
平成20年４月
診療報酬改定説明会日程

・府医から送付するハガキ (３月初旬に届く予定) は当

日の資料との交換となりますので, 当日まで大切に保

管ください｡ なお, 資料の追加分は有料 (代金未定)

となりますのでご了承ください｡

・26日の説明会は, 施設基準の内容, 届出に絞った説明となります｡

・各会場とも駐車台数に限度がありますので, 自家用車でのご来場はできるだけご遠慮く

ださい｡ また, 駐車が有料になるところがありますので, あらかじめご了承ください｡

・京都会館, 福知山市民会館, 舞鶴勤労者福祉会館は駐車場がありませんので, 乗り合わ

せの上, 隣接の市営駐車場 (有料) をご利用ください｡

・日程のご都合が悪い場合は, 対象地区以外の会場へご出席いただいても結構ですが, 27,

28日の京都会館は, 会場の都合上, できる限り指定通りのご出席をお願いします｡

※時間はいずれも２時から４時半

ただし, 22日(土) の舞鶴勤労者福祉会館は２時半から５時, 丹後勤労者福祉会館は

３時から５時半
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－ 必 読－ ２月度請求書 (１月診療分)
提 出 期 限△

基金 10日(日)
午後５時まで△

国保 10日(日)
午後５時まで△

労災 12日(火)
午後５時まで

☆提出期限にかかわらず,
お早目にご提出ください｡

開催日 会 場 定 員 対 象 地 区

３月22日(土)

舞鶴勤労者福祉会館 235 舞鶴

丹後勤労者福祉会館 350 与謝・北丹

３月24日(月)

ガレリアかめおか 400 亀岡・船井

福知山市民会館 400 綾部・福知山

３月25日(火) 宇治市文化センター 1200 宇治久世・綴喜・相楽

３月26日(水) 京都府医師会館 600 病院・有床診療所等 (施設基準関係)

３月27日(木) 京都会館 900 北・上東・伏見

３月28日(金) 京都会館 2900 西陣・中東・中西・下東・下西・左
京・右京・西京・東山・山科・乙訓



説明会会場案内図

2008年(平成20年)２月１日 No.1878( 2 )

京都会館

(左京区岡崎最勝寺町13)

TEL 075－771－6053

ガレリアかめおか

(亀岡市余部町宝久保１－１)

TEL 0771－29－2700

宇治市文化センター

(宇治市折居台１丁目１番)

TEL 0774－39－9333
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福知山市民会館

(福知山市字内記100)

TEL 0773－22－9551

舞鶴勤労者福祉会館

(舞鶴市南田辺小字二ノ丸１番地)

TEL 0773－77－1212

丹後勤労者福祉会館

(京丹後市大宮町字河辺3355番地)

TEL 0772－68－0365



高齢者の医療の確保に関する法律施行令
および同施行規則等について

後期高齢者医療制度等については, ｢健康保険法等の一部を改正する法律｣ (平成18年６

月21日法律第83号) に基づき ｢老人保健法｣ (昭和57年８月17日法律第80号) が改正され,

平成20年４月１日より ｢高齢者の医療の確保に関する法律｣ として施行されますが, 今般

｢高齢者の医療の確保に関する法律施行令｣ (平成19年10月19日付政令第318号) および

｢高齢者の医療の確保に関する法律施行規則｣ (平成19年10月22日付厚生労働省令第129号)

が示されました｡

また, ｢後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額｣ (平成19年11月

30日付厚生労働省告示第395号) 等, 上記法令に係る告示等も示されましたので, その概

要をお知らせします｡

なお, 詳細は, 日本医師会ホームページのメンバーズルーム中 ｢平成18年度健康保険法・

老人保健法等の改正に関する情報｣ をご参照ください｡

記

高齢者の医療の確保に関する法律施行令の施行について

第１ 特定健康診査の対象となる生活習慣病 (高齢者の医療の確保に関する法律施行令

(以下, ｢令｣｡) 第１条関係) (高齢者の医療の確保に関する法律 (以下, ｢法｣｡) 第18

条第１項関連)

特定健康診査の対象となる生活習慣病の種類を, 高血圧症, 脂質異常症, 糖尿病そ

の他の生活習慣病であって, 内臓脂肪の蓄積に起因するものとする｡

第２ 後期高齢者医療制度

一 市町村によって処理される後期高齢者医療の事務関係 (令第２条関係)

※ 後期高齢者医療の事務は都道府県ごとに設立される後期高齢者医療広域連合 (以

下, ｢広域連合｣｡) により処理されるが, 保険料の徴収の事務及び被保険者の便益

の増進に寄与するものとして市町村によって処理される後期高齢者に係る事務を定

めたもの｡ (法第48条関連)

二 被保険者資格関係 (令第３条～第５条及び別表関係)

１ 以下の②に係る障害の状態の程度を定めたもの｡ (令第３条及び別表) (法第50条

第２号関連)

○後期高齢者医療の被保険者

① 75歳以上の者

② 65歳以上75歳未満の者であって, 一定の障害の状態にある旨の広域連合の認

定を受けたもの

２ 保険料を滞納している被保険者について, 広域連合が被保険者証の返還を求める

対象とならない特別の事情｡ (令第４条) (法第54条第４項関連)

３ 保険料を滞納している被保険者が広域連合に被保険者証を返還したときは, 広域

連合は当該被保険者に対し被保険者資格証明書を交付するが, 以下の場合には被保

険者資格証明書の交付を受けている被保険者に対し被保険者証を交付することになっ

ている (法第54条第８項関連)｡ 今回, 以下の②に係る特別の事情が定められたも
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の｡ (令第５条)

