
　毎年３月、４月は就職や引越しが多い時期です。現在、国立市の国民
健康保険に加入している方が、就職先の健康保険に入ったり、他区市
町村へ転出した場合、国立市の国民健康保険を脱退する手続きが必要
です。
　また、退職により勤務先の健康保険をやめた場合等、国民健康保険

に加入する必要があります。以下の表を参考に、健康保険の切り替え
手続きをお済ませください。
　マイナンバーカードを取得している方で、健康保険証利用機能登録
を済ませた場合でも、窓口での切り替え手続きが必要ですのでご注意
ください。

※国保：国民健康保険

くにたち国保だより
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健康保険証の切替え手続きをお済ませください

医療費のお知らせを郵送します
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こんなとき（場面） 提出書類
国立市に転入してきたとき 転出証明書
職場の健康保険をやめたとき 資格喪失証明書
子どもが生まれたとき 母子健康手帳
生活保護が受けられなくなったとき 生活保護廃止決定通知書

問 保険年金課国民健康保険係（市役所1階�番窓口）
　 TEL 576–2124

問 保険年金課国民健康保険係（市役所1階�番窓口）
　 TEL 576–2124

～健康保険の切り替え手続きが必要な場合（参考例）～

　国立市国民健康保険に加入中の皆さまに国民健康保険制度に対す
る理解と健康に関する認識を高めてもらうため、「医療費のお知らせ」

（医療機関に支払った一部負担金を集計した通知）を郵送します。届い
たお知らせは大切に保管してください。

■世帯ごとに１つの封筒に入れて郵送します。
■�医療費として記載のある金額には、国民健康保険の給付の対象
外である差額ベッド代や診断書等の証明書代は含まれません。
■�傷病名や診療内容等のお問い合せには回答できません。

医療費控除申告の手続きにお使いいただけます！
※�令和３年11月診療分～令和４年６月診療分（８カ月分）は、令和４年11月
下旬に郵送しています。

送付時期 今回の通知の対象となる診療月
２月中旬 令和４年７月診療分～令和４年10月診療分（4カ月分）

　「医療費のお知らせ」は、医療費控除の申告手続きの際、医療費
の明細書としてお使いいただけます。ただし、確定申告開始時点
でお届けできるのは10月診療分までです。そのため、当年分の
申告に使用する場合、11月・12月診療分は医療機関が発行す
る領収書に基づき「医療費控除の明細書」を作成し、申告書に添
付する必要があります。そのため、領収書を必ず保管をしておい
てください。

　国立市国民健康保険では、給与所得を受けている方のうち、新型コ
ロナウイルスに感染し、または、発熱等の症状があって感染が疑われ
る方が療養のため仕事を休んだ際に、勤務先からその間の給与が支
給されなかった場合、傷病手当金を支給しています。
■�支給対象：労務に服することができなくなった日から起算して3
日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就
労を予定していた日数　※申請には事業主の証明が必要です。
■�1日あたり支給額：1日あたり支給額（直近の継続した3カ月（注1）
の給与収入の合計額÷勤務日数）×（2/3）　※支給額に上限あり。
　（注１）労務に服することができなかった期間を含めた前3カ月。
■�支給適用期間：令和2年1月1日～令和５年３月31日で療養のた
め労務に服することができない期間（最長１年6カ月まで）。

■�請求可能期間：労務に服することができなくなった
日の翌日から２年間（請求忘れにご注意ください）。
　※�申請に必要な書類等の詳細は、市 HPをご覧くだ
さい。

～後期高齢者医療保険にご加入の方へ～
　後期高齢者医療保険にも同様の制度があります。お問い合わせは、
東京都後期高齢者医療広域連合お問合わせセンター（ TEL 0570–
086–519）までご連絡ください。

傷病手当金の支給適用期間が延長されました
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こんなとき（場面） 提出書類
他市区町村へ転出するとき 国保の健康保険証

職場の健康保険に入ったとき 国保の健康保険証
勤務先の健康保険証

亡くなったとき 国保の健康保険証
葬祭費用の領収証

生活保護を受け始めたとき 国保の健康保険証
生活保護決定通知書
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特定健診

