
地方厚生(支)局の組織変更および全国健康
保険協会の設立等に伴う通知等について

社会保険庁の再編成に伴い, 平成20年10月より地方厚

生 (支) 局の組織が再編され, これまで社会保険事務局

で行われてきた保険医療機関に対する指導監査等の事務

が移管されることとなりました｡

また, 国 (社会保険庁) により運営されてきた政府管掌健康保険についても, 新たに設

立された全国健康保険協会が運営する ｢全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)｣ に

引き継がれることとなり, 関連する通知等が示されましたのでその概要をお知らせします｡

記

１. 保険医療機関等に対する指導, 監査等について

従来社会保険事務局長が行っていた保険医療機関等に対する指導・監督, 保険医療機

関等の指定, 保険医等の登録等の事務については, 地方厚生 (支) 局長に移管される｡

２. 診療報酬請求書等の様式の変更等について

(１) 診療報酬等請求書の取り繕い

旧様式の取り繕いについては, 当分の間, これを取り繕って使用することができる

と規定されていることから, 各区分の ｢01 (政)｣ を ｢(01 協会)｣ に訂正すること

なく読み替える｡

(２) 診療報酬請求書等の編てつ方法

レセプトについては, 診療報酬請求書等の各レセプト区分の ｢01｣ 区分に, 新証分

(８桁) の上部に旧証分 (４桁) をとりまとめて編てつする (別紙参照)｡

なお, 月の途中で旧証から新証に変更され, 同一月において旧証及び新証による診

療が混在した場合の診療報酬請求については, 旧証と新証をそれぞれ分けて請求して

も良いし, 旧証又は新証のどちらかにまとめて請求しても良いが, 当該患者が高額療

養費の対象になるかどうか判断の上, 適切な対応をとること｡

３. 保険番号等の設定について
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改 正 後 改 正 前

１ 保険者番号の設定について
(１) 全国健康保険協会管掌健康保険
(日雇特例被保険者の保険を除く｡ 以
下 ｢協会管掌健康保険｣ という｡)
協会管掌健康保険の保険者番号に

ついては, 全国健康保険協会 (以下
｢協会｣ という｡) の都道府県支部ご
とに平成20年９月18日庁保険発第
0918001号によって定められた保険者

１ 保険者番号の設定について
(１) 政府管掌健康保険 (日雇特例被保
険者の保険を除く｡)
政府管掌健康保険 (日雇特例被保

険者の保険を除く｡) の保険者番号に
ついては, 社会保険事務所ごとに,
昭和45年12月21日庁保険発第40号,
昭和46年７月１日庁保険発第12号,
昭和47年５月15日庁保険発第14号,

－必 読－ 11月度請求書 (10月診療分)
提 出 期 限△

基金 10日(月)
午後５時まで△

国保 10日(月)
午後５時まで△

労災 12日(水)
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｡
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番号をもって協会管掌健康保険の保
険者番号とすること｡

(２) 船員保険
船員保険の保険者番号については,

船員保険事務を取り扱う社会保険事
務所 (地方社会保険事務局が事務を
行うことになっている場合にあって
は当該地方社会保険事務局を含む｡)
ごとに, 昭和51年６月17日庁文発第1
781号通知別添参考 ｢別に通知する日
から使用する被保険者証等の課所名
のうえに付する符号一覧｣ により示
された符号をもって船員保険の保険
者番号とすること｡

(３) 日雇特例被保険者の保険
日雇特例被保険者の保険の保険者

番号については, 協会の都道府県支
部ごとに平成20年９月18日庁保険発
第0918001号により定められた保険者
番号をもって日雇特例被保険者の保
険の保険者番号とすること｡
なお, 受給資格者票に記載する保

険者番号については, 上２桁の法別
番号を03と, 特別療養費受給票に記
載する保険者番号については, 04と
することとしているので留意された
いこと｡

４ 医療機関コード及び薬局コードの設
定について
医療機関コード及び薬局コードにつ

いては, 現在要領と同様の方法により,
医療機関又は薬局に設定されている７
桁の番号をもってそれぞれ当該医療機
関又は薬局の医療機関コード又は薬局
コードとされたいこと｡
なお, 今後の設定における医療機関

コード及び薬局コードについては, 保
険医療機関の指定等の際, 別添要領に
基づき, 地方厚生 (支) 局長において
定められたいこと｡

昭和48年６月11日庁保険発第７号,
昭和49年６月26日庁保険発第12号,
昭和50年６月20日庁保険発第11号及
び昭和51年６月25日庁保険発第12号
によって定められた社会保険事務所
符号をもって政府管掌健康保険 (日
雇特例被保険者の保険を除く｡) の保
険者番号とすること｡

(２) 船員保険
船員保険の保険者番号については,

船員保険事務を取り扱う都道府県保
険課又は社会保険事務所ごとに, 昭
和51年６月17日庁文発第1781号通知
別添参考 ｢別に通知する日から使用
する被保険者証等の課所名のうえに
付する符号一覧｣ により示された符
号をもって船員保険の保険者番号と
すること｡

(３) 日雇特例被保険者の保険
日雇特例被保険者の保険の保険者

番号については, 社会保険事務所ご
とに昭和50年３月19日庁保険発第２
号, 昭和50年６月20日庁保険発第11
号及び昭和51年６月25日庁保険発第1
2号により定められた旧日雇労働者健
康保険の保険者符号をもって日雇特
例被保険者の保険の保険者番号とす
ること｡
なお, 受給資格者票に記載する保

険者番号については, 上２桁の法別
番号を03と, 特別療養費受給票に記
載する保険者番号については, 04と
することとしているので留意された
いこと｡

４ 医療機関コード及び薬局コードの設
定について
医療機関コード及び薬局コードにつ

いては, 現在要領と同様の方法により,
医療機関又は薬局に設定されている７
桁の番号をもってそれぞれ当該医療機
関又は薬局の医療機関コード又は薬局
コードとされたいこと｡
なお, 今後の設定における医療機関

コード及び薬局コードについては, 保
険医療機関の指定等の際, 別添要領に
基づき, 都道府県知事において定めら
れたいこと｡
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別添

第１ 保険者番号
４ 保険者 (市長村) 別番号は, 協会管
掌健康保険にあっては協会の都道府県
支部ごとに厚生労働省保険局が, 船員
保険にあっては社会保険事務所 (地方
社会保険事務局が事務を行うことになっ
ている場合にあっては当該地方社会保
険事務局を含む｡) ごとに社会保険庁が,
国民健康保険にあっては国民健康保険
事業を行う市町村又は国民健康保険組
合ごとに都道府県が, また, 組合管掌
健康保険にあっては健康保険組合 (社
会保険診療報酬支払基金に対して支払
を行う従たる事務所を含む｡) ごとに地
方厚生 (支) 局が, 後期高齢者医療に
あっては後期高齢者医療広域連合が,
共済組合及び自衛官等の療養の給付に
あっては各主管官庁が定める番号とす
る｡

(削除)

第４ 医療機関コード及び薬局コード
２ 郡市区番号は, 都道府県ごとに, 郡,
市及び区を単位として, 地方厚生 (支)
局長が定めるものとする｡ ただし, 独
立行政法人国立病院機構等の各施設を
一般の医療機関等と区別する必要があ
るときは, 地方厚生 (支) 局長におい
て郡市区番号にかえて, これらを１単
位とした２桁の番号を定めても差し支
えないものとする｡

３ 医療機関 (薬局) 番号は, 医療機関
について, 医科にあっては1,000から2,9
99, 歯科にあっては3,000から3,999, 薬
局にあっては4,000から4,999の一連番号
を前記２の郡市区ごとに, 地方厚生
(支) 局長がこれを定めるものとする｡
ただし, ４桁の医療機関 (薬局) 番号

