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　冬場の脳卒中を予防しましょう

脳梗塞の症状に気づいたらすぐに受診しましょう

　日本では、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるように、すべての人が必ず
医療保険に加入することになっています。
　国民健康保険制度は、被用者保険など他の健康保険に加入していない人を対象とし、病気
やけがをしたときの医療費などの給付を行っています。

   寒い冬は「脳卒中」が増加します。脳卒中とは、「脳に酸素や栄養を送っていた血管が高血
圧や動脈硬化により破れたり詰まったりして、その先の脳細胞に血液を送れなくなった状態」
です。突然におこるのが特徴で、麻痺や失語など重い障がいが残ることもあります。
　脳卒中には、血管が破れて出血する脳出血（脳内出血、くも膜下出血）と脳の血管が詰ま
る脳梗塞があり、脳梗塞が全体の約３／４を占めています。
　脳梗塞の大きな原因としては、動脈硬化が挙げられますが、寒さで血管が収縮し高血圧に
なりやすいこの時期、特に「血圧の変動」が深く関与していると言われています。風呂場や
脱衣場、トイレを温めたり、一枚多く着るなどして暖かくして過ごすよう心がけましょう。
また、高血圧の他、高脂血症、糖尿病、心臓病（不整脈）などの疾患や、肥満、喫煙、飲酒
など日常の生活習慣とも密接にかかわっています。��代以降では、動脈硬化の状態が大半の
人にみられることもあり、日頃から健康管理を意識することが大切です。

【脳梗塞のサイン】　 ＦＡＳＴを覚えておきましょう！
　脳梗塞の治療は一刻も早く始める必要があります。
　ＦＡＳＴ（ファスト）は脳梗塞の症状に気づくための簡単なチェック項目と取るべき対応を
示すものです。
　「ＦＡＳＴ＝速く」は緊急性を意味します。「顔のまひ、腕のまひ、言葉の障がい」に１つ
でも当てはまる場合は、すぐに受診しましょう。

     国保の保険証を使って診療を受けた場合、医療費の２割～３割は一部負担金として支払っ
てもらっていますが、残りの７割～８割はいったい誰が負担しているのでしょうか。
  一部負担金ではない７割～８割の医療費のうちおよそ半分を国・県・市が負担していますが、
残りは「国民健康保険税」として、被保険者の皆さんが負担しています。
　近年、１人当たりの医療費は増加しており、医療費が増えた分だけ、国民健康保険税の負
担が増えることにつながります。
　普段から、自分のできる範囲で医療費の節減に努めましょう。

国民健康保険制度について

医療費と国民健康保険税について

国民健康保険はこんなときに役立ちます
◦病気やけがをしたとき（病院などに２割～３割の負担でかかることができます）
◦コルセットなどの補装具をつくったとき（療養費の支給）
◦出産したとき（出産育児一時金の支給）
◦死亡したとき（葬祭費の支給）
◦高額の医療費を支払ったとき（高額療養費の支給）
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※柔道整復師 ・はり師等による治療費、 移送費、 補装具等の費用を除く

❶ 手始めに  高血圧から  治しましょう
❷ 糖尿病  放っておいたら  悔い残る
❸ 不整脈  見つかり次第  すぐ受診
❹ 予防には  たばこを止める  意志を持て
❺ アルコール  控えめは薬  過ぎれば毒

❻ 高すぎる  コレステロールも  見逃すな
❼ お食事の  塩分・脂肪  控えめに
❽ 体力に  合った運動  続けよう
❾ 万病の  引き金になる  太りすぎ
❿ 脳卒中  起きたらすぐに  病院へ

脳卒中予防十か条（公益社団法人日本脳卒中協会作成）

顔のまひace 腕のまひｒｍ

症状に気づいたらすぐに１１９番を！ime言葉の障がいpeech

能代市国保　１人当たり医療費の推移
にっこり笑ってください。
・顔の片側や口角が下がっていま
　せんか？

簡単な文章を言ってください。
　　（例：「今日は寒いですね」）
・呂律が回っていますか？
・言葉が理解できていますか？
・言葉がスムーズに
　　　　出てきますか？

