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重要：学生向け健康保険の適用範囲については、この資料

の冒頭に記載されたお知らせを参照してください。 
 

適用範囲には制限があります。注意してお読みください。 

適用範囲限定の健康保険：ここに記載する保険は、適用範囲限定の健康保険です。ニューヨ

ーク州保健省の定めるbasic hospital、basic medical、major medicalの適用範囲を満たすも

のではありません。 



 

学生向け健康保険の適用範囲に関するお知らせ  

この学生向け健康保険はUnitedHealthcare Insurance 

Company of New Yorkが提供し、その適用範囲はヘル

スケア改定法（health care reform law）の定める年間

上限（annual dollar limits）の最低基準に満たない場合

があります。この年間上限は消費者に対し、1年単位の

加入期間中に十分な医療費の給付を保証するものです。 

個人および団体保険における年間上限の基準は、2012

年9月22日までに行った年間契約に対し125万ドル、

2012年9月23日から2013年12月末日までに行った年間

契約に対し200万ドルです。学生向け健康保険における

年間給付額の上限は、2012年9月22日までに行った年間

契約に対し10万ドル、2012年9月23日から2013年12月末

日までに行った年間契約に対し50万ドルです。この学生

向け健康保険は年間契約中の上限が50万ドルで、特に別

記されていない限り、給付内容一覧に含まれる主要な給

付（essential benefit）が対象となります。このお知ら

せに関するご意見、お問い合わせは、カスタマーサービ

スまでお電話（1-800-767-0700）でご連絡ください。 26

歳未満の場合、保護者の雇用者または保護者個人の保険

に加入できる可能性もあります。保護者の雇用者が提供

する保険、または個人加入保険の詳細は、プラン担当者

までお問い合わせください。 
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プライバシー規定 

当社はお客様のプライバシーの重要性を理解し、非公開の個人情報保護に努めています。加

入者または元加入者の非公開個人情報は、法により認められた場合または法により必要とさ

れた場合を除き、一切開示しません。当社は加入者の非公開個人情報を保護するため、物理

的、電子上、手続き上の、適切な措置を講じていると考えています。当社のプライバシー対

策書類をご希望の方は、お電話（1-800-767-0700）またはオンライン（www.sva.edu/uhp）

でご請求ください。 

加入資格 

同等の健康保険に加入していることが証明された場合を除き、すべての学生は、登録時に自

動的にプラン加入となります。 

学生は最低でも加入後30日間は授業に出席する必要があります。自宅学習、通信学習およ

びオンライン講座は授業出席とは見なされず、この保険の加入資格になりません。当社は加

入資格を調査するため、在籍状況および出席状況を調査する権利を有します。加入資格が満

たされていないことが判明した場合、当社の義務は保険料の払い戻しのみに限定されます。 

既往症／保険継続条項（遅れて加入した場合のみ対象となります） 

有効期限 

学校で保存するマスターポリシーは2013年8月25日午前12時01分に有効となります。個々

の加入者に対しては、加入者が保険料を支払った最初の対象日、または当社（または正規の

代理人）が加入申込書と保険料全額を受領した日のうち、遅い方の日付が給付開始日となり

ます。マスターポリシーは2014年8月24日午後11時59分に失効します。給付は、同日また

は加入期間末日のうち、早い方の日付に終了します。春期のみ加入の学生に対する給付は、

2014年1月9日午前12時01分に有効となり、2014年8月24日午後11時59分に失効します。 

12月卒業生の保険 

The School of Visual Artsを12月に卒業した学生、および春学期の登録を行わない学生は、1

年間の給付対象となりません。契約は2014年2月24日午前12時01分に打ち切られ、継続は

できません。 

保険料の払い戻しは軍隊入隊の場合のみ認められます。 

この保険は更新なしの1年契約となります。 

加入と免責の手続き 

条件を満たす学生に対し、自動的に加入手続きが行われます。加入を希望しない場合は、下

記の期限までにオンライン（www.sva.edu/uhp）で非加入手続きを行ってください。 

非加入手続き受付締切日 

秋期 2013年10月3日 

春期 2014年2月13日 

非加入手続きの申し込みは、School of Visual Arts、University Health Plans、およびその代

理人や業者の審査を受ける場合があります。非加入希望者はそれらの要求に応じ、加入済み

の保険証提示やその他の方法により、同校が定める学生向け健康保険プラン非加入の資格を

満たすことを証明する必要があります。非加入手続きの申し込みを行った場合は、加入済み

保険が有効で、それが非加入条件を満たすことを確認するため、上記各人が保険会社に確認

の連絡を入れることを認めることになります。 

給付対象となる傷害または疾病を理由に休学した場合、保険料の払い戻しは受けられません。

給付対象となる傷害または疾病を理由に、給付対象期間開始から30日以内に休学した学生

は、支払い済み期間中の継続が可能です。 

http://www.sva.edu/uhp
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期限後の継続 

この保険による給付は失効日に終了します。しかし保険非加入者が失効日に入院中で、その

理由がそれまで給付対象となっていた傷害または疾病の場合、その傷害または疾病に対する

医療費給付は、症状が継続する限り、失効日から90日を上限として継続します。 

しかし非加入者が失効日に妊娠中で、この保険期間中に受胎した場合、その妊娠に対する医

療費給付は妊娠期間を通じて継続します。 

失効前または失効後に、そうした症状に対して加入者に行われる給付の合計額は、いかなる

場合も契約条件の上限を超えることはありません。 

病院に行く前の通知 

病院に行く場合は、事前にUnitedHealthcareまで必ず通知する必要があります。 

1. 救急治療以外の通知：患者、医師または病院が、病院に行く予定日の5営業日前まで

に電話（1-877-295-0720）で通知してください。 

2. 救急治療の通知：救急の場合、患者、代理人、医師または病院が、病院に行った日

から必ず2営業日以内に電話（1-877-295-0720）で通知してください。 

UnitedHealthcareは、米国中部標準時間で月～金の午前8時から午後6時まで

病院に行く前の通知を電話で受け付けています。時間外の通知は、カスタマーサービスの留

守番電話（1-877-295-0720）をご利用ください。 

重要：通知の手続きをしなかった場合も、対象となる給付に影響はありません。但し、事

前の通知は支払いを確定するものではありません。 
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傷害疾病に対する 

医療費給付一覧 
下記に基づき上限50万ドル 

（加入者1名あたり）（1年契約あたり） 

最初の自己負担（Deductible）– $100 （加入者1名あたり）（1年契約あたり） 

その後の給付額（Coinsurance）優先専門家（Preferred Provider） – 別記の場合以外は90% 

その後の給付額（Coinsurance）ネットワーク外 – 別記の場合以外は60% 

この保険は、対象となる傷害または疾病による加入者の支出において、対象となる医療費に

対し、契約の上限である50万ドルまでの支払いを行います。 

このプランの優先専門家（Preferred Provider）はUnitedHealthcare Options PPOです。 

優先専門家（Preferred Provider）の治療を受けた場合、 対象となる医療費はすべて

優先専門家（Preferred Provider）の給付水準で支払われます。対象となる医療費が医療上

の緊急事態による場合、給付は優先専門家（Preferred Provider）の水準で行われます。そ

れ以外の状況において、ネットワーク外の医療を受けた場合は、より低い水準の給付が行わ

れます。 

給付内容には、特に別記された場合を除き、契約上の上限があります。すべての上限は、

特に別記された場合を除き、優先専門家（Preferred Provider）とネットワーク外の合計で

す。給付は以下一覧の医療行為に対して契約条件の上限まで行われ、対象となる医療費には

以下が含まれています。 

Preferred Allowance = PA 標準的な医療費 = U&C 

入院 
優先専門家 

（Preferred Provider） 
ネットワーク外 

病室（入院の場合は二人部屋）、病院の看護

師による一般的なケア 

PAの90% U&Cの60% 

その他の病院費用 手術室、検査、レントゲン、

麻酔、薬品（持ち帰り分を除く）、治療、器

具など。給付対象となる日数は、入院日から

退院の前日まで。 

PAの90% U&Cの60% 

集中治療 PAの90% U&Cの60% 

通常の新生児ケア 妊婦の費用については
給付内容をご覧ください。 

他の疾病と同様に給付 

理学療法 PAの90% U&Cの60% 

外科医の費用：同じ切開で複数の手術が行わ

れた場合、および複数の手術が一続きに行わ

れた場合の最高支払い額は、2件めの手術費の

50％、およびそれに続くすべての手術費の

50％を超えることはありません。 

PAの90% U&Cの60% 

外科医助手 PAの90% U&Cの60% 

麻酔医：入院手術のための専門医の施術。 PAの90% U&Cの60% 

看護師（Registered Nurse）のサービス：病

院に属さない看護師によるケア。 

PAの90% U&Cの60% 

医師の診察：入院時に行われる手術以外の医

療サービス。手術関連の場合は該当しません。 

PAの90% U&Cの60% 

入院前の検査。入院の3営業日前までに支払

い。 

PAの90% U&Cの60% 
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外来 
優先専門家 

（Preferred Provider） 
ネットワーク外 

外科医の費用：同じ切開で複数の手術が行わ

れた場合、および複数の手術が一続きに行わ

れた場合の最高支払い額は、2件めの手術費の

50％、およびそれに続くすべての手術費の

50％を超えることはありません。 

PAの90% U&Cの60% 

その他の外来手術費用：病院で予定される手

術に対し、手術室、検査、レントゲン、医療

費、麻酔、薬代、器具代など。外来手術の通常の

その他医療費は、外来手術施設料金指標

（Outpatient Surgical Facility Charge Index）

に基づいて決定されます。 

PAの90% U&Cの60% 

外科医助手 PAの90% U&Cの60% 

麻酔医：外来手術のための専門医の施術。 PAの90% U&Cの60% 

医師の診察：手術または理学療法に関連する

場合は該当しません。給付内容にはカイロプ

ラクティック治療が含まれ、人体構造のアン

バランス、歪み、サブラクセーション、およ

び脊柱内もしくは脊柱の歪み、ずれ、サブラ

クセーションを原因とする症状を診察あるい

は矯正し神経圧迫を改善するための、手技や

器具による処置が対象となります。 
（毎回の自己負担は、プランの自己負担とは別途に
なります） 

PAの100%／ 

毎回$10の自己負担 

U&Cの70%／ 

毎回$10の自己負担 

 

