（詳細版）
岐阜県健康福祉部感染症対策推進課
令和 2 年 11 月作成

肝炎治療の医療費助成制度について
Ｂ型及びＣ型ウイルス性肝炎に対する抗ウイルス療法（インターフェロン治療、イ
ンターフェロンフリー治療、核酸アナログ製剤治療）を受けられる方に･･･
１

対象者

肝炎治療の医療費助成制度の対象となるのは、岐阜県に住所を有し、医療（健康）保険に加
入している方で、以下のいずれかに当てはまる方です。
○Ｂ型ウイルス性肝炎にり患し、保険適用となるインターフェロン治療及び核酸アナログ製
剤治療を受けている方（受ける予定の方）
○Ｃ型ウイルス性肝炎にり患し、保険適用となるインターフェロン治療及びインターフェロ
ンフリー治療を受けている方（受ける予定の方）
※本制度は、医療保険制度の被保険者または被扶養者たる対象患者の保険診療を助成対象とす
る保険優先の公費負担医療制度です。
また、他の法令の規定により、国又は地方公共団体の負担による医療の給付（原爆被爆者
援護法・障害者自立支援法などに基づく医療の給付）が行われている方は本制度の対象外と
なります。

２

認定について

医療費助成の認定を受けるには、医師が診察したうえで、次の基準に合致することを確認
し、その治療に健康保険が適用され、真に必要と判断した場合になります。

認定基準
１．Ｂ型慢性肝疾患
（１） インターフェロン治療
HBe抗原陽性でかつHBV-DNA 陽性のＢ型慢性活動性肝炎でインターフェロン治療を
行う予定、又はインターフェロン治療実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの（た
だし、ペグインターフェロン製剤を用いる治療に限っては、HBe抗原陰性のＢ型慢性活
動性肝炎も対象とする。）
※ 上記において助成対象は２回目の治療までとするが、これまでにインターフェ
ロン製剤（ペグインターフェロン製剤を除く）による治療に続いて、ペグインタ
ーフェロン製剤による治療を受けて不成功であった者は、再度ペグインターフェ
ロン製剤による治療を受ける場合において、その治療に対する助成を認める。
（２） 核酸アナログ製剤治療
Ｂ型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認されたＢ型慢性肝疾患で核酸アナ
ログ製剤治療を行う予定、又は核酸アナログ製剤治療実施中の者
２．Ｃ型慢性肝疾患
（１） インターフェロン単剤治療並びにインターフェロン及びリバビリン併用治療
HCV-RNA陽性のＣ型慢性肝炎又はＣ型代償性肝硬変でインターフェロン治療を行う
予定、又はインターフェロン治療実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの。
※１ 上記については、ペグインターフェロン、リバビリン及びプロテアーゼ阻害薬に
よる３剤併用療法に係る治療歴のある場合、副作用等の事由により十分量の２４週治
療が行われなかったものに限る。
※２ 上記において２回目の助成を受けることができるのは、以下の①、②のいずれに
も該当しない場合とする。
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① これまでの治療において、十分量のペグインターフェロン及びリバビリン併用療
法による４８週投与を行ったが、３６週目までにHCV-RNAが陰性化しなかったケ
ース
② これまでの治療において、ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法による
７２週投与が行われたケース
※３ 上記については、直前の抗ウイルス治療として２．（２）に係る治療歴がある場
合、助成の申請にあたっては、原則として日本肝臓学会肝臓専門医が「肝炎治療受給
者証の交付申請に係る診断書」を作成すること。ただし、患者に特別な事情があり、
岐阜県が肝疾患専門医療機関の指導のもとに治療方針の決定がなされると判断できる
場合において、日本肝臓学会肝臓専門医以外の医師が「肝炎治療受給者証の交付申請
に係る診断書」を作成することができるものとする。

