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1. XML 形式サンプル
1.1 障害者ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_1_障害者ファイル>
<識別番号>1234567890</識別番号>
<世帯番号>1234567890</世帯番号>
<氏名漢字>佐藤 太郎</氏名漢字>
<氏名カナ>サトウ タロウ</氏名カナ>
<生年月日>19600801</生年月日>
<性別>1</性別>
<本籍>東京都東西市南町中央</本籍>
<住基住所コード>123456789012345678901234567890</住基住所コード>
<住基住所>東京都東西市南町中央</住基住所>
<住基地番>１－１－１</住基地番>
<住基方書>○□△ビル３０１号</住基方書>
<住基郵便番号>1234567</住基郵便番号>
<居住地住所コード>123456789012345678901234567890</居住地住所コード>
<居住地住所>東京都東西市南町中央</居住地住所>
<居住地地番>１－１－１</居住地地番>
<居住地方書>○□△ビル３０１号</居住地方書>
<居住地郵便番号>1234567</居住地郵便番号>
<通信先住所コード>123456789012345678901234567890</通信先住所コード>
<通信先住所>東京都東西市南町中央</通信先住所>
<通信先地番>１－１－１</通信先地番>
<通信先方書>○□△ビル３０１号</通信先方書>
<通信先郵便番号>1234567</通信先郵便番号>
<通信先氏名漢字>佐藤 太郎</通信先氏名漢字>
<電話番号>99-999-9999</電話番号>
<ファックス番号>99-999-9999</ファックス番号>
<備考>備考</備考>
</_19_障害者福祉_1_障害者ファイル>

1.2 保護者ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_2_保護者ファイル>
<識別番号>1234567890</識別番号>
<保護者識別番号>1234567890</保護者識別番号>
<保護者世帯番号>1234567890</保護者世帯番号>
<保護者業務区分>00</保護者業務区分>
<保護者氏名漢字>佐藤 太郎</保護者氏名漢字>
<保護者氏名カナ>サトウ タロウ</保護者氏名カナ>
<保護者性別>1</保護者性別>
<保護者生年月日>19600801</保護者生年月日>
<保護者住所コード>123456789012345678901234567890</保護者住所コード>
<保護者住所>東京都東西市南町中央</保護者住所>
<保護者地番>１－１－１</保護者地番>
<保護者方書>○□△ビル３０１号</保護者方書>
<保護者郵便番号>1234567</保護者郵便番号>
<保護者電話番号>99-999-9999</保護者電話番号>
<保護者ファックス番号>99-999-9999</保護者ファックス番号>
<保護者続柄名>父</保護者続柄名>
</_19_障害者福祉_2_保護者ファイル>
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1.3 身体障害者手帳ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_3_身体障害者手帳ファイル>
<識別番号>1234567890</識別番号>
<身体障害者手帳申請情報>
<身体障害者手帳受付日>20120401</身体障害者手帳受付日>
<身体障害者手帳申請種別コード>10</身体障害者手帳申請種別コード>
<身体障害者手帳申請部位>11</身体障害者手帳申請部位>
<身体障害者手帳申請等級>1</身体障害者手帳申請等級>
<身体障害者手帳申請結果コード>1</身体障害者手帳申請結果コード>
<身体障害者手帳申請日>20120401</身体障害者手帳申請日>
<身体障害者手帳通知日>20120401</身体障害者手帳通知日>
<身体障害者手帳申請備考>身体障害者申請備考</身体障害者手帳申請備考>
<身体障害者進達番号>123</身体障害者進達番号>
</身体障害者手帳申請情報>
<身体障害者手帳交付情報>
<身体障害者手帳初回交付日>20120401</身体障害者手帳初回交付日>
<身体障害者手帳番号>1234567</身体障害者手帳番号>
<身体障害者手帳交付都道府県コード>38</身体障害者手帳交付都道府県コード>
<身体障害者手帳交付者>愛媛県</身体障害者手帳交付者>
<身体障害者手帳交付事由コード>1</身体障害者手帳交付事由コード>
<身体障害者手帳返還事由コード>1</身体障害者手帳返還事由コード>
<身体障害者手帳返還日>20120401</身体障害者手帳返還日>
<身体障害者手帳再交付日>20120401</身体障害者手帳再交付日>
<身体障害者手帳判定日>20120401</身体障害者手帳判定日>
<身体障害者手帳再交付事由コード>1</身体障害者手帳再交付事由コード>
<身体障害者手帳種別>1</身体障害者手帳種別>
<身体障害者手帳等級>1</身体障害者手帳等級>
<身体障害者手帳障害原因コード>01</身体障害者手帳障害原因コード>
<身体障害者手帳要審査年月>201204</身体障害者手帳要審査年月>
<身体障害者手帳手帳交付備考>身障手帳交付備考</身体障害者手帳手帳交付備考>
<身体障害者手帳受領日>20120401</身体障害者手帳受領日>
<身体障害者手帳代表障害名>視覚障害</身体障害者手帳代表障害名>
</身体障害者手帳交付情報>
<身体障害者手帳障害情報>
<身体障害者手帳種別コード>1</身体障害者手帳種別コード>
<身体障害者手帳部位コード>11</身体障害者手帳部位コード>
<身体障害者手帳障害コード>001</身体障害者手帳障害コード>
<身体障害者手帳障害名>障害名</身体障害者手帳障害名>
<身体障害者手帳原因コード>001</身体障害者手帳原因コード>
<身体障害者手帳原因名>原因名</身体障害者手帳原因名>
<身体障害者手帳診療医療機関>○×△医療機関</身体障害者手帳診療医療機関>
<身体障害者手帳障害認定日>20120401</身体障害者手帳障害認定日>
<身体障害者手帳次回審査日>20120401</身体障害者手帳次回審査日>
<身体障害者手帳履歴障害原因コード>01</身体障害者手帳履歴障害原因コード>
<身体障害者手帳右>1.5</身体障害者手帳右>
<身体障害者手帳左>1.0</身体障害者手帳左>
</身体障害者手帳障害情報>
</_19_障害者福祉_3_身体障害者手帳ファイル>

1.4 療育手帳ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_4_療育手帳ファイル>
<識別番号>1234567890</識別番号>
<療育手帳申請情報>
<療育手帳受付日>20120401</療育手帳受付日>
<療育手帳申請種別コード>10</療育手帳申請種別コード>
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<療育手帳申請障害程度コード>01</療育手帳申請障害程度コード>
<療育手帳申請判定機関コード>1</療育手帳申請判定機関コード>
<療育手帳申請結果コード>1</療育手帳申請結果コード>
<療育手帳進達日>20120401</療育手帳進達日>
<療育手帳通知日>20120401</療育手帳通知日>
<療育手帳申請備考>療育手帳申請備考</療育手帳申請備考>
<療育手帳進達番号>123</療育手帳進達番号>
</療育手帳申請情報>
<療育手帳交付情報>
<療育手帳交付日>20120401</療育手帳交付日>
<療育手帳手帳番号>0000000001</療育手帳手帳番号>
<療育手帳交付事由コード>1</療育手帳交付事由コード>
<療育手帳交付判定機関コード>1</療育手帳交付判定機関コード>
<療育手帳返還日>20120401</療育手帳返還日>
<療育手帳返還事由コード>1</療育手帳返還事由コード>
<療育手帳判定日>20120401</療育手帳判定日>
<療育手帳再交付日>20120401</療育手帳再交付日>
<療育手帳判定事由コード>1</療育手帳判定事由コード>
<療育手帳障害程度コード>01</療育手帳障害程度コード>
<療育手帳次回判定年月>201204</療育手帳次回判定年月>
<療育手帳判定機関コード>1</療育手帳判定機関コード>
<療育手帳備考>療育手帳交付備考</療育手帳備考>
<療育手帳受領日>20120401</療育手帳受領日>
<療育手帳旅客運賃減額コード>1</療育手帳旅客運賃減額コード>
</療育手帳交付情報>
</_19_障害者福祉_4_療育手帳ファイル>

1.5 精神手帳ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_5_精神手帳ファイル>
<識別番号>1234567890</識別番号>
<精神手帳申請情報>
<精神手帳受付日>20120401</精神手帳受付日>
<精神手帳申請種別コード>01</精神手帳申請種別コード>
<精神手帳申請等級>1</精神手帳申請等級>
<精神手帳申請日>20120401</精神手帳申請日>
<精神手帳通知日>20120401</精神手帳通知日>
<精神手帳申請備考>精神手帳申請備考</精神手帳申請備考>
<写真添付>1</写真添付>
<添付書類>1</添付書類>
<精神手帳進達番号>123</精神手帳進達番号>
</精神手帳申請情報>
<精神手帳交付情報>
<精神手帳交付日>20120401</精神手帳交付日>
<精神手帳番号>0000000001</精神手帳番号>
<精神手帳交付事由コード>1</精神手帳交付事由コード>
<精神手帳返還事由コード>1</精神手帳返還事由コード>
<精神手帳返還日>20120401</精神手帳返還日>
<精神手帳判定日>20120401</精神手帳判定日>
<精神手帳再交付日>20120401</精神手帳再交付日>
<精神手帳判定事由コード>1</精神手帳判定事由コード>
<精神手帳等級コード>1</精神手帳等級コード>
<精神手帳有効期間開始>20120401</精神手帳有効期間開始>
<精神手帳有効期間終了>20150331</精神手帳有効期間終了>
<精神手帳添付書類コード>1</精神手帳添付書類コード>
<精神手帳備考>精神手帳交付備考</精神手帳備考>
<精神手帳受領日>20120401</精神手帳受領日>
</精神手帳交付情報>
</_19_障害者福祉_5_精神手帳ファイル>
3

19_障害者福祉

1.6 障害福祉サービス申請決定ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_6_障害福祉サービス申請決定ファイル>
<識別番号>1234567890</識別番号>
<申請通番>1</申請通番>
<障害福祉サービス申請情報>
<判定ソフト識別コード/>
<申請区分>1</申請区分>
<申請日>20120401</申請日>
<給付区分介護給付>1</給付区分介護給付>
<給付区分訓練給付>0</給付区分訓練給付>
<給付区分地域相談支援給付>1</給付区分地域相談支援給付>
<給付区分地域相談支援_移行>1</給付区分地域相談支援_移行>
<給付区分地域相談支援_定着>1</給付区分地域相談支援_定着>
<グループホーム有無>1</グループホーム有無>
<給付区分旧法施設>0</給付区分旧法施設>
<障害種別身体>1</障害種別身体>
<障害種別知的>0</障害種別知的>
<障害種別精神>0</障害種別精神>
<障害種別児童>0</障害種別児童>
<障害種別難病>0</障害種別難病>
<児童聴き取り>0</児童聴き取り>
<申請備考>障害福祉サービス申請時の備考</申請備考>
</障害福祉サービス申請情報>
<障害福祉サービス申請者情報>
<申請者カナ氏名>ｻﾄｳ ﾀﾛｳ</申請者カナ氏名>
<申請者漢字氏名>佐藤 一郎</申請者漢字氏名>
<申請者生年月日>19500301</申請者生年月日>
<申請者年齢>60</申請者年齢>
<申請者郵便番号>123-4567</申請者郵便番号>
<申請者居住地>東京都東西市南町中央</申請者居住地>
<申請者電話番号>11-1111-1234</申請者電話番号>
</障害福祉サービス申請者情報>
<障害福祉サービス調査対象者情報>
<調査対象者コード>1</調査対象者コード>
<調査対象者カナ氏名>ｻﾄｳ ﾀﾛｳ</調査対象者カナ氏名>
<調査対象者漢字氏名>佐藤 太郎</調査対象者漢字氏名>
<調査対象者生年月日>19600801</調査対象者生年月日>
<調査対象者年齢>48</調査対象者年齢>
<調査対象者申請者との続柄>本人</調査対象者申請者との続柄>
<調査対象者家族連絡先郵便番号>123-4567</調査対象者家族連絡先郵便番号>
<調査対象者家族連絡先住所>東京都東西市南町中央</調査対象者家族連絡先住所>
<調査対象者家族連絡先電話番号>11-1111-1234</調査対象者家族連絡先電話番号>
<調査対象者家族連絡先漢字氏名>佐藤 一郎</調査対象者家族連絡先漢字氏名>
<調査対象者家族連絡先調査対象者との関係>父</調査対象者家族連絡先調査対象者との関係>
</障害福祉サービス調査対象者情報>
<障害福祉サービス難病情報>
<難病コード>001</難病コード>
<難病名称>ＩｇＡ腎臓</難病名称>
</障害福祉サービス難病情報>
<障害福祉サービス判定ソフト備考情報>
<判定ソフト補足項目/>
<判定ソフト予備項目 1/>
<判定ソフト予備項目 2/>
<判定ソフト予備項目 3/>
</障害福祉サービス判定ソフト備考情報>
<障害福祉サービス医師意見書情報>
<医師番号>00000001</医師番号>
4

