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殿

厚生労働省保険局長
（ 公 印 省 略 ）

「公費負担医療が行われる療養に係る高額療養費の支給について」
の一部改正について

「社会保険診療報酬支払基金法第十五条第三項の規定に基づき厚生労働大臣の定
める医療に関する給付等の一部を改正する告示」
（令和２年厚生労働省告示第 212 号）
については、本日告示及び適用することとされたところである。
これに伴い、
「公費負担医療が行われる療養に係る高額療養費の支給について」
（昭
和 48 年 10 月 30 日保発第 42 号）を下記のとおり改正するので、運用に当たって、適
切に対応いただくよう、ご留意願いたい。

記

改正後

改正前

健康保険法等の一部を改正する法律（昭和４
８年９月２６日法律第８９号）により新たに健
康保険及び船員保険において設けられた高額
療養費の支給については昭和４８年１０月１
７日保発第３９号、庁保発第２０号で通知した
ところであるが、公費負担医療が行われる療養
に係る高額療養費の支給に関する具体的実施
方法については、次の事項に留意のうえ、今後
これらの事務取扱いに遺漏のないよう配慮さ
れたい。

健康保険法等の一部を改正する法律（昭和４
８年９月２６日法律第８９号）により新たに健
康保険及び船員保険において設けられた高額
療養費の支給については昭和４８年１０月１
７日保発第３９号、庁保発第２０号で通知した
ところであるが、公費負担医療が行われる療養
に係る高額療養費の支給に関する具体的実施
方法については、次の事項に留意のうえ、今後
これらの事務取扱いに遺漏のないよう配慮さ
れたい。

記
１～５ （略）

記
１～５ （略）

６

その他
６ その他
指定訪問看護事業者からの請求について
も同様の扱いとされること。
各種共済組合についても同様の扱いとさ
各種共済組合についても同様の扱いとさ
れること。
れること。
なお、国民健康保険については別途通知さ
なお、国民健康保険については別途通知さ
れるものであること。
れるものであること。

（別紙）
１～２３ （略）
２４ 新型コロナウイルス感染症（病原体がベ
ータコロナウイルス属のコロナウイルス（令
和二年一月に、中華人民共和国から世界保健
機関に対して、人に伝染する能力を有するこ
とが新たに報告されたものに限る。）である
ものに限る。）に係る医療費の支給（検査に
要する費用に係る自己負担額に相当する金
額に対する給付を含む。）であって、厚生労
働省保険局長が定めるもの
２５ （略）
２６ （略）

（別紙）
１～２３ （略）
（新設）

２４ （略）
２５ （略）

（参考：改正後全文）
保 発 第 ４ ２ 号
庁 保 発 第 ２ ６ 号
昭和４８年１０月３０日
（最終改正：令和２年５月 13 日）
保 発 0513 第 ５ 号
令 和 ２ 年 ５ 月 13 日

公費負担医療が行われる療養に係る高額療養費の支給について

健康保険法等の一部を改正する法律（昭和４８年９月２６日法律第８９号）により新たに健康
保険及び船員保険において設けられた高額療養費の支給については昭和４８年１０月１７日保発
第３９号、庁保発第２０号で通知したところであるが、公費負担医療が行われる療養に係る高額
療養費の支給に関する具体的実施方法については、次の事項に留意のうえ、今後これらの事務取
扱いに遺漏のないよう配慮されたい。
記
１ 趣旨
高額療養費の支給は、被保険者からの請求に基づいて行われるのが原則であるが、原子爆弾
被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第１１７号）による一般疾病医療費の支給そ
の他健康保険法施行規則（大正１５年内務省令第３６号）第１０６条から第１０８条まで若し
くは船員保険法施行規則（昭和１５年厚生省令第５号）第９６条、第９７条若しくは第９８条
又は昭和５９年厚生省告示第１５７号に規定する医療に関する給付（以下「公費負担医療」と
いう。
）が行われる療養に係る高額療養費の支給については、保険者は被保険者に支給すること
に代えて高額療養費の額を直接保険医療機関等に支払うこととした。これは、従来、家族療養
費が現物給付の取扱いとして行われる場合において、当該療養につき公費負担医療が行われる
ときは、患者の窓口負担を要することなく当該給付を受けられるよう取扱っていることにかん
がみ、高額療養費支給制度の創設により、新たに患者の窓口負担が生ずることなく本制度が実
施できるようにしたものであり、保険医療機関等における請求事務においても最小限度のもの
とすることとしたものであること。
なお、前記公費負担医療の種類は、別紙のとおりである。
２ 保険医療機関等における患者負担額の支払い
被保険者及びその被扶養者が当該療養につき公費負担医療を受ける場合には、当該療養につ
き高額療養費が支給される場合にあっても、当該高額療養費を保険医療機関等が被保険者に代
って保険者に請求することとしたので、被保険者及びその被扶養者は、従前どおり窓口負担な
しに医療が受けられるものであること。

