
　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、今年度から「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。送付
時期や対象期間については下記のとおりです。

　これまで高額療養費の支給対象となった被保険者の皆
さまには、市から郵送した高額療養費支給申請書と領収
書の提出をお願いしていました。このたび、申請から支
給までの事務の見直しを図り、12月以降に郵送する高額

療養費支給申請書の申請時に自動振込を申し込んだ場
合、次回以降高額療養費の支給に該当した際は、支給申
請手続きを省略し支給を決定します。
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医療費のお知らせを郵送します

高額療養費支給の申請方法が変わります

市報

各紙面の

注目記事

【2面】
特定健診を
受けましょう!

【3面】
糖尿病について
〜Q&A〜

【4面】
マイナンバーカードの
保険証利用に
ついて

送付時期 通知の対象となる診療月

11月下旬 令和２年11月診療分〜令和３年６月診療分(８カ月分)

令和４年２月中旬 令和３年７月診療分〜令和３年10月診療分(４カ月分)

■世帯ごとに1つの封筒に入れて郵送します。
■�医療費として記載された金額には、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問い合わせには回答
できませんのでご了承ください。

医療費控除申告の手続きに使用できます
　「医療費のお知らせ」は、医療費控除の申告手続きの際、医療
費の明細書として使用できます。ただし、確定申告開始時点では、
10月診療分までの明細を郵送するため、当年分の申告に使用す
る場合は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、領収書は必ず保管するようお願いします。

12月以降に郵送する
高額療養費支給申請書
で自動振込希望の
有無を確認

希望する場合、
指定口座情報を記入し、
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

これからの流れ

　この手続きは初回の自動振込申請時のみです。
　次回以降、高額療養費の支給対象となった場合は、市
に登録された口座に振り込みます。申請手続きやご来庁
の負担がなくなります。

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場合。
▪その都度違う口座への振り込みを希望する場合。
▪納期限が到来している健康保険税の未納がある場合。
※�その他の詳細については、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。

問 健康増進課国民健康保険係(市役所1階�番窓口)
　 ☎576－2124（直通）

問 健康増進課国民健康保険係(市役所1階�番窓口)
　 ☎576－2124（直通）



慢性腎臓病 高血圧 肥満

高脂血症 糖尿病 喫煙

慢性閉塞性
肺疾患

（COPD）

がん 免疫抑制

新型コロナウイルス感染症の重症化リスク 特定健診で
体の状態を
確認することが
可能です！

コロナ重症化
リスクの
確認を！

　新型コロナウイルスの感染拡大により、外出自粛が求められた結果、筋力の低下、免疫の低下、生活習慣病の悪化、
ストレスによるこころの病、認知機能の低下などの健康二次被害が心配されています。
　外出自粛の影響は健診受診者数にも表れています。国立市国民健康保険加入者の特定健診受診者数も減少し、令和元年度
約48%だった健診受診率が、令和2年度は約40%程度に落ち込み、約7,000人の方が受診していませんでした。
　生活習慣病の早期発見・重症化予防のために、毎年受診するようにしましょう。

①③④は年度内1回、②⑤は2カ年に1回
⑥�は西暦奇数年生まれ、偶数年生まれを交互に2
カ年に1回

検診の種類 対象
①胃がん(バリウム) 40歳以上

②胃がん(胃カメラ) 50歳以上
自己負担3,000円

③肺がん
　（胸部レントゲン2方向) 40歳以上

④大腸がん(便潜血2日分) 40歳以上
⑤乳がん
　（マンモグラフィ+視触診)

40歳以上女性
自己負担2,000円

⑥子宮頸がん（頸部細胞診） 20歳以上女性

　年度末時点で40歳以上
の対象者に、誕生月に合わ
せて令和3年度の特定健診
の受診券を郵送していま
す。受診期間が過ぎた方
は、令和4年2月28日㈪ま
で延長できます。期間延長
を希望する方は必要書類を
発行しますので問までご連
絡ください。年度途中で国
立市国民健康保険に加入し
た方は、受診券を発行しま
すので、問までご連絡くだ
さい。

問 保健センター
　 ☎572－6111

　国立市国民健康保険加入者を対象に人間ドック
利用料金の一部助成を行っています。40歳未満の
方も利用できます。40歳以上の方は、特定健診また
は人間ドックのどちらか1つを選んで受診できます。

申込方法
1.国立市が契約している検査機関に予約をとる。
2.�検査日の10日前までに問の窓口にて、健康保険
証と認印を持参し、利用券の交付を受ける。
3.�検査当日、検査機関へ利用券を提出し、本人負担
額を支払う。令和3年度の受診期間は令和4年2月
28日㈪までです。
※�検査項目・自己負担額は検査機関によって異な
ります。詳細は、問で配布しているリーフレット、
または市ホームページでご覧いただけます。

忘れずに特定健診を受けましょう

特 定 健 診 国 立 市 が ん 検 診 人 間 ド ッ ク

2

無　料
一部自己負担あり

自己負担あり
一部助成（2万円）

無　料

問 保健センター　がん検診専用ダイヤル
　 ☎505－7030

※要事前申請
問・申請先：健康増進課国民健康保険係
� (市役所1階�番窓口)
� ☎576－2124（直通）

Q.�　定期受診をしているから、健診は受けなくて
もいいの?

