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（傍線の部分は改正部分）

◎ 老人保健法の規定による医療並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費及び保険外併用療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準（昭和五

案

老人保健法の規定による医療並びに入院時食事療養費、入院時生

正

高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取

(

保険医療機関による療養の給付等の取扱い 第一条―第十一

(

生活療養費及び保険外併用療養費に係る療養の取扱い 第一
条―第十一条の三

)

)

保険医による医療並びに入院時食事療養費、入院時生活療養

(

費及び保険外併用療養費に係る療養の担当 第十二条―第二
十三条の二

)

(

)

保険薬局による医療の取扱い並びに保険薬剤師による医療及

(

び保険外併用療養費に係る療養の担当 第二十四条―第三十
三条

(

)

第一章 保険医療機関等による医療並びに入院時食事療養費、入院時生

第三章

第二章

第一章 保険医療機関等による医療並びに入院時食事療養費、入院時

する基準

活療養費及び保険外併用療養費に係る療養の取扱い及び担当に関

目次

扱い及び担当に関する基準

改

十八年厚生省告示第四百九十四号）

目次
第一章
条の三

保険薬局による療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養

二

第二章 保険医による療養の給付等の担当 第十二条―第二十三条の

第三章

の取扱い並びに保険薬剤師による療養の給付及び保険外併用
療養費に係る療養の担当 第二十四条―第三十三条
第一章 保険医療機関による療養の給付等の取扱い

活療養費及び保険外併用療養費に係る療養の取扱い
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)

（療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養の取扱いの範囲）

（医療及び保険外併用療養費に係る療養の取扱いの範囲）

扱う高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号。

号に規定する保険医療機関（以下「保険医療機関」という。）が取り

外併用療養費に係る療養（以下「医療及び保険外併用療養費に係る療

険医療機関等」という。）が取り扱う老人保健法による医療及び保険

第二十五条第三項の保険医療機関等である病院又は診療所（以下「保

第一条 健康保険法（大正十一年法律第七十号）第六十三条第三項第一 第一条 老人保健法（昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。）

以下「法」という。
）による療養の給付及び保険外併用療養費に係る

養」という。
）の範囲は、次のとおりとする。
一 （略）

療養（以下「療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養」という。）
の範囲は、次のとおりとする。
一 （略）

二

薬剤若しくは治療材料の支給

二

三 （略）

薬剤又は治療材料の支給

三 （略）

四

家庭における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

四

五 （略）

居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

五 （略）

（医療及び保険外併用療養費に係る療養の取扱方針）

る療養を取り扱わなければならない。

第二条 保険医療機関等は、懇切丁寧に医療及び保険外併用療養費に係

（療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養の取扱方針）
第二条 保険医療機関は、懇切丁寧に療養の給付及び保険外併用療養費
に係る療養を取り扱わなければならない。

険外併用療養費に係る療養は、漫然かつ画一的なものとならないこ

一 保険医療機関が取り扱う長期入院患者に対する療養の給付及び保

に次に掲げる事項に配意しなければならない。

の療養上妥当適切に行われなければならない。この場合において、特

心身の特性を踏まえて、後期高齢者である患者（以下「患者」という。）

養は、後期高齢者医療の被保険者（以下「後期高齢者」という。）の

併用療養費に係る療養は、漫然かつ画一的なものとならないこと。

の保険医療機関等が取り扱う長期入院患者に対する医療及び保険外

一 主として老人慢性疾患の患者を入院させる保険医療機関等その他

に配意しなければならない。

に行われなければならない。この場合において、特に次に掲げる事項

ることができる者である患者をいう。以下同じ。
）の療養上妥当適切

は、老人の心身の特性を踏まえて、患者（法の規定による医療を受け

２ 保険医療機関が取り扱う療養の給付及び保険外併用療養費に係る療 ２ 保険医療機関等が取り扱う医療及び保険外併用療養費に係る療養

と。
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者の家庭における療養生活を支援し、必要な医療及び保険外併用療

二 保険医療機関等は、老人の生活の質の確保に資する見地から、患

患者の居宅における療養生活を支援し、必要な療養の給付及び保険

養費に係る療養を妥当適切に提供するよう努めること。

二 保険医療機関は、
後期高齢者の生活の質の確保に資する見地から、
外併用療養費に係る療養を妥当適切に提供するよう努めること。

第二条の二 保険医療機関等は、その担当した診療に係る患者の疾病又

（診療に関する照会）

第二条の二 保険医療機関は、その取り扱つた療養の給付及び保険外併

は負傷に関し、他の保険医療機関等から照会があつた場合には、これ

（診療に関する照会）
用療養費に係る療養に係る患者の疾病又は負傷に関し、他の保険医療

に適切に対応しなければならない。

（適正な手続の確保）

機関から照会があつた場合には、これに適切に対応しなければならな
い。
（適正な手続の確保）

る費用の請求に係る手続を適正に行わなければならない。

の他の手続並びに療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養に要す

療養費に係る療養に関し、厚生労働大臣に対する必要な申請、届出そ

（老人保健事業の健全な運営の確保）

に要する費用の請求に係る手続を適正に行わなければならない。

申請、届出その他の手続並びに医療及び保険外併用療養費に係る療養

費に係る療養に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事に対する必要な

第二条の三 保険医療機関は、その取り扱う療養の給付及び保険外併用 第二条の三 保険医療機関等は、その担当する医療及び保険外併用療養

（後期高齢者医療制度の健全な運営の確保）

費に係る療養に関し、老人保健事業（法による保健事業のうち医療（

第二条の四 保険医療機関は、その取り扱う療養の給付及び保険外併用 第二条の四 保険医療機関等は、その担当する医療及び保険外併用療養
療養費に係る療養に関し、後期高齢者医療制度の健全な運営を損なう