19_障害者福祉
<依頼書依頼日>20120401</依頼書依頼日>
<依頼書発行日>20120401</依頼書発行日>
<依頼書予定日>20120401</依頼書予定日>
<依頼書受理日>20120401</依頼書受理日>
</障害福祉サービス医師意見書情報>
<障害福祉サービス審査情報>
<審査会番号>00001</審査会番号>
<審査会予定日>20120401</審査会予定日>
<介護給付二次判定日>20120401</介護給付二次判定日>
<介護給付二次判定結果>01</介護給付二次判定結果>
<介護給付変更事由コード>01</介護給付変更事由コード>
<介護給付変更事項配列コード>010101010101</介護給付変更事項配列コード>
<介護給付認定有効期間>38</介護給付認定有効期間>
<介護給付認定有効期間開始>20120401</介護給付認定有効期間開始>
<介護給付認定有効期間終了>20150331</介護給付認定有効期間終了>
<介護給付審査会意見の有無>1</介護給付審査会意見の有無>
<介護給付審査会意見>二次判定意見</介護給付審査会意見>
<訓練等給付暫定支給決定日>20120401</訓練等給付暫定支給決定日>
<訓練等給付暫定支給日>20120401</訓練等給付暫定支給日>
</障害福祉サービス審査情報>
<障害福祉サービス調査情報>
<訪問調査員番号>00000001</訪問調査員番号>
<調査依頼日>00000001</調査依頼日>
<調査依頼発行日>20120401</調査依頼発行日>
<調査予定日>20120401</調査予定日>
<調査実施日>20120401</調査実施日>
<調査実施場所区分>1</調査実施場所区分>
<調査実施場所/>
<一次判定日>20120401</一次判定日>
<訓練等スコア決定日>20120510</訓練等スコア決定日>
<行動援護スコア決定日>20120510</行動援護スコア決定日>
<一次判定結果>01</一次判定結果>
<一次判定結果プロセス 1>26</一次判定結果プロセス 1>
<一次判定結果プロセス 2>26</一次判定結果プロセス 2>
<障基準時間>277</障基準時間>
<障基準時間食事>7</障基準時間食事>
<障基準時間排泄>5</障基準時間排泄>
<障基準時間移動>10</障基準時間移動>
<障基準時間清潔>42</障基準時間清潔>
<障基準時間間接>73</障基準時間間接>
<障基準時間問題>43</障基準時間問題>
<障基準時間機能>42</障基準時間機能>
<障基準時間医療>65</障基準時間医療>
<中間麻痺>1000</中間麻痺>
<中間移動>1000</中間移動>
<中間複雑>999</中間複雑>
<中間特別>1000</中間特別>
<中間身の回り>1000</中間身の回り>
<中間意志>1000</中間意志>
<中間行動>984</中間行動>
<一次判定警告配分コード>0000001000000000000000000</一次判定警告配分コード>
<IADL スコア>0</IADL スコア>
<行動障害スコア>0</行動障害スコア>
<判定スコア該当>101</判定スコア該当>
<判定スコア区分 1>11</判定スコア区分 1>
<判定スコア区分 2>21</判定スコア区分 2>
<判定スコア区分 3>31</判定スコア区分 3>
<判定スコア区分 4>41</判定スコア区分 4>
<判定スコア区分 5>51</判定スコア区分 5>
<判定スコア区分 6>61</判定スコア区分 6>
<判定条件番号>71</判定条件番号>
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<総合評価項目得点起居動作>462</総合評価項目得点起居動作>
<総合評価項目得点生活機能 1>1001</総合評価項目得点生活機能 1>
<総合評価項目得点生活機能 2>824</総合評価項目得点生活機能 2>
<総合評価項目得点視聴覚機能>165</総合評価項目得点視聴覚機能>
<総合評価項目得点応用日常生活動作>1001</総合評価項目得点応用日常生活動作>
<総合評価項目得点認知機能>911</総合評価項目得点認知機能>
<総合評価項目得点行動上の障害 A 群>567</総合評価項目得点行動上の障害 A 群>
<総合評価項目得点行動上の障害 B 群>537</総合評価項目得点行動上の障害 B 群>
<総合評価項目得点行動上の障害 C 群>858</総合評価項目得点行動上の障害 C 群>
<総合評価項目得点特別な医療>1001</総合評価項目得点特別な医療>
<総合評価項目得点麻痺拘縮>861</総合評価項目得点麻痺拘縮>
<総合評価項目得点その他>160</総合評価項目得点その他>
<訓練等給付スコア>0</訓練等給付スコア>
<行動援護スコア>1234</行動援護スコア>
<推計要介護度>24954</推計要介護度>
<基本第 1 群 1>11111</基本第 1 群 1>
<基本第 1 群 2>111111</基本第 1 群 2>
<基本第 2 群>1111111</基本第 2 群>
<基本第 3 群>111</基本第 3 群>
<基本第 4 群>1111111</基本第 4 群>
<基本第 5 群>1111111111</基本第 5 群>
<基本第 6 群>111111111111</基本第 6 群>
<基本第 7 群 1>1111211111111111111</基本第 7 群 1>
<基本第 7 群 2>111111111</基本第 7 群 2>
<基本第 7 群 3>11111111</基本第 7 群 3>
<基本第 8 群>111111111111</基本第 8 群>
<基本第 9 群>11111111</基本第 9 群>
<調査項目 1>111111111111</調査項目 1>
<調査項目 2>1111111111111111</調査項目 2>
<調査項目 3>111111</調査項目 3>
<調査項目 4>1111111111111111111111111111111111</調査項目 4>
<調査項目 5>111111111111</調査項目 5>
<医師意見書麻痺>11111</医師意見書麻痺>
<医師意見書関節の委縮>111111111</医師意見書関節の委縮>
<医師意見書てんかん>1</医師意見書てんかん>
<医師意見書二軸評価>11</医師意見書二軸評価>
<医師意見書生活障害評価>1111111</医師意見書生活障害評価>
</障害福祉サービス調査情報>
<障害福祉サービス決定情報>
<決定区分>1</決定区分>
<決定日>20120401</決定日>
<決定備考>障害福祉サービス決定備考</決定備考>
<決定法区分>11</決定法区分>
<受給者証番号>1234560000</受給者証番号>
<決定特別地域加算>0</決定特別地域加算>
<決定地域移行支援体制強化加算>0</決定地域移行支援体制強化加算>
<決定介護給付予備欄>受給者証介護給付予備欄</決定介護給付予備欄>
<決定訓練給付予備欄>受給者証訓練等級予備欄</決定訓練給付予備欄>
<決定計画予備欄>受給者証計画予備欄</決定計画予備欄>
<決定利用者予備欄>受給者証利用者負担予備欄</決定利用者予備欄>
<決定地域相談支援予備欄>受給者証地域支援予備欄</決定地域相談支援予備欄>
<決定利用者特記事項>受給者証利用者負担特記事項欄</決定利用者特記事項>
<決定利用者特記事項通知書>支給決定通知書特記事項欄</決定利用者特記事項通知書>
<生保防止有無>0</生保防止有無>
<法 31 条給付適用有無>0</法 31 条給付適用有無>
<法 31 条給付適用率>0</法 31 条給付適用率>
<法 31 条給付有効期間開始日>20120401</法 31 条給付有効期間開始日>
<法 31 条給付有効期間終了日>20120401</法 31 条給付有効期間終了日>
<特定旧法受給者区分>0</特定旧法受給者区分>
<経過措置対象者区分>1</経過措置対象者区分>
<独自助成対象者区分>0</独自助成対象者区分>
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<介護給付対象者有無>0</介護給付対象者有無>
<重度包括対象者有無>0</重度包括対象者有無>
<自立訓練短期滞在加算>1</自立訓練短期滞在加算>
<モニタリング期間>毎月１回</モニタリング期間>
<セルフプラン有無>0</セルフプラン有無>
<ケアプラン有無>0</ケアプラン有無>
<国庫負担基準単位集計区分>1</国庫負担基準単位集計区分>
</障害福祉サービス決定情報>
<利用者負担額情報>
<適用期間開始調整>20120401</適用期間開始調整>
<適用期間終了調整>20130630</適用期間終了調整>
<上限管理区分>0</上限管理区分>
<個別減免有無>0</個別減免有無>
<社会福祉法人減免有無>0</社会福祉法人減免有無>
<在宅通所者等軽減有無>0</在宅通所者等軽減有無>
<補足給付費計算有無>0</補足給付費計算有無>
<食事提供対象者有無>0</食事提供対象者有無>
<所得区分>01</所得区分>
<月額負担上限額>0</月額負担上限額>
<補足給付額_日額>0</補足給付額_日額>
<補足給付額_月額>10000</補足給付額_月額>
</利用者負担額情報>
<税情報>
<年金以外所得金額>461180</年金以外所得金額>
<障害基礎年金 1 級>0</障害基礎年金 1 級>
<障害基礎年金 2 級>792096</障害基礎年金 2 級>
<障害厚生年金 1 級>0</障害厚生年金 1 級>
<障害厚生年金その他>0</障害厚生年金その他>
<障害共済年金>0</障害共済年金>
<特別障害給付金>0</特別障害給付金>
<労災による年金>0</労災による年金>
<遺族基礎年金>0</遺族基礎年金>
<遺族厚生年金>0</遺族厚生年金>
<遺族共済年金>0</遺族共済年金>
<老齢年金>0</老齢年金>
<特別障害者手当>0</特別障害者手当>
<障害児福祉手当>0</障害児福祉手当>
<経過的福祉手当>0</経過的福祉手当>
<特別児童扶養手当>0</特別児童扶養手当>
<工賃就労収入>0</工賃就労収入>
<その他稼得収入>0</その他稼得収入>
<不動産収入>0</不動産収入>
<公共団体手当>0</公共団体手当>
<仕送り>0</仕送り>
<その他収入>0</その他収入>
<租税>0</租税>
<社会保険料>0</社会保険料>
<その他経費>0</その他経費>
</税情報>
<世帯員税情報>
<世帯員識別番号>1234567890</世帯員識別番号>
<世帯員氏名漢字>佐藤 太郎</世帯員氏名漢字>
<世帯員氏名カナ>サトウ タロウ</世帯員氏名カナ>
<世帯員生年月日>19600801</世帯員生年月日>
<世帯員続柄名>本人</世帯員続柄名>
<世帯員均等割額>3000</世帯員均等割額>
<世帯員所得割額>2800</世帯員所得割額>
<世帯員合計所得金額>586095</世帯員合計所得金額>
</世帯員税情報>
<障害福祉サービス療養介護情報>
<公費受給者番号>1234567</公費受給者番号>
7

19_障害者福祉
<被保険者証の記号及び番号>社保</被保険者証の記号及び番号>
<保険者番号>12345678</保険者番号>
<食費負担限度額>640</食費負担限度額>
<施設平均単位数>857</施設平均単位数>
<月額平均医療費額>547311</月額平均医療費額>
<療養医療食事負担額>14880</療養医療食事負担額>
<療養医療月額負担上限額>0</療養医療月額負担上限額>
</障害福祉サービス療養介護情報>
<高額障害福祉サービス等給付費情報>
<高額障害福祉サービス対象者区分>1</高額障害福祉サービス対象者区分>
<高額障害福祉サービス対象有効期間開始日>20180401</高額障害福祉サービス対象有効期間開始日>
<高額障害福祉サービス対象有効期間終了日>20190331</高額障害福祉サービス対象有効期間終了日>
</高額障害福祉サービス等給付費情報>
</_19_障害者福祉_6_障害福祉サービス申請決定ファイル>

1.7 障害福祉サービス申請決定サービスファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_7_障害福祉サービス申請決定サービスファイル>
<識別番号>1234567890</識別番号>
<申請通番>1</申請通番>
<障害福祉サービス種類>111000</障害福祉サービス種類>
<決定支給期間開始日>20120401</決定支給期間開始日>
<決定支給期間終了日>20130331</決定支給期間終了日>
<決定支給量>10.5</決定支給量>
<決定障害区分>1</決定障害区分>
<決定居宅介護 1 回利用時間>1.5</決定居宅介護 1 回利用時間>
<決定移動介護加算時間>10</決定移動介護加算時間>
<決定二人介護承認>0</決定二人介護承認>
<決定共同生活介護利用型>0</決定共同生活介護利用型>
<決定経過的居宅介護利用型>0</決定経過的居宅介護利用型>
<決定短期入所医療型>1</決定短期入所医療型>
<決定重度訪問介護加算>1</決定重度訪問介護加算>
<決定重度障害者支援加算>1</決定重度障害者支援加算>
<決定自立生活支援加算>0</決定自立生活支援加算>
<決定受託居宅介護費>0</決定受託居宅介護費>
<決定精神退院支援加算>0</決定精神退院支援加算>
<決定視覚障害>0</決定視覚障害>
<決定雇用有無>0</決定雇用有無>
<決定在宅利用>0</決定在宅利用>
<決定障害基礎年金 1 級受給者>0</決定障害基礎年金 1 級受給者>
<決定施設加算区分>01</決定施設加算区分>
<決定自活訓練開始年月>201204</決定自活訓練開始年月>
<決定自活訓練終了年月>201303</決定自活訓練終了年月>
<決定特別重度支援加算>1</決定特別重度支援加算>
<決定重度障害者支援加算強度>1</決定重度障害者支援加算強度>
<決定長期入院対象者>0</決定長期入院対象者>
<決定重複減算>1</決定重複減算>
<決定児童移行者区分>1</決定児童移行者区分>
<決定児童移行者加算区分>1</決定児童移行者加算区分>
<取消日>20130130</取消日>
<取消理由>サービスを取消したため</取消理由>
</_19_障害者福祉_7_障害福祉サービス申請決定サービスファイル>

1.8 障害福祉サービス管理事業者ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_8_障害福祉サービス管理事業者ファイル>
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<識別番号>1234567890</識別番号>
<管理事業者区分>1</管理事業者区分>
<事業者コード>00001</事業者コード>
<開始日>20120401</開始日>
<終了日>20120401</終了日>
<備考>管理業者備考</備考>
</_19_障害者福祉_8_障害福祉サービス管理事業者ファイル>

1.9 障害福祉サービスモニタリングファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_9_障害福祉サービスモニタリングファイル>
<識別番号>1234567890</識別番号>
<モニタリング年月>201204</モニタリング年月>
<事業者コード>00001</事業者コード>
<実施年月日>20120401</実施年月日>
<利用計画案作成有無>0</利用計画案作成有無>
<モニタリング備考>契約時備考</モニタリング備考>
</_19_障害者福祉_9_障害福祉サービスモニタリングファイル>

1.10 障害福祉サービス契約ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_10_障害福祉サービス契約ファイル>
<識別番号>1234567890</識別番号>
<障害福祉サービス種類>111000</障害福祉サービス種類>
<事業者コード>00001</事業者コード>
<契約開始日>20120401</契約開始日>
<契約終了日>20120401</契約終了日>
<契約支給量>10.5</契約支給量>
<契約備考>契約時備考</契約備考>
</_19_障害者福祉_10_障害福祉サービス契約ファイル>

1.11 障害福祉サービス請求基本ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_11_障害福祉サービス請求基本ファイル>
<交換情報識別番号>E751</交換情報識別番号>
<入力識別番号>J121</入力識別番号>
<レコード種別コード>01</レコード種別コード>
<給付実績情報作成区分コード>0</給付実績情報作成区分コード>
<給付実績区分コード>0</給付実績区分コード>
<整理番号>0000000000</整理番号>
<サービス提供年月>201107</サービス提供年月>
<市町村番号>999999</市町村番号>
<事業所番号>1234567890</事業所番号>
<受給者証番号>1111111111</受給者証番号>
<助成自治体番号>999999</助成自治体番号>
<支給決定者氏名カナ>ｻﾄｳ ﾀﾛｳ</支給決定者氏名カナ>
<支給決定児童氏名カナ>ｻﾄｳ ｼﾞﾛｳ</支給決定児童氏名カナ>
<地域区分コード>05</地域区分コード>
<就労継続支援 A 型事業者負担減免措置実施>1</就労継続支援 A 型事業者負担減免措置実施>
<利用者負担上限月額 1>0</利用者負担上限月額 1>
<就労継続支援 A 型減免対象者>1</就労継続支援 A 型減免対象者>
<障害支援区分コード>23</障害支援区分コード>
<上限額管理事業所指定事業所番号>1234567890</上限額管理事業所指定事業所番号>
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<上限額管理事業管理結果>1</上限額管理事業管理結果>
<上限額管理事業管理結果額>0</上限額管理事業管理結果額>
<日中支援加算欄指定事業所番号>1111111111</日中支援加算欄指定事業所番号>
<日中支援加算欄当該事業所への通所日数>0</日中支援加算欄当該事業所への通所日数>
<請求額集計欄合計給付単位数>2164</請求額集計欄合計給付単位数>
<請求額集計欄合計総費用額>21640</請求額集計欄合計総費用額>
<請求額集計欄合計上限月額調整 12 の内少ない数>0</請求額集計欄合計上限月額調整 12 の内少ない数>
<請求額集計欄合計 A 型減免事業者減免額>0</請求額集計欄合計 A 型減免事業者減免額>
<請求額集計欄合計 A 型減免減免後利用者負担額>0</請求額集計欄合計 A 型減免減免後利用者負担額>
<請求額集計欄合計調整後利用者負担額>0</請求額集計欄合計調整後利用者負担額>
<請求額集計欄合計上限額管理後利用者負担額>0</請求額集計欄合計上限額管理後利用者負担額>
<請求額集計欄合計決定利用者負担額>0</請求額集計欄合計決定利用者負担額>
<請求額集計欄合計請求額給付費>21640</請求額集計欄合計請求額給付費>
<請求額集計欄合計請求額高額障害福祉サービス費>0</請求額集計欄合計請求額高額障害福祉サービス費>
<請求額集計欄合計請求額特別対策費>0</請求額集計欄合計請求額特別対策費>
<請求額集計欄合計自治体助成分請求額>0</請求額集計欄合計自治体助成分請求額>
<特定障害者特別給付費合計算定日額>403</特定障害者特別給付費合計算定日額>
<特定障害者特別給付費合計日数>31</特定障害者特別給付費合計日数>
<特定障害者特別給付費合計給付費請求額>12493</特定障害者特別給付費合計給付費請求額>
<特定障害者特別給付費合計実費算定額>58900</特定障害者特別給付費合計実費算定額>
<受付年月>201111</受付年月>
<点検結果>1</点検結果>
</_19_障害者福祉_11_障害福祉サービス請求基本ファイル>

1.12 障害福祉サービス請求日数ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_12_障害福祉サービス請求日数ファイル>
<交換情報識別番号>E751</交換情報識別番号>
<入力識別番号>J121</入力識別番号>
<レコード種別コード>02</レコード種別コード>
<整理番号>0000000000</整理番号>
<サービス提供年月>201107</サービス提供年月>
<市町村番号>999999</市町村番号>
<事業所番号>1234567890</事業所番号>
<受給者証番号>1234567890</受給者証番号>
<サービス種類コード>24</サービス種類コード>
<サービス開始日等開始日>20110722</サービス開始日等開始日>
<サービス開始日等終了日>20110724</サービス開始日等終了日>
<サービス開始日等利用日数>0</サービス開始日等利用日数>
<サービス開始日等入院日数>0</サービス開始日等入院日数>
<サービス開始日等外泊日数>0</サービス開始日等外泊日数>
<受付年月>201111</受付年月>
<点検結果>1</点検結果>
</_19_障害者福祉_12_障害福祉サービス請求日数ファイル>

1.13 障害福祉サービス請求明細ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_13_障害福祉サービス請求明細ファイル>
<交換情報識別番号>E751</交換情報識別番号>
<入力識別番号>J121</入力識別番号>
<レコード種別コード>03</レコード種別コード>
<整理番号>0000000000</整理番号>
<サービス提供年月>201107</サービス提供年月>
<市町村番号>999999</市町村番号>
<事業所番号>1234567890</事業所番号>
<受給者証番号>1234567890</受給者証番号>
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<サービスコード>241113</サービスコード>
<単位数>624</単位数>
<回数>3</回数>
<サービス単位数>1872</サービス単位数>
<摘要>７夜間増</摘要>
<受付年月>201111</受付年月>
<点検結果>2</点検結果>
</_19_障害者福祉_13_障害福祉サービス請求明細ファイル>

1.14 障害福祉サービス請求集計ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_14_障害福祉サービス請求集計ファイル>
<交換情報識別番号>E751</交換情報識別番号>
<入力識別番号>J121</入力識別番号>
<レコード種別コード>04</レコード種別コード>
<整理番号>0000000000</整理番号>
<サービス提供年月>201107</サービス提供年月>
<市町村番号>999999</市町村番号>
<事業所番号>1234567890</事業所番号>
<受給者証番号>1234567890</受給者証番号>
<サービス種類コード>24</サービス種類コード>
<請求額集計欄集計欄分類番号>1</請求額集計欄集計欄分類番号>
<請求額集計欄サービス利用日数>3</請求額集計欄サービス利用日数>
<請求額集計欄給付単位数>2164</請求額集計欄給付単位数>
<請求額集計欄単位数単価>8500</請求額集計欄単位数単価>
<請求額集計欄給付率>0</請求額集計欄給付率>
<請求額集計欄総費用額>21640</請求額集計欄総費用額>
<請求額集計欄給付率に基づく請求額>19476</請求額集計欄給付率に基づく請求額>
<請求額集計欄給付率に基づく利用者負担額 2>2164</請求額集計欄給付率に基づく利用者負担額 2>
<請求額集計欄上限月額調整_12 の内少ない数>9150</請求額集計欄上限月額調整_12 の内少ない数>
<請求額集計欄 A 型減免事業者減免額>0</請求額集計欄 A 型減免事業者減免額>
<請求額集計欄 A 型減免減免後利用者負担額>0</請求額集計欄 A 型減免減免後利用者負担額>
<請求額集計欄調整後利用者負担額>0</請求額集計欄調整後利用者負担額>
<請求額集計欄上限額管理後利用者負担額>9150</請求額集計欄上限額管理後利用者負担額>
<請求額集計欄決定利用者負担額>21640</請求額集計欄決定利用者負担額>
<請求額集計欄請求額給付費>0</請求額集計欄請求額給付費>
<請求額集計欄請求額高額障害福祉サービス費>0</請求額集計欄請求額高額障害福祉サービス費>
<請求額集計欄請求額特別対策費>0</請求額集計欄請求額特別対策費>
<請求額集計欄自治体助成分請求額>0</請求額集計欄自治体助成分請求額>
<特定障害者特別給付費算定日額>403</特定障害者特別給付費算定日額>
<特定障害者特別給付費日数>31</特定障害者特別給付費日数>
<特定障害者特別給付費給付費請求額>12493</特定障害者特別給付費給付費請求額>
<特定障害者特別給付費実費算定額>58900</特定障害者特別給付費実費算定額>
<利用日数管理票対象期間_開始>201110</利用日数管理票対象期間_開始>
<利用日数管理票対象期間_終了>201112</利用日数管理票対象期間_終了>
<利用日数管理票当月の利用日数>23</利用日数管理票当月の利用日数>
<利用日数管理票原則日数の総和>68</利用日数管理票原則日数の総和>
<受付年月>201111</受付年月>
<点検結果>1</点検結果>
</_19_障害者福祉_14_障害福祉サービス請求集計ファイル>

