
保険給付一覧 更新日　2019年6月4日

給付項目に　　　　　がついている場合は、被保険者からの申請が必要となります。

◆療養の給付
　医療費の7割（70歳から74歳までの高齢受給者は所得により負担割合
　が異なります）
　→医療機関を受診した際に、保険証を提示し、窓口で医療費
　　の３割を支払いますが、残りの７割部分は健保組合が『現
　　物給付』として支払っています。
　　よって、健康保険に未加入の場合は、医療費総額の全額を
　　負担しなければなりません。

★例　医療費総額　100万円　

30万円 70万円

◇病気・けがをした時の『外来にかかった』を参照

◆保険外併用療養費
　「より 新の医療が受けたい」（評価療養）「設備の整った
　病室に入りたい」（選定療養）など、保険で認められていな
　い保険外診療を受けた場合、保険が適用される部分も含めて
　医療費を全額自己負担することになります。
　しかし、保険外診療でも、厚生労働大臣の定める「評価療養」
　「選定療養」を受けた場合、保険が適用される部分は一般的
　な保険診療と同じ扱いとされ、健保組合が負担する7割部分を
　保険外併用療養費といいます。

　※通常の受診と同様に医療機関の窓口に保険証を提示して受診
　　します。

◆療養費
　立替払いをした後に、一定の基準の現金が支給されます。
　・治療用装具
　・保険証がないため自費による診療を受けた場合
　・鍼灸師等の診療を受けた場合　など

◇病気・けがをした時の『保険証をもたずに医療機関にかかった』を参照

◆高額療養費 ◆一部負担還元金
　1ヶ月（暦日）の医療費自己負担額が、下記の算定方法で得た 医療費自己負担額から2万円を控除した額が支給されます。
　高額療養費算定基準額を超えた額が支給されます。 ・一ヶ月（暦日）ごと

・レセプト1件ごと
　・年齢，所得により基準額が異なります。 ・高額療養費は除く
　・世帯合算の負担軽減措置もあります。 ・1,000円未満不支給、500円未満切捨て

（標準報酬月額53万円未満） ★例　医療費総額　100万円　　一般所得者 健保負担額　70万円

　　80,100+（医療費総額-267,000円）×1％＝ 自己負担額　30万円

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

30万円（3割負担の自己負担額）

★例　医療費総額　100万円　　一般所得者 健保負担額　70万円 80,100+（1,000,000-267,000）×1％＝87,430
自己負担額　30万円 300,000-87,430＝212,570　高額療養費

87,430-20,000＝67,430→67,000　一部負担還元金

高額療養費　　　 212,570円
30万円（自己負担額） 一部負担還元金　　67,000円

還付金額　　　　 279,570円
80,100+（1,000,000-267,000）×1％＝87,430
300,000-87,430＝212,570　高額療養費 終的な自己負担額は　 20,430円　となります。

→原則、診療月の3ヵ月後に支給されます。（遅れる場合もあります） →原則、診療月の3ヵ月後に支給されます。（遅れる場合もあります）

◇病気・けがをした時の『医療費の負担が高額になった』を参照

高額療養費　212,570円

法定給付　※健康保険法で決められている給付 付加給付　※法定給付にプラスして支給する独自の給付

３割　自己負担額 ７割　療養の給付として健保負担

上位
高額療養費
算定基準額

87,430円

87,430円 高額療養費　212,570円

一般
高額療養費
算定基準額

終的な自
己負担額
20,430円

一部負担還元金
67,000円

自己負担3割の
30万円のうち

病気・けがをした時（本人）

申請!

申請!