① 滞納している保険料を完納したとき

② 滞納額の著しい減少, 災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるとき

三 後期高齢者医療給付関係 (令第６条～第17条関係)

１ 後期高齢者医療の療養の給付等に優先して行われる給付は, 以下に基づく療養補

償給付等である (法第57条第１項関連)｡ 今回, 以下の④を定めたもの｡ (令第６条)

① 労働者災害補償保険法

② 国家公務員災害補償法

③ 地方公務員災害補償法

④ その他政令で定める法令

⑤ 介護保険法

⑥ 上記法令以外の法令により国若しくは地方公共団体の負担において行われる医

療給付

２ 現役並み所得者 (療養の給付等に係る一部負担金の割合が３割となる者) の判定

基準｡ (令第７条) (法第67条第１項第２号関連)

市町村民税課税所得 145万円以上

かつ世帯収入 後期高齢者複数世帯 520万円以上

後期高齢者単身世帯 383万円以上

※ 現役並み所得者の判定は, 同一世帯に属する被保険者の所得及び収入により判

定する｡

３ 入院時食事療養費 (法第74条第10項関連), 入院時生活療養費 (法第75条第７項

関連), 保険外併用療養費 (法第76条第６項関連), 訪問看護療養費 (法第78条第８

項関連) 及び特別療養費 (法第82条第２項関連) の支給に関し, 健康保険法の規定

を準用する｡ (令第８条～13条)

４ 高額療養費の支給要件及び支給額 (令第14条) (法第84条関連)

(１) 世帯

ア 支給要件

同一の月に行われた療養 (食事療養及び生活療養を除く｡) のうち, 同一世

帯のすべての被保険者に係る一部負担金等の合算額から外来療養に係る高額療

養費の額を控除した額 (以下 ｢一部負担金等世帯合算額｣｡) が高額療養費算定

基準を上回る場合に支給する｡

イ 支給額

一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額に, 被保険

者の一部負担金等の額から当該者の外来療養に係る高額療養費の額を控除した

額を一部負担金等世帯合算額で除して得た率 (被保険者按分率) を乗じて得た

額を, 広域連合から支給対象者にそれぞれ支給する｡

(２) 外来

同一の月に行われた外来療養に係る一部負担金等の合算額が高額療養費算定基

準額を上回る場合に, その差額を広域連合から支給対象者に支給する｡

(３) 公費負担医療等

その他の公費負担医療 (原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般

疾病費の支給又は厚生労働省令で定める医療に関する給付｡ 以下同じ｡) 等に係

る一部負担金等の合算額が, 高額療養費算定基準額を上回る場合に, その差額を
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支給する｡

５ 高額療養費算定基準額 (後期高齢者医療の被保険者に係るもの) (令第15条)

(１) ４の (１) の高額療養費算定基準額

ア イからエまでに掲げる者以外の者 44,400円

イ 現役並み所得者 (※経過措置あり｡)

80,100円＋(療養に要した費用の額－267,000円)×1 / 100

ただし, 高額療養費多数該当 (療養のあった月以前の12月以内にすでに４の

(１) による高額療養費が支給されている月数が３月以上ある場合) は, ４月

目から44,400円｡

ウ 低所得者Ⅱ (市町村民税非課税等の世帯に属する被保険者) 24,600円

エ 低所得者Ⅰ (ウのうち, 所得が一定の基準に満たない被保険者) 15,000円

(２) 外来療養に係る高額療養費算定基準額

ア イからエまでに掲げる者以外の者 12,000円

イ 現役並み所得者 44,400円

ウ 低所得者Ⅱ 8,000円

エ 低所得者Ⅰ 8,000円

(参考)

＜ ＞内の金額は高額療養費多数該当の場合｡

＜経過措置＞

平成20年８月から平成22年７月までに行われる療養について, 次の１又は２の要件

を満たす現役並み所得者 (特定収入被保険者) の高額療養費算定基準額を44,000円

(外来療養にあっては12,000円) とする｡ (令附則第８条)

１ その属する世帯に他の被保険者がいない者

２ 被保険者及びその属する世帯の70歳以上75歳未満の収入額が520万円未満の者

※ 今回の改正により, 現役並み所得者の判定は同一世帯に属する75歳以上の被保険

者のみの所得及び収入により行われることになる｡

このため, 一部の被保険者について, 新たに現役並所得者と判定され, １割負担

から３割負担となることから, 激変緩和のため, 平成20年８月から平成22年７月ま

でに行われる療養について, 自己負担限度額を一般に据え置くもの｡
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自己負担限度額

外来 (個人ごと)

現役並み所得者
(課税所得145万円以上等)

44,400円
80,100円＋１％
＜44,400円＞

一 般 12,000円 44,400円

低所得者
(住民税
非課税等)

Ⅱ

8,000円

24,600円

Ⅰ
(年金収入80万円以下等)

15,000円



(参考)

(３) 公費負担医療に係る高額療養費算定基準額

44,400円 (外来療養にあっては12,000円)

(４) 長期にわたり継続して著しく高額な治療が必要となる疾病 (特定疾病) に係る

広域連合の認定を受けた者 (令第14条第４項関連) に係る高額療養費算定基準額

10,000円

(５) 市町村民税非課税の世帯に属する被保険者であって, 老齢福祉年金 (その全額

につき支給が停止されている者を除く｡) の受給権を有している者 (令第14条第

５項関連) に係る高額療養費算定基準額 15,000円

６ 入院療養等に係る現物給付化関係 (令第16条)