A.�　定期受診をしている医療機関で、採血や胸部
レントゲン、尿検査などすべての項目を検査し
ている場合には、特定健診は受けなくてもかま
いません。ただし、項目によっては検査してい
ない場合もありますので、かかりつけ医とご相
談の上、足りていない項目があれば、ぜひ、特
定健診をご受診ください。

Q.�　国民健康保険に入っていますが、職場で健診
を受けているので、特定健診は受けなくて大丈
夫ですか?

A.�　職場で健診を受けている方は、特定健診を受
ける必要はありません。なお、職場での健診の
結果を市に提出すると、国に健診受診者として
報告することができます。受診率が上がること
で、国立市国民健康保険への補助金が増額され
ますので、ぜひ、ご協力をお願いします。

　新型コロナウイルス感染症にかかっ
た場合、重症化するリスクの高い状態
について厚生労働省は右記の9つをあ
げています。このうち5つは特定健診
で状態を確認することができます。ぜ
ひ、特定健診を利用して体の状態を確
認し、必要に応じて生活習慣の改善を
行ったり、治療を受けましょう。

健康診査で体の状態の確認をしましょう

新型コロナウイルス感染症による健康二次被害

糖尿病・高血圧・高脂血症・がんなど、生活習慣病の発症・悪化

運動不足 会話の減少

ストレス

不　安

筋力の低下

テレビなど
からの情報
（患者数増
加や重症者）
の経過

まとめ買い・
一人で食事

動きにくい、
動けない

こころの
不調

栄養不足・
偏り

健康診断・
がん検診の
受診控え

インスタント食品
や加工食品の
摂取増加

要支援・要介護
者の増加

外出自粛

コロナ禍が収束した後、
元気で過ごせない恐れが

か

問 保健センター ☎572－6111



5 人に 1人が糖尿病またはその予備群 !?
3

※要事前申請
問・申請先：健康増進課国民健康保険係
� (市役所1階�番窓口)
� ☎576－2124（直通）

　国の調査では成人の 5人に 1人が糖尿病またはその予
備群にあたるといわれています。糖尿病には、自己免疫
の異常などにより膵

すい

臓
ぞう

からのインスリン分泌が極度に低
下する「1型」と、遺伝や生活習慣によってインスリンの
分泌低下と効きが悪くなる「2型」があります。日本人で
は「2型」の割合が 90%以上です。2型糖尿病が急激に

増えた大きな原因は、戦後から変化してきた「食生活」、
交通手段の変化による「運動不足」、そして「ストレス」の
3つと言われています。
　新型コロナウイルス感染症での重症化リスクともなる
糖尿病や高血糖について、最新のQ&Aでお知らせします。

Q.�　糖尿病は認知症と関係があると聞きました。本当
ですか?

A.�　認知症はアルツハイマー型認知症が有名ですが、糖尿病
の方の場合、脳血管障害から起きる脳血管型認知症になる
方も多いのが特徴です。糖尿病のない高齢者と比べると、
認知症の発症率は2〜4倍ほど高いというデータがありま
すので、早い時期から高血糖や低血糖を防ぎ、血糖値をコ
ントロールしていくことが重要です。

Q.�　最近、血糖スパイクという言葉をよく耳にします
が、何のことですか?

A.�　空腹時は問題ないのに食事を始めてすぐ後の血糖値が急
上昇し、やがてまた正常に戻る、これを「血糖スパイク」と
呼びます。この「血糖スパイク」を知らずに放置すると、体
内の重要な血管が傷つけられ、心筋梗塞や脳梗塞を起こし
やすくなるだけでなく、認知症やがんのリスクが増えるこ
ともわかってきました。

治療をしていない高血糖の方へ
　まずはかかりつけ医にご相談ください。かかりつけ医のい
ない方は、下記のとおり、糖尿病の受診に関する相談に応じ
ています。また、運動や食事についても相談できます。
健康・栄養相談 　第1・第3水曜日（予約制）

問 保健センター　☎572－6111

治療中の方へ
　検査値が基準以上の方に糖尿病性腎症重症化予防事業を実
施しています。服薬・栄養・運動等について、6カ月間の保
健指導を行っています。対象の方には個別に通知をしていま
す。ぜひ、ご参加ください。

問 健康増進課国民健康保険係(市役所1階�番窓口)　
　 ☎576－2124（直通）

Q.�　なぜ、体重が増えると血糖値が上がりやすくなる
のですか?

A.�　内臓脂肪が増えると血糖値を下げるホルモン(インスリ
ン)の効きが悪くなることがわかっています。インスリン
を出しても効きが悪く血糖値が下がらないため、体はイン
スリンを出し続けます(高インスリン血症)。数年から数十
年、多量のインスリンを出し続けた結果、膵臓の機能が低
下してインスリンの出る量が減ってしま
い、糖尿病を発症してしまうことがあり
ます。糖尿病の発症後も肥満の状態であ
ると血糖値が安定しないことがあります
ので、肥満の場合は現体重から3〜5%の
減量が必要です。

Q.�　一度糖尿病になったら、治ることはないのでしょ
うか?

