険給付率、申請日、申請理由、申請者氏名、

申請者電話番号、住宅改修着工年月日、住宅改修事業者名、住宅改修を行った住所、改築、

購入金額、工事内容、保険請求分請求額、利用者負担額、住宅改修理由書作成事業所番号、

住宅改修理由書作成事業所名、住宅改修理由書作成者名 

〔確認欄情報〕承認結果、確認日、確認通知日 

〔請求欄情報〕請求日、支払方法、支給決定日、支払金額、支払日 
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【介護保険給付：共通情報】 

〔資格履歴情報〕被保険者番号、資格取得日、資格取得事由、資格喪失日、資格喪失事由 

〔認定履歴情報〕要介護認定申請日、要介護認定申請理由、調査区分、要介護認定日、一

次判定結果、二次判定結果、要介護認定結果、要介護有効開始日、要介護有効終了日 

〔施設入所履歴情報〕入所日、退所日、退所事由、施設名、電話番号 

〔給付世帯情報 世帯〕対象年月、世帯区分、賦課年度、世帯番号、世帯課税区分、生活

保護受給状況、老齢福祉年金受給状況、合計所得金額、課税年金収入額、利用者負担段階 

〔給付世帯情報 世帯員〕住民番号、被保険者番号、激変緩和区分、課税区分、合計所得

金額、課税年金収入額、世帯入年月日、世帯入事由、世帯入届出日、世帯出年月日、世帯

出事由、世帯出届出日、経過措置区分、階層、負担金額、旧措置情報 

〔問い合わせ相談履歴情報〕受付日、受付時刻、受付担当者職員コード、受付方法、問い

合わせ・相談内容 

〔口座情報〕給付支払区分、支払基キー、金融機関コード、金融機関支店コード、口座種

別コード、口座番号、口座名義人カナ 

〔支給限度基準額情報 居宅サービス系〕要介護度、有効開始日、有効終了日、支給限度

基準額、支給限度基準額（内国基準）、支給限度基準額（内上乗せ分） 

〔支給限度基準額情報 短期入所系〕要介護度、有効開始日、有効終了日、支給限度基準

額、支給限度基準額（内国基準）、支給限度基準額（内上乗せ分）、支給限度基準額（内枠

拡大分） 

〔支給限度基準額情報 種類支給限度基準額〕サービス種類名称、基準額 

〔高額介護サービス費支給実績情報〕世帯構成員名、サービス提供年月、利用者負担額、

高額介護サービス費支給額、高額介護サービス費貸付額 

〔償還申請履歴情報〕整理番号、サービス提供年月、申請年月日、保険請求額、利用者負

担額、計算年月日、支払金額、支払年月 

〔給付管理票情報〕対象年月、給付管理票種別区分、給付管理票番号、要介護状態区分、

訪問通所／短期入所支給限度額、限度額適用期間（開始）、限度額適用期間（終了）、居宅

介護支援事業所、指定サービス分小計、基準該当等サービス分小計、合計、担当介護支援

専門員番号、委託先居宅介護支援事業所番号、委託先担当介護支援専門員番号 

〔給付管理票明細情報〕事業者番号（サービス事業所）、事業所区分、サービス種類、給付

計画点数／日数 

〔給付実績情報 総合〕サービス提供年月（対象年月）、サービス点数、保険請求額、利用

者負担額、所定疾患施設療養費保険請求分合計額、特定診療費・特定療養加算保険請求分

合計額、特定入所者介護サービス費等請求額 

〔給付実績情報 総合 明細〕整理番号－枝番、入力識別番号、請求明細書種類、給付実

績区分、事業所番号、事業所名、保険給付率、サービス点数、請求額、利用者負担額、緊

急時施設療養費、特定診療費・特定療養加算額、特定入所者介護サービス費等請求額 
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〔給付実績情報 基本〕被保険者番号、サービス提供年月（対象年月）、整理番号、枝番、