両腕を上げてください。
・両手を上げたままキープできますか？
・片方の手が下がってきませんか？

　「顔のまひ」「腕のまひ」「言葉の障がい」の
３つのうち、ひとつでも当てはまる症状が
あれば脳梗塞の疑いがあります。
　症状に気づいたら発症時間を確認
してすぐに救急車を呼びましょう。



～療養費適正化の取組として、毎年、施術内容などの調査をしています～
　令和２年10月から令和３年９月までの期間で施術月が３カ月を超え、かつ医療費
（10割）の金額が月平均２万円を超えている人に調査票を送付しています。
　まだ、調査票を返送していない人は、早めに返送してくださいますようお願いします。
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　整骨院や接骨院などで治療を受けるとき、国保の保険証が使える場合と、使えない場合が
あります。正しく理解して、適正な受診を心掛けましょう。

●保険を使えるのはどんなとき？
　整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲、捻挫（肉ばなれを含む）の施術
を受けた場合に保険の対象になります。なお、骨折、脱臼については、
緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
●治療をうけるときの注意は？

・単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。
・病院などで同じ負傷などの治療中は、施術を受けても保険の対象になりません。
・治療が長期にわたる場合は、医師の診断を受けましょう。病気による痛みが原因かも
　しれません。

●保険を使えるのはどんなとき？
　筋麻痺や関節拘縮などであって、医療
上マッサージを必要とする症例について
施術を受けたとき、保険の対象となります。
●治療をうけるときの注意は？

・あらかじめ医師の発行した同意書ま
たは診断書が必要です。

・単に疲労回復や慰安を目的としたも
のや、疾病予防のためのマッサージ
などは保険の対象となりませんので、
ご注意ください。

●保険を使えるのはどんなとき？
　主として神経痛、リウマチ、頸腕症候群、
五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症などの
慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療を
受けたとき、保険の対象となります。
●治療をうけるときの注意は？

・あらかじめ医師の発行した同意書ま
たは診断書が必要です。　

・病院などで同じ対象疾患の治療を受
けている間は、はり・きゅうの施術
を受けても保険の対象となりません
ので、ご注意ください。

◆領収書は必ずもらいましょう。
　・後日、医療費通知で金額などを確認してください。 
　・確定申告などの医療費控除を受けるときにも必要となりますので、

大切に保管しましょう。
　・医療費の領収書は自宅で５年間保存する必要があります。

柔道整復師の施術を受けられる人へ

マッサージの施術を受けられる人へはり・きゅうの施術を受けられる人へ

Ⓒ能代市

Ⓒ能代市

整骨院・接骨院などで治療を受けるとき ジェネリック医薬品を使いましょう

医療費通知をご活用ください
医療費通知が確定申告の医療費控除に使えます

　ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは、新薬（先発医薬品）の
特許が切れた後に製造販売される、新薬と同一の有効成分を同一
量含み、効き目が同等な医薬品のことです。

　まずは、かかりつけの医師や薬剤師にご相
談ください。なお、能代市国保では、ジェネリ
ック医薬品希望シールを準備しています。保険
証やお薬手帳などに貼ってご活用ください。
　シールは、差額通知と一緒に送っているほか、
市民保険課(新庁舎①～④番窓口)､二ツ井地域
局市民福祉課（二ツ井町庁舎②番窓口）にあ
りますので､ご自由にお持ちください。
　なお、すべての医薬品にジェネリック医薬品
があるわけではありません。

　価格は新薬と比べて約３～５割
安価です。薬を長期間服用する場
合などは家計負担を大幅に軽減で
きます。

　医療費通知とは、加入者が医療機関に支払った医療費の額などについて、保険者が加入
者に通知するものです。能代市国保では、奇数月に医療費通知を送付しており、９月～
１０月分は１月に、１１月～１２月分は３月に送付する予定です。確定申告の医療費控除
の申告の際は「医療費控除の明細書」が必要となりますが、医療費通知を確定申告書に添
付する場合は「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができます。医療費通知に
記載されていないものについては、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成
する必要があります。
　詳しくは、税務署（５２－６１１１）または能代市税務課（８９－２１２６）へお問い
合わせください。　
～令和３年９月診療分以降はマイナポータルからも医療費通知情報を確認できるようになりました～Ⓒ能代市