1.15 障害福祉サービス請求サービス利用計画ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_15_障害福祉サービス請求サービス利用計画ファイル>
<交換情報識別番号>E751</交換情報識別番号>
<入力識別番号>J311</入力識別番号>
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<レコード種別コード>02</レコード種別コード>
<サービス提供年月>200804</サービス提供年月>
<市町村番号>999999</市町村番号>
<事業所番号>1234567890</事業所番号>
<項番>1</項番>
<受給者証番号>9999999999</受給者証番号>
<支給決定者氏名カナ>ｻｲﾄｳ ﾀﾛｳ</支給決定者氏名カナ>
<支給決定児童氏名カナ>ｻｲﾄｳ ｲﾁﾛｳ</支給決定児童氏名カナ>
<モニタリング日>20080425</モニタリング日>
<請求額計算欄サービスコード>520000</請求額計算欄サービスコード>
<請求額計算欄単位数>850</請求額計算欄単位数>
<請求額計算欄請求額>8500</請求額計算欄請求額>
<単位数単価>10</単位数単価>
<受付年月>200806</受付年月>
<点検結果>1</点検結果>
</_19_障害者福祉_15_障害福祉サービス請求サービス利用計画ファイル>

1.16 障害福祉サービス請求サービス利用計画明細ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_16_障害福祉サービス請求サービス利用計画明細ファイル>
<交換情報識別番号>E751</交換情報識別番号>
<入力識別番号>J312</入力識別番号>
<レコード種別コード>03</レコード種別コード>
<サービス提供年月>200804</サービス提供年月>
<市町村番号>999999</市町村番号>
<事業所番号>1234567890</事業所番号>
<受給者証番号>9999999999</受給者証番号>
<サービスコード>511111</サービスコード>
<単位数>999</単位数>
<回数>10</回数>
<サービス単位数>9990</サービス単位数>
<摘要>摘要</摘要>
<受付年月>200806</受付年月>
<点検結果>1</点検結果>
</_19_障害者福祉_16_障害福祉サービス請求サービス利用計画明細ファイル>

1.17 障害福祉サービス実績記録基本ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_17_障害福祉サービス実績記録基本ファイル>
<交換情報識別番号>E751</交換情報識別番号>
<入力識別番号>J611</入力識別番号>
<レコード種別コード>01</レコード種別コード>
<サービス提供年月>200907</サービス提供年月>
<市町村番号>999999</市町村番号>
<事業所番号>1234567890</事業所番号>
<受給者証番号>1234567890</受給者証番号>
<様式種別番号>0801</様式種別番号>
<補足給付関係情報補足給付適用の有無>2</補足給付関係情報補足給付適用の有無>
<補足給付関係情報補足給付額円_日>376</補足給付関係情報補足給付額円_日>
<補足給付関係情報食費の単価朝食円_日>275</補足給付関係情報食費の単価朝食円_日>
<補足給付関係情報食費の単価昼食円_日>650</補足給付関係情報食費の単価昼食円_日>
<補足給付関係情報食費の単価夜食円_日>416</補足給付関係情報食費の単価夜食円_日>
<補足給付関係情報食費の単価一日円_日>1370</補足給付関係情報食費の単価一日円_日>
<補足給付関係情報光熱水費の単価一日円_日>500</補足給付関係情報光熱水費の単価一日円_日>
<補足給付関係情報光熱水費の単価一月円_月>10000</補足給付関係情報光熱水費の単価一月円_月>
<合計 1 身体介護_行動援護_重度訪問内訳 100>125</合計 1 身体介護_行動援護_重度訪問内訳 100>
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<合計 1 身体介護_行動援護_重度訪問内訳 70>0</合計 1 身体介護_行動援護_重度訪問内訳 70>
<合計 1 身体介護_行動援護_重度訪問内訳重訪>0</合計 1 身体介護_行動援護_重度訪問内訳重訪>
<合計 1 身体介護_行動援護_重度訪問合計算定時間数計>125</合計 1 身体介護_行動援護_重度訪問合計算定時
間数計>
<合計 2 通院介護伴う同行援護伴う内訳 100>0</合計 2 通院介護伴う同行援護伴う内訳 100>
<合計 2 通院介護伴う同行援護伴う内訳 70>0</合計 2 通院介護伴う同行援護伴う内訳 70>
<合計 2 通院介護伴う同行援護伴う内訳重訪>3</合計 2 通院介護伴う同行援護伴う内訳重訪>
<合計 2 通院介護伴う同行援護伴う合計算定時間数計>7</合計 2 通院介護伴う同行援護伴う合計算定時間数計>
<合計 3 家事援助内訳 100>0</合計 3 家事援助内訳 100>
<合計 3 家事援助内訳 90>7</合計 3 家事援助内訳 90>
<合計 3 家事援助合計算定時間数計>7</合計 3 家事援助合計算定時間数計>
<合計 4 通院介護伴ず行動援護伴ず内訳 100>0</合計 4 通院介護伴ず行動援護伴ず内訳 100>
<合計 4 通院介護伴ず行動援護伴ず内訳 90>7</合計 4 通院介護伴ず行動援護伴ず内訳 90>
<合計 4 通院介護伴ず行動援護伴ず合計算定時間数計>0</合計 4 通院介護伴ず行動援護伴ず合計算定時間数計>
<合計 5 通院等乗降介助行動援護伴ず内訳 100>0</合計 5 通院等乗降介助行動援護伴ず内訳 100>
<合計 5 通院等乗降介助行動援護伴ず内訳 90>11</合計 5 通院等乗降介助行動援護伴ず内訳 90>
<合計 5 通院等乗降介助行動援護伴ず合計算定回数計>0</合計 5 通院等乗降介助行動援護伴ず合計算定回数計>
<提供実績の合計算定移動介護分>0</提供実績の合計算定移動介護分>
<提供実績の合計実績送迎加算回>0</提供実績の合計実績送迎加算回>
<提供実績の合計実績家庭連携加算回サービス提供回数>0</提供実績の合計実績家庭連携加算回サービス提供
回数>
<提供実績の合計実績家庭連携加算回算定回数>0</提供実績の合計実績家庭連携加算回算定回数>
<提供実績の合計合計算定日数日>0</提供実績の合計合計算定日数日>
<提供実績の合計夜間支援体制加算回>1</提供実績の合計夜間支援体制加算回>
<提供実績の合計日中支援加算回サービス提供回数>2</提供実績の合計日中支援加算回サービス提供回数>
<提供実績の合計日中支援加算回算定回数>3</提供実績の合計日中支援加算回算定回数>
<提供実績の合計通所型回>4</提供実績の合計通所型回>
<提供実績の合計訪問型 1 時間未満回>5</提供実績の合計訪問型 1 時間未満回>
<提供実績の合計訪問型 1 時間以上回>6</提供実績の合計訪問型 1 時間以上回>
<提供実績の合計短期滞在加算回>7</提供実績の合計短期滞在加算回>
<提供実績の合計食事提供加算回>8</提供実績の合計食事提供加算回>
<提供実績の合計入院_外泊時加算回>9</提供実績の合計入院_外泊時加算回>
<提供実績の合計入院時支援特別加算回サービス提供回数>10</提供実績の合計入院時支援特別加算回サービ
ス提供回数>
<提供実績の合計入院時支援特別加算回算定回数/>
<提供実績の合計自立生活支援加算回/>
<提供実績の合計自活訓練加算回/>
<提供実績の合計訪問支援特別加算回サービス提供回数/>
<提供実績の合計訪問支援特別加算回算定回数/>
<提供実績の合計施設外支援当月日/>
<提供実績の合計施設外支援累計日_180 日/>
<提供実績の合計帰宅時支援加算回サービス提供回数/>
<提供実績の合計帰宅時支援加算回算定回数/>
<実費算定の合計朝食回>22</実費算定の合計朝食回>
<実費算定の合計昼食回>22</実費算定の合計昼食回>
<実費算定の合計夕食回>22</実費算定の合計夕食回>
<実費算定の合計光熱水費回>31</実費算定の合計光熱水費回>
<実費算定の合計各小計食事円>31900</実費算定の合計各小計食事円>
<実費算定の合計各小計光熱水費円>13920</実費算定の合計各小計光熱水費円>
<実費算定の合計実費合計額円>45820</実費算定の合計実費合計額円>
<入院時特別支援加算利用開始日日>20110201</入院時特別支援加算利用開始日日>
<入院時特別支援加算 30 日目日>20110201</入院時特別支援加算 30 日目日>
<入院時特別支援加算当月算定日数日>22</入院時特別支援加算当月算定日数日>
<退所時特別支援加算入所中算定日日>20110201</退所時特別支援加算入所中算定日日>
<退所時特別支援加算退所日日>20110201</退所時特別支援加算退所日日>
<退所時特別支援加算退所後算定日日>20110201</退所時特別支援加算退所後算定日日>
<初期加算利用開始日日>20110201</初期加算利用開始日日>
<初期加算 30 日目日>20110201</初期加算 30 日目日>
<初期加算当月算定日数日>22</初期加算当月算定日数日>
<地域移行加算入所中算定日数日>20110201</地域移行加算入所中算定日数日>
<地域移行加算退所日日>20110201</地域移行加算退所日日>
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<地域移行加算退所後算定日日>20110201</地域移行加算退所後算定日日>
<重度包括実績単位数単位>22</重度包括実績単位数単位>
<重度包括実績割合>132</重度包括実績割合>
<重度包括支給決定量単位>13</重度包括支給決定量単位>
<重度包括報酬請求額円>12345</重度包括報酬請求額円>
<重度包括利用者負担上限月額円>234</重度包括利用者負担上限月額円>
<重度包括利用者負担額円>1500</重度包括利用者負担額円>
<重度包括共同生活介護合計日数>22</重度包括共同生活介護合計日数>
<重度包括短期入所合計日数>22</重度包括短期入所合計日数>
<重度包括その他サービス合計時間数>123</重度包括その他サービス合計時間数>
<重度包括当該月の日数>22</重度包括当該月の日数>
<重度包括サービス担当者会議開催日>20110201</重度包括サービス担当者会議開催日>
<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 1 時間帯早朝>10</重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 1 時間帯早朝>
<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 1 時間帯日中>10</重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 1 時間帯日中>
<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 1 時間帯夜間>10</重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 1 時間帯夜間>
<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 1 時間帯深夜>10</重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 1 時間帯深夜>
<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 2 時間帯早朝>10</重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 2 時間帯早朝>
<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 2 時間帯日中>10</重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 2 時間帯日中>
<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 2 時間帯夜間>10</重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 2 時間帯夜間>
<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 2 時間帯深夜>10</重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 2 時間帯深夜>
<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 3 時間帯早朝>10</重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 3 時間帯早朝>
<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 3 時間帯日中>10</重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 3 時間帯日中>
<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 3 時間帯夜間>10</重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 3 時間帯夜間>
<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 3 時間帯深夜>10</重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 3 時間帯深夜>
<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 4 時間帯早朝>10</重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 4 時間帯早朝>
<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 4 時間帯日中>10</重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 4 時間帯日中>
<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 4 時間帯夜間>10</重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 4 時間帯夜間>
<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 4 時間帯深夜>10</重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 4 時間帯深夜>
<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 5 時間帯早朝>10</重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 5 時間帯早朝>
<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 5 時間帯日中>10</重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 5 時間帯日中>
<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 5 時間帯夜間>10</重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 5 時間帯夜間>
<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 5 時間帯深夜>10</重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 5 時間帯深夜>
<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 6 時間帯早朝>10</重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 6 時間帯早朝>
<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 6 時間帯日中>10</重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 6 時間帯日中>
<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 6 時間帯夜間>10</重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 6 時間帯夜間>
<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 6 時間帯深夜>10</重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 6 時間帯深夜>
<施設種類/>
<提供実績の合計 2_緊急時対応加算回数>5</提供実績の合計 2_緊急時対応加算回数>
<提供実績の合計 2_初回加算回数>5</提供実績の合計 2_初回加算回数>
<提供実績の合計 2_福祉専門職員等連携加算回数>5</提供実績の合計 2_福祉専門職員等連携加算回数>
<提供実績の合計 2_行動障害支援連携加算回数>5</提供実績の合計 2_行動障害支援連携加算回数>
<提供実績の合計 2_行動障害支援指導連携加算回数>5</提供実績の合計 2_行動障害支援指導連携加算回数>
<提供実績の合計 2_医療連携体制加算回数>5</提供実績の合計 2_医療連携体制加算回数>
<提供実績の合計 2_緊急短期入所受入加算回数>5</提供実績の合計 2_緊急短期入所受入加算回数>
<提供実績の合計 2_単独型加算回数>5</提供実績の合計 2_単独型加算回数>
<提供実績の合計 2_重度障害者支援加算回数>5</提供実績の合計 2_重度障害者支援加算回数>
<提供実績の合計 2_事業所内相談支援加算回数/>
<提供実績の合計 2_同行支援回数>5</提供実績の合計 2_同行支援回数>
<提供実績の合計 2_特別地域加算回数>5</提供実績の合計 2_特別地域加算回数>
<提供実績の合計 2_低所得者利用加算回数>5</提供実績の合計 2_低所得者利用加算回数>
<提供実績の合計 2_体験利用支援加算回数>5</提供実績の合計 2_体験利用支援加算回数>
<提供実績の合計 2_定員超過特例加算回数>5</提供実績の合計 2_定員超過特例加算回数>
<提供実績の合計 2_通勤訓練加算回数>5</提供実績の合計 2_通勤訓練加算回数>
<提供実績の合計 2_地域移行加算回数>5</提供実績の合計 2_地域移行加算回数>
<提供実績の合計 2_体験宿泊支援加算回数>5</提供実績の合計 2_体験宿泊支援加算回数>
<提供実績の合計 2_住居外利用日数>5</提供実績の合計 2_住居外利用日数>
<合計 1_内訳_生活援助/>
<合計 2_内訳_90>9950</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/>
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<合計 5_内訳_生活援助/>
<重度包括_共同生活援助合計単位数>5</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>5</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>5</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/>
<保育教育等移行支援加算_移行後算定日/>
<通所施設移行支援加算_移行日/>
<通所施設移行支援加算_算定日/>
<受付年月>201106</受付年月>
<点検結果>1</点検結果>
</_19_障害者福祉_17_障害福祉サービス実績記録基本ファイル>

