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改
（月間の高額療養費の支給要件及び支給額）
第二十九条の二 高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次
項から第五項までの規定により支給される高額療養費の額を控除
した額（以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という
。）が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、
その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を
控除した額とする。
一 被保険者（法第五十五条第一項の規定により療養の給付、保
険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給又は特別療養費
の支給を受けている者を含む。以下この条、第二十九条の三及
び第二十九条の四において同じ。）が、同一の月にそれぞれ一
の病院、診療所、薬局その他の者（以下「病院等」という。）
について受けた療養（法第三十六条第二項第一号に規定する食
事療養（以下この条において単に「食事療養」という。）及び
同項第二号に規定する生活療養（以下この条において単に「生
活療養」という。）を除く。以下この項から第五項まで、第二
十九条の四第一項及び第二十九条の四の二において同じ。）で
あつて次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係るイか
らヌまでに掲げる額（七十歳に達する日の属する月以前の療養
に係るものにあつては、二万千円（第二十九条の三第六項に規
定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一
万五百円）以上のものに限る。）を合算した額

（月間の高額療養費の支給要件及び支給額）
第二十九条の二 高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次
項から第五項までの規定により支給される高額療養費の額を控除
した額（以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という
。）が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、
その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を
控除した額とする。
一 被保険者（法第五十五条第一項の規定により療養の給付、保
険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給又は特別療養費
の支給を受けている者を含む。以下この条、第二十九条の三、
第二十九条の四及び附則第二条において同じ。）が、同一の月
にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者（以下「病院等
」という。）について受けた療養（法第三十六条第二項第一号
に規定する食事療養（以下この条において単に「食事療養」と
いう。）及び同項第二号に規定する生活療養（以下この条にお
いて単に「生活療養」という。）を除く。以下この項から第五
項まで、第二十九条の四第一項及び第二十九条の四の二並びに
附則第二条において同じ。）であつて次号に規定する特定給付
対象療養以外のものに係るイからヌまでに掲げる額（七十歳に
達する日の属する月以前の療養に係るものにあつては、二万千
円（第二十九条の三第六項に規定する七十五歳到達時特例対象
療養に係るものにあつては、一万五百円）以上のものに限る。
）を合算した額
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○

イ～ヌ

（略）

イ 一部負担金の額（当該被保険者が、同一の月において、ロ
に規定する場合に該当するときは、ロに掲げる額を加えた額
とする。ハにおいて同じ。）とリに掲げる額との合計額
ロ 法第五十六条第一項に規定する法令による医療に関する現
物給付及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合
における当該差額の算定の基礎となつた一部負担金の額
ハ 当該療養が法第三十六条第二項第三号に規定する評価療養
、同項第四号に規定する患者申出療養又は同項第五号に規定
する選定療養を含む場合における一部負担金の額に保険外併
用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額（そ
の額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該
現に療養に要した費用の額とする。ニにおいて同じ。）から
当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給さ
れる額に相当する額を控除した額（当該被保険者が、同一の
月において、ニに規定する場合に該当するときは、ニに掲げ
る額を加えた額とする。）を加えた額と、リに掲げる額との
合計額
ニ 保険外併用療養費の支給を受けるべき場合について法第五
十六条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第
二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額
の算定の基礎となつた保険外併用療養費の額を当該保険外併
用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から
控除した額
ホ 療養費の支給についての療養につき算定した費用の額（そ
の額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該
現に療養に要した費用の額とする。ヘにおいて同じ。）から
当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相
当する額を控除した額（当該被保険者が、同一の月において
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、ヘに規定する場合に該当するときは、ヘに掲げる額を加え
た額とする。）
ヘ 療養費の支給を受けるべき場合について法第五十六条第一
項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定
による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基
礎となつた療養費の額を当該療養費の支給についての療養に
つき算定した費用の額から控除した額
ト 訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用
の額から当該療養に要した費用の額につき訪問看護療養費と
して支給される額に相当する額を控除した額（当該被保険者
が、同一の月において、チに規定する場合に該当するときは
、チに掲げる額を加えた額とする。）とリに掲げる額との合
計額
チ 訪問看護療養費の支給を受けるべき場合について法第五十
六条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二
項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の
算定の基礎となつた訪問看護療養費の額を当該訪問看護療養
費の支給についての療養につき算定した費用の額から控除し
た額
リ 特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額
（その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、
当該現に療養に要した費用の額とする。ヌにおいて同じ。）
から当該療養に要した費用の額につき特別療養費として支給
される額に相当する額を控除した額（当該被保険者が、同一
の月において、ヌに規定する場合に該当するときは、ヌに掲
げる額を加えた額とする。）
ヌ 特別療養費の支給を受けるべき場合について法第五十六条
第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の
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二 被保険者が前号と同一の月にそれぞれ一の病院等について受
けた特定給付対象療養（原子爆弾被爆者に対する援護に関する
法律による一般疾病医療費（第二十九条の四第三項において「
原爆一般疾病医療費」という。）の支給その他厚生労働省令で
定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者
が第八項の規定による市町村又は組合の認定を受けた場合にお
ける同項に規定する療養をいう。以下同じ。）について当該被
保険者がなお負担すべき額（七十歳に達する日の属する月以前
の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象
療養に係る前号イからヌまでに掲げる額が二万千円（第二十九
条の三第六項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るも
のにあつては、一万五百円）以上のものに限る。）を合算した
額
２ （略）

３ 被保険者が療養（七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療
養に限る。第五項において同じ。）を受けた場合において、当該
被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療
養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第五項の規定に

規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定
の基礎となつた特別療養費の額を当該特別療養費の支給につ
いての療養につき算定した費用の額から控除した額
二 被保険者が前号と同一の月にそれぞれ一の病院等について受
けた特定給付対象療養（原子爆弾被爆者に対する援護に関する
法律による一般疾病医療費（第二十九条の四第三項において「
原爆一般疾病医療費」という。）の支給その他厚生労働省令で
定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者
が第八項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項
に規定する療養をいう。以下同じ。）について当該被保険者が
なお負担すべき額（七十歳に達する日の属する月以前の特定給
付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係
る前号イからヌまでに掲げる額が二万千円（第二十九条の三第
六項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつ
ては、一万五百円）以上のものに限る。）を合算した額

２ 被保険者が療養（第二十九条の三第六項に規定する七十五歳到
達時特例対象療養であつて、七十歳に達する日の属する月以前の
ものに限る。）を受けた場合において、当該被保険者が同一の月
にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る前項第一号
及び第二号に掲げる額を当該被保険者ごとにそれぞれ合算した額
が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した
額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費
として支給する。
３ 被保険者が療養（七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療
養に限る。第五項において同じ。）を受けた場合において、当該
被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療
養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第五項の規定に
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より支給される高額療養費の額を控除した額（以下この項におい
て「七十歳以上一部負担金等世帯合算額」という。）が高額療養
費算定基準額を超えるときは、当該七十歳以上一部負担金等世帯
合算額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費とし
て支給する。
一・二 （略）

４ 被保険者が次に掲げる療養（第二号から第四号までに掲げる療
養にあつては、七十歳に達する日の属する月の翌月以後のものに
限る。）を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれ
ぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る前項第一号及び第
二号に掲げる額を当該被保険者ごとにそれぞれ合算した額から次
項の規定により支給される高額療養費の額のうち当該被保険者に
係る額をそれぞれ控除した額が高額療養費算定基準額を超えると
きは、当該それぞれ控除した額から高額療養費算定基準額を控除
した額の合算額を高額療養費として支給する。
一・二 （略）

より支給される高額療養費の額を控除した額（以下この項及び附
則第二条第二項第一号において「七十歳以上一部負担金等世帯合
算額」という。）が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該
七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を
控除した額を高額療養費として支給する。
一 被保険者が受けた当該療養（特定給付対象療養を除く。）に
係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額を合算した額
二 被保険者が受けた当該療養（特定給付対象療養に限る。）に
ついて、当該被保険者がなお負担すべき額を合算した額
４ 被保険者が次に掲げる療養（第二号から第四号までに掲げる療
養にあつては、七十歳に達する日の属する月の翌月以後のものに
限る。）を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれ
ぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る前項第一号及び第
二号に掲げる額を当該被保険者ごとにそれぞれ合算した額から次
項の規定により支給される高額療養費の額のうち当該被保険者に
係る額をそれぞれ控除した額が高額療養費算定基準額を超えると
きは、当該それぞれ控除した額から高額療養費算定基準額を控除
した額の合算額を高額療養費として支給する。
一 高齢者医療確保法第五十二条第一号に該当し、月の初日以外
の日において高齢者医療確保法第五十条の規定による被保険者
（以下「後期高齢者医療の被保険者」という。）の資格を取得
したことにより国民健康保険の被保険者の資格を喪失した者が
、同日の前日の属する月（同日以前の期間に限る。）に受けた
療養
二 被用者保険被保険者（健康保険の被保険者（日雇特例被保険
者であつた者（健康保険法施行令（大正十五年勅令第二百四十
三号）第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者であ
つた者をいう。第二十九条の四の三第四項において同じ。）を
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三 組合の組合員が高齢者医療確保法第五十二条第一号に該当し
後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより、月の
初日以外の日において当該組合の被保険者の資格を喪失した当
該組合員の世帯に属する当該組合員以外の被保険者であつた者
が、同日の前日の属する月（同日以前の期間に限る。）に受け
た療養
四 組合の組合員が高齢者医療確保法第五十二条第一号に該当し
後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより、月の
初日以外の日において当該組合以外の国民健康保険の被保険者
の資格を取得した当該組合員の世帯に属する当該組合員以外の
被保険者であつた者が、同日の属する月（同日以後の期間に限
る。）に受けた療養
５ （略）

含む。）、船員保険の被保険者、国家公務員共済組合法（昭和
三十三年法律第百二十八号）若しくは地方公務員等共済組合法
（昭和三十七年法律第百五十二号）に基づく共済組合の組合員
又は私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号
）の規定による私立学校教職員共済制度の加入者をいう。以下
この号及び次条第一項第五号において同じ。）が高齢者医療確
保法第五十二条第一号に該当し後期高齢者医療の被保険者の資
格を取得したことにより、月の初日以外の日において国民健康
保険の被保険者の資格を取得した当該被用者保険被保険者の被
扶養者（健康保険法、船員保険法（昭和十四年法律第七十三号
）又は国家公務員共済組合法（他の法律において準用する場合
を含む。）若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶
養者をいう。第二十九条の四の三第四項を除き、以下この章に
おいて同じ。）であつた者が、同日の属する月（同日以後の期
間に限る。）に受けた療養
三 国民健康保険組合の組合員が高齢者医療確保法第五十二条第
一号に該当し後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したこと
により、月の初日以外の日において当該国民健康保険組合の被
保険者の資格を喪失した当該組合員の世帯に属する当該組合員
以外の被保険者であつた者が、同日の前日の属する月（同日以
前の期間に限る。）に受けた療養
四 国民健康保険組合の組合員が高齢者医療確保法第五十二条第
一号に該当し後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したこと
により、月の初日以外の日において当該国民健康保険組合以外
の国民健康保険の被保険者の資格を取得した当該組合員の世帯
に属する当該組合員以外の被保険者であつた者が、同日の属す
る月（同日以後の期間に限る。）に受けた療養
５ 被保険者が療養（外来療養（法第三十六条第一項第一号から第
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６ 被保険者が特定給付対象療養（当該被保険者が次項の規定によ
る市町村又は組合の認定を受けた場合における同項に規定する特
定疾病給付対象療養及び当該被保険者が第八項の規定による市町
村又は組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除
く。）を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞ
れ一の病院等について受けた当該特定給付対象療養に係る第一項
第一号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超える
ときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基
準額を控除した額を高額療養費として支給する。
７ 被保険者が特定疾病給付対象療養（特定給付対象療養（当該被
保険者が次項の規定による市町村又は組合の認定を受けた場合に
おける同項に規定する療養を除く。）のうち健康保険法施行令第
四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給
付が行われるべきものをいう。第二十九条の三第八項において同
じ。）を受けた場合において、当該特定疾病給付対象療養を受け
た被保険者が厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合
の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者が同一の月にそ
れぞれ一の病院等から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第
一項第一号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超
えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算

四号までに掲げる療養（同項第五号に掲げる療養に伴うものを除
く。）をいう。次条並びに第二十九条の三第七項第三号及び第八
項第三号において同じ。）に限る。）を受けた場合において、当
該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該
療養に係る第三項第一号及び第二号に掲げる額を当該被保険者ご
とにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは
、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した
額の合算額を高額療養費として支給する。
６ 被保険者が特定給付対象療養（当該被保険者が次項の規定によ
る保険者の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給
付対象療養及び当該被保険者が第八項の規定による保険者の認定
を受けた場合における同項に規定する療養を除く。）を受けた場
合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等につ
いて受けた当該特定給付対象療養に係る第一項第一号イからヌま
でに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号
イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額
を高額療養費として支給する。
７ 被保険者が特定疾病給付対象療養（特定給付対象療養（当該被
保険者が次項の規定による保険者の認定を受けた場合における同
項に規定する療養を除く。）のうち健康保険法施行令第四十一条
第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行わ
れるべきものをいう。第二十九条の三第八項において同じ。）を
受けた場合において、当該特定疾病給付対象療養を受けた被保険
者が厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けたも
のであり、かつ、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等
から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第一項第一号イから
ヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該
同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除し
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定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
８ 被保険者が健康保険法施行令第四十一条第九項に規定する厚生
労働大臣の定める疾病に係る療養（食事療養及び生活療養を除く
。）を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者が厚生労
働省令の定めるところにより市町村又は組合の認定を受けたもの
であり、かつ、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等に
つき受けた当該療養に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額
が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまで
に掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費
として支給する。
９ 一の月において、一の市町村の区域内に住所を有する被保険者
（都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険
（第二十九条の三及び第二十九条の四の二第八項において「都道
府県等が行う国民健康保険」という。）の被保険者に限る。）が
、月の初日以外の日において当該市町村が属する都道府県内の他
の市町村の区域内に住所を有するに至り、継続して同一の世帯に
属すると認められるときは、当該被保険者が当該都道府県等が行
う国民健康保険の被保険者として当該月に受けた療養に係る高額
療養費の支給に対する第一項各号の規定の適用については、同項
各号中「二万千円」とあるのは「一万五百円」と、「一万五百円
」とあるのは「五千二百五十円」とする。
（年間の高額療養費の支給要件及び支給額）
第二十九条の二の二 高額療養費は、第一号から第六号までに掲げ
る額を合算した額（以下この項において「基準日世帯主等合算額
」という。）、第七号から第十二号までに掲げる額を合算した額
（以下この項において「基準日世帯員合算額」という。）又は第
十三号から第十八号までに掲げる額を合算した額（以下この項に

た額を高額療養費として支給する。
８ 被保険者が健康保険法施行令第四十一条第九項に規定する厚生
労働大臣の定める疾病に係る療養（食事療養及び生活療養を除く
。）を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者が厚生労
働省令の定めるところにより保険者の認定を受けたものであり、
かつ、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等につき受け
た当該療養に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額が高額療
養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる
額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支
給する。
（新設）

（年間の高額療養費の支給要件及び支給額）
第二十九条の二の二 高額療養費は、第一号から第六号までに掲げ
る額を合算した額（以下この項において「基準日世帯主等合算額
」という。）、第七号から第十二号までに掲げる額を合算した額
（以下この項において「基準日世帯員合算額」という。）又は第
十三号から第十八号までに掲げる額を合算した額（以下この項に
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おいて「元世帯員合算額」という。）のいずれかが高額療養費算
定基準額を超える場合に第一号に規定する基準日世帯主等に支給
するものとし、その額は、基準日世帯主等合算額から高額療養費
算定基準額を控除した額（当該額が零を下回る場合には、零とす
る。）に高額療養費按分率（同号に掲げる額を、基準日世帯主等
合算額で除して得た率をいう。）を乗じて得た額、基準日世帯員
合算額から高額療養費算定基準額を控除した額（当該額が零を下
回る場合には、零とする。）に高額療養費按分率（第七号に掲げ
る額を、基準日世帯員合算額で除して得た率をいう。）を乗じて
得た額及び元世帯員合算額から高額療養費算定基準額を控除した
額（当該額が零を下回る場合には、零とする。）に高額療養費按
分率（第十三号に掲げる額を、元世帯員合算額で除して得た率を
いう。）を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日世
帯主等が基準日（計算期間（毎年八月一日から翌年七月三十一日
までの期間をいう。以下同じ。）の末日をいう。以下同じ。）に
おいて法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者又はこれ
に相当する者である場合は、この限りでない。
一 計算期間（基準日において当該市町村又は組合の国民健康保
険の世帯主等（市町村にあつては当該市町村の属する都道府県
が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険
者の属する世帯の世帯主（当該市町村の区域内に住所を有する
世帯主に限る。）をいい、組合にあつては当該組合の組合員を
いう。以下同じ。）である者（以下この条並びに第二十九条の
四の二第一項、第二項、第五項及び第七項において「基準日世
帯主等」という。）が当該市町村又は組合の国民健康保険の世
帯主等であつた間に限る。）において、当該基準日世帯主等が
当該市町村又は組合の被保険者（市町村にあつては当該市町村
の属する都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民

おいて「元世帯員合算額」という。）のいずれかが高額療養費算
定基準額を超える場合に第一号に規定する基準日世帯主等に支給
するものとし、その額は、基準日世帯主等合算額から高額療養費
算定基準額を控除した額（当該額が零を下回る場合には、零とす
る。）に高額療養費按分率（同号に掲げる額を、基準日世帯主等
合算額で除して得た率をいう。）を乗じて得た額、基準日世帯員
合算額から高額療養費算定基準額を控除した額（当該額が零を下
回る場合には、零とする。）に高額療養費按分率（第七号に掲げ
る額を、基準日世帯員合算額で除して得た率をいう。）を乗じて
得た額及び元世帯員合算額から高額療養費算定基準額を控除した
額（当該額が零を下回る場合には、零とする。）に高額療養費按
分率（第十三号に掲げる額を、元世帯員合算額で除して得た率を
いう。）を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日世
帯主等が基準日（計算期間（毎年八月一日から翌年七月三十一日
までの期間をいう。以下同じ。）の末日をいう。以下同じ。）に
おいて法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者又はこれ
に相当する者である場合は、この限りでない。
一 計算期間（基準日において当該保険者の国民健康保険の世帯
主等（市町村が行う国民健康保険にあつては当該国民健康保険
の被保険者の属する世帯の世帯主をいい、国民健康保険組合が
行う国民健康保険にあつては当該国民健康保険組合の組合員を
いう。以下同じ。）である者（以下この条並びに第二十九条の
四の二第一項、第二項、第五項及び第七項において「基準日世
帯主等」という。）が当該保険者の国民健康保険の世帯主等で
あつた間に限る。）において、当該基準日世帯主等が当該保険
者の被保険者（法第四十二条第一項第四号の規定が適用される
者である場合を除く。）として受けた外来療養（七十歳に達す
る日の属する月の翌月以後の外来療養に限る。以下この条にお
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いて同じ。）（法第五十五条第一項の規定による保険給付に係
る外来療養（以下この条において「継続給付に係る外来療養」
という。）を含む。）に係る次に掲げる額の合算額（前条第一
項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合に
あつては、当該基準日世帯主等に係る支給額を控除した額とす
る。）

イ 当該外来療養（特定給付対象療養を除く。）に係る前条第
一項第一号イからヘまでに掲げる額を合算した額
ロ 当該外来療養（特定給付対象療養に限る。）について、当
該者がなお負担すべき額
二 計算期間（基準日において当該保険者の被保険者である基準
日世帯主等が他の保険者の国民健康保険の世帯主等であつた間
に限る。）において、当該基準日世帯主等が当該他の保険者の
被保険者（法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者で
ある場合を除く。）として受けた外来療養（継続給付に係る外
来療養を含む。）に係る前号に規定する合算額
三 計算期間（基準日世帯員（基準日において基準日世帯主等と
同一の世帯に属する世帯員をいう。以下この条並びに第二十九
条の四の二第一項（同条第三項において準用する場合を含む。
）、第三項及び第五項において同じ。）が当該保険者の国民健
康保険の世帯主等であり、かつ、当該基準日世帯主等が当該基
準日世帯員の世帯員であつた間に限る。）において、当該基準
日世帯主等が当該保険者の被保険者（法第四十二条第一項第四
号の規定が適用される者である場合を除く。）として受けた外
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健康保険の被保険者（当該市町村の区域内に住所を有する被保
険者に限る。）をいう。以下この条において同じ。）（法第四
十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。
）として受けた外来療養（七十歳に達する日の属する月の翌月
以後の外来療養に限る。以下この条において同じ。）（法第五
十五条第一項の規定による保険給付に係る外来療養（以下この
条において「継続給付に係る外来療養」という。）を含む。）
に係る次に掲げる額の合算額（前条第一項から第五項までの規
定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該基準日
世帯主等に係る支給額を控除した額とする。）
イ・ロ （略）

二 計算期間（基準日世帯主等が他の市町村又は組合の国民健康
保険の世帯主等であつた間に限る。）において、当該基準日世
帯主等が当該他の市町村又は組合の被保険者（法第四十二条第
一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。）として
受けた外来療養（継続給付に係る外来療養を含む。）に係る前
号に規定する合算額
三 計算期間（基準日世帯員（基準日において基準日世帯主等と
同一の世帯に属する世帯員をいう。以下この条並びに第二十九
条の四の二第一項（同条第三項において準用する場合を含む。
）、第三項及び第五項において同じ。）が当該市町村又は組合
の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、当該基準日世帯主等
が当該基準日世帯員の世帯員であつた間に限る。）において、
当該基準日世帯主等が当該市町村又は組合の被保険者（法第四
十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。
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（略）

）として受けた外来療養（継続給付に係る外来療養を含む。）
に係る第一号に規定する合算額
四 計算期間（基準日世帯員が他の市町村又は組合の国民健康保
険の世帯主等であり、かつ、基準日世帯主等が当該基準日世帯
員の世帯員であつた間に限る。）において、当該基準日世帯主
等が当該他の市町村又は組合の被保険者（法第四十二条第一項
第四号の規定が適用される者である場合を除く。）として受け
た外来療養（継続給付に係る外来療養を含む。）に係る第一号
に規定する合算額
五 計算期間（基準日世帯主等が被用者保険保険者等の被用者保
険被保険者等（被用者保険被保険者又は後期高齢者医療の被保
険者をいう。以下同じ。）であつた間に限る。）において、当
該基準日世帯主等が当該被用者保険保険者等の被用者保険被保
険者等（法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者に相
当する者である場合を除く。）として受けた外来療養について
第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定
めるところにより算定した額
六
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来療養（継続給付に係る外来療養を含む。）に係る第一号に規
定する合算額
四 計算期間（基準日世帯員が他の保険者の国民健康保険の世帯
主等であり、かつ、基準日世帯主等が当該基準日世帯員の世帯
員であつた間に限る。）において、当該基準日世帯主等が当該
他の保険者の被保険者（法第四十二条第一項第四号の規定が適
用される者である場合を除く。）として受けた外来療養（継続
給付に係る外来療養を含む。）に係る第一号に規定する合算額

