
    

 

 

 

 

 

 

 

提出期限：令和４年７月２９日（金） 

新しい受給者証の交付時期は次のとおりです。 

申請書の提出時期 新しい受給者証の交付予定等 

令和４年７月 29 日まで 令和４年９月中に交付 

令和４年７月 30 日 

～９月 30 日 

準備が整い次第、順次交付 

（10 月１日までに受給者証がお手元に届かない場合があります） 

令和４年 10 月１日以降 新規申請となるため、有効期間は申請書受理日からとなります。 

申請書類の不備、臨床調査個人票の記載内容に不備・疑義がある場合は、交付予定時期までに受給者証が

お手元に届かないことがあります。 

受給者証が届くまでに、受給者証に記載の疾病の治療等で指定医療機関（薬局・訪問看護ステーションを含む）を利用した

場合、後日請求していただくことで助成対象となる自己負担額の一部を払い戻しできる場合があります。 

 

提 出 先：〒231-0062  

横浜市中区桜木町１-１-56 みなとみらい 21・クリーンセンター 
横浜市健康福祉局保健事業課 難病対策担当 行 

（令和４年９月30日消印有効） 

  

〇返信用封筒を同封していますのでご利用ください（重量に応じた切手を貼って郵送してください）。 

〇簡易書留など、送達状況が確認可能な方法での送付を推奨します。 

○２～５ページを確認し、提出に必要な書類を全てそろえて、ご提出ください。 

〇郵送申請が難しい場合は、お住まいの区の区役所高齢・障害支援課窓口でご提出が可能です。 

（お住まいの区の区役所高齢・障害支援課の窓口は、８ページをご覧ください） 

 

 

 

 
 

 

・更新後の受給者証の有効期間は令和４年 10 月１日～令和５年９月 30 日となります。 

・横浜市内に住民票がある方が対象です。横浜市外へ転出された方は、現住所地の都道府県（政令指定都市

の場合はその政令指定都市）にお問い合わせください。  

  令和４年度 
   特定医療費（指定難病）受給者証更新手続のご案内 
お手持ちの特定医療費（指定難病）受給者証は、令和４年９月 30 日で有効期間が終了します。 
10 月 1 日以降も引き続き受給者証を使用する場合は、更新手続（申請書類の提出）が必要です。 

 

郵送での提出にご協力ください 

 

１ 

 

♦更新申請の問合せダイヤル 
TEL：045－671－4040（FAX：045-664-5788） 

 ※ガイダンスの後に「 １（更新）」を押してください 

時間…８：45 ～ 17：００（土日祝日を除く）※かかりにくいときは時間をおいておかけ直しください。 



    

 

 

 

 

 

・申請書表面支給認定申請署名欄に申請者（患者さんが 18 歳未満の場合は保護者）の署名が必要です。 

・マイナンバーについては、支給認定基準世帯員に市外在住の方がいる場合は記入が必要です。 

・申請書の控えが必要な方は、ご自身でコピーをお取りください。 

 

 

・「難病指定医」または「協力難病指定医」に作成を依頼してください。 

・作成に要する期間は医療機関や指定医ごとに異なりますので、お早めに作成を依頼してください。 

・「難病指定医」または「協力難病指定医」であることを医療機関に確認してから依頼してください。 

 

 

・患者さんだけでなく、ご家族の公的医療保険証のコピーも必要な場合があります。 

３ページの確認チャートでご確認ください。 

・一部の方は以下の書類等が必要です。３ページの確認チャートでご確認ください。 

□課税または非課税証明書（原本） □障害年金・遺族年金その他給付金の証明書類 

・生活保護を受給されていて公的医療保険証をお持ちでない方は、公的医療保険証のコピーの提出は不要です。 

 

 

 

次に該当する方は、ご提出ください。 

・受給者証の「軽症高額該当」、「高額難病治療継続」欄に「〇」がある方 

・新たに「軽症高額該当基準」、「高額難病治療継続」に該当する場合 

（制度の詳細については、７ページをご覧ください） 

 

 

 

・自己負担上限額管理票は、受給者証と一体と 

なっている票のことです。（右図参照） 

・各指定医療機関で受診する際、受付に提出し、 

かかった医療費を各月ごとに記載してもらいます。 

 

  

全員提出が必要な書類 

□特定医療費支給認定申請書（更新用）   

□臨床調査個人票（診断書）（記載日から３か月以内のもの） 

□指定難病に係る直近 12か月分の医療費総額がわかる書類 
（受給者証（自己負担上限額管理票※）のコピー等、指定難病に係る申請月を含む過去12か月分の医療費総額 

がわかる書類） 

□公的医療保険証のコピー(Ａ４サイズでのコピーをお願いします。)     

