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車生労働省保険局陛療課

関東地方における突風等による被災に関する診察報酬等の誇求の取扱いについて

平成24年� 5 Jj6日に発生した爵東地方における突風特による被災に関する診擁報酬の請求

等の事務については、下記のとおり散り扱うこととするので、難管下関係間体への罵知徹肢

を図るようよろしくお緩いしたい。なお、公費負控室療において医療券毒事を指定置擦機関等

に提訴せず公費負担医療を受診した者の敢扱いについては、公費負祖陵療彊当部局等よ号、

別総のとおり問器付で事務漉絡が発出されているものであること。

1 被保険者証等を保険医療機欝に提示せずに受診した者に保る諦求の取扱い轄について

(1)被保験者証等密集険医療機関に提示せずに受診した者に係る藷求の取扱いについて

被保験者証等を保険震療機関に提示せずに受診した者に係る請求については、以下

の方法により診療報酬の鵠求を行うものとすること。� 

@ 保険僅療機関においては、受診の際に確認した被保険者の事業所等や過去に受診

したことのある監護機関に問い合わせること等により、また、窓口で確認した事項

特により、可能な限り探検者等を記載すること。� 

φ 保険者をど特定した場合にあっては、当該課験者に係る謀議義者番号を診襲警報酬明細


書(以下� f明結審j という。〉の既定の欄iこ記載すること。


なお、被保険者誕の記号・者番号が確認できた場合については、さき該記号・番号令

記載することと半、当該詑号・番号が確認できない場合にあっては、明細書の欄外

上部に歩色せ不詳;記載すること。� 

@ 上記①の方法により保険者を特定できないものにあっては、住所又は事業所名、 /川町、‘

詑 
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患者に確認している場合にはその連絡先について、明綿審の欄外上部に記載し、当

該明細欝について、国民館勝保険密体連合会{以下� f掴保連j という。)へ提出す

る分、社会保険齢諜報酬支払基金(以下「支払碁金j という� o )へ提出する分、そ

れぞ、れについて別に束ねて、請求するものとすること。

なお、鶏求において、冨畏鰭離保険の被保験者である皆、富民健嫌保険組合の被

保験者である旨及び後期高齢者室療の被保険者で為る皆を確認した者に係るものに

ついては国保連に、被用者保険の被保験者等である皆を確認した者に保るものにつ

いては支払基金に請求するものとする。また、支払基金か器保連のいずれに提出す

るべきか不明なレセブトについては、保険医線機関において、可能な限り確認した

上で、個別に判断し、いずれかに提出すること。

密 保険者が特定できない場合の診療報酬諦求書の記載方法については、留保連分は、

部核不明分につき診療報酬鰭求書を作成する方掛(通常通り、題保分と後期高齢者

分を区分Yしでそれぞれ診療報酬請求欝を作成すること)で、支払慕金分i士、診療報

酬請求書の備考欄に米確定分である雷を明恭し、その様に一括して所定事現(件数、

診療実日数及び点数等)を記載するとと。� 

(2 )健機保験法(大正11年法律第70号)第75条の� 2等の規定により一部負担金の減免措

韓噂を講じちれたものに関する取扱い

鍵康保険法(大正11年法律第70号〉第75条の� 2等の規定により一部負控金の滅免措

置等を講じられた者については、該誠免措置の対象となる明締襲撃と減免措寵の対象

とならない明細審議?別にして鵠求すること。(以下の事務連絡参照。)川

なお、減免構鰹等に係る耕綿書については、明細欝の横タト上部tこ赤色せ災� Uと記載

するとともに、間ーの患者について、減免措置等に係る明締審と減免措慨噂の対象と

ならない明細書がある場合には、双方を� 2教� l組にし、議常の明締審とは別に東ねて

提出すること。

ただし、間ーの患者について、減免措髄等に係る診療等とそれ以外の診療等を区別

することが困難な醐書については、純唾》と記載することとし、被災以前の診

煉に関する一部負担金等の額を摘要構に記載するとと。

また、減免措置に係る明細書の減額割合等の記載については、 「診探報欝i請求審等

の記載要領等についてJ (昭和51年� 8月7悶保設発第82号)に基づき記載すること。

-災害により被災した被保険者等の…部負担金等及び健康保険料の敢扱い等につい

て(平成24年� 5月8罰騨生労輸省保険馬保険課事務連絡〉

-突風等により被災した国民健藤保険被保険者に係る国民健康保験料(税)噂の取

扱いについて(平成24年� 5月� 8S厚生労働省保挨潟国民健康保険課・総務省自治

税務局前町村税棟事務連絡)

