
項目 番号 質問 回答

医療受給者証 1

　医療保険が後期高齢者医療で、
自己負担割合が１割の場合、特定
医療費（指定難病）の自己負担額
はどのような割合になるでしょう
か。

　医療保険が国民健康保険や被用者保険に加入されている場合は、特定医
療費（指定難病）の適用により、自己負担割合が３割から２割に引き下げ
た額が自己負担額となりますが、後期高齢者医療等で医療保険の自己負担
割合が１割の場合は、１割のままです。

医療受給者証 2
　「適用区分」と「階層区分」の
違いは。

　「適用区分」は高額療養費の算定基準にかかるものであり、「階層区
分」は、当該受給者の方の、月ごとの自己負担上限額を示すものです。別
制度に基づくもので、必ずしも一致するものではありませんので、御注意
ください。

医療受給者証 3
　「階層区分」に記載されている
Ｂ１などの記号は、それぞれ何を
示しているのか。

　「階層区分」は、当該受給者の方の、月ごとの自己負担上限額を示すも
のですが、それぞれの記号は以下のとおりです。
　Ａ：生活保護
　Ｂ１：低所得者Ⅰ（市町村民税非課税世帯、本人年収80万円以下）
　Ｂ２：低所得者Ⅱ（市町村民税非課税世帯、本人年収80万円超）
　Ｃ１：一般所得Ⅰ（市町村民税課税～7.1万円未満）
　Ｃ２：一般所得Ⅱ（市町村民税7.1万円以上～25.1万円未満）
　Ｄ：上位所得　　（市町村民税25.1万円以上）

医療受給者証 4

　他の都道府県発行の医療受給者
証には、個別の医療機関が記載さ
れていますが、当医療機関の名称
が記載されていません。
　この医療受給者証は当医療機関
では適用できないこととしてよい
ですか。

　旅行中である等の緊急その他やむを得ない場合には、貴医療機関が指定
医療機関である限り適用することができます。
　ただし、貴医療機関がかかりつけの医療機関となる場合で、医療受給者
証に記載されていない場合には、当該都道府県に対し、患者さんが指定医
療機関の追加や変更の申請を行っていただく必要があります。詳しくは、
受給者証の発行先の都道府県庁にお問い合わせください。

医療受給者証 5
　特定疾患治療研究事業「公費負
担者番号51」の受給者証は平成27
年1月以降は発行されないのか。

　特定疾患治療研究事業での対象疾患のうち４疾患（スモン、重症急性膵
炎、劇症肝炎、プリオン病（ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェル
ト・ヤコブ病に限る。））については、平成27年1月以降も、特定疾患治療
研究事業の受給者証を発行します。なお、平成27年1月以降の新規申請受付
はスモンとプリオン病（ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・
ヤコブ病に限る。）の患者の方のみ行っております。

医療機関の皆様から寄せられている質問

保険給付 一部負担 助成 一部負担 助成 一部負担

１日目 医療保険 11,000 7,700 3,300 1,100 2,200 2,200 0

２日目 医療保険 5,000 3,500 1,500 1,200 300 300 0

重度障害医療保険医療費
総額

特定医療（難病）
診療順

保険
の別

自己負担上限額管理票

に記載する自己負担額
患者の実際の

負担額
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6

　訪問看護や訪問診療の際には、
出先で毎回金額を請求することは
できない。どのように記載、請求
をするのか。

　患者からの自己負担の徴収は、原則として、指定医療機関を受診した日
に行うこととなることから、自己負担限度額管理票への記載も当該受診し
た日に行うこととなりますが、訪問看護サービス等で利用した日の翌月に
利用料を請求する場合には、利用した月の自己負担累積額を確認した上
で、患者から徴収してください。
　利用料を徴収するにあたっては、自己負担限度額管理票で当該訪問看護
等を行った月の自己負担累計額を確認し、既に自己負担上限月額まで達し
ている場合は全てを公費請求します。自己負担上限月額に達していない場
合は、達するまで患者から自己負担を徴収してください。
　自己負担限度額管理票の記載は、利用した日の属する月に行うことと
し、訪問看護等を行った日が複数回あった場合でも、まとめて（例えば、
月末の日付）医療費総額や自己負担額を一行に記載されても差し支えあり
ません。

