
 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

一_減額合計額 支一_年間被保割 介護賦課額 特徴月

算定前_公３_食事基準額 支一_世帯割1/2軽減月数 交付要求・参加差押前時効完成日 催告滞納理由コード

公４_給付割合 資格エラー確認区分 算定後_保険_高額療養費 保険_請求一部負担金

算定前_公１_決定点数 当初保険者番号 算定_公３_食事基準額 給与収入

国保喪失日（旧被保取得日） 算定後_公２_長期高額療養費 還付№ 料額修正年月日

一般_減額合計額 退職_年間賦課基準
老人慢性生活指導管理料査定（医
科）

公３_食事増減基準額

公４_食事増減標準負担額 最新市町村番号 接続本人家族入外 一般_世帯割

算定_公３_患者負担額(他公費負担
分)

審査年月 公３_生活環境単価 支退_賦課額

支退_増減額 世帯主宛名番号（照合時点） 算定差_保険_高額療養費 送達記録帳票種別コード

滞繰延滞金額 支一_賦課額 算定差_公１_患者負担額 繰上徴収終了理由コード

特殊入力区分 送付依頼状況 複数申出総数 居所不明調査コード

特徴対象コード更新年月日 支退_年間限度超過月数 算定前_公３_高額療養費 保険料（退職）

分納誓約終了理由コード 老人保健_医療保険種別 作成年月日－西暦年 賦課対象年度

世帯割軽減区分 算定_公４_費用額 年度途中75歳到達有無 算定後_保険_国保優先公費負担額

機械整理番号 累積レセプト処理年月 公５_食事確定回数
算定_公２_患者負担額(他公費負担
分)

算定差_公５_食事負担者負担額 還付加算金額_介護 合年間賦課基準 決定通知書管理№

算定差_公４_患者負担額(他公費負
担分)

支給予定額
未特定時集計保険者番号(分離合
併)

給付割合(前)

延滞金減免額合計 公２_県内外区分
算定前_保険_食事他法優先公費負
担額

公５_生活環境日数

算定差_公５_患者負担額(他公費負
担分)

随時調定年度 公１突合調整点数 異動事由

傷病名 資格チェックエラー項目情報 算定_公５_負担者負担金額 旧受給者番号

公２_食事増減標準負担額 支退_年間保険料 疾病コード 被主区分

在宅指導管理料 収納額 公５_診療実日数 公２_都道府県コード

機械整理番号(受給者) 分納誓約登録窓口コード 公３_食事標準負担額 算定後_公１_高額療養費１％

再診回数 世帯主個人管理番号 明細番号(綴り順) 通知発送日（到達日）

調整欄 確定減額金額 チェックデジット 算定前_公５_高額療養費１％

各種年月日－西暦年 原爆区分 公４_食事請求標準負担額 老人保健_分離区分

処分停止終了理由コード 収納額_介護 (公費負担金額) 老人保健_郡コード

公３_突合調整点数
算定_公１_患者負担額(他公費負担
分)

保険者番号(前) 公３_負担者負担金額

支_合年間限度超過月数 公４_食事回数 公２_生活特別単価 納付日変更フラグ

滞繰調定額_介護 保険証交付方法 随時調定月 科目コード

通知内容コード 差押処分更新窓口コード 算定差_公１_食事基準額 トータルチェックエラー区分

送付先住所有無 一般_減免額 公２_食事増減基準額 充当延滞金_医療支援

当初調定額 算定前_保険_負担者負担額 転帰請求区分 照合エラー区分

介護区分 窓口処理区分 調定区分 算定差_公４_食事基準額

本人家族入外(前) 公４_決定診療実日数
算定後_公２_患者負担額(他公費負
担分)

算定チェックエラー区分

公１_決定診療実日数 退職_増減額 負担者請求取消フラグ 算定_公２_食事基準額

在宅訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ指導管理料(医
科）

合年間限度超過月数 支_合期別保険料 一介護随時賦課額

所得届出日 公２_決定受給者番号 算定後_公４_費用額 算定後_公１_患者負担額

機関_調整診療科 公１_生活環境日数 減免開始日
算定後_保険_食事他法優先公費負
担額

接続オンライン請求フラグ
算定前_公３_患者負担額(他公費負
担分)

一般調定額（本料） 登録処理区分

算定差_公５_食事基準額 算定後_公５_他公費負担点数 所得内容コード 算定_公５_高額療養費１％

管理番号 滞納理由更新窓口コード 利用企業コード 算定前_公２_食事基準額

市町村コード 未公示日 公４_生活基準単価 公４_請求突合調整点数

一_被保割人数 還付延滞金額_介護 退_所得割 支一_減額合計額

計算終了年月日 算定_公２_食事患者負担額 仮徴収_開始依頼結果コード 支援合計_所得割

本人家族入外 支_合年間被保割 支払区 区コード（照合時点）

(決定公５負担金額) 接続任意診療科 還付額合計_介護 算定_公５_食事負担者負担額

算定差_公４_食事患者負担額 算定_公５_任意給付額 算定後_公３_決定点数 接続性別

退院指導料 一般_被保割人数 保険_分離区分 国保番号管理番号

公２_食事標準負担額 充当先科目区分 繰上徴収開始日 年金収入

算定_公３_調整金額 支_合増減額 公４_突合調整一部負担金 被保険者氏名

商品先物取引所得 公５_食事標準負担額 (外来公費負担金額) 府県コード

○学○遠区分 終了時点収納額 公１_増減点数 科目区分

算定前_保険_決定点数 算定_公４_他公費負担点数 分納誓約更新窓口コード 退_年間所得割

機関_点数表 突合先医療機関コード 公２_確定受給者番号 公１_政令指定都市区分

公１_食事増減基準額 給与特別控除 口座名義人（漢字） 公５_決定受給者番号

一_年間被保割 公２_生活特別回数 公１_突合調整一部負担金 一_年間所得割

公１_確定点数 管理療養費(訪問看護療養費） 算定前_公５_任意給付額 延滞金還付額合計

算定前_公５_食事基準額 該当異動区分 直近情報_国保喪失事由 減免理由

算定前_公４_食事基準額 公１_負担者番号 公３_政令指定都市区分 公４_生活環境単価

公３_確定点数 性別 算定前_公２_患者負担額 公３_食事確定基準額

算定_公２_費用額 (請求公４負担金額) 算定差_公３_決定点数 期別

一般_年間世帯割 公３_保険区分 当初調定額_医療 算定_公３_長期高額療養費

医療費通知減額表示区分 処方箋料算定有無情報 取得年月日 公５_食事決定標準負担額

作成日
算定前_公２_患者負担額(他公費負
担分)

算定後_公１_決定点数 算定_公１_調整金額

エントリー区分 公５_確定診療実日数 機械整理番号(被保) 算定前_公５_負担者負担金額

算定差_保険_長期高額療養費 支退_特徴期別保険料 医療機関名（漢字） 接続(公３負担金額)

天引き年月日 機関_柔整団体県内外区分 最終更新者ID 退_世帯割1/2軽減月数

最新個人番号 保険種別(保険種別②) 該当条項コード 仮徴収_候補者情報フラグ

公１_増減一部負担金 支援_合随時賦課額 算定_保険_決定点数 受給者番号

中止依頼結果コード 個人番号 接続被保険者証番号(半角) 公５_食事増減標準負担額

老年控除 接続返戻区分 繰上徴収登録窓口コード 合世帯割1/2軽減月数

老人保健_医療圏コード 氏名シフトコード 公３_確定受給者番号 他県再審査申出年月

山林所得 退_減免額 算定差_公５_他公費負担点数 氏名

当初市町村番号 公４_突合調整金額 発送処理窓口コード 算定差_公２_任意給付額

算定前_保険_費用額 一_所得割 証券配当所得 繰上徴収更新窓口コード

公１_決定一部負担金 公１_負担者負担金額 徴収区分 算定差_公４_食事負担者負担額

利子所得 機関_県内外区分 世帯主個人番号 算定差_保険_食事負担者負担額

老人保健公費５割 算定差_公２_患者負担額 (公３負担金額) 公５_政令指定都市区分

公１_県内外区分 居所不明調査更新日 充当通知番号 仮消込フラグ

減額・免除・猶予区分 決定標準負担額区分コード 保険_医療保険種別 退_減額合計額

返戻区分
算定後_保険_食事国保優先公費負
担額

該当年月日 処分停止開始日

算定後レセプト更新フラグ データ種別 公３_増減点数 徴収方法

保険料額 充当本料額 保険給付割合 処理年月日

歯周疾患継続指導管理料 公３_生活基準単価 点数表 公２_合算区分

公３_生活特別単価 本徴収_年金コード 区コード 確定減額割合

保険_市区町村区分 減額金額 財産種別コード 算定後_公２_高額療養費

公２_突合調整点数
交付要求・参加差押更新窓口コー
ド

公４_食事標準負担額 算定前_公１_他公費負担点数

公１_診療実日数 登録機能ID 処分停止登録日
交付要求・参加差押終了理由コー
ド

特別療養費 被保険者証番号 最新被保険者証記号 接続算定区分

公４_増減一部負担金 一般_軽減判定合計額 確定減額・免除・猶予区分 参考有無区分

未特定時集計市町村番号(地方交付
税)

総所得金額 算定前_公５_長期高額療養費 算定後_公３_高額療養費

てんかん指導料
算定後_公１_患者負担額(他公費負
担分)

公２_突合調整金額 公１_食事確定回数

算定差_公４_他公費負担点数 合年間世帯割 算定前_公４_高額療養費 退職_年間限度超過月数

発送先氏名 老人保健公費負担割合 算定_公１_任意給付額 収入額更新窓口コード

公２_負担者負担金額 作成端末 分離長期特控後－計 合随時賦課額

作成時間 退職_所得割 保険_食事確定回数 延滞金

老人慢性生活指導管理料査定 公４_食事決定基準額 保険_決定一部負担金 帳票出力先保険者番号

算定前_公３_食事患者負担額 請求媒体 充当延滞金 算定後_公２_費用額

最終更新機能ID 公５_生活基準単価 取得窓口コード 算定差_保険_他法優先公費負担額

所得割_支援 一_賦課額 一般_総所得 保険_委託区分

口座名義人（カナ） 決定減額割合 支_合年間所得割 支一_特徴期別保険料

退職_被保割 データ区分 算定差_公３_高額療養費 公示処理窓口コード

算定_保険_食事国保優先 支_合所得割 公５_生活特別回数 公１_受給者番号

延滞金収納額合計 合減額合計額 医療機関支払取消フラグ 老人保健_政令指定都市区分

公２_食事確定標準負担額 差押処分終了日 還付加算金計算開始日 公３_県内外区分

算定_公３_高額療養費 調定変更禁止日 算定後_保険_食事基準額 繰上徴収前時効完成日

公１_食事確定標準負担額 算定前_保険_長期高額療養費 照会回答区分 公３突合調整一部負担金

自支給期間 老人保健住所コード 退職_年間保険料 算定後_公５_高額療養費

年金捕捉年月 表示順位番号 退_被保割 合計金額

算定後_保険_患者負担額 公５_決定点数 保険_突合調整点数 旧保険者番号

支退_被保割 算定前_公２_長期高額療養費 公３_負担者番号 ＤＰＣ区分

算定後_公５_任意給付額 算定_公４_食事負担者負担額 算定後_保険_負担者負担額
算定_保険_食事国保優先公費負担
額

本人・扶養区分 請求情報年識別 本徴収_特別徴収義務者コード 対象者名

合軽減額 算定_公２_患者負担額 処理時刻 督促状管理№

一_被保険者総賦課基準 マル公区分 補綴時診断料 レセプト情報反映ステータス

公３_請求突合調整一部負担金 取得異動区分 歯科補綴関連検査(PTG) 公２_決定一部負担金

算定_保険_任意給付額
算定前_公１_患者負担額(他公費負
担分)

催告書発送日 公４_確定一部負担金

退随時賦課額 算定差_保険_高額療養費１％ 口座番号 算定_保険_高額療養費１％

保険_突合調整金額 算定後_公５_長期高額療養費 処分停止更新窓口コード 算定_保険_患者負担額

決定特記事項 保険_医療圏コード 支退_年間世帯割 印紙税区分

高額療養費該当区分 算定前_公５_食事負担者負担額 電話番号 支退_年間被保割

公２_食事決定標準負担額 退_年間限度超過月数 再審査申出種別 保険_食事請求基準額

減額措置サイン 支一_増減額 公４_受給者番号 老人慢性生活指導管理料

算定差_保険_負担者負担額 期別№（随時月） 検索用被保険者証番号 公３_増減一部負担金

更新区分 最新市町村変更日 公４_政令指定都市区分 算定_公１_食事基準額

延滞金減免登録窓口コード 所得割_介護 算定_保険_負担者負担額 徴収結果コード

仮徴収額変更結果コード 月中該当区分 接続減額割合 印紙フラグ



一_減額合計額 支一_年間被保割 介護賦課額 特徴月

算定前_公３_食事基準額 支一_世帯割1/2軽減月数 交付要求・参加差押前時効完成日 催告滞納理由コード

公４_給付割合 資格エラー確認区分 算定後_保険_高額療養費 保険_請求一部負担金

算定前_公１_決定点数 当初保険者番号 算定_公３_食事基準額 給与収入

国保喪失日（旧被保取得日） 算定後_公２_長期高額療養費 還付№ 料額修正年月日

一般_減額合計額 退職_年間賦課基準
老人慢性生活指導管理料査定（医
科）

公３_食事増減基準額

公４_食事増減標準負担額 最新市町村番号 接続本人家族入外 一般_世帯割

算定_公３_患者負担額(他公費負担
分)

審査年月 公３_生活環境単価 支退_賦課額

支退_増減額 世帯主宛名番号（照合時点） 算定差_保険_高額療養費 送達記録帳票種別コード

滞繰延滞金額 支一_賦課額 算定差_公１_患者負担額 繰上徴収終了理由コード

特殊入力区分 送付依頼状況 複数申出総数 居所不明調査コード

特徴対象コード更新年月日 支退_年間限度超過月数 算定前_公３_高額療養費 保険料（退職）

分納誓約終了理由コード 老人保健_医療保険種別 作成年月日－西暦年 賦課対象年度

世帯割軽減区分 算定_公４_費用額 年度途中75歳到達有無 算定後_保険_国保優先公費負担額

機械整理番号 累積レセプト処理年月 公５_食事確定回数
算定_公２_患者負担額(他公費負担
分)

算定差_公５_食事負担者負担額 還付加算金額_介護 合年間賦課基準 決定通知書管理№

算定差_公４_患者負担額(他公費負
担分)

支給予定額
未特定時集計保険者番号(分離合
併)

給付割合(前)

延滞金減免額合計 公２_県内外区分
算定前_保険_食事他法優先公費負
担額

公５_生活環境日数

算定差_公５_患者負担額(他公費負
担分)

随時調定年度 公１突合調整点数 異動事由

傷病名 資格チェックエラー項目情報 算定_公５_負担者負担金額 旧受給者番号

公２_食事増減標準負担額 支退_年間保険料 疾病コード 被主区分

在宅指導管理料 収納額 公５_診療実日数 公２_都道府県コード

機械整理番号(受給者) 分納誓約登録窓口コード 公３_食事標準負担額 算定後_公１_高額療養費１％

再診回数 世帯主個人管理番号 明細番号(綴り順) 通知発送日（到達日）

調整欄 確定減額金額 チェックデジット 算定前_公５_高額療養費１％

各種年月日－西暦年 原爆区分 公４_食事請求標準負担額 老人保健_分離区分

処分停止終了理由コード 収納額_介護 (公費負担金額) 老人保健_郡コード

公３_突合調整点数
算定_公１_患者負担額(他公費負担
分)

保険者番号(前) 公３_負担者負担金額

支_合年間限度超過月数 公４_食事回数 公２_生活特別単価 納付日変更フラグ

滞繰調定額_介護 保険証交付方法 随時調定月 科目コード

通知内容コード 差押処分更新窓口コード 算定差_公１_食事基準額 トータルチェックエラー区分

送付先住所有無 一般_減免額 公２_食事増減基準額 充当延滞金_医療支援

当初調定額 算定前_保険_負担者負担額 転帰請求区分 照合エラー区分

介護区分 窓口処理区分 調定区分 算定差_公４_食事基準額

本人家族入外(前) 公４_決定診療実日数
算定後_公２_患者負担額(他公費負
担分)

算定チェックエラー区分

公１_決定診療実日数 退職_増減額 負担者請求取消フラグ 算定_公２_食事基準額

在宅訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ指導管理料(医
科）

合年間限度超過月数 支_合期別保険料 一介護随時賦課額

所得届出日 公２_決定受給者番号 算定後_公４_費用額 算定後_公１_患者負担額

機関_調整診療科 公１_生活環境日数 減免開始日
算定後_保険_食事他法優先公費負
担額

接続オンライン請求フラグ
算定前_公３_患者負担額(他公費負
担分)

一般調定額（本料） 登録処理区分

算定差_公５_食事基準額 算定後_公５_他公費負担点数 所得内容コード 算定_公５_高額療養費１％

管理番号 滞納理由更新窓口コード 利用企業コード 算定前_公２_食事基準額

市町村コード 未公示日 公４_生活基準単価 公４_請求突合調整点数

一_被保割人数 還付延滞金額_介護 退_所得割 支一_減額合計額

計算終了年月日 算定_公２_食事患者負担額 仮徴収_開始依頼結果コード 支援合計_所得割

本人家族入外 支_合年間被保割 支払区 区コード（照合時点）

(決定公５負担金額) 接続任意診療科 還付額合計_介護 算定_公５_食事負担者負担額

算定差_公４_食事患者負担額 算定_公５_任意給付額 算定後_公３_決定点数 接続性別

退院指導料 一般_被保割人数 保険_分離区分 国保番号管理番号

公２_食事標準負担額 充当先科目区分 繰上徴収開始日 年金収入

算定_公３_調整金額 支_合増減額 公４_突合調整一部負担金 被保険者氏名

商品先物取引所得 公５_食事標準負担額 (外来公費負担金額) 府県コード

○学○遠区分 終了時点収納額 公１_増減点数 科目区分

算定前_保険_決定点数 算定_公４_他公費負担点数 分納誓約更新窓口コード 退_年間所得割

機関_点数表 突合先医療機関コード 公２_確定受給者番号 公１_政令指定都市区分

公１_食事増減基準額 給与特別控除 口座名義人（漢字） 公５_決定受給者番号

一_年間被保割 公２_生活特別回数 公１_突合調整一部負担金 一_年間所得割

公１_確定点数 管理療養費(訪問看護療養費） 算定前_公５_任意給付額 延滞金還付額合計

算定前_公５_食事基準額 該当異動区分 直近情報_国保喪失事由 減免理由

算定前_公４_食事基準額 公１_負担者番号 公３_政令指定都市区分 公４_生活環境単価

公３_確定点数 性別 算定前_公２_患者負担額 公３_食事確定基準額

算定_公２_費用額 (請求公４負担金額) 算定差_公３_決定点数 期別

一般_年間世帯割 公３_保険区分 当初調定額_医療 算定_公３_長期高額療養費

医療費通知減額表示区分 処方箋料算定有無情報 取得年月日 公５_食事決定標準負担額

作成日
算定前_公２_患者負担額(他公費負
担分)

算定後_公１_決定点数 算定_公１_調整金額

エントリー区分 公５_確定診療実日数 機械整理番号(被保) 算定前_公５_負担者負担金額

算定差_保険_長期高額療養費 支退_特徴期別保険料 医療機関名（漢字） 接続(公３負担金額)

天引き年月日 機関_柔整団体県内外区分 最終更新者ID 退_世帯割1/2軽減月数

最新個人番号 保険種別(保険種別②) 該当条項コード 仮徴収_候補者情報フラグ

公１_増減一部負担金 支援_合随時賦課額 算定_保険_決定点数 受給者番号

中止依頼結果コード 個人番号 接続被保険者証番号(半角) 公５_食事増減標準負担額

老年控除 接続返戻区分 繰上徴収登録窓口コード 合世帯割1/2軽減月数

老人保健_医療圏コード 氏名シフトコード 公３_確定受給者番号 他県再審査申出年月

山林所得 退_減免額 算定差_公５_他公費負担点数 氏名

当初市町村番号 公４_突合調整金額 発送処理窓口コード 算定差_公２_任意給付額

算定前_保険_費用額 一_所得割 証券配当所得 繰上徴収更新窓口コード

公１_決定一部負担金 公１_負担者負担金額 徴収区分 算定差_公４_食事負担者負担額

利子所得 機関_県内外区分 世帯主個人番号 算定差_保険_食事負担者負担額

老人保健公費５割 算定差_公２_患者負担額 (公３負担金額) 公５_政令指定都市区分

公１_県内外区分 居所不明調査更新日 充当通知番号 仮消込フラグ

減額・免除・猶予区分 決定標準負担額区分コード 保険_医療保険種別 退_減額合計額

返戻区分
算定後_保険_食事国保優先公費負
担額

該当年月日 処分停止開始日

算定後レセプト更新フラグ データ種別 公３_増減点数 徴収方法

保険料額 充当本料額 保険給付割合 処理年月日

歯周疾患継続指導管理料 公３_生活基準単価 点数表 公２_合算区分

公３_生活特別単価 本徴収_年金コード 区コード 確定減額割合

保険_市区町村区分 減額金額 財産種別コード 算定後_公２_高額療養費

公２_突合調整点数
交付要求・参加差押更新窓口コー
ド

公４_食事標準負担額 算定前_公１_他公費負担点数

公１_診療実日数 登録機能ID 処分停止登録日
交付要求・参加差押終了理由コー
ド

特別療養費 被保険者証番号 最新被保険者証記号 接続算定区分

公４_増減一部負担金 一般_軽減判定合計額 確定減額・免除・猶予区分 参考有無区分

未特定時集計市町村番号(地方交付
税)

総所得金額 算定前_公５_長期高額療養費 算定後_公３_高額療養費

てんかん指導料
算定後_公１_患者負担額(他公費負
担分)

公２_突合調整金額 公１_食事確定回数

算定差_公４_他公費負担点数 合年間世帯割 算定前_公４_高額療養費 退職_年間限度超過月数

発送先氏名 老人保健公費負担割合 算定_公１_任意給付額 収入額更新窓口コード

公２_負担者負担金額 作成端末 分離長期特控後－計 合随時賦課額

作成時間 退職_所得割 保険_食事確定回数 延滞金

老人慢性生活指導管理料査定 公４_食事決定基準額 保険_決定一部負担金 帳票出力先保険者番号

算定前_公３_食事患者負担額 請求媒体 充当延滞金 算定後_公２_費用額

最終更新機能ID 公５_生活基準単価 取得窓口コード 算定差_保険_他法優先公費負担額

所得割_支援 一_賦課額 一般_総所得 保険_委託区分

口座名義人（カナ） 決定減額割合 支_合年間所得割 支一_特徴期別保険料

退職_被保割 データ区分 算定差_公３_高額療養費 公示処理窓口コード

算定_保険_食事国保優先 支_合所得割 公５_生活特別回数 公１_受給者番号

延滞金収納額合計 合減額合計額 医療機関支払取消フラグ 老人保健_政令指定都市区分

公２_食事確定標準負担額 差押処分終了日 還付加算金計算開始日 公３_県内外区分

算定_公３_高額療養費 調定変更禁止日 算定後_保険_食事基準額 繰上徴収前時効完成日

公１_食事確定標準負担額 算定前_保険_長期高額療養費 照会回答区分 公３突合調整一部負担金

自支給期間 老人保健住所コード 退職_年間保険料 算定後_公５_高額療養費

年金捕捉年月 表示順位番号 退_被保割 合計金額

算定後_保険_患者負担額 公５_決定点数 保険_突合調整点数 旧保険者番号

支退_被保割 算定前_公２_長期高額療養費 公３_負担者番号 ＤＰＣ区分

算定後_公５_任意給付額 算定_公４_食事負担者負担額 算定後_保険_負担者負担額
算定_保険_食事国保優先公費負担
額

本人・扶養区分 請求情報年識別 本徴収_特別徴収義務者コード 対象者名

合軽減額 算定_公２_患者負担額 処理時刻 督促状管理№

一_被保険者総賦課基準 マル公区分 補綴時診断料 レセプト情報反映ステータス

公３_請求突合調整一部負担金 取得異動区分 歯科補綴関連検査(PTG) 公２_決定一部負担金

算定_保険_任意給付額
算定前_公１_患者負担額(他公費負
担分)

