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脾撞く無.育.肇) 3輸血の回教及び総貴 国計mC二一一 (平成∴寧_月日-平成年月.) 4擬同園手製翻強注の回数及び量一 回計pe∴ (平成∴年∴月_-平成年月郎 5道中幹細胞 猿.有(軸年月日) -経過( 劍ﾈﾈ�ｸ�依粳&�I&r�4����H,R旭顏�&ﾉ�鰻"�凾｢ .o 
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`6その他の所見 

本人の陣哲の程度及び挟態に蒸関係な榔こぼ籠入する必要はありません｡ (熱関係な脚ま､斜線により抹消してく綾さい｡ )
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機密性2完全性2可用性2 (年金給付部) 【別添2】,

⑲牽疫嘩能陸軍(平成年月日現車)/ 
l検査成績 劔�2身体症状等 

額垂項目検査日l拳位!.～..!平均値i IcD4-ン中,ucllII 劔刧@1日1時間以上の安南臥床を必要とするほどの強い曜怠感及び 
易疲労感が月に7日以上おる(.無) 

②病態の進行のため､塵常時に比し10%以上の体重減少がある(有.無) 

(湧癌臼以詞の4週間以上の間隔をおいて実施した連続する電通2回の榛登薄黒を 劔刧B月に7日以上の不定の発熱(38℃以上)が2ケ月以上鋳,(希.i無) 
請人し.一番串の甜こぼその平均麿を詩人してください寄) 劔刧C圃こ掴以上の泥状か+,**下勅草日と沌上垣ある(有-.無) 

軸塙白.査日単位... 劔刧�1日に娼以上の嘔吐あるい舶0分以上の-.ijiに門(有.無) 
-白血球数/tic 劔刪ﾈ上ある 

ヘモグロビン量__gidei 劔刧H動悸や息苦しく奉る牽状が毎日'フに出現する(有.無) 

/血ー小.板黎言方/W_ 劔刧F坑HIV療執事る白帯生噂が隼やる副任用がある 

HIV-RNA量Iar 凵�′hl 劔-(㊦∴⑥缶彊麗除く)曲Ⅴ療法を奏施していろ場合)一高.無) 
i(貌症軍以揃の4週間以上の髄閲をおいて妻施した達識す患置近2回の稼重結果を 請人してく慕きい〇一∴ 劔刧�ｮ転車軸灘,緋等即常時活動土の制限秘要である(有,蒸) 

◎尊母噂(,I_.一婦オンジグ箆詣操短奉蛍諦中平身中埠頭斌_ 

街頭唾､共圭≒シ.iB÷ム等印南 �6X��)N俘ﾉ�ﾙ:｢竏屍��r��

@,I箸的睦彊よ塀書面嘩麟できな塙唾で窮-_(勘1.時､え) 
8現轟持続している副群用の状況∴4エイズ薙痕の既往の有無∴ー5回復不能な手イズ命擬症のため 
ロ 自 �<�uｨ腰�ﾘﾏｸ8ｨ7ｸ4�fﾙ��7B�イ一口肝障害口車障害日詰神瞳春日.?香 劔漢 �顋X,�*ﾘ+X,Hｺ��ﾈﾜI�i.�*ｨﾆﾈ,b�/�,yW8�)Eﾈ,��9�H,X*�Rﾂ褪�
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ii)検査誘見i 

検軸1-_∴韓 陶%�犬�●● ��ﾈ�ﾂ�食道静脈癌二無†有_(内視鏡による∴霧縫影によ毒､その短)) 

血蒋アルiブミ_シ 蔦sc�� ��庸一涼∵-凄一一泰†有子華厳畦:尭代雇蛙_)- 

A-STi(iG〇一_芽1° �� ��_情動- 冏(鵯H�8�萎b�

AiLiT子ら亭T_) �� ��帰投i成 刋�蜥粐ﾙ����液ﾆ友ﾈﾅ)�ﾘｼ陏Hﾘﾈ�+X+ﾘ+�,b筧*�.猪��

蒜考_,I:ビ÷シ 曝�ｲ� ��鰭 几�?��b騁ﾈﾋ韵R�延長秒 �� 冤�,hｬr�出血∴無./缶(1年以軸こ 價ﾘ�+X+ﾘ+�,h*ｨ*�.鋳�

慾ビリルビシー(※)ー 倆H�"� ��-優"I:Tjルビ､ ��,ﾈｼｨｿ一ｸ+竟H�(,ﾈ�"���員ﾈ爾､鋳�

⑩その他のI彊毒持戒27孝子宵二g..言草現症) 
ll-11董∴埠i/ (i)自覚壷涙 劔�2二誌操車/ 

頭痛､頭評議.特辞覇 刹`.し鋤+.球ti..､.:ふ主事:卯.i.&轟､ 劔艇庫巨ー∴騎虹乾.董穀塵漣綽∴浩一.∴-..一一一 

膚あ卑 劔 剞ﾔ血球蜜∴∴目方解､∴/∴ iべ寺グ卓ビン瑳度′-.ま/49._i 

.へマトクリソトー-%∴-∴〆 

iii血清総蛋白i∴一g/dCー~十/一十 
･∴血清アルブミン十g′砂. 