医療費の支給を含む。）及び保険外併用療養費の支給（医療費の支給

第二条の五 保険医療機関等は、当該保険医療機関等において医療及び

（特定の保険薬局への誘導の禁止）

努めなければならない。

を含む 。
）をいう。以下同じ。
）の健全な運営を損なうことのないよう

ことのないよう努めなければならない。

（特定の保険薬局への誘導の禁止）
第二条の五 保険医療機関は、当該保険医療機関において療養の給付及
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の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行つてはならな

保険医」という。
）の行う処方せんの交付に関し、患者に対して特定

び保険外併用療養費に係る療養を担当する医師又は歯科医師（以下「

保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行つてはならない。

険医」という。
）の行う処方せんの交付に関し、患者に対して特定の

保険外併用療養費に係る療養を担当する医師又は歯科医師（以下「保

い。
て特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの

の対償として、保険薬局から金品その他の財産上の利益を収受しては

して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うこと

２ 保険医療機関は、保険医の行う処方せんの交付に関し、患者に対し ２ 保険医療機関等は、保険医の行う処方せんの交付に関し、患者に対
対償として、保険薬局から金品その他の財産上の利益を収受してはな

ならない。

第二条の六 保険医療機関等は、
その病院又は診療所の見やすい場所に、

らない。

第二条の六 保険医療機関は、その病院又は診療所の見やすい場所に、

第五条の三第四項、第五条の三の二第四項及び第五条の四第二項に規

（掲示）

第五条の三第四項、第五条の三の二第四項及び第五条の四第二項に規

定する事項のほか、別に厚生労働大臣が定める事項を掲示しなければ

（掲示）

定する事項のほか、別に厚生労働大臣が定める事項を掲示しなければ

ならない。
（受給資格の確認）

ならない。
（受給資格の確認）

とができない患者であつて医療を受ける資格があることが明らかであ

い。ただし、緊急やむを得ない事由によつて被保険者証を提示するこ

険者証によつて医療を受ける資格があることを確かめなければならな

係る療養を受けることを求められた場合には、その者の提示する被保

ついては、この限りでない。

ない患者であつて医療を受ける資格があることが明らかであるものに

だし、緊急やむを得ない事由によつて健康手帳を提示することができ

によつて医療を受ける資格があることを確かめなければならない。た

療養を受けることを求められた場合には、その者の提示する健康手帳

第三条 保険医療機関は、患者から療養の給付又は保険外併用療養費に 第三条 保険医療機関等は、患者から医療又は保険外併用療養費に係る

るものについては、この限りでない。

という。
）の入所者である患者（以下「施設入所者」という。
）から療

第二十五項に規定する介護老人保健施設（以下「介護老人保健施設」

療又は保険外併用療養費に係る療養（医科に係るものに限る。
）を受

という。
）の入所者である患者（以下「施設入所者」という。
）から医

条第二十五項に規定する介護老人保健施設（以下「介護老人保健施設」

２ 保険医療機関は、介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第八条 ２ 保険医療機関等は、介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第八

養の給付又は保険外併用療養費に係る療養（医科に係るものに限る。）
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（要介護被保険者等の確認）

によつて施設入所者であることを確かめなければならない。

を受けることを求められた場合には、その者の提示する被保険者証等

（要介護被保険者等の確認）

施設入所者であることを確かめなければならない。

けることを求められた場合には、その者の提示する健康手帳によつて

相当する医療を行うに当たつては、同法第十二条第三項に規定する被

ーションその他の介護保険法第八条第一項に規定する居宅サービスに

被保険者証の提示を求めるなどにより、当該患者が同法第六十二条に

に相当する医療を行うに当たつては、同法第十二条第三項に規定する

テーションその他の介護保険法第八条第一項に規定する居宅サービス

第三条の二 保険医療機関は、患者に対し、訪問看護、訪問リハビリテ 第三条の二 保険医療機関等は、患者に対し、訪問看護、訪問リハビリ

保険者証の提示を求めるなどにより、当該患者が同法第六十二条に規

規定する要介護被保険者等であるか否かの確認を行うものとする。

第四条 保険医療機関等は、患者に対して行つた医療及び保険外併用療

定する要介護被保険者等であるか否かの確認を行うものとする。

第四条 保険医療機関は、患者に対して行つた療養の給付及び保険外併

養費に係る療養に関し、その者の健康手帳の医療の記録に係るページ

（医療及び保険外併用療養費に係る療養の記録の記載）

用療養費に係る療養を取り扱わなくなつたとき、その他正当な理由に

に必要な事項を記載しなければならない。

（被保険者証の返還）

より当該患者から被保険者証の返還を求められたときは、これを遅滞
なく当該患者に返還しなければならない。

定した費用の額が生活療養標準負担額に満たないときは、当該費用の

七十五条第二項に規定する生活療養標準負担額（同項の規定により算

用の額とする。以下単に「食事療養標準負担額」という。
）及び法第

り算定した費用の額が食事療養標準負担額に満たないときは、当該費

第七十四条第二項の規定による食事療養標準負担額（同項の規定によ

第五条 保険医療機関は、法第六十七条の規定による一部負担金及び法

は、当該費用の額とする。以下単に「生活療養標準負担額」という。）

の規定により算定した費用の額が生活療養標準負担額に満たないとき

び法第三十一条の二の二第二項に規定する生活療養標準負担額（同項

当該費用の額とする。以下単に「食事療養標準負担額」という。
）及

定により算定した費用の額が食事療養標準負担額に満たないときは、

法第三十一条の二第二項の規定による食事療養標準負担額（同項の規

第五条 保険医療機関等は、法第二十八条の規定による一部負担金及び

（一部負担金の受領等）

額とする。以下単に「生活療養標準負担額」という。
）の支払を受け

の支払を受けるものとする。

（一部負担金の受領等）

るものとする。

２ 保険医療機関は、法第六十四条第二項第一号に規定する食事療養（ ２ 保険医療機関等は、法第十七条第二項第一号に規定する食事療養（
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支払を受けることができる。