五 計算期間（基準日において当該保険者の被保険者である基準
日世帯主等が被用者保険保険者等の被用者保険被保険者等（被
用者保険被保険者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。以下
同じ。）であつた間に限る。）において、当該基準日世帯主等
が当該被用者保険保険者等の被用者保険被保険者等（法第四十
二条第一項第四号の規定が適用される者に相当する者である場
合を除く。）として受けた外来療養について第一号に規定する
合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより
算定した額
六 計算期間（基準日世帯員が被用者保険保険者等（高齢者医療
確保法に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。）の被用者保
険被保険者等（後期高齢者医療の被保険者を除く。）であり、
かつ、基準日世帯主等が当該基準日世帯員の被扶養者であつた
間に限る。）において、当該基準日世帯主等が当該被用者保険
保険者等の被用者保険被保険者等の被扶養者（法第四十二条第
一項第四号の規定が適用される者に相当する者である場合を除
く。）として受けた外来療養について第一号に規定する合算額
に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定し
た額
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七 計算期間（基準日世帯主等が当該市町村又は組合の国民健康
保険の世帯主等であり、かつ、基準日世帯員が当該基準日世帯
主等の世帯員であつた間に限る。）において、当該基準日世帯
員が当該市町村又は組合の被保険者（法第四十二条第一項第四
号の規定が適用される者である場合を除く。）として受けた外
来療養（継続給付に係る外来療養を含む。）に係る第一号に規
定する合算額
八 計算期間（基準日世帯主等が他の市町村又は組合の国民健康
保険の世帯主等であり、かつ、基準日世帯員が当該基準日世帯
主等の世帯員であつた間に限る。）において、当該基準日世帯
員が当該他の市町村又は組合の被保険者（法第四十二条第一項
第四号の規定が適用される者である場合を除く。）として受け
た外来療養（継続給付に係る外来療養を含む。）に係る第一号
に規定する合算額
九 計算期間（基準日世帯員が当該市町村又は組合の国民健康保
険の世帯主等であつた間に限る。）において、当該基準日世帯
員が当該市町村又は組合の被保険者（法第四十二条第一項第四
号の規定が適用される者である場合を除く。）として受けた外
来療養（継続給付に係る外来療養を含む。）に係る第一号に規
定する合算額
十 計算期間（基準日世帯員が他の市町村又は組合の国民健康保
険の世帯主等であつた間に限る。）において、当該基準日世帯
員が当該他の市町村又は組合の被保険者（法第四十二条第一項
第四号の規定が適用される者である場合を除く。）として受け
た外来療養（継続給付に係る外来療養を含む。）に係る第一号
に規定する合算額
十一 計算期間（基準日世帯主等が被用者保険保険者等（高齢者
医療確保法に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。）の被用
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七 計算期間（基準日世帯主等が当該保険者の国民健康保険の世
帯主等であり、かつ、基準日世帯員が当該基準日世帯主等の世
帯員であつた間に限る。）において、当該基準日世帯員が当該
保険者の被保険者（法第四十二条第一項第四号の規定が適用さ
れる者である場合を除く。）として受けた外来療養（継続給付
に係る外来療養を含む。）に係る第一号に規定する合算額

八 計算期間（基準日において当該保険者の被保険者である基準
日世帯主等が他の保険者の国民健康保険の世帯主等であり、か
つ、基準日世帯員が当該基準日世帯主等の世帯員であつた間に
限る。）において、当該基準日世帯員が当該他の保険者の被保
険者（法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である
場合を除く。）として受けた外来療養（継続給付に係る外来療
養を含む。）に係る第一号に規定する合算額
九 計算期間（基準日世帯員が当該保険者の国民健康保険の世帯
主等であつた間に限る。）において、当該基準日世帯員が当該
保険者の被保険者（法第四十二条第一項第四号の規定が適用さ
れる者である場合を除く。）として受けた外来療養（継続給付
に係る外来療養を含む。）に係る第一号に規定する合算額

十 計算期間（基準日世帯員が他の保険者の国民健康保険の世帯
主等であつた間に限る。）において、当該基準日世帯員が当該
他の保険者の被保険者（法第四十二条第一項第四号の規定が適
用される者である場合を除く。）として受けた外来療養（継続
給付に係る外来療養を含む。）に係る第一号に規定する合算額

十一 計算期間（基準日において当該保険者の被保険者である基
準日世帯主等が被用者保険保険者等（高齢者医療確保法に基づ
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く後期高齢者医療広域連合を除く。）の被用者保険被保険者等
（後期高齢者医療の被保険者を除く。）であり、かつ、基準日
世帯員が当該基準日世帯主等の被扶養者であつた間に限る。）
において、当該基準日世帯員が当該被用者保険保険者等の被用
者保険被保険者等の被扶養者（法第四十二条第一項第四号の規
定が適用される者に相当する者である場合を除く。）として受
けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額と
して厚生労働省令で定めるところにより算定した額
十二 計算期間（基準日世帯員が被用者保険保険者等の被用者保
険被保険者等であつた間に限る。）において、当該基準日世帯
員が当該被用者保険保険者等の被用者保険被保険者等（法第四
十二条第一項第四号の規定が適用される者に相当する者である
場合を除く。）として受けた外来療養について第一号に規定す
る合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところによ
り算定した額
十三 計算期間（基準日世帯主等が当該保険者の国民健康保険の
世帯主等であり、かつ、当該基準日世帯主等の世帯員であつた
者（基準日世帯員を除く。）が当該基準日世帯主等の世帯員で
あつた間に限る。）において、当該基準日世帯主等の世帯員で
あつた者（基準日世帯員を除く。）が当該保険者の被保険者（
法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を
除く。）として受けた外来療養（継続給付に係る外来療養を含
む。）に係る第一号に規定する合算額
十四 計算期間（基準日において当該保険者の被保険者である基
準日世帯主等が他の保険者の国民健康保険の世帯主等であり、
かつ、当該基準日世帯主等の世帯員であつた者（基準日世帯員
を除く。）が当該基準日世帯主等の世帯員であつた間に限る。
）において、当該基準日世帯主等の世帯員であつた者（基準日
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者保険被保険者等（後期高齢者医療の被保険者を除く。）であ
り、かつ、基準日世帯員が当該基準日世帯主等の被扶養者であ
つた間に限る。）において、当該基準日世帯員が当該被用者保
険保険者等の被用者保険被保険者等の被扶養者（法第四十二条
第一項第四号の規定が適用される者に相当する者である場合を
除く。）として受けた外来療養について第一号に規定する合算
額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定
した額
十二 （略）

十三 計算期間（基準日世帯主等が当該市町村又は組合の国民健
康保険の世帯主等であり、かつ、当該基準日世帯主等の世帯員
であつた者（基準日世帯員を除く。）が当該基準日世帯主等の
世帯員であつた間に限る。）において、当該基準日世帯主等の
世帯員であつた者（基準日世帯員を除く。）が当該市町村又は
組合の被保険者（法第四十二条第一項第四号の規定が適用され
る者である場合を除く。）として受けた外来療養（継続給付に
係る外来療養を含む。）に係る第一号に規定する合算額
十四 計算期間（基準日世帯主等が他の市町村又は組合の国民健
康保険の世帯主等であり、かつ、当該基準日世帯主等の世帯員
であつた者（基準日世帯員を除く。）が当該基準日世帯主等の
世帯員であつた間に限る。）において、当該基準日世帯主等の
世帯員であつた者（基準日世帯員を除く。）が当該他の市町村
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世帯員を除く。）が当該他の保険者の被保険者（法第四十二条
第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。）とし
て受けた外来療養（継続給付に係る外来療養を含む。）に係る
第一号に規定する合算額
十五 計算期間（基準日世帯員が当該保険者の国民健康保険の世
帯主等であり、かつ、当該基準日世帯員の世帯員であつた者（
基準日世帯主等を除く。）が当該基準日世帯員の世帯員であつ
た間に限る。）において、当該基準日世帯員の世帯員であつた
者（基準日世帯主等を除く。）が当該保険者の被保険者（法第
四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く
。）として受けた外来療養（継続給付に係る外来療養を含む。
）に係る第一号に規定する合算額
十六 計算期間（基準日世帯員が他の保険者の国民健康保険の世
帯主等であり、かつ、当該基準日世帯員の世帯員であつた者（
基準日世帯主等を除く。）が当該基準日世帯員の世帯員であつ
た間に限る。）において、当該基準日世帯員の世帯員であつた
者（基準日世帯主等を除く。）が当該他の保険者の被保険者（
法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を
除く。）として受けた外来療養（継続給付に係る外来療養を含
む。）に係る第一号に規定する合算額
十七 計算期間（基準日において当該保険者の被保険者である基
準日世帯主等が被用者保険保険者等（高齢者医療確保法に基づ
く後期高齢者医療広域連合を除く。）の被用者保険被保険者等
（後期高齢者医療の被保険者を除く。）であり、かつ、当該基
準日世帯主等の被扶養者であつた者（基準日世帯員を除く。）
が当該基準日世帯主等の被扶養者であつた間に限る。）におい
て、当該基準日世帯主等の被扶養者であつた者（基準日世帯員
を除く。）が当該被用者保険保険者等の被用者保険被保険者等
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又は組合の被保険者（法第四十二条第一項第四号の規定が適用
される者である場合を除く。）として受けた外来療養（継続給
付に係る外来療養を含む。）に係る第一号に規定する合算額
十五 計算期間（基準日世帯員が当該市町村又は組合の国民健康
保険の世帯主等であり、かつ、当該基準日世帯員の世帯員であ
つた者（基準日世帯主等を除く。）が当該基準日世帯員の世帯
員であつた間に限る。）において、当該基準日世帯員の世帯員
であつた者（基準日世帯主等を除く。）が当該市町村又は組合
の被保険者（法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者
である場合を除く。）として受けた外来療養（継続給付に係る
外来療養を含む。）に係る第一号に規定する合算額
十六 計算期間（基準日世帯員が他の市町村又は組合の国民健康
保険の世帯主等であり、かつ、当該基準日世帯員の世帯員であ
つた者（基準日世帯主等を除く。）が当該基準日世帯員の世帯
員であつた間に限る。）において、当該基準日世帯員の世帯員
であつた者（基準日世帯主等を除く。）が当該他の市町村又は
組合の被保険者（法第四十二条第一項第四号の規定が適用され
る者である場合を除く。）として受けた外来療養（継続給付に
係る外来療養を含む。）に係る第一号に規定する合算額
十七 計算期間（基準日世帯主等が被用者保険保険者等（高齢者
医療確保法に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。）の被用
者保険被保険者等（後期高齢者医療の被保険者を除く。）であ
り、かつ、当該基準日世帯主等の被扶養者であつた者（基準日
世帯員を除く。）が当該基準日世帯主等の被扶養者であつた間
に限る。）において、当該基準日世帯主等の被扶養者であつた
者（基準日世帯員を除く。）が当該被用者保険保険者等の被用
者保険被保険者等の被扶養者（法第四十二条第一項第四号の規
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定が適用される者に相当する者である場合を除く。）として受
けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額と
して厚生労働省令で定めるところにより算定した額
（略）

の被扶養者（法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者
に相当する者である場合を除く。）として受けた外来療養につ
いて第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令
で定めるところにより算定した額
十八 計算期間（基準日世帯員が被用者保険保険者等（高齢者医
療確保法に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。）の被用者
保険被保険者等（後期高齢者医療の被保険者を除く。）であり
、かつ、当該基準日世帯員の被扶養者であつた者（基準日世帯
主等を除く。）が当該基準日世帯員の被扶養者であつた間に限
る。）において、当該基準日世帯員の被扶養者であつた者（基
準日世帯主等を除く。）が当該被用者保険保険者等の被用者保
険被保険者等の被扶養者（法第四十二条第一項第四号の規定が
適用される者に相当する者である場合を除く。）として受けた
外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として
厚生労働省令で定めるところにより算定した額
２ 前項の規定は、計算期間において当該保険者の国民健康保険の
世帯主等であつた者（基準日世帯員に限る。）に対する高額療養
費の支給について準用する。この場合において、同項中「同号」
とあるのは「第三号」と、「（第七号」とあるのは「（第九号」
と、「（第十三号」とあるのは「（第十五号」と読み替えるもの
とする。
３ 第一項の規定は、計算期間において当該保険者の国民健康保険
の世帯主等であつた者（基準日において他の保険者の国民健康保
険の世帯主等である者に限る。）に対する高額療養費の支給につ
いて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中
同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に
読み替えるものとする。
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十八

２ 前項の規定は、計算期間において当該市町村又は組合の国民健
康保険の世帯主等であつた者（基準日世帯員に限る。）に対する
高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項中
「同号」とあるのは「第三号」と、「（第七号」とあるのは「（
第九号」と、「（第十三号」とあるのは「（第十五号」と読み替
えるものとする。
３ 第一項の規定は、計算期間において当該市町村又は組合の国民
健康保険の世帯主等であつた者（基準日において他の市町村又は
組合の国民健康保険の世帯主等である者に限り、基準日世帯主等
を除く。）に対する高額療養費の支給について準用する。この場
合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字
句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする
。

国民健康保険法施行令（昭和三十三年政令第三百六十二号）（抄）【第一条関係】

○

第一項 同号に掲げる

第七号に掲げる

第二号に掲げる額のうち、計算
期間（毎年八月一日から翌年七
月三十一日までの期間をいう。
以下同じ。）（第三項に規定す
る者が当該市町村又は組合の国
民健康保険の第一号に規定する
世帯主等であつた間に限る。）
において、当該同項に規定する
者が当該市町村又は組合の国民
健康保険の第一号に規定する被
保険者（法第四十二条第一項第
四号の規定が適用される者であ
る場合を除く。）として受けた
第二号に規定する外来療養に係
る
第八号に掲げる額のうち、計算
期間（第三項に規定する者が当
該市町村又は組合の国民健康保
険の第一号に規定する世帯主等
であり、かつ、第三号に規定す
る基準日世帯員が当該同項に規
定する者の世帯員であつた間に
限る。）において、当該基準日
世帯員が当該市町村又は組合の
国民健康保険の第一号に規定す
る被保険者（法第四十二条第一

第一項

同号に掲げる

第七号に掲げる

第二号に掲げる額のうち、計算
期間（毎年八月一日から翌年七
月三十一日までの期間をいう。
以下同じ。）（第三項に規定す
る者が当該保険者の国民健康保
険の世帯主等であつた間に限る
。）において、当該第三項に規
定する者が当該保険者の被保険
者（法第四十二条第一項第四号
の規定が適用される者である場
合を除く。）として受けた第二
号に規定する外来療養に係る

第八号に掲げる額のうち、計算
期間（第三項に規定する者が当
該保険者の国民健康保険の世帯
主等であり、かつ、第三号に規
定する基準日世帯員が当該同項
に規定する者の世帯員であつた
間に限る。）において、当該基
準日世帯員が当該保険者の被保
険者（法第四十二条第一項第四
号の規定が適用される者である
場合を除く。）として受けた第

国民健康保険法施行令（昭和三十三年政令第三百六十二号）（抄）【第一条関係】

○
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（略）

（略）

第十三号に掲げる

（略）

第十四号に掲げる額のうち、計
算期間（第三項に規定する者が
当該市町村又は組合の国民健康
保険の第一号に規定する世帯主
等であり、かつ、当該同項に規
定する者の世帯員であつた者（
当該基準日世帯員を除く。）が
当該同項に規定する者の世帯員
であつた間に限る。）において
、当該同項に規定する者の世帯
員であつた者（当該基準日世帯
員を除く。）が当該市町村又は
組合の国民健康保険の第一号に
規定する被保険者（法第四十二
条第一項第四号の規定が適用さ
れる者である場合を除く。）と
して受けた第十四号に規定する
外来療養に係る

項第四号の規定が適用される者
である場合を除く。）として受
けた第八号に規定する外来療養
に係る

第十三号に掲げる 第十四号に掲げる額のうち、計
算期間（第三項に規定する者が
当該保険者の国民健康保険の世
帯主等であり、かつ、当該同項
に規定する者の世帯員であつた
者（当該基準日世帯員を除く。
）が当該同項に規定する者の世
帯員であつた間に限る。）にお
いて、当該同項に規定する者の
世帯員であつた者（当該基準日
世帯員を除く。）が当該保険者
の被保険者（法第四十二条第一
項第四号の規定が適用される者
である場合を除く。）として受
けた第十四号に規定する外来療
養に係る

八号に規定する外来療養に係る

第一項 （毎年八月一日か の末日
ただし ら翌年七月三十一
書
日までの期間をい
う。以下同じ。）

国民健康保険法施行令（昭和三十三年政令第三百六十二号）（抄）【第一条関係】

○
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第一項 （略）
第一号
）が当該市町村又
は組合

（略）
）が当該他の市町村又は組合（
以下この項において「基準日保
険者」という。）

第一項 他の
第 二号

）が基準日保険者

基準日保険者以外の

の末日

おいて他の

）が当該他の保険者（以下この
項において「基準日保険者」と
いう。）

第一項 おいて当該
第一号
）が当該保険者

基準日保険者の被保険者

基準日保険者以外の

基準日保険者の被保険者

）が基準日保険者

当該基準日保険者以外の

が当該基準日保険者以外の

基準日保険者

保険者の被保険者

第一項 当該保険者
第二号
が他の
当該他の
第一項 ）が当該保険者
第三号
保険者の被保険者

第一項 他の
第四号

基準日保険者
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市町村又は組合の 基準日保険者の被保険
被保険者

第一項 ）が当該市町村又
第三号 は組合

（略）

市町村又は組合の 基準日保険者の被保険者
被保険者
（略 )

第一項 当該保険者

国民健康保険法施行令（昭和三十三年政令第三百六十二号）（抄）【第一条関係】

○

（略）

（削る

者

）

第一項 当該保険者の国民
第七号 健康保険の世帯主
等

第五号

保険者の被保険者

第一項 当該市町村又は組 基準日保険者の国民健康保険の
第七号 合の国民健康保険 世帯主等
の世帯主等
基準日保険者の被保険者

基準日保険者以外の

基準日保険者の国民健康保険の
世帯主等

基準日保険者の被保険者

基準日保険者

が当該基準日保険者以外の

第一項 当該保険者
第八号
が他の

当該基準日保険者以外の

基準日保険者の被保険者

基準日保険者の国民健康保険の
世帯主等

当該他の
第一項 当該保険者の国民
第九号 健康保険の世帯主
等
保険者の被保険者
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市町村又は組合の
被保険者
第一項 他の
第八号

第一項 当該市町村又は組 基準日保険者の国民健康保険の
第九号 合の国民健康保険 世帯主等
の世帯主等
基準日保険者の被保険者

基準日保険者以外の

市町村又は組合の
被保険者

第一項 他の
第十号

基準日保険者

（略）

（略）

第一項 当該保険者
第十一

（略）

（ 削る
）

国民健康保険法施行令（昭和三十三年政令第三百六十二号）（抄）【第一条関係】

○

第一項 当該市町村又は組 基準日保険者の国民健康保険の
第十三 合の国民健康保険 世帯主等
号
の世帯主等
基準日保険者の被保険者

基準日保険者以外の

市町村又は組合の
被保険者

（略）

基準日保険者の被保険者

号
第一項 当該保険者の国民
第十三 健康保険の世帯主
号
等
保険者の被保険者

基準日保険者の国民健康保険の
世帯主等

基準日保険者の被保険者

基準日保険者

が当該基準日保険者以外の

第一項 当該保険者
第十四
号
が他の

当該基準日保険者以外の

基準日保険者

基準日保険者以外の

基準日保険者の被保険者

基準日保険者の国民健康保険の
世帯主等

当該他の
第一項 当該保険者の国民
第十五 健康保険の世帯主
号
等
保険者の被保険者

第一項 他の
第十六
号
第一項 当該保険者
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市町村又は組合の
被保険者
第一項 他の
第十四
号

（略）

第一項 当該市町村又は組 基準日保険者の国民健康保険の
第十五 合の国民健康保険 世帯主等
号
の世帯主等

（略）

（削る

国民健康保険法施行令（昭和三十三年政令第三百六十二号）（抄）【第一条関係】

○

）

第十七
号

同号に掲げる

４ 第一項の規定は、計算期間において当該保険者の国民健康保険
の世帯主等であつた者（基準日において他の保険者の国民健康保
険の世帯主等の世帯員である者に限る。）に対する高額療養費の
支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げ
る規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ
る字句に読み替えるものとする。
第一項

第四号に掲げる額のうち、計算
期間（毎年八月一日から翌年七
月三十一日までの期間をいう。
以下同じ。）（第四項に規定す
る者が当該保険者の第一号に規
定する国民健康保険の世帯主等
であり、かつ、同号に規定する
基準日世帯主等が当該同項に規
定する者の世帯員であつた間に
限る。）において、当該基準日
世帯主等が当該保険者の被保険
者（法第四十二条第一項第四号
の規定が適用される者である場
合を除く。）として受けた第四
号に規定する外来療養に係る
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４ 第一項の規定は、計算期間において当該市町村又は組合の国民
健康保険の世帯主等であつた者（基準日において他の市町村又は
組合の国民健康保険の世帯主等の世帯員である者に限る。）に対
する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次
の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ
同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項 同号に掲げる

第四号に掲げる額のうち、計算
期間（毎年八月一日から翌年七
月三十一日までの期間をいう。
以下同じ。）（第四項に規定す
る者が当該市町村又は組合の国
民健康保険の第一号に規定する
世帯主等であり、かつ、同号に
規定する基準日世帯主等が当該
同項に規定する者の世帯員であ
つた間に限る。）において、当
該基準日世帯主等が当該市町村
又は組合の国民健康保険の第一
号に規定する被保険者（法第四
十二条第一項第四号の規定が適
用される者である場合を除く。
）として受けた第四号に規定す
る外来療養に係る

国民健康保険法施行令（昭和三十三年政令第三百六十二号）（抄）【第一条関係】

○

第七号に掲げる

第十号に掲げる額のうち、計算
期間（第四項に規定する者が当
該市町村又は組合の国民健康保
険の第一号に規定する世帯主等
であつた間に限る。）において
、当該同項に規定する者が当該
市町村又は組合の国民健康保険
の第一号に規定する被保険者（
法第四十二条第一項第四号の規
定が適用される者である場合を
除く。）として受けた第十号に
規定する外来療養に係る