３ 保険医療機関等の高額療養費の額の請求
公費負担医療が行われる療養に係る高額療養費についての高額療養費の保険医療機関等から
の保険者に対する請求は、次により行うものであること。
⑴ 高額療養費の請求については、診療報酬請求書においてこれを特別扱いとすることなく、
保険医療機関等は従前どおり請求を行うものであること。
⑵ 被保険者又は被扶養者が別紙１２、１３及び１５の公費負担医療に関する給付が行われる
べき療養を受けた場合において、高額療養費の支給対象であるときは、診療報酬明細書の「特
記事項」欄に、高額療養費が支給されるものであることの表示（「公」の表示）を行うもので
あること。
⑶ 被保険者又は被扶養者が特定疾病給付対象療養（別紙１１（児童福祉法（昭和２２年法律
第１６４号）第２１条の５の事業に係る医療の給付に限る。）、１４、２２及び２３の公費負
担医療に関する給付が行われるべき療養をいう。以下同じ。
）を受けた場合であって、保険者
の認定を受けているとき（これらの給付を受けるための証書に医療保険の所得区分が記載さ
れている場合）においては、高額療養費の支給対象であるか否かにかかわらず、診療報酬明
細書の「特記事項」欄に、所得区分に関する表示（「２６」等の表示）を行うものであること。
４ 社会保険診療報酬支払基金における高額療養費の支払い
⑴ 社会保険診療報酬支払基金（以下「支払基金」という。
）は、社会保険と公費負担医療の併
用の者に係る診療報酬明細書及び「公」の表示のなされた診療報酬明細書（それぞれ高額療
養費の支給に係るものに限る。
）については、当該診療報酬明細書における医療費から次に掲
げる療養の区分に応じ、それぞれ定められた基準額（以下（１）において「基準額」という。）
を控除した額を保険者に対して請求すること。また、公費負担分については、それが支払基
金において審査、支払いを行うものであるときは基準額を限度として当該公費負担医療実施
者に対して請求し、それが支払基金において審査、支払いを行わないものであるときは、当
該公費負担医療実施者は基準額を限度として保険医療機関等に対して支払うものであること。
イ ロ又はハに掲げる療養以外の場合
（イ）

７０歳に達する日の属する月以前の療養の場合
８０，１００円に医療費のうち２６７，０００円を超える部分の１００分の１を加え
た額。ただし、７５歳到達時特例対象療養（健康保険法施行令（大正１５年勅令第２４
３号。以下「令」という。）第４２条第５項に規定する七十五歳到達時特例対象療養を
いう。以下同じ。）の場合にあっては、４０，０５０円に医療費のうち１３３，５００円
を超える部分の１００分の１を加えた額とする。

（ロ）

７０歳に達する日の属する月の翌月以降の入院療養の場合
５７，６００円。ただし、７５歳到達時特例対象療養の場合にあっては、２８，８０
０円とする。

（ハ）

７０歳に達する日の属する月の翌月以降の外来療養の場合
１８，０００円（当該療養を平成２９年８月から平成３０年７月までの間に受けた場
合にあっては１４，０００円）。ただし、７５歳到達時特例対象療養の場合にあっては、
９，０００円（当該療養を平成２９年８月から平成３０年７月までの間に受けた場合に
あっては７，０００円）とする。

ロ 特定疾病給付対象療養の場合（特定疾病給付対象療養を受けることについて保険者の認

定を受けた者が受けたものに限る。
）
（イ）

７０歳に達する日の属する月以前の療養の場合
① 次に掲げる者以外の者
・特定疾病給付対象療養多数回該当（※）以外の場合
８０，１００円に医療費のうち２６７，０００円を超える部分の１００分の１を
加えた額。ただし、７５歳到達時特例対象療養の場合にあっては、４０，０５０円
に医療費のうち１３３，５００円を超える部分の１００分の１を加えた額とする。
※