別添

第１ 保険者番号
４ 保険者 (市町村) 別番号は, 政府管
掌健康保険及び船員保険にあっては社
会保険事務所 (船員保険について都道
府県保険課が事務を行うことになって
いる場合にあっては当該保険課を含む｡)
ごとに社会保険庁長官が, 国民健康保
険にあっては国民健康保険事業を行う
市町村又は国民健康保険組合ごとに都
道府県知事が, また, 組合管掌健康保
険にあっては健康保険組合 (社会保険
診療報酬支払基金に対して支払を行う
従たる事務所を含む｡) ごとに都道府県
知事が, 後期高齢者医療にあっては後
期高齢者医療広域連合が, 共済組合及
び自衛官等の療養の給付にあっては各
主管官庁が定める番号とする｡

７ 政府管掌健康保険 (日雇特例被保険
者の保険を除く｡) の保険者番号につい
ての特例
政府管掌健康保険 (日雇特例被保険

者の保険を除く｡) の保険者番号につい
ては, 当分の間, 前記１及び３にかか
わらず, 都道府県番号２桁及び保険者
(市町村) 別番号２桁を組み合わせた４
桁の番号をもって保険者番号とするも
のとし, この場合の都道府県番号は,
社会保険事務所の所在地の都道府県ご
とに別表３に定める番号とする｡

第４ 医療機関コード及び薬局コード
２ 郡市区番号は, 都道府県ごとに, 郡,
市及び区を単位として, 都道府県知事
が定めるものとする｡ ただし, 国立病
院, 国立療養所等を一般の医療機関等
と区別する必要があるときは, 都道府
県知事において郡市区番号にかえて,
これらを１単位とした２桁の番号を定
めても差し支えないものとする｡

３ 医療機関 (薬局) 番号は, 医療機関
について, 医科にあっては1,000から2,999,
歯科にあっては3,000から3,999, 薬局に
あっては4,000から4,999の一連番号を前
記２の郡市区ごとに, 都道府県知事が
これを定めるものとする｡ ただし, ４
桁の医療機関 (薬局) 番号のうち, 中
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のうち, 中２桁又は下２桁が90となる
番号は欠番とするものとする｡
なお, 医科と歯科が併設される医療

機関にあっては, 医科, 歯科それぞれ
の医療機関番号を定めるものとする｡

６ 医療機関等コードの管理は, 地方厚
生 (支) 局長において行うものとし,
医療機関等コードの変更に際しては,
社会保険診療報酬支払基金等に対して
速やかに連絡するものとする｡

別表１ 法別番号表
(１)

(削除)

２桁又は下２桁が90となる番号は欠番
とするものとする｡
なお, 医科と歯科が併設される医療機
関にあっては, 医科, 歯科それぞれの
医療機関番号を定めるものとする｡

６ 医療機関等コードの管理は, 都道府
県知事において行うものとし, 医療機
関等コードの変更に際しては, 社会保
険診療報酬支払基金等に対して速やか
に連絡するものとする｡

別表１ 法別番号表
(１)

別表３ 社会保険事務所の所在地都道府
県番号表 (政府管掌健康保険)

(略)

改 正 後 改 正 前

別紙１
診療報酬請求書等の記載要領

Ⅰ 一般的事項《略》
Ⅱ 診療報酬請求書及び診療報酬明細書
の記載要領
第１ 診療報酬請求書 (医科・歯科, 入

院・入院外併用) に関する事項 (様
式第１(１))
１～４《略》
５ ｢保険医療機関の所在地及び名称,
開設者氏名, 印｣ 欄について

(１) 保険医療機関の所在地及び名称,
開設者氏名については, 保険医療機
関指定申請の際等に地方厚生 (支)
局長に届け出た所在地, 名称及び開
設者氏名を記載すること｡ なお, 開
設者氏名については, 開設者から診
療報酬請求等につき委任を受けてい
る場合は, 保険医療機関の管理者の
氏名であっても差し支えないこと｡

《以下略》
第２ 診療報酬請求書 (医科・入院外)
に関する事項 (様式第１(２))《略》

(１) 保険医療機関の所在地及び名称,
開設者氏名については, 保険医療
機関指定申請の際等に地方社会保
険事務局長に届け出た所在地, 名
称及び開設者氏名を記載すること｡
なお, 開設者氏名については, 開
設者から診療報酬請求等につき委
任を受けている場合は, 保険医療
機関の管理者の氏名であっても差
し支えないこと｡

区 分
法別
番号

制度の
略称

政府管掌健康保険 (日雇特
例被保険者の保険を除く｡)

01 (政)

区 分
法別
番号

制度の
略称

全国健康保険協会管掌健康保険
(日雇特例被保険者の保険を除く｡)

01 (協会)
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第２の２ 診療報酬請求書 (医科・歯科)
に関する事項 (様式第８) 《略》

第３ 診療報酬明細書の記載要領 (様式
第２)
１ 診療報酬明細書の記載要領に関す
る一般的事項《略》
２ 診療報酬明細書の記載要領に関す
る事項
(１) ～ (４) 《略》
(５) ｢保険者番号｣ 欄について
ア 設定された保険者番号８桁
(国民健康保険については６桁)
を記載すること (別添２ ｢設定
要領｣ の第１を参照)｡
イ 船員保険については, 当該被
保険者及び被扶養者の管轄地方
社会保険事務局長と当該保険医
療機関の管轄地方社会保険事務
局長とが同一である場合 (以下
(５) において ｢自県分の場合｣
という｡) には, 記載を省略して
差し支えないこと｡

(削除)

ウ 前記により, ｢保険者番号｣ 欄
の記載は, 次表のとおりとなる
こと｡

(５) ｢保険者番号｣ 欄について
ア 設定された保険者番号８桁
(政府管掌健康保険 (日雇特例被
保険者の保険を除く｡) について
は４桁, 国民健康保険について
は６桁) を記載すること｡ (別添
２ ｢設定要領｣ の第１を参照)｡
イ 政府管掌健康保険 (日雇特例
被保険者の保険を除く｡) 及び船
員保険については, 当該被保険
者及び被扶養者の管轄地方社会
保険事務局長と当該保険医療機
関の管轄地方社会保険事務局長
とが同一である場合 (以下 (５)
において ｢自県分の場合｣ とい
う｡) には, 記載を省略して差し
支えないこと｡
ウ 日雇特例被保険者の保険につ
いては, 自県分の場合は, 頭初
の２欄に法別番号を必ず記載し,
他の記載は省略して差し支えな
いこと｡
エ 前記により, ｢保険者番号｣ 欄
の記載は, 次表のとおりとなる
こと｡
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(６) ～ (12) 《略》
(13) ｢特記事項｣ 欄について

記載する略号をまとめると, 以
下のとおりであること｡ なお, 電
子計算機の場合はコードと略号を
記載すること｡

(14) ｢保険医療機関の所在地及び名称｣
欄について
ア 保険医療機関指定申請の際等
に地方厚生 (支) 局長に届け出
た所在地及び名称を記載するこ
と｡ この場合, 所在地とともに,
連絡先電話番号を記載すること
が望ましいものであること｡
《以下略》

(15) 《略》
(16) ｢診療開始日｣ 欄について
ア《略》
イ 同月中に保険種別等の変更が
あった場合には, その変更があっ
た日を診療開始日として記載し,
｢摘要｣ 欄にその旨を記載するこ
と｡ ただし, 政府管掌健康保険
から全国健康保険協会管掌健康
保険 (以下 ｢協会管掌健康保険｣
という｡) への変更については,
診療開始日の変更をしなくても
差し支えないものであること｡
ウ《略》

(17) ～ (23) 《略》
(24) ｢投薬｣ 欄について
ア 入院分について
(ア) 《略》
(イ) 薬剤名, 規格単位 (％又は
mg 等) 及び投与量を ｢摘要｣
欄に記載すること｡
ただし, 医事会計システム

の電算化が行われていないも
のとして地方厚生 (支) 局長
に届け出た保険医療機関 (以
下 ｢届出保険医療機関｣ とい
う｡) については, 薬剤料に掲
げる所定単位当たりの薬価が1
75円以下の場合は, 薬剤名,
投与量等を記載する必要はな
いものとすること｡
《以下略》

ア 保険医療機関指定申請の際等
に地方社会保険事務局長に届け
出た所在地及び名称を記載する
こと｡ この場合, 所在地ととも
に, 連絡先電話番号を記載する
ことが望ましいものであること｡