第十三号に掲げる 第十六号に掲げる額のうち、計
算期間（第四項に規定する者が
当該保険者の国民健康保険の世
帯主等であり、かつ、当該同項
に規定する者の世帯員であつた
者（当該基準日世帯主等を除く
。）が当該同項に規定する者の
世帯員であつた間に限る。）に
おいて、当該同項に規定する者
の世帯員であつた者（当該基準
日世帯員を除く。）が当該保険
者の被保険者（法第四十二条第
一項第四号の規定が適用される
者である場合を除く。）として
受けた第十六号に規定する外来

第十号に掲げる額のうち、計算
期間（第四項に規定する者が当
該保険者の国民健康保険の世帯
主等であつた間に限る。）にお
いて、当該第四項に規定する者
が当該保険者の被保険者（法第
四十二条第一項第四号の規定が
適用される者である場合を除く
。）として受けた第十号に規定
する外来療養に係る
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第七号に掲げる

第十三号に掲げる

第十六号に掲げる額のうち、計
算期間（第四項に規定する者が
当該市町村又は組合の国民健康
保険の第一号に規定する世帯主
等であり、かつ、当該同項に規
定する者の世帯員であつた者（
当該基準日世帯主等を除く。）
が当該同項に規定する者の世帯
員であつた間に限る。）におい
て、当該同項に規定する者の世
帯員であつた者（当該基準日世
帯員を除く。）が当該市町村又
は組合の国民健康保険の第一号
に規定する被保険者（法第四十
二条第一項第四号の規定が適用

国民健康保険法施行令（昭和三十三年政令第三百六十二号）（抄）【第一条関係】

○

（略）

（略）

される者である場合を除く。）
として受けた第十六号に規定す
る外来療養に係る

療養に係る

（略）

第一項 （毎年八月一日か の末日
ただし ら翌年七月三十一
書
日までの期間をい
う。以下同じ。）
の末日

おいて他の

（略）

）が当該他の保険者（以下この
項において「基準日保険者」と
いう。）

基準日保険者の被保険者

が当該基準日保険者以外の

基準日保険者

が他の

当該基準日保険者以外の

）が基準日保険者

当該他の

第一項 当該保険者
第二号

保険者の被保険者

）が当該保険者

第一項 おいて当該
第一号

）が当該他の市町村又は組合（
以下この項において「基準日保
険者」という。）
基準日保険者の被保険者

基準日保険者以外の

）が基準日保険者

第一項 ）が当該保険者
第三号
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第一項 （略）
第一号
）が当該市町村又
は組合

市町村又は組合の
被保険者
第 一項 他の
第二号

第一項 ）が当該市町村又
第三号 は組合

国民健康保険法施行令（昭和三十三年政令第三百六十二号）（抄）【第一条関係】

○

保険者の被保険者

基準日保険者の被保険者

基準日保険者以外の

市町村又は組合の 基準日保険者の被保険者
被保険者
第一項 他の
第四号

基準日保険者

（略）

（略）

第一項 当該保険者
第五号

（略）

（削る
）

基準日保険者の国民健康保険の
世帯主等

基準日保険者の被保険者

第一項 当該保険者の国民
第七号 健康保険の世帯主
等
保険者の被保険者

基準日保険者

が当該基準日保険者以外の

第一項 当該保険者
第八号
が他の

当該基準日保険者以外の

基準日保険者の国民健康保険の
世帯主等

当該他の
第一項 当該保険者の国民
第九号 健康保険の世帯主
等
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第一項 当該市町村又は組 基準日保険者の国民健康保険の
第七号 合の国民健康保険 世帯主等
の世帯主等

基準日保険者以外の

市町村又は組合の 基準日保険者の被保険者
被保険者
第一項 他の
第八号

第一項 当該市町村又は組 基準日保険者の国民健康保険の
第九号 合の国民健康保険 世帯主等
の世帯主等

国民健康保険法施行令（昭和三十三年政令第三百六十二号）（抄）【第一条関係】

○

市町村又は組合の 基準日保険者の被保険者
被保険者

保険者の被保険者

基準日保険者の被保険者

基準日保険者以外の

（略）

（略）

第一項 他の
第十号

基準日保険者

（略）

（削る
）

第一項 当該保険者
第十一
号

基準日保険者の国民健康保険の
世帯主等

基準日保険者の被保険者

第一項 当該保険者の国民
第十三 健康保険の世帯主
号
等
保険者の被保険者

基準日保険者

が当該基準日保険者以外の

第一項 当該保険者
第十四
号
が他の

当該基準日保険者以外の

基準日保険者の国民健康保険の
世帯主等

当該他の
第一項 当該保険者の国民
第十五 健康保険の世帯主
号
等
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第一項 当該市町村又は組 基準日保険者の国民健康保険の
第十三 合の国民健康保険 世帯主等
号
の世帯主等

基準日保険者以外の

市町村又は組合の 基準日保険者の被保険者
被保険者
第一項 他の
第十四
号

第一項 当該市町村又は組 基準日保険者の国民健康保険の
第十五 合の国民健康保険 世帯主等
号
の世帯主等

国民健康保険法施行令（昭和三十三年政令第三百六十二号）（抄）【第一条関係】

○

市町村又は組合の 基準日保険者の被保険者
被保険者

保険者の被保険者

基準日保険者の被保険者

基準日保険者以外の

（略）

（略）

第一項 他の
第十六
号

基準日保険者

（略）

（削る
）

５ 計算期間において当該保険者の国民健康保険の世帯主等であつ
た者（基準日において被用者保険保険者等（高齢者医療確保法に
基づく後期高齢者医療広域連合を除く。）の被用者保険被保険者
等（後期高齢者医療の被保険者を除く。以下この項において「基
準日被用者保険被保険者等」という。）である者に限り、基準日
世帯主等を除く。）に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げ
る額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給する
ものとし、その額は、同表の中欄に掲げる額（当該額が零を下回
る場合には、零とする。）にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗
じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日被用者保険被保
険者等が基準日において法第四十二条第一項第四号の規定が適用
される者に相当する者である場合は、この限りでない。

（表略）
６ 前項の規定は、計算期間において当該保険者の国民健康保険の
世帯主等であつた者（基準日において被用者保険保険者等（高齢
者医療確保法に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。）の被用
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第一項 当該保険者
第十七
号

５ 計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主
等であつた者（基準日において被用者保険保険者等（高齢者医療
確保法に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。）の被用者保険
被保険者等（後期高齢者医療の被保険者を除く。以下この項にお
いて「基準日被用者保険被保険者等」という。）である者に限り
、基準日において市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であ
る者を除く。）に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる額
のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するもの
とし、その額は、同表の中欄に掲げる額（当該額が零を下回る場
合には、零とする。）にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて
得た額の合算額とする。ただし、当該基準日被用者保険被保険者
等が基準日において法第四十二条第一項第四号の規定が適用され
る者に相当する者である場合は、この限りでない。
（表略）
６ 前項の規定は、計算期間において当該市町村又は組合の国民健
康保険の世帯主等であつた者（基準日において被用者保険保険者
等（高齢者医療確保法に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。
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）の被用者保険被保険者等（後期高齢者医療の被保険者を除く。
）の被扶養者である者である者に限り、基準日において市町村又
は組合の国民健康保険の世帯主等である者を除く。）に対する高
額療養費の支給について準用する。この場合において、同項の表
中「を基準日世帯主等と、基準日被扶養者（」とあるのは「（基
準日において被用者保険保険者等（高齢者医療確保法に基づく後
期高齢者医療広域連合を除く。）の被用者保険被保険者等（後期
高齢者医療の被保険者を除く。）である者をいう。以下この表に
おいて同じ。）を基準日世帯主等と、基準日被扶養者（」と、「
第一項第一号に」とあるのは「第一項第三号に」と、「第一項第
七号に」とあるのは「第一項第九号に」と、「第一項第十三号に
」とあるのは「第一項第十五号に」と読み替えるものとする。
７ 計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主
等であつた者（基準日において後期高齢者医療の被保険者である
者に限り、基準日において市町村又は組合の国民健康保険の世帯
主等である者を除く。以下この項において「基準日後期高齢者医
療被保険者」という。）に対する高額療養費は、次の表の上欄に
掲げる額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給
するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる額（当該額が零を
下回る場合には、零とする。）にそれぞれ同表の下欄に掲げる率
を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日後期高齢者
医療被保険者が基準日において法第四十二条第一項第四号の規定
が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。
（表略）
８・９ （略）

者保険被保険者等（後期高齢者医療の被保険者を除く。）の被扶
養者である者である者に限り、基準日世帯主等を除く。）に対す
る高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項
の表中「を基準日世帯主等と、基準日被扶養者（」とあるのは「
（基準日において被用者保険保険者等（高齢者医療確保法に基づ
く後期高齢者医療広域連合を除く。）の被用者保険被保険者等（
後期高齢者医療の被保険者を除く。）である者をいう。以下この
表において同じ。）を基準日世帯主等と、基準日被扶養者（」と
、「第一項第一号に」とあるのは「第一項第三号に」と、「第一
項第七号に」とあるのは「第一項第九号に」と、「第一項第十三
号に」とあるのは「第一項第十五号に」と読み替えるものとする
。
７ 計算期間において当該保険者の国民健康保険の世帯主等であつ
た者（基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限り
、基準日世帯主等を除く。以下この項において「基準日後期高齢
者医療被保険者」という。）に対する高額療養費は、次の表の上
欄に掲げる額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に
支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる額（当該額が
零を下回る場合には、零とする。）にそれぞれ同表の下欄に掲げ
る率を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日後期高
齢者医療被保険者が基準日において法第四十二条第一項第四号の
規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない
。
（表略）
８ 第一項（第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。
）及び第四項において、「世帯員」とは、国民健康保険の世帯主
等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の被保
険者をいう。
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（高額療養費算定基準額）
第二十九条の三 第二十九条の二第一項の高額療養費算定基準額は
、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額と
する。
一 次号から第五号までに掲げる場合以外の場合 八万百円と、
第二十九条の二第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した
額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定し
た当該療養に要した費用の額（その額が二十六万七千円に満た
ないときは、二十六万七千円）から二十六万七千円を控除した
額に百分の一を乗じて得た額（この額に一円未満の端数がある
場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これ
を切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを
一円に切り上げた額）との合算額。ただし、当該療養のあつた
月以前の十二月以内に既に高額療養費（同条第一項から第四項
までの規定によるものに限る。）が支給されている月数（市町
村による高額療養費の支給にあつては、当該市町村の属する都
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９ 第一項（第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。
）、第五項（第六項において準用する場合を含む。）及び第六項
において、「被用者保険保険者等」とは、健康保険（健康保険法
第三条第二項に規定する日雇特例被保険者（第二十九条の四の三
第四項において「日雇特例被保険者」という。）の保険を除く。
）の保険者としての全国健康保険協会、健康保険組合、同法第百
二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会、
船員保険法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協
会、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基
づく共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は高齢者医療確
保法に基づく後期高齢者医療広域連合をいう。

（高額療養費算定基準額）
第二十九条の三 第二十九条の二第一項の高額療養費算定基準額は
、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額と
する。
一 次号から第五号までに掲げる場合以外の場合 八万百円と、
第二十九条の二第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した
額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定し
た当該療養に要した費用の額（その額が二十六万七千円に満た
ないときは、二十六万七千円）から二十六万七千円を控除した
額に百分の一を乗じて得た額（この額に一円未満の端数がある
場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これ
を切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを
一円に切り上げた額）との合算額。ただし、当該療養のあつた
月以前の十二月以内に既に高額療養費（同条第一項から第四項
までの規定によるものに限る。）が支給されている月数が三月
以上ある場合（以下この条及び次条第一項において「高額療養
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道府県内の他の市町村から支給されている月数を含む。）が三
月以上ある場合（以下この条及び次条第一項において「高額療
養費多数回該当の場合」という。）にあつては、四万四千四百
円とする。
二～四 （略）
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費多数回該当の場合」という。）にあつては、四万四千四百円
とする。

二 その被保険者の属する世帯に属する全ての被保険者について
療養のあつた月の属する年の前年（当該療養のあつた月が一月
から七月までの場合にあつては、前々年。次号及び第四号にお
いて同じ。）の基準所得額を合算した額が九百一万円を超える
場合 二十五万二千六百円と、第二十九条の二第一項第一号及
び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省
令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額（
その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円）
から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額（
この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が
五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五
十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額）との合算
額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万
百円とする。
三 その被保険者の属する世帯に属する全ての被保険者について
療養のあつた月の属する年の前年の基準所得額を合算した額が
六百万円を超え九百一万円以下の場合 十六万七千四百円と、
第二十九条の二第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した
額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定し
た当該療養に要した費用の額（その額が五十五万八千円に満た
ないときは、五十五万八千円）から五十五万八千円を控除した
額に百分の一を乗じて得た額（この額に一円未満の端数がある
場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これ
を切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを
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五 イ及びロに掲げる区分に従い、それぞれイ及びロに定める者
の全てについて療養のあつた月の属する年度（当該療養のあつ
た月が四月から七月までの場合にあつては、前年度）分の地方
税法の規定による市町村民税（同法の規定による特別区民税を
含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得
割を除く。以下この号及び第二十九条の四の三第一項第五号に
おいて同じ。）が課されない場合又は市町村の条例で定めると
ころにより市町村民税が免除される場合（これらの者のいずれ
かが当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を
有しない者である場合を除く。第四項第三号において「市町村
民税世帯非課税の場合」という。） 三万五千四百円。ただし
、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円と
する。
イ 被保険者が都道府県等が行う国民健康保険の被保険者であ
る場合 当該被保険者の属する世帯の世帯主及びその世帯に
属する当該都道府県等が行う国民健康保険の被保険者である
者
ロ 被保険者が組合が行う国民健康保険の被保険者である場合
当該被保険者の属する世帯に属する当該組合の組合員及び
その世帯に属する当該組合が行う国民健康保険の被保険者で
ある者

一円に切り上げた額）との合算額。ただし、高額療養費多数回
該当の場合にあつては、九万三千円とする。
四 その被保険者の属する世帯に属する全ての被保険者について
療養のあつた月の属する年の前年の基準所得額を合算した額が
二百十万円以下の場合（次号に掲げる場合を除く。） 五万七
千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、
四万四千四百円とする。
五 イ及びロに掲げる区分に従い、それぞれイ及びロに定める者
の全てについて療養のあつた月の属する年度（当該療養のあつ
た月が四月から七月までの場合にあつては、前年度）分の地方
税法の規定による市町村民税（同法の規定による特別区民税を
含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得
割を除く。以下この号及び第二十九条の四の三第一項第五号並
びに附則第二条第八項において同じ。）が課されない場合又は
市町村の条例で定めるところにより市町村民税が免除される場
合（これらの者のいずれかが当該市町村民税の賦課期日におい
て同法の施行地に住所を有しない者である場合を除く。第四項
第三号において「市町村民税世帯非課税の場合」という。）
三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつ
ては、二万四千六百円とする。
イ 被保険者が市町村の行う国民健康保険の被保険者である場
合 当該被保険者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属す
る当該市町村の行う国民健康保険の被保険者である者

ロ 被保険者が組合の行う国民健康保険の被保険者である場合
当該被保険者の属する世帯に属する当該組合の組合員及び
その世帯に属する当該組合の行う国民健康保険の被保険者で
ある者
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２・３ （略）

２ 前項第二号から第四号までの基準所得額は、第二十九条の七第
二項第四号に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例（そ
の算定の際第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険
者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後
の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所
得税法（昭和四十年法律第三十三号）第二十八条第一項に規定す
る給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得につい
ては、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相
当する金額によるものとする。第二十九条の四の三第二項におい
て同じ。）により算定するものとする。
３ 第二十九条の二第二項の高額療養費算定基準額は、次の各号に
掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 第一項第一号に掲げる場合 四万五十円と、第二十九条の二
第二項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で
定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額（その
額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円）
から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額
（この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額
が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が
五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額）との合
算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万
二千二百円とする。
二 第一項第二号に掲げる場合 十二万六千三百円と、第二十九
条の二第二項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働
省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額
（その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円）か
ら四十二万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額（この
額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十
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４ 第二十九条の二第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に
掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一～三 （略）

銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭
以上であるときは、これを一円に切り上げた額）との合算額。
ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、七万五十円
とする。
三 第一項第三号に掲げる場合 八万三千七百円と、第二十九条
の二第二項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省
令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額（
その額が二十七万九千円に満たないときは、二十七万九千円）
から二十七万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額（
この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が
五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五
十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額）との合算
額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六
千五百円とする。
四 第一項第四号に掲げる場合 二万八千八百円。ただし、高額
療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
五 第一項第五号に掲げる場合 一万七千七百円。ただし、高額
療養費多数回該当の場合にあつては、一万二千三百円とする。
４ 第二十九条の二第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に
掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 次号から第四号までに掲げる場合以外の場合 五万七千六百
円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四
千四百円とする。
二 法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合
八万百円と、第二十九条の二第三項第一号及び第二号に掲げ
る額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるとこ
ろにより算定した当該療養に要した費用の額（その額が二十六
万七千円に満たないときは、二十六万七千円）から二十六万七

国民健康保険法施行令（昭和三十三年政令第三百六十二号）（抄）【第一条関係】

○

- 32 -

四 第一項第五号イ及びロに掲げる区分に従い、それぞれ同号イ
及びロに定める者の全てについて療養のあつた月の属する年度
（当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、
前年度）分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三
百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る
所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額（
同法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者
については、同条第四項中「次の各号に掲げる金額の合計額と
する。ただし、当該合計額が七十万円に満たないときは、七十
万円」とあるのは「八十万円」として同項の規定を適用して算
定した総所得金額とする。第二十九条の四の三第三項第四号に
おいて同じ。）並びに他の所得と区分して計算される所得の金
額がない場合 一万五千円
５～７ （略）

千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額（この額に一円未
満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であ
るときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上である
ときは、これを一円に切り上げた額）との合算額。ただし、高
額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする
。
三 市町村民税世帯非課税の場合（次号に掲げる場合を除く。）
二万四千六百円
四 第一項第三号イ及びロに掲げる区分に従い、それぞれイ及び
ロに定める者の全てについて療養のあつた月の属する年度（当
該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年
度）分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十
三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得
税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額（同法
第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者につ
いては、同条第四項中「次の各号に掲げる金額の合計額とする
。ただし、当該合計額が七十万円に満たないときは、七十万円
」とあるのは「八十万円」として同項の規定を適用して算定し
た総所得金額とする。第二十九条の四の三第三項第四号におい
て同じ。）並びに他の所得と区分して計算される所得の金額が
ない場合 一万五千円
５ 第二十九条の二第四項の高額療養費算定基準額は、次の各号に
掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 前項第一号に掲げる場合 二万八千八百円。ただし、高額療
養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
二 前項第二号に掲げる場合 四万五十円と、第二十九条の二第
四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定
めるところにより算定した当該療養に要した費用の額（その額
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が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円）か
ら十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額（
この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が
五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五
十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額）との合算
額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二
千二百円とする。
三 前項第三号に掲げる場合 一万二千三百円
四 前項第四号に掲げる場合 七千五百円
６ 第二十九条の二第五項の高額療養費算定基準額は、次の各号に
掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額（同条第四項各
号に掲げる療養（以下この条及び第二十九条の四の二第一項にお
いて「七十五歳到達時特例対象療養」という。）に係るものにあ
つては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額）とする
。
一 第四項第一号に掲げる場合 一万四千円
二 第四項第二号に掲げる場合 五万七千六百円
三 第四項第三号又は第四号に掲げる場合 八千円
７ 第二十九条の二第六項の高額療養費算定基準額は、次の各号に
掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 八万百円（七十五
歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円）と
、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る
同条第六項に規定する特定給付対象療養につき厚生労働省令で
定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費
用の額（その額が二十六万七千円（七十五歳到達時特例対象療
養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下この号にお
いて同じ。）に満たないときは、二十六万七千円）から二十六
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８ 第二十九条の二第七項の高額療養費算定基準額は、次の各号に
掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 イからホまでに掲
げる区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
イ 第一項第一号に掲げる場合 八万百円（七十五歳到達時特
例対象療養に係るものにあつては、四万五十円）と、第二十
九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾
病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算
定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額（その額
が二十六万七千円（七十五歳到達時特例対象療養に係るもの
にあつては、十三万三千五百円。以下このイにおいて同じ。
）に満たないときは、二十六万七千円）から二十六万七千円
を控除した額に百分の一を乗じて得た額（この額に一円未満
の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であ
るときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であ

万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額（この額に一
円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満
であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上で
あるときは、これを一円に切り上げた額）との合算額
二 七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対
象療養であつて、入院療養（法第三十六条第一項第五号に掲げ
る療養（当該療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療
養を含む。）をいう。次項において同じ。）である場合 五万
七千六百円（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつて
は、二万八千八百円）
三 七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第一号の特定給付
対象療養であつて、外来療養である場合 一万四千円（七十五
歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七千円）
８ 第二十九条の二第七項の高額療養費算定基準額は、次の各号に
掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 イからホまでに掲
げる区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
イ 第一項第一号に掲げる場合 八万百円（七十五歳到達時特
例対象療養に係るものにあつては、四万五十円）と、第二十
九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾
病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算
定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額（その額
が二十六万七千円（七十五歳到達時特例対象療養に係るもの
にあつては、十三万三千五百円。以下このイにおいて同じ。
）に満たないときは、二十六万七千円）から二十六万七千円
を控除した額に百分の一を乗じて得た額（この額に一円未満
の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であ
るときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であ
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るときは、これを一円に切り上げた額）との合算額。ただし
、当該特定疾病給付対象療養（入院療養に限る。）のあつた
月以前の十二月以内に既に高額療養費（当該特定疾病給付対
象療養（入院療養に限る。）を受けた被保険者がそれぞれ同
一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであつて
、同条第七項の規定によるものに限る。）が支給されている
月数（市町村による高額療養費の支給にあつては、当該市町
村の属する都道府県内の他の市町村から支給されている月数
を含む。）が三月以上ある場合（以下この項において「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。）
にあつては、四万四千四百円（七十五歳到達時特例対象療養
に係るものにあつては、二万二千二百円）とする。
ロ～ホ （略）
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るときは、これを一円に切り上げた額）との合算額。ただし
、当該特定疾病給付対象療養（入院療養に限る。）のあつた
月以前の十二月以内に既に高額療養費（当該特定疾病給付対
象療養（入院療養に限る。）を受けた被保険者がそれぞれ同
一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであつて
、同条第七項の規定によるものに限る。）が支給されている
月数が三月以上ある場合（以下この項において「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。）にあつ
ては、四万四千四百円（七十五歳到達時特例対象療養に係る
ものにあつては、二万二千二百円）とする。