　特定疾病療養受療証の交付を受けている方の自己負担限度額を
　超える部分については、原則として高額療養費が現物給付され
　ます。
　受療証の交付については、申請が必要となります。

◇病気・けがをした時の『医療費の負担が高額になった』を参照

◆合算高額療養費 ◆合算高額療養費付加金
　同一世帯で、医療費自己負担額21,000円以上が1ヶ月（暦日） 　自己負担額から、2万円（家族の場合は3万円）を控除した
　2件以上発生した場合は、合算して高額療養費の算定方法に 　額が支給されます。
　準じ、合算高額療養費として支給されます。 ・一ヶ月（暦日）ごと

・レセプト1件ごと
◇病気・けがをした時の『医療費の負担が高額になった』を参照 ・合算高額療養費は除く

・1,000円未満不支給、500円未満切捨て

◇病気・けがをした時の『医療費の負担が高額になった』を参照

◆訪問看護療養費 ◆訪問看護療養費付加金
　在宅で訪問診療・訪問看護を受ける場合の定められた全費用 　自己負担額から、2万円を控除した額を支給されます。
　から自己負担額を超える部分が支給されます。 ・一ヶ月（暦日）ごと

・レセプト1件ごと
◇病気・けがをした時の『訪問看護を受けた』を参照 ・高額療養費は除く

・1,000円未満不支給、500円未満切捨て

◇病気・けがをした時の『訪問看護を受けた』を参照

◆入院時食事療養費
１食につき、標準負担額を超えた額が支給されます。
→医療機関にて入院し食事をした場合、標準負担額として下記
　の表の金額を支払いますが、残りの食事代金については、健
　保組合が『現物給付』として支払っています。

例えば…
　1回の食事代が1,000円だった場合、標準負担額として460円を
　窓口で支払い、残りの540円は健保組合が『現物給付』として
　支払います。

一般 　４６０円
短期入院 　２１０円
長期入院 　１６０円

一定基準以下の者 　１００円

　　　　区分が『一般』以外の方は申請が必要となります。

◇病気・けがをした時の『入院した』を参照

◆移送費
　病気やけがなどにより移動が困難な患者が医師の指示により
　一時的・緊急的な必要性があって移送せざるを得ない場合で
　その移送等に要した交通費が支給されます。
　基準内であればかかった費用の10割が対象となります。

　※支給基準の詳細は、ＨＰまたは健保組合にお問合せ下さい。

◇病気・けがをした時の『入院した』を参照

◆傷病手当金 ◆延長傷病手当金付加金
　休業１日につき、支給開始日の属する月以前の直近の継続した 　休業１日につき、支給開始日の属する月以前の直近の継続
　12ヶ月の標準報酬月額の平均の30/1の3分の2で、支給開始日か 　した12ヶ月の標準報酬月額の平均の30/1の50％で、傷病手
　ら1年6ヵ月間支給されます。 　当金支給満了後6ヶ月間支給されます。

区　分 標準負担額

市町村民税
非課税者

◇病気・けがをした時の『けがや病気で会社を休んだとき』を参照 ◇病気・けがをした時の『けがや病気で会社を休んだとき』を参照

申請!

申請! 申請!

申請!

申請!



◆出産手当金
　休業１日につき、支給開始日の属する月以前の直近の継続した
　12ヶ月の標準報酬月額の平均の30/1の3分の2で、産前42日後
　56日間支給されます。
　・多胎の場合は、産前98日間となります。
　・出産日が予定日より遅れた期間も支給対象となります。

◆出産育児一時金 ◆出産育児付加金
　1児につき、42万円が支給されます。 　1児につき、2万円が支給されます。

　ただし、分娩医療機関が産科医療補償制度に加入し、医学的
　管理の下で在胎週数22週未満等のとき、または制度に未加入
　のときは、40.4万円が支給されます。

◆埋葬料
　5万円が支給されます
　家族がいない場合には、実際に埋葬を行った人に対し、埋葬料の
　範囲内で（5万円以内）実際に埋葬に要した費用が支給されます。

◆傷病手当金
退職する時に傷病手当金を受けていた人、もしくは受けられ
る状態にあった人が退職し、その病気やけがの療養のため引
き続き働けない場合は、傷病手当金の支給開始日から1年6ケ
月間、引き続き支給されます。

