医療費助成（公費）対象者調査書
医療費助成対象者の方が医療機関で診療を受ける際、窓口での医療費支払（医療費一部負担金）の有無を確認する書類です。
記号

番号

被保険者氏名

認定対象者名

続柄

医療費
助成とは？

助成の対象になると、医療機関の窓口で支払う医療費が全額または一部免除さ
れます。地域により独自に運用されています。

★下図のフローチャートに従い、必ず必要書類を提出して下さい。（はい・いいえ に○をして進んでください）
スタート
国もしくは地方自治体等で取り扱っている医療費の助成制度に該当し、受給証
等の交付を受けている。 （ 乳※ 障 母 福 親 ）

いいえ

はい

認定対象者は小学校入学前の方ですか？

いいえ

はい
最寄の市区町村の窓口で、乳幼児医療費助成制度について次の２点
を確認してください。
①認定対象者が乳幼児医療費助成の 対象であるかどうか？
②医療機関の窓口での 医療費の支払いがあるかどうか？

はい
医療機関等で受診した際、窓口で医療費の支払いがない。

はい

当書類を異動届に添付して提出し後日、「保険
給付金支給停止復活申請書」を提出して下さい。
（給付金を停止します）

いいえ

確認後、認定対象者は乳幼児医療費助成の対象ですか？

いいえ

窓口での支払いがあったのは助成の手続き前だからである。

はい

いいえ

当書類のみ異動届に添付し、提出してください

※老人福祉・特定疾患対象者は提出不要です。
※ （乳）−乳幼児（０歳から）に対して、市区町村毎に独自の医療費助成があります（乳幼児医療助成制度） 。最寄の市区町村の窓口で確認の上、記入して下さい。
例） 【東京都】 就学前まで
【神奈川県】 １歳未満（１歳以上所得制限あり）
【愛知県】 ３歳未満 etc・・・

This document is used to determine whether or not a person
eligible for medical assistance is responsible to pay medical
costs (deductibles) at the medical institution when undergoing
examination or treatment.

What is medical assistance?
This is a system under which eligible persons are exempted from
paying all or part of the medical costs owed to the medical institution.
This system is implemented through independent operation by
local governments.

Survey form for individuals eligible
for medical assistance
(public assistance)

医療費助成（公費）対象者調査書
医療費助成対象者の方が医療機関で診療を受ける際、窓口での医療費支払（医療費一部負担金）の有無を確認する書類です。
記号

番号

被保険者氏名

認定対象者名

続柄

101

123456

曽仁 淳一

曽仁 和子

妻

Symbol

Number

医療費
助成とは？

助成の対象になると、医療機関の窓口で支払う医療費が全額または一部免除さ
れます。地域により独自に運用されています。

Name of the insured Name of eligible individual Relationship

★下図のフローチャートに従い、必ず必要書類を提出して下さい。（はい・いいえに○をして進んでください）
スタート Please be sure to submit the required documents as shown in the following flowchart. (Proceed through the flowchart by circling "yes" or "no" as appropriate.)
国もしくは地方自治体等で取り扱っている医療費の助成制度に該当し、
受給証
等の交付を受け ている。 （ 乳※ 障 母 福 親 ）

No

はい
Has the individual received a certificate of
Yes
coverage under a medical cost subsidy system
handled by the national or local government,
and does he or she fit one of the following categories?

いいえ

Infant

乳−乳幼児
障−障害者

Disabled individual

認定対象者は小学校入学前の方ですか？
Is the individual subject to authorization below elementary-school age?
Yesはい
最寄の市区町村の窓口で、乳幼児医療費助成制度について次の２点
を確認してください。

福−福祉

Member of
single-mother
household

親−ひとり親

Receiving welfare benefits

母−母子家庭

No medical costs paid to medical institutions
when undergoing examination.

①認定対象者が乳幼児医療費助成の 対象であるかどうか？
②医療機関の窓口での 医療費の支払いがあるかどうか？

No
Please obtain information at your
local government office on the medical
cost subsidy system for infants.
1. Is the eligible individual eligible for
a medical cost subsidy system for
infants?
2. Have medical costs been paid to
medical institutions?

Single parent

はい

確認後、認定対象者は乳幼児医療費助成の対象ですか？

医療機関等で受診した際、
窓口で医療費の支払いがない。

はい

いいえ
No

窓口での支払いがあったのは助成の手続き前だからである
。
Yesはい

Yes

当書類を異動届に添付して提出し後日、
「保険
給付金支給停止復活申請書」を提出して下さい。
（給付金を停止しま
す）
老人福祉・特定疾患対象者は提出不要です。
※老人福祉・特定疾患対象者は提出不要です。

いいえ
No

Yes

Attach this document to
the notice of change
and submit, then submit
an Application for
Suspension or Resumption
of Insurance Benefits
Payments at a later date.
＊Individuals eligible for the
welfare system for the
elderly or afflicted with
certain conditions need
not submit this form.

いいえ

いいえ
No

当書類のみ異動届に添付し、提出してください
Please attach this form only to the notice of change and submit it.

※ （乳）−乳幼児
（０歳から）
に対して、
市区町村毎に独自の医療費助成があります
（乳幼児医療助成制度）
。最寄の市区町村の窓口で確認の上、記入して下さい。
例）【東京都】 就学前まで 【神奈川県】 １歳未満
（１歳以上所得制限あり） 【愛知県】 ３歳未満 etc・
・
・
＊Infants: Each local government has its own medical assistance program (infant medical assistance) for infants (beginning in the year of birth).
Please fill out this form after inquiring about the program for your area at your nearest local government office.
Examples: In Tokyo this system is available for preschool children, in Kanagawa Prefecture it is available for children less than one year old
(and for children aged one and older subject to income restrictions), and in Aichi Prefecture it is available for children less than three years old.

After checking, is the eligible
individual eligible for a medical
cost subsidy system for infants?
Medical costs were paid to the
medical institution because
subsidiary procedures had not
yet been completed.

