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指定難病医療給付制度の
対象となる方

厚生労働省が定めた診断基準及び重症度分類を満たす方が

指定難病医療給付制度の対象となります。



指定難病医療給付制度の対象となる方

指定難病の診断基準を満たすか

病状の程度（重症度分類）が医学的審査の基準を満たすか

軽症高額該当基準を満たすか

認 定

不
認
定

満たさない

満たさない

満たさない

満たす

満たす

満たす
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※基準を満たさない場合、記載内容の再確認のた
めに患者宛に通知を送付します。その通知が患者
に届いた際には、内容を再確認の上、書類の修正
等を行い、再度申請できるようご配慮ください。



指定難病医療給付制度の対象となる方

• 軽症高額該当基準（軽症者特例）とは

診断基準は満たすが重症度が基準を満たさない方について、以下の「医療費を考慮する期間」に、指定難病に係る月ごとの医
療費総額（１０割分）が ３３,３３０円を超える月が３回以上ある場合には、特例的に医療給付の認定を行います。

＜医療費を考慮する期間＞

ア 「支給認定申請をした月」から起算して１２ヵ月前までの期間

イ 「指定難病が発症した月」から支給認定申請した月までの期間

【例】・支給認定申請をした日：令和３年７月２日 ・指定難病が発症した年月：令和２年６月

※臨床調査個人票(診断書)の基本情報「発症年月」に基づきます。

【認定要件】

「医療費を考慮する期間」（ここでは「アの期間」：令和２年８月～令和３年７月）において、指定難病に係る月ごとの医療費総額（１０割分）が３３,３３０円
を超える月が３回以上あること。

⑭ ⑬ ⑫ ⑪ ⑩ ⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①

6月 7月 8月 9月 10月 11月
令和2年
12月

令和3年
1月

2月 3月 4月 5月 6月 7月

発症年月 12か月前 申請

【イ】の期間

【ア】の期間

短い期間を適用
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記入方法について

全疾病に共通する臨床調査個人票についての留意事項をまとめています。

必ずご一読ください。



記入方法について

• 臨床調査個人票の全体的な留意事項については、下記の厚生労働省ホームページ（臨床
調査個人票について）の「改正臨床調査個人票記入にあたっての留意事項ver.3」をご参
照ください。

• https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000170897.html
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000170897.html


