歯科点数表の解釈（平成 30 年４月版）

追補

（平成 30 年 12 月・社会保険研究所）

●追補
以下の告示・通知・事務連絡により，本書の内容に訂正が生じましたので，ここに追補します。
・疑義解釈資料の送付について（その８）
（平成 30 年 10 月９日 医療課事務連絡）
・基本診療料の施設基準等の一部を改正する件（平成 30 年 11 月 19 日 厚生労働省告示第 385 号）
・使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部を改正する告示（平成 30 年 11 月 19 日 厚生労働省告示第 386 号）
・
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の一部改正について（平成 30 年 11
月 19 日 保医発 1119 第５号）
・
「診療報酬請求書等の記載要領等について」の一部改正について（平成 30 年 11 月 26 日 保医発 1126 第４号）
・使用薬剤の薬価（薬価基準）及び療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事
項等の一部を改正する告示（平成 30 年 11 月 27 日 厚生労働省告示第 402 号）
・療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等及び特掲診療料の施設基準等
の一部を改正する告示(平成 30 年 11 月 30 日 厚生労働省告示第 405 号)
・特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）の一部を改正する件（平成 30 年 11 月 30 日 厚生労働
省告示第 406 号）
・
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について（平成 30 年 11 月
30 日 保医発 1130 第３号）
頁
411

箇所
右段上から
20 行目

訂正前
⑷

訂正後

次に掲げるものはクラウン・ブリッジ

⑷

次に掲げるものはクラウン・ブリッジ

維持管理の対象としない。

維持管理の対象としない。

イ

（略）

イ （略）

ロ

（略）

ロ （略）

ハ

全ての支台をインレーとするブリ

ハ

ッジ

［留］

全ての支台をインレーとするブリ

ッジ
ニ

永久歯に対する既製の金属冠によ

る歯冠修復

［留］

（平 30.11.30 保医発 1130 第３）
415

右段上から
23 行目後

※以下を加える

(22)

永久歯に対する既製の金属冠に係る歯冠形成を行った場合は，「１のハ
属冠」又は「２のハ 乳歯金属冠」に準じて算定する。

乳歯金
［留］

（平 30.11.30 保医発 1130 第３）
431

右段上から
11 行目後

※以下を加える

問

区分番号「Ｊ004-3」に掲げる歯の移植手術により，埋伏歯又は智歯を下顎第一大
臼歯として移植した場合に，下顎第一大臼歯（移植歯）に対して区分番号「Ｍ015-2」
に掲げるＣＡＤ／ＣＡＭ冠による歯冠修復は算定できるか。

答

移植後の状態が安定している場合であって，区分番号「Ｍ015-2」に掲げるＣＡＤ
／ＣＡＭ冠の留意事項通知⑵に該当する場合においては差し支えない。なお，診療報
酬明細書の摘要欄に移植の部位等（例：下顎右側智歯を下顎右側第一大臼歯に移植等，
歯式でも可）を記載すること。
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（平 30.10.9「歯科」問１）

432

右段上から
７行目

（乳歯冠の保険医療材料料（１歯につき）
）
１ （略）
２ （略）
（平 30. 3. 5 保医発 0305 第 11）

右段下から
２行目後

※以下を加える

⑷

（乳歯冠の保険医療材料料（１歯につき）
）
１ （略）
２ （略）
３ 永久歯金属冠
30 点
（平 30. 3. 5 保医発 0305 第 11）
（平 30.11.30 保医発 1130 第 3）

