関節リウマチの患者さんが
利用できる医療・福祉制度
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関節リウマチのために「日常生活で不便を感じる」
「医療費がかかる」
などの悩みを抱えている方は少なくないと思います。この冊子では、
関節リウマチと診断された方がどのような公的制度を利用できるの
か、その一部を紹介します。

関節リウマチと診断され治療を受けている方は、痛みなどの
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医療費控除など
税制上の優遇
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症状の他にも、通勤・通学、家事などの日常生活に不便を感じた
り、医療費を負担に感じたりすることが多いと思います。
この冊子では、実際にどのような制度を利用できるのか、具体例
をあげて紹介します。

身体障害者
福祉制度
7

関節リウマチの患者さんが利用できる、
さまざまな制度があります。

介護保険制度
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高額療養費制度
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高額療養費制度
「世帯合算」
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医療費控除

医療費控除で税金の還付を受ける

Aさんの場合

●
●

40歳女性
夫婦共働き

「医療費控除」で所得税の還付を受けられるかもしれません
医療費控除

Aさんの場合

● どんなメリットがあるの？
Aさんの場合、病院の窓口で支払った
治療費や病院への交通費など、50万円
が医療費として認められ、4万円が還付
されました。

（還付される金額は、
その方によって異なります。
詳しくは次のページをご覧ください）

● どんな手続きが必要？ どこに相談するの？
確定申告が必要です。詳しくはお近くの税務署にお問い合わせください。

ワンポイント
アドバイス

Aさんは夫と子ども2人との4人家族。2年前に関節リウマチ
と診断され、抗リウマチ薬を服用しています。それまで使ってい
た抗リウマチ薬だけでは効果が不十分だったため、最近、生物
学的製剤と呼ばれる治療薬を使用しはじめました。
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領収書を保管しておきましょう
医療費控除を受けるには、
確定申告の際に病院・医院で受け取った領収書を添付
するか提示する必要があります。また、
通院にタクシーを利用した場合など、
交通費が
医療費の一部として認められる場合がありますので、こうした領収書を保管しておき
ましょう。なお、インターネットで確定申告をする場合には、領収書の内容を入力して
送信することもできます。
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身体障害者手帳を取得する

もう少し詳しく

医療費控除

～医療費控除について～

● 医療費控除の概要
医療費控除は、ご自分と、ご自分と生計が一緒になっている配偶者（夫、妻）やその
他の親族（子ども）
などのために医療費を支払った場合に、
一定の金額について所得税
の控除を受けることができる制度です。

Bさんの場合
●
●

50歳女性
主婦

身体障害者福祉

・納税する方が、生計が一緒になっている方（配偶者、親族）のために支払った医療費
が対象になります。
・その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が対象です。

● 医療費控除の対象となる金額の計算のしかた
医療費控除の対象となる金額は、次のように計算されます（最高で200万円）。
（実際に支払った医療費の合計額 － 保険金などで補てんされる金額*）－10万円**
*民間の生命保険などで給付される金額や健康保険などで支給される高額療養費など
**その年の所得が200万円未満の方は所得の5%

● 確定申告、どうすれば？
医療費控除を受けるためには、医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を
所轄の税務署に提出する必要があります。確定申告書は、税務署や国税庁ホームペー
ジ http://www.nta.go.jp/ で入手することができます。

Bさんは6年前に関節リウマチと診断されました。最近は両方
の手指と右ひざの動きに不自由があり、家事全般に難しさを感じ
ています。また、歩行も困難で、買い物や通院にも不自由をきた
しています。
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Bさんの場合
「身体障害者手帳」の交付を受けられる可能性があります
● 身体障害者手帳があると、どんなメリットがあるの？
身体障害者手帳をお持ちの方に対しては、所得税の減免や公共交通（鉄道、
身体障害者福祉