I../,I- 
∴./. 

:(2)他覚所見- 希勅勘蜜左堰毒.凍原中華碍喜寿妾空 欄畠縛ナシ与ブラフィー樟幸If.1時的殊の樺樺B.事 CTミ土日ゲラ`フィー草生÷雛を下野か弓誘起液締出 劔��ﾒ胖ﾅE7�r簫�Ih/�ｦﾘﾄｳ｢��ｸ/�ｦﾙzc�� 
ー(2)-をの重み寝室成績 ��

3人工輝韓等 
(i)人士瓦由造転乗.有一重穀 劔車月日.;車成年.h日(4両手車廉め常時施符一恵_..肴.5...-平成牢月一言 

牒鮮訪日;乎成年.月車重丁寧月中貌1-亭々′日 
(2)尿路変更綺一点.-希書轟 劔車月計平成 僖褝(ｪ��9D��ｬ(�8ｹYk2篷tﾉ4�6X6ｦ�｢x8ﾈｻｨｹR粳zh��颯霾�?｢��

廟鍾∴年月阜 

(3)新嘩艇造_盟.,､,手術牢月日:垂年見目(6)その他1秒手術無.有(〕平成年月日 
SS害=:=i 劔� 

⑮一 環症時の日常生活活まっすぐ主つ時事き-冬毛か､.重野机重 器親磐擦T,-)は碕軋吹毒しており.多端殖執､ 劔剪`.食事を捉づ_たiJ.排せヰする勧こも値入の奇功が'寵妾古津監 ○ 

⑰`. 

予後 噂ず記入してください) 剴ﾅ味が持妓け別.令捻.在朝的酵素の嬰妻がある.与i細工ネ良. 

⑩i 

信者 

上記のとおり､診断します｡　　　　　　平成27年　6月　20　冒

病院又は診療所の名称　　0　0　着　寝

所　　　窪　　　地　　00や00吋　00

2

診療担当科名　燭神鬼タト科

医師氏名　0　0　0　0　　　　　割



機密性2完全性2可属性2 (年金給付部)

く勝春髄液減少症'1級>

(付　記)

0　本例は､.初診日が軍属25等1 1月1 3日であるので障害認定副ま1年

6月後の平成27年5月1 3日となる｡

この診断書の障害の状態は､評成27年6月串害撹症の寺ので障害認定

日以降3月以肉の診断書であるので､謹書認定日の障害の状態はこれで確認

できる?

○　擾病闘E'.5髄液減少症であるので言言多断書⑧～⑲､ ⑫､

必す記載されていなければならない｡

`0　医師から､日常生活に関する指導が行だ

`を認識してもらうこと｡

0　プラッ

うこと:

0.･脳脊髄液減少寝に関する転杏が行われている場合は.

の内容と結果を認識してもらうこと｡
＼

＼　∴ ".

､ ⑯, ⑰欄は

0　⑲樹こぼ､ ･どのようなことに生活の不自由さが生じ､他人の介助･

要しているか､日中とのく

力について.できるだけ詳

二〇認　定

繊床しているか等､ `日常生活の状況や賞

記載してもらうこと｡∴

【別添2】

●　　　~-__/

:検査の結果､.堪脊擬涼の漏出が認められなたや∴ヂう.ッ...PJ写.単.チを吾.?..定も
･ヽ●● ●●●      ●◆-                                                      ● . ● ●●

のめ.一起立性の頭痛をはじめとした症状璃コていS.9...÷般状態区等が考で率

-り､日常生活活動能力が歩喬困難というだけでなく食事や鮮せつも鯉人の介

助がないと困難な状態となって碍外事ぼ終日就床して過ごしていることから､
'･･丁目常生活の周を弁ず･･S.ことを不能なら.しめ.5程*_.の事の｣.に該当.I.a.と諦め

･られるので､ 1級9号と認定される｡

●

●

●

龍一鱒
-

)

･3
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機密性2完全性2可用性2 (年金給付部) i

国民年金
厚生年金爆験
船員　煤険
共済年金

診　断　書　をrH･諦障⇒

【別添2】

様式第120号の7

2級該砦

認琵薄謝

ノーヽ -お 顔 い ヽ､一′ 鰭 床 所 見 寧 噴 ヽ 縁 掠 鍾 に 塞 づ もヽ て わ か る 範 由 管 諺 入 iL で く だ ∴さ い や 宙7H8ｨ4ｸ6鋳���kﾂ�〇〇〇一〇〇〇〇 〇〇∴iOO 劍ﾛ���Rﾘ耳耳ﾈ�"ﾓ3x鍈荐ﾈx定����

往訪 ��ｸ�)J��ｵ�8ﾈｹ��I�y^"韲��;X5��8�ｳ"ﾓ"�

① 憧膏の廃園 となづた 揚病名 倩��8ﾆ�ﾉ%ｸ晳-��兩譲二:'1--1`一1-藷 ②傷病の発生年月日く認23年9月-9日..-大姉一畳ニ 年子高畠〕 剌t一 一人珍 伊原 申禄 立で 千姫 i読 離 鷲 幌 い ● 

