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東京都小学校事務研究会 短期給付説明会 

療養費について 

 

１．現物給付と現金給付                         

（１）現物給付（原則） 

医療機関等で保険証を提示し、医療費の一部を負担するだけで（一部負担金という）、診

療・投薬・手術・入院などの療養の給付を受けることができます。 

（２）現金給付（例外） 

特別な事情により、医療機関等で保険証を提示できなかった場合、一旦、全額自己負担

し事後に請求手続きを行うことにより、給付を受けられることがあります。この給付を療

養費・家族療養費といいます。 

 

→療養費・家族療養費の請求は例外的な取り扱いのため、各校における件数は少ないかと

思いますがこの機会に改めて制度をご理解いただき、請求をしていれば支給対象となった

ものを、請求しないまま時効を迎えてしまうことのないよう、十分注意をしてください。 

 

現物給付の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金給付の流れ 
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２．「療養の給付」と「家族療養費」                    

 「療養の給付」と「家族療養費」は保健医療機関の受診であれば、どちらも３割を自己

負担して残りの７割を共済組合が負担するという実態は同じですが、考え方は全く別もの

です。 

 「療養の給付」とは組合員に対する治療・診療行為をもって給付と替えているものであ

り、まさに現物給付です（そのため、組合員の負担を「一部負担金」といいます。）。 

 それに対して「家族療養費」とは、本来は医療機関に医療費の全額を支払い、療養費と

して組合員が共済組合に７割分を請求するという現金給付です。 

 しかしながら、それではあまりにも事務が煩雑になるため現物給付化の措置が取られて

いるにすぎません。結果、どちらも３割のみ窓口で負担し７割を共済組合が医療機関に支

払うようになっています。 

 つまり「家族療養費」は被扶養者に対する給付ではなく、あくまでも組合員に対する給

付であるということです。組合員が生計維持している被扶養者の医療費は、当然組合員が

負担しており、その負担を補填する意味で「家族療養費」が位置づけられています。 

 被扶養者に対する給付というのは、組合員の死亡による「埋葬料」と「弔慰金」のみに

限られており、「家族出産費」も当然組合員への給付です。 

 その意味からも被扶養者については、組合員が責任を持ってその状況を管理し、変更が

あった場合は共済組合に報告する必要があります。 

 

３．療養費・家族療養費の給付対象となる事例                

（１） 保険医療機関がない地域（海外やへき地等）で受診した場合 

（２） 旅行・出張先で受診、その他やむを得ない事情により組合員証を提示できない場合 

（３） 組合員証が交付されるまでの間に受診した場合 

（４） 誤って以前加入していた健康保険組合の保険証を使用し、医療費を返還した場合 

（５） 治療上必要な装具の費用 

（６） 輸血の生血液代 

（７） 柔道整復師の施術費用 

（８） はり、きゅうの施術費用 

（９） マッサージの施術費用 

（１０）感染症指定医療機関に収容されたときの食事代、薬代 

 

４．請求における必要書類について                     

いずれの請求においても、原則として下記の書類が必要となります。 

（１） 療養費等請求書〔用紙№療養 1〕、〔用紙№療養 1-2〕 

受診者ごと、暦月ごと、医療機関ごと、外来・入院ごとに作成してください。 
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（２） 診療（調剤）報酬領収済明細書〔用紙№療養 2〕、〔用紙№療養 3〕、〔用紙№療養 4〕、

〔用紙№療養 5〕、〔用紙№療養 5-2〕、〔用紙№療養 6〕（治療用装具の場合は医師の

証明書や作成指示書） 

傷病名、診療内容、部位及び治療方法等の内容を確認し、請求の内容が適切なもの 

か判断をします。 

（３） 領収書原本 

医療機関等からの請求に対し、すでに支払済であるかの確認をします。 

 