ロ 第一項第二号に掲げる場合 二十五万二千六百円（七十五
歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十二万六千三
百円）と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げ
る額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定め
るところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した
費用の額（その額が八十四万二千円（七十五歳到達時特例対
象療養に係るものにあつては、四十二万千円。以下このロに
おいて同じ。）に満たないときは、八十四万二千円）から八
十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額（この
額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五
十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五
十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額）との合
算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当
の場合にあつては、十四万百円（七十五歳到達時特例対象療
養に係るものにあつては、七万五十円）とする。
ハ 第一項第三号に掲げる場合 十六万七千四百円（七十五歳
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二・三 （略）

到達時特例対象療養に係るものにあつては、八万三千七百円
）と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額
に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めると
ころにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用
の額（その額が五十五万八千円（七十五歳到達時特例対象療
養に係るものにあつては、二十七万九千円。以下このハにお
いて同じ。）に満たないときは、五十五万八千円）から五十
五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額（この額
に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十
銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十
銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額）との合算
額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の
場合にあつては、九万三千円（七十五歳到達時特例対象療養
に係るものにあつては、四万六千五百円）とする。
ニ 第一項第四号に掲げる場合 五万七千六百円（七十五歳到
達時特例対象療養に係るものにあつては、二万八千八百円）
。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場
合にあつては、四万四千四百円（七十五歳到達時特例対象療
養に係るものにあつては、二万二千二百円）とする。
ホ 第一項第五号に掲げる場合 三万五千四百円（七十五歳到
達時特例対象療養に係るものにあつては、一万七千七百円）
。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場
合にあつては、二万四千六百円（七十五歳到達時特例対象療
養に係るものにあつては、一万二千三百円）とする。
二 七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象
療養であつて、入院療養である場合 イからニまでに掲げる区
分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ 第四項第一号に掲げる場合 五万七千六百円（七十五歳到
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達時特例対象療養に係るものにあつては、二万八千八百円）
。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場
合にあつては、四万四千四百円（七十五歳到達時特例対象療
養に係るものにあつては、二万二千二百円）とする。
ロ 第四項第二号に掲げる場合 八万百円（七十五歳到達時特
例対象療養に係るものにあつては、四万五十円）と、第二十
九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾
病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算
定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額（その額
が二十六万七千円（七十五歳到達時特例対象療養に係るもの
にあつては、十三万三千五百円。以下このロにおいて同じ。
）に満たないときは、二十六万七千円）から二十六万七千円
を控除した額に百分の一を乗じて得た額（この額に一円未満
の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であ
るときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であ
るときは、これを一円に切り上げた額）との合算額。ただし
、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつ
ては、四万四千四百円（七十五歳到達時特例対象療養に係る
ものにあつては、二万二千二百円）とする。
ハ 第四項第三号に掲げる場合 二万四千六百円（七十五歳到
達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円）
ニ 第四項第四号に掲げる場合 一万五千円（七十五歳到達時
特例対象療養に係るものにあつては、七千五百円）
三 七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象
療養であつて、外来療養である場合 イからハまでに掲げる区
分に応じ、それぞれイからハまでに定める額（七十五歳到達時
特例対象療養に係るものにあつては、それぞれ当該イからハま
でに定める額に二分の一を乗じて得た額）
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イ 第四項第一号に掲げる場合 一万四千円
ロ 第四項第二号に掲げる場合 五万七千六百円
ハ 第四項第三号又は第四号に掲げる場合 八千円
９ 第二十九条の二第八項の高額療養費算定基準額は、次の各号に
掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額（七十五歳到達時特
例対象療養に係るものにあつては、当該各号に定める額に二分の
一を乗じて得た額）とする。
一 次号に掲げる者以外の者 一万円
二 第一項第二号及び第三号に掲げる場合に該当する者（七十歳
に達する日の属する月の翌月以後に第二十九条の二第八項に規
定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち健康保険
法施行令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定
める疾病に係る療養を受けた者を除く。） 二万円
第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は
同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の
七月三十一日までの間にある被保険者の属する世帯に対する第一
項第五号及び第四項第三号の規定の適用については、第一項第五
号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第四項第三号におい
て「市町村民税世帯非課税」とあるのは「）又は市町村の行う国
民健康保険の世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び第二十
九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者（以下こ
の号において「特定同一世帯所属者」という。）の全てについて
療養のあつた月の属する年の前年（当該療養のあつた月が一月か
ら七月までの場合にあつては、前々年）の所得について同条第五
項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得
金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得
の金額（第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者
等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の
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９ （略）

第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は
同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の
七月三十一日までの間にある被保険者の属する世帯に対する第一
項第五号及び第四項第三号の規定の適用については、第一項第五
号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第四項第三号におい
て「市町村民税世帯非課税」とあるのは「）又は都道府県等が行
う国民健康保険の世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び第
二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者（以
下この号において「特定同一世帯所属者」という。）の全てにつ
いて療養のあつた月の属する年の前年（当該療養のあつた月が一
月から七月までの場合にあつては、前々年）の所得について同条
第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総
所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される
所得の金額（第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保
険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以
10

10

四万五十円

最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得
税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合に
おいては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて
計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。）
の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項に規定する金額にそ
の世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数
に五十万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合（第
四項第三号において「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険
者等所属世帯特例基準」と、第四項第三号中「の場合」とあるの
は「又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」とする。

前条第一項（同条第二項から第四項までにおいて準用する場合
を含む。）、第五項（同条第六項において準用する場合を含む。
）及び第七項の高額療養費算定基準額は、それぞれ十四万四千円
とする。
（新設）
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後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に
所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場
合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によ
つて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする
。）の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項に規定する金額
にその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合
計数に五十万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合
（第四項第三号において「市町村民税世帯非課税又は特例対象被
保険者等所属世帯特例基準」と、第四項第三号中「の場合」とあ
るのは「又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」とす
る。
（略）

八万百円

十三万三千五百円

一の月において、一の市町村の区域内に住所を有する被保険者
（都道府県等が行う国民健康保険の被保険者に限る。）が、月の
初日以外の日において当該市町村が属する都道府県内の他の市町
村の区域内に住所を有するに至り、継続して同一の世帯に属する
と認められるときは、当該被保険者が当該都道府県等が行う国民
健康保険の被保険者として当該月に受けた療養に係る高額療養費
算定基準額に対する第一項及び第三項から第六項までの規定の適
用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる
字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項第一
号

二十六万七千円
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11

12

11

第一項第四
号ただし書

第一項第四
号

第一項第三
号ただし書

第一項第三
号

第一項第二
号ただし書

第一項第二
号

第一項第一
号ただし書

四万四千四百円

五万七千六百円

九万三千円

五十五万八千円

十六万七千四百円

十四万百円

八十四万二千円

二十五万二千六百円

四万四千四百円

一万七千七百円

二万二千二百円

二万八千八百円

四万六千五百円

二十七万九千円

八万三千七百円

七万五十円

四十二万千円

十二万六千三百円

二万二千二百円

一万二千三百円

三万五千四百円

二万四千六百円

第一項第五
号
第一項第五
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号ただし書

第三項第一
号ただし書

四十二万千円

十二万六千三百円

二万二千二百円

十三万三千五百円

四万五十円

三万五千二十五円

二十一万五百円

六万三千百五十円

一万千百円

六万六千七百五十円

二万二十五円

四万六千五百円

二十七万九千円

八万三千七百円

一万四千四百円

二万三千二百五十円

十三万九千五百円

四万千八百五十円
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第三項第一
号

第三項第二
号

七万五十円

第三項第三
号ただし書

二万八千八百円

第三項第二
号ただし書

第三項第四
号

一万千百円

第三項第三
号

第三項第四 二万二千二百円
号ただし書
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第五項第一 二万八千八百円
号

第四項第四
号ただし書

第四項第三
号

第四項第二
号ただし書

第四項第二
号

第四項第一
号ただし書

第四項第一
号

第三項第五
号ただし書

第三項第五
号

一万五千円

二万四千六百円

四万四千四百円

二十六万七千円

八万百円

四万四千四百円

五万七千六百円

一万二千三百円

一万七千七百円

一万四千四百円

七千五百円

一万二千三百円

二万二千二百円

十三万三千五百円

四万五十円

二万二千二百円

二万八千八百円

六千百五十円

八千八百五十円
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第五項第二
号ただし書

第五項第二
号

第五項第一
号ただし書

一万二千三百円

二万二千二百円

十三万三千五百円

四万五十円

二万二千二百円

六千百五十円

一万千百円

六万六千七百五十円

二万二十五円

一万千百円

七千円

第五項第三
号

一万四千円

二万八千八百円

三千七百五十円

第六項第一
号
五万七千六百円

四千円

七千五百円

第六項第二
号
八千円

第五項第四
号

第六項第三
号

（その他高額療養費の支給に関する事項）

（その他高額療養費の支給に関する事項）
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第二十九条の四 被保険者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関
等（健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関
（第五項及び第六項において「保険医療機関」という。）又は同
号に規定する保険薬局をいう。以下この項及び第三項において同
じ。）又は指定訪問看護事業者（同法第八十八条第一項に規定す
る指定訪問看護事業者をいう。以下この項及び第三項において同
じ。）について療養を受けた場合において、一部負担金、保険外
併用療養費負担額（保険外併用療養費の支給につき法第五十三条
第三項において準用する法第五十二条第三項の規定の適用がある
場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定
した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう
。以下この項及び第三項において同じ。）又は訪問看護療養費負
担額（訪問看護療養費の支給につき法第五十四条の二第五項の規
定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指
定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額
を控除した額をいう。以下この項及び第三項において同じ。）の
支払が行われなかつたときは、市町村及び組合は、第二十九条の
二第一項から第五項までの規定により世帯主又は組合員に対し支
給すべき高額療養費について、当該一部負担金の額、保険外併用
療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場
合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除した額の限
度において、当該世帯主又は組合員に代わり、当該保険医療機関
等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
一 第二十九条の二第一項の規定により高額療養費を支給する場
合 イからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホ
までに定める額
イ 前条第一項第一号に掲げる場合に該当していることにつき
厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を

第二十九条の四 被保険者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関
等（健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関
（第五項及び第六項並びに附則第二条第七項において「保険医療
機関」という。）又は同号に規定する保険薬局をいう。以下この
項及び第三項において同じ。）又は指定訪問看護事業者（同法第
八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下この
項及び第三項において同じ。）について療養を受けた場合におい
て、一部負担金、保険外併用療養費負担額（保険外併用療養費の
支給につき法第五十三条第三項において準用する法第五十二条第
三項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支
給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費
の額を控除した額をいう。以下この項及び第三項において同じ。
）又は訪問看護療養費負担額（訪問看護療養費の支給につき法第
五十四条の二第五項の規定の適用がある場合における当該訪問看
護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から
当該訪問看護療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第
三項において同じ。）の支払が行われなかつたときは、保険者は
、第二十九条の二第一項から第五項までの規定により世帯主又は
組合員に対し支給すべき高額療養費について、当該一部負担金の
額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の
各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を
控除した額の限度において、当該世帯主又は組合員に代わり、当
該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
一 第二十九条の二第一項の規定により高額療養費を支給する場
合 イからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホ
までに定める額
イ 前条第一項第一号に掲げる場合に該当していることにつき
厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けてい
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受けている者 八万百円と、当該療養につき厚生労働省令で
定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額（そ
の額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円）
から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額
（この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金
額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金
額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額）
との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつて
は、四万四千四百円とする。
ロ 前条第一項第二号に掲げる場合に該当していることにつき
厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を
受けている者 二十五万二千六百円と、当該療養につき厚生
労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費
用の額（その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四
万二千円）から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗
じて得た額（この額に一円未満の端数がある場合において、
その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、
その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り
上げた額）との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場
合にあつては、十四万百円とする。
ハ 前条第一項第三号に掲げる場合に該当していることにつき
厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を
受けている者 十六万七千四百円と、当該療養につき厚生労
働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用
の額（その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万
八千円）から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じ
て得た額（この額に一円未満の端数がある場合において、そ
の端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、そ

る者 八万百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めると
ころにより算定した当該療養に要した費用の額（その額が二
十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円）から二十
六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額（この額
に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十
銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十
銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額）との合算
額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万
四千四百円とする。
ロ 前条第一項第二号に掲げる場合に該当していることにつき
厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けてい
る者 二十五万二千六百円と、当該療養につき厚生労働省令
で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額（
その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円
）から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た
額（この額に一円未満の端数がある場合において、その端数
金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数
金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額
）との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつ
ては、十四万百円とする。
ハ 前条第一項第三号に掲げる場合に該当していることにつき
厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けてい
る者 十六万七千四百円と、当該療養につき厚生労働省令で
定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額（そ
の額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円）
から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額
（この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金
額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金

国民健康保険法施行令（昭和三十三年政令第三百六十二号）（抄）【第一条関係】

○

- 46 -

の端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上
げた額）との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合
にあつては、九万三千円とする。
ニ 前条第一項第四号に掲げる場合に該当していることにつき
厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を
受けている者 五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回
該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
ホ 前条第一項第五号に掲げる場合に該当していることにつき
厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を
受けている者 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回
該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
二 第二十九条の二第二項の規定により高額療養費を支給する場
合 イからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホ
までに定める額
イ 前条第三項第一号に掲げる場合に該当していることにつき
厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を
受けている者 四万五十円と、当該療養につき厚生労働省令
で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額（
その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五
百円）から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じ
て得た額（この額に一円未満の端数がある場合において、そ
の端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、そ
の端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上
げた額）との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合
にあつては、二万二千二百円とする。
ロ 前条第三項第二号に掲げる場合に該当していることにつき
厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を
受けている者 十二万六千三百円と、当該療養につき厚生労

額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額）
との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつて
は、九万三千円とする。
ニ 前条第一項第四号に掲げる場合に該当していることにつき
厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けてい
る者 五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場
合にあつては、四万四千四百円とする。
ホ 前条第一項第五号に掲げる場合に該当していることにつき
厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けてい
る者 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場
合にあつては、二万四千六百円とする。
二 第二十九条の二第二項の規定により高額療養費を支給する場
合 イからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホ
までに定める額
イ 前条第三項第一号に掲げる場合に該当していることにつき
厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けてい
る者 四万五十円と、当該療養につき厚生労働省令で定める
ところにより算定した当該療養に要した費用の額（その額が
十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円）か
ら十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額
（この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金
額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金
額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額）
との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつて
は、二万二千二百円とする。
ロ 前条第三項第二号に掲げる場合に該当していることにつき
厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けてい
る者 十二万六千三百円と、当該療養につき厚生労働省令で
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三

働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用
の額（その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千
円）から四十二万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た
額（この額に一円未満の端数がある場合において、その端数
金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数
金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額
）との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつ
ては、七万五十円とする。
ハ 前条第三項第三号に掲げる場合に該当していることにつき
厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を
受けている者 八万三千七百円と、当該療養につき厚生労働
省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の
額（その額が二十七万九千円に満たないときは、二十七万九
千円）から二十七万九千円を控除した額に百分の一を乗じて
得た額（この額に一円未満の端数がある場合において、その
端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その
端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げ
た額）との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合に
あつては、四万六千五百円とする。
ニ 前条第三項第四号に掲げる場合に該当していることにつき
厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を
受けている者 二万八千八百円。ただし、高額療養費多数回
該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
ホ 前条第三項第五号に掲げる場合に該当していることにつき
厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を
受けている者 一万七千七百円。ただし、高額療養費多数回
該当の場合にあつては、一万二千三百円とする。
第二十九条の二第三項の規定により高額療養費を支給する場

定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額（そ
の額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円）から
四十二万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額（この
額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五
十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五
十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額）との合
算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、七
万五十円とする。
ハ 前条第三項第三号に掲げる場合に該当していることにつき
厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けてい
る者 八万三千七百円と、当該療養につき厚生労働省令で定
めるところにより算定した当該療養に要した費用の額（その
額が二十七万九千円に満たないときは、二十七万九千円）か
ら二十七万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額（
この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額
が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額
が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額）と
の合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては
、四万六千五百円とする。
ニ 前条第三項第四号に掲げる場合に該当していることにつき
厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けてい
る者 二万八千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場
合にあつては、二万二千二百円とする。
ホ 前条第三項第五号に掲げる場合に該当していることにつき
厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けてい
る者 一万七千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場
合にあつては、一万二千三百円とする。
三 第二十九条の二第三項の規定により高額療養費を支給する場
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合 イからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニ
までに定める額
イ・ロ （略）

ハ 前条第四項第三号に掲げる場合に該当していることにつき
厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を
受けている者 二万四千六百円
ニ 前条第四項第四号に掲げる場合に該当していることにつき
厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を
受けている者 一万五千円
四 第二十九条の二第四項の規定により高額療養費を支給する場
合 イからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニ
までに定める額
イ・ロ （略）

合 イからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニ
までに定める額
イ ロからニまでに掲げる者以外の者 五万七千六百円。ただ
し、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百
円とする。
ロ 前条第四項第二号に掲げる場合に該当する者 八万百円と
、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定し
た当該療養に要した費用の額（その額が二十六万七千円に満
たないときは、二十六万七千円）から二十六万七千円を控除
した額に百分の一を乗じて得た額（この額に一円未満の端数
がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるとき
は、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるとき
は、これを一円に切り上げた額）との合算額。ただし、高額
療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする
。
ハ 前条第四項第三号に掲げる場合に該当していることにつき
厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けてい
る者 二万四千六百円
ニ 前条第四項第四号に掲げる場合に該当していることにつき
厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けてい
る者 一万五千円
四 第二十九条の二第四項の規定により高額療養費を支給する場
合 イからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニ
までに定める額
イ ロからニまでに掲げる者以外の者 二万八千八百円。ただ
し、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百
円とする。
ロ 前条第五項第二号に掲げる場合に該当する者 四万五十円
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ハ 前条第五項第三号に掲げる場合に該当していることにつき
厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を
受けている者 一万二千三百円
ニ 前条第五項第四号に掲げる場合に該当していることにつき
厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を
受けている者 七千五百円
五 第二十九条の二第五項の規定により高額療養費を支給する場
合 イからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハ
までに定める額
イ・ロ （略）

ハ 前条第六項第三号に掲げる場合に該当していることにつき
厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を
受けている者 八千円
２ （略）

３ 被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者につい

と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定
した当該療養に要した費用の額（その額が十三万三千五百円
に満たないときは、十三万三千五百円）から十三万三千五百
円を控除した額に百分の一を乗じて得た額（この額に一円未
満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満で
あるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上で
あるときは、これを一円に切り上げた額）との合算額。ただ
し、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百
円とする。
ハ 前条第五項第三号に掲げる場合に該当していることにつき
厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けてい
る者 一万二千三百円
ニ 前条第五項第四号に掲げる場合に該当していることにつき
厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けてい
る者 七千五百円
五 第二十九条の二第五項の規定により高額療養費を支給する場
合 イからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハ
までに定める額
イ ロ又はハに掲げる者以外の者 一万四千円
ロ 前条第六項第二号に掲げる場合に該当する者 五万七千六
百円
ハ 前条第六項第三号に掲げる場合に該当していることにつき
厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けてい
る者 八千円
２ 前項の規定による支払があつたときは、その限度において、世
帯主又は組合員に対し第二十九条の二第一項から第五項までの規
定による高額療養費の支給があつたものとみなす。
３ 被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者につい
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て原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に
関する給付が行われるべき療養を受けた場合又は第二十九条の二
第八項の規定による市町村又は組合の認定を受けた被保険者が当
該保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者について同項に規
定する療養を受けた場合において、一部負担金、保険外併用療養
費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかつたとき
は、市町村及び組合は、当該療養に要した費用のうち第二十九条
の二第六項から第八項までの規定による高額療養費として世帯主
又は組合員に支給すべき額に相当する額を当該保険医療機関等又
は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
４～９ （略）

て原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に
関する給付が行われるべき療養を受けた場合又は第二十九条の二
第八項の規定による保険者の認定を受けた被保険者が当該保険医
療機関等若しくは指定訪問看護事業者について同項に規定する療
養を受けた場合において、一部負担金、保険外併用療養費負担額
又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかつたときは、保険
者は、当該療養に要した費用のうち第二十九条の二第六項から第
八項までの規定による高額療養費として世帯主又は組合員に支給
すべき額に相当する額を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事
業者に支払うものとする。
４ 前項の規定による支払があつたときは、世帯主又は組合員に対
し、第二十九条の二第六項から第八項までの規定による高額療養
費の支給があつたものとみなす。
５ 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関は、
第二十九条の二の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療
以外の診療につきそれぞれ別個の保険医療機関とみなす。
６ 被保険者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関について法第
三十六条第一項第五号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療
養を受けた場合は、第二十九条の二の規定の適用については、当
該同号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ
別個の保険医療機関について受けたものとみなす。
７ 被保険者が基準日において法第六条各号（第九号及び第十号を
除く。）のいずれかに該当することにより、当該基準日の翌日か
らその資格を喪失することとなる場合における第二十九条の二の
二第五項（同条第六項において準用する場合を含む。）及び第七
項の規定による高額療養費の支給については、当該基準日に当該
資格を喪失したものとみなして、これらの規定及び前条第十一項
の規定を適用する。
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（高額介護合算療養費の支給要件及び支給額）
第二十九条の四の二 高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算
した額から七十歳以上介護合算支給総額（次項の七十歳以上介護
合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定
基準額を控除した額（当該額が健康保険法施行令第四十三条の二
第一項に規定する支給基準額（以下この条において「支給基準額
」という。）以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負
担金等世帯合算額の算定につき次項ただし書に該当する場合には
、零とする。）をいう。）を控除した額（以下この項において介
護合算一部負担金等世帯合算額」という。）が介護合算算定基準
額に支給基準額を加えた額を超える場合に基準日世帯主等に支給
するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から
介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率（第一号に掲
げる額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額
を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た

- 52 -

８ 国民健康保険の世帯主等が計算期間において国民健康保険の世
帯主等でなくなり、かつ、当該国民健康保険の世帯主等でなくな
つた日以後の当該計算期間において医療保険加入者（高齢者医療
確保法第七条第四項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保
険者をいう。第二十九条の四の四第二項において同じ。）となら
ない場合その他厚生労働省令で定める場合における第二十九条の
二の二の規定による高額療養費の支給については、当該日の前日
（当該厚生労働省令で定める場合にあつては、厚生労働省令で定
める日）を基準日とみなして、同条及び前条第十一項の規定を適
用する。
９ 高額療養費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労
働省令で定める。