(謙猿害難語蕃23年9月-､寵の中,盤 i/_25.OB-) 

④傷病の原因 :又は誘因 傀傚88ﾒ隗ﾈ�(�ｵ4"霾粳?｢ﾅ��ﾒ�刹� 僵8叮����窺｢�

㊨._ 傷軸ミ治ったi(症状が直走 疫の効果が待できないー 剌X鰯-ている齢---平成年月日露霊 

む0-.%:'どう枇-袷--令....:....虜の-る車高.,誓言㊧i 

⑧診断書作成 における初 �9|9�ybﾒ��h鳧�ﾊ��症妹:連主催頭痛､畦義.あれ､.-頚部痛,倦怠 

初診牢南国 ､高調.連動25年煽-細則 剪n境でh逆縁毒蛾東証国とも腹塩一〇〇?痢eo) 

⑨~i ∴現在までの海燕の内 容､期間､i経過､iその 僣裏.7'.2-チ.8人蕗○薗液圧4C-ni*値eC丁ミ車で頭重森で髄液の 劔+��(���FﾉD隕cｦ���Hﾈ靂�ﾖH�磯陝��

一重藷籠露摘:f一 ら i_a-1が星亨.Prt)∴プラツードバツ箪袖争うあ 刳�v(.日商.硝柱鞍7.4.ll- 
他参考となる軍曹 剌�-Jtエ堪施辞入?'好つ融..､牽将星如しず○ 劔〟"-ヽ お 願 い∴ ヽーン 秦 妥 守 i¢ 捕 は ヽ 轟､ 入 顕 礼 質 率 い､ 

⑲現状¢症状､そあ他 参考となる事項 剴ｪ痛∴頭部痛,落部脊連夜を扉発射玉垣ia†壷融.'垂.丞する, 剪�

㊧身長壷 劔>�ｩKv�,ｨｬ���<Y�&亳i|r������
嬢時一計勘膚.｢｢1-一書 凵怦黶怐�.○1--○○〃○●●■一 一i郡民㌧諌噴一一薙董 

P I-.FEP...:-言.p--.IE 倩ｹnﾈ耳ｴ�Eﾂ�凉�4ｨ8ﾈ7�8ｸ�易�|xﾘﾉX�*����2�亂ﾙWf��Κ�ﾈ6ﾘ�ｸ�&r�

十着耳ニー妃i'-塞 

最小.mmHg 
牽車重6/p 

⑫一輝球_瑳区分;衰呼碑＼-28∴年-4月ー7-亘)〝接ぎす辞辞選んでどれか一つを○て呼んでく凌いe) 

アー籍症状や社会活動が 剔ﾁ､紳暖を受賄箪なく+発稿謡と陶等!.=短詩 凾ｦるもa) 

イ軽震や奉状細1-b三､1菌体夢飾輩纏授頑が 劔^�ｯ3ｨﾇ價ﾘﾏﾈ鮑ｹY����*ｹ�(,ﾉ~�*h棈ﾇ�*(徂駛H駟k�,�,r�
iウ参拝や身 �-�-ﾈ.ﾘ.�,ﾈ+��と軍書をi.i-:二時砂蘭 凩儺ｹ�ｨﾊ�'x����努砂まできないai､日中Q)50%以上 �,ﾘｴ雕�+X,H*(.�.����､��ﾈ-���9�*ｩI��儻8�)Eﾈ,h,�,�+ﾘ.����

:モ/㊨ �.�,ﾉu握c�篦�のこ憶で.郵さ､しぼ鰯-.a-_,._､で､-∴自軍醤蝦以ii.､､-､ 

一軒討幕わり-q)こともできず､常!ヱ介助を必要とし､繋百一就床を強いられ+希動め.範囲がおおむねべヅ軸辺に娘られるも? 

∴鱒一書:qB-∴状態ー 

⑬血液董血詰(平確率窟i阜窺壕｢11才 
il瞬床所見 (ア)自筆奉状 疲労感(秦.有`薯) 剴�(ﾈﾃｨ孥�ﾉ�yｹ�ﾈ�X爾閏ﾙ�ﾈ�ｹD霾闔ｩ?｢��

め-i表_梢中経諦一骨 剔ﾁ∴ 

動牽く築..育.挙) 劔�HﾈﾈｸX�駟ﾈ6ﾙv豫YL)Eｸﾋ��饑ｸ飛�

息切れ(無事有.者) 劍-h8(4�/�7(99Eｨﾊ�幌��Xｹ�������凾�- 

発熱(蒸.有.薯) 劍7x7ﾘ6x4�8ｨ6(6rX自(X耳ｸRU��刄� 

廓節∴痘疾く無.有.薯) 劔I(ﾈﾈｸR�����驅�ｸR穽���iiこ 謡 大 し て. 