（２）インターフェロンフリー治療
HCV-RNA陽性のC型慢性肝疾患（C型慢性肝炎若しくはChild-Pugh分類 AのC型代償
性肝硬変又はChild-Pugh分類B若しくはCのC型非代償性肝硬変）で、インターフェロン
を含まない抗ウイルス治療を行う予定、又は実施中の者のうち、肝がんの合併のないも
の。
※１ 上記については、C型慢性肝炎又はChild-Pugh分類AのC型代償性肝硬変に対して
は原則１回のみの助成とし、Child-Pugh分類B又はCのC型非代償性肝硬変に対しては1
回のみの助成とする。ただし、インターフェロンフリー治療歴のある者については、
肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医によって他のインターフ
ェロンフリー治療薬を用いた再治療を行うことが適切であると判断される場合に限り
、改めて助成の対象とすることができる。なお、２．（１）及びペグインターフェロ
ン、リバビリン及びプロテアーゼ阻害薬による３剤併用療法に係る治療歴の有無を問
わない。
※２ 上記については、初回治療の場合、原則として日本肝臓学会肝臓専門医が「
肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」を作成すること。ただし、患者に特
別な事情があり、岐阜県が肝疾患専門医療機関の指導のもとに治療方針の決定が
なされると判断できる場合において、日本肝臓学会肝臓専門医以外の医師が「肝
炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」を作成することができるものとする。
※３ 上記については、再治療の場合、肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝
臓学会肝臓専門医の判断を踏まえた上で、原則として日本肝臓学会肝臓専門医が
「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」を作成すること。ただし、患者に
特別な事情があり、岐阜県が肝疾患専門医療機関の指導のもとに治療方針の決定
がなされると判断できる場合において、肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本
肝臓学会肝臓専門医の判断を踏まえた上で、日本肝臓学会肝臓専門医以外の医師
が「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」を作成することができるものと
する。
※４ ※３について、肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医
以外の医師が「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」を作成する場合には
、肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医が作成した「イン
ターフェロンフリー治療（再治療）に対する意見書」を添付するものとする。
核酸アナログ製剤治療の更新申請
核酸アナログ製剤治療については、医師が、治療の継続が必要と認める場合、更新の申請
を行うことができます。
核酸アナログ製剤治療の更新についても、岐阜県の審査が必要です。自動更新ではありま
せんのでご注意ください。
更新の手続きを行う場合は、お手持ちの受給者証の有効期間が満了する日までに、必要書
類を揃えて、保健所・センターへ申請してください。
更新申請は、受給者証の有効期間が満了する日の３か月前から可能です。また、有効期間
内に更新しなかった場合（有効期間が切れてしまった場合）は、改めて新規の申請手続きを
行うことが可能ですが、申請に必要な診断書の様式は、新規申請用と更新申請用で異なりま
す。申請内容と異なる診断書は受理できませんのでご注意ください。
更新申請の場合も、新規申請と同様に住民票の写し等の添付書類が必要です。
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３

助成の期間

助成の期間は、原則として患者さん１人につき１か年を限度とします。（受給者証の有効
期間は１年以内で、治療予定期間に即した期間となります。）
ただし、一定の要件を満たした場合、例外的に助成期間の延長を認めることがあります。
受給者証の有効期間の例
治療予定期間12週の場合、助成期間は１２週を読み込める４か月とします。
治療予定期間24週の場合、助成期間は２４週を読み込める７か月とします。
治療予定期間48週の場合、助成期間は４８週を読み込める１か年（12か月）とします。
治療予定期間72週の場合、助成期間は１か年（12か月）とします。
＊４８週を超えて、７２週延長治療が必要な場合は、有効期間延長の申請を有効期間内に行ってください。

なお、助成期間の開始日は、原則として保健所・センターにおける交付申請書の受理日の
属する月の初日です。医師とご相談の上、治療の計画に合わせて申請書を提出してください。

４

自己負担限度額

認定された方が、助成対象の医療費として医療機関や薬局で支払う自己負担限度額（月額）
は、次のとおりです。
肝炎治療特別促進事業における自己負担限度額表
階 層 区 分
自己負担限度額(月額)
世帯の市町村民税（所得割）課税年額
甲
20,000円
が235,000円以上の場合
乙
世帯の市町村民税（所得割）課税年額
10,000円
が235,000円未満の場合
自己負担限度額を超える分は、公費で負担します。
肝炎治療受給者証の交付を受けた後は、医療機関や薬局がその月の自己負担額を確認できる
よう、必ず「自己負担上限額管理票」を窓口に提出してください。
なお、自己負担限度額管理票は、肝炎治療受給者証交付時に送付します。