永久歯に対して既製の金属冠による歯冠修復を行った場合は，「１ 乳歯金属冠の
場合」に準じて算定する。

［留］
（平 30.11.30 保医発 1130 第３）

556

上から
３行目

（最終改正；平 30.8.31 厚生労働省告示
第 314 号）

（最終改正；平 30.11.30 厚生労働省告示
第 406 号）

※平成 30 年 10 月追補の改正告示分反映後の記述

558

上から
21 行目後

※以下を加える

067 永久歯金属冠
574

上から
２行目後

1本

297

※以下を加える

（最終改正；平 30.11.30 保医発 1130 第 3 号）
589

下から
10 行目後

※以下を加える

067 永久歯金属冠
定義
次のいずれにも該当すること。
⑴ 薬事承認又は認証上，類別が「歯科材料⑵歯冠材料」であって，一般的名称
が「歯科用暫間被覆冠成形品」又は「歯科用被覆冠成形品」であること。
⑵
656

上から
４行目

永久歯の歯冠修復に用いる既製冠であること。

（最終改正；平 30.8.28 厚生労働省告示
第 310 号）

（最終改正；平 30.11.30 厚生労働省告示
第 405 号）

※平成 30 年 10 月追補による修正後の記述

660

上から
２行目

使用薬剤の薬価（薬価基準）
（平成 20 年厚

使用薬剤の薬価（薬価基準）
（平成 20 年厚

生労働省告示第 60 号）の別表に収載され

生労働省告示第 60 号）の別表に収載され

ている医薬品（平成 30 年 10 月 1 日以降

ている医薬品（平成 30 年 10 月 1 日以降

においては別表第 1〔略〕に収載されてい

においては別表第 1〔略〕に収載されてい

る医薬品を，平成 31 年 4 月 1 日以降にお

る医薬品を，平成 31 年 4 月 1 日以降にお

いては別表第 2〔略〕に収載されている医

いては別表第 2〔略〕に収載されている医

薬品を除く。）並びに投薬又は注射の適否

薬品を，同年 10 月１日以降においては別

に関する反応試験に用いる医薬品，焼セッ

表第４〔略〕に収載されている医薬品を除

コウ及び別表第 3〔略〕に収載されている

く。）並びに投薬又は注射の適否に関する

医薬品

反応試験に用いる医薬品，焼セッコウ及び
別表第 3〔略〕に収載されている医薬品

661

上から
３行目

ブロダルマブ製剤，アリロクマブ製剤，ベ
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ブロダルマブ製剤，アリロクマブ製剤，ベ

リムマブ製剤，イキセキズマブ製剤，ゴリ

リムマブ製剤，イキセキズマブ製剤，ゴリ

ムマブ製剤及びエミシズマブ製剤

ムマブ製剤，エミシズマブ製剤，イカチバ
ント製剤及びサリルマブ製剤

上から
17 行目

アイセントレス錠 600 ㎎，スージャヌ配合

アイセントレス錠 600 ㎎，スージャヌ配合

錠，オデフシィ配合錠及びジェミーナ配合

錠，オデフシィ配合錠，ジェミーナ配合錠

錠（１回の投薬量が 30 日分以内である場

（1 回の投薬量が 30 日分以内である場合

合に限る。
）

に限る。）
，トラディアンス配合錠 AP，ト
ラディアンス配合錠 BP，メトアナ配合錠

728
763

※平成 30 年 10 月追補による修正後の記述

HD 及びメトアナ配合錠 LD

上から
３行目

（最終改正；平 30.3.5 厚生労働省告示第

（最終改正；平 30.11.19 厚生労働省告示

下から
６行目

八

44 号）

第 385 号）

平成 30 年３月 31 日において，現に次
の⑴から⑼までに掲げる規定に係る届
出を行っている病棟については，平成
31 年３月 31 日（当該保険医療機関の許
可病床数が 50 床未満又は当該保険医療
機関が保有する病棟が１のみである場
合は，平成 32 年３月 31 日）までの間に
限り，次の⑴から⑼までに掲げる区分に
応じ，当該各⑴から⑼までに定めるもの
に該当するものとみなす。

