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神奈川県保険医協会とは？ 

1963 年の発足以来、国民が安心して医療を受けられる社会保障制度の確立と、医療保険制

度の改善をめざし、県下の医科・歯科の開業医が中心となり活動している団体。開業医の生活と

権利を守り、国民の医療・福祉をはじめとした生活改善を目指すため、地域住民や行政と連携し

て医療福祉改善運動の推進に努めている。現在、6400 余名(２０２3 年 2 月 1 日現在)の会員

が加入しており、会員向けの研究会や講習会等をはじめ、医療・健康フェスティバルや在宅医療・

介護セミナーなど会員以外の医療関係者や一般の方も参加できる事業など、多岐にわたる活動

を行っている。 

神奈川県医療ソーシャルワーカー協会とは？ 

 1954 年に医療ソーシャルワーカーを中心とする専門職団体として発足。設立目的は医療社会

事業の正しい発展を期するため、会員の資質を高め、地位の確立を図り、社会福祉の増進に寄与

することとした。現在、６００余名の会員が加入し、県下の病院や保健・福祉施設などで働いており、

その業務は、社会福祉の立場から、患者・家族の抱える経済的、心理的・社会的問題の解決・調

整を支援し、社会復帰の促進等を行っている。 

近年は、会員向け事業の研修や広報出版、社会活動事業等をはじめ、関係機関や団体などが

開催する会合や研修会、諸活動にも積極的に参加し、県内の保健・医療・福祉向上のための一助

に努めている。 
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発刊にあたって 

神奈川県保険医協会 地域医療対策部長 岡田孝弘 

いろいろな事情により医療機関を受診したくても受診できない方がいらっしゃいます。相談したくてもどこに相

談していいか分からない…、一人で悩んでいても解決できない…。そのような方のために神奈川県保険医協会

では神奈川県医療ソーシャルワーカー協会の協力のもと、「医療費相談室」にて相談事業を行っています。 

この本は、それらの相談事例の中から問題となる事例を取り上げ、それに対し問題解決へのアドバイスや、利

用できる制度の紹介、行政の相談窓口の案内などが分かりやすく説明されている冊子です。 

今回で第３版となりますが、改良に改良を加え非常に分かりやすくまとまっています。診療所におかかりの患者

さんでも金銭的な悩みを持っている方のお役に立てればと思います。そして、皆さんの見やすいところに置いて、

見て頂けると幸いです。医療機関への受診で悩む方が、一人でも減ってくれることを願っています。 

 

一般社団法人 神奈川県医療ソーシャルワーカー協会 会長 福田美香 

神奈川県保険医協会と当協会との連携事業「医療費相談室」は2005年から開始され、19年目を迎えます。

相談室では、月に 1 回医療ソーシャルワーカーが保険医協会にて医療費又は、生活困窮にまつわる電話相談を

中心に対応してきました。電話相談では、様々な理由から医療につながれない方や医療費を含む生活相談は時

代を経てもなお、変わらない現状があります。収入は大きく変わらないのに、社会保障制度では、自己負担が増え

る話も多く、将来に不安を覚える方々もおられます。制度は存在しても「つながる」ことができなければ意味がな

いと思います。医療ソーシャルワーカーの業務指針では「受診・受療援助」があり、「ネットワーキング」「権利擁護」

など当事者の医療や生活を関係者や機関とつながり、医療を受ける権利や生活を守るために、果たす社会的な

役割があると言えます。この冊子を通じて一人でも多くの皆様のくらしをサポートできることを期待しています。 

医療費相談室って？ 

医療費相談室では電話相談を中心に、医療ソーシャルワーカーが相談者に傾聴しながら、利用可能な医療・福

祉制度を紹介するとともに行政などへの相談を促すことで、負担軽減や問題解決のアドバイスを行っています。 

当相談室は 2005 年６月から始まりました。当時、診療所のケースワーク機能の補完と患者の個別救済を目的

に、神奈川県保険医協会(県下の開業医の団体)と神奈川県医療社会事業協会（現：一般社団法人神奈川県医

療ソーシャルワーカー協会）の共同事業としてスタートし、現在は毎月第3水曜に開設しています。周知にあたり保

険医協会会員の医療機関を中心に案内ポスターやリーフレットなどを配布。これらを通院先でご覧になったり、か

かりつけの先生から紹介してもらった、相談先を探す中で保険医協会のホームページに辿り着いた、などをきっか

けに、毎月続々と相談が寄せられています（中には行政からの「逆紹介」も）。さらに、保険医協会会員の医師・歯

科医師や医療機関スタッフからの「制度について教えてほしい」といった質問にも随時、応じています。 

開設当初は「高額な国保の保険料を払えない」「複数疾患で医療費の窓口負担が支払えない」など、高齢者

からの相談が多数ありましたが、若年層からの相談も少なくありません。「リストラされ転職先が見つからず無保

険状態で困っている」「家族の入院費が高額で支払えない」など、経済的問題が複雑に絡んだ相談事例が寄せ

られています。  
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「もしもしこちら医療費相談室です」の活用にあたって 

本書は２０１５年 5月発行の第 2版の改訂版です（第 1版は 2010年 10月に発行）。これまでの「医療費相

談室」に寄せられた、治療費支払い困難、保険料滞納や無保険状態による受診中断など、様々な相談事例を紹

介するとともに、問題解決に資する医療・福祉制度などの社会資源を掲載しております。 

今版では事例を制度ごとに整理し、より見やすくレイアウトを改良しました。患者さん向けの情報提供のツールと

して待合室で自由閲覧できるよう設置頂いたり、診察室や受付などでご活用頂ければ幸いです。 

 

も く じ  

01 発刊にあたって ／ 医療費相談室って？ 

02 「もしもしこちら医療費相談室です」の活用にあたって ／ もくじ ／ 参考・引用文献 

【事例と制度のご紹介】 

03 1．無料低額診療、生活困窮者自立支援 22 12．難病の医療費 

04 2．生活保護 23 13．ぜん息の医療費 

06 3．国民健康保険の短期保険証 24 14．ひとり親家庭の医療費 

07 4．身体障害者手帳、重度障害者医療費助成 25 15．がん治療と就労の両立相談、傷病手当金 

10 5．自立支援医療(精神通院医療) 26 16．差額ベッド代 

11 6．保険料の減免、精神障害者保健福祉手帳 27 17．労災保険 

14 7．高額療養費、一部負担金の減免 28 18．交通事故の医療費 

16 8．住民票の世帯分離、入院医療援護金 29 19．亡くなった家族の医療費 

18 9．高額療養費の時効、障害年金 30 20．不法滞在の外国人への医療 

19 10．高額医療・高額介護合算療養費 31 21．成年後見制度 

20 11．介護保険 32 ご存知ですか、医療費控除 

参考・引用文献 

厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/ 神奈川県 https://www.pref.kanagawa.jp/ 横浜市 https://www.city.yokohama.lg.jp/ 

川崎市 https://www.city.kawasaki.jp/ 大阪市 https://www.city.osaka.lg.jp/ 熊本市 https://www.city.kumamoto.jp/ 

全国健康保険協会 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/ 

「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医

薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について（令和 4 年 3 月 4 日 保医発 0304 第 5 号） 

「資格証明書世帯に属する高校生世代以下の子どもに対する短期被保険者証の交付について」（平成 22 年 5 月 26 日 保国発 0526 第 1 号／雇

児総発 0526 第 1 号） 

「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」（平成 25 年４月 26 日 障発 0426 第５号） 

「身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関において入院を拒否することについて」（平成 30 年４月 27 日 医政医発 0427 第２号） 

「医療福祉総合ガイドブック 2022 年度版」 株式会社 医学書院 

「労災医療ハンドブック」 公益財団法人 労災保険情報センター 

「知ってトクする！ 医療・介護・税金の負担軽減策 2022 年度版」 全国保険医団体連合会 

「福祉マップ 改訂第 10 版」 石川県保険医協会 

【注】 本書は 2023 年 2月現在の情報に基づき作成しております。 

 
本書で紹介している事例は読みやすく改変しておりますが、実際の相談内容は複雑なものとなっております。 

「医療費相談室」は様々なご相談に対応いたしますので、ぜひ、ご活用下さい。（詳細は裏表紙へ） 
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相談理由：支出が多く、歯科治療にお金を捻出する余裕がありません。 

相談の詳細（40 代男性より）  相談員のアドバイス 

4 年前に治療していた歯がそのままに

なっています。残った歯を治療したいので

すが、無料で治療してくれる医療機関は

ないでしょうか。 

父親の借金の保証人となり、返済のた

め生活に困窮しています。国民年金や国

民健康保険の保険料は払えておらず無

保険になっています。 

月25万円ほど手取り収入があるもの

の、借金返済のほかに数年前離婚した子

どもの養育費（月6万円）もあります。 

仕事は飲食関係で、食べることには困

りませんが、手元に残るのは毎月 2 万円

ほど。税金も保険料も払える余裕があり

ません。 

 
生活に困窮し、医療が必要な状況であれば

「生活保護」を受ける方法もありますが、「生

活保護」は収入を基準にしているので、今回

は難しいと思われます。 

役所の窓口で、国民健康保険の「短期被保

険者証」（P.6）を発行してもらえないか、保険料

の分納ができないかを相談してみてはいかが

でしょうか。 

また医療機関によっては「無料低額診療事

業」を行っているところもあります。 

借金の返済額がかなり高額だと思いますの

で、役所の生活困窮者相談窓口や法律相談

窓口で、返済額の見直しや自己破産なども相

談してみてはいかがでしょうか。 

 

無料低額診療事業とは？ 

 低所得者やホームレスなどの生計困難者について、社会福祉法第 2 条第 3 項第 9 号に基づき、一

時的な措置として無料または低額な料金で診療を行う事業です。 

生活困窮者自立支援制度とは？ 

 市町村は、生活困窮者自立支援法に基づく専門の相談窓口を設けており、生活に関わる様々な困り

ごとの相談に応じています。本人だけでなく家族や周りの方からの相談も受付けます。 

  

1．無料低額診療、生活困窮者自立支援 

 



あなたの電話が解決への第一歩となります。 
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相談理由：収入から、医療費が捻出できず困っています。 

相談の詳細（40 代女性より）  相談員のアドバイス 

長男（20代）の医療費に悩んでいます。 

私は、３人の子を持つシングルマザーです。

長男と 10代の長女・次男がいます。 

長男が糖尿病で「入院が必要」と言われて

います。しかし医療費が捻出できず、２ヶ月ほど

通院できていません。とうとう、薬もなくなってし

まいました。 

徐々に長男の体調が悪くなっています。受診

させたいのですが、お金がありません。 

以前、生活保護を受けていたこともありました

が、現在は私の収入のみでやりくりしています。 

 
「生活保護」の再申請を役所の担当窓

口に相談してみてください。 

担当窓口では、入院が必要な状態であ

ったことや、医療費の支払ができないた

め、通院できないことを伝えて、病気の悪

化と治療費の増大で生活が困窮している

ことを話し、再申請することをおすすめしま

す。 

 

生活保護制度って？ 社会保障制度の最後の砦 

 生活保護は憲法第 25 条に定められた理念に基づき、生活に困窮している全ての国民に、状況と程

度に応じた必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立した生活が送れるよ

う支援するための制度です。 

 世帯の全収入が、国が定めた基準金額より不足する場合に、不足する部分を補う仕組みになって

います。自分のもっている能力（働くこと）、資産（預貯金、土地、自動車など）その他あらゆるも

のを最低限度の生活をするために活用してもなお、生活に困るときに生活保護が受けられます。 

 生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあります。生活に

不安を感じるときは、生活に行き詰る前に、早めに相談してください。 

 
  