被保険者の入院に係る高額療養費については, 現物給付とし, 一医療機関ごとの

窓口での支払を自己負担限度額にとどめる｡

具体的には, 被保険者が同一の月に一の保険医療機関等から入院療養等を受けた

場合において, 法の規定により支払うべき一部負担金の支払いが行われなかったと

きは, 広域連合は, 当該被保険者に代わり当該保険医療機関等に対し, 被保険者の

所得区分に応じて高額療養費を支払う｡ ただし, 低所得者Ⅱ及び低所得者Ⅰについ

ては, それらに該当していることにつき, 広域連合の認定を受けている必要がある｡

７ 保険料の滞納者に対する給付の差止めの対象とならない特別の事情については,

二の２の特別の事情と同様｡ (令第17条)

四 保険料関係 (令第18条～第33条関係)

五 審査請求関係 (令第34条及び第35条関係)

後期高齢者医療審査会 (法第128条関連) について, 国民健康保険法等に規定する

国民健康保険審査会の規定を準用する｡

2008年(平成20年)２月１日 No.1878 ( 7 )

現 行

定率負担 １割
自己負担限度額 44,400円
外来限度額 12,000円

→

経過措置
(Ｈ20.８～Ｈ22.７)

３割
44,400円
12,000円

→

経過措置終了後
(Ｈ22.８～)
３割

80,100円＋１％
44,400円

高齢者の医療の確保に関する法律施行令第14条第４項の規定に基づき厚生労働
大臣が定める治療及び疾病
(平成19年11月30日 厚生労働省告示第397号)
１ 人工腎臓を実施している慢性腎不全
２ 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は先天性血液
凝固第Ⅸ因子障害
３ 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群 (ＨＩＶ感染を含み,
厚生労働大臣の定める者に係るものに限る｡)
※老人保健法施行令第14条第５項の規定に基づき厚生労働大臣が定める治療及
び疾病 (平成14年厚生労働省告示第286号) は, 平成20年３月31日限り廃止

○法第128条
後期高齢者医療給付に関する処分 (被保険者証の交付の請求又は返還に関する

処分を含む｡) 又は保険料その他この章の規定による徴収金 (市町村及び後期高齢
者医療広域連合が徴収するものに限る｡) に関する処分に不服がある者は, 後期高
齢者医療審査会に審査請求をすることができる｡



六 都道府県知事への協議 (令第36条関係)

第３ その他 (令第37条及び第38条関係)

一 地方社会保険事務局長への権限委任 (法第163条第３項関連)

地方社会保険事務局長に委任する厚生労働大臣の権限を, 保険医療機関等, 保険医

等, 指定訪問看護事業者等に対する指導, 報告徴収等に係る権限とする｡

ただし, 厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない｡

二 厚生労働省令への委任

第４ 経過措置 (令附則第２条～第15条関係)

一 老人保健法施行令は廃止する｡ (令附則第２条)

二 平成20年３月以前に行われた療養に係る老人保健法の規定による高額医療費の支給

については, なお従前の例による｡ (令附則第３条)

三 平成20年４月から７月までにあっては, 現役並み所得者の判定は, 被保険者並びに

その属する世帯の他の世帯員である被保険者及び70歳以上74歳未満の者の所得及び収

入により判定する｡ (令附則第４条)

※ 平成20年７月までは, 施行前までになされた判定が引き継がれる｡

四 税制改正に伴う経過措置

１ 老人保健法において平成18年８月から実施している, 老年者に係る非課税措置の

廃止に伴い市町村民税課税者となる者と同一の世帯に属する市町村民税非課税者に

対する経過措置と同様の措置等を, 平成20年４月から７月までに行われる療養につ

いて定めるもの｡ (令附則第５条及び第６条)

※ 低所得者の自己負担限度額を適用

２ 老人保健法において平成18年８月から実施している, 公的年金等控除の見直し等

に伴い現役並み所得者となる者に対する経過措置と同様の措置を, 平成20年４月か

ら７月までに行われる療養について定めるもの｡ (令附則第７条)

※ 自己負担限度額を一般に据え置く

五 前頁記載のため略

六 現役並み所得者に係る高額療養費の支給における多数回該当の判定に際しては, 老

人保健法の規定により支給された高額医療費の支給回数も含めて行う｡ (令附則第９

条)

七 保険料の賦課課税の基準となる所得についての特例措置｡ (令附則第11条)

八 保険料の特別徴収の開始の際の特例｡ (令附則第12条)

※ 特別徴収：市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者から老齢等年金給付の支払

いをする者 (年金保険者) に保険料を徴収させ, かつその徴収すべき保険料を納入

させることをいう｡ (法107条第１項)

→いわゆる ｢年金天引き｣

九 特定市町村 (法附則第14条第１項関連) の区域内に住所を有する被保険者 (特定市

町村区域内被保険者) に係る保険料の算定基準｡ (令附則第13条)

※ 特定市町村：広域連合の区域のうち, 被保険者に係る療養の給付等に要する費用

の額が著しく低い市町村であって, 厚生労働大臣が定める基準に該当する市町村

→不均一保険料率の特例関係
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第５ 施行期日 (令附則第１条関係)