理学療法：カイロプラクティック治療はすべ

て、医師の診察として支払われます。理学療

法には以下が含まれています。（1）一般リハ

ビリ、（2） 作業療法、（3）心臓リハビリ、

（4） 整体治療、（5） 言語療法など。障害

が傷害、外傷、卒中、手術、腫瘍、声帯結節

によって生じた場合、話し方、言葉、発声、

意志疎通、聴覚情報処理の言語療法のみを対

象に支払われます。 
（１件の傷害または疾病につき12回以上の 

治療については、医療上の必要性が審査されます） 

医師の診察として給付 

医療上の緊急事態：救急治療施設、器具が対

象。治療開始が傷害または発病から72時間以

内に行われていることが条件となります。 

PAの90% U&Cの90% 

レントゲンその他の検査： 
（毎回の自己負担は、プランの自己負担とは別途に
なります） 

PAの100%／ 

毎回$20の自己負担

（Copay）  

U&Cの70%／ 

毎回$20の自己負担

（Deductible） 

放射線治療 PAの90% U&Cの60% 

化学療法 PAの90% U&Cの60% 

検査と施術：診察、理学療法、レントゲンそ

の他の検査の担当医と別の医師による検査と

施術、診断および医療処置。この項目には吸

入、注入、呼吸療法が含まれています。 

PAの90% U&Cの60% 

注射：医院で行われ、医師の請求書に含まれ

ている場合。 

PAの90% U&Cの60% 



5 

外来: 
優先専門家 

（Preferred Provider） 
ネットワーク外 

処方薬 
（*UHCPのメールオーダーで、90日分まで店頭の
2.5倍の自己負担） 

（UnitedHealthcare Pharmacyの店頭でメールオー
ダーと同等の価格が受け入れられた場合は、連続90

日分までの処方薬を、31日分の処方に対する自己負
担（copay）の2.5倍で給付） 

（処方点眼薬の補充に対する給付は、補充前の日数
規定により制限されることは一切ありません。但し
実践的な範囲において、給付範囲として最初に認め
られた総量を超えないことが条件となります。処方
を確認するため、薬剤師が医師に連絡する場合があ
ります） 

UnitedHealthcare 
Pharmacy 

（UHCP） 

Tier 1は処方箋ごとに

$10の自己負担

（Copay）／Tier 2は

処方箋ごとに$20の

自己負担（Copay）／

一通につき31日分ま

での処方量 

U&Cの60% 

ジェネリックは 

自己負担

（Deductible）$10／

ブランド医薬品は自

己負担（Deductible）

$20／一通につき31

日分までの処方量 

注射：医院で行われ、医師の請求書に含まれ

ている場合。 

PAの90% U&Cの60% 

その他 

救急車 PAの100% U&Cの100% 

耐久性医療具：請求手続きには、書面による

処方の提出が必要です。1年契約あたり、1回

の購入または交換に限定されます。耐久性医

療具には、肋骨などの部位に使用する外装型

補綴具が含まれ、体内に完全に埋め込むもの

は除外されます。 
（1年契約あたり上限$200。この上限による
耐久性医療具の給付は、50万ドルの給付上限には含
まれていません） 

PAの90% U&Cの60% 

歯科治療：健康な天然歯に対する、傷害によ

る治療のみが対象となります。 
（毎回の自己負担は、給付条件のDeductibleには含
まれません） 

（これに対する給付は、50万ドルの給付上限には
含まれていません） 

U&Cの100%／ 

毎回$10の自己負担

（Copay） 

U&Cの100%／ 

毎回$10の自己負担 

（Deductible） 

妊娠：出産費用に対する給付を参照 他の疾病と同様に給付 

妊娠合併症 他の疾病と同様に給付 

人工妊娠中絶： 
（1年契約あたり上限$500。人工妊娠中絶 に対する
給付は、50万ドルの給付上限には含まれていませ
ん） 

PAの100% U&Cの100% 

予防的ケア：臨床上、初期診断と予防の両面

で安全かつ効果があるという根拠が示され、

健康上好ましい効果が証明された医療処置の

みが対象で、法律上、以下に限定されます。

（1）United States Preventive Services Task 

Forceの現在の推奨において、事実上「A」ま

たは「B」の評価を得ている、症例に基づく

事項またはサービス、（2）Centers for Disease 

Control and PreventionのAdvisory Committee 

on Immunization Practicesで、事実上推奨す

る予防接種、（3）Health Resources and 

Services Administrationの認める総合ガイド

ラインによる、乳幼児、小児、未成年向けの、 

PAの100% 給付なし 
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その他 
優先専門家 

（Preferred Provider） 
ネットワーク外 

症例に基づく予防的ケアとスクリーニング、

（4）Health Resources and Services 

Administrationの認める総合ガイドラインに

よる、女性向けの予防的ケアとスクリーニン

グ 
優先専門家（Preferred Provider）から処置を受け
た場合は、Deductible、Copay、Coinsuranceを含め
て自己負担はありません。 

  

自宅介護：有資格の自宅介護会社による、医

師の指示によるサービス。加入者の自宅で、

有資格の看護師（Registered Nurse）が提供

または監督し、ホームヘルスプランに準拠す

ることが条件となります。 

PAの90% U&Cの60% 

乳房切除後の乳房再建術：給付対象となる乳

房切除術または乳房部分切除術に関するも

の。乳がん治療に対する給付を参照。 

他の疾病と同様に給付 

コンサルタント医師の費用： 
（毎回の自己負担は、給付条件のDeductibleには含
まれません）  

PAの100%／ 

毎回の自己負担$10 

（Copay） 

U&Cの70%／ 

毎回の自己負担$10 

（Deductible） 

糖尿患者向けサービス：糖尿病治療に関する

もの。 糖尿病治療費の給付を参照。 

他の疾病と同様に給付 

精神疾患治療：精神疾患に対する給付、
生物学的精神疾患に対する給付、
重篤な情緒障害を持つ子供に対する給付を参照。 

他の疾病と同様に給付 

依存症治療：依存症（アルコール、薬物）に対す
る給付を参照。 

他の疾病と同様に給付 

外科医のセカンドオピニオン：
（毎回の自己負担は、給付条件のDeductibleには含
まれません）  

PAの100%／ 

毎回$10の自己負担 

（Copay） 

70% of U&C／ 

毎回$10の自己負担

（Deductible）  

高度介護施設：病院入院後24時間以内に、有

資格の高度介護施設に完全入院して処置を受

けた場合。 

PAの90% U&Cの60% 

ホスピス：有資格のホスピス会社が提供する

サービス。余命6か月以内と予想される末期症

状の加入者に対し、医師が推奨することが条

件となります。 

（ホスピスに対する給付は、50万ドルの給付 

上限には含まれていません） 

PAの100% U&Cの100% 

救急クリニック費用：救急施設が請求する、

医療施設またはクリニックの料金。院内で行

われたその他すべてのサービスは、給付内容

一覧の詳細に基づいて支払われます。 

PAの100% U&Cの70%／ 

毎回の自己負担$10 

（Deductible） 
（毎回の自己負担は、給
付条件のDeductibleには
含まれません） 
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UnitedHealthcareの医薬品給付 

