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　高額療養費制度は，医療費の高額な患者負担を一定額以下に軽減す
ることを目的として，昭和48年に創設された制度です。
　医療機関や薬局の窓口で，医療費の定率の負担割合（１割，２割，
３割）で計算された自己負担額について，月の初めから終わりまでの
間（暦月）の合計額が一定額（自己負担限度額）を超える場合に，そ
の超えた金額を支給するしくみです。
●定率の自己負担額を対象
　高額療養費は，保険適用される診療の医療費について，暦月で患者
が支払った定率の自己負担額※1を対象とします。ただし，保険適用
の範囲でも，食費（入院時食事療養）や居住費（入院時生活療養）の
標準負担額は対象としません※2。
　計算はレセプト（診療報酬明細書）単位で行われます。同一月内で
あれば複数のレセプトの医療費を合算できます（月をまたいで治療し
た場合は，別の月の自己負担額の合算はできません）。ただし，患者
が70歳未満の場合には，レセプト１枚当たりの１ヵ月の自己負担額が
21,000円以上であることが必要です。
●加入者の年齢と所得に応じた自己負担限度額
　同一世帯の最終的な自己負担額となる毎月の「自己負担限度額」は，
医療保険の加入者の年齢（70歳未満／以上）と所得※3に応じて設定
されています（70歳以上については外来と入院ごとに設定）。
　自己負担限度額は，同一の医療保険に加入する複数の患者の自己負
担額を合算して適用されます（世帯合算）。その世帯が，１年間（直
近12ヵ月間）で高額療養費に３月以上該当した場合，４月目以降の自
己負担限度額は軽減されます（多数回該当）。

※1	定率負担は，義務教育就
学前２割，69歳までは３割，
70歳〜74歳は原則２割，75
歳からは１割です（ただし，
70歳以上の現役並み所得者
は３割）。

※2	保険が適用されない費用
（差額ベッド代，先進医療
の保険外負担部分，保険外
の歯科材料等）も，高額療
養費の支給の対象となりま
せん。

※3	国民健康保険では世帯全
体の所得，健康保険では被
保険者の標準報酬により適
用されます（患者の所得で
はありません）。

1 医療・介護の高額負担を軽減するしくみ

1　医療保険の高額療養費

◆高額療養費・高額介護サービス費の基本的なしくみ
１ヵ月の医療費または介護サービス費

定率負担（１割，２割，３割）
限度額現物給付または償還払い現物給付

医療 療養の給付等（医療） 高額療養費 患者負担

介護 居宅介護サービス費等 高額介護サービス費 利用者負担

高額負担の軽減：平成29～30年の改正事項

0004-0013_1_高額負担払い戻しガイド_前付_2C.indd   4 2017/08/10   13:29

平成29〜30年の改正事項

5

　要介護者が介護サービス（在宅・施設）を，要支援者が介護予防サー
ビス（在宅）を利用した場合，原則として費用の１割または 2割を負
担します。この１割または 2割の定率負担※5が限度額を超えた場合，
申請により超えた額が高額介護サービス費・高額介護予防サービス費
として支給されます。
　限度額は，年齢区分，所得区分ごとに世帯単位（世帯全体での負担
の合算額）で定められています。

　介護保険のサービスをうけている人が１年間（８月から翌年７月ま
で）に払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算した額が限度額
を超えた場合，申請※6により超えた額が高額介護合算療養費・高額
医療合算介護（介護予防）サービス費として支給されます。
　高額療養費制度が「月」単位で負担を軽減するのに対し，合算制度
は，こうした「月」単位での負担軽減によっても，なお重い負担が残
る場合に「年」単位でそれらの負担を軽減するものです。
　対象となるのは，医療保険の高額療養費・介護保険の高額介護（介
護予防）サービス費がそれぞれ適用された後に残る自己負担です。限
度額は，年齢区分，所得区分ごとに世帯単位で定められています。

●同一月・同一医療機関で限度額を超えると現物給付
　高額療養費は，原則としては被保険者の申請による償還払いですが，
現物給付のしくみが導入されています。
　同一月に同一医療機関・薬局で，患者が自己負担限度額まで負担し
た場合，医療機関等はその月の費用徴収を行わず，高額療養費相当を
直接審査支払機関（保険者）に請求することができます。これにより，
患者の窓口負担は自己負担限度額までとなります※4。

※5	住宅改修費・福祉用具購
入費の定率負担，施設サー
ビス利用者の居住費や食費
は対象となりません。

※6	申請は医療保険に行い，
医療保険・介護保険のそれ
ぞれから支給されます。

※4	世帯合算の場合は医療保
険への申請が必要となりま
す。多数回該当の限度額適
用も原則として申請が必要
です。

2　介護保険の高額介護サービス費・高額介護予防サービス費

3　医療と介護のなお残る負担がある場合の高額合算制度

平
成
29
〜
30
年
の
改
正
事
項

◆高額医療・高額介護合算制度の基本的なしくみ
毎年８月～翌年７月

患者負担医療保険・介護保険

夫 高額療養費 なお残る負担

妻 高額療養費 なお残る負担

夫

医療

介護 高額介護サービス費 なお残る負担

なお残る患者負担の合計額

限度額保険償還額

高額介護合算療養費
高額医療合算介護サービス費 患者負担
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　高齢受給者（70歳以上）の所得区分と自己負担限度額について，平
成29年 ８ 月と平成30年 ８ 月に 2段階で見直されます。今回の見直しは，
全ての方が安心して医療を受けられる社会を維持するために，高齢者
と若者の間での世代間公平が図られるよう，負担能力に応じた負担と
するものです。
　平成29年 ８ 月には，現行の枠組みを維持したまま，限度額のみを引
き上げます。また，「一般」については，年間の外来の自己負担限度
額の合計額に，上限※1を設けます。
　平成30年 ８ 月からは，「現役並み所得者」については細分化したう
えで現役世代と同様※2の限度額に引き上げます。また，「一般」につ
いて，外来上限額を引き上げます。
●所得区分別に見た見直し内容
　この改正を所得区分別にみると，「現役並み所得者」の所得区分に
ついては 2段階で施行され，現役世代と同様※2の限度額となります。
　「一般」の所得区分については，外来特例の上限額が段階的に引き
上げられ，年間の上限額※1が新たに設定されます。世帯の自己負担
限度額については，引上げとともに多数回該当が設定されます。
　「低所得」の所得区分については，据置きとなっています。
●外来自己負担額に年間上限を設定※1
　新たに設けられた年間上限は， １年間（ ８月～翌 ７月）の外来の自
己負担額の合計額について，年間14.4万円を上限とするものです。こ
れは，改正前の負担額12,000円を12倍した金額となっているため，年
間の負担額の上限は，改正前と変わらない仕組みとなっています。

　高額介護合算療養費・高額医療合算介護（介護予防）サービス費の
自己負担限度額（年単位）は，高額療養費の自己負担限度額を参照し
て定められています。高額療養費の限度額見直しに伴い，合算の限度
額についても見直しが行われています。
　具体的には，高齢受給者（70歳以上）の高額療養費制度の見直しに
伴い，「現役並み所得者」の所得区分を細分化した上で限度額が引き
上げられます。
　ただし，「一般」の所得区分では，限度額は据え置かれます。

※1	外来療養に係る年間の高
額療養費について，適用順
序は次のとおり
①個人の外来を計算

▼
②世帯合算を計算（先に
高齢世帯合算を計算）

▼
③外来の年間上限を計算

▼
④高額介護合算療養費を
計算

※2	現役世代と同様に次の３
段階となります。
年収約1,160万円〜
　標報83万円以上
　課税所得690万円以上
年収約770万〜約1,160万円
　標報53万〜79万円
　課税所得380万円以上
年収約370万〜約770万円
　標報28万〜50万円
　課税所得145万円以上

2 高齢受給者の高額療養費の見直し

1　平成29年８月と平成30年８月に２段階で見直し

2　高額医療・介護合算の自己負担限度額見直し
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◆高額療養費の自己負担限度額の見直し

※１　同じ世帯で同じ保険者に属する者
※２　収入の合計額が520万円未満（ 1人世帯の場合は383万円未満）の場合も含む
　　＜　　＞内の金額は，過去12カ月に 3回以上高額療養費の支給をうけた場合の 4回目の限度額（多数回該当）

○現行（70歳以上）

限度額
(世帯※1)

外来
(個人)

区分

現役並み
(年収約370万円以
上)

健保
標報28万円以上
国保・後期
課税所得145万円以
上

住民税非課税

44,400円

80,100円
＋(総医療費
－267,000円)
×1％
＜44,400円＞

一般
(年収156万～約370
万円)

