
業務名 バージョン

障害者福祉 V2.7

1 性別 APPLIC標準仕様のコード辞書（共通）より引用

2 該当の有無

3 決定区分

4 身体障害者手帳を申請する時の種別

5 身体障害者手帳の部位

6 身体障害者手帳の等級

7 身体障害者手帳の交付事由

8 身体障害者手帳、療育手帳、精神通院の返還事由

9 身体障害者手帳の再交付事由

10 身体障害者手帳、療育手帳の旅客運賃減額区分

11 身体障害者手帳の障害原因コード

12 療育手帳の申請種別

13 療育手帳の障害程度区分

14 療育手帳の判定機関

15 療育手帳の交付事由

16 療育手帳の判定事由

17 精神手帳を申請する時の種別

18 精神手帳の等級

19 精神手帳の申請時写真添付区分

20 精神手帳の申請時添付書類区分

コード構成表

身体障害者手帳等級

身体障害者手帳交付事由

性別

説明No.

対象有無

決定区分

身体障害者手帳申請種別

身体障害者手帳部位

備考

精神手帳申請種別

精神手帳等級

精神手帳写真添付

旅客運賃減額

コード名

療育手帳申請種別

精神手帳添付書類

療育手帳交付事由

療育手帳判定事由

療育手帳障害程度

療育手帳判定機関

手帳返還事由

身体障害者手帳再交付事由

身体障害者手帳障害原因コード
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業務名 バージョン

障害者福祉 V2.7
コード構成表

説明No. 備考コード名

21 精神手帳交付事由

22 精神手帳の判定事由

23 判定ソフトを識別するコード

24 障害福祉サービスの申請時の区分

25 調査対象者と申請者の関係を示すコード

26 障害福祉サービス調査実施場所

27 障害福祉サービスの一次判定結果コード

28 障害福祉サービスの障害支援区分 APPLIC標準仕様のコード辞書（障害者福祉）を参照

29 障害福祉サービス二次判定時変更理由

30 障害福祉サービスの障害支援区分認定期間区分

31 障害福祉サービスの障害区分

32 障害福祉サービスの経過的措置対象区分

33 障害福祉サービスの自立訓練短期滞在加算

34 障害福祉サービスの国庫負担基準単位集計区分

35 障害福祉サービスの所得区分

36 障害福祉サービスで決定できるサービスの種類
障害者自立支援給付支払等システムに係るインターフェース
（共通）仕様のコード一覧（決定サービスコード）を参照

37 障害福祉サービス児童デイサービス決定時の児童の区分

38 障害福祉サービス旧法施設決定時の程度区分

39 短期入所決定時の医療型区分

40 重度訪問介護決定時の加算報酬率

障害福祉サービス申請区分

障害福祉サービス種類

決定短期入所医療型

児童障害程度区分

旧法障害程度区分

経過措置対象者区分

障害福祉サービス所得区分

自立訓練短期滞在加算

障害福祉サービス法区分

決定重度訪問介護加算

国庫負担基準単位集計区分

障害支援区分

認定有効期間

精神手帳交付事由

実施場所

変更事項

判定ソフト識別コード

調査対象者コード

一次判定コード

精神手帳判定事由
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業務名 バージョン

障害者福祉 V2.7
コード構成表

説明No. 備考コード名

41 重度障害者支援加算

42 旧法決定対象に付けれる加算区分

43 障害福祉サービス短期入所の特別重度支援加算（平成25年4月以降廃止）

44 障害福祉サービス計画相談支援の重度減算加算

45 障害福祉サービス児童移行者の区分

46 障害福祉サービス児童移行者の加算区分

47 発達支援事業者の加算区分

48 放課後等デイサービス事業者の加算区分

49 障害児支援の申請時の区分

50 障害児支援で決定できるサービスの種類
障害者自立支援給付支払等システムに係るインターフェース（共通）仕
様のコード一覧（決定サービスコード（障害児給付費））を参照