（高額介護合算療養費の支給要件及び支給額）
第二十九条の四の二 高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算
した額から七十歳以上介護合算支給総額（次項の七十歳以上介護
合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定
基準額を控除した額（当該額が健康保険法施行令第四十三条の二
第一項に規定する支給基準額（以下この条において「支給基準額
」という。）以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負
担金等世帯合算額の算定につき次項ただし書に該当する場合には
、零とする。）をいう。）を控除した額（以下この項において介
護合算一部負担金等世帯合算額」という。）が介護合算算定基準
額に支給基準額を加えた額を超える場合に基準日世帯主等に支給
するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から
介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率（第一号に掲
げる額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額
を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た
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基準日において被保険者である基準日世帯主等が計算期間に

率をいう。）を乗じて得た額とする。ただし、同号から第五号ま
でに掲げる額を合算した額又は第六号及び第七号に掲げる額を合
算した額が零であるときは、この限りでない。
一 計算期間において、基準日世帯主等又はその世帯員（第二十
九条の二の二第八項に規定する世帯員をいう。以下この条及び
次条において同じ。）である者がそれぞれ当該市町村又は組合
の国民健康保険の世帯主等又はその世帯員として受けた療養（
被保険者として受けた療養に限り、法第五十五条第一項の規定
による保険給付に係る療養（以下この条において「継続給付に
係る療養」という。）を含む。）に係る次に掲げる額の合算額
（第二十九条の二第一項から第五項まで又は第二十九条の二の
二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該
支給額を控除した額とする。）
イ・ロ （略）

二

率をいう。）を乗じて得た額とする。ただし、同号から第五号ま
でに掲げる額を合算した額又は第六号及び第七号に掲げる額を合
算した額が零であるときは、この限りでない。
一 計算期間において、基準日世帯主等又はその世帯員（第二十
九条の二の二第八項に規定する世帯員をいう。以下この条及び
次条において同じ。）である者がそれぞれ当該保険者の国民健
康保険の世帯主等又はその世帯員として受けた療養（被保険者
として受けた療養に限り、法第五十五条第一項の規定による保
険給付に係る療養（以下この条において「継続給付に係る療養
」という。）を含む。）に係る次に掲げる額の合算額（第二十
九条の二第一項から第五項まで又は第二十九条の二の二の規定
により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を
控除した額とする。）
イ 当該療養（特定給付対象療養を除く。）に係る第二十九条
の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額（七十歳に達する
日の属する月以前の当該療養に係るものにあつては、同一の
月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について二万千
円（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一
万五百円）以上のものに限る。）を合算した額
ロ 当該療養（特定給付対象療養に限る。）について、当該療
養を受けた者がなお負担すべき額（七十歳に達する日の属す
る月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特
定給付対象療養に係る第二十九条の二第一項第一号イからヌ
までに掲げる額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた
当該特定給付対象療養について二万千円（七十五歳到達時特
例対象療養に係るものにあつては、一万五百円）以上のもの
に限る。）を合算した額
二 基準日において被保険者である基準日世帯主等が計算期間に
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おける他の市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた
間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療
養又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた
療養に係る前号に規定する合算額
三 基準日世帯員が計算期間における当該市町村又は組合の国民
健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主
等が被保険者として受けた療養（継続給付に係る療養を含む。
）又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた
療養（継続給付に係る療養を含む。）に係る第一号に規定する
合算額
四 基準日世帯員が計算期間における他の市町村又は組合の国民
健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主
等が被保険者として受けた療養又はその世帯員であつた者がそ
の世帯員であつた間に受けた療養に係る第一号に規定する合算
額
五～七 （略）
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おける他の保険者の国民健康保険の世帯主等であつた間に、当
該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養又はそ
の世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養に係
る前号に規定する合算額
三 基準日世帯員が計算期間における当該保険者の国民健康保険
の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保
険者として受けた療養（継続給付に係る療養を含む。）又はそ
の世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養（継
続給付に係る療養を含む。）に係る第一号に規定する合算額

四 基準日世帯員が計算期間における他の保険者の国民健康保険
の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保
険者として受けた療養又はその世帯員であつた者がその世帯員
であつた間に受けた療養に係る第一号に規定する合算額

五 基準日において被保険者である基準日世帯主等又は基準日世
帯員が計算期間における被用者保険被保険者等であつた間に、
当該被用者保険被保険者等が受けた療養又はその被扶養者であ
つた者がその被扶養者であつた間に受けた療養について第一号
に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めると
ころにより算定した額
六 基準日において被保険者である基準日世帯主等又は基準日世
帯員が計算期間に受けた居宅サービス等（介護保険法施行令（
平成十年政令第四百十二号）第二十二条の二の二第一項に規定
する居宅サービス等をいう。次項において同じ。）に係る同条
第二項第一号及び第二号に掲げる額の合算額（同項の規定によ
り高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給
額を控除した額とする。）
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２ （略）

３ 前二項の規定は、計算期間において当該市町村又は組合の国民
健康保険の世帯主等であつた者（基準日世帯員に限る。）に対す

七 基準日において被保険者である基準日世帯主等又は基準日世
帯員が計算期間に受けた介護予防サービス等（介護保険法施行
令第二十二条の二の二第二項に規定する介護予防サービス等を
いう。次項において同じ。）に係る同条第二項第三号及び第四
号に掲げる額の合算額（同令第二十九条の二の二第二項の規定
により高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、
当該支給額を控除した額とする。）
２ 前項各号に掲げる額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌
月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービ
ス等（以下この項及び第六項において「七十歳以上合算対象サー
ビス」という。）に係る額に相当する額として厚生労働省令で定
めるところにより算定した額を合算した額（以下この項において
「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。）が七
十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場
合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以
上介護合算算定基準額を控除した額に七十歳以上介護合算按分率
（七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号に掲げる額に相
当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を
、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率を
いう。）を乗じて得た額を高額介護合算療養費として基準日世帯
主等に支給する。ただし、七十歳以上合算対象サービスに係る前
項第一号から第五号までに掲げる額に相当する額として厚生労働
省令で定めるところにより算定した額を合算した額又は七十歳以
上合算対象サービスに係る同項第六号及び第七号に掲げる額に相
当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を
合算した額が零であるときは、この限りでない。
３ 前二項の規定は、計算期間において当該保険者の国民健康保険
の世帯主等であつた者（基準日世帯員に限る。）に対する高額介
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る高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合におい
て、第一項中「第一号に掲げる」とあるのは「第三号に掲げる」
と、同項ただし書中「同号」とあるのは「第一号」と、前項中「
前項第一号に」とあるのは「前項第三号に」と読み替えるものと
する。
４ 第一項及び第二項の規定は、計算期間において当該市町村又は
組合の国民健康保険の世帯主等であつた者（基準日において他の
市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等である者又はその世帯
員である者に限る。）に対する高額介護合算療養費の支給につい
て準用する。この場合において、第一項中「第一号に掲げる額」
とあるのは「第四項に規定する者が計算期間における当該市町村
又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康
保険の世帯主等が被保険者として受けた療養（第一号に規定する
継続給付に係る療養を含む。）又はその世帯員であつた者がその
世帯員であつた間に受けた療養（同号に規定する継続給付に係る
療養を含む。）に係る同号に規定する合算額」と、同項第一号中
「基準日世帯主等」とあるのは「他の市町村又は組合の国民健康
保険の世帯主等である者（基準日において当該他の市町村又は組
合の国民健康保険の世帯主等である者に限る。以下この項及び次
項において「基準日世帯主等」という。）」と、「市町村又は組
合の」とあるのは「他の市町村又は組合（以下この項において「
基準日保険者」という。）の」と、同項第二号中「他の」とある
のは「基準日保険者以外の」と、同項第三号中「基準日世帯員」
とあるのは「基準日世帯員（基準日において基準日世帯主等と同
一の世帯に属する世帯員をいう。以下この項において同じ。）」
と、「当該市町村又は組合」とあるのは「基準日保険者」と、同
項第四号中「他の」とあるのは「基準日保険者以外の」と、第二
項中「七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号に掲げる額
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護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第一
項中「第一号に掲げる」とあるのは「第三号に掲げる」と、同項
ただし書中「同号」とあるのは「第一号」と、前項中「前項第一
号に」とあるのは「前項第三号に」と読み替えるものとする。

４ 第一項及び第二項の規定は、計算期間において当該保険者の国
民健康保険の世帯主等であつた者（基準日において他の保険者の
国民健康保険の世帯主等である者又はその世帯員である者に限る
。）に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この
場合において、第一項中「第一号に掲げる額」とあるのは「第四
項に規定する者が計算期間における当該保険者の国民健康保険の
世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者
として受けた療養（第一号に規定する継続給付に係る療養を含む
。）又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた
療養（同号に規定する継続給付に係る療養を含む。）に係る同号
に規定する合算額」と、同項第一号中「基準日世帯主等」とある
のは「他の保険者の国民健康保険の世帯主等である者（基準日に
おいて当該他の保険者の国民健康保険の世帯主等である者に限る
。以下この項及び次項において「基準日世帯主等」という。）」
と、「保険者の」とあるのは「他の保険者（以下この項において
「基準日保険者」という。）の」と、同項第二号中「他の」とあ
るのは「基準日保険者以外の」と、同項第三号中「基準日世帯員
」とあるのは「基準日世帯員（基準日において基準日世帯主等と
同一の世帯に属する世帯員をいう。以下この項において同じ。）
」と、「当該保険者」とあるのは「基準日保険者」と、同項第四
号中「他の」とあるのは「基準日保険者以外の」と、第二項中「
七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号に掲げる額」とあ
るのは「第四項に規定する者が計算期間における当該保険者の国
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」とあるのは「第四項に規定する者が計算期間における当該市町
村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健
康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養（七十歳に達する
日の属する月の翌月以後に受けた療養に限り、継続給付に係る療
養を含む。）又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間
に受けた療養（七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた
療養に限り、継続給付に係る療養を含む。）に係る前項第一号に
規定する合算額」と読み替えるものとする。
５ 計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主
等であつた者（基準日において被用者保険被保険者等（後期高齢
者医療の被保険者を除く。以下この項において同じ。）である者
又はその被扶養者である者に限る。）に対する高額介護合算療養
費は、当該被用者保険被保険者等である者を基準日世帯主等と、
当該被扶養者である者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労
働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相
当する額（以下この項及び次項において「通算対象負担額」とい
う。）を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額（次項の七
十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上
介護合算算定基準額を控除した額（当該額が支給基準額以下であ
る場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算
定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。）をいう
。）を控除した額（以下この項において「介護合算一部負担金等
世帯合算額」という。）が介護合算算定基準額に支給基準額を加
えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一
部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介
護合算按分率（この項に規定する者が計算期間における当該市町
村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健
康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養（継続給付に係る
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民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主
等が被保険者として受けた療養（七十歳に達する日の属する月の
翌月以後に受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。）又
はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養（
七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限り、継
続給付に係る療養を含む。）に係る前項第一号に規定する合算額
」と読み替えるものとする。

５ 計算期間において当該保険者の国民健康保険の世帯主等であつ
た者（基準日において被用者保険被保険者等（後期高齢者医療の
被保険者を除く。以下この項において同じ。）である者又はその
被扶養者である者に限る。）に対する高額介護合算療養費は、当
該被用者保険被保険者等である者を基準日世帯主等と、当該被扶
養者である者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で
定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額
（以下この項及び次項において「通算対象負担額」という。）を
合算した額から七十歳以上介護合算支給総額（次項の七十歳以上
介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算
算定基準額を控除した額（当該額が支給基準額以下である場合又
は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき
同項ただし書に該当する場合には、零とする。）をいう。）を控
除した額（以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算
額」という。）が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を
超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金
等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按
分率（この項に規定する者が計算期間における当該保険者の国民
健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等
が被保険者として受けた療養（継続給付に係る療養を含む。）又
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療養を含む。）又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた
間に受けた療養（継続給付に係る療養を含む。）に係る通算対象
負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額
を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た
率をいう。）を乗じて得た額とする。ただし、第一項第一号から
第五号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第六号及
び第七号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、
この限りでない。
６ 通算対象負担額のうち、七十歳以上合算対象サービスに係る額
に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した
額（以下この項において「七十歳以上通算対象負担額」という。
）を合算した額（以下この項において「七十歳以上介護合算一部
負担金等世帯合算額」という。）が七十歳以上介護合算算定基準
額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上介護合算
一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控
除した額に七十歳以上介護合算按分率（前項に規定する者が計算
期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であ
つた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた
療養（継続給付に係る療養を含む。）又はその世帯員であつた者
がその世帯員であつた間に受けた療養（継続給付に係る療養を含
む。）に係る七十歳以上通算対象負担額を、七十歳以上介護合算
一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。）を乗じて得た
額を高額介護合算療養費として同項に規定する者に支給する。た
だし、第一項第一号から第五号までに係る七十歳以上通算対象負
担額を合算した額又は同項第六号及び第七号に係る七十歳以上通
算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
７ 計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主
等であつた者（基準日において後期高齢者医療の被保険者である
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はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養（
継続給付に係る療養を含む。）に係る通算対象負担額から次項の
規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、
介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。）を乗
じて得た額とする。ただし、第一項第一号から第五号までに係る
通算対象負担額を合算した額又は同項第六号及び第七号に係る通
算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。

６ 通算対象負担額のうち、七十歳以上合算対象サービスに係る額
に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した
額（以下この項において「七十歳以上通算対象負担額」という。
）を合算した額（以下この項において「七十歳以上介護合算一部
負担金等世帯合算額」という。）が七十歳以上介護合算算定基準
額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上介護合算
一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控
除した額に七十歳以上介護合算按分率（前項に規定する者が計算
期間における当該保険者の国民健康保険の世帯主等であつた間に
、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養（継
続給付に係る療養を含む。）又はその世帯員であつた者がその世
帯員であつた間に受けた療養（継続給付に係る療養を含む。）に
係る七十歳以上通算対象負担額を、七十歳以上介護合算一部負担
金等世帯合算額で除して得た率をいう。）を乗じて得た額を高額
介護合算療養費として同項に規定する者に支給する。ただし、第
一項第一号から第五号までに係る七十歳以上通算対象負担額を合
算した額又は同項第六号及び第七号に係る七十歳以上通算対象負
担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
７ 計算期間において当該保険者の国民健康保険の世帯主等であつ
た者（基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る
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者に限る。）に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医
療の被保険者である者を基準日世帯主等とみなして厚生労働省令
で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する
額（以下この項において「通算対象負担額」という。）を合算し
た額（以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」
という。）が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超え
る場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世
帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率
（この項に規定する者が計算期間における当該市町村又は組合の
国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯
主等が被保険者として受けた療養（継続給付に係る療養を含む。
）又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療
養（継続給付に係る療養を含む。）に係る通算対象負担額を、介
護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。）を乗じ
て得た額とする。ただし、第一項第一号から第五号までに係る通
算対象負担額を合算した額又は同項第六号及び第七号に係る通算
対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
８ 一の月において、一の市町村の区域内に住所を有する被保険者
（都道府県等が行う国民健康保険の被保険者に限る。）が、月の
初日以外の日において当該市町村が属する都道府県内の他の市町
村の区域内に住所を有するに至り、継続して同一の世帯に属する
と認められるときは、当該被保険者が当該都道府県等が行う国民
健康保険の被保険者として当該月に受けた療養に係る高額介護合
算療養費の支給に対する第一項第一号の規定の適用については、
同号中「二万千円」とあるのは「一万五百円」と、「一万五百円
」とあるのは「五千二百五十円」とする。
（介護合算算定基準額）

。）に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保
険者である者を基準日世帯主等とみなして厚生労働省令で定める
ところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額（以下
この項において「通算対象負担額」という。）を合算した額（以
下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。
）が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に
支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額
から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率（この項
に規定する者が計算期間における当該保険者の国民健康保険の世
帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者と
して受けた療養（継続給付に係る療養を含む。）又はその世帯員
であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養（継続給付に係
る療養を含む。）に係る通算対象負担額を、介護合算一部負担金
等世帯合算額で除して得た率をいう。）を乗じて得た額とする。
ただし、第一項第一号から第五号までに係る通算対象負担額を合
算した額又は同項第六号及び第七号に係る通算対象負担額を合算
した額が零であるときは、この限りでない。
（新設）

（介護合算算定基準額）
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第二十九条の四の三

（略）

第二十九条の四の三 前条第一項（同条第三項及び第四項において
準用する場合を含む。）の介護合算算定基準額は、次の各号に掲
げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。
一 次号から第五号までに掲げる場合以外の場合 六十七万円
二 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において
国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する全ての被保険者
について基準日の属する年の前々年（次条第二項の規定により
八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみ
なした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の
前年。次号及び第四号において同じ。）の基準所得額を合算し
た額が九百一万円を超える場合 二百十二万円
三 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において
国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する全ての被保険者
について基準日の属する年の前々年の基準所得額を合算した額
が六百万円を超え九百一万円以下の場合 百四十一万円
四 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において
国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する全ての被保険者
について基準日の属する年の前々年の基準所得額を合算した額
が二百十万円以下の場合（次号に掲げる場合を除く。） 六十
万円
五 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において
国民健康保険の世帯主等及びその世帯員の全てについて基準日
の属する年度の前年度（次条第二項の規定により前年八月一日
から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合
にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度）分の地方
税法の規定による市町村民税が課されない場合又は市町村の条
例で定めるところにより市町村民税が免除される場合（これら
の者のいずれかが当該市町村民税の賦課期日において同法の施
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２～５

（略）

行地に住所を有しない者である場合を除く。第三項第三号にお
いて「市町村民税世帯非課税の場合」という。） 三十四万円
２ 前項第二号から第四号までの基準所得額は、第二十九条の七第
二項第四号に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例によ
り算定するものとする。
３ 前条第二項（同条第三項及び第四項において準用する場合を含
む。）の七十歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる場
合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 次号から第四号までに掲げる場合以外の場合 五十六万円
二 基準日において被保険者が療養の給付を受けることとした場
合において、法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者
であるとき。 六十七万円
三 市町村民税世帯非課税の場合（次号に掲げる場合を除く。）
三十一万円
四 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において
国民健康保険の世帯主等及びその世帯員の全てについて基準日
の属する年度の前年度（次条第二項の規定により前年八月一日
から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合
にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度）分の地方
税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に
規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第
一項第二十二号に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区
分して計算される所得の金額がない場合 十九万円
４ 前条第五項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に
掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同
条第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同表の上
欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を
準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働
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６ 第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は
同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の
七月三十一日までの間にある被保険者の属する世帯に対する第一
項第五号及び第三項第三号の規定の適用については、第一項第五
号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第三項第三号におい
て「市町村民税世帯非課税」とあるのは「）又は第二十九条の二
第九項に規定する都道府県等が行う国民健康保険の世帯主及びそ
の世帯員並びに第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同
一世帯所属者（以下この号において「特定同一世帯所属者」とい
う。）の全てについて基準日の属する年の前々年（次条第二項の
規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基
準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属す
る年の前年）の所得について第二十九条の七第五項第二号の規定
を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額及び山林所
得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額（第二十
九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規
定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十
一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第二十八条
第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該
給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の
百分の三十に相当する金額によるものとする。）の合算額が地方
税法第三百十四条の二第二項に規定する金額にその世帯に属する

省令で定める。
（表略）
５ 前条第七項の介護合算算定基準額については、高齢者の医療の
確保に関する法律施行令（平成十九年政令第三百十八号）第十六
条の三第一項及び第十六条の四第一項の規定を準用する。この場
合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
６ 第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は
同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の
七月三十一日までの間にある被保険者の属する世帯に対する第一
項第五号及び第三項第三号の規定の適用については、第一項第五
号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第三項第三号におい
て「市町村民税世帯非課税」とあるのは「）又は市町村の行う国
民健康保険の世帯主及びその世帯員並びに第二十九条の七第二項
第八号イに規定する特定同一世帯所属者（以下この号において「
特定同一世帯所属者」という。）の全てについて基準日の属する
年の前々年（次条第二項の規定により八月一日から十二月三十一
日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該
基準日とみなした日の属する年の前年）の所得について第二十九
条の七第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定
する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算
される所得の金額（第二十九条の七の二第二項に規定する特例対
象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつ
た日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得
金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれて
いる場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規
定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるもの
とする。）の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項に規定す
る金額にその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の
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被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十万円を乗
じて得た金額を加算した金額を超えない場合（第三項第三号にお
いて「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特
例基準」と、第三項第三号中「の場合」とあるのは「又は特例対
象被保険者等所属世帯特例基準の場合」とする。
則

数の合計数に五十万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えな
い場合（第三項第三号において「市町村民税世帯非課税又は特例
対象被保険者等所属世帯特例基準」と、第三項第三号中「の場合
」とあるのは「又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合
」とする。
附 則
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附

