
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
必
須
の
知
識
を
学
ぶ
　
　医
療
・
介
護
編

セ
ー
ル
ス
手
帖
社
保
険
F
P
S
研
究
所

医療・介護編
プランニング必須の知識を学ぶ

医療・介護編
プランニング必須の知識を学ぶ

FP知識
シリーズ

Ｆ
Ｐ
知
識
シ
リ
ー
ズ

セールス手帖社保険FPS研究所

ISBN978-4-86254-186-4

C2036　￥1500E

定価 :  本体1,500円 ＋税

9784862541864

1922036015003

153054_FP知識医介_-D-_H14.indd   1 15/05/15   20:01



（1）

はじめに

公的医療保険制度の基礎知識  ···5

1  医療保険の概要   ·········································5

2   医療保険の種類

 （健康保険・国民健康保険）   ····················· 5

3  高年齢者の医療保険制度   ························· 6
（1）高齢者医療制度   ································· 6

 健康保険   ···································9

1  保険者   ·························································9

（1）全国健康保険協会   ······························9

（2）健康保険組合   ······································9

2  被保険者   ··················································10

（1）強制適用事業所・任意適用事業所の 

被保険者と適用除外者   ···················10

（2）適用除外される者   ···························10

Q&A   ·······················································11

（3）被保険者の種類   ·······························11

（4）被扶養者   ··········································12

Q&A   ·······················································14

3  標準報酬月額と標準賞与額   ···················15

（1）報酬と給与   ······································15

（2）保険料（標準報酬月額）   ·················16

（3）標準報酬月額の決め方   ···················17

Q&A   ·······················································18

（4）任意継続被保険者の標準報酬月額の 

決め方   ··············································19

（5）特例退職被保険者の標準報酬月額の 

決め方   ··············································19

（6）標準賞与額の決め方   ·······················19

4  届出等   ······················································19

（1）事業主が行う届出・報告等   ···········19

章章章第第第

章章章第第第

（2）被保険者が行う申出・届出等  ········20

（3）保険者等の通知   ·······························20

（4）保険医療機関等の指定   ···················20

（5）保健事業・福祉事業   ·······················21

5  保険給付   ··················································21

（1）病気やけがをしたときの保険給付 

（被保険者・被扶養者）   ···················21

☆療養の給付（給付の種類−①）   ·········21

Q&A   ·······················································23

☆家族療養費（給付の種類−②）   ·········24

☆入院時食事療養費（給付の種類−③） 

   ·····························································24

☆入院時生活療養費（給付の種類−④） 

   ·····························································25

☆保険外併用療養費（給付の種類−⑤） 

   ·····························································26

☆療養費（給付の種類−⑥）   ·················27

☆訪問看護療養費（給付の種類−⑦）  ···29

☆家族訪問看護療養費（給付の種類−⑧） 

   ·····························································29

☆移送費（給付の種類−⑨）   ·················29

☆家族移送費（給付の種類−⑩）   ·········30

（2）治療費などが高額になってしまった 

ときの給付   ······································30

☆高額療養費（給付の種類−⑪）   ·········30

☆高額介護合算療養費（給付の種類−⑫） 

   ·····························································34

（3）病気やけがで仕事を休んだときの 

保険給付   ··········································35

☆傷病手当金（給付の種類−⑬）   ·········35

（4）出産や死亡に関する保険給付  ········40

◆出産したときの保険給付   ···················40

☆出産育児一時金（給付の種類−⑭）  ···40

☆出産手当金（給付の種類−⑮）   ·········41

☆家族出産育児一時金（給付の種類−⑯） 

   ·····························································42

も く じ

153054_FP知識医介_-D-_[本文].indb   1 15/05/15   17:49



（2） （3）

◆亡くなったときの保険給付   ···············43

☆埋葬料（給付の種類−⑰）    ···············43

☆家族埋葬料（給付の種類−⑱）   ·········43

（5）資格喪失後の保険給付   ···················43

☆傷病手当金または出産手当金の 

継続給付   ··············································43

☆資格喪失後の死亡に関する給付   ·······44

☆資格喪失後の出産育児一時金の 

