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※法律等の改正により内容が変更になる場合があります。

平成30年度改正

●入院したときの食事代が変わります。
（P9参照）
●療養病床に入院したときの居住費が変わります。
（P9参照）
●現役並み所得者・一般の高額療養費の自己負担限度額が
変わります。
（P11 参照）
●現役並み所得者の高額医療・高額介護合算療養費制度の
自己負担限度額が変わります。（P13参照）
●保険料の軽減措置が変わります。
（P16参照）

岐阜県後期高齢者医療広域連合
〒501-6111 岐阜県岐阜市柳津町宮東1丁目1番地
岐阜市役所柳津地域事務所内

TEL：058-387-6368

制度について分からないことなどありましたら、広域連合
またはお住まいの市町村にお気軽にお問い合わせください。

http：//www.gikouiki.jp
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後期高齢者医療制度は
支えあいのしくみです
急速な少子高齢化が進む中、
国民皆保険を守り、
家族や社会のために長年尽くされた高齢者の
方々が、安心して医療を受け続けられるように
するため、みんなで医療費を負担する支えあい
のしくみです。

制度にかかる医療費負担のしくみ
被保険者の
保険料

医療費

約1割

公費

（国・県・市町村）

医療 約 5 割
約 4 割 給付費

窓口負担
自己負担割合分
P7参照

現役世代からの支援金

（74歳までの方の保険料）

●個人番号（マイナンバー）記入欄がある申請書・届出書
等には、マイナンバーを記入してください。番号確認・
身元確認の書類が必要になります。マイナンバー制度
に便乗した不審な問い合わせや還付金詐欺の電話が
あった場合は、ただちに最寄の警察またはお住まいの
市町村担当窓口に連絡してください。
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医療機関にかかった
ときに受けられる給
付はP9〜14をご覧
ください。

保険証は1人に1枚
交付されます。
保険証の提示
医療費の窓口負担
（1割または3割負担）

被保険者

診

75歳（一定の障がい
があると認定された方
は65歳）以上の方

保険証の
引き渡し

療

各種届出・申請
保険料の納付

市町村

被保険者からの
届出事項などの
情報提供
徴収保険料の
納付

保険証の交付

●保険証の引き渡し
●申請や届出の受付
●保険料の徴収・
納付相談
などの窓口業務を行い
ます。
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医療機関

医療費
支払い

医療費
請求

●75歳以上の方
75歳の誕生日をもって自動的に加入
となります。申請の必要はありま
せん。（生活保護を受けている方は
被保険者となりません。）
●一定の障がいがある65歳から74歳
で広域連合の認定を受けた方
（認定の申請は75歳になるまでは、
いつでも撤回の申し出ができます。
申出日翌日から後期高齢者医療の
被 保 険 者 資 格 を 喪 失 し ま す の で、
国民健康保険などの医療保険制度
への加入が必要になります。）

後期高齢者医療
広域連合
●都道府県ごとに
設立
●全市町村が加入

後期高齢者医療制度の
運営主体（保険者）と
なります。
●保険証の交付
●保険料の決定
●医療を受けたときの
給付
などを行います。

被保険者となる日
●75歳の誕生日当日
●一定の障がいがある65歳から74歳の方は、
広域連合の認定を受けた日

会社の健康保険など（市町村の国民健康保険は
除く。）から後期高齢者医療制度に移行される方は、
資格の喪失手続きが必要になります。
詳しくは、加入している健康保険担当窓口にお
問い合わせください。
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こんなときは
必ず届出を
申請や届出は、
お住まいの市町村担当窓口へ

被保険者番号 ○○○○○○○○
氏

名 広域

一部負担金の
割
合

太郎
○ 割

こんなとき

見

有 効 期 限 平成○○年○月○○日
後期高齢者医療被保険者証 有効期限

被保険者番号○○○○○○○○ 平成○○年○月○○日
住
所 岐阜市柳津町宮東１丁目１番地
氏
名
生 年 月 日
資格取得年月日
発 効 期 日
交 付 年 月 日
一部負担金の割合

