
医療費が高額になりそうなときは「限度額適用認定証」をご申請ください

被扶養者状況リストの提出はお済みですか？

　入院や通院等で医療費が高額になりそうなときは、医療機関の窓口で「限度額適用認定証」を提示することで、窓口
でのお支払いが「自己負担限度額」までに抑えられます。高額な医療費を立て替える必要がなくなりますので、「限度額
適用認定証」をご利用ください。

例）総医療費：100万円、標準報酬月額：28～50万円（区分ウ）　窓口負担：３割の方の場合

※この場合、協会けんぽへ高額療養費支給申請書を提出することで払い戻しが受けられ、最終的な自己負担額は

　限度額適用認定証を利用した場合と同じですが、払い戻しには診療月から約４か月かかります。

ポイント

●自己負担限度額は、年齢や標準報酬月額により異なります。詳しくは協会けんぽホームページをご確認ください。

●保険外負担分（差額ベッド代など）や、入院時の食事負担額等は対象外となります。

●認定証の有効期間は、申請月の初日から最長で１年間です。引き続きご利用を希望される場合は、再度申請書
をご提出いただくことで、新しい限度額適用認定証を発行します。

申請方法
協会けんぽホームページから限度額適用認定申請書をダウンロードしてください。
協会けんぽへ提出後、約１週間でご指定の住所に限度額適用認定証をお送りいたします。

　令和２年度の被扶養者資格の再確認について、令和２年10月に
事業主様へご案内をお送りしています。
　提出がお済みでない事業所様は、速やかにご提出いただきます
ようお願いいたします。

　被扶養者資格の再確認は、保険料負担の軽減につながるものです。ご理解とご協力をいただきます
ようお願いいたします。

【問合せ先】 業務グループ（TEL 073-421-3102）

▶限度額適用認定証を 利用した 場合
病院窓口での支払額：87,430円（80,100円＋（総医療費1,000,000円－267,000円）×１％）

▶限度額適用認定証を 利用していない 場合
病院窓口での支払額：300,000円（総医療費1,000,000円×３割）

令和２年11月30日（月）
《 提 出 期 限 》

協会けんぽ

わかやま通信わかやま通信11月号
令和2年

職場内で回覧・掲示をお願いします 「限度額適用
認定証」があると
安心ですよ。

入院することに
なりました。
何か手続きは
ありますか？



　協会けんぽでは、健診受診率及び特定保健指導の実施率向上を図るために、事業主様へ、労働安全衛生法に基づき
実施する定期健康診断（事業者健診）結果データの提供をお願いしています。

❶ 特定保健指導が受けられます
ご提供いただいた健診結果に基づき、メタボリックシンドロームの
リスクがある方へ、無料の特定保健指導を行っています。
疾病の発症や重症化を防ぐことを目的とした、生活習慣の改善
サポートが受けられますので、ぜひご利用ください。

❷ 健康保険料率に反映します
平成30年度から導入している「インセンティブ制度」では、皆さまの
健康づくりの取り組みを健康保険料率に反映させています。
データを提供いただくことで、「特定健診の受診率」が向上し、健康
保険料率の引き下げにつながります。

ご
提
供
い
た
だ
く
と

①特定健診の受診率UP

②特定保健指導の実施率UP

③特定保健指導対象者の減少率UP

④要治療者の医療機関受診率UP

⑤ジェネリック医薬品の使用率UP

インセンティブ制度インセンティブ制度インセンティブ制度

健康保険料率の引き下げに
つながる５つの評価指標

　同意書を確認後、健診機関で健診結果データの作成ができる場合は、協会けんぽより健診機関にデータの作成依頼
を行います。健診機関でデータ化できない場合は、後日、事業所様にデータ作成または紙媒体での提供をお願いする場
合がありますので、あらかじめご了承ください。

　健診結果データの提供について、高齢者の医療の確保に関する法律により、保険者へ提供する
ことが事業主様に義務付けられています。また、法令に基づいて提供いただくため、健診を受けた方
（従業員様）の同意は必要ありません。（個人情報の保護に関する法律第23条）

データ提供後は、特定保健指導を活用し、職場の健康づくりを進めましょう！！

　和歌山支部の保健師・管理栄養士が事業所様へお伺いして初回面談を実施します。対象者へのお声かけ、日程調整、
プライバシーの確保できる部屋（会議室等）のご用意にご協力ください。

【問合せ先】 保健グループ（TEL 073-435-0224）

生活習慣病予防健診を利用していない事業所様へ
定期健康診断（事業者健診）結果データのご提供にご協力ください！

「事業者健診（定期健診）結果データの提供に関する同意書※」をインターネットより
ダウンロードいただき、ご提出ください。提供方法

協会けんぽ和歌山　同意書 検 索
※事業主様の同意をいただくものです。

➡➡
初回面談

生活習慣の改善ポイントを
アドバイス！

３～６か月間

電話やメールで取り組みを
サポートします！

達成度チェック

多くの人に、体重減少や
腹囲改善の効果が
でています。

 生活習慣の改善は、
疾病の発症や重症化を

防ぎます。

〒640-8516  和歌山市六番丁5  
和歌山第一生命ビル3階
TEL：073-421-3100（代表）

知って得する情報満載
メルマガ会員募集中！
（登録はこちらから）

和歌山支部
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