
てんかん関連診断書記入の手引き 

 

日本てんかん学会法的問題検討委員会 

 

 てんかんが主障害である場合に、診断書記入に際して留意すべき事項をまと

めた。診断書は、自立支援医療、精神保健福祉手帳、精神障害年金診断書を取

り上げた。 

 

１． 自立支援医療（精神通院）診断書 

 

 診断書形式は、所轄部署（各県、市など）によって若干の違いがあるが、主

な留意点は下記の通り。 

（１）病名 

 てんかんが主障害である場合には、主たる精神障害はてんかん（G40）もしく

はてんかん細分類（G40.x）とする。 

（２）発病から現在までの病歴 

 発病年月日もしくは発病年齢と、その後の経過を簡潔に記す。初診日の記載

が求められる場合もある。 

（３）現在の病状、状態像等 

 必ず、大項目と下位項目の該当するものを丸で囲むこと。現時点の状態のみ

でなく、概ね過去の 2 年間の状態および今後 2 年間に予想される状態も考慮す

る。 

（４）３の病状、状態像等の具体的程度、病状、検査結果等 

 審査する立場を考えて、具体的に記載することが望ましい。発作（発作型と

頻度）、知的障害、その他の精神神経症状について記載する。また検査結果の記

載も望まれる。 

 その他の精神神経症状とは、注意障害、情動制御の障害、気分障害、思考障

害（緩慢・迂遠等）、幻覚･妄想等の病的体験、知覚や言語の障害、対人関係・

行動パターンの障害、あるいは脳器質症状としての行為や運動の障害（たとえ

ば高度の不器用、失調等）を指す。 

 所轄部署によっては、てんかんの発作タイプと頻度の記入欄が特別に設けられ

ているところもある。 

（５）現在の治療内容 



 投薬内容については具体的に記す。商品名でも一般名でもよい。精神療法等

については、てんかん指導でもよい。 

（６）今後の治療方針 

 例えば、薬物調整およびてんかん指導の継続などの具体を記す。空欄では駄

目である。 

（７）現在の精神保健福祉サービスの利用状況 

 ヘルパー、通所・入所等の精神保健福祉サービスを利用しているか否かを記

す。 

 

「重度かつ継続」に関する意見書 

 てんかんに関しては医師の略歴を記入する必要はない。てんかんは自立支援

医療費の対象疾患である。 

 

 主治医としててんかんを診療していれば、診療科を問わず本診断書は作成で

きる。 

 

 

２．精神保健福祉手帳診断書 

 

主な留意点は以下の通り。 

（１）病名 

 てんかんが主障害である場合には、主たる精神障害はてんかん（G40）もしく

はてんかん細分類（G40.x）とする。 

（２）発病から現在までの病歴 

 発病年月日もしくは発病年齢と、その後の経過を簡潔に記す。初診日の記載

が求められる場合には必ず記載する。初診日（医師の診療を初めて受けた日）

から６ヶ月以上経過していることが必要である。 

（３）現在の病状、状態像等 

 必ず、大項目と下位項目の該当するものを丸で囲むこと。現時点の状態のみ

でなく、概ね過去の 2 年間の状態および今後 2 年間に予想される状態も考慮す

る。 

（４）３の病状、状態像等の具体的程度、病状等 

 審査する立場を考えて、具体的に記載することが望ましい。発作（発作型と



頻度、最近発作がない場合には最終発作日）、知的障害、その他の精神神経症状

について記載する。 

 その他の精神神経症状とは、注意障害、情動制御の障害、気分障害、思考障

害（緩慢・迂遠等）、幻覚･妄想等の病的体験、知覚や言語の障害、対人関係・

行動パターンの障害、あるいは脳器質症状としての行為や運動の障害（たとえ

ば高度の不器用、失調等）を指す。 

 所轄部署によっては、てんかんの発作タイプと頻度の記入欄が特別に設けられ

ているところもある。 

（５）生活能力の状態 

 (2)日常生活能力の判定（表１）と(3)日常生活能力の程度（表２）の記載に

齟齬がないことが大切である。(2)のアからエのうち、各項目（①から⑧）でア

が多いほど(3)の 1)に近づき、エが多いほど(3)の 5)に該当しやすくなる。この

相関に沿った記載を行う。いずれも単身生活を行った場合を想定し、また、現

時点の状態のみでなく、概ね過去 2 年間の状態あるいは概ね今後 2 年間に予想

される状態も考慮し、長期間の治療下における状態で判定する。なお、「援助」

とは、助言、指導、介助などをいう。 

 てんかん発作時以外には障害が目立たない場合には、(3)日常生活能力の程度

の記載欄外あるいは（７）の備考欄に、てんかん発作の重症度と頻度を判定根

拠とした旨を記せばよい。その場合、てんかん発作はおおむね表３の程度に相

当する。発作のタイプと頻度、あるいは発作間欠期の精神神経症状・能力障害

のいずれか一方のうち、より高度の障害を判定する。しかし、知能障害その他

の精神神経症状が中等度であっても、これが発作と重複する場合には、てんか

んの障害度はより高度とみなされる。 

 等級は、発作のタイプと頻度、および(3)日常生活能力の程度によって判定さ

れる。日常生活能力の程度と障害等級との関係はおおむね表４の通りである。 

（６）現在の精神保健福祉サービスの利用状況 

 作業所通所の有無などを記載する。 

（７）備考 

 書ききれなかった場合、あるいは精神障害の程度の総合判定に参考になるそ

の他の事項があれば、ここに記載する。 

 