広域

太郎

保 険 者 番 号
保 険 者 名

○○○○○○○○
岐阜県後期高齢者医療広域連合

性 別 男
昭和○○年○○月○○日
平成○○年○○月○○日
平成○○年○○月○○日
平成○○年○○月○○日
○ 割

本

後期高齢者医療制度では、保険証が1人に1枚
交付されます。
この保険証には有効期限があり、有効期限を
過ぎれば使用できなくなります。医療機関にか
かるときには、保険証を忘れずに窓口に提示し
てください。
●保険証の記載内容を確認して、誤りがあれば
お住まいの市町村担当窓口にお届けください。
●保険証を失くしたり、破れたときは、再交付いた
しますので、直ちにお住まいの市町村担当窓口
にお届けください。
●他人との保険証の貸し借りは絶対にしないでくだ
さい。
●保険証をコピーしたものは使えません。
●資格が失くなったときは、保険証を直ちにお住まい
の市町村担当窓口に返還してください。
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届出に必要なもの

一定の障がいがある 身 体 障 害 者 手 帳 ま た は
65歳 以 上 の 方 で、 国民年金証書またはその
被保険者としての認 他障がいの状態が明らか
定を受けようとする に で き る 書 類、保 険 証
とき
（国保など）、印かん
県外に転出するとき

保険証、印かん

県外から
転入したとき

負担区分等証明書、
印かん

県内で住所が
変わったとき

保険証、印かん

生活保護を
受け始めたとき

保険証、印かん

生活保護を
受けなくなったとき

印かん

亡くなったとき

亡く な っ た 方 の 保 険 証、
葬 祭を行ったことを証明
する書類、振込先のわか
るもの、印かん（葬 祭を
行った方のもの）

夫が後期高齢者医療制度の被保険者になり
ま す。夫 の 健 康 保 険 の 被 扶 養 者 で あ る 私
（70歳）の医療保険はどうなるのでしょう？
お住まいの市町村の国民健康保険への加入
手続きが必要になります。ほかに健康保険
などに加入しているご家族がいる場合は、
その被扶養者になれる場合もあります。
詳 し く は、加 入 し て い る 健 康 保 険 な ど の
担当窓口にお問い合わせください。
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紹介状なしの大病院受診時の
定額負担について
医療機関の窓口で支払う自己負担割合は、か
かった医療費の1割（現役並み所得者は3割）です。
自己負担割合は、前年の所得をもとに下記の
所得区分で世帯単位により判定し、8月から翌年
7月まで適用します。
◆所得の区分
所得の
区分

対象となる方

被保険者本人の住民税課税所得が
145万円以上の方
同一世帯に住民税課税所得が
145万円以上の被保険者がいる
方（※1、※2）
現役並み所得者であっても、次のい
ずれかに該当し、「後期高齢者医療
基準収入額適用申請書」を提出し認
現役並み 定された方は「一般」になります。
所得者 ①被保険者が2人以上で、収入の合
計額が520万円未満の方
②被 保 険 者 が1人 で、収 入 の 額 が
383万円未満の方
③被 保 険 者 が1人 で、収 入 の 額 が
383万円以上の場合、70歳から
74歳の方の収入も含めた合計額
が520万円未満の方

一般

現役並み所得者、区分Ⅱ、区分Ⅰ
以外の方

区分Ⅱ

世帯の全員が住民税非課税の方で
区分Ⅰ以外の方

区分Ⅰ

世帯の全員が住民税非課税で、そ
の世帯の各所得（年金の所得は控
除 額を80万円として計算）が0
円となる方

自己負担
割合

3割

1割

※1

前年12月31日現在において世帯主かつ被保険者であり、同一世帯に合
計所得金額が38万円以下である19歳未満の世帯員がいる場合、
「33
万円×16歳未満の人数＋12万円×16歳以上19歳未満の人数」が調整
控除額として適用されます。

※2

昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同一世帯に属する被保険
者の旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合は「一般」になります。
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医師の紹介状なしで大病院を受診する場合
等には、自己負担額とは別に負担があります。
（緊急時などは対象外となる場合があります。）

患者申出療養について
困難な病気の治療のため、国内未承認の医薬
品等を使用したい場合は、かかりつけ医等と相
談して国に対して申し出することにより、保険
外併用療養が受けられる場合があります。