自己負担限度額
管理票

7

　複数の指定医療機関から受診を
受けている患者さんの場合、月末
精算などで日付などの記載の順番
が前後するような場合があるがど
のようにすれば良いか。

　医療機関の間で事前に調整して自己負担限度額管理票への記載する順番
を決めて頂いてもかまいません。
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8

　特定医療費（指定難病）〔公費
負担者番号54〕と重度障害者医療
〔公費負担者番号80〕等の併用が
ある場合、自己負担限度額管理票
にはどのように記載しますか。

　自己負担限度額管理票の「自己負担額」は、特定医療費（指定難病）
〔公費負担者番号54〕の適用後の金額を記入してください。患者さんが認
定を受けている他の公費負担医療制度等による自己負担額は、この自己負
担限度額管理票に記入しません。
　自己負担限度額管理票には次の金額を記載することになります。
（例）
・月額自己負担上限額2,500円
・医療保険の患者負担割合３割
・公費負担者番号54と80を併用
・重度障害者医療の自己負担額は０円

　例の場合は、自己負担限度額管理票上は自己負担額がありますが、窓口
徴収額は０円となります。

自己負担限度額
管理票

9

　自己負担額を誤って少なく徴収
した。その後、他の医療機関で自
己負担上限額まで支払いを終えて
いる場合、どのように処理すれば
よいか。

　自己負担限度額管理票は、患者さんの自己負担額の支払い状況を管理す
るものです。すでに、当月において、他の医療機関で自己負担上限額まで
の支払いをされている場合は、不足分を追加徴収する必要はありません。
　なお、不足分は特定医療費（指定医難病）において、負担することにな
ります。

自己負担限度額
管理票

10
　介護保険では、１円単位で請求
金額を算出しますが、管理票には
どのように記載するのですか。

　徴収する金額は１円単位ですが、自己負担限度額管理票の自己負担額の
欄には、10円未満を四捨五入した金額を記載していただくことになりま
す。
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11

　病院、診療所で診療を受け、当
月処方された薬が、その月を超え
て翌月に薬局に持ちこまれ、調剤
された場合は、自己負担上限額は
どの月に記載するのか。

　実際に診察や調剤を行なった月に記載してください。具体的には、病
院・診療所は、処方箋を発行した月に、保険薬局は、調剤を行った月に記
載してください。

自己負担限度額
管理票

12
　自己負担額管理票の押印は個人
印でも良いか。

　確認した個人の印でもかまいませんが、医療機関の印がある場合はでき
るだけ医療機関の印を押印してください。なお、指定医療機関名欄は、で
きれば手書きとならないようにゴム印などを御使用ください。

自己負担限度額
管理票

13
　自己負担上限額管理票の徴収印
は、口座引き落としの場合は、ど
うするのか。

　請求額の確定後に、診療、サービス等を提供した月のページに自己負担
額等を記載します。押印は、口座引き落とし日にかかわらず、記載時にお
願いします。

指定医 14
　指定を受けているが、他県へ移
動した場合どのような手続きを行
えばよいでしょうか。

　主たる勤務先の医療機関が県外に変わるときは、変更先の医療機関の所
在地の都道府県に指定医指定申請書を提出し、新たに指定を受けるととも
に、当県には、変更届を提出してください。その後、当県の指定を取り消
します。

指定医 15

　指定医医療機関の指定を受けて
いるが、指定医の指定を受けてい
ないと、診察・治療等はできない
のか。

　指定医は、臨床調査個人票（診断書）を記載することができる者です。
診療・治療等は、指定医でなくても行うことができます。

指定医 16
　国が定めた専門医資格を持って
いない場合は、協力難病指定医の
申請しかできないのか。

　国が定めた専門医資格を持っていない場合でも、都道府県知事が開催す
る難病指定医研修を修了した場合は、難病指定医になることができます。
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