1.18 障害福祉サービス実績記録明細ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_18_障害福祉サービス実績記録明細ファイル>
<交換情報識別番号>E751</交換情報識別番号>
<入力識別番号>J611</入力識別番号>
<レコード種別コード>02</レコード種別コード>
<サービス提供年月>201010</サービス提供年月>
<市町村番号>999999</市町村番号>
<事業所番号>9999999999</事業所番号>
<受給者証番号>1111111111</受給者証番号>
<様式種別番号>1801</様式種別番号>
<提供通番>0</提供通番>
<日付>1</日付>
<サービス提供回数>0</サービス提供回数>
<サービス内容>111000</サービス内容>
<ヘルパー資格>11</ヘルパー資格>
<運転フラグ>0</運転フラグ>
<開始時間>1700</開始時間>
<終了時間>1800</終了時間>
<算定時間数>1</算定時間数>
<乗降回数>0</乗降回数>
<移動>5</移動>
<派遣人数>1</派遣人数>
<前月からの継続サービス>1</前月からの継続サービス>
<送迎加算往>12</送迎加算往>
<送迎加算復>22</送迎加算復>
<家庭連携加算サービス提供時間数>150</家庭連携加算サービス提供時間数>
<家庭連携加算算定時間数>2</家庭連携加算算定時間数>
<自活訓練加算>1</自活訓練加算>
<短期滞在加算>1</短期滞在加算>
<訪問支援特別加算サービス提供時間数>120</訪問支援特別加算サービス提供時間数>
<訪問支援特別加算算定時間数>2</訪問支援特別加算算定時間数>
<施設外支援>1</施設外支援>
<退所時特別支援加算>1</退所時特別支援加算>
<地域移行加算>1</地域移行加算>
<食事提供加算>1</食事提供加算>
<入院_外泊時加算>1</入院_外泊時加算>
<提供形態>1</提供形態>
<備考>備考</備考>
<サービス提供の状況>3</サービス提供の状況>
<夜間支援体制加算>1</夜間支援体制加算>
<入院時支援特別加算サービス提供回数>1</入院時支援特別加算サービス提供回数>
<入院時支援特別加算算定回数>3</入院時支援特別加算算定回数>
<帰宅時支援加算サービス提供回数>1</帰宅時支援加算サービス提供回数>
<帰宅時支援加算算定回数>5</帰宅時支援加算算定回数>
<自立生活支援加算>1</自立生活支援加算>
<日中支援加算サービス提供回数>1</日中支援加算サービス提供回数>
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<日中支援加算算定回数>2</日中支援加算算定回数>
<算定日数>1</算定日数>
<自立訓練訪問型時間数>3</自立訓練訪問型時間数>
<実費算定朝食>1</実費算定朝食>
<実費算定昼食>1</実費算定昼食>
<実費算定夕食>1</実費算定夕食>
<実費算定光熱水費>1</実費算定光熱水費>
<重度包括適用単価>350</重度包括適用単価>
<重度包括基本単位数>320</重度包括基本単位数>
<重度包括加算>1</重度包括加算>
<重度包括加算後単位数>0</重度包括加算後単位数>
<重度包括単位数>0</重度包括単位数>
<重度包括 1 日計>0</重度包括 1 日計>
<重度訪問様式 3_21 時間 13 時間>1</重度訪問様式 3_21 時間 13 時間>
<重度訪問様式 3_22 時間 14 時間>2</重度訪問様式 3_22 時間 14 時間>
<重度訪問様式 3_23 時間 15 時間>3</重度訪問様式 3_23 時間 15 時間>
<重度訪問様式 3_24 時間 16 時間>1</重度訪問様式 3_24 時間 16 時間>
<重度訪問様式 3_25 時間 17 時間>2</重度訪問様式 3_25 時間 17 時間>
<重度訪問様式 3_26 時間 18 時間>3</重度訪問様式 3_26 時間 18 時間>
<重度訪問様式 3_27 時間 19 時間>1</重度訪問様式 3_27 時間 19 時間>
<重度訪問様式 3_28 時間 20 時間>2</重度訪問様式 3_28 時間 20 時間>
<重度訪問様式 3_29 時間 21 時間>3</重度訪問様式 3_29 時間 21 時間>
<重度訪問様式 3_210 時間 22 時間>1</重度訪問様式 3_210 時間 22 時間>
<重度訪問様式 3_211 時間 23 時間>2</重度訪問様式 3_211 時間 23 時間>
<重度訪問様式 3_212 時間 24 時間>3</重度訪問様式 3_212 時間 24 時間>
<緊急時対応加算>1</緊急時対応加算>
<初回加算>1</初回加算>
<福祉専門職員等連携加算>1</福祉専門職員等連携加算>
<行動障害支援連携加算>1</行動障害支援連携加算>
<行動障害支援指導連携加算>1</行動障害支援指導連携加算>
<医療連携体制加算>2</医療連携体制加算>
<緊急短期入所受入加算>1</緊急短期入所受入加算>
<単独型加算>1</単独型加算>
<重度障害者支援加算>1</重度障害者支援加算>
<事業所内相談支援加算/>
<利用人数>3</利用人数>
<同行支援>1</同行支援>
<特別地域加算>1</特別地域加算>
<低所得者利用加算>1</低所得者利用加算>
<体験利用支援加算>2</体験利用支援加算>
<定員超過特例加算>2</定員超過特例加算>
<通勤訓練加算>0</通勤訓練加算>
<体験宿泊支援加算>1</体験宿泊支援加算>
<住居外利用>1</住居外利用>
<受付年月>201111</受付年月>
<点検結果>1</点検結果>
</_19_障害者福祉_18_障害福祉サービス実績記録明細ファイル>

1.19 障害福祉サービス上限管理結果ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_19_障害福祉サービス上限管理結果ファイル>
<交換情報識別番号>E751</交換情報識別番号>
<入力識別番号>J411</入力識別番号>
<レコード種別コード>01</レコード種別コード>
<サービス提供年月>200804</サービス提供年月>
<上限額管理結果票情報作成区分コード>1</上限額管理結果票情報作成区分コード>
<市町村番号>999999</市町村番号>
<上限管理事業所番号>1234567890</上限管理事業所番号>
<受給者証番号>9999999999</受給者証番号>
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<支給決定者氏名カナ>ｻｲﾄｳ ﾀﾛｳ</支給決定者氏名カナ>
<支給決定児童氏名カナ>ｻｲﾄｳ ｲﾁﾛｳ</支給決定児童氏名カナ>
<利用者負担上限月額>37200</利用者負担上限月額>
<利用者負担上限額結果>1</利用者負担上限額結果>
<合計_総費用額>80000</合計_総費用額>
<合計_利用者負担額>37200</合計_利用者負担額>
<合計_管理結果後利用者負担額>37200</合計_管理結果後利用者負担額>
<受付年月>200806</受付年月>
<点検結果>1</点検結果>
</_19_障害者福祉_19_障害福祉サービス上限管理結果ファイル>

1.20 障害福祉サービス上限管理結果明細ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_20_障害福祉サービス上限管理結果明細ファイル>
<交換情報識別番号>E751</交換情報識別番号>
<入力識別番号>J421</入力識別番号>
<レコード種別コード>02</レコード種別コード>
<サービス提供年月>200804</サービス提供年月>
<市町村番号>999999</市町村番号>
<上限管理事業所番号>1234567890</上限管理事業所番号>
<受給者証番号>9999999999</受給者証番号>
<項番>1</項番>
<事業所番号>1234567890</事業所番号>
<総費用額>80000</総費用額>
<利用者負担額>37200</利用者負担額>
<管理結果後利用者負担額>37200</管理結果後利用者負担額>
<上限管理対象受給者証番号>9999999999</上限管理対象受給者証番号>
<上限管理対象氏名カナ>ｻｲﾄｳ ｲﾁﾛｳ</上限管理対象氏名カナ>
<受付年月>200806</受付年月>
<点検結果>1</点検結果>
</_19_障害者福祉_20_障害福祉サービス上限管理結果明細ファイル>

1.21 障害児支援申請決定ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_21_障害児支援申請決定ファイル>
<識別番号>1234567890</識別番号>
<申請通番>1</申請通番>
<障害児支援申請情報>
<申請区分>1</申請区分>
<申請日>20120401</申請日>
<障害種別身体>1</障害種別身体>
<障害種別知的>0</障害種別知的>
<障害種別精神>0</障害種別精神>
<障害種別児童>0</障害種別児童>
<障害種別難病>0</障害種別難病>
<障害疾病コード>001</障害疾病コード>
<申請備考>障害児支援申請時の備考</申請備考>
</障害児支援申請情報>
<障害児支援決定情報>
<決定区分>1</決定区分>
<決定日>20120401</決定日>
<決定備考>障害児支援決定備考</決定備考>
<決定法区分>11</決定法区分>
<受給者証番号>1234560000</受給者証番号>
<決定特別地域加算>0</決定特別地域加算>
<決定地域移行支援体制強化加算>0</決定地域移行支援体制強化加算>
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<決定多子軽減区分>1</決定多子軽減区分>
<無償化対象区分>1</無償化対象区分>
<無償化対象有効期間開始日>20191001</無償化対象有効期間開始日>
<無償化対象有効期間終了日>20220331</無償化対象有効期間終了日>
<決定予備欄 1>受給者証四予備欄</決定予備欄 1>
<決定予備欄 2>受給者証三予備欄</決定予備欄 2>
<決定計画予備欄>受給者証計画予備欄</決定計画予備欄>
<決定利用者予備欄>受給者証利用者負担額予備欄</決定利用者予備欄>
<決定利用者特記事項通知書>支給決定通知書特記事項欄</決定利用者特記事項通知書>
<生保防止有無>0</生保防止有無>
<法 21 条給付適用有無>0</法 21 条給付適用有無>
<法 21 条給付適用率>0</法 21 条給付適用率>
<法 21 条給付有効期間開始日>20120401</法 21 条給付有効期間開始日>
<法 21 条給付有効期間終了日>20120401</法 21 条給付有効期間終了日>
<独自助成対象者区分>0</独自助成対象者区分>
<モニタリング期間>毎月１回</モニタリング期間>
<セルフプラン有無>0</セルフプラン有無>
<ケアプラン有無>0</ケアプラン有無>
</障害児支援決定情報>
<利用者負担額情報>
<適用期間開始調整>20120401</適用期間開始調整>
<適用期間終了調整>20130630</適用期間終了調整>
<上限管理区分>0</上限管理区分>
<食事提供対象者有無>1</食事提供対象者有無>
<所得区分>01</所得区分>
<月額負担上限額>0</月額負担上限額>
</利用者負担額情報>
<税情報>
<年金以外所得金額>461180</年金以外所得金額>
<障害基礎年金 1 級>0</障害基礎年金 1 級>
<障害基礎年金 2 級>792096</障害基礎年金 2 級>
<障害厚生年金 1 級>0</障害厚生年金 1 級>
<障害厚生年金その他>0</障害厚生年金その他>
<障害共済年金>0</障害共済年金>
<特別障害給付金>0</特別障害給付金>
<労災による年金>0</労災による年金>
<遺族基礎年金>0</遺族基礎年金>
<遺族厚生年金>0</遺族厚生年金>
<遺族共済年金>0</遺族共済年金>
<老齢年金>0</老齢年金>
<特別障害者手当>0</特別障害者手当>
<障害児福祉手当>0</障害児福祉手当>
<経過的福祉手当>0</経過的福祉手当>
<特別児童扶養手当>0</特別児童扶養手当>
<工賃就労収入>0</工賃就労収入>
<その他稼得収入>0</その他稼得収入>
<不動産収入>0</不動産収入>
<公共団体手当>0</公共団体手当>
<仕送り>0</仕送り>
<その他収入>0</その他収入>
<租税>0</租税>
<社会保険料>0</社会保険料>
<その他経費>0</その他経費>
</税情報>
<世帯員税情報>
<世帯員識別番号>1234567890</世帯員識別番号>
<世帯員氏名漢字>佐藤 太郎</世帯員氏名漢字>
<世帯員氏名カナ>サトウ タロウ</世帯員氏名カナ>
<世帯員生年月日>19600801</世帯員生年月日>
<世帯員続柄名>本人</世帯員続柄名>
<世帯員均等割額>3000</世帯員均等割額>
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<世帯員所得割額>2800</世帯員所得割額>
<世帯員合計所得金額>586095</世帯員合計所得金額>
</世帯員税情報>
<障害児支援発達支援医療情報>
<公費受給者番号>1234567</公費受給者番号>
<被保険者証の記号及び番号>社保</被保険者証の記号及び番号>
<保険者番号>12345678</保険者番号>
<食費負担限度額>640</食費負担限度額>
<施設平均単位数>857</施設平均単位数>
<月額平均医療費額>547211</月額平均医療費額>
<発達支援医療食事負担額>14880</発達支援医療食事負担額>
<発達支援医療月額負担上限額>0</発達支援医療月額負担上限額>
</障害児支援発達支援医療情報>
</_19_障害者福祉_21_障害児支援申請決定ファイル>

1.22 障害児支援申請決定サービスファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_22_障害児支援申請決定サービスファイル>
<識別番号>1234567890</識別番号>
<申請通番>1</申請通番>
<障害児支援種類>552000</障害児支援種類>
<決定支給期間開始日>20120401</決定支給期間開始日>
<決定支給期間終了日>20130321</決定支給期間終了日>
<決定支給量>10.5</決定支給量>
<決定難聴>0</決定難聴>
<決定重症心身障害>0</決定重症心身障害>
<決定人工内耳装用>0</決定人工内耳装用>
<決定肢体不自由>1</決定肢体不自由>
<取消日>20130130</取消日>
<取消理由>サービスを取消したため</取消理由>
</_19_障害者福祉_22_障害児支援申請決定サービスファイル>

1.23 障害児支援管理事業者ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_23_障害児支援管理事業者ファイル>
<識別番号>1234567890</識別番号>
<管理事業者区分>1</管理事業者区分>
<事業者コード>00001</事業者コード>
<開始日>20120401</開始日>
<終了日>20120401</終了日>
<備考>管理業者備考</備考>
</_19_障害者福祉_23_障害児支援管理事業者ファイル>

1.24 障害児支援モニタリングファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_24_障害児支援モニタリングファイル>
<識別番号>1234567890</識別番号>
<モニタリング年月>201204</モニタリング年月>
<事業者コード>00001</事業者コード>
<実施年月日>20120401</実施年月日>
<利用計画案作成有無>0</利用計画案作成有無>
<モニタリング備考>契約時備考</モニタリング備考>
</_19_障害者福祉_24_障害児支援モニタリングファイル>
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1.25 障害児支援契約ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_25_障害児支援契約ファイル>
<識別番号>1234567890</識別番号>
<障害児支援種類>552000</障害児支援種類>
<事業者コード>00001</事業者コード>
<契約開始日>20120401</契約開始日>
<契約終了日>20120401</契約終了日>
<契約支給量>10.5</契約支給量>
<契約備考>契約時備考</契約備考>
</_19_障害者福祉_25_障害児支援契約ファイル>

1.26 障害児支援請求基本ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_26_障害児支援請求基本ファイル>
<交換情報識別番号>B751</交換情報識別番号>
<入力識別番号>J121</入力識別番号>
<レコード種別コード>01</レコード種別コード>
<給付実績情報作成区分コード>0</給付実績情報作成区分コード>
<給付実績区分コード>0</給付実績区分コード>
<整理番号>0000000000</整理番号>
<サービス提供年月>201107</サービス提供年月>
<市町村番号>999999</市町村番号>
<事業所番号>1234567890</事業所番号>
<受給者証番号>1111111111</受給者証番号>
<助成自治体番号>999999</助成自治体番号>
<支給決定者氏名カナ>ｻﾄｳ ﾀﾛｳ</支給決定者氏名カナ>
<支給決定児童氏名カナ>ｻﾄｳ ｼﾞﾛｳ</支給決定児童氏名カナ>
<地域区分コード>05</地域区分コード>
<就労継続支援 A 型事業者負担減免措置実施/>
<利用者負担上限月額 1>0</利用者負担上限月額 1>
<就労継続支援 A 型減免対象者/>
<障害支援区分コード/>
<上限額管理事業所指定事業所番号>1234567890</上限額管理事業所指定事業所番号>
<上限額管理事業管理結果>1</上限額管理事業管理結果>
<上限額管理事業管理結果額>0</上限額管理事業管理結果額>
<日中支援加算欄指定事業所番号/>
<日中支援加算欄当該事業所への通所日数/>
<請求額集計欄合計給付単位数>2164</請求額集計欄合計給付単位数>
<請求額集計欄合計総費用額>21640</請求額集計欄合計総費用額>
<請求額集計欄合計上限月額調整 12 の内少ない数>0</請求額集計欄合計上限月額調整 12 の内少ない数>
<請求額集計欄合計 A 型減免事業者減免額/>
<請求額集計欄合計 A 型減免減免後利用者負担額/>
<請求額集計欄合計調整後利用者負担額>0</請求額集計欄合計調整後利用者負担額>
<請求額集計欄合計上限額管理後利用者負担額>0</請求額集計欄合計上限額管理後利用者負担額>
<請求額集計欄合計決定利用者負担額>0</請求額集計欄合計決定利用者負担額>
<請求額集計欄合計請求額給付費>21640</請求額集計欄合計請求額給付費>
<請求額集計欄合計請求額高額障害児支援費>0</請求額集計欄合計請求額高額障害児支援費>
<請求額集計欄合計請求額特別対策費>0</請求額集計欄合計請求額特別対策費>
<請求額集計欄合計自治体助成分請求額>0</請求額集計欄合計自治体助成分請求額>
<特定障害者特別給付費合計算定日額/>
<特定障害者特別給付費合計日数/>
<特定障害者特別給付費合計給付費請求額/>
<特定障害者特別給付費合計実費算定額/>
<受付年月>201111</受付年月>
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<点検結果>1</点検結果>
</_19_障害者福祉_26_障害児支援請求基本ファイル>

1.27 障害児支援請求日数ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_27_障害児支援請求日数ファイル>
<交換情報識別番号>B751</交換情報識別番号>
<入力識別番号>J121</入力識別番号>
<レコード種別コード>02</レコード種別コード>
<整理番号>0000000000</整理番号>
<サービス提供年月>201107</サービス提供年月>
<市町村番号>999999</市町村番号>
<事業所番号>1234567890</事業所番号>
<受給者証番号>1234567890</受給者証番号>
<サービス種類コード>24</サービス種類コード>
<サービス開始日等開始日>20110722</サービス開始日等開始日>
<サービス開始日等終了日>20110724</サービス開始日等終了日>
<サービス開始日等利用日数>0</サービス開始日等利用日数>
<サービス開始日等入院日数/>
<サービス開始日等外泊日数/>
<受付年月>201111</受付年月>
<点検結果>1</点検結果>
</_19_障害者福祉_27_障害児支援請求日数ファイル>

1.28 障害児支援請求明細ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_28_障害児支援請求明細ファイル>
<交換情報識別番号>B751</交換情報識別番号>
<入力識別番号>J121</入力識別番号>
<レコード種別コード>03</レコード種別コード>
<整理番号>0000000000</整理番号>
<サービス提供年月>201107</サービス提供年月>
<市町村番号>999999</市町村番号>
<事業所番号>1234567890</事業所番号>
<受給者証番号>1234567890</受給者証番号>
<サービスコード>241113</サービスコード>
<単位数>624</単位数>
<回数>3</回数>
<サービス単位数>1872</サービス単位数>
<摘要>７夜間増</摘要>
<受付年月>201111</受付年月>
<点検結果>2</点検結果>
</_19_障害者福祉_28_障害児支援請求明細ファイル>