住民税課税所得とは？
収入金額から公的年金等控除、給与所得控除、
必要経費等を差し引いて求めた総所得金額等
から、さらに各種所得控除（社会保険料控除、
医療費控除等）を差し引いた額です。住民税
の通知には、
「課税標準額」や「課税される所得
金額」と表示されている場合があります。

後期高齢者医療基準収入額を
適用する際の、「収入」とは？
所得税法上の収入金額（退職所得に係る収入
金額を除く。）であり、必要経費や公的年金控除、
基礎控除などの控除金額を差し引く前の額です。
収支上の損益にかかわらず、確定申告したも
のは全て上記収入金額に含まれます。
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入院したときの食事代は、1食当たり下表の
標準負担額を自己負担額とします。平成30年度改正
◆入院時食事代の標準負担額
（表①）
所得の区分（P7参照）

１食当たりの食事代

現役並み所得者

460円

一般
区分Ⅱ

注1

210円

90日までの入院
過去12か月で90日を超える入院

注2

160円

区分Ⅰ
100円
●区分Ⅰ・Ⅱの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担
額減額認定証」が必要となりますので、お住まいの市町
村担当窓口に申請してください。
注1

平成28年3月31日において1年以上継続して精神病床に
入院していた方で平成28年4月1日以後も引き続き医療
機関に入院する方は当分の間、改訂前の負担額（260円）
を適用します。
注2 区分Ⅱの認定期間中（前の医療保険での認定期間を含む。）に
90日を超える入院をしている場合、別途申請することにより
適用されます。入院日数が確認できる領収書などをご準備い
ただきお住まいの市町村担当窓口までお問い合わせください。

療養病床に入院したとき

平成30年度改正

療養病床に入院したときの食事代と居住費は、
下表の標準負担額を自己負担額とします。
◆食事代・居住費の標準負担額
（表②）
所得の区分（P7参照）１食当たりの食事代 １日当たりの居住費
現役並み所得者
一般

460円 注3

区分Ⅱ

210円 注4

区分Ⅰ

130円 注5

老齢福祉年金受給者

100円

●急病などやむを得ない理由で、保険証を持たず
に診療を受けたとき
●海外渡航中に治療を受けたとき（治療目的の
渡航は除く。）
●医師が必要と認めた、コルセットなどの治療
用装具を購入したときや輸血した生血代
●医師が必要と認めた、はり・きゅう・あんま・
マッサージなどの施術を受けたとき
◆はり・きゅう・あんま・マッサージなどによる
施術で保険証が使えるのはどんな場合？

保険証が使えるのは、通常、医療機関などで行う
治療を行ってもなお効果が得られず、はり・きゅう・
あんま・マッサージなどの施術によれば治療効果
が期待できるものとして医師の同意により、これ
らの施術を受けた方に限られます。

●骨折やねんざなどで、柔道整復師の施術を受
けたとき
◆整骨院・接骨院で保険証が使えるのはどんな場合？

370円

保険証が使えるのは、外傷性のねんざ・打撲（肉
離れ）
・骨折・脱臼の場合などです。

0円

次のような場合は整骨院・接骨院で保険証が使えま
せん（全額自己負担になります）

●入院医療の必要性が高い方（人工呼吸器、静脈栄養が必要な
方や難病の方）は、食事代として表①と同額を負担します。
居住費は、平成 30年 4月から370円（指定難病患者は0 円）
となります。
注3 医療機関の施設基準などにより、420円の場合もあります。
指定難病患者の方は260円になります。
注4 90日を超える入院をしている指定難病患者の方は160円
になります。
注5 指定難病患者の方は100円になります。
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次のような場合で、いったん医療費を全額自
己負担したときは、お住まいの市町村担当窓口
に申請して広域連合が必要と認めた場合、自己
負担分を除いた額が支給されます。

×

・日常生活からくる疲労や肩こり・腰痛・
体調不良
・スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛など

申請には領収書や診療内容が確認できる書類
などが必要になります。詳しくは、お住まいの
市町村担当窓口にお問い合わせください。
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1か月（同じ月内）の医療費の自己負担額が下
表の自己負担限度額を超えた場合、お住まいの市
町村担当窓口に申請（該当者には初回のみ申請書
を送付します。2回目以降は申請の必要はありま
せん。）して広域連合が認めた場合、自己負担限
度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