2．生活保護 
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 生活保護の手続きは次のような流れとなります。 

 

 生活保護には 8種類の「扶助」があります（それぞれ、条件があります）。 

①生活扶助（衣食や光熱費など）、②住宅扶助（家賃など）、③教育扶助（義務教育の学用品や給食

費など）、④医療扶助（病気や怪我などをした場合の医療に必要な費用）、⑤介護扶助（介護サービス

の利用費用など）、⑥出産扶助（出産費用）、⑦生業扶助（就職に必要な資格などの取得費用）、⑧葬

祭扶助（葬祭の費用） 

 生活保護を申請し、判定の結果、全体に及ぶ保護を受ける場合もあれば、医療扶助だけの保護を受け

る場合もあります。 

 医療扶助や介護扶助は福祉事務所から直接医療機関・介護サービス事業者などに支払われます（現

金給付は行われません）。 

 上記手続きの前の段階でも、各種支援団体（反貧困ネットワークなど）が相談に応じています。 
  

相談

お住まいの市区町村の福祉事務所に、困っている状況について相談します（電話相談も可）。

申請

申請書（福祉事務所にあります）と、収入や資産の状況を確認できる書類を提出します。

なお、差し迫った状況にある時は福祉事務所が職権で保護を開始する場合があります。

調査・審査

保護が必要かどうか、必要な場合に保護費がいくら必要か審査するための調査を行います。

（調査は自宅への訪問、収入、資産、他の制度、能力、親族の扶養照会などがあります）

決定

生活保護の利用ができるどうか、最低生活費と世帯の収入を比較して判定します。

（世帯の収入が最低生活費を超える場合は生活保護の利用はできません）

結果は、申請した日から14日以内（最長30日以内）に通知されます。

利用開始

生活保護の利用が決定したら、保護費の支給とケースワーカーによる支援が開始します。
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相談理由：無保険状態です。うちの子、何とか歯をみてもらえませんか？ 

相談の詳細（40 代女性より）  相談員のアドバイス 

娘（12歳）のことで悩んでいます。 

娘が「歯が痛い」と泣くので、確かめる

とひどい虫歯でした。 

私は娘と二人暮らしです。先日会社をリ

ストラされ、求職活動しています。社会保険

の保険料を支払える自信がなかったので、

任意継続せず無保険になっています。 

何とか、社会保険のある会社に就職が

決まりそうです。就職日は 2 か月先で、そ

れまでの間は病院にかからなくて済むよ

う、体調には気をつけていたのですが。 

就職して保険証ができるまでは待てな

い状況で、困っています。 

 
高校生世代以下の子どもには、6か月の

短期保険証が一律に交付されることにな

っています。 

まずは役所に連絡し、お困りの状況を相

談されてみてはいかがでしょうか。 

そのほか、「無料低額診療」（P.3）を行って

いる歯科診療所を受診する方法や、「ひと

り親家庭等医療費助成制度」（P.24）、「国民

健康保険の一部負担金減免」（P.14）などもあ

ります。 

 

国民健康保険の短期保険証って？ 子どもの短期証交付 

日本の社会保障は国民皆保険制度のため、誰もがいずれかの「保険」に加入しています。しかし、

例えば会社を退職してから次の会社に就職するまでの間、保険料の支払い目途がないため、国民健

康保険に加入せず、無保険のままで生活している方が、少なからずいらっしゃいます。ご自身は「何

も加入していない無保険」だと思っていても、実際は「国民健康保険に加入している状態」になって

います（ただし、国民健康保険を利用しようとすると、過去にさかのぼって保険料を請求される仕組

みになっています）。 

また、保険料の滞納が続いた場合に、通常の被保険者保険証よりも有効期間の短い「短期被保険者

証」や受診時に 10 割負担となる「資格証明書」が発行されることがあります。 

なお、経済的困窮から無保険状態になっている子どもを救うために、2010 年 7 月から資格証明書

世帯に属する高校生世代以下※の被保険者には、有効期間が 6 か月の短期被保険者証が交付されるよ

うになっています。 

※高校生世代以下…18 歳になってから最初の 3 月 31 日まで。 

  

3．国民健康保険の短期保険証 
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― もしもしこちら医療費相談室です（2023年2月度版） ― 

神奈川県保険医協会、神奈川県医療ソーシャルワーカー協会発行 

045-313-2225  
[第3水曜、14～17時]  

医療費相談室 

 

相談理由：在宅介護を続ける自信がなく、入院費用も支払えそうにありません。 

相談の詳細（70 代女性より）  相談員のアドバイス 

夫（70代）のことで悩んでいます。 

夫は現在入院中です。10年ほど前に

脳梗塞で四肢麻痺となり、私が在宅介

護してきました。3 か月前に肺炎で今の

病院に入院して、胃ろうとなりました。 

病院からは他の病院に移るよう、言わ

れています。しかし転院先では月に約

20 万円かかり、とても支払えません。収

入は月16万円の年金だけです。 

私も神経疾患で通院中です。在宅介

護を続ける自信がありません。もっと安く

入院できる病院はないでしょうか。 

 
お金の話はどこまでしてよいか迷うところで

すが、予算も含めて相談されるのがよいと思い

ます。ご主人の状態は「身体障害者手帳」が取

得できる可能性があります。障害者手帳の等

級によっては、医療費の負担が軽くなる「重度

障害者医療費助成制度」が使えることがあり

ます。医療保険適用の療養型病院であれば医

療費負担を抑えられると思います。 

それでも、転院が難しい時は、在宅介護の検

討も必要かもしれません。「介護保険」（P.20）で

は介護者の負担を軽減する様々なサービスが

あります。在宅介護で何が大変だったかを具

体的に伝え、一人で抱え込まず思ったことを伝

えた方がよいです。 

 

身体障害者手帳とは？ 

 身体障害者程度等級表（次ページ参照）に該当し、身体に永続する障害が残る者(１８歳未満も含

む)が対象となります。手帳の取得には申請が必要です。お住まいの市町村（障害福祉課など）又は

福祉事務所に申請書や指定医師の診断書などの必要書類を提出し、手続きを行います。 

重度障害者医療費助成とは？ 

 神奈川県内で、障害認定されている方の一部負担金を軽減（またはゼロに）する制度です。受診の際に

医療機関の窓口に健康保険証と併せて「医療証（注：名称は市町村により異なります）」を提示することで、

一部負担金が原則無料となります。ただし、助成内容はお住まいの市町村によって違いがあります（年齢

や所得の制限、一部負担金など）。また、入院の差額ベッド代や食事代などは対象外です。 

 申請は居住地の市区町村（障害福祉課など）に行います。手続きの際、障害認定を証明する手帳（身

体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳）、健康保険証などが必要となります。 

 上記の手帳を持っているだけでは助成を受けられないのでご注意ください。  

4．身体障害者手帳、重度障害者医療費助成 
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― もしもしこちら医療費相談室です（2023年2月度版） ― 

神奈川県保険医協会、神奈川県医療ソーシャルワーカー協会発行 

045-313-2225  
[第3水曜、14～17時]  

医療費相談室 

身体障害者障害程度等級表 

級
別 

視覚障害 

聴覚又は平衡機能の障害 
音声機能、言語
機能又はそしゃ
く機能の障害 

肢体不自由 

聴覚障害 
平衡 
機能 
障害 

上肢 下肢 

１
級 

視力の良い方の眼の視力（万国式試視力表に
よって測ったものをいい、屈折異常のある者に
ついては、矯正視力について測ったものをい
う。以下同じ。）が0.01以下のもの 

      1 両上肢の機能を全廃したもの 
2 両上肢を手関節以上で欠くもの 

1 両下肢の機能を全廃したもの 
2 両下肢を大腿の２分の１以上で
欠くもの 

２
級 

1 視力の良い方の眼の視力が 0.02 以上
0.03 以下のもの 

2 視力の良い方の眼の視力が 0.04 かつ
他方の眼の視力が手動弁以下のもの 

3 周辺視野角度（1/4 記標による。以下同
じ。）の総和が左右眼それぞれ80 度以下
かつ両眼中心視野角度（1/2 記標によ
る。以下同じ。）が28 度以下のもの 

4 両眼開放視認点数が 70 点以下かつ両
眼中心視野視認点数が20 点以下のもの  

両耳の聴力レベルがそ
れぞれ 100 デシベル
以上のもの（両耳全ろ
う） 
  

     1 両上肢の機能の著しい障害 
2 両上肢のすべての指を欠くもの 

1 両下肢の機能の著しい障害 
2 両下肢を下腿の２分の１以上で
欠くもの 

3 一上肢の上腕を２分の１以上で
欠くもの 

4 一上肢の機能を全廃したもの 

  

３
級 

1 視力の良い方の眼の視力が 0.04 以上
0.07 以下のもの（２級の２に該当するも
のを除く。） 

2 視力の良い方の眼の視力が 0.08 かつ
他方の眼の視力が手動弁以下のもの 

3 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ
80 度以下かつ両眼中心視野角度が 56
度以下のもの 

4 両眼開放視認点数が 70 点以下かつ両
眼中心視認点数が40 点以下のもの 

両耳の聴力レベルが
90 デシベル以上のも
の（耳介に接しなけれ
ば大声語を理解し得な
いもの） 
  

平衡機能
の極めて
著しい障
害 
  

音声機能、言語機
能又はそしゃく機
能の喪失 
  

1 両上肢のおや指及びひとさし指
を欠くもの 

2 両上肢のおや指及びひとさし指
の機能を全廃したもの 

3 一上肢の機能の著しい障害 
4 一上肢のすべての指を欠くもの 
5 一上肢のすべての指の機能を全
廃したもの 

1 両下肢をショパー関節以上で
欠くもの 

2 一下肢を大腿の２分の１以上で
欠くもの 

3 一下肢の機能を全廃したもの 

４
級 

1 視力の良い方の眼の視力が 0.08 以上
0.1 以下のもの（３級の２に該当するもの
を除く。） 

1 両耳の聴力レベル
が 80 デシベル以
上のもの（耳介に接
しなければ大声語を
理解し得ないもの） 

2 両耳による普通話声
の最良の語音明瞭
度が 50％以下のも
の 

  

