MSNガイド:

高齢者健康保険制度概要通知の読み方

1

MSNガイド:
高齢者健康保険制度概要通知の読み方
MSNガイド: メディケア
（高齢者医療健康保険制度）概要通知の読み方は、
あなたが読んで理解するために役に立つように
デザインされています。
メディケア概要通知、又はMSNは、
メディケア受益者によって受け取られる四半期ごとの報告書です。
これは請求書ではありません。
メディケアに送金すべきではありません。
さらに、請求書がサービスプロバイダーから届き、
内容が正確である事を確認されるまで、送金すべきではありません。Medicare Part D（処方薬プラン）がある場合、
あなたは
直接プランから毎月
「給付説明」(Explanation of Benefits, EOB) が送られます。
MSNを注意深く読む事が重要です。
メディケアに請求された医療サービス、医療機器または用品を受けられたかを確認
してください。何か質問がありましたら、1-800-Medicare(1-800-633-4227)に連絡してください。
クレームの判断とあなたの
意見が異にするならば、
あなたには、訴える権利があります。控訴にあったてはMSNに記載されている手順を参考に
してください。
こちらの追加コピーをオーダーされたい方は、ハワイのシニア メデイケア パトロール(SMPハワイ)
プロジェクト: 電話番号(808) 5867281または、1-800-296-9422にご連絡ください。
高齢者医療健康保険制度詐欺、浪費、および乱用に関するお願い…
保護、発見、報告する事を覚えていてください。
報告：あなたが誤り、詐欺、および乱用のターゲットで
あるかも知れないと疑うなら、報告してください。
あなたの報告は、他の人々が犠牲者になるのを防いで、
メディケア利益を守ることに役立てます。
ここに、報告
するために採るべきであるいくつかのスッテプが
記載されています:

保護：メディケアの誤り、詐欺、および乱用から、我が身を
守ってください。
ここに、ヘルスケア手当を保護する際に
活用化するために、いくつかの方法が記載されています:
• クレジットカード番号と同様にメディケア、
メディケイド
（低所得者医療扶助制度）
、
および社会保険番号を扱ってください。
これらの
番号を見知らぬ人に決して教えないでください。
• 個人の健康管理ジャーナルまたは、
カレンダーに
医師訪問、
テスト、および手順を記録してください。
• メディケアは、何かの販売目的のために電話を
かけたり、訪問しない事を覚えてください。
• だまされないでください、-話がうますぎると
聞こえるものはたいてい、疑うべきです。
• メディケア概要通知とpart Dの給付に関する
説明を保存してください。必要性がなくなった
書類は細かく裂いて捨てください。

•

•
•

発見：潜在的誤り、詐欺、および乱用についての知識を
つけてださい。
ここに、
あなたが潜在的誤り、詐欺、
および乱用を見つけ出すために活用できるいくつかの
スッテプが記載されています:
• 必ず老人医療健康保険制度概要通知(MSN)と
Part D の給付に関する説明に間違いがないか
確認してください。
• MSNとEOBを個人の健康管理ジャーナルと
処方箋領収書とを比較して、双方が正確で
あるか確かめてください。
• 請求書の三つの事柄に目をくばってください:
1. あなたが得なかった何らかの料金
2. 同じものに対しての二度請求
3. あなたの医師によって注文されなかった
サービス

MSNまたはMedicare Part D（処方薬プラン）の
情報に関する質問があるならば、最初に
あなたのプロバイダーまたは、
プランに電話を
かけてください。
Call1-800-MEDICARE(1-800-633-4227)
ウェブサイト: www.medlcare.gov
あなたがプロバイダーかプランに電話をするの
にためらいがある場合、
またはあなたが得られた
応答に満足されていない場合は、
シニア
メディケア パトロール ハワイl(SMPハワイ)
1-808-586-7281、
フリーダイヤル1-800-296-9422
に電話をかけてください、
または以下に明記
されている住所に手紙を書いてください。
SMP Hawaii
Executive Office on Aging
State of Hawaii
250 S. Hotel St., Suite 406
Honolulu , HI 96813

•

•
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セージ プラス、ハワイ州のSHIP
(州の健康保険支援プログラム)
808-286-7299までお電話ください。
フリーダイヤルは、1-888-875-9299
TTY: 1-866-810-4379.
総監察局詐欺のホットライン
1-800-HHS-TIPS (1-800-447-8477)

高齢者医療健康保険制度概要通知ガイド
高齢者医療健康保険制度概要通知(MSN)の読み方− パートA(強制加入部分)
以下は、サンプルとして高齢者医療健康保険制度概要通知(MSN)のサービス内容とそれらの読み方の情報が記載されて
います。MSNは請求書ではありません。請求書が届くまでメディケア、
または、
プロバイダーに送金しないでください。

1. 日付： MSNが送られた日付。
2. 顧客サービス情報： MSNとメディケア番号に関する質問の連絡先。
3. メディケア番号： メディケアカード番号。
4. 名前と住所： 不正確である場合は、至急(2)に記載された会社、および社会保障総局に連絡してください。
5. 知識を持つ： 詐欺と乱用から自分とメディケアを守る方法に関するメッセージ。
6. Part A 病院保険・入院加療クレーム： サービスの種類。MSNの裏面の追加情報を参考にしてください。
（注：通院患者サービスにおいて、
このセクションでは、Part B「任意加入部分保険」外来診療所クレームと
呼ばれます)。
7. クレーム番号： このクレームと特定する番号。
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8.