第七十六条第二項に規定する保険外併用療養費算定額を超える金額の

療養」という。
）に関し、当該療養に要する費用の範囲内において法

価療養」という。）又は同項第四号に規定する選定療養（以下「選定

の支払を、法第六十四条第二項第三号に規定する評価療養（以下「評

いて法第七十五条第二項の規定により算定した費用の額を超える金額

「生活療養」という。
）に関し、当該療養に要する費用の範囲内にお

金額の支払を、法第六十四条第二項第二号に規定する生活療養（以下

において法第七十四条第二項の規定により算定した費用の額を超える

以下「食事療養」という。）に関し、当該療養に要する費用の範囲内

超える金額の支払を受けることができる。

おいて法第三十一条の三第二項に規定する保険外併用療養費算定額を

下「選定療養」という。
）に関し、当該療養に要する費用の範囲内に

以下「評価療養」という。
）又は同項第四号に規定する選定療養（以

超える金額の支払を、法第十七条第二項第三号に規定する評価療養（

おいて法第三十一条の二の二第二項の規定により算定した費用の額を

下「生活療養」という。
）に関し、当該療養に要する費用の範囲内に

える金額の支払を、法第十七条第二項第二号に規定する生活療養（以

において法第三十一条の二第二項の規定により算定した費用の額を超

以下「食事療養」という。
）に関し、当該療養に要する費用の範囲内

ける療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養に関して前二項の規

による支払を受けようとする場合において、当該医療及び保険外併用

における医療及び保険外併用療養費に係る療養に関して前二項の規定

３ 保険医療機関等は、厚生労働大臣が指定する保険医療機関等の病棟

定による支払を受けようとする場合において、当該療養の給付及び保

療養費に係る療養を行うに当たり、あらかじめ、患者に対しその受領

保険医療機関は、厚生労働大臣が指定する保険医療機関の病棟にお

険外併用療養費に係る療養を行うに当たり、あらかじめ、患者に対し

方法に関して説明を行わなければならない。

３

その受領方法に関して説明を行わなければならない。

第五条の二 保険医療機関等は、前条の規定により患者から費用の支払

（領収証の交付）

第五条の二 保険医療機関は、前条の規定により患者から費用の支払を

を受けるときは、正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して

（領収証等の交付）
受けるときは、正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記

記載した領収証を無償で交付しなければならない。

厚生労働大臣の定める保険医療機関は、前項の場合において患者か

第五条の三 保険医療機関等は、その入院患者に対して食事療養を行う

（食事療養）

載した領収証を無償で交付しなければならない。
２

ら求められたときは、当該費用の計算の基礎となつた項目ごとに記載
した明細書を交付しなければならない。
（食事療養）
第五条の三 保険医療機関は、その入院患者に対して食事療養を行うに
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に当たつては、病状に応じて適切に行うとともに、その提供する食事