   音声機能、言語機
能又はそしゃく機
能の著しい障害 
  

1 両上肢のおや指を欠くもの 
2 両上肢のおや指の機能を全廃し
たもの 

3 一上肢の肩関節、肘関節又は手
関節のうち、いずれか一関節の
機能を全廃したもの 

4 一上肢のおや指及びひとさし指
を欠くもの 

5 一上肢のおや指及びひとさし指
の機能を全廃したもの 

6 おや指又はひとさし指を含めて
一上肢の三指を欠くもの 

7 おや指又はひとさし指を含めて
一上肢の三指の機能を全廃した
もの 

8 おや指又はひとさし指を含めて
一上肢の四指の機能の著しい障
害  

1 両下肢のすべての指を欠くもの 
2 両下肢のすべての指の機能を
全廃したもの 

3 一下肢を下腿の２分の１以上で
欠くもの 

4 一下肢の機能の著しい障害 
5 一下肢の股関節又は膝関節の
機能を全廃したもの 

6 一下肢が健側に比して10㎝以
上又は健側の長さの10 分の１
以上短いもの  

2 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ
80 度以下のもの 

3 両眼開放視認点数が70 点以下のもの 

５
級 

1 視力の良い方の眼の視力が 0.2 かつ他
方の眼の視力が0.02 以下のもの 

2 両眼による視野の２分１以上が欠けてい
るもの 

3 両眼中心視野角度が56 度以下のもの 
4 両眼開放視認点数が 70 点を超えかつ

100 点以下のもの 
5 両眼中心視認点数が40 点以下のもの 

  平衡機能
の著しい
障害 

  1 両上肢のおや指の機能の著しい
障害 

2 一上肢の肩関節、肘関節又は手
関節のうち、いずれか一関節の
機能の著しい障害 

3 一上肢のおや指を欠くもの 
4 一上肢のおや指の機能を全廃し
たもの 

5 一上肢のおや指及びひとさし指
の機能の著しい障害 

6 おや指又はひとさし指を含めて
一上肢の三指の機能の著しい障
害 

1 一下肢の股関節又は膝関節の
機能の著しい障害 

2 一下肢の足関節の機能を全廃
したもの 

3 一下肢が健側に比して５㎝以上
又は健側の長さの15 分の１以
上短いもの 

６
級 

視力の良い方の眼の視力が 0.3 以上0.6以
下かつ他方の眼の視力が0.02 以下のもの 

1 両耳の聴力レベル
が 70 デシベル以
上のもの（40 ㎝以
上の距離で発声さ
れた会話語を理解し
得ないもの） 

2 一側耳の聴力レベ
ルが 90 デシベル
以上、他側耳の聴力
レベルが 50 デシ
ベル以上のもの 

    1 一上肢のおや指の機能の著しい
障害 

2 ひとさし指を含めて一上肢の二
指を欠くもの 

3 ひとさし指を含めて一上肢の二
指の機能を全廃したもの 

1 一下肢をリスフラン関節以上で
欠くもの 

2 一下肢の足関節の機能の著し
い障害 

７
級 

※ 

        1 一上肢の機能の軽度の障害 
2 一上肢の肩関節、肘関節又は手
関節のうち、いずれか一関節の
機能の軽度の障害 

3 一上肢の手指の機能の軽度の障
害 

4 ひとさし指を含めて一上肢の二
指の機能の著しい障害 

5 一上肢のなか指、くすり指及び小
指を欠くもの 

6 一上肢のなか指、くすり指及び小
指の機能を全廃したもの 

1 両下肢のすべての指の機能の
著しい障害 

2 一下肢の機能の軽度の障害 
3 一下肢の股関節、膝関節又は足
関節のうち、いずれか一関節の
機能の軽度の障害 

4 一下肢のすべての指を欠くもの 
5 一下肢のすべての指の機能を
全廃したもの 

6 一下肢が健側に比して 3 ㎝以
上又は健側の長さの20 分の１
以上短いもの 

※７級の障害は１つのみでは手帳交付の対象となりません。 
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― もしもしこちら医療費相談室です（2023年2月度版） ― 

神奈川県保険医協会、神奈川県医療ソーシャルワーカー協会発行 

045-313-2225  
[第3水曜、14～17時]  

医療費相談室 

身体障害者障害程度等級表（前ページからの続き） 

級
別 

肢体不自由 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓の機能の障害 

体幹 

乳幼児期以前の非進行性
の脳病変による脳原性運動
機能障害 

心臓 
機能障害 

じん臓 
機能障害 

呼吸器 
機能障害 

ぼうこう 
又は直腸の 
機能障害 

小腸 
機能障害 

ヒト免疫不全 
ウイルスによる 
免疫機能障害 

肝臓 
機能障害 

上肢機能 移動機能 

１
級 

体幹の機能障害に
より坐っていること
ができないもの 

不随意運動・
失調等により
上肢を使用す
る日常生活動
作がほとんど
不可能なもの 

不随意運動・
失調等により
歩行が不可能
なもの 

心臓の機能の
障害により自
己の身辺の日
常生活活動が
極度に制限さ
れるもの 

じん臓の機能
の障害により
自己の身辺の
日常生活活動
が極度に制限
されるもの 

呼吸器の機能
の障害により
自己の身辺の
日常生活活動
が極度に制限
されるもの 

ぼうこう又は直
腸の障害により
自己の身辺の
日常生活活動
が極度に制限
されるもの 

小腸の機能
の障害により
自己の身辺
の日常生活
活動が極度
に制限され
るもの 

ヒト免疫不全ウイ
ルスによる免疫の
機能の障害により
日常生活がほとん
ど不可能なもの 

肝臓の機能の
障害により日常
生活活動がほ
とんど不可能
なもの 

２
級 

 

1 体幹の機能障
害により坐位
又は起立位を
保つことが困
難なもの 

2 体幹の機能障
害により立ち
上ることが困
難なもの  

不随意運動・
失調等により
上肢を使用す
る日常生活動
作が極度に制
限されるもの 

不随意運動・
失調等により
歩行が極度に
制限されるも
の 

          ヒト免疫不全ウイ
ルスによる免疫の
機能の障害により
日常生活が極度に
制限されるもの 

肝臓の機能の
障害により日常
生活活動が極
度に制限され
るもの 

３
級 

 

体幹の機能障害に
より歩行が困難な
もの 

不随意運動・
失調等により
上肢を使用す
る日常生活動
作が著しく制
限されるもの 

不随意運動・
失調等により
歩行が家庭内
での日常生活
活動に制限さ
れるもの 

心臓の機能の
障害により家
庭内での日常
生活活動が著
しく制限され
るもの 

じん臓の機能
の障害により
家庭内での日
常生活活動が
著しく制限さ
れるもの 

呼吸器の機能
の障害により
家庭内での日
常生活活動が
著しく制限さ
れるもの 

ぼうこう又は直
腸の機能の障
害により家庭内
での日常生活
活動が著しく制
限されるもの 

小腸の機能
の障害により
家庭内での
日常生活活
動が著しく制
限されるも
の 

ヒト免疫不全ウイ
ルスによる免疫の
機能の障害により
日常生活が著しく
制限されるもの(社
会での日常生活活
動が著しく制限さ
れるものを除く。) 

肝臓の機能の
障害により日常
生活活動が著
しく制限される
もの（社会での
日常生活活動
が著しく制限さ
れるものを除
く。）  

４
級 

 

  不随意運動・
失調等による
上肢の機能障
害により社会
での日常生活
活動が著しく
制限されるも
の 

不随意運動・
失調等により
社会での日常
生活活動が著
しく制限され
るもの 

心臓の機能の
障害により社
会での日常生
活活動が著し
く制限される
もの 

じん臓の機能
の障害により
社会での日常
生活活動が著
しく制限され
るもの 

呼吸器の機能
の障害により
社会での日常
生活活動が著
しく制限され
るもの 

ぼうこう又は直
腸の機能の障
害により社会で
の日常生活活
動が著しく制限
されるもの 

小腸の機能
の障害により
社会での日
常生活活動
が著しく制限
されるもの 

ヒト免疫不全ウイ
ルスによる免疫の
機能の障害により
社会での日常生活
活動が著しく制限
されるもの 

肝臓の機能の
障害により社会
での日常生活
活動が著しく制
限されるもの 

５
級 

体幹の機能の著し
い障害 

不随意運動・
失調等による
上肢の機能障
害により社会
での日常生活
活動に支障の
あるもの 

不随意運動・
失調等により
社会での日常
生活活動に支
障のあるもの 

              

６
級 

  不随意運動・
失調等により
上肢の機能の
劣るもの 

不随意運動・
失調等により
移動機能の劣
るもの 

              

７
級 

※ 
  上肢に不随意

運動・失調等
を有するもの 

下肢に不随意
運動・失調等
を有するもの 

              

※７級の障害は１つのみでは手帳交付の対象となりません。 

 

（備考） 

1 同一の等級について２つの重複する障害がある場合は、一級うえの級（＝ひとつ重い級）とします。 

ただし、２つの重複する障害が特に本表中に指定されているものは、該当等級とします。 

2 肢体不自由においては、７級に該当する障害が２つ以上重複する場合は、６級とします。 

3 異なる等級について２つ以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して当該等級より上の等級とすることができます。 

4 「指を欠くもの」とは、おや指については指骨間関節、その他の指については第一指骨間関節以上を欠くものをいいます。 

5 「指の機能障害」とは、中手指節関節以下の障害をいい、おや指については、対抗運動障害をも含むものとします。 

6 上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用長( 上腕においては腋窩より、大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの) をもって計測

したものをいいます。 

7 下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいいます。 

8 重複障害で３級以上となったものは、１種とします。ただし、一上肢の中での重複、一下肢の中での重複及び両上肢の重複の場合はこれ

にあたりません。 

9 表中の太実線より上は旅客運賃割引の第１種、下は第２種を表します。 
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― もしもしこちら医療費相談室です（2023年2月度版） ― 

神奈川県保険医協会、神奈川県医療ソーシャルワーカー協会発行 

045-313-2225  
[第3水曜、14～17時]  

医療費相談室 

 

相談理由：妻の医療費を何とか軽くできないでしょうか。 

相談の詳細（30 代男性より）  相談員のアドバイス 

妻（30代）の医療費のことで、悩んでいます。 

妻がうつ病になり、メンタルクリニックに通い、

薬をもらっています。しばらくは定期的に通院を

続ける必要がありそうです。 

子どもが 3人おり、うち 2人は双子（1歳）で

す。5人で暮らしていますが、保育料がかさみ、さ

らに妻の医療費で、とても生活費が足りません。

医療費だけでも、何とか安くならないでしょうか。 

 
通院先のクリニックに、「自立支援

医療（精神通院医療）」が利用できな

いか、相談してみてはいかがでしょう

か。 

 

自立支援医療（精神通院医療）って？  

 自立支援医療制度（精神通院医療）は、精神疾患により、継続的な精神療法や薬物療法の治療を受

ける必要がある方の、通院医療費の自己負担を軽減するための公費負担医療制度です。 

対象は「統合失調症」「うつ病・躁うつ病などの気分障害」「薬物などの精神作用物質による急性中

毒又はその依存症」「ＰＴＳＤなどのストレス関連障害・パニック障害などの不安障害」「知的障害・

心理的発達の障害」「アルツハイマー病型認知症・血管性認知症」「てんかん」などが挙げられます。 

医療費の自己負担は、一般の方であれば３割から１割に軽減されます。また、この１割の負担が過

大にならないよう、更に 1 か月当たりの負担上限があります（所得に応じて）。 

なお、高額な医療費の治療が長期間続く方（重度かつ継続）で、市町村民税課税世帯の方は、通常

とは別に負担上限月額が定められ負担が軽減されています。 

  所得区分（医療保険の世帯単位） 
負担上限月額 

一般 重度かつ継続 

一定所得以上 市町村民税 235,000円以上 対象外 20,000円 

中間所得２ 市町村民税 33,000円以上～235,000円未満 総医療費の１割、
または高額療養費
自己負担限度額 

10,000円 

中間所得１ 市町村民税 33,000円未満 5,000円 

低所得２ 市町村民税非課税（低所得を１を除く） 5,000円 

低所得１ 
市町村民税非課税（本人又は障害児の保護者の年
収 80万円以下） 

2,500円 

 申請は居住地の市区町村（障害福祉課など）に行います。 

  

5．自立支援医療（精神通院医療） 

 



医療費相談室では地域の相談窓口をお調べすることができます。 
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― もしもしこちら医療費相談室です（2023年2月度版） ― 

