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改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

平成３０年度

制度改正・報酬改定

全体 以下の項目の属性を、「コード値」から「英数」に変更

・事業所番号

・決定サービスコード

・サービスコード

・サービス種類コード

・決定サービスコード（障害児施設給付費）

・サービス種類コード（障害児施設給付費）

サービス種類コード 以下のサービス種類コードを追加

・「35:自立生活援助」

・「47:就労定着支援」

サービス種類コード

（障害児給付費）

以下のサービス種類コードを追加

・「65:居宅訪問型児童発達支援」

決定サービスコード 以下の決定サービスコードを追加

・「140906:重度包括支援加算地域生活移行個別支援加算対象者」

・「140930:重度包括支援加算精神障害者地域移行特別加算対象者」

・「140931:重度包括支援加算強度行動障害者地域移行特別加算対象者」

・「153000:同行援護基本決定」

・「154000:同行援護基本決定（盲ろう者）」

・「220902:生活介護加算重度障害者支援加算対象者」

・「330930:共同生活援助加算精神障害者地域移行特別加算対象者」

・「330931:共同生活援助加算強度行動障害者地域移行特別加算対象者」

・「340930:宿泊型自立訓練加算精神障害者地域移行特別加算対象者」

平成３０年度制度改正及び障害福祉サービス等報酬改定（以下、「平成３０年度制度改正・報酬改定」とい
う。）等に伴い、各システム間のインタフェースについても所要の見直しを行う。

インタフェース仕様書（案）の主な変更点は、以下のとおり。

■共通編
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改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

平成３０年度

制度改正・報酬改定

決定サービスコード （前ページからの続き）

・「340931:宿泊型自立訓練加算強度行動障害者地域移行特別加算対象者」

・「350908:自立生活援助加算特別地域加算対象者」

・「351000:自立生活援助基本決定（退所後１年未満）」

・「352000:自立生活援助基本決定（退所後１年以上・その他）」

・「410908:自立訓練（機能訓練）加算特別地域加算対象者」

・「410929:自立訓練（機能訓練）加算社会生活支援特別加算対象者」

・「420908:自立訓練（生活訓練）加算特別地域加算対象者」

・「420929:自立訓練（生活訓練）加算社会生活支援特別加算対象者」

・「423000:自立訓練（生活訓練）基本決定（視覚障害）」

・「430929:就労移行支援加算社会生活支援特別加算対象者」

・「430932:就労移行支援加算在宅時生活支援サービス加算対象者」

・「440929:就労移行支援（養成施設）加算社会生活支援特別加算対象者」

・「440932:就労移行支援（養成施設）加算在宅時生活支援サービス加算対象者」

・「450929:就労継続支援Ａ型加算社会生活支援特別加算対象者」

・「450932:就労継続支援Ａ型加算在宅時生活支援サービス加算対象者」

・「460929:就労継続支援Ｂ型加算社会生活支援特別加算対象者」

・「460932:就労継続支援Ｂ型加算在宅時生活支援サービス加算対象者」

・「471000:就労定着支援基本決定」

決定サービスコード

（障害児給付費）

以下の決定サービスコードを追加

・「610908:児童発達支援加算強度行動障害」

・「630908:放課後等デイサービス加算強度行動障害」

・「651000:居宅訪問型児童発達支援基本決定」

・「650923:居宅訪問型児童発達支援加算特別地域加算対象者」

地域区分コード 平成３０年４月以降指定事業所等で使用する地域区分コードを追加

・「07:七級地」

施設等の区分 「施設等の区分」について、以下を変更

・短期入所について、「3:福祉型（強化）」を追加

・共同生活援助について、「3:日中サービス支援型」を追加

・地域移行支援について、「1:Ⅰ」「2:Ⅱ」を追加
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改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

平成３０年度

制度改正・報酬改定

人員配置区分 「人員配置区分」について、以下を変更

・共同生活援助について、「11:日中支援Ⅰ型(3:1 以上)」

「12:日中支援Ⅱ型(4:1 以上)」「13:日中支援Ⅲ型(5:1 以上)」を追加

・自立生活援助について、「01: 30:1 未満」「02: 30:1 以上」を追加

主たる事業所施設区分 「主たる事業所施設区分」に、以下を変更

・短期入所について、「3:日中サービス支援型」を追加

就労定着率区分 「就労定着率区分」を追加

・就労移行支援、就労移行支援（養成施設）について、

「01:就職後６月以上定着率が５割以上」

「02:就職後６月以上定着率が４割以上５割未満」

「03:就職後６月以上定着率が３割以上４割未満」

「04:就職後６月以上定着率が２割以上３割未満」

「05:就職後６月以上定着率が１割以上２割未満」

「06:就職後６月以上定着率が０割超１割未満」

「07:就職後６月以上定着率が０」

「08:無し（経過措置対象）」を追加

・就労定着支援について、

「01:就労定着率が９割以上」

「02:就労定着率が８割以上９割未満」

「03:就労定着率が７割以上８割未満」

「04:就労定着率が５割以上７割未満」

「05:就労定着率が３割以上５割未満」

「06:就労定着率が１割以上３割未満」

「07:就労定着率が１割未満」を追加

常勤看護職員等配置加算の

有無

「常勤看護職員等配置加算の有無」について、以下を変更

・生活介護について、「2:あり」⇒「2:Ⅰ」に変更、「3:Ⅱ」を追加

・短期入所に関する常勤看護職員等配置加算の有無を追加
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改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