健保
標報26万円以下
国保・後期
課税所得145万円未
満※2

12,000円 44,400円

24,600円

住民税非課税
(所得が一定以下）

15,000円
8,000円

○1段目（29年8月～30年7月） ○2段目（30年8月～）

限度額
(世帯※1)

外来
(個人)

区分(年収)

年収約1,160万円～
標報83万円以上
課税所得690万円以上

年収約770万～約1,160万円
標報53万～79万円
課税所得380万円以上

年収約370万～約770万円
標報28万～50万円
課税所得145万円以上

252,600円　　　　　　　　　 
＋(総医療費－842,000円)×1％

＜140,100円＞

167,400円　　　　　　　　　 
＋(総医療費－558,000円)×1％

＜93,000円＞

80,100円　　　　　　　　　 
＋(総医療費－267,000円)×1％

＜44,400円＞

限度額
(世帯※1)

外来
(個人)

区分

現役並み

住民税非課税

57,600円

57,600円
＜44,400円＞

14,000円
(年間上限
14.4万円)

一般

24,600円

住民税非課税
(所得が一定以下）

15,000円
8,000円

住民税非課税 24,600円

住民税非課税
(所得が一定以下）

15,000円
8,000円

57,600円
＜44,400円＞

18,000円
(年間上限
14.4万円)

一般

80,100円
＋(総医療費
－267,000円)
×1％
＜44,400円＞

◆高額介護・医療合算の自己負担限度額の見直し

※１　収入の合計額が520万円未満（ 1人世帯の場合は383万円未満）の場合および旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
※２　対象世帯に70〜74歳と70歳未満が混在する場合，まず70〜74歳の自己負担合算額に限度額を適用した後，残る負担額と70歳未満

の自己負担合算額をあわせた額に限度額を適用する。
※３　介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。

＜現行＞

70歳以上※2

67万円

市町村民税世帯非課税 31万円

市町村民税世帯非課税
(所得が一定以下）

19万円※3

一般(年収156万～約370万円)
健保
標報26万円以下
国保・後期
課税所得145万円未満※1

現役並み(年収約370万円～)
健保
標報28万円以上
国保・後期
課税所得145万円以上

56万円

＜平成30年8月～＞

70歳以上※2

年収約1,160万円～
標報83万円以上
課税所得690万円以上

年収約770万～約1,160万円
標報53万～79万円
課税所得380万円以上

年収約370万～約770万円
標報28万～50万円
課税所得145万円以上

212万円

141万円

67万円

市町村民税世帯非課税 31万円

市町村民税世帯非課税
(所得が一定以下）

19万円※3

一般(年収156万～約370万円)
健保
標報26万円以下
国保・後期
課税所得145万円未満※1

56万円

[参考]70歳未満※2

212万円

141万円

67万円

34万円

60万円

細分化＋　
上限引上げ

据置き
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　高額療養費制度の見直しについては，「経済財
政運営と改革の基本方針2015」（平成27年６月30
日閣議決定）及び「経済・財政再生計画改革工程
表」（平成27年12月24日経済財政諮問会議決定）
等に基づき，社会保障審議会医療保険部会におい
て議論されてきました。

　平成29年度の予算政府案が閣議決定されたこと
を踏まえ，制度の持続可能性を高めるため，世代
間・世代内の負担の公平や，負担能力に応じた負
担を求める観点から，低所得者に配慮した上で，
高額療養費の算定基準額を見直すものとされまし
た。

経済・財政再生計画と高額療養費の見直し

経済財政運営と改革の基本方針2015　～経済再生なくして財政健全化なし～（抄）
（平成27年６月30日閣議決定）

第３章　「経済・財政一体改革」の取組－「経済・財政再生計画」
５．主要分野ごとの改革の基本方針と重要課題
［１］社会保障
（負担能力に応じた公平な負担，給付の適正化）
　社会保障制度の持続可能性を中長期的に高めるとともに，世代間・世代内での負担の公平を図り，負担能力に応じた
負担を求める観点から，医療保険における高額療養費制度や後期高齢者の窓口負担の在り方について検討するとともに，
介護保険における高額介護サービス費制度や利用者負担の在り方等について，制度改正の施行状況も踏まえつつ，検討
を行う。また，現役被用者の報酬水準に応じた保険料負担の公平を図る。このため，社会保障改革プログラム法63に基
づく検討事項である介護納付金の総報酬割やその他の課題について検討を行う。
　あわせて，医療保険，介護保険ともに，マイナンバーを活用すること等により，金融資産等の保有状況を考慮に入れ
た負担を求める仕組みについて，実施上の課題を整理しつつ，検討する。
　公的保険給付の範囲や内容について検討した上で適正化し，保険料負担の上昇等を抑制する。このため，次期介護保
険制度改革に向けて，高齢者の有する能力に応じ自立した生活を目指すという制度の趣旨や制度改正の施行状況を踏ま
えつつ，軽度者に対する生活援助サービス・福祉用具貸与等やその他の給付について，給付の見直しや地域支援事業へ
の移行を含め検討を行う。加えて，医療の高度化への対応として，医薬品や医療機器等の保険適用に際して費用対効果
を考慮することについて，平成28年度診療報酬改定において試行的に導入した上で，速やかに本格的な導入をすること
を目指すとともに，生活習慣病治療薬等について，費用面も含めた処方の在り方等について検討する。市販品類似薬に
係る保険給付について，公的保険の役割，セルフメディケーション推進，患者や医療現場への影響等を考慮しつつ，見
直しを検討する。不適切な給付の防止の在り方について検討を行う。

経済・財政再生アクション・プログラム
― “見える化” と “ワイズ・スペンディング” による「工夫の改革」―（抄）　（平成27年12月24日経済財政諮問会議）
　本プログラムは，「経済・財政再生計画」1に基づいて，主要分野の改革の方向性を具体化するとともに，改革の時間
軸を明確化し，その進捗管理や測定に必要となる主な指標2を設定した上で，すなわち改革工程とＫＰＩを策定した上で，
計画が定める目標及び目安3に向けて，改革を着実に進めることを企図して，経済・財政一体改革推進委員会4での検
討を経て，経済財政諮問会議において取りまとめたものである。
　こうした取組は，経済再生と財政健全化の好循環をもたらすとともに，一億総活躍社会の実現に資するものである。

１　「経済財政運営と改革の基本方針2015」（平成27年６月30日閣議決定）（以下，「骨太方針2015」という。）第３章。
以下，「計画」という。

２　Key	Performance	Indicators，以下「ＫＰＩ」という。
３　目標は，経済再生を進めるとともに，国・地方を合わせた基礎的財政収支（Primary	Balance，以下「ＰＢ」とい
う。）について，2020年度までに黒字化，その後の債務残高対ＧＤＰ比の安定的な引下げを目指すことをいう。また，
目安は，集中改革期間（2016〜2018年度）における改革努力のメルクマールとして，2018年度のＰＢ赤字の対Ｇ
ＤＰ比▲１％程度を目安とすること，計画における国の一般歳出の水準及び地方の歳出水準の目安等をいう。

４　平成27年６月30日経済財政諮問会議決定に基づいて，計画推進のために経済財政諮問会議の下に設置された専門
調査会である。

３．主要分野毎の改革の取組
［１］社会保障分野
（２）負担能力に応じた公平な負担，給付の適正化
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（取組方針・時間軸）
　世代間・世代内での負担の公平を図り，負担能力に応じた負担を求める観点から，
（ⅰ）医療保険における高額療養費制度及び介護保険における高額介護サービス費制度の見直しについて，関係審議会
等において具体的内容を検討し，2016年末までに結論を得て，その結果に基づいて速やかに必要な措置を講ずる。

（ⅱ）医療保険における後期高齢者の窓口負担の在り方について，関係審議会等において検討し，集中改革期間中に結
論を得る。

（ⅲ）介護保険における利用者負担の在り方について，関係審議会等において検討し，2016年末までに結論を得て，
その結果に基づいて必要な措置を講ずる（法改正を要するものに係る2017年通常国会への法案提出を含む）。

　現役被用者の報酬水準に応じた保険料負担の公平を図るための社会保障改革プログラム法13における検討事項である
介護納付金の総報酬割導入や医療保険において金融資産等の保有状況を考慮に入れた負担を求める仕組みについて，関
係審議会等において検討し，2016年末までに結論を得て，その結果に基づいて必要な措置を講ずる（法改正を要するも
のに係る2017年通常国会への法案提出を含む）。
　また，公的保険給付の範囲や内容について検討した上で適正化し，保険料負担の上昇等を抑制するため，
（ⅰ）次期介護保険制度改革に向け，軽度者に対する生活援助サービス・福祉用具貸与等やその他の給付について，給
付の見直しや地域支援事業への移行，負担の在り方を含め，関係審議会等において検討し，2016年末までに結論を
得て，その結果に基づいて必要な措置を講ずる（法改正を要するものに係る2017年通常国会への法案提出を含む）。
なお，福祉用具貸与及び住宅改修に係る給付の適正化については，検討の結果に基づいて速やかに必要な措置を講ずる。