神奈川県保険医協会、神奈川県医療ソーシャルワーカー協会発行 

045-313-2225  
[第3水曜、14～17時]  

医療費相談室 

 

相談理由：アルコール依存症で失業しました。医療費に困っています。 

相談の詳細（40 代男性より）  相談員のアドバイス 

現在、失業中です。失業手当を受け

取りながら、アルコール依存症・急性膵

炎で精神科と内科に通院しています。 

医療保険は国民健康保険に加入し

ています。医療費は月に 1万円ほどか

かっていますが、今後 1 年ほどは働け

ません。 

医療費だけでもどうにかならないで

しょうか。 

 
役所で国民健康保険の「保険料の減免」に

ついて、相談してみてください。 

また、精神科に通院中ということですので、

「自立支援医療（精神通院医療）」（P.10）や、

「精神障害者保健福祉手帳」の申請をお勧め

します。通院先の医療機関に相談されてみては

いかがでしょうか。 

失業手当の終了後も通院が必要な場合は、

治療を続けられるよう、「生活保護」（P.4）の申

請を検討されてみてはいかがでしょうか。 

 

保険料の減免とは？ 

 前年の所得が一定の基準を下回る世帯や、災害や生活困窮等の事情により保険料を納めることが

難しい場合に、国民健康保険の保険料の軽減・減免が受けられる制度です。所得の申告や役所への

申請が必要な場合がありますので、詳細は市区町村（保険年金課など）にお問合せください。 

精神障害者保健福祉手帳とは？ 

 何らかの精神障害（てんかん、発達障害などを含みます）により、長期にわたり日常生活又は社

会生活への制約がある方を対象としています。一定程度の精神障害の状態にあることを認定するも

のです。精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援

策が講じられています。 

 手帳の取得には申請が必要です。お住まいの市区町村（障害福祉課など）又は福祉事務所に申請

書や診断書等などの必要書類を提出し、手続きを行います。 

【アルコール依存症の相談機関】 

⬧ 都道府県や政令市の精神保健福祉センターや地域の保健所などに相談窓口があり、情報提供や支援を行

っています。 

⬧ NPO法人等による「依存症支援団体」（神奈川県では「マック／ダルク」「たんぽぽ」など）では回復・社

会復帰の支援を行っています。なお、各地域には自助グループとして「AA」「断酒会」などがあります。  

6．保険料の減免、精神障害者保健福祉手帳 



あなたの電話が解決への第一歩となります。 
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― もしもしこちら医療費相談室です（2023年2月度版） ― 

神奈川県保険医協会、神奈川県医療ソーシャルワーカー協会発行 

045-313-2225  
[第3水曜、14～17時]  

医療費相談室 

精神障害者保健福祉手帳の障害等級判定基準 

障害等級 
障害の状態 

精神疾患（機能障害）の状態 能力障害（活動制限）の状態 

１級 

（精神障害であっ

て、日常生活の用

を弁ずることを不

能ならしめる程度

のもの） 

1 統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高

度の病状があるため、高度の人格変化、思考障害、その他

妄想・幻覚等の異常体験があるもの 

2 気分（感情）障害によるものにあっては、高度の気分、意

欲・行動及び思考の障害の病相期があり、かつ、これらが

持続したり、ひんぱんに繰り返したりするもの 

3 非定型精神病によるものにあっては、残遺状態又は病状が

前記１、２に準ずるもの 

4 てんかんによるものにあっては、ひんぱんに繰り返す発作又

は知能障害その他の精神神経症状が高度であるもの 

5 中毒精神病によるものにあっては、認知症その他の精神神

経症状が高度のもの 

6 器質性精神障害によるものにあっては、記憶障害、遂行機

能障害、注意障害、社会的行動障害のいずれかがあり、そ

のうちひとつ以上が高度のもの 

7 発達障害によるものにあっては、その主症状とその他の精

神神経症状が高度のもの 

8 その他の精神疾患によるものにあっては、上記の１～７に準

ずるもの 

1 調和のとれた適切な食事摂取ができない。 

2 洗面、入浴、更衣、清掃等の身辺の清潔保持ができな

い。 

3 金銭管理能力がなく、計画的で適切な買物ができない。 

4 通院・服薬を必要とするが、規則的に行うことができな

い。 

5 家族や知人・近隣等と適切な意思伝達ができない。協調

的な対人関係を作れない。 

6 身辺の安全を保持したり、危機的状況に適切に対応でき

ない。 

7 社会的手続をしたり、一般の公共施設を利用することが

できない。 

8 社会情勢や趣味・娯楽に関心がなく、文化的社会的活動

に参加できない。 

（上記１～８のうちいくつかに該当するもの） 

《参考：状態の基本的な捉え方》例えば、入院患者においては、院内での生活に常時援助を必要とする。在宅患者において

は、医療機関等ヘの外出を自発的にできず、付き添いが必要である。家庭生括においても、適切な食事を用意したり、後片付

け等の家事や身辺の清潔保持も自発的には行えず、常時援助を必要とする。親しい人との交流も乏しく引きこもりがちであ

る。自発性が著しく乏しい。自発的な発言が少なく発言内容が不適切であったり不明瞭であったりする。日常生活において行

動のテンポが他の人のペースと大きく隔たってしまう。些細な出来事で、病状の再燃や悪化を来しやすい。金銭管理は困難で

ある。日常生活の中でその場に適さない行動をとってしまいがちである。 

２級 

（精神障害であっ

て、日常生活が著

しい制限を受ける

か、又は日常生活

に著しい制限を加

えることを必要と

する程度のもの） 

1 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があ

るため、人格変化、思考障害、その他の妄想幻覚等の異常

体験があるもの 

2 気分（感情）障害によるものにあっては、気分、意欲・行動

及び思考の障害の病相期があり、かつ、これらが持続した

り、ひんぱんに繰り返したりするもの 

3 非定型精神病によるものにあっては、残遺状態又は病状が

前記１、２に準ずるもの 

4 てんかんによるものにあっては、ひんぱんに繰り返す発作又

は知能障害その他の精神神経症状があるもの 

5 中毒精神病によるものにあっては、認知症その他の精神神

経症状があるもの 

6 器質性精神障害によるものにあっては、記憶障害、遂行機

能障害、注意障害、社会的行動障害のいずれかがあり、そ

のうちひとつ以上が中等度のもの 

7 発達障害によるものにあっては、その主症状が高度であり、

その他の精神神経症状があるもの 

8 その他の精神疾患によるものにあっては、上記の１～７に準

ずるもの 

1 調和のとれた適切な食事摂取は援助なしにはできない。 

2 洗面、入浴、更衣、清掃等の身辺の清潔保持は援助なし

にはできない。 

3 金銭管理や計画的で適切な買物は援助なしにはできな

い。 

4 通院・服薬を必要とし、規則的に行うことは援助なしには

できない。 

5 家族や知人・近隣等と適切な意思伝達や協調的な対人

関係づくりは援助なしにはできない。 

6 身辺の安全保持や危機的状況での適切な対応は援助な

しにはできない。 

7 社会的手続や一般の公共施設の利用は援助なしにはで

きない。 

8 社会情勢や趣味・娯楽に関心が薄く、文化的社会的活動

への参加は援助なしにはできない。 

（上記１～８のうちいくつかに該当するもの） 

《参考：状態の基本的な捉え方》例えば、付き添われなくても自ら外出できるものの、ストレスがかかる状況が生じた場合に対

処することが困難である。医療機関等に行く等の習慣化された外出はできる。また、デイケア、障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律（ 平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。）に基づく自立訓練

（ 生活訓練）、就労移行支援事業や就労継続支援事業等を利用することができる。食事をバランス良く用意する等の家事を

こなすために、助言や援助を必要とする。清潔保持が自発的かつ適切にはできない。社会的な対人交流は乏しいが引きこもり

は顕著ではない。自発的な行動に困難がある。日常生活の中での発言が適切にできないことがある。行動のテンポが他の人

と隔たってしまうことがある。ストレスが大きいと病状の再燃や悪化を来しやすい。金銭管理ができない場合がある。社会生活

の中でその場に適さない行動をとってしまうことがある。 



医療費相談室では地域の相談窓口をお調べすることができます。 
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― もしもしこちら医療費相談室です（2023年2月度版） ― 

神奈川県保険医協会、神奈川県医療ソーシャルワーカー協会発行 

045-313-2225  
[第3水曜、14～17時]  

医療費相談室 

精神障害者保健福祉手帳の障害等級判定基準（前ページからの続き） 

障害等級 
障害の状態 

精神疾患（機能障害）の状態 能力障害（活動制限）の状態 

３級 

（精神障害であっ

て、日常生活若し

くは社会生活が

制限を受けるか、

又は日常生活若

しくは社会生活に

制限を加えること

を必要とする程度

のもの） 

1 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があ

り、人格変化の程度は著しくはないが、思考障害、その他の

妄想・幻覚等の異常体験があるもの 

2 気分（感情）障害によるものにあっては、気分、意欲・行動

及び思考の障害の病相期があり、その症状は著しくはない

が、これを持続したり、ひんぱんに繰り返すもの 

3 非定型精神病によるものにあっては、残遺状態又は病状が

前記１、２に準ずるもの 

4 てんかんによるものにあっては、発作又は知能障害その他

の精神神経症状があるもの 

5 中毒精神病によるものにあっては、認知症は著しくはない

が、その他の精神神経症状があるもの 

6 器質性精神障害によるものにあっては、記憶障害、遂行機

能障害、注意障害、社会的行動障害のいずれかがあり、い

ずれも軽度のもの 

7 発達障害によるものにあっては、その主症状とその他の精

神神経症状があるもの 

8 その他の精神疾患によるものにあっては、上記の１～７に準

ずるもの 

1 調和のとれた適切な食事摂取は自発的に行うことができ

るがなお援助を必要とする。 

2 洗面、入浴、更衣、清掃等の身辺の清潔保持は自発的に

行うことができるがなお援助を必要とする。 

3 金銭管理や計画的で適切な買物はおおむねできるがな

お援助を必要とする。 

4 規則的な通院・服薬はおおむねできるがなお援助を必要

とする。 

5 家族や知人・近隣等と適切な意思伝達や協調的な対人

関係づくりはなお十分とはいえず不安定である。 

6 身辺の安全保持や危機的状況での対応はおおむね適切

であるが、なお援助を必要とする。 

7 社会的手続や一般の公共施設の利用はおおむねできる

が、なお援助を必要とする。 

8 社会情勢や趣味・娯楽に関心はあり、文化的社会的活動

にも参加するが、なお十分とはいえず援助を必要とする。 

（上記１～８のうちいくつかに該当するもの） 

《参考：状態の基本的な捉え方》例えば、一人で外出できるが、過大なストレスがかかる状況が生じた場合に対処が困難で

ある。デイケア、障害者総合支援法に基づく自立訓練（生活訓練）、就労移行支援事業や就労継続支援事業等を利用する

者、あるいは保護的配慮のある事業所で、雇用契約による一般就労をしている者も含まれる。日常的な家事をこなすことはで

きるが、状況や手順が変化したりすると困難が生じてくることもある。清潔保持は困難が少ない。対人交流は乏しくない。引き

こもりがちではない。自主的な行動や、社会生活の中で発言が適切にできないことがある。行動のテンポはほぼ他の人に合

わせることができる。普通のストレスでは症状の再燃や悪化が起きにくい。金銭管理はおおむねできる。社会生活の中で不適

当な行動をとってしまうことは少ない。 

 