催告書発送日 公４_確定一部負担金

退随時賦課額 算定差_保険_高額療養費１％ 口座番号 算定_保険_高額療養費１％

保険_突合調整金額 算定後_公５_長期高額療養費 処分停止更新窓口コード 算定_保険_患者負担額

決定特記事項 保険_医療圏コード 支退_年間世帯割 印紙税区分

高額療養費該当区分 算定前_公５_食事負担者負担額 電話番号 支退_年間被保割

公２_食事決定標準負担額 退_年間限度超過月数 再審査申出種別 保険_食事請求基準額

減額措置サイン 支一_増減額 公４_受給者番号 老人慢性生活指導管理料

算定差_保険_負担者負担額 期別№（随時月） 検索用被保険者証番号 公３_増減一部負担金

更新区分 最新市町村変更日 公４_政令指定都市区分 算定_公１_食事基準額

延滞金減免登録窓口コード 所得割_介護 算定_保険_負担者負担額 徴収結果コード

仮徴収額変更結果コード 月中該当区分 接続減額割合 印紙フラグ



一_減額合計額 支一_年間被保割 介護賦課額 特徴月

算定前_公３_食事基準額 支一_世帯割1/2軽減月数 交付要求・参加差押前時効完成日 催告滞納理由コード

公４_給付割合 資格エラー確認区分 算定後_保険_高額療養費 保険_請求一部負担金

算定前_公１_決定点数 当初保険者番号 算定_公３_食事基準額 給与収入

国保喪失日（旧被保取得日） 算定後_公２_長期高額療養費 還付№ 料額修正年月日

一般_減額合計額 退職_年間賦課基準
老人慢性生活指導管理料査定（医
科）

公３_食事増減基準額

公４_食事増減標準負担額 最新市町村番号 接続本人家族入外 一般_世帯割

算定_公３_患者負担額(他公費負担
分)

審査年月 公３_生活環境単価 支退_賦課額

支退_増減額 世帯主宛名番号（照合時点） 算定差_保険_高額療養費 送達記録帳票種別コード

滞繰延滞金額 支一_賦課額 算定差_公１_患者負担額 繰上徴収終了理由コード

特殊入力区分 送付依頼状況 複数申出総数 居所不明調査コード

特徴対象コード更新年月日 支退_年間限度超過月数 算定前_公３_高額療養費 保険料（退職）

分納誓約終了理由コード 老人保健_医療保険種別 作成年月日－西暦年 賦課対象年度

世帯割軽減区分 算定_公４_費用額 年度途中75歳到達有無 算定後_保険_国保優先公費負担額

機械整理番号 累積レセプト処理年月 公５_食事確定回数
算定_公２_患者負担額(他公費負担
分)

算定差_公５_食事負担者負担額 還付加算金額_介護 合年間賦課基準 決定通知書管理№

算定差_公４_患者負担額(他公費負
担分)

支給予定額
未特定時集計保険者番号(分離合
併)

給付割合(前)

延滞金減免額合計 公２_県内外区分
算定前_保険_食事他法優先公費負
担額

公５_生活環境日数

算定差_公５_患者負担額(他公費負
担分)

随時調定年度 公１突合調整点数 異動事由

傷病名 資格チェックエラー項目情報 算定_公５_負担者負担金額 旧受給者番号

公２_食事増減標準負担額 支退_年間保険料 疾病コード 被主区分

在宅指導管理料 収納額 公５_診療実日数 公２_都道府県コード

機械整理番号(受給者) 分納誓約登録窓口コード 公３_食事標準負担額 算定後_公１_高額療養費１％

再診回数 世帯主個人管理番号 明細番号(綴り順) 通知発送日（到達日）

調整欄 確定減額金額 チェックデジット 算定前_公５_高額療養費１％

各種年月日－西暦年 原爆区分 公４_食事請求標準負担額 老人保健_分離区分

処分停止終了理由コード 収納額_介護 (公費負担金額) 老人保健_郡コード

公３_突合調整点数
算定_公１_患者負担額(他公費負担
分)

保険者番号(前) 公３_負担者負担金額

支_合年間限度超過月数 公４_食事回数 公２_生活特別単価 納付日変更フラグ

滞繰調定額_介護 保険証交付方法 随時調定月 科目コード

通知内容コード 差押処分更新窓口コード 算定差_公１_食事基準額 トータルチェックエラー区分

送付先住所有無 一般_減免額 公２_食事増減基準額 充当延滞金_医療支援

当初調定額 算定前_保険_負担者負担額 転帰請求区分 照合エラー区分

介護区分 窓口処理区分 調定区分 算定差_公４_食事基準額

本人家族入外(前) 公４_決定診療実日数
算定後_公２_患者負担額(他公費負
担分)

算定チェックエラー区分

公１_決定診療実日数 退職_増減額 負担者請求取消フラグ 算定_公２_食事基準額

在宅訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ指導管理料(医
科）

合年間限度超過月数 支_合期別保険料 一介護随時賦課額

所得届出日 公２_決定受給者番号 算定後_公４_費用額 算定後_公１_患者負担額

機関_調整診療科 公１_生活環境日数 減免開始日
算定後_保険_食事他法優先公費負
担額

接続オンライン請求フラグ
算定前_公３_患者負担額(他公費負
担分)

一般調定額（本料） 登録処理区分

算定差_公５_食事基準額 算定後_公５_他公費負担点数 所得内容コード 算定_公５_高額療養費１％

管理番号 滞納理由更新窓口コード 利用企業コード 算定前_公２_食事基準額

市町村コード 未公示日 公４_生活基準単価 公４_請求突合調整点数

一_被保割人数 還付延滞金額_介護 退_所得割 支一_減額合計額

計算終了年月日 算定_公２_食事患者負担額 仮徴収_開始依頼結果コード 支援合計_所得割

本人家族入外 支_合年間被保割 支払区 区コード（照合時点）

(決定公５負担金額) 接続任意診療科 還付額合計_介護 算定_公５_食事負担者負担額

算定差_公４_食事患者負担額 算定_公５_任意給付額 算定後_公３_決定点数 接続性別

退院指導料 一般_被保割人数 保険_分離区分 国保番号管理番号

公２_食事標準負担額 充当先科目区分 繰上徴収開始日 年金収入

算定_公３_調整金額 支_合増減額 公４_突合調整一部負担金 被保険者氏名

商品先物取引所得 公５_食事標準負担額 (外来公費負担金額) 府県コード

○学○遠区分 終了時点収納額 公１_増減点数 科目区分

算定前_保険_決定点数 算定_公４_他公費負担点数 分納誓約更新窓口コード 退_年間所得割

機関_点数表 突合先医療機関コード 公２_確定受給者番号 公１_政令指定都市区分

公１_食事増減基準額 給与特別控除 口座名義人（漢字） 公５_決定受給者番号

一_年間被保割 公２_生活特別回数 公１_突合調整一部負担金 一_年間所得割

公１_確定点数 管理療養費(訪問看護療養費） 算定前_公５_任意給付額 延滞金還付額合計

算定前_公５_食事基準額 該当異動区分 直近情報_国保喪失事由 減免理由

算定前_公４_食事基準額 公１_負担者番号 公３_政令指定都市区分 公４_生活環境単価

公３_確定点数 性別 算定前_公２_患者負担額 公３_食事確定基準額

算定_公２_費用額 (請求公４負担金額) 算定差_公３_決定点数 期別

一般_年間世帯割 公３_保険区分 当初調定額_医療 算定_公３_長期高額療養費

医療費通知減額表示区分 処方箋料算定有無情報 取得年月日 公５_食事決定標準負担額

作成日
算定前_公２_患者負担額(他公費負
担分)

算定後_公１_決定点数 算定_公１_調整金額

エントリー区分 公５_確定診療実日数 機械整理番号(被保) 算定前_公５_負担者負担金額

算定差_保険_長期高額療養費 支退_特徴期別保険料 医療機関名（漢字） 接続(公３負担金額)

天引き年月日 機関_柔整団体県内外区分 最終更新者ID 退_世帯割1/2軽減月数

最新個人番号 保険種別(保険種別②) 該当条項コード 仮徴収_候補者情報フラグ

公１_増減一部負担金 支援_合随時賦課額 算定_保険_決定点数 受給者番号

中止依頼結果コード 個人番号 接続被保険者証番号(半角) 公５_食事増減標準負担額

老年控除 接続返戻区分 繰上徴収登録窓口コード 合世帯割1/2軽減月数

老人保健_医療圏コード 氏名シフトコード 公３_確定受給者番号 他県再審査申出年月

山林所得 退_減免額 算定差_公５_他公費負担点数 氏名

当初市町村番号 公４_突合調整金額 発送処理窓口コード 算定差_公２_任意給付額

算定前_保険_費用額 一_所得割 証券配当所得 繰上徴収更新窓口コード

公１_決定一部負担金 公１_負担者負担金額 徴収区分 算定差_公４_食事負担者負担額

利子所得 機関_県内外区分 世帯主個人番号 算定差_保険_食事負担者負担額

老人保健公費５割 算定差_公２_患者負担額 (公３負担金額) 公５_政令指定都市区分

公１_県内外区分 居所不明調査更新日 充当通知番号 仮消込フラグ

減額・免除・猶予区分 決定標準負担額区分コード 保険_医療保険種別 退_減額合計額

返戻区分
算定後_保険_食事国保優先公費負
担額

該当年月日 処分停止開始日

算定後レセプト更新フラグ データ種別 公３_増減点数 徴収方法

保険料額 充当本料額 保険給付割合 処理年月日

歯周疾患継続指導管理料 公３_生活基準単価 点数表 公２_合算区分

公３_生活特別単価 本徴収_年金コード 区コード 確定減額割合

保険_市区町村区分 減額金額 財産種別コード 算定後_公２_高額療養費

公２_突合調整点数
交付要求・参加差押更新窓口コー
ド

公４_食事標準負担額 算定前_公１_他公費負担点数

公１_診療実日数 登録機能ID 処分停止登録日
交付要求・参加差押終了理由コー
ド

特別療養費 被保険者証番号 最新被保険者証記号 接続算定区分

公４_増減一部負担金 一般_軽減判定合計額 確定減額・免除・猶予区分 参考有無区分

未特定時集計市町村番号(地方交付
税)

総所得金額 算定前_公５_長期高額療養費 算定後_公３_高額療養費

てんかん指導料
算定後_公１_患者負担額(他公費負
担分)

公２_突合調整金額 公１_食事確定回数

算定差_公４_他公費負担点数 合年間世帯割 算定前_公４_高額療養費 退職_年間限度超過月数

発送先氏名 老人保健公費負担割合 算定_公１_任意給付額 収入額更新窓口コード

公２_負担者負担金額 作成端末 分離長期特控後－計 合随時賦課額

作成時間 退職_所得割 保険_食事確定回数 延滞金

老人慢性生活指導管理料査定 公４_食事決定基準額 保険_決定一部負担金 帳票出力先保険者番号

算定前_公３_食事患者負担額 請求媒体 充当延滞金 算定後_公２_費用額

最終更新機能ID 公５_生活基準単価 取得窓口コード 算定差_保険_他法優先公費負担額

所得割_支援 一_賦課額 一般_総所得 保険_委託区分

口座名義人（カナ） 決定減額割合 支_合年間所得割 支一_特徴期別保険料

退職_被保割 データ区分 算定差_公３_高額療養費 公示処理窓口コード

算定_保険_食事国保優先 支_合所得割 公５_生活特別回数 公１_受給者番号

延滞金収納額合計 合減額合計額 医療機関支払取消フラグ 老人保健_政令指定都市区分

公２_食事確定標準負担額 差押処分終了日 還付加算金計算開始日 公３_県内外区分

算定_公３_高額療養費 調定変更禁止日 算定後_保険_食事基準額 繰上徴収前時効完成日

公１_食事確定標準負担額 算定前_保険_長期高額療養費 照会回答区分 公３突合調整一部負担金

自支給期間 老人保健住所コード 退職_年間保険料 算定後_公５_高額療養費

年金捕捉年月 表示順位番号 退_被保割 合計金額

算定後_保険_患者負担額 公５_決定点数 保険_突合調整点数 旧保険者番号

支退_被保割 算定前_公２_長期高額療養費 公３_負担者番号 ＤＰＣ区分

算定後_公５_任意給付額 算定_公４_食事負担者負担額 算定後_保険_負担者負担額
算定_保険_食事国保優先公費負担
額

本人・扶養区分 請求情報年識別 本徴収_特別徴収義務者コード 対象者名

合軽減額 算定_公２_患者負担額 処理時刻 督促状管理№

一_被保険者総賦課基準 マル公区分 補綴時診断料 レセプト情報反映ステータス

公３_請求突合調整一部負担金 取得異動区分 歯科補綴関連検査(PTG) 公２_決定一部負担金

算定_保険_任意給付額
算定前_公１_患者負担額(他公費負
担分)

催告書発送日 公４_確定一部負担金

退随時賦課額 算定差_保険_高額療養費１％ 口座番号 算定_保険_高額療養費１％

保険_突合調整金額 算定後_公５_長期高額療養費 処分停止更新窓口コード 算定_保険_患者負担額

決定特記事項 保険_医療圏コード 支退_年間世帯割 印紙税区分

高額療養費該当区分 算定前_公５_食事負担者負担額 電話番号 支退_年間被保割

公２_食事決定標準負担額 退_年間限度超過月数 再審査申出種別 保険_食事請求基準額

減額措置サイン 支一_増減額 公４_受給者番号 老人慢性生活指導管理料

算定差_保険_負担者負担額 期別№（随時月） 検索用被保険者証番号 公３_増減一部負担金

更新区分 最新市町村変更日 公４_政令指定都市区分 算定_公１_食事基準額

延滞金減免登録窓口コード 所得割_介護 算定_保険_負担者負担額 徴収結果コード

仮徴収額変更結果コード 月中該当区分 接続減額割合 印紙フラグ



一_減額合計額 支一_年間被保割 介護賦課額 特徴月

算定前_公３_食事基準額 支一_世帯割1/2軽減月数 交付要求・参加差押前時効完成日 催告滞納理由コード

公４_給付割合 資格エラー確認区分 算定後_保険_高額療養費 保険_請求一部負担金

算定前_公１_決定点数 当初保険者番号 算定_公３_食事基準額 給与収入

国保喪失日（旧被保取得日） 算定後_公２_長期高額療養費 還付№ 料額修正年月日

一般_減額合計額 退職_年間賦課基準
老人慢性生活指導管理料査定（医
科）

公３_食事増減基準額

公４_食事増減標準負担額 最新市町村番号 接続本人家族入外 一般_世帯割

算定_公３_患者負担額(他公費負担
分)

審査年月 公３_生活環境単価 支退_賦課額

支退_増減額 世帯主宛名番号（照合時点） 算定差_保険_高額療養費 送達記録帳票種別コード

滞繰延滞金額 支一_賦課額 算定差_公１_患者負担額 繰上徴収終了理由コード

特殊入力区分 送付依頼状況 複数申出総数 居所不明調査コード

特徴対象コード更新年月日 支退_年間限度超過月数 算定前_公３_高額療養費 保険料（退職）

分納誓約終了理由コード 老人保健_医療保険種別 作成年月日－西暦年 賦課対象年度

世帯割軽減区分 算定_公４_費用額 年度途中75歳到達有無 算定後_保険_国保優先公費負担額

機械整理番号 累積レセプト処理年月 公５_食事確定回数
算定_公２_患者負担額(他公費負担
分)

算定差_公５_食事負担者負担額 還付加算金額_介護 合年間賦課基準 決定通知書管理№

算定差_公４_患者負担額(他公費負
担分)

支給予定額
未特定時集計保険者番号(分離合
併)

給付割合(前)

延滞金減免額合計 公２_県内外区分
算定前_保険_食事他法優先公費負
担額

公５_生活環境日数

算定差_公５_患者負担額(他公費負
担分)

随時調定年度 公１突合調整点数 異動事由

傷病名 資格チェックエラー項目情報 算定_公５_負担者負担金額 旧受給者番号

公２_食事増減標準負担額 支退_年間保険料 疾病コード 被主区分

在宅指導管理料 収納額 公５_診療実日数 公２_都道府県コード

機械整理番号(受給者) 分納誓約登録窓口コード 公３_食事標準負担額 算定後_公１_高額療養費１％

再診回数 世帯主個人管理番号 明細番号(綴り順) 通知発送日（到達日）

調整欄 確定減額金額 チェックデジット 算定前_公５_高額療養費１％

各種年月日－西暦年 原爆区分 公４_食事請求標準負担額 老人保健_分離区分

処分停止終了理由コード 収納額_介護 (公費負担金額) 老人保健_郡コード

公３_突合調整点数
算定_公１_患者負担額(他公費負担
分)

保険者番号(前) 公３_負担者負担金額

支_合年間限度超過月数 公４_食事回数 公２_生活特別単価 納付日変更フラグ

滞繰調定額_介護 保険証交付方法 随時調定月 科目コード

通知内容コード 差押処分更新窓口コード 算定差_公１_食事基準額 トータルチェックエラー区分

送付先住所有無 一般_減免額 公２_食事増減基準額 充当延滞金_医療支援

当初調定額 算定前_保険_負担者負担額 転帰請求区分 照合エラー区分

介護区分 窓口処理区分 調定区分 算定差_公４_食事基準額

本人家族入外(前) 公４_決定診療実日数
算定後_公２_患者負担額(他公費負
担分)

算定チェックエラー区分

公１_決定診療実日数 退職_増減額 負担者請求取消フラグ 算定_公２_食事基準額

在宅訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ指導管理料(医
科）

合年間限度超過月数 支_合期別保険料 一介護随時賦課額

所得届出日 公２_決定受給者番号 算定後_公４_費用額 算定後_公１_患者負担額

機関_調整診療科 公１_生活環境日数 減免開始日
算定後_保険_食事他法優先公費負
担額

接続オンライン請求フラグ
算定前_公３_患者負担額(他公費負
担分)

一般調定額（本料） 登録処理区分

算定差_公５_食事基準額 算定後_公５_他公費負担点数 所得内容コード 算定_公５_高額療養費１％

管理番号 滞納理由更新窓口コード 利用企業コード 算定前_公２_食事基準額

市町村コード 未公示日 公４_生活基準単価 公４_請求突合調整点数

一_被保割人数 還付延滞金額_介護 退_所得割 支一_減額合計額

計算終了年月日 算定_公２_食事患者負担額 仮徴収_開始依頼結果コード 支援合計_所得割

本人家族入外 支_合年間被保割 支払区 区コード（照合時点）

(決定公５負担金額) 接続任意診療科 還付額合計_介護 算定_公５_食事負担者負担額

算定差_公４_食事患者負担額 算定_公５_任意給付額 算定後_公３_決定点数 接続性別

退院指導料 一般_被保割人数 保険_分離区分 国保番号管理番号

公２_食事標準負担額 充当先科目区分 繰上徴収開始日 年金収入

算定_公３_調整金額 支_合増減額 公４_突合調整一部負担金 被保険者氏名

商品先物取引所得 公５_食事標準負担額 (外来公費負担金額) 府県コード

○学○遠区分 終了時点収納額 公１_増減点数 科目区分

算定前_保険_決定点数 算定_公４_他公費負担点数 分納誓約更新窓口コード 退_年間所得割

機関_点数表 突合先医療機関コード 公２_確定受給者番号 公１_政令指定都市区分

公１_食事増減基準額 給与特別控除 口座名義人（漢字） 公５_決定受給者番号

一_年間被保割 公２_生活特別回数 公１_突合調整一部負担金 一_年間所得割

公１_確定点数 管理療養費(訪問看護療養費） 算定前_公５_任意給付額 延滞金還付額合計

算定前_公５_食事基準額 該当異動区分 直近情報_国保喪失事由 減免理由

算定前_公４_食事基準額 公１_負担者番号 公３_政令指定都市区分 公４_生活環境単価

公３_確定点数 性別 算定前_公２_患者負担額 公３_食事確定基準額

算定_公２_費用額 (請求公４負担金額) 算定差_公３_決定点数 期別

一般_年間世帯割 公３_保険区分 当初調定額_医療 算定_公３_長期高額療養費

医療費通知減額表示区分 処方箋料算定有無情報 取得年月日 公５_食事決定標準負担額

作成日
算定前_公２_患者負担額(他公費負
担分)

算定後_公１_決定点数 算定_公１_調整金額

エントリー区分 公５_確定診療実日数 機械整理番号(被保) 算定前_公５_負担者負担金額

算定差_保険_長期高額療養費 支退_特徴期別保険料 医療機関名（漢字） 接続(公３負担金額)

天引き年月日 機関_柔整団体県内外区分 最終更新者ID 退_世帯割1/2軽減月数

最新個人番号 保険種別(保険種別②) 該当条項コード 仮徴収_候補者情報フラグ

公１_増減一部負担金 支援_合随時賦課額 算定_保険_決定点数 受給者番号

中止依頼結果コード 個人番号 接続被保険者証番号(半角) 公５_食事増減標準負担額

老年控除 接続返戻区分 繰上徴収登録窓口コード 合世帯割1/2軽減月数

老人保健_医療圏コード 氏名シフトコード 公３_確定受給者番号 他県再審査申出年月

山林所得 退_減免額 算定差_公５_他公費負担点数 氏名

当初市町村番号 公４_突合調整金額 発送処理窓口コード 算定差_公２_任意給付額

算定前_保険_費用額 一_所得割 証券配当所得 繰上徴収更新窓口コード

公１_決定一部負担金 公１_負担者負担金額 徴収区分 算定差_公４_食事負担者負担額

利子所得 機関_県内外区分 世帯主個人番号 算定差_保険_食事負担者負担額

老人保健公費５割 算定差_公２_患者負担額 (公３負担金額) 公５_政令指定都市区分

公１_県内外区分 居所不明調査更新日 充当通知番号 仮消込フラグ

減額・免除・猶予区分 決定標準負担額区分コード 保険_医療保険種別 退_減額合計額

返戻区分
算定後_保険_食事国保優先公費負
担額

該当年月日 処分停止開始日

算定後レセプト更新フラグ データ種別 公３_増減点数 徴収方法

保険料額 充当本料額 保険給付割合 処理年月日

歯周疾患継続指導管理料 公３_生活基準単価 点数表 公２_合算区分

公３_生活特別単価 本徴収_年金コード 区コード 確定減額割合

保険_市区町村区分 減額金額 財産種別コード 算定後_公２_高額療養費

公２_突合調整点数
交付要求・参加差押更新窓口コー
ド

公４_食事標準負担額 算定前_公１_他公費負担点数

公１_診療実日数 登録機能ID 処分停止登録日
交付要求・参加差押終了理由コー
ド

特別療養費 被保険者証番号 最新被保険者証記号 接続算定区分

公４_増減一部負担金 一般_軽減判定合計額 確定減額・免除・猶予区分 参考有無区分

未特定時集計市町村番号(地方交付
税)

総所得金額 算定前_公５_長期高額療養費 算定後_公３_高額療養費

てんかん指導料
算定後_公１_患者負担額(他公費負
担分)