給付   ······················································44

（6）退職後の健康保険   ···························45

Q&A   ·······················································45

 6  保険給付の通則   ······································46

（1）労災保険法等との調整   ···················46

（2）介護保険法との調整   ·······················46

（3）給付制限   ··········································46

（4）損害賠償との調整   ···························46

7  日雇特例被保険者   ··································47

（1）日雇特例被保険者   ···························47

（2）日雇特例被保険者手帳の交付  ········47

（3）標準賃金日額   ···································47

8  費用の負担その他   ··································48

（1）国庫負担・国庫補助   ·······················48

（2）保険料   ··············································49

（3）不服申し立て   ···································52

（4）時効   ··················································53

（5）罰則   ··················································53

9  事業主が行う主な事務手続き   ···············54

（1）従業員を採用したとき   ···················54

（2）被保険者が退職や死亡したとき   ····54

（3）被保険者が70歳になったとき  ······55

（4）被扶養者に異動があったとき  ········55

（5）被保険者の氏名に変更（訂正）が 

あったとき   ······································56

（6）毎年７月１日現在の全被保険者の 

報酬を届け出るとき   ·······················56

（7）昇給などにより給与が大幅に変更 

されたとき   ······································57

（8）賞与が支払われたとき   ···················58

（9）被保険者証を紛失（き損）して 

しまったとき   ··································58

（10）急病などで立て替え払いをした 

とき   ··················································58

（11）医療費が高額になったとき   ········59

（12）病気やけがで仕事に就けなかった 

とき   ··················································59

（13）被保険者または被扶養者が出産した

とき   ··················································59

（14）被保険者が出産したとき   ············60

（15）死亡したとき   ································61

（16）退職後も引き続き健康保険に加入 

したいとき   ······································61

国民健康保険   ··························62

1  保険者   ······················································62

2  被保険者   ··················································62

（1）被保険者   ··········································62

（2）被保険者資格の取得と喪失   ···········64

（3）届出等   ··············································65

3  保険給付   ··················································65

（1）保険給付の種類   ·······························65

（2）療養の給付   ······································66

（3）入院時食事療養費   ···························67

（4）入院時生活療養費   ···························67

（5）保険外併用療養費   ···························67

（6）療養費   ··············································67

（7）高額療養費   ······································68

（8）訪問看護療養費   ·······························70

（9）移送費   ··············································70

（10）高額介護合算療養費   ····················70

（11）特別療養費   ···································70

4  給付制限等   ··············································71

章章章第第第

153054_FP知識医介_-D-_[本文].indb   2 15/05/15   17:49



（2） （3）

5  保険料その他   ··········································72

（1）保険料   ··············································72

（2）審査請求   ··········································72

（3）時効   ··················································73

6  健保、国保共通事項   ······························73

（1）医療費控除   ······································73

介護保険  ··································75

1  介護保険制度の概要・目的   ···················75

（1）介護保険   ··········································75

（2）要介護状態・要介護者   ···················75

（3）要支援状態・要支援者   ···················76

2  保険者・被保険者   ··································77

（1）被保険者の種類   ·······························77