平成３０年度

制度改正・報酬改定

サービス管理責任者配置の

有無

「サービス管理責任者配置の有無」を追加

・生活介護及び自立訓練について、「1:無し」「2:有り」を追加

・短期入所について、「1:無し」「2:Ⅰ」「3:Ⅱ」を追加

インタフェース一覧 以下のインタフェースを追加

【高額障害福祉サービス等給付費情報】

・「FC51 高額障害福祉サービス等給付費給付判定結果情報（施行令第四十三条の五第六項）」

・「FC61 高額障害福祉サービス等給付費給付のお知らせ情報（施行令第四十三条の五第六項）」

・「FC71 高額障害福祉サービス等給付費支給（不支給）決定通知書情報（施行令第四十三条の五第六項）」

・「FCI1 高額障害福祉サービス等給付費給付対象者一覧表（施行令第四十三条の五第六項）」

・「FCJ1 高額障害福祉サービス等給付費給付のお知らせ（施行令第四十三条の五第六項）」

・「FCK1 高額障害福祉サービス等給付費支給申請書（施行令第四十三条の五第六項）」

・「FCL1 外字空白印字リスト（高額障害福祉サービス等給付費給付対象者）（施行令第四十三条の五第六項）」

・「FCM1 高額障害福祉サービス等給付費支給（不支給）決定者一覧表（施行令第四十三条の五第六項）」

・「FCN1 高額障害福祉サービス等給付費支給（不支給）決定通知書（施行令第四十三条の五第六項）」

・「FCO1 外字空白印字リスト（高額障害福祉サービス等給付費支給（不支給）決定者）（施行令第四十三条の五第六項）」

【取込エラーリスト】

・「FMA1 高額障害福祉サービス等給付費給付判定結果情報取込エラーリスト（施行令第四十三条の五第六項）」

【受付点検エラーリスト】

・「FNA1 高額障害福祉サービス等給付費給付判定結果情報受付点検エラーリスト（施行令第四十三条の五第六項）」

【給付判定結果エラーリスト】

・「FOA1 高額障害福祉サービス等給付費給付判定結果エラーリスト（施行令第四十三条の五第六項）」
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■都道府県編

改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

平成３０年度

制度改正・報酬改定

全体 以下の項目の属性を、「コード値」から「英数」に変更

・事業所番号

・サービス種類コード

・主たる事業所サービス種類コード１

・主たる事業所サービス種類コード２

・支払先事業所番号

・上限額管理事業所番号

・障害児相談支援事業所番号

・決定サービスコード

・助成対象サービス種類

・指定事業所番号

・施設種類

・サービス内容

「支所コード」の項目の内容に、以下の注釈を追加

・「※英字は大文字アルファベットのみであり、「I 」、「O」、「Q」を除く」
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改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

平成３０年度

制度改正・報酬改定

事業所異動連絡票情報（サービス情報）

事業所訂正連絡票情報（サービス情報）

「看護職員配置加算の有無」の項目の備考を変更

・「3:Ⅱ」を追加

「相談支援特定事業所加算の有無」の項目の備考を変更

・「2:有り」⇒「2:Ⅲ」「3:Ⅰ」「4:Ⅱ」「5:Ⅳ」

「心理担当職員配置加算の有無」の項目の備考を変更

・「2:有り」⇒「2:Ⅰ」「3:Ⅱ」

「常勤看護職員等配置加算の有無」の項目の備考を変更

・「1:無し」及び「2:有り」を削除

以下の項目を追加

・就労定着率区分

・就労定着実績

・共生型サービス・共生型サービス対象区分

・共生型サービス・サービス管理責任者配置の有無

・短時間利用減算の有無

・医療的ケア対応支援加算の有無

・重度児者対応支援加算の有無

・大規模減算の有無

・精神障害者地域移行特別加算の有無

・夜勤職員加配加算の有無

・個別計画訓練支援加算の有無

・賃金向上達成指導員配置加算の有無

・平均労働時間区分

・平均工賃月額区分

・行動障害支援体制加算の有無

・要医療児者支援体制加算の有無

・精神障害者支援体制加算の有無

・地域生活支援拠点等相談強化加算の有無

・地域体制強化共同支援加算の有無

・社会生活支援特別加算の有無

・職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算の有無

・児童指導員等加配加算の有無

・職員欠如による減算適用開始年月日

・サービス管理責任者欠如減算の有無

・サービス管理責任者欠如減算適用開始年月日

・就労定着支援利用者数

・地域生活支援拠点等区分

【 異動年月日の年月が平成30 年4 月以降の場合 】の表を追加
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改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

平成３０年度

制度改正・報酬改定

事業所情報更新結果情報（サービス情報）

事業所台帳情報（サービス情報）

「看護職員配置加算の有無」の項目の備考を変更

・「3:Ⅱ」を追加

「相談支援特定事業所加算の有無」の項目の備考を変更

・「2:有り」⇒「2:Ⅲ」「3:Ⅰ」「4:Ⅱ」「5:Ⅳ」

「心理担当職員配置加算の有無」の項目の備考を変更

・「2:有り」⇒「2:Ⅰ」「3:Ⅱ」

「常勤看護職員等配置加算の有無」の項目の備考を変更

・「1:無し」及び「2:有り」を削除

以下の項目を追加

・就労定着率区分

・就労定着実績

・共生型サービス・共生型サービス対象区分

・共生型サービス・サービス管理責任者配置の有無

・短時間利用減算の有無

・医療的ケア対応支援加算の有無

・重度児者対応支援加算の有無

・大規模減算の有無

・精神障害者地域移行特別加算の有無

・夜勤職員加配加算の有無

・個別計画訓練支援加算の有無

・賃金向上達成指導員配置加算の有無

・平均労働時間区分

・平均工賃月額区分

・行動障害支援体制加算の有無

・要医療児者支援体制加算の有無

・精神障害者支援体制加算の有無

・地域生活支援拠点等相談強化加算の有無

・地域体制強化共同支援加算の有無

・社会生活支援特別加算の有無

・職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算の有無

・児童指導員等加配加算の有無

・職員欠如による減算適用開始年月日

・サービス管理責任者欠如減算の有無

・サービス管理責任者欠如減算適用開始年月日

・就労定着支援利用者数

・地域生活支援拠点等区分
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改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