（ⅱ）医薬品等の保険適用に際して費用対効果を考慮することについて，平成28年度診療報酬改定での試行的導入に
向けて評価対象の選定方法等を検討し，結論を得るとともに，生活習慣病治療薬等の処方の在り方等について，費
用対効果評価の導入と並行して，専門家の知見を集約した上で検討し，2017年度末までに結論を得る。

（ⅲ）公的保険給付の範囲の見直しや医薬品の適正使用の観点等から，平成28年度診療報酬改定において，長らく市
販品として定着したＯＴＣ類似薬を保険給付外とすること等について，その具体的内容を検討し，結論を得る。また，
スイッチＯＴＣ化14する医療用医薬品を増やすとともに，それらに係る保険償還率の在り方について，関係審議会
等において検討し2016年末までに結論を得て，その結果に基づいて，必要な措置を講ずる（法改正を要するものに
係る2017年通常国会への法案提出を含む）。

13　「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」（平成25年法律第112号）
14　医療用医薬品（医師の診断・処方箋に基づき処方される医薬品）から一般用医薬品等（ＯＴＣ医薬品）へ移行すること。

経済・財政再生計画　改革工程表（抜粋）� （平成27年12月24日　経済財政諮問会議）

経済・財政再生計画　改革工程表

≪厚生労働省≫

負
担
能
力
に
応
じ
た
公
平
な
負
担
，
給
付
の
適
正
化

通常国会 概算要求
税制改正要望等

年末 通常国会

2014・2015年度
≪主担当府省庁等≫ 2017

年度
2018
年度

2019
年度

2020
年度～

KPI
(第一階層)

KPI
(第二階層)

2016年度

＜㉔世代間・世代内での負担の公平を図り，負担能力に応じた負担を求める観点からの検討＞
＜ⅰ高額療養費制度の在り方＞

集中改革期間

外来上限や高齢者の負担上限額の在り方など，高額療養費制
度の見直しについて，世代間・世代内の負担の公平や負担能
力に応じた負担等の観点から，関係審議会等において具体的
内容を検討し，2016年末までに結論

関係審議会等に
おける検討の結
果に基づいて速
やかに必要な措
置を講ずる

＜ⅱ医療保険における後期高齢者の窓口負担の在り方＞

医療保険における後期高齢者の窓口負担の在り方について，70歳から74歳の窓口負担の段階的な引き上げ
の実施状況等も踏まえつつ，関係審議会等において検討し，結論

＜ⅲ高額介護サービス費制度の在り方＞

高額介護サービス費制度の見直しについて，制度改正の施行
状況や高額療養費との均衡の観点も踏まえつつ，関係審議会
等において具体的内容を検討し，2016年末までに結論

関係審議会等に
おける検討の結
果に基づいて速
やかに必要な措
置を講ずる

＜ⅳ介護保険における利用者負担の在り方　等＞

介護保険における利用者負担の在り方について，制度改正の
施行状況や医療保険制度との均衡の観点も踏まえつつ，関係
審議会等において検討し，2016年末までに結論

関係審議会等における検討
の結果に基づいて必要な措
置を講ずる（法改正を要す
るものに係る2017年通常国
会への法案提出を含む）
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◆高額療養費制度の主な改正経緯（健康保険法関係）

◆平均的な月収に対する自己負担限度額の水準

制度改正（施行） 高額療養費制度の改正内容 その他の主な制度改正
昭和48年10月 ・医療の高度化により高額の自己負担が少なくないこと

を踏まえ，被扶養者について高額療養費制度を創設
・被扶養者の自己負担の引下げ（５
割→３割）

昭和56年３月 ・被保険者本人の低所得者について高額療養費を創設
・被扶養者について低所得者の所得区分を創設

・被扶養者の入院３割→２割
・本人一部負担金（定額）の引上げ

昭和59年10月 ・被保険者本人の低所得者以外にも高額療養費を創設
・世帯合算方式の創設（合算対象基準額＝一般30,000
円，低所得者21,000円）
・多数回該当世帯の負担軽減を創設
・高額長期疾病の特例（血友病，慢性腎不全）を創設

・被保険者本人の定率負担（１割）
の導入

・退職者医療制度の創設

平成８年６月 ・高額長期疾病の対象に後天性免疫不全症候群を追加
平成13年１月 ・高所得者の実質的な負担率が低下していたことを踏ま

え，上位所得者の区分を創設
・一定額を超えた医療費の1％を自己負担限度額に加算

・一般保険料と介護保険料を合算し
た率に適用していた保険料率の上
限を，一般保険料率のみに適用

平成14年10月 ・70歳以上について入院時の高額療養費の現物給付化
・平均標準報酬月額に対する自己負担限度額の水準の引
上げ（22％→25％）
・一般・上位所得者の合算対象基準額の引下げ（30,000
円→21,000円）

・保険料の総報酬制（ボーナスに標
準報酬月額と同一の保険料率を賦
課）を導入（平成15年４月施行）

・被保険者本人の３割負担の導入
（平成15年４月施行）

平成19年４月 ・70歳未満について入院時の高額療養費の現物給付化 ・現役並み所得のある高齢者の自己
負担の引上げ（２割→３割）

平成21年５月 ・特定疾患治療研究事業と小児慢性特定疾患治療研究事
業の療養に所得区分に応じた自己負担限度額を適用

平成24年４月 ・70歳未満について外来時の高額療養費の現物給付化
平成26年４月 ・70歳以上の一般所得者の自己負担限度額を引下げ（１

割負担で適用されていた限度額を２割負担にも適用）
・高齢受給者（一般・低所得者）
　１割負担→原則２割負担

平成27年１月 ・70歳未満の所得区分を細分化（３段階→５段階）
平成29年８月 ・70歳以上の現役並み所得者と一般所得者の限度額を

引上げ
・一般所得者の外来自己負担額に年間上限を設定

平成30年８月 ・現役並み所得者の所得区分の細分化・限度額引上げ
・一般所得者の外来上限額を引上げ

改定年度 Ａ
自己負担限度額

Ｂ　改定検討時の標
準報酬月額の平均値

割合
Ａ／Ｂ 備考

昭和48年 30,000円 59,241円 51％ 平均標準報酬月額の約50％
昭和51年 39,000円 105,832円 37％ 急激な負担増となるため37％相当に設定
昭和59年 51,000円 189,548円 27％

給与伸び率，可処分所得の伸び率に照らして限度
額をスライド

昭和61年 54,000円 207,362円 26％
平成元年 57,000円 224,360円 25％
平成３年 60,000円 244,616円 24％
平成５年 63,000円 270,214円 23％
平成８年 63,600円 289,694円 22％
平成12年 63,600円＋１％ 290,701円 22％ 負担の公平を図るため医療費１％の自己負担導入
平成14年 72,300円＋１％ 289,700円 25％ 標準報酬月額の25％に引上げ
平成18年 80,100円＋１％ 総報酬　約32万円 25％ 総報酬月額の25％に設定
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　診療報酬請求書と診療報酬明細書（レセプト）の記載方法について
は，通知「診療報酬請求書等の記載要領等について」で定められてい
ます。高額療養費との関連については，医科※1では次のとおり診療
報酬明細書の記載方法が示されています。
⑴患者が提示する限度額適用認定証（患者の自己負担限度額の所得区
分を示すために保険者が発行した証書）にもとづき，所得区分につ
いて「特記事項」欄に記載要領で定められた略号（電子請求の場合
はコード）を記入します。

⑵患者が公費負担医療の対象者に該当する場合も同様の略号・コード
を使用します。ただし，高額療養費の所得区分に応じた自己負担限
度額が適用される難病患者等の多数回該当については，別の略号・
コードを記載します。また，70歳以上の難病患者等については，別
の略号・コードが設定されていますが，平成30年 8 月からは同一と
なる予定です。

⑶保険医療機関で高額療養費を現物給付した場合には，入院における
「負担金額」欄，入院外における「一部負担金額」欄に，高額療養
費現物給付後の患者の一部負担額を記入します※2。
⑷患者が公費負担医療対象者に該当する場合は，さらに公費負担に係
る額を記入します。

●算定基準額の見直しに伴う「特記事項」欄の記載の変更
　特定疾病給付対象療養の算定基準額の見直しに伴い，平成30年 ８ 月
以降の診療分については，レセプトの「特記事項」欄の記載が次のよ
うに変更される予定です（平成29年 ６ 月16日保険局保険課事務連絡）。

