
付属資料52-５【 医療費公費負担 】サブシステム記録項目

№ 現行システム記録項目名 次期システム記録項目名 （変更なし・追加・修正・削除）
1 氏名 氏名 変更なし
2 住所 住所 変更なし
3 生年月日 生年月日 変更なし
4 年齢 年齢 変更なし
5 性別 性別 変更なし
6 電話番号 電話番号 変更なし
7 郵便番号 郵便番号 変更なし
8 住民番号 住民番号 変更なし
9 管轄保健センター 管轄保健センター 変更なし
10 行政区分 - 削除
11 申請種別 - 削除
12 処理種別 処理種別 変更なし
13 受理年月日（収受年月日） 受理年月日（収受年月日） 変更なし
14 文書番号 文書番号 変更なし
15 受付場所 受付場所 変更なし
16 取得事由（登録事由） 取得事由（登録事由） 変更なし
17 変更事由 変更事由 変更なし
18 追加交付事由 追加交付事由 変更なし
19 喪失年月日 喪失年月日 変更なし
20 喪失事由 喪失事由 変更なし
21 非課税区分 非課税区分 変更なし
22 疾病名（コード含む） 疾病名（コード含む） 変更なし
23 疾病群名（コード含む） 疾病群名（コード含む） 変更なし
24 重症度申請の有無 重症度申請の有無 変更なし
25 重症度申請年月日 重症度申請年月日 変更なし
26 重症度認定 重症度認定 変更なし
27 軽快者フラグ - 削除
28 要介護度 要介護度 変更なし
29 生活状況 生活状況 変更なし
30 療養状況 療養状況 変更なし
31 在宅の生活状況 在宅の生活状況 変更なし
32 在宅以外の生活状況 在宅以外の生活状況 変更なし
33 経由年月日(進達年月日） 経由年月日(進達年月日） 変更なし
34 認否区分 認否区分 変更なし
35 受給者番号 受給者番号 変更なし
36 負担者番号 負担者番号 変更なし
37 都助成負担者番号 都助成負担者番号 変更なし
38 国保申請負担者番号 国保申請負担者番号 変更なし
39 有効期間開始日 有効期間開始日 変更なし
40 有効期間終了日 有効期間終了日 変更なし
41 交付年月日 交付年月日 変更なし
42 発行年月日 発行年月日 変更なし
43 階層区分 階層区分 変更なし
44 自己負担額入院 自己負担額入院 変更なし
45 自己負担額外来 自己負担額外来 変更なし
46 自己負担種別 自己負担種別 変更なし
47 適用区分 適用区分 変更なし
48 災害時名簿登録案内の有無 災害時名簿登録案内の有無 変更なし
49 災害時名簿登録の有無 災害時名簿登録の有無 変更なし
50 心身障害者福祉手当案内の有無心身障害者福祉手当案内の有無変更なし
51 心身障害者福祉手当受給の有無心身障害者福祉手当受給の有無変更なし
52 結果入力フラグ 結果入力フラグ 変更なし
53 医療機関（コード含む） 医療機関（コード含む） 変更なし
54 証明区分 証明区分 変更なし
55 手帳番号 手帳番号 変更なし
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付属資料52-５【 医療費公費負担 】サブシステム記録項目

№ 現行システム記録項目名 次期システム記録項目名 （変更なし・追加・修正・削除）
56 手帳等級 等級 修正
57 診断書有無 診断書有無 変更なし
58 都助成区分 都助成区分 変更なし
59 都助成区分開始年月日 都助成区分開始年月日 変更なし
60 都助成区分終了年月日 都助成区分終了年月日 変更なし
61 国保申請有無 国保申請区分 修正
62 国保申請年月日 国保申請年月日 変更なし
63 国保開始年月日 国保開始年月日 変更なし
64 国保終了年月日 国保終了年月日 変更なし
65 健康保険種別 健康保険種別 変更なし
66 健康保険種別（その他理由） 健康保険種別（その他理由） 変更なし
67 不承認決定年月日 不承認決定年月日 変更なし
68 保険者番号 保険者番号 変更なし
69 申請状況 - 削除
70 - 所得区分 追加
71 - 人工呼吸器装着 追加
72 - 住民区分 追加
73 - 備考 追加

2／2


