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4 ページ

井之頭病院 訪問看護室閉鎖のご挨拶／確定申告・住民税の申告について／
自立支援医療制度・心身障害者医療費助成制度（マル障）／編集後記

当院を利用されているご家族向けの催し
【つながろう 家族のための わわわ会】
オンライン（Zoom）開催
統合失調症等の治療や支援、ご本人との付き合い方につ
いて一緒に学び合う場です。1 クール５回シリーズです
が、どの回からでも参加できます。
日時：3 月 26 日（土）10：00～11：30
※毎月最終土曜日
今月のテーマ：
『いっしょに歩む
精神科リハビリテーション』
講師：当院リハビリ担当スタッフ
内容：各回、講義と質疑のみ。懇談（グループ）は
行いません。
定員：各回 15 名まで
費用：無料 テキスト（5 回分含）をご希望の方は
相談窓口（4 番）で販売しています。
（500 円）
新年度の予定：5 月～開催の予定

【家族懇談会】 オンライン（Zoom）開催
ご家族の日頃の悩みや気になっていることについてスタ
ッフも一緒に考える場です。
ご家族自身の気持ちを話したり、他のご家族の体験談を
聞き、その中でご家族自身の気持ちを整理したり、つな
がりを感じていただければと思っています。
日時：3 月 26 日（土）14：00～15：00
（13：45 受付開始）※毎月最終土曜日
定員：8 名まで

【家族セルフヘルプグループ かけはし】 対面開催
感染症対策を行ったうえで再開しました。
しかし、新型コロナウイルス感染症拡大状況によっては、
中止となる場合があります。
日時：3 月 12 日（土）14：00～15：00
※毎月第 2 土曜日
内容：家族による家族のための相談例会です。
定員：１０名まで
対象：当院を受診したことがある方のご家族、当院の医師や精神保健福祉士による有料相談に来られたご家族
※アルコール依存症を除く
参加方法：予約制（各回定員があります） 当院 2 号館 1 階 4 番相談受付窓口に来院、または電話で各担当まで
お申込みください。参加方法をご案内いたします。
（☎0422-44-5331 代表）

アルコール関連

※ 詳細や実施状況については当院ホームページをご覧ください

【アルコール家族教育プログラム】

【アルコール家族ミーティング】

オンライン（Zoom）開催
アルコール依存症に関する医師と精神保健福祉士による
講義をオンラインで月 2 回配信しています。
日時：3 月 5 日（土）
・19 日（土）10：00～11：10
※毎月第１・第３土曜日
内容：第 1 週 アルコール依存症とその治療について
（担当：医師）
第 3 週 アルコール依存症からの回復と
社会資源
（担当：精神保健福祉士）

オンライン（Zoom）開催
ご家族自身の気持ちを整理し、ご本人との関係を見直す
ことを目的としています。ご家族同士のつながりのなか
で癒されることを実感していただいています。
日時：３月 19 日（土）11：15～12：00
※毎月第 3 土曜日