身軽∴築庭(秦.有.善事 劍ﾙ){��虻V���8ｨ987�ｸR餃r�

tj)伸覚所見 剪ﾘﾇRﾂﾒ���V�k�4迄ﾝxｺ騅��

リンパ節痘娠白露:壷.善一) 劍8ｨ987�ｸVｩ/｢�俘ﾉ{��Y?ｨ,i�H梔��*ﾘﾏx,h,ﾉNBв���

串血便高一(慕.有.薯) 剪ﾘ自¥�4俤y_益��凾ｭ 

紫斑(,秦.有.薯) 劍ﾈﾈ揵L)[iiﾂ�&宙4R�;8ﾈﾉ|ﾈﾏﾂ�劍h 

肝冠(無.有`薯) 剳�i�Hﾈﾈ耳ﾟ�ﾘ�ﾈﾉ���閏x*ﾒ馘�兒｢�勍さ 

腿二転(無.有一撃一 二3翰垂の国数衆び総量 自計鵬一° _(平成年月昌一乎成年一月｢.) 4凝固因子製剤輪注の回教及び畳 回計__nC 呼成i年月-平成年月.冒) 盲潜血幹細胞 無一一一..一存呼成年月日) 毎週( 剴B�&�I&r�4���H��旭顏�壓ﾘX自V"�凾ｵーt oi 

･一一i看三言｢≒ �吋(��ﾔｹ)vﾂ�

6その他の所見 

本人の陪審の憩廣及び状態に無関係勧削二は記入する必衰はありません｡熊閲鼠朗削ま､斜掛こより抹消してください｡ )
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機密性2完全性2可用性2 (年金給付部) 【別添2】

⑭免疫職能時書く平成年月日親癌)"/i 

1-挨奪成_穎 剴)�y�ﾈ��99��

絵奇癖扱聖l単位!ーl平均値ー 劍t���8鳧ｭH決�8,ﾈ���8栞��/�Tｹwh,h+x.�-�,x,ﾈｺﾘ*(ﾉ�(��xｷ�-��

CD4揚牲岬ンバ球数 締T2�_易猿労感が月に7日以上ある(.無) 
㊥病態の進行のため､健常時に比し10%以上の枠重減少がある(育.無) 

言説誌留以前の4週間以上の間隔をおいて実施した類続する直近2回の験賓繕桑を 記入し.一番右の轍こぼその平均艦を籠大してください. 劍txﾈ隴�?ｨ決�8,ﾉW9.�,ﾈｪ頽�3域ﾘ決�2�*｣(5�ﾈ闌��9��*ﾙtﾂﾈ�b��

④1日に3回以上の泥状ないし水様下翻瀧に_7日虎る(有.無) 

隣席Bi技劉単位.〟. 劍t#�?ｨ,�(��決�8,ﾉｧ�6h*�.�*(,ﾓ3�Zｨ決�8,ﾈ敲自k�,冖�*ﾙtﾂ駝2��

｢自重i琢難/iLq 劍決�8*�.��
ベ手グロビン量igfdC 劍tY:霆H.)�xｾｨ+X*ﾘ,�.傲ygﾈ､8齪,ﾉ�+�u仗X+x.�*ｹtﾂ陂ﾒ��

血小言政一凌_万/uQ 劍xhｭ�uy{陌(+�.h.估Hﾞｸ棈��(�*ｩ�h+h.兀ｸﾞﾉw�*ｨ*�.��

抑Ⅴ-R坤A壷事と÷扉 剪�ｨ��tT��~Xx�8/��*ﾒ鰭敲��/��H�(+X,H*(.��ｨﾘr宙屍襌k2辻�一瞬義軍以前や4撃隅以_土 龍入してください¢) 凾ﾌ闘擬をおいて寅施した連続する直通2回の浅香績葉を �亳��閲�-�.)Iｩo(癖,ﾉ?ｨ�ﾙ�i��zﾉ:ｨ�8,ﾉ5ｸｾ鞆��(,X*�.忠tﾈ�ｨ耳耳來��

⑨呼以前こ月一._カンジダ症.拾妹寝取学籍ヘルペスウイ′は嘩染癌. 

軽.料褒圭シ.S予示時雨睡凝ら睡締る(有こ無) 
⑲子的車重曜頭玩'H雨赤澤ができか*極端る(勘､.いいえ) 

13弱電持続していろ副作用の状況ー4エイズ発症の既往の有無5回復不堪なエイズ合併症のため 

i日華縛等口端アト畔イ÷ロ肝障害ロ鱒蝉筈口語神障春日奇書 白をゐ融薬剤名.煎薬涙波及相棒用の狭め 劍��顋X,�*ﾘ+X,Hｯ�?ｨ�ﾙ�hｨ�*ｨ-�,b�/�,yW8�)Eﾈ/��8ｭ�,X*�U��

ー〔〕有,.i-勘,いいえ 

一年∴畢楽の秋雄(日舞荊性-.iローBl-,1日C型.□その他())鵬発を発卸でいる場合は必ず詩織してく鷲いか｢ 

(.il手強蜜前島∴_吃)__海床所見 

撥自∴畢鞄---鎚麗 劔Wxｮ��hﾋ�/�ﾗ��)Z��駟�ﾉ?�ﾙ=8�8帽,�.d"���+ｸ,ﾉIV鋳�自¥��8爾�(X*ﾘ自�8艀ﾋ糲ﾝ�X顗����i血清アルブ,ミ1才 刪齠�純肝_擾 