公２_突合調整金額 公１_食事確定回数

算定差_公４_他公費負担点数 合年間世帯割 算定前_公４_高額療養費 退職_年間限度超過月数

発送先氏名 老人保健公費負担割合 算定_公１_任意給付額 収入額更新窓口コード

公２_負担者負担金額 作成端末 分離長期特控後－計 合随時賦課額

作成時間 退職_所得割 保険_食事確定回数 延滞金

老人慢性生活指導管理料査定 公４_食事決定基準額 保険_決定一部負担金 帳票出力先保険者番号

算定前_公３_食事患者負担額 請求媒体 充当延滞金 算定後_公２_費用額

最終更新機能ID 公５_生活基準単価 取得窓口コード 算定差_保険_他法優先公費負担額

所得割_支援 一_賦課額 一般_総所得 保険_委託区分

口座名義人（カナ） 決定減額割合 支_合年間所得割 支一_特徴期別保険料

退職_被保割 データ区分 算定差_公３_高額療養費 公示処理窓口コード

算定_保険_食事国保優先 支_合所得割 公５_生活特別回数 公１_受給者番号

延滞金収納額合計 合減額合計額 医療機関支払取消フラグ 老人保健_政令指定都市区分

公２_食事確定標準負担額 差押処分終了日 還付加算金計算開始日 公３_県内外区分

算定_公３_高額療養費 調定変更禁止日 算定後_保険_食事基準額 繰上徴収前時効完成日

公１_食事確定標準負担額 算定前_保険_長期高額療養費 照会回答区分 公３突合調整一部負担金

自支給期間 老人保健住所コード 退職_年間保険料 算定後_公５_高額療養費

年金捕捉年月 表示順位番号 退_被保割 合計金額

算定後_保険_患者負担額 公５_決定点数 保険_突合調整点数 旧保険者番号

支退_被保割 算定前_公２_長期高額療養費 公３_負担者番号 ＤＰＣ区分

算定後_公５_任意給付額 算定_公４_食事負担者負担額 算定後_保険_負担者負担額
算定_保険_食事国保優先公費負担
額

本人・扶養区分 請求情報年識別 本徴収_特別徴収義務者コード 対象者名

合軽減額 算定_公２_患者負担額 処理時刻 督促状管理№

一_被保険者総賦課基準 マル公区分 補綴時診断料 レセプト情報反映ステータス

公３_請求突合調整一部負担金 取得異動区分 歯科補綴関連検査(PTG) 公２_決定一部負担金

算定_保険_任意給付額
算定前_公１_患者負担額(他公費負
担分)

催告書発送日 公４_確定一部負担金

退随時賦課額 算定差_保険_高額療養費１％ 口座番号 算定_保険_高額療養費１％

保険_突合調整金額 算定後_公５_長期高額療養費 処分停止更新窓口コード 算定_保険_患者負担額

決定特記事項 保険_医療圏コード 支退_年間世帯割 印紙税区分

高額療養費該当区分 算定前_公５_食事負担者負担額 電話番号 支退_年間被保割

公２_食事決定標準負担額 退_年間限度超過月数 再審査申出種別 保険_食事請求基準額

減額措置サイン 支一_増減額 公４_受給者番号 老人慢性生活指導管理料

算定差_保険_負担者負担額 期別№（随時月） 検索用被保険者証番号 公３_増減一部負担金

更新区分 最新市町村変更日 公４_政令指定都市区分 算定_公１_食事基準額

延滞金減免登録窓口コード 所得割_介護 算定_保険_負担者負担額 徴収結果コード

仮徴収額変更結果コード 月中該当区分 接続減額割合 印紙フラグ

該当窓口コード 算定前_公３_任意給付額 算定後_公２_患者負担額 減額フラグ

算定_公１_患者負担額 支_合特徴期別保険料 還付時効完成日 合特徴期別保険料

還付額合計_医療支援 継続療養費区分 公３_決定受給者番号 支給決定年月

保険_食事請求標準負担額 公４_確定診療実日数 通知書印刷済該当区分 支_合減額合計額

交付要求・参加差押通知書送達日 徴収猶予登録日 接続公４_診療実日数 還付本料額

調定年度 接続公４_負担者番号 一_軽減額 出力済サイン

軽減区分 振込先区分 繰上徴収終了日 決定減額・免除・猶予区分

延滞金フラグ 公５_食事確定基準額 返送理由コード 総合譲渡短控除後

算定差_公３_負担者負担金額 接続請求回数 一般_年間所得割 専従者控除額

算定_保険_高額療養費 公１_都道府県コード 公３_給付割合 算定差_公２_負担者負担金額

算定前_公２_食事負担者負担額 算定差_保険_決定点数 交渉相手コード 保険_請求突合調整点数

本徴収_依頼内容フラグ 消し込み日 消費税額 公２_食事請求標準負担額

備考 調定額 理由番号 窓口宛名番号

延滞金減免申請日 雑所得 減免終了日 退_軽減判定合計額

登録窓口コード 特別徴収制度コード クリティカルエラー区分 再審査システム連携ルート

算定差_公１_任意給付額 発効日 算定後_公３_長期高額療養費 接続公４_一部負担金

接続公２_一部負担金 公１_確定一部負担金 公４_一部負担金 賦課調定額

公３_請求一部負担金 公２_任意給付 経過措置区分 ロジカルエラー確認区分

開始理由（内部） 賦課調定額_介護 寝たきり老人訪問指導管理料 決定減額金額

公５_決定診療実日数 合軽減判定合計額 延滞金減免更新窓口コード 公４_確定負担者番号

任意診療科 算定_公５_高額療養費 算定後_公４_高額療養費１％ 請求金額

公５_受給者番号 交付日 算定_保険_長期高額療養費 処理区分

譲渡短期 ケアエラー区分 算定差_公２_決定点数 支_合減免額

譲渡長期 帳票ページ位置 療養費データ区分 算定後_保険_長期高額療養費

帳票イメージ番号
算定前_公４_患者負担額(他公費負
担分)

更新年月日 時間指定区分

返納予定登録日 公１_食事増減標準負担額 公４_決定一部負担金 繰上徴収登録日

合被保割 接続受付回 被保険者証記号 作成年月日－月

至支給期間 公３_決定一部負担金 算定後_公４_食事基準額 専従者給与収入

操作端末 支_合軽減額 算定前_公５_他公費負担点数 徴収猶予終了理由コード

公４_患者負担額 算定差_公４_決定点数 算定差_公４_高額療養費１％ 算定前_公１_高額療養費

保険_保険区分 公４_保険区分 接続公２_診療実日数 限度額適用認定証区分

支一_期別保険料 給付修正フラグ 登録者ID 束番号_本番

(確定公費負担金額) 初診料有無 接続給付割合 算定_公２_調整金額

普徴・特徴ﾌﾗｸﾞ 老人受給者氏名 介護特徴開始有無 算定_保険_国保優先公費負担額

公３_食事回数 請求書番号 機関_経営主体 難病外来指導管理料

退職_年間被保割 保険者負担額 公２_給付割合 老人保健_都道府県コード

(確定公３負担金額) 検索用被保険者証記号 計算区分 算定差_公３_他公費負担点数

分納誓約登録日 一般_年間限度超過額 充当本料額_介護 退職_軽減額

帳票総枚数 年間所得割_介護 収納機関番号 公３_決定診療実日数

算定後_公４_高額療養費 非活用コード 算定_公４_高額療養費 医療機関_異動年月日

算定_公１_費用額 賦課期日現在有資格区分 退職_総所得 収入額更新日

過誤・再審査データ区分 算定前_公５_食事患者負担額 算定前_公４_決定点数 保険証交付日

公５_生活特別単価 保険_生活環境日数 納付年月日 算定_公４_決定点数

分納誓約理由コード 一随時賦課額 外来時一部負担金 市町村保険者変更

後期移管コード 減免区分 公２_食事回数 精算日

公費５_法別番号 公４_調整負担者番号 分納額（分割納付額） レコード区分

公５_増減一部負担金 該当届出年月日 接続申し出年月 (公２負担金額)

本名／通称名区分 生年月日－西暦年 保険証番号 還付額合計

公３_食事請求基準額 退_按分率 保険_生活特別回数 算定差_公３_食事負担者負担額

公１_生活基準単価 計算開始年月日 交付要求・参加差押終了日 終了届出年月日

公４_都道府県コード
算定後_公３_患者負担額(他公費負
担分)

公３_食事決定回数 処方箋交付医療機関

差押処分前時効完成日 入院年月日 支一_軽減額 接続レセプト種別

退職_年間被保人数 公２_受給者番号 登録データ状況区分 収入額コード

主の宛名番号 三月超 精算納付書発行サイン 返送処理窓口コード

経過詳細 一_減免額 食事区分 公２_請求突合調整点数

終了時点調定額 強制登録区分 保険_確定診療実日数 期別区分

交渉日 算定後_公１_高額療養費 基本療養費Ⅰ(訪問看護療養費） 電算管理番-枝番

徴収猶予登録窓口コード 公２_確定診療実日数 退_軽減額 算定後_公３_食事基準額

通番管理内訳№ 公４_負担者負担金額 初診回数 算定後_公１_他公費負担点数

得喪訂正年月日 突合先国保連レセプト番号 本徴収_非対象区分 算定前_公２_負担者負担金額

給付エラー確認区分 失効日 退職_世帯割 公５_生活環境単価

算定チェック処理日 審査結果 所得申告区分 標準負担額区分コード

請求内容（カナ） 帳票種別 収納額合計_介護 公１_確定負担者番号

接続公２_受給者番号 一般_増減額 多数該当 特定疾患療養指導料査定

過誤再審査区分 差押処分登録窓口コード 非該当異動区分 退_総所得

接続(公費負担金額) 公５_確定点数 算定差_公１_決定点数 算定_公１_決定点数

接続(公４負担金額) 公５_負担者番号
在宅患者訪問薬剤管理指導料(医
科）

催告管理№

発送先方書 一般_年間保険料 算定前_公１_食事負担者負担額 開始届出年月日

滞納理由更新日 登録日 本料完納日 算定_公４_食事基準額

(請求公費負担金額) 柔整団体機関コード 公２_食事決定基準額 世帯番号

機関_調整県内外区分 過誤・再審査結果年月 退_期別保険料 収納額合計_医療支援

請求情報適用年月日 督催発送止理由 還付加算金額_医療支援 医療機関コード

公３_合算区分 世帯管理番号 公２_調整負担者番号 新国保番号

退_増減額 公１_食事確定基準額 仮徴収_特別徴収義務者コード 状態区分

公５_請求一部負担金 算定後_公５_負担者負担金額 調整保険者番号 電算管理番号

算定差_公３_長期高額療養費 保険_診療実日数 支一_年間限度超過額 最新保険者番号

算定後_公３_患者負担額 医療費通知減額表示一部負担 県単・地単登録フラグ
未特定時集計保険者番号(地方交付
税)

海外療養費区分 綴区
算定_公５_患者負担額(他公費負担
分)

接続保険制度(保険種別①)

悪性腫瘍特異物質治療管理料 延滞金減免額 申請年月日 当初調定額_介護

算定前_保険_食事基準額 終了窓口コード 仮徴収_年金コード 算定後_保険_他法優先公費負担額

賦課調定額_医療 督催発行止理由 退介護随時賦課額 算定差_公１_高額療養費

入院基本料(初期加算) 退職_年間所得割 給与所得 算定後_公４_長期高額療養費

審査申出年月日 続柄 普擬区分 退職_年間限度超過額

主変更日 特徴状態コード 公２_負担者番号 公示止日

総合譲渡長控除後 算定後_公５_食事基準額 算定後_公２_決定点数 接続旧総合病院診療科

支_合被保割 還付延滞金額 論理件数 算定_保険_食事基準額

登録日時 トータルチェックエラーコード 徴収猶予申請日 当初通知書管理№

接続被保険者証記号 支退_世帯割 生年月日 延滞金還付額

算定差_公４_費用額 接続被保険者証番号(全角) 接続公１_受給者番号 機関_調整経営主体

算定_保険_他方優先公費負担額 最新被保険者証番号(全角) 一_特徴期別保険料 作成年月日－日

算定前_公４_長期高額療養費 接続(公２負担金額)
在宅患者訪問薬剤管理指導料(歯
科）

(決定公４負担金額)

金額種別コード 算定差_公５_決定点数 合計額（納付額＋延滞金） 減免窓口コード

期／月 資格チェック処理日 支一_按分率 支一_世帯割

保険_増減一部負担金 算定後_公２_任意給付額 算定後_公５_食事負担者負担額 公３_都道府県コード

公４_任意給付 終了時点還付額 公４_確定点数 接続公４削除区分

算定差_公５_負担者負担金額 退職続柄区分 世帯順位変更フラグ 還付加算金計算終了日

公２_食事決定回数 算定前_公４_食事患者負担額 退続柄 算定_公３_負担者負担金額

公５_食事増減基準額
交付要求・参加差押登録窓口コー
ド

公５_食事回数 参加差押管理№

介護随時調定月 支退_年間所得割 支給実績データ作成年月日 接続国保連レセプト番号

退職_按分率 算定後_保険_費用額 依頼（通知）年月 合年間限度超過額

分納誓約管理№ 延滞金収納額 長期区分 特徴番号

期割区分 返還通知書発行サイン 保険_生活基準単価 算定差_公２_長期高額療養費

算定_公４_患者負担額(他公費負担
分)

算定前_保険_他法優先公費負担額 住民区分 再審査申出年月

算定差_公１_費用額 連番 調定額（最新）_介護 接続保険者番号

延滞金_介護 患者負担額 公５_決定一部負担金 収納年月日

公３_突合調整金額 帳票発送日 督促公示サイン 老人保健地区コード

接続医療機関コード 一般_年間賦課基準 公３_食事決定標準負担額 過誤・再審査管理年月

居所不明調査更新窓口コード ７号用摘要欄 支一_被保割 旧国保番号

乳幼児加算区分 公４_食事決定回数 算定後_保険_食事負担者負担額 算定前_公２_高額療養費

軽減判定用合算所得 接続公１削除区分 算定前_公５_患者負担額 一_按分率

当初延滞金額 算定_公２_負担者負担金額 算定差_公５_患者負担額 減免率

喪失異動区分 算定後_公３_費用額 算定前_公４_食事負担者負担額 算定差_公３_高額療養費１％

分離短期特控後－計 住居地保険者番号 退_賦課額 帳票データ

決定算定区分 退_年間限度超過額 退職_賦課額 窓口処理日

公５_食事確定標準負担額 保険_食事確定標準負担額 他見再審査申出通番 宛名番号

合被保割人数 一_年間世帯割 還付本料額_介護 機関_都道府県コード

公５_請求点数 合年間被保人数 公４_請求一部負担金 還付加算金額

支払方法 算定前_公４_患者負担額 (決定公２負担金額) 一般_期別保険料

旧総合病院診療科 公５_調整負担者番号 未納情報表示区分 合期別保険料

履歴番号 算定_公１_他公費負担点数 レセプト全国共通キー 退職_年間世帯割

算定前_保険_食事国保優先公費負
担額

算定後_公２_他公費負担点数 保険_食事回数 公１_任意給付

照会回答日 保険突合調整点数 納付方式 投入番号

過誤・再審査理由番号 算定_公５_食事患者負担額 退_年間保険料 退職調定額（本料）

公２_食事確定回数 備考内容 公５_都道府県コード 営業所得

算定後_公１_費用額 接続受給者番号 算定_公３_高額療養費１％
算定前_公５_患者負担額(他公費負
担分)

算定差_公１_患者負担額(他公費負
担分)

算定後_公１_食事患者負担額 公１_食事請求基準額 差押処分終了理由コード

仮徴収_依頼内容フラグ 公的年金収入 延滞金減免終了日 合年間所得割

公１_食事回数 公費３_法別番号 公４_決定受給者番号 公５_食事決定基準額

算定_公４_負担者負担金額 処分停止登録窓口コード 予備 賦課決定年月日

診療開始日 公４_決定負担者番号 計算年月日 公３_患者負担額



該当窓口コード 算定前_公３_任意給付額 算定後_公２_患者負担額 減額フラグ

算定_公１_患者負担額 支_合特徴期別保険料 還付時効完成日 合特徴期別保険料

還付額合計_医療支援 継続療養費区分 公３_決定受給者番号 支給決定年月

保険_食事請求標準負担額 公４_確定診療実日数 通知書印刷済該当区分 支_合減額合計額

交付要求・参加差押通知書送達日 徴収猶予登録日 接続公４_診療実日数 還付本料額

調定年度 接続公４_負担者番号 一_軽減額 出力済サイン

軽減区分 振込先区分 繰上徴収終了日 決定減額・免除・猶予区分

延滞金フラグ 公５_食事確定基準額 返送理由コード 総合譲渡短控除後

算定差_公３_負担者負担金額 接続請求回数 一般_年間所得割 専従者控除額

算定_保険_高額療養費 公１_都道府県コード 公３_給付割合 算定差_公２_負担者負担金額

算定前_公２_食事負担者負担額 算定差_保険_決定点数 交渉相手コード 保険_請求突合調整点数

本徴収_依頼内容フラグ 消し込み日 消費税額 公２_食事請求標準負担額

備考 調定額 理由番号 窓口宛名番号

延滞金減免申請日 雑所得 減免終了日 退_軽減判定合計額

登録窓口コード 特別徴収制度コード クリティカルエラー区分 再審査システム連携ルート

算定差_公１_任意給付額 発効日 算定後_公３_長期高額療養費 接続公４_一部負担金

接続公２_一部負担金 公１_確定一部負担金 公４_一部負担金 賦課調定額

公３_請求一部負担金 公２_任意給付 経過措置区分 ロジカルエラー確認区分

開始理由（内部） 賦課調定額_介護 寝たきり老人訪問指導管理料 決定減額金額

公５_決定診療実日数 合軽減判定合計額 延滞金減免更新窓口コード 公４_確定負担者番号

任意診療科 算定_公５_高額療養費 算定後_公４_高額療養費１％ 請求金額

公５_受給者番号 交付日 算定_保険_長期高額療養費 処理区分

譲渡短期 ケアエラー区分 算定差_公２_決定点数 支_合減免額

譲渡長期 帳票ページ位置 療養費データ区分 算定後_保険_長期高額療養費

帳票イメージ番号
算定前_公４_患者負担額(他公費負
担分)

更新年月日 時間指定区分

返納予定登録日 公１_食事増減標準負担額 公４_決定一部負担金 繰上徴収登録日

合被保割 接続受付回 被保険者証記号 作成年月日－月

至支給期間 公３_決定一部負担金 算定後_公４_食事基準額 専従者給与収入

操作端末 支_合軽減額 算定前_公５_他公費負担点数 徴収猶予終了理由コード

公４_患者負担額 算定差_公４_決定点数 算定差_公４_高額療養費１％ 算定前_公１_高額療養費

保険_保険区分 公４_保険区分 接続公２_診療実日数 限度額適用認定証区分

支一_期別保険料 給付修正フラグ 登録者ID 束番号_本番

(確定公費負担金額) 初診料有無 接続給付割合 算定_公２_調整金額

普徴・特徴ﾌﾗｸﾞ 老人受給者氏名 介護特徴開始有無 算定_保険_国保優先公費負担額

公３_食事回数 請求書番号 機関_経営主体 難病外来指導管理料

退職_年間被保割 保険者負担額 公２_給付割合 老人保健_都道府県コード

(確定公３負担金額) 検索用被保険者証記号 計算区分 算定差_公３_他公費負担点数

分納誓約登録日 一般_年間限度超過額 充当本料額_介護 退職_軽減額

帳票総枚数 年間所得割_介護 収納機関番号 公３_決定診療実日数

算定後_公４_高額療養費 非活用コード 算定_公４_高額療養費 医療機関_異動年月日

算定_公１_費用額 賦課期日現在有資格区分 退職_総所得 収入額更新日

過誤・再審査データ区分 算定前_公５_食事患者負担額 算定前_公４_決定点数 保険証交付日

公５_生活特別単価 保険_生活環境日数 納付年月日 算定_公４_決定点数

分納誓約理由コード 一随時賦課額 外来時一部負担金 市町村保険者変更

後期移管コード 減免区分 公２_食事回数 精算日

公費５_法別番号 公４_調整負担者番号 分納額（分割納付額） レコード区分

公５_増減一部負担金 該当届出年月日 接続申し出年月 (公２負担金額)

本名／通称名区分 生年月日－西暦年 保険証番号 還付額合計

公３_食事請求基準額 退_按分率 保険_生活特別回数 算定差_公３_食事負担者負担額

公１_生活基準単価 計算開始年月日 交付要求・参加差押終了日 終了届出年月日

公４_都道府県コード
算定後_公３_患者負担額(他公費負
担分)

公３_食事決定回数 処方箋交付医療機関

差押処分前時効完成日 入院年月日 支一_軽減額 接続レセプト種別

退職_年間被保人数 公２_受給者番号 登録データ状況区分 収入額コード

主の宛名番号 三月超 精算納付書発行サイン 返送処理窓口コード

経過詳細 一_減免額 食事区分 公２_請求突合調整点数

終了時点調定額 強制登録区分 保険_確定診療実日数 期別区分

交渉日 算定後_公１_高額療養費 基本療養費Ⅰ(訪問看護療養費） 電算管理番-枝番

徴収猶予登録窓口コード 公２_確定診療実日数 退_軽減額 算定後_公３_食事基準額

通番管理内訳№ 公４_負担者負担金額 初診回数 算定後_公１_他公費負担点数

得喪訂正年月日 突合先国保連レセプト番号 本徴収_非対象区分 算定前_公２_負担者負担金額

給付エラー確認区分 失効日 退職_世帯割 公５_生活環境単価

算定チェック処理日 審査結果 所得申告区分 標準負担額区分コード

請求内容（カナ） 帳票種別 収納額合計_介護 公１_確定負担者番号

接続公２_受給者番号 一般_増減額 多数該当 特定疾患療養指導料査定

過誤再審査区分 差押処分登録窓口コード 非該当異動区分 退_総所得

接続(公費負担金額) 公５_確定点数 算定差_公１_決定点数 算定_公１_決定点数

接続(公４負担金額) 公５_負担者番号
在宅患者訪問薬剤管理指導料(医
科）

催告管理№

発送先方書 一般_年間保険料 算定前_公１_食事負担者負担額 開始届出年月日

滞納理由更新日 登録日 本料完納日 算定_公４_食事基準額

(請求公費負担金額) 柔整団体機関コード 公２_食事決定基準額 世帯番号

機関_調整県内外区分 過誤・再審査結果年月 退_期別保険料 収納額合計_医療支援

請求情報適用年月日 督催発送止理由 還付加算金額_医療支援 医療機関コード

公３_合算区分 世帯管理番号 公２_調整負担者番号 新国保番号

退_増減額 公１_食事確定基準額 仮徴収_特別徴収義務者コード 状態区分

公５_請求一部負担金 算定後_公５_負担者負担金額 調整保険者番号 電算管理番号

算定差_公３_長期高額療養費 保険_診療実日数 支一_年間限度超過額 最新保険者番号

算定後_公３_患者負担額 医療費通知減額表示一部負担 県単・地単登録フラグ
未特定時集計保険者番号(地方交付
税)

海外療養費区分 綴区
算定_公５_患者負担額(他公費負担
分)

接続保険制度(保険種別①)

悪性腫瘍特異物質治療管理料 延滞金減免額 申請年月日 当初調定額_介護

算定前_保険_食事基準額 終了窓口コード 仮徴収_年金コード 算定後_保険_他法優先公費負担額

賦課調定額_医療 督催発行止理由 退介護随時賦課額 算定差_公１_高額療養費

入院基本料(初期加算) 退職_年間所得割 給与所得 算定後_公４_長期高額療養費

審査申出年月日 続柄 普擬区分 退職_年間限度超過額

主変更日 特徴状態コード 公２_負担者番号 公示止日

総合譲渡長控除後 算定後_公５_食事基準額 算定後_公２_決定点数 接続旧総合病院診療科

支_合被保割 還付延滞金額 論理件数 算定_保険_食事基準額

登録日時 トータルチェックエラーコード 徴収猶予申請日 当初通知書管理№

接続被保険者証記号 支退_世帯割 生年月日 延滞金還付額

算定差_公４_費用額 接続被保険者証番号(全角) 接続公１_受給者番号 機関_調整経営主体

算定_保険_他方優先公費負担額 最新被保険者証番号(全角) 一_特徴期別保険料 作成年月日－日

算定前_公４_長期高額療養費 接続(公２負担金額)
在宅患者訪問薬剤管理指導料(歯
科）

(決定公４負担金額)