５．事例（１）における「海外で受診した場合」              

＜概要＞ 

海外への旅行や、在外教育施設等への派遣等で現地の医療機関を受診した際、医療費は全

額自己負担となるため、療養費・家族療養費の給付を受けられることがあります。（海外で

の療養を目的とした場合は対象外です。） 

＜具体例＞ 

海外旅行へ行った際、突然盲腸になり、現地にて手術を行い、医療費全額を支払った場合。 

＜請求に必要な書類＞ 

療養費等請求書〔用紙№療養 1〕、診療内容明細書とその邦訳〔用紙№療養 5〕、〔用紙№療

養 6〕、領収明細書とその邦訳〔用紙№療養 5-2〕、領収書等の原本とその邦訳、調査に係る

同意書〔用紙№療養 7〕、海外に渡航した事実を証明する書類の写し。 

※法改正に伴い平成２８年４月受診分より添付する書類が新たに追加・変更となりました。 

＜注意＞ 

治療内容や治療費は、国・地域によって異なるため、（ア）海外で実際に負担した医療費と

（イ）国内で同じ内容で受診した場合にかかる医療費を比較し、（ア）と（イ）いずれか少

ない方の額から、一部負担金を差し引いた額を支給します。 

 

６．事例（３）「組合員証が交付されるまでの間に受診した場合」        

＜概要＞ 

組合員証の交付が間に合わず、組合員証が提示できなかった場合、医療費は全額自己負担

となるため、療養費・家族療養費の給付を受けられることがあります。 

＜具体例＞ 

組合員の子が出生したが、組合員証が発行されるまでの間に受診し、医療費の全額を支払

った場合。 

＜請求に必要な書類＞ 

療養費等請求書〔用紙№療養 1〕、診療（調剤）報酬領収済明細書〔用紙№療養 2〕、〔用紙

№療養 3〕、〔用紙№療養 4〕（医療機関仕様の様式でも可）、領収書原本。 
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＜注意＞ 

・請求書と領収書の他に、診療（調剤）報酬領収済明細書〔用紙№療養 2〕、〔用紙№療養 3〕、

〔用紙№療養 4〕（医療業界ではレセプトとも呼ばれている書類）が必要です。領収書等と

は異なり、通常の支払においては発行されません。医療機関の窓口で申し出が必要です。 

 

７．事例５「治療上必要な装具の費用」                  

＜概要＞ 

医師が治療上必要と認めて、治療用装具を業者に作らせて患者に装着させた場合、組合員

が業者に支払った装具購入費用について療養費・家族療養費の給付対象となることがあり

ます。 

＜具体例＞ 

骨折の治療のための関節装具、コルセット、サポーター、小児弱視等の治療用眼鏡等。 

＜請求に必要な書類＞ 

療養費等請求書（治療用装具）〔用紙№療養 1-2〕、医師の診断書等（請求書の医師証明欄を

使用しない場合。なお、治療用眼鏡等の場合は作成指示書を添付してください。）、領収書

の原本（内訳明細の分かるもの）。 

＜注意＞ 

・領収書の宛名は本人のフルネームが必要です。苗字だけや、子供の装具について実際に

支払をした親の名前では処理ができません。 

・レシートも購入内容が不明瞭のため、領収書の取り直しが必要となります。 

 

・傷病の原因欄は必ず記入が必要です。公務災害等ではないかどうかの確認も含めていま

すので、わかりやすく記入をお願いします。なお、原因不明の場合は不明と記入してくだ

さい。 
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８．よくある問合せ                               

＜全般＞ 

Ｑ１ 療養費等の給付対象にならない医療費等はあるのでしょうか？ 

 

Ａ１ あります。事例として以下のようなものが挙げられます。 

   ア 公務中、通勤途中での病気やけが 

   イ 交通事故等、第三者の加害行為による病気やけが 

   ウ 正常な出産 

   エ 経済的な理由による人工妊娠中絶 

   オ 美容整形手術（負傷したあとの処置を除く） 

   カ 近視、遠視、斜視等の矯正や歯の矯正 

   キ カイロプラティクス（脊椎矯正療法）、整体 

   ク 慢性的な肩こり、腰痛等で柔道整復師の施術を受けたとき 

   ケ 差額ベッド代 

   コ 証明書代（文書料） 

   サ その他保険診療の対象とならない医療費  

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

＜海外療養費＞ 

Ｑ２ ２つの月にまたがって入院しました。支払いは２か月分を退院時にまとめて支払い

ましたので１月目は実質費用が発生していません。「療養費等請求書」や「診療内容明細書」

などは支払いが生じた２月目のみで良いでしょうか？ 

 

Ａ２ だめです。支払いが生じていなくても、病院で受診された全体的な内容から支給金

額を算定しますので、月毎に「療養費請求書」や「診療内容明細書」等を必ずご提出いた

だく必要があります。書類に不足がある場合、給付することが出来ませんのでご注意くだ

さい。 

 