請求種類、給付実績区分、事業所番号、保険給付率、開始年月日、中止年月日、中止理由、

入所（院）年月日、退所（院）年月日、入所（院）実日数、外泊日数、退所後の状態、合

計（決定前）サービス点数、合計（決定前）保険請求額、合計（決定前）利用者負担額、

合計（決定前）所定疾患施設療養費保険請求分合計額、合計（決定前）特定診療費・特定

療養加算額、合計（決定前）特定入所者介護サービス費等請求額、合計（決定後）サービ

ス点数、合計（決定後）保険請求額、合計（決定後）利用者負担額、合計（決定後）所定

疾患施設療養費保険請求分合計額、合計（決定後）特定診療費・特定療養加算額、合計（決

定後）特定入所者介護サービス費等請求額 

〔給付実績情報 基本 公費〕被保険者番号、サービス提供年月（対象年月）、整理番号、

枝番、請求種類、給付実績区分、公費１負担者番号、公費１受給者番号、公費１給付率、

合計（決定前）公費１サービス点数、合計（決定前）公費１請求額、合計（決定前）公費

１利用者負担額、合計（決定前）公費１緊急時施設療養請求額、合計（決定前）公費１特

定入所者介護サービス費等請求額、合計（決定前）公費１特定診療費・特定療養加算請求

額、合計（決定後）公費１サービス点数、合計（決定後）公費１請求額、合計（決定後）

公費１利用者負担額、合計（決定後）公費１緊急時施設療養請求額、合計（決定後）公費

１特定入所者介護サービス費等請求額、合計（決定後）公費１特定診療費・特定療養加算

請求額、公費２負担者番号、公費２受給者番号、公費２給付率、合計（決定前）公費２サ

ービス点数、合計（決定前）公費２請求額、合計（決定前）公費２利用者負担額、合計（決

定前）公費２緊急時施設療養請求額、合計（決定前）公費２特定入所者介護サービス費等

請求額、合計（決定前）公費２特定診療費・特定療養加算請求額、合計（決定後）公費２

サービス点数、合計（決定後）公費２請求額、合計（決定後）公費２利用者負担額、合計

（決定後）公費２緊急時施設療養請求額、合計（決定後）公費２特定入所者介護サービス

費等請求額、合計（決定後）公費２特定診療費・特定療養加算請求額、公費３負担者番号、

公費３受給者番号、公費３給付率、合計（決定前）公費３サービス点数、合計（決定前）

公費３請求額、合計（決定前）公費３利用者負担額、合計（決定前）公費３緊急時施設療

養請求額、合計（決定前）公費３特定入所者介護サービス費等請求額、合計（決定前）公

費３特定診療費・特定療養加算請求額、合計（決定後）公費３サービス点数、合計（決定

後）公費３請求額、合計（決定後）公費３利用者負担額、合計（決定後）公費３緊急時施

設療養請求額、合計（決定後）公費３特定入所者介護サービス費等請求額、合計（決定後）

公費３特定診療費・特定療養加算請求額、審査回数、過誤回数、審査年月 

〔給付実績情報 明細〕整理番号、枝番、サービス種類、サービス項目、単位数、日数・

回数、サービス単位数、摘要、決定後単位数、決定後日数・回数、決定後サービス単位数、

（決定前）公費１対象日数・回数、（決定前）公費１対象サービス日数・回数、（決定後）

公費１対象日数・回数、（決定後）公費１対象サービス日数・回数、（決定前）公費２対象

日数・回数、（決定前）公費２対象サービス日数・回数、（決定後）公費２対象日数・回数、
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（決定後）公費２対象サービス日数・回数、（決定前）公費３対象日数・回数、（決定前）

