
身体障害者福祉法認定基準及び障害程度等級表解説 新旧対照表  
 

新  旧  
千葉県身体障害認定基準  

 
第１条～第８条 略  
第９条 法別表に規定する個別の障害種目に係る障害認定については、別に定める障害程

度等級表解説（以下「等級表解説」という。）により認定を行う。  
２ 別記様式「障害の状態及び所見」のうち、法別表に規定する障害種目ごとに必要

な頁を診断書総括表に添付すること。  
第１０条～第１１条 略  

問  答  
(１ )～ (６ ) 略  
(７ )身体障害者福祉法には国籍要件が

ないが、実際に日本国内に滞在してい

る外国人からの手帳申請に関しては、

どのように取り扱うべきか。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(８ )～ (９ ) 略  
(１０ ) 複数の障害を有する重複障害の

場合、特に肢体不自由においては、指

数の中間的な取りまとめ方によって等

級が変わる場合があるが、どのレベル

まで細分化した区分によって指数合算

すべきか。  
（例）以下略  
 

(１ )～ (６ ) 略  
(７ ) 日本で暮らす外国人の場合は、その

滞在が合法的であり、身体障害者福祉法

第１条等の理念に合致するものであれ

ば、法の対象として手帳を交付すること

ができる。  
具体的には、住民基本台帳によって居

住地が明確であり、かつ在留資格（ビザ）

が有効であるなど、不法滞在に該当しな

いことが前提となるが、違法性がなくと

も「短期滞在」や「興行」、「研修」など

の在留資格によって一時的に日本に滞

在している場合は、手帳交付の対象とす

ることは想定していない。  
(８ )～ (９ ) 略  
(１０ ) 肢体不自由に関しては、個々の関

節や手指等の機能障害の指数を、視覚障

害や内部障害等の指数と同列に単純合

算するのではなく、原則として「上肢、

下肢、体幹」あるいは「上肢機能、移動

機能」の区分の中で中間的に指数合算

し、さらに他の障害がある場合には、そ

の障害の指数と合算することで合計指

数を求めることが適当である。  
指数合算する際の中間とりまとめの

最小区分を例示すると、原則的に下表の

ように考えられ、この事例の場合は３級

が適当と考えられる。  
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第１条等の理念に合致するものであれ

ば、法の対象として手帳を交付すること

ができる。  
具体的には、外国人登録によって居住

地が明確であり、かつ在留資格（ビザ）

が有効であるなど、不法滞在に該当しな

いことが前提となるが、違法性がなくと

も「短期滞在」や「興行」、「研修」など

の在留資格によって一時的に日本に滞

在している場合は、手帳交付の対象とす
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 視力障害  
 視野障害  
 聴覚障害  
 平衡機能障害  
 音声･言語･そしゃく機能障

害  

 
肢
体
不
自
由 

上肢機能障害  

下肢  
移動機能 

体幹  
 心臓機能障害  
 じん臓機能障害  
 呼吸器機能障害  
 ぼ う こ う 又 は 直 腸 機 能

障害  
 小腸機能障害  
 免疫機能障害 (HIV) 
 肝臓機能障害  

 

 
附則 この基準は、平成１５年４月１日から適用する。  
附則 この基準は、平成１９年３月１日から適用する。  
附則 この基準は、平成２２年４月１日から適用する。  
附則 この基準は、平成２６年４月１日から適用する。ただし、同年３月３１日までに

身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項に規定する医師の

診断書及び同条第３項に規定する意見書が作成された場合であって、同年４月１日

から同年６月３０日までに申請のあったものについては、改正前の基準により認定

することとする。  
 
別記様式「障害の状態及び所見を記載した書面」（次頁に掲載）  
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 視力障害  
 視野障害  
 聴覚障害  
 平衡機能障害  
 音声 ･言語 ･そしゃく機能

障害  

 上肢不自由  
 下肢不自由  
 体幹不自由  
 上肢機能障害  
 移動機能障害  
 心臓機能障害  
 じん臓機能障害  
 呼吸器機能障害  
 ぼうこう又は直腸機能

障害  
 小腸機能障害  
 免疫機能障害 (HIV) 
 肝臓機能障害  

 
 

 
附則 この基準は、平成１５年４月１日から適用する。  
附則 この基準は、平成１９年３月１日から適用する。  
附則 この基準は、平成２２年４月１日から適用する。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



障害程度等級表解説  
第１ 視覚障害  
診断書・意見書の記載上の注意 【視覚】  
１～２ 略  
３ その他の留意点  
（１）～（２）略  
（３）訂正箇所には診断書・意見書記載医師による訂正印を押印すること。  
（※以下、他の障害についても同様に改正）  
 
第３ 肢体不自由  
 
１ 総括的解説  

（１）肢体不自由は機能の障害の程度をもって判定するものであるが、動作活動能力が

低下していることのみをもって身体障害者として認定することはせず、原因疾病、

病態、年齢などを考慮したうえで認定が適当か判定する。  
   なお、判定は、強制されて行われた一時的能力でしてはならない。  

     略  
 （２）～（５） 略  
 
 （６）肢体の機能障害の程度の判定は、義肢、装具等の補装具を装着しない状態で行う

ものであること。ただし、人工骨頭又は人工関節については、人工骨頭又は人工関

節の置換術後の経過が安定した時点（置換術から少なくとも６か月経過後）の機能

障害の程度により判定する。  
 
 （７） 略  
 

（８）肢体不自由の障害認定に当たっては、障害が固定したと判断するため、原因発生

又は症状改善のための手術実施から６か月の経過観察期間を必要とするが、次のい

ずれかに該当するものは例外的に６か月未満の時点で認定する。ただし、ア以外に

ついては原則として再認定の対象とする。 

ア 直ちに認定 

上下肢の欠損（切断又は先天的欠損）で回復の見込みがないもの。 

イ １か月認定 

急性の中枢神経に係る障害※で、発症から１か月時点で回復が見込めないことが

明らかなとき。（例：感覚脱失が認められる完全四肢麻痺）脊髄損傷については、

ＡＳＩＡ分類の評価を記載することが望ましい。 

ウ ３か月認定 

急性の中枢神経に係る障害。ただし、脳卒中等によるいわゆる片麻痺の場合は、

麻痺側のみ認定し、麻痺のない側の上下肢と体幹については少なくとも６か月経過

後の状態を基に認定の可否を判断する。 

※ 急性の中枢神経に係る障害とは、脳又は脊髄に係る急性発症のものを指し、具

障害程度等級表解説  
第１ 視覚障害  
診断書・意見書の記載上の注意 【視覚】  
１～２ 略  
３ その他の留意点  
（１）～（２）略  
（３）訂正箇所には担当医師による訂正印を押印すること。  
 
 
第３ 肢体不自由  
 
１ 総括的解説  
 （１）肢体不自由は機能の障害の程度をもって判定するものであるが、その判定は、強制

されて行われた一時的能力でしてはならない。  
     略  

 
 