◆自己負担限度額（月額）
平成29年8月〜平成30年7月まで
所得の区分
（P7参照）

現役並み
所得者

一般
区分Ⅱ
区分Ⅰ

外来（個人単位)

外来＋入院
（世帯単位)

80,100円＋
（総医療費−267,000円）
57,600円
×1％
［44,400円］注1
57,600円
14,000円 注2
［44,400円］注1
8,000円

24,600円
15,000円

平成30年8月から現役並み所得者の区分が3つに細分化され、
現役並み所得者・一般の限度額が変わります。

◆自己負担限度額（月額）
所得の区分
（P7参照）

平成30年度改正

平成30年8月から

（P7参照）

外来（個人単位)

一般

18,000円 注2

区分Ⅱ
区分Ⅰ
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高額療養費の計算のしかた
●同じ世帯内で複数の後期高齢者の方が医療を
受ける場合、医療費は、病院・診療所・診療科
の区別なく合算できます。
●この場合、自己負担限度額は外来（個人単位）
を適用後に、
外来＋入院
（世帯単位）
を適用します。
●入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド
代などは高額療養費の支給対象となりません。

限度額適用の申請について
「区分Ⅰ」、「区分Ⅱ」の方がそれぞれの自己負担
限度額の適用を受けるためには「限度額適用・標
準負担額減額認定証」が必要となります。
また平成30年8月から「現役並み所得者Ⅰ」
、
「現
役並み所得者Ⅱ」の方がそれぞれの自己負担限度
額の適用を受けるためには「限度額適用認定証」
が必要になります。
入院などにより医療機関等での支払額が高額に
なる見込がある方はお住まいの市町村担当窓口で
交付申請を行ってください。

外来＋入院
（世帯単位)

252,600円＋（総医療費−842,000円）×１％
現 Ⅲ（課税所得
［140,100円］注3
役 690万円以上）
並
み Ⅱ（課税所得 167,400円＋（総医療費−558,000円）×１％
［93,000円］注3
所 380万円以上）
得 Ⅰ（課税所得
80,100円＋（総医療費−267,000円）×１％
者 145万円以上）
［44,400円］注3

所得の区分

注1 ［
］内は過去12か月以内に「外来＋入院」の限度額
を超えたことが3回以上あった場合の4回目以降の限度額
注2 年間（8月〜翌年7月）の限度額は144,000円です。
注3 ［
］内は過去12か月以内に限度額を超えたことが3回
以上あった場合の4回目以降の限度額
●75歳になり後期高齢者医療制度に加入した月の自己負担限度
額については、負担増にならないよう、加入前の保険と後期
高齢者医療制度それぞれの限度額が2分の1となります。

8,000円

外来＋入院
（世帯単位)
57,600円
［44,400円］注1
24,600円
15,000円

特定疾病について
厚生労働大臣が指定する特定疾病（先天性血液
凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、
血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症）
の場合の自己負担限度額（月額）は10,000円です。
「特定疾病療養受療証」が必要になりますので、お
住まいの市町村担当窓口に申請してください。
（※他保険で「特定疾病療養受療証」の交付を受けて
いた場合でも再度申請が必要になります。
）
また、特定疾病に係る外来と院外処方で支払われ
た自己負担額が10,000円を超える場合は、申請し
て広域連合が認めた場合、超えた分が支給されます。
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医療保険と介護保険で1年間（毎年8月1日か
ら翌年7月31日まで）に支払った医療費と介護
サービス費の自己負担額（高額療養費や高額介
護サービス費などで支給された額を除く。）が、
世帯単位の限度額を超える場合にお住まいの
市町村担当窓口へ申請して広域連合が認めた
場合、限度額を超えた分が支給されます。