当社の処方薬リスト（PDL）に含まれる外来患者用処方薬が、UnitedHealthcare の薬局で

処方された場合に適用されます。供給量には限りがあり、自己負担（copay）はPDL に含

まれる外来患者用処方薬のTierにより変動します。一部の処方薬は、個々の保険プランにお

ける給付の有無について医師が当社に確認する必要があります。 

加入者は自己負担（copayment）を支払う必要があります。自己負担額はPDLにおける処方

薬のTierによって定められています。Tierのレベルは時として事前の通知なしに変更される

可能性があります。最新情報はオンライン（ www.sva.edu/uhp）またはお電話

（1-855-828-7716）でご確認ください。 

Tier 1 処方薬（31日分まで）：処方または補充1回につき自己負担$10（Copay）  

Tier 2 処方薬（31日分まで）：処方または補充1回につき自己負担$20（Copay） 

処方の際にネットワーク内の薬局で保険証を提示してください。 

ネットワーク内の薬局で保険証を提示できない場合は薬代を全額支払い、払い戻し用紙と薬

局のレシートを送付してください。払い戻し用紙（reimbursement forms）の請求または処

方薬のメールオーダー、ネットワーク薬局に関するお問い合わせは、オンライン

（www.sva.edu/uhp）でアカウントにログインするか、お電話（1-855-828-7716）でお問

い合わせください。 

ネットワーク外の薬局で処方薬を購入した場合は、薬代を自費で払い、レシートを

UnitedHealthcare StudentResources（PO. Box 809025, Dallas, TX 75380-9025）まで郵送

してください。ネットワーク外の薬局に対する給付の詳細は、給付内容一覧を参照してくだ

さい。 

その他の除外事項 

所定の保険外治療と上限以外に、ネットワーク内薬局には以下の除外事項があります。 

1. 供給の上限（日数または数量）を超えた調剤分の支払い。 

2. 治験や実験を目的とした処置、効果が証明されていない処置や薬品。実験的な適応

や投与方法による薬剤。実験的、治験的、未証明の判断は当社が行います。 

3. 米国食品医薬品局 （FDA） に承認されている成分を 1 つも含まず、処方箋を必 

要とする合剤。類似した市販処方薬として入手できる合剤。処方箋が必要な成分 

を含む合剤は、Tier 2に分類されています。 

4. 連邦法または州法により処方箋が必要とされていない市販の医薬品。ただし当社

が、処方薬製品と同様に給付対象に指定し、医師からの処方箋により注文する場 

合は除きます。処方箋の不要な薬品として購入可能、または処方箋の不要な成分

または同等の成分で作られた処方薬。当社がその治療効果が処方箋の不要な薬品 

と同等であると判断した処方薬製品。このような決定は、1暦年の間に6回まで行

われ、この規定により除外対象となっていた処方薬に対する給付の復活は、いつ

でも可能なものとします。 

5. 疾病または傷害の治療に使用される場合でも、主な使用目的が、栄養補給、栄養 

補助、食事療法であるすべての製品。ただし州規則に義務付けられたものはこの

限りではありません。 

定義 

処方薬：米国食品医薬品局（FDA）に認可され、連邦法または州法に基づき、処方箋が必

要とされる薬品、製品、医療用具。処方薬には、薬剤の特性上、本人または専門技術のない

介護者による投与が可能なものが含まれています。この保険では、インスリンも定義中に含

まれています。 

処方薬リスト：米国食品医薬品局（FDA）認可の医薬品、薬剤、医療用具のTierを規定する

リストです。このリストは当社が定期的に見直し、変更しています（通常は四半期ごと、上

http://www.sva.edu/uhp
http://www.sva.edu/uhp
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限は 1暦年に 6回）。特定の処方薬が属する Tierについては、インターネット

（www.sva.edu/uhp）またはカスタマーサービスまでお電話（1-855-828-7716）でご確認

ください。 

優先専門家（Preferred Provider）の情報 

「優先専門家（Preferred Provider）」とは、一定の料金で一定の医療行為を行う契約下に

ある医師、病院その他の医療従事者を意味します。学校周辺の優先専門家（Preferred 

Provider）は以下のとおりです。 

UnitedHealthcare Options PPO 

各専門家のリストは予告なしに変更される場合があります。加入者は治療を受けるごとに、

医師が優先専門家（Preferred Provider）であることを確認してください。当社までお電話

（1-800-767-0700）または医師の予約の際に直接お問い合わせください。 

「 優先料金（Preferred Allowance） 」 と は 、 優先専門家（Preferred Provider） が

対象となる医療費に対して請求する料金です。 

「ネットワーク外」の専門家とは、事前に費用の合意が一切行われていません。治療を受

けた本人がかなりの料金を支払う可能性があります。保険の適用範囲を超えた分については

本人負担となります。 

担当の専門家によらず、加入者は自己負担分（Deductible）を支払う必要があります。

Deductible は給付が始まる前に支払う必要があります。当社は給付内容一覧に基づき、限

定された給付を行います。 

入院費 

優先専門家（PREFERRED PROVIDER）：優先専門家（Preferred Provider）における入院

費は給付内容一覧記載の自己負担（Coinsurance）比率と上限に基づいて支払われます。

優先病院（Preferred Hospital）にはUnitedHealthcare Options PPO United Behavioral 

health （UBH）施設が含まれています。優先病院については、お電話（1-800-767-0700）

でお問い合わせください。 

ネットワーク外：優先専門家（Preferred Provider）以外の施設で入院治療を受けた場合、 所

定の入院費が、給付内容一覧の上限に基づいて支払われます。 

外来通院費用 

優先専門家（Preferred Provider）は外来通院費用の割引を行う場合があります。給付は給

付内容一覧に基づいて行われます。リストに記載された給付額の超過分は、優先料金

（Preferred Allowance）の上限まで、すべて加入者の負担となります。 

専門家、その他費用 

UnitedHealthcare Options PPOが提供し、対象となる医療費は、給付内容一覧記載の自己負

担（Coinsurance）比率または上限に基づいて支払われます。それ以外の専門家による請求

は、保険内容の上限に基づいて給付されます。 

妊娠検査 

この保険では、定期健診、予防処置、スクリーニングに対する支払いは行われません。Health 

Resources and Services Administrationの女性の予防的ケアとスクリーニング総合ガイドライン

の最新規定による妊娠検査を優先専門家（Preferred Provider）から受けた場合は、 給付内

容一覧記載の予防的ケア記載のとおり、自己負担は一切なしに支払いが行われます。 

http://www.sva.edu/uhp
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以下の妊娠試験とスクリーニング試験は、他の条件にすべて適合する場合、この保険の給付

対象となります（カルテにより医療上の必要性が証明された場合は、追加の妊娠検査も認め

られます）。 

初診時のスクリーニング 

■ 妊娠試験：ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン（HCG） 

■ 無症候性細菌尿：尿培養中細菌 

■ 血液型とRh抗体 

■ 風疹 

■ 妊娠関連血漿タンパク質A（PAPPA） （妊娠３ヵ月のみ） 

■ 遊離βヒト胎盤性ゴナドトロピン（hCG） （妊娠３ヵ月のみ） 

■ B型肝炎：HBsAg 

■ パップ試験 

■ 淋病：細菌検査 

■ クラミジア：細菌検査 

■ 梅毒：RPR 

■ HIV：HIV-ab 

■ クームス試験 

診察ごと：尿検査 

３ヵ月ごと：ヘマトクリット、ヘモグロビン 

妊娠３ヵ月までに一回：超音波検査 

妊娠３ヵ月から６カ月の間に一回: 

■ 超音波検査（胎児スクリーニング） 

■ トリプルマーカー検査（α胎児蛋白（AFP）、エストリオール、hCG）またはクワ

トロテスト（AFP 、エストリオール、hCG、インヒビンA） 

妊婦が35歳以上の場合、妊娠3ヵ月から6カ月の間：羊水穿刺または胎児染色体検査

（CVS） 

妊娠3ヵ月から9カ月の間に一回：50g グルコーラ（食後1時間の血糖値） 

妊娠9カ月の間に一回：B群連鎖球菌試験 

妊婦用ビタミンは給付外です。妊娠検査に関する詳細は、当社までお電話（1-800-767-0700）

でお尋ねください。 

災害死亡／手足切断／完全視力喪失に対する給付 

死亡、手足切断、視力喪失 

以上の傷害が他の原因に依らず、傷害から90以内に以下の状態を招いた場合、所定の医療

費に加えて以下の額が給付されます。 
 

対象： 

死亡 $10,000 

手足・視力複合喪失 $10,000 

手足・視力単一喪失 $ 5,000 

親指または人差し指切断 $ 2,500 

上記手足には手、腕、足、腿から脛までが含まれます。手足に関しては手首・足首またはそ

の上部からの切断、目に関しては回復不可能かつ完全な失明を意味します。一件の傷害に対

しては、上記項目のうち、最も重篤な一項のみに対して支払いが行われます。 
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給付条件の調整 

給付内容は他の有効な医療、手術、入院保険と組み合わせて行われます。それらを含めた給

付額の総計は、給付対象となる処置や用具の支払い上限100%を超えることはありません。 

強制適用給付 

出産費用に対する給付 

妊娠に対する給付は、その他の疾病と同じです。加入者であり、出産のために入院中の母親

と新生児に対して給付が行われますが、いかなる場合も以下は満たされます。 

1. 非帝王切開後の48時間 

2. 帝王切開後の96時間 

妊娠に対する支払いには、有資格の助産婦が条件を満たす指示に基づいて行う処置が含まれ

ます。助産婦と医師の両者による一般処置に対しては、当社は重複分の支払いを行いません。 

給付内容は以下のとおりです。 

1. 妊娠指導 

2. 母乳または人工栄養による授乳補助と訓練 

3. 必要とされる妊婦および胎児の検診 

母親が早期の退院を選択する場合、少なくとも1回の往診が、自己負担なしの給付対象とな

ります。 

初回の往診（分娩から48時間、または帝王切開から96時間以内にいつでも申し込み可能）

は、以下の24時間以内に行われます。 

1. 退院 

2. 母親からの申し込み（いずれか遅い方） 

早期退院後の初回の往診以外、すべての給付は自己負担（Deductible、Copayment、

Coinsurance）、上限、その他の制約の対象となります。 

保険の有効期限内に受胎した場合、有効期限が過ぎて失効した後も、妊娠と出産の給付は続

けられます。 

乳がん治療に対する給付 

乳がん治療を目的とするリンパ節摘出、乳腺腫瘍摘出、乳房切除、乳房部分切除のうち、担

当医が加入者と相談の上で医療上適切と認めた処置に対し、給付は他の疾病と同様に行われ

ます。 

乳房切除後の乳房再建術も、担当医が加入者と相談の上で医療上適切と認めた以下の処置に

対し、他の疾病と同様に給付されます。（1）あらゆる段階における乳房切除後の再建。（2）

乳房の左右均衡を保つための、反対側の乳房の手術と再建。（3）あらゆる段階における乳

房切除後のプロテーゼと、リンパ水腫を含む合併症。 

これらの給付は自己負担（Deductible、Copayment、Coinsurance）、上限、その他の制約

の対象となります。 

経口抗がん剤に対する給付 

処方経口抗がん剤（がん細胞を殺すか、増殖を抑制するもの）に対する給付は、

処方薬が給付対象の場合、その他の処方薬と同じです。 
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これらの給付は、自己負担（Deductible、Copayment、Coinsurance）が加入者にとって点