２ 

 

様式・記入例同封 

※ 自己負担上限額管理票 

 

重要 

医療費総額（10割分）の欄を

「月」ごとに合計して確認 

日付 指定医療機関名
医療費総額
（10割分）

自己
負担額

自己負担累積額
（月額）

10月10日 市庁クリニック 3,340円 670円 670円

10月10日 市庁薬局 20,000円 4,000円 4,670円

10月20日 市庁クリニック 2,200円 330円 5,000円

10月20日 市庁薬局 10,000円 0円 5,000円

　月　日 円 円 円

　月　日 円 円 円

日付

10月20日

上記のとおり、月額の自己負担上限額に達しました。
指定医療機関名

市庁クリニック

自己負担上限額に達した後も記入をお願いします。

令和３年10月　　自己負担上限額管理票
見本 

様式同封 

重要 



その他の必要書類等 確認チャート 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要な公的医療保険証 必要な課税証明書・非課税証明書・年金振込通知書等 

A 
同じ世帯で同じ 

公的医療保険に 

加入している方 

全員分のコピー 

令和３年分(１～12 月)の年金等の収入額が分かるもののコピー A 
B 必要ありません B 

C ・同じ公的医療保険に加入している方全員分の非課税証明書(※１) 

・令和３年分(１～12 月)の年金等の収入額が分かるもののコピー 
C 

D 同じ公的医療保険に加入している方全員分の非課税証明書(※１) D 
E 同じ公的医療保険に加入している方全員分の課税証明書または非課税証明書(※１) E 

F 
患者さん(被保険者) 

本人の分のコピー 

・患者さん本人の非課税証明書 

・令和３年分(１～12 月)の年金等の収入額が分かるもののコピー 
F 

G 必要ありません G 
H 患者さん本人の非課税証明書 H 

I 患者さんと被保険者の分

のコピー(患者さんの保険証

で被保険者名が確認できると

きは患者さんの分のみで可) 

・被保険者の非課税証明書 

・令和３年分(１～12 月)の年金等の収入額が分かるもののコピー 
I 

J 必要ありません(※２) J 
K 被保険者の非課税証明書 K 

患者さんはどの公的医療保険証をお持ちですか？ 
 
 

後期高齢者  
医療制度  

被用者保険  
(全国健康保険協会、健康保険組

合、共済組合、船員保険など ) 

国民健康保険組合 
（国保組合） 

※１ 「Ｃ」「Ｄ」「Ｅ」に該当する方は、義務教育を修了していない方の分も含めて全員分の課税証明書または非課税証明書

の提出が必要です。なお、「神奈川県医師」「神奈川県歯科医師」「神奈川県食品衛生」「神奈川県薬剤師」「神奈川県建設連

合」の５国保組合にご加入の方は、課税証明書または非課税証明書の提出は不要です。 

※２ 被保険者が横浜市外にお住まいの場合、課税証明書を提出いただくことがあります。 

● 加入している公的医療保険の保険者からの要請により、上記の表に関わらず課税証明書または非課税証明書の提出を求

める場合があります。その際は、市役所から連絡しますので、ご協力をお願いします。 

同じ世帯で同じ保険の方は  
全員、市民税が非課税ですか？  

B 

全員非課税  
課税されて  
いる人がいる  

「令和３年分（１～12 月）の年金等の収入額が分かるもののコピー」

の提出が必要な方（Ａ、Ｃ、Ｆ、Ｉ）、 

「課税証明書または非課税証明書」の提出が必要な方(Ｃ、Ｄ、Ｅ、

Ｆ、Ｈ、Ｉ、Ｋ)は、４ページをご覧ください。 

３ 

神奈川県国民健康保険 
（国保） 

同じ世帯で同じ保険の方は  
全員、市民税が非課税ですか？  

E 

全員非課税  
課税されて  
いる人がいる  

B 

患者さん本人に  
障害年金・遺族年金などの  
収入はありますか？  

A 
 

ある  ない  

患者さんは市民税が  
課税されていますか？  

 
G 

はい  いいえ  

被保険者の方は市民税が  
課税されていますか？  

J 

はい  いいえ  
患者さん本人に  
障害年金・遺族年金などの  
収入はありますか？  

C D 

ある  ない  

患者さん本人に  
障害年金・遺族年金などの  
収入はありますか？  

K I 

ある  ない  

患者さん本人に  
障害年金・遺族年金などの  
収入はありますか？  

F H 

ある  ない  

患者さんは被保険者ですか？  

被保険者  被扶養者  

両方  

両方  

両方  



    