平成３０年度

制度改正・報酬改定

障害児施設異動連絡票情報

（サービス情報）

障害児施設訂正連絡票情報

（サービス情報）

「看護師配置加算の有無」の項目名を変更

・「看護師配置加算の有無」⇒「看護職員配置加算の有無」

「看護職員配置加算の有無」の項目の備考を変更

・「2:有り」⇒「2:Ⅰ」「3:Ⅱ」

「心理担当職員配置加算の有無」の項目の備考を変更

・「2:有り」⇒「2:Ⅰ」「3:Ⅱ」

「保育職員加配加算の有無」の項目の備考を変更

・「3:Ⅰ」及び「4:Ⅱ」を追加

「相談支援特定事業所加算の有無」の項目の備考を変更

・「2:有り」⇒「2:Ⅲ」「3:Ⅰ」「4:Ⅱ」「5:Ⅳ」

以下の項目を追加

・共生型サービス・共生型サービス対象区分

・共生型サービス・共生型サービス体制強化加算区分

・看護職員加配加算の有無

・看護職員加配加算（重度）の有無

・障害児状態等区分

・未就学児等支援区分

・児童指導員等加配加算の有無

・児童指導員等加配加算（Ⅱ）の有無

・自己評価結果等未公表減算の有無

・行動障害支援体制加算の有無

・要医療児者支援体制加算の有無

・精神障害者支援体制加算の有無

・地域生活支援拠点等相談強化加算の有無

・地域体制強化共同支援加算の有無

・職員欠如による減算適用開始年月日

・児童発達支援管理責任者欠如減算の有無

・児童発達支援管理責任者欠如減算適用開始年月日

・地域生活支援拠点等区分

【 異動年月日の年月が平成30 年4 月以降の場合 】の表を追加

障害児施設情報更新結果情報

（サービス情報）

障害児施設台帳（サービス情報）

「看護師配置加算の有無」の項目名を変更

・「看護師配置加算の有無」⇒「看護職員配置加算の有無」

「看護職員配置加算の有無」の項目の備考を変更

・「2:有り」⇒「2:Ⅰ」「3:Ⅱ」

「心理担当職員配置加算の有無」の項目の備考を変更

・「2:有り」⇒「2:Ⅰ」「3:Ⅱ」

「保育職員加配加算の有無」の項目の備考を変更

・「3:Ⅰ」及び「4:Ⅱ」を追加

「相談支援特定事業所加算の有無」の項目の備考を変更

・「2:有り」⇒「2:Ⅲ」「3:Ⅰ」「4:Ⅱ」「5:Ⅳ」
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改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

平成３０年度

制度改正・報酬改定

障害児施設情報更新結果情報

（サービス情報）

障害児施設台帳（サービス情報）

以下の項目を追加

・共生型サービス・共生型サービス対象区分

・共生型サービス・共生型サービス体制強化加算区分

・看護職員加配加算の有無

・看護職員加配加算（重度）の有無

・障害児状態等区分

・未就学児等支援区分

・児童指導員等加配加算の有無

・児童指導員等加配加算（Ⅱ）の有無

・自己評価結果等未公表減算の有無

・行動障害支援体制加算の有無

・要医療児者支援体制加算の有無

・精神障害者支援体制加算の有無

・地域生活支援拠点等相談強化加算の有無

・地域体制強化共同支援加算の有無

・職員欠如による減算適用開始年月日

・児童発達支援管理責任者欠如減算の有無

・児童発達支援管理責任者欠如減算適用開始年月日

・地域生活支援拠点等区分

一次審査済サービス提供実績記録票情報

基本情報レコード

以下の項目を追加

・提供実績の合計２・同行支援（回）

・提供実績の合計２・特別地域加算（回）

・提供実績の合計２・低所得者利用加算（回）

・提供実績の合計２・体験利用支援加算（回）

・提供実績の合計２・定員超過特例加算（回）

・提供実績の合計２・通勤訓練加算（回）

・提供実績の合計２・地域移行加算(回)

・提供実績の合計２・体験宿泊支援加算(回)

・提供実績の合計２ ・住居外利用（日）

・合計１・内訳 生活援助

・合計２・内訳 ９０％

・合計２・内訳 生活援助

・合計３・内訳 生活援助

・合計４・内訳 生活援助

・合計５・内訳 生活援助

・重度包括・共同生活援助合計単位数

・重度包括・短期入所合計単位数

・重度包括・その他サービス合計単位数

・保育・教育等移行支援加算・移行日（年月日）

・保育・教育等移行支援加算・移行後算定日（年月日）

・通所施設移行支援加算・移行日（年月日）

・通所施設移行支援加算・算定日（年月日）

一次審査済サービス提供実績記録票情報

明細情報レコード（複数レコード）

以下の項目を追加

・同行支援

・特別地域加算

・低所得者利用加算

・体験利用支援加算

・定員超過特例加算

・通勤訓練加算

・体験宿泊支援加算

・住居外利用

平成３０年度制度改正・報酬改定に係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について
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改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

平成３０年度

制度改正・報酬改定

高額障害児給付費世帯等異動連絡票

情報

高額障害児給付費世帯等訂正連絡票

情報

高額障害児給付費世帯等情報更新結果
情報

高額障害児給付費世帯等台帳情報

以下の項目の内容から、「（介護保険情報との世帯合算に使用）」の記載を削除

・介護保険情報・保険者番号

・介護保険情報・被保険者番号

高額障害児給付費支給（不支給）決定

通知書情報

「帳票題目」の項目のバイト数を変更

・「100」⇒「120」

平成３０年度制度改正・報酬改定に係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について
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■市町村編
改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

平成３０年度

制度改正・報酬改定

全体 以下の名称を変更

・「支払処理」⇒「審査支払処理」

・「高額障害福祉サービス費」⇒「高額障害福祉サービス等給付費」

・「障害福祉サービス費（基準該当サービス）」⇒「基準該当障害福祉サービス費」

・「障害児給付費（基準該当サービス）」⇒「基準該当障害児給付費」

以下の項目の属性を、「コード値」から「英数」に変更

・利用者負担上限額管理情報・上限額管理事業所番号

・計画相談支援情報・計画相談支援事業所番号

・独自助成情報・助成対象サービス種類

・事業所番号

・サービス種類コード

・上限額管理事業所・指定事業所番号

・サービスコード

・決定サービスコード

・施設種類

・サービス内容

・障害児相談支援情報・障害児相談支援事業所番号

・独自助成情報・助成対象サービス種類

・請求情報・請求サービスコード

・利用者負担額

高額障害福祉サービス等給付費の支給対象の拡大に伴い、必要事項を追加

受給者異動連絡票情報（基本情報）

受給者訂正連絡票情報（基本情報）

受給者情報更新結果情報（基本情報）

受給者台帳情報（基本情報）

受給者情報突合情報（基本情報）

受給者情報突合結果情報（基本情報）

高額障害福祉サービス等給付費の支給対象の拡大に伴い、以下の項目を追加

・高額障害福祉サービス等給付費対象者区分

・高額障害福祉サービス等給付費対象有効期間（開始年月日）

・高額障害福祉サービス等給付費対象有効期間（終了年月日）

受給者異動連絡票情報等 新規創設サービス（自立生活援助、就労定着支援）に対する「決定支給量」の設定方法を追加

受給者異動連絡票情報等にかかる必要事項を追加

平成３０年度制度改正・報酬改定に係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について
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改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

平成３０年度

制度改正・報酬改定

一次審査済明細書等情報

（障害福祉サービス）

「一次審査済サービス利用計画作成費請求書／一次審査済計画相談支援給付費請求書／一次審査済特例計画相談
支援給付費請求書情報 明細情報レコード（複数レコード）」の「サービスコード」の内容を変更

・「サービスコード」⇒「520000」

「一次審査済サービス利用計画作成費請求書／一次審査済計画相談支援給付費請求書／一次審査済特例計画相談
支援給付費請求書情報 明細情報レコード（複数レコード）」の「単位数」の内容を変更