滴や注射による抗がん剤の自己負担と少なくとも同等の場合、自己負担（Deductible、

Copayment、Coinsurance）上限、その他の制約の対象となります。 

子宮頚部検診と乳がん検診に対する給付 

子宮頚部検診と乳がん検診に対する給付は、その他の疾病と同じです。 

(a) 年次の子宮頚部検診は、18歳以上が給付対象となります。これには年次の内診、

パップ試験のための採取と処理、検査と診断が含まれています。 

(b) 乳がん検診の給付対象は以下のとおりです。 

(1) あらゆる年齢の乳がんリスク対象の加入者、または第一度親族に乳がんの既往

歴がある加入者が医師の推奨を受けた場合 

(2) 35歳から40歳未満の加入者に対する単回ベースラインマンモグラフィ  

(3) 40歳以上の加入者に対する年次のマンモグラフィ 

これらの給付は自己負担（Deductible、Copayment、Coinsurance）、上限、その他の制約

の対象となります。 

前立腺検診に対する給付 

前立腺がんの検診と検査に対する給付は、その他の疾病と同じです。給付内容には以下が 

含まれています。 

1. 前立腺の既往症がある全年齢の加入者に対する、直腸診、前立腺特有の抗体試験そ

の他を含む標準的な診断検査。 

2. 加入者に対する、直腸診、前立腺特有の抗体試験その他を含む年次の標準的な診断

検査。 
 

a. 無症状の場合は50歳以上。 

b. 前立腺がんの家族歴その他のリスク要因がある場合は40歳以上。 

これらの給付は自己負担（Deductible、Copayment、Coinsurance）、上限、その他の制約

の対象となります。 

避妊薬と避妊器具に対する給付 

米国食品医薬品局（FDA）に承認されたその他の避妊処方薬・用具、またはFDA に承認さ

れたジェネリックの代替品に対する給付は、処方薬が給付対象の場合、その他処方薬と

同じです。 

これらの給付は自己負担（Deductible、Copayment、Coinsurance）、上限、その他の制約

の対象となります。 

がんの診断におけるセカンドオピニオンに対する給付 

がんの有無についての診断、再発、治療コースに関する提言について、がん治療専門施設所属

の医師など適切な医師によるセカンドオピニオンを受けた場合の給付は、その他の疾病と 

同じです。 

担当医が紹介状を書いたがん治療専門施設所属の医師など、外部（non-participating）医師

のセカンドオピニオンについては、優先専門家（Preferred Provider）における給付水準に

応じて支払われます。加入者が紹介状なしで外部（non-participating）医師のセカンドオピ

ニオンを受けた場合、ネットワーク外の給付水準に応じて給付されます。 

これらの給付は自己負担（Deductible、Copayment、Coinsurance）、上限、その他の制約

の対象となります。 
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糖尿病治療に対する給付 

糖尿病治療を目的とする以下の器具および医療品に対する給付は、医師が推奨する場合、

その他の疾病と同じです。対象となる医療費には以下の器具および医療品が含まれます。 

(a) ランセットおよび自動穿刺装置 

(b) 血糖試験紙 

(c) 血糖値測定器 

(d) 視覚障害者のための血糖値測定器 

(e) 血糖値測定器用コントロール溶液 

(f) 血糖管理を目的とする糖尿病データ管理システム 

(g) グルコースおよびケトンの尿検査製品 

(h) 血糖値を下げるための糖尿病の経口薬および注射剤 

(i) アルコール消毒綿、皮膚消毒用ガーゼ、点滴用ガーゼ（皮膚消毒用）  

(j) 注射器 

(k) 視覚障害者用インスリン注射器を含む注射剤 

(l) 視覚障害者用カートリッジ 

(m) カートリッジ使い捨てタイプのインスリン注入器およびペン型カートリッジ 

(n) 糖尿病治療を目的とする、その他の注射剤用使い捨てカートリッジおよびペンニ

ードル 

(o) 全てのインスリン製剤 

(p) インスリンポンプおよび備品（バッテリー、透明半透過性ドレッシング材、

挿入器具、インスリン注入セット、リザーバー、カートリッジ、クリップ、皮膚

接着剤、皮膚接着剤リムーバー、処方されたポンプの専用ツールなど） 

(q) 低血糖治療を目的とするグルコース錠剤やゼリー剤などの経口剤 

(r) グルカゴン緊急投与キット 

医療上必要な糖尿病自己管理教育および食事教育も給付対象です。そのような教育は、医療
機関を受診する際に医師またはスタッフが行う場合や、医師の紹介を受けた教育活動認定看
護師、管理栄養士、食事療法士、登録栄養士がグループ教育で行う場合、または自宅訪問に
より行われる場合があります。 

これらの給付は自己負担（Deductible、Copayment、Coinsurance）、上限、その他の制約

の対象となります。 

精神疾患に対する給付 

精神疾患治療に対する給付は、その他の疾病と同じです。The Commissioner of Mental 

Healthによる認定を受けた医師もしくは施設、またはThe Office of Mental Healthが運営す
る医師もしくは施設において外来治療を受けるものとします。  

これらの給付は自己負担（Deductible、Copayment、Coinsurance）、上限、その他の制約

の対象となります。 

アルコール、薬物依存症に対する給付 

薬物依存症および薬物乱用の治療に対する給付は、その他の疾病と同じです。 

外来の給付は1日あたり1回の通院に限定され、1年契約あたり60回以上の外来受診（うち20

回までは家族の受診）を含みます。  

The Office of Alcoholism and Substance Abuse Servicesによる認定を受けたニューヨーク

州内の施設、同組織が認可した外来クリニック、医師の管理下にある外来薬物乱用プログラ

ム、アルコール依存症または薬物依存症治療プログラムの病院認定合同機構など、他州の認

定施設が給付対象となります。 
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「薬物乱用」とはアルコールおよび薬物の乱用を意味します。 

「薬物依存」とはアルコールおよび薬物への依存症を意味します。 

これらの給付は自己負担（Deductible、Copayment、Coinsurance）、上限、その他の制約

の対象となります。 

がん治療の処方薬に対する給付 

がん治療の処方薬が給付対象の場合、給付はその他の疾病と同じです。但し、対象薬が以下

の資料のいずれかにおいて、該当するがんの治療薬として認められていることが条件となり

ます。 

1. the American Hospital Formulary Service-Drug Information 

2. the national Comprehensive Cancer Networks Drugs and Biologics Compendium; 

3. Thompson Micromedex Drugdex 

4. Elsevier Gold Standard's Clinical Pharmacology 

5. その他、Federal Secretary of Health and Human ServicesまたはCenters for 

Medicare & Medicaid Services （CMS）が認めた専門資料、主要な専門学術誌の

検証記事や論説で推奨される専門資料 

これらの給付は自己負担（Deductible、Copayment、Coinsurance）、上限、その他の制約

の対象となります。 

経腸栄養剤に対する給付 

家庭で使用する経腸栄養剤の給付は、それらが給付対象の場合、その他の疾病処方薬

と同じです。但し、医師が医療上必要と判断して処方し、該当する疾病に経腸栄養剤の治療

効果が認められていることが条件となります。経腸栄養剤の治療効果が認められる疾病には、

（1）アミノ酸または有機酸の遺伝性代謝疾患、（2）クローン病、（3）生活に支障のある

（FTT）胃食道逆流、（4）慢性偽性腸閉塞などの胃腸運動性疾患、（5）放置すると栄養失

調、慢性身体障害、知的障害または死を招く深刻な複合食物アレルギー、その他が含まれて

います。 

一部のアミノ酸・有機酸遺伝性代謝疾患の治療用に作られた、低蛋白または変性蛋白を含む

治療用固形食製品が医療上必要な場合も、12ヵ月間で$2,500を上限として、給付の対象と

なります。 

これらの給付は自己負担（Deductible、Copayment、Coinsurance）、上限、その他の制約

の対象となります。 

末期がんのターミナルケアに対する給付 

末期患者専門の病院における短期治療サービスに対する医療費の支払いは、給付対象とな

る場合、その他の疾病と同じです。対象は進行がん（加入者の担当医による診断で

、原疾患回復 の 見込 み が な く 余命60日未満） と 診断 さ れ た 加入者 が 対 象 で 、

加入者の担当医が病院の医長と相談の上、その病院で適切なケアが行われると判断した場

合に限定されます。 

当社が加入者の入院または病院における治療条件や継続に異議がある場合は、

外部機関への緊急不服申し立てを開始します。その申し立てに対する決定が下されるまで、

加入者の入院または病院における治療条件や継続が当社によって否定されることはありま

せん。 当社から病院に対し、対象となる医療費の支払いを行います。外部審査機関の決定

は、すべての関係者に対して拘束力を持ちます。当社が外部審査機関への緊急不服申し立て

を開始しない場合は、病院に対して該当する医療費が支払われます。 

当社が支払う費用は、病院との交渉によって決定されたものです。事前の合意がない場合、

当社はメディケアによる病院の急患治療費を支払い、相互レベルケア（ALC）の日数に対し

ては、急患治療費の75%の比率で支払います。 当社は、加入者が受けたサービスに対して
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全額を支払います。病院はそのサービスに対し、該当する自己負担（deductible、copayment、