金額種別コード 算定差_公５_決定点数 合計額（納付額＋延滞金） 減免窓口コード

期／月 資格チェック処理日 支一_按分率 支一_世帯割

保険_増減一部負担金 算定後_公２_任意給付額 算定後_公５_食事負担者負担額 公３_都道府県コード

公４_任意給付 終了時点還付額 公４_確定点数 接続公４削除区分

算定差_公５_負担者負担金額 退職続柄区分 世帯順位変更フラグ 還付加算金計算終了日

公２_食事決定回数 算定前_公４_食事患者負担額 退続柄 算定_公３_負担者負担金額

公５_食事増減基準額
交付要求・参加差押登録窓口コー
ド

公５_食事回数 参加差押管理№

介護随時調定月 支退_年間所得割 支給実績データ作成年月日 接続国保連レセプト番号

退職_按分率 算定後_保険_費用額 依頼（通知）年月 合年間限度超過額

分納誓約管理№ 延滞金収納額 長期区分 特徴番号

期割区分 返還通知書発行サイン 保険_生活基準単価 算定差_公２_長期高額療養費

算定_公４_患者負担額(他公費負担
分)

算定前_保険_他法優先公費負担額 住民区分 再審査申出年月

算定差_公１_費用額 連番 調定額（最新）_介護 接続保険者番号

延滞金_介護 患者負担額 公５_決定一部負担金 収納年月日

公３_突合調整金額 帳票発送日 督促公示サイン 老人保健地区コード

接続医療機関コード 一般_年間賦課基準 公３_食事決定標準負担額 過誤・再審査管理年月

居所不明調査更新窓口コード ７号用摘要欄 支一_被保割 旧国保番号

乳幼児加算区分 公４_食事決定回数 算定後_保険_食事負担者負担額 算定前_公２_高額療養費

軽減判定用合算所得 接続公１削除区分 算定前_公５_患者負担額 一_按分率

当初延滞金額 算定_公２_負担者負担金額 算定差_公５_患者負担額 減免率

喪失異動区分 算定後_公３_費用額 算定前_公４_食事負担者負担額 算定差_公３_高額療養費１％

分離短期特控後－計 住居地保険者番号 退_賦課額 帳票データ

決定算定区分 退_年間限度超過額 退職_賦課額 窓口処理日

公５_食事確定標準負担額 保険_食事確定標準負担額 他見再審査申出通番 宛名番号

合被保割人数 一_年間世帯割 還付本料額_介護 機関_都道府県コード

公５_請求点数 合年間被保人数 公４_請求一部負担金 還付加算金額

支払方法 算定前_公４_患者負担額 (決定公２負担金額) 一般_期別保険料

旧総合病院診療科 公５_調整負担者番号 未納情報表示区分 合期別保険料

履歴番号 算定_公１_他公費負担点数 レセプト全国共通キー 退職_年間世帯割

算定前_保険_食事国保優先公費負
担額

算定後_公２_他公費負担点数 保険_食事回数 公１_任意給付

照会回答日 保険突合調整点数 納付方式 投入番号

過誤・再審査理由番号 算定_公５_食事患者負担額 退_年間保険料 退職調定額（本料）

公２_食事確定回数 備考内容 公５_都道府県コード 営業所得

算定後_公１_費用額 接続受給者番号 算定_公３_高額療養費１％
算定前_公５_患者負担額(他公費負
担分)

算定差_公１_患者負担額(他公費負
担分)

算定後_公１_食事患者負担額 公１_食事請求基準額 差押処分終了理由コード

仮徴収_依頼内容フラグ 公的年金収入 延滞金減免終了日 合年間所得割

公１_食事回数 公費３_法別番号 公４_決定受給者番号 公５_食事決定基準額

算定_公４_負担者負担金額 処分停止登録窓口コード 予備 賦課決定年月日

診療開始日 公４_決定負担者番号 計算年月日 公３_患者負担額



該当窓口コード 算定前_公３_任意給付額 算定後_公２_患者負担額 減額フラグ

算定_公１_患者負担額 支_合特徴期別保険料 還付時効完成日 合特徴期別保険料

還付額合計_医療支援 継続療養費区分 公３_決定受給者番号 支給決定年月

保険_食事請求標準負担額 公４_確定診療実日数 通知書印刷済該当区分 支_合減額合計額

交付要求・参加差押通知書送達日 徴収猶予登録日 接続公４_診療実日数 還付本料額

調定年度 接続公４_負担者番号 一_軽減額 出力済サイン

軽減区分 振込先区分 繰上徴収終了日 決定減額・免除・猶予区分

延滞金フラグ 公５_食事確定基準額 返送理由コード 総合譲渡短控除後

算定差_公３_負担者負担金額 接続請求回数 一般_年間所得割 専従者控除額

算定_保険_高額療養費 公１_都道府県コード 公３_給付割合 算定差_公２_負担者負担金額

算定前_公２_食事負担者負担額 算定差_保険_決定点数 交渉相手コード 保険_請求突合調整点数

本徴収_依頼内容フラグ 消し込み日 消費税額 公２_食事請求標準負担額

備考 調定額 理由番号 窓口宛名番号

延滞金減免申請日 雑所得 減免終了日 退_軽減判定合計額

登録窓口コード 特別徴収制度コード クリティカルエラー区分 再審査システム連携ルート

算定差_公１_任意給付額 発効日 算定後_公３_長期高額療養費 接続公４_一部負担金

接続公２_一部負担金 公１_確定一部負担金 公４_一部負担金 賦課調定額

公３_請求一部負担金 公２_任意給付 経過措置区分 ロジカルエラー確認区分

開始理由（内部） 賦課調定額_介護 寝たきり老人訪問指導管理料 決定減額金額

公５_決定診療実日数 合軽減判定合計額 延滞金減免更新窓口コード 公４_確定負担者番号

任意診療科 算定_公５_高額療養費 算定後_公４_高額療養費１％ 請求金額

公５_受給者番号 交付日 算定_保険_長期高額療養費 処理区分

譲渡短期 ケアエラー区分 算定差_公２_決定点数 支_合減免額

譲渡長期 帳票ページ位置 療養費データ区分 算定後_保険_長期高額療養費

帳票イメージ番号
算定前_公４_患者負担額(他公費負
担分)

更新年月日 時間指定区分

返納予定登録日 公１_食事増減標準負担額 公４_決定一部負担金 繰上徴収登録日

合被保割 接続受付回 被保険者証記号 作成年月日－月

至支給期間 公３_決定一部負担金 算定後_公４_食事基準額 専従者給与収入

操作端末 支_合軽減額 算定前_公５_他公費負担点数 徴収猶予終了理由コード

公４_患者負担額 算定差_公４_決定点数 算定差_公４_高額療養費１％ 算定前_公１_高額療養費

保険_保険区分 公４_保険区分 接続公２_診療実日数 限度額適用認定証区分

支一_期別保険料 給付修正フラグ 登録者ID 束番号_本番

(確定公費負担金額) 初診料有無 接続給付割合 算定_公２_調整金額

普徴・特徴ﾌﾗｸﾞ 老人受給者氏名 介護特徴開始有無 算定_保険_国保優先公費負担額

公３_食事回数 請求書番号 機関_経営主体 難病外来指導管理料

退職_年間被保割 保険者負担額 公２_給付割合 老人保健_都道府県コード

(確定公３負担金額) 検索用被保険者証記号 計算区分 算定差_公３_他公費負担点数

分納誓約登録日 一般_年間限度超過額 充当本料額_介護 退職_軽減額

帳票総枚数 年間所得割_介護 収納機関番号 公３_決定診療実日数

算定後_公４_高額療養費 非活用コード 算定_公４_高額療養費 医療機関_異動年月日

算定_公１_費用額 賦課期日現在有資格区分 退職_総所得 収入額更新日

過誤・再審査データ区分 算定前_公５_食事患者負担額 算定前_公４_決定点数 保険証交付日

公５_生活特別単価 保険_生活環境日数 納付年月日 算定_公４_決定点数

分納誓約理由コード 一随時賦課額 外来時一部負担金 市町村保険者変更

後期移管コード 減免区分 公２_食事回数 精算日

公費５_法別番号 公４_調整負担者番号 分納額（分割納付額） レコード区分

公５_増減一部負担金 該当届出年月日 接続申し出年月 (公２負担金額)

本名／通称名区分 生年月日－西暦年 保険証番号 還付額合計

公３_食事請求基準額 退_按分率 保険_生活特別回数 算定差_公３_食事負担者負担額

公１_生活基準単価 計算開始年月日 交付要求・参加差押終了日 終了届出年月日

公４_都道府県コード
算定後_公３_患者負担額(他公費負
担分)

公３_食事決定回数 処方箋交付医療機関

差押処分前時効完成日 入院年月日 支一_軽減額 接続レセプト種別

退職_年間被保人数 公２_受給者番号 登録データ状況区分 収入額コード

主の宛名番号 三月超 精算納付書発行サイン 返送処理窓口コード

経過詳細 一_減免額 食事区分 公２_請求突合調整点数

終了時点調定額 強制登録区分 保険_確定診療実日数 期別区分

交渉日 算定後_公１_高額療養費 基本療養費Ⅰ(訪問看護療養費） 電算管理番-枝番

徴収猶予登録窓口コード 公２_確定診療実日数 退_軽減額 算定後_公３_食事基準額

通番管理内訳№ 公４_負担者負担金額 初診回数 算定後_公１_他公費負担点数

得喪訂正年月日 突合先国保連レセプト番号 本徴収_非対象区分 算定前_公２_負担者負担金額

給付エラー確認区分 失効日 退職_世帯割 公５_生活環境単価

算定チェック処理日 審査結果 所得申告区分 標準負担額区分コード

請求内容（カナ） 帳票種別 収納額合計_介護 公１_確定負担者番号

接続公２_受給者番号 一般_増減額 多数該当 特定疾患療養指導料査定

過誤再審査区分 差押処分登録窓口コード 非該当異動区分 退_総所得

接続(公費負担金額) 公５_確定点数 算定差_公１_決定点数 算定_公１_決定点数

接続(公４負担金額) 公５_負担者番号
在宅患者訪問薬剤管理指導料(医
科）

催告管理№

発送先方書 一般_年間保険料 算定前_公１_食事負担者負担額 開始届出年月日

滞納理由更新日 登録日 本料完納日 算定_公４_食事基準額

(請求公費負担金額) 柔整団体機関コード 公２_食事決定基準額 世帯番号

機関_調整県内外区分 過誤・再審査結果年月 退_期別保険料 収納額合計_医療支援

請求情報適用年月日 督催発送止理由 還付加算金額_医療支援 医療機関コード

公３_合算区分 世帯管理番号 公２_調整負担者番号 新国保番号

退_増減額 公１_食事確定基準額 仮徴収_特別徴収義務者コード 状態区分

公５_請求一部負担金 算定後_公５_負担者負担金額 調整保険者番号 電算管理番号

算定差_公３_長期高額療養費 保険_診療実日数 支一_年間限度超過額 最新保険者番号

算定後_公３_患者負担額 医療費通知減額表示一部負担 県単・地単登録フラグ
未特定時集計保険者番号(地方交付
税)

海外療養費区分 綴区
算定_公５_患者負担額(他公費負担
分)

接続保険制度(保険種別①)

悪性腫瘍特異物質治療管理料 延滞金減免額 申請年月日 当初調定額_介護

算定前_保険_食事基準額 終了窓口コード 仮徴収_年金コード 算定後_保険_他法優先公費負担額

賦課調定額_医療 督催発行止理由 退介護随時賦課額 算定差_公１_高額療養費

入院基本料(初期加算) 退職_年間所得割 給与所得 算定後_公４_長期高額療養費

審査申出年月日 続柄 普擬区分 退職_年間限度超過額

主変更日 特徴状態コード 公２_負担者番号 公示止日

総合譲渡長控除後 算定後_公５_食事基準額 算定後_公２_決定点数 接続旧総合病院診療科

支_合被保割 還付延滞金額 論理件数 算定_保険_食事基準額

登録日時 トータルチェックエラーコード 徴収猶予申請日 当初通知書管理№

接続被保険者証記号 支退_世帯割 生年月日 延滞金還付額

算定差_公４_費用額 接続被保険者証番号(全角) 接続公１_受給者番号 機関_調整経営主体

算定_保険_他方優先公費負担額 最新被保険者証番号(全角) 一_特徴期別保険料 作成年月日－日

算定前_公４_長期高額療養費 接続(公２負担金額)
在宅患者訪問薬剤管理指導料(歯
科）

(決定公４負担金額)

金額種別コード 算定差_公５_決定点数 合計額（納付額＋延滞金） 減免窓口コード

期／月 資格チェック処理日 支一_按分率 支一_世帯割

保険_増減一部負担金 算定後_公２_任意給付額 算定後_公５_食事負担者負担額 公３_都道府県コード

公４_任意給付 終了時点還付額 公４_確定点数 接続公４削除区分

算定差_公５_負担者負担金額 退職続柄区分 世帯順位変更フラグ 還付加算金計算終了日

公２_食事決定回数 算定前_公４_食事患者負担額 退続柄 算定_公３_負担者負担金額

公５_食事増減基準額
交付要求・参加差押登録窓口コー
ド

公５_食事回数 参加差押管理№

介護随時調定月 支退_年間所得割 支給実績データ作成年月日 接続国保連レセプト番号

退職_按分率 算定後_保険_費用額 依頼（通知）年月 合年間限度超過額

分納誓約管理№ 延滞金収納額 長期区分 特徴番号

期割区分 返還通知書発行サイン 保険_生活基準単価 算定差_公２_長期高額療養費

算定_公４_患者負担額(他公費負担
分)

算定前_保険_他法優先公費負担額 住民区分 再審査申出年月

算定差_公１_費用額 連番 調定額（最新）_介護 接続保険者番号

延滞金_介護 患者負担額 公５_決定一部負担金 収納年月日

公３_突合調整金額 帳票発送日 督促公示サイン 老人保健地区コード

接続医療機関コード 一般_年間賦課基準 公３_食事決定標準負担額 過誤・再審査管理年月

居所不明調査更新窓口コード ７号用摘要欄 支一_被保割 旧国保番号

乳幼児加算区分 公４_食事決定回数 算定後_保険_食事負担者負担額 算定前_公２_高額療養費

軽減判定用合算所得 接続公１削除区分 算定前_公５_患者負担額 一_按分率

当初延滞金額 算定_公２_負担者負担金額 算定差_公５_患者負担額 減免率

喪失異動区分 算定後_公３_費用額 算定前_公４_食事負担者負担額 算定差_公３_高額療養費１％

分離短期特控後－計 住居地保険者番号 退_賦課額 帳票データ

決定算定区分 退_年間限度超過額 退職_賦課額 窓口処理日

公５_食事確定標準負担額 保険_食事確定標準負担額 他見再審査申出通番 宛名番号

合被保割人数 一_年間世帯割 還付本料額_介護 機関_都道府県コード

公５_請求点数 合年間被保人数 公４_請求一部負担金 還付加算金額

支払方法 算定前_公４_患者負担額 (決定公２負担金額) 一般_期別保険料

旧総合病院診療科 公５_調整負担者番号 未納情報表示区分 合期別保険料

履歴番号 算定_公１_他公費負担点数 レセプト全国共通キー 退職_年間世帯割

算定前_保険_食事国保優先公費負
担額

算定後_公２_他公費負担点数 保険_食事回数 公１_任意給付

照会回答日 保険突合調整点数 納付方式 投入番号

過誤・再審査理由番号 算定_公５_食事患者負担額 退_年間保険料 退職調定額（本料）

公２_食事確定回数 備考内容 公５_都道府県コード 営業所得

算定後_公１_費用額 接続受給者番号 算定_公３_高額療養費１％
算定前_公５_患者負担額(他公費負
担分)

算定差_公１_患者負担額(他公費負
担分)

算定後_公１_食事患者負担額 公１_食事請求基準額 差押処分終了理由コード

仮徴収_依頼内容フラグ 公的年金収入 延滞金減免終了日 合年間所得割

公１_食事回数 公費３_法別番号 公４_決定受給者番号 公５_食事決定基準額

算定_公４_負担者負担金額 処分停止登録窓口コード 予備 賦課決定年月日

診療開始日 公４_決定負担者番号 計算年月日 公３_患者負担額



該当窓口コード 算定前_公３_任意給付額 算定後_公２_患者負担額 減額フラグ

算定_公１_患者負担額 支_合特徴期別保険料 還付時効完成日 合特徴期別保険料

還付額合計_医療支援 継続療養費区分 公３_決定受給者番号 支給決定年月

保険_食事請求標準負担額 公４_確定診療実日数 通知書印刷済該当区分 支_合減額合計額

交付要求・参加差押通知書送達日 徴収猶予登録日 接続公４_診療実日数 還付本料額

調定年度 接続公４_負担者番号 一_軽減額 出力済サイン

軽減区分 振込先区分 繰上徴収終了日 決定減額・免除・猶予区分

延滞金フラグ 公５_食事確定基準額 返送理由コード 総合譲渡短控除後

算定差_公３_負担者負担金額 接続請求回数 一般_年間所得割 専従者控除額

算定_保険_高額療養費 公１_都道府県コード 公３_給付割合 算定差_公２_負担者負担金額

算定前_公２_食事負担者負担額 算定差_保険_決定点数 交渉相手コード 保険_請求突合調整点数

本徴収_依頼内容フラグ 消し込み日 消費税額 公２_食事請求標準負担額

備考 調定額 理由番号 窓口宛名番号

延滞金減免申請日 雑所得 減免終了日 退_軽減判定合計額

登録窓口コード 特別徴収制度コード クリティカルエラー区分 再審査システム連携ルート

算定差_公１_任意給付額 発効日 算定後_公３_長期高額療養費 接続公４_一部負担金

接続公２_一部負担金 公１_確定一部負担金 公４_一部負担金 賦課調定額

公３_請求一部負担金 公２_任意給付 経過措置区分 ロジカルエラー確認区分

開始理由（内部） 賦課調定額_介護 寝たきり老人訪問指導管理料 決定減額金額

公５_決定診療実日数 合軽減判定合計額 延滞金減免更新窓口コード 公４_確定負担者番号

任意診療科 算定_公５_高額療養費 算定後_公４_高額療養費１％ 請求金額

公５_受給者番号 交付日 算定_保険_長期高額療養費 処理区分

譲渡短期 ケアエラー区分 算定差_公２_決定点数 支_合減免額

譲渡長期 帳票ページ位置 療養費データ区分 算定後_保険_長期高額療養費

帳票イメージ番号
算定前_公４_患者負担額(他公費負
担分)

更新年月日 時間指定区分

返納予定登録日 公１_食事増減標準負担額 公４_決定一部負担金 繰上徴収登録日

合被保割 接続受付回 被保険者証記号 作成年月日－月

至支給期間 公３_決定一部負担金 算定後_公４_食事基準額 専従者給与収入

操作端末 支_合軽減額 算定前_公５_他公費負担点数 徴収猶予終了理由コード

公４_患者負担額 算定差_公４_決定点数 算定差_公４_高額療養費１％ 算定前_公１_高額療養費

保険_保険区分 公４_保険区分 接続公２_診療実日数 限度額適用認定証区分

支一_期別保険料 給付修正フラグ 登録者ID 束番号_本番

(確定公費負担金額) 初診料有無 接続給付割合 算定_公２_調整金額

普徴・特徴ﾌﾗｸﾞ 老人受給者氏名 介護特徴開始有無 算定_保険_国保優先公費負担額

公３_食事回数 請求書番号 機関_経営主体 難病外来指導管理料

退職_年間被保割 保険者負担額 公２_給付割合 老人保健_都道府県コード

(確定公３負担金額) 検索用被保険者証記号 計算区分 算定差_公３_他公費負担点数

分納誓約登録日 一般_年間限度超過額 充当本料額_介護 退職_軽減額

帳票総枚数 年間所得割_介護 収納機関番号 公３_決定診療実日数

算定後_公４_高額療養費 非活用コード 算定_公４_高額療養費 医療機関_異動年月日

算定_公１_費用額 賦課期日現在有資格区分 退職_総所得 収入額更新日

過誤・再審査データ区分 算定前_公５_食事患者負担額 算定前_公４_決定点数 保険証交付日

公５_生活特別単価 保険_生活環境日数 納付年月日 算定_公４_決定点数

分納誓約理由コード 一随時賦課額 外来時一部負担金 市町村保険者変更

後期移管コード 減免区分 公２_食事回数 精算日

公費５_法別番号 公４_調整負担者番号 分納額（分割納付額） レコード区分

公５_増減一部負担金 該当届出年月日 接続申し出年月 (公２負担金額)

本名／通称名区分 生年月日－西暦年 保険証番号 還付額合計

公３_食事請求基準額 退_按分率 保険_生活特別回数 算定差_公３_食事負担者負担額

公１_生活基準単価 計算開始年月日 交付要求・参加差押終了日 終了届出年月日

公４_都道府県コード
算定後_公３_患者負担額(他公費負
担分)

公３_食事決定回数 処方箋交付医療機関

差押処分前時効完成日 入院年月日 支一_軽減額 接続レセプト種別

退職_年間被保人数 公２_受給者番号 登録データ状況区分 収入額コード

主の宛名番号 三月超 精算納付書発行サイン 返送処理窓口コード

経過詳細 一_減免額 食事区分 公２_請求突合調整点数

終了時点調定額 強制登録区分 保険_確定診療実日数 期別区分

交渉日 算定後_公１_高額療養費 基本療養費Ⅰ(訪問看護療養費） 電算管理番-枝番

徴収猶予登録窓口コード 公２_確定診療実日数 退_軽減額 算定後_公３_食事基準額

通番管理内訳№ 公４_負担者負担金額 初診回数 算定後_公１_他公費負担点数

得喪訂正年月日 突合先国保連レセプト番号 本徴収_非対象区分 算定前_公２_負担者負担金額

給付エラー確認区分 失効日 退職_世帯割 公５_生活環境単価

算定チェック処理日 審査結果 所得申告区分 標準負担額区分コード

請求内容（カナ） 帳票種別 収納額合計_介護 公１_確定負担者番号

接続公２_受給者番号 一般_増減額 多数該当 特定疾患療養指導料査定

過誤再審査区分 差押処分登録窓口コード 非該当異動区分 退_総所得

接続(公費負担金額) 公５_確定点数 算定差_公１_決定点数 算定_公１_決定点数

接続(公４負担金額) 公５_負担者番号
在宅患者訪問薬剤管理指導料(医
科）

催告管理№

発送先方書 一般_年間保険料 算定前_公１_食事負担者負担額 開始届出年月日

滞納理由更新日 登録日 本料完納日 算定_公４_食事基準額

(請求公費負担金額) 柔整団体機関コード 公２_食事決定基準額 世帯番号

機関_調整県内外区分 過誤・再審査結果年月 退_期別保険料 収納額合計_医療支援

請求情報適用年月日 督催発送止理由 還付加算金額_医療支援 医療機関コード

公３_合算区分 世帯管理番号 公２_調整負担者番号 新国保番号

退_増減額 公１_食事確定基準額 仮徴収_特別徴収義務者コード 状態区分

公５_請求一部負担金 算定後_公５_負担者負担金額 調整保険者番号 電算管理番号

算定差_公３_長期高額療養費 保険_診療実日数 支一_年間限度超過額 最新保険者番号

算定後_公３_患者負担額 医療費通知減額表示一部負担 県単・地単登録フラグ
未特定時集計保険者番号(地方交付
税)

海外療養費区分 綴区
算定_公５_患者負担額(他公費負担
分)

接続保険制度(保険種別①)