公費３対象サービス日数・回数、（決定後）公費３対象日数・回数、（決定後）公費３対象

サービス日数・回数 

審査回数、過誤回数、審査年月 

〔緊急時施設療養情報〕整理番号、枝番、緊急時傷病名１、緊急時傷病名２、緊急時傷病

名３、緊急時治療開始年月日１、緊急時治療開始年月日２、緊急時治療開始年月日３、往

診日数、往診医療機関名、通院日数、通院医療機関名、緊急時治療管理点数、緊急時治療

管理日数、緊急時治療管理小計、 

リハビリテーション点数、処置点数、手術点数、麻酔点数、放射線治療点数、摘要１、摘

要２、摘要３、摘要４、摘要５、摘要６、摘要７、摘要８、摘要９、摘要１０、摘要１１、

摘要１２、摘要１３、摘要１４、摘要１５、摘要１６、摘要１７、摘要１８、摘要１９、

摘要２０、緊急時施設療養費合計点数、（決定後）往診日数、（決定後）通院日数、（決定後）

緊急時治療管理点数、（決定後）緊急時治療管理日数、（決定後）リハビリテーション点数、

（決定後）処置点数、（決定後）手術点数、（決定後）麻酔点数、（決定後）放射線治療点数、

再審査回数、過誤回数、審査年月 

〔特定診療費・特定療養費加算情報〕整理番号、枝番、傷病名、識別番号、単位数、保険

分回数、保険分サービス単位数、保険分合計単位数、公費１分回数、公費１分サービス単

位数、公費１分合計単位数、公費２分回数、公費２分サービス単位数、公費２分合計単位

数、公費３分回数、公費３分サービス単位数、公費３分合計単位数、摘要、（決定後）単位

数、（決定後）保険分回数、（決定後）保険分サービス単位数、（決定後）保険分合計単位数、

（決定後）公費１分回数、（決定後）公費１分サービス単位数、（決定後）公費１分合計単

位数、（決定後）公費２分回数、（決定後）公費２分サービス単位数、（決定後）公費２分合

計単位数、（決定後）公費３分回数、（決定後）公費３分サービス単位数、（決定後）公費３

分合計単位数、再審査回数、過誤回数、審査年月 

〔食事費用情報〕整理番号、枝番、基本食提供費用提供日数、基本食提供費用提供単価、

基本食提供費用提供金額、特別食提供費用提供日数、特別食提供費用提供単価、特別食提

供費用提供金額、食事提供延べ日数、公費１食事提供延べ日数、公費２食事提供延べ日数、

公費３食事提供延べ日数、食事提供費合計、標準負担額（月額）、食事提供費請求額、食事

提供費公費１請求分、食事提供費公費２請求分、食事提供費公費３請求分、標準負担額（日

額）、（決定後）基本食提供費用提供単価、（決定後）特別食提供費用提供単価、（決定後）

食事提供費請求額、再審査回数、過誤回数、審査年月 

〔居宅サービス計画費情報〕整理番号、枝番、事業所番号、事業所区分、サービス計画作

成依頼届出日 、担当介護支援専門員番号、単位数単価、審査方法区分、サービスコード、

単位数、回数、サービス単位数、摘要、サービス単位数合計、請求金額、（決定後）単位数、

（決定後）回数、（決定後）サービス単位数、（決定後）サービス単位数合計、（決定後）請

求金額 、再審査回数、過誤回数、審査年月 
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〔給付実績情報 集計〕整理番号、枝番、サービス種類、サービス実日数、限度額管理対