3  市区町村の認定   ······································78

（1）介護サービスを受ける手順   ···········78

4  介護認定審査   ··········································81

（1）介護認定審査会とは   ·······················81

Q&A   ·······················································82

5  介護給付と予防給付の種類   ···················82

（1）介護給付と予防給付   ·······················82

（2）介護保険で受けられるサービスと 

その内容   ··········································85

（3）介護サービスにおける費用   ···········88

Q&A   ·······················································93

6  事業者および施設   ··································94

7  費用の負担その他   ··································95

（1）費用負担の内訳   ·······························95

（2）事務費負担   ······································95

（3）保険料   ··············································95

（4）保険料の徴収方法   ···························96

Q&A   ·······················································98

章章章第第第

医療保険制度・介護保険制度の
課題と改正動向   ······················100

1  医療保険制度の現状と課題   ················100

（1）医療を取り巻く現状   ····················100

（2）医療保険制度改革の主な内容  ·····100

2  介護保険の改正動向   ···························103

（1）介護保険制度の置かれている状況   ···103

（2）主な改正項目   ································103

（3）その他の課題   ································105

〈参考〉協会けんぽ保険料率表 

（平成27年度）   ·····························106

章章章第第第

153054_FP知識医介_-D-_[本文].indb   3 15/05/15   17:49



《　参考　》
　会社の給与規程により賞与を年４回以上支給することが定められている場合、
あるいは給与規程になくても１年間に４回以上賞与が支給された場合、その賞与
は報酬の対象となります。
　賞与、期末手当、決算手当など、名称は異なっていても同一性質とみなされる
ものは、合わせて支給回数がカウントされます。例えば、夏、冬の賞与と半期ご
との期末手当が支給される場合は、合わせて４回の支給となりますから、報酬の
対象になります。

（2）保険料（標準報酬月額）
①標準報酬月額
　月々の給与にかかる保険料は、給与そのものの額ではなく、報酬の一定範囲ご
とに設定されている標準報酬月額に保険料率を掛けて求めます。被保険者が受け
る給与は、月給、週給、日給、歩合給など、さまざまですが、すべて月給に換算
します。
　標準報酬月額とは給与額を一定のルールで区分したものです。具体的には１等
級5万8,000円から47等級121万円までの47段階に分かれています。

《　参考　》
　厚生年金保険でも同じように標準報酬月額を使用しますが、厚生年金保険では、
１等級9万8,000円から30等級62万円までの30段階に分かれています。

　標準報酬月額は保険料を計算するときだけでなく、傷病手当金・出産手当金を
計算するときにも使われます。

標準報酬月額
等級 月額 （円） 円以上　～　   円未満

報酬月額

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

58,000
68,000
78,000
88,000
98,000
104,000
110,000
118,000
126,000
134,000
142,000
150,000
160,000
170,000
180,000
190,000
200,000
220,000
240,000
260,000
280,000
300,000
320,000
340,000

～  　63,000
63,000　～  　73,000
73,000　～  　83,000
83,000　～  　93,000
93,000　～　101,000
101,000　～　107,000
107,000　～　114,000
114,000　～　122,000
122,000　～　130,000
130,000　～　138,000
138,000　～　146,000
146,000　～　155,000
155,000　～　165,000
165,000　～　175,000
175,000　～　185,000
185,000　～　195,000
195,000　～　210,000
210,000　～　230,000
230,000　～　250,000
250,000　～　270,000
270,000　～　290,000
290,000　～　310,000
310,000　～　330,000
330,000　～　350,000

標準報酬月額
等級 月額 （円） 円以上　～　   円未満

報酬月額

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

360,000
380,000
410,000
440,000
470,000
500,000
530,000
560,000
590,000
620,000
650,000
680,000
710,000
750,000
790,000
830,000
880,000
930,000
980,000
1,030,000
1,090,000
1,150,000
1,210,000

350,000　～　370,000
370,000　～　395,000
395,000　～　425,000
425,000　～　455,000
455,000　～　485,000
485,000　～　515,000
515,000　～　545,000
545,000　～　575,000
575,000　～　605,000
605,000　～　635,000
635,000　～　665,000
665,000　～　695,000
695,000　～　730,000
730,000　～　770,000
770,000　～　810,000
810,000　～　855,000
855,000　～　905,000
905,000　～　955,000
955,000　～ 1,005,000
1,005,000　～ 1,055,000
1,055,000　～ 1,115,000
1,115,000　～ 1,175,000
1,175,000　～

■標準報酬月額等級

健
康
保
険
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（3）標準報酬月額の決め方
①資格取得時決定
　入社時に資格取得届を提出するときの標準報酬月額です。固定給の他にも残業
手当の変動給の見込み額や、通勤手当などの非課税部分も含んで計算します。

