
 

お 知 ら せ 
 

平成２９年１月 4 日 

 

酸素の購入価格に関する届出について 

 

初冬の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、標記のことについては、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施

上の留意事項について」（平成28年３月４日保医発0304第３号）別添１第９

部処置Ｊ201酸素加算(11)及び別添２第８部処置Ｉ082酸素加算により、当該

年の４月１日以降に係る酸素の診療報酬請求のため、保険医療機関が、前年

の１月から12月までの間の酸素の購入実績を、当該年の２月15日までに地方

厚生（支）局長に届出を行うこととされております。 

そのため、平成29年４月から平成30年３月までの一年間において、酸素の

診療報酬請求を予定されている保険医療機関におかれましては、「酸素の購入

価格に関する届出書」に必要事項をご記入のうえ、平成29年２月15日(水)ま

でに、中国四国厚生局岡山事務所まで提出してください。 

なお、届出様式等につきましては、中国四国厚生局ホームページ（http://

kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/shinsei/shido_kansa/sanso_

konyu/index.html）からダウンロードできますが（新様式は、平成29年１月

以降の掲載となります。）、インターネット環境にない保険医療機関におか

れましては、下記の問い合わせ先へご連絡のうえ、届出様式等の送付をご依

頼ください。 

 

記 

 

＜問い合わせ・提出先＞  

〒700－0907 

岡山市北区下石井１－４－１ 岡山第２合同庁舎１１階  

中国四国厚生局岡山事務所  

℡086－239－1275 

 



（別紙様式２５）

酸素の購入価格に関する届出書（平成２９年度）
１　［平成２８年１月から１２月の間に酸素の購入実績がある 場合］

２８年 １月

２８年 ２月

２８年 ３月

２８年 ４月

２８年 ５月

２８年 ６月

２８年 ７月

２８年 ８月

２８年 ９月

２８年 １０月

２８年 １１月

２８年 １２月

２　［平成２８年１月から１２月の間に酸素の購入実績がない 場合(最後に購入した月の酸素の購入実績)]

年 月

３　［購入業者名及び種類］

上記のとおり届出します。

平成　　年　　月　　日

所在地

中国四国厚生局長　様 名　称

開設者 印

担当者 (法人の場合は、法人印)

電　話 － －

記載上の注意事項
　１．届出は平成２８年１月１日から１２月３１日までの間に購入した全ての酸素について記載すること。
　２．購入対価は、実際に購入した価格（消費税を含む）を記載すること。
　　 なお、平成26年3月以前購入分については、実際に購入した価格（消費税を含む）に105分の108を乗じた価格（1円未満四捨五入）
　　 を記載すること。

　　　　　３．ボンベ(大型）　　　　　　４．ボンベ(小型）

保険医療機関

医療機関コード

小型ボンベ（３０００㍑以下）

購入容積 購入対価
（税込　　円）（ﾘｯﾄﾙ）

（ﾘｯﾄﾙ） （税込　　円）

購入年月
購入対価購入対価

（税込　　円）

可搬式液化酸素容器（ＬＧＣ）

可搬式液化酸素容器（ＬＧＣ）

購入年月

計

定置式液化酸素貯槽（ＣＥ）

購入容積

大型ボンベ（３０００㍑超）

購入対価
（ﾘｯﾄﾙ） （税込　　円）

購入容積

小型ボンベ（３０００㍑以下）

購入容積 購入対価購入容積 購入対価
（ﾘｯﾄﾙ） （税込　　円）

購入対価
（ﾘｯﾄﾙ） （税込　　円）

１㍑当りの
単価

（ﾘｯﾄﾙ） （税込　　円） （ﾘｯﾄﾙ）

定置式液化酸素貯槽（ＣＥ）

（ﾘｯﾄﾙ） （税込　　円）

大型ボンベ（３０００㍑超）

購入容積

　　　　　１．液化酸素(CE)　　　　　２．液化酸素(LGC)

　　　　　１．液化酸素(CE)　　　　　２．液化酸素(LGC)

購入容積 購入対価 購入容積

　　　　　１．液化酸素(CE)　　　　　２．液化酸素(LGC)