悪性腫瘍特異物質治療管理料 延滞金減免額 申請年月日 当初調定額_介護

算定前_保険_食事基準額 終了窓口コード 仮徴収_年金コード 算定後_保険_他法優先公費負担額

賦課調定額_医療 督催発行止理由 退介護随時賦課額 算定差_公１_高額療養費

入院基本料(初期加算) 退職_年間所得割 給与所得 算定後_公４_長期高額療養費

審査申出年月日 続柄 普擬区分 退職_年間限度超過額

主変更日 特徴状態コード 公２_負担者番号 公示止日

総合譲渡長控除後 算定後_公５_食事基準額 算定後_公２_決定点数 接続旧総合病院診療科

支_合被保割 還付延滞金額 論理件数 算定_保険_食事基準額

登録日時 トータルチェックエラーコード 徴収猶予申請日 当初通知書管理№

接続被保険者証記号 支退_世帯割 生年月日 延滞金還付額

算定差_公４_費用額 接続被保険者証番号(全角) 接続公１_受給者番号 機関_調整経営主体

算定_保険_他方優先公費負担額 最新被保険者証番号(全角) 一_特徴期別保険料 作成年月日－日

算定前_公４_長期高額療養費 接続(公２負担金額)
在宅患者訪問薬剤管理指導料(歯
科）

(決定公４負担金額)

金額種別コード 算定差_公５_決定点数 合計額（納付額＋延滞金） 減免窓口コード

期／月 資格チェック処理日 支一_按分率 支一_世帯割

保険_増減一部負担金 算定後_公２_任意給付額 算定後_公５_食事負担者負担額 公３_都道府県コード

公４_任意給付 終了時点還付額 公４_確定点数 接続公４削除区分

算定差_公５_負担者負担金額 退職続柄区分 世帯順位変更フラグ 還付加算金計算終了日

公２_食事決定回数 算定前_公４_食事患者負担額 退続柄 算定_公３_負担者負担金額

公５_食事増減基準額
交付要求・参加差押登録窓口コー
ド

公５_食事回数 参加差押管理№

介護随時調定月 支退_年間所得割 支給実績データ作成年月日 接続国保連レセプト番号

退職_按分率 算定後_保険_費用額 依頼（通知）年月 合年間限度超過額

分納誓約管理№ 延滞金収納額 長期区分 特徴番号

期割区分 返還通知書発行サイン 保険_生活基準単価 算定差_公２_長期高額療養費

算定_公４_患者負担額(他公費負担
分)

算定前_保険_他法優先公費負担額 住民区分 再審査申出年月

算定差_公１_費用額 連番 調定額（最新）_介護 接続保険者番号

延滞金_介護 患者負担額 公５_決定一部負担金 収納年月日

公３_突合調整金額 帳票発送日 督促公示サイン 老人保健地区コード

接続医療機関コード 一般_年間賦課基準 公３_食事決定標準負担額 過誤・再審査管理年月

居所不明調査更新窓口コード ７号用摘要欄 支一_被保割 旧国保番号

乳幼児加算区分 公４_食事決定回数 算定後_保険_食事負担者負担額 算定前_公２_高額療養費

軽減判定用合算所得 接続公１削除区分 算定前_公５_患者負担額 一_按分率

当初延滞金額 算定_公２_負担者負担金額 算定差_公５_患者負担額 減免率

喪失異動区分 算定後_公３_費用額 算定前_公４_食事負担者負担額 算定差_公３_高額療養費１％

分離短期特控後－計 住居地保険者番号 退_賦課額 帳票データ

決定算定区分 退_年間限度超過額 退職_賦課額 窓口処理日

公５_食事確定標準負担額 保険_食事確定標準負担額 他見再審査申出通番 宛名番号

合被保割人数 一_年間世帯割 還付本料額_介護 機関_都道府県コード

公５_請求点数 合年間被保人数 公４_請求一部負担金 還付加算金額

支払方法 算定前_公４_患者負担額 (決定公２負担金額) 一般_期別保険料

旧総合病院診療科 公５_調整負担者番号 未納情報表示区分 合期別保険料

履歴番号 算定_公１_他公費負担点数 レセプト全国共通キー 退職_年間世帯割

算定前_保険_食事国保優先公費負
担額

算定後_公２_他公費負担点数 保険_食事回数 公１_任意給付

照会回答日 保険突合調整点数 納付方式 投入番号

過誤・再審査理由番号 算定_公５_食事患者負担額 退_年間保険料 退職調定額（本料）

公２_食事確定回数 備考内容 公５_都道府県コード 営業所得

算定後_公１_費用額 接続受給者番号 算定_公３_高額療養費１％
算定前_公５_患者負担額(他公費負
担分)

算定差_公１_患者負担額(他公費負
担分)

算定後_公１_食事患者負担額 公１_食事請求基準額 差押処分終了理由コード

仮徴収_依頼内容フラグ 公的年金収入 延滞金減免終了日 合年間所得割

公１_食事回数 公費３_法別番号 公４_決定受給者番号 公５_食事決定基準額

算定_公４_負担者負担金額 処分停止登録窓口コード 予備 賦課決定年月日

診療開始日 公４_決定負担者番号 計算年月日 公３_患者負担額



該当窓口コード 算定前_公３_任意給付額 算定後_公２_患者負担額 減額フラグ

算定_公１_患者負担額 支_合特徴期別保険料 還付時効完成日 合特徴期別保険料

還付額合計_医療支援 継続療養費区分 公３_決定受給者番号 支給決定年月

保険_食事請求標準負担額 公４_確定診療実日数 通知書印刷済該当区分 支_合減額合計額

交付要求・参加差押通知書送達日 徴収猶予登録日 接続公４_診療実日数 還付本料額

調定年度 接続公４_負担者番号 一_軽減額 出力済サイン

軽減区分 振込先区分 繰上徴収終了日 決定減額・免除・猶予区分

延滞金フラグ 公５_食事確定基準額 返送理由コード 総合譲渡短控除後

算定差_公３_負担者負担金額 接続請求回数 一般_年間所得割 専従者控除額

算定_保険_高額療養費 公１_都道府県コード 公３_給付割合 算定差_公２_負担者負担金額

算定前_公２_食事負担者負担額 算定差_保険_決定点数 交渉相手コード 保険_請求突合調整点数

本徴収_依頼内容フラグ 消し込み日 消費税額 公２_食事請求標準負担額

備考 調定額 理由番号 窓口宛名番号

延滞金減免申請日 雑所得 減免終了日 退_軽減判定合計額

登録窓口コード 特別徴収制度コード クリティカルエラー区分 再審査システム連携ルート

算定差_公１_任意給付額 発効日 算定後_公３_長期高額療養費 接続公４_一部負担金

接続公２_一部負担金 公１_確定一部負担金 公４_一部負担金 賦課調定額

公３_請求一部負担金 公２_任意給付 経過措置区分 ロジカルエラー確認区分

開始理由（内部） 賦課調定額_介護 寝たきり老人訪問指導管理料 決定減額金額

公５_決定診療実日数 合軽減判定合計額 延滞金減免更新窓口コード 公４_確定負担者番号

任意診療科 算定_公５_高額療養費 算定後_公４_高額療養費１％ 請求金額

公５_受給者番号 交付日 算定_保険_長期高額療養費 処理区分

譲渡短期 ケアエラー区分 算定差_公２_決定点数 支_合減免額

譲渡長期 帳票ページ位置 療養費データ区分 算定後_保険_長期高額療養費

帳票イメージ番号
算定前_公４_患者負担額(他公費負
担分)

更新年月日 時間指定区分

返納予定登録日 公１_食事増減標準負担額 公４_決定一部負担金 繰上徴収登録日

合被保割 接続受付回 被保険者証記号 作成年月日－月

至支給期間 公３_決定一部負担金 算定後_公４_食事基準額 専従者給与収入

操作端末 支_合軽減額 算定前_公５_他公費負担点数 徴収猶予終了理由コード

公４_患者負担額 算定差_公４_決定点数 算定差_公４_高額療養費１％ 算定前_公１_高額療養費

保険_保険区分 公４_保険区分 接続公２_診療実日数 限度額適用認定証区分

支一_期別保険料 給付修正フラグ 登録者ID 束番号_本番

(確定公費負担金額) 初診料有無 接続給付割合 算定_公２_調整金額

普徴・特徴ﾌﾗｸﾞ 老人受給者氏名 介護特徴開始有無 算定_保険_国保優先公費負担額

公３_食事回数 請求書番号 機関_経営主体 難病外来指導管理料

退職_年間被保割 保険者負担額 公２_給付割合 老人保健_都道府県コード

(確定公３負担金額) 検索用被保険者証記号 計算区分 算定差_公３_他公費負担点数

分納誓約登録日 一般_年間限度超過額 充当本料額_介護 退職_軽減額

帳票総枚数 年間所得割_介護 収納機関番号 公３_決定診療実日数

算定後_公４_高額療養費 非活用コード 算定_公４_高額療養費 医療機関_異動年月日

算定_公１_費用額 賦課期日現在有資格区分 退職_総所得 収入額更新日

過誤・再審査データ区分 算定前_公５_食事患者負担額 算定前_公４_決定点数 保険証交付日

公５_生活特別単価 保険_生活環境日数 納付年月日 算定_公４_決定点数

分納誓約理由コード 一随時賦課額 外来時一部負担金 市町村保険者変更

後期移管コード 減免区分 公２_食事回数 精算日

公費５_法別番号 公４_調整負担者番号 分納額（分割納付額） レコード区分

公５_増減一部負担金 該当届出年月日 接続申し出年月 (公２負担金額)

本名／通称名区分 生年月日－西暦年 保険証番号 還付額合計

公３_食事請求基準額 退_按分率 保険_生活特別回数 算定差_公３_食事負担者負担額

公１_生活基準単価 計算開始年月日 交付要求・参加差押終了日 終了届出年月日

公４_都道府県コード
算定後_公３_患者負担額(他公費負
担分)

公３_食事決定回数 処方箋交付医療機関

差押処分前時効完成日 入院年月日 支一_軽減額 接続レセプト種別

退職_年間被保人数 公２_受給者番号 登録データ状況区分 収入額コード

主の宛名番号 三月超 精算納付書発行サイン 返送処理窓口コード

経過詳細 一_減免額 食事区分 公２_請求突合調整点数

終了時点調定額 強制登録区分 保険_確定診療実日数 期別区分

交渉日 算定後_公１_高額療養費 基本療養費Ⅰ(訪問看護療養費） 電算管理番-枝番

徴収猶予登録窓口コード 公２_確定診療実日数 退_軽減額 算定後_公３_食事基準額

通番管理内訳№ 公４_負担者負担金額 初診回数 算定後_公１_他公費負担点数

得喪訂正年月日 突合先国保連レセプト番号 本徴収_非対象区分 算定前_公２_負担者負担金額

給付エラー確認区分 失効日 退職_世帯割 公５_生活環境単価

算定チェック処理日 審査結果 所得申告区分 標準負担額区分コード

請求内容（カナ） 帳票種別 収納額合計_介護 公１_確定負担者番号

接続公２_受給者番号 一般_増減額 多数該当 特定疾患療養指導料査定

過誤再審査区分 差押処分登録窓口コード 非該当異動区分 退_総所得

接続(公費負担金額) 公５_確定点数 算定差_公１_決定点数 算定_公１_決定点数

接続(公４負担金額) 公５_負担者番号
在宅患者訪問薬剤管理指導料(医
科）

催告管理№

発送先方書 一般_年間保険料 算定前_公１_食事負担者負担額 開始届出年月日

滞納理由更新日 登録日 本料完納日 算定_公４_食事基準額

(請求公費負担金額) 柔整団体機関コード 公２_食事決定基準額 世帯番号

機関_調整県内外区分 過誤・再審査結果年月 退_期別保険料 収納額合計_医療支援

請求情報適用年月日 督催発送止理由 還付加算金額_医療支援 医療機関コード

公３_合算区分 世帯管理番号 公２_調整負担者番号 新国保番号

退_増減額 公１_食事確定基準額 仮徴収_特別徴収義務者コード 状態区分

公５_請求一部負担金 算定後_公５_負担者負担金額 調整保険者番号 電算管理番号

算定差_公３_長期高額療養費 保険_診療実日数 支一_年間限度超過額 最新保険者番号

算定後_公３_患者負担額 医療費通知減額表示一部負担 県単・地単登録フラグ
未特定時集計保険者番号(地方交付
税)

海外療養費区分 綴区
算定_公５_患者負担額(他公費負担
分)

接続保険制度(保険種別①)

悪性腫瘍特異物質治療管理料 延滞金減免額 申請年月日 当初調定額_介護

算定前_保険_食事基準額 終了窓口コード 仮徴収_年金コード 算定後_保険_他法優先公費負担額

賦課調定額_医療 督催発行止理由 退介護随時賦課額 算定差_公１_高額療養費

入院基本料(初期加算) 退職_年間所得割 給与所得 算定後_公４_長期高額療養費

審査申出年月日 続柄 普擬区分 退職_年間限度超過額

主変更日 特徴状態コード 公２_負担者番号 公示止日

総合譲渡長控除後 算定後_公５_食事基準額 算定後_公２_決定点数 接続旧総合病院診療科

支_合被保割 還付延滞金額 論理件数 算定_保険_食事基準額

登録日時 トータルチェックエラーコード 徴収猶予申請日 当初通知書管理№

接続被保険者証記号 支退_世帯割 生年月日 延滞金還付額

算定差_公４_費用額 接続被保険者証番号(全角) 接続公１_受給者番号 機関_調整経営主体

算定_保険_他方優先公費負担額 最新被保険者証番号(全角) 一_特徴期別保険料 作成年月日－日

算定前_公４_長期高額療養費 接続(公２負担金額)
在宅患者訪問薬剤管理指導料(歯
科）

(決定公４負担金額)

金額種別コード 算定差_公５_決定点数 合計額（納付額＋延滞金） 減免窓口コード

期／月 資格チェック処理日 支一_按分率 支一_世帯割

保険_増減一部負担金 算定後_公２_任意給付額 算定後_公５_食事負担者負担額 公３_都道府県コード

公４_任意給付 終了時点還付額 公４_確定点数 接続公４削除区分

算定差_公５_負担者負担金額 退職続柄区分 世帯順位変更フラグ 還付加算金計算終了日

公２_食事決定回数 算定前_公４_食事患者負担額 退続柄 算定_公３_負担者負担金額

公５_食事増減基準額
交付要求・参加差押登録窓口コー
ド

公５_食事回数 参加差押管理№

介護随時調定月 支退_年間所得割 支給実績データ作成年月日 接続国保連レセプト番号

退職_按分率 算定後_保険_費用額 依頼（通知）年月 合年間限度超過額

分納誓約管理№ 延滞金収納額 長期区分 特徴番号

期割区分 返還通知書発行サイン 保険_生活基準単価 算定差_公２_長期高額療養費

算定_公４_患者負担額(他公費負担
分)

算定前_保険_他法優先公費負担額 住民区分 再審査申出年月

算定差_公１_費用額 連番 調定額（最新）_介護 接続保険者番号

延滞金_介護 患者負担額 公５_決定一部負担金 収納年月日

公３_突合調整金額 帳票発送日 督促公示サイン 老人保健地区コード

接続医療機関コード 一般_年間賦課基準 公３_食事決定標準負担額 過誤・再審査管理年月

居所不明調査更新窓口コード ７号用摘要欄 支一_被保割 旧国保番号

乳幼児加算区分 公４_食事決定回数 算定後_保険_食事負担者負担額 算定前_公２_高額療養費

軽減判定用合算所得 接続公１削除区分 算定前_公５_患者負担額 一_按分率

当初延滞金額 算定_公２_負担者負担金額 算定差_公５_患者負担額 減免率

喪失異動区分 算定後_公３_費用額 算定前_公４_食事負担者負担額 算定差_公３_高額療養費１％

分離短期特控後－計 住居地保険者番号 退_賦課額 帳票データ

決定算定区分 退_年間限度超過額 退職_賦課額 窓口処理日

公５_食事確定標準負担額 保険_食事確定標準負担額 他見再審査申出通番 宛名番号

合被保割人数 一_年間世帯割 還付本料額_介護 機関_都道府県コード

公５_請求点数 合年間被保人数 公４_請求一部負担金 還付加算金額

支払方法 算定前_公４_患者負担額 (決定公２負担金額) 一般_期別保険料

旧総合病院診療科 公５_調整負担者番号 未納情報表示区分 合期別保険料

履歴番号 算定_公１_他公費負担点数 レセプト全国共通キー 退職_年間世帯割

算定前_保険_食事国保優先公費負
担額

算定後_公２_他公費負担点数 保険_食事回数 公１_任意給付

照会回答日 保険突合調整点数 納付方式 投入番号

過誤・再審査理由番号 算定_公５_食事患者負担額 退_年間保険料 退職調定額（本料）

公２_食事確定回数 備考内容 公５_都道府県コード 営業所得

算定後_公１_費用額 接続受給者番号 算定_公３_高額療養費１％
算定前_公５_患者負担額(他公費負
担分)

算定差_公１_患者負担額(他公費負
担分)

算定後_公１_食事患者負担額 公１_食事請求基準額 差押処分終了理由コード

仮徴収_依頼内容フラグ 公的年金収入 延滞金減免終了日 合年間所得割

公１_食事回数 公費３_法別番号 公４_決定受給者番号 公５_食事決定基準額

算定_公４_負担者負担金額 処分停止登録窓口コード 予備 賦課決定年月日

診療開始日 公４_決定負担者番号 計算年月日 公３_患者負担額

収納額合計 世帯構成区分 還付延滞金額_医療支援
算定差_公３_患者負担額(他公費負
担分)

公４_確定受給者番号 転帰 納付区分 接続レセプトページ番号

支払期限日 公５_給付割合 算定前_保険_食事負担者負担額 公２_決定診療実日数

総所得 公４突合調整一部負担金 転帰請求グループ番号 算定前_公１_任意給付額

退職_被保険者総賦課基準 納付額 算定後_公１_長期高額療養費 処理結果

保険者振替フラグ 旧個人番号 療養費種別 公２_食事請求基準額

扶養者減免区分 戻入区分 不動産所得 徴収猶予更新窓口コード

退_特徴期別保険料 公２_食事患者負担額 算定差_保険_患者負担額 算定前_保険_国保優先公費負担額

算定差_保険_減免猶予額 算定前_公１_食事患者負担額 算定差_公４_患者負担額 開始理由

特定薬剤治療管理料 被保険者章番号(半角) 年間賦課基準 支援合計_世帯割

公４_県内外区分 分納予定日（納付期日） 保険_食事決定標準負担額 税純損失等控除金額

柔整団体機関名（漢字） 退_年間被保割 公２_食事基準額 累積レセプト有無

公４_食事確定基準額 各種年月日－月 返納済日 年間所得割_支援

一般_軽減額 公２_決定点数 本徴収_候補者情報フラグ 公１_生活環境単価

合増減額 算定_公５_患者負担額 支援一般_世帯割 エラー№

職員コード 公４_増減点数 世帯主被保険者証記号 算定差_公５_長期高額療養費

支_合賦課額 算定後_公５_食事患者負担額 氏名漢字 算定後_公４_食事患者負担額

算定差_公１_他公費負担点数 滞納理由コード 依頼時保険料額 充当本料額_医療支援

認定番号 接続保険_診療実日数 一般_年間被保割 帳票通番

公３_一部負担金 変更前所得区分 算定_公２_高額療養費 過誤区分

算定後_公４_食事負担者負担額 審査結果区分 保険証状態サイン 年金コード

公３_食事確定標準負担額 滞繰調定額_医療 支退_期別保険料 還付種別

算定前_公３_決定点数 算定後_公５_費用額 公４_突合調整点数 老人保健_調整負担者番号

還付年月日 算定後_公３_食事負担者負担額 公３_食事確定回数 公２突合調整一部負担金

接続公４_受給者番号 算定差_公１_高額療養費１％ 老人保健_県内外区分 期別／月

公２_生活基準回数 公４_請求点数 納付期限 機関_総合一般区分

機関_自直診区分 過誤・再審査管理通番 算定後_公５_患者負担額 一_総所得

公１突合調整一部負担金 一般_按分率 公３_受給者番号 算定_公２_他公費負担点数

算定後_保険_任意給付額 滞繰調定額 旧被保険者証番号(半角) 算定前_公４_費用額

更新者職員番号 公示日 算定差_保険_任意給付額 特記事項

算定差_保険_費用額 医療費通知減額表示医療費 在宅患者訪問薬剤管理指導料 有効期限

繰上徴収開始理由コード 算定前_公５_高額療養費 算定前_公４_他公費負担点数 算定_公２_決定点数

公費１_法別番号 得喪訂正区分 算定_公５_食事基準額 公４_生活基準回数

支援一般_所得割 公２_生活環境単価 公４突合調整点数 ロジカルチェックエラー項目情報

支援一般_被保割 公２_食事確定基準額 消費税額表示区分 柔整団体機関_異動年月日

延滞金調定額 接続標準負担額区分コード 柔整団体機関 合総所得

算定_公４_調整金額 算定_公５_費用額 県単・地単抽出フラグ 専従者控除

接続総括公費エラー区分 算定差_公２_食事患者負担額 取得届出年月日 公３_食事基準額

接続データ区分 接続公３_受給者番号 接続レセプト全国共通キー 終了理由（内部）

公５_食事決定回数 公５_決定負担者番号 保険_一部負担金 期№（随時月 特徴月）

特定疾患療養指導料 退職_被保割人数 公３_食事決定基準額 訪問歯科衛生指導料(歯科）

算定後_保険_決定点数 算定後_公３_他公費負担点数 老人受給者生年月日 分離長期特控額（前＋後）

照合処理日 合所得割 支一_減免額 保険_確定一部負担金

年金所得 算定差_公２_他公費負担点数 督促状発送日 中止依頼月

保険_食事決定回数
在宅患者訪問栄養食事指導料(医
科）

賦課調定額_支援 処分停止前時効完成日

算定_公２_食事負担者負担額 収納サービス利用拒否区分 交付要求・参加差押登録日 老人保健_市区町村区分

公１_食事決定標準負担額 強制入力区分 算定_保険_食事患者負担額 農業所得

返納区分 みなし法人（株式譲渡） 被保険者テーブル更新日時 申請区分

機関_調整自直診区分 支一_年間世帯割 算定_公４_長期高額療養費 公３_確定一部負担金

接続公２削除区分 低所得軽減区分 延滞金減免登録日 診療終了日

被保険者地区コード 公５_一部負担金 (公４負担金額) 歯科補綴関連検査(ChB)

退職_特徴期別保険料 処理年月 振込区分 算定差_公２_高額療養費１％

請求書発行企業コード 公１_食事患者負担額 被保険者証番号(全角)(前) 総合譲渡所得

強制保留区分 公２_確定点数 算定後_保険_減免猶予額 公１_調整負担者番号

被保険者証記号(前) 算定_保険_他法優先公費負担額 被保険者証番号(全角) 環境識別コード

一_増減額 一般_被保険者総賦課基準 公費多数該当 接続生年月日

過誤再審査コード 接続保険_一部負担金 公３_請求突合調整点数 算定前_公２_食事患者負担額

仮徴収_非対象区分 算定前_公２_任意給付額 市町村番号 システムコード

小児科療養指導料 随時区分 支援退職_被保割 算定前_公１_高額療養費１％

公５_食事請求標準負担額 算定差_公３_任意給付額 公費区分 資格チェックエラーコード

処理年度 公２_請求点数 入力区分 皮膚科特定疾患指導管理料

退職_減額合計額 算定前_保険_任意給付額 交付要求管理№ 保険_決定診療実日数

処理日 交渉方法コード 給付チェック処理日 転帰レコード区分

算定_公３_決定点数 ロジカルチェック処理日 分納誓約前時効完成日 (請求公３負担金額)