対象：当院を受診したことがある方のご家族、当院の医師や精神保健福祉士による有料相談に来られたご家族
参加方法：予約制 参加ご希望の方は当院のホームページよりお申込みください。
（トップページよりご来院の皆様へ→ご家族向け→家族教育プログラムまたは家族ミーティングの
「参加方法」より予約フォームへアクセスしてください。）
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「オンラインピア活動」のご報告
当院では、入院患者さんの退院支援を進めるための様々な取り組みを行っています。その取り組みの中の一
つにピアサポーター活動の受け入れがあります。これまで、ピアサポーター活動では、同じ障害や病気を経験
され地域で生活をしている当事者（ピアサポーター）の方が病棟を訪問し、体験談を話していただいたり、一
緒に作業所に見学に行ったりし、入院患者さんと交流をもつ活動に取り組んできました。
しかし、新型コロナウイルスの流行でピアサポーターの方々の受け入れが感染症対策のため難しくなってし
まい、活動を中止せざるをえない状況が 2 年近く続いていました。活動再開に向けてどのような方法で受け入
れができるかを地域連携室と病棟で検討し、昨年 10 月より社会福祉法人めぐはうす「すまいる荻窪」のピア
サポーターの方と、オンラインでピアサポーター活動（以下オンラインピア活動）を再開することができまし
た。
「お金の使い方」
「グループホームについて」
「病気との付き合い方」など様々なテーマでピアサポーターか
ら体験談が話され、参加した入院患者さんからは活発な質問が飛び交い、興味の高さがうかがえました。福祉
のサービスのことだけに留まらない、日常生活についての疑問や不安を実際に聞くことができました。冗談も
飛び交い笑顔にあふれ、皆さんリラックスして参加されている様子でした。
今回は実際に参加いただいた皆さんから『オンラインピア活動』について感想をいただきましたので、ご紹
介させていただきます♬

慣れてきて、緊張はしない。

12 年間勤めていた作業

もっとやりたくて、時間が短い。

所と同じ感じ。話を聞い

聞き足りない！（患者 A さん）

て思い出した！
（患者 B さん）

2 年近く中断していた活動が形を変
えて再開することができ大変嬉しく
思います。会を重ねるごとに参加者

患者さんはピアサポーターのお話
をメモを取りながら聞いていたり、
いろいろな質問を時間いっぱいし
ています。この活動が患者さんの
心にしっかりと響いている様子がわ
かり、退院に向けて前向きに考え
るきっかけとなっていることを実感
しています。初めての試みで、患者
さんも私たちも初めは緊張してい
ましたが、今はみんなオンラインピ
アの日を楽しみにしています♪
（1 号館 5 階病棟 看護師）

からの質問や感想も増えてきてお
り、こちらのピア相談員にとっても
励みになります。今はまだ画面越し
ですが、以前のように皆さまと直接
お会いできる日が来ることを楽しみ
にしております。
（すまいる荻窪スタッフ）

オンライン上で距離はありますが、活動を重ねるごとに心の距離が少しずつ近くなっているように感じます。
今後もオンラインピア活動を継続し、入院患者さんの退院後の不安を少しでも解消し、目標や希望が育まれるよ
うに取り組んでいきたいと思っています。

（近藤・髙橋）
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[ここに入力]

今月号は、在宅福祉サービス事業について三鷹市社会福祉事業団 関根様にご寄稿いただきました！
1.社会福祉法人 三鷹市社会福祉事業団 在宅福祉サービス事業について
三鷹市内にお住まいの方が、住み慣れたまちで自分らしい生活をしていくためのお手伝いをする
会員制のサービスです。病気や障がい等何らかの事情で「できないこと」を支えます。
2.サービスを利用できる方
「誰でも使える」家政婦さんの利用とは違い、要件を設けています。
三鷹市内にお住まいの日常生活に手助けを必要とされる方で、次のいずれかに当てはまり、事業
の趣旨を理解してくださる方となります。
①おおむね６５歳以上の方 ②心身に何らかの障がいのある方
③病弱な方 ④①～③の他、何らかの事情でサービスを必要とする方
※月会費 ３００円
３.サービスの種類について
＜食事サービス＞
昼食、夕食を年中無休でお届けします。
食事の宅配は安否確認を兼ねているため、手渡しとなります。
不在の際は持ち帰り、緊急連絡先に連絡します。
※１食 ８１０円（税込み）
＜生活支援サービス＞
①日常的、一般的な（専門的な技術や資格がなくてもできる）範囲のサービス
②自分らしい生活をする為に必要なことのお手伝いを行います。
（例：片づけが１人では難しい方のところに伺い、一緒に片づけや整理を行う。）
※１時間 1，０００円
サービスを提供するのは「自分の出来ることで何か手伝いたい」と考え、協力会員に登録
している市民の方です。
４．利用方法
まずは電話をください。その後お伺いして説明の上、必要書類の記入をお願いします。
生活支援サービスについては、担当する協力会員を決定し、サービスを開始するまで多少お時間
をいただきます。
＜問合せ先＞ 三鷹市社会福祉事業団 在宅福祉サービス
電話：0422-43-8804
受付時間：月・火・水・木・金 午前８時３０分～午後５時１５分
（祝日、12/29～1/3 を除く）
メール：info-zaifuku@mitaka.or.jp
＊お気軽にお問い合わせください。
今月号で「だよりんの情報広場」での三鷹市の社会資源紹介は
最終回です。新企画を鋭意検討中です！お楽しみに！
３