記入方法について

 新規・更新

１ページの右上、新規・更新は必ずレ点を入れてください。

受給者証の有効期限が切れている方は「新規」の扱いになります。

 基本情報

患者が記入した書類が散見されます。

基本情報も含め、臨床調査個人票は全て難病指定医・協力難病指定医が記入します。

 検査所見

数値ボックスには数字、小数点のみを記入します。

 枠線について

細線：新規申請時・更新申請時いずれも必要

太線：新規申請時に必要

点線：更新申請時に必要

8

https://www.irasutoya.com/2020/03/blog-post_36.html


記入方法について

• 記入不可エリア

各枠線の周囲や■（タイミングマーク）に文字が重なるとＯＣＲでの読み取りができま
せん。以下の内容にご留意ください。

厚生労働省ホームページにおいて、「別紙２ 記入不可エリア_ver3更新」が掲載され
ておりますので見づらい場合はそちらをご確認ください。

9

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000789188.pdf


記入方法について

指定医番号を誤って記入されている方が散見されます。

さいたま市または埼玉県で更新済みの場合、アルファベットの次の2桁が次回の更新年

度を表している指定医番号となっていますので再度ご確認ください。

（例）・さいたま市の指定医番号 「５３Ｓ２５〇〇〇〇〇」

・埼玉県の指定医番号 「１１Ｓ２５〇〇〇〇〇」

重症度分類については、適切な医学的管理下で治療が行われている状態で、記載年月日

から直近6か月間で最も悪い状態を記載してください。更新の時期などは改めて患者の

病状を確認した上で記載をお願いします。

10



添付資料が必須な疾病に
ついて

一部の疾病において、新規申請時に添付資料を求めます。

なお、添付資料の媒体の指定はございません。



添付資料が必須な疾病について
添付書類が必須

告示
番号

疾病名 添付書類

14 慢性炎症性脱髄性多発神経炎／
多巣性運動ニューロパチー

神経伝導検査レポート 又は それと同内容の文書の写し（判読医の氏名が記載されたもの）

58
59

肥大型心筋症
拘束型心筋症

１２誘導心電図（キャリブレーション又はスケールが表示されていること）
及び心エコー図（実画像又はレポートのコピー）
※心エコー図で画像評価が十分に得られない場合は、
左室造影やＭＲＩ、ＣＴ、心筋シンチグラフィなどでの代用も可とする。

85 特発性間質性肺炎 胸部ＨＲＣＴ画像

90 網膜色素変性症 網膜電図 及び 視野検査結果 ※光覚無しの人は添付資料不要

127 前頭側頭葉変性症 画像読影レポート 又は それと同内容の文書の写し（判読医の氏名が記載されたもの）

224 紫斑病性腎炎 病理所見レポート

271 強直性脊椎炎 腰椎と仙腸関節のX線画像（仙腸関節の斜位像も撮影して確認することが望ましい）
状況によって、撮影されていればMRI画像も提出

301 黄斑ジストロフィー 各診断カテゴリーにおいて必須となっている以下の書類
眼底写真、蛍光眼底造影、フルオレセイン蛍光眼底造影、電気生理学的検討、ＯＣＴ

303 アッシャー症候群 網膜電図 及び 視野検査結果
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添付資料が必須な疾病について

条件により添付が必須

告示
番号

疾病名 添付書類

12 先天性筋無力症候群 遺伝学的検査報告書の写し

22 もやもや病 MRI・MRAのみで診断した場合はキーフィルム（もやもや病と判断した画像）

50 皮膚筋炎／多発性筋
炎

無筋症型皮膚筋炎の場合は、皮膚病理学的所見

86 肺動脈性肺高血圧症 ・先天性シャント性心疾患に伴う肺動脈性肺高血圧症の場合は、手術不能症例及び手術施行後も肺動脈性肺
高血圧症が残存する場合を対象とする。その際は、心臓カテーテル検査所見、心エコー検査所見、胸部X線、
胸部CTなどの画像所見を添付する。
・サルコイドーシス、ランゲルハンス細胞組織球症、リンパ脈管筋腫症、大動脈炎症候群、肺血管の先天性
異常、肺動脈原発肉腫、肺血管の外圧迫などによる二次的肺高血圧症但し、呼吸器疾患及び／又は低酸素血
症による肺高血圧症では、呼吸器疾患及び／又は低酸素血症のみでは説明のできない高度の肺高血圧が存在
する症例がある。この場合には肺動脈性肺高血圧症の合併と診断して良い。その際には、心臓カテーテル検
査所見、胸部X線、胸部CTなどの画像所見、呼吸機能検査所見などの検査所見を添付すること。

89 リンパ脈管筋腫症 ・臨床診断例の申請にあたっては胸部CT画像（高分解能CT）を提出
・腎血管筋脂肪腫の合併や後腹膜リンパ節や骨盤腔リンパ節の腫大にあたる場合には、腎血管筋脂肪腫の病
理診断書のコピー、あるいは根拠となる適切な画像（腹部や骨盤部のCTあるいはMRI）を胸部CT画像に加
えて提出
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各疾病における
留意事項について

各疾病ごとによくある誤りや注意点をまとめております。

関連のある疾病について、必ずご一読ください。



６ パーキンソン病

P1
P2

CT/MRIの日付は発症年月以降の所見を記載してください。
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６ パーキンソン病②

整合性がとれていないケースが多く見られます。
「曝露あり」では「いずれにも該当しない」に
相当しますのでご注意ください。

こちらも整合性がとれていないケースが多く見られます。
「なし」の場合は「Definite」にはなりません。
治療効果が「改善」ならば抗パーキンソン病薬の効果は
「あり」となります。
なお、記載年月日以前であれば薬効の検討はいつの時期
でも構いません。

