
自賠責研修会の開催について
１月12日(土) 午後２時～

平成15年度, 17年度に続き, 損保協会および損保料率

算出機構との共催で自動車事故に係る ｢学術講習｣ と

｢自賠責ガイドライン, 請求方法等｣ についての研修会

を下記のとおり開催することとなりました｡

今年度の研修会では, 学術講習として ｢交通事故にお

ける腹部外傷等｣ というテーマの講演および自賠責保険

講習として ｢自賠責保険制度と医療費の請求方法｣ につ

いての講習を行います｡ ご存じのとおり, 京都におきま

しては平成15年４月から ｢自賠責保険診療費算定基準 (ガイドライン)｣ が導入され, 各

医療機関ですでに採用または採用を予定されているかと存じます｡

自賠責保険は, 交通事故医療の緊急性や被害者意識のある患者に対する治療の困難さな

ど, 非常にデリケートな問題を抱えており, 制度に関する知識と理解, 患者や損保会社へ

の適切な対応が必要でありますので, 関係される医療機関におかれましては是非ご参加い

ただきますようお願い申し上げます｡

つきましては, 参加ご希望の場合は①医療機関名, ②行政区名または市町村名, ③参加

者名, ④連絡先電話番号をご記入のうえ, 京都府医師会保険医療課までＦＡＸ (075－314－

5042) もしくは郵送にて１月７日(月) までにお申し込みください｡

なお, 当日は公共交通機関をご利用いただき, 自家用車でのご来館はご遠慮ください｡

記

と き 平成20年１月12日(土) 午後２時00分～４時30分 (予定)

ところ 京都府医師会館 ２階大ホール

共 催 京都府医師会, 日本損害保険協会, 損害保険料率算出機構

次 第 １. 開会挨拶

２. 自賠責保険講習

｢自賠責保険制度と医療費の請求について(仮題)｣

損害保険料率算出機構 京都自賠責損害調査事務所所長 眞部 信一氏

３. 学術講習

｢交通事故による腹部損傷等について(仮題)｣

濱島医院院長 濱島 高志氏

４. 閉会挨拶
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－ 必 読－ 12月度請求書 (11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

＊４月から窓口点検が廃止
されています｡(詳細は２月
15日号および４月15日号保
険医療部通信参照)△

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｡



障害者自立支援医療特別対策事業について

平成18年４月から障害者自立支援法の施行に伴い, 自立支援医療としての更生医療 (公

費負担法別番号⑮) が新たな制度のもと運営されていますが, 京都府内の市町村が実施主

体となり, 自立支援医療のうちの更生医療の対象を拡大した新たな地方単独事業が平成20

年１月から施行されることになりましたのでその概要をお知らせします｡

１ 制度の趣旨, 概要

障害に伴う身体機能の低下を補うための医療を継続的に受けている身体障害者で, 国

制度の更生医療の対象とならない内部障害者に対し, 医療費の一部を助成します｡

障害者自立支援法に定める自立支援医療 (更生医療) の対象を一部拡大し, 原則, 現

物給付で医療費の給付を行う地方単独事業です｡

京都府域外に所在する医療機関において医療の給付を受けた場合は, 償還払いとなり

ます｡

２ 対象者, 対象医療について

身体障害者福祉法第４条に規定する身体上の障害を有すると認められる者であって,

保険診療の対象となる医療のうち, 国制度の更生医療の対象とならない以下の対象者お

よび対象医療に限定｡

なお, 生活保護受給者は対象外です｡

※新たに身体障害者手帳の交付申請をされる場合, 手帳交付後でないと対象となりませんの
でご注意願います｡

３ 実施時期

平成20年１月診療分の医療費から対象になります｡

ただし, 市町村によっては, 運用開始時期が異なる場合があります｡

４ 申請先

対象者が, お住まいの市町村の障害保健福祉担当課に申請することになります｡

(京都市は, 区・支所の福祉部支援課・支援保護課 (対象者が18歳未満の場合は保健所・

支所))

５ 医療費の給付方法

(１) 更生医療と同様, 原則, 現物給付｡
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対 象 者 対 象 医 療

