ビデオ受診 に保険が適用されますか？
Is My Video Visit Covered by Insurance? (Japanese)
ビデオ受診とは何ですか?

What is a video visit?

ミシガン・メディスンは、より便利な方法で患者さんが医療を受けられるように、特定の条件においてビ
デオ受診を提供しています。ビデオ受診をすることにより、ミシガン・メディスンの医療提供者とのオンライ
ンでのアクセスを提供し、通常、移動や医師を待つために費やす時間を節約することができます。
Michigan Medicine offers video visits for certain conditions to help you receive
care in a more convenient way. Video visits save you time that you would
normally spend traveling or waiting for your doctor by giving you online access
to your Michigan Medicine provider.
ビデオ受診サービスを利用するには、受診時にミシガン州にいる必要があります。
You must be in the State of Michigan at the time of your visit to use the video
visit service.
在宅患者さんのためのビデオ受診に全ての保険が適用されるわけではありませんので気をつけてくださ
い。最終的には、保険適用を確認するのは患者さんの責任です。
Please note that not all insurance covers video visits for patients at home.
Ultimately, it is your responsibility to confirm your coverage.

ビデオ受診の保険適用を確認するにはどうすればよいですか?
How do I confirm coverage for my Video Visit?
保険会社に保険適用の確認をするには、患者さんが自宅から行う医師と患者さんの間のライブ2ウェ
イ視聴覚コミュニケーションが保険適用になるかどうかを尋ねてください。ビデオ受診の時は家にいること
を繰り返し伝えてください。
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To confirm coverage with your insurance company you will need to ask if you
are covered for a live 2–way audiovisual communication between the
physician and patient when the patient is located at home. Please repeat that
you will be at home for the video visit.
保険会社に、医療提供者が次のように請求することを知らせてください:
The insurance company will also need to know that your provider will bill:
CPT コード: __________ GTモディファイヤー（遠隔通信使用） 。
CPT Code: _________ with a GT modifier.

ビデオ受診が保険適用外の場合はどうしたらいいですか?
What do I do if my Video Visit is not a covered benefit?
ビデオ受診が保険適用外の場合は、ビデオ受診の自己負担割引の対象となります。医療サービスの
請求書を受け取ったら、患者金融サービス1(855) 855-0863に電話してください。
If your insurance does not offer video visits as a covered benefit, you will be
eligible for a self-pay discount for the video visit. Call Patient Financial Services
at 1(855) 855-0863 once you receive your bill for the service.

ビデオ受診が保険適用である場合、何を知っておくべきですか?
What should I know if my Video Visit is a covered benefit?
保険適用である場合、ビデオ受診は対面受診と同じように処理されます。自己負担額（コーペ
イ）、自己負担率（コーインシュアランス）、免責金額（ディダクタブル）は、プランの保険給付に基
づきます。保険適用になるものは、患者支払割引の対象にはなりません。
If you have coverage, then your plan will process video visits the same as a
face-to-face visit. Your copay, coinsurance or deductible will be based on your
plan benefits. Covered benefits are not eligible for the patient pay discount.
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ビデオ受診の準備に関する追加情報は、次のサイトを参照してください。
Additional information about preparing for your video visits is available at:
https://www.uofmhealth.org/virtualcare/virtual-care-video-visits.
技術的な問題が発生した場合や、アプリのダウンロードに問題がある場合は、HIMPatientPortal@med.umich.eduに電子メールを送るか、(734)615-0872に電話して患者ポータル担当
者と話してください。
If you experience a technical issue or are having trouble downloading the app,
please email HIM-PatientPortal@med.umich.edu or call (734) 615-0872 to speak
with a patient portal representative.
免責条項:この資料には該当する健康状態や疾患の典型的なケースを想定しミシガン・メディスンが編集した情報や教
材が含まれています。資料の中にはミシガン・メディスン外で作成されたオンラインサイトのリンクが掲載されている場合が
ありますが、そのようなサイトの内容についてミシガン・メディスンは一切責任を負いません。この資料の内容は主治医か
らの医学的アドバイスに代わるものではありません。なぜならあなたが経験されることが典型的な患者の経験とは異なる
場合があるからです。この資料の内容、ご自分の状態、治療計画に関し質問がある場合は担当の医療従事者にお問
合わせ下さい。
Disclaimer: This document contains information and/or instructional materials developed by
Michigan Medicine for the typical patient with your condition. It may include links to online
content that was not created by Michigan Medicine and for which Michigan Medicine does not
assume responsibility. It does not replace medical advice from your health care provider
because your experience may differ from that of the typical patient. Talk to your health care
provider if you have any questions about this document, your condition or your treatment plan.
プレーンランゲージの編集:Karelyn Munro, BA Plain language editing: Karelyn Munro, BA
翻訳: ミシガン・メディスン通訳サービス Translation: Michigan Medicine Interpreter Services
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