５

申請の手続き

受給者証の申請
「肝炎治療受給者証」の交付を受けようとする場合には、次の書類を、住所地を管轄する保
健所・センターに提出してください。
交付申請書及びそれに添付する所定の診断書の様式は保健所・センターで配布しています。
医療費助成制度の対象患者として認定された方には、「肝炎治療受給者証」を、認定されな
かった方には「不承認通知書」を、保健所・センターから交付します。
なお、審査の結果、再度確認が必要ということで「保留」となった場合は、診断書を作成さ
れた医師に診断書の内容等を照会し、再度審査します。
助成期間の開始日は、原則として保健所・センターにおける交付申請書の受理日の属する月
の初日となります。
［必要な書類］
（１）肝炎治療受給者証の交付申請書
（２）肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書
（３）世帯全員の「住民票の写し」の原本
（申請者及び申請者と同一の世帯に属するすべての者について記載のあるもの）
（４）健康保険被保険者証等の写し
（５）世帯全員の「市町村民税課税年額を証明する書類（または非課税証明書）」の原本
（申請者及び申請者と同一の世帯に属するすべての者。ただし、義務教育を受けてい
る者の証明は不要）
※１「市町村村民税課税年額を証明する書類」とは、課税証明書の他に、市町村が通知す
る市町村民税の決定通知書などです。
※２階層区分が自己負担額最高（２万円）となることを了承していただいた上で、（５）
世帯全員の市町村民税課税年額を証明する書類の添付を省略することもできます。
その場合は、（６）自己負担限度額に関する同意書が必要です。
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（注意）
・交付申請書の添付書類のうち上記（２）、（３）の有効期間は、記載日（発行日）から３
か月以内です。
・「世帯」とは、住民票上の世帯を指します。
・「市町村民税課税年額を証明する書類」（または非課税証明書）は、
７月１日～１２月３１日の申請にあっては当該年のもの
１月１日～６月３０日の申請にあっては前年のもの
※６月は、当該年のものと前年のものとどちらも取得できる場合がありますが、その際
は、直近の証明書（つまり当該年）を提出してください。
・「市町村民税課税年額を証明する書類」（または非課税証明書）は原本を提出してくださ
い。

受給者証記載内容の変更・追加
すでに受給者証を所持している方で、記載内容（氏名、住所、受療医療機関・薬局、課税年
額に変更等があった場合（課税年額については、自己負担上限額が減額される場合のみ）には、
次の書類を、住所地を管轄する保健所・センターに提出してください。
変更事項を訂正した受給者証を保健所・センターからお送りします。
（ただし、受療医療機関・医療（健康）保険の変更・追加のみの場合は、受給者証の訂正は
行いません。）
［必要な書類］
（１）肝炎治療受給者証記載事項変更届
（２）すでに取得している受給者証
（３）「住民票の写し」（世帯の状況、住所、氏名変更の場合）
（４）受給者の氏名が記載された健康保険被保険者証等の写し（加入医療保険変更の場合）
（５）申請者及び申請者と同一の世帯に属するすべての者の市町村民税の課税年額を証明す
る書類の写し（課税年額変更の場合）

市町村民税合算対象からの除外申請
申請者の配偶者以外の者であって、申請者及びその配偶者と相互に地方税法上及び医療保険
上の扶養関係にないものについては、受給者からの申請に基づいて当該「同一の世帯」の市町
村民税課税額の合算対象から除外することができます。
［除外要件と必要な書類］
（１）配偶者以外であること
【必要書類：「住民票の写し」（原本、続柄のあるもの）】
住民票の続柄により判断します。
（２）地方税法上の扶養関係にないこと
【必要書類：「課税証明書」、「市町村民税の決定通知書」、「源泉徴収票」等】
申請者及びその配偶者、除外対象者の市町村民税の税情報（扶養控除関係）を証明す
る書類が必要となります。
（３）医療保険法上の扶養関係にないこと
【必要書類：「健康保険被保険者証」等の写し】
申請者、その配偶者及び除外対象者が加入する健康保険の被扶養者を証明する書類（
健康保険被保険者証等の写し）が必要となります。なお、国民健康保険、後期高齢者医
療制度は他の世帯員と医療保険上の扶養関係にないものとします。
（４）申請者からの申請に基づくこと
【必要書類：市町村民税額合算対象除外申請書】
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受給者証の再発行
すでに受給者証を所持している方が、受給者証を紛失・破損された場合には、次の書類を、住所
地を管轄する保健所・センターに提出してください。
受給者証を再発行し、保健所・センターからお送りします。

［必要な書類］
（１）肝炎治療受給者証再交付申請書

県外からの転入者
岐阜県外で受給者証の交付を受けていた方で、岐阜県内で引き続き受給者証の交付を受けよ
うとする場合には、転入した日の属する月の翌月末までに次の書類を、住所地を管轄する保健
所・センターに提出してください。
岐阜県において発行する受給者証の有効期間は、転出前に交付されていた受給者証の有効期
間の終期と同じになります。
［必要な書類］
（１）肝炎治療受給者転入届
（２）転入前に交付されていた受給者証の写し
（３）転入後の住民票の写し