１ 呼吸器の機能障害で身体
障害者手帳３級所持者

在宅酸素療法 (以下を基本とする)
在宅酸素療法指導管理料２ 2,500点
携帯用酸素ボンベ加算 880点
酸素濃縮装置加算 4,620点

計 8,000点

２ ぼうこうまたは直腸の機
能障害で身体障害者手帳
３級所持者

ぼうこうまたは直腸の機能障害となった原因疾患およ
びストマ (人工肛門, 人工ぼうこう) 周辺の感染防止
等の治療



(２) 対象者が医療の給付を受けることができる医療機関は, 事業の実施に協力願える京

都府内に所在する保険医療機関および保険薬局 (以下 ｢協力医療機関｣ という｡) と

なります｡ なお, 訪問看護事業所は対象外｡

特に, 登録, 届出等の手続は不要です｡

(３) 医療の給付には, 受給者証, 自己負担上限額管理票の提示が必要｡

(４) 対象者が京都府域外に所在する医療機関において医療の給付を受けた場合には, 償

還払いとなります｡

６ 医療費の給付範囲

対象者が協力医療機関において, 健康保険の対象となる対象医療の給付を受けた場合

に被保険者等が負担すべき額のうち, 対象者の所得の状況等を勘案して定めた自己負担

上限月額に達するまでの１割負担額を控除した額｡

ただし, 入院時の食費 (標準負担額) については, 支給の対象外 (自己負担)｡

例：一般的な利用者負担の場合

※医療費の負担割合については, 加入されている医療保険や所得の状況により変わります｡
また, 所得に応じて自己負担上限月額を次のとおり設定し, 利用される方の負担を軽減
しています｡

７ 自己負担額, 自己負担上限月額

原則, 自己負担額は１割｡ (ただし, 対象者の所得の状況等を勘案して定めた自己負

担上限月額が限度｡)

自己負担上限月額は, 更生医療に係る京都府独自の軽減措置のうち, 重度かつ継続の

区分となります｡ (重度かつ継続の認定は必要ありません｡)

自己負担上限額 一覧表

※京都市については, 負担上限額は ｢０円｣ となります｡

８ 支給認定

対象者は支給認定に必要な以下の書類 (申請書, 医師意見書等) を居住地の市町村長

に提出し, 市町村長は当該申請に係る医療を必要とすると認めた場合, 受給者証および
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医療費総額 (10割)

医療保険給付額 本事業の給付額 利用者負担額

※７割 ※２割 １割

所 得 階 層 負担上限額

住民税非課税

障害基礎年金２級相当
1,250円 ※

障害基礎年金１級のみ

上記以外 2,500円

住民税課税

所得割 ３万３千円未満 2,500円

所得割 ３万３千円以上
23万５千円未満

5,000円

所得割 23万５千円以上 20,000円



自己負担上限額管理票 (年間分) を交付することになります｡

支給認定の有効期間は, 原則１年以内とし, 継続更新 (再認定) が可能です｡

※受給者証,自己負担上限額管理票は,発行する市町村によって若干様式が異なることがあります｡

【対象者が申請に必要なもの】

①支給申請書

②収入額等申告書等所得の確認できる書類

③医師意見書

④身体障害者手帳

⑤健康保険被保険者証

※国民健康保険に加入されている方は, 世帯全員の被保険者証を持参してください｡

⑥印鑑 (認印で結構です｡)

【様式例】 障害者自立支援医療特別対策事業 受給者証

自己負担上限額管理票
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９ 医師意見書

原則, 身体障害者手帳指定医師が作成したものが必要です｡ やむを得ず指定医師の意

見書が得られない場合は, 指定自立支援医療機関, 協力医療機関の医師による意見書を

もってこれに代えることができます｡

医師意見書の内容については, 基本的に ｢障害の種類｣ 欄と ｢医療の具体的方針及び

内容｣ 欄の該当する項目に ｢○｣ をつけていただく様式になっています｡

10 公費負担者番号, 受給者番号

(１) 公費負担者番号の取り扱いについては, 更生医療と同様の法別番号 ｢15｣ を利用｡

(２) 地方単独事業として, 更生医療との混同を避けるため, 受給者番号の取り扱いにつ

いては, ７桁のうち, 上位２桁は以下のとおりとなります｡

① 呼吸器の機能障害 ｢91｣ 例： ｢９１×××××｣

② ぼうこうまたは直腸の機能障害 ｢92｣ 例： ｢９２×××××｣

11 自己負担上限月額管理票

本事業実施の協力医療機関は, 受給者証に記載の身体障害者 (身障手帳３級所持者)