どのくらい安くなるの？

ジェネリック医薬品を希望したいときは？

ジェネリック医薬品の使用を
促進するため、２月と８月の
年２回、ジェネリック医薬品

に切り替えると、支払金額が100 円以上軽減で
きる見込みの方に、「ジェネリック医薬品に関す
るお知らせ（差額通知）」を送っています。

希望シールの見本はこちらになります

　現在、あなたの服用している新薬に対し、ジェネリック医薬品が製造されている
か検索することができます。さらに薬価の比較をすることも可能です。

「かんじゃさんの薬箱」

http://www.generic.gr.jp
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人にみられることもあり、日頃から健康管理を意識することが大切です。

【脳梗塞のサイン】　 ＦＡＳＴを覚えておきましょう！
　脳梗塞の治療は一刻も早く始める必要があります。
　ＦＡＳＴ（ファスト）は脳梗塞の症状に気づくための簡単なチェック項目と取るべき対応を
示すものです。
　「ＦＡＳＴ＝速く」は緊急性を意味します。「顔のまひ、腕のまひ、言葉の障がい」に１つ
でも当てはまる場合は、すぐに受診しましょう。

     国保の保険証を使って診療を受けた場合、医療費の２割～３割は一部負担金として支払っ
てもらっていますが、残りの７割～８割はいったい誰が負担しているのでしょうか。
  一部負担金ではない７割～８割の医療費のうちおよそ半分を国・県・市が負担していますが、
残りは「国民健康保険税」として、被保険者の皆さんが負担しています。
　近年、１人当たりの医療費は増加しており、医療費が増えた分だけ、国民健康保険税の負
担が増えることにつながります。
　普段から、自分のできる範囲で医療費の節減に努めましょう。

国民健康保険制度について

医療費と国民健康保険税について

国民健康保険はこんなときに役立ちます
◦病気やけがをしたとき（病院などに２割～３割の負担でかかることができます）
◦コルセットなどの補装具をつくったとき（療養費の支給）
◦出産したとき（出産育児一時金の支給）
◦死亡したとき（葬祭費の支給）
◦高額の医療費を支払ったとき（高額療養費の支給）
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※柔道整復師 ・はり師等による治療費、 移送費、 補装具等の費用を除く

❶ 手始めに  高血圧から  治しましょう
❷ 糖尿病  放っておいたら  悔い残る
❸ 不整脈  見つかり次第  すぐ受診
❹ 予防には  たばこを止める  意志を持て
❺ アルコール  控えめは薬  過ぎれば毒

❻ 高すぎる  コレステロールも  見逃すな
❼ お食事の  塩分・脂肪  控えめに
❽ 体力に  合った運動  続けよう
❾ 万病の  引き金になる  太りすぎ
❿ 脳卒中  起きたらすぐに  病院へ

脳卒中予防十か条（公益社団法人日本脳卒中協会作成）

顔のまひace 腕のまひｒｍ

症状に気づいたらすぐに１１９番を！ime言葉の障がいpeech

能代市国保　１人当たり医療費の推移
にっこり笑ってください。
・顔の片側や口角が下がっていま
　せんか？

簡単な文章を言ってください。
　　（例：「今日は寒いですね」）
・呂律が回っていますか？
・言葉が理解できていますか？
・言葉がスムーズに
　　　　出てきますか？

両腕を上げてください。
・両手を上げたままキープできますか？
・片方の手が下がってきませんか？

　「顔のまひ」「腕のまひ」「言葉の障がい」の
３つのうち、ひとつでも当てはまる症状が
あれば脳梗塞の疑いがあります。
　症状に気づいたら発症時間を確認
してすぐに救急車を呼びましょう。