タクシーなど）の運賃割引など、さまざまな支援が行われています。なお、身
体障害者手帳の等級は障害の程度によって1級から6級まで分かれており、等
級や所得、お住まいの自治体によって受けられる支援は異なります。
Bさんは手続きを経て5級に認定され、夫の所得税について27万円、住民税
については26万円の控除がありました*。
*還付される金額は所得税の税率によって異なります。なお、給与所得者の場合、
「給与所得者の扶養控除等（異動）申
告書」
（いわゆる年末調整）によって障害者控除を申請することができます。自営業の方など、給与所得者でない方
の障害者控除の手続きについては、お近くの税務署か、市区町村の税の窓口でおたずねください。

● どんな手続きが必要？ どこに相談するの？
身体障害者手帳の交付を受けるには、申請書と身体障害者診断書、意見書を
市区町村の担当窓口で入手します。次に、指定された医師の診察を受け、診断書
および意見書を作成してもらいます。詳しくは、右のページをご覧ください。

もう少し詳しく

～障害者福祉制度について～

● 障害者福祉制度を利用するには、身体障害者手帳が必要です
障害者自立支援法による福祉制度を利用するには、身体障害者手帳の取得が必要です。

● 身体障害者手帳を取得するための手続き
① 市区町村の窓口で相談
まず、市区町村の窓口へ相談し、身体障害者手帳交付申請書、申請用の診断書用
紙・意見書用紙を入手します（市区町村の窓口では、ご家族の方も相談できます）。
診断書と意見書は、都道府県知事の指定を受けた医師（指定医）により作成されま
す。指定医がわからない場合には、市区町村の窓口で紹介を受けてください。
② 指定医を受診
①で入手した用紙を持って指定医を受診します（指定医を受診される場合には、事
前に予約されることをおすすめします）。関節リウマチの方の場合、指定医はおもに
指、ひじ、肩、ひざ、足など、関節の機能がどの程度の障害かを診察し、診断書と意
見書を作成します（リウマチ専門医が指定医となっている場合もあります）。
③ 申請書・診断書・意見書を持って、市区町村の窓口へ申請
申請書、診断書、意見書にご自身の写真を添えて申請した後、都道府県などで審査
が行われ、身体障害者手帳が交付されます。交付までの期間は、地域によって異な
りますが、申請から約1～2ヵ月間です。

身体障害者手帳を所持されている方の場合、
次のような支援* を受けることができます。
ワンポイント
アドバイス

携帯電話も割引に
身体障害者手帳を交付された人は、税の減免のほかにも、ホームヘルパーの派遣*
や携帯電話料金の割引**など、
さまざまな支援を受けることができます。
*費用（一部自己負担）がかかります。詳しくは市区町村の窓口でおたずねください。
**詳細は各携帯電話会社にお問い合わせください。
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・医療費の助成や税の減免
・交通費の割引
・障害年金・手当
・日常生活用具・装具などの支給
・公営住宅の優先入居
* 支援の具体的な内容は、身体障害の等級やお住まいの自治体によって異なります。
詳しくは各市町村役場にお問い合わせください。
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介護保険制度を利用して、日常生活の支援を受ける

Cさんの場合
Cさんの場合
●
●

65歳女性
主婦

「介護保険制度」を利用できる可能性があります
● 介護保険制度によって、どんな支援が受けられるの？
介護保険によって、
在宅では次のようなサービスを受けることができます。
・訪問介護（ホームヘルプ）
：ホームヘルパーが、日常生活の介護や家事を援助
します。
・訪問リハビリテーション：理学療法士、作業療法士が自宅を訪問して機能
回復のためのリハビリテーションを行います。
・療養管理指導：医師や歯科医師、
薬剤師などが療養の指導をします。
また、
介護保険では、
次のような支援・助成を受けることができます。
介護保険