773

上から
２行目後

平成 30 年３月 31 日において，現に次
の⑴から⑼までに掲げる規定に係る届
出を行っている病棟については，平成
31 年３月 31 日（ただし，当該保険医療
機関の許可病床数が 50 床未満，当該保
険医療機関が保有する病棟が１のみ又
は平成 30 年 11 月 30 日において急性期
一般入院基本料，特定機能病院入院基本
料（一般病棟の場合に限る。）
，専門病院
入院基本料（13 対１入院基本料を除
く。）
，回復期リハビリテーション病棟入
院料１から４若しくは地域包括ケア病
棟入院料を算定する病棟若しくは病室
をいずれも有しない保険医療機関であ
って，療養病棟入院料１若しくは２を算
定する病棟，療養病棟入院基本料の注 11
に係る届出を行っている病棟若しくは
回復期リハビリテーション病棟入院料
５若しくは６を算定する病棟のいずれ
かを有するもののうち，これらの病棟の
病床数の合計が当該保険医療機関にお
いて 200 床未満であるものは，平成 32
年３月 31 日）までの間に限り，次の⑴
から⑼までに掲げる区分に応じ，当該各
⑴から⑼までに定めるものに該当する
ものとみなす。

八

※以下を加える

（最終改正；平 30.11.19 保医発 1119 第 5 号）
779

上から
２行目

一般病棟入院基本料（急性期一般入院料４

一般病棟入院基本料（急性期一般入院料４

から７までに限る。
）
（許可病床数が 200 床

から７までに限る。）
（許可病床数が 200 床

未満の保険医療機関に限る。）
（データ提出

未満の保険医療機関に限る。）
（データ提出

加算の届出を既に届け出ている保険医療

加算の届出を既に届け出ている保険医療

機関を除く。
）
（平成 31 年４月１日以降に

機関を除く。）
（許可病床数が 50 床未満又
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引き続き算定する場合に限る。
）

は１病棟のみを有する保険医療機関を除
く。）
（平成 31 年４月１日以降に引き続き
算定する場合に限る。）

上から
８行目

療養病棟入院基本料（許可病床数が 200 床

療養病棟入院基本料（許可病床数が 200 床

以上の保険医療機関に限る。）
（データ提出

以上の保険医療機関に限る。）
（データ提出

加算の届出を既に届け出ている保険医療

加算の届出を既に届け出ている保険医療

機関を除く。
）
（平成 31 年４月１日以降に

機関を除く。）
（平成 30 年 11 月 30 日にお

引き続き算定する場合に限る。
）

いて急性期一般入院基本料，特定機能病院
入院基本料（一般病棟の場合に限る。）
，専
門病院入院基本料（13 対１入院基本料を
除く。）
，回復期リハビリテーション病棟入
院料１から４若しくは地域包括ケア病棟
入院料を算定する病棟若しくは病室をい
ずれも有しない保険医療機関であって，療
養病棟入院料１若しくは２を算定する病
棟，療養病棟入院基本料の注 11 に係る届
出を行っている病棟若しくは回復期リハ
ビリテーション病棟入院料５若しくは６
を算定する病棟のいずれかを有するもの
のうち，これらの病棟の病床数の合計が当
該保険医療機関において 200 床未満であ
るものを除く。）
（平成 31 年４月１日以降
に引き続き算定する場合に限る。）

