○

○

×

妊娠と新型コロナ
ウ イ ル ス の話

○

官形成期である妊娠 週までは、偶発

○

的な胎児異常の発生との識別に混乱を

○

招く恐れがあるため、接種を避けてい

午後

妊娠
 中に新型コロナ 
ウイルスに感染すると、 
×
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は必要ありませんが、可能であれば妊
娠する前に接種を受けるようにし、器

午前

午前８時半～正午（注：月曜日は午前 １０ 時開始）
午後２時～午後５時（受付は午後４時まで）

※急遽、変更となることがありますので、初診または予約外での受診の際はお問い合わせ
■問い合わせ先＝串間市民病院☎ 72-1234
ください。

「限度額適用認定証の更新時期です」
限度額適用認定証とは、高額な外来診療や入院の
際、あらかじめ医療機関の窓口へ提示すると、医療
費の窓口負担が一定の金額にとどめられるものです。
●対象
 の認定証
・ 宮崎
 県国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
・ 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証

●更新
 手続きについて
・国民
 健康保険に加入されている方
有効期限が令和３年７月 日の認定証は、窓口に
て更新の手続きが必要です。
８月２日（月）から受付を開始しますので、８月
中に更新手続きをお願いします。
・後期
 高齢者医療保険に加入されている方
現在、認定証をお持ちの方には、新しい物を７月
までに送付しました。
ただし、交付年月日が令和３年６月７日以降の認
定証をお持ちの方については、窓口にて更新の手続
きが必要です。８月２日（月）から受付を開始しま
すので、８月中に更新手続きをお願いします。
●申請
 に必要な物
①保険証
②代理
 の方の申請の場合はその方の身分証明書

国民健康保険・後期高齢者医療
保険に加入されている皆さんへ

土/日
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ます。

じゃがじゃが

健幸通信

金
問 医療
 介護課医療保険係☎

０３３３（内線５１３）

串間市国保の特定健診の受診期間を１カ月延長します
串間市国保の特定健診の受診期間は、６月１日
（火）～ 月 日（火）としていましたが、当初のお
知らせで「できるだけ８月１日以降の受診」をお願い
していました。それに伴い、受診期間の終了を１カ
月延長し、 月 日（金）まで受診できますのでお知
らせします。受診券はそのままお使いいただけます。
健康が気になる今だからこそ、１年に１回の受診
チャンスをお見逃しなく！
※受診
 券は５月下旬に発送済みです。お手元にない
場合は再発行しますので、お問い合わせください。
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介護保険サービスを
利用したときは、原則
として利用料の１～３
割を支払いますが、所
得の低い方には、負担

を軽減する仕組みがあります。
介護保険施設（介護老人福祉施設・介
護老人保健施設・介護療養型医療施設な
ど）に入所したり、ショートステイを利
用した場合、食費・部屋代については、
本人による負担が原則ですが、低所得の
方については、食費・部屋代の負担軽減
を行っています。この負担軽減の適用期
間は１年間で、その年の８月１日から翌
年の７月 日までとなっており、７月～
８月の間に申請を行う必要があります。
●申請
 者の要件
令和３年８月より申請者の要件が変わ
りました。『世帯全員が市民税非課税であ
るか、生活保護などを受給している』とい
う要件は変わりませんが、年金収入など
の額および預貯金額の基準が変わりまし
たので、下記の一覧表をご参照ください。
●申請
 に必要な物
・本人
 および配偶者名義の通帳および有
価証券など（預貯金扱い）
・本人
 および配偶者の印鑑
●申請
 先
医療介護課介護保険係（市総合保健福
祉センター⑥番窓口）
※８月
 以降、施設入所やショートステイ
を利用する予定がない方については申
請 を す る 必 要 は あ り ま せ ん。必 要 に
なった際に申請することができます。
※８月
 以降に利用予定があり、申請がま
だお済みでない方は、お早めに申請を
してください。
０３３３

木
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水

かわ さき よし かず

※夫婦の預貯金は、施設入所などで世帯を分離している場合も含みます。

火

－72

1,000円
650円
1,310円
1,310円

ユニット型準個室
ユニット型個室

（老健・療養など） 1,310円
従来型個室

第3段階①

多床室

・世帯全員（世帯分離している配偶者含む）が
市民税を課税されていない方で、合計所得金
額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合
計が年間80万円を超え120万円以下の方
・預貯金額が、単身 550 万円、夫婦 1,550 万円以下

月

31

Ｑ４
Ａ４
370円
820円

600円
（老健・療養など）
ユニット型準個室
ユニット型個室
第2段階

従来型個室

（特養など）

390円
（特養など）

370円
420円
・世帯全員（世帯分離している配偶者含む）が
市民税を課税されていない方で、合計所得金
額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合
計が年間80万円以下の方
・預貯金額が、単身 650 万円、夫婦 1,650 万円以下

多床室

490円
820円

300円

490円

300円
490円
820円

ユニット型準個室
ユニット型個室

（特養など）
（老健・療養など）
従来型個室
第1段階

多床室

・世帯全員（世帯分離している配偶者含む）が
市民税を課税されていない方で、老齢福祉年
金を受給されている方
・生活保護などを受給されている方

●串間市民病院産婦人科 診療日・診療時間
30

12

串間市民病院
産婦人科

第４段階

者
象
対
利用者
負担段階

0円
320円
490円

費
ショートステイ
施設入所者
利用者
部

屋

代

食
負担限度額（日額）

1,300円
多床室
370円
・世帯全員（世帯分離している配偶者含む）が市
（特養など）
820円
民税を課税されていない方で、合計所得金額 従来型個室
（老健・療養など） 1,310円 1,360円
と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計
が年間 120 万円を超える方
ユニット型準個室
1,310円
・預貯金額が、単身 500 万円、夫婦 1,500 万円以下
ユニット型個室
1,310円
・上記以外の方
負担限度額適用なし
第3段階②
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問 医療
 介護課介護保険係☎
（内線５１０、５１４）

72
－

11

Ｑ３
Ａ３

健康
マメ
知識
Ｑ１
Ａ１
Ｑ２
Ａ２

『 介護保険負担限度額認定』の申請はお済みですか？