・「単位数」⇒「利用者ごとの単位数」

「一次審査済サービス利用計画作成費請求書／一次審査済計画相談支援給付費請求書／一次審査済特例計画相談
支援給付費請求書情報 明細情報レコード（複数レコード）」の「請求額」の内容を変更

・「明細1行ごとの 請求額」⇒「利用者ごとの請求額」

以下のレコードを追加

・一次審査済計画相談支援給付費請求書情報 サービス情報レコード

・一次審査済特例計画相談支援給付費請求書情報 サービス情報レコード

「一次審査済サービス提供実績記録票情報 基本情報レコード」に以下の項目を追加

・提供実績の合計２・同行支援（回）

・提供実績の合計２・特別地域支援加算（回）

・通所施設移行支援加算・移行日（年月日）

・提供実績の合計２・低所得者利用加算（回）

・提供実績の合計２・体験利用支援加算（回）

・提供実績の合計２・定員超過特例加算（回）

・提供実績の合計２・通勤訓練加算（回）

・提供実績の合計２・地域移行加算(回)

・提供実績の合計２・体験宿泊支援加算(回)

・提供実績の合計２・住居外利用（日）

・合計１・内訳 生活援助

・合計２・内訳 ９０％

・合計２・内訳 生活援助

・合計３・内訳 生活援助

・合計４・内訳 生活援助

・合計５・内訳 生活援助

・重度包括・共同生活援助合計単位数

・重度包括・短期入所合計単位数

・重度包括・その他サービス合計単位数

・保育・教育等移行支援加算・移行日（年月日）

・保育・教育等移行支援加算・移行後算定日（年月日）

・通所施設移行支援加算・移行日（年月日）

・同行支援

・特別地域加算

・低所得者利用加算

・体験利用支援加算

・定員超過特例加算

・通勤訓練加算

・体験宿泊支援加算

・住居外利用

平成３０年度制度改正・報酬改定に係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について
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改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

平成３０年度

制度改正・報酬改定

一次審査済明細書等情報

（障害福祉サービス）

「一次審査済サービス提供実績記録票情報 基本情報レコード」の以下の項目において、同行援護の記載を追加

・合計２・内訳 １００％

・合計３・内訳 １００％

・合計３・内訳 ９０％

・合計３・合計 算定時間数計

・合計４・内訳 １００％

・合計４・内訳 ９０％

「一次審査済サービス提供実績記録票情報 基本情報レコード」の「提供実績の合計２・初回加算（回）」の内容を変更

・「初回加算の回数の合計を設定しない」⇒「初回加算の回数の合計を設定」

「一次審査済サービス提供実績記録票情報 基本情報レコード」の「医療連携体制加算」について、以下の内容を追加

【短期入所】

・医療連携体制加算（Ⅵ）を算定する場合、6を設定

・医療連携体制加算（Ⅶ）を算定する場合、7を設定

【重度包括（サービス内容が短期入所の場合）】

・医療連携体制加算（Ⅰ）を算定する場合、1を設定

・医療連携体制加算（Ⅱ）を算定する場合、2を設定

・医療連携体制加算（Ⅳ）を算定する場合、4を設定

・医療連携体制加算（Ⅴ）を算定する場合、5を設定

・医療連携体制加算（Ⅵ）を算定する場合、6を設定

【重度包括（サービス内容が共同生活援助の場合）、自立訓練（生活訓練）、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続
支援、共同生活援助】

・医療連携体制加算（Ⅰ）を算定する場合、1を設定

・医療連携体制加算（Ⅱ）を算定する場合、2を設定

・医療連携体制加算（Ⅳ）を算定する場合、4を設定

平成３０年度制度改正・報酬改定に係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について
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改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

平成３０年度

制度改正・報酬改定

一次審査済明細書等情報

（障害福祉サービス）

「一次審査済サービス提供実績記録票情報 明細情報レコード（複数レコード）」の「算定日数」に以下の内容を追加

・自立生活援助、就労定着支援において、本体報酬の対象となる支援を実施した日に1を設定

「一次審査済サービス提供実績記録票情報 明細情報レコード（複数レコード）」の「ヘルパー資格」の内容を変更

・「同行援護（11:初任者等 12:基礎等）」

⇒「同行援護（11:初任者等 12:基礎等 15:初任者等（通訳）） 16:基礎等（通訳） 17:通訳）」

「一次審査済サービス提供実績記録票情報 明細情報レコード（複数レコード）」の「医療連携体制加算」の内容を削除

・「医療連携体制加算（Ⅲ）を算定する場合、3を設定」

二次審査結果一覧情報

（障害福祉サービス）

「二次審査結果一覧情報レコード」の返戻事由のバイト数を変更

・「60」⇒「134」

障害児支援受給者異動連絡票情報（支給
決定情報）

新規創設サービス（居宅訪問型児童発達支援）に対する「決定支給量」の設定方法を追加

一次審査済障害児通所給付費・入所給付
費等請求書情報

一次審査済特例障害児通所給付費等請
求書情報

「明細情報レコード」の「出力対象項目・給付種別=1・B721（地域）」の列を削除

一次審査済明細書等情報

（障害児支援）

「一次審査済障害児相談支援給付費請求書／一次審査済特例障害児相談支援給付費請求書情報 明細情報レコード
（複数レコード）」の「サービスコード」の内容を変更

・「サービスコード」⇒「550000」

「一次審査済障害児相談支援給付費請求書／一次審査済特例障害児相談支援給付費請求書情報 明細情報レコード
（複数レコード）」の「単位数」の内容を変更

・変更内容は、障害福祉サービスに同じ

「一次審査済障害児相談支援給付費請求書／一次審査済特例障害児相談支援給付費請求書情報 明細情報レコード
（複数レコード）」の「請求額」の内容を変更

・変更内容は、障害福祉サービスに同じ

平成３０年度制度改正・報酬改定に係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について
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改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