-突風等に持う被害に孫る後期高齢者法療制度の一部負組金及び保険料の散扱いに

ついて(平成24年� 5月8S厚生労機省保険矯高齢者医療課事務連絡)� 

(3)被保険者続等により受給資格を確認した者の取扱いについて

被保険者証等により受給資絡を確認した場合については、従来通りの方法に加え、

(幻の方法により行うものとすること o 



(4)調剤報酬等の取扱いについて

調剤報酬の請求及び訪問看護療養費の取扱いについても、上記と同様の取扱いとす

ること。

なお、調剤報酬に関し、窓口で住所又は事業所名を確認していない場合については、

処方せんを発行した保険医療機関に問い合わせること等により、保険者の確認を行う

こととし、平成24年 6月以降の調剤分については、住所文は事業所名を確認すること。 

2 	 レセプト電算処理システムの取扱いについて

レセプト電算処理システムに参加している保険医療機関等において、保険者が特定でき

ない者等に係る診療報酬明細書等については、電子レセプトによる請求でなく紙レセプ

トにより請求すること。ただし、紙レセプトの出力が困難な場合には電子レセプトによ

り請求することも差し支えない。(電子レセプトにより請求する際には別添の事項を参

考として記載すること。)



B日添

)②爵瀦(保険者を特定できた場合〉1 .( 11.事務連絡

龍子レセブトの記般に採る摺3家事項

本事務連絡に基づき診療報酬等を鵠求する場合には、電子レセプトの記載について以下の点に留意す

ること a なお、システム上の間購等によりこれらの方法記よって電子レセプトによる請求ができない場

，合には、紙レセプトにより請求することとする。

保険者投特定した場合であって、被保険者設の記号・番号が確認できない場合は、
 

O 被保険者証の� f保険者番号Jを詑織する
 

O 被保障た潜在の� f記号Jは記録しない
 

o r番号Jは r999999999 (9桁)Jを記織する� 

O 擁護害者警の先頭に� f不詳j を記録する� 

O 保験者番号が不明な場合には、 99999999 (8桁)Jを記録し、摘要欄に「保験者番号j は� r

設務又は事難所名、患者に確認している場合にはその連絡を記録するα
 

2.事務連絡� 1 (1)φ関連(保険者役特定できない場合〉

保険者役特定できない場合には、
 

r保険者番号Jは r
99999999 (8桁)� Jを詑錬する
 

O 被保険者証の記号・番号が確認できた場合は記号・番号を記録する
 

O 被擁験者証の龍号・番号が確認できない場合は上詑� 1と同棋に、
 

• 記号j は記録しない


.番号j は� r
999999999 (9新)� Jを記録する・
r

擁護欄の先頭に住所又は事嬢病名、聴者iと確認している場合にはその連絡先を記録する� 

3.事務連絡� 1(2)関連

本事務連絡 1(2)において、 「明細書の機外上部に赤色で災 1と記載するj とされているものにつ

いては、 「レセブト共通レコードの� fレセプト特記事項に� r9 6 J 、保険者レコードの「誠免区分j 

iこは該当するコード、擁寮繍の先頭に� f災� 1Jと記録するJこと。

また、� f災� 2と記載する j とされているものιついては、 「レセプト共遥レコードの� fレセブト特

記事項J ~こ r 9 7 J 、保険者レコードの� f減免産分」には該当するコード、構華客機の先頭に� f災� 2J

と記錬するJこと a 

4. 事務連絡� 1 (4) 関連(調発iレセブトの場合〉

処方せんを発行した探験医療機擦について、� f都道府県番号J、� f点数表番号j又は� f底療機関コ

ー刊のいずれかが不瞬な場合には、� f都道崎県番号j 、� f点数畿番号j及び� f医療磯欝コードj の

全てを記鍛せず、 「保険麗療機関の所指地及び名称j 欄に、議核保険医療機関の所在地及び名称を記

蘇すること o 



(別添)