２ 保険医療機関等は、食事療養を行う場合には、次項に規定する場合

当たつては、病状に応じて適切に行うとともに、その提供する食事の
２ 保険医療機関は、食事療養を行う場合には、次項に規定する場合を

を除き、食事療養標準負担額の支払を受けることにより食事を提供す

の内容の向上に努めなければならない。

除き、食事療養標準負担額の支払を受けることにより食事を提供する

るものとする。

内容の向上に努めなければならない。

ものとする。

養を行う場合には、当該療養にふさわしい内容のものとするほか、当

保険医療機関等は、第五条第二項の規定による支払を受けて食事療

を行う場合には、当該療養にふさわしい内容のものとするほか、当該

該療養を行うに当たり、あらかじめ、患者に対しその内容及び費用に

保険医療機関は、第五条第二項の規定による支払を受けて食事療養 ３

療養を行うに当たり、あらかじめ、患者に対しその内容及び費用に関

関して説明を行い、その同意を得なければならない。

３

して説明を行い、その同意を得なければならない。

４ 保険医療機関は、その病院又は診療所の病棟等の見やすい場所に、 ４ 保険医療機関等は、
その病院又は診療所の病棟等の見やすい場所に、

第五条の三の二 保険医療機関等は、その入院患者に対して生活療養を

前項の療養の内容及び費用に関する事項を掲示しなければならない。

第五条の三の二 保険医療機関は、その入院患者に対して生活療養を行

行うに当たつては、病状に応じて適切に行うとともに、その提供する

前項の療養の内容及び費用に関する事項を掲示しなければならない。

うに当たつては、病状に応じて適切に行うとともに、その提供する食

食事の内容の向上並びに温度、照明及び給水に関する適切な療養環境

（生活療養）

事の内容の向上並びに温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の

の形成に努めなければならない。

（生活療養）

形成に努めなければならない。
除き、生活療養標準負担額の支払を受けることにより食事を提供し、

温度、照明及び給水に関する適切な療養環境を形成するものとする。

を除き、
生活療養標準負担額の支払を受けることにより食事を提供し、

２ 保険医療機関等は、生活療養を行う場合には、次項に規定する場合

温度、照明及び給水に関する適切な療養環境を形成するものとする。

３ 保険医療機関等は、第五条第二項の規定による支払を受けて生活療

２ 保険医療機関は、生活療養を行う場合には、次項に規定する場合を

保険医療機関は、第五条第二項の規定による支払を受けて生活療養

を行う場合には、当該療養にふさわしい内容のものとするほか、当該

該療養を行うに当たり、あらかじめ、患者に対しその内容及び費用に

養を行う場合には、当該療養にふさわしい内容のものとするほか、当

３

療養を行うに当たり、あらかじめ、患者に対しその内容及び費用に関

４ 保険医療機関等は、その病院又は診療所の病棟等の見やすい場所に、

関して説明を行い、その同意を得なければならない。

４ 保険医療機関は、その病院又は診療所の病棟等の見やすい場所に、

前項の療養の内容及び費用に関する事項を掲示しなければならない。

して説明を行い、その同意を得なければならない。
前項の療養の内容及び費用に関する事項を掲示しなければならない。
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（保険外併用療養費に係る療養の基準等）

（保険外併用療養費に係る療養の基準等）

第二項の規定による支払を受けようとする場合において、当該療養を

保険医療機関等は、評価療養又は選定療養に関して第五条

二項の規定による支払を受けようとする場合において、当該療養を行

行うに当たり、その種類及び内容に応じて厚生労働大臣の定める基準

第五条の四

うに当たり、その種類及び内容に応じて厚生労働大臣の定める基準に

に従うほか、あらかじめ、患者に対しその内容及び費用に関して説明

保険医療機関は、評価療養又は選定療養に関して第五条第

従うほか、あらかじめ、患者に対しその内容及び費用に関して説明を

を行い、その同意を得なければならない。

第五条の四

行い、その同意を得なければならない。

２ 保険医療機関は、その病院又は診療所の見やすい場所に、前項の療 ２ 保険医療機関等は、その病院又は診療所の見やすい場所に、前項の

療養の内容及び費用に関する事項を掲示しなければならない。

第六条 保険医療機関等は、患者から法第三十二条第一項の医療費の支

養の内容及び費用に関する事項を掲示しなければならない。

第六条 保険医療機関は、患者から法第五十六条に規定する後期高齢者

給又は当該患者に係る医療保険の保険給付を受けるために必要な保険

（証明書等の交付）

医療給付を受けるために必要な保険医療機関又は保険医の証明書、意

医療機関等又は保険医の証明書、
意見書等の交付を求められたときは、

（証明書等の交付）

見書等の交付を求められたときは、無償で交付しなければならない。

無償で交付しなければならない。ただし、法第三十二条第一項の規定

第七条の二 保険医療機関等は、患者が指定老人訪問看護事業者（健康

ただし、法第七十七条第一項の規定による療養費（柔道整復を除く施

第七条の二 保険医療機関は、患者が指定訪問看護事業者（健康保険法

保険法（大正十一年法律第七十号）第八十八条第一項に規定する指定

による医療費（柔道整復を除く施術に係るものに限る。
）及び医療保

第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者及び介護保険法第四

訪問看護事業者及び介護保険法第四十一条第一項本文の規定による指

術に係るものに限る。
）及び法第八十六条第二項の規定による傷病手

十一条第一項本文の規定による指定居宅サービス事業者（訪問看護事

定居宅サービス事業者（訪問看護事業を行うものに限る。
）をいう。

険各法に基づく傷病手当金に係る意見書については、
この限りでない。

業を行うものに限る。
）をいう。以下同じ。
）から指定訪問看護等（法

以下同じ。
）から指定老人訪問看護等（法第四十六条の五の二第一項

当金に係る意見書については、この限りでない。

第七十八条第一項に規定する指定訪問看護及び介護保険法第四十一条

に規定する指定老人訪問看護及び介護保険法第四十一条第一項本文の

（指定老人訪問看護の事業の説明）

第一項本文の指定に係る同法第八条第一項に規定する居宅サービス（

指定に係る同法第八条第一項に規定する居宅サービス（同条第四項に

（指定訪問看護の事業の説明）

同条第四項に規定する訪問看護に限る。）をいう。以下同じ。
）を受け
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る必要があると認めた場合には、患者に対しその利用手続、提供方法

と認めた場合には、患者に対しその利用手続、提供方法及び内容等に

規定する訪問看護に限る。
）をいう。以下同じ。
）を受ける必要がある

（診療録の記載及び整備）

つき十分説明を行うよう努めなければならない。

及び内容等につき十分説明を行うよう努めなければならない。

（診療録の記載及び整備）

び保険外併用療養費に係る療養の取扱いに関し必要な事項を記載し、

第八条 保険医療機関は、第二十二条の規定による診療録に、療養の給 第八条 保険医療機関等は、第二十二条の規定による診療録に、医療及
付及び保険外併用療養費に係る療養の取扱いに関し必要な事項を記載