平成３０年度

制度改正・報酬改定

一次審査済明細書等情報

（障害児支援）

以下のレコードを追加

・一次審査済障害児相談支援給付費請求書 サービス情報レコード

・一次審査済特例障害児相談支援給付費請求書情報 サービス情報レコード

「一次審査済サービス提供実績記録票情報 基本情報レコード」に項目を追加

・変更内容は、障害福祉サービスに同じ

「一次審査済サービス提供実績記録票情報 基本情報レコード」の「提供実績の合計２・初回加算（回）」の内容を変更

・変更内容は、障害福祉サービスに同じ

「一次審査済サービス提供実績記録票情報 明細情報レコード（複数レコード）」の「算定日数」の内容に新規創設サービ
ス（居宅訪問型児童発達支援）に係る記載を追加

「一次審査済サービス提供実績記録票情報 明細情報レコード（複数レコード）」の「医療連携体制加算」の内容を削除

・変更内容は、障害福祉サービスに同じ

二次審査結果一覧情報

（障害児支援）

「二次審査結果一覧情報レコード」の返戻事由のバイト数を変更

・「60」⇒「134」

高額障害福祉サービス費世帯等異動

連絡票情報

高額障害児給付費世帯等異動連絡票

情報

高額障害福祉サービス費世帯等訂正

連絡票情報

高額障害児給付費世帯等訂正連絡票

情報

高額障害福祉サービス費世帯等情報

更新結果情報

高額障害児給付費世帯等情報更新結果

情報

高額障害福祉サービス費世帯等台帳情報

高額障害児給付費世帯等台帳情報

以下の項目の内容から、「（介護保険情報との世帯合算に使用）」の記載を削除

・介護保険情報・保険者番号

・介護保険情報・被保険者番号

平成３０年度制度改正・報酬改定に係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について
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改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

平成３０年度

制度改正・報酬改定

地域生活支援事業単位数異動連絡票

情報

「サービス種類コード」の範囲を

・「01」～「05」⇒「01」～「09」に変更

高額障害福祉サービス等給付費（施行令
第四十三条の五第六項）支給処理情報

以下の受け渡し概要及び概要図を追加

・申請書等

・支給（不支給）決定通知書等

高額障害福祉サービス費支給処理情報
（入力情報）

以下のインタフェースを追加

・高額障害福祉サービス等給付費給付判定結果情報（施行令第四十三条の五第六項）

高額障害福祉サービス費支給処理情報
（出力情報）

以下のインタフェースを追加

・高額障害福祉サービス等給付費給付のお知らせ情報（施行令第四十三条の五第六項）

・高額障害福祉サービス等給付費支給（不支給）決定通知書情報（施行令第四十三条の五第六項）

・高額障害福祉サービス等給付費給付対象者一覧表（施行令第四十三条の五第六項）

・高額障害福祉サービス等給付費給付のお知らせ（施行令第四十三条の五第六項）

・高額障害福祉サービス等給付費支給申請書（施行令第四十三条の五第六項）

・外字空白印字リスト（高額障害福祉サービス等給付費給付対象者）（施行令第四十三条の五第六項）

・高額障害福祉サービス等給付費支給（不支給）決定者一覧表（施行令第四十三条の五第六項）

・高額障害福祉サービス等給付費支給（不支給）決定通知書（施行令第四十三条の五第六項）

・外字空白印字リスト（高額障害福祉サービス等給付費支給（不支給）決定者）（施行令第四十三条の五第六項）

取込エラーリスト（出力情報） 以下のインタフェースを追加

・高額障害福祉サービス等給付費給付判定結果情報取込エラーリスト（施行令第四十三条の五第六項）

受付点検エラーリスト（出力情報） 以下のインタフェースを追加

・高額障害福祉サービス等給付費給付判定結果情報受付点検エラーリスト（施行令第四十三条の五第六項）

給付判定結果エラーリスト（出力情報） 以下のインタフェースを追加

・高額障害福祉サービス等給付費給付判定結果エラーリスト（施行令第四十三条の五第六項）

平成３０年度制度改正・報酬改定に係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について
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改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

平成３０年度

制度改正・報酬改定

高額障害福祉サービス等給付費給付の

お知らせ情報

（施行令第四十三条の五第六項）

高額障害福祉サービス等給付費給付のお知らせ情報にかかる必要事項を追加

以下の項目を追加

・公費本人支払額

・公費負担者番号

・公費受給者番号

・保険者番号

・被保険者番号

「利用サービス」のバイト数を変更

・「470」⇒「600」

高額障害福祉サービス等給付費支給

（不支給）決定通知書情報

（施行令第四十三条の五第六項）

高額障害児給付費支給（不支給）決定

通知書情報

「帳票題目」のバイト数を変更

・「100」⇒「120」

審査支払事務の見直し 一次審査内容 「請求明細書と実績記録票の整合性チェック」及び「同一日・同一利用時間帯の重複サービス利用チェック」を追加

平成３０年度制度改正・報酬改定に係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について
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改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

平成３０年度

制度改正・報酬改定

全体 以下の項目の属性をコード値から英数に変更

・「事業所番号」

・「指定事業所番号」

・「上限額管理事業所番号」

・「サービスコード」

・「サービス種類コード」

・「サービス種類コード１」

・「サービス種類コード２」

・「サービス種類コード３」

・「決定サービスコード」

・「サービス内容」

・「施設種類」

介護給付費等請求書・明細書情報 以下のサービスを追加

・「就労定着支援」

・「自立生活援助」

以下のサービスのデータ設定例を変更

・「地域移行支援」

・「地域定着支援」

・「重度訪問介護」

契約情報レコードの作成が必要なサービスとして以下の決定コードを必須に変更

・「221000」、「222000」、「411000」、「412000」、「421000」、

「420905」、「431000」、「441000」、「451000」、「4616000」

契約情報レコードの作成が必要なサービスとして以下の決定コードを追加

・「153000 同行援護基本決定」

・「154000 同行援護基本決定（盲ろう）」

・「423000 自立訓練（生活訓練）基本決定（視覚情報）」

■サービス事業所編

平成３０年度制度改正・報酬改定に係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について
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改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

平成３０年度

制度改正・報酬改定

サービス利用計画作成費請求書等情報 明細情報レコードの「サービスコード」において「520000」のサービスコードを固定で設定するように変更

サービス利用計画作成費請求書等 サービス情報レコードを追加

「基本情報レコード」の以下の項目において実績時間数の設定方法を変更

・合計２・内訳 １００％

・合計３・内訳 １００％

・合計３・内訳 ９０％

・合計３・合計 算定時間数計

・合計４・内訳 １００％

・合計４・内訳 ９０％

サービス提供実績記録票情報

（障害福祉サービス）

「就労定着支援提供実績記録票」、「自立生活援助提供実績記録票」を追加

「基本情報レコード」に、以下の項目を追加

・提供実績の合計２・同行支援（回）

・提供実績の合計２・特別地域加算（回）

・提供実績の合計２・低所得者利用加算（回）

・提供実績の合計２・体験利用支援加算（回）

・提供実績の合計２・定員超過特例加算（回）

・提供実績の合計２・通勤訓練加算（回）

・提供実績の合計２・地域移行加算(回)