（２）～（５） 略  

 
 （６）肢体の機能障害の程度の判定は、義肢、装具等の補装具を装着しない状態で行う

ものであること。ただし、人工骨頭又は人工関節については「２．各項解説」に定

めるところによる。  
 
 
 （７） 略  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



体的には、脳梗塞、脳出血、低酸素脳症、事故による脊髄損傷、急性の脊髄梗塞

などである。中枢神経に係る障害であっても、慢性のもの（頸髄症の悪化による

脊髄損傷、腰部脊柱管狭窄症など）は６か月の経過観察を必要とする。 

 
 
２ 各項解説  
 （１）上肢不自由 略  
   ア 一上肢の機能障害  
   （ア）「全廃」（２級）とは、肩関節、肘関節、手関節及び手指の全ての機能を全廃

したものをいう。（全ての関節・方向においてＭＭＴが×又はＲＯＭが全廃相当

で、動作活動が全て不能であること。）  
（イ）～オ 略  
 

 （２）下肢不自由  
   認定に当たっては、次①～④のいずれかに該当するものを下肢全体の障害として認

定し、それ以外の場合は関節機能障害として障害部位を限定して認定する。  
① 全ての関節の機能障害  
② 下肢全体の機能障害又は筋力低下  
③ 少なくとも三大関節において二関節以上が著しい障害（又は全廃）  
④ 大腿骨又は脛骨の骨幹部偽関節等により、認定基準の中で具体的に示されて

いる項目  
 

 ア 両下肢の機能障害  
 （ア） 略  

   （イ）「著しい障害」（２級）の具体的な例は次のとおりである。  
     片脚起立が左右とも不可能であるもの  
     ・独歩は不可能であるが、両脚起立及び室内における補助的歩行が手すり等に

より（補装具なしで）可能なもの（おおむね、補装具を使用しない状態での歩

行距離が１０ｍ以上困難で、起立位保持が１０分以上困難なもの）  
     ・各関節機能：可動域 30 度以下、筋力３以下、三大関節の二関節用廃  
   （ウ）「著しい障害」（３級）の具体的な例は次のとおりである。  
      両脚とも 30 分以上起立位保持が不可能なもの。（おおむね、補装具を使用し

ない状態での歩行距離が１００ｍ以上困難で、起立位保持が３０分以上困難な

もの）他は各関節機能の合算により、総合的に判断する。  
     削除  
   （エ）「著しい障害」（４級）の具体的な例は次のとおりである。  

おおむね、補装具を使用しない状態での歩行距離が１ｋｍ以上困難で、起立

位保持が３０分以上困難なもの。他は各関節機能の合算により、総合的に判断

する。  
 

   イ 一下肢の機能障害  
   （ア）「全廃」（３級）とは、下肢の運動性と支持性をほとんど失ったものをいう。  

 
 
 
 
 
 
２ 各項解説  
 
 （１）上肢不自由  
   ア 一上肢の機能障害  
   （ア）「全廃」（２級）とは、肩関節、肘関節、手関節及び手指の全ての機能を全廃

したものをいう。  
（イ）～オ 略  

 
 （２）下肢不自由  

 
 
 
 
 
 
 
 
 ア 両下肢の機能障害  
 （ア） 略  

   （イ）「著しい障害」（２級）の具体的な例は次のとおりである。  
     片脚起立が左右とも不可能であるもの      

・独歩は不可能であるが、両脚起立及び室内における補助的歩行が手すり等に

より（補装具なしで）可能なもの  
     ・各関節機能：可動域 30 度以下、筋力３以下、三大関節の二関節用廃  
 
   （ウ）「著しい障害」（３級）の具体的な例は次のとおりである。  
      両脚とも 30 分以上起立位保持が不可能なもの。他は各関節機能の合算によ

り、総合的に判断する。  
     ・「両脚とも 30 分以上起立位の保持が不可能なもの」とは、片脚だけの 30 分

以上起立位の保持不可能とは同質ではない（両脚著障の場合は、片脚ずつの測

定は不可能である）。  
 
 
 
 
   イ 一下肢の機能障害  
   （ア）「全廃」（３級）とは、下肢の運動性と支持性をほとんど失ったものをいう。  



     具体的な例は次のとおりである。  
     ａ 下肢全体の筋力低下のため患肢で立位を保持できないもの  
     ｂ 大腿骨又は脛骨の骨幹部偽関節のため患肢で立位を保持できないもの  
     ｃ 悪性腫瘍による骨破壊・溶解等のため患肢で立位を保持できないもの  
   （イ）～（ウ） 略  
 
   ウ 股関節の機能障害  
   （ア）「全廃」（４級）の具体的な例は次のとおりである。  
     ａ 各方向の関節可動域（伸展－屈曲、外転－内転等連続した可動域）が 10

度以下のもの  
     ｂ 徒手筋力テストで２以下のもの  
     削除  
   （イ）～（ウ） 略  
 

 エ 膝関節の機能障害  
   （ア）「全廃」（４級）の具体的な例は次のとおりである。  
     ａ 関節可動域 10 度以下のもの  
     ｂ 徒手筋力テストで２以下のもの  
     ｃ 高度の動揺関節、変形等  
     削除  
   （イ）～（ウ） 略  
 

 オ 足関節の機能障害  
   （ア）「全廃」（５級）の具体的な例は次のとおりである。  
     ａ 関節可動域５度以下のもの  
     ｂ 徒手筋力テストで２以下のもの  
     ｃ 高度の動揺関節、変形等  
     削除  
   （イ）～（ウ） 略  

 カ～キ 略  
  
 （３）体幹不自由  
   略  
    （注２）障害の責任部位が体幹にあっても、麻痺などの具体的な障害が下肢に生

じている場合には下肢障害として認定するので、下肢の異常によるものを

含まないこと。  
 
（４） 略  
 

     具体的な例は次のとおりである。  
     ａ 下肢全体の筋力低下のため患肢で立位を保持できないもの  
     ｂ 大腿骨又は脛骨の骨幹部偽関節のため患肢で立位を保持できないもの  
 
   （イ）～（ウ） 略  
 
   ウ 股関節の機能障害  
   （ア）「全廃」（４級）の具体的な例は次のとおりである。  
     ａ 各方向の関節可動域（伸展－屈曲、外転－内転等連続した可動域）が 10

度以下のもの  
     ｂ 徒手筋力テストで２以下のもの  
     ｃ 股関節に人工骨頭又は人工関節を用いたもの  
   （イ）～（ウ） 略  
 

 エ 膝関節の機能障害  
   （ア）「全廃」（４級）の具体的な例は次のとおりである。  
     ａ 関節可動域 10 度以下のもの  
     ｂ 徒手筋力テストで２以下のもの  
     ｃ 膝関節に人工骨頭又は人工関節を用いたもの  
     ｄ 高度の動揺関節  
   （イ）～（ウ） 略  
 

 オ 足関節の機能障害  
   （ア）「全廃」（５級）の具体的な例は次のとおりである。  
     ａ 関節可動域５度以下のもの  
     ｂ 徒手筋力テストで２以下のもの  
     ｃ 足関節に人工骨頭又は人工関節を用いたもの  
     ｄ 高度の動揺関節  
   （イ）～（ウ） 略  