イ 同月中に保険種別等の変更が
あった場合には, その変更があっ
た日を診療開始日として記載し,
｢摘要｣ 欄にその旨を記載するこ
と｡ ただし, 老人医療から後期
高齢者医療への変更については,
診療開始日の変更をしなくても
差し支えないものであること｡

(イ) 薬剤名, 規格単位 (％又は
mg 等) 及び投与量を ｢摘要｣ 欄
に記載すること｡

ただし, 医事会計システム
の電算化が行われていないもの
として地方社会保険事務局長に
届け出た保険医療機関 (以下
｢届出保険医療機関｣ という｡)
については, 薬剤料に掲げる所
定単位当たりの薬価が175円以下
の場合は, 薬剤名, 投与量等を
記載する必要はないものとする
こと｡
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イ～ウ《略》
(25) 《略》
(26) ｢処置｣ 欄又は ｢手術・麻酔｣ 欄
について
ア《略》
イ 麻酔等 (麻酔に伴う前処置を
含む｡) に伴って薬剤を使用した
場合は, 《中略》また, 処置等
に伴って使用した酸素又は窒素
の費用を請求する場合は, 地方
厚生 (支) 局長に届け出た単価
(単位 円・銭) (酸素のみ) 及
び当該請求に係る使用量 (単位
リットル) を ｢摘要｣ 欄に,

手術等において特定保険医療材
料等を使用した場合は, ｢摘要｣
欄にそれぞれ以下のように記載
すること (酸素について, 複数
の単価で請求する場合は, 単価
ごとに, 単価及び使用量を記載
すること｡)｡
ａ～ｆ《略》
ｇ 酸素の費用に係る請求につ
いては, 地方厚生 (支) 局長
に届け出た液化酸素 (ＣＥ,
ＬＧＣ), 酸素ボンベ (大型,
小型) の酸素区分, 当該請求
に係る単価及び使用量並びに
補正率を以下の例により記載
すること｡
《以下略》
ウ～ノ《略》

(27) ～ (37) 《略》
(38) その他
ア～ケ《略》
コ 地方厚生 (支) 局長に届け出
て別に厚生労働大臣が定める先
進医療を実施した場合には, ｢特
記事項｣ 欄に ｢先進｣ と記載す
るとともに, 当該先進医療の名
称及び当該先進医療について徴
収した特別の料金の額を ｢摘要｣
欄の最上部に記載すること｡
サ～ソ《略》

(39) 《略》
Ⅲ 歯科診療に係る診療報酬請求書及び
診療報酬明細書の記載要領《略》
Ⅳ 調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書
に関する事項《略》

イ 麻酔等 (麻酔に伴う前処置を
含む｡) に伴って薬剤を使用した
場合は, 《中略》また, 処置等
に伴って使用した酸素又は窒素
の費用を請求する場合は, 地方
社会保険事務局長に届け出た単
価 (単位 円・銭) (酸素のみ)
及び当該請求に係る使用量 (単
位 リットル) を ｢摘要｣ 欄に,
手術等において特定保険医療材
料等を使用した場合は, ｢摘要｣
欄にそれぞれ以下のように記載
すること (酸素について, 複数
の単価で請求する場合は, 単価
ごとに, 単価及び使用量を記載
すること｡)｡

ｇ 酸素の費用に係る請求につ
いては, 地方社会保険事務局
長に届け出た液化酸素 (ＣＥ,
ＬＧＣ), 酸素ボンベ (大型,
小型) の酸素区分, 当該請求
に係る単価及び使用量並びに
補正率を以下の例により記載
すること｡

コ 地方社会保険事務局長に届け
出て別に厚生労働大臣が定める
先進医療を実施した場合には,
｢特記事項｣ 欄に ｢先進｣ と記載
するとともに, 当該先進医療の
名称及び当該先進医療について
徴収した特別の料金の額を ｢摘
要｣ 欄の最上部に記載すること｡
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別紙２
診療録等の記載上の注意事項

第１ 一般的事項《略》
第２ 診療録等の記載上の注意事項(共通)
１～２《略》
３ ｢保険者番号｣ 欄について
(１) 設定された保険者番号８桁 (国
民健康保険については６桁) を記
載すること (別添２ ｢設定要領｣
の第１を参照)｡

(２) 船員保険については, 当該被保
険者又は被保険者であった者 (以
下単に ｢被保険者｣ という｡) 及び
被扶養者の管轄地方社会保険事務
局長と当該保険医療機関の管轄地
方社会保険事務局長とが同一であ
る場合 (以下 ｢自県分の場合｣ と
いう｡) には, 記載を省略して差し
支えないこと｡

(削除)

(３) 前記により, ｢保険者番号｣ 欄の
記載は, 次表のとおりであること｡

(４) 月の途中において保険者番号の
変更があった場合は ｢備考｣ 欄に
変更後の保険者番号を記載するこ
と｡

４《略》
第３ 診療録の記載上の注意事項《略》

(１) 設定された保険者番号８桁 (政
府管掌健康保険 (日雇特例被保険
者の保険を除く｡) については４桁)
を記載すること (別添２ ｢設定要
領｣ の第１を参照)｡

(２) 政府管掌健康保険 (日雇特例被
保険者の保険を除く｡) 及び船員保
険については, 当該被保険者又は
被保険者であった者 (以下単に
｢被保険者｣ という｡) 及び被扶養
者の管轄地方社会保険事務局長と
当該保険医療機関の管轄地方社会
保険事務局長とが同一である場合
(以下 ｢自県分の場合｣ という｡)
には, 記載を省略して差し支えな
いこと｡

(３) 日雇特例被保険者の保険につい
ては, 自県分の場合は, 頭初の２
欄に法別番号を必ず記載し, 他の
記載は省略して差し支えないこと｡

(４) 前記により, ｢保険者番号｣ 欄の
記載は, 次表のとおりであること｡

(５) 月の途中において保険者番号の
変更があった場合は ｢備考｣ 欄に
変更後の保険者番号を記載するこ
と｡
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第４ 歯科診療録の記載上の注意事項《略》
第５ 処方せんの記載上の注意事項
１《略》
２ ｢保険医療機関の所在地及び名称｣
欄について
保険医療機関指定申請の際等に地

方厚生 (支) 局長に届け出た所在地
及び名称を記載すること｡
３～８《略》
９ その他《略》

保険医療機関指定申請の際等に地
方社会保険事務局長に届け出た所
在地及び名称を記載すること｡

別添２
保険者番号, 公費負担者番号, 公費
負担医療の受給者番号並びに医療機関
コード及び薬局コード設定要領

第１ 保険者番号
１～３《略》
４ 保険者 (市町村) 別番号は, 協会
管掌健康保険にあっては協会の都道
府県支部ごとに厚生労働省保険局が,
船員保険にあっては社会保険事務所
(地方社会保険事務局が事務を行うこ
とになっている場合にあっては当該
地方社会保険事務局を含む｡) ごとに
社会保険庁長官が, 国民健康保険に
あっては国民健康保険事業を行う市
町村又は国民健康保険組合ごとに都
道府県が, また, 組合管掌健康保険
にあっては健康保険組合 (社会保険
診療報酬支払基金に対して支払を行
う従たる事務所を含む｡) ごとに地方
厚生局が, 後期高齢者医療にあって
は後期高齢者医療広域連合が, 共済
組合及び自衛官等の療養の給付にあっ
ては各主管官庁が定める番号とする｡
５～６《略》
(削除)

第２ 公費負担番号《略》

４ 保険者 (市町村) 別番号は, 政府
管掌健康保険及び船員保険にあって
は社会保険事務所 (船員保険につい
て地方社会保険事務局が事務を行う
ことになっている場合にあっては当
該地方社会保険事務局を含む｡) ごと
に社会保険庁長官が, 国民健康保険
にあっては国民健康保険事業を行う
市町村又は国民健康保険組合ごとに
都道府県知事が, また, 組合管掌健
康保険にあっては健康保険組合 (社
会保険診療報酬支払基金に対して支
払を行う従たる事務所を含む｡) ごと
に都道府県知事が, 後期高齢者医療
にあっては後期高齢者医療広域連合
が, 共済組合及び自衛官等の療養の
給付にあっては各主管官庁が定める
番号とする｡