特定疾病給付対象療養多数回該当の場合とは、特定疾病給付対象療養（入院療養に限る。
）の
あった月以前の１２月以内に、同一の者が同一の医療機関で受けた特定疾病給付対象療養（入
院療養に限る。
）に係る高額療養費（健康保険法施行令第４１条第７項の規定によるものに限る。
）
が支給されている月数が３月以上ある場合をいう。以下同じ。

・特定疾病給付対象療養多数回該当の場合
４４，４００円。ただし、７５歳到達時特例対象療養の場合にあっては、２２，
２００円とする。
② 令第４２条第１項第２号に掲げる者
・特定疾病給付対象療養多数回該当以外の場合
２５２，６００円に医療費のうち８４２，０００円を超える部分の１００分の１
を加えた額。ただし、７５歳到達時特例対象療養の場合にあっては、１２６，３０
０円に医療費のうち４２１，０００円を超える部分の１００分の１を加えた額とす
る。
・特定疾病給付対象療養多数回該当の場合
１４０，１００円。ただし、７５歳到達時特例対象療養の場合にあっては、７０，
０５０円とする。
③ 令第４２条第１項第３号に掲げる者
・特定疾病給付対象療養多数回該当以外の場合
１６７，４００円に医療費のうち５５８，０００円を超える部分の１００分の１
を加えた額。ただし、７５歳到達時特例対象療養の場合にあっては、８３，７００
円に医療費のうち２７９，０００円を超える部分の１００分の１を加えた額とする。
・特定疾病給付対象療養多数回該当の場合
９３，０００円。ただし、７５歳到達時特例対象療養の場合にあっては、４６，
５００円とする。
④ 令第４２条第１項第４号に掲げる者
・特定疾病給付対象療養多数回該当以外の場合
５７，６００円。ただし、７５歳到達時特例対象療養の場合にあっては、２８，
８００円とする。
・特定疾病給付対象療養多数回該当の場合
４４，４００円。ただし、７５歳到達時特例対象療養の場合にあっては、２２，
２００円とする。
⑤ 令第４２条第１項第５号に掲げる者
・特定疾病給付対象療養多数回該当以外の場合
３５，４００円。ただし、７５歳到達時特例対象療養の場合にあっては、１７，

７００円とする。
・特定疾病給付対象療養多数回該当の場合
２４，６００円。ただし、７５歳到達時特例対象療養の場合にあっては、１２，
３００円とする。
（ロ）

７０歳に達する日の属する月の翌月以降の入院療養の場合
① 次に掲げる者以外の者
・特定疾病給付対象療養多数回該当以外の場合
５７，６００円。ただし、７５歳到達時特例対象療養の場合にあっては、２８，
８００円とする。
・特定疾病給付対象療養多数回該当の場合
４４，４００円。ただし、７５歳到達時特例対象療養の場合にあっては、２２，
２００円とする。
② 令第４２条第３項第２号に掲げる者
・特定疾病給付対象療養多数回該当以外の場合
２５２，６００円に医療費のうち８４２，０００円を超える部分の１００分の１
を加えた額。ただし、７５歳到達時特例対象療養の場合にあっては、１２６，３０
０円に医療費のうち４２１，０００円を超える部分の１００分の１を加えた額とす
る。
・特定疾病給付対象療養多数回該当の場合
１４０，１００円。ただし、７５歳到達時特例対象療養の場合にあっては、７０，
０５０円とする。
③ 令第４２条第３項第３号に掲げる者
・特定疾病給付対象療養多数回該当以外の場合
１６７，４００円に医療費のうち５５８，０００円を超える部分の１００分の１
を加えた額。ただし、７５歳到達時特例対象療養の場合にあっては、８３，７００
円に医療費のうち２７９，０００円を超える部分の１００分の１を加えた額とする。
・特定疾病給付対象療養多数回該当の場合
９３，０００円。ただし、７５歳到達時特例対象療養の場合にあっては、４６，
５００円とする。
④ 令第４２条第３項第４号に掲げる者
・特定疾病給付対象療養多数回該当以外の場合
８０，１００円に医療費のうち２６７，０００円を超える部分の１００分の１を
加えた額。ただし、７５歳到達時特例対象療養の場合にあっては、４０，０５０円
に医療費のうち１３３，５００円を超える部分の１００分の１を加えた額とする。
・特定疾病給付対象療養多数回該当の場合
４４，４００円。ただし、７５歳到達時特例対象療養の場合にあっては、２２，
２００円とする。
⑤ 令第４２条第３項第５号に掲げる者
２４，６００円。ただし、７５歳到達時特例対象療養の場合にあっては、１２，３
００円とする。
⑥ 令第４２条第３項第６号に掲げる者