 カ～キ 略  
 
 （３）体幹不自由  
   略  
    （注２）下肢の異常によるものを含まないこと。  

 
 
 
（４） 略  

 
  



 （肢体不自由全般）  
問  答  

(１ )～ (６ ) 略  
(７ )人工骨頭又は人工関節について、障

害程度をどのように認定するのか。  
 
 
 
(８ )平成２６年３月３１日までに人工

関節等の置換を行い、当該関節全廃と

して認定されていた者について、他の

部位の関係で程度変更申請があった場

合、既に認定されている人工関節置換

に係る等級について再評価を行う必要

はあるのか。  
 
(９ )膝関節の機能障害において、屈曲拘

縮による変形が重度で、下肢の支持性

がなく、歩行ができないにもかかわら

ず関節可動域が２０度ある場合、「全

廃」（４級）として認定することは可能

か。  
 
(１０ )肘関節、膝関節、足関節の障害に

ついて、ＲＯＭ又はＭＭＴではなく、

関節の動揺性又は変形の程度に基づく

認定の際に留意すべき点は何か。  
 
(１１ )疾病等により常時臥床のため、褥

瘡、全身浮腫、関節強直等をきたした

者については、肢体不自由として認定

して構わないか。  
 
 

(１ )～ (６ ) 略  
(７ )骨頭又は関節臼の一部にインプラ

ント等を埋め込んだ場合と同様に、手

術から少なくとも６か月経過後のＲＯ

ＭやＭＭＴ等による判定を行う。  
 
(８ )人工関節置換済みの関節を含め、全

身状態を新たな基準で再評価すること

となる。（一つの申請に対して複数の認

定基準は適用しないため。）  
 
 
 
 
(９ )関節可動域が、１０度を超えていて

も下肢の支持性がないことが、医学

的・客観的に明らかな場合、「全廃」（４

級）として認定することは差し支えな

い。  
 

 
(１０ ) 動揺性又は変形の程度に基づく

認定の際には、その程度を判断するた

め、客観的評価を所見に記載すること

が望ましい。  
 
(１１ ) 疾病の如何に関わらず、身体に

永続する機能障害があり、その障害程

度が肢体不自由の認定基準に合致する

ものであれば、肢体不自由として認定

可能である。  
この場合、褥瘡や全身浮腫を認定の

対象とすることは適当ではないが、関

節強直については永続する機能障害と

して認定できる可能性がある。  
 

 （上肢不自由）～（脳原性運動機能障害） 略  

（肢体不自由全般）  
問  答  

(１ )～ (６ ) 略  
(７ )人工骨頭又は人工関節について、  
ア．下肢不自由においては、関節の「全

廃」として認定されることとなってい

るが、上肢不自由においても関節の

「全廃」として認定できるか。  
イ．疼痛軽減の目的等から人工膝単顆

置換術等により、関節の一部をＵＫＡ

インプラントの挿入によって置換し

た場合も、人工関節を用いたものとし

て、当該関節の「全廃」として認定で

きるか。  
 
(８ )疾病等により常時臥床のため、褥

瘡、全身浮腫、関節強直等をきたした

者については、肢体不自由として認定

して構わないか。  
 
 

(１ )～ (６ ) 略  
(７ ) 
ア．可能と考えられる。  
イ．認定基準における「人工関節を用

いたもの」とは、関節の全置換術を指

しており、骨頭又は関節臼の一部にイ

ンプラント等を埋め込んだ場合は、人

工関節等に比べて一般的に予後が良

いことから、人工関節等と同等に取り

扱うことは適当ではない。この場合

は、ＲＯＭやＭＭＴ等による判定を行

うことが適当である。  
 
(８ ) 疾病の如何に関わらず、身体に永

続する機能障害があり、その障害程度

が肢体不自由の認定基準に合致するも

のであれば、肢体不自由として認定可

能である。  
この場合、褥瘡や全身浮腫を認定の

対象とすることは適当ではないが、関

節強直については永続する機能障害と

して認定できる可能性がある。  
 

（上肢不自由）～（脳原性運動機能障害） 略  
 



第４ 心臓機能障害  
 
１ １８歳以上の者の場合  
 （１）等級表１級に該当する障害は次のいずれかに該当するものをいう。  
   ア 次のいずれか二つ以上の所見があり、かつ、安静時又は自己身辺の日常生活活

動でも心不全症状、狭心症症状又は繰り返しアダムスストークス発作が起こるも

の  
    ａ 胸部エックス線所見で心胸比 0.60 以上のもの  
    ｂ 心電図で陳旧性心筋梗塞所見があるもの  
    ｃ 心電図で脚ブロック所見があるもの  
    ｄ 心電図で完全房室ブロック所見があるもの  
    ｅ 心電図で第２度以上の不完全房室ブロック所見があるもの  
    ｆ 心電図で心房細動又は粗動所見があり、心拍数に対する脈拍数の欠損が 10

以上のもの  
    ｇ 心電図でＳＴの低下が 0.2ｍＶ以上の所見があるもの  
    ｈ 心電図で第Ⅰ誘導、第Ⅱ誘導及び胸部誘導（ただし、Ｖɪ を除く。）のいずれ

かのＴが逆転した所見があるもの  
イ ペースメーカ、体内植込み（埋込み）型除細動機（両室ペーシング機能付き植

込み型除細動機を含む。以下「ペースメーカ等」という。）を植え込み、自己の身

辺の日常生活活動が極度に制限されるもの※  

    ※「自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの」とは、次のものを指す。 
     ａ ペースメーカ等の植込み直後（植え込みから３年以内）の場合  

①日本循環器学会の「不整脈の非薬物治療ガイドライン」（2011 年改訂版）

（以下「ガイドライン」という）のクラスⅠに相当するもの  
②ガイドラインのクラスⅡ以下に相当するものであって、身体活動能力（運

動強度：メッツ）の値が２未満のもの  
ｂ 再認定時、植込みから３年を経過した場合  

      身体活動能力（運動強度：メッツ）の値が２未満のもの  
   ウ 先天性疾患によりペースメーカ等を植え込みしたもの  
   エ 人工弁移植、弁置換を行ったもの  
   オ 心臓移植後、抗免疫療法を必要とする期間中であるもの  
 
 （２）等級表３級に該当する障害は、次のいずれかに該当するものをいう。  

ア （１）アのａからｈまでのうちいずれかの所見があり、かつ、家庭内での極め

て温和な日常生活活動には支障がないが、それ以上の活動では心不全症状若しく

は狭心症症状が起こるもの又は頻回に頻脈発作を起こし救急医療を繰り返し必

要としているものをいう。  
イ ペースメーカ等を植え込み、家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの※ 

    ※「家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの」とは、次のものを指す。  
ａ ペースメーカ等の植込み直後（植え込みから３年以内）の場合  