事務連籍

平成  24年 6月 12日

茨城県、

〉民生・衛生主管部{局〉縄中

栃木県ノ

県生労働省健成鳥

総 務 課

疾掠対葉線

結核感染組諜

厚生労働省環用均等・児童家底局

母子拠健課

厚生労働省社会・援護局

悌護課

扱護企画課

厚生労鍛省社会・機護局障帯保健福祉部

精神・障害保鰭諜

平成  24年 5汚に発生した突愚等による被災者の

公饗負担医療の鵠求等の取扱いについて

標記公費負祖匪療の取扱いについては、既に連絡したところでありますが、今

般、医療費の舗求等の事務について、下記のとおち取扱うこととしますので、紫

管内関係機関への周知方をよろしくお履いします。

なお、診療報耕の請求等の事務については、保険局臨療課より、事務連絡が別

途発出されていることを申し添えます。

被;護者健康苧幌や患者蕪等を指定罷療機関等に提示せず公費負担院療を受診した

者に係る請求についての各公費負強竪療毎の具体的な取扱い辻、別紙の方法によら

れたいこと。

記



<別 意廷>� 

(1)原子燥弾被爆者に対する援護に関する法律 

① 	 霞療機関等は、原爆罷擁の対象の申し出があった場合は、可能な限り「認

定疾病匿療j (法第 10条関採)若しくは「一般疾病室隷j (法第 18条関

努〉であったかを特定すること。� 

② 	 ①により特定ができた場合は、診諜報酬明細書(以下� f明細書jという。)

の記入に当たっては、公費負担者番号に含まれる� 2桁の法別番号(原子壊

弾被嬢者に対する援護に関する法律による認定疾病監療� r1 8 j、一般疾病

医療費� r1 9 j) を付すとともに、摘要繍の余白に被災前の住所を記載し、

審査支払機関に請求すること。なお、間ーの者について� r1 8 Jと円引

を請求する場合には、それぞ、れ別々の明細審で請求すること。

なお、公費負担者番号は若)、受給者番号� (7桁)が確認できた場合に

はそれぞれ罰載することとし、このうち公費負担者番号は務)を記載し

た場合は生所を記載する必要はないこと。また、公費負拙者番号が確認で

き、受給者番号が確認できない場合においては、摘要繍の先頭に� f不詳J

と記録するとと。� 

@ 	 どうしても特定できない場合は、当該聴者の暁綿蓄については、上部左

上空欄に赤急電耳と表示するとともに、摘輔の余告に住所持載し、

審査支払機関に誇求することとする。� 

(2)曝ガス陣揮者救済対策事業

壁療機関等は、毒ガス障害者救済対策事業で受診した者の摘求については、

広島県健康福祉島被;爆者支援課〈電話番号082-513-3115) に必

ず照会した上で、毒ガス障害者匹療脅鵠求書を用いて広島県鍵嬢揺祉局被;爆

者支援課に鵠求すること。� 

(3)感染癒の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

思療機関等は、感染症の予妨及び感染癒の患者に対する催、療に関する法律第� 

3 7条の� 2の結核患者に対する霞療の対象の申し出があった場合、明細審の記

入に当たっては、公費負担者番号に合まれる� 2桁の法J.JIJ番号(感染症の予防及

び感染組の患者民対する臨療に関する法律による結核患者の適正医療� r1 0 J) 

