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負担区分
①後期高齢者医療制度と介護保険
②国民健康保険と介護保険

（70 ～ 74 歳の人がいる世帯）

③国民健康保険と介護保険
　　　　①②以外の世帯
所　得　額＊２

一定以上所得者 67 万円
901 万円超 212 万円

600 万超 901 万円以下 141 万円

一般（住民税課税世帯） 56 万円
210 万超 600 万円以下 67 万円

210 万円以下 60 万円

低所得者（住民税非課税世帯） 31 万円（19 万円＊３） 34 万円

＊１医療機関などに支払った一部負担金（70 歳未満の人の、医療保険分は、１つの医療機関で同月内に 21,000
円以上支払った一部負担金）から高額療養費・高額介護サービス費の払い戻し相当分を差し引いた金額が対
象です。医療保険・介護保険の自己負担額のいずれかが０円である場合は対象になりません。

＊２総所得金額などから基礎控除額（33 万円）を差し引いた額
＊３同じ世帯の全員が住民税非課税で、すべての世帯員の所得が０円になる人。公的年金控除額は 80 万円として

計算。

高額医療・高額介護合算療養費制度
　世帯内の国民健康保険または後期高齢者医療制度の
被保険者の全員が１年間（平成 29 年８月～ 30 年７
月）に支払った医療保険と介護保険の自己負担額＊１

を合計し、限度額を超えた場合に、その超えた金額を
支給します。

※計算後の支給額が 500 円以下の場合は対象となり
ません。

※限度額は世帯の所得状況によって異なります。
※国民健康保険と後期高齢者医療制度以外の健康保険に

加入している人は各保険者へお問い合わせください。

　支給対象の後期高齢者医療制度の被保険者と国民健
康保険の被保険者に３月下旬に申請書を郵送します。
　ただし、平成 29 年８月から平成 30 年７月までの
間で次に該当する人は、申請書が届かない場合があり
ます。支給の対象と思われる場合はご相談ください。
○市町村を越える転居をし、加入する保険が変わった人
○ほかの医療保険から国民健康保険や後期高齢者医療

保険に移った人
■申請には
　申請書のほか、次のものを持参してください。
○印鑑
○被保険者のマイナンバーカード（個人番号カード）

または通知カード
○届出をする人の本人確認書類（運転免許証・パスポー

トなどの顔写真付きの身分証明書）
※顔写真付きのものがない場合、健康保険証や年金手

帳など、本人確認書類が２点必要です。

【問い合わせ】　
○保険年金課
　後期高齢者医療担当　☎２２-９６６０　ＦＡＸ   26-０１５１
　国民健康保険担当　　☎２２-９６59　ＦＡＸ   26-０１５１
　　 hoken@city.iga.lg.jp

〇介護高齢福祉課
　介護保険担当　☎２6-3939　ＦＡＸ   26-3950
　　 kaigo@city.iga.lg.jp

申請をお忘れなく！

●限度額表（平成 30 年 7 月分まで）
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【受付時間】　午前８時 30 分～ 11 時 30 分
【診察時間】　午前９時～正午
※診察時間が異なる場合は、（　　）内に記載

※臨時に休診になる場合、診療表を変更する場合があ
　りますので、事前に電話でご確認ください。
※ご不明な点はお問い合わせください。　

診療科 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

内　科
１診 《総合診療科》

田中　光司
《総合診療科》

三木　誓雄 栗原　眞行 《総合診療科》
三木　誓雄

《総合診療科》
田中　光司

２診 北原　義介 栗原　眞行 北原　義介
《予防接種外来》

北原　義介【予約制】
（14:00 ～ 15:00）

《総合診療科》
中西　丈比佐

外　科
１診 三枝　晋 田中　光司 田中　光司 田中　光司 三枝　晋

２診 吉山　繁幸 吉山　繁幸 原　文祐

（肛門外来） 田中　光司 田中　光司 田中　光司 田中　光司 田中　光司

（ヘルニア外来） 三枝　晋 三枝　晋 三枝　晋 三枝　晋 三枝　晋

（乳腺科） 毛利　智美 毛利　智美

消化器・肝臓内科
１診 八尾　隆治 加藤　孝太 関西医科大学医師

交代制 八尾　隆治 加藤　孝太

青野　祐樹
（10:00 ～ 12:00） 椹木　一仁 椹木　一仁 斉藤　康晴 青野　祐樹２診

（肝胆膵外科） 櫻井　洋至

循環器内科　 宮田　和明 八木　典章 宮田　和明 澤山　裕一 山本　孝

宮田　和明
（ペースメーカー外来）
（予約制 ･ 第 3 木曜日）
（13:00 ～ 15:00）
神経内科 北原　義介 北原　義介 北原　義介

腫瘍内科
１診 岩田　崇 岩田　崇【予約制】 小田　裕靖 岩田　崇【予約制】 奥川 喜永

（緩和ケア外来）
※交代制・午後【予約制】２診

（呼吸器科）
賀来　良輔
岡本　圭伍

交代制
寺本　晃治

（糖尿病内科）
（第 2･ 第 4 火曜日） 浜島　信之

（腎臓内科）
（13:00 ～ 15:30） 清水　浩一

整形外科
受付：8:30 ～ 11:00
※木曜日の診察は
10:00～11:30です。
※水曜日の初診の
み救急外来で対応
します。

１診 石黒　茂夫 佐藤　昌良 石黒　茂夫 池村　重人

２診 池村　重人 手術日 佐藤　昌良

午後 ギプス外来

泌尿器科 神田　英輝

脳神経外科
中澤　拓也※第１週

新阜　宏文 新阜　宏文 新阜　宏文設楽　智史※第２・４・５週

野崎　和彦※第３週

（心臓血管外科）
（10:00 ～ 12:00） 榎本　匡秀

婦人科 三重大学医師
交代制

耳鼻咽喉科 : 竹内　万彦（月曜日 受付：8:30 ～ 11:00）眼科：布目　貴康（火曜日 受付：8:30 ～ 11:00）
皮膚科：山本　晋也（火曜日 受付：13:00 ～ 15:30）炎症性腸疾患外来：安藤　朗（第 2 月曜日）もの忘れ外来：赤津　裕康（月
1 回 14:00 ～ 16:00）小児外科：内田　惠一（第 4 火曜日 13:00 ～ 16:00）

上野総合市民病院の外来診療表
◆ 3 月 1 日現在の診療表です 【問い合わせ】上野総合市民病院医療事務課

　☎ 24-1111　ＦＡＸ 24-2268
　　 byouin-jimu@city.iga.lg.jp


