
 
 

 

 

住所の認証 

 

患者の氏名： _________________________ 

 

アカウント番号：     _________________________ 

 

サービス提供日：         _________________________ 

 

私の氏名は________________________です。私は患者の______________________です。 
           （大家、親類、友人、ルームメート）  

私は、 ______________________________から、上記の人物が 
   （月/年） 

下記の住所で私と同居していることを保証します。 

 

   ______________________________________________ 
（郵便番号・都道府県名） 

    

_____________________________________________________________ 

   （市町村名・番地） 

 

   _____________________________________________________________ 

   （電話番号） 

 

 

 

________________________________________________________                                 _____________________________ 

署名        日付 
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患者の証明 

 

患者の氏名： _____________________ 

 

アカウント番号： _____________________ 

 

サービス提供日： _____________________ 

 

1. この声明は、私（および私の配偶者）に____________から_______________

までの収入/失業手当がなかったことを病院に知らせるためのものです。 

              （月/年）    

 （月/年） 

患者の署名_______________________________ 日付_________ 

 

2. この声明は、私が_________________以降ニュージャージー州内に居住して

おり、また今後も留まる意思があることを病院に知らせるためのものです。 

     （月/年） 

患者の署名_______________________________ 日付_________ 

 

3. この声明は、私（および私の配偶者）に_________________________から資

産がなかったことを病院に知らせるためのものです。 

 

                    患者の署名_______________________________ 日付_________ 

 



 
 

4. この声明は、私が受けた病院のサービスに対する残高を補償範囲とするた

めの自分自身またはほかの何らかの当事者を通した医療補償の対象になっ

ていないことを病院に知らせるためのものです。 

 

患者の署名_______________________________ 日付_________ 
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サポート/支援の声明 

患者の氏名：_______________________________ 

アカウント番号：____________________________ 

サービス提供日：______________________________ 

これは、私が以下のタイプのサポート/支援を下記の者に提供している/していたこと

を保証するものです。 

________________________________________： 
                           （患者の氏名） 

     

  あり  なし 

食糧：  ____  ____ 

シェルター： ____  ____ 

現金  ____  ____  月当たりの総額：$ ________________ 

 

提供者：______________________  受取者：_____________________________ 

                     （月/年）     （月/年） 

 

  現時点の住所：__________________________________ 
       （郵便番号・都道府県名） 

        ______________________________________________ 

       （市町村名・番地） 

 



 
 

私は、当該患者の病院費または医療費について、一切責任がない、または支払うことが

できません。 

______________________    ______________________________ 

日付       署名 

       ______________________________  

      印刷による氏名 

患者との関係：   ____________________________________ 

電話番号    ____________________________________ 

住所（上記と異なる場合）：  ____________________________________ 
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記録と情報  

の  

開示の許可 

 

氏名：____________________________________________ 生年月日

____________________ 

 

住所：_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

社会保障：_________________________________ 

私 ____________________________________________,はここに、以下に対する開示をあ

なたに許可します  

Adreima/HackensackUMC、私の年齢、居住地、市民権、雇用状況、収入、資産および/

または預金口座の明細書に関連するあらゆる情報。 



 
 

取得した情報は、社会保障プログラム、Medicaid、およびニュージャージー州病院内治

療援助プログラム（New Jersey State Hospital Care Assistance Program）の適格性に直接関

連した目的のためのみに使用されると理解しています。 

この開示は自発的なものであることを私は完全に理解しています。 

 

署名：_________________________________________   日付：______________ 
 

この書式に記載される情報は、個人または上述の事業体の使用のみを意図し、特別に許可された機密信

頼情報です。このメッセージの読者が受取人ではない場合、その連絡内容の伝播、配布、または複写を

厳しく禁じられていることをここに通知します。誤ってこの連絡を受けた方は、直ちに電話で我々に通

知するか、元々のメッセージをそのまま我々に返送してください。  

HackensackUMC 

財務支援事務所（Financial Assistance Office） 
100 First Street, Suite 300 
Hackensack, NJ 07601 
(551) 996 - 4343 

ありがとうございました。 
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ニュージャージー病院内治療支払い支援プログラムの申請の 

サポートに関する声明 

 

患者の氏名：_________________________________ 

アカウント番号：_____________________________ 

サービス提供日：_______________________________ 

 

関係者各位： 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

____________________________    ______________________________ 

患者の署名                   配偶者/扶養者/その他の署名 

_____________________________    ______________________________ 

印刷による氏名       印刷による氏名 

_____________________________    ______________________________ 
日付        日付 
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別居証明書 

財務関係がないことの証明 

患者の氏名：    __________________________ 

 

アカウント番号：________________________ 

 

サービス提供日：__________________________ 

 



 
 

1. 私、_____________________________は、私が私の下記配偶者と別居している

ことを証明します  
                           （患者の氏名） 

配偶者となった時期 ____________________. 

      （月/年） 

_______________________________ 
         患者の署名 

2. 私は私の配偶者と同居していないことを証明します。

__________________________________ 
                               （患者の署名） 

3.  私は、配偶者と預金口座またはその他の資産を共同で所有していないこと、

また一切の不動産を共同で賃貸または所有していないことを証明します。

__________________________________ 
                （患者の署名） 

4. a.) 私は、配偶者と私が下記時期より共同で所得税申告を提出していないこと

を証明します。時期___________. 
              （年） 

（病院でサービスを受けた日付より前に提出された最新の所得税申告書の複写版を添付） 

B.) 私は、下記の理由により、最新の所得税の還付に関する書類の複写版を提

出または提示できませんでした。_______ 

理由______________________________________________________________ 

    （簡単な説明） 

____________________________________________ 

患者の署名 

5. 私は、一切の扶養手当、子の養育費、収入またはその他のいかなる経済的支

援についても、配偶者から一切受けていないことを証明します。 

___________________________________ 
患者の署名 
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患者宣誓書 

 