象単位数、限度額管理対象外単位数、短期入所実日数、保険請求分単位点合計、保険請求

分単位数単価、保険請求分請求額、保険請求分利用者負担額、保険分出来高医療費単位数

合計、保険分出来高医療費請求額、保険分出来高医療費利用者負担額、審査方法、（決定後）

短期入所実日数、（決定後）単位数合計、（決定後）保険請求分請求額、公費１分公費分単

位数、公費１分請求額、公費１分公費分本人負担額、公費１出来高医療費単位数合計、公

費１出来高医療費請求額、公費１出来高医療費本人負担額、（決定後）公費１分公費分単位

数、（決定後）公費１分請求額、（決定後）公費１分公費分本人負担額、（決定後）公費１出

来高医療費単位数合計、（決定後）公費１出来高医療費請求額、（決定後）公費１出来高医

療費本人負担額、公費２分公費分単位数、公費２分請求額、公費２分公費分本人負担額、

公費２出来高医療費単位数合計、公費２出来高医療費請求額、公費２出来高医療費本人負

担額、（決定後）公費２分公費分単位数、（決定後）公費２分請求額、（決定後）公費２分公

費分本人負担額、（決定後）公費２出来高医療費単位数合計、（決定後）公費２出来高医療

費請求額、（決定後）公費２出来高医療費本人負担額、公費３分公費分単位数、公費３分請

求額、公費３分公費分本人負担額、公費３出来高医療費単位数合計、公費３出来高医療費

請求額、公費３出来高医療費本人負担額、（決定後）公費３分公費分単位数、（決定後）公

費３分請求額、（決定後）公費３分公費分本人負担額、（決定後）公費３出来高医療費単位

数合計、（決定後）公費３出来高医療費請求額、（決定後）公費３出来高医療費本人負担額 

〔特定入所者介護サービス費情報〕整理番号、枝番、サービス種類、サービス項目、費用

単価、負担限度額、日数、費用額、保険分請求額、利用者負担額、公費１日数、公費２日

数、公費３日数、公費１負担額（明細）、公費２負担額（明細）、公費３負担額（明細）、費

用額合計、保険分請求額合計、利用者負担額合計、公費１負担額合計、公費１請求額、公

費１本人負担月額、公費２負担額合計、公費２請求額、公費２本人負担月額、公費３負担

額合計、公費３請求額、公費３本人負担月額、（決定後）費用単価、（決定後）日数、（決定

後）費用額、（決定後）保険分請求額、（決定後）利用者負担額、（決定後）公費１日数、（決

定後）公費２日数、（決定後）公費３日数、（決定後）公費１負担額（明細）、（決定後）公

費２負担額（明細）、（決定後）公費３負担額（明細）、（決定後）費用額合計、（決定後）保

険分請求額合計、（決定後）利用者負担額合計、（決定後）公費１負担額合計、（決定後）公

費１請求額、（決定後）公費１本人負担月額、（決定後）公費２負担額合計、（決定後）公費

２請求額、（決定後）公費２本人負担月額、（決定後）公費３負担額合計、（決定後）公費３

請求額、（決定後）公費３本人負担月額、再審査回数、過誤回数、審査年月 

〔社会福祉法人軽減額情報〕整理番号、枝番、軽減率、サービス種類、受領すべき利用者

負担の総額、軽減額、軽減後利用者負担額、備考、（決定後）受領利用者負担総額、（決定

後）軽減額、（決定後）軽減後利用者負担額、再審査回数、過誤回数、審査年月 

〔所定疾患施設療養費情報〕整理番号、枝番、緊急時傷病名１、緊急時傷病名２、緊急時

傷病名３、緊急時治療開始年月日１、緊急時治療開始年月日２、緊急時治療開始年月日３、
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往診日数、往診医療機関名、通院日数、通院医療機関名、緊急時治療管理点数、緊急時治

療管理日数、緊急時治療管理小計、リハビリテーション点数、処置点数、手術点数、麻酔

点数、放射線治療点数、摘要１、摘要２、摘要３、摘要４、摘要５、摘要６、摘要７、摘

要８、摘要９、摘要１０、摘要１１、摘要１２、摘要１３、摘要１４、摘要１５、摘要１

６、摘要１７、摘要１８、摘要１９、摘要２０、緊急時施設療養費合計点数、所定疾患施

設療養費傷病名１、所定疾患施設療養費傷病名２、所定疾患施設療養費傷病名３、所定疾

患施設療養費開始年月日１、所定疾患施設療養費開始年月日２、所定疾患施設療養費開始

年月日３、所定疾患施設療養費単位数、所定疾患施設療養費日数、所定疾患施設療養費小

計、（決定後）往診日数、（決定後）往診医療機関名、（決定後）通院日数、（決定後）通院

医療機関名、（決定後）緊急時治療管理点数、（決定後）緊急時治療管理日数、（決定後）緊

急時治療管理小計、（決定後）リハビリテーション点数、（決定後）処置点数、（決定後）手

術点数、（決定後）麻酔点数、（決定後）放射線治療点数、再審査回数、過誤回数、審査年

月 

 