coinsurance）以外に、加入者に対する請求や補償、償還の要求は一切行いません。 

これらの給付は自己負担（Deductible、Copayment、Coinsurance）、上限、その他の制約

の対象となります。 

骨塩量の測定または試験に対する給付 

骨塩量測定に対する給付は、その他の疾病と同じです。処方された薬と用具が給付対象の

場合、連邦政府認可の処方薬と用具に対する給付が行われます。 

骨塩量測定、薬品と用具には、メディケア認定のものと、National Institutes of Healthの基

準を満たすものが含まれ、こうした基準では、二重エネルギーX線吸収法が認められていま

す。 

給付対象には最小限として以下が該当する加入者が含まれています。 

(a) 骨粗鬆症の既往歴、家族歴 

(b) 骨粗鬆症を示す症状または有意リスク 

(c) 骨粗鬆症の有意リスクとなる投薬治療 

(d) 骨粗鬆症の有意リスクとなる生活習慣要因 

(e) 年齢、性別その他、骨粗鬆症の有意リスクとなる生理学的特性 

これらの給付は自己負担（Deductible、Copayment、Coinsurance）、上限、その他の制約

の対象となります。 

自閉症圏障害に対する給付 

自閉症圏障害の医療上必要なスクリーニング、診断、治療に対する給付は、その他の疾病と 

同じです。 

給付内容には、加入者1名あたり1契約で$45,000.00を上限とする、応用挙動解析の費用も

含 ま れ て い ま す 。 こ の 上限額 は 、 ニ ュ ー ヨ ー ク 州法 に 基 づ き 、医療費 の

消費者物価指数（CPI）上昇に伴って上方調整されます。 

「自閉症圏障害」とは、診察時における最新版「精神障害の診断と統計の手引き（DSM）」

の定義による全ての広汎性発達障害を意味し、以下が含まれています。 

1. 自閉症 

2. アスペルガー症候群 

3. レット症候群 

4. 小児期崩壊性障害 

5. 特定不能の広汎性発達障害（PDD-NOS） 

「応用挙動解析」は行動刺激とその結果を使い、有意な社会的行動改善を目的とした計画、

導入、評価を意味します。そうした解析には、直接的観察、測定、環境と行動の関係におけ

る機能分析が含まれています。治療計画では治療対象となる状況・機能障害改善の測定可能

な目標を設定し、当初の査定と、その後の中間査定までの目標を含め、それらを治療期間を

通じ、客観的かつ測定可能な方法で行う必要があります。 

「社会的行動治療（社会行動療法）」は、加入者の機能を実践的な面で最大限に開発、維持、

回復させるための、カウンセリングと治療のプログラムを意味します。こうした療法は専門

家が行う必要があります。応用挙動解析も、 Behavior Analyst Certification Boardの認可を

受けた行動分析専門家が、New York Department of Financial Servicesの基準に従い、New 

York Department of Health and Educationと相談の上で実施または監督する場合は給付対象

になります。 

「自閉症圏障害の診断」は、自閉症圏障害の有無を確認する査定、評価、試験を意味します。 
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「薬局ケア」は、教育法第8章に基づく有資格の専門家が処方した、この保険で給付が認め

られた自閉症圏障害の処方薬を意味します。 

「精神科治療」は、有資格の精神科医が行う直接的または諮問的なサービスを意味します。 

「心理療法」は有資格の心理学者が行う直接的または諮問的なサービスを意味します。 

「セラピューティック・ケア」は加入者の機能を実践的な面で最大限に開発、維持、回復す

るために必要なサービス意味します。但しサービスの担当者は有資格または認可済みの言語

療法士、作業療法士、ソーシャルワーカーまたは理学療法士であることが条件です。 

「自閉症圏障害治療」には以下のケアと意思疎通補助器具が含まれています。但し有資格の

医師または心理学者によって、自閉症圏障害の診断を受けた患者のために処方または注文さ

れたことが条件となります。 

1. 社会行動療法 

2. 精神科治療 

3. 心理療法 

4. 有資格の専門家が行う医療処置 

5. セラピューティック・ケア（該当保険によってセラピューティック・ケア給付が

認められる場合、機能的適応（habilitative）または非回復性と見なされるものを

含む） 

6. 薬局ケア（該当保険によって処方薬の給付が認められる場合） 

意思疎通補助器具については、給付対象には、言語病理学者による、補助器具の必要性を確

認するための正式な評価が含まれています。この正式な評価に基づき、補助器具のレンタル

または購入に対する給付が行われます。但し加入者が正式な評価によって通常の方法（会話

や筆記など）で意思疎通ができないと診断され、かつ意思疎通補助器具が役立つ可能性が高

いと診断されていることが条件となります。レンタルか購入かの判断は当社が行います。 

意思疎通補助器具の例としては、コミュニケーションボードや音声発生装置が挙げられます。

給付対象は、加入者が意思疎通補助のみに使用できる機材に限定されます。誤った使用方法

や取り扱い、盗難による紛失・損傷による修理と交換は対象外となります。給付は、加入者

の現在の機能水準に最適な機材に対して行われます。 

ラップトップ、デスクトップ、タブレット型コンピューターその他の機材は給付対象となり

ません。但し、ラップトップ、デスクトップ、タブレット型コンピューターを音声発生装置

として使用するためのソフトウェアとアプリケーションは給付対象となります。 

教育法第89条に基づく個別教育計画により、こうした治療が提供されている場合、それを

理由に給付が拒否される場合があります。教育機関以外の部分で、こうしたサービスが有資

格の医師または心理学者によって補助的に処方された場合、公衆衛生法第2545章に基づく

個別家族サービス、教育法第89条に基づく個別教育計画、Office for Persons with 

Developmental Disabilitiesの規制に基づく個別教育計画によるサービスの条件は、この保険

の給付内容に影響しません。 

これらの給付は自己負担（Deductible、Copayment、Coinsurance）、上限、その他の制約

の対象となります。 

生物学的精神疾患に対する給付 

生物学的精神疾患の診断を受けた成人と小児に対する給付は、その他の疾病と同じです。 

「生物学的精神疾患」は、脳の生物学的疾患に由来し、患者の機能を大幅に制限する、

臨床上有意な心理学的症候群（PSD）またはパターンを引き起こす、精神的、神経的、感

情的な状態を意味します。こうした生物学的精神疾患の定義は以下のとおりです。 

1. 統合失調症／精神病 

2. 深刻なうつ状態 
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3. 双極性障害 

4. 妄想性障害 

5. パニック障害 

6. 強迫性障害 

7. 過食症と拒食症 

これらの給付は自己負担（Deductible、Copayment、Coinsurance）、上限、その他の制約

の対象となります。 

重篤な情緒障害を持つ子供に対する給付 

重篤な情緒障害を持つ子供に対する給付は、その他の疾病と同じです。 

「重篤な情緒障害を持つ子供」は注意欠陥傷害、破壊的行動障害または広汎性発達障害の診

断を受け、以下の項目に一つ以上該当する、18歳未満の患者を意味します。 

1. 深刻な自殺症状や、その他の生命を脅かす自滅的な行為 

2. 有意な精神病症状 （幻覚、妄想、奇矯な行動） 

3. 傷害または深刻な物的損害を引き起こす可能性のある、情緒障害による行動 

4. 家庭から引き離される深刻なリスクを伴う、情緒障害による行動 

これらの給付は自己負担（Deductible、Copayment、Coinsurance）、上限、その他の制約

の対象となります。 

 

定義 

自己負担（COPAY/COPAYMENT）：該当する医療費において、加入者に支払い義務のあ

る特定の金額。 

対象となる医療費：以下に該当する適切な料金。（1）通常の医療費の範囲内。（2）優先

専門家（Preferred Provider）の給付内容が定められ、優先専門家（Preferred Provider）か

ら請求が行われる場合、優先料金（Preferred Allowance）の範囲内。（3）給付内容一覧に

定められた、該当するサービスに対する支払額の上限以下。 （4）契約の除外対象となっ

ていないサービスと物品に対する請求。（5）医療上必要なサービスと物品に対する請求。

（6）給付内容一覧に含まれたサービスに対する請求。（7）自己負担（Deductible）が存在

する場合、それを超えた部分の請求。 

対象となる医療費は、以下の条件を満たした場合のみ「発生した」と認められます。（1）

給付内容に含まれるサービスが提供された場合。（2）そうしたサービスに対し、加入者に

請求が行われた場合。 

自己負担（DEDUCTIBLE）：給付内容一覧その他、この保険に関する裏書条項にdeductible

の金額が記載されている場合、対象となる医療費に対して支払われる金額から、給付が行わ

れる前に差し引かれる金額。こうした差引額は、給付内容一覧に記載されています。 

傷害：以下すべてを含む身体への傷害。 

1) 他人または対象物への特定の事故による衝突により、他と無関係かつ直接的に発

生した。 

2) 他の病的、機能的、構造的な障害と無関係。 

3) 損失の原因となった。 

4) 事故から30日以内に医師の治療を受けた。 

5) 加入者がこの保険の対象となっている間に発生した。 
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一件の事故から生じた、関連する状態と再発を含むすべての傷害は、一件の傷害と見なされ