上から
16 行目

特定機能病院入院基本料（一般病棟に限

特定機能病院入院基本料（一般病棟に限

る。
）
（７対１入院基本料及び 10 対１入院 る。）（10 対１入院基本料に限る。）（許可
基本料に限る。
）
（許可病床数が 200 床未満

病床数が 200 床未満の保険医療機関に限

の保険医療機関に限る。）
（データ提出加算

る。）
（データ提出加算の届出を既に届け出

の届出を既に届け出ている保険医療機関

ている保険医療機関を除く。）
（許可病床数

を除く。
）
（平成 31 年４月１日以降に引き

が 50 床未満又は１病棟のみを有する保険

続き算定する場合に限る。
）

医療機関を除く。）（平成 31 年４月１日以
降に引き続き算定する場合に限る。
）

下から
13 行目

専門病院入院基本料（７対１入院基本料及

専門病院入院基本料（10 対１入院基本料

び 10 対１入院基本料に限る。）
（許可病床

に限る。）
（許可病床数が 200 床未満の保険

数が 200 床未満の保険医療機関に限る。） 医療機関に限る。）
（データ提出加算の届出
（データ提出加算の届出を既に届け出て

を既に届け出ている保険医療機関を除

いる保険医療機関を除く。
）（平成 31 年４

く。）
（許可病床数が 50 床未満又は１病棟

月１日以降に引き続き算定する場合に限

のみを有する保険医療機関を除く。）
（平成

る。
）

31 年４月１日以降に引き続き算定する場
合に限る。
）
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793

下から
５行目

４の５ 急性期一般入院基本料，７対１入

４の５ 急性期一般入院基本料，７対１入

院基本料及び 10 対１入院基本料（特定

院基本料及び 10 対１入院基本料（特定

機能病院入院基本料（一般病棟に限る。）

機能病院入院基本料（一般病棟に限る。）

及び専門病院入院基本料）並びに療養病

及び専門病院入院基本料）並びに療養病

棟入院基本料（許可病床数 200 床以上の

棟入院基本料（許可病床数 200 床以上の

保険医療機関に限る。）を算定する病棟

保険医療機関に限る。）を算定する病棟

においては，データ提出加算の届出を行

においては，データ提出加算の届出を行

っていること。ただし，平成 30 年３月

っていること。ただし，平成 30 年３月

31 日において，現に「診療報酬の算定

31 日において，現に「診療報酬の算定

方法の一部を改正する件」による改正前

方法の一部を改正する件」による改正前

（平成 30 年度改定前）の許可病床数 200

（平成 30 年度改定前）の許可病床数 200

床未満の 10 対１入院基本料（一般病棟

床未満の 10 対１入院基本料（一般病棟

入院基本料，特定機能病院入院基本料

入院基本料，特定機能病院入院基本料

（一般病棟に限る。）及び専門病院入院

（一般病棟に限る。）及び専門病院入院

基本料）並びに療養病棟入院基本料に係

基本料）並びに療養病棟入院基本料に係

る届出を行っている保険医療機関につ

る届出を行っている保険医療機関につ

いては，平成 31 年３月 31 日（許可病床

いては，平成 31 年３月 31 日（許可病床

数が 50 床未満又は１病棟のみを有する

数が 50 床未満，１病棟のみを有する保

保険医療機関においては，平成 32 年３

険医療機関又は平成 30 年 11 月 30 日に

月 31 日）までの間，当該基準を満たし

おいて急性期一般入院基本料，特定機能

ているものとする。なお，当該基準につ

病院入院基本料（一般病棟の場合に限

いては，別添７の様式 40 の７を用いて

る。），専門病院入院基本料（13 対１入

届出を行った時点で，当該入院料の届出

院基本料を除く。）
，回復期リハビリテー

を行うことができる。

ション病棟入院料１から４若しくは地
域包括ケア病棟入院料を算定する病棟
若しくは病室をいずれも有しない保険
医療機関であって，療養病棟入院料１若
しくは２を算定する病棟，療養病棟入院
基本料の注 11 に係る届出を行っている
病棟若しくは回復期リハビリテーショ
ン病棟入院料５若しくは６を算定する
病棟のいずれかを有するもののうち，こ
れらの病棟の病床数の合計が当該保険
医療機関において 200 床未満であるも
のは，平成 32 年３月 31 日）までの間，
当該基準を満たしているものとする。な
お，当該基準については，別添７の様式
40 の７を用いて届出を行った時点で，
当該入院料の届出を行うことができる。

1054

上から
３行目

（最終改正；平 30.7.13 保医発 0713 第
１号）
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（最終改正；平 30.11.30 保医発 1130 第
３号）