７ 政府管掌健康保険 (日雇特例被保
険者の保険を除く｡) の保険者番号に
ついての特例
政府管掌健康保険 (日雇特例被保

険者の保険を除く｡) の保険者番号に
ついては, 当分の間, 上記１及び３
にかかわらず, 都道府県番号２桁及
び保険者 (市町村) 別番号２桁を組
み合わせた４桁の番号をもって保険
者番号とするものとし, この場合の
都道府県番号は, 社会保険事務所の
所在地の都道府県ごとに別表３に定
める番号とする｡
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第３ 公費負担医療の受給者番号《略》
第４ 医療機関コード及び薬局コード
１《略》
２ 郡市区番号は, 都道府県ごとに,
郡, 市及び区を単位として, 地方厚
生 (支) 局長が定めるものとする｡
ただし, 独立行政法人国立病院機構
等の各施設を一般の医療機関等と区
別する必要があるときは, 地方厚生
(支) 局長において郡市区番号にかえ
て, これらを１単位とした２桁の番
号を定めても差し支えないものとす
る｡
３ 医療機関 (薬局) 番号は, 医療機
関について, 医科にあっては1,000か
ら2,999, 歯科にあっては3,000から3,999,
薬局にあっては4,000から4,999の一連
番号を前記２の郡市区ごとに, 地方
厚生 (支) 局長がこれを定めるもの
とする｡ ただし, ４桁の医療機関
(薬局) 番号のうち, 中２桁又は下２
桁が90となる番号は欠番とするもの
とする｡
なお, 医科と歯科が併設される医

療機関にあっては, 医科, 歯科, そ
れぞれの医療機関番号を定めるもの
とする｡
４～５《略》
６ 医療機関等コードの管理は, 地方
厚生 (支) 局長において行うものと
し, 医療機関等コードの変更に際し
ては, 社会保険診療報酬支払基金等
に対して速やかに連絡するものとす
る｡

２ 郡市区番号は, 都道府県ごとに,
郡, 市及び区を単位として, 地方社
会保険事務局長が定めるものとする｡
ただし, 独立行政法人国立病院機構
等を一般の医療機関等と区別する必
要があるときは, 地方社会保険事務
局長において郡市区番号にかえて,
これらを１単位とした２桁の番号を
定めても差し支えないものとする｡

３ 医療機関 (薬局) 番号は, 医療機
関について, 医科にあっては1,000か
ら2,999, 歯科にあっては3,000から3,999,
薬局にあっては4,000から4,999の一連
番号を上記２の郡市区ごとに, 地方
社会保険事務局長がこれを定めるも
のとする｡ ただし, ４桁の医療機関
(薬局) 番号のうち, 中２桁又は下２
桁が90となる番号は欠番とするもの
とする｡

６ 医療機関等コードの管理は, 地方
社会保険事務局長において行うもの
とし, 医療機関等コードの変更に際
しては, 社会保険診療報酬支払基金
等に対して速やかに連絡するものと
する｡

別表１
法別番号及び制度の略称表

(１)

(２) ～ (３) 《略》

(１)

(削除) 別表３
社会保険事務所の所在地都道府県番号表

(政府管掌健康保険)



５. 診療報酬算定に必要な届出等について

(１) 届出先等

従来地方社会保険事務局に対して行っている診療報酬の施設基準に係る届出, 入院

時食事療養及び入院時生活療養に係る届出等については, 届出等を行う保険医療機関

等の所在地を管轄する地方厚生 (支) 局長に対して行う｡ また, 当該所在地を管轄す

る地方厚生 (支) 局長の分室がある場合には, 当該分室を経由して行う｡

(２) 届出等の取り扱い

① 平成20年10月より前に行われた届出等の取り扱い

改正告示の適用前に地方社会保険事務局長に対してされている届出等については,

改正告示適用後は, 適用後の関係告示に基づき, 地方厚生 (支) 局長に対してされ

たものとみなす｡

② 平成20年10月における施設基準等の届出に関する手続き

診療報酬等の算定に必要な保険医療機関等の届出時における要件審査等の業務に

ついて, 地方社会保険事務局から地方厚生 (支) 局への移管を円滑なものとするた

め, ｢基本診療料の施設基準等の届出｣, ｢特掲診療料の施設基準等の届出｣, ｢入院

時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の基準等に係る届出｣ 等につ

いては, 平成20年10月14日までに届出書の提出があり, 同月末日までに要件審査を

終え届出の受理が行われたものについては, 同月１日に遡って算定することがで

きる｡
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保険医療機関または保険薬局に係る電子情報処理組織等を
用いた費用の請求等に関する取り扱い等について

レセプトオンライン請求に関する返戻・再照会の取り扱いについて, ｢保険医療機関又

は保険薬局に係る電子情報処理組織等を用いた費用の請求に関する取扱要領｣ が一部変更

され, 平成20年10月請求分から適用される旨, 厚生労働省保険局総務課長より下記のとお

り通知されましたのでお知らせします｡

また, オンライン請求等に関する改正省令について, 厚生労働省保険局総務課保険シス

テム高度化推進室より, 平成20年４月１日施行分の取り扱いに係る ｢疑義解釈資料｣ がと

りまとめられましたのでお知らせします｡

記

【改正後全文】

保険医療機関又は保険薬局に係る電子情報処理組織等を
用いた費用の請求に関する取扱要領

１ 電子情報処理組織による診療 (調剤) 報酬の請求の届出

保険医療機関又は保険薬局 (以下 ｢保険医療機関等｣ という｡) は, 療養の給付及び

公費負担医療に関する費用の請求に関する省令 (以下 ｢請求省令｣ という｡) の定める

ところにより, 診療 (調剤) 報酬の請求に当たって, 電子情報処理組織を使用する場合,

又は使用しているプログラム等を変更する場合は, あらかじめその旨を審査支払機関に

届け出ること｡

なお, 保険医療機関等で電子情報処理組織の使用による費用の請求が厚生労働大臣の

定める方式に適合しているかどうかを事前に確認したい場合は, 審査支払機関に依頼し

て確認試験を受けることができるものであること｡

２ 電子情報処理組織による診療 (調剤) 報酬の請求に関する方法

(１) 保険医療機関等は, 診療 (調剤) 報酬請求書情報及び診療 (調剤) 報酬明細書情報

について, 厚生労働大臣の定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関

の電子計算機に備えられたファイルに所定の期日までに記録すること｡ ただし, 電気

通信回路に障害が生じたときその他の事情により, 電子情報処理組織による請求が特

に困難と認められる場合には, 後記４ (２) または, 診療 (調剤) 報酬請求書及び診

療 (調剤) 報酬明細書により請求すること｡

(２) 返戻照会に係る再請求分がある場合は, 保険医療機関等の選択により, 電子情報処

理組織を使用する (医科は, ｢オンラインによる返戻ファイル及び再請求ファイルに

係る記録条件仕様 (医科用)｣ (別添Ａ) 中第１章及び第３章, 調剤は, ｢オンライン

による返戻ファイル及び再請求ファイルに係る記録条件仕様 (調剤用)｣ (別添Ｂ) 中

第１章及び第３章によること｡ なお, 別添Ａ及びＢは, ＨＰ ｢診療報酬情報提供サー

ビス｣ http://www.iryohoken.go.jp にて掲載) か, または, 当月請求の電子情報処理組

織の使用による費用の請求分と区分し, 審査支払機関が返戻した現行の紙レセプトに

準じて出力した紙レセプト (以下 ｢出力紙レセプト｣ という｡) に請求省令に定める

診療 (調剤) 報酬請求書を添えて提出すること｡
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３ 保険医療機関等への連絡