【被保険者資格情報】 

〔被保険者情報〕氏名、住所、生年月日、介護保険者番号、住民コード、介護保険者名、

台帳作成年月日、資格取得年月日、資格取得事由、一号賦課発生日、資格喪失年月日、資

格喪失事由 

〔加入医療保険〕医療保険者番号、医療保険者名、保険の種類、保険者所在地、保険者電

話番号、記号、番号、特定疾病、資格取得日、資格喪失日 

〔入所施設〕入所者区分、保険者番号、他市被保険者番号、入所施設コード、入所施設名、

入所施設住所、入所年月日、入所理由、入所連絡票発行日、退所年月日、退所理由、退所

連絡票発行日、年金保険者送達日、入所連絡票受付日、退所連絡票受付日、他保険者連絡

票受付・入所連絡票受付日、他保険者連絡票受付・退所連絡票受付日 

〔各種証明書発行履歴〕被保険者証発行年月日、被保険者証発行理由、被保険者証有効期

限、被保険者証回収日、被保険者証返戻日、資格者証発行年月日、資格者証発行理由、資

格者証有効期限、資格者証回収日、資格者証返戻日 

〔住基異動情報〕異動事由、異動年月日 

〔要介護認定申請情報〕申請番号、申請年月日、申請理由、調査区分、代行業者コード、

代行業者名、前保険者コード、前保険者名、意見書作成医師区分、意見書作成医療機関コ

ード、意見書作成医療機関名、意見書作成医療機関電話番号、意見書作成医療機関診療科、

意見書作成医師名、診察券番号、受診希望日、受診希望時間、訪問調査日、訪問調査実施

機関、本人電話番号、申請代行者、連絡先、連絡先事業者名、連絡先電話番号、受給サー

ビス事業者１の事業者コード、受給サービス事業者１の事業者名、（以下同様に、事業者２

～４） 

〔訪問調査先情報〕調査場所、訪問調査先事業者コード、訪問調査先住所、訪問調査先方
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書、訪問調査先電話番号 

〔訪問調査結果・意見書・一次判定情報〕訪問調査日、実施機関名、訪問調査員氏名、訪

問調査依頼日、調査票提出予定日、調査票提出日、医師区分、意見書作成医療機関名、電

話番号、診療科、医師名、診察券番号、受診希望日、受診希望時刻、意見書依頼日、意見

書提出予定日、意見書提出日、一次判定日、一次判定結果 

〔調査票情報〕一次判定日、一次判定結果、認定基準時間、機能訓練等、一次判定警告コ

ード、現在のサービス利用状況、中間評価項目得点、調査実施日、調査員コード、調査員

氏名、現在受けているサービス名、現在の状況、麻痺の有無について、関節の動く範囲の

制限について、寝返り、起き上がり、座位保持、両足での立位、歩行、立ち上がり、片足

での立位、洗身、つめ切り、視力、聴力、移乗、移動、えん下、食事摂取、排尿、排便、

口腔清潔、洗顔、整髪、上衣の着脱、ズボン等の着脱、外出頻度、意思の伝達、毎日の日

課を理解、生年月日をいう、短期記憶、自分の名前をいう、今の季節を理解、場所の理解、

常時の徘徊、外出して戻れない、被害的、作話、感情が不安定、昼夜逆転、同じ話をする、

大声をだす、介護に抵抗、落ち着きなし、一人で出たがる、収集癖、物や衣類を壊す、ひ

どい物忘れ、独り言・独り笑い、自分勝手に行動する、話がまとまらない、薬の内服、金

銭の管理、日常の意思決定、集団への不適応、買い物、簡単な調理、点滴の管理、中心静

脈栄養、透析、ストーマの処置、酸素療法、レスピレータ、気管切開の処置、疼痛の看護、

経管栄養、モニター測定、じょくそうの処置、カテーテル、障害高齢者自立度、認知症高

齢者自立度 

〔主治医意見書項目情報〕意見書障害自立度（寝たきり度）、意見書認知症自立度、意見書

短期記憶、意見書認知能力、意見書伝達能力、意見書食事、意見書尿失禁 

〔審査会・認定結果情報〕認定審査会番号、審査会開催日、合議体番号、事前資料配布日、

認定審査会結果、審査会意見、認定結果、認定日、認定有効期間、認定期間（月数）、決定

通知書発行日 

〔審査会開催情報〕認定審査会番号、合議体名、会場、審査会日、審査時間、事前資料配

布日、結果登録日、審査委員氏名、審査委員コード、職種、所属名、申請№、保険者番号、

被保険者番号、申請者氏名、申請日、処分期限、一次判定日、一次判定結果、事前資料作

成日、介１時状態像、二次判定結果、認定期間（月数）、審査会意見 

〔審査会支援情報〕申請者番号、性別、年齢、申請理由、１・２号区分、前回審査結果、

前回認定結果、前回認定有効期間、前回基準時間、一次判定結果、要介護認定等基準時間、

ねたきり自立度、認知症自立度、訪問調査日、現在の状況、現在受けているサービス名、

麻痺、拘縮、寝返り、起き上がり、座位保持、両足での立位、歩行、立ち上がり、片足で

の立位、洗身、つめ切り、視力、聴力、移乗、移動、えん下、食事摂取、排尿、排便、口

腔清潔、洗顔、整髪、上衣の着脱、ズボン等の着脱、外出頻度、意思の伝達、毎日の日課

を理解、生年月日をいう、短期記憶、自分の名前をいう、今の季節を理解、場所の理解、

常時の徘徊、外出して戻れない、被害的、作話、感情が不安定、昼夜逆転、同じ話をする、
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大声をだす、介護に抵抗、落ち着きなし、一人で出たがる、収集癖、物や衣類を壊す、ひ