に対し, 受給者証に記載の対象医療を給付するとともに, １割の自己負担額を所得に応

じた自己負担金を上限月額に達するまで徴収し, その都度, 以下の参考例のとおり自己

負担上限額管理票に記載押印をお願いすることになりますので十分ご留意ください｡
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12 京都府の担当部署

＜京都府＞ 保健福祉部福祉総括室 障害者支援室 自立支援担当

TEL 075 (414) 4598
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年末・年始の投薬について

｢厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬｣も30日まで投与可能

内服薬および外用薬の投与量については, ｢長期の旅行等特殊の事情がある場合におい

て, 必要があると認められるときは, １回14日分を限度とされている内服薬または外用薬

についても, 従来どおり, 旅程その他の事情を考慮し, 必要最小限の範囲において, １回

30日分を限度として投与して差し支えない｣ とされています｡

したがって, 年末・年始でも, 患者の受診の都合上, やむをえない場合には, １回14日

分を限度とされている ｢厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬｣ も14日を超えて投与す

ることができますが, レセプトの摘要欄 (もしくは院外処方せん) に ｢年末 (年始) 投与｣

との注記が必要です｡ もちろん, 投与日数は必要最小限の範囲にとどめるものとし, 最大

でも30日までとなりますので, ご留意ください｡
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リタリン錠｢チバ｣および１％リタリン散｢チバ｣
の薬事法上の効能・効果の一部削除等について

リタリンについては, 不適正使用や薬物乱用の問題が発生しており, その内容は, 10月

15日号京都医報付録保険だよりにて既報のとおりですが, 今般, 平成19年10月26日付保医

発第1026001号で厚生労働省保険局医療課長通知により, リタリン錠 ｢チバ｣ および１％

リタリン散 ｢チバ｣ (成分名：塩酸メチルフェニデート) について, 薬事法の規定に基づ

き ｢うつ｣ に係る効能・効果が削除されました (下記参照)｡

また, リタリンと同じ塩酸メチルフェニデートを成分とする ｢コンサータ錠18mg およ

び同錠27mg｣ (効能・効果：小児期における注意欠陥／多動性障害 (ＡＤ／ＨＤ)) は,

同日付で薬事法上の新規承認が行われていますが, 現時点では薬価基準に未収載ですので,

ご留意ください｡

なお, 塩酸メチルフェニデート製剤の使用にあたっての留意事項については, リタリン

およびコンサータについて, 下記のとおり承認条件が付され, 各製造販売業者に適正な流

通管理の実施が義務付けられたことに伴い, 当該流通管理の内容等について示されるとと

もに, ｢コンサータの効能効果である ｢小児期における注意欠陥／多動性障害 (ＡＤ／

ＨＤ)｣ とは, 原則18歳未満のＡＤ／ＨＤであること｣ が示されています｡

記

１. リタリンの【効能又は効果】及び【用法及び用量】

２. 承認条件

本剤の投与が, リタリンにあってはナルコレプシー (コンサータにあっては注意欠陥

／多動性障害) の診断, 治療に精通し, 薬物依存を含む本剤のリスク等についても十分

に管理できる医師・医療機関・管理薬剤師のいる薬局のもとでのみ行われるとともに,

それら薬局においては調剤前に当該医師・医療機関を確認した上で調剤がなされるよう,

製造販売にあたって必要な措置を講じること｡
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改 訂 後 (2007年10月改訂) 改 訂 前

【効能又は効果】
ナルコレプシー

【用法及び用量】
ナルコレプシーには, 塩酸メチルフェ
ニデートとして, 通常成人１日20～60
mg を１～２回に分割経口投与する｡ な
お, 年齢, 症状により適宜増減する｡

【効能又は効果】
ナルコレプシー
抗うつ薬で効果の不十分な下記疾患に
対する抗うつ薬との併用
難治性うつ病, 遷延性うつ病

【用法及び用量】
ナルコレプシーには, 塩酸メチルフェ
ニデートとして, 通常成人１日20～60
mg を１～２回に分割経口投与する｡ な
お, 年齢, 症状により適宜増減する｡
難治性うつ病, 遷延性うつ病には, 塩
酸メチルフェニデートとして, 通常成
人１日20～30mg を２～３回に分割経口
投与する｡ なお, 年齢, 症状により適
宜増減する｡