・ベッド、
車椅子、
歩行器などの貸与
・補高便座、
シャワーチェアなどの
購入費の補助
・住宅改修費の補助
（例：手すりを取り付ける場合など）

Cさんは5年前に関節リウマチと診断されました。ものをつかん
だり、握ったりする動作に不自由があり、最近は掃除などの家事
に困難を感じています。

● どんな手続きが必要？ どこに相談するの？
ご本人、またはご家族が市区町村の窓口に申請書を提出します。認定調査
員がご自宅を訪問して、どの程度の介護が必要かを調査します。また、市区町
村は主治医に対して意見書の作成を依頼します。市区町村では、訪問調査の
結果をもとに一次判定を行い、つぎに医師の意見書をあわせて参考にし、介
護認定審査会で「要介護度」を判定します。

10

11

高額療養費制度を利用して、医療費の助成を受ける

もう少し詳しく

～介護保険制度について～

Dさんの場合
●
●

● 関節リウマチの場合、
「第2号被保険者」の方でも要介護認定を受けること
で、介護保険のサービスを受けることができます
介護保険の被保険者は、65歳以上の「第1号被保険者」と40歳から64歳までの「第
2号被保険者」に分けられます。
介護保険制度の利用は、
原則として「第1号被保険者」が
対象となっていますが、
関節リウマチは介護保険法で「特定疾患」の指定を受けています
ので、要介護と判定された場合には、40歳からでも介護保険のサービスを利用すること
ができます。

●
●

60歳男性
無職
単身世帯
住民税
非課税世帯

● 要介護度は、7つに区分されています

介護保険

要介護度は、
「要介護1～5」
（数字が大きいほうが介護の必要性が高い）
、介護
の必要性の低い「要支援1・2」に分かれています。
「要介護1～5」の場合、Cさん
の例で述べたような訪問介護や訪問リハビリテーションなどのサービスを受けること
ができます。
「要支援1・2」の方の場合にも、
「介護予防」
として、
通所リハビリテーション（デ
イケアとも呼ばれる、施設に通ってリハビリテーションを受けること）や、住宅改修な
どの支援を受けることができます*。
*2015年度の介護保険制度見直しで、訪問介護・通所介護は市区町村の地域支援事業に移行します。

高額療養費

● 介護保険制度のサービス利用の費用は1〜2割負担
介護保険のサービスを利用する場合には、要介護度に応じて1ヶ月あたりの利
用限度額が定められています。また、利用料は1〜2割負担となっています**（利用
される方の所得に応じて負担額にも1ヶ月あたりの上限が決められています）。
**2015年度の介護保険制度見直しで、一定以上の所得がある場合自己負担は2割となります。

● 住宅改修の場合には事前申請を
廊下や階段、浴室などに手すりを取り付
けたり、段差を解消するためにスロープを
設置したりする場合には、住宅改修費が
支給されます（上限20万円）
。
ただし、
支給
を受けるには事前に市区町村に申請する
必要がありますので、市区町村の窓口に手
続きをおたずねください。
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Dさんは関節リウマチのため、3ヶ月前から生物学的製剤に
よる治療を受けています。現在は仕事を辞めており、月々の医療
費の負担が大きいと感じています。
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Dさんの場合
「高額療養費制度」が利用できるかもしれません
● どんな制度なの？
高額療養費制度とは、1 ヶ月の医療費が自己負担限度額*を超える場合に、限
度額を超えて支払った自己負担分の払い戻しを受けることのできる制度です。
Dさんの場合、月々の自己負担は約40, 000円であり、Dさんにあてはまる自己
負担限度額35,400円を超える金額（4, 600円）の払い戻しを受けることができま
した。また、年4回以上高額療養費制度の対象となる治療を受けた場合、4回目以
降については限度額が引き下げられるため、翌月からは24, 600円を超える金額
については払い戻しを受けられる(自己負担が40, 000円の場合、15,400円が払
い戻される)こともわかり、
少しほっとしています。
*自己負担限度額は所得や加入している健康保険によって異なります。また、過去1年の間に高額療養費の対象となる
のが4回目からは自己負担限度額が引き下げられます（つまり、自己負担は減ります）。