※平成 30 年 8 月追補による修正後の記述

1061

コード
29～31

※以下のように改める

２９

区エ

70 歳未満で以下のいずれかに該当する場合
①

（略）

②

「標報酬月額 26 万円以下（国民健康保険及び退職者医

療にあっては，旧ただし書き所得 210 万円以下）の世帯」
の適用区分（エ）の記載のある特定医療費受給者証，特定
疾患医療受給者証，小児慢性特定疾病医療受給者証又は肝
がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証が提示された
場合（特記事項「34」に該当する場合を除く。）
70 歳以上で以下のいずれかに該当する場合
①

（略）

② 「標準報酬月額 26 万円以下（国民健康保険及び後期高
齢者医療にあっては，課税所得 145 万円未満）の世帯」の
適用区分（Ⅲ）の記載のある特定医療費受給者証，特定疾
患医療受給者証又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業
参加者証が提示された場合（特記事項「34」に該当する場
合を除く。
）
３０

区オ

70 歳未満で以下のいずれかに該当する場合
①

（略）

② 「低所得者の世帯」の適用区分（オ）の記載のある特定
医療費受給者証，特定疾患医療受給者証，小児慢性特定疾
病医療受給者証又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業
参加者証が提示された場合（特記事項「35」に該当する場
合を除く。
）
70 歳以上で以下のいずれかに該当する場合
①

３１

多ア

（略）

② 「低所得者の世帯」の適用区分（Ⅰ又はⅡ）の記載のあ
る特定医療費受給者証，特定疾患医療受給者証又は肝が
ん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証が提示された場
合
以下のいずれかに該当する場合
① 70 歳未満で「標準報酬月額 83 万円以上（国民健康保険
及び退職者医療にあっては，旧ただし書き所得 901 万円
超）の世帯」の適用区分（ア）の記載のある特定医療費受
給者証，特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾病医療
受給者証が提示された場合であって，難病法による特定医
療，特定疾患治療研究事業，小児慢性特定疾病医療支援又
は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業に係る公費負担医
療（入院に限る。）の自院における高額療養費の支給が直
近 12 か月間において４月目以上である場合（以下「特定
疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。
ただし，肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業については，
6/9

特記事項「34」及び同「35」に限る。）
② （略）
※平成 30 年 8 月追補による修正後の記述

1062

コード
34・35

※以下のように改める

３４

多エ

以下のいずれかに該当する場合
① 70 歳未満で「標準報酬月額 26 万円以下（国民健康保険
及び退職者医療にあっては，旧ただし書き所得 210 万円以
下）の世帯」の適用区分（エ）の記載のある特定医療費受
給者証，特定疾患医療受給者証，小児慢性特定疾病医療受
給者証又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証
が提示された場合であって，特定疾病給付対象療養高額療
養費多数回該当の場合
② 70 歳以上で「標準報酬月額 26 万円以下（国民健康保険
及び後期高齢者医療にあっては，課税所得 145 万円未満）
の世帯」の適用区分（Ⅲ）の記載のある特定医療費受給者
証，特定疾患医療受給者証又は肝がん・重度肝硬変治療研
究促進事業参加者証が提示された場合であって，特定疾病
給付対象療養高額療養費多数回該当の場合（小児慢性特定
疾病医療支援を除く。）

３５

多オ

70 歳未満で「低所得者の世帯」の適用区分（オ）の記載の
ある特定医療費受給者証，特定疾患医療受給者証，小児慢性特
定疾病医療受給者証又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業
参加者証が提示された場合であって，特定疾病給付対象療養高
額療養費多数回該当の場合

※平成 30 年 8 月追補による修正後の記述

1079

上から
14 行目

ハ

「その他」欄について

ハ

(ア)～(シ) （略）

「その他」欄について
(ア)～(シ) （略）
(ス)