を付すとともに、播要欄の余自に被災前の住所を記載し、可龍な範囲内で本

事業の対象娯患名を記載の上、審査支払機関に繭求すること。

なお、公費負聾者番号� (8新)、受給者番号� (7桁)が確認できた場合には

それぞれ記載することとし、このうち公費負担者番号� (8桁〉を記載した場合

は住所を記載する必要はないこと。また、公費負招者番号が確認でき、受給者

番号が確認できない場合においては、摘要構の先頭に「不詳jと記録すること。



(4)特定疾患治療研究事業等

医療機関等は、特定痕愚の対象の申し出があった場合、明細書の詑入に当た

っては、公費負強者番母に含まれる� 2桁の法J.lIJ番号(特定疾患治療費及び先天

性患液燐盟国子障帯等治療費� r5 1 J) を付すとともに、擦饗輔の余自に被災

前の住所を記載し、可能な範臨内で本事業の対象疾患名を記載の上、瀞査支

払機関に請求すること。

なお、公費負担者番号� (8桁)、受給者番号� (7桁〉が確認できた場合には

それぞれ記載することとし、このうち公費負担者接号� (8若)を記載した場合

は住所を記載する点、製はないこと。また、公費負担者番号が確認でき、受給者

番号が確認できない場合においては、捕要欄の先頭に「不鮮jと記録すること。� 

(5)肝炎治機特別突進事業

原被機関等は、肝炎治療特別捉進事業に係る陸療の対象の申し出があった場

合、明締書の記入に当たっては、公費負担者番号に含まれる� 2桁の法別番号(肝

炎治療特別操選事業に係る既療の給付� r3 8 J) を付すとともに、摘要捕の余

白iこ被災前の住所を記載し、審査支払機関に語求すること。

なお、公費負担者番号� (8結)、受給者番号� (7桁)が擁郵できた場合に

それぞれ記載することとし、このうち公費負担者番号� (8桁)を記載した場合

は住所を記載する必要はないこと。また、公費負担者番号が確認でき、受給者

番号が確認できない場合においては、摘要構の先頭に� f不詳jと記錬ずること。� 

(6)児童福祉法 

φ 医癖機関等i士、児章構祉法第� 20条の児童に対十る僅療の対委設の申し出

があった楊合、明細警察の記入に当たっては、公費負担者番号に合まれる� 2

桁の法別番号〈兜童福祉法による療育の給付� r1 7 J) を付すとともに、

藤構の余白に被災前の住所を記載し、審査支払機関に請求することの

なお、公費負担者番号� (8桁)、受給者番号� (7務)が確認できた場合に

はそれぞれ記載することとし、このうち公費負担者番号� (8桁)を記載し

た場合は住所を記載する必要はないことo また、公費負強者番号が確認で

き、受給者番号が確認できない場合においては、摘要械の先頭に「不都j

と記録すること。� 

@ 寵療機関等辻、児議描祉法第� 21条の� 5の小児J慢性特定挟忠治療研究事

業iこ係る医療の対象の申し出があった場合、明細書の記入に当たっては、

公費負担者帯号に含まれる� 2桁の法別番号(克童謡祉法による小児慢性特

定疾患治療研究事業に鋳る睦療の給付� r5 2 J) を持すとともに、摘要欄の

余白に被災前の住所を記載し、可能な範霞内で木事業の対象疾騨名を記載

のよ、審査支払機関に請求すること。

なお、公費負担者番号� (8桁)、受給者番号� (7桁)が確認できた場合に



はそれぞれ記載することとし、このうち公費負強者番号� (8桁)を記載し

た場合は住所を記載する必要はないこと。また、公費負担者番号が確認で

き、受給者番号が確認できない場合においては、捕契機の先頭は「不詳j

と記録すること。

(ア)母子保鰭法

医療機関等辻、母子保銀法第 20条の未熟兜に対する底操の対象の串し出が

あゥた場合、明結書の配入に当たっては、公費負姐者番号に合まれる� 2桁の

法知番号(母子保健治による穣背医療� r2 3 J) を付すとともに、鋪要欄の余

白に被災齢の住所を記載し、審査支払機関iこ誇求すること。

なお、公費負担者番号� (8桁〉、受給者番号付桁)が確認できた場合には

それぞれ記載することとし、このうち公費負担者番号� (8桁)を記載した場舎

は住所を言記載する必要はないこと o また、公費負担者番号が確認でき、受給者

番号が確認、で、きない場合においては、摘要構の先頭に「不詳jと記録すること。� 

(8)生活保護法

法療機関等は、生活保護法による医諜扶助で受診した者の諦求については、

原則として、福祉事務所に必離な事項を確認することとし、明細書の記入に当