 なお、自立支援医療費の申請書を兼ねる場合、医師の略歴等の記載は必要な

い。てんかんは自立支援医療費の対象疾患である。 



 主治医としててんかんを診療していれば、診療科を問わず本診断書は作成で

きる。 

 

 

表１ 

（２）日常生活能力の判定 

① 適切な食事摂取 

② 身辺の清潔保持 

③ 金銭管理と買物 

④ 通院と服薬(要・不要) 

⑤ 他人との意思伝達・対人関係 

⑥ 身辺の安全保持・危機対応 

⑦ 社会的手続や公共施設の利用 

⑧ 趣味・娯楽への関心、文化的社会的活動への参加 

上記の①から⑧の各項目につき、下記の該当するもの一つを○で囲む。 

ア 自発的にできる 

イ 自発的にできるが援助が必要 

ウ 援助があればできる 

エ できない 

 

表２ 

（３）日常生活能力の程度 

1) 精神障害を認めるが、日常生活及び社会生活は普通にできる 

2) 精神障害を認め、日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける 

3) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする 

4) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とする 

5) 精神障害を認め、身のまわりのことはほとんどできない 

 

表３ 

発作のタイプと頻度 (3)日常生活能力の程度 等級 

発作なし 1) 非該当 

イ、ロの発作が月に 1 回未満の場合 

ハ、ニの発作が年に 2 回未満の場合 

2)程度 3 級程度 



イ、ロの発作が月に 1 回以上ある場合 

ハ、ニの発作が年に 2 回以上ある場合 

3)-4)程度 2 級程度 

ハ、ニの発作が月に 1 回以上ある場合 4)-5)程度 1 級程度 

注１） 「発作のタイプ」は以下のように分類する。 

イ 意識障害はないが、随意運動が失われる発作 

    ロ 意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作 

    ハ 意識障害の有無を問わず、転倒する発作 

    ニ 意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作 

 

表４ 

（３）日常生活能力の程度 障害等級 

(1) 精神障害を認めるが、日常生活及び社会生活は普通にできる 非該当 

(2) 精神障害を認め、日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける 概ね 3級程度 

(3) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助

を必要とする 

概ね 2級程度 

(4) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要

とする 

概ね 1級程度 

(5) 精神障害を認め、身のまわりのことはほとんどできない 概ね 1級程度 

 

 

３．精神障害用年金診断書 

 

主な留意点は以下の通り。 

① 障害の原因となった傷病名 

 てんかん、脳器質精神障害など、もっとも重篤な疾患名を記載する。 

⑧  診断書作成医療機関における初診時所見 

 初診年月日は必ず記入すること。初診時の状態とともに検査所見等も記載す

るとよい。 

⑩ 障害の状態 

 現症の日付は必ず記載する。過去の診断が必要な場合に、過去の特定時点で

の記載を求められることもある。 

 ア） 必ず、大項目と下位項目の該当するものを丸で囲むこと。現時点の病

状または状態像を記載する。 

 イ） 審査する立場を考えて、具体的に記載することが望ましい。病状が日



頃の生活をどのように支障しているかを書くとわかりやすい。発作（発作型と

頻度）、知的障害、その他の精神神経症状について記載する。その他の精神神経

症状とは、注意障害、情動制御の障害、気分障害、思考障害（緩慢・迂遠等）、

幻覚･妄想等の病的体験、知覚や言語の障害、対人関係・行動パターンの障害、

あるいは脳器質症状としての行為や運動の障害（たとえば高度の不器用、失調

等）を指す。 

 ウ）日常生活状況 

 ２「日常生活能力の判定の判定」（表５）と、３「日常生活能力の程度」（表

６）の記載に齟齬がないことが大切である。２の a から d のうち、各項目（①

から⑦）で aが多いほど３の(1)に近づき、dが多いほど３の(5)に該当する。こ

の相関に沿った記載を行う。いずれも単身生活を行った場合を想定し、身体介

助を含まない。なお、「援助」とは、助言、指導をいう。 

 エ）社会復帰施設等の利用状況、期間等 

 施設利用の事実のみならず、必要とされる援助内容や課題も書くと理解され

やすい。 

 

表５ 

２ 日常生活能力の判定 

① 適切な食事摂取 

② 身辺の清潔保持 

③ 金銭管理と買物 

④ 通院と服薬(要・不要) 

⑤ 他人との意思伝達・対人関係 

⑥ 身辺の安全保持・危機対応 

⑦ その他 

上記の①から⑦の各項目につき、下記の該当するもの一つを○で囲む。 

a 自発的にできる 

b 自発的にできるが援助が必要 

c 自発的にはできないが援助があればできる 

d できない 

 

表６ 

３ 日常生活能力の程度 



(1) 精神障害を認めるが、日常生活及び社会生活は普通にできる 

(2) 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活上困

難がある 

(3) 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援

助が必要である 

(4) 精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が

必要である 

(5) 精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の介

護が必要である 

 

 

⑪  現症時の日常生活活動能力及び労働能力 

 日常生活で具体的にどのような支障があるか、労働にはどのような問題点が

あり、どの程度の労働ならばどのような配慮で可能か、継続的な就労が可能か

どうかを記す。 

 

⑫ 予後 

 今後の改善の見込みを記載する。 

 

 精神科のみならず、小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、

老年科等を専門とする医師が主治医となっている場合、精神・神経障害の診断

又は治療に従事している医師であれば作成できる。 