(１) 入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録さ

れた診療 (調剤) 報酬請求書情報及び診療 (調剤) 報酬明細書情報等について, 読み

取り不能が発生した場合は, 受付処理結果リストにより連絡すること｡

(２) 診療 (調剤) 報酬請求点数の算定誤り, 審査による査定等, 請求点数に異動が生じ

た場合は, 増減点連絡書により連絡すること｡

(３) 記載事項の不備等事務的理由による返戻及び審査委員会の返戻照会は, 入出力装置

から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録された請求情報

に基づき作成した出力紙レセプト, 及び保険医療機関等の選択により, 電子情報処理

組織の使用 (医科は, ｢オンラインによる返戻ファイル及び再請求ファイルに係る記

録条件仕様 (医科用)｣ (別添Ａ) 中第１章及び第２章, 調剤は, ｢オンラインによる

返戻ファイル及び再請求ファイルに係る記録条件仕様 (調剤用)｣ (別添Ｂ) 中第１章

及び第２章によること｡ なお, 別添Ａ及びＢは, ＨＰ ｢診療報酬情報提供サービス｣

http://www.iryohoken.go.jp にて掲載) により行うこと｡

４ 光ディスク等による診療 (調剤) 報酬の請求の届出

(１) 請求に関する届出

保険医療機関等は, 請求省令の定めるところにより, 診療 (調剤) 報酬の請求に当

たって厚生労働大臣の定める方式に従って記録した厚生労働大臣の定める規格に適合

するフレキシブルディスク又は光ディスク (以下 ｢光ディスク等｣ という｡) を使用

する場合, 又は使用しているプログラム等を変更する場合は, あらかじめその旨を審

査支払機関に届け出ること｡

なお, 保険医療機関等で作成する光ディスク等が, 厚生労働大臣の定めた記録条件

仕様等に適合しているかどうかを保険医療機関等が事前に確認したい場合は, 審査支

払機関に依頼して確認試験を受けることができるものであること｡

(２) 請求に関する方法

① 保険医療機関等は, 診療 (調剤) 報酬請求書情報及び診療 (調剤) 報酬明細書情

報を記録した光ディスク等を正・副２枚作成し, 正本に所要の事項を記載したラベ

ルを貼付し, 光ディスク等送付書を添付のうえ, 保険医療機関等が所在する都道府

県の審査支払機関に所定の期日までに提出すること｡

② 光ディスク等の提出に当たっては, 破損等を防止するため, 保護ケースを使用す

ること｡

③ 光ディスク等の副本は, 保険医療機関等で保管すること｡

なお, 審査支払機関に提出した正本が傷等の理由から読み取りができない場合,

正本に代えて提出するものであること｡

④ 返戻照会に係る再請求分がある場合は, 当月請求の光ディスク等の請求分と区分

し, 審査支払機関が返戻した出力紙レセプトに診療 (調剤) 報酬請求書を添えて提

出すること｡

(３) 保険医療機関等への連絡

① 提出された光ディスク等について, 読み取り不能が発生した場合は, 受付エラー

連絡票により連絡すること｡

② 診療 (調剤) 報酬請求点数の算定誤り, 審査による査定等, 請求点数に異動が生

じた場合は, 増減点連絡書により連絡すること｡
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③ 記載事項の不備等事務的理由による返戻及び審査委員会の返戻照会は, 光ディス

ク等に記録された請求情報に基づき作成した出力紙レセプトにより行うこと｡

５ 保険者等への請求

保険者等への請求は, 平成23年３月31日までの間は, 保険者等の選択により以下のい

ずれかの方法で行うこと｡

(１) 診療 (調剤) 報酬明細書情報を, 電子情報処理組織を使用して保険者等の電子計算

機に備えられたファイルに記録する｡

(２) 診療(調剤) 報酬明細書情報を記録した光ディスク(DVD-R又は CD-R) を提出する｡
(３) 出力紙レセプトを提出する｡

ただし, 平成23年４月１日以降の保険者等への請求は, (１) の方法で行うこと｡

６ 再審査の申出及び請求の取下げ申出

再審査の申出及び請求の取下げ申出は, 出力紙レセプトにより行うこと｡

[参考] 疑義解釈資料

(答) その通りです｡ 改正省令中, 平成20年４月１日施行分の附則第４条第３項に, オ

ンライン請求を行っている保険医療機関又は保険薬局のうち ｢厚生労働大臣が電気

通信回線設備の機能に障害を生じたときその他の事情により, 電子情報処理組織の

使用による請求を行うことが特に困難であると認める場合には, 当該保険医療機関

又は保険薬局は, 書面による請求又は光ディスク等を用いた請求を行うことができ

る｣ と規定されています｡

通信網の遮断やサーバーのダウンなどによりオンライン請求が不可能になるよう

な場合については, この規定の, ｢電気通信回線設備の機能に障害を生じたときそ

の他の事情により｣ オンライン請求が特に困難であると認められ, ネットワーク回

線が再度整うまで, 書面による請求又は光ディスク等を用いた請求となります｡

(答) その通りです｡ 平成20年５月１日付け保総発第0501001号 ｢疑義解釈資料の送付

についてを用いた費用の請求等に関する取扱いについて｣ による変更後の ｢疑義解

釈資料の送付についてを用いた費用の請求に関する取扱要領｣ の２(１)において,

｢(前略) 電気通信回線に障害を生じたときその他の事情により, 電子情報処理組織

による請求が特に困難と認められる場合には, 後記４(２) (光ディスク等による請

求) または, 診療 (調剤) 報酬請求書及び診療 (調剤) 報酬明細書により請求する

こと｣ となっており, 特段の手続きは不要です｡
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(問１) 400床以上の病院については, 本年４月診療分から, レセプト電算処理システ
ム (以下 ｢レセ電｣ という｡) を導入する際には, 同時にオンライン請求するこ
ととなるが, 実際の請求に当たって電気通信回路設備の障害により, オンライン
請求が不可能となった｡
この場合は, ネットワーク回線が再度整うまで, 書面による請求又は光ディス
ク等を用いた請求が可能と解してよいか｡

(問２) 改正省令中, 平成20年４月１日施行分の附則第４条第３項では, ｢厚生労働大
臣が電気通信回線設備の機能に障害を生じたときその他の事情により, 電子情報
処理組織の使用による請求を行うことが特に困難であると認める場合には,｣ と
規定されているが, 保険医療機関や保険薬局としては, 特段の手続きは不要と解
してよいか｡



(答) その通りです｡ 改正省令中, 平成20年４月１日施行分の附則第４条第３項に, オ

ンライン請求を行っている保険医療機関等のうち ｢厚生労働大臣が電気通信回線設

備の機能に障害を生じたときその他の事情により, 電子情報処理組織の使用による

請求を行うことが特に困難であると認める場合には, 当該保険医療機関又は保険薬

局は, 書面による請求又は光ディスク等を用いた請求を行うことができる｣ と規定

されています｡

御照会のケースのように, 医療機関が審査支払機関へ ｢電子情報処理組織の使用

による費用の請求に関する届出｣ を提出し, 回線提供事業者に対し, 回線申込の手

続きを行っているものの, 回線提供事業者によるネットワーク回線の開通の遅れに

より, オンライン請求が不可能な場合については, この規定の, ｢その他の事情に

より｣ オンライン請求が特に困難であると認められ, ネットワーク回線が整うまで,

書面による請求又は光ディスク等を用いた請求となります｡

(答) 合併する月の診療分からとなります｡

(答) レセプトコンピュータを使用している場合については, 平成21年４月調剤分から

オンライン請求となりますが, 貴薬局の場合は, ワープロ専用機を使用されている

とのことですので, レセプトコンピュータを使用していることにはなりません｡ こ

のため, 平成23年４月調剤分からとなります｡

また, 調剤薬局については, 平成21年４月１日に現存しており, かつレセプトコ

ンピュータを使用しておらず, さらに平成21年度のレセプトの件数が1,200件以下

の場合には, 平成25年３月31日までの厚生労働大臣が定める日まで, オンライン化

の期限が延長されます｡
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(問３) 400床以上の病院については, 平成20年４月診療分以降, レセ電導入の際には,
同時にオンライン請求となるため, まずレセ電の準備を整えた上で, オンライン
請求開始予定の３ヵ月前に審査支払機関及び回線提供事業者にオンライン請求の
ための手続きを行ったが, 実際には, オンライン請求のネットワーク回線の開通
が遅れ, レセ電導入と同時にオンライン請求できない場合は, ネットワーク回線
が整うまで, 書面による請求又は光ディスク等を用いた請求が可能と解してよい
か｡