施行日：平成20年４月１日

ただし, 第４の八の規定 (附則第12条の規定) は公布の日から施行する｡

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の施行について

第１ 医療費適正化計画関係

一 医療費適正化計画の進捗状況評価 (高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 (以

下, ｢規則｣｡) 第１条及び第２条関係) (高齢者の医療の確保に関する法律 (以下,

｢法｣｡) 第11条関連)

１ 厚生労働大臣及び都道府県が, 医療費適正化計画の進捗状況の評価を行うに当たっ

ては, 当該計画に掲げる目標の達成に向けた取組の進捗状況の把握及び分析を行う｡

２ 進捗状況の評価の結果の公表は, その要旨及び内容をインターネットの利用, 印

刷物の配布その他の適切な方法により行う｡

二 医療費適正化の実績評価 (規則第３条及び第４条関係) (法第12条関連)

１ 厚生労働大臣及び都道府県が, 医療費適正化計画の実績評価を行うに当たっては,

当該計画に掲げる目標の達成状況並びに当該計画に掲げる施策の実施状況及び当該

施策に要した費用に対する効果に係る調査及び分析を行う｡

２ 都道府県は, 医療費適正化計画の実績評価の結果を, 当該計画終了年度の翌年度

の12月末日までに厚生労働大臣に報告する｡

３ 実績評価の結果の公表は, その要旨及び内容をインターネットの利用, 印刷物の

配布その他の適切な方法により行う｡
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(参考)
① 都道府県は, 都道府県医療費適正化計画 (５年ごとに作成：法第９条第１項)
を作成した年度の翌々年度において, 当該計画の進捗状況の評価及びその結果
公表を行う｡ (法第11条第１項)
② 厚生労働大臣は, 全国医療費適正化計画 (５年ごとに作成：法第８条第１項)
の作成年度の翌々年度において, 当該計画の進捗状況の評価及びその結果公表
を行う｡ (法第11条第２項)

(参考)
① 都道府県は, 都道府県医療費適正化計画の期間終了の翌年度において, 当該
計画に掲げる目標の達成状況及び施策の実施状況に関する調査・分析を行い,
当該計画の実績に関する評価を行う｡ (法第12条第１項)
② 都道府県は, ①の評価の内容を厚生労働大臣に報告し, 公表する｡ (法第12条
第２項)
③ 厚生労働大臣は, 全国医療費適正化計画の期間終了の翌年度において, 当該
計画に掲げる目標の達成状況及び施策の実施状況に関する調査・分析を行い,
当該計画の実績に関する評価を行う｡ (法第12条第３項)
④ 厚生労働大臣は, ②の報告を踏まえ, 関係都道府県の意見を聞いて, 各都道
府県における都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価を行う｡ (法第12条
第３項)
⑤ 厚生労働大臣は, ③及び④の評価を公表する｡ (法第12条第４項)
⑥ 都道府県は, 都道府県医療費適正化計画の進捗状況又は実績に関する評価の
結果, 当該計画に掲げる医療の効率的な提供の推進に関し, 当該都道府県にお
いて達成すべき目標の達成のために必要があると認めるときは, 厚生労働大臣



三 医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析等 (規則第５条関係) (法第16条

関連)

１ 医療費適正化計画の作成, 実施及び評価に資するため, 厚生労働大臣は, 医療に

要する費用並びに診療の件数及び日数に関する地域別, 年齢別, 疾病別, 診療内容

別, 男女別又は医療機関の種類別の状況に関する情報並びに特定健康診査及び特定

保健指導の実施状況に関する情報について, 調査及び分析を行い, その結果を公表

する｡ (規則第５条第１項関係) (法第16条第１項第１号関連)

２ 厚生労働大臣は, １のほか, 医療の提供に関する地域別, 病床の種類別及び医療

機関の種類別の病床数並びに地域別及び医療機関の種類別の医療機関数の推移の状

況に関する情報について, 調査及び分析を行い, その結果を公表する｡ (規則第５

条第２項関係) (法第16条第１項第２号関連)

３ 厚生労働大臣から１及び２に関する情報の提供を求められた場合には, 保険者及

び広域連合は, 当該情報を, 電子情報処理組織 (保険者又は後期高齢者医療広域連

合 (以下 ｢広域連合｣｡) と社会保険診療報酬支払基金又は国保連合会とを電気通信

回線で接続した電子情報処理組織 (いわゆるオンライン)) を使用する方法又は当

該情報に記録した光ディスクその他の電磁的記録を提供する方法により提出しなけ

ればならない｡ (規則第５条第３項関係) (法第16条第２項関連)

第２ 後期高齢者医療制度関係

一 市町村事務関係 (規則第６条及び第７条関係) (高齢者の医療の確保に関する法律

施行令 (以下 ｢令｣｡) 第２条第６号及び第７号関連)

後期高齢者医療の事務のうち, 被保険者の便益の増進に寄与するものとして, 市町

村が行う以下の①及び②に係る事務を定めたもの｡

① 被保険者資格に関する事務 (規則第６条関係)

② 後期高齢者医療給付に関する事務 (規則第７条関係)

二 被保険者資格関係

１ 障害認定の申請 (規則第８条関係) (法第50条第２号, 令第３条及び令別表関連)

２ 後期高齢者医療の被保険者の適用除外となる者 (規則第９条関係) (法第51条第

２号関連)

後期高齢者医療制度の被保険者の適用除外となる者として, 以下の②に係る者を

定めたもの｡

○後期高齢者医療の被保険者の適用除外となる者 (法第51条)