  



あなたの電話が解決への第一歩となります。 
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― もしもしこちら医療費相談室です（2023年2月度版） ― 

神奈川県保険医協会、神奈川県医療ソーシャルワーカー協会発行 

045-313-2225  
[第3水曜、14～17時]  

医療費相談室 

 

相談理由：手術が必要なのに医療費を気にされ、治療をためらう患者さんがいます。 

相談の詳細（保険医協会会員のドクターより）  相談員のアドバイス 

気になる患者さん（60 代）のことで、

相談があります。 

糖尿病で通院中の方で、眼の手術が

必要なのですが、経済的な理由から手術

を保留されています。 

患者さんは独居で年金暮らし。持ち家や

預貯金はあるようですが「毎月6万円ほど

の収入で生活をやりくりしており、手術に

かけられるお金がない」とのことです。 

何かよい手立てはないでしょうか。 

 
利用できる制度に国民健康保険の「一部負担

金の減免」高額療養費の「限度額適用認定証」

（非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額

認定証」）があります。医療費の自己負担に上限

が事前に適用され、負担が軽減できます。 

また、持ち家や預貯金などがあるので、今すぐ

申請に至らないにしても、将来、経済的に行き詰

るようなら「生活保護」（P.4）も利用できる可能性

があります。 

必要な医療を受けられず取り返しのつかないこ

とにならないよう、お伝えいただければと思います。 

 

一部負担金の減免制度（国民健康保険）って？ 

 国保法４４条に規定されており、被災した時や、病気や失業などの理由により医療機関等の窓口で一部

負担金を支払うことが困難な時は、その状況に応じて一部負担金の減額、免除または徴収猶予の制度を利

用できる場合があります。なお、減免等の実施状況は各市町村により異なります。各市区町村の担当窓口

（保険年金課など）にお問い合わせ下さい。 

限度額適用認定証（高額療養費） とは？ 

 高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月で上限額を超えた場合に、その超

えた金額を支給する制度です（入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません）。 

事前に申請することで「限度額適用認定証」（住民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定

証」）が発行されます。医療機関の窓口で認定証と保険証を提示すると、窓口での支払いを一定の金額（自

己負担限度額※次ページ参照）にとどめることができます。認定証がなく、自己負担限度額を超えて支払っ

た場合には、払い戻しの申請が必要になります（一部、事前申請が不要の場合があります）。 

申請は加入されている医療保険の保険者に行います。利用については保険者にお問合せ下さい。 
  

7．高額療養費、一部負担金の減免 
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― もしもしこちら医療費相談室です（2023年2月度版） ― 

神奈川県保険医協会、神奈川県医療ソーシャルワーカー協会発行 

045-313-2225  
[第3水曜、14～17時]  

医療費相談室 

医療費の自己負担限度額 

【69歳以下の方】 

適用区分 ひと月の上限額（世帯ごと） 

ア★ 

年収約 1,160万円以上 

252,600円＋（総医療費－842,000円）×1％ 健保：標準報酬月額 83万円以上 

国保：所得額 901万円超 

イ★ 

年収約 770万～約 1,160万円 

167,400円+（総医療費－558,000円）×1％ 健保：標準報酬月額 53万～79万円 

国保：所得額 600万円超 901万円以下 

ウ★ 

年収約 370万～約 770万円 

80,100円+（総医療費－267,000円）×1％ 健保：標準報酬月額 28～50万円 

国保：所得額 210万円超 600万円以下 

エ★ 

年収約 370万円以下 

57,600円 健保：標準報酬月額 26万円以下 

国保：所得額 210万円以下 

オ★ 住民税非課税世帯 35,400円 

【70歳以上の方】 

適用区分 
ひと月の上限額 

外来（個人ごと） 入院＋外来（世帯ごと） 

現役並み 

所得Ⅲ 

年収約 1,160万円以上 

252,600円＋(医療費－842,000)×１% 標準報酬月額 83万円以上 

課税所得 690万円以上 

現役並み 

所得Ⅱ★ 

年収約 770万～約 1,160万円 

167,400円＋(医療費－558,000)×１% 標準報酬月額 53万円以上 

課税所得 380万円以上 

現役並み 

所得Ⅰ★ 

年収約 370万～約 770万円 

80,100円＋(医療費－267,000)×１% 標準報酬月額 28万円以上 

課税所得 145万円以上 

一般所得 

年収約 156万～約 370万円 
18,000円 

（年間 144,000円） 
57,600円 標準報酬月額 26万円以下 

課税所得 145万円未満 

低所得Ⅱ★ 住民税非課税世帯 Ⅱ 8,000円 24,600円 

低所得Ⅰ★ 
住民税非課税世帯 Ⅰ 

8,000円 15,000円 
年金収入 80万円以下 

⬧ ★マークのついている方は限度額適用認定証の申請が必要です。 

⬧ 医療費は、①患者 1人、②暦月、③受診した医療機関、④医科・歯科、⑤入院・外来ごとに計算します。なお、薬局

の負担金は処方せんを発行した医療機関と合算します。また、入院の食事療養費や生活療養費の標準負担額、

保険外負担（差額ベッド代など）は計算の対象外です。 

⬧ 1 カ所の医療機関等での自己負担（院外処方代を含む）では上限額を超えない時でも、同じ月の別の医療機関

等での自己負担を合算することができます。この合算額が上限額を超える場合は申請により高額療養費の支給

対象となります（69歳以下は 1カ所につき 21,000円以上）。 

⬧ 過去 1年間に 4回以上支給を受けた場合は、4回目からの上限額が更に下がります。 

⬧ 「世帯」は同じ保険に加入している人同士が対象です。 

⬧ 住民税非課税世帯は同認定証の提示により入院中の食事代が軽減されます。 
  



あなたの電話が解決への第一歩となります。 
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― もしもしこちら医療費相談室です（2023年2月度版） ― 

神奈川県保険医協会、神奈川県医療ソーシャルワーカー協会発行 

045-313-2225  
[第3水曜、14～17時]  

医療費相談室 

 

相談理由：長期に入院している娘の治療費が払えません。 

相談の詳細（80 代女性より）  相談員のアドバイス 

精神科病院に長期入院中の娘（50

代）のことで悩んでいます。 

入院費が毎月約１２万円（医療費・食事

代・洗濯代日常品費用）かかっており、娘

は障害年金（1 か月で約６万円）を受けて

いますが、入院費の支払いには足りませ

ん。 

足りない分は私たち親が負担していま

すが、年金暮らしで、これ以上の支払いを

続けることはできません。娘の医療費をも

う少し安くできないでしょうか。 

娘は国民健康保険で、高額療養費の限

度額適用認定証は「エ」（P.15）です。 

 
現在、娘さんの住民票がご両親と一緒

で、ご両親に課税されている年金収入があ

るため、限度額適用認定証は「エ」が発行

されていると思われます。 

娘さんの収入だけであれば、非課税にな

り、限度額適用認定証はより限度額の低い

「オ」が取得できると考えられます。 

そのために、便法として娘さんの「世帯

分離」を行ってみてはいかがでしょうか。

戸籍の分籍ではなく、住民票をご両親と別

にする方法です。 

そのほか、精神科病院に入院している場合

は「入院医療援護金」という制度もあります。 

 

住民票の世帯分離とは？  

 住民基本台帳法により市町村は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成し、住民基本台帳を

作成しています。住民基本台帳には、氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などの情報が

登録され、国民健康保険、国民年金、子ども手当などの各種行政サービスの基礎となっています。

世帯主の変更、世帯の分離・合併等、世帯の構成に変更があった場合は届ける義務があります。 

「世帯の分離」とは一つの世帯から世帯員が離れ、違う世帯の世帯主又は世帯員になることを言

います（戸籍の分籍ではありません）。手続きでは、居住地の役所に住民票の世帯変更の届けを行い

ます。 

  

8．住民票の世帯分離、入院医療援護金 
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― もしもしこちら医療費相談室です（2023年2月度版） ― 

神奈川県保険医協会、神奈川県医療ソーシャルワーカー協会発行 

045-313-2225  
[第3水曜、14～17時]  

医療費相談室 

 住民票の世帯分離で、手続きの際はこのような届けを役所に提出します（熊本市の例、一部省略）。 

 

入院医療援護金とは？ 

 適正医療の普及を図ることを目的に、精神保健福祉法に基づき入院している精神障害者へ医療費

の一部（月額 10,000 円）を助成する制度です。 

横浜市・川崎市・相模原市にお住まいの方は各市へ、その他の県内市町村にお住まいの方は神奈

川県に申請手続きを行います。申請の際は申請書のほか、世帯全員の住民票、15 歳以上の世帯全員

分の所得税額を証明する書類などを準備します。詳細は入院している医療機関にご確認下さい。 

【参考：神奈川県の例】 

 対象者は、次の①～④を全て満たしている必要があります。なお、市町村の重度障害者医療費助成制

度等により、医療費の自己負担がない方は対象外です。 

① 神奈川県内（横浜市、川崎市及び相模原市を除く）に本人（入院患者）の住所がある。 

② 精神科病院もしくは一般病院の併設精神科病棟に現に入院している（退院後申請はできません）。 

③ 入院患者及びその入院患者と同一の世帯に属する世帯員全員の前年分の所得税額を合算した

額が 87,000円以下。 

④ 医療費の自己負担額が月額 10,000円以上。 

 月の初日から末日まで入院した場合に月額 10,000円を支給します。 

 支給は入院医療援護金の認定を受けた月からで、申請書の提出月か、その翌月から開始となります。

入院日までの遡り認定はできません。  
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― もしもしこちら医療費相談室です（2023年2月度版） ― 

神奈川県保険医協会、神奈川県医療ソーシャルワーカー協会発行 

045-313-2225  
[第3水曜、14～17時]  

医療費相談室 

 

相談理由：治療費が払えず、通院を我慢している息子が心配です。 

相談の詳細（60 代女性より）  相談員のアドバイス 

同居している息子のことが心配です。 

息子は糖尿病で糖尿病性網膜症もあり、

月々の医療費が内科で 6,000 円、眼科で

5,000 円ほどかかります。治療費が払えず、4

か月前から通院できていません。 

先日、3 年前に病院で受けた眼の手術費用

（30 万円）の分割払いがやっと終わりました。

役所で高額療養費を申請しようとすると、「還

付期限が過ぎているので、手続きできない」と

言われてしまいました。 

私はパートで仕事をしていますが、何とか息

子の医療費を抑える方法はありませんか？ 

 
「高額療養費」は診察を受けた翌日の

初日から２年が経過すると、消滅時効にな

って、申請ができません。 

国民健康保険であれば、「一部負担金

減免」（P.14）の申請を検討されてみてはい

かがでしょうか。 

息子さんの視力や視野の状況によって

は、「身体障害者手帳」（P.7）や「障害年

金」を申請できる可能性があります。 

どの方法も難しい場合は「生活保護」

（P.4）の申請を検討しましょう。 

 