県外への転出
岐阜県で受給者証の交付を受けていた方で、岐阜県外で引き続き受給者証の交付を受けよう
とする場合には、転出日の属する月の翌月末までに、受給者証の写しを転出先の都道府県知事
（住所地を管轄する保健所）に提出して、転入の手続きをしてください。
お持ちの受給者証については、保健所・センターに返還してください。
［必要な書類］
（１）転出前に交付されていた受給者証（保健所・センターに返還してください。）
（２）転出前に交付されていた受給者証の写し（転出先の都道府県に提出してください。）
（３）転出後の住民票の写し（転出先の都道府県に提出してください。）
※その他の書類については、転出先の都道府県に確認してください。

６

助成対象外の医療

（１）「インターフェロン製剤の少量長期投与」、「肝庇護療法」は、根治を目的とした治療
ではないことから助成対象となりません。
（２） 抗ウイルス製剤治療による軽微な副作用が発生した際に、当該治療の中断を防止するた
めに併用せざるを得ない副作用の治療については助成の対象となりますが、治療を中断し
て行う副作用に対する治療は助成の対象になりません。
また、副作用の治療が助成の対象となった場合に、副作用に対する治療の薬で他疾患を
併発した場合には、助成の対象にはなりません。
治療中断を防止するために併用せざるを得ない薬剤例 （医療費助成の対象）
発熱及びインフルエンザ様症状 → 鎮痛解熱薬など
アレルギー症状
→ 抗ヒスタミン薬、抗アレルギー薬など
精神症状(睡眠障害など）
→ 睡眠導入剤など
消化器症状
→ 制吐薬、粘膜保護薬など
治療中断して行う副作用例 （医療費助成の対象外）
重篤なうつ症状
間質性肺炎
重篤な血小板減少
重篤な貧血（溶血性貧血）
高度の白血球減少、好中球減少
重篤な耐糖能異常
重篤な甲状腺機能異常
重篤な眼症状（眼底出血）
頭蓋内出血（脳出血）
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（３）治療終了後にあっては、受給者証有効期間内であっても助成の対象にはなりません。
（４）合併症に対する治療は、助成の対象にはなりません。
例：静脈瘤や肝がんなどの治療は助成対象外です。

（５）入院時食事療養標準負担額や入院時生活療養標準負担額は助成の対象にはなりません。

７

医療機関での受療について

○

受給者証に記載された医療機関・薬局において、受給者証を提示して受療してください。
受給者証に記載のない岐阜県内の保険医療機関・保険薬局でも受診可能ですが、住所地を
管轄する保健所・センターに「肝炎治療受給者証交付申請書記載事項変更･追加届」を提出し
てください。その際、受給者証の「保険医療機関又は保険薬局」欄の変更は行いません。
○ 窓口での自己負担額は、受給者証に記載された自己負担限度額（月額）までですので、受
診の際には、「自己負担上限額管理票」を提示し、医療機関・薬局で支払った対象医療費（診
察費、調剤費等）の額を記入してもらってください。
当月内の自己負担額が自己負担限度額に達した場合は、医療機関・薬局で自己負担限度額
管理票にその旨が記入され、それを超える分は公費で負担しますので、窓口で自己負担額を
支払う必要はありません。
※

肝炎治療受給者証（インターフェロン治療）と肝炎治療受給者証（核酸アナログ製剤治療)の両方をお持ちの
場合でも、自己負担限度額（月額）は合算されません。

○

受給者証が交付されるまでの間に医療機関・薬局を受診する場合は、認定期間内であって
も保険診療による一部負担金相当額については窓口での支払いが発生しますが、受給者証交
付後に、償還払いの手続きをすることにより自己負担限度額を超えた分の返還が受けられま
す。

８

償還払い（払戻し）

○

医療費助成制度により医療機関・薬局で肝炎治療を受ける場合には、肝炎治療受給者証の
交付を受ける必要がありますが、手続き中に医療機関・薬局に医療費の支払いを済まされた
方のために、医療費の償還払いの制度があります。
○ 課税年額の変更により自己負担限度額が減額され、受給者証変更までの間に変更前の自己
負担限度額を支払った場合も、償還払いの対象となります。
○ 下記の請求手順に沿って請求してください。なお、償還払いの申請は、医療機関・薬局に
医療費を支払った月の翌月から１年以内に行ってください。
医療費は、県に申請書が届いてから２か月程度で指定の口座に入金されます。