① 生活保護法による保護を受けている世帯 (その保護を停止されている世帯を
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に対し, 健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律に規定する診療報酬
(⑦及び⑧において ｢診療報酬｣｡) に関する意見を提出することができる｡ (法
第13条第１項)
⑦ 厚生労働大臣は, ⑥により都道府県から意見が提出されたときは, 当該意見
に配慮して, 診療報酬を定めるように努めなければならない｡ (法第13条第２項)
⑧ 厚生労働大臣は, ③及び④の評価の結果, 全国及び都道府県医療費適正化計
画に掲げる医療の効率的な提供の推進に関し, 国及び各都道府県において達成
すべき目標を達成し, 医療費適正化を推進するために必要があると認めるとき
は, 一の都道府県の区域内における診療報酬について, 地域の実情を踏まえつ
つ, 適切な医療を各都道府県間において公平に提供する観点から見て合理的と
認められる範囲内において, 他の都道府県の区域内における診療報酬と異なる
定めをすることができる｡ (法第14条第１項)



除く｡) に属する者

② ①に掲げるもののほか, 後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由があ

る者

３ 資格取得の届出等 (規則第10条～第11条関係)

75歳に達したこと等により, 被保険者の資格を取得した際の届出の期限 (14日以

内) 及び届出の記載事項｡

４ 住所地特例に関する届出 (規則第12条関係) (法第55条関連)

住所地特例：入院等のため病院等に住所を移した際, 広域連合をまたぐ住所の移

動があった場合には, 前住所の広域連合の被保険者とする特例

５ 保険料を滞納した際に被保険者証の返還を求める対象とならない被保険者｡ (規

則第13条関係) (法第54条第４項関連)

→児童福祉法, 予防接種法等の規定による公費負担医療を受けることができる被保

険者

６ 広域連合が保険料を滞納している被保険者に対し, 被保険者証の返還を求めるま

での期間は, １年間とする｡ (規則第14条関係) (法第54条第４項関連)

７ 被保険者証の返還 (規則第15条関係) (法第54条第４項関連)

８ 保険料を納付することができない特別の事情に関する届出 (規則第16条関係)

(令第４条及び第５条関連) (法第54条第４項関連)

９ 被保険者証及び被保険者資格証明書の交付 (規則第17条関係)

(１) 広域連合は, 被保険者に対し, 様式第１号又は第２号による被保険者証を, 有

効期限を定めて交付しなければならない｡

(２) 広域連合は, 保険料を滞納したことにより, 被保険者証を返還した被保険者に

対し, 様式第３号による被保険者資格証明書を交付しなければならない｡

10～17 略

三 後期高齢者医療給付関係

１ 第三者求償事務の委託先とすることができる国保連合会の要件｡ (規則第29条関

係) (法第58条第１項, 第３項関連)

２ 処方せんの提出 (規則第30条関係)

被保険者は, 保険薬局にて薬剤の支給を受けようとするときは, 保険医の交付し

た処方せんを提出しなければならない｡

ただし, 当該保険薬局から被保険者証又は被保険者資格証明書の提出を求められ

た場合には, 当該処方せん及び被保険者証又は被保険者資格証明書を提出しなけれ

ばならない｡

３ 現役並み所得者 (療養の給付等に係る一部負担金の割合が３割となる者) の判定

に用いる収入の額等 (規則第31条及び第32条関係) (令第７条第３項関連)

４ 一部負担金の減額等を行うことのできる特別の事情等 (規則第33条関係) (法第

69条第１項関連)

５ 入院時食事療養費関係 (規則第34条～第38条関係)
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(参考)
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第31条の規定に基づき厚生労働大臣

が定める収入の額の算定方法
(平成19年11月30日 厚生労働省告示第398号)



(１) 被保険者に支給すべき入院時食事療養費は, 療養を行った保険医療機関に対し

て支払う｡ (規則第34条関係) (法第74条第５項関連)

(２) 食事療養標準負担額の減額の対象者｡ (規則第35条関係) (法第74条第２項関連)

① 低所得者Ⅱ (市町村民税非課税等の世帯に属する被保険者であって, 規則第

67条で定めるところにより, 広域連合の認定 (※) を受けている者)

② 低所得者Ⅰ (①のうち, 所得が一定の基準に満たない被保険者であって, 規

則第67条で定めるところにより, 広域連合の認定 (※) を受けている者)

※ 後掲13の (５) 参照

(３) 限度額適用・標準負担額減額認定証 (※) の交付を受けた被保険者は, 入院時

食事療養費に係る療養を受ける際には, 保険医療機関に当該認定証を提示しなけ

ればならない｡ (規則第36条関係)

※ 後掲13の (５) 参照

(４) 限度額適用・標準負担額減額認定証を提出しないことにより, 被保険者が減額

しない食事療養標準負担額を支払った場合であって, 当該証を提出しないことが

やむを得ないものと認められるときは, 被保険者の申請により, 減額されるべき

額との差額が被保険者に支給される｡ (規則第37条関係)

(５) 保険医療機関の発行する領収書は, 食事療養標準負担額とその他の費用の額と

を区分して記載しなければならない｡ (規則第38条関係) (法第74条第７項関連)

６ 入院時生活療養費関係 (規則第39条～第43条関係)

５の入院時食事療養費関係と同様｡

７ 保険外併用療養費関係 (規則第44条及び第45条関係) (法第76条第６項関連)

(１) 被保険者に支給すべき保険外併用療養費は, 療養を行った保険医療機関等に対

して支払う｡ (規則第44条関係)