ガイドラインのクラスⅡ以下に相当するものであって、身体活動能力（運動

強度：メッツ）の値が２以上４未満のもの  

第４ 心臓機能障害  
 
１ １８歳以上の者の場合  
 （１）等級表１級に該当する障害は次のいずれかに該当するものをいう。  
   ア 次のいずれか二つ以上の所見があり、かつ、安静時又は自己身辺の日常生活活

動でも心不全症状、狭心症症状又は繰り返しアダムスストークス発作が起こるも

の  
    ａ 胸部エックス線所見で心胸比 0.60 以上のもの  
    ｂ 心電図で陳旧性心筋梗塞所見があるもの  
    ｃ 心電図で脚ブロック所見があるもの  
    ｄ 心電図で完全房室ブロック所見があるもの  
    ｅ 心電図で第２度以上の不完全房室ブロック所見があるもの  
    ｆ 心電図で心房細動又は粗動所見があり、心拍数に対する脈拍数の欠損が 10

以上のもの  
    ｇ 心電図でＳＴの低下が 0.2ｍＶ以上の所見があるもの  
    ｈ 心電図で第Ⅰ誘導、第Ⅱ誘導及び胸部誘導（ただし、Ｖɪ を除く。）のいずれ

かのＴが逆転した所見があるもの  
   イ 人工ペースメーカーを装着したもの又は人工弁移植、弁置換を行ったもの  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （２）等級表３級に該当する障害は、（１）アのａからｈまでのうちいずれかの所見があ

り、かつ、家庭内での極めて温和な日常生活活動には支障がないが、それ以上の活

動では心不全症状若しくは狭心症症状が起こるもの又は頻回に頻脈発作を起こし救

急医療を繰り返し必要としているものをいう。  
 
 
 
 
 
 



     ｂ 再認定時、植込みから３年を経過した場合  
   身体活動能力（運動強度：メッツ）の値が２以上４未満のもの  
 

 （３）等級表４級に該当する障害は次のいずれかに該当するものをいう。  
   ア 次のうちいずれかの所見があり、かつ、家庭内での普通の日常生活活動又は社

会での極めて温和な日常生活活動には支障がないが、それ以上の活動では心不全

症状、狭心症症状が起こるもの  
    ａ 心電図で心房細動又は粗動所見があるもの  
    ｂ 心電図で期外収縮の所見が存続するもの  
    ｃ 心電図でＳＴの低下が 0.2ｍＶ未満の所見があるもの  
    ｄ 運動負荷心電図でＳＴの低下が 0.1ｍＶ以上の所見があるもの  
   イ 臨床所見で部分的心臓浮腫があり、かつ、家庭内での普通の日常生活活動若し

くは社会での極めて温和な日常生活活動には支障がないが、それ以上の活動は著

しく制限されるもの又は頻回に頻脈発作を繰り返し、日常生活若しくは社会生活

に妨げとなるもの  
   ウ ペースメーカ等を植え込み、社会での日常生活活動が著しく制限されるもの※  

    ※「社会での日常生活活動が著しく制限されるもの」とは、次のものを指す。  
ａ ペースメーカ等の植込み直後（植え込みから３年以内）の場合  

ガイドラインのクラスⅡ以下に相当するものであって、身体活動能力（運動

強度：メッツ）の値が４以上のもの  
     ｂ 再認定時、植込みから３年を経過した場合  
      身体活動能力（運動強度：メッツ）の値が４以上のもの  
 
  （注）診断書の活動能力の程度と等級の関係は、次のとおり作られているものである。 
     ア  ･････････非該当  
     イ・ウ  ･････４級相当  
     エ  ･････････３級相当  
     オ  ･････････１級相当  
 
 
２ １８歳未満の者の場合  
  （１）等級表１級に該当する障害は次のいずれかに該当するものをいう。  
   ア 原則として、重い心不全、低酸素血症、アダムスストークス発作又は狭心症発

作で継続的医療を要するもので、次の所見ａ～ｎの項目のうち６項目以上が認め

られるもの  
    ａ 著しい発育障害  
    ｂ 心音・心雑音の異常  
    ｃ 多呼吸又は呼吸困難  
    ｄ 運動制限  
    ｅ チアノーゼ  
    ｆ 肝腫大  
    ｇ 浮腫  

 
 
 
 （３）等級表４級に該当する障害は次のいずれかに該当するものをいう。  
   ア 次のうちいずれかの所見があり、かつ、家庭内での普通の日常生活活動又は社

会での極めて温和な日常生活活動には支障がないが、それ以上の活動では心不全

症状、狭心症症状が起こるもの  
    ａ 心電図で心房細動又は粗動所見があるもの  
    ｂ 心電図で期外収縮の所見が存続するもの  
    ｃ 心電図でＳＴの低下が 0.2ｍＶ未満の所見があるもの  
    ｄ 運動負荷心電図でＳＴの低下が 0.1ｍＶ以上の所見があるもの  
   イ 臨床所見で部分的心臓浮腫があり、かつ、家庭内での普通の日常生活活動若し

くは社会での極めて温和な日常生活活動には支障がないが、それ以上の活動は著

しく制限されるもの又は頻回に頻脈発作を繰り返し、日常生活若しくは社会生活

に妨げとなるもの  
 
 
 
 
 
 
 
 
  （注）診断書の活動能力の程度と等級の関係は、次のとおり作られているものである。 
     ア  ･････････非該当  
     イ・ウ  ･････４級相当  
     エ  ･････････３級相当  
     オ  ･････････１級相当  
 
 
２ １８歳未満の者の場合  
 （１）等級表１級に該当する障害は、原則として、重い心不全、低酸素血症、アダムス

ストークス発作又は狭心症発作で継続的医療を要するもので、次の所見（ａ～ｎ）

の項目のうち６項目以上が認められるものをいう。  
   ａ 著しい発育障害  
   ｂ 心音・心雑音の異常  
   ｃ 多呼吸又は呼吸困難  
   ｄ 運動制限  
   ｅ チアノーゼ  
   ｆ 肝腫大  
   ｇ 浮腫  
   ｈ 胸部エックス線で心胸比 0.56 以上のもの  



    ｈ 胸部エックス線で心胸比 0.56 以上のもの  
    ｉ 胸部エックス線で肺血流量増又は減があるもの  
    ｊ 胸部エックス線で肺静脈うっ血像があるもの  
    ｋ 心電図で心室負荷像があるもの  
    ｌ 心電図で心房負荷像があるもの  
    ｍ 心電図で病的不整脈があるもの  
    ｎ 心電図で心筋障害像があるもの  
   イ ペースメーカ等を植え込んだもの  
   ウ 人工弁移植、弁置換を行ったもの  
   エ 心臓移植後、抗免疫療法を必要とする期間中であるもの  
    