◆自己負担限度額（年額）

平成30年7月まで

所得の区分（P7参照）

限度額

現役並み所得者

67万円

般

56万円

区分Ⅱ

31万円

区分Ⅰ

19万円※

一

平成30年8月から現役並み所得者の区分が3つに細分化され、
限度額が変わります。

◆自己負担限度額（年額）

平成30年度改正

所得の区分（P7参照）

限度額

Ⅲ（課税所得690万円以上） 212万円

現役並み所得者

Ⅱ（課税所得380万円以上） 141万円
Ⅰ（課税所得145万円以上）

67万円

般

56万円

区分Ⅱ

31万円

区分Ⅰ

19万円※

一

※介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円

●医療費または介護サービス費のどちらかの自己負担額が0円
の場合は支給されません。
●計算した支給額が500円以下の場合は支給されません。
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交通事故にあって、けがなどをした場合、
保険証を使って診療を受けることができますが、
届出が必要です。
ただし、医療費は加害者が負担することが
原則ですので、一時的に広域連合が医療費を
立て替え、あとで広域連合から加害者に請求
することになります。
示談の前に、必ずお住まいの市町村担当窓口
に届出をしてください。

移送費
病気やけがで移動が困難な方が、生命に危険
がおよび、かつ医師の指示により転院などの
移送に費用がかかったときは、お住まいの市
町村担当窓口にご相談ください。広域連合が
必要と認めた場合、かかった費用の全部また
はその一部が支給されます。

葬祭費
被保険者が亡くなったとき、お住まいの市町
村担当窓口に申請して広域連合が認めた場合、
葬祭を行った方に50,000円が支給されます。
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保険料の軽減措置
後期高齢者医療制度では、被保険者全員が
保険料を納めます。

保険料の決まり方
保険料は、被保険者が等しく負担する「均
等割額」と被保険者の所得に応じて負担する
「所得割額」の合計となり個人単位で計算さ
れます。均等割額と所得割率は、2年ごとに
見直されます。
平成30・31
年度の

均等割額

保険料

100円未満
切捨て

限度額
62万円
（年額）

所得割額

＝ 被保険者 ＋
1人当たり
41,214円

被保険者の
所得※
×
所得割率
7.75％

※所得＝総所得金額等−33万円（基礎控除額）

●所得割額の計算方法

＋

【給与所得】

給与収入−給与所得控除

−

基礎控除額︵ 万円︶

【公的年金等所得】

公的年金等収入−公的年金等控除

＝

33

＋

【その他の所得】

収入金額−必要経費

◎ 賦課のもととなる所得金額
︵被保険者の所得︶

総所得金額等

賦課のもととなる所得金額に、所得割率7.75％
をかけたものが所得割額となります。
◎賦課のもとと
なる所得金額
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×

7.75%
（所得割率）

＝

所得割額

均等割額の軽減

平成30年度改正

世帯の所得によって下表のとおり軽減されます。
世帯（被保険者および世帯主）の
総所得金額等の合計額

軽減割合

「33万円（基礎控除額）」以下の世帯で、被保
険者全員が所得0円となる場合（ただし、公的
9割軽減
年金所得額は年金収入−80万円として計算）
※15万円の特別控除はありません

8.5割軽減 「33万円（基礎控除額）」以下の世帯
5割軽減

「33万円（基礎控除額）＋27.5万円×世帯
の被保険者数」以下の世帯

2割軽減

「33万円（基礎控除額）＋50万円×世帯の
被保険者数」以下の世帯

●均等割額軽減判定時の総所得金額等は、各収入から必要
経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額となります。
ただし、譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事
業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所
得に合算されます。また、9割軽減判定時を除き年金所得
は年金収入から公的年金等控除額と特別控除15万円
（65歳以上の方のみ適用）を差し引いた金額となります。
●軽減判定日は毎年4月1日または資格を取得した日となります。

所得割額の軽減

平成30年度改正

所得割額を負担する方のうち、基礎控除後の総所得
金額等が58万円以下の方は、平成29年度は所得割額
が一律2割軽減されていましたが、平成30年度から
軽減なしとなります。

●平成29年度までは特例的な軽減措置であり、平成30年
度以降が法令上の本則です

被用者保険※の被扶養者
であった方の軽減

平成30年度改正

後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、
会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者で
あった方は、所得割額の負担はありません。均等割額は、
平成29年度は7割軽減されていましたが、平成30年
度から５割軽減となります。（ただし所得が低い方に
対する軽減にも該当する方については、いずれか大き
い軽減が適用されます。）
※被用者保険