（削る）

（特定非課税被保険者に係る高額療養費の支給に関する特例）
第二条 特定非課税被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等から
受けた療養に係る高額療養費については、第二十九条の二第一項
中「次項又は第三項」とあるのは「第三項又は附則第二条第二項
」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、第
二十九条の二第三項から第五項まで、附則第二条第一項の規定に
より読み替えて適用する第二十九条の二第一項及び附則第二条第
二項」と読み替えて、これらの規定を適用する。
２ 特定非課税被保険者が同一の月に一の病院等から療養（七十歳
に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。以下この項にお
いて同じ。）を受けた場合において、当該特定非課税被保険者の
属する世帯の世帯主又は組合員に対して支給される高額療養費の
額は、第二十九条の二第二項の規定にかかわらず、同項の規定に
より支給されるべき高額療養費の額に、当該特定非課税被保険者
ごとに算定した第二号に掲げる額から第一号に掲げる額を控除し
た額（当該額が零を下回る場合には、零とする。）を合算した額
を加算した額とする。
一 七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準
額を控除した額（当該額が零を下回る場合には、零とする。）
に、特定非課税被保険者按分率（特定非課税被保険者が同一の
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月に受けた療養に係る第二十九条の二第二項各号に掲げる額を
合算した額から同条第三項の規定により支給される高額療養費
の額を控除した額（次号において「特定非課税被保険者一部負
担金等合算額」という。）を七十歳以上一部負担金等世帯合算
額で除して得た率をいう。）を乗じて得た額
二 特定非課税被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定
基準額を控除した額
３ 第一項の規定により読み替えて適用する第二十九条の二第一項
の高額療養費算定基準額については、第二十九条の三第一項（第
三号を除く。）中「前条第一項の」とあるのは「附則第二条第一
項の規定により読み替えて適用する前条第一項の」と、「次号又
は第三号」とあるのは「次号」と、「同条第一項又は第二項」と
あるのは「同条第一項若しくは第二項又は附則第二条第一項の規
定により読み替えて適用する前条第一項若しくは附則第二条第二
項」と、「以下この条並びに次条第一項第一号イからハまで並び
に第二号イ及びロ」とあるのは「次号」と読み替えて、同項（第
三号を除く。）を適用する。
４ 第二十九条の三第三項（第三号及び第四号を除く。）の規定は
、第二項第一号の高額療養費算定基準額について準用する。この
場合において、同条第三項中「前条第二項の」とあるのは「附則
第二条第二項第一号の」と、「次号から第四号まで」とあるのは
「次号」と、「高額療養費多数回該当の場合」とあるのは「当該
療養のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費（前条第一項
若しくは第二項又は附則第二条第一項の規定により読み替えて適
用する前条第一項若しくは附則第二条第二項の規定によるものに
限る。）が支給されている月数が三月以上ある場合」と読み替え
るものとする。
５ 第二項第二号の高額療養費算定基準額は、第二十九条の三第三
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項第三号に定める額とする。
６ 特定非課税被保険者に係る第二十九条の三第四項の高額療養費
算定基準額は、同項の規定にかかわらず、同項第三号に定める額
とする。
７ 第二十九条の四第一項の規定により特定非課税被保険者の属す
る世帯の世帯主又は組合員に対し支給すべき高額療養費について
保険者が保険医療機関に支払う額の算定に当たつては、当該特定
非課税被保険者を、次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各
号に掲げる者とみなして、同項の規定を適用する。この場合にお
いて、第二十九条の四第一項及び第二項中「第二十九条の二第一
項から第三項まで」とあるのは「第二十九条の二第三項又は附則
第二条第二項」とする。
一 第二十九条の四第一項第二号に掲げる療養 同号ハに掲げる
者
二 第二十九条の四第一項第三号に掲げる療養 同号ハに掲げる
者
８ 第一項、第二項及び前二項の特定非課税被保険者は、被保険者
のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 被保険者が市町村の行う国民健康保険の被保険者である場合
イからハまでのいずれかに該当する者
イ 療養のあつた月が平成十八年八月から平成十九年七月まで
の場合にあつては、平成十八年度分の地方税法の規定による
市町村民税が課されない者（市町村の条例で定めるところに
より当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市
町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない
者を除く。以下この項において同じ。）であつて、地方税法
等の一部を改正する法律（平成十七年法律第五号。以下この
項において「平成十七年地方税法改正法」という。）附則第
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六条第二項に該当する者と同一の世帯に属するもの（その者
の属する世帯の世帯主及びその世帯に属するすべての当該市
町村の行う国民健康保険の被保険者が平成十八年度分の地方
税法の規定による市町村民税が課されない者又は同項に該当
する者に限る。）
ロ 療養のあつた月が平成十九年八月から平成二十年三月まで
の場合にあつては、平成十九年度分の地方税法の規定による
市町村民税が課されない者であつて、平成十七年地方税法改
正法附則第六条第四項に該当する者と同一の世帯に属するも
の（その者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属するすべ
ての当該市町村の行う国民健康保険の被保険者が平成十九年
度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者又は
同項に該当する者に限る。）
ハ 療養のあつた月が平成二十年四月から七月までの場合にあ
つては、平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税
が課されない者であつて、平成十七年地方税法改正法附則第
六条第四項に該当する者と同一の世帯に属するもの（その者
の属する世帯の世帯主並びにその世帯に属するすべての当該
市町村の行う国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属
者が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課
されない者又は同項に該当する者に限る。）
二 被保険者が組合の行う国民健康保険の被保険者である場合
イからハまでのいずれかに該当する者
イ 療養のあつた月が平成十八年八月から平成十九年七月まで
の場合にあつては、平成十八年度分の地方税法の規定による
市町村民税が課されない者であつて、平成十七年地方税法改
正法附則第六条第二項に該当する者と同一の世帯に属するも
の（その者の属する世帯の組合員及びその世帯に属するすべ
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（厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべき療養を
受けた被保険者に係る高額療養費の支給に関する経過措置）
第二条 法第四十二条第一項第三号の規定が適用される被保険者の
うち、平成二十一年四月から平成三十一年三月までの間に、特定
給付対象療養（第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付
対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であつて
厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。）を受け
たものに係る第二十九条の二第六項の規定による高額療養費の支

ての当該組合の行う国民健康保険の被保険者が平成十八年度
分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者又は同
項に該当する者に限る。）
ロ 療養のあつた月が平成十九年八月から平成二十年三月まで
の場合にあつては、平成十九年度分の地方税法の規定による
市町村民税が課されない者であつて、平成十七年地方税法改
正法附則第六条第四項に該当する者と同一の世帯に属するも
の（その者の属する世帯の組合員及びその世帯に属するすべ
ての当該組合の行う国民健康保険の被保険者が平成十九年度
分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者又は同
項に該当する者に限る。）
ハ 療養のあつた月が平成二十年四月から七月までの場合にあ
つては、平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税
が課されない者であつて、平成十七年地方税法改正法附則第
六条第四項に該当する者と同一の世帯に属するもの（その者
の属する世帯の組合員並びにその世帯に属するすべての当該
組合の行う国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者
が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課さ
れない者又は同項に該当する者に限る。）

（厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべき療養を
受けた被保険者に係る高額療養費の支給に関する経過措置）
第二条の二 法第四十二条第一項第三号の規定が適用される被保険
者のうち、平成二十一年四月から平成三十一年三月までの間に、
特定給付対象療養（第二十九条の二第一項第二号に規定する特定
給付対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であ
つて厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。）を
受けたものに係る第二十九条の二第六項の規定による高額療養費
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給については、同項中「及び当該被保険者」とあるのは「、当該
被保険者」と、「を除く」とあるのは「及び附則第二条に規定す
る厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み
替えて、同項の規定を適用する。

の支給については、同項中「及び当該被保険者」とあるのは「、
当該被保険者」と、「を除く」とあるのは「及び附則第二条の二
に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く
」と読み替えて、同項の規定を適用する。
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○

正

案

行

第二条第 被保険者
一項第一
号イ

第二条第 第七十条第一項
一項

一般被保険者（法附則第六条
の規定による退職被保険者又
は退職被保険者の被扶養者以
外の被保険者をいう。以下同
じ。）

附則第九条第一項の規定によ
り読み替えられた法第七十条
第一項

（退職被保険者等所属都道府県の療養給付費等負担金等の特例）
第四条 退職被保険者等所属都道府県及び退職被保険者等所属市町
村について、第二条、第四条、第四条の三、第四条の四、第八条
から第十条まで、第二十条、第二十四条及び第二十七条の規定を
適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲
げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲
げる字句とする。

附 則

現

国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令（昭和三十四年政令第四十一号）（抄）【第二条関係】
（傍線の部分は改正部分）
改
則

（略）

（略）

（略）

後期高齢者支援金」という。
）の納付に要した費用の額か
ら、法附則第七条第一項第二
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附

（略）

（略）

（略）

（退職被保険者等所属都道府県の療養給付費等負担金等の特例）
第四条 退職被保険者等所属都道府県及び退職被保険者等所属市町
村について、第二条、第四条、第四条の三、第四条の四、第八条
から第十条まで、第二十条、第二十四条及び第二十七条の規定を
適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲
げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲
げる字句とする。
（略）

（ 略）

（略）

第二条第 後期高齢者支援金
一項第二 」という。）
号

国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令（昭和三十四年政令第四十一号）

○

（略）

第二条第 被保険者
四項及び
第四条第
二項第一
号イ
（略）

（略）

一般被保険者

（略）

（略）

第四条第 被保険者
二項第一
号イ

第四条第 被保険者
二項第二
号イ
後期高齢者支援金
の納付に要する費
用の額
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号に規定する調整対象基準額
（第四条第二項第二号イ及び
第九条第二項第一号において
「調整対象基準額」という。
）及び後期高齢者支援金の額
の合算額に法附則第七条第一
項第二号に規定する退職被保
険者等所属割合（以下第十条
までにおいて「退職被保険者
等所属割合」という。）を乗
じて得た額を控除した額

一般被保険者

一般被保険者

後期高齢者支援金の納付に要
する費用の額から、調整対象
基準額及び後期高齢者支援金
の額の合算額に退職被保険者
等所属割合を乗じて得た額を
控除した額

国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令（昭和三十四年政令第四十一号）

○

（略）

（略）

（略）

（ 略）

（略）

（ 略）

（略 ）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

第四条の 第七十二条の三第
三第一項 一項の

被保険者均等割額（一般被保
険者に係る額に限る。次号に
おいて同じ。）

附則第九条第一項の規定によ
り読み替えられた法第七十二
条の三第一項の

世帯別平等割額

世帯別平等割額（一般被保険
者の属する世帯に係る額に限
る。同号において同じ。）

第四条の 被保険者均等割額
三第一項
第一号

第七十二条の三第
一項

附則第九条第一項の規定によ
り読み替えられた法第七十二
条の三第一項
減額した額

減額した額（被保険者均等割
額にあつては一般被保険者に
係る額に限り、世帯別平等割
額にあつては一般被保険者が
属する世帯に係る額に限る。
同号において同じ。）

附則第九条第一項の規定によ
り読み替えられた法第七十二
条の三第一項
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（略）

（略）

（略）

第四条の 第七十二条の三第
三第一項 一項
第二号及
び第二項

国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令（昭和三十四年政令第四十一号）

○

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略 ）

第四条の 課された
四第一項
第三号イ
⑴

第四条の ロ及び第十一条
四第一項
第二号イ
⑵

第四条の 保険料
四第一項
第二号イ
⑴

第四条の 被保険者
四第一項
第一号イ
⑵及びロ

第四条の 保険料
四第一項
第一号イ
⑴

一般被保険者

課された一般被保険者に係る

一般被保険者に限る。ロ

一般被保険者に係る保険料

一般被保険者

一般被保険者に係る保険料
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（ 略）

（略）

（略）

（略）

（略）

第四条の 被保険者
四第一項
第三号イ

国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令（昭和三十四年政令第四十一号）

○

（略）

（略）

（略）

（略）

（ 略）

（略）

（略）

（略）

第四条の ロ
四第一項
第四号イ
⑵

第四条の 課された
四第一項
第四号イ
⑴

一般被保険者に限る。ロ

課された一般被保険者に係る

⑵及びロ

（略 ）

第八条

（略）

第九条第 額）
二項第一
号

費用（退職被保険者等に係る
部分を除く。）

額）から調整対象基準額に退
職被保険者等所属割合を乗じ
て得た額を控除した額

控除した額

（略）

（略）

第九条第 費用
二項第一
号イ

控除した額に同年度における
当該市町村に係る退職被保険
者等納付金調整額を加えた額

（略）

法附則第九条第一項の規定に
より読み替えられた法第七十
条第一項
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（略）

（ 略）

（略）

（略）

（略）

第九条第 同条第一項
二項第二
号イ

国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令（昭和三十四年政令第四十一号）

○

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

第十条第 収入
二項第二
号ホ

第十条第 第七十条第一項
二項第二
号イ

第十条第 額
二項第一
号

第九条第 被保険者
四項、第
五項、第
六項及び
第十項

第九条第 収入
二項第二
号ワ

一般被保険者

収入（療養給付費等交付金を
除く。）

附則第九条第一項の規定によ
り読み替えられた法第七十条
第一項

額から後期高齢者支援金等の
納付に要する費用の額に退職
被保険者等所属割合を乗じて
得た額を控除した額

一般被保険者

収入（法附則第七条第一項の
規定による療養給付費等交付
金（次条第二項第二号ホにお
いて「療養給付費等交付金」
という。）を除く。）

（略 ）

（略）
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（略）

（ 略）

（略）

（略）

（略）

第十条第 被保険者
三項及び
第四項

国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令（昭和三十四年政令第四十一号）

○

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（ 略）
（略 ）

（略）

（略）

第二十条 第七十条第一項
第二号

同条第三項
第二十四 被保険者
条第二項
及び第二
十七条
２ （略）

（新設）

（財政安定化基金の特例）

附則第九条第一項の規定によ
り読み替えられた法第七十条
第一項

法第七十条第三項

一般被保険者
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２

（調整交付金の特例）
第十九条 法第七十二条第一項に規定する調整交付金は、当分の間
、普通調整交付金及び特別調整交付金のほか、特例調整交付金と
する。この場合において、第四条第四項中「普通調整交付金」と
あるのは「普通調整交付金及び附則第十九条第二項に規定する特
例調整交付金（第六項において単に「特例調整交付金」という。
）」と、同条第六項中「普通調整交付金の総額」とあるのは「法
第七十二条第二項に規定する調整交付金の総額の九分の七に相当
する額から特例調整交付金の総額を控除した額」とする。
２ 前項の特例調整交付金は、保険料の水準の著しい上昇の抑制そ
の他国民健康保険事業の健全な運営の確保を図るため、都道府県
に対し、交付する。
（財政安定化基金の特例）

国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令（昭和三十四年政令第四十一号）

○

第二十条 （略）

第十九条 都道府県は、平成三十年四月一日から平成三十六年三月
三十一日までの間、財政安定化基金を、特例事業（当該都道府県
内の市町村に対し、保険料の水準の著しい上昇の抑制その他国民
健康保険事業の健全な運営の確保のための資金を交付する事業を
いう。以下この条において同じ。）に必要な費用に充てることが
できるものとする。
２ 都道府県は、特例事業に係る会計を法第八十一条の二第一項各
号に掲げる事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
３ 都道府県が当該年度における特例事業に充てることができる資
金の額は、当該都道府県に係る次に掲げる額の合算額を限度とす
る。
一 当該年度の前年度の末日における特例事業に係る財政安定化
基金の残高の額
二 当該年度における次に掲げる額の見込額の合算額
イ 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法
等の一部を改正する法律（平成二十七年法律第三十一号）附
則第六条第三項の規定により当該都道府県に交付される補助
金のうち、特例事業に要する費用に充てるものとして交付さ
れる額
ロ 当該都道府県が特例事業に要する費用に充てるものとして
財政安定化基金に繰り入れる額（第二十一条及び第二十二条
第三項の規定による繰入金の額を除く。）
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○

案

地方自治法施行令（昭和二十二年政令第十六号）（抄）【第三条関係】

正

現

（傍線の部分は改正部分）

行

（政令に定める法定受託事務）
第一条 政令に定める法定受託事務（地方自治法（昭和二十二年法
律第六十七号）第二条第九項に規定する法定受託事務をいう。）
で同条第十項の政令に示すものは、第一号法定受託事務（同条第
九項第一号に規定する第一号法定受託事務をいう。第二百二十三
条において同じ。）にあつては別表第一の上欄に掲げる政令につ
いてそれぞれ同表の下欄に、第二号法定受託事務（同法第二条第
九項第二号に規定する第二号法定受託事務をいう。第二百二十四
条において同じ。）にあつては別表第二の上欄に掲げる政令につ
いてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりである。

令

事

務

別表第一 第一号法定受託事務（第一条関係）
備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる
政令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
政
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改
（政令に定める法定受託事務）
第一条 （略）

務

別表第一 第一号法定受託事務（第一条関係）
備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる
政令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
事

（略）

令

（略）

第三条第一項及び第二項（これらの規定を
第五条第十一項及び附則第三条第二項にお
いて準用する場合を含む。）の規定により
都道府県が処理することとされている事務

政
（略）

国民健康保険の
国庫負担金等の
算定に関する政
令（昭和三十四

（略）

国民健康保険の 第五条第十項及び第十一項の規定により都
国庫負担金等の 道府県が処理することとされている事務
算定に関する政
令（昭和三十四

地方自治法施行令（昭和二十二年政令第十六号）（抄）【第三条関係】

○

年政令第四十一
号）
（略）

（略）

年政令第四十一
号）
（略）

（略）
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○

案

現

地方税法施行令（昭和二十五年政令第二百四十五号）（抄）【第四条関係】

正

（傍線の部分は改正部分）

行
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改
（年金保険者の市町村に対する通知）
第五十六条の八十九の九 年金保険者は、法第七百十八条の三第一
項（法第七百十八条の六及び第七百十八条の八第三項において準
用する場合を含む。）の規定による市町村から年金保険者への通
知の期限の属する月の前月の十日までに、当該日の属する月の前
々月の初日（以下この項において「基準日」という。）において
老齢等年金給付の支払を受けている六十五歳以上七十五歳未満の
者（当該老齢等年金給付の年額が十八万円未満である者及び介護
保険法第百三十四条第一項第二号に掲げる者を除く。）の氏名、
住所、性別及び生年月日、当該老齢等年金給付の種類及び年額並
びに当該老齢等年金給付の支払を行う年金保険者の名称を、その
者が基準日において住所を有する市町村（その者が国民健康保険
法（昭和三十三年法律第百九十二号）第百十六条の二第一項又は
第二項の規定により他の市町村の区域内に住所を有するものとみ
なされる場合において、年金保険者が当該他の市町村から基準日
の前日までにその旨の通知を受けているときは、当該他の市町村
）に通知しなければならない。ただし、その者について基準日の
属する年度においてこの項の規定により当該市町村に対して既に
通知が行われている場合には、この限りでない。
２ （略）

（年金保険者の市町村に対する通知）
第五十六条の八十九の九 年金保険者は、法第七百十八条の三第一
項（法第七百十八条の六及び第七百十八条の八第三項において読
み替えて準用する場合を含む。）の規定による市町村から年金保
険者への通知の期限の属する月の前月の十日までに、当該日の属
する月の前々月の初日（以下この項において「基準日」という。
）において老齢等年金給付の支払を受けている六十五歳以上七十
五歳未満の者（当該老齢等年金給付の年額が十八万円未満である
者及び介護保険法第百三十四条第一項第二号に掲げる者を除く。
）の氏名、住所、性別及び生年月日、当該老齢等年金給付の種類
及び年額並びに当該老齢等年金給付の支払を行う年金保険者の名
称を、その者が基準日において住所を有する市町村（その者が国
民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）第百十六条の二
第一項又は第二項の規定により他の市町村が行う国民健康保険の
被保険者である場合において、年金保険者が当該他の市町村から
基準日の前日までにその旨の通知を受けているときにあつては、
当該他の市町村）に通知しなければならない。ただし、その者に
ついて基準日の属する年度においてこの項の規定により当該市町
村に対して既に通知が行われている場合においては、この限りで
ない。
２ 前項の規定による通知に係る事項については、年金保険者と市
町村が協議の上同項の規定と異なる定めをしたときは、同項の規
定にかかわらず、その定めたところによることができる。

地方税法施行令（昭和二十五年政令第二百四十五号）（抄）【第四条関係】

○

○

地方税法施行令（昭和二十五年政令第二百四十五号）（抄）【第四条関係】
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○

案

現

住民基本台帳法施行令（昭和四十二年政令第二百九十二号）（抄）【第五条関係】

正

（傍線の部分は改正部分）

行

（国民健康保険の被保険者である者に係る付記事項）
第二十七条 法第二十八条に規定する政令で定める事項は、次の各
号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
一 法第二十二条の規定による届出（以下「転入届」という。）
並びに法第三十条の四十六及び法第三十条の四十七の規定によ
る届出（第三号に掲げる届出を除く。） 次に掲げる事項

イ 国民健康保険の被保険者の資格を取得した旨
ロ 職業
ハ その者が属することとなつた世帯に既に国民健康保険の被
保険者の資格を取得している者がある場合には、その世帯の
世帯主に国民健康保険の被保険者証（国民健康保険法第九条
第二項の被保険者証をいう。以下この条及び第三十条におい
て同じ。）又は国民健康保険の被保険者資格証明書（同法第
九条第六項の被保険者資格証明書をいう。以下この条及び第
三十条において同じ。）のいずれかが交付されているときは
、その記号及び番号、その世帯主に国民健康保険の被保険者
証及び国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれもが交付
されているときは、その旨並びに国民健康保険の被保険者証
の記号及び番号
二 法第二十三条の規定による届出（以下「転居届」という。）
、転出届及び法第二十五条の規定による届出（次条第二号及び
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改
（国民健康保険の被保険者である者に係る付記事項）
第二十七条 法第二十八条に規定する政令で定める事項は、次の各
号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 法第二十二条の規定による届出（以下この章及び第四章の三
において「転入届」という。）（第三号に掲げる届出を除く。
）、法第三十条の四十六の規定による届出及び法第三十条の四
十七の規定による届出（第四号に掲げる届出を除く。） 次に
掲げる事項
イ～ハ （略）

二 法第二十三条の規定による届出（以下この章及び第三十条の
二十九において「転居届」という。）、転出届及び法第二十五

住民基本台帳法施行令（昭和四十二年政令第二百九十二号）（抄）【第五条関係】

○

条の規定による届出（次条第二号及び第二十七条の三第二号に
おいて「世帯変更届」という。） その者が属する世帯の世帯
主に国民健康保険の被保険者証又は国民健康保険の被保険者資
格証明書のいずれかが交付されている場合には、その記号及び
番号、その世帯主に国民健康保険の被保険者証及び国民健康保
険の被保険者資格証明書のいずれもが交付されている場合には
、その旨並びに国民健康保険の被保険者証の記号及び番号
三 転入届（一の都道府県の区域内において住所を変更すること
に係るものに限る。） 次に掲げる事項
イ 国民健康保険の被保険者の資格を取得した年月日
ロ その者が属することとなつた世帯に既に国民健康保険の被
保険者の資格を取得している者がある場合には、その世帯の
世帯主に国民健康保険の被保険者証又は国民健康保険の被保
険者資格証明書のいずれかが交付されているときは、その記
号及び番号、その世帯主に国民健康保険の被保険者証及び国
民健康保険の被保険者資格証明書のいずれもが交付されてい
るときは、その旨並びに国民健康保険の被保険者証の記号及
び番号
四 法第三十条の四十七の規定による届出（当該届出をする者が
中長期在留者等（法第三十条の四十六に規定する中長期在留者
等をいう。次条から第二十八条までにおいて同じ。）となる前
から引き続き国民健康保険の被保険者の資格を有する場合に限
る。） 次に掲げる事項
イ 国民健康保険の被保険者の資格を取得した年月日
ロ その者が属する世帯の世帯主に国民健康保険の被保険者証
又は国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれかが交付さ
れている場合には、その記号及び番号、その世帯主に国民健
康保険の被保険者証及び国民健康保険の被保険者資格証明書

第二十七条の三第二号において「世帯変更届」という。） そ
の者が属する世帯の世帯主に国民健康保険の被保険者証又は国
民健康保険の被保険者資格証明書のいずれかが交付されている
場合には、その記号及び番号、その世帯主に国民健康保険の被
保険者証及び国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれもが
交付されている場合には、その旨並びに国民健康保険の被保険
者証の記号及び番号
（新設）

三 法第三十条の四十七の規定による届出（当該届出をする者が
中長期在留者等（法第三十条の四十六に規定する中長期在留者
等をいう。次条から第二十八条までにおいて同じ。）となる前
から引き続き国民健康保険の被保険者の資格を有する場合に限
る。） 次に掲げる事項
イ 国民健康保険の被保険者の資格を取得した年月日
ロ その者が属する世帯の世帯主に国民健康保険の被保険者証
又は国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれかが交付さ
れている場合には、その記号及び番号、その世帯主に国民健
康保険の被保険者証及び国民健康保険の被保険者資格証明書
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のいずれもが交付されている場合には、その旨並びに国民健
康保険の被保険者証の記号及び番号