P2

P3

P3
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６ パーキンソン病③

判定日が記載年月日より６か月以上前の日付であることが散見されます。
記載年月日から直近6か月間で最も悪い状態を記載してください。

P3

17



１１ 重症筋無力症

発症と経過の２項目が「あり」でなければ、A-1の項目は
該当になりませんので、整合性にご注意ください。

P2

P5
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１１ 重症筋無力症②

MGFA分類はMG-ADLスケールとの関連性がありますので、
整合性にご注意ください。

P7
P8

19



１３ 多発性硬化症／視神経脊髄炎

2頁の「診断」と6頁の＜診断のカテゴリー＞は
統一させてください。

3～4頁の「画像所見」や7頁の「経過」といった関連
項目についても＜診断のカテゴリー＞との整合性を確認
するため、ご注意ください。

P2P6

P7

P3～4
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１３ 多発性硬化症／視神経脊髄炎②

多発性硬化症の重症度「EDSS」については、
直下の項目との関連性があります。
整合性にご注意ください。

P10
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１７ 多系統萎縮症

自律神経症候は「Probable」または
「Possible」の必須項目であり、
列記されている所見が1つでもみられ
る必要があります。
「頻尿」や「頑固な便秘」のみでは
認定できません。

起立後3分以内に収縮期「30ｍｍHg」、
もしくは拡張期「15ｍｍHg 」以上の下降

→「Probable」
上記に満たないが、起立性低血圧がある場合

→「Possible」

P7

P3

P5

22



１８ 脊髄小脳変性症

記載年月日から直近6か月間で最も悪い状態で、
いずれかの項目が「３以上」が認定対象です。

P8

23



２２ もやもや病

MRIまたはMRAで診断した場合、
該当所見が確認できるキーフィ
ルムの添付が必須です。

特記事項に診断方法および検査日についての記載をお願いします。

脳血管造影で診断した場合は、添付書類は不要です。

P3

P3
（例）令和3年7月1日 脳血管造影により診断。

24



２２ もやもや病②

手術適応者とは、以下のとおりです。
１．虚血発症例
２．出血発症例
３．SPECT や PET などにより術前の脳循環代謝

を評価し、障害が認められる症例

整合性がとれない場合が散見されます。
各重症度分類に関連する項目を確認してください。

（例）

P5

P5

P2

P4

P4
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２２ もやもや病③
26

P5

直近６か月以内に再発例に該当する例が対象です。

再発例の所見が直近６か月もより前の場合は重症度

を満たしません。



４５ 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症

当疾病は「３度以上」が対象です。
臨床調査個人票に臓器障害を示す項目がありませんので、
特記事項等に該当する病状について記載をお願いします。

P10

27



４９ 全身性エリテマトーデス

判定日が記載年月日より6か月以上であることが散見されます。
記載年月日から直近6か月間で最も悪い状態を記載してください。

P2
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４９ 全身性エリテマトーデス②
29

赤く示した項目は重症度にも同様の項目があるものです。
＜診断のカテゴリー＞及び「A.補足的な所見」はいずれ
の時期のものを用いても構いませんので、重症度で該当
する項目が「あり」となる場合には、これらの項目につ
いても、「あり」と統一してください。