②定時決定
　入社２年目以降は、毎年４・５・６月に支払われた賃金の平均を基に計算します。
事業主は、計算した賃金の毎年７月１日現在使用している被保険者の報酬月額を、
７月10日までに算定基礎届として保険者に提出します。保険者によって決定され
た標準報酬月額が、９月から翌年の８月まで適用されます。なお、支払基礎日数
が17日未満（※平成28年10月から11日未満に変更の予定）の月については、標準
報酬月額の計算から除くことになっています。パートタイマーについては支払基
礎日数が15日以上の月の報酬を対象にします。
　ただし、次の事項に該当する人の定時決定は行われません。
・６月１日から７月１日の間に被保険者となった人
・７月から９月までのいずれかの月に随時改定または、育児休業等を終了した
際の改定が行われる人

　なお、平成23年度より過去１年間の月平均報酬額と、４〜６月に算定された標
準報酬月額との間に２等級以上の差が生じる場合は、前年７月から６月の月平均
報酬月額を定時決定の際の標準報酬月額とすることができるようになっています。

③随時改定
　昇給などによって固定的賃金が変わった場合に、その変わった後３カ月の平均
が、従来の標準報酬月額の等級と比べて２等級以上の上下があった場合は、その
翌月から新しい標準報酬月額が適用されます。

④産前産後休業を終了した際の改定
　産前産後休業終了日に産前産後休業に係る子を養育している被保険者が職場復
帰し報酬が変わった場合には、随時改定に該当しなくても１等級以上の変動があ
れば復帰後３カ月間の報酬月額の平均によって標準報酬月額が改定されます。

⑤育児休業等を終了した際の改定
　育児休業等の終了日に３歳未満の子を養育している被保険者が職場復帰し報酬
が変わった場合には、随時改定に該当しなくても１等級以上の変動があれば復帰
後３カ月間の報酬月額の平均によって標準報酬月額が改定されます。

《　参考　》
　標準報酬月額は上記５つの方法によって定められますが、その原則的な方法で
算定することが困難な場合や実際の額とかけ離れてしまう場合は、保険者が報酬
月額を算定する方法があります。これを『保険者算定』といいます。
〈例〉・病気欠勤のため、４・５・６月の３カ月間にまったく報酬を受けない場合
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・さかのぼり昇給があり、４・５・６月の３カ月間に差額支給があった場合
・４・５・６月の３カ月間に低額の休職給を受けたとき
・育児休業中で報酬を受けていないとき　など

　保険料は標準報酬月額に保険料率を掛けて算出します。
　加入する保険が全国健康保険協会の東京都の場合、保険料率が1,000分の99.7
（介護保険第２号被保険者に該当する人は介護保険料率1,000分の15.8が加わり
1,000分の115.5）であるため、標準報酬月額20万円の場合、保険料は19,940円
（介護保険第２号被保険者に該当する人は23,100円）ということになります
（P.106参照）。
　これを会社と従業員が折半するので、それぞれの負担は9,970円ずつ（介護保
険第２号被保険者に該当する人は11,550円）となります。

《Q＆A》

Q1 従業員に６カ月単位で購入した定期券を支給した場合はどのように
したらいいのでしょうか？

	 ■	定期券を購入して支給した場合は、その額をそれぞれの月数で割って、
１カ月当たりの額を算出し、報酬に含めます。

Q2 ４月に定期昇給がありますが、昇給分については５月に差額を含め
て支給しました。この場合、定時決定の算定基礎届は必要でしょう
か？

	 ■	この場合、算定基礎届は必要ありません。月額変更届の対象となりま
す。定期昇給は４月ですが、５月に差額支給が行われていますので、固
定的賃金に変動があった月を５月として以後３カ月間（５・６・７月）が
計算の基礎となり、8月から標準報酬月額が変更されます。したがって、
随時改定の対象になり、定時決定の算定基礎届の必要はありません。

Q3 ７月１日に退職した人の算定基礎届は必要でしょうか？

	 ■	算定基礎届は、７月１日現在の被保険者が対象になります。したがって、
７月１日以降に退職した人（７月１日に退職した人の資格喪失日は７月２
日）についても、算定基礎届は必要となります。
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