永久歯に対する既製の金属冠は，

「既製冠（永）」と表示し，点数及
び回数を記載する。
1083

下から
10 行目

70 歳未満の場合であって，
「標準報酬

ネ

70 歳未満の場合であって，
「標準報酬

ネ

月額 26 万円以下（国民健康保険及び退

月額 26 万円以下（国民健康保険及び退

職者医療にあっては，旧ただし書き所得

職者医療にあっては，旧ただし書き所得

210 万円以下）の世帯」の限度額適用認

210 万円以下）の世帯」の限度額適用認

定証（適用区分が（エ）であるもの）が

定証（適用区分が（エ）であるもの）が

提示された場合又は「標準報酬月額 26

提示された場合又は「標準報酬月額 26

万円以下（国民健康保険及び退職者医療

万円以下（国民健康保険及び退職者医療

にあっては，旧ただし書き所得 210 万円

にあっては，旧ただし書き所得 210 万円

以下）の世帯」の特定医療費受給者証，

以下）の世帯」の特定医療費受給者証，

特定疾患医療受給者証若しくは小児慢

特定疾患医療受給者証，小児慢性特定疾

性特定疾病医療受給者証（適用区分が

病医療受給者証若しくは肝がん・重度肝

7/9

（エ）であるもの）が提示された場合（特

硬変治療研究促進事業参加者証（適用区

定疾病給付対象療養高額療養費多数回

分が（エ）であるもの）が提示された場

該当の場合を除く。
）
，又は 70 歳以上の

合（特定疾病給付対象療養高額療養費多

場合であって，
「標準報酬月額 26 万円以

数回該当の場合を除く。）
，又は 70 歳以

下（国民健康保険及び後期高齢者医療に

上の場合であって，
「標準報酬月額 26 万

あっては課税所得 145 万円未満）の世

円以下（国民健康保険及び後期高齢者医

帯」の高齢者受給証若しくは後期高齢者

療にあっては課税所得 145 万円未満）の

医療被保険者証（一部負担金の割合（２

世帯」の高齢者受給証若しくは後期高齢

割）又は（１割））の提示のみの場合又

者医療被保険者証（一部負担金の割合

は「標準報酬月額 26 万円以下（国民健

（２割）又は（１割））の提示のみの場

康保険及び後期高齢者医療にあっては

合又は「標準報酬月額 26 万円以下（国

課税所得 145 万円未満）の世帯」の適用

民健康保険及び後期高齢者医療にあっ

区分（Ⅲ）の記載のある特定医療費受給

ては課税所得 145 万円未満）の世帯」の

者証若しくは特定疾患医療受給者証が

適用区分（Ⅲ）の記載のある特定医療費

提示された場合（特定疾病給付対象療養

受給者証，特定疾患医療受給者証若しく

高額療養費多数回該当の場合（小児慢性

は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業

特定疾病医療支援を除く。）を除く）に

参加者証が提示された場合（特定疾病給

は，「特記事項」欄に「区エ」と記載す

付対象療養高額療養費多数回該当の場

ること。

合（小児慢性特定疾病医療支援を除く。）
を除く）には，
「特記事項」欄に「区エ」
と記載すること。

※平成 30 年 8 月追補による修正後の記述

下から
４行目

70 歳未満の場合であって，
「低所得者

ノ

70 歳未満の場合であって，
「低所得者

ノ

の世帯」の限度額適用認定証若しくは限

の世帯」の限度額適用認定証若しくは限

度額適用・標準負担額減額認定証（適用

度額適用・標準負担額減額認定証（適用

区分が（オ）であるもの）が提示された

区分が（オ）であるもの）が提示された

場合又は「低所得者の世帯」の特定医療

場合又は「低所得者の世帯」の特定医療

費受給者証，特定疾患医療受給者証若し

費受給者証，特定疾患医療受給者証，小

くは小児慢性特定疾病医療受給者証（適

児慢性特定疾病医療受給者証若しくは

用区分が（オ）であるもの）が提示され

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参

た場合（特定疾病給付対象療養高額療養