人間ドック助成

対象者：40歳以上の国立市国民健康保険加入者
自己負担：無料
　受診券を紛失した方、受診券に記載の有効期限が過ぎた方、年
度途中に国立市国民健康保険に加入した方は、必要書類を発行し
ます。受診期限が迫っておりますので、お早めにご連絡ください。
問 保健センター 　 TEL 572–6111

　国立市国民健康保険加入者を対象に、人間ドック利用料金の一
部を助成します。40歳未満の方もご利用いただけます。
40歳以上の方は、特定健診または人間ドックどちらか1つの受診
になりますのでご注意ください。対象医療機関は、下記まで問い
合せいただくか、市 HPをご覧ください。

問 保険年金課国民健康保険係（市役所1階�番窓口）
　  TEL 576–2124

　市のがん検診は、胃がん（胃バリウム、胃内視鏡）、肺がん、大腸
がん、乳がん、子宮頸がんを実施しています。受診方法や日程等の
詳細は、市報の毎月20日号、市 HPに掲載しています。

【国立市特定健診対象者で職場健診を受けた方へ】
　パート先等勤務先で受診した結果の写しと「令和4年度国立市
特定健康診査受診券」裏面の問診票（記入済のもの）を下記まで
持参していただくか郵送してください。ご連絡いただければ返信
用封筒をお送りします。また、全額自費で受診した人間ドックも
同様にお知らせください。ご提出いただくと、国立市の健診とし
て報告できますので、ぜひご協力をお願いします。

問 がん検診専用ダイヤル　 TEL 042–505–7030

問・提出先
〒186–0003　 富士見台３–16–５国立市保健センター
　　　　　　　 TEL  572–6111
窓口開所時間　平日８時30分～５時

国立市国民健康保険に加入している方の医療費

■調剤　■歯科　■外来　■入院

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

循環器
20.6%

新生物
17.0%

精神疾患
12.0%

筋骨格
9.4%

神経
8.5%

損傷、中毒
5.1%

その他
15.1%

がん検診を受けて
早期発見・早期治療を
しましょう。

※国立市国民健康保険の2021年度入院医療費総額16億8,700万円を100％として計算

筋骨格系の疾患の入院は、
骨折や関節の手術等が多く
なっています。

加齢や不適切な生活習慣など
によって詰まりやすく

なっていく血管のイメージ図

出典：国保データベース（健康スコアリング）

出典：国保データベース（健康スコアリング）

（参考）被保険者数

　人生100年時代と言われる今
こん

日
に ち

、医療と上手にかかわることがいつまでもいきいきと過ごすためのカギとなります。
つまり、軽症のうちにきちんと医療にかかり、同時に生活習慣も見直して、将来の大きな病気を防ぐことが大切です。

国立市国民健康保険の医療費

市内の疾病分類ごとの入院医療費の割合（％）

医療費が多くかかり、ご本人
や家族の負担が大きい

大きな病気を防ぐためには
定期受診が必要

重複して薬をもらわない
ことや、ジェネリック医
薬品の利用で医療費を
減らすことが可能

国立市では、循環器（心臓の疾
患）での入院医療費が多い傾向
があります。血圧の管理が大切
です。

３面の虎の巻を要チェック

健診を毎年受けて、
体調管理しています！

呼吸器
6.8%

消化器
5.5%

単位：億円

19,718人 19,171人 18,939人20,060人

令和４年度国立市特定健診・人間ドックを受けましたか？令和４年度国立市特定健診・人間ドックを受けましたか？
期限は２月28日●までです！期限は２月28日●までです！火