 （２）等級表３級に該当する障害は、原則として、継続的医療を要し、（１）の所見（ａ

～ｎ）の項目のうち５項目以上が認められるもの又は心エコー図、冠動脈造影で冠

動脈の狭窄若しくは閉塞があるものをいう。  
 
 （３）等級表４級に該当する障害は、原則として、症状に応じて医療を要するか少なく

とも１～３か月毎の間隔の観察を要し、（１）の所見（ａ～ｎ）の項目のうち４項目

以上が認められるもの又は心エコー図、冠動脈造影で冠動脈瘤若しくは拡張がある

ものをいう。  
 
  （注）診断書の養護の区分と等級の関係は、次のとおり作られているものである。  
     （１）･･････････非該当  
     （２）・（３）････４級相当  
     （４）･･････････３級相当  
     （５）･･････････１級相当  
 
３ その他の留意事項  

（１）診断書・意見書の作成はペースメーカ等の植え込み手術など、手術を行った場合

には、当該手術による身体活動への影響が見られなくなった時期に作成すること。  
また内服治療を行う場合には、投薬の開始前や直後ではなく、一定期間その効果

等を確認するための経過観察を行ったうえで、障害が固定されたと判断される時点

の所見をもって診断書・意見書を作成すること。  
（２）ペースメーカ等を植え込みした者（先天性疾患により植え込みしたものを除く。）

については、当該植え込みから３年以内の期間内に再認定を実施するので、「総括表」

の「⑤総合所見」の欄に１年以上３年以内の期間で、申請者の状態を考慮し適当と

考えられる再認定の時期を記入すること。  
（３）ペースメーカ等を植え込んだことにより身体障害者手帳（以下「手帳」という）

の交付を受けた者が、再認定の期限前や再認定後に、当該手帳交付時に比較してそ

の障害程度に重大な変化が生じたとして再交付の申請を行い、その結果障害程度に

変化が認められた場合には、手帳の再交付を行う。  
その際の認定の基準は、当該再交付申請に係る診断の時期が、ペースメーカの等

の植え込みから３年以内であれば、以下の問答（４）の回答アと同様に、また、当

   ｉ 胸部エックス線で肺血流量増又は減があるもの  
   ｊ 胸部エックス線で肺静脈うっ血像があるもの  
   ｋ 心電図で心室負荷像があるもの  
   ｌ 心電図で心房負荷像があるもの  
   ｍ 心電図で病的不整脈があるもの  
   ｎ 心電図で心筋障害像があるもの  
 
 
 
 
 （２）等級表３級に該当する障害は、原則として、継続的医療を要し、（１）の所見（ａ

～ｎ）の項目のうち５項目以上が認められるもの又は心エコー図、冠動脈造影で冠

動脈の狭窄若しくは閉塞があるものをいう。  
 
 （３）等級表４級に該当する障害は、原則として、症状に応じて医療を要するか少なく

とも１～３か月毎の間隔の観察を要し、（１）の所見（ａ～ｎ）の項目のうち４項目

以上が認められるもの又は心エコー図、冠動脈造影で冠動脈瘤若しくは拡張がある

ものをいう。  
 
  （注）診断書の養護の区分と等級の関係は、次のとおり作られているものである。  
     （１）･･････････非該当  
     （２）・（３）････４級相当  
     （４）･･････････３級相当  
     （５）･･････････１級相当  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



該再交付申請に係る診断の時期がペースメーカ等の植え込みから３年より後であれ

ば、同問答の回答イと同様とする。  
（４）ペースメーカ等を植え込みした者の等級の認定に当たっては、身体活動能力（運

動強度：メッツ）の値を用いることとしているが、症状が重度から軽度の間で変動

する場合は、症状がより重度の状態（一番低いメッツ値）を用いること。  
メッツの測定にあたっては、別紙の「身体活動能力質問表」を参考とすること。

なお、これによらない場合であっても、医療機関等で身体活動能力を測定できる場

合には、その結果を用いても差し支えない。  
（５）先天性疾患によりペースメーカ等を植え込みした者は、心臓機能障害１級と認定

することとなるが、先天性疾患とは、１８歳未満で発症した心疾患を指すものであ

る。  
よって１８歳未満で心疾患を発症し、その疾患を原因として１８歳以降にペース

メーカ等を植え込んだ場合も１級と認定する。  
（６）体内植込み（埋め込み）型除細動機（ＩＣＤ）を植え込んだ者で、心臓機能障害

３級又は４級の認定を受けた者が、手帳交付後にＩＣＤが作動し、再交付の申請が

あった場合は、その時のメッツ値に関係なく心臓機能障害１級と認定する。  
ただしこの場合、当該再交付から３年以内に再認定を行うので、「総括表」の「⑤

総合所見」の欄に１年以上３年以内の期間で、申請者の状態を考慮し適当と考えら

れる再認定の時期を記入すること。  
※ＩＣＤの作動が誤作動であることが明らかな場合には、１級の認定の対象とはしない。  

（７）心臓移植後に抗免疫療法を必要とする期間中は１級として取り扱うが、抗免疫療

法を要しなくなった後には、改めて再認定を行う。  
 
【心臓機能障害 障害等級の考え方】  

※掲載省略（別紙参照）  
 

問  答  
(１ )先天性心疾患による心臓機能障害

をもつ者が満 18 歳以降に新規で手帳

申請した場合、診断書及び認定基準

は、それぞれ「18 歳以上用」と「18
歳未満用」のどちらを用いるのか。  

 
 
(２ )大動脈と冠動脈のバイパス手術を

行う予定の者が、更生医療で心臓手術

を受けるために、身体障害者手帳交付

申請があったが、認定できるか。  
 
 
 
(３ )18 歳以上用の診断書の「３ 心電

(１ )それぞれ「18 歳以上用」のものを

使うことが原則であるが、成長の度合

い等により、「18 歳以上用」の診断書

や診断基準を用いることが不適当な

場合は、適宜「18 歳未満用」により

判定することも可能である。  
 
(２ )手術前の状態が認定基準に該当し

ていれば認定可能である。なお、術後

再認定を行うように指導する。  
  また、バイパス手術の実施のみをも

って心臓機能障害と認定することは

適当ではない。  
 
(３ )診断医が「活動能力の程度」等につ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問  答  
(１ )先天性心疾患による心臓機能障害

をもつ者が満 18 歳以降に新規で手帳

申請した場合、診断書及び認定基準

は、それぞれ「18 歳以上用」と「18
歳未満用」のどちらを用いるのか。  

 
 
(２ )大動脈と冠動脈のバイパス手術を

行う予定の者が、更生医療で心臓手術

を受けるために、身体障害者手帳交付

申請があったが、認定できるか。  
 
 
 
(３ )18 歳以上用の診断書の「３ 心電

(１ )それぞれ「18 歳以上用」のものを

使うことが原則であるが、成長の度合

い等により、「18 歳以上用」の診断書

や診断基準を用いることが不適当な

場合は、適宜「18 歳未満用」により

判定することも可能である。  
 
(２ )手術前の状態が認定基準に該当し

ていれば認定可能である。なお、術後

再認定を行うように指導する。  
  また、バイパス手術の実施のみをも

って心臓機能障害と認定することは

適当ではない。  
 
(３ )診断医が「活動能力の程度」等につ



図所見」の「シ その他の心電図所見」

及び「ス 不整脈があるものでは発作

中の心電図所見」の項目があるが、認

定基準及び認定要領等にはその取扱

いの記載がないが、これらの検査デー

タはどのように活用されるのか。  
 
(４ )ペースメーカ等を植え込みしたも

ので、「自己の身辺の日常生活活動が

極度に制限されるもの」（１級）、「家

庭内での日常生活活動が著しく制限

されるもの」（３級）、「社会での日常

生活活動が著しく制限されるもの」

（４級）はどのように判断するのか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

いて判定する際の根拠となり得ると

の理由から、シ・スの二項目が加えら

れており、必要に応じて当該検査を実

施し、記載することとなる。  
 
 
 