ます。部分的または全体的、直接的または間接的に、疾病または肉体的虚弱から発生した損

失は傷害に含まれません。 

対象となる医療費が当プランの発効日以前に起きた傷害により発生した場合は、この保険に

基づく疾病と見なされます。 

入院：この保険の給付対象となる傷害または疾病のため、正式な手続きを経て、病院また

は専門看護施設に継続的に留まること。 

医療上の緊急事態：医療上または行動上、突発的に激痛などの深刻な症状が発生し、医療

と健康について平均的な知識のある、専門家でない慎重な者の判断で、緊急処置を受けない

と以下のいずれかの状態を招くと判断される状況。 

1) 被保険者または他者の健康が深刻に脅かされる。 

2) 身体機能が深刻に損なわれる。 

3) 内臓または身体部位に深刻な機能不全が生じる。 

4) 被保険者に深刻な身体障害が発生する。 

「医療上の緊急事態」による出費は、上記に該当する疾病または傷害に対してのみ支払われ

ます。こうした支払いは、疾病や傷害が深刻でない場合は行われません。 

医療上の必要性：病院または医師が提供または処方したサービスや用具のうち、以下すべ

てに該当するもの。 

1) 疾病または傷害の症状、診断、治療に不可欠なもの。 

2) 疾病または傷害の診断、または直接的なケアと治療のために提供されたもの。 

3) The Standards of Good Medical Practiceに即したもの。 

4) 被保険者またはその医師の便宜を主目的としないもの。 

5) 被保険者に安全に提供可能な、最適な用具またはサービスの水準。 

入院の必要性：以下のどちらも該当します。 

1) 被保険者が就床患者として急患治療を必要とする場合。 

2) 被保険者が安全かつ適切なケアを外来で受けられない場合。 

この保険による支払いは、医療上の必要性が認められるサービス、施術、用具のみに対して

行われます。入院日数の一部または全体を含め、医療上の必要性がないと見なされた経費に

対する給付は行われません。 

医師：カイロプラクターを含め、医術の合法的な資格を有し、資格の範囲内でケアを行う、

肉親以外の専門家。「肉親」は、親族、姻戚関係の法律によって、被保険者の第三親等まで

に属するすべての者を意味します。 

既往症：被保険者が給付対象となる日付の直近6カ月以内に診断、治療、または治療の推奨

を受けた、あらゆる状態。 

疾病：損失の理由となり、被保険者が給付対象である期間に発生した疾病。同様または類

似した状態の関連状況や反復症状は、一件の疾病と見なされます。この保険の有効日以前に

発生した傷害に対する、給付対象となる医療費は、この保険では疾病治療費と見なされます。 

専門看護施設：有資格かつ合法的に運営される病院または看護施設。 

救急施設：予想外の疾病・傷害、急性または深刻な症状が発生した場合、被保険者の健康

の深刻な悪化を防ぐために必要な治療を行う施設。 

通常の医療費：実際の請求額または以下に挙げる妥当な料金のうち、少額の方。（1）類似

したサービスまたは用具の料金と比較して通常である。（2）加入者と同じ地域における、

類似した病状の人物に対する請求額。当社はFAIR Health, Inc.のデータによって通常の医療

費を決定しています。当社が通常の医療費を超えると判断した部分に対しては、この保険で

は給付は一切行われません。 
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保険外治療と上限 

以下に対しては給付は一切行われません。（a）以下のいずれかによる損失または費用。（b）

以下のいずれかに関連する治療、サービス、用具。 

1. 美容のための施術。但し外傷、感染その他、施術部位の疾病を理由とする手術後の再

建を目的とする手術は例外とします。乳房切除後の再建手術も、ここには含まれませ

ん。 

2. 保護型ケア。以下の場所で提供されるケア。介護施設、ヘルスリゾート、高齢者用住

宅、社会復帰訓練所、大学の医務室、在宅または保護型ケアを主目的とする施設。薬

物・アルコール乱用治療または在宅・保護型ケアにおける長期ケア。 

3. 歯科治療：但し、丈夫な天然歯に対する事故による傷害、先天性疾患、奇形の治療は

例外とします。 

4. 待機的な手術または治療。 

5. 視力検査、眼鏡、コンタクトレンズ。眼鏡またはコンタクトレンズの処方または調整。

視力の欠陥または問題に対する視力矯正その他の治療。但し、給付対象である傷害、

疾病、もしくは医療上の必要性による場合は例外とします。 

6. 魚の目、たこ、偏平足、扁平化した土踏まず、弱った足、慢性的な足の張りその他、

足の症状に関する治療。 

7. 聴力検査。補聴器。聴力の欠陥または問題に対するその他の治療。但し、感染または

外傷による場合は例外とします。「聴力の欠陥」は、正常な聴力を妨げる、またはそ

の可能性のある、病状進行以外の耳のあらゆる身体的欠陥を意味します。 

8. Workers' Compensation、Occupational Disease Law or Actその他、あらゆる類似した

法律によって給付対象となる傷害または疾病。 

9. 強制自動車保険の自分に非がない場合の給付対象となる、 交通事故による傷害。 

10. 以下において発生した傷害。（a）対校スポーツ、コンテスト、競争への参加。（b）

そうしたスポーツ、コンテスト、競争の参加者として移動中。（c）そうしたスポーツ、

コンテスト、競争の練習またはトレーニング中。 

11. 治験的または実験的治療。但し、外部審査機関により、被保険者の外部に申し立てを

行う権利に基づいて承認された場合は例外とします。 外部審査機関 が臨床試験の一

部としてそうした治療の給付を認めた場合、この保険では、試験計画に基づき、被保

険者へのサービスに必要なコストの部分のみを給付対象とします。当社は治験薬・用

具、ヘルスケアサービス以外、リサーチ管理のコスト、及びそうした治験で行われる

実験外または治験外治療うち、この保険における給付対象外のコストは負担しません。 

12. 重罪またはその未遂、暴動や反乱への参加。 

13. 既往症。但し、同じ学校の学生として、連続12ヵ月以上同じ保険の加入者である場合

は例外とします。既往症の除外期間は、加入者が給付可能な月間の合計によって短縮

されます。給付可能な月間は被保険者がこの保険に加入する63日前までの連続する期

間となります。この除外は被保険者が19歳未満の場合には適用されません。 

14. 加入者の医療提供者が、通常は無料で提供するサービス。学生の福利厚生料金に含ま

れるサービス。 

15. あらゆる飛行機による航空中。但し、通常運行中の民間旅客機を旅客として利用中は

例外とします。 

16. 用具や機材。但し、この保険で指定されている場合は例外とします。 

17. 政府機関の病院における治療。但し、被保険者に治療費の法的支払い義務が生じる場

合は例外とします。 
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18. ニューヨーク州保険法第49条に基づき、医療上の必要性がない治療、サービス、用具。 

19. 公式、非公式を問わず、戦争またはあらゆる戦争行為。あらゆる国籍の軍隊所属中（兵

役によって給付が行われない期間の保険料は、請求があれば、期間中の料金を計算し

て払い戻します）。 

Collegiate Assistance Program 

被保険者である学生は、24時間体制で看護アドバイス、健康情報、カウンセリングサポー

トなどを利用できます。正規の保険証に記載された番号までお電話ください。Collegiate 

Assistance Programの担当者は有資格の看護師（Registered Nurse）と臨床専門家で、治療、

法律、金銭的なアドバイスの必要性を確認し、大きな悩みの相談に乗ることもできます。 

 

FrontierMEDEX：グローバル救急サービス 

この保険に加入する学生はFrontierMEDEXを利用できます。サービス利用の条件は以下の

とおりです。 

米国人学生：大学所在地または自分の正式な住所から100マイル以上離れた場合、または海

外留学中にFrontierMEDEXのサービスが受けられます。 

FrontierMEDEXには、救急医療避難と、米国国務省の条件を満たす遺骸の返還が含まれて

います。救急医療避難サービスは、911への電話による救急車など、現地の緊急医療サービ

スの代替となるものではありません。すべてのサービスは、FrontierMEDEXによって手配

と提供が行われます。FrontierMEDEXが手配しないサービスに対する給付は行われません。 
 

主なサービス:  

*医療従事者への保険情報転送 

*カルテ転送 

*世界各地の医師・歯科医師紹介 

*救急医療避難 

*入院中の加入者に会うための交通手段 

*視力矯正レンズや医療用具の交換 

*回復期のホテル手配 

*保護下にある子供の帰宅 

*法的手続きの紹介 

*メッセージ送信 

*治療のモニタリング 

*薬、ワクチン、輸血 

*医師、専門家の派遣 

*病院費用支払いの手伝い 

*安定状態になった後の交通手段 

*緊急旅行の手配 

*家族と主治医に対する継続的な経過報告 

*紛失・盗難に遭った旅行書類の再発行 

*遺骸の送還 

*送金 

*翻訳 

FrontierMEDEXの詳細は、www.uhcsr.com/frontiermedexでご覧ください。サービスの説明

と除外事項と上限が記載されています。 

サービスが必要な際は、お電話でお申込みください。 

（800）527-0218 米国内無料通話 

（410）453-6330 米国外コレクトコール 

Eメール（operations@frontiermedex.com）でもサービスの申し込みができます。 

お電話の際は、以下の情報をご提供ください。 

1. 通話者の氏名、電話番号、ある場合はFAX番号、患者との続柄 

2. 患者の氏名、年齢、性別、FrontierMEDEX加入番号（保険証に記載） 

3. 患者の病状説明 

4. 病院名、所在地、電話番号（該当する場合） 
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5. 担当医の氏名、電話番号 