Ｑ３ 任意の海外傷害保険等に加入しており、現地で医療機関を受診したのでそちらへ請

求をしていますが、共済組合にも療養費等の請求はできますか？ 

 

Ａ３ できます。共済組合は健康保険組合のため、個人的に保険等に加入していても療養

費等の請求が可能です。キャッシュレス保険等の病院での会計が無い場合は領収書に代わ

るものとして、保険会社が発行する病院への支払額が確認できる書類を添付してください。 
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Ｑ４ 海外療養費請求の変更点、留意点について 

 

Ａ４ 新たに追加になった書類 

・調査に係る同意書〔用紙№療養 7〕 

 請求書等に記載した事実（療養行為を行った日時、場所、療養内容等）を確認す

る為に所属所、共済組合若しくは共済組合が委託した事業者が療養行為を行った

者から情報提供を受けることに対する同意書。 

・海外に渡航した事実を証明する書類の写し。 

  旅券（顔写真のページと出入国のスタンプが押されているページの写し）や航空

券（電子航空券を含む）、査証等 

 変更になった書類 

 ・診療内容明細書とその邦訳〔用紙№療養5〕、〔用紙№療養6〕 

・領収明細書とその邦訳〔用紙№療養5-2〕 

現地の医療機関に作成を依頼する書類 

・診療内容明細書〔用紙№療養5〕（歯科の場合は）〔用紙№療養6〕 

・領収明細書とその邦訳〔用紙№療養5-2〕 

・国際疾病分類表〔用紙№国際疾病分類表〕…作成する際の補足資料として 

 

＜自費診療＞ 

Ｑ４ 医療機関を自費診療（全額自己負担）で受診した際、保険点数などが記入された「診

療明細書」（「領収書兼明細書」）を領収書と共にもらいました。「診療（調剤）報酬領収済

明細書」の代わりとして添付書類とすることは可能ですか？ 

 

Ａ４ ほとんどの場合、不可です。「診療（調剤）報酬領収済明細書」には傷病名、診療内

容、部位及び治療方法等が具体的に記載されています。その内容に基づいて適切な保険点

数が課金されているか審査し、給付を行っています。 

 

＜治療用装具＞ 

Ｑ５ 治療用装具の請求をする際、対象とならない装具はあるのでしょうか？ 

 

Ａ５ あります。治療用装具は傷病の治療過程において必要とする場合に認められるもの

であり、日常生活や職業上の不便解消のための装具は給付の対象となりません。（マックス

ベルトやニーブレス、静脈瘤治療用ストッキングなどの既製品、義足や義手、補聴器、車

いすなどの装具） 
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＜その他＞ 

Ｑ６ 教職員の死亡退職時の手続きについて体系的に知りたい。 

 

Ａ６ 組合員本人死亡に伴う、公立学校共済組合への手続きは下記のとおりです。 

なお、手続きにあたっては各種要件があります。福利厚生事務の手引をご参照いただき、

ご不明な点は提出先にご確認ください。 

  事項 提出先 

1 埋葬料・同附加金の請求 短期給付担当 

2 支払未済給付金の請求 短期給付担当 

3 組合員証の返却 資格担当 

4 退職手当の請求 退職手当担当 

5 遺族厚生年金・遺族基礎年金の請求 年金担当 

6 未償還元利金の控除手続き 貸付担当 

7 過納付された掛金の還付請求 経理担当 

※６の対象は各種貸付金を借受中の場合のみ。 

※７の対象は電算処理を特例処理で行った場合のみ。 

 

９．まとめ                               

具体例については、あくまで事例です。判断に迷うものがあれば、個別に担当まで照会を

してください。 

また、書類に不足があると、やりとりに時間を要し、給付まで長時間かかってしまうこと

があります。事前に十分ご確認の上、請求書の提出をしていただくようお願いします。 

 

参考資料 

福利厚生事務の手引き（P.８４～P.８９） 

福利厚生事務の手引別冊様式集（P.６７～P.８８） 

福利厚生ハンドブック（P.３５～P.３７、P.５８～P.６０） 

 

担当                

公立学校共済組合東京支部      

給付貸付課短期給付担当 片岡・池田 

電話）03-5320-6827 