プロバイダーの名前と住所： 施設の名前と請求先の住所。
また、参照された医師の名前が記載されています。
記載された住所は、請求先です。請求先の住所はあなたがサービスを受けた住所と異なっている場合もあります。

9.

サービスの日付： サービスが提供された日付。
これらの日付を、病院からの請求書に記載されている日付と
比較するのに使用できます。

10. 支給された日数： 支給期間に使用された日数が示されています。支給期間に関する説明はMSNの後ろを
参照にしてください。(注：通院患者サービスにおいて、
このコラムは「請求金額」
と呼ばれています。
11. カバーされない金額： 高齢者医療健康保険制度プログラムからで否定されたサービス、
または除かれた
サービスに対する請求金額が示されています。本人に直接請求される場合もあります。
12. 定額控除額と共同負担： 定額控除、および共同負担に適用された金額。
13. 請求される可能性がある金額： サービス提供者があなたに請求できる合計金額です。中には、定額控除、
共同負担、およびカバーされない金額が含まれている場合があります。
メディケア補足ポリシー
(メディギャップ)が全て、
または一部を支給することもあります。
14. 備考覧参照： 文字が記載されている場合は、説明の(15)を参照してください。

15. 注意覧： (14)で文字によって記載された事柄について、
あなたのクレームに関するより詳細な情報が
説明されています。
16. 定額控除情報： 支給期間中にどれだけの定額控除額が支払われたのか。
17. その他の情報： 重要なメディケアニュースと情報。
18. 控訴インフォメーション： どの様な方法で、
どの様な時に控訴の要請ができるか。
注意:「メディケアとあなた」は適用範囲に関する詳しい情報とその他のサービスを提供しています。無料コピーに関するお問い合わせは、
1-800 MEDICARE(1-800-633-4227)までお願いします。
またはウェブサイトのwww.medicare.govを御覧ください。
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高齢者医療健康保険制度概要通知ガイド
高齢者医療健康保険制度の概要通知の読み方（MSN) — パートB（任意加入部分）
以下は、サンプルとして高齢者医療健康保険制度概要通知(MSN)のパート B サービス内容と読み方の情報が
記載されています。MSNは請求書ではありません。請求書が届くまで老人医療健康保険制度、
または、
プロバイダーに
送金しないでください。

1.

日付： MSNが送られた日付。

2.

顧客サービス情報： MSNと老人医療健康保険制度番号に関する質問の連絡先。

3.

メディケア番号： メディケアカード番号。

4.

名前と住所： 不正確である場合は、至急(2)に記載された会社、および社会保障総局に連絡してください。

5.

知識を持つ： 詐欺と乱用から自分とメディケアを守る方法に関するメッセージ。

6.

医療保険パートBー振り分けられたクレーム： サービスの種類。振り分けについてはMSNの裏面の情報を
参考にしてください。(注：振り分けられなかったサービスにおいて、
このセクションは「パートB医療保険 ̶
振り分けられなかったクレーム」
と呼ばれます。）

7.

クレーム番号： このクレームを特定する番号。
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8.

プロバイダーの名前と住所： 医師(場合によって診療所、治療団体、紹介した医師など)または、
プロバイダーの
名前と請求先の住所。
また当該のサービスなどが別の医師によって指定された、
あるいは患者が別の医師から
紹介され、その別の医師の名前が記載される場合もあります。示された住所は、請求先の住所です。(請求先の住所は
あなたがサービスを受けた場所と異なっているかもしれません)。

9.

サービスの日付： サービスが提供された日付。
これらの日付を、病院からの請求書に記載されている日付と
比較するのに使用できます。

10. 請求金額： プロバイダーがメディケアに請求した金額。
11. メディケア承認済： メディケアがこのサービスまたは、供給のために承認した金額。
12. メディケアからプロバイダーへの支払い： メディケアからプロバイダーに支払われた金額。
(注: 振り分けられなかったサービスにおいて、
この覧は「メディケアがあなたに支払った」
と呼ばれます。)
13. 請求される可能性がある金額： サービス提供者からの合計請求金額です。中には、定額控除、共同負担、
およびカバーされない金額が含まれている場合があります。
メディケア補足ポリシー(メディギャップ)が全て、
または一部を支給することもあります。
14. 備考覧参照： 文字が記載されている場合は、説明の(1６)を参照してください。
15. サービス提供内容： 提供されたサービスまたは供給の簡単な説明。

16. 注意覧： クレームに関するより詳細な情報(14)が活字で説明されています。
17. 定額控除情報： 支給期間中にどれだけの定額控除額が支払われたかのか。
18. 概要： 重要なメディケアニュースと情報。
19. 控訴インフォメーション： どの様な方法で、
どの様な時に控訴の要請ができるか。
注：「メディケアとあなた」は適用範囲に関する詳しい情報とその他のサービスを提供しています。無料コピーに関するお問い合わせは、
1-800 MEDICARE(1-800-633-4227)までお願いします。
またはウェブサイトのwww.medicare.govを御覧ください。
また、
メディケアPart D 処方薬に関して直接あなたのプランかプロバイダーから
「給付説明」
を受け取ることになっています。
ハワイのシニア メディケア パトロール(SMPハワイ)は交付金によって、米国社会保健福祉省の高齢化対策局から支持されています。
政府の交付金の下でそれぞれの活動を実行する被授与者が、
自由に自分の調査結果と結論を表現するよう奨励します。
したがって、
被授与者が示す政策観点または、意見が必ずしも高齢化対策局の公式な立場を象徴するというわけではありません。2012年2月。
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