のいずれもが交付されている場合には、その旨並びに国民健
康保険の被保険者証の記号及び番号
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案
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改
（高額医療合算介護サービス費）
第二十二条の三 （略）

（高額医療合算介護サービス費）
第二十二条の三 法第五十一条の二第一項に規定する政令で定
める額は、次のとおりとする。
一 健康保険法（大正十一年法律第七十号）第百十五条第一
項に規定する一部負担金等の額（同項の高額療養費が支給
される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除し
て得た額とする。）
二 船員保険法第八十三条第一項に規定する一部負担金等の
額（同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該
支給額に相当する額を控除して得た額とする。）
三 国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）第五
十七条の二第一項に規定する一部負担金等の額（同項の高
額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当
する額を控除して得た額とする。）
四 国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号
）第六十条の二第一項に規定する一部負担金等の額（同項
の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に
相当する額を控除して得た額とする。）
五 地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二
号）第六十二条の二第一項に規定する一部負担金等の額（
同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給
額に相当する額を控除して得た額とする。）
私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五
六
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２～５

（略）

号）第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第
六十条の二第一項に規定する一部負担金等の額（私立学校
教職員共済法第二十五条において準用する同項の高額療養
費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額
を控除して得た額とする。）
七 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）第八十四条第一項に規定する一部負担金等の額（
同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給
額に相当する額を控除して得た額とする。）
２ 高額医療合算介護サービス費は、次に掲げる額を合算した
額から七十歳以上医療合算支給総額（次項の七十歳以上医療
合算利用者負担世帯合算額から同項の七十歳以上医療合算算
定基準額を控除した額（当該額が高額医療合算介護サービス
費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚生労働大臣
が定める支給基準額（以下この条において「支給基準額」と
いう。）以下である場合又は当該七十歳以上医療合算利用者
負担世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合に
は、零とする。）をいう。）を控除した額（以下この項にお
いて「医療合算利用者負担世帯合算額」という。）が医療合
算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に第一号
に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、
医療合算利用者負担世帯合算額から医療合算算定基準額を控
除した額に医療合算按分率（同号、第二号、第四号及び第五
号に掲げる額の合算額から次項の規定により高額医療合算介
護サービス費が支給される場合における当該支給額の算定に
係る同項の七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から同
項に規定する七十歳以上医療合算算定基準額を控除した額に
同項に規定する七十歳以上医療合算按分率を乗じて得た額（
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以下この項において「七十歳以上世帯支給額」という。）を
控除した額を、医療合算利用者負担世帯合算額で除して得た
率をいう。）を乗じて得た額に被保険者医療合算按分率（第
一号に掲げる額から次項の規定により支給される高額医療合
算介護サービス費を控除した額を、同号、第二号、第四号及
び第五号に掲げる額の合算額から七十歳以上世帯支給額を控
除した額で除して得た率をいう。）を乗じて得た額とする。
ただし、第一号から第六号までに掲げる額を合算した額又は
第七号に掲げる額が零であるときは、この限りでない。
一 毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間（以下こ
の条及び第二十九条の三第三項において「計算期間」とい
う。）において、計算期間の末日（以下この条において「
基準日」という。）において当該市町村の行う介護保険の
被保険者である者（以下この条において「基準日被保険者
」という。）が受けた居宅サービス等に係る前条第二項第
一号及び第二号に掲げる額の合算額（同項の規定により高
額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給
額を控除した額とする。）
二 計算期間において、基準日被保険者が受けた介護予防サ
ービス等に係る前条第二項第三号及び第四号に掲げる額の
合算額（第二十九条の二の二第二項の規定により高額介護
予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額
を控除した額とする。）
三 計算期間において、基準日被保険者が他の市町村の行う
介護保険の被保険者であった間に受けた居宅サービス等及
び介護予防サービス等に係る前条第二項第一号から第四号
までに掲げる額の合算額（同項の規定により高額介護サー
ビス費が支給される場合又は第二十九条の二の二第二項の
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規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあ
っては、これらの支給額の合計額を控除した額とする。）
四 計算期間において、基準日被保険者の合算対象者が当該
市町村の行う介護保険の被保険者であった間に受けた居宅
サービス等に係る第一号に規定する合算額
五 計算期間において、基準日被保険者の合算対象者が当該
市町村の行う介護保険の被保険者であった間に受けた介護
予防サービス等に係る第二号に規定する合算額
六 計算期間において、基準日被保険者の合算対象者が他の
市町村の行う介護保険の被保険者であった間に受けた居宅
サービス等及び介護予防サービス等に係る第三号に規定す
る合算額
七 次のイからリまでに掲げる基準日被保険者の区分に応じ
、それぞれイからリまでに定める額
イ 基準日において健康保険法の規定による被保険者（同
法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者、国家公
務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共
済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定によ
る私立学校教職員共済制度の加入者を除く。第四項にお
いて「健康保険被保険者」という。）又はその被扶養者
（健康保険法の規定による被扶養者をいう。同項におい
て「健康保険被扶養者」という。）である者 健康保険
法施行令（大正十五年勅令第二百四十三号）第四十三条
の二第一項第一号から第五号までに掲げる額の合算額
ロ 基準日において日雇特例被保険者（健康保険法施行令
第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者をい
う。第四項において同じ。）又はその被扶養者（健康保
険法の規定による被扶養者をいう。同項において「日雇
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特例被扶養者」という。）である者 健康保険法施行令
第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の二
第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる額の合算額
ハ 基準日において船員保険法の規定による被保険者（国
家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づ
く共済組合の組合員を除く。第四項において「船員保険
被保険者」という。）又はその被扶養者（船員保険法の
規定による被扶養者をいう。同項において「船員保険被
扶養者」という。）である者 船員保険法施行令（昭和
二十八年政令第二百四十号）第十一条第一項第一号から
第三号までに掲げる額の合算額
ニ 基準日において国民健康保険法の規定による被保険者
（以下この条において「国民健康保険被保険者」という
。）である者（基準日において同法第六条各号（第九号
及び第十号を除く。）のいずれかに該当することにより
、当該基準日の翌日から国民健康保険被保険者の資格を
喪失することとなる者を除く。以下この条において同じ
。） 国民健康保険法施行令（昭和三十三年政令第三百
六十二号）第二十九条の四の二第一項第一号から第五号
までに掲げる額の合算額
ホ 基準日において国家公務員共済組合法に基づく共済組
合の組合員（防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
（昭和二十七年政令第三百六十八号）第十七条の三第一
項に規定する自衛官等（以下この条において「自衛官等
」という。）を除く。第四項において「国共済組合員」
という。）又はその被扶養者（同法の規定による被扶養
者をいい、自衛官等の被扶養者を含む。同項において「
国共済被扶養者」という。）である者 国家公務員共済
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組合法施行令（昭和三十三年政令第二百七号）第十一条
の三の六の二第一項第一号から第五号までに掲げる額の
合算額
ヘ 基準日において自衛官等である者 防衛省の職員の給
与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号
から第三号までに掲げる額の合算額
ト 基準日において地方公務員等共済組合法に基づく共済
組合の組合員（第四項において「地共済組合員」という
。）又はその被扶養者（同法の規定による被扶養者をい
う。同項において「地共済被扶養者」という。）である
者 地方公務員等共済組合法施行令（昭和三十七年政令
第三百五十二号）第二十三条の三の六第一項第一号から
第五号までに掲げる額の合算額
チ 基準日において私立学校教職員共済法の規定による私
立学校教職員共済制度の加入者（第四項において「私学
共済加入者」という。）又はその被扶養者（同法第二十
五条において準用する国家公務員共済組合法の規定によ
る被扶養者をいう。同項において「私学共済被扶養者」
という。）である者 私立学校教職員共済法施行令（昭
和二十八年政令第四百二十五号）第六条において準用す
る国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第
一項第一号から第五号までに掲げる額の合算額
リ 基準日において高齢者の医療の確保に関する法律の規
定による被保険者（以下この条において「後期高齢者医
療の被保険者」という。）である者 高齢者の医療の確
保に関する法律施行令（平成十九年政令第三百十八号）
第十六条の二第一項第一号から第三号までに掲げる額の
合算額
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３ 前項各号に掲げる額のうち、七十歳に達する日の属する月
の翌月以後に受けた居宅サービス等若しくは介護予防サービ
ス等又は同項第七号イからリまでに定める額に係る規定に規
定する療養（以下この項において「七十歳以上合算対象サー
ビス」という。）に係る額に相当する額として厚生労働省令
で定めるところにより算定した額を合算した額（以下この項
において「七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額」とい
う。）が七十歳以上医療合算算定基準額に支給基準額を加え
た額を超える場合は、七十歳以上医療合算利用者負担世帯合
算額から七十歳以上医療合算算定基準額を控除した額に七十
歳以上医療合算按分率（七十歳以上合算対象サービスに係る
前項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる額に相当す
る額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を
合算した額を、七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額で
除して得た率をいう。）を乗じて得た額に七十歳以上被保険
者医療合算按分率（七十歳以上合算対象サービスに係る同項
第一号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定める
ところにより算定した額を、七十歳以上合算対象サービスに
係る同号、同項第二号、第四号及び第五号に掲げる額に相当
する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
を合算した額で除して得た率をいう。）を乗じて得た額を高
額医療合算介護サービス費として基準日被保険者に支給する
。ただし、七十歳以上合算対象サービスに係る同項第一号か
ら第六号までに掲げる額に相当する額として厚生労働省令で
定めるところにより算定した額を合算した額又は七十歳以上
合算対象サービスに係る同項第七号に掲げる額に相当する額
として厚生労働省令で定めるところにより算定した額が零で
あるときは、この限りでない。
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６ 第二項（前項において準用する場合を含む。）の医療合算
算定基準額は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応
じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

４ 第二項の基準日被保険者の合算対象者は、次の各号に掲げ
る基準日被保険者の区分に応じ、当該各号に定める者とする
。
一 基準日において被用者保険被保険者等（健康保険被保険
者、日雇特例被保険者、船員保険被保険者、国共済組合員
、自衛官等、地共済組合員又は私学共済加入者をいう。以
下この条において同じ。）である者 基準日においてその
被扶養者（健康保険被扶養者、日雇特例被扶養者、船員保
険被扶養者、国共済被扶養者、地共済被扶養者又は私学共
済被扶養者をいう。以下この条において同じ。）である者
二 基準日において被扶養者である者 基準日において当該
者がその被扶養者である被用者保険被保険者等である者又
は基準日において当該被用者保険被保険者等の被扶養者で
ある当該者以外の者
三 基準日において国民健康保険被保険者である者 基準日
において当該者と同一の世帯に属する当該者以外の国民健
康保険被保険者である者
四 基準日において後期高齢者医療の被保険者である者 基
準日において当該者と同一の世帯に属する当該者以外の後
期高齢者医療の被保険者である者
５ 第二項から前項までの規定は、当該計算期間において当該
市町村が行う介護保険の被保険者であった者（基準日におい
て当該市町村が行う介護保険の被保険者である者を除く。）
に対する高額医療合算介護サービス費の支給について準用す
る。
６ 第二項（前項において準用する場合を含む。）の医療合算
算定基準額は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応
じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
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一

二

（略）

基準日において国民健康保険被保険者である者

次のイ

一 基準日において被用者保険被保険者等又はその被扶養者
である者 次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、そ
れぞれイからホまでに定める額
イ ロからホまでに掲げる者以外の者 六十七万円
ロ 基準日の属する月の標準報酬月額等（医療保険各法（
国民健康保険法を除く。）に規定する標準報酬月額、標
準報酬の月額、給料の額及び標準給与の月額をいう。以
下この項及び次項において同じ。）が八十三万円以上の
被用者保険被保険者等又はその被扶養者 二百十二万円
ハ 基準日の属する月の標準報酬月額等が五十三万円以上
八十三万円未満の被用者保険被保険者等又はその被扶養
者 百四十一万円
ニ 基準日の属する月の標準報酬月額等が二十八万円未満
の被用者保険被保険者等又はその被扶養者（ホに掲げる
者を除く。） 六十万円
ホ 市町村民税非課税者（基準日の属する年度の前年度（
第九項の規定により当該基準日の属する年の前年八月一
日から当該基準日の属する年の三月三十一日までのいず
れかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準
日とみなした日の属する年度。以下この項及び次項にお
いて同じ。）分の地方税法の規定による市町村民税が課
されない者（市町村の条例で定めるところにより当該市
町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民
税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者
を除く。）をいう。次項において同じ。）である被用者
保険被保険者等又はその被扶養者（ロ及びハに掲げる者
を除く。） 三十四万円
基準日において国民健康保険被保険者である者 次のイ
二
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からホまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからホまでに
定める額
イ～ニ （略）

ホ 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日に
おいて、⑴及び⑵に掲げる区分に従い、それぞれ⑴及び
⑵に定める者の全てについて当該基準日の属する年度の

からホまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからホまでに
定める額
イ ロからホまでに掲げる場合以外の場合 六十七万円
ロ 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日に
おいて当該国民健康保険被保険者の属する世帯に属する
全ての国民健康保険被保険者について当該基準日の属す
る年の前々年（第九項の規定により当該基準日の属する
年の前年八月一日から同年十二月三十一日までのいずれ
かの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日
とみなした日の属する年の前年。ハ及びニにおいて同じ
。）の国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第二項
に規定する基準所得額を合算した額が九百一万円を超え
る場合 二百十二万円
ハ 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日に
おいて当該国民健康保険被保険者の属する世帯に属する
全ての国民健康保険被保険者について当該基準日の属す
る年の前々年の国民健康保険法施行令第二十九条の四の
三第二項に規定する基準所得額を合算した額が六百万円
を超え九百一万円以下の場合 百四十一万円
ニ 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日に
おいて当該国民健康保険被保険者の属する世帯に属する
全ての国民健康保険被保険者について当該基準日の属す
る年の前々年の国民健康保険法施行令第二十九条の四の
三第二項に規定する基準所得額を合算した額が二百十万
円以下の場合（ホに掲げる者を除く。） 六十万円
ホ 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日に
おいて、⑴及び⑵に掲げる区分に従い、それぞれ⑴及び
⑵に定める者の全てについて当該基準日の属する年度の
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三

前年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されな
い場合又は市町村の条例で定めるところにより当該市町
村民税が免除される場合（これらの者のいずれかが当該
市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有
しない者である場合を除く。次項において「市町村民税
国保世帯非課税の場合」という。） 三十四万円
⑴ 当該国民健康保険被保険者が都道府県が当該都道府
県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者で
ある場合 当該者の属する世帯の世帯主及びその世帯
に属する当該都道府県が当該都道府県内の市町村とと
もに行う国民健康保険の被保険者である者
⑵ 当該国民健康保険被保険者が組合が行う国民健康保
険の被保険者である場合 当該者の属する世帯に属す
る当該組合の組合員及びその世帯に属する当該組合が
行う国民健康保険の被保険者である者
（略）

- 94 -

前年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されな
い場合又は市町村の条例で定めるところにより当該市町
村民税が免除される場合（これらの者のいずれかが当該
市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有
しない者である場合を除く。次項において「市町村民税
国保世帯非課税の場合」という。） 三十四万円
⑴ 当該国民健康保険被保険者が市町村の行う国民健康
保険の被保険者である場合 当該者の属する世帯の世
帯主及びその世帯に属する当該市町村の行う国民健康
保険の被保険者である者

⑵ 当該国民健康保険被保険者が組合の行う国民健康保
険の被保険者である場合 当該者の属する世帯に属す
る当該組合の組合員及びその世帯に属する当該組合の
行う国民健康保険の被保険者である者
三 基準日において後期高齢者医療の被保険者である者 次
のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイから
ニまでに定める額
イ ロからニに掲げる者以外の者 五十六万円
ロ 基準日において療養の給付（高齢者の医療の確保に関
する法律による療養の給付をいう。）を受けることとし
た場合に同法第六十七条第一項第二号の規定が適用され
る者 六十七万円
ハ 市町村民税世帯非課税者（高齢者の医療の確保に関す
る法律施行令第十六条の三第一項第三号の市町村民税世
帯非課税者をいう。）（ニに掲げる者を除く。） 三十
一万円
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日に
ニ
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おいて当該後期高齢者医療の被保険者の属する世帯の世
帯主及び全ての世帯員が当該基準日の属する年度の前年
度分の地方税法の規定による市町村民税（同法の規定に
よる特別区民税を含む。次項第一号ニ及び第二号ニ並び
に附則第二十一条第一項第三号イ及び第二十二条第一項
第三号イにおいて同じ。）に係る各種所得の金額（高齢
者の医療の確保に関する法律施行令第十五条第一項第四
号に規定する「各種所得の金額」をいう。次項において
同じ。）及び他の所得と区分して計算される所得の金額
（同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等
に係る配当所得等の金額（同法附則第三十五条の二の六
第十一項又は第十五項の規定の適用がある場合には、そ
の適用後の金額）、同法附則第三十三条の三第五項に規
定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十
四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額（租税特別措
置法（昭和三十二年法律第二十六号）第三十三条の四第
一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の
二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、
第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定の適用があ
る場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条
第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額
を控除した金額）、地方税法附則第三十五条第五項に規
定する短期譲渡所得の金額（租税特別措置法第三十三条
の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十
四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第
一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これ
らの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する
短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額）
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７～

10

（略）

、地方税法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株
式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第三十五条の三
第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金
額）、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上
場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第三十五条
の二の六第十五項又は第三十五条の三第十三項若しくは
第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金
額）、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取
引に係る雑所得等の金額（同法附則第三十五条の四の二
第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額
）、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税
等の非課税等に関する法律（昭和三十七年法律第百四十
四号）第八条第二項（同法第十二条第五項及び第十六条
第二項において準用する場合を含む。）に規定する特例
適用利子等の額、同法第八条第四項（同法第十二条第六
項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。）
に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴
う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法
律（昭和四十四年法律第四十六号）第三条の二の二第十
項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規
定する条約適用配当等の額をいう。以下同じ。）がない
者 十九万円（計算期間において、当該基準日被保険者
及び当該基準日被保険者の合算対象者のうち複数の者が
介護保険の被保険者であった間に居宅サービス等又は介
護予防サービス等を受けた場合にあっては、三十一万円
とする。）
７ 第三項（第五項において準用する場合を含む。）の七十歳
以上医療合算算定基準額は、次の各号に掲げる基準日被保険
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者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 基準日において被用者保険被保険者等又はその被扶養者
である者 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、そ
れぞれイからニまでに定める額
イ ロからニまでに掲げる者以外の者 五十六万円
ロ 基準日において療養の給付（健康保険法、船員保険法
、国家公務員共済組合法（私立学校教職員共済法第二十
五条において準用する場合を含む。）又は地方公務員等
共済組合法による療養の給付をいう。）を受けることと
した場合に、健康保険法第七十四条第一項第三号、船員
保険法第五十五条第一項第三号、国家公務員共済組合法
第五十五条第二項第三号（私立学校教職員共済法第二十
五条の規定により読み替えて準用する場合を含む。）又
は地方公務員等共済組合法第五十七条第二項第三号の規
定が適用される被用者保険被保険者等又はその被扶養者
六十七万円
ハ 市町村民税非課税者である被用者保険被保険者等又は
その被扶養者（ロ又はニに掲げる者を除く。） 三十一
万円
ニ 被用者保険被保険者等及び基準日の属する月における
厚生労働省令で定める日においてその被扶養者である者
の全てが当該基準日の属する年度の前年度分の地方税法
の規定による市町村民税に係る各種所得の金額及び他の
所得と区分して計算される所得の金額がない被用者保険
被保険者等又はその被扶養者（ロに掲げる者を除く。）
十九万円（計算期間において、当該基準日被保険者又
は当該基準日被保険者の合算対象者のうち複数の者が介
護保険の被保険者であった間に居宅サービス等又は介護
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予防サービス等を受けた場合にあっては、三十一万円と
する。）
二 基準日において国民健康保険被保険者である者 次のイ
からニまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからニまでに
定める額
イ ロからニに掲げる場合以外の場合 五十六万円
ロ 基準日において当該国民健康保険被保険者が療養の給
付（国民健康保険法による療養の給付をいう。）を受け
ることとした場合において、同法第四十二条第一項第四
号の規定が適用される者であるとき。 六十七万円
ハ 市町村民税国保世帯非課税の場合（ニに掲げる場合を
除く。） 三十一万円
ニ 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日に
おいて、前項第二号ホ⑴及び⑵に掲げる区分に従い、そ
れぞれ当該⑴及び⑵に定める者の全てについて当該基準
日の属する年度の前年度分の地方税法の規定による市町
村民税に係る各種所得金額及び他の所得と区分して計算
される所得の金額がない場合 十九万円（計算期間にお
いて、当該基準日被保険者及び当該基準日被保険者の合
算対象者のうち複数の者が介護保険の被保険者であった
間に居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けた場
合にあっては、三十一万円とする。）
三 基準日において後期高齢者医療の被保険者である者 前
項第三号に定める額
８ 要介護被保険者が計算期間における同一の月において居宅
要支援被保険者としての期間を有する場合における第二項か
ら第四項まで（これらの規定を第五項において準用する場合
を含む。）及び第五項から前項までの規定の適用については
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、前条第十項の規定を準用する。
９ 被保険者が計算期間において医療保険加入者又は後期高齢
者医療の被保険者でなくなり、かつ、その医療保険加入者又
は後期高齢者医療の被保険者でなくなった日以後の当該計算
期間において新たに医療保険加入者又は後期高齢者医療の被
保険者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合にお
ける高額医療合算介護サービス費の支給については、当該日
の前日（当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労
働省令で定める日）を基準日とみなして、この条の規定を適
用する。
高額医療合算介護サービス費の支給に関する手続について
必要な事項は、厚生労働省令で定める。
10
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案

現

行

（傍線の部分は改正部分）

○ 健康保険法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第八十三号）附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有する
ものとされた介護保険法施行令（抄）【第七条関係】

正
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改
（高額医療合算介護サービス費）
第二十二条の三 （略）

（高額医療合算介護サービス費）
第二十二条の三 法第五十一条の二第一項に規定する政令で定
める額は、次のとおりとする。
一 健康保険法（大正十一年法律第七十号）第百十五条第一
項に規定する一部負担金等の額（同項の高額療養費が支給
される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除し
て得た額とする。）
二 船員保険法第八十三条第一項に規定する一部負担金等の
額（同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該
支給額に相当する額を控除して得た額とする。）
三 国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）第五
十七条の二第一項に規定する一部負担金等の額（同項の高
額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当
する額を控除して得た額とする。）
四 国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号
）第六十条の二第一項に規定する一部負担金等の額（同項
の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に
相当する額を控除して得た額とする。）
五 地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二
号）第六十二条の二第一項に規定する一部負担金等の額（
同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給
額に相当する額を控除して得た額とする。）
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２～５