A∴怠∴T∴(ーG:〇万m一席細胞壷_蕪.i有 

A:LT｢GGT) 刹�ｫ` 仍X�k8ﾋ騁ﾂ���8潔uｨ+�G�ｪﾘ+X+ﾘ+�,h*ｨ-�.鋳�

義--蕊_.a.議_案∴害i定義醸した三と拗 
綺ビリルビン(※) 剌d雄-.(*ビSjr,亭 �5i&ﾈ,ﾈ�9�x/�*ｸ+ﾘ+yo(ﾝﾈ,ﾉ�#��ｵ�k8�液ﾂ��

⑯:尋Q'他bI陸責 剪Z詩舞_牢.4黒子:日韓弟 ��

1:牢∴状 _(I)i車掌赤涙 劔dﾈ�X耳��ﾉ���ｲ�

鳩車預肇化学検事 

頭痛.頭部痛､i噴気. 勍ia牽.捲急患峯を護める. 刋�j*)Tﾙ�i^ｩ��ﾛｩ)8ｭ�5��やﾒ��やﾒ簫�
二赤血球襲∴万/a_.∴/; 

へをグ亘ビン濃度.一g′d掴' 
･=i∴べそ轟ク砂上-11㌧--b/5'∴i_i-/∴ 

∴血清総蛋白∴∴`g′dq_T1°./一子 

∴血清カレアミン∴富/鷲- 
一一`〆∴〝 

_/∴ 

磨)他覚所見 勧昨経線軸帝壌'Ja cTミエ申ゲラフィーで劉生.桟唯から97輯疎略生を確泰. 剪�
(2)そ67.他車壕奪局醸ー 

3人工臓器等ー 
i(_1)人工eI的追認乗..右筆設年月日;こ平成一一年月白く4)自己等尿の常時施行無.有-`言草成季_月昌 

坤醸年月日:平成毎月日終了年月日:平醇年月日 
(2)尿蕗変更術無.有造認年月日;平成年月:計義一.-_尿哀棄状態一般二者的デ二手'IP'営壷:車成年月日) 

由鎖年月日 

(3)肇膀舵連接-=手続年月1日:平成年月日(6)その一姫の享術無,有()平成年月日 

⑩∴ 現車時の日常生活活 動能力及び労脇能力 凵�鼈黷ｷぐ三幸と華東京手書!諦噸婁紫で窮二1-0奇凍土や重電や主在り捧持がネ手繰で:秦.垂i.議場 

希か享東京を好手の8-.'乳生一本で堅トか-,'m酸で勤.買い括峯が塵k-ビでき素直o目早の年令くら-vtは 

(必ず詰みしてください) 剋�ﾊをうでいる.フルタイムでの動辞は郎邑〇五在での程事郎ib 

⑰＼ 予後 (必ず記入してください) 剌d商塙諌して*.tJ.長期療養の弦妻8..%予. 

⑩ 措考 � 

上記のとおり､診断します｡　　　　　平成28年　4　月　日　日

病院又は診療所の名称　　0　0　鳥　醇

所　　　在　　　地　　00や　00町00

5

鬱積担当科名｣掲神授外科

医師氏名　0　0　c c　　　　　印



機密性2完全性2可用性2 (年金給付部)

く脳脊髄液減少症　2級>　　　　　　　　　　　　　　　　　　.
i

i

(付　記)

〇　本側の初診日は､寝成23年9月9日で､障害認定日当時の障害の状態が

国年令別表及び厚年令別表第1に該当し恋かったが､その後障害の程度が悪

化したため事後重症として請求してきたものである｡

○ `この診断書の障害の状鞠ま､平成28年4月 毅霜請求
白く※ここ瑠ま寝威28華6月1 ･日と設定)以前3月以内の診断書であるの

で､ ･裁定請求日の障害の状態はこれで確認できる｡

○　携病は壁脊髄液減少症であ毒ので､診断書⑧㌣

掛率記載されていなければならない｡

【別添2】

0　医師から､.日常生活に関する持運が行われている場合は､ ⑨欄にその肉容
"を認識してもらう責霊:;

○　ブラッドパッチ等が箱われても

うことこ

0　-脳脊髄瀬減少症に関する検査が行われてい

の内容と結果を記載昨もらうこと｡ ･

しく託萌してもらうこと｡ ･

■認　定

検査の結果､悩賛髄液の濁世が諦められたため､プラッ･ドパッチ等を行った

ものの､症状が改善せ載起立時の頭靖をはじめとする症状が残存した状謎.
一般状態区分嘩工であり､ ･日常生清酒離旨力よ.り､.家事を行うのが難しく十二

･･人で外出でき蜜に買串.a.Bi困難な.状輩T･.あa･ことや､ ･･･.I:軸)･･50%以上!.a就床し

ている状態であること奪どから､ ｢日常生活が著しい制限を塾するか.又は日常

生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の寺の｣に該当すると諦めら

れるので､ 2級1 5享と認定される｡

6
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機密性2完全性2可用件2 (年金給付部)
【別添2】

