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健康保険の用語・医療用語 
 

• この用語集には一般的に使われている用語が記載されていますが、すべての用語が記載されているわけではあり

ません。これら用語や定義は 
教育目的であり、ご契約プランで使用される用語や定義とは異なる場合があります。 用語の一部は、ご契約のポ

リシーやプランで、全く同じ意味で使用されるわけではございません。使用されていない場合は、ご契約のポリ

シーやプランの用語が優先されます。（シアトルの学生向けの特典ブックレットのコピーは

https://student.lifewiseac.com/uw/ship/から、ボセル/タコマの学生向け特典ブックレットのコピーは、

https://student.lifewiseac.com/uw/btから取得していただけます。） 
• 青の太字で記載されている用語は、この用語集で定義されているものです。 
 

Allowed Amount（認可額） 
補償される健康医療サービスに対して支払われる最高額

のことを指します。場合によっては、「eligible expense」、

「payment allowance」または「negotiated rate」と呼ばれる場

合があります。 ご自身のプロバイダーが、Allowed Amount
（認可額）以上の金額を要求してきた場合、その差額を

支払わなければならない場合があります。（Balance Billing
（差額請求）をご参照ください。） 
 

Appeal（アピール） 
LifeWiseに対し結果を見直してもらったり、抗議すること

を指します。 
 

キャンパスクリニック 
最高レベルの保険特典を受けられるプロバイダーのこと

を指します。キャンパスクリニックは、LifeWise特典ブッ

クレットの1ページ目で検索していただけます。 
 

Claims（クレーム） 
プランに直接請求を行わなかったプロバイダーから発生

した費用に対して補償を求めるLifewise会員からの正式な

申し立てを指します。Lifewiseサイトで提供している

Medical Claim FormをLifewiseに提出することでクレームを申

し立てることが可能です。 
 

Co-insurance（保険適用

時の自己負担割合） 
補償された健康医療サー

ビス費用をパーセンテー

ジで算出した保険加入者

が払うサービスに対する

Allowed Amount（認可額）

の割合（例えば25%など）

を指します。保険加入者

は、Co-insurance（保険適

用時の自己負担割合）とDeductible（免責額）を支払いま

す。例えば、受診の際の保険会社またはプランのAllowed 
Amount（認可額）が$100の場合で、Deductible（免責額）

に達していた場合、Co-insurance（保険適用時の自己負担

割合）の支払いは25%、つまり、$25をお支払いいただき

ます。保険会社または契約プランはAllowed Amount（認可

額）の残りの割合をお支払いいたします。（4ページで詳

細な例が記載されておりますので、そちらもご参照くだ

さい。） 

Co-payment（自己負担額） 
補償されている医療サービスに対する例えば$20などの固

定金額です。通常はサービスを受ける際に支払います。

だいたいの場合、処方箋サービスを受ける際に、Co-
payment（自己負担額）を支払います。 
 
Deductible（免責額） 
LifeWiseが医療保険や

プランの支払いを開始

する前に、LifeWiseが
補償する医療サービス

に対して保険加入者が

支払う金額です。例え

ば、Deductible（免責

額）が$100で、

Deductibleが適用され

る補償医療サービスに

対する$100のDeductible
に保管契約者が達して

いた場合、ご契約プラ

ンからの支払いはあり

ません。Deductible（免責額）は、すべてのサービスに適

用されるわけではありません。 
 
Emergency Medical Condition（医療的緊急事態） 
命にかかわる危険性を回避するため、直ちに治療が必要

だと判断された深刻な病気、けが、症状、状態のことを

指します。 
 
Emergency Medical Transportation（緊急医療搬送） 
緊急医療搬送を実施するための救急車サービス。 
 
Emergency Room Care（救急処置室） 
緊急処置を受ける救急処置室。 
 
Emergency Services（緊急サービス） 
Emergency Medical Condition（医療的緊急事態）の調査また

は、症状悪化を防ぐための治療。 
 
 
 
 
 
 