高額療養費制度の時効って？ 

 高額療養費制度に限らず、社会保障制度には、「消滅時効」があります。 

 民法改正により、2020 年 4 月から民法上の消滅時効は権利を行使できることを知った時から 5 年又は

権利を行使できる時から 10 年となっています。現在、高額療養費制度では 2 年ですが、今後変更される

かもれません（ただし、変更は新たに発生した事案に適用されるため、既に時効を過ぎているとさかの

ぼって請求は難しいと思われます。時効となる前に早めの手続きをおすすめします）。 

障害年金ってどのような制度？ 

年金には３つの「もらい方」があります。６５歳に達した時の「老齢年金」、生計を支えている家族が

亡くなった時の「遺族年金」、障害年金の認定基準に該当した時の「障害年金」です。 

障害年金は障害者手帳より幅広い疾患が対象で、以下の 3 つの要件を満たしていれば申請できます。

詳細は居住地の役所の国民年金窓口や年金事務所にお問合せ下さい。 

①加入要件…初診日に国民年金（又は厚生年金）に加入していたか、年金制度未加入の期間（２０歳未満か６０

～６５歳の間）に初診日がある場合。 

②保険料納付要件…初診日の前々月までに、「被保険者期間の３分の 1以上」又は「直近１年」の滞納がない。 

③障害状態要件…２０歳に達した時、又は障害認定日における障害の程度が該当する（「事後重症」もあり）。 
 

 

 

9．高額療養費の時効、障害年金 
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― もしもしこちら医療費相談室です（2023年2月度版） ― 

神奈川県保険医協会、神奈川県医療ソーシャルワーカー協会発行 

045-313-2225  
[第3水曜、14～17時]  

医療費相談室 

 

相談理由：在宅医療や介護の費用が高額になりそうで心配です。 

相談の詳細（60 代女性より）  相談員のアドバイス 

母親（８７歳）の医療や介護費が心配です。 

先日、母親が誤嚥性肺炎で入院しました。寝

たきりで食事ができず、「胃ろう」から栄養を入

れることになりました。痰も自力で出せず吸引

器で取っています。退院したら医師や看護師に

自宅へ訪問してもらい、ヘルパーに介護を手伝

ってもらいたいです。 

医療や介護の費用が高額になりそうですが、

少しでも安くなる制度はありませんか？ 

 
「高額医療費・高額介護合算療養費」が

申請できるかもしれません。 

加入されている医療保険（後期高齢者医

療制度・国民健康保険・健康保険組合）へ、

問い合わせや、手続きの相談をされてみて

はいかがでしょうか。 

 

高額医療・高額介護合算療養費って？  

「医療保険（後期高齢者医療制度・国民健康保険・健康保険組合）を使って受けた医療の、医療

費自己負担額」と「介護保険を使って受けたサービス費用の、自己負担額」の１年間の合計額（同

一世帯・同一医療保険が条件）が、自己負担限度額を超えた場合、超えた額が「高額医療・高額介

護合算療養費」として支給される制度です。支給を受けるには加入している医療保険者に申請を行

います。 

70歳以上の方 

医療保険の所得区分※ 
医療保険＋介護保険の

自己負担限度額（年間） 

現役並み所得Ⅲ 212万円 

現役並み所得Ⅱ 141万円 

現役並み所得Ⅰ 67万円 

一般  56万円 

低所得Ⅱ  31万円 

低所得Ⅰ  19万円 
 

69歳以下の方 

医療保険の所得区分※ 
医療保険＋介護保険の 

自己負担限度額（年間） 

住民税  
課税世帯  

ア 212万円 

イ 141万円 

ウ 67万円 

エ 60万円 

住民税  
非課税世帯  

オ 34万円 
 

※所得区分は、高額療養費（P.15）をご覧ください。 

  

10．高額医療・高額介護合算療養費 
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― もしもしこちら医療費相談室です（2023年2月度版） ― 

神奈川県保険医協会、神奈川県医療ソーシャルワーカー協会発行 

045-313-2225  
[第3水曜、14～17時]  

医療費相談室 

 

相談理由：認知症の夫が病院嫌いで困っています。 

相談の詳細（80 代女性より）  相談員のアドバイス 

83歳の夫のことで悩んでいます。 

夫の認知症が進み、歩行障害、食欲・

ADL の低下があります。最近は「胸が痛

い」と寝てばかりで、何もやろうとしません。

お風呂や着替えも、させてもらえません。 

本人は昔から病院嫌いで、頑なに「病院

は行かない」と言います。しかし、具合が悪

そうで、放っておくわけにもいかず困ってい

ます。 

以前、私がひざの手術で入院した時、近

くに住む娘に泊まり込みで世話をしてもらい

ました。ですが、現在は娘も体調を崩してお

り、頼ることができません。 

 
受診は難しそうですが、訪問診療とい

う形で、医師が自宅に伺う方法はいかが

でしょうか。事前に「病院嫌い」なことを

伝えておくと、診療時にご考慮いただけ

ると思います。 

また、奥様の介護負担の軽減や、ご主人

の心身のサポートのために、「要介護認

定」の申請をおすすめします。認定を受け

ると、ご主人がなるべく自立した生活を

送れるよう、看護師の訪問や入浴等のサ

ービスが利用できます。さらに今後、奥様

の体調不良やご不在時に、ショートステ

イ（介護施設での短期間お泊り）が利用可

能となります。 

 

介護保険制度とは？ おうちで悩まず介護保険サービスのご利用を！ 

加齢や特定の疾病が原因で介護が必要な方に、公的な介護サービスの費用を給付する制度です。

本人の能力に応じ、自立した生活が行えるよう必要な保健医療サービスや、福祉サービスに係る費

用を給付する仕組みです。 

65 歳以上の方（第１号被保険者）は原因を問わず、家事や身支度等の日常生活の支援、寝たきり

や認知症等での常時介護が必要な時に利用できます。また、40 歳～64 歳の医療保険加入の方（第２

号被保険者）も、特定疾病※が原因で介護が必要な状態となった場合に利用できます。 

利用にはお住まいの市区町村に申請し、要介護（又は要支援）認定を受ける必要があります。 

※ 第 2 号被保険者の特定疾病（16 疾病） 

①がん（医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの

に限る）、②関節リウマチ、③筋萎縮性側索硬化症、④後縦靱帯骨化症、⑤骨折を伴う骨粗鬆症、⑥初老期

における認知症、⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病（パーキンソン病関連疾

患）、⑧脊髄小脳変性症、⑨脊柱管狭窄症、⑩早老症、⑪多系統萎縮症、⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎

症及び糖尿病性網膜症、⑬脳血管疾患、⑭閉塞性動脈硬化症、⑮慢性閉塞性肺疾患、⑯両側の膝関節又は股

関節に著しい変形を伴う変形性関節症 

  

11．介護保険 
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― もしもしこちら医療費相談室です（2023年2月度版） ― 

神奈川県保険医協会、神奈川県医療ソーシャルワーカー協会発行 

045-313-2225  
[第3水曜、14～17時]  

医療費相談室 

 介護保険サービスを利用するには、まず「認定申請」をしましょう。 

⬧ 介護保険証を持っていても、「要介護認定」を受けていなければ介護保険サービスは利用できませ

ん。市区町村への申請が必要です。 

⬧ 申請は、本人またはご家族などが市区町村の窓口（介護保険課など）に行います。手続きを地域包

括支援センター、居宅介護支援事業者に代行してもらうこともできますので、相談してみましょう。 

《認定申請の流れ》 

 
 

 介護保険料の負担が重く支払えない時は、「介護保険料の減免」の制度の利用を！ 

災害や失業、事業の休廃止の場合、介護保険料を減免する制度があります。その他にも低所得者

を対象に市町村独自の減免制度を設けている場合があります。 
  

相談

市区町村の役所窓口（介護保険課など）で要介護認定用の申請書を入手。

※自治体ホームページから入手することもできます。

申請

申請書に必要事項を記入し、介護保険証を添えて役所に提出。

※65歳以下の方は健康保険証も必要。

訪問調査

役所の専門職や自治体の委託を受けた事業所の職員が訪問し、

介護認定を受ける本人の心身の状態などを聞き取ります。

主治医意見書の作成

市町村が本人の主治医に主治医意見書の作成を依頼します。

かかりつけの先生に記入してもらいましょう。

審査判定

訪問調査の結果と、主治医意見書の内容をもとに、要介護の判定をします。

結果通知

非該当、要支援１・２、要介護１～５の７区分に判定され、結果が通知されます。
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― もしもしこちら医療費相談室です（2023年2月度版） ― 

神奈川県保険医協会、神奈川県医療ソーシャルワーカー協会発行 

045-313-2225  
[第3水曜、14～17時]  

医療費相談室 

 

相談理由：難病の治療を続けるため、医療費の軽減と今後の就労を相談したい。 

相談の詳細（60 代男性より）  相談員のアドバイス 

先日「指定難病」の病気と診断されま

した。 

治療を続けたいので、医療費を軽くす

る方法が知りたいです。 

今は無職ですが、治療が落ち着いた

らまた働きたいです。 

治療と仕事の両立も相談したいので

すが、どこに相談するとよいでしょうか。 

 
医療費は、「指定難病」の医療費助成制度

が利用できると思います。負担を軽くできます

ので、お住まいの保健所や福祉事務所に相談

してみてください。相談窓口には難病情報セン

ターや県の相談窓口もあります。 

就労については、ハローワークに難病患者の

就職相談担当などが配置されていることがあり

ます。また、病院の医療ソーシャルワーカーにも

相談してみてはいかがでしょうか。 

 

指定難病の医療費助成制度とは？ 

 原因が不明で治療方法が確立されていない難病のうち、厚生労働省が指定する疾患（338 疾病）に

罹患し認定を受けた患者の医療費を軽減する制度です。一部負担金は特定疾患医療受給者証の「月

額自己負担限度額」欄に書かれている金額までとなり、さらに３割負担の方は２割負担となります。

原則、「指定医療機関」で行われた難病に関する医療費に限ります。 

対象は、重症者や継続的医療が必要で「支給認定」を受けられた方です。 

申請は、必要書類（申請書、診断書、世帯全員分の健康保険証のコピー、住民票、課税状況確認書

類など）を居住地の保健所などに提出します。なお、審査には約 3 か月程度かかりますが、申請日か

ら償還払いが可能です（その際は病院窓口に申請中の旨を伝えて下さい）。 

 指定難病の病名一覧 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084783.html 

 難病指定医療機関の一覧 https://www.nanbyou.or.jp/entry/5308 

【相談窓口】 

⬧ 難病情報センター http://www.nanbyou.or.jp 

病気の解説や医療費助成制度、相談窓口など、指定難病に関する各種情報が掲載されています。 

⬧ かながわ難病相談・支援センター https://www.kanagawa-nanbyo.com/ 

⬧ ハローワークに「難病患者就職サポーター」が配置されている場合があります。また、雇用

する事業主への助成制度もあります。 

 

 

 

 

 

11 12．難病の医療費 
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― もしもしこちら医療費相談室です（2023年2月度版） ― 

神奈川県保険医協会、神奈川県医療ソーシャルワーカー協会発行 

045-313-2225  
[第3水曜、14～17時]  

医療費相談室 

 

相談理由：こどもがぜん息で、入院治療が必要と言われました。 

相談の詳細（40 代の父母より）  相談員のアドバイス 

息子（10 代）がぜん息で、クリニックの先生か

ら入院治療が必要と言われました。しかし、生活

に余裕がなく、入院費を工面できず困っています。 

息子は3か月前にもぜん息発作を起こし、救急

車で他の病院に搬送されました。その際の入院

費は分割で何とか支払いましたが滞りがちで、そ

の後の定期的な通院もできない状況です。 

両親ともに派遣社員で工場勤務です。国民健

康保険には加入しています。 

 
小児ぜん息が「小児慢性特定疾病

医療費助成制度」の対象疾患に該当

するかもしれません。医療費が軽減で

きる制度です。 

以前入院した病院のソーシャル

ワーカーに、特定疾病を含めた医

療費の相談をされてみてはいかが

でしょうか。 

 