1.29 障害児支援請求集計ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_29_障害児支援請求集計ファイル>
<交換情報識別番号>B751</交換情報識別番号>
<入力識別番号>J121</入力識別番号>
<レコード種別コード>04</レコード種別コード>
<整理番号>0000000000</整理番号>
<サービス提供年月>201107</サービス提供年月>
<市町村番号>999999</市町村番号>
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<事業所番号>1234567890</事業所番号>
<受給者証番号>1234567890</受給者証番号>
<サービス種類コード>24</サービス種類コード>
<請求額集計欄集計欄分類番号>1</請求額集計欄集計欄分類番号>
<請求額集計欄サービス利用日数>3</請求額集計欄サービス利用日数>
<請求額集計欄給付単位数>2164</請求額集計欄給付単位数>
<請求額集計欄単位数単価>8500</請求額集計欄単位数単価>
<請求額集計欄給付率>0</請求額集計欄給付率>
<請求額集計欄総費用額>21640</請求額集計欄総費用額>
<請求額集計欄給付率に基づく請求額>19476</請求額集計欄給付率に基づく請求額>
<請求額集計欄給付率に基づく利用者負担額 2>2164</請求額集計欄給付率に基づく利用者負担額 2>
<請求額集計欄上限月額調整_12 の内少ない数>9150</請求額集計欄上限月額調整_12 の内少ない数>
<請求額集計欄 A 型減免事業者減免額/>
<請求額集計欄 A 型減免減免後利用者負担額/>
<請求額集計欄調整後利用者負担額>0</請求額集計欄調整後利用者負担額>
<請求額集計欄上限額管理後利用者負担額>9150</請求額集計欄上限額管理後利用者負担額>
<請求額集計欄決定利用者負担額>21640</請求額集計欄決定利用者負担額>
<請求額集計欄請求額給付費>0</請求額集計欄請求額給付費>
<請求額集計欄請求額高額障害児支援費>0</請求額集計欄請求額高額障害児支援費>
<請求額集計欄請求額特別対策費>0</請求額集計欄請求額特別対策費>
<請求額集計欄自治体助成分請求額>0</請求額集計欄自治体助成分請求額>
<特定障害者特別給付費算定日額/>
<特定障害者特別給付費日数/>
<特定障害者特別給付費給付費請求額/>
<特定障害者特別給付費実費算定額/>
<利用日数管理票対象期間_開始/>
<利用日数管理票対象期間_終了/>
<利用日数管理票当月の利用日数/>
<利用日数管理票原則日数の総和/>
<受付年月>201111</受付年月>
<点検結果>1</点検結果>
</_19_障害者福祉_29_障害児支援請求集計ファイル>

1.30 障害児支援請求相談支援ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_30_障害児支援請求相談支援ファイル>
<交換情報識別番号>B751</交換情報識別番号>
<入力識別番号>J311</入力識別番号>
<レコード種別コード>02</レコード種別コード>
<サービス提供年月>200804</サービス提供年月>
<市町村番号>999999</市町村番号>
<事業所番号>1234567890</事業所番号>
<項番>1</項番>
<受給者証番号>9999999999</受給者証番号>
<支給決定者氏名カナ>ｻｲﾄｳ ﾀﾛｳ</支給決定者氏名カナ>
<支給決定児童氏名カナ>ｻｲﾄｳ ｲﾁﾛｳ</支給決定児童氏名カナ>
<モニタリング日>20080425</モニタリング日>
<請求額計算欄サービスコード>550000</請求額計算欄サービスコード>
<請求額計算欄単位数>850</請求額計算欄単位数>
<請求額計算欄請求額>8500</請求額計算欄請求額>
<単位数単価>10</単位数単価>
<受付年月>200806</受付年月>
<点検結果>1</点検結果>
</_19_障害者福祉_30_障害児支援請求相談支援ファイル>

1.31 障害児支援請求相談支援明細ファイル
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_31_障害児支援請求相談支援明細ファイル>
<交換情報識別番号>E751</交換情報識別番号>
<入力識別番号>J312</入力識別番号>
<レコード種別コード>03</レコード種別コード>
<サービス提供年月>200804</サービス提供年月>
<市町村番号>999999</市町村番号>
<事業所番号>1234567890</事業所番号>
<受給者証番号>9999999999</受給者証番号>
<サービスコード>511111</サービスコード>
<単位数>999</単位数>
<回数>10</回数>
<サービス単位数>9990</サービス単位数>
<摘要>摘要</摘要>
<受付年月>200806</受付年月>
<点検結果>1</点検結果>
</_19_障害者福祉_31_障害児支援請求相談支援明細ファイル>

1.32 障害児支援実績記録基本ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_32_障害児支援実績記録基本ファイル>
<交換情報識別番号>B751</交換情報識別番号>
<入力識別番号>J611</入力識別番号>
<レコード種別コード>01</レコード種別コード>
<サービス提供年月>200907</サービス提供年月>
<市町村番号>999999</市町村番号>
<事業所番号>1234567890</事業所番号>
<受給者証番号>1234567890</受給者証番号>
<様式種別番号>0801</様式種別番号>
<補足給付関係情報補足給付適用の有無/>
<補足給付関係情報補足給付額円_日/>
<補足給付関係情報食費の単価朝食円_日/>
<補足給付関係情報食費の単価昼食円_日/>
<補足給付関係情報食費の単価夜食円_日/>
<補足給付関係情報食費の単価一日円_日/>
<補足給付関係情報光熱水費の単価一日円_日/>
<補足給付関係情報光熱水費の単価一月円_月/>
<合計 1 身体介護_行動援護_重度訪問内訳 100/>
<合計 1 身体介護_行動援護_重度訪問内訳 70/>
<合計 1 身体介護_行動援護_重度訪問内訳重訪/>
<合計 1 身体介護_行動援護_重度訪問合計算定時間数計/>
<合計 2 通院介護伴う同行援護伴う内訳 100/>
<合計 2 通院介護伴う同行援護伴う内訳 70/>
<合計 2 通院介護伴う同行援護伴う内訳重訪/>
<合計 2 通院介護伴う同行援護伴う合計算定時間数計/>
<合計 3 家事援助内訳 100/>
<合計 3 家事援助内訳 90/>
<合計 3 家事援助合計算定時間数計/>
<合計 4 通院介護伴ず行動援護伴ず内訳 100/>
<合計 4 通院介護伴ず行動援護伴ず内訳 90/>
<合計 4 通院介護伴ず行動援護伴ず合計算定時間数計/>
<合計 5 通院等乗降介助行動援護伴ず内訳 100/>
<合計 5 通院等乗降介助行動援護伴ず内訳 90/>
<合計 5 通院等乗降介助行動援護伴ず合計算定回数計/>
<提供実績の合計算定移動介護分/>
<提供実績の合計実績送迎加算回>0</提供実績の合計実績送迎加算回>
<提供実績の合計実績家庭連携加算回サービス提供回数>0</提供実績の合計実績家庭連携加算回サービス提供
回数>
<提供実績の合計実績家庭連携加算回算定回数>0</提供実績の合計実績家庭連携加算回算定回数>
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<提供実績の合計合計算定日数日>0</提供実績の合計合計算定日数日>
<提供実績の合計夜間支援体制加算回/>
<提供実績の合計日中支援加算回サービス提供回数/>
<提供実績の合計日中支援加算回算定回数/>
<提供実績の合計通所型回/>
<提供実績の合計訪問型 1 時間未満回/>
<提供実績の合計訪問型 1 時間以上回/>
<提供実績の合計短期滞在加算回/>
<提供実績の合計食事提供加算回>8</提供実績の合計食事提供加算回>
<提供実績の合計入院_外泊時加算回/>
<提供実績の合計入院時支援特別加算回サービス提供回数/>
<提供実績の合計入院時支援特別加算回算定回数/>
<提供実績の合計自立生活支援加算回/>
<提供実績の合計自活訓練加算回/>
<提供実績の合計訪問支援特別加算回サービス提供回数/>
<提供実績の合計訪問支援特別加算回算定回数/>
<提供実績の合計施設外支援当月日/>
<提供実績の合計施設外支援累計日_180 日/>
<提供実績の合計帰宅時支援加算回サービス提供回数/>
<提供実績の合計帰宅時支援加算回算定回数/>
<実費算定の合計朝食回/>
<実費算定の合計昼食回/>
<実費算定の合計夕食回/>
<実費算定の合計光熱水費回/>
<実費算定の合計各小計食事円/>
<実費算定の合計各小計光熱水費円/>
<実費算定の合計実費合計額円/>
<入院時特別支援加算利用開始日日/>
<入院時特別支援加算 30 日目日/>
<入院時特別支援加算当月算定日数日/>
<退所時特別支援加算入所中算定日日/>
<退所時特別支援加算退所日日/>
<退所時特別支援加算退所後算定日日/>
<初期加算利用開始日日/>
<初期加算 30 日目日/>
<初期加算当月算定日数日/>
<地域移行加算入所中算定日数日/>
<地域移行加算退所日日/>
<地域移行加算退所後算定日日/>
<重度包括実績単位数単位/>
<重度包括実績割合/>
<重度包括支給決定量単位/>
<重度包括報酬請求額円/>
<重度包括利用者負担上限月額円/>
<重度包括利用者負担額円/>
<重度包括共同生活介護合計日数/>
<重度包括短期入所合計日数/>
<重度包括その他サービス合計時間数/>
<重度包括当該月の日数/>
<重度包括サービス担当者会議開催日/>
<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 1 時間帯早朝/>
<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 1 時間帯日中/>
<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 1 時間帯夜間/>
<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 1 時間帯深夜/>
<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 2 時間帯早朝/>
<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 2 時間帯日中/>
<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 2 時間帯夜間/>
<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 2 時間帯深夜/>
<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 3 時間帯早朝/>
<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 3 時間帯日中/>
<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 3 時間帯夜間/>
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<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 3 時間帯深夜/>
<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 4 時間帯早朝/>
<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 4 時間帯日中/>
<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 4 時間帯夜間/>
<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 4 時間帯深夜/>
<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 5 時間帯早朝/>
<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 5 時間帯日中/>
<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 5 時間帯夜間/>
<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 5 時間帯深夜/>
<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 6 時間帯早朝/>
<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 6 時間帯日中/>
<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 6 時間帯夜間/>
<重度訪問介護様式 3_2 集計欄第 6 時間帯深夜/>
<施設種類/>
<提供実績の合計 2_緊急時対応加算回数/>
<提供実績の合計 2_初回加算回数>5</提供実績の合計 2_初回加算回数>
<提供実績の合計 2_福祉専門職員等連携加算回数/>
<提供実績の合計 2_行動障害支援連携加算回数/>
<提供実績の合計 2_行動障害支援指導連携加算回数/>
<提供実績の合計 2_医療連携体制加算回数>5</提供実績の合計 2_医療連携体制加算回数>
<提供実績の合計 2_緊急短期入所受入加算回数/>
<提供実績の合計 2_単独型加算回数/>
<提供実績の合計 2_重度障害者支援加算回数/>
<提供実績の合計 2_事業所内相談支援加算回数>5</提供実績の合計 2_事業所内相談支援加算回数>
<提供実績の合計 2_同行支援回数/>
<提供実績の合計 2_特別地域加算回数/>
<提供実績の合計 2_低所得者利用加算回数/>
<提供実績の合計 2_体験利用支援加算回数/>
<提供実績の合計 2_定員超過特例加算回数/>
<提供実績の合計 2_通勤訓練加算回数/>
<提供実績の合計 2_地域移行加算回数/>
<提供実績の合計 2_体験宿泊支援加算回数/>
<提供実績の合計 2_住居外利用日数/>
<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>20090701</保育教育等移行支援加算_移行日>
<保育教育等移行支援加算_移行後算定日>20090701</保育教育等移行支援加算_移行後算定日>
<通所施設移行支援加算_移行日>20090701</通所施設移行支援加算_移行日>
<通所施設移行支援加算_算定日>20090701</通所施設移行支援加算_算定日>
<受付年月>201106</受付年月>
<点検結果>1</点検結果>
</_19_障害者福祉_32_障害児支援実績記録基本ファイル>

1.33 障害児支援実績記録明細ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_33_障害児支援実績記録明細ファイル>
<交換情報識別番号>B751</交換情報識別番号>
<入力識別番号>J611</入力識別番号>
<レコード種別コード>02</レコード種別コード>
<サービス提供年月>201010</サービス提供年月>
<市町村番号>999999</市町村番号>
<事業所番号>9999999999</事業所番号>
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<受給者証番号>1111111111</受給者証番号>
<様式種別番号>1801</様式種別番号>
<提供通番/>
<日付>1</日付>
<サービス提供回数/>
<サービス内容/>
<ヘルパー資格/>
<運転フラグ/>
<開始時間>1700</開始時間>
<終了時間>1800</終了時間>
<算定時間数/>
<乗降回数/>
<移動/>
<派遣人数/>
<前月からの継続サービス/>
<送迎加算往>12</送迎加算往>
<送迎加算復>22</送迎加算復>
<家庭連携加算サービス提供時間数>150</家庭連携加算サービス提供時間数>
<家庭連携加算算定時間数>2</家庭連携加算算定時間数>
<自活訓練加算/>
<短期滞在加算/>
<訪問支援特別加算サービス提供時間数>120</訪問支援特別加算サービス提供時間数>
<訪問支援特別加算算定時間数>2</訪問支援特別加算算定時間数>
<施設外支援/>
<退所時特別支援加算/>
<地域移行加算/>
<食事提供加算>1</食事提供加算>
<入院_外泊時加算/>
<提供形態>1</提供形態>
<備考>備考</備考>
<サービス提供の状況>8</サービス提供の状況>
<夜間支援体制加算/>
<入院時支援特別加算サービス提供回数/>
<入院時支援特別加算算定回数/>
<帰宅時支援加算サービス提供回数/>
<帰宅時支援加算算定回数/>
<自立生活支援加算/>
<日中支援加算サービス提供回数/>
<日中支援加算算定回数/>
<算定日数>1</算定日数>
<自立訓練訪問型時間数/>
<実費算定朝食/>
<実費算定昼食/>
<実費算定夕食/>
<実費算定光熱水費/>
<重度包括適用単価/>
<重度包括基本単位数/>
<重度包括加算/>
<重度包括加算後単位数/>
<重度包括単位数/>
<重度包括 1 日計/>
<重度訪問様式 3_21 時間 13 時間/>
<重度訪問様式 3_22 時間 14 時間/>
<重度訪問様式 3_23 時間 15 時間/>
<重度訪問様式 3_24 時間 16 時間/>
<重度訪問様式 3_25 時間 17 時間/>
<重度訪問様式 3_26 時間 18 時間/>
<重度訪問様式 3_27 時間 19 時間/>
<重度訪問様式 3_28 時間 20 時間/>
<重度訪問様式 3_29 時間 21 時間/>
<重度訪問様式 3_210 時間 22 時間/>
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<重度訪問様式 3_211 時間 23 時間/>
<重度訪問様式 3_212 時間 24 時間/>
<緊急時対応加算/>
<初回加算>1</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>2</医療連携体制加算>
<緊急短期入所受入加算/>
<単独型加算/>
<重度障害者支援加算/>
<事業所内相談支援加算>1</事業所内相談支援加算>
<利用人数/>
<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/>
<受付年月>201111</受付年月>
<点検結果>1</点検結果>
</_19_障害者福祉_33_障害児支援実績記録明細ファイル>

1.34 障害児支援上限管理結果ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_34_障害児支援上限管理結果ファイル>
<交換情報識別番号>E751</交換情報識別番号>
<入力識別番号>J411</入力識別番号>
<レコード種別コード>01</レコード種別コード>
<サービス提供年月>200804</サービス提供年月>
<上限額管理結果票情報作成区分コード>1</上限額管理結果票情報作成区分コード>
<市町村番号>999999</市町村番号>
<上限管理事業所番号>1234567890</上限管理事業所番号>
<受給者証番号>9999999999</受給者証番号>
<支給決定者氏名カナ>ｻｲﾄｳ ﾀﾛｳ</支給決定者氏名カナ>
<支給決定児童氏名カナ>ｻｲﾄｳ ｲﾁﾛｳ</支給決定児童氏名カナ>
<利用者負担上限月額>37200</利用者負担上限月額>
<利用者負担上限額結果>1</利用者負担上限額結果>
<合計_総費用額>80000</合計_総費用額>
<合計_利用者負担額>37200</合計_利用者負担額>
<合計_管理結果後利用者負担額>37200</合計_管理結果後利用者負担額>
<受付年月>200806</受付年月>
<点検結果>1</点検結果>
</_19_障害者福祉_34_障害児支援上限管理結果ファイル>

1.35 障害児支援上限管理結果明細ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_35_障害児支援上限管理結果明細ファイル>
<交換情報識別番号>E751</交換情報識別番号>
<入力識別番号>J421</入力識別番号>
<レコード種別コード>02</レコード種別コード>
<サービス提供年月>200804</サービス提供年月>
<市町村番号>999999</市町村番号>
<上限管理事業所番号>1234567890</上限管理事業所番号>
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<受給者証番号>9999999999</受給者証番号>
<項番>1</項番>
<事業所番号>1234567890</事業所番号>
<総費用額>80000</総費用額>
<利用者負担額>37200</利用者負担額>
<管理結果後利用者負担額>37200</管理結果後利用者負担額>
<上限管理対象受給者証番号>9999999999</上限管理対象受給者証番号>
<上限管理対象氏名カナ>ｻｲﾄｳ ｲﾁﾛｳ</上限管理対象氏名カナ>
<受付年月>200806</受付年月>
<点検結果>1</点検結果>
</_19_障害者福祉_35_障害児支援上限管理結果明細ファイル>