・提供実績の合計２・体験宿泊支援加算(回)

・提供実績の合計２・住居外利用（日）

・合計１・内訳 生活援助

・合計２・内訳 ９０％

・合計２・内訳 生活援助

・合計３・内訳 生活援助

・合計４・内訳 生活援助

・合計５・内訳 生活援助

・重度包括・共同生活援助合計単位数

・重度包括・短期入所合計単位数

・重度包括・その他サービス合計単位数

・保育・教育等移行支援加算・移行日（年月日）

・保育・教育等移行支援加算・移行後算定日（年月日）

・通所施設移行支援加算・移行日（年月日）

・通所施設移行支援加算・算定日（年月日）

「明細情報レコード」に、以下の項目を追加

・同行支援

・特別地域加算

・低所得者利用加算

・体験利用支援加算

・定員超過特例加算

・通勤訓練加算

・体験宿泊支援加算

・住居外利用

平成３０年度制度改正・報酬改定に係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について
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改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

平成３０年度

制度改正・報酬改定

サービス提供実績記録票情報

（障害福祉サービス）

「明細情報レコード」の「ヘルパー資格」の説明に以下のコードを追加

・15:初任者等（通訳）

・16:基礎等（通訳）

・17:通訳

「明細情報レコード」の「医療連携体制加算」の説明において以下のとおり変更

医療連携体制加算（Ⅰ）を算定する場合、1 を設定

医療連携体制加算（Ⅱ）を算定する場合、2 を設定

医療連携体制加算（Ⅲ）を算定する場合、3 を設定

医療連携体制加算（Ⅳ）を算定する場合、4 を設定

⇒

短期入所において、以下の内容を設定。

医療連携体制加算（Ⅰ）を算定する場合、1 を設定

医療連携体制加算（Ⅱ）を算定する場合、2 を設定

医療連携体制加算（Ⅳ）を算定する場合、4 を設定

医療連携体制加算（Ⅵ）を算定する場合、6 を設定

医療連携体制加算（Ⅶ）を算定する場合、7 を設定

重度包括（サービス内容が短期入所の場合）において、以下の内容を設定。

医療連携体制加算（Ⅰ）を算定する場合、1 を設定

医療連携体制加算（Ⅱ）を算定する場合、2 を設定

医療連携体制加算（Ⅳ）を算定する場合、4 を設定

医療連携体制加算（Ⅴ）を算定する場合、5 を設定

医療連携体制加算（Ⅵ）を算定する場合、6 を設定

重度包括（サービス内容が共同生活援助の場合）、共同生活援助、宿泊型自立訓練、自立訓練（生活訓練）、就労移行
支援、就労継続支援において、以下の内容を設定。

医療連携体制加算（Ⅰ）を算定する場合、1 を設定

医療連携体制加算（Ⅱ）を算定する場合、2 を設定

医療連携体制加算（Ⅳ）を算定する場合、4 を設定

入力必須項目と様式の対応表（基本情報レコード）【サービス提供年月：平成30 年4 月以降】を追加

平成３０年度制度改正・報酬改定に係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について
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改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

平成３０年度

制度改正・報酬改定

サービス提供実績記録票情報

（障害福祉サービス）

「明細情報レコード」の「備考」（※４）の注釈の内容を以下のとおり変更

居宅介護、同行援護における「運転時間」、行動援護における「減算」、施設入所支援、宿泊型自立訓練における「地域
移行加算」、旧法（入所／通所／通勤寮）における「退所時特別支援加算」、共同生活援助における「自立生活支援加
算」、旧法（通所）／就労継続／就労移行における「施設外支援」、「移行準備支援体制加算」に関しては設定項目を設け
ている為、備考欄への設定は必要ない。

⇒

居宅介護、同行援護における「運転時間」、行動援護における「減算」、生活介護、短期入所、施設入所支援における「重
度障害者支援加算（一定の条件を満たす場合）」、短期入所における「単独型加算（ 一定の条件を満たす場合）」、施設
入所支援、宿泊型自立訓練における「地域移行加算」、共同生活援助における「自立生活支援加算」、旧法（入所／通所
／通勤寮）における「退所時特別支援加算」、就労移行／就労継続／旧法（通所）における「施設外支援」、「移行準備支
援体制加算」に関しては設定項目を設けている為、備考欄への設定は必要ない。

「明細情報レコード」の「サービス内容」の注釈（※６）の内容に、以下を追加

同行援護の場合

153000：同行援護基本決定

154000：同行援護基本決定（盲ろう者）

「明細情報レコード」の「重度包括・加算」の注釈の内容を以下のとおり変更

「5:早朝・喀痰吸引等」、「6:喀痰吸引等」、「7:夜間・喀痰吸引等」及び「8:深夜・喀痰吸引等」については、サービス提供年
月が平成24 年4 月以降使用する。

⇒

「5:早朝・喀痰吸引等」、「6:喀痰吸引等」、「7:夜間・喀痰吸引等」及び「8:深夜・喀痰吸引等」については、サービス提供年
月が平成24 年4 月以降、平成30 年3 月以前の場合に使用する。

サービス提供実績記録票設定例について、以下のとおり変更

③重度訪問介護 実績記録票インタフェース設定（様式３－１）のＮｏ１～１２について

・サービス提供の状況の列を追加

・同行支援の列を追加

③重度訪問介護 Ｎｏ１３～１６において設定例を追加

⑤同行援護 Ｎｏ１～２において設定例を追加

⑥重度包括 Ｎｏ１～３において設定例を追加

⑦短期入所 サービス提供実績記録票設定例において以下の内容を追加、または削除

・定員超過特例加算の設定列を追加

・算定する場合の設定例を追加

・医療連携体制加算Ⅵ、Ⅶ、定員超過特例加算の設定内容の説明を追加

・医療連携体制加算Ⅲの設定内容の説明を削除

平成３０年度制度改正・報酬改定に係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について
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改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

