新規・転入用

小児慢性特定疾病医療費支給認定申請のご案内
小児慢性特定疾病の医療費助成を受けるためには申請が必要です。申請者は保護者の方とな
り、申請者の住所地を管轄する保健福祉事務所に申請していただきます。２ページ「（４）提
出書類」及び申請用紙と一緒にお渡しする「記載例」をよくご確認のうえ、ご申請ください。
⇒制度の内容については、別紙『小児慢性特定疾病医療費助成制度の概要について』をご覧ください。

（１）申請について限
○小児慢性特定疾病は「申請受理日」から受給権が発生する制度です。受給開始を希望する日までに申請
してください（書類が間に合わない場合は、とり急ぎお電話で下記提出先までご一報ください）。
○他自治体で受給していた方が転入される場合は、申請日によらず原則転入日から受給開始となります。

（２）提出先
小児慢性特定疾病は、原則として申請者（受診しているお子さんの保護者）の住所地（都道府県及び政令・
中核市）で申請を行っていただく制度です。
神奈川県（横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市を除く）にお住まいの方は各地域を所管する県の各保健福
祉事務所（窓口受付時間：午前８時３０分～午後５時１５分（土日祝・年末年始を除く））へ、それ以外の方
はお住まいの自治体へお問い合わせください。
※個人情報のため、郵送の場合は必ず簡易書留でお送りください。

（３）申請用紙類
申請に必要な用紙類や記載例は、上記窓口でお渡しします。
【医療意見書について】
・申請する疾病が厚生労働省の定める対象基準に該当するかを審査するため、指定医（下記【指定医と
指定医療機関について】参照）の記載した医療意見書が必要となります（ただし、他自治体から転入
される方は提出を省略できる場合があります）。複数の医療機関を受診される場合でも、医療意見書
はいずれか１つの医療機関の指定医が記載したもので申請可能です。
・医療意見書は、全ての対象疾病に専用の様式があります（成長ホルモン治療を行う場合には、疾病の
意見書と成長ホルモン治療の意見書が必要です）。
・受診者（お子さん）の正確な疾病名を把握されている場合は窓口で医療意見書の用紙もお渡しします
が、疾病名については医学的判断が必要となりますので、記載する指定医にご確認ください。
・小児慢性特定疾病情報センターホームページ（https://www.shouman.jp/）でも医療意見書の用紙をダ
ウンロードできます。お渡しした医療意見書と違う疾病の用紙が必要となった場合などは、医療意見
書を記載する指定医に印刷を依頼していただくか、ご自身で印刷してください。
<医療意見書の印刷手順>
①トップページ上部のメニューから「対象疾患について」にカーソルを合わせる
②「疾患別一覧」をクリックし該当の疾患群の中から疾病名を選択、又は、「その他の検索」
をクリックし、キーワード検索（五十音順検索/ABC 順検索）から疾病名を検索
③申請する疾病名の右側にある「意見書（新規）PDF」をクリックして印刷
【指定医と指定医療機関について】
・医療意見書は、都道府県及び政令・中核市が指定する小児慢性特定疾病の「指定医」しか記載できま
せん。また、受診やお薬をもらう医療機関・薬局・訪問看護ステーションも原則、「指定医療機関」
に限られます。指定医や指定医療機関の情報は各自治体がホームページで公表しています。医療機関
等の所在地の自治体のホームページを確認いただくか、医療機関等にお尋ねください。
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（４）提出書類
書類の種類

提出区分

必須

申請提出書類チェックシート

必須

①小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書

必須

②小児慢性特定疾病 医療意見書
③住民票の写し（原本）

必須

注：続柄を省略しないもの。市町村役場で発行
されます。
注：個人番号（マイナンバー）は原則記載不要。

備

考

・小児慢性特定疾病の【指定医】が記載したもの。疾病ごとに
様式が異なります（転入の方は省略できる場合あり）。
・受診者を含む「世帯全員の住民票の写し」。医療保険上の世
帯員（受診者と同じ医療保険の加入者）で別居の方（海外在
住は除く）も必要。
・発行から３ヶ月以内のものが有効です。