● どんな手続きが必要？ どこに相談するの？
高額療養費

窓口は加入している健康保険によって異なります。国民健康保険に加入されて
いる方は市区町村の国保の窓口へ、被用者保険の場合は各健康保険組合や協会
けんぽなどの窓口にお問い合わせください。自動的に限度額を超えた分を払い
戻している医療保険もあります。

ワンポイント
アドバイス

もう少し詳しく

～高額療養費制度について～

● 高額療養費制度の自己負担限度額は1ヶ月にかかった医療費と、所得・年齢によっ
て異なります
高額療養費制度の自己負担額は、おおむね次のように区分されています。

70歳未満の場合（2015年1月以降）
所得区分

自己負担限度額

年 4 回目以降の
限度額

年収約1,160万円*
以上の方

252,600円＋（医療費－842,000円）×1％

140,100 円

年収約770以上～
167,400円＋（医療費－558,000円）×1％
約1,160万円未満の方

93,000 円

年収約370～約770
万円未満の方

80,100円＋（医療費－267,000円）×1％

44,400 円

年収約370万円
未満の方

57,600 円

44,400 円

住民税非課税
世帯の方

35,400 円

24,600 円

*年収約1,160万円以上世帯：被用者保険の場合標準報酬月額が83万円以上、国民健康保険の場合901万円を
超える世帯

70歳以上の場合
所得区分

自己負担限度額（外来の場合）

現役並み所得の方（3 割負担）

44,400 円

一般世帯の方

12,000 円

住民税非課税世帯に属する方

「限度額適用認定証」

住民税非課税の世帯で世帯所得が
一定基準に満たない方

8,000 円

高額療養費制度は立て替えのため、払い戻しまでに時間がかかります（2 ～ 3ヶ月
後のことが多い）
。限度額適用認定証を入手して病院窓口に提出しておけば、窓口で
の支払いが自己負担限度額までとなります。なお、認定証の交付を申請する窓口は、
医療保険の種類によって異なります。国民健康保険は市区町村、被用者保険の場合
は各健康保険組合や協会けんぽなどの窓口にお問い合わせください。
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家族が同時に病気にかかっているので、家計の負担を減らしたい

Eさんの場合
Eさんの場合
●
●

60歳女性
主婦

高額療養費の「世帯合算」が適用される可能性があります
● 夫婦の医療費を合算してくれるの？
Eさんの場合、世帯での医療費の自己負担額*を合算して高額療養費制度の
適用を受けられる可能性があります。世帯合算はEさんのように夫婦で同じ健
康保険に加入している方が対象となります（この場合は夫が被保険者でEさん
が被扶養者）。夫婦共働きで別々の健康保険に加入している場合は合算の対象
となりません。
*自己負担が、①70才未満の方は21,000円以上のものについて、②70才以上の方は窓口負担の額にかかわらず、
それらを合算して高額療養費を請求することができます。

● どんな手続きが必要？ どこに相談するの？
Dさんの事例で紹介したように、窓口は加入している健康保険によって異なり
ます。国民健康保険に加入されている方は市区町村の国保の窓口へ、被用者保
険の場合は各健康保険組合や協会けんぽなどの窓口にお問い合わせください。

Eさんは関節リウマチのため抗リウマチ薬による治療を受け
ています。61歳の夫との2人暮らしですが、夫は最近、呼吸器系
の病気のためにEさんとは別の病院で治療を受けており、夫婦
ともども医療費がかかることに悩んでいます。何か良い方法は
ないでしょうか。
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高額・世帯合算

ワンポイント
アドバイス

合算制度は、同じ人が同じ月に複数の医療機関に
通院した場合にも適用されることがあります

関節リウマチの場合、1人の患者さんが複数の病院に通院される場合があります
が、このような場合にも合算制度は適用されます。例えばある人がリウマチ診療所で
診療を受け、同じ月に眼科病院でも診療を受けた場合には、それらを合算して高額療
養費を申請することによって、自己負担限度額を超えた費用については払い戻しを受
けることができます。
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おわりに
もう少し詳しく