平成３０年度

制度改正・報酬改定

サービス提供実績記録票情報

（障害福祉サービス）

（前ページからの続き）

⑧日中活動系 サービス提供実績記録票設定例において以下の内容を変更、または削除

・医療連携体制加算の設定値を２⇒３に変更

・医療連携体制加算Ⅲの設定内容の説明を削除

⑨居住系 サービス提供実績記録票設定例において以下の内容を追加、または削除

・住居外利用、自立生活支援加算の設定列を追加

・住居外利用の説明内容を追加

・入所中算定日の設定欄の削除

・医療連携体制加算Ⅲの設定内容の説明を削除

障害児給付費等請求書・明細書情報 以下のサービスを追加

・「居宅訪問型児童発達支援」

（４）日数情報レコードの設定方法

②終了年月日の設定方法

以下の文言を追加

移行日の翌月以降に保育・教育等移行支援加算、または通所施設移行支援加算を算定する場合は、当該加算請求時
にも移行年月日を記載する。

契約情報レコードの作成が必要なサービスとして以下の決定コードを必須に変更

・611000、612000、613000、621000、622000、631000、632000、641000、651000

障害児相談支援給付費請求書等情報 明細情報レコードの「サービスコード」において「550000」のサービスコードを固定で設定するように変更

障害児相談支援給付費請求書等 サービス情報レコードを追加

平成３０年度制度改正・報酬改定に係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について
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改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

平成３０年度

制度改正・報酬改定

サービス提供実績記録票情報

（障害児支援）

「居宅訪問型児童発達支援提供実績記録票」を追加

「基本情報レコード」に、以下の項目を追加

・提供実績の合計２・同行支援（回）

・提供実績の合計２・特別地域加算（回）

・提供実績の合計２・低所得者利用加算（回）

・提供実績の合計２・体験利用支援加算（回）

・提供実績の合計２・定員超過特例加算（回）

・提供実績の合計２・通勤訓練加算（回）

・提供実績の合計２・地域移行加算(回)

・提供実績の合計２・体験宿泊支援加算(回)

・提供実績の合計２・住居外利用（日）

・合計１・内訳 生活援助

・合計２・内訳 ９０％

・合計２・内訳 生活援助

・合計３・内訳 生活援助

・合計４・内訳 生活援助

・合計５・内訳 生活援助

・重度包括・共同生活援助合計単位数

・重度包括・短期入所合計単位数

・重度包括・その他サービス合計単位数

・保育・教育等移行支援加算・移行日（年月日）

・保育・教育等移行支援加算・移行後算定日（年月日）

・通所施設移行支援加算・移行日（年月日）

・通所施設移行支援加算・算定日（年月日）

提供実績の合計２・初回加算（回）の説明を以下のとおり変更

設定しない⇒初回加算の回数の合計を設定

明細情報レコードの初回加算の説明について以下のとおり変更

設定しない⇒初回加算を算定する場合、１を設定

明細情報レコードの医療連携体制加算の説明について以下のとおり変更

医療連携体制加算（Ⅰ）を算定する場合、1 を設定

医療連携体制加算（Ⅱ）を算定する場合、2 を設定

医療連携体制加算（Ⅲ）を算定する場合、3 を設定

医療連携体制加算（Ⅳ）を算定する場合、4 を設定

⇒

医療連携体制加算（Ⅰ）を算定する場合、1 を設定

医療連携体制加算（Ⅱ）を算定する場合、2 を設定

医療連携体制加算（Ⅳ）を算定する場合、4 を設定

医療連携体制加算（Ⅴ）を算定する場合、5 を設定

医療連携体制加算（Ⅵ）を算定する場合、6 を設定

平成３０年度制度改正・報酬改定に係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について
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改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

平成３０年度

制度改正・報酬改定

サービス提供実績記録票情報

（障害児支援）

「明細情報レコード」に、以下の項目を追加

・同行支援

・特別地域加算

・低所得者利用加算

・体験利用支援加算

・定員超過特例加算

・通勤訓練加算

・体験宿泊支援加算

・住居外利用

平成30年4月以降の入力必須項目と様式の対応表を作成

サービス提供実績記録票設定例について、以下のとおり変更

②通所系 Ｎｏ１の説明を以下のとおり変更

医療連携体制加算(Ⅰ)の算定要件を満たす場合1、（Ⅱ）の算定要件を満たす場合2、（Ⅲ）の算定要件を満たす場合3、

（Ⅳ）の算定要件を満たす場合4 を設定する。

⇒

医療連携体制加算(Ⅰ)の算定要件を満たす場合1、（Ⅱ）の算定要件を満たす場合2、（Ⅳ）の算定要件を満たす場合4、

（Ⅴ）の算定要件を満たす場合5、（Ⅵ）の算定要件を満たす場合6 を設定する。

②通所系 Ｎｏ２の説明を追加

②通所系 Ｎｏ３の設定例としての項目値の見直し

返戻等一覧表情報

（障害児支援）

「ヘッダレコード」の「データ種別名」の注釈（※１）の内容を以下のとおり変更

「障害福祉サービス費」を出力する⇒「障害児給付費」を出力する

地域生活支援事業 明細書 「サービス種類コード」の注釈（※６）の内容を以下のとおり変更

01～05を使用する⇒01～09を使用する

地域生活支援事業等支払決定増減表

情報

ファイル構成図内の記載を「地域生活支援事業等支払決定増減表情報ファイル」に変更

返戻等一覧表情報

（地域生活支援事業等）

「ヘッダレコード」の「データ種別名」の注釈（※１）の内容を以下のとおり変更

「障害福祉サービス費」を出力する⇒「地域生活支援事業等」を出力する

平成３０年度制度改正・報酬改定に係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について
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【参考】審査支払事務の見直しに係る

インタフェース仕様書（案）の主な変更点について

※10月2日開催合同担当者説明会提示資料
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改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

審査支払事務の

見直し等対応

全体 以下の名称を変更

・「支払等システム」⇒「審査支払等システム」

・「事務点検」⇒「一次審査」

・「エラー」⇒「返戻（予定）」 等

インタフェース一覧 以下の名称を変更

・「事務点検」、「点検」⇒「一次審査」

・「審査」⇒「二次審査」

・「都道府県等審査用」、「市町村審査用」⇒「一次審査結果」 等

以下のインタフェースを追加

・「審査対象明細表」

・「審査対象明細表情報」

・「利用者負担上限額管理結果票情報（複数児童）」

モニタリング情報に関するインタフェースを追加

法人等種別コード 以下の内容を変更

・「04：民法法人（社団・財団）」⇒「04：社団・財団」

■共通編

審査支払事務の見直しに係るシステム対応等に伴い、各システム間のインタフェースについても所要の見
直しを行う。

なお、制度改正及び報酬改定対応に伴う見直しについては、内容が確定次第、別途反映予定。
インタフェース仕様書（案）の主な変更点は、以下のとおり。

【参考】審査支払事務の見直しに係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について
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■都道府県編

