
よくあるご質問 
 

INTERNATIONAL STUDENT HEALTH 
INSURANCE PLANI(SHIP：留学生向け健康

保険プラン)のサインアップ方法を教え

てください。 
 
 

クラスに登録すると同時に、ISHIP にもサ
インアップします。自動的に、学生のみ
/四半期補償にサインアップされます。
一年補償を選ぶことも可能です。また同
時にご自身の補償に配偶者や扶養家族も
追加していただけます。 

 

注意：各四半期の第三金曜日まで ISHIP プ
ランをご変更いただけます。 

 

ISHIP はどのような内容を補償してくれ

ますか？ 
 

加盟 (in-network) クリニックでは、Quarterly 
Deductible（四半期免責額）を$100 お支払いい

ただいた場合、ほとんどのサービスの 75%が補

償されます。キャンパスクリニックで診察を受

けた場合は、75%が保証され、Quarterly 
Deductible（四半期免責額）は免除されます。 

 

補償期間を教えてください。 
四半期  補償期間 
秋 9 月 1 日 – 1 月 5 日  
冬  1 月 6 日 – 3 月 29 日  
春 3 月 30 日 – 6 月 21 日  
夏 6 月 22 日 – 8 月 31 日  
一年 購入した四半期 – 8 月 31 日  

 
 

補償が効く病院はどれですか？ 
 

適用される補償を受けるには、加盟 (in-network) 
クリニックで診てもらってください。お近くの
加盟 (in-network) クリニックは、次の LifeWise ウ
ェブサイトでご検索いただけます。
https://student.lifewiseac.com/uw/ship 

 

また、クリニックやプロバイダーに行く前に、
電話で Lifewise の加盟 (in-network) 診療機関
かを確認することをお勧めいたします。 

 

ISHIP の金額を教えてください。 
 

2019-2020 学年度の四半期毎の ISHIP 保険料は、$385
です。一年補償の金額は、単純に四半期の数と四半期

保険料の総額を掛け算した金額となります。 
 

ISHIP が完全に補償してくれるサービスを教

えてください。 
 

ISHIP は加盟 (in-network) クリニックで行った、身体検

査や一年検査などの予防検査、そして一部の HPV、
MMR、インフルエンザ、A 型、B 型肝炎、髄膜炎およ

び TdaP を完全に補償いたします。 
 
 

ISHIP は、歯の治療も補償しますか？ 
 

はい。年間免責額を$25 お支払いいただいた場合、

定期健診、クリーニング、再生治療、親知らずの

抜歯に対して、各プラン年度で$1500 まで補償い

たします。 
 
 

ISHIP は、目の治療も補償しますか？ 
 

はい。一度の目の定期健診に対して、各プラン年度で、

$150 まで補償いたします。視力補助器具（眼鏡やコ

ンタクトレンズ）に対しても、各プラン年度で、$150
まで補償いたします。 

 

非加盟 (non-network) クリニックで受診した

場合でも、補償はされますか？ 
 

はい。Quarterly Deductible（四半期免責額）を$100 お

支払いいただいた場合、ほとんどのサービスの 60%が

補償されます。ですが、学生さんには、可能な限り加

盟 (in-network) プロバイダーで受診されることをお勧

めしています。 
 
 

ISHIP は救急外来受診を補償していますか？ 
 

はい。Copayment（自己負担額）と Quarterly 
Deductible（四半期免責額）をそれぞれ$100 お支

払いいただいた場合、ISHIP で 75%を補償いたし

ます。 
注意：命に係わる緊急事態のみ救急外来で受診して

ください。日常的な健康問題の場合は、加盟 (in-
network) 緊急治療機関かキャンパスのクリニックで

受診するようにしてください。 

ISHIP の要件を免除できますか？ 
 

以下のリンクで一覧されているカテゴリーが

該当する場合は、免除が適用される場合があ

ります。詳細は以下のリンクでご確認くださ

い。 
iss.washington.edu/health-insurance 
 

保険証はどうやってもらえますか？ 
 
保険証は、補償期間の 2-3 週間後に郵送でお

届けいたします。 
 

保険証を紛失した、または届かなかった場合、

ISHIP のオフィス stdins@uw.edu までご連絡い

ただくか、ご自分の Lifewise ポータルアカウン

トから保険証を再発行するリクエストを出して

ください。 
 

医薬品の支払いはいくらですか？ 
 
加盟 (in-network) 薬局で医薬品を購入する

場合： 
 
予防薬は$0 
後発医薬品は$20 
先発医薬品は$30 
一般用医薬品は$45 
スペシャルティ薬は 50%（最高$150 まで） 
 

受診後に何かすることはありますか？ 
 
受診後は、治療内容と ISHIP の補償範囲の詳細

が記載された、Explanation of Benefits が郵送

されます。お客様負担金額が記載された請求

書は受診した医療機関から別途、（通常は郵

送で）送られます。支払いは、その書類に記

載されている指示に従ってください。 
 

ISHIP の特典一覧はどこで確認

ができますか？ 
 

2019-2020 年度の特典ブックレットが LifeWise
のウェブサイトにございますので、そこから

特典の一覧をすべてご確認いただけます。 

mailto:stdins@uw.edu
mailto:stdins@uw.edu


 

理学療法、カイロプラクティック、

針治療も補償範囲ですか？ 
 

はい！ 各プラン年度で 25 回ま

で理学療法治療を受けられます。 
カイロプラクティックは、各プラ

ン年度で 10 回までです。 
針治療は、各プラン年度で 12
回までです。 

 

ISHIP は、メンタルヘルスサービ

スも補償しますか？ 
 

はい！ 加盟 (in-network) 医師もし

くはグループセラピー受診の場合、

Copayment（自己負担額）の 10%
を弊社でお支払いいたします。加

盟期間での (in-network) 受診には、

Deductible（免責額）はありません。 
 

UW キャンパスにも無料で短期カウンセリン

グが受けられるカウンセリング センターが

あります。 
 

専門用語 
 

Copayment（自己負担額）とは、通常、サ

ービスを受ける際に、補償されているサー

ビスに対して保険加入者が支払う固定金額

です。 
 

Deductible（免責額）とは、保険会社が支

払いを始める前に保険加入者が医療機関

で支払わなければならない金額です。 
 

加盟プロバイダーとは、Lifewise Assurance 
Company と加盟している医療プロバイダー

のことで、割引金額で治療を行います。 
 

Premium（保険料）とは、保険加入者

が医療保障に対して支払う金額です。 
 

予防サービスとは病気や疾患などを予防し、

健康を維持するための治療です。 
 

Explanation of Benefits とは、保険会社が

支払った医療サービスを記載した書類で

す。 

ここで記載されていない質問

がある場合： 
 
Hall Health Center (187B) 内の Health Promotion
オフィスに、ISHIP オフィスがございます。Hall 
Health に入ったら、右側の初めのオフィスです。 

 
E メールでのお問い合わせは stdins@uw.edu ま

で、お電話でのお問い合わせは、206-543-6202
です。 

 
 

 
 
 
Google Map で
Hall Health Center
を検索： 
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LifeWise ポータル: 
 

https://student.lifewiseac.com/uw/ship 

これをスキャン 
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