１
２

申請対象医療費
肝炎治療の医療費助成制度における対象医療の範囲内の治療であること
医療機関・薬局に支払った保険診療による一部負担金相当額が、受給者証に記載されてい
る自己負担限度額（月額）を超えていること

申請の方法
１ 「肝炎治療費交付申請書(インターフェロン治療・インターフェロンフリー治療・核酸アナ
ログ製剤治療）」に必要事項を記入し、押印してください。 ※ 印は、はっきりと押してくださ
い。

２
３

受給者名義以外の口座を指定することができます。この場合は委任状を添付してください。
受療医療機関・薬局において、対象医療に係る医療費の証明を受けてください。
複数の医療機関・薬局で受療された場合、それぞれの医療機関・薬局で医療費の証明を受
ける必要があります。
例えば、１つの医療機関等で毎月の自己負担限度額まで支払い、その他の医療機関等で保
険診療による一部負担金相当額を支払った場合は、自己負担限度額まで支払済みの医療機関
等の証明と、その他の医療機関等の証明をすべて受けるか、自己負担限度額まで支払ったこ
とが確認できる自己負担限度額管理票を「肝炎治療費交付申請書(インターフェロン治療・イ
ンターフェロンフリー治療・核酸アナログ製剤治療）」に添付して申請してください。
４ 本制度は、保険優先の公費負担医療制度ですので、高額療養費の支給対象となる方は、先
に高額療養費の支給を受ける必要があります。加入医療保険の保険者発行の高額医療費支給
決定通知（写しでも可)が届いてから申請を行ってください。（高額療養費の支給には約２～
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３か月を要します。）なお、県からの償還払い（払戻し）後に、高額療養費の支給対象とな
ることが判明した場合は、当該金額を県に返還していただくことになります。
５ 同一月内に複数の医療機関・薬局で受療した場合は、必ずまとめて申請してください。
６ 必要書類を、住所地を管轄する保健所・センターに提出してください。

９

問い合わせ先・書類提出先

肝炎治療の医療費助成についてわからないことがありましたら、住所地を管轄する保健所又
は岐阜県健康福祉部感染症対策推進課感染症対策第二係へお問い合わせください。
保健所名

岐阜市
中市民健康センター
岐阜市
南市民健康センター
岐阜市
北市民健康センター
岐阜保健所

所

在

地

電話番号

管轄市町村

岐阜市都通2-19

058-252-0632 岐阜市

岐阜市茜部菱野1-75-2

058-271-8010

岐阜市長良東2-140

058-232-7681

各務原市那加不動丘1-1

058-380-3004 羽島市、各務原市、羽島郡

※岐阜保健所
岐阜市薮田南5-14-53
本巣・山県センター OKBふれあい福寿会館内1棟6階
西濃保健所
大垣市江崎町422-3

058-213-7268 山県市、瑞穂市、本巣市、
本巣郡
0584-73-1111 大垣市、海津市、養老郡、
( 内線2 7 5 ) 不破郡、安八郡
※西濃保健所
揖斐郡揖斐川町上南方1-1
0585-23-1111 揖斐郡
揖斐センター
( 内線2 6 2 )
関保健所
美濃市生櫛1612-2
0575-33-4011 関市、美濃市
( 内線3 7 5 )
※ 関保健所
郡上市八幡町初音1727-2
0575-67-1111 郡上市
郡上センター
( 内線3 5 2 )
可茂保健所
美濃加茂市古井町下古井2610-1 0574-25-3111 美濃加茂市、可児市、加茂
( 内線3 6 4 ) 郡、可児郡
東濃保健所
多治見市上野町5-68-1
0572-23-1111 多治見市、瑞浪市、土岐市
( 内線3 6 2 )
恵那保健所
恵那市長島町正家後田1067-71
0573-26-1111 中津川市、恵那市
( 内線2 5 9 )
飛騨保健所
高山市上岡本町7-468
0577-33-1111 高山市、飛騨市、大野郡
( 内線3 1 0 )
※ 飛騨保健所
下呂市萩原町羽根2605-1
0576-52-3111 下呂市
下呂センター
( 内線3 5 2 )
※：本巣・山県センター、揖斐センター、郡上センター、下呂センターについては書類の受付
のみ行います。申請に関するお問い合せは各保健所へお願いします。
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