小児慢性特定疾病の医療費助成制度とは？ 

 対象となる疾病（16 疾患群）にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の

医療費の負担軽減を図るため、医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。 

対象は、18 歳未満の児童で対象疾患に罹患し、指定医療機関で医療を受けている方です（満 18 歳

になる時点で対象となっており、引き続いて治療が必要と認められる場合は 20歳まで延長できます。

要申請）。 

申請は、保護者が必要書類（申請書や医療意見書、生計中心者の所得税額の分かる書類等）を、住

んでいる地域の福祉保健センターまたは保健所に提出します。認められた場合は「医療受給者証」が

交付されます。 

一部負担金は、一律 2 割です（対象疾患の治療に関する医療費のみ）。また、世帯の所得に応じて

1 か月間の上限額が決められています（生活保護世帯には自己負担はありません）。 

 神奈川県川崎市ではぜん息に関わる医療費助成制度（小児ぜん息患者医療費支給事業／成人ぜん息

患者医療費助成制度）を独自に設けていますが、新規受付は 2024年 3月末までの予定です（2023

年 2月現在）。詳細は川崎市にお問合せ下さい。 

 上記のほか、疾病に関わらず子どもの医療費の窓口負担をゼロ（または軽減）にする「小児医療費助成

制度」があります。対象（年齢など）は地域により異なります。詳細はお住まいの市区町村にお問合せ下さ

い。  

 13．ぜん息の医療費 
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― もしもしこちら医療費相談室です（2023年2月度版） ― 

神奈川県保険医協会、神奈川県医療ソーシャルワーカー協会発行 

045-313-2225  
[第3水曜、14～17時]  

医療費相談室 

 

相談理由：父子家庭で、子どもの手術代が払えず困っています。 

相談の詳細（40 代男性より）  相談員のアドバイス 

最近、シングルファーザーになりました。生

活費を稼ぐので精一杯で、子ども（10 代）

の手術代を工面できず、困っています。 

国民健康保険の保険料も滞納がちです。

生活保護は相談しましたが、難しいようで

す。 

 
役所に「児童扶養手当」や「ひとり親家

庭等医療費助成制度」の手続きを相談して

みましょう。 

また、お子さんの「短期被保険者証」（P.6）

や、保険料の分納についても相談してみま

しょう。 

 

ひとり親家庭等医療費助成制度とは？  

 ひとりで子育てを行っている世帯の、医療費の一部負担金を助成する制度です。受診の際に医療機

関の窓口に提示すると一部負担金が助成されます（差額ベッド、食事代は助成対象外）。 

対象者は、ひとり親家庭の父母等と扶養されている児童です。18 歳の年度末まで（児童が一定の

障がいがある又は定時制高校等に在学している場合は 20 歳未満まで）助成が受けられます。一部負

担金は原則無料です。ただし、県内ではすべての市町村で所得制限があるので、収入が一定以上ある

世帯には発行されない場合があります。 

 申請は居住地の市区町村（保険年金課など）に行います。手続きの際、健康保険証や児童扶養手当証書など

が必要となります。 

児童扶養手当とは？ 

 離婚や死亡等の理由によりひとり親世帯となり、父又は母と生計を同じくしていない児童の生活

の安定と自立を促進するための制度です。お住まいの市区町村に申請して認定されると年 6 回・2 か

月分が支給されます。 

児童の人数 全部支給 一部支給 （所得額に応じて決定） 

１人 月額 43,070円 月額 43,060円～10,160円 

２人 月額 10,170円を加算 月額 10,160円～5,090円を加算 

３人以上 
3人目から 1人につき 

月額 6,100円を加算 

3人目から 1人につき 

月額 6,090円～3,050円を加算 

※上記の金額は 2022 年度の例で、支給額は物価に応じ毎年度改定されます。なお、受給資格者、配偶者及び扶養義務者等の

前年所得が限度額を超える場合は、手当の全額又は一部が支給停止となります。 

  

 14．ひとり親家庭の医療費 
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― もしもしこちら医療費相談室です（2023年2月度版） ― 

神奈川県保険医協会、神奈川県医療ソーシャルワーカー協会発行 

045-313-2225  
[第3水曜、14～17時]  

医療費相談室 

 

相談理由：仕事を続けながらがんの治療をしたいが、相談できず悩んでいます。 

相談の詳細（40 代女性より）  相談員のアドバイス 

乳がんが分かり、大学病院で病巣を

摘出しました。今は保険診療の範囲で外

来通院しています。 

手術で入院し休業した時の「傷病手

当金」は申請中ですが、今後治療に専念

して仕事を辞めるとなると経済的に厳し

いです。 

身近に頼れる人はおりません。今後、ど

のように治療を続けながら生活していけ

ばいいのか、悩んでいます。 

 
がん診療連携拠点病院には、がんの患者や

家族からの相談に無料で対応できる「がん相

談支援センター」が設置されています。「がん専

門相談員」がいますので、治療と就労の両立な

どを相談してみるのはいかがでしょうか。 

在職中の方は「産業保健総合支援センター」

でも相談を受けています。 

また、同じような境遇や体験を持つ方同士が

支え合う患者会などの「ピアサポート活動」に

問い合わせてみるのも一つです。 

 

傷病手当金とは？ 

 病気休業中の生活を保障する制度で、健康保険に加入している人が病気やけがで仕事を休み十分

な給料を受けられない時に支給されます（会社を休んだ日が連続して３日間あったうえで、４日目

以降の休んだ日に対して支給）。 

 支給を受ける場合には、次の①から④の条件を全て満たしている必要があります。 

①業務外の事由による病気・けがの療養のための休業。②仕事に就くことができない（就労不能）。 

③連続する 3日間含め 4日以上休んでいる。④休業中に十分な給与の支払いがない。 

 休業期間中、事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合は支給されません。 

 詳細は、加入されている健康保険組合や協会けんぽ等（全国保険協会）にご確認ください。 

【セルフヘルプグループ（自助グループ）について】 

 患者や家族同士が交流できる支え合いの場で、医療機関等で実施している場合もあります。なお、がんに

限らず様々な疾患や障害などをテーマに作られており、多種多様な形で運営がされています。 

参考 「患者必携 がんサポートハンドブック（神奈川県）」 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/nf5/ganntaisaku/ken-torikumi/sapohan.html 

  
 

 15．がん治療と就労の両立相談、傷病手当金 
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― もしもしこちら医療費相談室です（2023年2月度版） ― 

神奈川県保険医協会、神奈川県医療ソーシャルワーカー協会発行 

045-313-2225  
[第3水曜、14～17時]  

医療費相談室 

 

相談理由：個室で入院、費用が心配です。 

相談の詳細（30 代男性より）  相談員のアドバイス 

父のことで悩んでいます。 

父とは別居しているのですが、先日、

心不全で倒れて救急搬送されました。

現在も入院中ですが、病院では個室を

使用しており、手術でペースメーカーを

入れるかもしれません。 

母とは離婚しています。入院保証金

を兄弟で 10 万円支払いましたが、父

がどの程度の支払能力があるかわか

らず不安です。あらかじめ行っておくと

よい手続きなどがあれば、教えて欲し

いです。 

 
入院費の軽減に「高額療養費制度」（P.14）の

「限度額適用認定証」（非課税世帯は「限度額

適用・標準負担額減額認定証」）の申請手続き

を行うとよいです。 

また、ペースメーカーを入れるような状態

なら「身体障害者手帳」（P.7）を取得できる可能

性があります。病院に相談して、手帳の申請

を検討されてみてはいかがでしょうか。等級

によっては「重度障害者医療費助成制度」（P.7）

が使えることがあります。 

個室代は、病院に費用負担が大変な旨を伝

えて「大部屋での対応をお願します」と相談

されてみてはいかがでしょうか。 

 

差額ベッド代の徴収について  

 患者さんやご家族の希望によって個室や室料の高い病室を利用する場合、入院費とは別に差額ベ

ッド代（特別の療養環境提供にかかる室料）が発生します。ただし、以下の例のように、病院が患者

さんに差額ベッド代を求めてはならないケースがあります。 

また、差額ベッドへの入院は患者の自由な選択と同意に基づいて行われるべきとされ、医療機関

は患者に対し十分な情報提供を行い、同意書に署名を受けることとされています。 

【病院が患者さんに差額ベッド代を求めてはならないケース】 

 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合 

（例）救急や術後等で安静を必要とする人。又は常時監視、適時適切な看護及び介助を必要とする人 

 病棟管理の必要性等から個室に入院させた場合で、実質的には患者の選択によらない場合 

（例）ＭＲＳＡ等の患者であって、院内感染を防止するため入院させた者 

  

 16．差額ベッド代 
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― もしもしこちら医療費相談室です（2023年2月度版） ― 

神奈川県保険医協会、神奈川県医療ソーシャルワーカー協会発行 

045-313-2225  
[第3水曜、14～17時]  

医療費相談室 

 

相談理由：仕事中にケガをしました。今後の医療費や生活が心配です。 

相談の詳細（40 代男性より）  相談員のアドバイス 

建設会社に勤めています。仕事中に

足を怪我し、翌日痛みが出たため、病

院を受診しました。 

化膿しており、通院が必要となりまし

たが、会社が小規模で、社会保険がな

く、国保に加入していません。 

しばらくは仕事ができず、医療費の

支払いや生活に困ってしまいます。どう

すればいいか、悩んでいます。 

 
仕事中の怪我ですので、「労災保険」の対象に

なります。治療費の負担は心配ありません。 

ただ、会社が小規模とのことで、労災保険に加

入していない場合があるかもしれませんが、労働

者を一人でも雇用すると、事業主には労災保険の

加入が義務付けられています。もし下請け会社と

いうことであれば、元請け会社の「労災保険」を

使うこともできます。 

まずは会社に経緯を説明し、労災手続きを進め

てはいかがでしょうか。もし応じてもらえない場合

は、せめて通院費の支払いや休業時の補償を会

社に交渉してみる方法もあります。 

 

労災保険（労働者災害補償保険）とは？ 

 仕事中または通勤途上の労働者の負傷、疾病、傷害、死亡等に関して保険給付や社会復帰促進等事

業などが行われます。具体的には、治療費、休業中の賃金、障害者となった場合の一時金の給付、年

金補償、被災労働者が死亡した場合の遺族補償等です。 

業務及び通勤災害での治療は、費用を自己負担せずに受けることができますが、労災保険指定医

医療機関以外で治療を受けた場合は、一旦全額を自己負担し労災保険の請求手続き後に負担した費

用が支給されます。健康保険証を使用した場合は、健康保険から支払われた治療費を返還したうえ

で、労災保険の請求手続きを行います。 

 業務上の事故や疾病に関しては、「事故が業務上の傷病である」こと、「労働者には補償を受ける権利が

ある」ことを雇用主に認めさせることが重要です。 

 相談窓口として、管轄の労働基準監督署や NPO 法人神奈川労災職業病センター（電話 045-573-

4289）などがあります。 

  

 17．労災保険 
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― もしもしこちら医療費相談室です（2023年2月度版） ― 

神奈川県保険医協会、神奈川県医療ソーシャルワーカー協会発行 

045-313-2225  
[第3水曜、14～17時]  

医療費相談室 

 