５０ 皮膚筋炎／多発性筋炎

関連項目が多岐にわたるため、
記載誤りの多い項目です。
整合性にご注意ください。

P4
P2

P3
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５０ 皮膚筋炎／多発性筋炎②

無筋症性皮膚筋炎の場合には、添付書類として皮膚病理所見が必須です。
併せてご提出ください。

P4

P3

31



５１ 全身性強皮症

当疾病は重症度の各項目のいずれかが
「moderate以上」が認定対象です。
特に、「皮膚」のスキンスコアの計算誤りが散見
されますので、ご留意ください。

P2～3 P7

32



６８・６９ 黄色靭帯骨化症・後縦靭帯骨化症

「脊髄圧迫」の記載もれ、記載ミスが非常に多くみられます。
靭帯骨化に加えて、脊髄圧迫も診断基準に関わりますので、
必ずご確認ください。

MRIが何らかの理由で未撮影であるが、CT等で
脊髄圧迫が確認できている場合は、その旨を特記
事項に記載してください。

P4

P4

33

（例）令和〇年〇月〇日 CTにより該当箇所の脊髄圧迫
を確認。



68・69 黄色靭帯骨化症・後縦靭帯骨化症②

靭帯骨化による運動機能障害はいずれも「はい」であることが認定要件です。
いずれかが「いいえ」では重症度を満たしません。
記載年月日から直近6か月間で最も悪い状態で判定してください。

P5

34



68・69 黄色靭帯骨化症・後縦靭帯骨化症③

判定日が記載年月日より6か月以上
前であることが散見されます。

記載年月日から1年以内の手術予定
を記載してください。

点数の整合性がとれていないことが多
いです。
また、所見がある部位で選択肢が異な
る点もご注意ください。
・頸椎の靭帯骨化→頸髄症
・胸椎の靭帯骨化→胸髄症
・腰椎の靭帯骨化→腰髄症

P5

P6

P5
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７８ 下垂体性前葉機能低下症

本疾病は複数の機能障害ホルモンに機能低下がみられる方がおりますが、
提出する臨床調査個人票は一種類のみで構いません。
認定となる枝番の臨床調査個人票を一つ選択し、記載してください。

例

障害されているホルモンは01、03、06の三種類
いずれも認定基準を満たしているが、01のみを提出する

36



７８ 下垂体性前葉機能低下症②

異所性ホルモン産生腫瘍、間脳下垂体機能障害のない患者に対し、
手術や医薬品の使用等により間脳下垂体機能障害をきたした場合
には制度の対象外です。

手術歴がある場合、確認のために保留とします。
手術を行ったが、本疾病との関連性は無いという場合には、
その旨を必ず特記事項に記載してください。

手術歴がある方については、
手術前の検査所見を記載してください。

P4

P3

37

（例）令和〇年〇月〇日 〇〇術施行。
ただし、本疾病との関連性は否定する。



７８ 下垂体性前葉機能低下症③

患者の病状から、負荷試験の侵襲が強く、生命に危機が及ぶ等の理由で

検査が実施できない場合、特記事項にその旨を記載してください。

併せて、他の所見でその疾病と診断した根拠についてもお示しください。

P4

38

（例）負荷試験については、本人への侵襲が強く、実施すると生
命に危機が及ぶ可能性があるため実施せず。
〇〇と××の所見がみられ、□□は否定されるため、臨床
的に△△と診断。



７８ 下垂体性前葉機能低下症④
（ACTH分泌低下症のみ）

「尿中遊離コルチゾール」が未記載の場合が散見されます。

尿中遊離コルチゾール排泄量の低下は必須項目です。

P4

P4
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８５ 特発性間質性肺炎

本市の審査において、新規申請時には胸部HRCT画像のデータの添付をお願いしております。
臨床調査個人票のお渡しの際に、当該画像データも併せてお渡しください。

P3
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８５ 特発性間質性肺炎②

「IPF以外の間質性肺炎」を選択された場合、診断のカテゴリーは「特発性肺線維症以外の特発性間
質性肺炎」となり、病理学的所見が必須となります。
患者の病状から、侵襲が強く、生命に危機が及ぶ等の理由で生検が実施できない場合、特記事項にそ
の旨を記載してください。併せて、他の所見でその疾病と診断した根拠についてもお示しください。
また、このカテゴリーは一部記載に誤りがあるので下記をご確認ください。

P2

P5

P4
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８５ 特発性間質性肺炎③

重症度の記載誤りが散見されます。
①まず、安静時PaO₂の値で評価をします。
②79Torr以下であれば6分間歩行時SpO₂の値を確認
し、90%未満であれば重症度を一つ上げます。