 

 

 

 

 

 

 

【対象】支給認定基準世帯員全員が市町村民税非課税であり、かつ患者さんご本人が障害年金、遺族年

金、その他の給付金（※）を受給されている場合（３ページの確認チャート A・C・F・I に該当

する方） 

（※）その他の給付金 

・労働者災害補償保険法に基づく「障害補償給付」、「障害給付」 

・国家公務員災害補償法に基づく「障害補償」 

・地方公務員災害補償法に基づく「障害補償」及び同法に基づく条例の規定に基づく補償で「障害を支給事由とするもの」 

・特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく「特別児童扶養手当」、「障害児福祉手当」、「特別障害者手当」並びに

昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による「福祉手当」 

 

 

【対象】課税証明書または非課税証明書の提出が必要な方（３ページの確認チャート C・D・E・F・H・

I・K に該当する方）。 

・公的医療保険の保険者に提出するため、令和４年度の課税証明書、非課税証明書の原本が必要です。 

・患者さんが加入している公的医療保険の種類により、提出していただく書類の対象者が異なります。３ページの確認チャー

トと併せてご確認ください。 

・令和４年１月１日時点の住所地の市町村役場の税務担当課で取得できます（取得先が横浜市の場合、各区役所の税務課また

は行政サービスコーナーで取得できます）。 

・課税証明書のコピー、非課税証明書のコピー、税額通知書（市民税・県民税 税額決定・納税通知書（普通徴収）や市民 

税・県民税 特別徴収税額決定通知書（特別徴収））及び源泉徴収票等では代用できません。 

※「神奈川県建設業国民健康保険組合」にご加入の方は、課税証明書の代わりに「市民税・県民税 税額決定・納税通知書（普  

通徴収）」のコピー（全ページ）でも代用できます。なお、「市民税・県民税 特別徴収税額決定通知書（特別徴収）」では代用

できません。 

 

 

【対象】患者さんと同じ公的医療保険上の世帯において、「特定医療費(指定難病)」もしくは「小児慢性特定疾病」の医療費

助成を受けている方が他にいる場合及び患者さん自身が「特定医療費(指定難病)」で申請している疾病と異なる疾病

で「小児慢性特定疾病」の受給者証をお持ちの場合。 

・世帯の負担が増えないように、受給者の自己負担上限月額の合計が世帯内の最も高い方の自己負担上限月額となるよう各自

の上限額が減額されます。 

・患者さんと同じ公的医療保険上の世帯において横浜市外で医療費助成を受給されている方がいる場合、横浜市でその事実を

確認できないため、その方の「特定医療費(指定難病)」または「小児慢性特定疾病」受給者証のコピーが必要です。 

 

   

該当する方のみ必要な書類 

□「特定医療費（指定難病）」「小児慢性特定疾病」の受給者証のコピー 

□課税証明書・非課税証明書 

□障害年金・遺族年金・その他の給付金にかかる証明書類 

 （受給金額がわかる年金振込通知書・年金額改定通知書等） 

４ 

 



    

 

 

 

 

 

 

【対象】横浜市外で生活保護を受給されている方。 

・申請書の「生活保護」欄の「有」に「〇」をつけてください。 

・横浜市外で生活保護を受給されている場合、横浜市でその事実を確認できないため、生活保護を受けていることを証明する

書類（例：保護決定通知書）が必要です。 

 

 

 

【対象】患者さん及び支給認定基準世帯員が、「中国残留邦人等の支援給付」の受給者の方。 

・支援給付を証明する書類（支援給付決定通知書など）の提出が必要です。 

・該当する場合、６ページの表で階層区分「生活保護」扱いになり、自己負担が無料となります。 

 

 

【対象】境界層該当者（本来適用されるべき所得区分を適用すれば生活保護を必要とするが、より負担の低い所得区分を適用

すれば生活保護を必要としない状態となる方） 

・該当する場合、自己負担上限月額の軽減（例：階層区分がC1→B２）等一部の免除が受けられます。 

・各区役所生活支援課で証明書類を取得できますので、ご提出ください。 

・境界層該当者で公的医療保険に加入している場合は、「公的医療保険証のコピー」等の提出も必要です。 

 

 

 

提出された臨床調査個人票の内容を、疾病ごとに厚生労働省が定める基準に基づき審査します。 

審査の結果、以下の基準を満たさない場合は不認定となり、現時点で受給者証をお持ちでも新し 

い受給者証は交付しません。 

認定基準（診断基準・重症度基準）を満たしているかどうかは、難病指定医、協力難病指定医に 

ご相談ください。疾病ごとの認定基準は、 

厚生労働省のホームページに掲載されています。 

 