協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保
険の総称（国民健康保険・国民健康保険組合は含まれません。）
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保険料の納め方
保険料の納め方は、年金からお支払いいただ
く特別徴収と、口座振替や納付書でお支払いい
ただく普通徴収があります。

●特別徴収（年金からのお支払い）
年金の受給額が年額18万円以上の方で、介護保
険と後期高齢者医療制度の保険料の合計額が年金
受給額の2分の1を超えない場合は、年金からお支
払いいただきます。

●年6回の公的年金支給日に保険料が天引きされます。

●普通徴収
（口座振替や納付書によるお支払い）
年金からのお支払いとならない方は、市町村
から送付される納付書や、口座振替による
お支払いとなります。
●次のいずれかに該当する人が、普通徴収と
なります。

①特別徴収の事由に該当しない方
②75歳になったばかりの方や、他市区町村
から引っ越ししたばかりの方

仮徴収
4月
【1期】

6月
【2期】

8月
【3期】

※年間保険料額が確定していないため、暫定的に前年度2月
（6期）と同じ保険料額を納めます。

本徴収
10月
【4期】

12月
【5期】

2月
【6期】

※確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3回
に分けて納めます。

年金から口座振替へのお支払いの変更
保険料を年金からお支払いいただいている方は、
口座振替によるお支払いに切り替えることができます。
お手続き方法などにつきましては、お住まいの市町
村担当窓口にお問い合わせください。
※ご注意いただくこと
1.これまでの納付実績などにより、口座振替への変
更が認められない場合があります。
なお、口座振替に変更した後に滞納が続いた場合
は、年金からのお支払いに戻ることがあります。
2.年金からのお支払いが中止される月は、変更の申
し出をされた日によって違いますので、お住まい
の市町村担当窓口にお尋ねください。
●年金からお支払いを続ける方については、手続きは
必要ありません。
●口座振替に変更した場合、保険料をお支払いいただ
いた方に社会保険料控除が適用されます。詳しくは、
税務署またはお住まいの市町村民税担当窓口にお問
い合わせください。
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保険料を忘れずに納めましょう
みなさんの納める保険料は大切な財源となり
ます。
全ての方が安心して医療を受けられる社会を
維持するために、高齢者と若者の間での世代間
公平や、高齢者間での世代内公平が図られるよう、
負担能力に応じた保険料を納めていただく必要
があります。

口座振替をお勧めします
保険料の納め忘れがなく便利で安心な口座
振替をぜひご利用ください。一度手続きをす
るだけで、自動的に継続されます。
手続き方法につきましては、お住まいの市
町村担当窓口にお問い合わせください。
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年金収入のみの方の年間保険料
【単身世帯の場合】

保険料の納付が困難なときは
（円）

年金 均等割額 所得割額 保険料
収入額
A＋B
A
B

軽減割合

80万

4,121

0

4,100 均等割9割軽減

120万

6,182

0

6,100 均等割8.5割軽減

160万

6,182

5,425 11,600 均等割8.5割軽減

180万 20,607 20,925 41,500 均等割5割軽減

お住まいの市町村相談窓口では、保険料に関
する相談を受け付けています。
災害や失業などにより納付が困難なときは、
保険料の減免を受けられる場合がありますので、
お早めにご相談ください。
十分な収入・資産などがあるにもかかわらず
保険料を納めない場合には、法律の定めにより
滞納処分が行われることがあります。

200万 32,971 36,425 69,300 均等割2割軽減
230万 41,214 59,675 100,800 軽減なし
250万 41,214 75,175 116,300 軽減なし
300万 41,214 113,925 155,100 軽減なし