これを他の診療録と区別して整備しなければならない。

第九条 保険医療機関等は、医療及び保険外併用療養費に係る療養の取

し、これを他の診療録と区別して整備しなければならない。

第九条 保険医療機関は、療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養

扱いに関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保

（帳簿等の保存）

の取扱いに関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年

存しなければならない。ただし、患者の診療録にあつては、その完結

（帳簿等の保存）

間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあつては、その

の日から五年間とする。
（通知）

完結の日から五年間とする。
（通知）

法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合（以下「後期高齢者

は、遅滞なく、意見を付して、その旨を当該患者の居住地を管轄する

らない。

る市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。
）に通知しなければな

には、遅滞なく、意見を付して、その旨を当該患者の居住地を管轄す

第十条 保険医療機関は、患者が次の各号のいずれかに該当する場合に 第十条 保険医療機関等は、患者が次の各号のいずれかに該当する場合

医療広域連合」という。
）に通知しなければならない。

（略）

一・二

（略）

一・二

を受け、又は受けようとしたとき。

偽りその他不正の行為によつて医療又は保険外併用療養費の支給

指示に従わないとき。

三 正当な理由なしに医療又は保険外併用療養費に係る療養に関する

関する指示に従わないとき。
偽りその他不正の行為によつて療養の給付又は保険外併用療養費

四

三 正当な理由なしに療養の給付又は保険外併用療養費に係る療養に
四

の支給を受け、又は受けようとしたとき。
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（入院）

（入院）

い、療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行わなければな

類を具備し、その使用に供するとともに、その病状に応じて適切に行
ならない。

行い、療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行わなければ

具類を具備し、その使用に供するとともに、その病状に応じて適切に

第十一条 保険医療機関は、患者の入院に関しては、療養上必要な寝具 第十一条 保険医療機関等は、患者の入院に関しては、療養上必要な寝

らない。

れぞれ患者を入院させなければならない。ただし、災害その他のやむ

可を受け、若しくは届出をし、又は通知をした病床数の範囲内で、そ

受けた病床数の範囲内で、診療所にあつては、同法の規定に基づき許

百五号）の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を

むを得ない事情がある場合は、この限りでない。

それぞれ患者を入院させなければならない。ただし、災害その他のや

許可を受け、若しくは届出をし、又は通知をした病床数の範囲内で、

を受けた病床数の範囲内で、診療所にあつては、同法の規定に基づき

二百五号）の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認

２ 保険医療機関は、病院にあつては、医療法（昭和二十三年法律第二 ２ 保険医療機関等は、病院にあつては、医療法（昭和二十三年法律第

を得ない事情がある場合は、この限りでない。

保険医療機関等は、患者の退院に際しては、本人又はその家族等に

対し、適切な指導を行うとともに、退院後の担当医師に対する情報の

保険医療機関は、患者の退院に際しては、本人又はその家族等に対 ３

し、適切な指導を行うとともに、退院後の担当医師に対する情報の提

提供及び保健サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努め

３

供及び保健サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めな

なければならない。

第十一条の二 保険医療機関等は、その入院患者に対して、患者の負担

ければならない。

第十一条の二 保険医療機関は、その入院患者に対して、患者の負担に

により、当該保険医療機関等の従業者以外の者による看護を受けさせ

（看護）

より、当該保険医療機関の従業者以外の者による看護を受けさせては

てはならない。

（看護）

ならない。

ため、従業者の確保等必要な体制の整備に努めなければならない。

２ 保険医療機関は、
当該保険医療機関の従業者による看護を行うため、 ２ 保険医療機関等は、当該保険医療機関等の従業者による看護を行う
従業者の確保等必要な体制の整備に努めなければならない。

第十一条の三 保険医療機関等は、厚生労働大臣が定める医療及び保険

（報告）

第十一条の三 保険医療機関は、厚生労働大臣が定める療養の給付及び

外併用療養費に係る療養の取扱いに関する事項について、都道府県知

（報告）
保険外併用療養費に係る療養の取扱いに関する事項について、都道府
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県知事に定期的に報告を行わなければならない。
第二章 保険医による療養の給付等の担当