3　レセプト記載要領の変更

※1	歯科・調剤についても同
様に定められています。

※2	高額療養費の支払がない
場合は記載しません。

◆高額療養費の所得区分に応じたコード・略号（「特記事項」欄）
平成29年 8月から平成30年 7月まで診療分

特記 所得区分
（70歳以上）

17 上位 現役並み所得
18 一般 一般
19 低所 低所得ⅡⅠ
22 多上 現役並み所得／多数回
34 多エ 一般／多数回

※　22及び34は，特定疾病給付対象療養高額療養
費多数回該当の場合に記載

平成30年 8月以降診療分

特記 所得区分
（70歳未満）

所得区分
（70歳以上）

26 区ア 区分ア 現役並みⅢ
27 区イ 区分イ 現役並みⅡ
28 区ウ 区分ウ 現役並みⅠ
29 区エ 区分エ 一般
30 区オ 区分オ 低所得ⅡⅠ
31 多ア 区分ア／多数回 現役並みⅢ／多数回
32 多イ 区分イ／多数回 現役並みⅡ／多数回
33 多ウ 区分ウ／多数回 現役並みⅠ／多数回
34 多エ 区分エ／多数回 一般／多数回
35 多オ 区分オ／多数回 －

※　17〜22は削除
※　31〜35は，特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合に
記載
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　高額介護サービス費※1は，介護サービスを利用した場合に支払う
利用者負担に月々の負担の上限額を設定し， １ヵ月に支払った利用者
負担の合計が負担の上限を超えたときは，超えた分が払い戻される制
度です。
　高齢化が進み介護費用や保険料が増大するなか，サービスを利用し
ている人と利用していない人との公平や，負担能力に応じた負担とす
る観点から，世帯の中に市区町村民税を課税されている人がいる方の
負担の上限が37,200円（月額）から44,400円（月額）に引き上げられます。

※1	高額介護予防サービス費
を含みます。

3 介護保険の高額介護サービス費・負担割合の見直し

1　高額介護サービス費制度の見直し（平成29年８月）

◆高額介護サービス費の基準の見直し

●３年間に限り年間上限を設定
　介護サービスを長期に利用している方に配慮し，同じ世帯の全ての
65歳以上の方（サービスを利用していない方を含む）の利用者負担割
合が １割の世帯は，年間446,400円（37,200円×12ヵ月）の上限が設け
られ，年間を通しての負担額が増えないようにされます（ ３年間の時
限措置）。

対　象　者 平成29年７月までの
負担の上限（月額）

平成29年８月からの
負担の上限（月額）

現役並み所得者に相当する人がいる
世帯の方 44,400円（世帯） 　 44,400円（世帯）※

世帯の中に市区町村民税を課税され
ている人がいる方 37,200円（世帯）

44,400円（世帯）〈見直し〉
※　同じ世帯の全ての65歳以上
の方（サービスを利用してい
ない方を含む）の利用者負担
割合が１割の世帯に年間上限
額（446,400円）を設定

世帯の全員が市区町村民税を課税さ
れていない人 24,600円（世帯） 24,600円（世帯）

前年の合計所得金額と公的年金
収入額の合計が年間80万円以
下の方等

24,600円（世帯）
15,000円（個人）

24,600円（世帯）
　 15,000円（個人）※

生活保護を受給している方等 15,000円（個人） 15,000円（個人）
※　「世帯」とは，住民基本台帳上の世帯員で，介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し，
　　「個人」とは，介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
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　世代間・世代内の公平性を確保しつつ，制度の持続可能性を高める
観点から， 2割負担者のうち特に所得の高い層について，負担割合が
平成30年 ８ 月から ３割に引き上げられます。
　なお，月額の負担上限は変更されません（高額介護サービス費によ
り月額44,400円）。

2　現役並み所得者の利用者負担割合の見直し（平成30年８月）

◆現役並み所得者の利用者負担割合の見直し
対　象　者 負担割合

	 年金収入等340万円以上※1 ２割　⇒　３割

	 年金収入等280万円以上※2 ２割

年金収入等280万円未満 １割
※1	　具体的な基準は政令事項。平成29年８月時点では，「合計所得金額（給与収入や事業収入等から給与所得控除や必要経費を控除した額）
220万円以上」かつ「年金収入＋その他合計所得金額340万円以上（単身世帯の場合。夫婦世帯の場合463万円以上）」とすることを想定。
⇒単身で年金収入のみの場合344万円以上に相当

※2	　「合計所得金額160万円以上」かつ「年金収入＋その他合計所得金額280万円以上（単身世帯の場合。夫婦世帯の場合346万円以上）」
⇒単身で年金収入のみの場合280万円以上に相当

【対象者数】

在宅サービス 施設・居住系 特養 合計

(単位：万人)

受給者数(実績) 360 136 56 496

3割負担(推計) 約13 約4 約1 約16

うち負担増
(対受給者数)

約11
(3％)

約１
(1％)

約0.0
(0.0％)

約12
(3％)

2割負担(実績) 35 10 2 45

1割負担(実績) 325 126 54 451

受給者全体：496万人

3割負担となり，負担増となる者：約12万人(全体の約3％)

現行制度の2割負担者：45万人

※介護保険事業状況報告（平成28年 4月月報）
※特養入所者の一般的な費用額の 2 割相当分は，既に44,400円の上限に当たっているため， 3 割負担となっても，
負担増となる人はほとんどいない。
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Ⅰ 医療保険の高額療養費 1  高額療養費制度の全体像

世帯の医療費負担を軽減するしくみ1

　医療保険には，被用者保険（全国健康保険協会管掌健康保険，組合管掌健康保険，
船員保険，国家公務員共済組合，地方公務員等共済組合，私立学校教職員共済制
度）と地域保険（国民健康保険，後期高齢者医療制度）があります。
　医療保険に共通して，被保険者・組合員・加入員やその被扶養者は，医療費（保
険診療の費用）について定率の一部負担金・自己負担額を，保険医療機関等の窓
口で負担します。負担割合は，①義務教育就学前は 2割，②70歳になるまでは 3
割，③70歳以上75歳未満は原則 2割（平成26年 3 月末日までに70歳に達している
人は 1割）・現役並み所得者 3割，④75歳以上原則 1割・現役並み所得者 3割です。
　このため，医療費が高額になると患者負担も高額にのぼり，家計に過大な負担
となることがあります。高額療養費制度は，こうした事情をふまえ，世帯の医療
費負担を軽減するために，医療保険に共通して設けられています。

1 保険医療機関等での１ヵ月の窓口負担額が，個人や世帯の単位で自己負担限度
額を超えたとき，超えた分が高額療養費として支給されます（保険医療機関等
で現物給付）。

2 自己負担限度額は，70歳未満と70歳以上（後期高齢者である75歳以上を含む）
で，それぞれ所得等に応じて設定されています。

3 対象となる窓口負担とは，医療費の３割など，年齢に応じた定率の負担です（義
務教育就学前は２割，70歳以上75歳未満は原則２割・現役並み所得者３割，
75歳以上は原則１割・現役並み所得者３割）。

4 保険優先の公費負担医療の対象である療養や高額長期疾病の療養については，
別の自己負担限度額が設定され，高額療養費は現物給付されます。

1 高額療養費制度の全体像

世帯合算での同一世帯
　医療保険の「同一世帯」とは，保険者が同じ
範囲に限られます。さらに被用者保険では「１人
の被保険者（組合員・加入員）＋その被扶養者」
のまとまりに限られます。したがって，後期高齢者
医療制度の被保険者となった人については，ほか
の医療保険加入者との間で合算は行われません。
　たとえば，父母と息子夫婦が同居する住民基

本台帳上の同一世帯であっても，父が後期高齢
者医療制度，母が国保，息子が協会けんぽならば，
保険者が異なるため，いずれも合算されません。
　また，息子夫婦が共働きでともに協会けんぽの
被保険者であれば，夫婦で合算されません。夫婦
の子どもが夫の被扶養者である場合は，夫と子ど
もが「同一世帯」として合算の範囲となります。
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■窓口負担が自己負担限度額を超えたとき
　 1ヵ月に保険医療機関等の窓口で負担した一部負担金等が，自己負担限度額（高
額療養費算定基準額）を超えたときは，原則として被保険者等の請求にもとづき，
超えた分がそれぞれの保険者から払い戻されます。
　また，同一月・同一保険医療機関等で自己負担限度額を超えたときなどは，超
えた分は高額療養費として現物給付され（保険者が直接保険医療機関等に支払い），
窓口負担は自己負担限度額までとなります。なお，70歳未満は，原則としてあら
かじめ限度額適用認定証をうけ，被保険者証等とともに保険医療機関等に提出す
ることで現物給付となります。
●同一世帯で窓口負担が複数あるとき
　窓口負担が，同一世帯で 1ヵ月に複数ある場合は，合計して自己負担限度額を
超えたときに，超えた分が払い戻されます（世帯合算）。なお，70歳未満について
の合算対象は，窓口負担が各21,000円以上の場合に限られます。