また在宅酸素療法等を使用している方で、PaO₂を酸素
流量下で測定した場合、特記事項に酸素流量（ℓ/分）
について記載してください。

P7

P4
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９０ 網膜色素変性症

本市の審査において、新規申請時には網膜電図及び視野検査のデータの添付をお願いしております。
臨床調査個人票のお渡しの際に、当該データも併せてお渡しください。

P3 P3
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９０ 網膜色素変性症②

診断のカテゴリーの①と⑤の記載誤りが散見されます。
整合性にご注意ください。

P4

P4

P4
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９６ クローン病

重症度の算定日、主症状の年月日、検査所見の検査日が記載
年月日から直近6か月以上前の日付あるいは未来の日付である
ことが非常に多いです。

いずれの項目も、重症度分類に関連する項目ですので、記載
年月日から遡って直近6か月以内の所見を記載してください。

主症状と検査所見の日付は重症度の算定日以前の日付を記載
してください。
検査所見の検査日・主症状の年月日≦重症度の算定日

P3

P4

P10
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９６ クローン病②

ストマ造設をされている方は、排便回数の項目は無いものとし
て判断します。
※ストマ造設後にストマ閉鎖をして現在に至る場合は排便回数
も考慮します。

なお、粘血便（回数の有無は問いません）でスコアがカウント
できる場合、特記事項にその旨お知らせください。

P2

P10
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９７ 潰瘍性大腸炎

いずれの診断のカテゴリーにおいても、A-1は必須項目です。
「なし」の場合は「いずれにも該当しない」相当になり、認定
することが出来ませんのでご留意ください。

P2

P3
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９７ 潰瘍性大腸炎②

重症度の判定誤りが非常に多いです。
排便回数が「5回/日」や便の出血が「(++)」など、
軽症を満たさない所見であれば「中等症」となり
ます。

P3
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９７ 潰瘍性大腸炎③

重症度判定日、検査所見の検査日が記載年月日
から直近6か月以上前の日付あるいは未来の日
付であることが非常に多いです。

いずれの項目も、重症度分類に関連する項目で
すので、記載年月日から遡って直近6か月以内
の所見を記載してください。

検査所見の日付は重症度判定日以前の日付を記
載してください。
検査所見の検査日≦重症度判定日

P3

P4
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９７ 潰瘍性大腸炎④

ストマ造設をされている方は、排便回数の項目は無いものとして
判断します。
排便項目を除いた項目で重症度を判定しますのでご留意ください。

※ストマ造設後にストマ閉鎖をして現在に至る場合は排便回数も
考慮します。

P3

P7
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３００ ＩｇＧ４関連疾患

いずれの重症度分類においても、臓器障害は必須です。「臓器障
害の程度」において、該当する病状の程度を記載してください。

なお、列記している臓器以外の臓器障害の場合には、障害がある
臓器及び障害の程度を特記事項に記載してください。

P4 又は P4～P5
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３００ ＩｇＧ４関連疾患②

「ステロイド抵抗性」を選択する場合、治療開始後6か月を経過した後に

重症度の判定を行ってください。

記載年月日が発症年月より6か月未満等、治療開始後6か月を経過してい

ないことを確認した場合には、重症度を満たしません。

P4 又は P4～P5
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３０６ 好酸球性副鼻腔炎

視野が１つないし２つのみの記載が散見されます。
３視野全てで測定をしていただき、その平均値を記載して
ください。

検査結果が「70以上」で具体的な
数値が得られていない場合、３視野
以上で確認した旨がわかる検査結果
レポートの添付をお願いします。

P3
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最後に―――

多忙な診療時間に申請書作成のための検査や診察所見をとるの

も大変かと存じますが、患者さんのQOLのためにも、正確な

臨床調査個人票の作成にご協力ください。

更新時など、必要な検査などは計画的に行っていただき、漏れ

がないよう併せてご配慮ください。

よろしくお願いいたします。
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