1.36 地域支援事業申請決定ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_36_地域支援事業申請決定ファイル>
<識別番号>1234567890</識別番号>
<申請通番>1</申請通番>
<地域支援事業申請情報>
<申請区分>1</申請区分>
<申請日>20120401</申請日>
<障害疾病コード>001</障害疾病コード>
</地域支援事業申請情報>
<地域支援事業決定情報>
<決定区分>1</決定区分>
<決定日>20120401</決定日>
<決定備考>決定時備考</決定備考>
<決定法区分>11</決定法区分>
<受給者証番号>1234567890</受給者証番号>
</地域支援事業決定情報>
<税情報>
<年金以外所得金額>0</年金以外所得金額>
<障害基礎年金 1 級>993096</障害基礎年金 1 級>
<障害基礎年金 2 級>0</障害基礎年金 2 級>
<障害厚生年金 1 級>0</障害厚生年金 1 級>
<障害厚生年金その他>0</障害厚生年金その他>
<障害共済年金>0</障害共済年金>
<特別障害給付金>0</特別障害給付金>
<労災による年金>0</労災による年金>
<遺族基礎年金>0</遺族基礎年金>
<遺族厚生年金>0</遺族厚生年金>
<遺族共済年金>0</遺族共済年金>
<老齢年金>1853400</老齢年金>
<特別障害者手当>0</特別障害者手当>
<障害児福祉手当>0</障害児福祉手当>
<経過的福祉手当>0</経過的福祉手当>
<特別児童扶養手当>0</特別児童扶養手当>
</税情報>
<世帯員税情報>
<世帯員識別番号>1234567890</世帯員識別番号>
<世帯員氏名漢字>佐藤 太郎</世帯員氏名漢字>
<世帯員氏名カナ>サトウ タロウ</世帯員氏名カナ>
<世帯員生年月日>19700401</世帯員生年月日>
<世帯員続柄名>父</世帯員続柄名>
<世帯員均等割額>3000</世帯員均等割額>
<世帯員所得割額>73600</世帯員所得割額>
<世帯員合計所得金額>2426400</世帯員合計所得金額>
</世帯員税情報>
</_19_障害者福祉_36_地域支援事業申請決定ファイル>
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1.37 地域支援事業申請決定サービスファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_37_地域支援事業申請決定サービスファイル>
<識別番号>1234567890</識別番号>
<申請通番>1</申請通番>
<地域支援事業サービス種類>111000</地域支援事業サービス種類>
<決定支給期間開始日>20120401</決定支給期間開始日>
<決定支給期間終了日>20130331</決定支給期間終了日>
<決定支給量>10.5</決定支給量>
<決定番号>1234567890</決定番号>
<他決定>01</他決定>
<決定特記事項>決定通知書特記事項</決定特記事項>
<利用者負担額情報>
<個別減免有無>0</個別減免有無>
<在宅通所者等軽減有無>0</在宅通所者等軽減有無>
<所得区分>2</所得区分>
<月額負担上限額>0</月額負担上限額>
<適用期間開始日>20120401</適用期間開始日>
<適用期間終了日>20120630</適用期間終了日>
</利用者負担額情報>
<取消日>20130130</取消日>
<取消理由>サービスを取消したため</取消理由>
</_19_障害者福祉_37_地域支援事業申請決定サービスファイル>

1.38 地域支援事業契約ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_38_地域支援事業契約ファイル>
<識別番号>1234567890</識別番号>
<地域支援事業サービス種類>111000</地域支援事業サービス種類>
<事業者コード>00001</事業者コード>
<契約開始日>20120401</契約開始日>
<契約終了日>20120401</契約終了日>
<契約支給量>10.5</契約支給量>
<契約備考>契約時備考</契約備考>
</_19_障害者福祉_38_地域支援事業契約ファイル>

1.39 地域支援事業請求基本ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_39_地域支援事業請求基本ファイル>
<交換情報識別番号>E751</交換情報識別番号>
<入力識別番号>J121</入力識別番号>
<レコード種別コード>01</レコード種別コード>
<給付実績情報作成区分コード>0</給付実績情報作成区分コード>
<給付実績区分コード>0</給付実績区分コード>
<整理番号>0000000000</整理番号>
<サービス提供年月>201107</サービス提供年月>
<市町村番号>999999</市町村番号>
<事業所番号>1234567890</事業所番号>
<受給者証番号>1111111111</受給者証番号>
<助成自治体番号>999999</助成自治体番号>
<支給決定者氏名カナ>ｻﾄｳ ﾀﾛｳ</支給決定者氏名カナ>
<支給決定児童氏名カナ>ｻﾄｳ ｼﾞﾛｳ</支給決定児童氏名カナ>
<地域区分コード>05</地域区分コード>
<就労継続支援 A 型事業者負担減免措置実施>1</就労継続支援 A 型事業者負担減免措置実施>
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<利用者負担上限月額 1>0</利用者負担上限月額 1>
<就労継続支援 A 型減免対象者>1</就労継続支援 A 型減免対象者>
<障害支援区分コード>23</障害支援区分コード>
<上限額管理事業所指定事業所番号>1234567890</上限額管理事業所指定事業所番号>
<上限額管理事業管理結果>1</上限額管理事業管理結果>
<上限額管理事業管理結果額>0</上限額管理事業管理結果額>
<日中支援加算欄指定事業所番号>1111111111</日中支援加算欄指定事業所番号>
<日中支援加算欄当該事業所への通所日数>0</日中支援加算欄当該事業所への通所日数>
<請求額集計欄合計給付単位数>2164</請求額集計欄合計給付単位数>
<請求額集計欄合計総費用額>21640</請求額集計欄合計総費用額>
<請求額集計欄合計上限月額調整 12 の内少ない数>0</請求額集計欄合計上限月額調整 12 の内少ない数>
<請求額集計欄合計 A 型減免事業者減免額>0</請求額集計欄合計 A 型減免事業者減免額>
<請求額集計欄合計 A 型減免減免後利用者負担額>0</請求額集計欄合計 A 型減免減免後利用者負担額>
<請求額集計欄合計調整後利用者負担額>0</請求額集計欄合計調整後利用者負担額>
<請求額集計欄合計上限額管理後利用者負担額>0</請求額集計欄合計上限額管理後利用者負担額>
<請求額集計欄合計決定利用者負担額>0</請求額集計欄合計決定利用者負担額>
<請求額集計欄合計請求額給付費>21640</請求額集計欄合計請求額給付費>
<請求額集計欄合計請求額高額障害福祉サービス費>0</請求額集計欄合計請求額高額障害福祉サービス費>
<請求額集計欄合計請求額特別対策費>0</請求額集計欄合計請求額特別対策費>
<請求額集計欄合計自治体助成分請求額>0</請求額集計欄合計自治体助成分請求額>
<特定障害者特別給付費合計算定日額>403</特定障害者特別給付費合計算定日額>
<特定障害者特別給付費合計日数>31</特定障害者特別給付費合計日数>
<特定障害者特別給付費合計給付費請求額>12493</特定障害者特別給付費合計給付費請求額>
<特定障害者特別給付費合計実費算定額>58900</特定障害者特別給付費合計実費算定額>
<受付年月>201111</受付年月>
<点検結果>1</点検結果>
</_19_障害者福祉_39_地域支援事業請求基本ファイル>

1.40 地域支援事業請求日数ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_40_地域支援事業請求日数ファイル>
<交換情報識別番号>E751</交換情報識別番号>
<入力識別番号>J121</入力識別番号>
<レコード種別コード>02</レコード種別コード>
<整理番号>0000000000</整理番号>
<サービス提供年月>201107</サービス提供年月>
<市町村番号>999999</市町村番号>
<事業所番号>1234567890</事業所番号>
<受給者証番号>1234567890</受給者証番号>
<サービス種類コード>24</サービス種類コード>
<サービス開始日等開始日>20110722</サービス開始日等開始日>
<サービス開始日等終了日>20110724</サービス開始日等終了日>
<サービス開始日等利用日数>0</サービス開始日等利用日数>
<サービス開始日等入院日数>0</サービス開始日等入院日数>
<サービス開始日等外泊日数>0</サービス開始日等外泊日数>
<受付年月>201111</受付年月>
<点検結果>1</点検結果>
</_19_障害者福祉_40_地域支援事業請求日数ファイル>

1.41 地域支援事業請求明細ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_41_地域支援事業請求明細ファイル>
<交換情報識別番号>E751</交換情報識別番号>
<入力識別番号>J121</入力識別番号>
<レコード種別コード>03</レコード種別コード>
<整理番号>0000000000</整理番号>
30

19_障害者福祉
<サービス提供年月>201107</サービス提供年月>
<市町村番号>999999</市町村番号>
<事業所番号>1234567890</事業所番号>
<受給者証番号>1234567890</受給者証番号>
<サービスコード>241113</サービスコード>
<単位数>624</単位数>
<回数>3</回数>
<サービス単位数>1872</サービス単位数>
<摘要>７夜間増</摘要>
<受付年月>201111</受付年月>
<点検結果>2</点検結果>
</_19_障害者福祉_41_地域支援事業請求明細ファイル>

1.42 地域支援事業請求集計ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_42_地域支援事業請求集計ファイル>
<交換情報識別番号>E751</交換情報識別番号>
<入力識別番号>J121</入力識別番号>
<レコード種別コード>04</レコード種別コード>
<整理番号>0000000000</整理番号>
<サービス提供年月>201107</サービス提供年月>
<市町村番号>999999</市町村番号>
<事業所番号>1234567890</事業所番号>
<受給者証番号>1234567890</受給者証番号>
<サービス種類コード>24</サービス種類コード>
<請求額集計欄集計欄分類番号>1</請求額集計欄集計欄分類番号>
<請求額集計欄サービス利用日数>3</請求額集計欄サービス利用日数>
<請求額集計欄給付単位数>2164</請求額集計欄給付単位数>
<請求額集計欄単位数単価>8500</請求額集計欄単位数単価>
<請求額集計欄給付率>0</請求額集計欄給付率>
<請求額集計欄総費用額>21640</請求額集計欄総費用額>
<請求額集計欄給付率に基づく請求額>19476</請求額集計欄給付率に基づく請求額>
<請求額集計欄給付率に基づく利用者負担額 2>2164</請求額集計欄給付率に基づく利用者負担額 2>
<請求額集計欄上限月額調整_12 の内少ない数>9150</請求額集計欄上限月額調整_12 の内少ない数>
<請求額集計欄 A 型減免事業者減免額>0</請求額集計欄 A 型減免事業者減免額>
<請求額集計欄 A 型減免減免後利用者負担額>0</請求額集計欄 A 型減免減免後利用者負担額>
<請求額集計欄調整後利用者負担額>0</請求額集計欄調整後利用者負担額>
<請求額集計欄上限額管理後利用者負担額>9150</請求額集計欄上限額管理後利用者負担額>
<請求額集計欄決定利用者負担額>21640</請求額集計欄決定利用者負担額>
<請求額集計欄請求額給付費>0</請求額集計欄請求額給付費>
<請求額集計欄請求額高額障害福祉サービス費>0</請求額集計欄請求額高額障害福祉サービス費>
<請求額集計欄請求額特別対策費>0</請求額集計欄請求額特別対策費>
<請求額集計欄自治体助成分請求額>0</請求額集計欄自治体助成分請求額>
<特定障害者特別給付費算定日額>403</特定障害者特別給付費算定日額>
<特定障害者特別給付費日数>31</特定障害者特別給付費日数>
<特定障害者特別給付費給付費請求額>12493</特定障害者特別給付費給付費請求額>
<特定障害者特別給付費実費算定額>58900</特定障害者特別給付費実費算定額>
<利用日数管理票対象期間_開始>201110</利用日数管理票対象期間_開始>
<利用日数管理票対象期間_終了>201112</利用日数管理票対象期間_終了>
<利用日数管理票当月の利用日数>23</利用日数管理票当月の利用日数>
<利用日数管理票原則日数の総和>68</利用日数管理票原則日数の総和>
<受付年月>201111</受付年月>
<点検結果>1</点検結果>
</_19_障害者福祉_42_地域支援事業請求集計ファイル>

1.43 補装具ファイル
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_43_補装具ファイル>
<識別番号>1234567890</識別番号>
<支給区分>1</支給区分>
<申請法区分>1</申請法区分>
<申請日>20120401</申請日>
<決定区分>1</決定区分>
<決定日>20120401</決定日>
<障害疾病コード>001</障害疾病コード>
<支払区分コード>1</支払区分コード>
<支給番号>0000000001</支給番号>
<補装具コード>010100</補装具コード>
<補装具種目名称別コード>010001</補装具種目名称別コード>
<特例フラグ>0</特例フラグ>
<修理部位>修理内容設定</修理部位>
<件数>1</件数>
<耐用年数>3</耐用年数>
<委託業者コード>00001</委託業者コード>
<処方>処方内容設定</処方>
<判定依頼日>20120401</判定依頼日>
<判定日>20120401</判定日>
<見積額>36120</見積額>
<基準額>36120</基準額>
<利用者負担額>0</利用者負担額>
<公費負担額>36120</公費負担額>
<助成額>0</助成額>
<借受け情報>
<借受期間開始日/>
<借受期間終了日/>
<初月_見積額>0</初月_見積額>
<初月_基準額>0</初月_基準額>
<初月_利用者負担額>0</初月_利用者負担額>
<初月_公費負担額>0</初月_公費負担額>
<初月_助成額>0</初月_助成額>
<中間月_見積額>0</中間月_見積額>
<中間月_基準額>0</中間月_基準額>
<中間月_利用者負担額>0</中間月_利用者負担額>
<中間月_公費負担額>0</中間月_公費負担額>
<中間月_助成額>0</中間月_助成額>
<最終月_見積額>0</最終月_見積額>
<最終月_基準額>0</最終月_基準額>
<最終月_利用者負担額>0</最終月_利用者負担額>
<最終月_公費負担額>0</最終月_公費負担額>
<最終月_助成額>0</最終月_助成額>
</借受け情報>
<所得区分>2</所得区分>
<月額負担上限額>0</月額負担上限額>
<備考>補装具決定時の備考</備考>
<税情報>
<年金以外所得金額>0</年金以外所得金額>
<障害基礎年金 1 級>993096</障害基礎年金 1 級>
<障害基礎年金 2 級>0</障害基礎年金 2 級>
<障害厚生年金 1 級>0</障害厚生年金 1 級>
<障害厚生年金その他>0</障害厚生年金その他>
<障害共済年金>0</障害共済年金>
<特別障害給付金>0</特別障害給付金>
<労災による年金>0</労災による年金>
<遺族基礎年金>0</遺族基礎年金>
<遺族厚生年金>0</遺族厚生年金>
<遺族共済年金>0</遺族共済年金>
<老齢年金>1853400</老齢年金>
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<特別障害者手当>0</特別障害者手当>
<障害児福祉手当>0</障害児福祉手当>
<経過的福祉手当>0</経過的福祉手当>
<特別児童扶養手当>0</特別児童扶養手当>
</税情報>
<世帯員税情報>
<世帯員識別番号>1234567890</世帯員識別番号>
<世帯員氏名漢字>佐藤 太郎</世帯員氏名漢字>
<世帯員氏名カナ>サトウ タロウ</世帯員氏名カナ>
<世帯員生年月日>19700401</世帯員生年月日>
<世帯員続柄名>父</世帯員続柄名>
<世帯員均等割額>3000</世帯員均等割額>
<世帯員所得割額>73600</世帯員所得割額>
<世帯員合計所得金額>2426400</世帯員合計所得金額>
</世帯員税情報>
<請求情報>
<請求年月>201204</請求年月>
<適合判定日>20120401</適合判定日>
<受領日>20120401</受領日>
<支払日>20120401</支払日>
</請求情報>
</_19_障害者福祉_43_補装具ファイル>

1.44 日常生活ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_44_日常生活ファイル>
<識別番号>1234567890</識別番号>
<申請法区分>1</申請法区分>
<申請日>20120401</申請日>
<決定区分>1</決定区分>
<決定日>20120401</決定日>
<障害疾病コード>001</障害疾病コード>
<給付番号>0000000001</給付番号>
<給付番号枝番>1</給付番号枝番>
<日常生活用具コード>00001</日常生活用具コード>
<ストマ用装具>1</ストマ用装具>
<開始月>04</開始月>
<終了月>06</終了月>
<件数>3</件数>
<委託業者コード>00001</委託業者コード>
<住宅改修工事内容>住宅改修の工事内容</住宅改修工事内容>
<住宅改修動作補助用具>住宅改修の動作補助用具</住宅改修動作補助用具>
<見積額>36120</見積額>
<基準額>36120</基準額>
<利用者負担額>0</利用者負担額>
<公費負担額>36120</公費負担額>
<所得区分>1</所得区分>
<月額負担上限額>0</月額負担上限額>
<備考>日常生活用具決定時の備考</備考>
<税情報>
<年金以外所得金額>0</年金以外所得金額>
<障害基礎年金 1 級>993096</障害基礎年金 1 級>
<障害基礎年金 2 級>0</障害基礎年金 2 級>
<障害厚生年金 1 級>0</障害厚生年金 1 級>
<障害厚生年金その他>0</障害厚生年金その他>
<障害共済年金>0</障害共済年金>
<特別障害給付金>0</特別障害給付金>
<労災による年金>0</労災による年金>
<遺族基礎年金>0</遺族基礎年金>
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<遺族厚生年金>0</遺族厚生年金>
<遺族共済年金>0</遺族共済年金>
<老齢年金>1853400</老齢年金>
<特別障害者手当>0</特別障害者手当>
<障害児福祉手当>0</障害児福祉手当>
<経過的福祉手当>0</経過的福祉手当>
<特別児童扶養手当>0</特別児童扶養手当>
</税情報>
<世帯員税情報>
<世帯員識別番号>1234567890</世帯員識別番号>
<世帯員氏名漢字>佐藤 太郎</世帯員氏名漢字>
<世帯員氏名カナ>サトウ タロウ</世帯員氏名カナ>
<世帯員生年月日>19700401</世帯員生年月日>
<世帯員続柄名>父</世帯員続柄名>
<世帯員均等割額>3000</世帯員均等割額>
<世帯員所得割額>73600</世帯員所得割額>
<世帯員合計所得金額>2426400</世帯員合計所得金額>
</世帯員税情報>
<請求情報>
<請求年月>201204</請求年月>
<適合判定日>20120401</適合判定日>
<受領日>20120401</受領日>
<支払日>20120401</支払日>
</請求情報>
</_19_障害者福祉_44_日常生活ファイル>