日付：___________________                  カルテ番号 ________________________ 

患者の氏名：____________________________ 生年月日：________________________ 



 
 

住所：________________________________  電話番号：:_______________________ 

   ________________________________ 

私は、以下の声明が真実であり正しいことを証明します。私には、この時点で要請された証拠書類があ

りません。私は、要請された情報の取得に努め、ニュージャージー州病院内治療援助プログラム（New 

Jersey State Hospital Care Assistance Program）の申請書に記入するため、病院にそれを従前の記録とともに

提出する予定です。   

1.)私___________________________は、上述の本人であることをここに明言します。さらに私は、ニュー

ジャージー州病院内治療援助プログラム（New Jersey State Hospital Care Assistance Program）によって要請

されたとおりの身分証明の書類を一切所有していないことを明言します。 

X______________________________________________ 

2.)私は_______________________以降、上述の住所に居住し、また今後もニュージャージー州に留まる意

思があります。私は、ほかのいかなる州または国内に居住地を一切所有していません。 

X______________________________________________ 

3.)私および/または私の配偶者は___________________________以降現在に至るまで収入がなく、および

／または私はこの期間中に、_____________________________ （関係________________________）の支援

を受けてきました。 

X_______________________________________________ 

4.)私および/または私の配偶者は、サービスを受けた時点で一切の資産を所有していませんでした。 

X_______________________________________________ 

私および/または私の配偶者は、__________________のサービスを受けた日に、

$_________________________の資産を所有していました。 

それらの金額は以下のとおりです。小切手総額_____、貯金総額_____、現金_____、 

その他（具体的に）

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

X_______________________________________________ 

5.)私は、病院の請求書の残額を補償対象とする自分自身またはその他の何らかの当事者を通した医療保

険に加入していません。 

X______________________________________________ 
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HACKENSACK大学医療センター  

救急入院に関する申請 



 
 

 

1. 患者の氏名：      患者のアカウント番号： 

___________________________________  ____________________ 

（姓）  （名）              (MI) 

 

             

2. 患者の自宅住所：     電話番号： 

都道府県名：__________________________________________________ 

市町村名：   ____________番地：___ 郵便番号_______ 

 

 

3. 保険 

患者は、健康保険またはその他の保険に加入していますか？はい__ いいえ__

不明__ 

 

4. ニュージャージー在住（確認）  はい__ いいえ__不明__ 

 

5. 雇用状態 （確認）  はい__ いいえ__不明__ 

雇用者名：________________________________ 

雇用者の住所：________________________________ 

      ________________________________ 

 

6. 患者の最善の推定年収：$ 

収入源：___________________ 

総額 $__________________ 毎月/隔週/毎週（1つ囲む） 

 

7. 預金口座（確認）  はい__ いいえ__不明__ 

サービス提供日の患者の資産：$ ________________ 

銀行名：__________________________________ 

アカウント番号：________________________________ 

銀行所在地：   __________________________________ 

             __________________________________  

 

私は、上記の情報が真実であり正しいことを証明します。私は、ニュージャ

ージー州病院内治療援助プログラム（New Jersey State Hospital Care Assistance 

Program）に関するいかなる情報も検証目的で、いずれかの人物または事業体

に連絡することを、当該の病院に許可します。 

 

       申請者の署名：____________________________ 日付：_____________ 
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ホームレスの申請者の証明 

患者の氏名：_________________________ 

アカウント名：________________________ 

サービス提供日：________________________ 

 

1. 私は、上記の人物である私が、ニュージャージー州在住のホームレスであり、

________________________以来滞在していることを照明します。 
            （月/年） 

患者の署名_______________________________ 日付_________ 

2. 私は、私には身分証明書がないことを証明し、そして私の名前が

___________________であることを保証します。 

 

患者の署名_______________________________ 日付_________ 

 

3. 私は、下記の時期以降、収入、現金、援助または何らかのタイプの給付金を一切

受領しなかったことを証明します。時期 

______________________________ 
                          （月/年） 

 

患者の署名_______________________________ 日付_________     

4. 私は、下記の時期以降、（預金口座、現金または不動産など）を一切所有してい

ないことを証明します。時期 

______________________________ 
                        （月/年） 

 

患者の署名_______________________________ 日付_________ 

 

  

5. 私は、病院の請求書の残額を補償対象とする自分自身またはその他の何らかの当

事者を通した医療保険に加入していないことを証明します。 

患者の署名_______________________________ 日付_________ 

 



 
 

6. 私 は 下 記 の 住 所 を 使 用 す る の は 郵 送 目 的 で の み で す ：

____________________________ 

    ____________________________ 

                      ____________________________ 
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把握する理由の証明 

 

患者の氏名： ________________________________ 

アカウント番号：_____________________________ 

サービス提供日：_______________________________ 

 

私、 ____________________________________________ はこのニュージャージー州  
                                           （署名者の氏名） 

病院内治療援助プログラム（New Jersey State Hospital Care Assistance Program）の申請を  

本人の____________________________________が申請書に記入できないため、代理で記

入しています。  
                                          （患者の氏名） 

理

由：:_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

私は患者の__________________________________であり、本人の  

   （患者との関係） 

財務状況を把握するための理由があります。理由： 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________  ________________________________ 

署名        日付 
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滞在意思の証明 

 

日付_____________ 

 

関係者各位： 

 

 

私 ______________________________________________は、自国に戻る意思はありませ

ん。 

 

私は、米国およびニュージャージー州で居住する意図があります。 

 

 

        

敬具      

      

 



 
 

_____________________________  

     署名 

 

_____________________________            

証人 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