【2人世帯でともに75歳以上、妻の年金収入が79万円
の場合】
（妻は所得割額がかかりません。
）
（円）
夫の年金
収入額

夫
保険料

妻
保険料

軽減割合

保険料を納めないでいると、滞納期間に応じて
下記のような措置がとられる場合がありますので
ご注意ください。

80万

4,100

4,100

均等割9割軽減

120万

6,100

6,100

均等割8.5割軽減

●短期被保険者証の交付

160万

11,600

6,100

均等割8.5割軽減

180万

41,500

20,600

均等割5割軽減

短期被保険者証は通常の保険証
より有効期間が短い保険証です。

200万

57,000

20,600

均等割5割軽減

230万

92,600

32,900

均等割2割軽減

250万

108,100

32,900

均等割2割軽減

300万

155,100

41,200

軽減なし

※保険料は100円未満を切捨てます。
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保険料を滞納していると…

●保険証の返還、資格証明書の交付
保険証は返還し、資格
証明書が交付されます。
資格証明書で医療機関
にかかるときは、医療費
はいったん全額自己負担
となります。
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ぎふ・さわやか口腔健診
ぎふ・すこやか健診
広域連合では被保険者の方がすこやかに長生
きしていただけるように生活習慣病の早期発見・
早期治療を目的として「ぎふ・すこやか健診」
を実施しています。健康な毎日を送るために、
ぜひ受診してください。
お近くの医療機関等で受けていただけるよう
広域連合が市町村に委託して実施していますの
で、詳しくはお住まい
の市町村担当窓口にお
問い合わせください。

健診の対象者
後期高齢者医療制度の被保険者
た だ し、生 活 習 慣 病（糖 尿 病、高 血 圧 症、
脂質異常症など）で治療中の方は、すでに同様
の検査が実施されている場合がありますので
主治医にご相談ください。

健診の自己負担額
・個別健診
・集団健診

広域連合では、歯・歯肉の状態や口腔清掃
状態等のチェックを行い、口腔機能低下や肺炎
等の疾病を予防し、被保険者の健康増進を図る
ため、口腔健康診査を実施しています。健康な
毎日を送るために、ぜひ受診してください。
お近くの医療機関等で受けていただけるよう
広域連合が市町村に委託して実施していますの
で、詳しくはお住まいの市町村担当窓口にお問
い合わせください。 ○

診療中

○
歯
科

口腔健診の対象者
後期高齢者医療制度の被保険者
ただし、治療中の方や定期的に検査を受けられ
ている方は、すでに同様の検査が実施されている
場合がありますので主治医にご相談ください。

口腔健診の自己負担額
・200円

500円
420円

健診はどこで受けることができますか？
お住まいの市町村が定めた医療機関など
で受けられます。

健診は広域連合から委託を受けた市町村が実施
します。実施方法や会場、日程などは市町村ごと
で異なります。詳しくは、お住まいの市町村担当
窓口にお問い合わせください。
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変更可能であれば
後発医薬品でお願いします。
氏名
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後発医薬品を
利用しましょう
後発医薬品とは
後発医薬品（ジェネリック医薬品）とは、先発医薬品（最初に
作られた薬）の特許が切れてから、同じ有効成分を使って作られた
薬のことです。

後発医薬品の効き目や安全性は
後発医薬品は、先発医薬品と同じ有効成分を使っているため、
効果・効能はほとんど先発医薬品と同等です。しかし、同じ有効
成分を使っていても添加剤などが違うこともあり、ほかの薬や食
べ物などとの飲み合わせが変わってくることがあります。

後発医薬品は経済的
後発医薬品は、先発医薬品に比べて一般的に低価格になっています。
特に長期間服用する薬を後発医薬品に変更すると薬代の節約になり
ます。

後発医薬品を希望するときは
医師・薬剤師に後発医薬品に変更することができるか相談して
ください。ただし、すべての薬に後発医薬品が用意されているわけ
ではありません。また、後発医薬品の特徴や価格・変更したときの
注意点について、説明を受けてください。

「後発医薬品お願いカード」を
有効に使いましょう
医 師・薬 剤 師 に 後 発 医 薬 品 へ の 変 更 を お 願 い し に く い と き は、
下の「後発医薬品お願いカード」を切り取って提示してください。

この印刷物は環境に配慮し、
植物油インキを使用しています

禁無断転載
載 東京法規出版
0−1600449−S18
KITC0150−1600449−S18

後発医薬品
お願いカード
後発医薬品に変更可能で
あれば、変更をお願いします。

●

切
り
取
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て
ご
使
用
く
だ
さ
い
︒