年齢と所得に応じた支給条件と自己負担限度額2

　高額療養費の自己負担限度額は，年齢および所得状況により設定されています。
低所得者については軽減された自己負担限度額が適用されるとともに，入院時食
事療養等の標準負担額（高額療養費の対象外）も軽減されます。
●70歳未満の自己負担限度額
　自己負担限度額は，70歳未満については 5段階の所得区分で設定されています。
平成26年12月までは「上位所得者」「一般」「低所得者」の 3段階でしたが，旧「一
般」の区分では負担が重くなる層があることをふまえて，平成27年 1 月から所得
区分が細分化され，それに応じた自己負担限度額が設定されています。

年齢・所得区分ごとの高額療養費算定基準額　⑴ 70 歳未満

所得区分 自己負担限度額（月単位の上限額）

旧
上
位
所
得
者

年収約 1,160
万円超

健保：標準報酬月額 83万円以上 252,600 円＋（かかった医療費－
842,000 円）×１%

〈多数回該当：140,100 円〉国保：旧ただし書所得 901万円超

年収約770万円
～約1,160万円

健保：標準報酬月額 53～79万円 167,400 円＋（かかった医療費－
558,000 円）×１%

〈多数回該当：93,000 円〉国保：旧ただし書所得 600万円超 901万円以下

旧
一
般

年収約370万円
～約770万円

健保：標準報酬月額 28～ 50万円 80,100 円＋（かかった医療費－
267,000 円）×１%

〈多数回該当：44,400 円〉国保：旧ただし書所得 210万円超 600万円以下

年収約370万
円まで

健保：標準報酬月額 26万円以下
57,600 円 〈多数回該当：44,400 円〉

国保：旧ただし書所得 210万円以下

低所得者（市町村民税非課税等） 35,400 円 〈多数回該当：24,600 円〉
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Ⅰ 医療保険の高額療養費 1  高額療養費制度の全体像

　同一世帯（70歳未満）で同一月に21,000円以上の一部負担金等が複数ある場合に
は，それらの負担を合算して自己負担限度額を超えているかをみます。また，同
一世帯で直近12 ヵ月間に高額療養費支給月が 3ヵ月以上ある場合は，4ヵ月目か
ら自己負担限度額が軽減されます（多数回該当）。
●70歳以上の自己負担限度額（医療保険の高齢受給者，後期高齢者医療制度の被保険者）
　自己負担限度額は，①現役並み所得者（ 3割負担該当者），②一般，③低所得者
で設定されています。なお，①の現役並み所得者については，平成30年 8 月から
は 3つの所得区分に細分化されます。
　①②の所得区分に当たっての収入基準や自己負担限度額のほか，次のような点
が70歳未満と異なりますが，平成30年 8 月からは，①の現役並み所得者の収入基
準・自己負担限度額は，70歳未満と同様となります。
⑴外来診療をうけた人について，まず外来の自己負担限度額が適用されます。
⑵なお残る負担について，入院を含む同一世帯でのほかのすべての負担と合算し，
世帯の自己負担限度額を超える場合に払い戻されます。

⑶医療保険の高齢受給者（70歳以上75歳未満）が70歳未満と同一世帯である場合に
は，なお残る負担を70歳未満の21,000円以上の負担と世帯で合算し，70歳未満
の自己負担限度額を超える場合に払い戻されます。

⑷平成29年 8 月から，②一般・③低所得者の所得区分に年間上限が設けられ，8
月～翌年 7月までで144,000円を超える場合に払い戻されます。

　なお，低所得者の範囲は70歳未満と同様に市町村民税非課税者ですが，そのう
ち年金収入80万円以下等の人（低所得Ⅰ）については，世帯単位でさらに軽減され
た自己負担限度額が設定されています。

■現物給付と多数回該当・世帯合算の取扱い
　保険医療機関等では，患者が 3ヵ月を超えて入院しているなど，自院で多数回
該当の要件を満たしていると確認できた場合に限り，軽減された自己負担限度額
までを窓口徴収します。したがって，多数回該当にもかかわらず，窓口で通常の
自己負担限度額まで一部負担金等を支払った場合は，被保険者等があとで保険者
に高額療養費の請求を行い，差額分の支給をうけます。
　また，次のように世帯合算で高額療養費が支給される場合も，被保険者等があ
とで保険者に高額療養費の請求を行い，差額分の支給をうけます。
⑴同一月に，複数の保険医療機関等から高額療養費の現物給付をうけた場合
⑵同一月に，世帯内の複数の人が高額療養費の現物給付をうけた場合
⑶同一月に，現物給付をうけた場合以外にも，窓口負担（70歳未満の人は一部負
担金等が21,000円以上のものに限る）がある場合など
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Ⅰ 医療保険の高額療養費 1  高額療養費制度の全体像

〈平成 29年 7月まで〉

所得区分 自己負担限度額（月単位の上限額）
負担 外来のみ

現役並み所得者
（年収約 370万
円超）

健保：標準報酬月額 28万円以上
３割 44,400 円

80,100 円＋（かかった医療費－
267,000 円）×１%

〈多数回該当：44,400 円〉国保：課税所得145 万円以上

一 般（ 年 収 約
370 万円まで）
※１

健保：標準報酬月額 26万円以下

１割
または

２割
※３

12,000円 44,400 円
国保：課税所得145 万円未満※ 2

低所得者（市町村民税非課税等）
8,000円

24,600 円（低所得Ⅱ）

所得が一定以下 15,000 円（低所得Ⅰ）

※１　収入の合計額が520万円未満（１人世帯の場合は383万円未満）の場合も含む。
※２　旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
※３　平成26年３月末日までに70歳に達している高齢受給者（70歳以上75歳未満）は１割負担。
注）75歳以上（後期高齢者）の所得区分と自己負担限度額は原則として国保の高齢受給者と同じ（現役並み所得者を除き１割負担）。

年齢・所得区分ごとの高額療養費算定基準額　⑵ 70 歳以上（高齢受給者／後期高齢者）

〈平成 29年 8月〜平成 30 年 7月〉

所得区分 自己負担限度額（月単位の上限額）
負担 外来のみ

現役並み所得者
（年収約 370万
円超）

健保：標準報酬月額 28万円以上
３割 57,600 円

80,100 円＋（かかった医療費－
267,000 円）×１%

〈多数回該当：44,400 円〉国保：課税所得145 万円以上

一 般（ 年 収 約
370 万円まで）
※１

健保：標準報酬月額 26万円以下

１割
または

２割
※３

14,000円
（年間上限
14.4万円）

57,600 円
〈多数回該当：444,000 円〉国保：課税所得145 万円未満※ 2

低所得者（市町村民税非課税等）
8,000円

24,600 円（低所得Ⅱ）

所得が一定以下 15,000 円（低所得Ⅰ）

〈平成 30 年 8月〜〉

所得区分 自己負担限度額（月単位の上限額）
負担 外来のみ

年 収 約 1,160
万円～

健保：標準報酬月額 83万円以上

3 割

252,600 円＋（かかった医療費－842,000 円）
×1％
  〈多数回該当：140,100 円〉国保：課税所得 690万円以上

年収約 770 ～
約1,160万円

健保：標準報酬月額 53万円以上79万円以下 167,400 円＋（かかった医療費－558,000 円）
×1％
  〈多数回該当：93,000 円〉国保：課税所得 380万円以上

年収約 370 ～
約 770万円

健保：標準報酬月額 28万円以上 50万円以下 80,100 円＋（かかった医療費－267,000 円）
×1％
  〈多数回該当：44,400 円〉国保：課税所得145 万円以上

一般（年収156
～約 370万円）
※1

健保：標準報酬月額 26万円以下

１割
または

２割
※３

18,000円
（年間上限
14.4万円）

57,600 円
  〈多数回該当：44,400 円〉国保：課税所得145 万円未満※ 2

低所得者（市町村民税非課税等）
8,000円

24,600 円（低所得Ⅱ）

所得が一定以下 15,000 円（低所得Ⅰ）
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Ⅰ 医療保険の高額療養費 1  高額療養費制度の全体像

所得区分 １食につき １日の限度

一般（低所得者以外） 360 円
★460 円

1,080 円
★ 1,380 円

70 歳未満：低所得者
70 歳以上：低所得Ⅱ

市町村民税世帯
非課税者等

直近 1年間の入院日数が 90日以下 210 円 630 円

直近 1年間の入院日数が 90日超※１ 160 円 480 円

70 歳以上：低所得Ⅰ 市町村民税世帯非課税者等で所得が一定基準に満たない人等
75 歳以上：市町村民税世帯非課税者等の老齢福祉年金受給者 100 円 300 円