種類（液化酸素・ボンベ）

　　　　　３．ボンベ(大型）　　　　　　４．ボンベ(小型）

　　　　　３．ボンベ(大型）　　　　　　４．ボンベ(小型）

購　入　業　者　名

１㍑当りの
単価



可搬式ボンベに液化酸素を
充填して使用する場合 （ 液
体酸素システム等 ）

屋外タンク等に貯蔵し配管
で各病室に送る設備にして
ある場合

記載例及び記載上の注意

3,000リットル以下（ 500・
1,000・3,000リットル等）
のボンベの場合

3,000リットル超（ 7,000

リットル等 ）のボンベの場
合

購入対価
消費税は含めます
ボンベ本体の容器代、
検査代等は含めませ
ん

購入容積
酸素の容量を記入し
てください

Ｑ＆Ａ ③・⑤・⑥・⑦

Ｑ＆Ａ ②・④

単価の計算方法

購入対価÷購入容積

※ 単価の端数処理
小数点第３位を四捨五入

Ｑ＆Ａ ①



今までに酸素を購入したことがある

スタート

届出の必要はありません
ない

在宅酸素療法又は歯科技工用で
購入しましたか

届出の必要はありません

ある

はい

いいえ

いつ購入しましたか

平成２８年１月から１２月の間に購入
平成２９年 １月以降にはじめて購入又は
最後に購入したのが平成２７年１２月以前

［別紙様式２５］の１及び３に記入し
てください

［別紙様式２５］の２及び３に記入し
てください

いいえ

はい

種類はどちらですか

液化酸素で購入（液体充填） 大型又は小型のボンベで購入（気体充填）

定置式 可搬式 3,000リットル超のボンベ 3,000リットル以下のボンベ

可搬式ボンベに液化酸素を
充填して使用する場合 （ 液
体酸素システム等 ）

タンク等に貯蔵し配管で各病
室に送る設備にしてある場合

3,000リットル以下（ 500・
1,000・3,000リットル等）
のボンベの場合

3,000リットル超（ 7,000

リットル等 ）のボンベの場
合

充填量の合計で記入してください
（ボンベの大きさ別に記載しない）

定置式液化酸素貯槽（ＣＥ）
欄へ記入してください

可搬式液化酸素容器（ＬＧＣ）
欄へ記入してください

大型ボンベ（3,000㍑超）
欄へ記入してください

小型ボンベ（3,000㍑以下）
欄へ記入してください

３ ［購入業者名及び種類］
の種類欄の１．液化酸素
（ＣＥ）へ○をしてください

３ ［購入業者名及び種類］
の種類欄の３．ボンベ（大
型）へ○をしてください

３ ［購入業者名及び種類］の購入業者名欄に
購入業者名を記入してください

充填量の合計で記入してください
（ボンベの大きさ別に記載しない）

Ｑ＆Ａ ⑦

［ 届出及び記載項目判断表 ］

購入しているが保険請求はしない

はい

届出の必要はありません

いいえ

３ ［購入業者名及び種類］
の種類欄の２．液化酸素
（ＬＧＣ）へ○をしてください

３ ［購入業者名及び種類］
の種類欄の４．ボンベ（小
型）へ○をしてください



Ｑ ＆ Ａ

１銭未満の端数の四捨五入及び円換算方法は？
（購入対価÷購入容積で得た答えの小数点以下３桁目を四捨五入）

例１ １０７，６２５円÷ ４１，５００㍑＝２．５９３ ⇒ ２．５９ ⇒ ２円５９銭

例２ ３８４，９３０円÷５４６，０００㍑＝０．７０５ ⇒ ０．７１ ⇒ ０円７１銭

例３ ５，２００円÷ １，０００㍑＝５．２ ⇒ ５．２０ ⇒ ５円２０銭

度量換算方法は？

基本 １㎥ （立方メートル） ＝ １，０００リットル
例１ ３㎥ （立方メートル） ＝ ３，０００リットル
例２ ０．５㎥ （立方メートル） ＝ ５００リットル

購入対価に消費税は？

同月内に違う大きさのボンベを購入した場合は？

購入価格にボンベの容器代が入っているのは？

携帯用酸素ボンベ（使い捨て式又は詰替え式）の場合は？

①

②

③

④

⑤

⑥

購入対価等が不明の場合は？⑦

酸
素

届出対象

容
器

容
器+

酸
素

購入

［ 詰替え式］
詰替え用の酸素の価格が分かれば
届出ができます。
ボンベ本体の容器代は含みません。
純粋に酸素のみの金額を購入業者
へ確認してください。

［使い捨て式］
ボンベ本体の容器代は含みません。
純粋に酸素のみの金額を購入業者
へ確認してください。

消費税は含んで計算します。 ※ 購入対価＝購入価格＋消費税
なお、平成26年3月以前購入分については、実際に購入した価格（消費税を含む）に105分
の108を乗じた価格（1円未満四捨五入）を記載してください。

例１ ５００リットルを２本と３,０００リットルを１本購入した場合は、
合算のうえ、４,０００リットルとして、小型ボンベ欄に記入してください。
※購入対価も合算してください。

例２ ７,０００リットルと３,０００リットルを１本ずつ購入した場合は、
７,０００リットルは大型ボンベ欄に、３,０００リットルは小型ボンベ欄に、
それぞれ分けて記入してください。

ボンベ本体の容器代は含みません。

純粋に酸素のみの金額を購入業者へ確認してください。

※耐圧検査等の検査代は含みません。
購入対価から除いてください。

購入対価等が不明の場合は届出はできません。（保険請求は出来ません。）
新規に購入した際に届出をしてください。

提出手段は？

提出は管轄の各県事務所（広島県及び香川県においては指導監査課）に郵送又は窓口提出にて
お願いいたします。ＦＡＸでの受付は行っておりませんのでご了承ください。

⑧