⑪翳讃診断書年譜の障⇒欝藷の 劔劔�7 

氏名 劔○○0 COOP 匪新地の部敬語ロ 劔坐-障-I---冊別1.射女 

′■一､ 秦 巌 ,もヽ ヽ｣.●′ 睦 氏 所. 見 詩 碑 ヽ 診 劍���ｭ��〇〇〇 唸�ｺ��8ﾈｹ�5掩ﾒﾙ68塋ﾄX5�%C�ﾓ"ﾓ"�

障害の原因 となった 揚病i名 著ﾗxﾞ���悠%ｸ晳-��剩#停ﾉ<����t��V��ｬiD霾�?ｩ��#BﾙD��{ﾈﾚ�?･���ﾈ･�<Y%ﾂ�唳_(爾��ﾉ�b�

端麗欝和露姉{-示2語義讃 �).の癖 市境 立て て稚 め詔 幡 ノ 書 き｢-/ い1 -● -ヽ 慕 願 い }" 衣 辛 掌 め 樵 敬 ヽ 諺 入 涼 九､ が一一 ･一 い よ ラ に 請 人 し 千 く だ さ い ○ 
④傷狩の原因 _星は誘因 �+ｨﾎｨｶ�而ｸ�(�h�"粳D霾�?｢ﾈt(稗�剪筅ﾈt�?�E����"��

⑦早既竃症等 蔚轢蒜饗欝競落し____節が潜づていろ塀.=.rt.辛.治づた自動年月日_謹書- 

傷病率 雲匁 劔治っていない場合..-.-. i 竸8,ﾈ.h*ﾙ��WXﾙ騁ﾂ�)sｩ���f��

⑧診断書作成 一に串げろ初彰 初診年月日 鴫舐⑩衰寧 ⑨_. �8�8侍�2��h鳧�ﾊ���ﾈ�#)?｢����(皦ﾜ9:ｩ,呈傲��7ﾈ�ｲ讎幽+u2韭ｲﾒ��ごtj..*司峠､捲軸嶋崎牽.).唾垂毎時,事由抵下､衰菌症下. 亭gl難牽き 

-現在までの綽 容∴期間.経過 他参考となる事 ��,ﾉ>��ｨ+ｸ,ﾂ�^R�冑Y�i|8�X,ﾂﾙ^9DX-�ﾇ凛i�vXｪﾘ芍?ﾈ鳧ｺ�7h8�&E�粤�)/ｲﾘ�員�D��嬰ﾉz)��=ｩ�"�

o現状の轟軟, ー参考となる ���,ﾈ�ｹ�ﾂ�)xﾅ"���:ｩ�ﾂﾘﾞ亂雲ZHﾘ"�診尊重脚吋ベ†畢 ∫ 估ｸ+X,H*(.薬�一月Iタ_郎 

計-拗 瑚ー年月亘 渇 -板状 ��x��-=現桂一`畦 劍自(V�耳爾�音調-一一一二==一°eS 
:cm_ 剴�TkB 俚bﾒ粳xxｮ�譏ﾆ"�

貌事 態蜃1-i �｢��ｩ4�8ﾈ-yM｣�|逸H�)<R�劍ﾌxﾅ"�Y(儻b� 粛lm龍 

･左 為義"i(平成iZi: 劍ｮﾈ耳���｢鶇ﾋ齋�Rﾉ(i[ﾘ�6r�

鍾 iに 壁 亨 い て わ か ら 遊 園 辛 猿 人 し て く だ さ い ○ �� �6��>8�8,Y¥��一軍7月-2-6即骸当するものを選んでどれか-づを○で囲塞く鷲宮) 峯舎活動短音､細頭重こと率.詩編と厩噂にふるまえるもみ 

イ嘩度Q)-窪状 ㊥蹄や率 土身のまわり.i オi身のまわり �*ｨ*��i?r�-ﾈ.ﾘ.�,ﾈ+�,b�,ﾈ*�.�/i7��*�+(,h.�,X*ｲ�竸阮茨x-ﾉ�y¥8�8ﾇ�-ﾒ�,ﾘ,X*ｸ.�*ｪI5ﾘ,傅ﾘ+V亦�,ﾈ蓼�,X*ｸ.�*｢ﾈ揶*ｸ+R�+芥�ﾘ,�顋X/�Tｹwh,h+R�i遊行､..蟹鄭動や座業軽幸一 介助泌要蜜ともあ生唾勢 暫功秘事で,日中の軸 1､韓日:就床を強いられ溝助 �.�.�,ﾈ�*h,鶇�*H徂駛H駟k�,�,r�ﾊ磯�,X*ｹh磯鶇ﾘ(棈,ﾅ3�ﾓ��ｺ陜ﾉeｸⅸ*(.仄���x�9%ｸ��ﾃ｢ｸ*�.り齷|ﾘ駟g(-ﾘ-旭h�怏{��H��臧,iDｨ.ｸ�(,ﾂ�-�ﾘ股ﾖお�8耳��,ｲ苒靼(ﾋ靈靜｢��

∴ヽ 痔i善め ⑩血液t造血., 劔劔�h-粐ﾒ籀686茨ﾈｪ�+��H.x.ｨ.�.�,ﾈ���揣�鍈�

器_i嘩球卑-月日現車)- 1博康所見i 

め自覚壷蕉 劔�2-虫酸検寧成績(乎成年.月《∴印 

義一i労感 電苧 息切れ i発熱 関節症状 一身庫褒賞 (イ)他覚所鬼〝 リンパ蔚妊娠 出∴血傾∴向 紫舜 嵩萱 31輸血の回致友び総量 劔宙ｪb竟"靼���洩2騁ﾈ馼�������耳ｬR靼������騁ﾈ耳ﾖﾂ��洩2騁ﾈ馼�"��r洩2騁ﾂ駛����ﾈ�握R餮ｒ����騁ﾂ雹2��閲�?��&�炻��ﾒ洩8�ｹtﾂ���爾��ｨ�c�鞐e�靼���(ア)末梢血液岬)骨鹿. 