１５，０００円。ただし、７５歳到達時特例対象療養の場合にあっては、７，５０
０円とする。
（ハ）

７０歳に達する日の属する月の翌月以降の外来療養の場合
① 次に掲げる者以外の者
１８，０００円（当該療養を平成２９年８月から平成３０年７月までの間に受けた
場合にあっては１４，０００円）。ただし、７５歳到達時特例対象療養の場合にあっ
ては、９，０００円（当該療養を平成２９年８月から平成３０年７月までの間に受け
た場合にあっては７，０００円）とする。
② 令第４２条第３項第２号に掲げる者
２５２，６００円に医療費のうち８４２，０００円を超える部分の１００分の１を
加えた額。ただし、７５歳到達時特例対象療養の場合にあっては、１２６，３００円
に医療費のうち４２１，０００円を超える部分の１００分の１を加えた額とする。
③ 令第４２条第３項第３号に掲げる者
１６７，４００円に医療費のうち５５８，０００円を超える部分の１００分の１を
加えた額。ただし、７５歳到達時特例対象療養の場合にあっては、８３，７００円に
医療費のうち２７９，０００円を超える部分の１００分の１を加えた額とする。
④ 令第４２条第３項第４号に掲げる者
８０，１００円に医療費のうち２６７，０００円を超える部分の１００分の１を加
えた額。ただし、７５歳到達時特例対象療養の場合にあっては、４０，０５０円に医
療費のうち１３３，５００円を超える部分の１００分の１を加えた額とする。
⑤ 令第４２条第３項第５号又は第６号に掲げる者
８，０００円。ただし、７５歳到達時特例対象療養の場合にあっては、４，０００
円とする。

ハ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１５条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促
進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成六
年法律第三十号）第十四条第四項（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の
自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成十九年法律第百二十七号）附則第四
条第二項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。）の医療扶
助又は医療支援給付の対象となる療養の場合
（イ）

７０歳に達する日の属する月以前の療養の場合
３５，４００円。ただし、７５歳到達時特例対象療養の場合にあっては、１７，７０
０円とする。

（ロ）

７０歳に達する日の属する月の翌月以降の入院療養の場合
１５，０００円。ただし、７５歳到達時特例対象療養の場合にあっては、７，５００
円とする。

（ハ）

７０歳に達する日の属する月の翌月以降の外来療養の場合
８，０００円。ただし、７５歳到達時特例対象療養の場合にあっては、４，０００円
とする。

⑵ 入院療養において社会保険と公費負担医療の併用の療養と保険単独の療養が併せて行われ
る場合の支払いについては、以下のとおりとすること。
イ ７０歳に達する日の属する月以前の入院療養の場合

（イ）

保険単独の療養及び公費負担医療の併用に係る令第４１条第１項第１号イからヘまで
に掲げる額（以下「一部負担金等」という。）が、それぞれ２１，０００円（７５歳到達
時特例対象療養に係るものにあっては１０，５００円）以上であり、かつ、当該公費負
担医療に係る費用徴収額が生ずる場合
支払基金は、保険単独の療養に係る一部負担金等と公費負担医療に係る費用徴収額を
合算した額が次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ定められた限度額（以下（イ）において
「限度額」という。
）を超えるときは、当該合算した額と限度額の差額についても保険者
に請求すること。
なお、令第４２条第１項第４号及び５号に掲げる者に該当していることにつき保険者
の認定を受けている者の入院療養において、公費負担医療における費用徴収額が限度額
を超える場合は、費用徴収額と限度額の差額についても保険者に請求すること。
①

令第４２条第１項第２号に掲げる者に該当していることにつき保険者の認定を受け

ている者
２５２，６００円に社会保険と公費負担医療の併用の者に係る診療報酬明細書（高
額療養費の支給に係るものに限る。）における総医療費（以下（イ）において「総医療費」
という。）のうち８４２，０００円を超える部分の１００分の１を加えた額（７５歳
到達時特例対象療養に係るものにあっては、１２６，３００円に総医療費のうち４２
１，０００円を超える部分の１００分の１を加えた額）。ただし、高額療養費多数回
該当の場合は、１４０，１００円（７５歳到達時特例対象療養に係るものにあっては
７０，０５０円）とする。
②