入院時食事療養に係る標準負担額

所得区分 食費（１食） 居住費（1日） 1日の限度

一般（低所得者以外）

入院時生活療養費（Ⅰ）の保険医療機関に入院※２ 460 円

320 円
☆ 370 円

1,700 円
☆ 1,750 円

入院時生活療養費（Ⅱ）の保険医療機関に入院 420 円 1,580 円
☆ 1,630 円

70 歳未満：低所得者
70 歳以上：低所得Ⅱ 市町村民税世帯非課税者等 210 円 950 円

☆ 1,000 円

70 歳以上：低所得Ⅰ 市町村民税世帯非課税者等で所得が一定基準に満たない人等 130 円 710 円
☆ 760 円

75 歳以上：市町村民税世帯非課税者等の老齢福祉年金受給者
境界層該当者※３ 100 円 0 円 300 円

入院時生活療養に係る標準負担額（療養病床に入院する65 歳以上）
⑴入院医療の必要性の高い患者以外

所得区分 食費（１食） 居住費（1日） 1日の限度

一般（低所得者以外） 360 円
★ 460 円 /420 円※６

0 円
☆ 200 円
★ 370 円

1,080 円
☆ 1,280 円

★ 1,750 円 /1,630 円※６

70 歳未満：低所得者
70 歳以上：低所得Ⅱ

市町村民税世帯
非課税者等

直近 1年間の入院
日数が 90日以下 210 円

630 円
☆ 830 円
★ 1,000 円

直近 1年間の入院
日数が 90日超 160 円

480 円
☆ 680 円
★ 850 円

70 歳以上：低所得Ⅰ 市町村民税世帯非課税者等で所得が一
定基準に満たない人等 100 円

300 円
☆ 500 円
★ 670 円

75 歳以上：市町村民税世帯非課税者等の老齢福祉年金受給者
境界層該当者※３ 100 円 0 円 300 円

⑵入院医療の必要性の高い患者※４※５

☆は平成29年10月から，★は平成30年４月からの金額です
※１　保険者の変更があった場合でも前保険者の入院日数分と通算します
※２　入院時生活療養（Ⅰ）とは，食事療養が，①管理栄養士または栄養士によって，②年齢・症状により適切な栄養量・内容で適時適

温に提供されていることなどが基準となっています
※３　食費および居住費について１食100円，１日０円に減額されたとすれば，生活保護を必要としない状態となる人のことで，平成

29年10月から適用されます
※4　「入院医療の必要性の高い患者」とは，診療報酬で，①Ａ101療養病棟入院基本料・Ａ109有床診療所療養病床入院基本料（医療

区分３または医療区分２に該当する場合（難病法に規定する指定難病患者を除く）），②Ａ308回復期リハビリテーション病棟入院
料１・２・３，③Ａ400の２短期滞在手術等基本料２を算定する患者

※5　難病法に規定する指定難病患者については，食費は一般260円，低所得者・低所得Ⅱ210円（直近１年間の入院日数が90日超160
円），低所得Ⅰ・老齢福祉年金受給者・境界層該当者100円，居住費は全ての所得区分で０円です

※6　入院時生活療養費（Ⅰ）の保険医療機関に入院する場合，入院時生活療養（Ⅱ）の保険医療機関に入院する場合の順に記載していま
す
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Ⅰ 医療保険の高額療養費 1  高額療養費制度の全体像

医療費の３割など定率負担が対象3

　高額療養費の対象となる窓口負担とは，患者が保険医療機関等で支払うものの
うち，医療費等についての定率の一部負担金・自己負担額です。
　医療保険各法にもとづき負担が必要となる入院時の食費は高額療養費の対象と
なりません（低所得者については軽減された額となっています）。また，特別なサー
ビスについての料金や，医療機関での徴収が認められている入院中のおむつ代な
どの実費についても，高額療養費の対象とはなりません。

■レセプト単位での一部負担金等の計算
　高額療養費の計算のもととなる一部負担金等の窓口負担額の計算は，保険医療
機関等が医療費等を請求するために，診療月の翌月に社会保険診療報酬支払基金・
都道府県国民健康保険団体連合会に提出する診療報酬明細書・調剤報酬明細書（レ
セプト）等にもとづきます。
　レセプトの作成単位は，次のようになっています。
⑴被保険者・組合員・加入者または被扶養者ごと
⑵暦月ごと：たとえば， 3月 5日から 4月10日まで同一の病院で健康保険の診療
をうけた場合，レセプトは，① 3月（ 3月 5日～ 31日）診療分と， 4月（ 4月 1
日～ 10日）診療分に区分されます。

⑶同一の病院，診療所，薬局その他のものごと：たとえば，同一の月に 2つの病
院で診療をうけた場合は，レセプトはそれぞれ別個に作成されます。

　　ただし，同一の病院，診療所でも，①医科診療と歯科診療，②入院による診
療と外来による診療については，レセプトはそれぞれ別個に作成されます。

⑷保険者ごと：たとえば，同一月に健康保険組合（組合管掌健康保険）から協会け
んぽ（全国健康保険協会管掌健康保険）に移った場合，レセプトはそれぞれ別個
に作成されます。75歳に到達した月は，それまでの医療保険と後期高齢者医療
制度でレセプトが別個に作成されますが，別の自己負担限度額が設定されてい
ます（→66頁）。

対象となる窓口負担（定率負担相当） 対象とならない窓口負担

●療養の給付・家族療養費の一部負担金・
自己負担額

●保険外併用療養費の自己負担額
●療養費の一部負担金・自己負担額相当額
●訪問看護療養費・家族訪問看護療養費の
基本利用料

●入院時食事療養費の食事療養標準負担額
●入院時生活療養費の生活療養標準負担額
●保険外併用療養費の評価療養・選定療養・
患者申出療養についての特別料金

●訪問看護療養費・家族訪問看護療養費に
ついての特別料金
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Ⅰ 医療保険の高額療養費 1  高額療養費制度の全体像

公費対象の療養・高額長期疾病は別の限度額4

　保険優先の公費負担医療が行われる療養と，医療保険が定める特定疾病の療養
については，一般の療養とは別の自己負担限度額により，高額療養費が現物給付
されます。自己負担限度額までの負担額は公費の対象となりますが，全額が公費
で補填された場合は，高額療養費世帯合算の対象とはならず，また，この現物支
給は多数回該当の回数にも算入されません。
　公費で費用徴収が行われる場合は，費用徴収額が世帯合算の対象となり，多数
回該当の回数にも算入されます。ただし，70歳未満については，公費対象の療養
とその他の療養のそれぞれについて，医療保険での一部負担金等（公費対象につ
いては公費負担がなかった場合の定率負担額）が合算対象基準額21,000円以上で
あることが合算の条件となります。
●保険優先の公費負担医療
　高額療養費での保険優先の公費負担医療（特定給付対象療養）には，①原爆被爆
者の一般疾病医療，②児童福祉法による療育の給付，③精神保健福祉法による措
置入院，④感染症法による医療，⑤母子保健法による養育医療，⑥障害者総合支
援法による自立支援医療などがあります。

療養の給付等 高額療養費
（現物給付） 公費 費用徴

収部分

超える部分を払戻し 自己負担限度額
（高額療養費算定基準額）

療養の給付等 高額療養費
（現物給付）

窓口負担
（自己負担限度額）

自己負担限度額

10,000 円
（20,000 円）

療養の給付等 窓口負担

一部負担金等
（70 歳未満は
21,000 円以上）■一般の療養

療養の給付等 高額療養費
（現物給付） 公費 費用徴

収部分

自己負担限度額

■保険優先の公費負担医療の対象となる療養

■高額長期疾病（特定疾病）の療養

一般の療養，公費負担医療，高額長期疾病の高額療養費と合算高額療養費

合算
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Ⅰ 医療保険の高額療養費 1  高額療養費制度の全体像

　自己負担限度額は，所得区分にかかわらず年齢ごとに定められています（70歳
未満は旧一般，70歳以上は一般と同じ水準）。現物給付も，この一律の限度額に
もとづき行われます。
　ただし，難病法の特定医療費と児童福祉法の小児慢性特定疾病医療費の対象療
養等（特定疾病給付対象療養）については，一般の高額療養費と同様に，所得区分
に応じた自己負担限度額が適用されます。