(２) 保険医療機関等の発行する領収書は, 保険外併用療養費に係る療養につき, 被

保険者が負担した額 (食事療養, 生活療養及びその他の療養に区分して記載) と

その他の費用の額とを区分して記載しなければならない｡ (規則第45条関係)

８ 第三者行為による被害の届出 (規則第46条関係) (法第58条関連)

療養の給付等に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときの広域連

合への届出の記載事項等の手続｡

９ 療養費関係 (規則第47条関係) (法第77条第１項関連)

10 訪問看護療養費関係 (規則第48条～第53条関係)

11 特別療養費関係 (規則第54条～第57条関係)

広域連合は, 被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている場合において,

当該被保険者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けたとき

は, 当該被保険者に対し, その療養に要した費用について, 特別療養費を支給する

こととなっている (法第82条関連)｡

(１) 被保険者が特別療養費の支給を申請する際の申請書の記載事項等の手続｡ (規

則第54条関係)

(２) 特別療養費に係る療養を取り扱った際に, 保険医療機関等又は指定訪問看護事

業者が広域連合に対して行う届出及び届書の記載事項等の手続｡ (規則第55条及

び第56条関係)

① 保険医療機関等の場合 (規則第55条関係)

診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の様式の例により, 各月分について, 翌
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月10日までに送付する｡

② 指定訪問看護事業者の場合 (規則第56条関係)

③ 広域連合は①及び②の届書につき審査し, 当該療養について算定した費用の

額その他の審査の結果を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に書面に

より通知する｡ (規則第55条第４項及び第56条第４項関係)

(３) ７の (２) 及び10の (５) の規定は, 保険医療機関等及び指定訪問看護事業者

が発行する特別療養費に係る領収書について準用する｡ (規則第57条関係)

12 移送費関係 (規則第58条～第60条関係)

広域連合は, 被保険者が療養の給付等を受けるため病院又は診療所に移送された

ときであって, 必要であると認める場合に限り, 移送費を支給することとなってい

る｡ (法第83条関連)

13 高額療養費関係 (規則第61条～第71条関係)

(１) 特定給付対象療養 (※) のうち, 厚生労働省令で定める医療に関する給付を,

障害者自立支援法等の規定による給付とした｡ (規則第61条関係)

※ 特定給付対象療養 (令第14条第１項第２号)

① 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その

他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養

② 当該保険者が長期にわたり継続して著しく高額な治療が必要となる疾病 (特

定疾病) であって, 広域連合の認定を受けた被保険者に係る厚生労働大臣が定

める療養

(２) 特定疾病の認定を申請する際の申請書の記載事項等の手続及び特定疾病療養受

療証 (様式第４号) の交付, 保険医療機関等への提出等｡ (規則第62条関係) (令

第14条第４項関連)

① 被保険者は申請書を広域連合へ提出する｡

② 広域連合は特定疾病療養受療証 (様式第４号) を交付する｡

③ 認定を受けた被保険者は特定疾病に係る療養を受ける際に, 被保険者証又は

処方せんに添えて, 特定疾病療養受療証を保険医療機関等に提出する｡

(３) 現役並み所得者に係る高額療養費算定基準額における定率部分 (＋１％部分)

の算定対象となる費用の額｡ (規則第63条及び第66条関係) (令第15条第１項第２

号関連)

(４) 令第15条第１項第３号 (低所得者Ⅱ) 又は第４号 (低所得者Ⅰ) の適用の対象

となる要保護者を, 療養のあった月に生活保護法の要保護者であり, かつ, 標準

負担額の減額が適用された場合に, 生活保護法の保護を要しない状態となる者と

する｡ (規則第64条及び第65条関連)

(５) 広域連合により低所得者Ⅱ又は低所得者Ⅰの認定を受けようとする被保険者が,

限度額適用・標準負担額減額の認定の申請をする際の申請書の記載事項等の手続

及び様式第５号による限度額適用・標準負担限度額認定証の交付, 保険医療機関

等への提出等｡ (規則第67条関係) (令第16条第１項第１号ハ及びニ関連)

① 被保険者は申請書を広域連合へ提出する｡

② 広域連合は限度額適用・標準負担額減額認定証 (様式第５号) を交付する｡

③ 認定を受けた被保険者は療養を受ける際に, 被保険者証に添えて, 限度額適

用・標準負担額減額認定証を保険医療機関等に提出する｡

(６) 令第16条第３項においては, 高額療養費の現物給付が行われる公費負担医療及
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び特定疾病に係る療養が規定されているが, 当該高額療養費の現物給付が行われ

る公費負担医療を, 障害者自立支援法等の規定による給付とする｡ (規則第68条

関係) (令第16条第３項関連)

(７) 令第16条第５項に規定する厚生労働省令で定める医療機関等を旧総合病院 (※)

と定める｡ 旧総合病院は, 診療科ごとに別個の保険医療機関等とみなされる｡

(規則第69条関係) (令第16条第５項関連)

※旧総合病院：平成10年４月１日の時点において, 平成９年法律第125号による

改正前の医療法第４条の規定による承認を受けている病院 (健康

保険法施行規則等の一部を改正する省令 (平成10年厚生省令第24

号) 附則第２条第１項)

(８) 高額療養費の支給を申請する際の申請書の記載事項等の手続｡ (規則第70条関

係) (法第84条関連)

(９) ８の規定は, 高額療養費について準用する｡ (規則第71条関係)

14 後期高齢者医療給付を制限するまでの期間 (規則第72条関係)