令第４２条第１項第３号に掲げる者に該当していることにつき保険者の認定を受け

ている者
１６７，４００円に総医療費のうち５５８，０００円を超える部分の１００分の１
を加えた額（７５歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、８３，７００円に総
医療費のうち２７９，０００円を超える部分の１００分の１を加えた額）。ただし、
高額療養費多数回該当の場合は、９３，０００円（７５歳到達時特例対象療養に係る
ものにあっては４６，５００円）とする。
③

令第４２条第１項第１号に掲げる者に該当していることにつき保険者の認定を受け

ている者
８０，１００円に総医療費のうち２６７，０００円を超える部分の１００分の１を
加えた額（７５歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、４０，０５０円に総医
療費のうち１３３，５００円を超える部分の１００分の１を加えた額）。ただし、高
額療養費多数回該当の場合は、４４，４００円（７５歳到達時特例対象療養に係るも
のにあっては２２，２００円）とする。
④

令第４２条第１項第４号に掲げる者に該当していることにつき保険者の認定を受け

ている者
５７，６００円（７５歳到達時特例対象療養に係るものにあっては２８，８００円）。
ただし、高額療養費多数回該当の場合は４４，４００円（７５歳到達時特例対象療養
に係るものにあっては２２，２００円）とする。
⑤ 令第４２条第１項第５号に該当していることにつき保険者の認定を受けている者
３５，４００円（７５歳到達時特例対象療養に係るものにあっては１７，７００円）。

ただし、高額療養費多数回該当の場合は２４，６００円（７５歳到達時特例対象療養
に係るものにあっては１２，３００円）とする。
（ロ）

（イ）以外の場合
支払基金は、保険単独の療養に係る一部負担金等の額が次に掲げる者の区分に応じ、
それぞれ定められた限度額（以下（ロ）において「限度額」という。）を超えるときは、当該
額と限度額の差額についても保険者に請求すること。
①

令第４２条第１項第２号に掲げる者に該当していることにつき保険者の認定を受け

ている者
２５２，６００円に社会保険と公費負担医療の併用の者に係る診療報酬明細書（高
額療養費の支給に係るものに限る。
）における保険単独の療養に係る医療費（以下「保
険単独医療費」という。）のうち８４２，０００円を超える部分の１００分の１を加
えた額（７５歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、１２６，３００円に保険
単独医療費のうち４２１，０００円を超える部分の１００分の１を加えた額）。ただ
し、高額療養費多数回該当の場合は、１４０，１００円（７５歳到達時特例対象療養
に係るものにあっては７０，０５０円）とする。
②

令第４２条第１項第３号に掲げる者に該当していることにつき保険者の認定を受け

ている者
１６７，４００円に保険単独医療費のうち５５８，０００円を超える部分の１００
分の１を加えた額（７５歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、８３，７００
円に保険単独医療費のうち２７９，０００円を超える部分の１００分の１を加えた額）。
ただし、高額療養費多数回該当の場合は、９３，０００円（７５歳到達時特例対象療
養に係るものにあっては４６，５００円）とする。
③

令第４２条第１項第１号に掲げる者に該当していることにつき保険者の認定を受け

ている者
８０，１００円に保険単独医療費のうち２６７，０００円を超える部分の１００分
の１を加えた額（７５歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、４０，０５０円
に保険単独医療費のうち１３３，５００円を超える部分の１００分の１を加えた額）。
ただし、高額療養費多数回該当の場合は、４４，４００円（７５歳到達時特例対象療
養に係るものにあっては２２，２００円）とする。
④

令第４２条第１項第４号に掲げる者に該当していることにつき保険者の認定を受け

ている者
５７，６００円（７５歳到達時特例対象療養に係るものにあっては２８，８００円）。
ただし、高額療養費多数回該当の場合は４４，４００円（７５歳到達時特例対象療養
に係るものにあっては２２，２００円）とする。
⑤ 令第４２条第１項第５号に該当していることにつき保険者の認定を受けている者
３５，４００円（７５歳到達時特例対象療養に係るものにあっては１７，７００円）。
ただし、高額療養費多数回該当の場合は２４，６００円（７５歳到達時特例対象療養に
係るものにあっては１２，３００円）とする。
ロ ７０歳に達する日の属する月の翌月以降の入院療養の場合
支払基金は、７０歳に達する日の属する月の翌月以降の入院療養において社会保険と公
費負担医療の併用の療養と保険単独の療養が併せて行われる場合につき、保険単独の療養