⑴保険優先の公費負担医療の
対象療養（下記⑵を除く）

70 歳未満 80,100 円＋（医療費－267,000 円）×１%
〈多数回該当：44,400 円〉

70 歳以上 57,600 円（外来のみ14,000 円（年間上限
14.4万円））

⑵難病法の特定医療費と児童
福祉法の小児慢性特定疾病
医療費の対象療養等

70 歳未満 所得区分に応じ5 段階

70 歳以上 所得区分に応じ4 段階（外来は 3 段階）※

※平成 30年８月からは，所得区分に応じ６段階（外来は５段階）

●高額長期疾病（特定疾病）
　長期にわたって高額な医療費が必要となる特定疾病として，①人工腎臓を実施
している慢性腎不全，②血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障
害または第Ⅸ因子障害，③抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群（Ｈ
ＩＶ感染を含み，血液凝固因子製剤の投与に起因するＨＩＶ感染症に関する医療
をうけている人に限る）が定められています。
　自己負担限度額は10,000円（①慢性腎不全について70歳未満の「標準報酬月額
83万円以上・旧ただし書所得901万円超」または「標準報酬月額53 ～ 79万円・旧
ただし書所得600万円超901万円以下」の所得区分に該当する人は20,000円）です。
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所得区分に応じた世帯の自己負担限度額1

　70歳未満の被保険者・被扶養者は，原則としてかかった医療費の 3割（義務教
育就学前 2割）を窓口で自己負担します。その世帯の自己負担限度額は，被保険
者の所得状況に応じて，次のとおり設定されています。なお，所得区分の「標報」
とは，標準報酬月額のことをいいます（以下同じ）。

所得区分 年収等 自己負担限度額
（高額療養費算定基準額）

ア
標報 83万円以上

約1,160万円超
252,600 円＋（かかった医療費－842,000
円）×1％
〈多数回該当140,100 円〉

旧ただし書所得 901
万円超

イ
標報 53～79万円

約 770万円～
約1,160万円

167,400 円＋（かかった医療費－558,000
円）×1％
〈多数回該当 93,000 円〉

旧ただし書所得 600
万円超 901万円以下

ウ
標報 28～ 50万円

約 370万円～
約 770万円

80,100 円＋（かかった医療費－267,000
円）×1％
〈多数回該当 44,400 円〉

旧ただし書所得 210
万円超 600万円以下

エ
標報 26万円以下

約 370万円まで 57,600 円
〈多数回該当 44,400 円〉旧ただし書所得 210

万円以下

オ 低所得者 市町村民税非課
税等

35,400 円
〈多数回該当 24,600 円〉

※75 歳到達月の限度額の取扱いは 66頁

⑴所得区分ア（標報83万円以上・旧ただし書所得901万円超）【健保令42条１項二号，国
保令29条の３・１項二号】

　被用者保険では，被保険者・被扶養者が療養をうけた月に，被保険者の標準報
酬月額が83万円以上であるときに，表の「ア」の「標報83万円以上」の自己負担

1 70歳未満だけの世帯については，所得により５つの区分（ア「標報83万円以上・
旧ただし書所得901万円超」，イ「標報53万～79万円・旧ただし書所得600
万円超901万円以下」，ウ「標報28万～50万円・旧ただし書所得210万円超
600万円以下」，エ「標報26万円以下・旧ただし書所得210万円以下」，オ「低
所得者」）で自己負担限度額が設定されています。

2 同一月・同一保険医療機関等での一部負担金のうち，自己負担限度額を超えた
分が高額療養費として払戻しの対象です（認定証を提出することにより窓口負
担額は自己負担限度額までとなります）。

3 同一世帯で同一月に21,000円以上の窓口負担が複数ある場合は，合計して自
己負担限度額を超えたときに，高額療養費が支給されます（世帯合算）。

4 同一世帯で，直近12ヵ月間に高額療養費の支給月が３ヵ月以上ある場合は，４ヵ
月目から自己負担限度額が軽減されます（多数回該当）。

2 70 歳未満の世帯
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限度額を適用します。
　国民健康保険では，世帯に属するすべての被保険者について，療養をうけた月
の前年（療養をうけた月が 1月～ 7月までの場合は前々年）の基準所得額を合計し
た額が901万円を超えるときに，表の「ア」の「旧ただし書所得901万円超」の自
己負担限度額を適用します。基準所得額における所得とは，国民健康保険料（税）
の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等（いわゆる「旧ただし書所得」）を
いいますが，国民健康保険に規定する特例対象被保険者等または特例対象被保険
者等でなくなった日以後最初の 7月31日までの被保険者の総所得金額に給与所得
が含まれている場合は，その給与所得については100分の30に相当する金額とし
て計算します【国保令29条の3・2項】。
　年収では約1,160万円超が「標報83万円以上・旧ただし書所得901万円超」に相
当することになります。
⑵所得区分イ（標報53 ～ 79万円・旧ただし書所得600万円超901万円以下）【健保令
42条１項三号，国保令29条の３・１項三号】

　被用者保険では，被保険者の標準報酬月額が53万円以上79万円以下であるとき
に，表の「イ」の「標報53 ～ 79万円」の自己負担限度額を適用します。
　国民健康保険では，基準所得額の合計額が600万円を超え901万円以下の場合に，
表の「イ」の「旧ただし書所得600万円超901万円以下」の自己負担限度額を適用
します。
　年収では約770万円～約1,160万円が「標報53 ～ 79万円・旧ただし書所得600万
円超901万円以下」に相当することになります。
⑶所得区分ウ（標報28 ～ 50万円・旧ただし書所得210万円超600万円以下）【健保令
42条１項一号，国保令29条の３・１項一号】

　被用者保険では，被保険者の標準報酬月額が28万円以上50万円以下であるとき
に，表の「ウ」の「標報28 ～ 50万円」の自己負担限度額を適用します。
　国民健康保険では，基準所得額の合計額が210万円を超え600万円以下の場合に，
表の「ウ」の「旧ただし書所得210万円超600万円以下」の自己負担限度額を適用
します。
　年収では約370万円～約770万円が「標報28 ～ 50万円・旧ただし書所得210万円
超600万円以下」に相当することになります。
⑷所得区分エ（標報26万円以下・旧ただし書所得210万円以下）【健保令42条１項四号，
国保令29条の３・１項四号】

　被用者保険では，被保険者の標準報酬月額が26万円以下であるときに，表の「エ」
の「標報26万円以下」の自己負担限度額を適用します。
　国民健康保険では，基準所得額の合計額が210万円以下の場合に，表の「エ」
の「旧ただし書所得210万円以下」の自己負担限度額を適用します。
　年収では約370万円までが「標報26万円以下・旧ただし書所得210万円以下」に
相当することになります。
⑸所得区分オ（低所得者）【健保令42条１項五号，国保令29条の３・１項五号】
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　被保険者・被扶養者（市町村国保の場合は，その被保険者の世帯の世帯主およ
びその世帯に属する市町村国保の被保険者である者のすべて。国保組合の場合は，
その被保険者の世帯の組合員およびその世帯に属する当該国保組合の被保険者で
ある者のすべて）が療養をうけた月の属する年度（療養をうけた月が 4月から 7月
までの場合は前年度）において被保険者が市町村民税の非課税者または市町村民
税の免除者である場合に，表の「オ」の「低所得者」に該当します。
　また，被保険者・被扶養者が療養をうけた月に生活保護の要保護者で，低所得
の高額療養費が支給され，かつ，標準負担額（食事療養標準負担額または生活療
養標準負担額）の減額があれば要保護者にならない場合は，低所得者の自己負担
限度額が適用されます。この適用は，生活保護申請の却下または生活保護の廃止
と標準負担額の減額が必要と認められることが前提です。適用は，保護の却下申
請月または保護廃止月の初日にさかのぼります。

単独で自己負担限度額を超えたとき2

　被保険者・被扶養者とも，同一月・同一保険医療機関等で，窓口負担額である
定率負担（ 3割または 2割）が自己負担限度額を超えた場合に，被保険者の請求に
より，超えた分が高額療養費として保険者から払い戻されます。

■高額療養費の現物給付【健保令43条１項，国保令29条の４・１項】
　同一月・同一保険医療機関の療養で，定率負担（ 3割または 2割）が自己負担限
度額を超えたときは，超えた分について高額療養費が現物給付されます。同一月・
同一保険薬局で調剤をうけた場合や同一月・同一指定訪問看護事業者（訪問看護

高額療養費の償還払い

療養の給付等 

高額療養費の現物給付

療養の給付等 

現物給付（７割または８割） 窓口負担額（定率３割または２割負担）

保険給付 実際の負担額

かかった医療費

現物給付（７割または８割＋高額療養費） 窓口負担額

定率３割または２割負担

かかった医療費

高額療養費
（払戻し） 自己負担限度額

高額療養費
（現物給付） 自己負担限度額
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ステーション）から訪問看護をうけた場合についても同様です。このときの窓口
負担額は，定率負担（ 3割または 2割）ではなく自己負担限度額までとなります。
なお，同一保険薬局で複数の保険医療機関からの処方せんがある場合，同一保険
医療機関から発行された処方せんで調剤された費用についてのみ合算します。
　高額療養費の現物給付は，保険医療機関，保険薬局または訪問看護ステーショ
ン（保険医療機関等）が自己負担限度額までを窓口負担額として徴収し，残りの額
（療養の給付等 7割または 8割と高額療養費）を審査支払機関に請求することによ
り行われます。保険者は，この高額療養費分を含む診療報酬，調剤報酬，訪問看
護療養費（診療報酬等）を審査支払機関に支払います（保険者が被保険者に代えて
保険医療機関等に高額療養費を支給することで，被保険者に高額療養費を支給し
たとみなされます）。
　なお，高額療養費の現物給付は，個人単位で計算しますので，各患者がそれぞ
れ自己負担限度額に達しない場合には，現物給付の対象とはなりません。
●同一月に同一保険医療機関で外来と入院を受診した場合
　同一月に同一保険医療機関で外来と入院を受診した場合には，外来と入院とで
別々に計算し，それぞれ自己負担限度額を超えた場合に，現物給付の対象となり
ます。