必須

④同意書

・ご加入の医療保険の保険者に高額療養費の適用区分の確認を
するための同意書

任意

⑤ 小児慢性特定疾病に係る医療費助成申請における医
療意見書の研究等への利用についての同意書

・厚生労働大臣あての同意書

⑥健康保険証のコピー

・医療保険上の世帯（受診者と同じ医療保険の加入者）のうち
＊国民健康保険・国民健康保険組合
→同じ国保に加入している世帯員全員のもの
＊社会保険（健保協会、健保組合、共済組合など）
→被保険者及び受診者のもの（受診者本人が被保険者の
場合は受診者のもののみ）

必須

⑦令和●年度（令和▲年分）
市町村民税（非）課税証明書
●…申請受理日が４月～６月の場合は前年度
申請受理日が７月～３月の場合は当年度
▲…●の前年
注：所得額、市町村民税額が記載されている
もの。市町村役場で発行されます。

必須

注：市町村から納税者へ送付される「給与所得
等に係る市町村民税・県民税特別徴収税額
の決定通知書」（短冊状のもの）は不可。

・医療保険上の世帯（受診者と同じ医療保険の加入者）のうち
＊国民健康保険・国民健康保険組合
→同じ国保に加入している世帯員全員のもの
（ただし、中学生以下は不要）
＊社会保険（健保協会、健保組合、共済組合など）
→被保険者のもののみ
＊生活保護を受給している場合
→提出は不要（社保併用の場合は必要）
海外勤務等で対象年度に日本での課税が無い場合は提出不要
ですが、「上位所得」となります。

【上記の市町村民税が全て非課税（所得割・均等割とも０円）の場合、次の書類も必要です】
・申請者の令和●年度（令和▲年分）市町村民税（非）課税証明書（申請者が上記と重複する場合は不要）
・申請者の公的年金等（遺族年金、障害年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉
手当等）の令和▲年中の収入額がわかる書類（証書等）のコピー（公的年金等を受給している場合のみ）

必須

⑧申請者の個人番号及び身元確認書類

・４ページ（７）の表の提出書類をご提出ください。

該当者

⑨人工呼吸器等装着者証明書

・常時、人工呼吸器又は体外式補助人工心臓等（ペースメーカ
ーではありません）を装着している方
・医師（②医療意見書と別の医師でも可）の証明が必要

該当者

⑩世帯内按分対象者の受給を証明する書類

・按分対象者について次のア・イ両方の書類が必要です。
ア 小児慢性特定疾病又は指定難病の受給者証のコピー
（申請中の場合は申請書のコピーでも可）
イ 健康保険証のコピー（提出書類⑥と重複する場合は不要）

該当者

⑪重症患者認定申請書

・重症患者認定基準①②（重症患者認定申請書の裏面参照）又
は高額治療継続（３ページ（６）参照）に該当する方。
なお、新規申請の方は高額治療継続の申請はできません。

該当者

⑫身体障害者手帳又は障害年金証書のコピー

・重症患者認定基準①に該当する方

該当者

⑬高額治療継続に該当することを証明する書類

・３ページ（６）の表の提出書類３をご提出ください。

該当者

⑭生活保護受給証明書又は「中国残留邦人等の円滑な帰国の促
進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に
よる支援給付に係る本人確認証のコピー

・それぞれの制度を受けている方

該当者

⑮特定疾病療養受療証のコピー

・人工透析や血友病等で保険者から交付を受けている方

＊全て揃わない場合は、①申請書だけでも先に提出していただき、他の書類は後日揃い次第速やかに提
出してください。申請書も間に合わない場合には、お電話でご連絡ください（申請書提出日又はお電
話での申請意思表示日＝受給期間開始日とします）。
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（５）自己負担上限月額について
申請書の「該当する階層区分」の欄は、ご提出いただく市町村民税（非）課税証明書等と下表をご確認の
うえ、記載してください。
＜自己負担上限月額表＞
階
層
区
分