相談理由：交通事故の補償が打ち切られると困ります。 

相談の詳細（60 代女性より）  相談員のアドバイス 

交通事故で足を受傷して、1 か月

入院しました。退院後も半年ほど通院

しています。 

装具を使っており、自分自身では治

っているとは思いません。しかし保険

会社から、「事故の補償は今年いっぱ

いなので、後遺症の診断書を提出す

るように」と言われています。 

補償が打ち切られると困ります。立

ち仕事のため、当面復帰できる見通し

がなく、精神的にもまいっています。 

 
交通事故の補償は、主治医の治療終了の判断

が必要ですので、保険会社が一方的に打ち切る

ことはできません。 

ただし、補償は「症状固定するまで」となってお

り、仕事復帰するまでとはなっていません。「症状

固定」には「これ以上良くはならない」という状態

も含みます。その時に障害が残るようなら、後遺症

診断に基づく補償を受け、交通事故による補償は

終了となります。 

リハビリで改善が見込める段階では症状固定

にはなりません。後遺症診断のタイミングは主治

医とよくご相談されたほうがいいでしょう。 

 

自動車損害賠償責任保険 （自賠責保険）について 

 交通事故では「自賠責保険」を利用して医療費を支払う場合が多いです。また、被害者が損害保険

会社に対して直接支払いを求める「被害者請求」をする場合が多くなっています。本来、「第三者行

為」によるものは、健康保険の給付対象外ですが、被害者に重大な過失がある場合や自賠責保険や任

意保険から医療費が受けられない場合には、保険者から了解を得て保険診療を受けられます。 

 交通事故では、後遺症診断の時期や、保険での治療終了がしばしばトラブルになります。事故処理について

は、加害者との話し合いではなく保険会社同士の交渉になることも多く、思わぬ交渉結果を提示されることも

あります。複雑な事故の場合は、弁護士などに任せた方がいいかもしれません。 

 業務上または通勤途上の事故で自賠責保険と労災保険のどちらを使うかは、被害者が選ぶことができます。 

【相談窓口】 

⬧ NASVA
ナ ス バ

交通事故被害者ホットライン（独立行政法人自動車事故対策機構） 

被害者の事情に応じて関連する法律や相談窓口を紹介しています。（電話 0570-000738） 

⬧ 都道府県及び市の交通事故相談所、日弁連交通事故相談センター、各保険会社・共済組合、

日本損害保険協会、自動車安全運転センター事務所など。 

参考「自賠責保険ポータルサイト（国土交通省）」 

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/index.html 

 

 

 18．交通事故の医療費 
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― もしもしこちら医療費相談室です（2023年2月度版） ― 

神奈川県保険医協会、神奈川県医療ソーシャルワーカー協会発行 

045-313-2225  
[第3水曜、14～17時]  

医療費相談室 

 

相談理由：相続放棄しても、支払わないといけないのでしょうか？ 

相談の詳細（30 代女性より）  相談員のアドバイス 

亡くなった父親のことで悩んでいます。 

脳梗塞で入院していましたが、先日、亡

くなりました。病院から入院費 110万円の

請求が来ており、高額すぎて支払うことが

できません。 

父とは別居しており、亡くなった時に相

続放棄しました。入院する時「緊急連絡先

として必要」と病院に言われ、身元引受人

になっていましたが、父の入院費が請求さ

れる場合があるとの説明はされていません

でした。 

どうすればいいのか、戸惑っています。 

 
身元引受人に署名した文章の控えはお

持ちですか？また、あなたは書類に自らサ

インをしましたか？ 

身元引受人のほかに、連帯保証人として

の署名もされているでしょうか？ 

連帯保証人としての署名をしていなけ

れば、相続放棄後に医療費を支払う義務は

ありませんので、病院に改めて確認してみ

ましょう。 

 

 

身元引受人と連帯保証人って？ 入院時の身元引受人、連帯保証人 

 入院する際に、多くの病院では身元引受人や、連帯保証人の記載を求められます。 

 以前は、身元引受人と、連帯保証人を区別せず、「保証人」といった内容で署名を依頼する医療機

関もありました。現在は、両者を区別し、それぞれ署名を求められることが多くなっています。 

 身元保証人等がいない場合でも、そのことを理由にして入院を拒否することはできないことが厚

生労働省から通知されています。医師法 19 条違反にもなります。 

 医療機関や、施設などから、身元引受人、連帯保証人などが求められたときは、どういう義務が発

生するのか、よく説明を聞いた上で判断するようにしましょう。 

  

 19．亡くなった家族の医療費 
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― もしもしこちら医療費相談室です（2023年2月度版） ― 

神奈川県保険医協会、神奈川県医療ソーシャルワーカー協会発行 

045-313-2225  
[第3水曜、14～17時]  

医療費相談室 

 

相談理由：オーバーステイですが、何とか受診できませんか。 

相談の詳細（40 代の外国人男性より）  相談員のアドバイス 

治療が受けられず、困っています。 

23 年前に来日しました。無保険ですが、頚椎

椎間板ヘルニアがあり、今まで病院に 3 度ほど

通院しました。あわせて約 65,000 円の医療費

のうち 30,000 円のみを支払っています。しか

し、未払いがあるため、4 度目は受診を断られて

しまいました。 

就労は不安定です。本国で 17歳の時に拳銃

で撃たれた経験等もあり精神的に安定していま

せん。入院するのは、収容されていたことを思い

出してしまい嫌です。 

なお、難民申請を一度却下されましたが、今

年、再申請の手続き中です。 

 
医療費に関わる制度に、いわゆる

「行き倒れ」患者の医療費を市町村が

負担する「行旅病人及行旅死亡人取扱

法」や、県による「外国籍県民未払補

填事業」があります。 

また、「無料低額診療事業」（P.3）を行

っている医療機関を受診する方法も

あります。 

 

外国籍県民未払補填事業とは？ 

 外国人未払医療費に係る医療機関の負担の軽減を図るとともに、外国人の不慮の傷病に対応する

緊急的な医療の確保に資することを目的としています。補填金の支払対象は医療機関です（患者本

人ではありません）。 

 

行旅病人及行旅死亡人取扱法とは？ 

 療養の道を持たず、救済者のいない行旅病人または行旅死亡人に対して，その所在地の市町村長に

応急の救護または死体の埋葬，火葬の義務を負わせ，その費用の弁償方法を定めた法律です。 

 

 日本に逃れてきた難民を支援する団体に「難民支援協会」があります。難民認定への法的支援、医・食・

住の確保の生活支援、自立に向けた定住支援を行っています。 

ホームページ http://www.refugee.or.jp/ 

   

 20．不法滞在の外国人への医療 
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― もしもしこちら医療費相談室です（2023年2月度版） ― 

神奈川県保険医協会、神奈川県医療ソーシャルワーカー協会発行 

045-313-2225  
[第3水曜、14～17時]  

医療費相談室 

 

相談理由：私の意思が弱いのか、頼まれると嫌と言えないんです…。 

相談の詳細（60 代男性より）  相談員のアドバイス 

私は身寄りのない一人暮らしです。い

ろいろと頼みやすいのか、昔からよく頼ま

れごとをされています。 

おとといも、「頭がよくなる薬」といわれ

て、30 万円する薬を買ってしまいました。

昨日、通院先の先生から、「明日がちょう

ど『医療費相談室』の日だから、返金でき

ないのか相談してみなさい」といわれた

ので、お電話しました。 

今までも、言われるままに高いものを買

ってしまって、後から反省することが多い

です。騙されないようにする方法はないの

でしょうか？ 

 
契約してから日が短いので、クーリング

オフが使えると思います。すぐ「消費者セン

ター」に電話して下さい。 

一定の期間が過ぎると、契約解除できな

い場合もあります。民法に基づいて詐欺や

錯誤による取り消し、または無効という方

法もありますが、クーリングオフを使った

方が簡単にできると思います。 

次々に騙されて心配な場合は、お体の状

態にもよりますが「成年後見制度」を利用す

るか、もしくは任意後見契約という形で、将

来の不安に備えることもできます。また、社

会福祉協議会に「日常生活自立支援事業」の

契約を結び、お金の出し入れなどを依頼す

ることもできます。 

 

成年後見制度、日常生活自立支援事業って？  

 「成年後見制度」は認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でない場合、その方

の権利や財産を守るための制度です。判断能力によって「後見（判断が難しい）」、「補佐（判断が著

しく不十分）」、「補助（判断が不十分）」の３つの類型があります。家庭裁判所に申し立てをし、審判

を受けます。支援者には弁護士や司法書士などの専門職だけでなく、家庭裁判所の判断により親族

がなることもできます。また、現在の判断能力がしっかりしている場合は将来低下した時のために、

あらかじめ契約する「任意後見」という方法もあります。 

そのほか、軽い認知症や知的障害、精神障害のために、判断能力が十分でない、かつ、事業の契約

内容を理解できる方は、社会福祉協議会へ「日常生活自立支援事業」による福祉サービスの利用援助

や、日常的な金銭管理を依頼することができます。 

成年後見制度を利用すべきか、日常生活自立支援事業を利用すべきか迷った場合は、各市町村社

会福祉協議会または神奈川県社会福祉協議会へお問い合わせください。 

  

 21．成年後見制度 
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― もしもしこちら医療費相談室です（2023年2月度版） ― 

神奈川県保険医協会、神奈川県医療ソーシャルワーカー協会発行 

045-313-2225  
[第3水曜、14～17時]  

医療費相談室 

ご存知ですか、医療費控除 

医療費控除とは？ ―前年に払った医療費や介護保険の利用料に対して、税金の一部が戻る制度― 

 前年の医療費が 1年間（1月 1日～12月 31日）で 10万円（または所得の 5％）を超える場合、

確定申告の際に「医療費控除」として所得から差し引くことができ、支払った税金の還付を受けるこ

とができる仕組みです。最高 200万円までの医療費控除が受けられます。 

 医療費には納税した本人だけでなく、同一生計の家族の医療費も合算できます（扶養親族でなく仕

送りでも対象です）。 

 手続きは確定申告書と「医療費控除の明細書」を作成し、併せて税務署に提出します。いつでも受

け付けており、5年前までさかのぼって申告できます。 

※領収書は 2017年分から提出不要とされ、自宅で 5年間保管することとなりました。 

 

 

対象となる“医療費” 

① 医師・歯科医師による診療費や治療費（保険外診療分も含む）、入院費、入院中の食事代 

② 薬局で購入した薬代 

③ 通院費用（タクシー代やバス・電車など公共の乗り物の運賃、メモで OK） 

④ 治療のためのあんま、マッサージ、指圧、鍼、灸、接骨などにかかった費用 

⑤ 保健師、看護師などに対して支払った療養上の世話の費用 

⑥ 補装具や医療用機器の購入費、レンタル料 

⑦ 出産のための費用（妊婦健診・通院費・入院の食事代も含む） 

⑧ 寝たきりの人のおむつ代（医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要） 

⑨ 介護保険施設の利用料（特別養護老人ホームは費用の半額） 

⑩ 介護保険の医療系居宅サービス（訪問看護・デイケアなど）、医療系サービスと併用される福祉系

居宅サービス（訪問介護・デイサービスなど）の利用料 
 

《注意》 医療費として認められないもの（例） 

健康診断・人間ドックの費用、近視・遠視・乱視などの矯正用メガネ、コンタクトレンズ、補聴器の

費用、かつらの購入代金や美容整形の費用、患者や家族の希望による差額ベッド代など 

 



もしもしこちら医療費相談室です ―負担を軽く 受けやすい医療を― 
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