に係る一部負担金等と公費負担医療に係る費用徴収額を合算した額が次に掲げる者の区分
に応じ、それぞれ定められた限度額（以下ロにおいて「限度額」という。）を超えるときは、
当該合算した額と限度額の差額についても保険者に請求すること。
なお、令第４２条第３項第５号又は第６号に掲げる者に該当していることにつき保険者
の認定を受けている者の入院療養において、公費負担医療における費用徴収額が限度額を
超える場合は、費用徴収額と限度額の差額についても保険者に請求すること。
① 次に掲げる者以外の者
・多数回該当以外の場合
５７，６００円。ただし、７５歳到達時特例対象療養の場合にあっては、２８，８
００円とする。
・多数回該当の場合
４４，４００円。ただし、７５歳到達時特例対象療養の場合にあっては、２２，２
００円とする。
② 令第４２条第３項第２号に掲げる者
・多数回該当以外の場合
２５２，６００円に保険単独医療費のうち８４２，０００円を超える部分の１００
分の１を加えた額。ただし、７５歳到達時特例対象療養の場合にあっては、１２６，
３００円に保険単独医療費のうち４２１，０００円を超える部分の１００分の１を加
えた額とする。
・多数回該当の場合
１４０，１００円。ただし、７５歳到達時特例対象療養の場合にあっては、７０，
０５０円とする。
③ 令第４２条第３項第３号に掲げる者に該当していることにつき保険者の認定を受けて
いる者
・多数回該当以外の場合
１６７，４００円に保険単独医療費のうち５５８，０００円を超える部分の１００
分の１を加えた額。ただし、７５歳到達時特例対象療養の場合にあっては、８３，７
００円に保険単独医療費のうち２７９，０００円を超える部分の１００分の１を加え
た額とする。
・多数回該当の場合
９３，０００円。ただし、７５歳到達時特例対象療養の場合にあっては、４６，５
００円とする。
④

令第４２条第３項第４号に掲げる者に該当していることにつき保険者の認定を受けて
いる者

・多数回該当以外の場合
８０，１００円に保険単独医療費のうち２６７，０００円を超える部分の１００分
の１を加えた額。ただし、７５歳到達時特例対象療養の場合にあっては、４０，０５
０円に保険単独医療費のうち１３３，５００円を超える部分の１００分の１を加えた
額とする。
・多数回該当の場合
４４，４００円。ただし、７５歳到達時特例対象療養の場合にあっては、２２，２

００円とする。
⑤

令第４２条第３項第５号に掲げる者に該当していることにつき保険者の認定を受けて
いる者
２４，６００円。ただし、７５歳到達時特例対象療養の場合にあっては、１２，３００
円とする。

⑥

令第４２条第３項第６号に掲げる者に該当していることにつき保険者の認定を受けて
いる者
１５，０００円。ただし、７５歳到達時特例対象療養の場合にあっては、７，５００円
とする。

⑶ 次に掲げる者を除き、⑵は、外来療養について準用すること。
イ 令第４２条第３項第１号に掲げる者
１８，０００円（当該療養を平成２９年８月から平成３０年７月までの間に受けた場合
にあっては１４，０００円）。ただし、７５歳到達時特例対象療養の場合にあっては、９，
０００円とする。（当該療養を平成２９年８月から平成３０年７月までの間に受けた場合
にあっては７，０００円）
ロ 令第４２条第３項第５又は６号に掲げる者に該当していることにつき保険者の認定を受
けている者
８，０００円。ただし、７５歳到達時特例対象療養の場合にあっては、４，０００円と
する。
５ 保険者の事務
高額療養費が保険医療機関等に支払われるものである場合、保険者は診療報酬明細書の左下
の負担金額欄又は一部負担金欄の記載内容を確認することにより、被保険者に対し高額療養費
を重ねて支給することのないよう特に注意すること。
なお、公費負担医療が行われる療養に係る高額療養費について被保険者から請求があったと
きは、保険者において事実関係を十分に聴取、調査し処置すること。
６ その他
指定訪問看護事業者からの請求についても同様の扱いとされること。
各種共済組合についても同様の扱いとされること。
なお、国民健康保険については別途通知されるものであること。