広域連合は, 被保険者が保険料を滞納しており, かつ, 当該保険料の納期限から

厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合は,

災害等特別の事情がある場合を除き, 後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払を

一時差し止めることになっている｡ (法92条第１項関連)

今回, 一時差止を行うまでの保険料滞納期間を, １年６月間とする｡

15～20 略

21 診療報酬請求書の審査等 (規則第79条及び第80条関係)

(１) 診療報酬請求書の審査は, 提出を受けた日の属する月の末日までに行うこと｡

(２) 審査に苦情がある者は, 再度の考案を求めることができること｡

22 診療報酬の支払 (規則第81条関係)

広域連合は, 審査が終わった日の属する月の翌月末までに, 保険医療機関等に対

し, 診療報酬を支払うものとする｡

23 後期高齢者医療給付に関する処分の通知 (規則第82条関係)

広域連合は, 後期高齢者医療給付に関する処分を行ったときは, 速やかに, 文書

でその内容を申請者又は届出人に通知する｡ また, 不利益通知を行うときは, その

理由を付記しなければならない｡

四 保険料関係

五 その他

１ 後期高齢者医療診療報酬審査委員会 (規則第113条関係) (法第126条関連)

後期高齢者医療診療報酬審査委員会について, 委員の任期, 定足数等に関し, 国

民健康保険法施行規則第５章の国民健康保険診療報酬審査委員会の規定を準用する｡
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(参考)
○令第16条第５項 (現行の老人保健法施行令第16条第５項と同様)
歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関等並びに２以上の

診療科名を有する保険医療機関等であって, 厚生労働省令で定めるもの (＝旧
総合病院) は, 令第14条第３項 (公費負担医療に係る高額療養費) 及び第４項
(特定疾病療養に係る高額療養費) の規定並びに令第16条第１項 (入院療養等に
係る高額療養費) の規定の適用については, 歯科診療及び歯科診療以外の診療
又は診療科名を異にする診療につきそれぞれ別個の保険医療機関等とみなす｡



２ 後期高齢者医療診療報酬特別審査委員会 (規則第114条関係) (法第70条関連)

(１) 法第70条第５項に規定する指定法人 (国保中央会) は, 同項の規定により厚生

労働大臣の定める診療報酬請求書 (いわゆる高額レセプト) の審査を行うため,

後期高齢者医療診療報酬特別審査委員会を置かなければならない｡

(２) (１) にかかわらず, 国民健康保険法施行規則第42条の２に規定する特別審査

委員会を置く指定法人 (国保中央会) は, 当該特別審査委員会において, 後期高

齢者医療に係る診療報酬請求書の審査を行う｡

第３ 国民健康保険団体連合会の高齢者医療制度関係業務関係 (規則第115条関係) (法第

155及び156条関連)

高齢者医療制度関係業務に関する国保連合会の議決権の特例｡

第４ その他

一 被扶養者であった者の通知 (規則第116条関係) ※保険料の減額賦課(２年間)関連

１ 後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日の前日において被用者保険に属す

る被保険者の被扶養者であった者について, 被用者保険の保険者は, 広域連合に通

知する｡

２ １の通知は, 社会保険診療報酬支払基金を経由して行う｡

二 事業状況の報告 (規則第117条関係) (法135条関連)

三 様式 (規則第17条, 第62条, 第67条及び第118条関係)

被保険者証 (様式第１号及び第２号), 被保険者資格証明書 (様式第３号), 特定疾

病療養受療証 (様式第４号), 限度額適用・標準負担額減額認定証 (様式第５号) 及

び職員が報告徴収等の際に携帯すべき身分を示す証明書 (様式第６号～第11号) の様
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(参考)
① 法第70条第４項の規定による委託を受けて診療報酬請求書の審査を行うため,
国保連合会に後期高齢者医療診療報酬審査委員会を置く｡ (法第126条第１項)
② 前項の規定にかかわらず, 国民健康保険法第87条に規定する国民健康保険診
療報酬審査委員会を置く国保連合会は, 当該審査委員会において後期高齢者医
療に係る診療報酬請求書の審査を行うことができる｡ (法第126条第２項)

※いわゆる高額レセプト
社会保険診療報酬支払基金法第16条第１項, 国民健康保険法第45条第６項及

び高齢者の医療の確保に関する法律第70条第５項の規定に基づき厚生労働大臣
の定める診療報酬請求書
(昭和59年９月28日 厚生省告示第172号)
(一部改正：平成19年11月30日 厚生労働省告示第400号)

(参考)
① 広域連合は, 保険医療機関等から療養の給付に関する費用の請求があった
ときは, 審査した上, 支払うものとする｡ (法第70条第３項)
② 広域連合は, ①の審査及び支払に関する事務を支払基金又は国保連合会に
委託することができる｡ (法第70条第４項)
③ ②の委託を受けた国保連合会は, 当該委託を受けた審査に関する事務のう
ち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書 (いわゆる高額レセプト) の審査に
係るものを, 国民健康保険法第45条第６項に規定する厚生労働大臣が指定す
る法人 (指定法人：国保中央会) に委託することができる｡ (法第70条第５項)



式を定めたもの｡

四 地方厚生局長等に委任する厚生労働大臣の権限 (規則第119条関係) (法163条関連)

第５ 経過措置

一 老人保健法施行規則は廃止する｡ (規則附則第２条関係)

二 広域連合が算定する保険料に係る事項について, 平成20年度及び平成21年度におけ

る経過措置｡ (規則附則第３条～第８条関係)