赤血球 へモグ古ビン濃度 へマトク卑ツト 白血∴煎∴ 療粒一球 単_球 リンパ球 希的細胞 ��駟ﾈ�ﾃC��r�2�T2���e����揩��"�警旗整*--H,/uB9: 芽疎% 顆粒球% 蒸議罵,o豊 頃駐球(G)と赤芽球(梯iとの比tG/ら) 

血小猿一.一 頭赤血_i` 血〝窓蛋白 抹永ﾉWｦR�4R�(ﾈﾈ��>��ﾓｹWゆ�"紕ﾙ���皦ｬ����r�

早計＼呼∵i (乎成年一月_.日一軍成年_月一百_) 劔僞E,田._lEH岨童話.....IH 

4凝固園子製剤輸注の回 国計 (平鹿年月- 5造血幹細胞 ･一存(平成 i通( 本人の陸曹の攫 劔教及び睾_,一一 mg 専鹿年月日) 年月日) 唐衣ぴ掠態に熱闘様な �6その他の所見 鰍こぼ請人する蝦的糖蜜んo(鰯係網は諸緋よ騒乱でください.) 
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当

機密性2完全性2可用性2 (年金給付部) 【別添2】
亀

⑲免疫鶴捷障害(平成年月日離)"フ 
-l検査成績 �2`身体症状等 

路頭昌一_検査到軍役i.i.l平均値l 刧@1日晴間以上の安静臥床を必要とするほどの強い繕忠盛及び 

CD4陽触刊ンバ球数 昧$2�易疲労感が月に7日以上あるし.寮) 
②病態の進行のため､挺常時に比し10%以上の体重減少がある(荏.無) 

(璃短日以前の4週間以上の闘擬をおいて実施した連続する直近2回の軽費緒嚢を 徳入し､-香春の脚坤その乎勧醒詩人してくたさい.) 刧B月隅日以上の不壷の発熱(38℃以上)が2ケ月以上続/(有.怨) 

@l日に掴以上の泥状ないし水榛下軸明に抽2-ある(有.無) 

輪番軸.ー∴-.査日単位!.. 刧�ｦ憾画以上の嘔吐あるい舶(扮以上の隔/明に7日(有.無) 

白血球教i/fLC 刪ﾈ上ある 

-モグBビン壷g′de` 刧�ｮ悸や息苦しくなる車軸号毎日のうに虚貌するi(有.築) 
･血小板∴黎万有e 刧F玩H吋舞薗こよる日常生1.軸姿じる副作用がある 

HIV→RNA重さを'-/舵 凾ﾟ-㊥あ症状を除く.)舞狂V蕃法を嚢轟している窃合)(i有〃_熊)- 

噸癌臼以前の互選闘以上の間隔をおいて突施した遵続する直近2回の旗竃箔菜を 謹みして撞きい○) 刧G生壁重科和漢`_ー_嚢虫辞め弼畦活活動上の線幅が逆襲セあるー(有.塞) 

⑨専攻印現1-.1弼ン珍重､靭噴療離れ,ウノ撃ウイ,埠感染壷. ニ/ 磁攫軟虚､笑壷シジロ二ム勃恥見亮睡勅漑雀諒沈,蒔.薫) 

厳学約垂暁より坑班Ⅴ寮郵できか凍範玲る11-lか.いいえ) 
二3強姦特続している酬 仭9Yx,ﾈ�8ｻX���4‡イネ発症の既往の有蒸`6回復不能な千イズ合従症のため 

□代謝異常早蕗ア中子 ロをC}融褒詞名､輝葉状 �48�?ｩw�數Y掩ｩ<(��.�?ｩ�H�ﾙzH�?ｦ凛8ﾘﾂ�fXｷ�-�Yｸﾞﾉw�,ﾈ�95ｲ�介助なくして持古常軍港がほと んど不可能な状韓である. 