(問４) レセ電を導入している400床未満の病院が, 合併により400床以上に変更となる
予定であるが, 引き続きレセ電を導入する予定である｡ この場合, オンライン請
求へ移行しなければならない診療月はいつからか｡

(問５) 当薬局は, レセプトを電磁的記録により作成できるコンピュータではなく, ワー
プロ専用機で文字を入力し, それを印刷してレセプトを作成しているが, この場
合は, レセプトコンピュータを使用しているものとして, 平成21年４月調剤分か
らオンライン請求に移行しなければならないのか｡



京都市が交付する身体障害者手帳に
係る取り扱いの変更について

本年12月１日より, 京都市が交付する身体障害者手帳 (以下 ｢手帳｣) に係る取り扱い

が下記のとおり変更されますのでお知らせします｡

また, この手帳の取り扱いの変更に伴い, ｢手帳診断書・意見書｣ の記載方法も一部変

更されていますのでご留意ください｡

記

１ 障害程度の再認定の導入について

(１) 概 要

手帳は障害の程度が障害認定基準を永続的に満たすと認められる場合に交付されて

いるが, 近年の医療, 機能回復訓練技術の著しい進歩, または発育等により障害の程

度に変化が認められる事例が増加している｡

そのため, 平成20年12月１日以降に手帳の交付申請をされた者のうち, 将来障害の

程度に変化が予想される者について, 手帳の交付時に１年～５年の再認定時期を設定

して, 障害程度の再認定を実施する｡

これは, 厚労省通知 ｢身体障害者障害程度の再認定の取り扱いについて｣ に基づく

もので, 現在, 12政令指定都市において実施されている｡

(２) 対象者

原則として, 手帳診断書・意見書 (以下 ｢診断書｣) に再認定が必要とされている

者｡

ただし, 審査の結果, 更生医療の適用, 機能回復訓練または発育等により障害の程

度が軽減するものと認められる者については, 再認定が不要とされていても再認定の

対象となる場合がある｡

対象者の具体例は下記のとおり｡

ア そしゃく機能障害で歯科矯正治療等を受ける予定の者

イ 脳血管障害に起因する75歳未満の肢体不自由で, 発症後６箇月未満で手帳の交付

を受ける者

ウ 心臓機能障害で, 人工ペースメーカー植込術, 人工弁移植または弁置換の手術を

受ける予定以外の者

エ 18歳未満の児童

オ 本市社会福祉審議会が必要と認める者

(３) 留意点

ア 手帳の交付対象が拡大するわけではありません｡

例えば, 直腸疾患でストマを造設した場合でも, 手帳の交付対象となるのは永久

ストマの者｡

従って, 再認定制度が出来たからといって, 将来閉鎖予定のストマ造設者に対し

て, 閉鎖時期までの間, 手帳を交付することはない｡

また, 比較的軽度の脳血管障害で, リハビリ等によりＡＤＬがほぼ回復する見込

みのある者等についても同様｡
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イ 将来再認定の要・不要について

(ア) 診断書の ｢将来再認定 要・不要｣ 欄については, 将来障害の程度が改善する

見込みがある場合は ｢要｣ に○を付け, 再認定年月を必ず記入する｡

それ以外は ｢不要｣ に○を付ける｡

(イ) 再認定の診察時に, 障害の程度が改善し障害認定基準を満たさないと判断した

ときは, 診断書は作成せず, 対象者にその旨を伝える｡

(障害状況の改善による手帳の返還については, 区役所・支所の福祉部 (福祉

事務所) で受付)

２ 肢体不自由に係る障害名の部位別記載の導入について

(１) 概 要

肢体不自由に係る手帳については, これまで上肢, 下肢および体幹機能障害を総合

で記載していましたが, 12月１日以降に交付する手帳については, 上肢, 下肢, 体幹

を部位ごとに分離し, それぞれに等級を付すよう記載方法を変更する｡

それに伴い, 診断書の書式を一部改正する｡

(現行)

↓

(改正)

(２) 留意点

ア 肢体不自由の診断書について, 部位ごとに記載できるように変更されているので,

上肢, 下肢, 体幹に分離してそれぞれに等級意見を記載する｡

イ 関節リウマチなど関節ごとに障害認定するものについては, 関節ごとに分離して

それぞれに等級意見を記載する｡

ウ 旧様式の診断書についても引き続き使用できるが, 等級意見等については部位ご

とに記載する｡

(３) 具体例 (等級は参考)

例１： ｢右上下肢 (機能障害)｣ ２級

→ ｢右上肢 (３級), 右下肢 (４級)｣ ２級

例２： ｢右上肢, 体幹 (機能障害)｣ ３級

→ ｢右上肢 (３級), 体幹 (５級)｣ ３級
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障害の程度は, 身体障害者福祉法別表に掲げる障害に
・該当する ( 級相当)
・該当しない

障害の程度は, 身体障害者福祉法別表に掲げる障害に
・該当する ( 級相当)

・該当しない

部 位 等 級 等 級 表 項 目

上 肢 級

下 肢 級

体 幹 級



例３： ｢四肢 (機能障害)｣ １級

→ ｢両上肢 (２級), 両下肢 (３級)｣ １級

例４： ｢両手関節, 両膝関節 (機能障害)｣ ４級

→ ｢両手関節 (６級), 両膝関節 (４級)｣ ４級

例５： ｢両手・両肘・両股・両膝関節 (機能障害)｣ ３級

→ ｢両手関節 (７級×２) ・両肘関節 (７級×２) ・右股関節 (５級) ・左股

関節 (７級) ・右膝関節 (７級) ・左膝関節 (５級)｣ ３級

(参考)

○身体障害者障害程度の再認定の取り扱いについて
(平成12年３月31日)

(障第276号)

(各都道府県知事・各指定都市・各中核市市長宛厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)

身体障害者の障害程度の再認定に係る事務については, 地方分権の推進を図るための関

係法律の整備等に関する法律 (以下 ｢地方分権一括法｣ という｡ ) の施行に伴い, 自治事

務となる｡ 同事務については, 新たに政令で規定するとともに, 政令を受けて, 再認定の

ための審査が必要なケースを厚生省令で規定したところであるが, 今般, 再認定の取扱い

に係る事務の詳細を, 下記のとおり示すこととしたので, 留意の上, 引き続き適正な事務

の執行に努められたい｡ (以下省略)

記

１ 身体障害者手帳 (以下 ｢手帳｣ という｡) の交付を受ける者については, その障害が

身体障害者福祉法 (以下 ｢法｣ という｡) 別表に掲げるものに該当すると都道府県知事

が認めたときに手帳を交付されているところであるが, 手帳の交付を受ける者の障害の

状態が永続的に法別表に定める程度に該当すると認定できる場合には, 再認定は原則と

して要しないものであること｡

２ 手帳の交付を受ける者の障害の状態が更生医療の適用, 機能回復訓練等によって軽減

する等の変化が予想される場合には再認定を実施すること｡

３ 再認定に係る具体的取扱いについては, 次によること｡

(１) 法第15条第１項及び第３項に規定する身体障害者診断書・意見書に基づき, 再認定

が必要とされる場合は, 法第17条の２第１項又は児童福祉法第19条第１項に基づく診

査を行うこととし, 診査を実施する年月を決定すること｡ (以下省略)

４ 身体障害者の障害の状態については, 医学の進歩等に伴い症状の改善が期待できるこ

ととなる場合もあるので, 再認定を要しないこととされたもの, 又は再認定を必要とす

るとされたが, その時期が到来しないものであっても, 援護の実施機関は必要に応じ随

時, 法第17条の２第１項又は児童福祉法第19条第１項による診査を行い, その結果に基

づき都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長は再認定を実施するものであるこ

と｡

５ 再認定に係る診査を拒み, 又は忌避する者については, 次により取り扱うこと｡

(１) ３又は４により診査を受けることを命じたにもかかわらず, これに応じない者につ

いては期限を定めて再度診査を受けるように督促すること｡ この場合, 正当な理由が

なく診査を拒み, 又は忌避したときは法第16条第２項の規定に基づき手帳の返還を命

ずることとなる旨を付記すること｡

2008年(平成20年)11月１日 No.1896 ( 19 )