三 保険料の特別徴収の開始の際の特例に係る通知等｡ (規則附則第９条～第21条関係)

四 特定市町村 (法附則第14条第１項関連) の区域内に住所を有する被保険者 (特定市

町村区域内被保険者) に係る保険料の算定方法等｡ (規則附則第22条～第24条関係)

五 平成20年度において, 当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する

場合｡ (規則附則第25条関係)

第６ 施行期日 (規則附則第１条関係)

施行日：平成20年４月１日

ただし, 第５の三の規定 (規則附則第９条～第21条の規定) は公布の日か

ら施行する｡

様式第一号 (第17条第１項関係)
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様式第二号 (第17条第１項関係)

様式第三号 (第17条第２項関係)
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様式第四号 (第62条第４項関係)

様式第五号 (第67条第２項関係)
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酸素の購入価格に関する届け出について
前年に購入があれば診療所も届け出必要

保険医療機関において ｢医療用酸素｣ を使用した場合, その購入実績の単価に応じて診

療報酬明細書により費用を請求することとなっています (＜参考＞参照)｡

そのための手続きとして, 前年実績による購入単価を, 所定様式で２月15日(金) まで

に京都社会保険事務局に届け出ることが必要で, ４月診療分から適用することとなります｡

つきましては, 平成19年度適用の購入単価について既に京都社会保険事務局から各医療

機関 (ただし, 前回届け出のあった医療機関のみ) 宛に届け出の案内文書が送られていま

すので, まだ提出されていない場合は至急ご提出ください｡ また, 今回, 新たに届け出さ

れる場合は, 京都社会保険事務局にお申し出ください｡

なお, 過去に購入・使用の実績のない場合であっても, 購入・使用された場合は速やか

に届け出てください (計算方法は ｢医科点数表の解釈 平成18年４月版｣ P.421～425参照)｡

届け出をせずに, 診療報酬明細書により費用を請求すると返戻等の対象となりますので,

ご留意ください｡

◇不明な点は下記の担当係までお問い合わせください｡

京都社会保険事務局 保険課 TEL 075－813－7031

＜参 考＞
Ｊ024 酸素吸入

(１) 間歇的陽圧吸入法, 鼻マスク式補助換気法, 体外式陰圧人工呼吸器治療, インキュ

ベーター, 人工呼吸, 持続陽圧呼吸法, 間歇的強制呼吸法または気管内洗浄 (気管

支ファイバースコピーを使用した場合を含む) と同一日に行った酸素吸入または酸

素テントの費用は, それぞれの所定点数に含まれており, 別に算定できない｡

Ｊ201 酸素加算

(１) 酸素吸入のほか酸素または窒素を使用した診療に係る酸素または窒素の購入価格

は, ｢酸素及び窒素の購入価格｣(平成２年厚生省告示第41号)の定めるところによる｡

(２) 酸素の購入価格は, 液化酸素, ボンベ等の酸素の形態にかかわらず次の算式によ

り, 保険医療機関ごとに算出するものとし, ４月１日から３月31日までの１年間の

診療については, この酸素の購入価格によって請求するものとする｡

酸素の購入価格(単位 円) ＝
酸素の購入価格(単位 円) × 当該患者に使用した

酸素の容積(単位 リットル) × 補正率

当該年度の前年の１月から12月までの間に当該保険

医療機関が購入した酸素の対価
酸素の購入価格(単位 円) ＝

当該購入した酸素の容積

(単位 リットル 35℃１気圧で換算)
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麻薬の追加指定について

平成19年12月19日付け薬食発第1219001号により, 厚生労働省医薬食品局長から下記の

とおり, 麻薬と同種の有害作用および麻薬と同種の濫用のおそれが確認された物質につい

て, 新たに規制を行う旨の通知がありましたのでお知らせします｡

記

１ 麻薬に追加指定された物質
① ２－(４－エチルスルファニル－２, ５－ジメトキシフェニル)エタンアミンおよび

その塩類

② ２－(２,５－ジメトキシ－４－イソプロピルスルファニルフェニル)エタンアミン

およびその塩類

③ ２－(４－ヨード－２,５－ジメトキシフェニル)エタンアミンおよびその塩類

２ 施行期日
平成20年１月18日

３ 留意事項
(１) 業務または研究のため, 当該物質を継続して取り扱う場合は, 施行日までにあらか

じめ麻薬研究者等の免許の取得が必要となり, 麻薬及び向精神薬取締法に基づいた記

録, 保管等適正に管理しなければならない｡

(２) 麻薬取扱者でない者が, 政令の施行時にこの物質を所有している場合, 不法所持に

あたるため, 免許を取得しない者は, 政令施行前に適正に処分すること｡

上記手続についての詳細な内容は, 京都府保健福祉部衛生・薬務総括室薬務室 (075－

414－4790) にお問い合わせください｡
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薬物 (ソセゴン) 中毒患者にご注意

ソセゴン中毒患者と思われる下記の患者が, 上京区, 下京区, 長岡京市の医療機関を受

診しておりますので周辺の各医療機関におかれましてはご注意ください｡

この件に限らず, 薬物中毒と思われる患者が受診された場合には, 情報収集し, 注意を

喚起しますので, 府医師会保険医療課 (ダイヤルイン 075‐315‐5275) までご連絡くだ

さい｡

記

① 昭和40年生まれの男性で, 長岡京市在住｡

② 社会保険の患者｡

③ 時間外等, 救急外来を受診することが多い｡

④ 膵臓の異常を訴え, ソセゴン注を強く希望｡
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