改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

審査支払事務の

見直し等対応

全体 以下の名称を変更

・「事務点検」、「点検」⇒「一次審査」

・「審査」⇒「二次審査」

・「エラー」⇒「返戻（予定）」

・「都道府県等審査用」⇒「一次審査結果」

・「都道府県等審査結果資料」⇒「二次審査結果」 等

一次審査結果として、「警告（重度）」を追加

事業所情報（サービス情報） 以下の項目を追加

・「指定管理者制度適用区分」

・「支所コード」

「サービス提供単位番号」について、宿泊型自立訓練サービスにおいても設定可能とするよう変更

障害児施設情報（サービス情報） 以下の項目を追加

・「指定管理者制度適用区分」

・「支所コード」

・「送迎加算（重度）の有無」

以下の項目名を変更

・「有資格者配置の有無」⇒「児童指導員等配置加算の有無」

・「専門訪問支援員体制の有無」⇒「訪問支援員特別加算の有無」

【参考】審査支払事務の見直しに係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について
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改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

審査支払事務の

見直し等対応

一次審査結果資料情報 「一次審査済サービス提供実績記録票情報 基本情報レコード」に、以下の項目を追加

・提供実績の合計２・緊急時対応加算（回）

・提供実績の合計２・初回加算（回）

・提供実績の合計２・福祉専門職員等連携加算（回）

・提供実績の合計２・行動障害支援連携加算（回）

・提供実績の合計２・行動障害支援指導連携加算（回）

・提供実績の合計２・医療連携体制加算（回）

・提供実績の合計２・緊急短期入所受入加算（回）

・提供実績の合計２・単独型加算（一定の条件を満たす場合）（回）

・提供実績の合計２・重度障害者支援加算（一定の条件を満たす場合）（回）

・提供実績の合計２・事業所内相談支援加算（回）

「一次審査済サービス提供実績記録票情報 明細情報レコード」に、以下の項目を追加

・緊急時対応加算

・初回加算

・福祉専門職員等連携加算

・行動障害支援連携加算

・行動障害支援指導連携加算

・医療連携体制加算

・緊急短期入所受入加算

・単独型加算（一定の条件を満たす場合）

・重度障害者支援加算（一定の条件を満たす場合）

・事業所内相談支援加算

・利用人数

「一次審査済利用者負担上限額管理結果票情報」に、以下のインタフェースを追加

・「利用者負担上限額管理結果票情報（複数児童）」

以下のインタフェースのレイアウトを変更

・「返戻（予定）一覧」

・「支給量オーバーチェックリスト」 等

以下のインタフェースを追加

・「審査対象明細表」

・「審査対象明細表情報」

【参考】審査支払事務の見直しに係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について
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■市町村編
改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

審査支払事務の

見直し等対応

全体 以下の名称を変更

・「事務点検」、「点検」⇒「一次審査」

・「審査」、「市町村審査」⇒「二次審査」

・「エラー」⇒「返戻（予定）」

・「市町村審査用」⇒「一次審査結果」

・「市町村審査結果資料」、「都道府県等審査結果資料」⇒「二次審査結果」

・「支払手数料払込請求書」⇒「審査支払手数料払込請求書」 等

一次審査結果として、「警告（重度）」を追加

受給者情報 「基本情報」に、以下の項目を追加

・「国庫負担基準単位集計区分」

モニタリング情報に関するインタフェースを追加

障害児支援受給者情報 モニタリング情報に関するインタフェースを追加

【参考】審査支払事務の見直しに係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について
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改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

審査支払事務の

見直し等対応

一次審査結果資料情報 「一次審査済サービス提供実績記録票情報 基本情報レコード」に、以下の項目を追加

・提供実績の合計２・緊急時対応加算（回）

・提供実績の合計２・初回加算（回）

・提供実績の合計２・福祉専門職員等連携加算（回）

・提供実績の合計２・行動障害支援連携加算（回）

・提供実績の合計２・行動障害支援指導連携加算（回）

・提供実績の合計２・医療連携体制加算（回）

・提供実績の合計２・緊急短期入所受入加算（回）

・提供実績の合計２・単独型加算（一定の条件を満たす場合）（回）

・提供実績の合計２・重度障害者支援加算（一定の条件を満たす場合）（回）

・提供実績の合計２・事業所内相談支援加算（回）

「一次審査済サービス提供実績記録票情報 明細情報レコード」に、以下の項目を追加

・緊急時対応加算

・初回加算

・福祉専門職員等連携加算

・行動障害支援連携加算

・行動障害支援指導連携加算

・医療連携体制加算

・緊急短期入所受入加算

・単独型加算（一定の条件を満たす場合）

・重度障害者支援加算（一定の条件を満たす場合）

・事業所内相談支援加算

・利用人数

以下のインタフェースのレイアウトを変更

・「返戻（予定）一覧」

・「支給量オーバーチェックリスト」 等

「一次審査済利用者負担上限額管理結果票情報」に、以下のインタフェースを追加

・「利用者負担上限額管理結果票情報（複数児童）」

以下のインタフェースを追加

・「審査対象明細表」

・「審査対象明細表情報」

【参考】審査支払事務の見直しに係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について
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■サービス事業所編
改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

審査支払事務の

見直し等対応

全体 以下の名称を変更

・「点検」⇒「審査」

・「審査」⇒「二次審査」 等

利用者負担上限額管理結果票情報 以下のインタフェースを追加

・「利用者負担上限額管理結果票情報（複数児童）」

サービス提供実績記録票情報 「基本情報レコード」に、以下の項目を追加

・提供実績の合計２・緊急時対応加算（回）

・提供実績の合計２・初回加算（回）

・提供実績の合計２・福祉専門職員等連携加算（回）

・提供実績の合計２・行動障害支援連携加算（回）

・提供実績の合計２・行動障害支援指導連携加算（回）

・提供実績の合計２・医療連携体制加算（回）

・提供実績の合計２・緊急短期入所受入加算（回）

・提供実績の合計２・単独型加算（一定の条件を満たす場合）（回）

・提供実績の合計２・重度障害者支援加算（一定の条件を満たす場合）（回）

・提供実績の合計２・事業所内相談支援加算（回）

「明細情報レコード」に、以下の項目を追加

・緊急時対応加算

・初回加算

・福祉専門職員等連携加算

・行動障害支援連携加算

・行動障害支援指導連携加算

・医療連携体制加算

・緊急短期入所受入加算

・単独型加算（一定の条件を満たす場合）

・重度障害者支援加算（一定の条件を満たす場合）

・事業所内相談支援加算

・利用人数

【参考】審査支払事務の見直しに係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について
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