問 診 票 熊本地震で被災された方へ
熊本地震の犠牲になられた方々に深く哀悼の意を表します。また、すべての被災者の皆様に心から
お見舞い申し上げます。
この度、生活をされていた被災地を離れ、当院を初めて受診される方は、医療費の取扱いが変わる
場合がありますので、以下の内容についてわかる範囲でご記入いただきますようお願いいたします。

◎記入日 平成

年

月

日

（１）今回の地震による被災状況について、当てはまる内容の番号を囲んで下さい
※記入いただいた内容について、窓口にお申し出下さい

①
②
③
④
⑤

住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした。
主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った。
主たる生計維持者の行方が不明である。
主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した。
主たる生計維持者が失職し、現在収入がない。

⑥ 上記①～⑤の状況に当てはまらない。

※①～⑤に当てはまる方は、当院から連絡が取れる現在の連絡先をご記入下さい
〒

－

連 絡 先
TEL（

－

－

） 携帯電話（

）

（２）本日「被保険者証」をお持ちでない方は、以下の項目についてご記入下さい
※運転免許証など身分を証明できるものをお持ちの場合は、窓口にご提示下さい
ふりがな

男 ・ 女

氏 名
生年月日
被災時の
住 所
事業所名
（会社名）

加入している
保険

明・大・昭・平
〒

年

月

日

年齢

歳

－

※被保険者の方が勤務されている場合のみ、ご記入下さい

加入している保険について、当てはまるものに○を付けて下さい
サラリーマンなどの協会けんぽ、企業など
の健保組合、公務員共済組合など、職場に
（
）社会保険
勤めている方を対象とした職域保険です
市町村国保：自営業の方などを対象とした
国民健康保険
市町村等の地域保険です
（
）市町村国保
国保組合：建設業や土木業など、同じ業種
（
）国保組合
が集まって運営する組合保険です
※国保組合に加入されている場合は、
「組合名」をご記入下さい