事に定期的に報告を行わなければならない。

第二章 保険医による医療並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費

及び保険外併用療養費に係る療養の担当

に行われなければならない。この場合において、特に次に掲げる事項

に対して、的確な診断をもととし、患者の健康の保持増進上妥当適切

医師又は歯科医師として診療の必要があると認められる疾病又は負傷

第十二条 保険医の診療は、後期高齢者の心身の特性に照らし、一般に

しなければならない。

れなければならない。この場合において、特に次に掲げる事項に配意

て、的確な診断をもととし、患者の健康の保持増進上妥当適切に行わ

は歯科医師として診療の必要があると認められる疾病又は負傷に対し

第十二条 保険医の診療は、老人の心身の特性に照らし、一般に医師又

（一般的方針）

に配意しなければならない。

一 主として老人慢性疾患の患者を入院させる保険医療機関等その他

（一般的方針）

一 保険医療機関が取り扱う長期入院患者に対する診療は、漫然かつ

の保険医療機関等が取り扱う長期入院患者に対する診療は、漫然か

二 保険医は、老人の生活の質の確保に資する見地から、患者の家庭

画一的なものとならないこと。

二 保険医は、後期高齢者の生活の質の確保に資する見地から、患者

における療養生活を支援するため、必要な診療及び日常生活上の指

つ画一的なものとならないこと。

の居宅における療養生活を支援するため、必要な診療及び日常生活

導を妥当適切に行うよう努めること。
（指導）

上の指導を妥当適切に行うよう努めること。
（指導）

十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導

患者の心身の状態を観察し、後期高齢者の心理が健康に及ぼす影響を

なければならない。

慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行わ

患者の心身の状態を観察し、老人の心理が健康に及ぼす影響を十分配

第十四条 保険医は、診療に当たつては、常に医学の立場を堅持して、 第十四条 保険医は、診療に当たつては、常に医学の立場を堅持して、

を行わなければならない。
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ばならない。

必要に応じその家族等に対し、病状に応じた適切な指導を行わなけれ

並びにその者の日常生活及び居宅環境の的確な把握に努め、本人又は

（転医及び対診）

ばならない。

必要に応じその家族等に対し、病状に応じた適切な指導を行わなけれ

並びにその者の日常生活及び家庭環境の的確な把握に努め、本人又は

第十五条 保険医は、患者に対し、健康に対する自己責任の意識の涵養 第十五条 保険医は、患者に対し、健康に対する自己責任の意識の涵養

（転医及び対診）

な措置を講じなければならない。

機関へ転医させ、又は他の保険医の対診を求める等診療について適切

であるとき、又はその診療について疑義があるときは、他の保険医療

（診療に関する照会）

切な措置を講じなければならない。

機関等へ転医させ、又は他の保険医の対診を求める等診療について適

であるとき、又はその診療について疑義があるときは、他の保険医療

第十六条 保険医は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるもの 第十六条 保険医は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるもの

（診療に関する照会）

の保険医療機関等又は保険医から照会があつた場合には、これに適切

第十六条の二 保険医は、その診療した患者の疾病又は負傷に関し、他 第十六条の二 保険医は、その診療した患者の疾病又は負傷に関し、他
の保険医療機関又は保険医から照会があつた場合には、これに適切に

第十九条 保険医は、別に厚生労働大臣の定める医薬品以外の薬物を患

に対応しなければならない。

第十九条 保険医は、別に厚生労働大臣の定める医薬品以外の薬物を患

者に施用し、又は処方してはならない。ただし、薬事法（昭和三十五

対応しなければならない。

者に施用し、又は処方してはならない。ただし、薬事法（昭和三十五

年法律第百四十五号）第二条第十五項に規定する治験（以下「治験」

（使用医薬品及び歯科材料）

年法律第百四十五号）第二条第十六項に規定する治験（以下「治験」

という。
）に係る診療において、当該治験の対象とされる薬物を使用

（使用医薬品及び歯科材料）

という。
）に係る診療において、当該治験の対象とされる薬物を使用

する場合その他別に厚生労働大臣が定める場合においては、この限り
（略）

（老人保健事業の健全な運営の確保）

２

でない。

する場合その他別に厚生労働大臣が定める場合においては、この限り
（略）

でない。
２

（後期高齢者医療制度の健全な運営の確保）
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営を損なう行為を行うことのないよう努めなければならない。

第十九条の二 保険医は、診療に当たつては、老人保健事業の健全な運

全な運営を損なう行為を行うことのないよう努めなければならない。

（指定老人訪問看護等の事業との関係）

第十九条の二 保険医は、診療に当たつては、後期高齢者医療制度の健

（指定訪問看護等の事業との関係）

医師である保険医は、患者から訪問看護指示書の交付を

求められ、その必要があると認めた場合には、速やかに、当該患者の

第十九条の五

求められ、その必要があると認めた場合には、速やかに、当該患者の

選定する訪問看護ステーション（指定訪問看護事業者が指定老人訪問

医師である保険医は、患者から訪問看護指示書の交付を

選定する訪問看護ステーション（指定訪問看護事業者が指定訪問看護

看護事業等を行う事業所をいう。以下同じ。）に交付しなければなら

第十九条の五

事業等を行う事業所をいう。以下同じ。）に交付しなければならない。

ない。

問看護等が提供されるよう、訪問看護ステーション及びその従業者か

医師である保険医は、訪問看護指示書に基づき、適切な指定老人訪

護等が提供されるよう、訪問看護ステーション及びその従業者からの

らの相談に際しては、当該指定老人訪問看護等を受ける者の療養上必

医師である保険医は、訪問看護指示書に基づき、適切な指定訪問看 ２

相談に際しては、当該指定訪問看護等を受ける者の療養上必要な事項

要な事項について適切な注意及び指導を行わなければならない。

２

について適切な注意及び指導を行わなければならない。

（診療の具体的方針）

（略）

（略）

つてはならない。

ロ 健康診査は、医療又は保険外併用療養費の支給の対象として行

イ

一 診察

第二十条 （略）

（診療の具体的方針）
第二十条 （略）
（略）

一 診察
イ

ロ 診察を行う場合は、患者の服薬状況及び薬剤服用歴を確認しな
ければならない。ただし、緊急やむを得ない場合については、こ
の限りではない。
ハ 健康診査は、療養の給付又は保険外併用療養費の支給の対象と
して行つてはならない。
ハ

二 （略）

（略）

二 （略）

三 投薬

ニ
三 投薬
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イ～ハ

（略）

投薬を行うに当たつては、薬事法第十四条の四第一項各号に掲
げる医薬品（以下「新医薬品等」という。）とその有効成分、分
量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する医薬品として、
同法第十四条の規定による製造販売の承認（以下「承認」という。）
がなされたもの（ただし、同法第十四条の四第一項第二号に掲げ
る医薬品並びに新医薬品等に係る承認を受けている者が、当該承
認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が
同一であってその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分
若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合に
おける当該医薬品を除く。）
（以下「後発医薬品」という。
）の使
用を考慮するよう努めなければならない。
（略）