自己負担上限月額（患者負担割合２割）
階層区分の基準

生活保護

Ⅱ

低所得Ⅰ
市町村民税
（年収～80 万円）
非課税世帯
低所得Ⅱ
※１
（年収 80 万円超）
一般所得Ⅰ
市町村民税所得割額
～7.1 万円未満
市町村民税
一般所得Ⅱ
課税世帯
市町村民税所得割額
25.1 万円未満
上位所得
市町村民税所得割額
25.1 万円以上
入院時食事療養費

Ⅳ
Ⅴ
Ⅵ

重症患者１

人工呼吸器等装着者

※２

※３

0

Ⅰ

Ⅲ

一般

1,250
2,500
5,000

2,500

10,000

5,000

15,000

10,000
１／２自己負担

500

※４

※１

階層区分Ⅱ、Ⅲの「年収」とは、支給認定保護者（＝申請者）の①地方税法上の合計所得金額、②公的年金、③特別
児童扶養手当等の手当の合計額を指します。
※２ ①高額な治療が長期的に継続する方（高額治療継続） ②疾病の状態が重症患者認定基準に適合する方、のいずれかが
該当します。
※３ 人工呼吸器又は体外式補助人工心臓等を使用している方が対象となります（対象基準があります）。
※４ 階層区分Ⅰ（生活保護）に該当する方は、入院時食事療養費の自己負担はありません。
○上記にかかわらず、血友病又はこれに類する疾病にかかっている方は入院時食事療養費も含め自己負担はありません。

（６）重症患者認定区分「高額治療継続」について
受診者（お子さん）の小児慢性特定疾病医療費の支給対象となった医療費の総額（窓口での自己負担額
ではなく 10 割の額）が、「申請月以前の１年以内に、５万円／月を超える月が既に６回以上ある方」は、
上記（５）の自己負担上限月額表の「重症患者１」となり、自己負担額が軽減されます。
＊受給期間開始日より前の医療費は算定対象外ですので、新規申請の方は該当しません（新規認定後、受給期間開始日
以降の医療費総額が年間６ヶ月、５万円／月を超えた場合に、その月内から下記のとおり変更申請が可能です）。
＊転入の方は、前の自治体での受給期間中の医療費も算定可能ですので、該当していれば転入時に申請できます。
＊階層区分Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの方、人工呼吸器等装着者に該当する方、血友病又はこれに類する疾病にかかっている方は既に
負担軽減されているため対象となりません。

○変更申請の方法
次の書類を１ページ（２）の提出先に提出してください。認定された場合、変更申請日の翌月１日
（ただし、月の初日に申請した場合はその月の初日）から適用されます。なお、転入の方で既に要件を
満たしている場合には、転入申請時に２及び３を添付してください。
提出書類

備考
変更年月日は変更申請日の翌月１日（ただし、月の初日に
申請した場合はその月の初日）。変更事項については「自
己負担上限月額特例に関する事項」の「高額治療継続」の
「該当」に○を付してください。
申請区分の「高額治療継続者」の欄と、添付する証明書類
の該当する項目にチェックを入れてください。

