
医療保険制度見直し医療保険制度見直しのお知らせのお知らせ
【問合せ】　保険健康課　☎０４９５－７７－２１１３

　全ての方が安心して医療を受けられる社会を維持するために、高齢者と若者の世代間の公平が図られ
るよう負担能力に応じたご負担をいただくため、次の２つが見直されることになります。

○70歳以上の高額療養費の自己負担限度額が変わります
○後期高齢者医療保険料の軽減率が変わります

○70歳以上の高額療養費の自己負担限度額が変わります

高額療養費制度について 
　同じ診療月に支払った医療費の自己負担額が限度額を超えた場合は、申請して認められると限度額を
超えた分が払い戻されます。高額療養費の支給に該当した場合は、申請書等を送ります。

 平成29年８月から70歳以上の方の自己負担限度額が下表のように変わります 
※どの適用区分に該当するかは被保険者証、高齢受給者証、又は限度額認定証でご確認いただけます。

高額療養費の自己負担限度額(月ごと)
平成29年７月まで 平成29年８月から

適用区分
外来

(個人ごと)
外来＋入院
(世帯合算)

➡

外来
(個人ごと)

外来＋入院
（世帯合算）

現役並み
所得者※1

44,400円

80,100円
＋(医療費－
267,000円)×1％
(多数回：44,400円※3)

57,600円

80,100円
＋(医療費－
267,000円)×1％
（多数回：44,400円※3）

一　般※2 12,000円 44,400円
14,000円
年間上限
144,000円

57,600円
（多数回：44,400円※3）

住民税非課税

低所得Ⅱ
(区分Ⅱ)

8,000円
24,600円

8,000円
24,600円

低所得Ⅰ
(区分Ⅰ)

15,000円 15,000円

※1　住民税課税所得が145万円以上などで、医療費の自己負担割合が３割負担である方。
※2　住民税課税世帯で、医療費の自己負担割合が２割または１割負担である方
※3　 過去12か月以内に４回以上、自己負担限度額に達した場合は４回目から「多数回」

該当となり、自己負担限度額が下がります。

○後期高齢者医療保険料の軽減率が変わります
　平成29年度から元被扶養者であった方に対する均等割額や、一定の所得以下の方の所得割額の軽減措
置の一部が変更になります。この見直しは被保険者が増え、医療費が増加するなかで、後期高齢者医療
制度の持続性を高めるために行われるものです。

後期高齢者医療保険料は
①被保険者全員に納めていただく定額部分（均等割）と、
②個人の所得に応じて納めていただく部分（所得割）があります。
　平成29年度から保険料の軽減措置が、以下の通り変更となります。

①均等割の額が変わる方について 
　対象となるのは元被扶養者の方です。
　元被扶養者とは後期高齢者医療制度の被保険者になる前日に、ご家族の会社の健康保険などで被扶養
者だった方です。
　平成28年度までの均等割額は特例的に９割軽減されていましたが平成29年度は７割軽減になり、今後
は元被扶養者に対する均等割額の軽減措置が段階的に縮小されることになりました。

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度以降

９割軽減 ７割軽減 ５割軽減
加入後、２年を経過する月までは

５割軽減
（その後は軽減無し）

②所得割の額が変わる方について 
対象となるのは年収が約153万～ 211万円の方です。
　平成28年度までの所得割額は特例的に５割軽減されていましたが、平成29年度は２割軽減になり、今
後は「賦課のもととなる所得金額」が58万円以下の方に対する所得割額の軽減措置が廃止されることに
なりました。

平成28年度 平成29年度 平成30年度以降

５割軽減 ２割軽減 軽減なし

保険料を年金からの引き落としで納めている方について
　年金からの引き落としの場合、前半(4月･6月･８月)の保険料は前年度と同じ額を引き落とし、後半(10
月･12月･2月)で残りの保険料を調整します。そのため、軽減内容の変更等で平成28年度の保険料額よ
り平成29年度の保険料額が増加する場合にも、実際に引き落とし額が増えるのは10月からです。

【引き落とし額の例】元被扶養者に該当する方の場合
平成28年度の保険料額　年額4,200円（均等割額　９割軽減）

4月 6月 8月 10月 12月 2月

700円 700円 700円 700円 700円 700円

平成29年度の保険料額　年額12,620円（均等割額　７割軽減）
4月 6月 8月 10月 12月 2月

700円 700円 700円 3,520円 3,500円 3,500円

➡➡

▼▼

➡➡ ➡➡

➡➡ ➡➡
［ ］
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