ジェーンの

支払い  
25% 

彼女のプラン

による支払い 
75% 
 

 （4ページで詳細な例が記載されて

おりますので、そちらもご参照くだ

さい。） 

ジェーンの

支払い  
100% 

彼女のプラ

ンによる支

払い 0% 

https://student.lifewiseac.com/uw/ship/
https://student.lifewiseac.com/uw/ship/
https://student.lifewiseac.com/uw/bt
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Excluded Services（適用外治療） 
LifeWise が支払い、または補償をしない治療サービス。適

用外治療の一覧は、ISHIP特典ブックレットでご確認いた

だけます。 
 
Grievance（異議申し立て） 
LifeWiseに申し立てる苦情。 
 
Health Insurance（健康保険） 
Premium（保険料）と引き換えに、医療費の一部または全

額を支払うよう、保険会社に要求した契約。 
 
Hospitalization（入院治療） 
入院患者として入院する必要があり、通常は宿泊を伴う

病院での治療。診断のために一泊の宿泊が必要な場合は

外来患者の治療。 
 
Hospital Outpatient Care（病院外来治療） 
通常は、宿泊を伴わない病院での治療。 
 
In-network Co-insurance（イン-ネットワーク保険適用時

の自己負担割合） 
LifeWiseと契約しているプロバイダー に対して支払う補償

内医療サービスのAllowed Amount（認可額）の自己負担率

（例えば、25%など）。In-network Co-insuranceは通常、out-
of-network co-insuranceより低い割となります。 
 
In-network Co-payment（イン-ネットワーク自己負担額） 
LifeWiseと契約しているプロバイダーに対して支払う補償

内医療サービスで保険加入者が支払う固定金額（例えば、

$20など）。In-network co-paymentsは通常、out-of-network co-
paymentsより低い金額となります。 
 
Medically Necessary（保険が適用される検査や治療） 
病気、けが、症状、疾患またはその症状を予防、診断ま

たは治療するために必要な医療認可規定を満たすヘルス

ケアサービスまたは必需品。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Network（ネットワーク） 
ヘルスケアサービスを提供するため、LifeWiseが契約した、

医療施設、プロバイダーや供給者。 
 
Non-Preferred Provider（ノン・プリファード プロバイダ

ー） 
保険加入者にサービスを提供するにあたり、保険会社や

プランと契約を締結していないプロバイダー。非加盟プ

ロバイダーで受診する際は、高額を支払わなければなら

ない場合があります。LifeWiseと契約をしており、最高レ

ベルの補償が受けられるプロバイダーや、指定キャンパ

スクリニックはLifeWiseウェブサイトでご確認いただけま

す。 
 
Out-of-network Co-insurance（アウト-オブ-ネットワーク

保険適用時の自己負担割合） 
LifeWiseと契約していないプロバイダーに対して支払う補

償内医療サービスのAllowed Amount（認可額）の自己負担

率（例えば、40%など）。Out-of-network coinsuranceは通常、

in-network coinsuranceより高い金額となります。 
 
Out-of-network Co-payment（アウト-オブ-ネットワーク自

己負担額） 
LifeWiseと契約していないプロバイダーに対して支払う補

償内医療サービスで保険加入者が支払う固定金額（例え

ば、$30など）。 Out-of-network co-paymentsは通常、in-
network co-paymentsより高い金額となります。 
 
Out-of-Pocket Limit（自己負担上限） 
LifeWiseがAllowed 
Amount（認可額）の全

額100%を支払う前に、

ポリシー期間（学年度）

に保険加入者が自己負

担する最大金額。 こ
の上限額には、

Premium（保険料）、

Balance-billed（差額請求

額）またはLifeWiseが
補償しない治療は含ま

れません。LifeWiseは、

Co-payment（自己負担額）、Deductible（免責額）、Co-
insurance（保険適用時の自己負担割合）の支払い、非加盟

医療機関への支払いまたは、この上限以上のその他費用

などをすべてをカウントしない場合があります。 
 
Physician Services（医療行為） 
医師免許を持つ医師（M.D. – Medical DoctorまたはD.O. – 
Doctor of Osteopathic Medicine）が提供または調整するヘル