算定差_保険_食事基準額 算定差_公５_高額療養費１％ 算定差_公１_負担者負担金額 仮徴収_開始年月

金額種別 支_合年間限度超過額 算定前_公４_任意給付額 公１_請求突合調整一部負担金

公４_生活特別回数 算定前_公１_長期高額療養費 返還通知書返送サイン 更正区分

算定前_保険_高額療養費 突合先レセプト全国共通キー 生年月日(前) 支一_年間保険料

(確定公２負担金額) 帳票出力先市町村番号 所得内容更新窓口コード 公費４_法別番号

算定前_公２_決定点数 算定前_公２_他公費負担点数 支給年月日 公１_決定負担者番号

オペレーションフラグ 公４_負担者番号 算定チェックエラーコード 公４_食事確定回数

接続公３_診療実日数 本徴収_開始依頼結果コード 保険_食事標準負担額 レセプト更新日時

診療行為コード 公４_生活環境日数 ICD10コード 各種金額

処分停止管理№ 算定後_公５_決定点数 合年間保険料 算定後_公１_負担者負担金額

物理件数 保険_県内外区分 公３_生活基準回数 給与合計所得

削除フラグ
算定差_公２_患者負担額(他公費負
担分)

算定差_保険_食事国保優先公費負
担額

保険_郡コード

請求金額元金 減額割合 識別子 合計_被保割

支退_年間限度超過額 共済年金証書記号番号
算定_保険_食事他方優先公費負担
額

全完納日

登録区分 算定前_公３_高額療養費１％ 算定後_公４_他公費負担点数 公５_保険区分

老人訪問口腔指導管理料(歯科） 作成者コード（職員番号） 収納額_医療支援 所得区分

算定後_保険_食事患者負担額 住所カナ 公１_請求突合調整点数 住所シフトコード

算定後_公２_高額療養費１％ 算定差_公５_費用額 支退_所得割 調剤技術基本料

審査申出受領年月日 退職_軽減判定合計額 公２_決定負担者番号 決定原爆区分

保険_食事増減標準負担額 保険_食事決定基準額 保険_請求点数
算定差_保険_食事他法優先公費負
担額

喪失窓口コード (確定公４負担金額) 公５_県内外区分 算定_保険_調整金額

(請求公２負担金額) 公１_請求点数 算定_公１_高額療養費 在総診・在医総区分

支退_減免額 受付区 公５_確定負担者番号 退_年間被保人数

滞繰調定額_支援 一_年間限度超過月数 催告発行回数 在宅時医学総合管理料算定者

差押処分開始日 保険_生活環境単価 機関_歯科併設区分 非該当年月日

公２_請求一部負担金 支援退職_所得割 一般_年間限度超過月数 最終更新年月日

還付本料額_医療支援 繰上徴収納期限 電算管理番号-枝番 算定差_公３_食事基準額

返送日 公４_請求突合調整一部負担金 賦課基準 算定_保険_国保優先公費

公２_診療実日数 公３_突合調整一部負担金 支払日 保険_増減点数

郵便番号 収納区分 接続特記事項 算定後_公３_負担者負担金額

加入区分 公２突合調整点数 算定_公２_任意給付額 登録年月日

算定前_公４_高額療養費１％ 確定標準負担額区分コード 合世帯割 Ⅰ

喪失年月日 最新保険者変更日 算定後_公４_任意給付額 性別(前)

算定後_公３_任意給付額 該当理由コード 被保区分 支退_世帯割1/2軽減月数

公３突合調整点数 算定後_公４_患者負担額 支援_退随時賦課額 公１_生活基準回数

徴収猶予管理№ 納付番号 退職_期別保険料 算定_公３_費用額

算定後_公１_食事基準額 算定差_公３_患者負担額 保険_調整負担者番号 算定_公５_調整金額

確定特記事項 公３_任意給付 支給申請書受理番号 機関_調整歯科併設区分

算定差_公４_長期高額療養費 世帯主宛名番号 一_被保割 保険_確定点数

調定額（最新） 預金種目 算定前_公３_費用額 処理情報

時効サイン 費用算定ルート 支退_軽減額 束番号_連番

費用額 再審査結果年月 算定差_公４_任意給付額 最新被保険者証番号(半角)

督促状納期限 郵政口座番号 帳票コード 支_合世帯割1/2軽減月数

照合エラー項目情報 老公区分 公３_決定点数 算定後_公３_高額療養費１％

喪失届出年月日 公２_政令指定都市区分 分納回数 事業区分

徴収猶予期間（終了日） 算定_公３_食事負担者負担額 振込支店コード 還付通知発送日（到達日）

算定前_保険_患者負担額 前期該当区分 変更通知書管理№ 算定前_公３_長期高額療養費

算定_保険_食事他法優先 再審査区分 算定後_公２_食事患者負担額 株式配当所得

徴収猶予期間（開始日） 算定差_保険_国保優先公費負担額 請求内容（漢字） 算定後_公４_決定点数

算定_公３_患者負担額 支援退職_世帯割 診療年月 照合エラーコード

算定前_公１_負担者負担金額 外字サイン 普徴番号 住所漢字

却下区分 溢れサイン 算定_保険_費用額 接続公３削除区分

削除区分 一般_所得割 算定前_公４_負担者負担金額 公１_確定診療実日数

通知番号 過誤・再審査審査結果 公１_食事標準負担額 個人管理番号

割引(前) 最終更新日時 繰上徴収管理№ 算定前_保険_高額療養費１％

不一致サイン 算定区分 算定_公１_食事負担者負担額 合介護随時賦課額

二割徴収者 公４_診療実日数 支援_一随時賦課額 算定後_保険_高額療養費１％

差押処分登録日 当初患者負担額 算定前_公１_費用額 機関_診療科

接続公１_一部負担金 手数料負担区分 期№（随時月） (請求公５負担金額)

支給決定年月日 公３_生活特別回数 公４_合算区分 算定前_公１_患者負担額

確定延滞金額 公１_食事基準額 算定差_公３_食事患者負担額 算定_保険_食事負担者負担額

公４_決定点数
未特定時集計市町村番号(分離合
併)

決裁区分コード 算定前_保険_減免猶予額

算定_公１_高額療養費１％ 公５_確定一部負担金 時効完成日 取扱区分

公３_確定診療実日数 公１_請求一部負担金 算定_公３_他公費負担点数 算定_公２_長期高額療養費

交付要求・参加差押書送達日 算定_公２_高額療養費１％ 最新受給者番号 退_被保険者総賦課基準

被保険者氏名（カナ） 算定_公１_食事患者負担額 公３_食事増減標準負担額 申告区分



収納額合計 世帯構成区分 還付延滞金額_医療支援
算定差_公３_患者負担額(他公費負
担分)

公４_確定受給者番号 転帰 納付区分 接続レセプトページ番号

支払期限日 公５_給付割合 算定前_保険_食事負担者負担額 公２_決定診療実日数

総所得 公４突合調整一部負担金 転帰請求グループ番号 算定前_公１_任意給付額

退職_被保険者総賦課基準 納付額 算定後_公１_長期高額療養費 処理結果

保険者振替フラグ 旧個人番号 療養費種別 公２_食事請求基準額

扶養者減免区分 戻入区分 不動産所得 徴収猶予更新窓口コード

退_特徴期別保険料 公２_食事患者負担額 算定差_保険_患者負担額 算定前_保険_国保優先公費負担額

算定差_保険_減免猶予額 算定前_公１_食事患者負担額 算定差_公４_患者負担額 開始理由

特定薬剤治療管理料 被保険者章番号(半角) 年間賦課基準 支援合計_世帯割

公４_県内外区分 分納予定日（納付期日） 保険_食事決定標準負担額 税純損失等控除金額

柔整団体機関名（漢字） 退_年間被保割 公２_食事基準額 累積レセプト有無

公４_食事確定基準額 各種年月日－月 返納済日 年間所得割_支援

一般_軽減額 公２_決定点数 本徴収_候補者情報フラグ 公１_生活環境単価

合増減額 算定_公５_患者負担額 支援一般_世帯割 エラー№

職員コード 公４_増減点数 世帯主被保険者証記号 算定差_公５_長期高額療養費

支_合賦課額 算定後_公５_食事患者負担額 氏名漢字 算定後_公４_食事患者負担額

算定差_公１_他公費負担点数 滞納理由コード 依頼時保険料額 充当本料額_医療支援

認定番号 接続保険_診療実日数 一般_年間被保割 帳票通番

公３_一部負担金 変更前所得区分 算定_公２_高額療養費 過誤区分

算定後_公４_食事負担者負担額 審査結果区分 保険証状態サイン 年金コード

公３_食事確定標準負担額 滞繰調定額_医療 支退_期別保険料 還付種別

算定前_公３_決定点数 算定後_公５_費用額 公４_突合調整点数 老人保健_調整負担者番号

還付年月日 算定後_公３_食事負担者負担額 公３_食事確定回数 公２突合調整一部負担金

接続公４_受給者番号 算定差_公１_高額療養費１％ 老人保健_県内外区分 期別／月

公２_生活基準回数 公４_請求点数 納付期限 機関_総合一般区分

機関_自直診区分 過誤・再審査管理通番 算定後_公５_患者負担額 一_総所得

公１突合調整一部負担金 一般_按分率 公３_受給者番号 算定_公２_他公費負担点数

算定後_保険_任意給付額 滞繰調定額 旧被保険者証番号(半角) 算定前_公４_費用額

更新者職員番号 公示日 算定差_保険_任意給付額 特記事項

算定差_保険_費用額 医療費通知減額表示医療費 在宅患者訪問薬剤管理指導料 有効期限

繰上徴収開始理由コード 算定前_公５_高額療養費 算定前_公４_他公費負担点数 算定_公２_決定点数

公費１_法別番号 得喪訂正区分 算定_公５_食事基準額 公４_生活基準回数

支援一般_所得割 公２_生活環境単価 公４突合調整点数 ロジカルチェックエラー項目情報

支援一般_被保割 公２_食事確定基準額 消費税額表示区分 柔整団体機関_異動年月日

延滞金調定額 接続標準負担額区分コード 柔整団体機関 合総所得

算定_公４_調整金額 算定_公５_費用額 県単・地単抽出フラグ 専従者控除

接続総括公費エラー区分 算定差_公２_食事患者負担額 取得届出年月日 公３_食事基準額

接続データ区分 接続公３_受給者番号 接続レセプト全国共通キー 終了理由（内部）

公５_食事決定回数 公５_決定負担者番号 保険_一部負担金 期№（随時月 特徴月）

特定疾患療養指導料 退職_被保割人数 公３_食事決定基準額 訪問歯科衛生指導料(歯科）

算定後_保険_決定点数 算定後_公３_他公費負担点数 老人受給者生年月日 分離長期特控額（前＋後）

照合処理日 合所得割 支一_減免額 保険_確定一部負担金

年金所得 算定差_公２_他公費負担点数 督促状発送日 中止依頼月

保険_食事決定回数
在宅患者訪問栄養食事指導料(医
科）

賦課調定額_支援 処分停止前時効完成日

算定_公２_食事負担者負担額 収納サービス利用拒否区分 交付要求・参加差押登録日 老人保健_市区町村区分

公１_食事決定標準負担額 強制入力区分 算定_保険_食事患者負担額 農業所得

返納区分 みなし法人（株式譲渡） 被保険者テーブル更新日時 申請区分

機関_調整自直診区分 支一_年間世帯割 算定_公４_長期高額療養費 公３_確定一部負担金

接続公２削除区分 低所得軽減区分 延滞金減免登録日 診療終了日

被保険者地区コード 公５_一部負担金 (公４負担金額) 歯科補綴関連検査(ChB)

退職_特徴期別保険料 処理年月 振込区分 算定差_公２_高額療養費１％

請求書発行企業コード 公１_食事患者負担額 被保険者証番号(全角)(前) 総合譲渡所得

強制保留区分 公２_確定点数 算定後_保険_減免猶予額 公１_調整負担者番号

被保険者証記号(前) 算定_保険_他法優先公費負担額 被保険者証番号(全角) 環境識別コード

一_増減額 一般_被保険者総賦課基準 公費多数該当 接続生年月日

過誤再審査コード 接続保険_一部負担金 公３_請求突合調整点数 算定前_公２_食事患者負担額

仮徴収_非対象区分 算定前_公２_任意給付額 市町村番号 システムコード

小児科療養指導料 随時区分 支援退職_被保割 算定前_公１_高額療養費１％

公５_食事請求標準負担額 算定差_公３_任意給付額 公費区分 資格チェックエラーコード

処理年度 公２_請求点数 入力区分 皮膚科特定疾患指導管理料

退職_減額合計額 算定前_保険_任意給付額 交付要求管理№ 保険_決定診療実日数

処理日 交渉方法コード 給付チェック処理日 転帰レコード区分

算定_公３_決定点数 ロジカルチェック処理日 分納誓約前時効完成日 (請求公３負担金額)

算定差_保険_食事基準額 算定差_公５_高額療養費１％ 算定差_公１_負担者負担金額 仮徴収_開始年月

金額種別 支_合年間限度超過額 算定前_公４_任意給付額 公１_請求突合調整一部負担金

公４_生活特別回数 算定前_公１_長期高額療養費 返還通知書返送サイン 更正区分

算定前_保険_高額療養費 突合先レセプト全国共通キー 生年月日(前) 支一_年間保険料

(確定公２負担金額) 帳票出力先市町村番号 所得内容更新窓口コード 公費４_法別番号

算定前_公２_決定点数 算定前_公２_他公費負担点数 支給年月日 公１_決定負担者番号

オペレーションフラグ 公４_負担者番号 算定チェックエラーコード 公４_食事確定回数

接続公３_診療実日数 本徴収_開始依頼結果コード 保険_食事標準負担額 レセプト更新日時

診療行為コード 公４_生活環境日数 ICD10コード 各種金額

処分停止管理№ 算定後_公５_決定点数 合年間保険料 算定後_公１_負担者負担金額

物理件数 保険_県内外区分 公３_生活基準回数 給与合計所得

削除フラグ
算定差_公２_患者負担額(他公費負
担分)

算定差_保険_食事国保優先公費負
担額

保険_郡コード

請求金額元金 減額割合 識別子 合計_被保割

支退_年間限度超過額 共済年金証書記号番号
算定_保険_食事他方優先公費負担
額

全完納日

登録区分 算定前_公３_高額療養費１％ 算定後_公４_他公費負担点数 公５_保険区分

老人訪問口腔指導管理料(歯科） 作成者コード（職員番号） 収納額_医療支援 所得区分

算定後_保険_食事患者負担額 住所カナ 公１_請求突合調整点数 住所シフトコード

算定後_公２_高額療養費１％ 算定差_公５_費用額 支退_所得割 調剤技術基本料

審査申出受領年月日 退職_軽減判定合計額 公２_決定負担者番号 決定原爆区分

保険_食事増減標準負担額 保険_食事決定基準額 保険_請求点数
算定差_保険_食事他法優先公費負
担額

喪失窓口コード (確定公４負担金額) 公５_県内外区分 算定_保険_調整金額

(請求公２負担金額) 公１_請求点数 算定_公１_高額療養費 在総診・在医総区分

支退_減免額 受付区 公５_確定負担者番号 退_年間被保人数

滞繰調定額_支援 一_年間限度超過月数 催告発行回数 在宅時医学総合管理料算定者

差押処分開始日 保険_生活環境単価 機関_歯科併設区分 非該当年月日

公２_請求一部負担金 支援退職_所得割 一般_年間限度超過月数 最終更新年月日

還付本料額_医療支援 繰上徴収納期限 電算管理番号-枝番 算定差_公３_食事基準額

返送日 公４_請求突合調整一部負担金 賦課基準 算定_保険_国保優先公費

公２_診療実日数 公３_突合調整一部負担金 支払日 保険_増減点数

郵便番号 収納区分 接続特記事項 算定後_公３_負担者負担金額

加入区分 公２突合調整点数 算定_公２_任意給付額 登録年月日

算定前_公４_高額療養費１％ 確定標準負担額区分コード 合世帯割 Ⅰ

喪失年月日 最新保険者変更日 算定後_公４_任意給付額 性別(前)

算定後_公３_任意給付額 該当理由コード 被保区分 支退_世帯割1/2軽減月数

公３突合調整点数 算定後_公４_患者負担額 支援_退随時賦課額 公１_生活基準回数

徴収猶予管理№ 納付番号 退職_期別保険料 算定_公３_費用額

算定後_公１_食事基準額 算定差_公３_患者負担額 保険_調整負担者番号 算定_公５_調整金額

確定特記事項 公３_任意給付 支給申請書受理番号 機関_調整歯科併設区分

算定差_公４_長期高額療養費 世帯主宛名番号 一_被保割 保険_確定点数

調定額（最新） 預金種目 算定前_公３_費用額 処理情報

時効サイン 費用算定ルート 支退_軽減額 束番号_連番

費用額 再審査結果年月 算定差_公４_任意給付額 最新被保険者証番号(半角)

督促状納期限 郵政口座番号 帳票コード 支_合世帯割1/2軽減月数

照合エラー項目情報 老公区分 公３_決定点数 算定後_公３_高額療養費１％

喪失届出年月日 公２_政令指定都市区分 分納回数 事業区分

徴収猶予期間（終了日） 算定_公３_食事負担者負担額 振込支店コード 還付通知発送日（到達日）

算定前_保険_患者負担額 前期該当区分 変更通知書管理№ 算定前_公３_長期高額療養費

算定_保険_食事他法優先 再審査区分 算定後_公２_食事患者負担額 株式配当所得

徴収猶予期間（開始日） 算定差_保険_国保優先公費負担額 請求内容（漢字） 算定後_公４_決定点数

算定_公３_患者負担額 支援退職_世帯割 診療年月 照合エラーコード

算定前_公１_負担者負担金額 外字サイン 普徴番号 住所漢字

却下区分 溢れサイン 算定_保険_費用額 接続公３削除区分

削除区分 一般_所得割 算定前_公４_負担者負担金額 公１_確定診療実日数

通知番号 過誤・再審査審査結果 公１_食事標準負担額 個人管理番号

割引(前) 最終更新日時 繰上徴収管理№ 算定前_保険_高額療養費１％

不一致サイン 算定区分 算定_公１_食事負担者負担額 合介護随時賦課額

二割徴収者 公４_診療実日数 支援_一随時賦課額 算定後_保険_高額療養費１％

差押処分登録日 当初患者負担額 算定前_公１_費用額 機関_診療科

接続公１_一部負担金 手数料負担区分 期№（随時月） (請求公５負担金額)

支給決定年月日 公３_生活特別回数 公４_合算区分 算定前_公１_患者負担額

確定延滞金額 公１_食事基準額 算定差_公３_食事患者負担額 算定_保険_食事負担者負担額

公４_決定点数
未特定時集計市町村番号(分離合
併)

決裁区分コード 算定前_保険_減免猶予額

算定_公１_高額療養費１％ 公５_確定一部負担金 時効完成日 取扱区分

公３_確定診療実日数 公１_請求一部負担金 算定_公３_他公費負担点数 算定_公２_長期高額療養費

交付要求・参加差押書送達日 算定_公２_高額療養費１％ 最新受給者番号 退_被保険者総賦課基準

被保険者氏名（カナ） 算定_公１_食事患者負担額 公３_食事増減標準負担額 申告区分



収納額合計 世帯構成区分 還付延滞金額_医療支援
算定差_公３_患者負担額(他公費負
担分)

公４_確定受給者番号 転帰 納付区分 接続レセプトページ番号

支払期限日 公５_給付割合 算定前_保険_食事負担者負担額 公２_決定診療実日数

総所得 公４突合調整一部負担金 転帰請求グループ番号 算定前_公１_任意給付額

退職_被保険者総賦課基準 納付額 算定後_公１_長期高額療養費 処理結果

保険者振替フラグ 旧個人番号 療養費種別 公２_食事請求基準額

扶養者減免区分 戻入区分 不動産所得 徴収猶予更新窓口コード

退_特徴期別保険料 公２_食事患者負担額 算定差_保険_患者負担額 算定前_保険_国保優先公費負担額

算定差_保険_減免猶予額 算定前_公１_食事患者負担額 算定差_公４_患者負担額 開始理由

特定薬剤治療管理料 被保険者章番号(半角) 年間賦課基準 支援合計_世帯割

公４_県内外区分 分納予定日（納付期日） 保険_食事決定標準負担額 税純損失等控除金額

柔整団体機関名（漢字） 退_年間被保割 公２_食事基準額 累積レセプト有無

公４_食事確定基準額 各種年月日－月 返納済日 年間所得割_支援

一般_軽減額 公２_決定点数 本徴収_候補者情報フラグ 公１_生活環境単価

合増減額 算定_公５_患者負担額 支援一般_世帯割 エラー№

職員コード 公４_増減点数 世帯主被保険者証記号 算定差_公５_長期高額療養費

支_合賦課額 算定後_公５_食事患者負担額 氏名漢字 算定後_公４_食事患者負担額

算定差_公１_他公費負担点数 滞納理由コード 依頼時保険料額 充当本料額_医療支援

認定番号 接続保険_診療実日数 一般_年間被保割 帳票通番

公３_一部負担金 変更前所得区分 算定_公２_高額療養費 過誤区分

算定後_公４_食事負担者負担額 審査結果区分 保険証状態サイン 年金コード

公３_食事確定標準負担額 滞繰調定額_医療 支退_期別保険料 還付種別

算定前_公３_決定点数 算定後_公５_費用額 公４_突合調整点数 老人保健_調整負担者番号

還付年月日 算定後_公３_食事負担者負担額 公３_食事確定回数 公２突合調整一部負担金

接続公４_受給者番号 算定差_公１_高額療養費１％ 老人保健_県内外区分 期別／月

公２_生活基準回数 公４_請求点数 納付期限 機関_総合一般区分

機関_自直診区分 過誤・再審査管理通番 算定後_公５_患者負担額 一_総所得

公１突合調整一部負担金 一般_按分率 公３_受給者番号 算定_公２_他公費負担点数

算定後_保険_任意給付額 滞繰調定額 旧被保険者証番号(半角) 算定前_公４_費用額

更新者職員番号 公示日 算定差_保険_任意給付額 特記事項

算定差_保険_費用額 医療費通知減額表示医療費 在宅患者訪問薬剤管理指導料 有効期限

繰上徴収開始理由コード 算定前_公５_高額療養費 算定前_公４_他公費負担点数 算定_公２_決定点数

公費１_法別番号 得喪訂正区分 算定_公５_食事基準額 公４_生活基準回数

支援一般_所得割 公２_生活環境単価 公４突合調整点数 ロジカルチェックエラー項目情報

支援一般_被保割 公２_食事確定基準額 消費税額表示区分 柔整団体機関_異動年月日

延滞金調定額 接続標準負担額区分コード 柔整団体機関 合総所得

算定_公４_調整金額 算定_公５_費用額 県単・地単抽出フラグ 専従者控除

接続総括公費エラー区分 算定差_公２_食事患者負担額 取得届出年月日 公３_食事基準額

接続データ区分 接続公３_受給者番号 接続レセプト全国共通キー 終了理由（内部）

公５_食事決定回数 公５_決定負担者番号 保険_一部負担金 期№（随時月 特徴月）

特定疾患療養指導料 退職_被保割人数 公３_食事決定基準額 訪問歯科衛生指導料(歯科）

算定後_保険_決定点数 算定後_公３_他公費負担点数 老人受給者生年月日 分離長期特控額（前＋後）

照合処理日 合所得割 支一_減免額 保険_確定一部負担金

年金所得 算定差_公２_他公費負担点数 督促状発送日 中止依頼月

保険_食事決定回数
在宅患者訪問栄養食事指導料(医
科）

賦課調定額_支援 処分停止前時効完成日

算定_公２_食事負担者負担額 収納サービス利用拒否区分 交付要求・参加差押登録日 老人保健_市区町村区分

公１_食事決定標準負担額 強制入力区分 算定_保険_食事患者負担額 農業所得

返納区分 みなし法人（株式譲渡） 被保険者テーブル更新日時 申請区分

機関_調整自直診区分 支一_年間世帯割 算定_公４_長期高額療養費 公３_確定一部負担金

接続公２削除区分 低所得軽減区分 延滞金減免登録日 診療終了日

被保険者地区コード 公５_一部負担金 (公４負担金額) 歯科補綴関連検査(ChB)