（

75 歳以上（65 歳以上で認定を受けた方）
の方を対象とした制度です
ありがとうございました。
（4 月 22 日付厚生労働省事務連絡より作成）

）後期高齢者医療制度

医療機関（当院）記載欄

該 当

非該当

取扱期間：平成 28 年７月末までの診療、調剤及び訪問看護
（１）の①～⑤に当てはまる方であって、(２)被災時の住所が熊本県内の市町村であれば、
免除・猶予に該当。
・市町村国保、後期高齢者医療制度の被保険者 ⇒ 免除
・全国健康保険組合（協会けんぽ）
、熊本県内の健康保険組合等 ⇒ 猶予
a) 九州の健康保険組合
①麻生（福岡県）
、②小倉記念病院（福岡県）
、③肥後銀行（熊本県）
、④熊本県自動
車販売店（熊本県）
、⑤西部電気（熊本県）
、⑥平田機工（熊本県）
、⑦熊本銀行（熊本
県）
b) 九州以外の健康保険組合
ＡＤＥＫＡ（東京都）
、ＣＮＣグループ（京都府）
、ＤＯＷＡ（東京都）
、ＧＷＡ（東京都）
、ＩＴホール
ディングスグループ（富山県）
、ＪＵＫＩ（東京都）
、ＮＩＰＰＯ（東京都）
、ＮＳＤ（東京都）
、ＳＭＢＣ
コンシューマーファイナンス（東京都）
、ＴＤＫ（東京都）
、ＵＡＣＪ（愛知県）
、ＵＳＥＮ（東京都）
、ア
イフル（京都府）
、あおみ建設（東京都）
、青山商事（広島県）
、アステラス（東京都）
、アプラス（東京都）
、
アペックス（愛知県）
、尼崎機械金属（兵庫県）
、あらた（東京都）
、池田泉州銀行（大阪府）
、イノアック
（愛知県）
、岩手銀行（岩手県）
、内田洋行（東京都）
、エーザイ（東京都）
、エスアールエルグループ（東
京都）
、エヌ・ティ・ティ（東京都）
、エヌ・ティ・ティ・データ・ジェトロニクス（東京都）
、エルナー
（神奈川県）
、大阪金属問屋（大阪府）
、大阪自転車（大阪府）
、大阪自動車整備（大阪府）
、大沢（東京都）
、
オオゼキ（東京都）
、大塚製薬（徳島県）
、沖縄電力（沖縄県）
、カスミ（茨城県）
、学研（東京都）
、神奈
川県医療従事者（神奈川県）
、神奈川県自動車整備（神奈川県）
、神奈川県食品製造（神奈川県）
、神奈川
県電設（神奈川県）
、神奈川鉄鋼産業（神奈川県）
、カルビー（栃木県）
、川崎重工業（兵庫県）
、関西ペイ
ント（兵庫県）
、関東ＩＴソフトウェア（東京都）
、近畿しんきん（京都府）
、近畿日本鉄道（大阪府）
、く
ろがね（大阪府）
、甲信越しんきん（長野県）
、神戸貿易（兵庫県）
、興和（愛知県）
、コカ・コーライース
トジャパン（愛知県）
、小島（愛知県）
、国会議員秘書（東京都）
、佐藤工業（東京都）
、滋賀銀行（滋賀県）
、
滋賀県自動車（滋賀県）
、静岡県中部機械工業（静岡県）
、静岡中央銀行（静岡県）
、資生堂（東京都）
、七
十七銀行（宮城県）
、澁澤（東京都）
、ジョンソン・エンド・ジョンソングループ（東京都）
、神栄（兵庫
県）
、神鋼商事（大阪府）
、新日鐵住金君津関連（千葉県）
、シンフォニアテクノロジー（三重県）
、スリー
エムジャパン（神奈川県）
、西武（埼玉県）
、セキスイ（大阪府）
、全国外食産業ジェフ（東京都）
、全日本
理美容（東京都）
、象印マホービン（大阪府）
、ダイエー（東京都）
、ダイハツ（大阪府）
、ダイフク（大阪
府）
、ダイヘン（大阪府）
、第四銀行（新潟県）
、大和証券グループ（東京都）
、タカラスタンダード（大阪
府）
、タカラベルモント 大:（大阪府）タクマ（兵庫県）
、武田薬品（大阪府）
、地域医療機能推進機構（東
京都）
、千葉県医業（千葉県）
、千葉県トラック（千葉県）
、中国銀行（岡山県）
、中部鋼鈑（愛知県）
、通
信機器産業（東京都）
、椿本チエイン（京都府）
、電子回路（東京都）
、電線工業（大阪府）
、天理よろづ相
談所（奈良県）
、東京応化工業（神奈川県）
、東京自動車教習所（東京都）
、東京女子医科大学（東京都）
、
東京電子機械工業（東京都）
、東光高岳（東京都）
、東洋ゴム工業（大阪府）
、東糧（東京都）
、徳島銀行（徳
島県）
、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構（東京都）
、ドッドウェル（東京都）
、トッパング
ループ（東京都）
、トピー（東京都）
、トマト銀行（岡山県）
、トヨタ自動車（愛知県）
、トヨタ販売連合（愛
知県）
、名古屋銀行（愛知県）
、日工（兵庫県）
、日新製鋼（東京都）
、日新電機（京都府）
、ニトリ（東京
都）
、日刊工業新聞社（東京都）
、日本高周波鋼業（富山県）
、日本情報機器（東京都）
、日本製鋼所（東京
都）
、日本ピストンリング（埼玉県）
、ニューオータニ（東京都）
、八十二銀行（長野県）
、阪急阪神（大阪
府）
、ひかり（東京都）
、百五銀行（三重県）
、兵庫県運輸業（兵庫県）
、広島ガス電鉄（広島県）
、福井県
機械工業（福井県）
、不二サッシ（神奈川県）
、富士車輌（滋賀県）
、双葉電子（千葉県）
、ブラザー（愛知
県）
、プラチナ萬年筆（東京都）
、古野電気（兵庫県）
、平和堂（滋賀県）
、北海道医療（北海道）
、北海道
銀行（北海道）
、北海道新聞社（北海道）
、堀場製作所（京都府）
、ホンダ（東京都）
、マスミューチュアル
生命（東京都）
、丸八真綿（神奈川県）
、丸紅（東京都）
、丸紅連合（大阪府）
、巴川製紙所（静岡県）
、ミ
ツウロコ（東京都）
、ミツバ（群馬県）
、三菱化学（東京都）
、三菱電機ビルテクノサービス（東京都）
、ミ
ドリ安全（東京都）
、三保造船（静岡県）
、民間放送（東京都）
、持田製薬（東京都）
、山形銀行（山形県）
、
ユーシーシー（兵庫県）
、吉野工業所（東京都）
、リケンテクノス（東京都）
、 ロッテ（東京都）