(２) (１) により督促したにもかかわらず指定した期限まで診査を受けたかったときは

手帳の返還を命ずること｡

ただし, 診査を受けないことについてやむを得ない事由があると認められたときは

この限りでないこと｡

６ 都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長は再認定の実施に当たっては, 手帳

交付の経由機関である福祉事務所長との連携を十分に図ること等により適正な実施が確

保されるように努めること｡

７ 法別表に該当する障害の状態が更生医療の適用等により変化すると予想されると認め

られた場合は, 当該身体障害の症状に応じ, 障害認定日又は再認定実施日 (時) から１

年以上５年以内の期間内に再認定を実施すること｡

なお, 再認定を実施する時期は, 診断医師の意見を参考にするとともに身体障害者の

更生援護に関する相談所の意見を聴取する等医学的判断に基づき決定して差し支えない｡

＊ご不明な点がございましたら, 下記の連絡先にお問い合わせください｡

京都市身体障害者リハビリテーションセンター相談課

〒604－8854 京都市中京区壬生仙念町30番地

TEL 075－823－1666, FAX 075－842－1541
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通院移送費に係る給付要否意見書の
様式および有効期間の変更について

生活保護受給者の通院に係る交通費(通院移送費)については, 不正受給等の事件を契機

として, 通院移送の必要性やその費用等について, 詳細な把握および適切な支給決定を行

うことが厚生労働省社会・援護局長通知により求められ, 通院移送費を支給する際の手続

き等の明確化がはかられました｡ 通院移送費の支給対象については特に従来と変わるもの

ではありませんが, この通知を受け, 京都市では, 給付要否意見書の様式を一部変更する

とともに, 当該意見書の有効期間を国が示す期間に合わせ, 従来の６ヶ月間から３ヶ月間

に変更することとしました｡

新様式については, 11月１日以後に福祉事務所で交付するものから順次, 切り替えられ

る予定であり, また, 記載費用は従来どおり無償交付となっておりますので, ご注意くだ

さい｡ なお, 京都府については様式の変更等はありません｡

��������

京都市保健福祉局生活福祉部地域福祉課 (保護担当 TEL 075－251－1175)
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薬価基準の一部改正
９月12日から

平成20年９月12日付厚生労働省告示第448号をもって薬価基準の一部が改正され, 告示

の日から適用されました｡ 今回の改正は, 薬事法の規定に基づき承認を得た新医薬品で,

薬価基準への収載希望のあった11成分16品目を, 薬価基準の別表に第13部として収載した

ものです｡

同時に, 同日付保医発第0912002号厚生労働省保険局医療課長通知により, 今回の新医

薬品の薬価基準収載に伴う留意事項が下記のとおり示されました｡

記

△

新たに収載されたもの (平成20年９月12日から適用)

＜ 内 用 薬 ＞

＜ 注 射 薬 ＞

＜ 外 用 薬 ＞
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品 名 規格・単位 薬価 (円)

イリボー錠2.5μg 2.5μg１錠 86.30

イリボー錠５μg ５μg１錠 141.10

グラセプターカプセル0.5mg 0.5mg１カプセル 514.50

グラセプターカプセル１mg １mg１カプセル 905.20

グラセプターカプセル５mg ５mg１カプセル 3,361.10

ミコブティンカプセル150mg 150mg１カプセル 753.00

品 名 規格・単位 薬価 (円)

アトワゴリバース静注シリンジ３mL ３mL１筒 404

アトワゴリバース静注シリンジ６mL ６mL１筒 615

アービタックス注射液100mg 100mg20mL１瓶 35,894

サイモグロブリン点滴静注用25mg 25mg１瓶 37,460

シムレクト小児用静注用10mg 10mg１瓶 (溶解液付) 194,379

ゾシン静注用2.25 (2.25ｇ)１瓶 1,792

ゾシン静注用4.5 (4.5ｇ)１瓶 2,668

マクジェン硝子体内注射用キット0.3mg 0.3mg90μL１筒 123,457

品 名 規格・単位 薬価 (円)

ディフェリンゲル0.1％ 0.1％１ｇ 117.70

ナゾネックス点鼻液50μg 56噴霧用 ５mg10ｇ１瓶 1,947.40



△

薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(１) ミコブティンカプセル150mg

① 本製剤をＨＩＶ感染患者における播種性マイコバクテリウム・アビウムコンプレッ

クス (ＭＡＣ) 症の発症抑制および治療のために使用した場合は, 本製剤を使用し

た患者に係る診療報酬明細書等の取り扱いにおいては, 当該患者の秘密の保護に十

分配慮すること｡

② 本製剤をＨＩＶ感染患者における播種性ＭＡＣ症の発症抑制および治療のために

投薬する場合に限っては, 本製剤に係る ｢療担規則及び薬担規則並びに療担基準に

基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等｣ (平成18年厚生労働省告示第107号) 第10

第２号(一)に規定する投薬期間制限 (14日間を限度とする) の適用については, 特

例的に当該14日間の投薬期間制限には服しないものとして取り扱うこと｡

(２) マクジェン硝子体内注射用キット0.3mg

本製剤は硝子体内注射により投与する製剤であるが, 本製剤を投与した場合は, 投

与に係る手技料として, ｢診療報酬の算定方法｣ (平成20年厚生労働省告示第59号) 別

表第一第２章第９部第１節区分 ｢Ｊ087｣ の ｢前房穿刺又は注射 (前房内注入を含む｡)｣

を準用して算定できるものであること｡

(３) シムレクト小児用静注用10mg

① 本製剤は, 免疫抑制療法及び臓器移植患者の管理に精通している医師のもとで使

用した場合に限り算定できるものであること｡

② 本製剤は, 初回投与は移植術前２時間以内に, ２回目の投与は移植後４日後に行

い, ２回に限り算定できるものであること｡
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ヘプセラ錠10の薬事法上の効能・効果等の
変更に伴う留意事項の一部改正について

平成20年９月24日付保医発第0924001号厚生労働省保険局医療課長通知により, ヘプセ

ラ錠10の取り扱いに関する通知が一部訂正され, 本製剤に係る留意事項が下記のとおり一

部改正されましたのでお知らせします｡

記

ヘプセラ錠10の留意事項(平成16年12月８日保医発第1208001号 ２の(１))【新旧対照表】

② アは, 添付文書の ｢警告｣ に記載あり｡

イは, 添付文書の ｢用法・用量に関連する使用上の注意｣ に記載あり｡
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改 正 前 改 正 後 (下線部が改正部分)

(１) ヘプセラ錠10
① 本製剤の効能・効果は, ｢ラミブ
ジン投与中にＢ型肝炎ウイルスの
持続的な再増殖を伴う肝機能の異
常が確認された, 以下の疾患にお
けるラミブジンとの併用によるウ
イルスマーカー及び肝機能の改善
Ｂ型慢性肝炎及びＢ型肝硬変｣ で
あること｡
② 本製剤の使用上の注意に次のよ
うに記載があるので, 使用に当たっ
ては十分留意すること｡
ア 本剤の投与終了後, ウイルス
再増殖に伴い, 肝機能の悪化も
しくは肝炎の重症化が認められ
ることがある｡ そのため, 本剤
の投与を終了する場合には, 投
与終了後少なくとも４ヵ月間は
原則として２週間ごとに患者の
臨床症状と臨床検査値(HBV-DNA,
ALT (GPT) 及び必要に応じ総ビ
リルビン) を観察し, その後も
観察を続けること｡
イ 本剤は, 投与中止により肝機
能の悪化もしくは肝炎の重症化
を起こすことがある｡ 本内容を
患者に説明し, 患者が自己の判
断で投与を中止しない様に十分
指導すること｡