～「高額医療・高額介護合算制度」を利用できることもあります～
● 医療費と介護費を合算し、自己負担限度額を超えた分の支給を受けること
ができます
1世帯の中で、医療費だけでなく介護費がかかっているという方もいらっしゃると思
います。ある年の8月1日から翌年の7月31日までの1年間の医療費と介護費の合計が
下表の限度額を超える場合に支給を受けることができます。

医療費と介護費を合算する場合の自己負担限度額（2015年8月改正）
ご加入の
健康保険
と年齢
所得区分

後期高齢者医療制度
＋介護保険
（75 歳以上の方）

被用者保険または
国民健康保険
＋介護保険

（70～74 歳の方がいる世帯） （70 歳未満を含む世帯）

年収約1,160万円*
以上の方
年収約770以上～
約1,160万円未満の方

被用者保険または
国民健康保険
＋介護保険

2,120,000 円
670,000 円

670,000 円

年収約370～約770
万円未満の方

1,410,000 円
670,000 円

年収約370万円
未満の方

560,000 円

560,000 円

600,000 円

住民税非課税世帯に
属する方

310,000 円

310,000 円

340,000 円

住民税非課税の世帯
で世帯所得が一定
基準に満たない方

190,000 円

190,000 円

340,000 円

病院の「医療相談室」や
お住まいの地区の「地域包括支援センター」に
相談してみましょう
公的制度による支援の内容はお住まいの自治体やご加入の健
康保険、年齢、所得、障害の程度などによって異なります。また、項
目によっては制度が改正されることもあります。
こうした制度の多くは、ご自分やご家族の方がみずから申請し
たり、なんらかの手続きを行ったりしなければ利用することがで
きません。また、さまざまな制度があることから、ご自分がどのよ
うな支援を受けられるのかがわかりにくいことがあると思いま
す。通っておられる病院に「医療相談室」
、
「医療連携室」などの
窓口が設置されている場合には、是非ご相談ください。このよう
な窓口ではソーシャルワーカーなどの専門職が、支援の内容や制
度の利用方法などについて相談にのっています。
また、そのような窓口がない場合には、お住まいの地区の「地
域包括支援センター」に相談されるのもひとつの方法です。地域
包括支援センターでは、
介護や福祉の相談に応じています。
関節リウマチでは、症状が強い方や関節の変形が進行した方な

高額・世帯合算

*年収約1,160万円以上世帯：被用者保険の場合標準報酬月額が83万円以上、国民健康保険の場合901万円を超
える世帯

どの場合、外出が難しいことも多く、相談窓口に出向くのも容易

例えば、夫婦ともに75歳以上で住民税非課税の2人世帯の場合、高額医療・高額介
護合算療養費制度の自己負担限度額は31万円です。1年間に夫の医療費負担が30万
円、妻の介護費の自己負担が30万円あった場合、世帯全体での負担額は60万円にな
りますが、高額医療・高額介護合算療養費制度の支給申請をすることによって、自己負
担限度額を超えた分の29万円の支給を受けることができます。

よい生活を送れるようになることがあります。まずはそうした制

でないことがあります。しかし、福祉制度を利用することで、より
度があることを知っていただき、ご自分が利用できるものがない
か、調べてみていただくのがよいと思います。いろいろな制度を
利用することで、関節リウマチの患者さんが治療を続けられる
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よう願っています。

ホームページアドレス
「リウマチ Tea room」http://bms.co.jp/ra/
関節リウマチの患者さんと周りで支える方を応援する
ウェブサイトです。

「高額療養費パーフェクトマスター」
http://www.bms.co.jp/kogakuryoyo/
高額療養費制度の内容と利用方法について紹介した
ウェブサイトです。

医療施設名・連絡先

〒163-1328 東京都新宿区西新宿6-5-1

〒541-8564 大阪市中央区久太郎町１丁目８番２号
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