入院

外来

調剤

50億　

40億
　

30億
　

20億
　

10億
　

0

17億9,900万円

18億7,800万円

3億9,900万円

9億8,000万円 9億8,900万円

17億1,200万円

18億6,700万円

3億9,500万円

9億9,700万円

16億8,900万円

17億9,600万円

3億7,200万円

10億0,200万円

16億8,700万円

19億0,800万円

3億9,600万円

合計50億5,600万円 合計49億7,100万円 合計48億5,900万円 合計49億7,100万円



問 保健センター　  TEL 572–6111

問 保健センター　  TEL 572–6111

だしの素に
注意！

これだけで1g
以上の減塩

こしょうやトウガ
ラシ、酢などを利用

特定非営利活動法人　日本高血圧学会
高血圧に関する川柳・標語コンテストより

外側に味を
つける 具は2種類以上 本当に必要な

ときのみ使う

上手に減塩するための　　　か条 ご相談は、健康・栄養相談（予約制）をご利用ください。

うで振ってうで振って

　　塩ふらないで　　塩ふらないで

　　　　　日々運動　　　　　日々運動

Q.　お薬以外にも血圧をさげる方法はありますか？

A. 　食事、運動、嗜好品などの生活習慣を見直すことで高血圧の予防や改善が
期待できます。�服薬を始めた後でも、薬の量を減らすのに役立つ場合があ
ります。

　�❶減塩：食塩摂取量６ｇ未満／日
　❷肥満の改善：体格指数（BMI）25未満
　❸�節酒：日本酒なら1合、ビール中瓶なら1本、焼酎なら半合、ウイスキー・

ブランデーはダブル1杯、ワインは2杯まで
　❹運動：毎日30分以上または週180分以上の運動
　❺�食事：野菜や果物、魚などに多い多価不飽和脂肪

酸を積極的に摂取し、肉の脂身などに多い飽和脂
肪酸、コレステロールを避ける

　❻禁煙：喫煙・受動喫煙も避ける
　❼その他：防寒・ストレスのコントロール

Q.血圧計はどんなものを使ったらいいですか？

A.  　血圧計はカフ（圧迫帯）が心臓と同じ高さになるようにして
測る必要があるので、腕に巻いて測るタイプの血圧計がおす
すめです。

　��　数値は、カフが心臓の位置より高いと低く、また心臓の位置
より低いと高く出やすくなります。手首で測る場合は机に肘
をつけて曲げ、手首のカフの高さと
心臓の位置を合わせましょう。
　　血圧計はカフ（圧迫帯）が心臓と�
　同じ高さになるようにして測りま�
　しょう。

Q.　 親が高血圧なのですが、私も高血圧に
なりますか？

A.   　高血圧には家族性の要因が60％あるといわれてい
ます。これには遺伝の要素と家族で似た環境（味付け
が濃い、過食や偏食などの食習慣、運動不足などの運
動習慣など）で生活しているという環境の要素両方の
可能性が考えられます。

　�　高血圧の家族歴がある家庭では、子どもの頃から減
塩を心がけて過食を避け、適切な運動習慣を身につけ
るなど、家族ぐるみで高血圧の発症を防ぐことが大切
です。
　�　また、若いうちから機会をみて血圧を測るようにし
ましょう。

家庭で血圧を測りましょう
　高血圧はほとんどの人で自覚症状があり
ませんが、血管が動脈硬化をおこし、脳や
心臓の病気につながったり、腎臓のはたら
きが悪くなったりする怖い症状です。健診
などで血圧が高めだった方、血圧が気にな
る方は家庭で血圧を測ってみませんか。

A.  　血圧は睡眠、起床、食事、入浴、運動などの活動や環境によって変化します。そのため家庭で測った血圧は大切な
情報です。

　　家庭で血圧を記録して、健康診断の際やかかりつけ医に受診する際に医師に見せるようにしましょう。
　すでに高血圧で内服薬を服用している方は、家庭で血圧を測ることでもその効果を知ることができます。

Q.なぜ自宅で血圧を測ったほうがいいのですか？

2.測定回数
1日2回
（医師の指示により1機会につき原則2回測定し、その平均をとる方もいます）

■静かな環境
■椅子に座り、1～ 2分の安静後
■カフの位置を心臓の高さに

血圧の正しい測り方
1.環境

起床後１時間以内
排尿後
朝の薬内服前
朝食前

入浴直後、飲酒直後は
避ける

3.測定条件

3

６

血圧測定血圧測定 虎の巻

※�参考・引用文献
　一般向け「高血圧治療ガイドライン2019」解説冊子　高血圧の話
　特定非営利活動法人日本高血圧学会　特定非営利活動法人日本高血圧協会　編

朝
晩（
就
寝
前
）

カフ（圧迫帯）



①より良い医療受診が可能
　⇒本人の同意があれば、薬剤情報等を医師等と共有することができ、初めての医療機関等においても適切な医療を受けることができます。
②限度額以上の一時的な支払いが不要
　⇒手続きをしなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが不要となります。
　※�同一月内に複数の医療機関や薬局を利用する場合は、合算して限度額を超える部分を一旦ご負担いただきます。
③健康保険証としてずっと使用可能
　⇒就職・転職・引っ越しをしても、健康保険証としてマイナンバーカードを使用することができます。
　ただし、保険者が変わる場合は、切り替えの手続きが必要です。

　マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、申し込みが必要です。下記の３つの方法で
申し込みできます。
①スマートフォンからマイナポータルで申し込み（対応機種については右の二次元コードから参照可）。
②パソコンからマイナポータルで申し込み（ICカードリーダーが必要です）。
③上記①②による申し込みができない方は、『セブン銀行ATM』で申し込むことができます。
　※申し込みには、マイナンバーカード作成時に設定した４桁の暗証番号が必要です。
　※①②③いずれの方法でも申し込みができない場合は、問までご連絡ください。
問マイナンバー総合フリーダイヤル　  0120–95–0178　音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
平日：午前9時30分～午後8時、土・日曜・祝日：午前9時30分～午後5時30分

マイナンバーカードの健康保険証利用の申し込みについて

マイナンバーカードの健康保険証利用によって…
詳細は、 『マイナポータル』 ⇒

　マイナンバーカードの取得は任意です。また、現在のところ、すべての医療機関等でマイナンバーカー
ドの健康保険証利用に対応できているわけではありません。
　マイナンバーカードの健康保険証利用の申し込みをした場合でも、受診前に医療機関等にマイナンバーカー
ドで受診できるかどうか確認するとともに、しばらくの間は健康保険証も医療機関・薬局へお持ちください。

ポイント

マイナンバーカードの健康保険証利用について

　高額療養費の支給申請手続きについて、高額療養費支
給申請時に自動振り込みを希望した場合、次回以降高額
療養費の支給に該当した際は自動的に支給決定し、登録
した口座に振り込みをする「支給申請簡素化登録」を実施

しています。
　簡素化登録を希望する場合は、支給該当時に以下の手
続きにより登録してください。

高額療養費の支給申請簡素化登録をぜひご利用ください！

送付された高額療養費
支給申請書の自動振込
希望欄を確認

希望する場合、「自動振
り込みを希望する」に
チェックを入れ、口座情
報等を記入後、郵送また
は窓口で申請

市が自動振込用の
口座を登録

高額療養費の支給決定後に
支給決定通知書を対象者に
郵送し、指定口座へ振り込み

～ 簡素化申請の流れ ～

　この手続きは初回の申請時のみです！
　次回以降、高額療養費の支給対象となった場合は、市に登録
した口座に振り込まれます。これにより、申請手続きや来庁の
負担が軽減されます。

注意事項
　以下の条件に当てはまる場合、従来どおりの支給申請が必要です。
▪世帯主以外の名義の口座を振込先に指定する
▪その都度違う口座への振り込みを希望する
▪納期限が到来している国民健康保険税の未納がある
※�その他の詳細は、高額療養費支給申請書に同封するご案内をご
覧ください。

　国立市における「こども医療費助成制度」では、現
在、国民健康保険または各種健康保険に加入してい
る0歳～中学生までの児童について、病気やケガで
医療機関を受診した際に、医療費の一部を助成して

います。
　このことについて、子育て世帯の負担軽減と子育
てしやすいまちづくりを実現するため、以下のとお
り４月１日㈯から制度内容を拡充します。

保護者の所得に関係なく、医療費の一部助成を受けることができます。
①保護者の所得制限を撤廃！

②医療費助成対象を市内在住の高校生相当年齢まで拡大！

４月１日から「こども医療費助成制度」が拡充されます！４

▲市 HP

問 子育て支援課子育て支援係

問 保険年金課国民健康保険係（市役所1階�番窓口）
　 TEL  576–2124

　新たに高校生相当年齢（15歳の4月１日～18歳に達した日以降の最初の３月31日までの間にある）
児童も助成の対象となります。年齢に該当しても対象外となる場合もありますので詳細は、市　 �や
市報１月20日号の1面をご覧ください。

HP