1.45 更生医療ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_45_更生医療ファイル>
<識別番号>1234567890</識別番号>
<申請日>20120401</申請日>
<決定区分>1</決定区分>
<決定日>20120401</決定日>
<交付区分>01</交付区分>
<部位コード>51</部位コード>
<判定依頼日>20120401</判定依頼日>
<判定日>20120401</判定日>
<被保険者証の記号及び番号>社保</被保険者証の記号及び番号>
<保険者番号>12345678</保険者番号>
<指定医療機関コード>00001</指定医療機関コード>
<指定薬局コード>00002</指定薬局コード>
<訪問看護コード>00003</訪問看護コード>
<特定疾病療養受療証有無>1</特定疾病療養受療証有無>
<受給者番号>1234567</受給者番号>
<有効期間開始日>20120401</有効期間開始日>
<有効期間終了日>20130331</有効期間終了日>
<疾病名>更生医療対象疾病名</疾病名>
<具体的内容コード>1</具体的内容コード>
<具体的内容>具体的内容</具体的内容>
<重度かつ継続有無>1</重度かつ継続有無>
<所得区分>1</所得区分>
<月額負担上限額>0</月額負担上限額>
<備考>更生医療決定時の備考</備考>
<税情報>
<年金以外所得金額>0</年金以外所得金額>
<障害基礎年金 1 級>993096</障害基礎年金 1 級>
<障害基礎年金 2 級>0</障害基礎年金 2 級>
<障害厚生年金 1 級>0</障害厚生年金 1 級>
<障害厚生年金その他>0</障害厚生年金その他>
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<障害共済年金>0</障害共済年金>
<特別障害給付金>0</特別障害給付金>
<労災による年金>0</労災による年金>
<遺族基礎年金>0</遺族基礎年金>
<遺族厚生年金>0</遺族厚生年金>
<遺族共済年金>0</遺族共済年金>
<老齢年金>1853400</老齢年金>
<特別障害者手当>0</特別障害者手当>
<障害児福祉手当>0</障害児福祉手当>
<経過的福祉手当>0</経過的福祉手当>
<特別児童扶養手当>0</特別児童扶養手当>
</税情報>
<世帯員税情報>
<世帯員識別番号>1234567890</世帯員識別番号>
<世帯員氏名漢字>佐藤 太郎</世帯員氏名漢字>
<世帯員氏名カナ>サトウ タロウ</世帯員氏名カナ>
<世帯員生年月日>19700401</世帯員生年月日>
<世帯員続柄名>父</世帯員続柄名>
<世帯員均等割額>3000</世帯員均等割額>
<世帯員所得割額>73600</世帯員所得割額>
<世帯員合計所得金額>2426400</世帯員合計所得金額>
</世帯員税情報>
</_19_障害者福祉_45_更生医療ファイル>

1.46 更生医療診療内容ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_46_更生医療診療内容ファイル>
<識別番号>1234567890</識別番号>
<受給者番号>0001234567</受給者番号>
<公費負担者番号>99999999</公費負担者番号>
<医療保険区分>1</医療保険区分>
<診療年月>201204</診療年月>
<支払年月>201204</支払年月>
<保険者番号>99999999</保険者番号>
<点数表>1</点数表>
<機関コード>00002</機関コード>
<部位コード>52</部位コード>
<本家入外>8</本家入外>
<日数>13</日数>
<公費対象点数>42627</公費対象点数>
<公費負担金額>5000</公費負担金額>
<公費負担点数>500</公費負担点数>
<薬剤一部負担金>0</薬剤一部負担金>
<公費患者負担額>5000</公費患者負担額>
<食事日数>0</食事日数>
<食事基準額>0</食事基準額>
<食事標準負担額>0</食事標準負担額>
<給付割合>9</給付割合>
<過誤>0</過誤>
</_19_障害者福祉_46_更生医療診療内容ファイル>

1.47 育成医療ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_47_育成医療ファイル>
<識別番号>1234567890</識別番号>
<申請日>20120401</申請日>
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<決定区分>1</決定区分>
<決定日>20120401</決定日>
<交付区分>01</交付区分>
<部位コード>11</部位コード>
<被保険者証の記号及び番号>社保</被保険者証の記号及び番号>
<保険者番号>12345678</保険者番号>
<指定医療機関コード>00001</指定医療機関コード>
<指定薬局コード>00002</指定薬局コード>
<訪問看護コード>00003</訪問看護コード>
<特定疾病療養受療証有無>1</特定疾病療養受療証有無>
<受給者番号>1234567</受給者番号>
<有効期間開始日>20120401</有効期間開始日>
<有効期間終了日>20130331</有効期間終了日>
<疾病名>育成医療対象疾病名</疾病名>
<具体的内容コード>1</具体的内容コード>
<具体的内容>具体的内容</具体的内容>
<重度かつ継続有無>1</重度かつ継続有無>
<所得区分>1</所得区分>
<月額負担上限額>0</月額負担上限額>
<備考>育成医療決定時の備考</備考>
<税情報>
<年金以外所得金額>0</年金以外所得金額>
<障害基礎年金 1 級>993096</障害基礎年金 1 級>
<障害基礎年金 2 級>0</障害基礎年金 2 級>
<障害厚生年金 1 級>0</障害厚生年金 1 級>
<障害厚生年金その他>0</障害厚生年金その他>
<障害共済年金>0</障害共済年金>
<特別障害給付金>0</特別障害給付金>
<労災による年金>0</労災による年金>
<遺族基礎年金>0</遺族基礎年金>
<遺族厚生年金>0</遺族厚生年金>
<遺族共済年金>0</遺族共済年金>
<老齢年金>1853400</老齢年金>
<特別障害者手当>0</特別障害者手当>
<障害児福祉手当>0</障害児福祉手当>
<経過的福祉手当>0</経過的福祉手当>
<特別児童扶養手当>0</特別児童扶養手当>
</税情報>
<世帯員税情報>
<世帯員識別番号>1234567890</世帯員識別番号>
<世帯員氏名漢字>佐藤 太郎</世帯員氏名漢字>
<世帯員氏名カナ>サトウ タロウ</世帯員氏名カナ>
<世帯員生年月日>19700401</世帯員生年月日>
<世帯員続柄名>父</世帯員続柄名>
<世帯員均等割額>3000</世帯員均等割額>
<世帯員所得割額>73600</世帯員所得割額>
<世帯員合計所得金額>2426400</世帯員合計所得金額>
</世帯員税情報>
</_19_障害者福祉_47_育成医療ファイル>

1.48 育成医療診療内容ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_48_育成医療診療内容ファイル>
<識別番号>1234567890</識別番号>
<受給者番号>0001234567</受給者番号>
<公費負担者番号>99999999</公費負担者番号>
<医療保険区分>1</医療保険区分>
<診療年月>201204</診療年月>
<支払年月>201204</支払年月>
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<保険者番号>99999999</保険者番号>
<点数表>1</点数表>
<機関コード>00002</機関コード>
<部位コード>52</部位コード>
<本家入外>8</本家入外>
<日数>13</日数>
<公費対象点数>42627</公費対象点数>
<公費負担金額>5000</公費負担金額>
<公費負担点数>500</公費負担点数>
<薬剤一部負担金>0</薬剤一部負担金>
<公費患者負担額>5000</公費患者負担額>
<食事日数>0</食事日数>
<食事基準額>0</食事基準額>
<食事標準負担額>0</食事標準負担額>
<給付割合>9</給付割合>
<過誤>0</過誤>
</_19_障害者福祉_48_育成医療診療内容ファイル>

1.49 精神通院ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_49_精神通院ファイル>
<識別番号>1234567890</識別番号>
<申請日>20120401</申請日>
<進達日>20120401</進達日>
<交付区分>01</交付区分>
<決定区分>1</決定区分>
<交付決定日>20120401</交付決定日>
<受給者番号>0001234567</受給者番号>
<受給者証受取日>20120401</受給者証受取日>
<有効期間開始日>20120401</有効期間開始日>
<有効期間終了日>20120401</有効期間終了日>
<治療方針変更>1</治療方針変更>
<診断書添付>1</診断書添付>
<診断書提出>1</診断書提出>
<診断書有効期間開始日>20120401</診断書有効期間開始日>
<診断書有効期間終了日>20130331</診断書有効期間終了日>
<被保険者証の記号及び番号>社保</被保険者証の記号及び番号>
<保険者番号>12345678</保険者番号>
<保険区分>001</保険区分>
<疾患コード>001</疾患コード>
<指定医療機関コード>00001</指定医療機関コード>
<機関備考>機関備考</機関備考>
<重度かつ継続有無>1</重度かつ継続有無>
<所得区分>5</所得区分>
<月額負担上限額>5000</月額負担上限額>
<申請決定備考>精神通院決定時の備考</申請決定備考>
<税情報>
<年金以外所得金額>0</年金以外所得金額>
<障害基礎年金 1 級>993096</障害基礎年金 1 級>
<障害基礎年金 2 級>0</障害基礎年金 2 級>
<障害厚生年金 1 級>0</障害厚生年金 1 級>
<障害厚生年金その他>0</障害厚生年金その他>
<障害共済年金>0</障害共済年金>
<特別障害給付金>0</特別障害給付金>
<労災による年金>0</労災による年金>
<遺族基礎年金>0</遺族基礎年金>
<遺族厚生年金>0</遺族厚生年金>
<遺族共済年金>0</遺族共済年金>
<老齢年金>1853400</老齢年金>
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<特別障害者手当>0</特別障害者手当>
<障害児福祉手当>0</障害児福祉手当>
<経過的福祉手当>0</経過的福祉手当>
<特別児童扶養手当>0</特別児童扶養手当>
</税情報>
<世帯員税情報>
<世帯員識別番号>1234567890</世帯員識別番号>
<世帯員氏名漢字>佐藤 太郎</世帯員氏名漢字>
<世帯員氏名カナ>サトウ タロウ</世帯員氏名カナ>
<世帯員生年月日>19700401</世帯員生年月日>
<世帯員続柄名>父</世帯員続柄名>
<世帯員均等割額>3000</世帯員均等割額>
<世帯員所得割額>73600</世帯員所得割額>
<世帯員合計所得金額>2426400</世帯員合計所得金額>
</世帯員税情報>
</_19_障害者福祉_49_精神通院ファイル>

1.50 特別障害者手当決定ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_50_特別障害者手当決定ファイル>
<識別番号>1234567890</識別番号>
<手当区分>01</手当区分>
<申請通番>1</申請通番>
<申請日>20120401</申請日>
<決定区分>1</決定区分>
<決定日>20120401</決定日>
<整理番号>1</整理番号>
<金融機関コード>1234</金融機関コード>
<支店コード>123</支店コード>
<口座種別>1</口座種別>
<口座番号>1234567</口座番号>
<口座名義人名>佐藤 太郎</口座名義人名>
<口座名義人カナ>サトウ タロウ</口座名義人カナ>
<診断書有効期限>201204</診断書有効期限>
<決定支給期間開始日>20120401</決定支給期間開始日>
<決定支給期間終了日>20130331</決定支給期間終了日>
<資格喪失日>20120401</資格喪失日>
<資格喪失理由コード>01</資格喪失理由コード>
<資格喪失届出日>20120401</資格喪失届出日>
<障害程度>政令第１条第２項第２号</障害程度>
<継続申請日>20120401</継続申請日>
<継続決定日>20120401</継続決定日>
<認定根拠>1</認定根拠>
<障害区分>01</障害区分>
<備考>備考</備考>
<配偶者識別番号>1234567890</配偶者識別番号>
<配偶者世帯番号>1234567890</配偶者世帯番号>
<配偶者氏名漢字>佐藤 太郎</配偶者氏名漢字>
<配偶者氏名カナ>サトウ タロウ</配偶者氏名カナ>
<配偶者性別>1</配偶者性別>
<配偶者生年月日>19600801</配偶者生年月日>
<配偶者住所コード>123456789012345678901234567890</配偶者住所コード>
<配偶者住所>東京都東西市南町中央</配偶者住所>
<配偶者地番>１－１－１</配偶者地番>
<配偶者方書>○□△ビル３０１号</配偶者方書>
<配偶者郵便番号>1234567</配偶者郵便番号>
<配偶者電話番号>99-999-9999</配偶者電話番号>
<配偶者ファックス番号>99-999-9999</配偶者ファックス番号>
<配偶者続柄名>父</配偶者続柄名>
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<扶養義務者識別番号>1234567890</扶養義務者識別番号>
<扶養義務者世帯番号>1234567890</扶養義務者世帯番号>
<扶養義務者氏名漢字>佐藤 太郎</扶養義務者氏名漢字>
<扶養義務者氏名カナ>サトウ タロウ</扶養義務者氏名カナ>
<扶養義務者性別>1</扶養義務者性別>
<扶養義務者生年月日>19600801</扶養義務者生年月日>
<扶養義務者住所コード>123456789012345678901234567890</扶養義務者住所コード>
<扶養義務者住所>東京都東西市南町中央</扶養義務者住所>
<扶養義務者地番>１－１－１</扶養義務者地番>
<扶養義務者方書>○□△ビル３０１号</扶養義務者方書>
<扶養義務者郵便番号>1234567</扶養義務者郵便番号>
<扶養義務者電話番号>99-999-9999</扶養義務者電話番号>
<扶養義務者ファックス番号>99-999-9999</扶養義務者ファックス番号>
<扶養義務者続柄名>父</扶養義務者続柄名>
</_19_障害者福祉_50_特別障害者手当決定ファイル>

1.51 特別障害者手当所得判定ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_51_特別障害者手当所得判定ファイル>
<識別番号>1234567890</識別番号>
<手当区分>01</手当区分>
<申請通番>1</申請通番>
<年度>2012</年度>
<本人の扶養親族数>0</本人の扶養親族数>
<本人の扶養特定数>0</本人の扶養特定数>
<本人の扶養老人数>1</本人の扶養老人数>
<本人の扶養老配数>0</本人の扶養老配数>
<本人の扶養普通障害数>0</本人の扶養普通障害数>
<本人の扶養特別障害数>0</本人の扶養特別障害数>
<本人の本人老年者>0</本人の本人老年者>
<本人の本人普通障害>1</本人の本人普通障害>
<本人の本人特別障害>0</本人の本人特別障害>
<本人の本人一般寡婦>1</本人の本人一般寡婦>
<本人の本人みなし一般寡婦>0</本人の本人みなし一般寡婦>
<本人の本人特別寡婦>0</本人の本人特別寡婦>
<本人の本人みなし特別寡婦>0</本人の本人みなし特別寡婦>
<本人の本人勤労学生>1</本人の本人勤労学生>
<本人の所得額>346000</本人の所得額>
<本人の控除雑損>0</本人の控除雑損>
<本人の控除医療費>0</本人の控除医療費>
<本人の控除小規模共済>0</本人の控除小規模共済>
<本人の控除配特>0</本人の控除配特>
<本人の控除社会保険料>0</本人の控除社会保険料>
<本人の控除その他>0</本人の控除その他>
<本人の判定>0</本人の判定>
<配偶者の識別番号>1234567890</配偶者の識別番号>
<配偶者の氏名漢字>佐藤 太郎</配偶者の氏名漢字>
<配偶者の氏名カナ>サトウ タロウ</配偶者の氏名カナ>
<配偶者の扶養親族数>0</配偶者の扶養親族数>
<配偶者の扶養特定数>0</配偶者の扶養特定数>
<配偶者の扶養老人数>1</配偶者の扶養老人数>
<配偶者の扶養老配数>0</配偶者の扶養老配数>
<配偶者の扶養普通障害数>0</配偶者の扶養普通障害数>
<配偶者の扶養特別障害数>0</配偶者の扶養特別障害数>
<配偶者の本人老年者>0</配偶者の本人老年者>
<配偶者の本人普通障害>1</配偶者の本人普通障害>
<配偶者の本人特別障害>0</配偶者の本人特別障害>
<配偶者の本人一般寡婦>1</配偶者の本人一般寡婦>
<配偶者の本人みなし一般寡婦>0</配偶者の本人みなし一般寡婦>
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<配偶者の本人特別寡婦>0</配偶者の本人特別寡婦>
<配偶者の本人みなし特別寡婦>0</配偶者の本人みなし特別寡婦>
<配偶者の本人勤労学生>1</配偶者の本人勤労学生>
<配偶者の所得額>346000</配偶者の所得額>
<配偶者の控除雑損>0</配偶者の控除雑損>
<配偶者の控除医療費>0</配偶者の控除医療費>
<配偶者の控除小規模共済>0</配偶者の控除小規模共済>
<配偶者の控除配特>0</配偶者の控除配特>
<配偶者の控除社会保険料>0</配偶者の控除社会保険料>
<配偶者の控除その他>0</配偶者の控除その他>
<配偶者の判定>0</配偶者の判定>
<扶養義務者の識別番号>1234567890</扶養義務者の識別番号>
<扶養義務者の氏名漢字>佐藤 太郎</扶養義務者の氏名漢字>
<扶養義務者の氏名カナ>サトウ タロウ</扶養義務者の氏名カナ>
<扶養義務者の扶養親族数>0</扶養義務者の扶養親族数>
<扶養義務者の扶養特定数>0</扶養義務者の扶養特定数>
<扶養義務者の扶養老人数>1</扶養義務者の扶養老人数>
<扶養義務者の扶養老配数>0</扶養義務者の扶養老配数>
<扶養義務者の扶養普通障害数>0</扶養義務者の扶養普通障害数>
<扶養義務者の扶養特別障害数>0</扶養義務者の扶養特別障害数>
<扶養義務者の本人老年者>0</扶養義務者の本人老年者>
<扶養義務者の本人普通障害>1</扶養義務者の本人普通障害>
<扶養義務者の本人特別障害>0</扶養義務者の本人特別障害>
<扶養義務者の本人一般寡婦>1</扶養義務者の本人一般寡婦>
<扶養義務者の本人みなし一般寡婦>0</扶養義務者の本人みなし一般寡婦>
<扶養義務者の本人特別寡婦>0</扶養義務者の本人特別寡婦>
<扶養義務者の本人みなし特別寡婦>0</扶養義務者の本人みなし特別寡婦>
<扶養義務者の本人勤労学生>1</扶養義務者の本人勤労学生>
<扶養義務者の所得額>346000</扶養義務者の所得額>
<扶養義務者の控除雑損>0</扶養義務者の控除雑損>
<扶養義務者の控除医療費>0</扶養義務者の控除医療費>
<扶養義務者の控除小規模共済>0</扶養義務者の控除小規模共済>
<扶養義務者の控除配特>0</扶養義務者の控除配特>
<扶養義務者の控除社会保険料>0</扶養義務者の控除社会保険料>
<扶養義務者の控除その他>0</扶養義務者の控除その他>
<扶養義務者の判定>0</扶養義務者の判定>
<支給停止期間開始日>201108</支給停止期間開始日>
<支給停止期間終了日>201207</支給停止期間終了日>
<停止解除理由コード>01</停止解除理由コード>
<現況届日>20120701</現況届日>
<課税年金額>346500</課税年金額>
<年金コード>03</年金コード>
<年金額>346500</年金額>
<記号番号>1234-1111111</記号番号>
<公的年金以外雑所得>0</公的年金以外雑所得>
<雑所得以外所得額>279812</雑所得以外所得額>
</_19_障害者福祉_51_特別障害者手当所得判定ファイル>