１

小児慢性特定疾病医療費支給認定変更申請書

２

重症患者認定申請書

３

医療費総額が５万円を超えた月が６回以上あった
ことを証明する書類

下記ア・イのいずれかをご提出ください。
ア 自己負担上限額管理票（コピー）※
イ 医療機関発行の領収書・診療明細書（コピー）

※自己負担上限額管理票は、支払い額が上限を超えないように管理するため医療機関や薬局の窓口で領収額等を
記入してもらう用紙で、認定時に医療受給者証とともに交付します。支払い額が自己負担上限額に達した場
合、その月のそれ以降の受診や調剤時には支払い額が 0 円になりますが、高額治療継続の証明書類として使用
するため、上限額到達後の医療費についても「医療費総額（10 割分）」の欄を累計５万円まで記載してもらえ
るよう医療機関等に依頼してください。
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（７）個人番号（マイナンバー）について
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（マイナンバー法）」が平
成 28 年１月１日に一部施行され、小児慢性特定疾病の申請等においても対象者の方の個人番号（マイナン
バー）の記載が必要となりました。
今後検討の上で地方公共団体間での個人番号を使用した情報連携を行う予定です。詳細については決ま
り次第、受給者の皆様にお知らせいたします。
小児慢性特定疾病において、申請書等に個人番号をご記載いただく対象者は次の方々です。
・申請者（保護者）
・受診者（小児慢性特定疾病に罹患されているお子さん）
・医療費支給認定基準世帯員（受診者と同じ医療保険に加入している世帯員のうち、自己負担上限月
額の決定のために市町村民税の課税額を確認する対象者。社会保険加入の場合は「被保険者」、国
保加入の場合は同じ国保の「世帯全員」）
また、このうち申請者については、個人番号を確認できる書類と身元（実在）確認ができる書類（下表
参照）も併せて提出が必要です。申請者以外の方については、確認書類は必要ありませんが、申請者が責
任をもってその他の対象者の方の個人番号と身元を確認することが法律で義務付けられていますので、番
号の書き間違いなどがないよう十分にご注意ください。
【申請者の個人番号確認書類及び身元確認書類】
次の表の「ア

個人番号確認書類」・「イ

身元確認書類」それぞれについて、いずれか１つを

ご提出ください。なお、個人番号カードのコピーはア・イの両方を兼ねることができます。
ア
「個人番号カード」
を取得している方

個人番号確認書類

身元確認書類

「個人番号カード」のコピー（両面）
＊個人番号カードは本人の写真付きですので、身元確認書類としても使用できます。
「通知カード」のコピー
※令和２年５月 25 日以降で、改姓や転居等によ
り、通知カードの記載事項に変更があった場
合には、マイナンバー確認書類として扱うこ
とができません。

「個人番号カード」
を取得していない方

イ

＊上記のほか、
・個人番号が記載された住民票の写し
（原本） <提出書類③と兼用可>
・個人番号が記載された住民票記載事項
証明書（原本）
も可能ですが、発行する自治体によって
は世帯の一部の方のみ個人番号を印字す
ることができない場合があり、必要のな
い世帯員の方の番号まで記載されてしま
う可能性があります。

①次に掲げるもののコピー（いずれか１つ）
運転免許証、運転経歴証明書、旅券（パス
ポート）、身体障害者手帳、精神障害者保
健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別
永住者証明書、官公署から発行・発給され
たその他これに類する書類（写真付き、氏
名・生年月日または住所が記載されている
もの。例：小型船舶操縦免許証、宅地建物
取引士証ほか、お問い合わせください。）
－①をお持ちでない方に限り－

②次に掲げるもののコピー（いずれか２つ）
健康保険証<提出書類⑥と兼用可>、年金
手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養
手当証書
＊①②とも提出できない場合はご相談ください。

（８）医療受給者証等の交付について
認定された場合、受診時に医療機関等に提示していただく「医療受給者証」及び「自己負担上限額管理
票」を交付します。年１回の更新制（更新日 10 月１日）のため、有効期間は次回更新日の前日（9 月 30
日。ただし 7 月～9 月に申請受理した方は翌年 9 月 30 日）までとなります。なお、審査の結果、不認定と
なることもございますのでご了承ください。その場合、不認定通知書をお送りします。
審査には時間を要しますので、医療受給者証等が届くまでの間の受診は、保険証で一旦お支払いをして
ください（特定疾病療養受領証・高額療養費の限度額適用認定証をお持ちの場合は必ず併用）。認定後、
払いすぎた金額（３割負担した場合の１割分、自己負担上限月額を超えた額、入院時食事療養費の１／２
の額）については、保健福祉事務所へ還付請求できます（医療受給者証等と一緒に、請求に必要な書類を
お送りします）。領収書の原本を紛失すると請求できませんので、必ず保管しておいてください。
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