(４ ) 
ア 植え込み直後（植込みから３年以

内）の判断については、次のとおりと

する。  
「自己の身辺の日常生活活動が極

度に制限されるもの」（１級）とは、

日本循環器学会の「不整脈の非薬物治

療ガイドライン」（2011 年改訂版）の

クラスⅠに相当するもの、又はクラス

Ⅱ以下に相当するものであって、身体

活動能力（運動強度：メッツ）の値が

２未満のものをいう。  
「家庭内での日常生活活動が著し

く制限されるもの」（３級）とは、同

ガイドラインのクラスⅡ以下に相当

するものであって、身体活動能力（運

動強度：メッツ）の値が２以上４未満

のものをいう。  
「社会での日常生活活動が著しく

制限されるもの」（４級）とは、同ガ

イドラインのクラスⅡ以下に相当す

るものであって、身体活動能力（運動

強度：メッツ）の値が４以上のものを

いう。  
 
イ 植え込みから３年以内に再認定を

行うこととするが、その際の判断に

ついては次の通りとする。  
「自己の身辺の日常生活活動が極

度に制限されるもの」（１級）とは、

身体活動能力（運動強度：メッツ）

の値が２未満のものをいう。  
「家庭内での日常生活活動が著し

く制限されるもの」（３級）とは、身

体活動能力（運動強度：メッツ）の

図所見」の「シ その他の心電図所見」

及び「ス 不整脈があるものでは発作

中の心電図所見」の項目があるが、認

定基準及び認定要領等にはその取扱

いの記載がないが、これらの検査デー

タはどのように活用されるのか。  
 
(４ )人工ペースメーカーを装着した者、

又は人工弁移植、弁置換を行った者

は、術前の状態にかかわりなく、すべ

て１級として認定してよいか。また、

18 歳未満の者の場合も同様か。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

いて判定する際の根拠となり得ると

の理由から、シ・スの二項目が加えら

れており、必要に応じて当該検査を実

施し、記載することとなる。  
 
 
 
(４ )年齢にかかわらず、いずれも１級と

して認定することが適当である。これ

らは緊急事態を予測して装着するもの

であり、かつ、これらを取り外すこと

は生命の維持に支障をきたすのが一般

的であることから、認定に当たっては、

術前の状態にかかわらないこととした

ものである。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
(５ )発作性心房細動のある「徐脈頻脈症

候群」の症例にペースメーカを植え込

んだが、その後心房細動が恒久化し、

事実上ペースメーカの機能は用いら

れなくなっている。この場合、再認定

等の際の等級は、どのように判定する

べきか。  
 
 
 
 
 
 
（削除）  
 
 
 
 
 
 
 
(６ )人工弁移植、弁置換に関して、  
ア 牛や豚の弁を移植した場合も、人

工弁移植、弁置換として認定してよ

いか。  
イ また、僧帽弁閉鎖不全症により人

工弁輪移植を行った場合も、アと同

様に認定してよいか。  
 
 
 
 
 
 
 
(７ )本人の肺動脈弁を切除して大動脈

値が２以上４未満のものをいう。  
「社会での日常生活活動が著しく

制限されるもの」（４級）とは、身体

活動能力（運動強度：メッツ）の値

が４以上のものをいう。  
 
(５ )認定基準の 18 歳以上の１級のイ

「ペースメーカ等を植え込み、自己の

身辺の日常生活活動が極度に制限さ

れるもの、先天性疾患によりペースメ

ーカ等を植え込みしたもの、３級のイ

「ペースメーカ等を植え込み、家庭内

での日常生活活動が著しく制限され

るもの」及び４級のウ「ペースメーカ

等を植え込み、社会での日常生活活動

が著しく制限されるもの」の規定には

該当しないものとして、その他の規定

によって判定することが適当である。 
 
（削除）  
 
 
 
 
 
 
 
(６ ) 
ア 機械弁に限らず、動物の弁（生体

弁）を移植した場合も同様に取り扱う

ことが適当である。  
イ 人工弁輪による弁形成術のみをも

って、人工弁移植、弁置換と同様に取

り扱うことは適当ではない。  
 
 
 
 
 
 
 
(７ )肺動脈弁を切除した部位に新たに

 
 
 
 
 
(５ )体内植込み（埋め込み）型除細動器

を装着した者については、人工ペース

メーカーを装着している者と同様に

１級と認定して差し支えないか。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(６ )発作性心房細動のある「徐脈頻脈症

候群」の症例に人工ペースメーカーを

埋め込んだが、その後心房細動が恒久

化し、事実上人工ペースメーカーの機

能は用いられなくなっている。この場

合、再認定等の際の等級は、どのよう

に判定するべきか。  
 
(７ )人工弁移植、弁置換に関して、  
ア 牛や豚の弁を移植した場合も、人

工弁移植、弁置換として認定してよ

いか。  
イ また、僧帽弁閉鎖不全症により人

工弁輪移植を行った場合も、アと同様

に認定してよいか。  
ウ 心臓そのものを移植した場合は、

弁移植の考え方から１級として認定

するのか。  
 
 
 
 
(８ )本人の肺動脈弁を切除して大動脈

 
 
 
 
 
(５ )体内植込み（埋め込み）型除細動器

(ICD)や頻拍停止型の人工ペースメー

カーを装着した者についても、１級認

定することは適当である。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(６ )認定基準の 18 歳以上の１級イ「人

工ペースメーカーを装着したもの」の

規定には該当しないものとして、その

他の規定によって判定することが適

当である。  
 
 
 
(７ ) 
ア 機械弁に限らず、動物の弁（生体

弁）を移植した場合も同様に取り扱う

ことが適当である。  
イ 人工弁輪による弁形成術のみをも

って、人工弁移植、弁置換と同様に取

り扱うことは適当ではない。  
ウ 心臓移植後、抗免疫療法を必要と

する期間中は、１級として取り扱う

ことが適当である。なお、抗免疫療

法を要しなくなった後には、改めて

再認定することは適当と考えられ

る。  
 
(８ )肺動脈弁を切除した部位に新たに



弁に移植し、切除した肺動脈弁の部位

に生体弁 (牛の弁 )を移植した場合は、

「人工弁移植、弁置換を行ったもの」

に該当すると考えてよいか。  
 
(８ )肺高血圧症に起因する肺性心によ

り、心臓機能に二次的障害が生じた場

合、検査所見及び活動能力の程度が認

定基準に該当する場合は、心臓機能障

害として認定できるか。  
 
（削除）  
 
 
 