廿.+引有.--.a..i短,:_=亘､え 

揖驚競_(日舞竺｢∴㌢車掌1°嵩鵠 刪齬Y韓を発寂しでし尊拐合軍必ず記載草ください:.)一 見i 
〝怪盗ロ ー検姦新高 僖ｨﾋ�粐���;��b�脈籍無.有-(内観鏡によるヽ若緑造影による,その融-i))" 

血清ア一二華､ブミ:ン 侭V｣ﾘﾍU�8��｢変i蚤十方tI番頭挫∴∴窮極雄一i∴) 
-A∴S∴曾一一G'-0.Y) 豫ﾈﾝr�胞轟褒〃有 

AILTtj班T) 豫ﾈ･餠��昏軽震.有-(専政軸こ発達し発裏がある) 

毒擢1㌢ビン義__-詣鵬 刮i蕪!有.∴薯 出正`無.i青く1年奴軸こ発症したこと述ある) 
､tiT...lfJt,ピン'(i※.) 冤"��9?ｩ��){�.��シ蜜の畦暗きた摺動慨嘆癖=-,諌言∴一∵有_)i 

脂:そめ_亀や陸善呼或12高一~車17:月∴2--i:i＼再現症) 
1`蓮_言漑1° 櫨)ー与党稜雌二 �2検査成績∴ 

･く毒虫該i肇遊撃杉車 

一博亮,庸子生.一郎p.aI_- 唏ﾙﾉ-��耳��xﾊ�唏�(ｪ(�ﾘﾔｲﾆ��検親玉車重町域∴∴韓重輯∴--.ii. 

集中.a笹下､一掃牽bI亀圭嘉+.).*-す&.-議事重縁彊 凵�ﾔ血球毅:∴∴方舟C二㌧〆 
二へモ多事ビン輝度工を/W'､､ij′∴ 
∴ベア_トクリジト∴1-班 
"ーi血清総軍白∴"iI呼ーiLj/i∴ 

∴紅海功葦キミゾ二十.白/dC｢ 

∴∴/∴ 
ー/∴: 

":(2)ー他党所見 輔車梓シンチグラフィ一 顧を部での漣続騰車 �,�,R�$ﾘｦﾘ�ｸ顏ｨﾊ��〇°""- 

(2)その砲の検牢成績 

3大工職諺二等 

串人士紅日華設一冬一石車軸萌事平成年月日的自己導尿の膏時旛行蕪∴有-一一一主軸豪富:喜成∴存月日 
閉錬年月日;乎成年1月一日終了毎月巨∴平蛋年月亘 

(2)尿路変更線無.-有造疫年月日:車成一年月元金尿一失薫状態無.古くカテ÷ラ専管75:平成年月日) 
一高錘年月日 

(寧)諦陵鵬逗/....幸衛年中;平厚年一月官やその他C,手_術無.有(_蒋成年月日 

㊥ 一現痕時の自営生活活 動能力及び労駒能力 (必ず請人してください) �:(�*舒ﾉ[ﾘ貢�ﾘｵﾘ岑*ｨｼ鶇馼歪�ﾓ異�.�;Y��,X*�.停ﾞｪ(ｮﾈﾛ�/�E�*ﾘ*�.�+ﾙ��訶"雕Y�(ｪ�+�.��9YHﾈｹEｹ�R�

碕().疎み徒S.かつ珪時和か捧げろ証や高.｡由写生辞も,一日中教則で咋iこすが3時､疎&=｡ 

㊥ 予後 侏ｸﾝﾒb靼ﾈ/���*�,X*(.�*｢韶�:ｩ�靄ｩ��*ｨ椹u�*"韶雲ｨ6ﾉ|x,ﾈ�(ｪ冕�*ｨｷﾘ*靈ｸﾝﾔ6ﾆ栄X,X叨|俯)��.r�

(必ず記入してください) �,hｫ8*円x.ｸ�ｲ�

⑱ 鯖考 ��

上記のとおり､診断します｡　　　　　平成　26　年　8　月I　冒

病院又は診療所の名称　　0　0　存　続

所　　　荏　　　地　　00亨　00や　00
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診療担当科名　)掲科終専科一

医節氏名　0　0　0　0　　　　　割



.･擬華争性2可車2 (年金給付部)

･く脳脊髄液減少症　3緻>

'･. (A ･iB)

〇　本例は､初診日が平成25毎1月22日であるので､障害認定目は1辱6

月筏の平成2 6年7月.2 2日となる｡

この診断書の障害の状態は､平成2 6年7月2 6日現症のもので､陸等認定
''E以降3月以内の診断書であるので障害讃定日の障害の状態はこれで確覇で

二きる｡

P ･.. '･,. *療闘塾葦髄液減少症で卒..Sの苧､. '･.I::･診断頚改⑲,.･.:I,･⑫､

必牢記載されてい尉ナ摘まなら患い｡

【別添2】

○　医輔から､

･を記載して壬

I. 〇 ･ブラッドパッチ等が行われて阜
●　　●　　●

うこと｡

●脳脊髄液減少症に関する検査が行われてし

-の内容と結果を記載してもらうごと｡

⑲欄には､どのよう奉ことに生活の不自由さが生じてい尋か､日中とのく

らい就床してし鳴か等∴日常生活の状況や労離富力に?.いて､.できるだけ詳

しく記載してもらーぅ.章とO

":･置認　定

検査の結果､ ･脳脊髄液の漏出が認められたため.ブラッドパッチ等を行った

が､症状の改寧海手にとどまっており､起立性頭醇等の症状が残存した状態

･になっている｡

これらの症状により､`日中の5 0%以上は起居しているものの､労筋の内容

や時間の制約を受けていることから､ ｢労観が著しい制限を塾ナ奉か､封ま労働

に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの｣.に該当すると認められる

ので､ 3級1 2号と認定される｡
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