当院の訪問看護は、昭和 62 年から開始され、当初は病棟看護師が訪問していました。平成 6 年から訪問
看護室として独立し、専属のスタッフが訪問するようになりました。暑い日や寒い日又は雨の日や風が強い
日等辛い日もありましたが、利用者さんの明るい笑顔に支えられてここまで来ました。しかし、令和 3 年度
をもって当院の訪問看護が閉鎖になり、35 年の歴史に幕を下ろします。利用者の皆様とはお会いできなく
なりますが、どうぞお身体に気をつけてお過ごしください。ありがとうございました。
訪問看護室一同

申告期限は
確定申告は税務署、住民税はお住まいの市区町村役所へ

令和 4 年 3 月 15 日

治療費、薬代、入院中の食事、通院交通費、6 ヵ月以上寝たきりの方のオムツ代（医師の使用証明書が必要
です）などは医療費控除の対象になります。収入と所得控除などの申告は税額の決定の他、国民健康保険税（料）
や介護保険料などの算定や福祉関連手当などの判定、課税（非課税）証明書の交付にも必要です。課税対象に
なる収入がない方でも、非課税証明書の発行や国民健康保険税の減額などのために住民税の申告が必要です。
限度額適用認定証の区分決定にも関わります。住民税の申告をしないと「上位所得」となり、医療費の自己
負担限度額が高額になりますのでご注意ください。
※新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、
令和 4 年 4 月

15 日までの間、

簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができます。詳細は国税庁ホームページにてご確認く
ださい。

「自立支援医療」とは、統合失調症、そううつ病、うつ病、アルコール依存症等について、通院医療の際に
かかる医療費の一部を公費で負担する制度です。利用すると、自己負担額は保険診療の 1 割となります（注：
登録した医療機関や薬局、訪問看護ステーションに限ります。なお、当院は院外処方です）。また、対象者の
「世帯」の所得等に応じて 1 ヶ月の自己負担の限度額が設定されており、さらに、都内在住の方は、「世帯」
が非課税の場合、申請により自己負担額がゼロになります。更新は 1 年ごとで、２年に一度診断書の提出が必
要になります。当院での診断書料金は 5,500 円です。お住まいの自治体によって、独自に診断書料金の助成
が受けられる場合があります。
精神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方（※）は、申請により「マル障」が利用できます。「マル障」を
利用すると、医療機関での（精神科以外でも）外来・入院にかかる保険診療の自己負担が１割となり、住民税
非課税の方は自己負担が免除となります（ただし、入院中の食事療養費は対象外）
。
※所得が基準額を超える方、生活保護受給中の方、６５歳までに手帳の申請をしなかった方は対象外です。
例年 3 月（春分の日）に開催している湧水会（当院でアルコール依存症の治療を受けている方、地域で
アルコール依存症からの回復を目指している仲間、支援者の皆様との交流会）は新型コロナウイルス
感染拡大防止のため中止とさせていただきます。
編集後記：コロナ禍の中で 3 度目の春を迎えます。相変わらず制約の中での生活ですが、春が待ち遠しい気持ちは変わ
らないですね。
出来る限りの感染対策と工夫で春を楽しみたいと思います。春よ、来ーい！！

４

（B）