スケアサービス。 
 
 
 

ジェーンの

支払い  
0% 

彼女のプラ

ンによる支

払い 100% 
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Plan（プラン） 
通っている大学が、医療サービスへの支払いにたいして

提供する特典。 
 
Plan Year（プラン年度） 
プランが有効開始・終了する12か月の期間。UWプラン

年度は秋の四半期に開始し、夏の四半期末に終了します。 
 
Preauthorization（事前承認） 
医療サービス、治療プラン、処方薬、または耐久性のあ

る医療機器が保険が適用される検査や治療に該当するか

どうか、LifeWiseによる意思決定。場合によっては、prior 
authorization、prior approvalまたはprecertificationと呼ばれます。

LifeWiseは、保険加入者が、治療を受ける前や緊急時以外

に、特定のサービスに対して、preauthorization（事前承認）

を必要とする場合があります。Preauthorization（事前承認）

は健康保険やプランが費用補償をお約束するものではあ

りません。 
 
Preferred Provider（プリファード プロバイダー） 
割引価格で保険加入者にサービスを提供するために、

LifeWiseと契約を締結したプロバイダー。加盟医療機関は、

LifeWiseのウェブサイトでご確認いただけます。加盟プラ

ンには、「ティアード」ネットワークがあり、指定のキ

ャンパスクリニックで受診することで最高レベルの補償

を受けられる一方で、非キャンパスクリニックの加盟プ

ロバイダーでの受診は補償範囲が狭まります。 
 
Premium（保険料） 
加盟している健康保険やプランに対する自己負担金額。

通常は、学費と一緒に四半期または一年ごとにこの金額

を支払います。 
 
Prescription Drug Coverage（処方薬補償） 
処方薬や、医薬品の支払いに対する健康保険。 
 
Prescription Drugs（処方薬） 
法律によって処方箋が必要な薬や医薬品。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Primary Care Physician（主治医） 
患者に対して直接治療サービスを提供または治療を手配

する医師免許を持つ医師（M.D. – Medical DoctorまたはD.O. 
– Doctor of Osteopathic Medicine）。 
 
Primary Care Provider（かかりつけ医療プロバイダー） 
患者に対して直接治療サービスを提供または治療を手配

する州法で認可されている医師（M.D. – Medical Doctorま
たはD.O. – Doctor of Osteopathic Medicine）、看護師、臨床

看護師または医師の助手。 
 
Provider（プロバイダー） 
州法の要求に応じて、免許を保持している、認可または

認定されている医師（M.D. – Medical DoctorまたはD.O. – 
Doctor of Osteopathic Medicine）、医療従事者または、医療

機関。 
 
Rehabilitation Services（リハビリサービス） 
病気、けがまたは体の不自由が原因で日常生活に支障を

きたす患者の能力や機能を維持、回復、そして改善する

ための医療サービス。これらサービスには、さまざまな

入院患者または/および外来患者の環境で実施する理学療

法、作業療法、音声言語病理学や精神医学的リハビリテ

ーションを含みます。 
 
Specialist（専門医） 
特定の症状や病状を診断、管理、予防または治療する特

定の医療分野や患者のグループに特化する医師。専門看

護師は、ヘルスケアのある特定分野に関してより研修を

積んだプロバイダーです。 
 
UCR (Usual, Customary and Reasonable:一般的、通常そして

適当な金額の費用) 
その地域の医療サービスに支払われる金額は、その地域

のプロバイダーが通常、同党の医療サービスに対して請

求する金額に基づいています。UCR金額は、場合によっ

て、Allowed Amount（認可額）を決定する際に参考にされ

ます。 
 
Urgent Care（緊急治療） 

直ちに治療が必要であると判断されるくらい深刻な病気、

けが、または病状に対する治療。ただし、緊急処置室を

必要とするほど深刻ではない。 

 

 

 