 
 
 
(９ )解離性大動脈あるいは大動脈瘤に

起因する障害は極めて心臓機能障害

に類似しており、かつ日常生活活動が

著しく制限されるため、心臓機能障害

に準じて障害認定の対象範囲に含め

ることができるか。  
 
(１０ )心臓機能障害について、心電図所

見と活動能力の程度が一致しない場

合、等級をどのように認定すべきか。

例えば、  
ア 心電図所見が１級相当であり、活

動能力の程度が３級相当の場合  
イ 心電図所見が３級相当であり、活

動能力の程度が１級相当の場合  
 
 
 
 
 
(１１ )肢体不自由などで身体活動能力

（メッツ）が測定できない場合は、

どのように評価をすればよいのか。  
 

生体弁を移植していることから、１級

として認定することが可能である。  
 
 
 
(８ )二次的障害であっても、その心臓機

能の障害が認定基準に該当し、かつ、

永続するものであれば、心臓機能障害

として認定することが適当である。  
 
 
（削除）  
 
 
 
 
 
 
(９ )心臓機能障害として障害認定の対

象となりうるのは、心臓そのものの機

能障害及び心臓に直接影響を及ぼす

と思われる上行大動脈及び大動脈弓

部に起因する機能障害に限られるも

のである。  
 
(１０ )活動能力の程度とこれを裏付け

る客観的所見（主に胸部エックス線所

見及び心電図所見）により認定を行

う。具体的には、  
ア 活動能力の程度は３級相当であ

り、客観的所見は３級（以上）を裏付

けるものであることから、等級は３級

相当と判断する。  
イ 活動能力の程度は１級相当である

が、客観的所見は３級相当しか裏付け

ていないことから、等級は３級相当と

判断する。  
 
(１１ )障害の状態によって評価が困難

な場合には、植え込み後の心機能の検

査所見等から類推するなど、医学的見

地に基づき判断する。  

弁に移植し、切除した肺動脈弁の部位

に生体弁 (牛の弁 )を移植した場合は、

「人工弁移植、弁置換を行ったもの」

に該当すると考えてよいか。  
 
(９ )肺高血圧症に起因する肺性心によ

り、心臓機能に二次的障害が生じた場

合、検査所見及び活動能力の程度が認

定基準に該当する場合は、心臓機能障

害として認定できるか。  
 
(１０ )頻繁に繰り返す発作性心室頻拍

及び心室細動の発作に対して、体内埋

込型除細動機を移植する場合、従来の

人工ペースメーカーを装着している

場合と同様に取り扱い、１級認定とし

てよいか。  
 
(１１ )解離性大動脈あるいは大動脈瘤

に起因する障害は極めて心臓機能障

害に類似しており、かつ日常生活活動

が著しく制限されるため、心臓機能障

害に準じて障害認定の対象範囲に含

めることができるか。  
 
(１２ )心臓機能障害について、心電図所

見と活動能力の程度が一致しない場

合、等級をどのように認定すべきか。

例えば、  
ア 心電図所見が１級相当であり、活

動能力の程度が３級相当の場合  
イ 心電図所見が３級相当であり、活

動能力の程度が１級相当の場合  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生体弁を移植していることから、１級

として認定することが可能である。  
 
 
 
(９ )二次的障害であっても、その心臓機

能の障害が認定基準に該当し、かつ、

永続するものであれば、心臓機能障害

として認定することが適当である。  
 
 
(１０ )人工ペースメーカーの装着と同

様に１級認定して差し支えない。  
 
 
 
 
 
(１１ )心臓機能障害として障害認定の

対象となりうるのは、心臓そのものの

機能障害及び心臓に直接影響を及ぼ

すと思われる上行大動脈及び大動脈

弓部に起因する機能障害に限られる

ものである。  
 
(１２ )活動能力の程度とこれを裏付け

る客観的所見（主に胸部エックス線所

見及び心電図所見）により認定を行

う。具体的には、  
ア 活動能力の程度は３級相当であ

り、客観的所見は３級（以上）を裏付

けるものであることから、等級は３級

相当と判断する。  
イ 活動能力の程度は１級相当である

が、客観的所見は３級相当しか裏付け

ていないことから、等級は３級相当と

判断する。  



 
(１２ )ペースメーカ等の植え込みから

３年を経過した者からの新規申請の

場合、問答（４）（イ）の基準を用い

ればよいか。  
また、再認定の必要があるか。  

 
(１３ )ペースメーカ等を植え込みした

者について、クラスやメッツの値では

３級相当の障害であるが、心臓機能障

害の認定基準の１（１）ア（４級の場

合は１（２）ア）を満たす所見が認め

られる場合、上位の等級に認定してよ

いか。また、再認定は必要か。  

 
(１２ )お見込みのとおり。  
なおこの場合、更なる再認定の必要は

ない。  
 
 
 
(１３ )お見込みのとおり、上位の等級に

認定しても差し支えない。なお、３年

以内の再認定は必要である。  
 

 
診断書・意見書の記載上の注意 【心臓】  
１ 総括表  
 略  
（４）④参考となる経過・現症  

ア 初発症状から症状固定に至るまでの治療の内容を簡潔に記入すること。  
  イ 「障害固定又は障害確定（推定）」は、手術を含む治療の要否との関連を考慮して

記入すること。  
  ウ 先天性疾患によりペースメーカ等を植え込んだ場合には、必ずその旨を明記する

こと。  
 
２ 心臓の機能障害の状態及び所見  
 各所見の日付･･･臨床所見、活動能力の程度については、診断日の状態を記入すること。 
胸部エックス線所見、心電図所見はから６ヵ月以内の検査所見であること。  
 略  

活動能力の程度（１８歳以上用）・養護の区分（１８歳未満用）  
 略（５）………１級相当  

ペースメーカ等の適応度、身体活動能力（運動強度）  
ペースメーカ等を植え込んだもの（先天性疾患により植え込んだものを除く）につい

ては、必ず記載すること。  
身体活動能力（運動強度）については、診断日の状態を記載すること。  

 
３ その他の留意事項  
 略  
 
第５ じん臓機能障害  
（１）から（３）略  

問  答  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
診断書・意見書の記載上の注意 【心臓】  
［総括表］  
 略  

「④参考となる経過・現症」  
・初発症状から症状固定に至るまでの治療の内容を簡潔に記入すること。  

  ・「障害固定又は障害確定（推定）」は、手術を含む治療の要否との関連を考慮して記

入すること。  
 
 
 
［心臓の機能障害の状態及び所見］  
 各所見の日付･･･必ず記入すること。なお、診断から６ヵ月以内の検査所見であること。 
 
 略  

活動能力の程度（１８歳以上用）・養護の区分（１８歳未満用）  
 略（５）………１級相当  
 
 
 
 
 
［その他の留意点］  
 略  
 
第５ 略  
（１）から（３）略  

問  答  



（１）～（３）略  
(４ )慢性透析療法を実施している者の

障害程度の認定に当たって、いつの時

点の諸検査データを記載するか。  
 
 
 