(１) ヘプセラ錠10
① 本製剤の効能・効果は, ｢Ｂ型肝
炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の
異常が確認されたＢ型慢性肝疾患
におけるＢ型肝炎ウイルスの増殖
抑制｣ であること｡

② 本製剤の使用上の注意に次のよ
うに記載があるので, 使用に当たっ
ては十分留意すること｡
ア 本剤の投与終了後, ウイルス
再増殖に伴い, 肝機能の悪化も
しくは肝炎の重症化が認められ
ることがある｡ そのため, 本剤
の投与を終了する場合には, 投
与終了後少なくとも４ヵ月間は
原則として２週間ごとに患者の
臨床症状と臨床検査値(HBV-DNA,
ALT (GPT) 及び必要に応じ総
ビリルビン) を観察し, その後
も観察を続けること｡
イ 本剤は, 投与中止により肝機
能の悪化もしくは肝炎の重症化
を起こすことがある｡ 本内容を
患者に説明し, 患者が自己の判
断で投与を中止しない様に十分
指導すること｡



カベルゴリン製剤の薬事法上の用法・用量の改正について

カベルゴリン製剤については, 本年８月29日開催の薬事・食品衛生審議会において, 研

究報告, 国内での副作用発現状況, 海外の状況や臨床現場での使用状況およびＥＭＥＡ

(欧州医薬品審査庁) の勧告を基に討議された結果, パーキンソン病に係る用法・用量を

改正することが適当である等の結論が得られたことを踏まえ, 同日付で厚生労働省医薬食

品局審査管理課長より日本製薬団体連合会会長宛に通知 (｢カベルゴリンのパーキンソン

病に係る用法・用量について｣ (平成20年８月29日付薬食審査発第0829001号 厚生労働省

医薬食品局審査管理課長通知, 以下 ｢審査管理課長通知｣)) が発出され, 関係品目の承認

事項一部変更承認申請の実施等適切な対応がなされるよう求められていたところです｡

これを受けて同年９月25日付でカベルゴリン製剤のパーキンソン病に係る用法・用量が

改正され, 今般, 厚生労働省保険局医療課長より ｢カベルゴリン製剤の薬事法上の用法・

用量の改正について｣ (平成20年９月30日付保医発第0930004号 厚生労働省保険局医療課

長通知) が下記のとおり示されましたのでお知らせします｡

記

１. カベルゴリン製剤のパーキンソン病に係る薬事法上の用法・用量の最高用量が１日３

mgと改正されたこと｡

２. 審査管理課長通知の記１.後段に記載されているとおり, 今回の措置は, １日３mg

を超えて投与し, 病状が安定している場合等にあっては, 副作用の発現に十分留意する

必要があるものの, 速やかに減量することを求めるものではないこと｡

(参考－平成20年８月29日付薬食審査発第0829001号 厚生労働省医薬食品局審査管理課長

通知)

１. カベルゴリンのパーキンソン病に係る用法・用量について

通常, 成人にはカベルゴリンとして１日量0.25mg から始め, ２週目には１日量を0.5

mg とし, 以後経過を観察しながら, １週間毎に１日量として0.5mg ずつ増量し, 維持

量を定めるが, 最高用量は１日３mg とする｡ いずれの投与量の場合も１日１回朝食後

経口投与する｡

(参考) カベルゴリンのパーキンソン病に係る現在の用法・用量
通常, 成人にはカベルゴリンとして１日量0.25mg から始め, ２週目には１日

量を0.5mg とし, 以後経過を観察しながら, １週間毎に１日量として0.5mg ずつ
増量し, 維持量 (標準１日量２～４mg) を定める｡ いずれの投与量の場合も１
日１回朝食後経口投与する｡
なお, 年齢, 症状により適宜増減する｡

なお, 今回の措置は, １日３mg を超えて投与し, 病状が安定している場合等にあっ

ては, 副作用の発現に十分留意する必要があるものの, 速やかに減量することを求める

ものではないことを, 今回の用法・用量の変更に関する情報提供に併せて, 医療機関へ

情報提供を行うこと｡

２. 承認事項一部変更承認申請について

本承認事項一部変更承認申請は, 本年９月末までに独立行政法人医薬品医療機器総合

機構に申請すること｡ なお, 本件については, 申請区分 (９の３) その他の医薬品 (再

審査期間中でないもの) (｢医薬品の承認申請について｣ 平成17年３月31日付薬食発0331015
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号) で申請し, 添付資料は不要である｡

本承認事項一部変更承認申請については, 申請書備考欄に本通知番号及び発出年月日

等を記載し, 当該承認事項一部変更承認申請が本通知に基づく申請であることを示す

こと｡

本件については, 本年10月末までに承認することとしている｡

麻薬免許証の更新申請・数量届の提出について

９月15日号付録にてすでにお知らせしておりますが, 麻薬免許証の更新申請および数量

届の提出がまだお済みでない方は, 至急ご提出をお願いします｡

なお, 失効後は麻薬の取り扱いはもちろんのこと, 在庫の所有についても ｢麻薬及び向

精神薬取締法｣ 違反となりますので十分ご注意ください｡

麻薬と麻薬免許の取り扱い等について

麻薬と麻薬免許の取り扱いについては, ｢麻薬及び向精神薬取締法｣ の下, 厳重に規制

されています｡ 中でも麻薬免許を所持しない医師や免許が失効した医師が, 麻薬を取り扱っ

た場合等は, ｢麻薬及び向精神薬取締法｣ 違反として罰せられることとなります｡ 同法の

罰則規定には懲役刑等も含まれておりますので, 十分ご注意ください｡

なお, 同法では, 医療機関内での麻薬の保管について ｢鍵をかけた堅固な設備｣ 内に保

管することが定められています｡ 容易に移動できない保管庫で施錠できるものが必要です｡

鍵付きの机の引き出しやロッカー等は該当しませんのでご留意ください｡

近年は毒物劇物による事件・事故が多発しており, 各事業所における適正な取り扱いが

強く求められています｡ 麻薬の適正な取り扱いと保管管理について今一度徹底していただ

きますようお願いします｡

薬物 (ソセゴン) 中毒患者にご注意

ソセゴン中毒と思われる下記の患者が上京区・中京区・左京区の医療機関を受診してい

るとの情報が入っておりますので, 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した場合には, 情報収集, 注意喚起を

行いますので, 府医保険医療課 (ダイヤルイン 075－315－5275) までご連絡ください｡

記

①40歳代半ばの女性

②被保険者証は提示せず, 偽名使用の可能性あり

②腹痛を訴え, ソセゴン注 (もしくはペンタジン注) を強く希望

③時間外等に受診することが多い
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被保険者証の無効通知について

次のとおり保険者より無効通知が送付されましたので, ご留意ください｡

〔厚生労働省共済組合岩手労働局支部〕

記 号 番 号 1300282 1300301 1300142

氏 名 － － －

生 年 月 日 － － －

無 効 事 由 － － －

無 効 年 月 日 平 20.９.24 平20.９.24 平20.９.26

記 号 番 号 0808－17201056
(限度額適用認定証)

氏 名 宮 本 英 志

生 年 月 日 －

無 効 事 由 紛 失

無 効 年 月 日 平 20.９.29

〔農林水産省共済組合近畿支部〕

記 号 番 号 21－1002397

氏 名 中村文昭 (中村優太)

生 年 月 日 －

無 効 事 由 亡 失

無 効 年 月 日 平 20.10.５

〔財務省共済組合国税庁本庁支部(遠隔地被扶養者証)〕

被爆者健康手帳の無効通知について

次のとおり京都府健康福祉部長より無効通知が送付されましたので, ご留意ください｡

受 給 者 番 号 0015503

氏 名 今 道 臻

生 年 月 日 ―

無 効 事 由 紛 失

無 効 年 月 日 平 20.10.８

記 号 番 号 7－1000684

氏 名 －

生 年 月 日 －

無 効 事 由 亡 失

無 効 年 月 日 平 20.10.10

〔財務省共済組合近畿財務局支部〕