（別紙）
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
２ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２０条第２項の医療に係る療育の給付又は同法
第２１条の５の２９第１項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第２４条の２０第１項（同
法第２４条の２４第２項において適用する場合を含む。
）の障害児入所医療費の支給
３ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）
第５８条第１項の自立支援医療、同法第７０条第１項の療養介護医療費又は同法第７１条第１
項の基準該当療養介護医療費の給付
４ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第３０条第１項の
規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
５ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１５条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並
びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成六年法律第
三十号）第十四条第四項（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に
関する法律の一部を改正する法律（平成十九年法律第百二十七号）附則第四条第二項において
準用する場合を含む。
）においてその例による場合を含む。）の医療扶助又は医療支援給付の医
療扶助
６ 削除
７ 麻薬及び向精神薬取締法（昭和２８年法律第１４号）第５８条の１７第１項の規定により費
用の負担が行われる医療に関する給付
８ 母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第２０条の養育医療の給付
９ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第
３７条第１項又は第３７条の２第１項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
１０ 石綿による健康被害の救済に関する法律（平成１８年法律第４号）第４条第１項の医療費
の支給
１０の２ 特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法（平成２３年法律第
１２６号）第１２条第１項の定期検査費又は同法第１３条第１項の母子感染防止医療費の支給
１１ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の事業、同法第２１条の６の措置
（同法第６条の２第３項に規定する医療型児童発達支援を行う施設への措置に限る。）、同法第
２２条第１項の助産の実施、同法第２７条第１項第３号の措置、同条第２項の指定医療機関へ
の委託措置又は同法第３３条の一時保護に係る医療の給付
１２ 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令（昭和４７年政令第１
０８号）第３条又は第４条の医療費の支給
１３ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１８条第２項の障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５条第６項の厚生労
働省令で定める施設又は指定医療機関における医療の給付
１４ 昭和４８年４月１７日衛発第２４２号厚生省公衆衛生局長通知「特定疾患治療研究事業に
ついて」による治療研究に係る医療の給付
１５ 昭和５９年４月１０日衛発第２６６号厚生省公衆衛生局長通知「毒ガス障害者救済対策事
業の実施について」による医療費の支給
１６ 平成元年７月２４日健医発第８９６号厚生省保健医療局長通知「先天性血液凝固因子障害
等治療研究事業について」による治療研究に係る医療の給付

１７ 平成４年４月３０日環保業発第２２７号環境事務次官通知「水俣病総合対策費の国庫補助
について」による療養費及び研究治療費の支給
１８ 平成１５年６月６日環保企発第０３０６０６００４号環境事務次官通知「「茨城県神栖町に
おける有機ヒ素化合物による環境汚染及び健康被害に係る緊急措置事業要綱」について」によ
る医療費の支給
１９ 平成１７年５月２４日環保企発第０５０５２４００１号環境事務次官通知「メチル水銀の
健康影響に係る調査研究事業について」による研究治療費の支給
２０ 平成２０年２月２１日保発第０２２１００３号厚生労働省保険局長通知「７０歳代前半の
被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置の取扱いについて」による医療費の支給
２１ 平成２０年３月３１日健発第０３３１００１号厚生労働省健康局長通知「感染症対策特別
促進事業について」による肝炎治療特別促進事業に係る医療の給付
２２ 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年５月３０日法律第５０号）第５条の
特定医療費の支給
２３ 平成３０年６月２７日健発０６２７第１号厚生労働省健康局長通知「肝がん・重度肝硬変
治療研究促進事業について」による医療費の支給
２４ 新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和二
年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新た
に報告されたものに限る。
）であるものに限る。）に係る医療費の支給（検査に要する費用に係
る自己負担額に相当する金額に対する給付を含む。
）であって、厚生労働省保険局長が定めるも
の
２５ 都道府県又は市町村（以下「都道府県等」という。
）が行う医療に関する給付であって、社
会保険診療報酬支払基金法第１５条第３項の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療に関する
給付（昭和５２年厚生省告示第２３９号）各号に掲げる医療に関する給付に準ずるもの
２６ 都道府県等が行う医療に関する給付であって、社会保険診療報酬支払基金法（昭和２３年
法律第１２９号）第１５条第２項に規定する法律による医療に関する給付に準ずるもの