6. 医師の緊急連絡先 

FrontierMEDEXは旅行保険または医療保険ではなく、緊急医療援助サービスの提供者です。

すべての医療費は加入している保険の会社に請求してください。給付はその保険の契約条件

により制限されます。すべての援助サービスは、FrontierMEDEXにより手配と提供が行わ

れる必要があります。FrontierMEDEXが提供しないサービスに対する請求は受け付けられ

ません。上限や除外など、FrontierMEDEXの詳細情報はMyAccount

（www.uhcsr.com/MyAccount）でご覧ください。 

ヘルスケアサービスに関する苦情通知内部不服申し立て手続きおよび外

部独立機関による審査手続き 

内部不服申し立て手続き 

保険加入者または正規の代理人は、却下決定（Adverse Determination）のお知らせから180

日以内に、書面により、却下決定（Adverse Determination）の内部審査申請を行うことが

できます。 

内部審査申請の受け取り後、当社は加入者に対し、当社の内部審査担当者氏名または担当部

門名、宛先、電話番号をお知らせします。利用状況の審査（Utilization Review）にまつわる

却下決定（Adverse Determination）については、当社が適切な臨床医（却下決定の対象に

なったケースと同等またはそれに近い専門分野を通常管理する者）の担当者を選定します。 

審査担当の専門医は、最初の却下決定（Adverse Determination）には関与していません。 

当社は苦情受理から3営業日以内に、加入者または正規の代理人に対し、以下の権利をお知

らせします。 

1. 内部審査中に検討を希望する給付に関するコメント、書類、記録その他資料の、

書面による提出。 

2. 加入者への給付に関する当社の書類、記録その他情報の、適切な方法による閲覧

または写しの受け取り（無料）。 

最終却下決定通知を発行する前に、当社はできるだけ早く、無料で以下を提供します。 

1. 苦情に関し、当社が検討した新情報または追加情報。 

2. 決定につながる新しい根拠または追加された根拠。 

加入者または正規の代理人は10暦日以内に、新しい情報または根拠について回答すること

ができます。 

当社は以下の条件により、文書または電子上による最終的な却下決定（Final Adverse 

Decision）を、加入者または正規の代理人に提出します。 

1. 将来的審査のお知らせは、当社による苦情受理から30日以内に行います。 

2. 遡及的審査のお知らせは、当社による苦情受理から60日以内に行います。 

この期間は、当社が内部審査の申請を受理した日から計算します。申請に必要な情報がすべ

て含まれていなくても影響はありません。 

内部審査の結果による、最終拒否決定（Final Adverse Determination）の書面通知には以下

が含まれています。 

1. 内部審査担当者の職位と資格。 

2. 以下を含め、苦情の対象を特定するための十分な情報。 
 

a. サービスを受けた日 
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b. サービス提供者名 

c. 請求額 

3. 加入者または正規の代理人から請求があった場合は、診断コード、治療コード、

及びそれらの意味を説明する文書が提供されます。 

 

4. 当社による最初の拒否決定（Adverse Determination）を支持する内部審査結果

が出た場合は、以下が提供されます。 
 

a. 最終拒否決定の具体的理由。却下コードとその意味、拒否決定に使われた当

社の規則（該当する場合）の説明が含まれています。 

b. 決定の根拠となった具体的な保険契約の条項。 

c. 加入者が要求した場合は、給付に関する当社の書類、記録その他情報の、適

切な方法による閲覧または写しを無料で提供される権利があることを記載

した文書。 

d. 当社による決定の根拠となった具体的な社内規則、ガイドライン、手続きそ

の他の該当基準がある場合、請求があれば無料で写しを提供する旨を記載し

た文書。 

e. 最終拒否決定が医療上の必要性、実験・治験的な治療、それに類似した除外

事項または上限を根拠として下された場合、請求があれば無料で書面による

説明を提供します。 

f. 以下の請求方法：（i）最終拒否決定の根拠となった具体的な規則、ガイドラ

イン、手続きその他の該当基準、（ii）決定の科学的または臨床的根拠を記

載した文書 

5. 州の外部審査法に基づき、最終拒否決定の審査を外部の独立機関に依頼する方法

の説明。 

6. 州の外部不服申し立て方法の写しと申請書類。 

7. 加入者が管轄裁判所で民事訴訟を行う権利。 

8. あらゆる苦情、不服、申し立てに関する援助を受けるため、加入者が常時

Commissioner's OfficeまたはOmbudsman's Officeに連絡する権利の通知。 

拒否決定（Adverse Determination）の緊急内部審査（EIR） 

加入者または正規の代理人は、以下に関して、口頭または書面で拒否決定（Adverse 

Determination）の緊急内部審査 （EIR）請求を行うことができます。  

1. 緊急治療 

2. すでに緊急治療を受け、まだ医療施設を出ていない加入者の入院、治療提供、入

院の継続または医療サービスに関する、別件の緊急治療申請の審査 

当社の決定を含めた必要な情報はすべて、加入者または正規の代理人に電話、FAXその他、

可能な限りもっとも迅速な方法で送付されます。加入者または正規の代理人に対するEIRの

決定通知は、当社によるEIR申請受理後72時間以内に行われます。 

該当するEIR申請が、別件に関する緊急治療申請の審査に関連している場合、サービスに対

する給付は、加入者が最終決定を受け取るまで続けられます。 

加入者または正規の代理人は、EIR申請と同時に以下を提出できます。 

1. 緊急外部審査 （EER）申請：加入者の生命または健康が、EIRの完了時期によっ

て深刻な危機に晒される場合、または最適な機能回復の機会が失われる場合 

2. 実験的または治験的治療の緊急外部審査（EEIER）申請：拒否決定（Adverse 

Determination）が給付に対するもので、その根拠が実験的または治験的治療であ
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り、推奨・申請されたサービスまたは治療をすぐに開始しないと効果が大幅に低

下することを、被保険者の担当医が書面で証明した場合。 

最終拒否決定通知は、口頭、書面、または電子上のいずれかで行われる可能性があります。 

外部の独立機関による検討 

医療上の必要性欠如（適切性、ヘルスケアの設定、ケアの水準、対象となる医療費の有効性

を含む）、実験的または治験的治療（治験と希少疾病治療を含む）、またはネットワーク外 

治療を根拠に当社が拒否決定・最終拒否決定を行った場合、加入者または正規の代理人、さ

らに遡及的拒否決定に関しては被保険者の担当医が、 外部審査機関に不服申し立てを行う

ことができます。外部審査機関は、こうした申し立てを処理するために、ニューヨーク州の

認可を受けた独立機関です。 

医療上の必要性がないという決定に対し、加入者が不服申し立てを行う権利 

給付拒否決定・最終給付拒否決定が医療上の必要性以外の理由で下され、該当するサービス、

施術または治療が本来は保険の給付範囲で、さらに以下のいずれかに該当する場合、加入者

は外部審査機関に不服申し立てを行うことができます。 

1. 最終拒否決定が当社の内部要請手続きを通じて加入者に伝えられ、当社が拒否を

継続した。 

2. 加入者と当社が、内部審査の免除に書面で合意した。 

3. 加入者が緊急内部審査と同時に外部への緊急不服申し立てを行った。 

4. 当社が正しい申請手続きを行わなかった。 

加入者が実験的・治験的サービスの判断に不服申し立てを行う権利 

給付拒否決定・最終給付拒否決定が実験的・治験的治療を根拠として行われ、該当するサー

ビスがそれ以外の場合には保険の給付範囲で、さらに以下のいずれかに該当する場合、

加入者は外部審査機関に対し、申し立てを行うことができます。 

1. 最終拒否決定が当社の内部手続きを通じて加入者に伝えられ、当社が拒否を継続

した。 

2. 加入者と当社が、内部審査の免除に書面で合意した。 

3. 加入者が内部要請手続きを完了したか、完了する義務がないと見なされた。. 

さらに被保険者の担当医が、加入者の病状について以下のいずれかを証明する必要がありま

す。 

1. 標準的なサービスまたは施術に効果がない、またはそれらが医学的に不適切で 

ある。 

2. 給付範囲内に、より良い標準的サービスまたは施術が存在しない。 

3. 臨床試験や希少疾病の治療が存在する。 

さらに被保険者の担当医が、以下の患者の病状について、以下のいずれかを推奨したことが

必要です。 

1. サービスまたは施術が、医学的・科学的証拠となる2種類の書類に基づき、標準

的な給付対象のサービスまたは施術より臨床上の利点が高いと予想される。 

2. 加入者が参加可能な臨床試験（一部の臨床試験のみ） 

3. 希少疾病の場合、要求するサービス・施術は被保険者の希少疾病治療に益する可

能性が高く、その有益性はリスクを上回ることを、被保険者の正式な代理人また 

は担当医が主張することができます。さらに、被保険者の症状に該当する希少疾

病は現在または過去において、National Institutes of Health Rare Disease Clinical 
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Research networkの研究対象となっているか、米国内の罹患者が年間20万人未満

に留まっていることを、被保険者の担当医が証明する必要があります。 

この部分で言及される医師による証明はすべて、その推奨を裏付ける根拠に関する声明を含

む必要があります。 

この部分で言及される被保険者の担当医は、有資格かつ専門医師会の認定済み、または専門

医としての訓練を完了し、被保険者の状態・疾病を治療するために適切な分野の専門医であ

ることが必要です。さらに希少疾病治療の場合、担当専門医は治療医と同一人物であること

はできません。 

サービスがネットワーク外であるという決定に対し、被保険者が不服申し立てを行う権利 

給付拒否決定・最終給付拒否決定が、ネットワーク外のサービスが実質的に優先専門家 

（Preferred Provider）が提供するサービスと違わないという根拠で行われた場合、被保険

者は以下3つの条件を満たした上で、外部審査機関に申し立てを行うことができます。 

1. 該当するサービスが、本来は保険の給付対象に含まれている。 

2. 加入者がすでにネットワーク外治療の申請を行っている。 

3. 以下のいずれかを満たしている。 

a. 加入者は当社の内部要請手続きを経て最終拒否決定を受け取っており、当社

は拒否決定を継続している。 

b. 加入者と当社が、内部審査の免除に書面で合意した。 

c. 加入者が緊急内部審査と同時に 緊急外部への不服申し立てを行った。 

d. 当社が正しい申請手続きを行わなかった。 

被保険者の担当医は、さらに以下を証明する必要があります。 

1. ネットワーク外のサービスは、優先専門家（Preferred Provider）によって提供可

能なサービスと実質的に異なる。 

2. 入手可能な2種類の医療・科学文献に基づき、ネットワーク外のサービスが、

優先専門家（Preferred Provider）によって提供可能なサービスよりも臨床上の

利点が高いと予想される。 

3. ネットワーク外のサービスによる副作用のリスクは、優先専門家（Preferred 

Provider）によって提供可能なサービスと比較して大幅に上がるとは予想されな

い。 

この項目で意味する被保険者の担当医師は、ネットワーク外でその分野の適切な治療行為を

行うための、正式免許もしくはそれに相当する免許を保持する有資格者である必要がありま

す。 

要求された治療を優先専門家（Preferred Provider） が被保険者に対して提供可能である

ことが前提の場合、ネットワーク外の治療提供者照会に関して、被保険者は給付拒否 

決定・最終給付拒否決定の外部機関への不服申し立てを行う権利を保持しません。 

外部機関への不服申し立て手続き 

保険会社の内部要請手続きを通じて、医療上の必要性がない、実験的・治験的治療である、

ネットワーク外治療である、などの理由で給付内容が拒否され、加入者が

却下決定（Adverse Determination）または最終却下決定（Final Adverse Determination）

を受け取った場合、書類受理から4か月以内であれば、加入者は外部機関への不服申し立て

要請の書類を申請することができます。加入者と保険会社が内部不服申し立ての放棄に書面

で同意する場合、加入者は放棄の通達から4か月以内に、外部機関への不服申し立てを書面

で行う必要があります。保険会社が、要請手続きの必要要件を満たさない場合には、加入者

は同様に4か月以内に申し立てを行うものとします。保険会社は、内部要請手続きを通じて、

あるいは内部不服申し立て放棄の書面通達を通じて却下決定（Adverse Determination）ま
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たは最終却下決定（Final Adverse Determination）を発行し、外部機関への不服申し立て申