たっては、公費負祖者番号に含まれる� 2桁の法思Ij番号{生活保護法による医療

扶勃� r1 2 J) を付すとともに、擁要欄の余出北被災前の住所を記載し、審査

支払機関に諦求すること。

なお、公費負担者番号� (8軒)、受給者番号(71叫が確認できた場合には

それぞれ記載することとし、このうち公費負担者番号� (8椛〉を記載した場合

は住所を記載する必要はないこと。また、公費負控者番号が確認でき、受給者

番号が確認できない場合においては、橋要捕の先頭に?不詳Jと記織すること。� 

(9)戦傷病者特別捜穣法

産療機関等は、戦傷病者特別援諜法第4条第� 1項第2号の認定を受けた戦傷

病者の当該認定iこ努、る公務上の務構に対する霞療を取り扱った場合、明細欝の

記入iこ当たっては、公費負担者番号に含まれる� 2桁の法別番号(戦鎮病者特別

接護法による療養の給付� r1 3 J) を付すとともに、議要欄の余自に被災前の

生所を記載し、審査支払機関に誇求すること。

なお、公費負担者番号� (8桁)、受給者番号� (7桁)が確認できた場合には

それぞれ記載することとし、このうち公費負担者番号� (8桁)を記載した場合

は住所を記載する必要はないこと。また、公費負担者番号が確認、でき、受給者

番号が雑認できない場合においては、摘要欄の先頭に� f不詳Jと記鎌すること。



(10) 中国残欝邦人等の丹、指な帰国の促進及び永住帰盟後の自立の支援に関する

法樟

産機機関等i土、中国桟留邦人等の円滑な婚期の促進及ぴ永住帰国後の畠立

の文披に関する法律による医療支援給付で焚診した者の請求については、原

則として、支援給付の実施機関に必要な事現を確認することとし、明細書の

記入に当たっては、公費負担者番号に含まれる� 2桁の法別番号(中関残留邦

人等の丹滑な帰国の促進及び永生帰国後の自立の支援に関する法律第� 14条

第4項に規定する医療支携給付� r2 5 J) を付すとともに、描要欄の余白に

被災前の住所を記載し、審査支払機関に諒求すること。

なお、公費負担者番号� (8桁〉、受給者番号� (7桁)が確認できた場合には

それぞれ記載することとし、このうち公費負担者番号� (8桁)を記載した場

合は住所を記載する必要はないこと� また、公費負担者番号が確認でき、受O

給者番号が確認できない場合においては、播饗捕の先艇に「不詳Jと記鎌す

ること。� 

(11) 障害者自立支援法

医療機関等は、障審者自立支援法第5条第� 23項に規定する自立支援陛煉

〈吏生罷療、育成監療及び精神通院医療)の対象の申し出があった場合、明

細書の記入に当たっては、公饗負担者番号に含まれる� 2桁の法皇IJ番与す(障害

者自立支援法による更生罷療� r1 5 J、育成甚療� r1 6 J及び精神連続底療� r2 

1J) を付すとともに、摘要壌の余白に被災前の住所を記載し、審査支払機

関に請求すること。

なお、公費負担者番号� (8桁)、受給者番号� (7椛〉が確認できた場合には

それぞれ記載することとし、このうち公費負親者番号は街}を記載した場

合は住所を記載する必要はないこと。また、公費負担者番号が確認でき、受

給者潜号が確認、できない場合においては、摘要構の先顕に「不詳j と記録す

ること。� 

※1なお、明締蓄については章子レセプトによる請求でなく-紙レセプトにより請求

ずること� ただし、紙レセプトの出力が間難な場合には電子レセプトにより請求O

することも差し支えない。� 

※2鐘子レセブトにより鵠求する場合においては、以下の点を参考にすることo 

φ公費負担者番号が確認できない場合には、「法別� 2桁+888888 (6若)J

を記銀し、併せて摘要祷の先頭に� f住所j を記鎌すること。

また、受給者番号が確認できない場合においては、� r9999999 (7桁)J

を記録すること。

③公費負担者番号が擁認でき、受給者番号が確認できない場合においては、	 r9 9 

99999 (7柿)Jを記鍛し、摘要繍の先頭に� f不詳j を記録すること。



※ 3 r関東地方における突愚等による被災に関する診療報酬等の請求の取扱い立つ

いてJ(平成 24年 6月 12時付け車生労働省報険局罷療課事務連絡)において f赤

色で災 2と記載する j とされているものについては、公費負親者番号及び公費受

給者番号を記載し、レセプト共通レコードの fレゼプト特記事項j に r9 7 J、

要構の先頭に f災 2Jを記録すること。