臨床調査個人票（診断書）の審査（以下のいずれかを満たす場合に認定） 

Ａ 診断基準 （対象疾病にかかっているか） 

Ｂ 重症度基準（病状が一定程度あるか） 

Ａ 診断基準 （対象疾病にかかっているか）⇒ 満たす 

Ｂ 重症度基準（病状が一定程度あるか）  ⇒ 満たさないが、軽症高額該当基準 

（７ページ参照）を満たす 

□生活保護受給中であることを証明する書類 

□中国残留邦人等の支援給付を証明する書類 

□境界層該当者であることを証明する書類 

厚生労働省 指定難病 検索 

臨床調査個人票（診断書）の審査について 

両方を満たす 

５ 

 



    

 

 

 

・医療費の窓口負担が３割の方は２割に軽減されます（２割・１割の方はそのままです）。 

・指定難病の治療のために受診した複数の指定医療機関（病院、薬局、訪問看護等）での自己負担を全て合算し、受給

者証に記載された自己負担上限月額を限度として負担することになります。 

・自己負担上限月額は、患者さん(18 歳未満の場合は保護者)及び支給認定基準世帯員（原則、患者さん(18 歳未満の

場合は保護者)と同じ公的医療保険に加入している方）の市町村民税額（所得割額）等に応じて、算定されます。 

【市町村民税の確認ができない方がいる場合は、階層区分が上位所得になります。】 

階層区分 階層区分の基準 

患者負担割合：２割または１割 

自己負担上限月額 

（外来＋入院＋薬代＋訪問看護等） 

一般 

高額難病 

治療継続 

【注１】 

人工呼吸器等 

装着者 

【注２】 

Ａ 生活保護 －     ０円     ０円 

Ｂ１ 低所得Ⅰ 
市町村民税 

非課税 

患者さん本人の年収 

８０万円以下 
２，５００円 

１，０００円 

Ｂ２ 低所得Ⅱ 
患者さん本人の年収 

８０万円超 
５，０００円 

Ｃ１ 一般所得Ⅰ 
市町村民税（所得割額） 

(均等割)課税以上７．１万円未満 
１０，０００円  ５，０００円 

Ｃ２ 一般所得Ⅱ 
市町村民税（所得割額） 

７．１万円以上２５．１万円未満 
２０，０００円 １０，０００円 

Ｄ 上位所得 
市町村民税（所得割額） 

２５．１万円以上 
３０，０００円 ２０，０００円 

入院中の食事代 全額自己負担(生活保護受給者は自己負担なし) 

 

 

 

 

【注１】高額難病治療継続 

・７ページをご参照ください。 

 

【注２】人工呼吸器等装着者 

・指定難病により人工呼吸器（酸素吸入器ではありません）または体外式補助人工心臓（ペースメーカーではありません）を

一日中装着しており離脱の見込みがない方で、臨床調査個人票の該当欄の記載内容が、厚生労働省が定める要件を満たす方

に適用される特例です。 

・該当する場合は、臨床調査個人票に必要事項を記載するよう難病指定医または協力難病指定医に依頼してください。また、

申請書の「人工呼吸器等装着」欄の「有」に「〇」をつけてください。 

 

 

 

税制改正により平成30 年度分から政令指定都市の市民税所得割額の税率が変更（８％）となりましたが、自己負担上限

月額の算定については政令指定都市以外と同じ税率（６％）が適用となるため、課税証明書等に記載された所得割額が上記

の表による階層区分よりも、実際には低い階層区分になる場合があります。  

【例】課税証明書に所得割額80,000円と記載されている場合「一般所得Ⅱ」ではなく「一般所得Ⅰ」になります。 

患者さんの自己負担割合及び上限月額について 

６ 

 



    

 

 

 

重症度基準のみ満たさない方を対象とした特例です。 

・診断基準（対象疾病にかかっているか）を満たしていても、重症化せずに抑えられている場合、重症度基準（病状 

が一定程度あるか）が医療費助成の認定基準を満たさないことがあります。 

このような場合においても、当該指定難病の治療に要した医療費が一定期間に一定額以上生じているときは、医療 

費助成の認定を行い、患者さんの負担軽減を図る制度です。 

・指定難病の発症以降かつ申請日の直近 12 か月（申請日の属する月を含む）のうち、指定難病に係る医療費総額 

【10 割】（２ページ参照）が 33,330 円（診療報酬点数 3,333 点）を超える月が３か月以上ある方が対象です。 

なお、指定難病の発症時期は、原則、臨床調査個人票（診断書）に記載された発症年月日に基づきます。 

・該当する場合は、申請書の「軽症高額該当」欄の「有」に「〇」をつけてください。 

（例）令和４年７月に特定医療費(指定難病)受給者証の更新申請をする場合 

→ 令和３年８月から令和４年７月までの医療費で算定 

 令和３年 令和４年 

月 ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 

    × × ○ × × × × × ○ ○ × ○     

 