請書に添えて提供する必要があります。 

外部機関への不服申し立て申請書については、New York State Department of Financial 

Services （電話番号： 1 （800） 400-8882）へお問い合わせください。記入した用紙は、

申請書に記載してあるNew York State Department of Financial Servicesの住所まで、ご郵送

ください。外部機関への不服申し立ての基準を、加入者と加入者の医師（該当する場合）が、

満たしていると承認された場合、 New York State Department of Financial Servicesから外

部審査機関に要請が送られます。  

加入者と加入者の医師（該当する場合）は、希望次第で、追加書類提出の機会が与えられま

す。加入者から提出された情報が、保険会社が給付の非承認を決定した際の情報と異なると

みなされた場合、外部審査機関は加入者からの提出内容を保険会社に開示することができま

す。それにより保険会社は決定の再検討を行う機会が与えられます。保険会社は、3営業日

以内に決定内容の改訂、あるいは確認の決断を行うものとします。不服申し立てが緊急に行

われる場合（下記参照）、保険会社に決定を再検討する権利は与えられません。 

通常、外部審査機関は、加入者の申請書受理日から30日以内に決定を下すものとします。

外部審査機関により、加入者、担当医師、あるいは保険会社に対して追加情報の要請が行わ

れることがありますが、その場合には、決定までに5営業日が加算されます。外部審査機関

は、加入者、担当医師（該当する場合）、保険会社に対して、2営業日以内に書面で決定内

容を伝達しなければなりません。 

以下の場合において、加入者は外部機関への緊急不服申し立てを行うことができます。 

1）保険給付が認められなかった治療行為の遅れが、切迫したあるいは重大な危険を加入者

の健康にもたらすこと、あるいは、外部審査機関が要する通常の審査期間が加入者の生命、

健康を危険にさらす、もしくは万全な健康状態を取り戻す弊害になることを、加入者の医師

が証明した場合。2）加入者が、緊急治療を受け病院内にいる状態で、保険給付の非承認が

入院、治療サービス、滞在延長の可能性に影響を与える場合。 

これらの場合には、外部審査機関は申請書を受理してから72時間以内に決定を下す必要が

あります。決定が下され次第、外部審査機関は加入者、担当医師（該当する場合）、保険会

社に電話あるいはFaxにて迅速に決定の通達を行わなければなりません。また、加入者には

書面でも決定内容が通達されます。 

外部審査機関が、医療上の必要性、実験および治験的治療に対する給付内容の承認、ネット

ワーク外治療に関する保険会社の決定内容を覆した場合には、保険会社はプランの契約条件

に即した給付内容を提供する必要があります。ただし、外部審査機関により、臨床試験の一

環として実験および治験的治療に対する給付が承認された場合、このプランの支払いは治験

計画のうち加入者への治療に必要な医療サービス費のみを対象とします。保険会社は、治験

薬、治験器具、非医療サービス、運営リサーチ費用、また、このプランの適用範囲外の、臨

床試験において提供される非実験、非治験的治療にかかる費用に対する支払い義務は負わな

いものとします。 

外部審査機関による決定は、加入者および保険会社の両者に拘束力を保持します。この決定

はいかなる法廷手続きにおいても、採用されます。  

加入者は、外部機関への不服申し立て1件につき25ドルを保険会社に支払いますが、1年契

約あたり合計75ドルを超過しないものとします。その支払いが加入者にとって困難である

と保険会社により判断された場合は、支払い免除となります。 

加入者の担当医師は、外部機関への不服申し立て1件にき50ドルを保険会社に支払います。

外部審査機関により、却下決定（Adverse Determination）または最終却下決定（Final Adverse 

Determination）が覆された場合、保険会社はその額を払い戻さなければなりません。 

保険加入者および担当医の責任 
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外部機関への不服申し立て手続きの開始は、加入者および規定による加入者の担当医師によ

り行われなければなりません。手続きには、まず、New York State Department of Financial 

Servicesへ該当申請書を提出します。加入者は手続きに際して正式な代理人を指名すること

ができますが、Department of Financial Servicesから書面による確認を要請されることがあ

ります。 遡及的却下決定（Adverse Determination）不服申し立てについては, 加入者は承

認書に署名し、病歴開示に同意する必要があります。 

ニューヨーク州法により、不服申し立ての要請は、保険会社からの給付内容不承認の書面通

達受領日、もしくは内部不服申し立て放棄の書面通達、あるいは、保険会社による申し立て

手続き必要要件不履行から4か月以内に、完了しなければなりません。締切日延長許可の権

限は保険会社には与えられていません。 

外部審査申し込みの送付先 

外部審査申し込みはすべて、以下に記載する州の保険局に送付してください。 

New York State Department of Financial Services 
P. O. Box 7209 
Albany, NY 12224-0209 

（800）400-8882 

Eメール: externalappealquestions@dfs.ny.gov 

ウェブサイト：www.dfs.ny.gov 

申し立ての権利に関するお問い合わせ 

内部不服申し立ておよび外部審査に関する加入者の権利については、カスタマーサービスま

でお電話（800-767-0700）でお問い合わせください。 

加入者による不服申し立て手続きについては、この他にも情報源があります。不服申し立て

の権利に関する質問は、居住州のconsumer assistance programでも受け付けています。 

Community Service Society of New York 

Community Health Advocates 
105 East 22nd Street, 8th floor 
New York, NY 10010 

（888）614-5400 

ウェブサイト：http://www.communityhealthadvocates.org/ 

オンラインのアカウント情報 

UnitedHealthcareのStudentResources加入者は、オンラインのMy Account

（www.sva.edu/uhp）で請求状況、EOB、保険証,、ネットワークの医師、連絡先、給付範

囲などを確認できます。オンラインのアカウントを持たない加入者の学生は、「create My 

Account Now」のリンクをクリックしてください。7桁の保険証番号または登録済みのE 

メールアドレスを使って、数分で簡単にアカウント設定ができます。 

UnitedHealthcare StudentResourcesは、環境対策の一環としてゴミ削減を実行し、資源保

存のために数多くのイニシアティブを導入しつつ、学生の個人的な病歴を保護するためのセ

キュリティ管理も行っています。 

My Accountには新しくMessage Centerが追加され、当社からのEメール通知を素早く簡単

に読むためのセルフサービス・ツールとして利用できます。Message Centerでは、 加入者

である学生のEメールアドレスに、セキュリティ保護しながら直接送信しています。加入者

である学生が紙面による通知を希望する場合は、My Email Preferences で設定を変更し、

電子上の通知を停止してください。 
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保険証 

環境保護の一環として、当社は保険証の一括郵送を廃止しました。デジタル保険証のダウ
ンロードがMy Accountで可能になった時点で、Eメールによる通知を行います。 

加入者である学生は、保険証の郵送申し込みをMy Accountから行うこともできます。保険

証はmy.uhcsr.comでモバイル機器からもアクセスできます。 

UnitedHealth Allies 

加入者である学生は、UnitedHealth Allies®の割引プログラムを利用することもできます。

上記のMy Accountにログインし、UnitedHealth Allies Planを選択すると、割引の詳細を確

認できます。Medical ID cardの閲覧または印刷を行う際は、UnitedHealth Alliesのカードも

含まれています。UnitedHealth Allies Programは保険ではなく、UnitedHealth Group の関連

企業であるUnitedHealth Alliesが提供するものです。 

請求手続き 

傷害または疾病の際は、以下を行ってください。 

1. 医師または病院への連絡。 

2. 患者名、加入者（学生）名、住所、ソーシャルセキュリティ番号、加入対象の学

校名と共に、すべての請求書を下記の宛先に郵送。保険会社の請求用紙は不要で

す。 

3. 傷害発生または疾病治療開始から30日以内に請求を行ってください。請求書は治

療日から120日以内、または可能な限り早期に保険会社に届く必要があります。 

 
 

保険会社名： 

UnitedHealthcare Insurance Company of New York 
 

保険請求とお問い合わせの送付先： 

UnitedHealthcare StudentResources 
P.O. Box 809025 
Dallas, TX 75380-9025 
1-800-767-0700 
claims@uhcsr.com 
customerservice@uhcsr.com 
 
 

この証明書は保険の一般情報として保存してください。加入保険の条項、制限、除外事項、

資格の詳細は、大学で保存するマスターポリシーに記載され、その一部はこの証明書に含ま

れていない場合があります。マスターポリシーは、正規の契約書として給付の条件を定義か

つ管理するものです。 

 
 

この証明書は# 2013-885-1に基づいています。 
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