退職_特徴期別保険料 処理年月 振込区分 算定差_公２_高額療養費１％

請求書発行企業コード 公１_食事患者負担額 被保険者証番号(全角)(前) 総合譲渡所得

強制保留区分 公２_確定点数 算定後_保険_減免猶予額 公１_調整負担者番号

被保険者証記号(前) 算定_保険_他法優先公費負担額 被保険者証番号(全角) 環境識別コード

一_増減額 一般_被保険者総賦課基準 公費多数該当 接続生年月日

過誤再審査コード 接続保険_一部負担金 公３_請求突合調整点数 算定前_公２_食事患者負担額

仮徴収_非対象区分 算定前_公２_任意給付額 市町村番号 システムコード

小児科療養指導料 随時区分 支援退職_被保割 算定前_公１_高額療養費１％

公５_食事請求標準負担額 算定差_公３_任意給付額 公費区分 資格チェックエラーコード

処理年度 公２_請求点数 入力区分 皮膚科特定疾患指導管理料

退職_減額合計額 算定前_保険_任意給付額 交付要求管理№ 保険_決定診療実日数

処理日 交渉方法コード 給付チェック処理日 転帰レコード区分

算定_公３_決定点数 ロジカルチェック処理日 分納誓約前時効完成日 (請求公３負担金額)

算定差_保険_食事基準額 算定差_公５_高額療養費１％ 算定差_公１_負担者負担金額 仮徴収_開始年月

金額種別 支_合年間限度超過額 算定前_公４_任意給付額 公１_請求突合調整一部負担金

公４_生活特別回数 算定前_公１_長期高額療養費 返還通知書返送サイン 更正区分

算定前_保険_高額療養費 突合先レセプト全国共通キー 生年月日(前) 支一_年間保険料

(確定公２負担金額) 帳票出力先市町村番号 所得内容更新窓口コード 公費４_法別番号

算定前_公２_決定点数 算定前_公２_他公費負担点数 支給年月日 公１_決定負担者番号

オペレーションフラグ 公４_負担者番号 算定チェックエラーコード 公４_食事確定回数

接続公３_診療実日数 本徴収_開始依頼結果コード 保険_食事標準負担額 レセプト更新日時

診療行為コード 公４_生活環境日数 ICD10コード 各種金額

処分停止管理№ 算定後_公５_決定点数 合年間保険料 算定後_公１_負担者負担金額

物理件数 保険_県内外区分 公３_生活基準回数 給与合計所得

削除フラグ
算定差_公２_患者負担額(他公費負
担分)

算定差_保険_食事国保優先公費負
担額

保険_郡コード

請求金額元金 減額割合 識別子 合計_被保割

支退_年間限度超過額 共済年金証書記号番号
算定_保険_食事他方優先公費負担
額

全完納日

登録区分 算定前_公３_高額療養費１％ 算定後_公４_他公費負担点数 公５_保険区分

老人訪問口腔指導管理料(歯科） 作成者コード（職員番号） 収納額_医療支援 所得区分

算定後_保険_食事患者負担額 住所カナ 公１_請求突合調整点数 住所シフトコード

算定後_公２_高額療養費１％ 算定差_公５_費用額 支退_所得割 調剤技術基本料

審査申出受領年月日 退職_軽減判定合計額 公２_決定負担者番号 決定原爆区分

保険_食事増減標準負担額 保険_食事決定基準額 保険_請求点数
算定差_保険_食事他法優先公費負
担額

喪失窓口コード (確定公４負担金額) 公５_県内外区分 算定_保険_調整金額

(請求公２負担金額) 公１_請求点数 算定_公１_高額療養費 在総診・在医総区分

支退_減免額 受付区 公５_確定負担者番号 退_年間被保人数

滞繰調定額_支援 一_年間限度超過月数 催告発行回数 在宅時医学総合管理料算定者

差押処分開始日 保険_生活環境単価 機関_歯科併設区分 非該当年月日

公２_請求一部負担金 支援退職_所得割 一般_年間限度超過月数 最終更新年月日

還付本料額_医療支援 繰上徴収納期限 電算管理番号-枝番 算定差_公３_食事基準額

返送日 公４_請求突合調整一部負担金 賦課基準 算定_保険_国保優先公費

公２_診療実日数 公３_突合調整一部負担金 支払日 保険_増減点数

郵便番号 収納区分 接続特記事項 算定後_公３_負担者負担金額

加入区分 公２突合調整点数 算定_公２_任意給付額 登録年月日

算定前_公４_高額療養費１％ 確定標準負担額区分コード 合世帯割 Ⅰ

喪失年月日 最新保険者変更日 算定後_公４_任意給付額 性別(前)

算定後_公３_任意給付額 該当理由コード 被保区分 支退_世帯割1/2軽減月数

公３突合調整点数 算定後_公４_患者負担額 支援_退随時賦課額 公１_生活基準回数

徴収猶予管理№ 納付番号 退職_期別保険料 算定_公３_費用額

算定後_公１_食事基準額 算定差_公３_患者負担額 保険_調整負担者番号 算定_公５_調整金額

確定特記事項 公３_任意給付 支給申請書受理番号 機関_調整歯科併設区分

算定差_公４_長期高額療養費 世帯主宛名番号 一_被保割 保険_確定点数

調定額（最新） 預金種目 算定前_公３_費用額 処理情報

時効サイン 費用算定ルート 支退_軽減額 束番号_連番

費用額 再審査結果年月 算定差_公４_任意給付額 最新被保険者証番号(半角)

督促状納期限 郵政口座番号 帳票コード 支_合世帯割1/2軽減月数

照合エラー項目情報 老公区分 公３_決定点数 算定後_公３_高額療養費１％

喪失届出年月日 公２_政令指定都市区分 分納回数 事業区分

徴収猶予期間（終了日） 算定_公３_食事負担者負担額 振込支店コード 還付通知発送日（到達日）

算定前_保険_患者負担額 前期該当区分 変更通知書管理№ 算定前_公３_長期高額療養費

算定_保険_食事他法優先 再審査区分 算定後_公２_食事患者負担額 株式配当所得

徴収猶予期間（開始日） 算定差_保険_国保優先公費負担額 請求内容（漢字） 算定後_公４_決定点数

算定_公３_患者負担額 支援退職_世帯割 診療年月 照合エラーコード

算定前_公１_負担者負担金額 外字サイン 普徴番号 住所漢字

却下区分 溢れサイン 算定_保険_費用額 接続公３削除区分

削除区分 一般_所得割 算定前_公４_負担者負担金額 公１_確定診療実日数

通知番号 過誤・再審査審査結果 公１_食事標準負担額 個人管理番号

割引(前) 最終更新日時 繰上徴収管理№ 算定前_保険_高額療養費１％

不一致サイン 算定区分 算定_公１_食事負担者負担額 合介護随時賦課額

二割徴収者 公４_診療実日数 支援_一随時賦課額 算定後_保険_高額療養費１％

差押処分登録日 当初患者負担額 算定前_公１_費用額 機関_診療科

接続公１_一部負担金 手数料負担区分 期№（随時月） (請求公５負担金額)

支給決定年月日 公３_生活特別回数 公４_合算区分 算定前_公１_患者負担額

確定延滞金額 公１_食事基準額 算定差_公３_食事患者負担額 算定_保険_食事負担者負担額

公４_決定点数
未特定時集計市町村番号(分離合
併)

決裁区分コード 算定前_保険_減免猶予額

算定_公１_高額療養費１％ 公５_確定一部負担金 時効完成日 取扱区分

公３_確定診療実日数 公１_請求一部負担金 算定_公３_他公費負担点数 算定_公２_長期高額療養費

交付要求・参加差押書送達日 算定_公２_高額療養費１％ 最新受給者番号 退_被保険者総賦課基準

被保険者氏名（カナ） 算定_公１_食事患者負担額 公３_食事増減標準負担額 申告区分



収納額合計 世帯構成区分 還付延滞金額_医療支援
算定差_公３_患者負担額(他公費負
担分)

公４_確定受給者番号 転帰 納付区分 接続レセプトページ番号

支払期限日 公５_給付割合 算定前_保険_食事負担者負担額 公２_決定診療実日数

総所得 公４突合調整一部負担金 転帰請求グループ番号 算定前_公１_任意給付額

退職_被保険者総賦課基準 納付額 算定後_公１_長期高額療養費 処理結果

保険者振替フラグ 旧個人番号 療養費種別 公２_食事請求基準額

扶養者減免区分 戻入区分 不動産所得 徴収猶予更新窓口コード

退_特徴期別保険料 公２_食事患者負担額 算定差_保険_患者負担額 算定前_保険_国保優先公費負担額

算定差_保険_減免猶予額 算定前_公１_食事患者負担額 算定差_公４_患者負担額 開始理由

特定薬剤治療管理料 被保険者章番号(半角) 年間賦課基準 支援合計_世帯割

公４_県内外区分 分納予定日（納付期日） 保険_食事決定標準負担額 税純損失等控除金額

柔整団体機関名（漢字） 退_年間被保割 公２_食事基準額 累積レセプト有無

公４_食事確定基準額 各種年月日－月 返納済日 年間所得割_支援

一般_軽減額 公２_決定点数 本徴収_候補者情報フラグ 公１_生活環境単価

合増減額 算定_公５_患者負担額 支援一般_世帯割 エラー№

職員コード 公４_増減点数 世帯主被保険者証記号 算定差_公５_長期高額療養費

支_合賦課額 算定後_公５_食事患者負担額 氏名漢字 算定後_公４_食事患者負担額

算定差_公１_他公費負担点数 滞納理由コード 依頼時保険料額 充当本料額_医療支援

認定番号 接続保険_診療実日数 一般_年間被保割 帳票通番

公３_一部負担金 変更前所得区分 算定_公２_高額療養費 過誤区分

算定後_公４_食事負担者負担額 審査結果区分 保険証状態サイン 年金コード

公３_食事確定標準負担額 滞繰調定額_医療 支退_期別保険料 還付種別

算定前_公３_決定点数 算定後_公５_費用額 公４_突合調整点数 老人保健_調整負担者番号

還付年月日 算定後_公３_食事負担者負担額 公３_食事確定回数 公２突合調整一部負担金

接続公４_受給者番号 算定差_公１_高額療養費１％ 老人保健_県内外区分 期別／月

公２_生活基準回数 公４_請求点数 納付期限 機関_総合一般区分

機関_自直診区分 過誤・再審査管理通番 算定後_公５_患者負担額 一_総所得

公１突合調整一部負担金 一般_按分率 公３_受給者番号 算定_公２_他公費負担点数

算定後_保険_任意給付額 滞繰調定額 旧被保険者証番号(半角) 算定前_公４_費用額

更新者職員番号 公示日 算定差_保険_任意給付額 特記事項

算定差_保険_費用額 医療費通知減額表示医療費 在宅患者訪問薬剤管理指導料 有効期限

繰上徴収開始理由コード 算定前_公５_高額療養費 算定前_公４_他公費負担点数 算定_公２_決定点数

公費１_法別番号 得喪訂正区分 算定_公５_食事基準額 公４_生活基準回数

支援一般_所得割 公２_生活環境単価 公４突合調整点数 ロジカルチェックエラー項目情報

支援一般_被保割 公２_食事確定基準額 消費税額表示区分 柔整団体機関_異動年月日

延滞金調定額 接続標準負担額区分コード 柔整団体機関 合総所得

算定_公４_調整金額 算定_公５_費用額 県単・地単抽出フラグ 専従者控除

接続総括公費エラー区分 算定差_公２_食事患者負担額 取得届出年月日 公３_食事基準額

接続データ区分 接続公３_受給者番号 接続レセプト全国共通キー 終了理由（内部）

公５_食事決定回数 公５_決定負担者番号 保険_一部負担金 期№（随時月 特徴月）

特定疾患療養指導料 退職_被保割人数 公３_食事決定基準額 訪問歯科衛生指導料(歯科）

算定後_保険_決定点数 算定後_公３_他公費負担点数 老人受給者生年月日 分離長期特控額（前＋後）

照合処理日 合所得割 支一_減免額 保険_確定一部負担金

年金所得 算定差_公２_他公費負担点数 督促状発送日 中止依頼月

保険_食事決定回数
在宅患者訪問栄養食事指導料(医
科）

賦課調定額_支援 処分停止前時効完成日

算定_公２_食事負担者負担額 収納サービス利用拒否区分 交付要求・参加差押登録日 老人保健_市区町村区分

公１_食事決定標準負担額 強制入力区分 算定_保険_食事患者負担額 農業所得

返納区分 みなし法人（株式譲渡） 被保険者テーブル更新日時 申請区分

機関_調整自直診区分 支一_年間世帯割 算定_公４_長期高額療養費 公３_確定一部負担金

接続公２削除区分 低所得軽減区分 延滞金減免登録日 診療終了日

被保険者地区コード 公５_一部負担金 (公４負担金額) 歯科補綴関連検査(ChB)

退職_特徴期別保険料 処理年月 振込区分 算定差_公２_高額療養費１％

請求書発行企業コード 公１_食事患者負担額 被保険者証番号(全角)(前) 総合譲渡所得

強制保留区分 公２_確定点数 算定後_保険_減免猶予額 公１_調整負担者番号

被保険者証記号(前) 算定_保険_他法優先公費負担額 被保険者証番号(全角) 環境識別コード

一_増減額 一般_被保険者総賦課基準 公費多数該当 接続生年月日

過誤再審査コード 接続保険_一部負担金 公３_請求突合調整点数 算定前_公２_食事患者負担額

仮徴収_非対象区分 算定前_公２_任意給付額 市町村番号 システムコード

小児科療養指導料 随時区分 支援退職_被保割 算定前_公１_高額療養費１％

公５_食事請求標準負担額 算定差_公３_任意給付額 公費区分 資格チェックエラーコード

処理年度 公２_請求点数 入力区分 皮膚科特定疾患指導管理料

退職_減額合計額 算定前_保険_任意給付額 交付要求管理№ 保険_決定診療実日数

処理日 交渉方法コード 給付チェック処理日 転帰レコード区分

算定_公３_決定点数 ロジカルチェック処理日 分納誓約前時効完成日 (請求公３負担金額)

算定差_保険_食事基準額 算定差_公５_高額療養費１％ 算定差_公１_負担者負担金額 仮徴収_開始年月

金額種別 支_合年間限度超過額 算定前_公４_任意給付額 公１_請求突合調整一部負担金

公４_生活特別回数 算定前_公１_長期高額療養費 返還通知書返送サイン 更正区分

算定前_保険_高額療養費 突合先レセプト全国共通キー 生年月日(前) 支一_年間保険料

(確定公２負担金額) 帳票出力先市町村番号 所得内容更新窓口コード 公費４_法別番号

算定前_公２_決定点数 算定前_公２_他公費負担点数 支給年月日 公１_決定負担者番号

オペレーションフラグ 公４_負担者番号 算定チェックエラーコード 公４_食事確定回数

接続公３_診療実日数 本徴収_開始依頼結果コード 保険_食事標準負担額 レセプト更新日時

診療行為コード 公４_生活環境日数 ICD10コード 各種金額

処分停止管理№ 算定後_公５_決定点数 合年間保険料 算定後_公１_負担者負担金額

物理件数 保険_県内外区分 公３_生活基準回数 給与合計所得

削除フラグ
算定差_公２_患者負担額(他公費負
担分)

算定差_保険_食事国保優先公費負
担額

保険_郡コード

請求金額元金 減額割合 識別子 合計_被保割

支退_年間限度超過額 共済年金証書記号番号
算定_保険_食事他方優先公費負担
額

全完納日

登録区分 算定前_公３_高額療養費１％ 算定後_公４_他公費負担点数 公５_保険区分

老人訪問口腔指導管理料(歯科） 作成者コード（職員番号） 収納額_医療支援 所得区分

算定後_保険_食事患者負担額 住所カナ 公１_請求突合調整点数 住所シフトコード

算定後_公２_高額療養費１％ 算定差_公５_費用額 支退_所得割 調剤技術基本料

審査申出受領年月日 退職_軽減判定合計額 公２_決定負担者番号 決定原爆区分

保険_食事増減標準負担額 保険_食事決定基準額 保険_請求点数
算定差_保険_食事他法優先公費負
担額

喪失窓口コード (確定公４負担金額) 公５_県内外区分 算定_保険_調整金額

(請求公２負担金額) 公１_請求点数 算定_公１_高額療養費 在総診・在医総区分

支退_減免額 受付区 公５_確定負担者番号 退_年間被保人数

滞繰調定額_支援 一_年間限度超過月数 催告発行回数 在宅時医学総合管理料算定者

差押処分開始日 保険_生活環境単価 機関_歯科併設区分 非該当年月日

公２_請求一部負担金 支援退職_所得割 一般_年間限度超過月数 最終更新年月日

還付本料額_医療支援 繰上徴収納期限 電算管理番号-枝番 算定差_公３_食事基準額

返送日 公４_請求突合調整一部負担金 賦課基準 算定_保険_国保優先公費

公２_診療実日数 公３_突合調整一部負担金 支払日 保険_増減点数

郵便番号 収納区分 接続特記事項 算定後_公３_負担者負担金額

加入区分 公２突合調整点数 算定_公２_任意給付額 登録年月日

算定前_公４_高額療養費１％ 確定標準負担額区分コード 合世帯割 Ⅰ

喪失年月日 最新保険者変更日 算定後_公４_任意給付額 性別(前)

算定後_公３_任意給付額 該当理由コード 被保区分 支退_世帯割1/2軽減月数

公３突合調整点数 算定後_公４_患者負担額 支援_退随時賦課額 公１_生活基準回数

徴収猶予管理№ 納付番号 退職_期別保険料 算定_公３_費用額

算定後_公１_食事基準額 算定差_公３_患者負担額 保険_調整負担者番号 算定_公５_調整金額

確定特記事項 公３_任意給付 支給申請書受理番号 機関_調整歯科併設区分

算定差_公４_長期高額療養費 世帯主宛名番号 一_被保割 保険_確定点数

調定額（最新） 預金種目 算定前_公３_費用額 処理情報

時効サイン 費用算定ルート 支退_軽減額 束番号_連番

費用額 再審査結果年月 算定差_公４_任意給付額 最新被保険者証番号(半角)

督促状納期限 郵政口座番号 帳票コード 支_合世帯割1/2軽減月数

照合エラー項目情報 老公区分 公３_決定点数 算定後_公３_高額療養費１％

喪失届出年月日 公２_政令指定都市区分 分納回数 事業区分

徴収猶予期間（終了日） 算定_公３_食事負担者負担額 振込支店コード 還付通知発送日（到達日）

算定前_保険_患者負担額 前期該当区分 変更通知書管理№ 算定前_公３_長期高額療養費

算定_保険_食事他法優先 再審査区分 算定後_公２_食事患者負担額 株式配当所得

徴収猶予期間（開始日） 算定差_保険_国保優先公費負担額 請求内容（漢字） 算定後_公４_決定点数

算定_公３_患者負担額 支援退職_世帯割 診療年月 照合エラーコード

算定前_公１_負担者負担金額 外字サイン 普徴番号 住所漢字

却下区分 溢れサイン 算定_保険_費用額 接続公３削除区分

削除区分 一般_所得割 算定前_公４_負担者負担金額 公１_確定診療実日数

通知番号 過誤・再審査審査結果 公１_食事標準負担額 個人管理番号

割引(前) 最終更新日時 繰上徴収管理№ 算定前_保険_高額療養費１％

不一致サイン 算定区分 算定_公１_食事負担者負担額 合介護随時賦課額

二割徴収者 公４_診療実日数 支援_一随時賦課額 算定後_保険_高額療養費１％

差押処分登録日 当初患者負担額 算定前_公１_費用額 機関_診療科

接続公１_一部負担金 手数料負担区分 期№（随時月） (請求公５負担金額)

支給決定年月日 公３_生活特別回数 公４_合算区分 算定前_公１_患者負担額

確定延滞金額 公１_食事基準額 算定差_公３_食事患者負担額 算定_保険_食事負担者負担額

公４_決定点数
未特定時集計市町村番号(分離合
併)

決裁区分コード 算定前_保険_減免猶予額

算定_公１_高額療養費１％ 公５_確定一部負担金 時効完成日 取扱区分

公３_確定診療実日数 公１_請求一部負担金 算定_公３_他公費負担点数 算定_公２_長期高額療養費

交付要求・参加差押書送達日 算定_公２_高額療養費１％ 最新受給者番号 退_被保険者総賦課基準

被保険者氏名（カナ） 算定_公１_食事患者負担額 公３_食事増減標準負担額 申告区分

支一_年間限度超過月数 同意年月日 接続減額・免除・猶予区分 調定額（最新）_支援

充当元還付№ 非該当窓口コード 公１_生活特別単価 一_期別保険料

公２_確定一部負担金 本人家族区分 一般_賦課額 振込銀行コード

却下理由 公１_決定点数 国保番号 開始窓口コード

公１_患者負担額 公３_請求点数 保険_食事増減基準額 公５_食事請求基準額

突合先診療年月 納期限 旧被保険者証番号(全角) 医介構成区分

同一帳票区分 保険_都道府県コード 接続格納区分 還付額

算定差_公５_任意給付額 加入テーブル 分納誓約日 帳票処理年月

接続公２_負担者番号 発送先住所 算定前_公３_患者負担額 老人保健_保険区分

支援合計_被保割 重複エラー区分 金融機関コード 老人保健_委託区分

被保険者氏名（漢字） 接続受付番号 算定差_公５_高額療養費 保険者番号

督促管理№ 公２_患者負担額 算定後_公３_食事患者負担額 国保連レセプト番号

振込先口座有無区分 接続公３_一部負担金 一般_特徴期別保険料 保険_決定点数

算定_公４_患者負担額 機関_調整医療機関コード 一時所得 公３_食事患者負担額

トータルチェック処理日 支退_減額合計額 算定後_公４_負担者負担金額 支一_所得割

公１_突合調整金額 公５_増減点数 公４_生活特別単価 支_合年間保険料

算定_公４_任意給付額 一_軽減判定合計額 算定前_公５_決定点数 (確定公５負担金額)

譲渡特控後 転帰グループ番号 退職_減免額 公２_請求突合調整一部負担金

一般_被保割 算定差_公１_長期高額療養費 算定_公１_長期高額療養費 賦課年度

地公体名（漢字） 合賦課額 一_世帯割1/2軽減月数 公４_食事基準額

徴収猶予終了日 (決定公３負担金額) 非該当届出年月日 算定差_公１_食事負担者負担額

接続市町村番号 算定差_公２_高額療養費 他事業所得 当初調定額_支援

公費２_法別番号 更新窓口コード 薬剤管理指導料 公２_生活環境日数

申告フラグ（14,15） 操作者 公２_突合調整一部負担金 公１_食事決定回数

公１_一部負担金 算定差_公４_高額療養費 公３_調整負担者番号 公２_生活基準単価

綴徴収区分 ロジカルチェックエラーコード 公３_食事請求標準負担額 賦課決定区分

算定前_保険_食事患者負担額 接続減額金額 支_合世帯割 保険証交付場所

科目コード・科目ヘッダー 還付通知番号 算定_公４_食事患者負担額 支退_按分率

機関_柔整団体機関コード 算定差_公２_食事基準額 分納誓約終了日 延滞金_医療支援

算定_公３_任意給付額 公２_保険区分 調定額（最新）_医療 特別徴収区分

一_年間被保人数 延滞金減免理由コード 給付チェックエラーコード 市税事務所委託フラグ

各種年月日－日 生年月日－日 支払い方法 算定差_公２_食事負担者負担額

算定_公１_負担者負担金額 公１_食事決定基準額 公５_生活基準回数 電子レセプト区分

連合会任意項目 傷病コード 賦課給与所得 算定_公５_長期高額療養費

一_年間保険料 歯科補綴関連検査(GoA) 割引 公４_食事確定標準負担額

疑義レセプト全国共通キー
算定後_公５_患者負担額(他公費負担
分)