 

 

 

 

 

 

支給認定された方の自己負担上限月額に係る特例です。 

・６ページ表の階層区分が「一般所得Ⅰ」「一般所得Ⅱ」「上位所得」の方の自己負担上限月額が軽減される特例です。 

・この特例への変更申請日の直近 12 か月（申請日の属する月を含む）のうち、指定難病に係る医療費総額【10 割】 

（２ページ参照）が50,000 円（診療報酬点数5,000 点）を超える月が、６か月以上ある方が対象です。 

・新規申請前（新規申請書類の提出日より前）にかかった医療費は算定に含みません。 

・該当する場合は、申請書の「高額難病治療継続」欄の「有」に「〇」をつけてください。 

なお、現在この特例を利用されていない場合は、別途変更申請を行うこと（変更申請書を併せて提出）により、申請 

日の翌月１日から特例を受けることができます。変更申請をしない場合の特例の開始は 10 月１日からとなります。 

（例）令和４年７月に特定医療費(指定難病)受給者証の更新申請をする場合 

→ 令和３年８月から令和４年７月までの医療費で算定 

 令和３年 令和４年 

月 ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 

    〇 × ○ × 〇 〇 × × ○ ○ × ○     

 

 

 

 
 
 

軽症高額該当基準について 

高額難病治療継続について 

申請日の直近の12か月で、月の医療費総額【10割分】が33,330円（診療報酬点数3,333点） 

を超える月（○印）が３か月以上ある ⇒ 該当します 

７月に更新申請 

申請日の直近の12か月で、月の医療費総額【10割分】が50,000円（診療報酬点数5,000

点）を超える月（○印）が６か月以上ある ⇒ 該当します 

７月に更新申請 

７ 

 



    

 

 

 

 

《郵送の場合》 

提 出 先：〒231-0062  

横浜市中区桜木町１-１-56 みなとみらい 21・クリーンセンター 
横浜市健康福祉局保健事業課 難病対策担当 行 

（令和４年９月30日消印有効） 

 

 

〇返信用封筒を同封していますのでご利用ください（重量に応じた切手を貼って郵送してください）。 

〇簡易書留など、送達状況が確認可能な方法での送付を推奨します。 

○２～５ページを確認し、提出に必要な書類を全てそろえて、ご提出ください。 

〇郵送申請が難しい場合は、お住まいの区の区役所高齢・障害支援課窓口でご提出が可能です（下記参照）。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

《お住まいの区役所高齢・障害支援課の窓口に提出の場合》 
窓口混雑のためお待たせする場合がございます。 

提出期限間近は、非常に窓口が混雑することが予想されますので、日数・時間に余裕を持ってお越しください。 

【開庁時間】月曜～金曜 ８時45分～17時（土日祝日を除く） 

                               

 

区名 
電話番号 

市外局番045 
受付場所 区名 

電話番号 

市外局番045 
受付場所 

青葉区 978-2444 ２階３４番窓口 瀬谷区 367-5713 ４階４０番窓口 

旭区 954-6115 別館１階３番窓口 都筑区 948-2301 ２階21番窓口 

泉区 800-2430 2階214番窓口 鶴見区 510-1768 ３階１番窓口 

磯子区 750-2490 ５階51番窓口 戸塚区 866-8429 ２階10番窓口 

神奈川区 411-7097 別館３階３０１窓口 中区 224-8161 本館５階 

金沢区 788-7773 ４階402窓口 西区 320-8419 ２階23番窓口 

港南区 847-8454 ４階４１番窓口 保土ケ谷区 334-6382 別館２階 

港北区 540-2317 １階１１番窓口 緑区 930-2317 1階15番窓口 

栄区 894-8539 本館２階２２、23番窓口 南区 341-1137 ２階23番窓口 

８ 

 

郵送での提出にご協力ください 

 

♦更新申請の問合せダイヤル 
TEL：045－671－4040（FAX：045-664-5788） 

 ※ガイダンスの後に「 １（更新）」を押してください 

時間…８：45 ～ 17：００（土日祝日を除く）※かかりにくいときは時間をおいておかけ直しください。 

書類の提出先 