 
 
（５）略  

（１）～（３）略  
(４ )透析導入に至るまでの腎機能低下

の推移 (血清クレアチニン濃度２～

３回分 )、透析導入時の腎機能の数値

(血清クレアチニン濃度：最大間隔透

析前値２～３回分 )を「６ その他参

考となる身体状況 ウ」に記載する

こと。なお、記入の際にはそれぞれ

検査日を併記すること。  
（５）略  

 
診断書・意見書の記載上の注意 【じん臓】  
１ 総括表  
 略  
（４）④参考となる経過・現症  
・傷病の発生から現状に至る経過及び現症について、障害認定のうえで参考となる事項

を簡潔に記載すること。  
・腎機能低下の推移が分かるように、透析導入に至るまでの数回、透析導入時、透析導入

した後数回の血清クレアチニン濃度（最大間隔透析前値）の数値（年齢が１２歳未満の

者で、内因性クレアチニンクリアランス値により認定する場合はその数値）を本欄又は

「６ その他参考となる身体状況 ウ 血清クレアチニン濃度等」明記する。その際に

は検査日を併記すること。  
 
第６ 呼吸器機能障害  
 呼吸器の機能障害の程度についての判定は、予測肺活量１秒率（以下「指数」という。）、

動脈血ガス及び医師の臨床所見によるものとする。  
指数とは１秒量（最大吸気位から最大努力下呼出時の最初の１秒間の呼気量）の予測肺

活量（性別、年齢、身長の組合せで正常ならば当然あると予想される肺活量の値）に対す

る百分率である。  
 
（１）等級表１級に該当する障害は次のいずれかに該当するものをいう。  

① 呼吸困難が強いため歩行がほとんどできないもの、呼吸障害のため指数の測定が

できないもの及び指数が２０以下のもの又は室内気吸入下での動脈血 分圧が５０

Torr 以下のもの  
  ② 常時人工呼吸器を使用する必要があるもの  
 
 
（２）等級表３級に該当する障害は、指数が２０を超え３０以下のもの若しくは室内気吸

入下での動脈血 分圧が５０Torr を超え６０Torr 以下のもの又はこれに準ずるもの  
 
 
（３）等級表４級に該当する障害は、指数が３０を超え４０以下のもの若しくは室内気吸

（１）～（３）略  
(４ )慢性透析療法を実施している者の

障害程度の認定に当たって、いつの時

点の諸検査データを記載するか。  
 
 
 
 
 
（５）略  

（１）～（３）略  
(４ )透析導入に至るまでの腎機能低下

の推移 (血清クレアチニン濃度２～

３回分 )、透析導入時の腎機能の数値

(血清クレアチニン濃度：最大間隔透

析前値２～３回分 )を「参考となる経

過・現症」欄に記載すること。なお、

記入の際にはそれぞれ検査日を併記

すること。  
（５）略  

 
診断書・意見書の記載上の注意 【じん臓】  
［総括表］  
 略  
「④参考となる経過・現症」  
・傷病の発生から現状に至る経過及び現症について、障害認定のうえで参考となる事項

を簡潔に記載すること。  
・腎機能低下の推移が分かるように、透析導入に至るまでの数回、透析導入時、透析導

入した後数回の血清クレアチニン濃度（最大間隔透析前値）の数値（年齢が１２歳未

満の者で、内因性クレアチニンクリアランス値により認定する場合はその数値）を明

記する。その際には検査日を併記すること。  
 
 
第６ 呼吸器機能障害  
 呼吸器の機能障害の程度についての判定は、予測肺活量１秒率（以下「指数」という。）、

動脈血ガス及び医師の臨床所見によるものとする。  
指数とは１秒量（最大吸気位から最大努力下呼出時の最初の１秒間の呼気量）の予測肺

活量（性別、年齢、身長の組合せで正常ならば当然あると予想される肺活量の値）に対す

る百分率である。  
 
（１）等級表１級  

次のいずれかに該当するものをいう。  
① 呼吸困難が強いため歩行がほとんどできないもの、呼吸障害のため指数の測定が

できないもの及び指数が２０以下のもの又は室内気吸入下での動脈血 分圧が５０

Torr 以下のもの  
  ② 常時人工呼吸器を使用する必要があるもの  
 
（２）等級表３級  

指数が２０を超え３０以下のもの若しくは室内気吸入下での動脈血 分圧が５０

Torr を超え６０Torr 以下のもの又はこれに準ずるもの  
 
（３）等級表４級  



入下での動脈血 分圧が６０Torr を超え７０Torr 以下のもの又はこれに準ずるもの  
 
 
（注）（略）  
 

級別 呼吸器機能障害 

１級 呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの  

３級 
呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるも

の 

４級 呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの  

 
第７～第９ 略  
 
第１０ 肝臓機能障害  
１ 総括的解説 略  
２ 障害程度の認定について 

 （１）～（５） 略 

 

肝臓機能障害 認定基準早見表 

 アルコール 

非摂取 
積極的治療 

２回連続 

１０点以上 

２回連続 

３点項目あり 
該当個数 

１級 ○ ○ ○ ○ ５個以上 

２級 ○ ○ ○ ○ ３個以上（a～g 含む） 

３級 ○ ○ ○  ３個以上（a～g 含む） 

４級 ○ ○ ○  １個以上 

注１ すべての項目を満たす場合にそれぞれの等級に該当する。 

注２ 肝臓移植を行った者で抗免疫療法中の者は、上記に関わらず１級に該当。  
 
診断書・意見書の記載上の注意 【肝臓】  
１ 総括表 略  
２ 肝臓の機能障害の状態及び所見  
（１）～（３） 略  
（４）４  補完的な肝機能診断、症状に影響する病歴、日常生活活動の制限」  
 ア 血清総ビリルビン値、血中アンモニア濃度、血小板板数  
  検査日は検査日（第１回）と（第２回）の期間内のものとすること。  
 イ 原発性肝がん、特発性細菌性腹膜炎、胃食道静脈瘤の治療の既往  
 以下略  
 
※その他、体裁の整理（誤字の訂正を含む。）については本対照表への記載を省略。また、

別記様式「障害の状態及び所見を記載した書面」の整備に伴い記載例の一部を変更。  

指数が３０を超え４０以下のもの若しくは室内気吸入下での動脈血 分圧が６０

Torr を超え７０Torr 以下のもの又はこれに準ずるもの  
 

（注）（略）  
 
 
 
 
 
 
 
第７～第９ 略  
 
第１０ 肝臓機能障害  
１ 総括的解説 略  
２ 障害程度の認定について 

 （１）～（５） 略 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
診断書・意見書の記載上の注意 【肝臓】  
［総括表］ 略  
［肝臓の機能障害の状態及び所見］  
１～３ 略  
「４ 補完的な肝機能診断、症状に影響する病歴、日常生活活動の制限」  
 ア 原発性肝がん、特発性細菌性腹膜炎、胃食道静脈瘤の治療の既往  
 以下略  

 