ニ～ヘ

イ～ハ

（略）

（略）

処方せんの交付
イ （略）

四

（略）

ロ

処方せんの交付

ホ～ト

ニ

四
イ

施設入所者に対しては、
別に厚生労働大臣が定める場合を除き、

法第二十五条第三項の保険医療機関等である薬局（以下「保険薬

施設入所者に対しては、
別に厚生労働大臣が定める場合を除き、

ロ

健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険薬局（以下「

局」という。）における薬剤又は治療材料の支給を目的とする処
（略）

保険薬局」という。
）における薬剤又は治療材料の支給を目的と

六・七

（略）

（略）

（略）

ロ～ト

イ

五 注射

ハ

方せんを交付してはならない。

（略）

する処方せんを交付してはならない。
ハ
（略）

注射

イ

注射を行うに当たつては、後発医薬品の使用を考慮するよう努

五
ロ

（略）

めなければならない。
ハ～チ

六・七 （略）
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七の二 居宅における療養上の管理等
居宅における療養上の管理及び看護は、療養上適切であると認め
られる場合に行う。

七の二 家庭における療養上の管理等

家庭における療養上の管理及び看護は、療養上適切であると認め
られる場合に行う。
八

（略）

八

（歯科診療の具体的方針）

（略）

（歯科診療の具体的方針）

ら第十九条までの規定によるほか、次に掲げるところによるものとす

歯科医師である保険医の診療の具体的方針は、第十二条か

ら第十九条の三までの規定によるほか、次に掲げるところによるもの

る。

第二十一条 歯科医師である保険医の診療の具体的方針は、第十二条か 第二十一条
とする。

ハ （略）

つてはならない。

ロ 健康診査は、医療又は保険外併用療養費の支給の対象として行

イ （略）

一 診察

（略）

一 診察
イ

ロ 診察を行う場合は、患者の服薬状況及び薬剤服用歴を確認しな
ければならない。ただし、緊急やむを得ない場合については、こ
の限りではない。

（略）

して行つてはならない。

ハ 健康診査は、療養の給付又は保険外併用療養費の支給の対象と
ニ

（略）

二

（略）

（略）

二

イ～ハ

（略）

三 投薬

ニ・ホ

三 投薬
投薬を行うに当たつては、後発医薬品の使用を考慮するよう努

イ～ハ （略）
ニ

めなければならない。
（略）
四

ホ・ヘ
（略）

（略）

四

（略）
（略）

五 注射
イ

注射
（略）

五
イ
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ロ

注射を行うに当たつては、後発医薬品の使用を考慮するよう努
（略）

めなければならない。
ハ～チ

ロ～ト

（略）

六～八

（略）

六～八 （略）

八の二 家庭における療養上の管理等
られる場合に行う。

家庭における療養上の管理及び看護は、療養上適切であると認め

八の二 居宅における療養上の管理等
居宅における療養上の管理及び看護は、療養上適切であると認め
られる場合に行う。
九

（略）

九

（適正な費用の請求の確保）

（略）

（適正な費用の請求の確保）
いて、保険医療機関が取り扱う療養の給付及び保険外併用療養費に関

に要する費用の請求が適正なものとなるよう努めなければならない。

いて、保険医療機関等が行う医療及び保険外併用療養費に関する療養

第二十三条の二 保険医は、その行つた診療に関する情報の提供等につ 第二十三条の二 保険医は、その行つた診療に関する情報の提供等につ
する療養に要する費用の請求が適正なものとなるよう努めなければな
らない。

保険薬局による医療の取扱い並びに保険薬剤師による医療及び

（医療の取扱いの範囲）

保険外併用療養費に係る療養の担当

第三章 保険薬局による療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養の 第三章
取扱い並びに保険薬剤師による療養の給付及び保険外併用療養費に係
る療養の担当
（療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養の取扱いの範囲）
る療養は、薬剤又は治療材料の支給及び居宅における薬学的管理及び

及び指導とする。

という。
）は、薬剤又は治療材料の支給及び家庭における薬学的管理

第二十四条 保険薬局が取り扱う療養の給付及び保険外併用療養費に係 第二十四条 保険薬局が取り扱う老人保健法による医療（以下「医療」
指導とする。

（医療の取扱方針）

第二十五条 保険薬局は 、
懇切丁寧に医療を取り扱わなければならない。

（療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養の取扱方針）
第二十五条 保険薬局は、懇切丁寧に療養の給付及び保険外併用療養費
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に係る療養を取り扱わなければならない。
（適正な手続の確保）

（適正な手続の確保）

る費用の請求に係る手続を適正に行わなければならない。

の他の手続並びに療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養に要す

療養費に係る療養に関し、厚生労働大臣に対する必要な申請、届出そ

（老人保健事業の健全な運営の確保）

要する費用の請求に係る手続を適正に行わなければならない。

請、届出その他の手続並びに医療及び保険外併用療養費に係る療養に

に係る療養に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事に対する必要な申

第二十五条の二 保険薬局は、その担当する療養の給付及び保険外併用 第二十五条の二 保険薬局は、その担当する医療及び保険外併用療養費

（後期高齢者医療制度の健全な運営の確保）
療養費に係る療養に関し、次の各号に掲げる行為を行つてはならない。

一 保険医療機関等と一体的な構造とし、又は保険医療機関等と一体

げる行為を行つてはならない。

第二十五条の三 保険薬局は、その取り扱う療養の給付及び保険外併用 第二十五条の三 保険薬局は、その担当する医療に関し、次の各号に掲
一 保険医療機関と一体的な構造とし、又は保険医療機関と一体的な
二 保険医療機関又は保険医に対し、患者に対して特定の保険薬局に

において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、金

二 保険医療機関等又は保険医に対し、患者に対して特定の保険薬局

的な経営を行うこと。

おいて調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、金品

品その他の財産上の利益を供与すること。

経営を行うこと。

その他の財産上の利益を供与すること。

保健事業の健全な運営を損なうことのないよう努めなければならな

２ 前項に規定するほか、保険薬局は、その取り扱う療養の給付及び保 ２ 前項に規定するほか、保険薬局は、その担当する医療に関し、老人
険外併用療養費に係る療養に関し、後期高齢者医療制度の健全な運営