同一月に同一保険医療機関で外来と入院を受診した場合
【70歳未満，ウ「標報28～ 50万円・旧ただし書所得210万円超600万円以下」（自己負
担限度額80,100円＋（医療費－267,000円）×1％）】
4月  1 日：Ａ病院（入院）〈総医療費400,000円，自己負担額120,000円〉
4月15日：Ａ病院（外来）〈総医療費300,000円，自己負担額   90,000円〉
入院と外来は別々に計算します。
入院分：81,430円（80,100円＋（400,000円－267,000円）×1％）
外来分：80,430円（80,100円＋（300,000円－267,000円）×1％）
※この月のなお残る自己負担額を合算した高額療養費（77,430円）については，被保険者
等が保険者に申請して払戻しをうけます。

※払戻しをうける高額療養費
　自己負担額161,860円（Ａ病院での現物給付後になお残る自己負担額81,430円＋80,430円）
　自己負担限度額84,430円（80,100円＋（400,000円＋300,000円－267,000円）×1％）
　申請により払戻しをうける高額療養費77,430円（161,860円－84,430円）

●同一月に複数の保険医療機関等を受診した場合
　複数の保険医療機関等を受診した場合は，それぞれの保険医療機関等ごとに高
額療養費を計算します。同一保険医療機関に併設されている医科・歯科について
も別々に高額療養費を計算します。

①複数の保険医療機関等を受診し，自己負担額を合算できない場合
【70歳未満，ウ「標報28～ 50万円・旧ただし書所得210万円超600万円以下」（自己負
担限度額80,100円＋（医療費－267,000円）×1％）】
4月  1 日：Ａ病院（外来・医科）〈総医療費100,000円，自己負担額30,000円〉
4月  1 日：Ｂ薬局〈総医療費200,000円，自己負担額60,000円〉
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4月16日：Ｃ病院（外来・医科）〈総医療費100,000円，自己負担額30,000円〉
複数の保険医療機関等同士の医療費を合算することはできないため，高額療養費の現物
給付の対象とはなりません。
※この月の高額療養費（38,570円）については，被保険者等が保険者に申請して払戻しを
うけます。
※払戻しをうける高額療養費
　自己負担額120,000円（30,000円＋60,000円＋30,000円）
　自己負担限度額81,430円（80,100円＋（100,000円＋200,000円＋100,000円－267,000

円）×1％）
　申請により払戻しをうける高額療養費38,570円（120,000円－81,430円）

②複数の保険医療機関等を受診し，自己負担額を合算できる場合
【70歳未満，ウ「標報28～ 50万円・旧ただし書所得210万円超600万円以下」（自己負
担限度額80,100円＋（医療費－267,000円）×1％）】
4月  1 日：Ａ病院（外来・医科）〈総医療費100,000円，自己負担額30,000円〉
4月  1 日：Ｂ薬局〈総医療費200,000円，自己負担額60,000円〉
4月16日：Ａ病院（外来２回目・医科）〈総医療費300,000円，自己負担額90,000円〉
複数の保険医療機関等同士の医療費を合算することはできないため，Ｂ薬局では60,000
円を支払います。
同一の保険医療機関等では合算可能なため，Ａ病院の医療費は合算でき，自己負担限度
額に達するので，Ａ病院での２回目の支払いは，51,430円になります。
Ａ病院での自己負担限度額：80,100円＋（100,000円＋300,000円－267,000円）×1％

＝81,430円
Ａ病院での２回目の支払額：自己負担限度額81,430円－1回目支払い分30,000円＝

51,430円
※この月のなお残る自己負担額を合算した高額療養費（58,000円）については，被保険者
等が保険者に申請して払戻しをうけます。
※払戻しをうける高額療養費
　自己負担額141,430円（Ａ病院での現物給付後になお残る自己負担額81,430円＋Ｂ薬

局分60,000円）
　自己負担限度額83,430円（80,100円＋（100,000円＋200,000円＋300,000円－267,000

円）×1％）
　申請により払戻しをうける高額療養費58,000円（141,430円－83,430円）

●自己負担限度額を超えたのち，その月に同一保険医療機関で再診をうけた場合
　自己負担限度額を超えたのち，その月に同一保険医療機関で再診をうけた場合
の窓口負担は，エ「標報26万円以下・旧ただし書所得210万円以下」，オ「低所得
者」の所得区分に該当する患者はありません。
　ア「標報83万円以上・旧ただし書所得901万円超」，イ「標報53 ～ 79万円・旧
ただし書所得600万円超901万円以下」，ウ「標報28 ～ 50万円・旧ただし書所得
210万円超600万円以下」の所得区分に該当する患者は，多数回該当に当てはまら
ない場合には，総医療費の 1％分を窓口で支払います。

総医療費の１％分のみを支払う場合
【70歳未満，ウ「標報28～ 50万円・旧ただし書所得210万円超600万円以下」（自己負担
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Ⅰ 医療保険の高額療養費 2  70 歳未満の世帯

限度額80,100円＋（医療費－267,000円）×1％）】
4月  1 日：Ａ病院（外来）〈総医療費300,000円，自己負担額90,000円〉

窓口負担額80,430円（80,100円＋（300,000円－267,000円）×1％）
4月15日：Ａ病院（外来）〈総医療費100,000円，自己負担額30,000円〉
15日は総医療費の1％分のみを支払います（1日分と合わせて再計算）。
自己負担限度額81,430円（80,100円＋（300,000円＋100,000円－267,000円）×1％）
15日の窓口負担額1,000円（自己負担限度額81,430円－1日窓口負担額80,430円）

●月の途中で保険者が変更になった場合
　月の途中で保険者が変更になった場合は，保険者ごとに計算をして高額療養費
の現物給付の対象となるかどうかを判断します。認定証（限度額適用認定証また
は限度額適用・標準負担額減額認定証）もそれぞれの保険者のものが必要です。

月の途中で保険者が変更になった場合
【70歳未満，ウ「標報28～ 50万円・旧ただし書所得210万円超600万円以下」（自己負担
限度額80,100円＋（医療費－267,000円）×1％），4月1日～ 15日までＡ健康保険組合，
4月16日～ 30日までＢ健康保険組合】
4月  1 日：Ｃ病院（外来）〈総医療費300,000円，自己負担額90,000円〉

窓口負担額80,430円（80,100円＋（300,000円－267,000円）×1％）
4月20日：Ｃ病院（外来）〈総医療費400,000円，自己負担額120,000円〉
保険者ごとに計算し，現物給付の対象となるかどうかを判断します。
20日の窓口負担額81,430円（80,100円＋（400,000円－267,000円）×1％）

●所得区分を明らかにする認定証を提出
　保険医療機関等が，患者の所得区分に応じた自己負担限度額を確認できるよう
に，保険者は被保険者からの「限度額適用認定申請書」の提出をうけて，「限度
額適用認定証」を個人ごとに交付します。原則として，この認定証を保険医療機
関等に提出した場合に，高額療養費が現物給付されます。なお，低所得者の入院
の場合においては，同時に食事療養標準負担額または生活療養標準負担額の減額
をうけます（低所得者には「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付）。
　認定証を提出しない場合は，定率負担（ 3割または 2割）が自己負担限度額を超
えても高額療養費の現物給付の対象とならず，いったん定率負担（ 3割または 2
割）全額を支払い，あとで保険者に高額療養費の請求を行って払戻しをうけます。
　申請方法や有効期限の取扱いなどは制度ごとに運用されていますが，被用者保
険での有効期限は，原則として発効月から最長１年以内の月末までで，少なくと
も 1年ごとに更新が必要となります。国民健康保険での有効期限は，翌年度の 7
月31日まで（認定を行った月が 4月～ 7月までの場合は，その年度の 7月31日ま
で）となっています。
　なお，国民健康保険では認定を行う際に，世帯主に保険料の滞納がないこと（ま
たは滞納につき災害等の特別な事情があること）などが確認されています。
●月の途中に認定証が交付された場合
　月の途中に認定証（限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定
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