A.�　治癒はしませんが、糖尿病ではない方と同じ血糖値にコ
ントロールすることができる場合があります。ただし、血
糖値が上がりやすい体質であることに変わり
はありませんので、以下のような生活習慣に
気をつけて過ごすことが必要です。

　①服薬治療は中断しない
　②欠食しない
　③甘い飲料、菓子を取りすぎない
　④�食物繊維(野菜・きのこ・海藻など)を多くとる
　⑤適度な運動を行う
　⑥体重を適正に保つ

Q.�　糖尿病予備群(境界型)と言われました。どうした
らよいですか?

A.�　糖尿病には至っていませんが、正常とも言えない状態を
「境界型」と言います。現状は糖尿病に移行しやすい状態
ですので、「まだ糖尿病にはなっていないから大丈夫」と放っ
ておくのは危険です。また、心筋梗塞など動脈硬化性疾患
の発症率は糖尿病の方と大差がないことがわかってきまし
たので、早期から管理していくことが重要です。

Q.�　糖尿病は、自覚症状がないといいますが、痛くも
ないなら、何が怖いのでしょうか?

A.�　糖尿病は全身の血液や神経が傷つく病気です。糖尿病の
進行による合併症として「末

まっ

梢
しょう

神経障害」「網膜症」「腎症」が
あり、「三大合併症」と呼ばれています。合併症の重症化に
より、足の切断、失明、人工透析など生活に大きな支障が
出るおそれがあります。

　�　また、動脈硬化も進みやすく、狭心症や心筋梗塞、ある
いは脳梗塞などにも注意が必要
です。肺炎や膀

ぼう

胱
こう

炎などの感染
症、骨がもろくなるなど全身の
病気と関連しています。これら
を防ぐために一番大事なのは血
糖をコントロールすることで、
食後の高血糖や低血糖を防ぎ、
血糖の変動をおさえることが重
要です。

こわい合併症は
「しめじ」と「えのき」です

し�んけい

め

じ�んぞう

え�そ

の�うこうそく

き�ょけつせい
　�しんしっかん



▪�いったん登録すれば、就職、転職、引っ越しをしても、
健康保険証として使用可！(医療保険者への届け出は必要
です)
▪�ご本人の同意により、初めての医療機関でも正確な薬剤
情報を医師と共有可！
▪高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除！
▪�医療費情報のオンライン取得ができ、確定申告の医療費
控除手続きが簡単に！
▪ご自身の特定健診情報の確認ができる！

　利用するには、申し込みが必要です。以下のいずれかの
方法でお申し込みください。
▪�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
については下記二次元コードの資料参照)
▪�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）
▪セブン銀行ATMで申し込み
※�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。
※�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。

　被保険者証は、2年に1回切り替えを行っています。有効期限切れの被保険者証について、これまでは市役所への返還を
お願いしていましたが、今後は自身で破棄することができるようになりました。なお、有効期限内の被保険者証ついて
は、これまでどおり市役所への返還が必要です。

　市では、国民健康保険運営協議会を設置し、保険給付の内容や保険税等、国民健康保険に関するこ
とについて、委員の皆さんが審議しています。この審議会委員の任期が令和4年5月31日㈫で満了と
なるため、国民健康保険被保険者代表の委員を募集します。応募方法等の詳細については、令和4年2
月の市報に掲載しますので、ご覧ください。
　ご不明な点は、問までお問い合わせください。
　〇募集人員：4名　　〇任期：令和4年6月1日㈬〜令和7年5月31日㈯　〇応募資格：国立市国民健康保険の被保険者

〇�登録するとどんなことができるように
なるの ?

〇どうやったら利用できるの ?

有効期限切れの国民健康保険被保険者証の取り扱いについて

国立市国民健康保険運営協議会委員募集のお知らせ

イ
ン
フ
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ン

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました！！
４

問 健康増進課国民健康保険係(市役所1階�番窓口)　☎576－2124（直通）

問 健康増進課国民健康保険係(市役所1階�番窓口)　☎576－2124（直通）

▲「マイナンバーカードの
　健康保険証利用について」

▲「マイナポータル
　対応機種」

問 健康増進課国民健康保険係(市役所1階�番窓口)　　
　 ☎576－2124（直通）

　利用登録をしている医療機関・薬局で利用できます。
　利用できる医療機関・薬局は、厚生労働省のホームページで確認できます(右記二次元コードからも確認可)。

〇すべての病院で利用できるの ?

▲11月7日時点での
　利用可能機関

このステッカーが
貼ってある
医療機関・薬局で
利用可能です。

　利用登録している医療機関・薬局は、マイナンバーの健康
保険証利用開始時点で、全体の約8%にとどまり、多くの医
療機関・薬局では対応できない状況です。そのため、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、しば
らくの間は健康保険証もお持ちください。重要

詳細は、
こちらから
ご覧ください。