どい物忘れ、独り言・独り笑い、自分勝手に行動する、話がまとまらない、薬の内服、金

銭の管理、日常の意思決定、集団への不適応、買い物、簡単な調理、点滴の管理、中心静

脈栄養、透析、ストーマの処置、酸素療法、レスピレータ、気管切開の処置、疼痛の看護、

経管栄養、モニター測定、じょくそうの処置、カテーテル、障害高齢者自立度、認知症高

齢者自立度 

 

【収納管理情報】 

〔収納情報〕賦課年度、調定年度、徴収区分、通知書番号、賦課金額、納付額、残額、期

別毎収納状況 

〔収納状況〕保険料賦課額、保険料納付額、保険料未納額、保険料領収日、保険料収入日、

保険料納期限、保険料収納方法、延滞金確定額、延滞金納付額、延滞金未納額、延滞金領

収日、延滞金収入日、延滞金収納方法、還付充当区分、欠損日 

〔充当還付明細〕収入日、領収日、賦課年度、調定年度、通知書番号、徴収区分、期別、

納付額合計、充当還付区分、充当還付処理日、充当還付額、還付支払日、加算金 

〔賦課状況〕異動日、異動内容、賦課額、納期限、期別毎金額 

〔督促状況〕賦課年度、調定年度、通知書番号、期別、保険料、未納額、納期限、督促発

行日、発行区分、督促停止日、停止事由、停止解除日、解除事由、督促返戻日、返戻事由、

対応区分、対応処理日 

〔催告状況〕賦課年度、調定年度、通知書番号、期別、保険料、未納額、納期限、催促発

行日、発行区分、催告停止日、停止事由、停止解除日、解除事由、催告返戻日、返戻事由、

対応区分、対応処理日 

〔納付履歴〕収入日、領収日、賦課年度、調定年度、徴収区分、期別、通知書番号、納付

額、保険料、延滞金、納付区分、送付票番号、読取番号 

〔未納状況〕賦課年度、調定年度、徴収区分、期別、通知書番号、保険料、延滞金、納期

限、領収日、残保険料、残延滞金 

〔滞納者情報〕電話番号、連帯納付義務者、滞納原因、特記事項 

〔折衝記録〕折衝番号、折衝年月日、折衝担当者、折衝分類、折衝場所、折衝方法、折衝

対象、滞納根拠、折衝内容結果、折衝内容書類、折衝内容方法、摘要年月日、備考 

〔滞納処分情報〕処分種類、処分年月日、解除年月日、解除理由、執行停止事由、即時有

無、備考 

〔滞納内訳〕賦課年度、調定年度、徴収区分、期別、通知書番号、滞納合計、保険料滞納

額、延滞金滞納額、納期限、収入日 

〔分割納付〕誓約日、解除日、開始年月、納付期日、分納方法、納付方法、優先順位、延

滞金減免率、延滞金計算方法、納付誓約有無、納付誓約書文書番号、口振金融機関、口振

口座名義人 
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〔徴収猶予〕申請年月日、申請理由、許可年月日、不許可年月日、解除年月日、猶予開始

年月日、猶予終了年月日、延滞金減免率 

〔文書発送状況〕文書区分、賦課年度、調定年度、通知書番号、徴収区分、期別、保険料、

送付先氏名、発送年月日、返却年月日、送付先住所、送付先方書、文書番号 

〔口座登録内容〕銀行名、支店名、口座種別、口座番号、名義人（カナ）、名義人（漢字） 

〔過誤納金明細〕整理番号、送付票番号、読取番号、納付区分、賦課年度、調定年度、通

知書番号、徴収区分、期別、保険料、延滞金、合計額、還付充当状況 

〔口座振替依頼情報〕賦課年度、調定年度、徴収区分、期別、通知書番号、金融機関名、

口座種別、口座番号、口座名義人、振替年月日、引落可能金額、引落金額 