各種区分 住居地市町村番号

トータルチェックエラー項目情報 公１_給付割合 算定差_公２_費用額 算定前_公５_費用額

複数申出区分 公５_確定受給者番号 公４_食事請求基準額 随時サイン

退_世帯割 所得内容更新日 氏名カナ 算定前_公３_他公費負担点数

束番号 公１_決定受給者番号 特別徴収義務者コード 接続公１_負担者番号

所得割_医療 算定後_公５_高額療養費１％ 調定年度（和暦） 公４_食事決定標準負担額

被保険者証番号(半角)(前) 一_世帯割 公１_食事請求標準負担額 公３_決定負担者番号

公２_増減一部負担金 被保険者住所コード 保険_食事確定基準額 指定公費額

算定後_公１_任意給付額
算定後_公４_患者負担額(他公費負担
分)

機関_調整都道府県コード 確定原爆区分

差押処分管理№ 一_年間限度超過額 公４_食事患者負担額 延滞金減免管理№

算定前_公１_食事基準額 取得理由 公３_確定負担者番号 機関_調整医療機関点数表

算定後_公１_食事負担者負担額 分離短期特控額（前＋後） 交付要求・参加差押フラグ 旧市町村番号

算定後_公２_食事基準額 公５_任意給付 交付要求・参加差押管理№ 保険_政令指定都市区分

増減区分 接続総括区分 算定差_公３_費用額 給付割合

更新時刻 公１_保険区分 接続公１_診療実日数 合被保険者総賦課基準

再審査等申し出機関 公４_食事増減基準額 窓口コード 公１_確定受給者番号

公２_確定負担者番号 (決定公費負担金額) 照会日 生年月日－月

調定異動日 シーケンス№ 算定前_公２_費用額 徴収対策区分

公３_生活環境日数 算定差_公５_食事患者負担額 保険制度(保険種別①) 合計_所得割

算定_公５_決定点数 算定前_公３_負担者負担金額 徴収猶予前時効完成日 確認番号

算定前_公３_食事負担者負担額 (公５負担金額) 合計_世帯割 用紙種別コード

支一_年間所得割 確定算定区分 算定_公３_食事患者負担額 公３_診療実日数

払込区分（振込手数料） 算定差_公４_負担者負担金額 地公体名（カナ） 保険_生活基準回数

介護随時調定年度 一_年間賦課基準 算定前_公２_高額療養費１％ 負担割合

年間所得割_医療 終了理由 公５_突合調整金額 合減免額

本徴収_開始年月 算定_公５_他公費負担点数 算定_公４_高額療養費１％ 算定後_公２_負担者負担金額

公１_生活特別回数 入院外来区分 延滞金表示区分 バッチ区分

処理顛末番号 公２_一部負担金 徴収猶予申請理由コード 保険_生活特別単価

減免申請日 退_年間賦課基準 支給実績データ更新年月日 充当延滞金_介護

再審査申出通番 退_被保割人数 旧被保険者証記号 収納種別

保険料（一般） 公２_増減点数 処分停止終了日 合算所得

延滞金減免終了理由コード 接続公３_負担者番号 退_年間世帯割 喪失理由

算定_保険_減免猶予額 算定後_公２_食事負担者負担額 合年間被保割 一般_年間被保人数

算定差_公１_食事患者負担額 算定差_保険_食事患者負担額 基礎年金番号 市町村保険者ID

適用開始年月日 適用開始届出年月日 適用開始異動区分 適用開始窓口コード

適用開始理由 適用終了年月日 適用終了届出年月日 適用終了異動区分

適用終了窓口コード 適用終了理由 在留資格コード 在留期限年月日

券面記載の被保険者証記号 券面記載の被保険者証番号 券面記載の氏名（漢字） 券面記載の氏名（漢字）の読み仮名

券面記載氏名が通称名の場合の本名等
（漢字）

券面記載氏名が通称名の場合の本名等
（漢字）の読み仮名

被保険者証裏面への性別記載の有無
DV被害者等に関する自己情報不開示の
申し出の有無

被保険者証記号及び被保険者証番号ごとに付番した枝番（個人を識別する２
桁の番号）

自己負担限度額が変更となった場合、または治癒により証を回収した場合の
回収の理由が発生した日



支一_年間限度超過月数 同意年月日 接続減額・免除・猶予区分 調定額（最新）_支援

充当元還付№ 非該当窓口コード 公１_生活特別単価 一_期別保険料

公２_確定一部負担金 本人家族区分 一般_賦課額 振込銀行コード

却下理由 公１_決定点数 国保番号 開始窓口コード

公１_患者負担額 公３_請求点数 保険_食事増減基準額 公５_食事請求基準額

突合先診療年月 納期限 旧被保険者証番号(全角) 医介構成区分

同一帳票区分 保険_都道府県コード 接続格納区分 還付額

算定差_公５_任意給付額 加入テーブル 分納誓約日 帳票処理年月

接続公２_負担者番号 発送先住所 算定前_公３_患者負担額 老人保健_保険区分

支援合計_被保割 重複エラー区分 金融機関コード 老人保健_委託区分

被保険者氏名（漢字） 接続受付番号 算定差_公５_高額療養費 保険者番号

督促管理№ 公２_患者負担額 算定後_公３_食事患者負担額 国保連レセプト番号

振込先口座有無区分 接続公３_一部負担金 一般_特徴期別保険料 保険_決定点数

算定_公４_患者負担額 機関_調整医療機関コード 一時所得 公３_食事患者負担額

トータルチェック処理日 支退_減額合計額 算定後_公４_負担者負担金額 支一_所得割

公１_突合調整金額 公５_増減点数 公４_生活特別単価 支_合年間保険料

算定_公４_任意給付額 一_軽減判定合計額 算定前_公５_決定点数 (確定公５負担金額)

譲渡特控後 転帰グループ番号 退職_減免額 公２_請求突合調整一部負担金

一般_被保割 算定差_公１_長期高額療養費 算定_公１_長期高額療養費 賦課年度

地公体名（漢字） 合賦課額 一_世帯割1/2軽減月数 公４_食事基準額

徴収猶予終了日 (決定公３負担金額) 非該当届出年月日 算定差_公１_食事負担者負担額

接続市町村番号 算定差_公２_高額療養費 他事業所得 当初調定額_支援

公費２_法別番号 更新窓口コード 薬剤管理指導料 公２_生活環境日数

申告フラグ（14,15） 操作者 公２_突合調整一部負担金 公１_食事決定回数

公１_一部負担金 算定差_公４_高額療養費 公３_調整負担者番号 公２_生活基準単価

綴徴収区分 ロジカルチェックエラーコード 公３_食事請求標準負担額 賦課決定区分

算定前_保険_食事患者負担額 接続減額金額 支_合世帯割 保険証交付場所

科目コード・科目ヘッダー 還付通知番号 算定_公４_食事患者負担額 支退_按分率

機関_柔整団体機関コード 算定差_公２_食事基準額 分納誓約終了日 延滞金_医療支援

算定_公３_任意給付額 公２_保険区分 調定額（最新）_医療 特別徴収区分

一_年間被保人数 延滞金減免理由コード 給付チェックエラーコード 市税事務所委託フラグ

各種年月日－日 生年月日－日 支払い方法 算定差_公２_食事負担者負担額

算定_公１_負担者負担金額 公１_食事決定基準額 公５_生活基準回数 電子レセプト区分

連合会任意項目 傷病コード 賦課給与所得 算定_公５_長期高額療養費

一_年間保険料 歯科補綴関連検査(GoA) 割引 公４_食事確定標準負担額

疑義レセプト全国共通キー
算定後_公５_患者負担額(他公費負担
分)

各種区分 住居地市町村番号

トータルチェックエラー項目情報 公１_給付割合 算定差_公２_費用額 算定前_公５_費用額

複数申出区分 公５_確定受給者番号 公４_食事請求基準額 随時サイン

退_世帯割 所得内容更新日 氏名カナ 算定前_公３_他公費負担点数

束番号 公１_決定受給者番号 特別徴収義務者コード 接続公１_負担者番号

所得割_医療 算定後_公５_高額療養費１％ 調定年度（和暦） 公４_食事決定標準負担額

被保険者証番号(半角)(前) 一_世帯割 公１_食事請求標準負担額 公３_決定負担者番号

公２_増減一部負担金 被保険者住所コード 保険_食事確定基準額 指定公費額

算定後_公１_任意給付額
算定後_公４_患者負担額(他公費負担
分)

機関_調整都道府県コード 確定原爆区分

差押処分管理№ 一_年間限度超過額 公４_食事患者負担額 延滞金減免管理№

算定前_公１_食事基準額 取得理由 公３_確定負担者番号 機関_調整医療機関点数表

算定後_公１_食事負担者負担額 分離短期特控額（前＋後） 交付要求・参加差押フラグ 旧市町村番号

算定後_公２_食事基準額 公５_任意給付 交付要求・参加差押管理№ 保険_政令指定都市区分

増減区分 接続総括区分 算定差_公３_費用額 給付割合

更新時刻 公１_保険区分 接続公１_診療実日数 合被保険者総賦課基準

再審査等申し出機関 公４_食事増減基準額 窓口コード 公１_確定受給者番号

公２_確定負担者番号 (決定公費負担金額) 照会日 生年月日－月

調定異動日 シーケンス№ 算定前_公２_費用額 徴収対策区分

公３_生活環境日数 算定差_公５_食事患者負担額 保険制度(保険種別①) 合計_所得割

算定_公５_決定点数 算定前_公３_負担者負担金額 徴収猶予前時効完成日 確認番号

算定前_公３_食事負担者負担額 (公５負担金額) 合計_世帯割 用紙種別コード

支一_年間所得割 確定算定区分 算定_公３_食事患者負担額 公３_診療実日数

払込区分（振込手数料） 算定差_公４_負担者負担金額 地公体名（カナ） 保険_生活基準回数

介護随時調定年度 一_年間賦課基準 算定前_公２_高額療養費１％ 負担割合

年間所得割_医療 終了理由 公５_突合調整金額 合減免額

本徴収_開始年月 算定_公５_他公費負担点数 算定_公４_高額療養費１％ 算定後_公２_負担者負担金額

公１_生活特別回数 入院外来区分 延滞金表示区分 バッチ区分

処理顛末番号 公２_一部負担金 徴収猶予申請理由コード 保険_生活特別単価

減免申請日 退_年間賦課基準 支給実績データ更新年月日 充当延滞金_介護

再審査申出通番 退_被保割人数 旧被保険者証記号 収納種別

保険料（一般） 公２_増減点数 処分停止終了日 合算所得

延滞金減免終了理由コード 接続公３_負担者番号 退_年間世帯割 喪失理由

算定_保険_減免猶予額 算定後_公２_食事負担者負担額 合年間被保割 一般_年間被保人数

算定差_公１_食事患者負担額 算定差_保険_食事患者負担額 基礎年金番号 市町村保険者ID

適用開始年月日 適用開始届出年月日 適用開始異動区分 適用開始窓口コード

適用開始理由 適用終了年月日 適用終了届出年月日 適用終了異動区分

適用終了窓口コード 適用終了理由 在留資格コード 在留期限年月日

券面記載の被保険者証記号 券面記載の被保険者証番号 券面記載の氏名（漢字） 券面記載の氏名（漢字）の読み仮名

券面記載氏名が通称名の場合の本名等
（漢字）

券面記載氏名が通称名の場合の本名等
（漢字）の読み仮名

被保険者証裏面への性別記載の有無
DV被害者等に関する自己情報不開示の
申し出の有無

被保険者証記号及び被保険者証番号ごとに付番した枝番（個人を識別する２
桁の番号）

自己負担限度額が変更となった場合、または治癒により証を回収した場合の
回収の理由が発生した日



支一_年間限度超過月数 同意年月日 接続減額・免除・猶予区分 調定額（最新）_支援

充当元還付№ 非該当窓口コード 公１_生活特別単価 一_期別保険料

公２_確定一部負担金 本人家族区分 一般_賦課額 振込銀行コード

却下理由 公１_決定点数 国保番号 開始窓口コード

公１_患者負担額 公３_請求点数 保険_食事増減基準額 公５_食事請求基準額

突合先診療年月 納期限 旧被保険者証番号(全角) 医介構成区分

同一帳票区分 保険_都道府県コード 接続格納区分 還付額

算定差_公５_任意給付額 加入テーブル 分納誓約日 帳票処理年月

接続公２_負担者番号 発送先住所 算定前_公３_患者負担額 老人保健_保険区分

支援合計_被保割 重複エラー区分 金融機関コード 老人保健_委託区分

被保険者氏名（漢字） 接続受付番号 算定差_公５_高額療養費 保険者番号

督促管理№ 公２_患者負担額 算定後_公３_食事患者負担額 国保連レセプト番号

振込先口座有無区分 接続公３_一部負担金 一般_特徴期別保険料 保険_決定点数

算定_公４_患者負担額 機関_調整医療機関コード 一時所得 公３_食事患者負担額

トータルチェック処理日 支退_減額合計額 算定後_公４_負担者負担金額 支一_所得割

公１_突合調整金額 公５_増減点数 公４_生活特別単価 支_合年間保険料

算定_公４_任意給付額 一_軽減判定合計額 算定前_公５_決定点数 (確定公５負担金額)

譲渡特控後 転帰グループ番号 退職_減免額 公２_請求突合調整一部負担金

一般_被保割 算定差_公１_長期高額療養費 算定_公１_長期高額療養費 賦課年度

地公体名（漢字） 合賦課額 一_世帯割1/2軽減月数 公４_食事基準額

徴収猶予終了日 (決定公３負担金額) 非該当届出年月日 算定差_公１_食事負担者負担額

接続市町村番号 算定差_公２_高額療養費 他事業所得 当初調定額_支援

公費２_法別番号 更新窓口コード 薬剤管理指導料 公２_生活環境日数

申告フラグ（14,15） 操作者 公２_突合調整一部負担金 公１_食事決定回数

公１_一部負担金 算定差_公４_高額療養費 公３_調整負担者番号 公２_生活基準単価

綴徴収区分 ロジカルチェックエラーコード 公３_食事請求標準負担額 賦課決定区分

算定前_保険_食事患者負担額 接続減額金額 支_合世帯割 保険証交付場所

科目コード・科目ヘッダー 還付通知番号 算定_公４_食事患者負担額 支退_按分率

機関_柔整団体機関コード 算定差_公２_食事基準額 分納誓約終了日 延滞金_医療支援

算定_公３_任意給付額 公２_保険区分 調定額（最新）_医療 特別徴収区分

一_年間被保人数 延滞金減免理由コード 給付チェックエラーコード 市税事務所委託フラグ

各種年月日－日 生年月日－日 支払い方法 算定差_公２_食事負担者負担額

算定_公１_負担者負担金額 公１_食事決定基準額 公５_生活基準回数 電子レセプト区分

連合会任意項目 傷病コード 賦課給与所得 算定_公５_長期高額療養費

一_年間保険料 歯科補綴関連検査(GoA) 割引 公４_食事確定標準負担額

疑義レセプト全国共通キー
算定後_公５_患者負担額(他公費負担
分)

各種区分 住居地市町村番号

トータルチェックエラー項目情報 公１_給付割合 算定差_公２_費用額 算定前_公５_費用額

複数申出区分 公５_確定受給者番号 公４_食事請求基準額 随時サイン

退_世帯割 所得内容更新日 氏名カナ 算定前_公３_他公費負担点数

束番号 公１_決定受給者番号 特別徴収義務者コード 接続公１_負担者番号

所得割_医療 算定後_公５_高額療養費１％ 調定年度（和暦） 公４_食事決定標準負担額

被保険者証番号(半角)(前) 一_世帯割 公１_食事請求標準負担額 公３_決定負担者番号

公２_増減一部負担金 被保険者住所コード 保険_食事確定基準額 指定公費額

算定後_公１_任意給付額
算定後_公４_患者負担額(他公費負担
分)

機関_調整都道府県コード 確定原爆区分

差押処分管理№ 一_年間限度超過額 公４_食事患者負担額 延滞金減免管理№

算定前_公１_食事基準額 取得理由 公３_確定負担者番号 機関_調整医療機関点数表

算定後_公１_食事負担者負担額 分離短期特控額（前＋後） 交付要求・参加差押フラグ 旧市町村番号

算定後_公２_食事基準額 公５_任意給付 交付要求・参加差押管理№ 保険_政令指定都市区分

増減区分 接続総括区分 算定差_公３_費用額 給付割合

更新時刻 公１_保険区分 接続公１_診療実日数 合被保険者総賦課基準

再審査等申し出機関 公４_食事増減基準額 窓口コード 公１_確定受給者番号

公２_確定負担者番号 (決定公費負担金額) 照会日 生年月日－月

調定異動日 シーケンス№ 算定前_公２_費用額 徴収対策区分

公３_生活環境日数 算定差_公５_食事患者負担額 保険制度(保険種別①) 合計_所得割

算定_公５_決定点数 算定前_公３_負担者負担金額 徴収猶予前時効完成日 確認番号

算定前_公３_食事負担者負担額 (公５負担金額) 合計_世帯割 用紙種別コード

支一_年間所得割 確定算定区分 算定_公３_食事患者負担額 公３_診療実日数

払込区分（振込手数料） 算定差_公４_負担者負担金額 地公体名（カナ） 保険_生活基準回数

介護随時調定年度 一_年間賦課基準 算定前_公２_高額療養費１％ 負担割合

年間所得割_医療 終了理由 公５_突合調整金額 合減免額

本徴収_開始年月 算定_公５_他公費負担点数 算定_公４_高額療養費１％ 算定後_公２_負担者負担金額

公１_生活特別回数 入院外来区分 延滞金表示区分 バッチ区分

処理顛末番号 公２_一部負担金 徴収猶予申請理由コード 保険_生活特別単価

減免申請日 退_年間賦課基準 支給実績データ更新年月日 充当延滞金_介護

再審査申出通番 退_被保割人数 旧被保険者証記号 収納種別

保険料（一般） 公２_増減点数 処分停止終了日 合算所得

延滞金減免終了理由コード 接続公３_負担者番号 退_年間世帯割 喪失理由

算定_保険_減免猶予額 算定後_公２_食事負担者負担額 合年間被保割 一般_年間被保人数

算定差_公１_食事患者負担額 算定差_保険_食事患者負担額 基礎年金番号 市町村保険者ID

適用開始年月日 適用開始届出年月日 適用開始異動区分 適用開始窓口コード

適用開始理由 適用終了年月日 適用終了届出年月日 適用終了異動区分

適用終了窓口コード 適用終了理由 在留資格コード 在留期限年月日

券面記載の被保険者証記号 券面記載の被保険者証番号 券面記載の氏名（漢字） 券面記載の氏名（漢字）の読み仮名

券面記載氏名が通称名の場合の本名等
（漢字）

券面記載氏名が通称名の場合の本名等
（漢字）の読み仮名

被保険者証裏面への性別記載の有無
DV被害者等に関する自己情報不開示の
申し出の有無

被保険者証記号及び被保険者証番号ごとに付番した枝番（個人を識別する２
桁の番号）

自己負担限度額が変更となった場合、または治癒により証を回収した場合の
回収の理由が発生した日



（別紙１）番号法第１９条第８号及び別表第二に定める事務

番号法 別表第二の主務省令

1 厚生労働大臣
第19条第8号

表第二の1の項

第一条第一項第一号、同項

第二号イ

健康保険法第5条第2項の規定により厚生労働大臣が行

うこととされた健康保険に関する事務であって主務省令

で定めるもの

2 全国健康保険協会
第19条第8号

表第二の2の項

第二条第一項第二号、同項

第三号イ、同項第五号イ、

同項第六号イ、同項第七号

イ、同項第十二号イ

健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって

主務省令で定めるもの

3 健康保険組合
第19条第8号

表第二の3の項

第三条第一項第二号、同項

第三号イ、同項第五号イ、

同項第六号、同項第七号

イ、同項第八号イ

健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって

主務省令で定めるもの

4 厚生労働大臣
第19条第8号

表第二の4の項

第四条第一項第一号、同項

第二号イ

船員保険法第4条第2項の規定により厚生労働大臣が行

うこととされた船員保険に関する事務であって主務省令

で定めるもの

5 全国健康保険協会
第19条第8号

表第二の5の項

第五条第一項第二号、同項

第三号、同項第四号、同項

第五号、同項第六号

船員保険法による保険給付の支給に関する事務であって

主務省令で定めるもの

6 都道府県知事等
第19条第8号

表第二の9の項
第八条第一項第三号ハ

児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関す

る事務であって主務省令で定めるもの

7 市町村長
第19条第8号

表第二の12の項
第十条の二第一項第三号

児童福祉法による肢体不自由児通所医療費の支給に関す

る事務であって主務省令で定めるもの

8 市町村長
第19条第8号

表第二の15の項
第十一条の二第一項第三号

児童福祉法による障害児入所医療費の支給に関する事務

であって主務省令で定めるもの

9 市町村長
第19条第8号

表第二の17の項
第十二条の三第一項第三号

予防接種法による給付（同法第15条第1項の疾病に係る

ものに限る。）の支給に関する事務であって主務省令で

定めるもの

10 都道府県知事
第19条第8号

表第二の22の項
第十五条第一項第三号

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措

置に関する事務であって主務省令で定めるもの

11 都道府県知事等
第19条第8号

表第二の26の項
第十九条第一項第一号イ

生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収

に関する事務であって主務省令で定めるもの

12 市町村長
第19条第8号

表第二の27の項
第二十条第一項第八号ハ

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律

に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務で

あって主務省令で定めるもの

13
市町村長又は国民健

康保険組合

第19条第8号

表第二の42の項

第二十五条第一項第三号

イ、同項第七号ロ、第八号

イ

国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収

に関する事務であって主務省令で定めるもの

14 市町村長
第19条第8号

表第二の62の項
第三十三条第一項第一号

老人福祉法による費用の徴収に関する事務であって主務

省令で定めるもの

15 厚生労働大臣
第19条第8号

表第二の78の項

第四十一条の二第一項第三

号

雇用保険法による傷病手当金の支給に関する事務であっ

て主務省令で定めるもの

16
後期高齢者医療広域

連合

第19条第8号

表第二の80の項

第四十三条第一項第三号

イ、同項第五号ロ、同項第

七号

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療

給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって主務

省令で定めるもの

№ 情報照会者
法令上の根拠

移転先における用途



（別紙１）番号法第１９条第８号及び別表第二に定める事務

番号法 別表第二の主務省令
№ 情報照会者

法令上の根拠
移転先における用途

17 都道府県知事等
第19条第8号

表第二の87の項
第四十四条第一項第一号イ

中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務であって

主務省令で定めるもの

18 市町村長
第19条第8号

表第二の93の項

第四十六条第一項第一号、

同項第二号、同項第三号、

同項第四号、同項第五号、

同項第六号、同項第七号、

同項第八号

介護保険法による保険給付の支給又は地域支援事業の実

施に関する事務であって主務省令で定めるもの

19

都道府県知事又は保

健所を設置する市の

長

第19条第8号

表第二の97の項
第四十九条第一項第二号ハ

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律による費用の負担又は療養費の支給に関する事務で

あって主務省令で定めるもの

20 厚生労働大臣
第19条第8号

表第二の109の項

第五十五条の二第一項第三

号

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律

による特別障害給付金の支給に関する事務であって主務

省令に定めるもの

21 都道府県知事
第19条第8号

表第二の120の項

第五十九条の三第一項第三

号ハ

難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療

費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの



（別紙２）番号法第９条第１項、同条第２項及び別表第一に定める事務

番号法 別表第一の主務省令

1 市民税課
第９条第１項

別表第一の１６の項
第十六条

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律

に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関す

る調査に関する事務であって主務省令で定めるもの

2

健康保険課

（後期高齢者医療制

度担当）

第９条第１項

別表第一の５９の項
第四十六条

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療

給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって主務

省令で定めるもの

3 介護保険管理課
第９条第１項

別表第一の６８の項
第五十条

介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施

又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定め

るもの

№ 情報照会者
法令上の根拠

移転先における用途