第二十六条 保険薬局は、患者から医療を受けることを求められた場合

い。

第二十六条 保険薬局は、患者から療養の給付及び保険外併用療養費に

には、その者の提出する処方せんが保険医が交付した処方せんである

を損なうことのないよう努めなければならない。

係る療養を受けることを求められた場合には、その者の提出する処方

こと及びその処方せん又は健康手帳によつて療養の給付を受ける資格

（処方せんの確認）

せんが保険医が交付した処方せんであること及びその処方せん又は被

があることを確かめなければならない。

（処方せんの確認）

保険者証によつて療養の給付を受ける資格があることを確かめなけれ
ばならない。
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第二十六条の三 削除

（一部負担金の受領等）

（医療及び保険外併用療養費に係る療養の記録の記載）

第二十六条の三 保険薬局は、患者に対して行つた医療及び保険外併用

療養費に係る療養に関し、その者の健康手帳の医療の記録に係るペー

ジに必要な事項を記載しなければならない。
（一部負担金の受領等）

保険薬局は、法第二十八条の規定による一部負担金の
支払を受けるものとする。

第二十六条の四 保険薬局は、法第六十七条の規定による一部負担金の 第二十六条の四
支払を受けるものとする。

定額を超える金額の支払を受けることができる。

の範囲内において法第七十六条第二項に規定する保険外併用療養費算

（調剤録の記載及び整備）

費算定額を超える金額の支払を受けることができる。

の範囲内において法第三十一条の三第二項に規定する保険外併用療養

２ 保険薬局は、評価療養又は選定療養に関し、当該療養に要する費用 ２ 保険薬局は、評価療養又は選定療養に関し、当該療養に要する費用

（調剤録の記載及び整備）
付及び保険外併用療養費に係る療養の取扱いに関し必要な事項を記載

なければならない。

扱いに関し必要な事項を記載し、これを他の調剤録と区別して整備し

第二十七条 保険薬局は、第三十二条の規定による調剤録に、療養の給 第二十七条 保険薬局は、第三十二条の規定による調剤録に、医療の取
し、これを他の調剤録と区別して整備しなければならない。

（処方せん等の保存）

録をその完結の日から三年間保存しなければならない。

第二十八条 保険薬局は、患者に対する医療に関する処方せん及び調剤

（処方せん等の保存）
第二十八条 保険薬局は、患者に対する療養の給付及び保険外併用療養
費に係る療養に関する処方せん及び調剤録をその完結の日から三年間
保存しなければならない。

第二十九条 保険薬局は、患者が偽りその他不正の行為により医療を受

（通知）

第二十九条 保険薬局は、患者が偽りその他不正の行為により療養の給

け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付して、その旨を

（通知）
付及び保険外併用療養費に係る療養を受け、又は受けようとしたとき
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は、遅滞なく、意見を付して、その旨を当該患者の居住地を管轄する
後期高齢者医療広域連合に通知しなければならない。
（後発医薬品の調剤）
第二十九条の二 保険薬局は、後発医薬品の備蓄に関する体制その他の
後発医薬品の調剤に必要な体制の確保に努めなければならない。
（調剤の一般的方針）

当該患者の居住地を管轄する市町村長に通知しなければならない。

（調剤の一般的方針）

用療養費に係る療養を担当する薬剤師（以下「保険薬剤師」という。）

の特性を踏まえて、保険医が交付した処方せんに基づき、患者の療養

養を担当する薬剤師（以下「保険薬剤師」という。
）は、老人の心身

第三十条 保険医療機関等において医療及び保険外併用療養費に係る療

は、後期高齢者の心身の特性を踏まえて、保険医が交付した処方せん

上妥当適切に調剤並びに薬学的管理及び指導を行わなければならな

第三十条 保険医療機関又は保険薬局において療養の給付及び保険外併

に基づき、患者の療養上妥当適切に調剤並びに薬学的管理及び指導を

い。

（老人保健事業の健全な運営の確保）

行わなければならない。
２ 保険薬剤師は、調剤を行う場合は、患者の服薬状況及び薬剤服用歴
保険薬剤師は、処方せんに記載された医薬品に係る後発医薬品が次

を確認しなければならない。
３

条に規定する厚生労働大臣の定める医薬品である場合であつて、当該
処方せんを発行した保険医等が後発医薬品への変更を認めているとき
は、患者に対して、後発医薬品に関する説明を適切に行わなければな
らない。この場合において、保険薬剤師は、後発医薬品を調剤するよ
う努めなければならない。
（後期高齢者医療制度の健全な運営の確保）

全な運営を損なう行為を行うことのないよう努めなければならない。

第三十一条の二 保険薬剤師は、調剤に当たつては、後期高齢者医療制 第三十一条の二 保険薬剤師は、調剤に当たつては、老人保健事業の健
度の健全な運営を損なう行為を行うことのないよう努めなければなら
ない。
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第三十三条 保険薬剤師は、その行つた調剤に関する情報の提供等につ

いて、保険薬局が行う医療及び保険外併用療養費に係る療養に要する

第三十三条 保険薬剤師は、その行つた調剤に関する情報の提供等につ

（適正な費用の請求の確保）

いて、保険薬局が行う療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養に

費用の請求が適正なものとなるよう努めなければならない。

（適正な費用の請求の確保）

要する費用の請求が適正なものとなるよう努めなければならない。
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