1.52 特別障害者手当有期認定ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_52_特別障害者手当有期認定ファイル>
<識別番号>1234567890</識別番号>
<手当区分>01</手当区分>
<申請通番>1</申請通番>
<有効期限>201204</有効期限>
<継続申請日>20120401</継続申請日>
<継続決定日>20120401</継続決定日>
<障害区分>01</障害区分>
</_19_障害者福祉_52_特別障害者手当有期認定ファイル>
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1.53 特別障害者手当支給ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_53_特別障害者手当支給ファイル>
<識別番号>1234567890</識別番号>
<手当区分>01</手当区分>
<申請通番>1</申請通番>
<支給年月>201104</支給年月>
<手当額>3000</手当額>
<支給区分>1</支給区分>
<支給日>20120401</支給日>
<定時随時区分>1</定時随時区分>
<金融機関コード>1234</金融機関コード>
<支店コード>123</支店コード>
<口座種別>1</口座種別>
<口座番号>1234567</口座番号>
<口座名義人名>佐藤 太郎</口座名義人名>
<口座名義人カナ>サトウ タロウ</口座名義人カナ>
</_19_障害者福祉_53_特別障害者手当支給ファイル>

1.54 特別児童扶養手当決定ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_54_特別児童扶養手当決定ファイル>
<識別番号>1234567890</識別番号>
<申請通番>1</申請通番>
<申請日>20120401</申請日>
<決定区分>1</決定区分>
<決定日>20120401</決定日>
<整理番号>12345</整理番号>
<金融機関コード>1234</金融機関コード>
<支店コード>123</支店コード>
<口座種別>1</口座種別>
<口座番号>1234567</口座番号>
<口座名義人名>佐藤 太郎</口座名義人名>
<口座名義人カナ>サトウ タロウ</口座名義人カナ>
<認定根拠>1</認定根拠>
<決定支給期間開始日>20120401</決定支給期間開始日>
<決定支給期間終了日>20130331</決定支給期間終了日>
<資格喪失日>20130331</資格喪失日>
<資格喪失届出日>20130331</資格喪失届出日>
<資格喪失理由コード>01</資格喪失理由コード>
<備考>特別児童扶養手当決定時の備考</備考>
<記号>01</記号>
<受給者番号>1234567890</受給者番号>
<受給者世帯番号>1234567890</受給者世帯番号>
<受給者氏名漢字>佐藤 太郎</受給者氏名漢字>
<受給者氏名カナ>サトウ タロウ</受給者氏名カナ>
<受給者性別>1</受給者性別>
<受給者生年月日>19600801</受給者生年月日>
<受給者住所コード>123456789012345678901234567890</受給者住所コード>
<受給者住所>東京都東西市南町中央</受給者住所>
<受給者地番>１－１－１</受給者地番>
<受給者方書>○□△ビル３０１号</受給者方書>
<受給者郵便番号>1234567</受給者郵便番号>
<受給者電話番号>99-999-9999</受給者電話番号>
<受給者ファックス番号>99-999-9999</受給者ファックス番号>
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<受給者続柄名>父</受給者続柄名>
</_19_障害者福祉_54_特別児童扶養手当決定ファイル>

1.55 特別児童扶養手当所得判定ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_55_特別児童扶養手当所得判定ファイル>
<識別番号>1234567890</識別番号>
<申請通番>1</申請通番>
<年度>2012</年度>
<世帯員税情報>
<世帯員識別番号>1234567890</世帯員識別番号>
<世帯員扶養親族数>0</世帯員扶養親族数>
<世帯員扶養特定数>0</世帯員扶養特定数>
<世帯員扶養老人数>1</世帯員扶養老人数>
<世帯員扶養老配数>0</世帯員扶養老配数>
<世帯員扶養普通障害数>0</世帯員扶養普通障害数>
<世帯員扶養特別障害数>0</世帯員扶養特別障害数>
<世帯員本人老年者>0</世帯員本人老年者>
<世帯員本人普通障害>1</世帯員本人普通障害>
<世帯員本人特別障害>0</世帯員本人特別障害>
<世帯員本人一般寡婦>1</世帯員本人一般寡婦>
<世帯員本人みなし一般寡婦>0</世帯員本人みなし一般寡婦>
<世帯員本人特別寡婦>0</世帯員本人特別寡婦>
<世帯員本人みなし特別寡婦>0</世帯員本人みなし特別寡婦>
<世帯員本人勤労学生>1</世帯員本人勤労学生>
<世帯員所得額>346000</世帯員所得額>
<世帯員控除雑損>0</世帯員控除雑損>
<世帯員控除医療費>0</世帯員控除医療費>
<世帯員控除小規模共済>0</世帯員控除小規模共済>
<世帯員控除配特>0</世帯員控除配特>
<世帯員控除社会保険料>0</世帯員控除社会保険料>
<世帯員控除その他>0</世帯員控除その他>
<世帯員判定>0</世帯員判定>
<現況届日>20120401</現況届日>
<配扶区分>01</配扶区分>
</世帯員税情報>
</_19_障害者福祉_55_特別児童扶養手当所得判定ファイル>

1.56 特別児童扶養手当決定児童ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_56_特別児童扶養手当決定児童ファイル>
<識別番号>1234567890</識別番号>
<申請通番>1</申請通番>
<児童識別番号>1111111111</児童識別番号>
<児童氏名漢字>佐藤 太郎</児童氏名漢字>
<児童氏名カナ>サトウ タロウ</児童氏名カナ>
<児童性別>1</児童性別>
<児童続柄>20</児童続柄>
<児童生年月日>19600801</児童生年月日>
<有効期間開始日>20120401</有効期間開始日>
<有効期間終了日>20130331</有効期間終了日>
<障害内容コード>01</障害内容コード>
<等級コード>01</等級コード>
<有期年月>201204</有期年月>
<同別コード>1</同別コード>
<備考>児童の備考</備考>
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<資格喪失日>20120401</資格喪失日>
<資格喪失理由コード>01</資格喪失理由コード>
<認定根拠>1</認定根拠>
<継続申請日>20120401</継続申請日>
<継続決定日>20120401</継続決定日>
<有期備考>有期認定の備考</有期備考>
</_19_障害者福祉_56_特別児童扶養手当決定児童ファイル>

1.57 特別児童扶養手当有期認定ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_57_特別児童扶養手当有期認定ファイル>
<識別番号>1234567890</識別番号>
<申請通番>1</申請通番>
<児童識別番号>1111111111</児童識別番号>
<有期年月>201204</有期年月>
<障害内容コード>01</障害内容コード>
<等級コード>01</等級コード>
<認定根拠>1</認定根拠>
<継続申請日>20120401</継続申請日>
<継続決定日>20120401</継続決定日>
<有期備考>有期認定の備考</有期備考>
</_19_障害者福祉_57_特別児童扶養手当有期認定ファイル>

1.58 身体障害者手帳原因コードファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_58_身体障害者手帳原因コードファイル>
<コード>001</コード>
<内容>白内障</内容>
</_19_障害者福祉_58_身体障害者手帳原因コードファイル>

1.59 身体障害者手帳障害コードファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_59_身体障害者手帳障害コードファイル>
<コード>001</コード>
<内容>視力</内容>
<部位コード>11</部位コード>
<種別コード>0</種別コード>
</_19_障害者福祉_59_身体障害者手帳障害コードファイル>

1.60 地域支援事業事業者コードファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_60_地域支援事業事業者コードファイル>
<事業者コード>00001</事業者コード>
<事業者名称漢字>日本商事</事業者名称漢字>
<事業者名称カナ>ニホンショウジ</事業者名称カナ>
<事業者住所コード>123456789012345678901234567890</事業者住所コード>
<事業者住所>東京都東西市南町中央</事業者住所>
<事業者地番>１－１－１</事業者地番>
<事業者方書>○×△マンション５０３号</事業者方書>
<事業者郵便番号>1234567</事業者郵便番号>
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<事業者電話番号>12-3456-7890</事業者電話番号>
<事業者ファックス番号>12-3456-7890</事業者ファックス番号>
<事業者代表者名>事業主 太郎</事業者代表者名>
<事業者指定区分>1</事業者指定区分>
<級地区分適用年月>000000</級地区分適用年月>
<級地区分コード>01</級地区分コード>
<事業所番号>5555555555</事業所番号>
<備考>備考</備考>
</_19_障害者福祉_60_地域支援事業事業者コードファイル>

1.61 障害福祉サービス医師コードファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_61_障害福祉サービス医師コードファイル>
<医師番号>00000001</医師番号>
<医師医療機関番号>00001</医師医療機関番号>
<氏名カナ>イシ タロウ</氏名カナ>
<氏名漢字>医師 太郎</氏名漢字>
</_19_障害者福祉_61_障害福祉サービス医師コードファイル>

1.62 障害福祉サービス事業者コードファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_62_障害福祉サービス事業者コードファイル>
<事業者コード>00005</事業者コード>
<事業者名称漢字>日本商事</事業者名称漢字>
<事業者名称カナ>ニホンショウジ</事業者名称カナ>
<事業者住所コード>123456789012345678901234567890</事業者住所コード>
<事業者住所>東京都東西市南町中央</事業者住所>
<事業者地番>１－１－１</事業者地番>
<事業者方書>○×△マンション５０３号</事業者方書>
<事業者郵便番号>1234567</事業者郵便番号>
<事業者電話番号>12-3456-7890</事業者電話番号>
<事業者代表者名>事業主 太郎</事業者代表者名>
<事業者指定区分>1</事業者指定区分>
<級地区分適用年月>000000</級地区分適用年月>
<級地区分コード>01</級地区分コード>
<事業所番号>1234567890</事業所番号>
<備考>備考</備考>
<居宅介護>1</居宅介護>
<重度訪問介護>0</重度訪問介護>
<行動援護>1</行動援護>
<重度包括支援>0</重度包括支援>
<同行援護>1</同行援護>
<療養介護>0</療養介護>
<生活介護>1</生活介護>
<児童デイサービス>0</児童デイサービス>
<短期入所>1</短期入所>
<共同生活介護>0</共同生活介護>
<施設入所支援>0</施設入所支援>
<自立訓練機能訓練>0</自立訓練機能訓練>
<自立訓練生活訓練>0</自立訓練生活訓練>
<宿泊型自立訓練>0</宿泊型自立訓練>
<就労移行支援>0</就労移行支援>
<就労移行養成施設>0</就労移行養成施設>
<就労継続支援 A 型>0</就労継続支援 A 型>
<就労継続支援 B 型>0</就労継続支援 B 型>
<共同生活援助>0</共同生活援助>
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<旧身体更生施設入所>0</旧身体更生施設入所>
<旧身体更生施設通所>0</旧身体更生施設通所>
<旧身体療護施設入所>0</旧身体療護施設入所>
<旧身体療護施設通所>0</旧身体療護施設通所>
<旧身体授産施設入所>0</旧身体授産施設入所>
<旧身体授産施設通所>0</旧身体授産施設通所>
<旧知的更生施設入所>0</旧知的更生施設入所>
<旧知的更生施設通所>0</旧知的更生施設通所>
<旧知的授産施設入所>0</旧知的授産施設入所>
<旧知的授産施設通所>0</旧知的授産施設通所>
<旧知的通勤寮>0</旧知的通勤寮>
<旧知的福祉施設協会が設置する福祉施設>0</旧知的福祉施設協会が設置する福祉施設>
<サービス利用計画>0</サービス利用計画>
</_19_障害者福祉_62_障害福祉サービス事業者コードファイル>

1.63 障害児支援事業者コードファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_63_障害児支援事業者コードファイル>
<事業者コード>00005</事業者コード>
<事業者名称漢字>日本商事</事業者名称漢字>
<事業者名称カナ>ニホンショウジ</事業者名称カナ>
<事業者住所コード>123456789012345678901234567890</事業者住所コード>
<事業者住所>東京都東西市南町中央</事業者住所>
<事業者地番>１－１－１</事業者地番>
<事業者方書>○×△マンション５０３号</事業者方書>
<事業者郵便番号>1234567</事業者郵便番号>
<事業者電話番号>12-3456-7890</事業者電話番号>
<事業者代表者名>事業主 太郎</事業者代表者名>
<事業者指定区分>1</事業者指定区分>
<級地区分適用年月>000000</級地区分適用年月>
<級地区分コード>01</級地区分コード>
<事業所番号>1234567890</事業所番号>
<備考>備考</備考>
<児童発達支援>1</児童発達支援>
<児童発達支援加算区分>01</児童発達支援加算区分>
<医療型児童発達支援>0</医療型児童発達支援>
<放課後等デイサービス>1</放課後等デイサービス>
<放課後等デイサービス加算区分>01</放課後等デイサービス加算区分>
<保育所等訪問支援>0</保育所等訪問支援>
<サービス利用計画>0</サービス利用計画>
</_19_障害者福祉_63_障害児支援事業者コードファイル>

1.64 共通医療機関コードファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_64_共通医療機関コードファイル>
<医療機関コード>00001</医療機関コード>
<医療機関区分>1</医療機関区分>
<医療機関名称漢字>日本医療機関</医療機関名称漢字>
<医療機関名称カナ>ニホンイリョウキカン</医療機関名称カナ>
<医療機関代表者名>代表 太郎</医療機関代表者名>
<医療機関住所コード>123456789012345678901234567890</医療機関住所コード>
<医療機関住所>東京都東西市南町中央</医療機関住所>
<医療機関地番>１－１－１</医療機関地番>
<医療機関方書>○×△マンション５０３号</医療機関方書>
<医療機関郵便番号>1234567</医療機関郵便番号>
<医療機関電話番号>12-3456-7890</医療機関電話番号>
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<医療機関ファックス番号>12-3456-7890</医療機関ファックス番号>
<医療機関番号>1234567890</医療機関番号>
<福祉サービス>1</福祉サービス>
<更生医療>0</更生医療>
<育成医療>0</育成医療>
<精神通院>1</精神通院>
</_19_障害者福祉_64_共通医療機関コードファイル>

1.65 共通業者コードファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_65_共通業者コードファイル>
<業者コード>00001</業者コード>
<業者名称漢字>日本商事</業者名称漢字>
<業者名称カナ>ニホンショウジ</業者名称カナ>
<業者代表者名>事業者 太郎</業者代表者名>
<業者住所コード>123456789012345678901234567890</業者住所コード>
<業者住所>東京都東西市南町中央</業者住所>
<業者地番>１－１－１</業者地番>
<業者方書>○×△マンション５０３号</業者方書>
<業者郵便番号>1234567</業者郵便番号>
<業者電話番号>12-3456-7890</業者電話番号>
<業者ファックス番号>12-3456-7890</業者ファックス番号>
<補装具>1</補装具>
<日具>0</日具>
</_19_障害者福祉_65_共通業者コードファイル>

1.66 補装具コードファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_66_補装具コードファイル>
<補装具コード>010101</補装具コード>
<補装具名称>補装具名</補装具名称>
<基本単価>36120</基本単価>
<耐用年数>3</耐用年数>
<件数>1</件数>
<適用開始年月>190001</適用開始年月>
<適用終了年月/>
<備考>備考</備考>
</_19_障害者福祉_66_補装具コードファイル>

1.67 日常生活用具コードファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_19_障害者福祉_67_日常生活用具コードファイル>
<日常生活用具コード>00001</日常生活用具コード>
<日常生活用具名称>日常生活用具名</日常生活用具名称>
<基本単価>36120</基本単価>
<耐用年数>3</耐用年数>
<件数>1</件数>
<適用開始年月>190001</適用開始年月>
<適用終了年月/>
<備考>備考</備考>
</_19_障害者福祉_67_日常生活用具コードファイル>
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