◆出産手当金
退職するとき出産手当金を受けている場合、もしくは、受け
られる条件を満たしていた場合は、支給されます。

◆出産育児一時金
退職後6ヶ月以内に出産したときは、1児につき42万円が支給
されます。

　ただし、分娩医療機関が産科医療補償制度に加入し、医学的
　管理の下で在胎週数22週未満等のとき、または制度に未加入
　のときは、40.4万円が支給されます。

◆埋葬料
①退職後３ヶ月以内（１年以上の被保険者期間は必要なし）
②傷病手当金・出産手当金を受けている間または、受給終了
　後３ヶ月以内に、死亡したときは埋葬料が支給されます。

法定給付　※健康保険法で決められている給付 付加給付　※法定給付にプラスして支給する独自の給付

◇人生・生活の転機の時の『子どもが誕生』を参照

◇人生・生活の転機の時の『子どもが誕生』を参照 ◇人生・生活の転機の時の『子どもが誕生』を参照

法定給付　※健康保険法で決められている給付 付加給付　※法定給付にプラスして支給する独自の給付

◇人生・生活の転機の時の『死亡した』を参照

法定給付　※健康保険法で決められている給付 付加給付　※法定給付にプラスして支給する独自の給付

◇人生・生活の転機の時の『退職した』を参照

出産をした時（本人）

死亡した時（本人）

資格喪失後の給付（退職前継続して１年以上被保険者だった本人）

申請!

申請!

申請!

申請!

申請!

申請!

申請!

申請!



◆家族療養費

2割負担
※現役並み所得者：3割負担

 6～69歳 3割負担
 6歳未満 2割負担

　→医療機関を受診した際に、保険証を提示し、窓口で年齢等
　　に応じた自己負担割合を支払いますが、残りの医療費は健
　　保組合が『現物給付』として支払っています。
　　よって、健康保険に未加入の場合は、医療費総額の全額を
　　負担しなければなりません。

◆保険外併用療養費（家族療養費）
　「より 新の医療が受けたい」（評価療養）「設備の整った
　病室に入りたい」（選定療養）など、保険で認められていな
　い保険外診療を受けた場合、保険が適用される部分も含めて
　医療費を全額自己負担することになります。
　しかし、保険外診療でも、厚生労働大臣の定める「評価療養」、
　「選定療養」を受けた場合、保険が適用される部分は一般的
　な保険診療と同じ扱いとされ、健保組合が負担する7割部分を
　保険外併用療養費といいます。

　※通常の受診と同様に医療機関の窓口に保険証を提示して受診
　　します。

◆第二家族療養費
　立替払いをした後に、一定の基準の現金が支給されます。
　・治療用装具
　・保険証がないため自費による診療を受けた場合
　・鍼灸師等の診療を受けた場合

◆家族高額療養費 ◆家族療養費付加金
　1ヶ月（暦日）の医療費自己負担額が、下記の算定方法で得た 医療費自己負担額から、3万円を控除した額が支給されます。
　高額療養費算定基準額を超えた額が支給されます。 ・一ヶ月（暦日）ごと

・レセプト1件ごと
　・年齢，所得により基準額が異なります。 ・家族高額療養費は除く
　・世帯合算の負担軽減措置もあります。 ・1,000円未満不支給、500円未満切捨て

★例　医療費総額　100万円　　一般所得者 健保負担額　70万円

（標準報酬月額53万円未満） 　　　自己負担3割 自己負担額　30万円

　　80,100+（医療費総額-267,000円）×1％＝

（標準報酬月額53万円以上）
　 167,400+（医療費総額-558,000円）×1％＝ 30万円（3割負担の自己負担額）

80,100+（1,000,000-267,000）×1％＝87,430
★例　医療費総額　100万円　　一般所得者 健保負担額　70万円 300,000-87,430＝212,570　家族高額療養費

