患者の視点の重視（明細書の発行など）について

第１

患者の視点の重視について

患者の視点の重視については、その方策の１つとして、患者
への医療費の内容の情報提供を進めるため、領収証及び明細書
の発行を推進してきているところ。

第２
１

現状と課題
領収証及び明細書の発行義務付けについて

（１）領収証は、検査、投薬などの「部」ごとに費用を記載したもの。
平成１ ８年度 診療 報酬 改定に おい て 、「患 者から 見て わか りやす
く、患 者の生 活の 質（ ＱＯＬ ）を 高 める医 療を実 現す る視 点」と
いう観 点から 、全 ての 保険医 療機 関 及び保 険薬局 に対 して 、その
無料発行が義務化された。（参考資料 P2〜6）
（２）明 細書は 、行 った検 査、使 用 した薬剤 などの 「項 目」ご とに費
用を記 載した もの 。平 成２０ 年度 診 療報酬 改定に おい て、 一部の
保険医療機関（ ※ 注 ） に対して患者から求めがあった場合の発行が義
務化さ れた。 なお 、実 費徴収 は可 能 として おり、 保険 薬局 は明細
書発行義務付けの対象外である。（参考資料 P7〜8）
（ ※ 注 ）レ セ プ ト 電子請求が実施され、明細書発行の基盤が整っていると考
えられる医療機関
・平成２０年４月１日以降

４００床以上の病院

・平成２１年４月１日以降

レセプト電子請求を行っている病院
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２

診療報酬改定結果検証に係る調査（平成２１年度調査）の「明細
書発行の一部義務化の実施状況調査」の主な結果について（参考資
料 P9〜22 参照）

（１）明 細書を 発行 してい る施設 は ３８．９ ％であ るも のの、 患者か
らの明 細書発 行依 頼が 「ほと んど な い」施 設は約 ８０ ％で あり、
明細書発行について患者への周知を特に何もしていない施設は
４９．０％である。
（２）明細書の発行を希望する患者は５６．５％である。その内訳は、
費用が かかっ ても 希望 する患 者は １ ３．１ ％、無 料な ら希 望する
患者が ４３． ４％ とな ってい る。 ま た、明 細書が 治療 内容 の理解
のために役立つと思う患者は５４．２％となっている。

３ レセプトオンライン請求について
（１）請求省令の改正について
今般、 請求 省令 の改正 （平 成２ １年 １１月 ２５ 日公 布、同 年１
１月２ ６日施 行） が行 われた とこ ろ 。主な 改正内 容は 以下 のとお
り。（参考資料 P24 参照）
① オン ライ ン請求 の義務 化 から、電 子媒体 又は オンラ インに
よる請求の選択制へ変更
② 手 書き で診 療報酬 請求 を行 う保 険医療 機関 ・保 険薬局 につ
いて、電子媒体又はオンラインによる請求の義務づけを免除
③ 常勤 の医 師・歯 科医師 ・ 薬剤師が すべて 高齢 者（６ ５歳以
上）の 診療 所・ 薬局 につ いて 、電 子 媒体又 はオ ンラ イン によ
る請求の義務づけを免除
④ 電子 レセ プトに 対応し て いないレ セコン のリ ース期 間又は
減価償 却期 間が 終わ るま での 間の 医 療機関 につ いて 、電 子媒
体又は オン ライ ンに よる 請求 義務 を 猶予（ 最大 平成 ２６ 年度
末まで）
⑤ 電子 媒体 又はオ ンライ ン による請 求を行 うこ とが困 難な個
別の事 情が あり 、例 外的 に書 面で の 請求が 認め られ る医 療機
関等について、その事情を明確化
・レ セプ トコン ピュー タ 販売業者 等と契 約済 みであ るが、
納入等の対応が遅れたもの
・概ね１年以内に廃止又は休止するもの など
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⑥

平成 ２２ 年４月 診療分 か らオンラ イン化 に移 行する ことと
されて いた 医科 診療 所等 につ いて 、 電子媒 体又 はオ ンラ イン
による請求への移行時期を、同年７月診療分からとする

（２）電子請求の現状について
電 子請求 （オ ンライ ン請求 又 は電子媒 体によ る請 求）を 行って
いる施設の割合は以下のとおりである。（平成２１年８月診療分。
参考資料 P25 参照）
・病院
８３．９％（８１．４％）
・医科診療所 ３９．９％（１２．５％）
・歯科診療所
０．２％（
−
）
・薬局
８９．７％（８８．６％）
※（
）内はオンライン請求の再掲

第３

論点

１ 明細書の発行について
（１）保 険医療 機関 に対す る明細 書 発行義務 化の拡 大に ついて どう考
えるか。
（２）保険薬局の明細書発行についてどう考えるか。
（３）明細書発行の患者への周知方法についてどう考えるか。
２

診療報酬上の措置について
明細 書の発 行を 推進す るため に は、医療 機関の ＩＴ 化が重 要な役
割を果たすものと考えられる。
現在 、ＩＴ 化推 進のた めの診 療 報酬上の 点数と して は「電 子化加
算」が あるが 、これ はレ セプト 電子 請求の 期限を 迎えて いな い保険
医療機 関がレ セコン を導 入して いる などの 要件を 満たし た場 合の点
数であ り、明 細書発 行が 義務化 され ている 保険医 療機関 は対 象外で
ある。（参考資料 P27）
明細 書発行 やＩ Ｔ化を 推進す る ための、 診療報 酬上 の評価 につい
てどう考えるか。
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