加者証（適用区分が（オ）であるもの）

費多数回該当の場合を除く。），又は 70

が提示された場合（特定疾病給付対象療

歳以上の場合であって，「低所得者の世

養高額療養費多数回該当の場合を除

帯」の限度額適用認定証又は限度額適

く。），又は 70 歳以上の場合であって，

用・標準負担額減額認定証（適用区分が

「低所得者の世帯」の限度額適用認定証

（Ⅰ又はⅡ）
）が提示された場合又は「低

又は限度額適用・標準負担額減額認定証

所得者の世帯」の適用区分（Ⅰ又はⅡ）

（適用区分が（Ⅰ又はⅡ））が提示され

の記載のある特定医療費受給者証若し

た場合又は「低所得者の世帯」の適用区

くは特定疾患医療受給者証が提示され

分（Ⅰ又はⅡ）の記載のある特定医療費

た場合には，「特記事項」欄に「区オ」

受給者証，特定疾患医療受給者証若しく

と記載すること。

は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業
8/9

参加者証が提示された場合には，「特記
事項」欄に「区オ」と記載すること。

※平成 30 年 8 月追補による修正後の記述

1084

上から
14 行目

70 歳未満において「標準報酬月額 26

へ

70 歳未満において「標準報酬月額 26

へ

万円以下（国民健康保険及び退職者医療

万円以下（国民健康保険及び退職者医療

にあっては，旧ただし書き所得 210 万円

にあっては，旧ただし書き所得 210 万円

以下）の世帯」の適用区分の記載のある

以下）の世帯」の適用区分の記載のある

特定医療費受給者証，特定疾患医療受給

特定医療費受給者証，特定疾患医療受給

者証又は小児慢性特定疾病医療受給者

者証，小児慢性特定疾病医療受給者証又

証が提示された場合であって，特定疾病

は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業

給付対象療養高額療養費多数回該当の

参加者証が提示された場合であって，特

場合，又は 70 歳以上において「標準報

定疾病給付対象療養高額療養費多数回

酬月額 26 万円以下（国民健康保険及び

該当の場合，又は 70 歳以上において「標

後期高齢者医療にあっては課税所得

準報酬月額 26 万円以下（国民健康保険

145 万円未満）の世帯」の適用区分（Ⅲ）

及び後期高齢者医療にあっては課税所

の記載のある特定医療費受給者証又は

得 145 万円未満）の世帯」の適用区分

特定疾患医療受給者証が提示された場

（Ⅲ）の記載のある特定医療費受給者

合であって，特定疾病給付対象療養高額

証，特定疾患医療受給者証又は肝がん・

療養費多数回該当の場合（小児慢性特定

重度肝硬変治療研究促進事業参加者証

疾病医療支援を除く。）には，
「特記事項」

が提示された場合であって，特定疾病給

欄に「多エ」と記載すること。

付対象療養高額療養費多数回該当の場
合（小児慢性特定疾病医療支援を除く。）
には，「特記事項」欄に「多エ」と記載
すること。

※平成 30 年 8 月追補による修正後の記述

下から
11 行目

70 歳未満において「低所得者の世帯」 ホ

ホ

70 歳未満において「低所得者の世帯」

の適用区分の記載のある特定医療費受

の適用区分の記載のある特定医療費受

給者証，特定疾患医療受給者証又は小児

給者証，特定疾患医療受給者証，小児慢

慢性特定疾病医療受給者証が提示され

性特定疾病医療受給者証又は肝がん・重

た場合であって，特定疾病給付対象療養

度肝硬変治療研究促進事業参加者証が

高額療養費多数回該当の場合には，「特

提示された場合であって，特定疾病給付

記事項」欄に「多オ」と記載すること。

対象療養高額療養費多数回該当の場合
には，「特記事項」欄に「多オ」と記載

※平成 30 年 8 月追補による修正後の記述
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すること。