　　　自己負担3割 自己負担額　30万円

87,430-30,000＝57,430→57,000　家族療養費付加金

家族高額療養費　　 212,570円
家族療養費付加金　　57,000円

30万円（自己負担額） 還付金額　　　　　 269,570円

80,100+（1,000,000-267,000）×1％＝87,430 終的な自己負担額は　 30,430円　となります。
300,000-87,430＝212,570　家族高額療養費

→原則、診療月の3ヵ月後に支給されます。（遅れる場合もあります）

→原則、診療月の3ヵ月後に支給されます。（遅れる場合もあります）

　特定疾病療養受療証の交付を受けている方の自己負担限度額を
　超える部分については、原則として高額療養費が現物給付され
　ます。
　受療証の交付については、申請が必要となります。

法定給付　※健康保険法で決められている給付 付加給付　※法定給付にプラスして支給する独自の給付

患者の年齢 自己負担割合

70～74歳

◇病気・けがをした時の『外来にかかった』を参照

◇病気・けがをした時の『保険証をもたずに医療機関にかかった』を参照

一般

高額療養費
算定基準額 終的な自

己負担額
30,430円

家族療養費付加
金　57,000円 家族高額療養費　212,570円

上位 87,430円

高額療養費
算定基準額

87,430円 家族高額療養費　212,570円
自己負担3割の
30万円のうち

◇病気・けがをした時の『医療費の負担が高額になった』を参照

◇病気・けがをした時の『医療費の負担が高額になった』を参照

病気・けがをした時（家族）

申請!

申請!



◆家族訪問看護療養費 ◆家族訪問看護療養費付加金
　在宅で訪問診療・訪問看護を受ける場合の定められた全費用 　医療費自己負担額から、3万円を控除した額が支給されます。
　から自己負担額を超える部分が支給されます。 ・一ヶ月（暦日）ごと

・レセプト1件ごと
・家族高額療養費は除く
・1,000円未満不支給、500円未満切捨て

◆入院時食事療養費
１食につき、標準負担額を超えた額が支給されます。
→医療機関にて入院し食事をした場合、標準負担額として下記
　の表の金額を支払いますが、残りの食事代金については、健
　保組合が『現物給付』として支払っています。

例えば…
　1回の食事代が1,000円だった場合、標準負担額として460円を
　窓口で支払い、残りの540円は健保組合が『現物給付』として
　支払います。

一般 　４６０円
短期入院 　２１０円
長期入院 　１６０円

一定基準以下の者 　１００円

　　　　区分が『一般』以外の方は申請が必要となります。

◆家族移送費
　病気やけがなどにより移動が困難な患者が医師の指示により
　一時的・緊急的な必要性があって移送せざるを得ない場合で
　その移送等に要した交通費が支給されます。
　基準内であればかかった費用の10割が対象となります。

　※支給基準の詳細は、ＨＰまたは健保組合にお問合せ下さい。

◆家族出産育児一時金
　1児につき、42万円が支給されます。

　ただし、分娩医療機関が産科医療補償制度に加入し、医学的
　管理の下で在胎週数22週未満等のとき、または制度に未加入
　のときは、40.4万円が支給されます。

◆家族埋葬料
　一律、5万円が支給されます。

◇人生・生活の転機の時の『子どもが誕生』を参照

◇病気・けがをした時の『訪問看護を受けた』を参照

◇病気・けがをした時の『訪問看護を受けた』を参照

区　分 標準負担額

法定給付　※健康保険法で決められている給付 付加給付　※法定給付にプラスして支給する独自の給付

◇人生・生活の転機の時の『死亡した』を参照

市町村民税
非課税者

◇病気・けがをした時の『入院した』を参照

◇病気・けがをした時の『入院した』を参照

法定給付　※健康保険法で決められている給付 付加給付　※法定給付にプラスして支給する独自の給付

出産をした時（家族）

死亡した時（家族）

申請!

申請!

申請!

申請!