51 障害児支援の障害区分

52 障害児支援の多子軽減区分

53 障害児支援の所得区分

54 障害児支援の食事加算区分

55 上限額管理、サービス利用計画作成(平成24年4月以降は計画相談支援)の区分けをする区分

56 地域支援事業申請時の区分

57 地域支援事業の障害区分

58 地域支援事業で決定できるサービスの種類

59 地域新事業で任意で設定できる加算区分 ※自治体ごとに個別に設定

60 地域支援事業の所得区分

地域支援事業法区分

地域支援事業申請区分

特別重度支援区分

重複減算区分

旧法加算区分

決定重度障害者支援費加算

発達支援加算区分

放課後等デイ加算区分

地域支援事業所得区分

地域支援事業サービス種類

他決定用コード

障害児支援法区分

児童移行者区分

児童移行者加算区分

障害児支援所得区分

管理事業者区分

障害児支援申請区分

障害児支援サービス種類

障害児支援食事加算区分

多子軽減区分
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業務名 バージョン

障害者福祉 V2.7
コード構成表

説明No. 備考コード名

61 補装具支給時の区分

62 補装具支払内容の区分

63 補装具支給時の者・児の判定

64 補装具所得区分

65 補装具の種目名称別コード
データ標準レイアウトにおける補装具種目名称別コード一覧表
を参照

66 日常生活用具の者・児の判定

67 日常生活用具所得区分

68 更生医療の交付区分

69 更生医療の入院外区分

70 更生医療の医療保険区分

71 更生医療の所得区分

72 更生医療レセプト入力時の点数表

73 更生医療レセプト入力時の本家入外

74 過誤区分

75 育成医療の交付区分

76 育成医療の部位コード

77 育成医療の入院外区分

78 育成医療の医療保険区分

79 育成医療の所得区分

80 育成医療レセプト入力時の点数表

補装具所得区分

育成医療具体的内容コード

育成医療医療保険

育成医療交付区分

育成医療所得区分

育成医療点数表

更生医療医療保険

更生医療点数表

更生医療本家入外区分

更生医療所得区分

更生医療過誤区分

育成医療部位

日常生活用具申請法区分

日常生活用具所得区分

更生医療具体的内容コード

更生医療交付区分

補装具種目名称別コード

補装具支払区分

補装具支給区分

補装具申請法区分
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業務名 バージョン

障害者福祉 V2.7
コード構成表

説明No. 備考コード名

81 育成医療レセプト入力時の本家入外

82 過誤区分

83 精神通院の交付区分

84 精神通院の治療方針

85 精神通院の診断書提出の有無

86 精神通院の保険区分

87 精神通院の疾患区分

88 精神通院の所得区分

89 特別障害者手当等の手当区分

90 特別障害者手当等の喪失理由

91 特別障害者手当等の障害区分

92 特別障害者手当等の停止理由

93 特別障害者手当等の停止解除理由

94 特別障害者手当の年金区分

95 特別障害者手当等の支給区分

96 特別障害者手当等の定時随時区分

97 特別児童扶養手当の認定根拠

98 特別児童扶養手当の障害内容区分

99 特別児童扶養手当の児童等級区分 APPLIC標準仕様のコード辞書（障害者福祉）より引用

100 特別児童扶養手当の児童同居別居区分

定時随時区分

認定根拠

特別児童扶養手当障害内容区分

特別児童扶養手当児童等級

特別児童扶養手当同居別居区分

精神通院交付区分

精神通院治療方針

精神通院所得区分

手当区分

特別障害者手当等喪失理由

特別障害者手当等障害区分

精神通院診断書提出

精神通院保険区分

精神通院疾患区分

特別障害者手当等停止理由

特別障害者手当等停止解除理由

特別障害者手当等公的年金区分

支給区分

育成医療本家入外区分

育成医療過誤区分
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業務名 バージョン

障害者福祉 V2.7
コード構成表

説明No. 備考コード名

101 特別児童扶養手当の喪失事由

102 事業所登録時事業所指定区分設定

103 級地区分

104 機関区分

105 支払区分

106 業務区分 ※自治体ごとに個別に設定

107 要不要区分

108 （全銀協）統一金融機関コード APPLIC標準仕様のコード辞書（共通）より引用

109 （全銀協）統一店番号 APPLIC標準仕様のコード辞書（共通）より引用

110 （全銀協）預金種目 APPLIC標準仕様のコード辞書（共通）より引用

111 続柄 住民基本台帳ネットワークシステムのコードより引用

112 障害疾病コード

113 配偶者と扶養義務者の区分

続柄

級地区分

事業所指定区分

支店

口座種別

配扶区分

障害疾病コード

金融機関

特別児童扶養手当喪失事由

要不要区分

機関区分

業務区分

支払区分
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