（略）

六 私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五
号）第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第
六十条の二第一項に規定する一部負担金等の額（私立学校
教職員共済法第二十五条において準用する同項の高額療養
費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額
を控除して得た額とする。）
七 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）第八十四条第一項に規定する一部負担金等の額（
同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給
額に相当する額を控除して得た額とする。）
２ 高額医療合算介護サービス費は、次に掲げる額を合算した
額から七十歳以上医療合算支給総額（次項の七十歳以上医療
合算利用者負担世帯合算額から同項の七十歳以上医療合算算
定基準額を控除した額（当該額が高額医療合算介護サービス
費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚生労働大臣
が定める支給基準額（以下この条において「支給基準額」と
いう。）以下である場合又は当該七十歳以上医療合算利用者
負担世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合に
は、零とする。）をいう。）を控除した額（以下この項にお
いて「医療合算利用者負担世帯合算額」という。）が医療合
算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に第一号
に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、
医療合算利用者負担世帯合算額から医療合算算定基準額を控
除した額に医療合算按分率（同号、第二号、第四号及び第五
号に掲げる額の合算額から次項の規定により高額医療合算介
護サービス費が支給される場合における当該支給額の算定に
係る同項の七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から同
項に規定する七十歳以上医療合算算定基準額を控除した額に
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同項に規定する七十歳以上医療合算按分率を乗じて得た額（
以下この項において「七十歳以上世帯支給額」という。）を
控除した額を、医療合算利用者負担世帯合算額で除して得た
率をいう。）を乗じて得た額に被保険者医療合算按分率（第
一号に掲げる額から次項の規定により支給される高額医療合
算介護サービス費を控除した額を、同号、第二号、第四号及
び第五号に掲げる額の合算額から七十歳以上世帯支給額を控
除した額で除して得た率をいう。）を乗じて得た額とする。
ただし、第一号から第六号までに掲げる額を合算した額又は
第七号に掲げる額が零であるときは、この限りでない。
一 毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間（以下こ
の条及び第二十九条の三第三項において「計算期間」とい
う。）において、計算期間の末日（以下この条において「
基準日」という。）において当該市町村の行う介護保険の
被保険者である者（以下この条において「基準日被保険者
」という。）が受けた居宅サービス等に係る前条第二項第
一号及び第二号に掲げる額の合算額（同項の規定により高
額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給
額を控除した額とする。）
二 計算期間において、基準日被保険者が受けた介護予防サ
ービス等に係る前条第二項第三号及び第四号に掲げる額の
合算額（第二十九条の二第二項の規定により高額介護予防
サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控
除した額とする。）
三 計算期間において、基準日被保険者が他の市町村の行う
介護保険の被保険者であった間に受けた居宅サービス等及
び介護予防サービス等に係る前条第二項第一号から第四号
までに掲げる額の合算額（同項の規定により高額介護サー
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ビス費が支給される場合又は第二十九条の二第二項の規定
により高額介護予防サービス費が支給される場合にあって
は、これらの支給額の合計額を控除した額とする。）
四 計算期間において、基準日被保険者の合算対象者が当該
市町村の行う介護保険の被保険者であった間に受けた居宅
サービス等に係る第一号に規定する合算額
五 計算期間において、基準日被保険者の合算対象者が当該
市町村の行う介護保険の被保険者であった間に受けた介護
予防サービス等に係る第二号に規定する合算額
六 計算期間において、基準日被保険者の合算対象者が他の
市町村の行う介護保険の被保険者であった間に受けた居宅
サービス等及び介護予防サービス等に係る第三号に規定す
る合算額
七 次のイからリまでに掲げる基準日被保険者の区分に応じ
、それぞれイからリまでに定める額
イ 基準日において健康保険法の規定による被保険者（同
法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者、国家公
務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共
済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定によ
る私立学校教職員共済制度の加入者を除く。第四項にお
いて「健康保険被保険者」という。）又はその被扶養者
（健康保険法の規定による被扶養者をいう。同項におい
て「健康保険被扶養者」という。）である者 健康保険
法施行令（大正十五年勅令第二百四十三号）第四十三条
の二第一項第一号から第五号までに掲げる額の合算額
ロ 基準日において日雇特例被保険者（健康保険法施行令
第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者をい
う。第四項において同じ。）又はその被扶養者（健康保
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険法の規定による被扶養者をいう。同項において「日雇
特例被扶養者」という。）である者 健康保険法施行令
第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の二
第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる額の合算額
ハ 基準日において船員保険法の規定による被保険者（国
家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づ
く共済組合の組合員を除く。第四項において「船員保険
被保険者」という。）又はその被扶養者（船員保険法の
規定による被扶養者をいう。同項において「船員保険被
扶養者」という。）である者 船員保険法施行令（昭和
二十八年政令第二百四十号）第十一条第一項第一号から
第三号までに掲げる額の合算額
ニ 基準日において国民健康保険法の規定による被保険者
（以下この条において「国民健康保険被保険者」という
。）である者（基準日において同法第六条各号（第九号
及び第十号を除く。）のいずれかに該当することにより
、当該基準日の翌日から国民健康保険被保険者の資格を
喪失することとなる者を除く。以下この条において同じ
。） 国民健康保険法施行令（昭和三十三年政令第三百
六十二号）第二十九条の四の二第一項第一号から第五号
までに掲げる額の合算額
ホ 基準日において国家公務員共済組合法に基づく共済組
合の組合員（防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
（昭和二十七年政令第三百六十八号）第十七条の三第一
項に規定する自衛官等（以下この条において「自衛官等
」という。）を除く。第四項において「国共済組合員」
という。）又はその被扶養者（同法の規定による被扶養
者をいい、自衛官等の被扶養者を含む。同項において「
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国共済被扶養者」という。）である者 国家公務員共済
組合法施行令（昭和三十三年政令第二百七号）第十一条
の三の六の二第一項第一号から第五号までに掲げる額の
合算額
ヘ 基準日において自衛官等である者 防衛省の職員の給
与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号
から第三号までに掲げる額の合算額
ト 基準日において地方公務員等共済組合法に基づく共済
組合の組合員（第四項において「地共済組合員」という
。）又はその被扶養者（同法の規定による被扶養者をい
う。同項において「地共済被扶養者」という。）である
者 地方公務員等共済組合法施行令（昭和三十七年政令
第三百五十二号）第二十三条の三の六第一項第一号から
第五号までに掲げる額の合算額
チ 基準日において私立学校教職員共済法の規定による私
立学校教職員共済制度の加入者（第四項において「私学
共済加入者」という。）又はその被扶養者（同法第二十
五条において準用する国家公務員共済組合法の規定によ
る被扶養者をいう。同項において「私学共済被扶養者」
という。）である者 私立学校教職員共済法施行令（昭
和二十八年政令第四百二十五号）第六条において準用す
る国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第
一項第一号から第五号までに掲げる額の合算額
リ 基準日において高齢者の医療の確保に関する法律の規
定による被保険者（以下この条において「後期高齢者医
療の被保険者」という。）である者 高齢者の医療の確
保に関する法律施行令（平成十九年政令第三百十八号）
第十六条の二第一項第一号から第三号までに掲げる額の
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合算額
３ 前項各号に掲げる額のうち、七十歳に達する日の属する月
の翌月以後に受けた居宅サービス等若しくは介護予防サービ
ス等又は同項第七号イからリまでに定める額に係る規定に規
定する療養（以下この項において「七十歳以上合算対象サー
ビス」という。）に係る額に相当する額として厚生労働省令
で定めるところにより算定した額を合算した額（以下この項
において「七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額」とい
う。）が七十歳以上医療合算算定基準額に支給基準額を加え
た額を超える場合は、七十歳以上医療合算利用者負担世帯合
算額から七十歳以上医療合算算定基準額を控除した額に七十
歳以上医療合算按分率（七十歳以上合算対象サービスに係る
前項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる額に相当す
る額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を
合算した額を、七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額で
除して得た率をいう。）を乗じて得た額に七十歳以上被保険
者医療合算按分率（七十歳以上合算対象サービスに係る同項
第一号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定める
ところにより算定した額を、七十歳以上合算対象サービスに
係る同号、同項第二号、第四号及び第五号に掲げる額に相当
する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
を合算した額で除して得た率をいう。）を乗じて得た額を高
額医療合算介護サービス費として基準日被保険者に支給する
。ただし、七十歳以上合算対象サービスに係る同項第一号か
ら第六号までに掲げる額に相当する額として厚生労働省令で
定めるところにより算定した額を合算した額又は七十歳以上
合算対象サービスに係る同項第七号に掲げる額に相当する額
として厚生労働省令で定めるところにより算定した額が零で
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６ 第二項（前項において準用する場合を含む。）の医療合算
算定基準額は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応

あるときは、この限りでない。
４ 第二項の基準日被保険者の合算対象者は、次の各号に掲げ
る基準日被保険者の区分に応じ、当該各号に定める者とする
。
一 基準日において被用者保険被保険者等（健康保険被保険
者、日雇特例被保険者、船員保険被保険者、国共済組合員
、自衛官等、地共済組合員又は私学共済加入者をいう。以
下この条において同じ。）である者 基準日においてその
被扶養者（健康保険被扶養者、日雇特例被扶養者、船員保
険被扶養者、国共済被扶養者、地共済被扶養者又は私学共
済被扶養者をいう。以下この条において同じ。）である者
二 基準日において被扶養者である者 基準日において当該
者がその被扶養者である被用者保険被保険者等である者又
は基準日において当該被用者保険被保険者等の被扶養者で
ある当該者以外の者
三 基準日において国民健康保険被保険者である者 基準日
において当該者と同一の世帯に属する当該者以外の国民健
康保険被保険者である者
四 基準日において後期高齢者医療の被保険者である者 基
準日において当該者と同一の世帯に属する当該者以外の後
期高齢者医療の被保険者である者
５ 第二項から前項までの規定は、当該計算期間において当該
市町村が行う介護保険の被保険者であった者（基準日におい
て当該市町村が行う介護保険の被保険者である者を除く。）
に対する高額医療合算介護サービス費の支給について準用す
る。
６ 第二項（前項において準用する場合を含む。）の医療合算
算定基準額は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応
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じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 （略）

じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 基準日において被用者保険被保険者等又はその被扶養者
である者 次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、そ
れぞれイからホまでに定める額
イ ロからホまでに掲げる者以外の者 六十七万円
ロ 基準日の属する月の標準報酬月額等（医療保険各法（
国民健康保険法を除く。）に規定する標準報酬月額、標
準報酬の月額、給料の額及び標準給与の月額をいう。以
下この項及び次項において同じ。）が八十三万円以上の
被用者保険被保険者等又はその被扶養者 二百十二万円
ハ 基準日の属する月の標準報酬月額等が五十三万円以上
八十三万円未満の被用者保険被保険者等又はその被扶養
者 百四十一万円
ニ 基準日の属する月の標準報酬月額等が二十八万円未満
の被用者保険被保険者等又はその被扶養者（ホに掲げる
者を除く。） 六十万円
ホ 市町村民税非課税者（基準日の属する年度の前年度（
第九項の規定により当該基準日の属する年の前年八月一
日から当該基準日の属する年の三月三十一日までのいず
れかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準
日とみなした日の属する年度。以下この項及び次項にお
いて同じ。）分の地方税法の規定による市町村民税が課
されない者（市町村の条例で定めるところにより当該市
町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民
税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者
を除く。）をいう。次項において同じ。）である被用者
保険被保険者等又はその被扶養者（ロ及びハに掲げる者
を除く。） 三十四万円
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二 基準日において国民健康保険被保険者である者 次のイ
からホまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからホまでに
定める額
イ～ニ （略）

ホ 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日に
おいて、⑴及び⑵に掲げる区分に従い、それぞれ⑴及び

二 基準日において国民健康保険被保険者である者 次のイ
からホまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからホまでに
定める額
イ ロからホまでに掲げる場合以外の場合 六十七万円
ロ 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日に
おいて当該国民健康保険被保険者の属する世帯に属する
全ての国民健康保険被保険者について当該基準日の属す
る年の前々年（第九項の規定により当該基準日の属する
年の前年八月一日から同年十二月三十一日までのいずれ
かの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日
とみなした日の属する年の前年。ハ及びニにおいて同じ
。）の国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第二項
に規定する基準所得額を合算した額が九百一万円を超え
る場合 二百十二万円
ハ 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日に
おいて当該国民健康保険被保険者の属する世帯に属する
全ての国民健康保険被保険者について当該基準日の属す
る年の前々年の国民健康保険法施行令第二十九条の四の
三第二項に規定する基準所得額を合算した額が六百万円
を超え九百一万円以下の場合 百四十一万円
ニ 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日に
おいて当該国民健康保険被保険者の属する世帯に属する
全ての国民健康保険被保険者について当該基準日の属す
る年の前々年の国民健康保険法施行令第二十九条の四の
三第二項に規定する基準所得額を合算した額が二百十万
円以下の場合（ホに掲げる者を除く。） 六十万円
ホ 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日に
おいて、⑴及び⑵に掲げる区分に従い、それぞれ⑴及び
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三

⑵に定める者の全てについて当該基準日の属する年度の
前年度（第九項の規定により前年八月一日から三月三十
一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっ
ては、当該基準日とみなした日の属する年度）分の地方
税法の規定による市町村民税が課されない場合又は市町
村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除さ
れる場合（これらの者のいずれかが当該市町村民税の賦
課期日において同法の施行地に住所を有しない者である
場合を除く。次項において「市町村民税国保世帯非課税
の場合」という。） 三十四万円
⑴ 当該国民健康保険被保険者が都道府県が当該都道府
県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者で
ある場合 当該者の属する世帯の世帯主及びその世帯
に属する当該都道府県が当該都道府県内の市町村とと
もに行う国民健康保険の被保険者である者
⑵ 当該国民健康保険被保険者が組合が行う国民健康保
険の被保険者である場合 当該者の属する世帯に属す
る当該組合の組合員及びその世帯に属する当該組合が
行う国民健康保険の被保険者である者
（略）

⑵に定める者の全てについて当該基準日の属する年度の
前年度（第九項の規定により前年八月一日から三月三十
一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっ
ては、当該基準日とみなした日の属する年度）分の地方
税法の規定による市町村民税が課されない場合又は市町
村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除さ
れる場合（これらの者のいずれかが当該市町村民税の賦
課期日において同法の施行地に住所を有しない者である
場合を除く。次項において「市町村民税国保世帯非課税
の場合」という。） 三十四万円
⑴ 当該国民健康保険被保険者が市町村の行う国民健康
保険の被保険者である場合 当該者の属する世帯の世
帯主及びその世帯に属する当該市町村の行う国民健康
保険の被保険者である者

⑵ 当該国民健康保険被保険者が組合の行う国民健康保
険の被保険者である場合 当該者の属する世帯に属す
る当該組合の組合員及びその世帯に属する当該組合の
行う国民健康保険の被保険者である者
三 基準日において後期高齢者医療の被保険者である者 次
のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイから
ニまでに定める額
イ ロからニに掲げる者以外の者 五十六万円
ロ 基準日において療養の給付（高齢者の医療の確保に関
する法律による療養の給付をいう。）を受けることとし
た場合に同法第六十七条第一項第二号の規定が適用され
る者 六十七万円
市町村民税世帯非課税者（高齢者の医療の確保に関す
ハ
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る法律施行令第十六条の三第一項第三号の市町村民税世
帯非課税者をいう。）（ニに掲げる者を除く。） 三十
一万円
ニ 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日に
おいて当該後期高齢者医療の被保険者の属する世帯主及
び全ての世帯員が当該基準日の属する年度の前年度分の
地方税法の規定による市町村民税（同法の規定による特
別区民税を含む。次項第一号ニ及び第二号ニ並びに附則
第十三条第一項第三号イにおいて同じ。）に係る各種所
得の金額（高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十
五条第一項第四号に規定する「各種所得の金額」をいう
。次項において同じ。）及び他の所得と区分して計算さ
れる所得の金額（同法附則第三十三条の二第五項に規定
する上場株式等に係る配当所得等の金額（同法附則第三
十五条の二の六第十一項又は第十五項の規定の適用があ
る場合には、その適用後の金額）、同法附則第三十三条
の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、
同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金
額（租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）第
三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項
、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三
十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の
規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により
同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額か
ら控除する金額を控除した金額）、地方税法附則第三十
五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額（租税特別措
置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条
第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項
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、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある
場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第
一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を
控除した金額）、地方税附則第三十五条の二第五項に規
定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第
三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、そ
の適用後の金額）、同法附則第三十五条の二の二第五項
に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附
則第三十五条の二の六第十五項又は第三十五条の三第十
三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、そ
の適用後の金額）、同法附則第三十五条の四第四項に規
定する先物取引に係る雑所得等の金額（同法附則第三十
五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その
適用後の金額）、外国居住者等の所得に対する相互主義
による所得税等の非課税等に関する法律（昭和三十七年
法律第百四十四号）第八条第二項（同法第十二条第五項
及び第十六条第二項において準用する場合を含む。）に
規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項（同法
第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場
合を含む。）に規定する特例適用配当等の額、租税条約
等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例
等に関する法律（昭和四十四年法律第四十六号）第三条
の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条
第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下同
じ。）がない者 十九万円（計算期間において、当該基
準日被保険者及び当該基準日被保険者の合算対象者のう
ち複数の者が介護保険の被保険者であった間に居宅サー
ビス等又は介護予防サービス等を受けた場合にあっては

健康保険法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第八十三号）附則第百三十条

○

- 112 -

７～
10

（略）

、三十一万円とする。）
７ 第三項（第五項において準用する場合を含む。）の七十歳
以上医療合算算定基準額は、次の各号に掲げる基準日被保険
者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 基準日において被用者保険被保険者等又はその被扶養者
である者 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、そ
れぞれイからニまでに定める額
イ ロからニまでに掲げる者以外の者 五十六万円
ロ 基準日において療養の給付（健康保険法、船員保険法
、国家公務員共済組合法（私立学校教職員共済法第二十
五条において準用する場合を含む。）又は地方公務員等
共済組合法による療養の給付をいう。）を受けることと
した場合に、健康保険法第七十四条第一項第三号、船員
保険法第五十五条第一項第三号、国家公務員共済組合法
第五十五条第二項第三号（私立学校教職員共済法第二十
五条の規定により読み替えて準用する場合を含む。）又
は地方公務員等共済組合法第五十七条第二項第三号の規
定が適用される被用者保険被保険者等又はその被扶養者
六十七万円
ハ 市町村民税非課税者である被用者保険被保険者等又は
その被扶養者（ロ又はニに掲げる者を除く。） 三十一
万円
ニ 被用者保険被保険者等及び基準日の属する月における
厚生労働省令で定める日においてその被扶養者である者
の全てが当該基準日の属する年度の前年度分の地方税法
の規定による市町村民税に係る各種所得の金額及び他の
所得と区分して計算される所得の金額がない被用者保険
被保険者等又はその被扶養者（ロに掲げる者を除く。）
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８

十九万円（計算期間において、当該基準日被保険者又
は当該基準日被保険者の合算対象者のうち複数の者が介
護保険の被保険者であった間に居宅サービス等又は介護
予防サービス等を受けた場合にあっては、三十一万円と
する。）
二 基準日において国民健康保険被保険者である者 次のイ
からニまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからニまでに
定める額
イ ロからニに掲げる場合以外の場合 五十六万円
ロ 基準日において当該国民健康保険被保険者が療養の給
付（国民健康保険法による療養の給付をいう。）を受け
ることとした場合において、同法第四十二条第一項第四
号の規定が適用される者であるとき。 六十七万円
ハ 市町村民税国保世帯非課税の場合（ニに掲げる場合を
除く。） 三十一万円
ニ 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日に
おいて、前項第二号ホ⑴及び⑵に掲げる区分に従い、そ
れぞれ当該⑴及び⑵に定める者の全てについて当該基準
日の属する年度の前年度分の地方税法の規定による市町
村民税に係る各種所得金額及び他の所得と区分して計算
される所得の金額がない場合 十九万円（計算期間にお
いて、当該基準日被保険者及び当該基準日被保険者の合
算対象者のうち複数の者が介護保険の被保険者であった
間に居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けた場
合にあっては、三十一万円とする。
三 基準日において後期高齢者医療の被保険者である者 前
項第三号に定める額
要介護被保険者が計算期間における同一の月において居宅
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要支援被保険者としての期間を有する場合における第二項か
ら第四項まで（これらの規定を第五項において準用する場合
を含む。）及び第五項から前項までの規定の適用については
、前条第十項の規定を準用する。
９ 被保険者が計算期間において医療保険加入者又は後期高齢
者医療の被保険者でなくなり、かつ、その医療保険加入者又
は後期高齢者医療の被保険者でなくなった日以後の当該計算
期間において新たに医療保険加入者又は後期高齢者医療の被
保険者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合にお
ける高額医療合算介護サービス費の支給については、当該日
の前日（当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労
働省令で定める日）を基準日とみなして、この条の規定を適
用する。
高額医療合算介護サービス費の支給に関する手続について
必要な事項は、厚生労働省令で定める。
10
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○

案

総務省組織令（平成十二年政令第二百四十六号）（抄）【第八条関係】

正

現

（傍線の部分は改正部分）

行

（調整課の所掌事務）
第五十七条 調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画及び立案並びに運営
に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べる事務のうち地
方財政に係るものに関すること。
二 地方公共団体の負担を伴う法令案並びに国の歳入歳出及び国
庫債務負担行為の見積りについて、関係各大臣に対して意見を
述べること。
三 地方公共団体の手数料に関すること。
四 地方財政法（昭和二十三年法律第百九号）第十八条に規定す
る国の支出金に係る事務を行うために必要でかつ充分な金額に
関する調査に関すること。
五 市町村が行う国民健康保険及び介護保険の財政運営に対する
技術的助言に関すること。
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改
（調整課の所掌事務）
第五十七条 調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一～四 （略）

五 都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保
険及び市町村が行う介護保険の財政運営に対する技術的助言に
関すること。
六・七 （略）

六 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関
する特別措置法の規定による特定鉄道事業者（特定鉄道事業を
経営しようとする者を含む。）に対する地方公共団体の出資の
協議に関すること。
七 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関す
る法律（昭和四十六年法律第七十号）第三条第一項に規定する
同意公害防止対策事業計画が定められている地域その他の特定
の地域に対する国の財政上の特別措置に関すること（財務調査

総務省組織令（平成十二年政令第二百四十六号）（抄）【第八条関係】

○

課の所掌に属するものを除く。）。
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