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厚生労働省年金局事業管理課

がん患者に対する障害年金制度に係る周知広報について(協力依頼)

平素より年金行政の推進につきまして御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
障害年金は、障害のある方の生活にとって非常に重要なものであり、制度のみならず、
請求の際の手続についても、障害のある方やその御家族に御了知いただくことが重要であ
ると考えており、これまで、当課、日本年金機構、市区町村等において周知広報を実施し
てきたととろです。一方、がんを含めた疾病で療養中の方が、障害年金制度の仕組みや疾
病により受給できる場合があることなどを知らないために、障害年金に係る請求が遅れて
しまう場合があることから、今般、更なる周知を図るため、別添のとおり広報用のチラシ
を作成しました。
つきましては、下記のとおり、別添のチラシを活用した周知を行っていただきますよう、
よろしくぉ願い申し上げます。
記
1 周知・広報の方法

がん患者からの相談の際に配布する、貴会のホームページ等に掲載するなど、障害年
金を受給する可能性のあるがん患者に対して、広報用チラシの配布や年金事務所の案内
等を行うこと。
2 留意点等
広報用チラシを配布する際は、以下の URL に掲載したものを印刷して活用いただきた

いこと。また、白黒印刷で活用していただき差し支えないこと。
※日本年金機構ホームページ
(トップページ>年金の制度・手続き>パンフレット>年金の給付に関するもの(障害年金関係))

hせPS://VVWW.nenkin.Ξ0.jp/service/pamphlevkyufu.html
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傷病手当金を受給されている皆様 ・病気やけがで療養中の皆様へ
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ト初日から1年6か月以上経過し、かつ、年金の等級に該当して
いる自は、障害年金を受給できます
■初日から1年6か月以上経過していれば、その後、65 までのいつ
の時で年金の等に該当しても、害年金を求できます
①・②のどちらかに該当する場合は、障害年金を請求できます。請求が遅くなると
受け取れる年金総額カミ減少する場合があるので、お早めに請求してください。

①初診日から1年6か月後雜(障害認定日)に障害年金の等級に該当した場合
●請求に際しては、以下の書類等の提出が必要です
y障害認定日後3か月以内に作成された診断書※2
J診断書を作成した医療機関が初診の医療機関でない場合は、初診日証明書類
.障害年金の等級に該当した場合、障害認定日の翌月分から年金を受給できます※3
※1 初診日から1年6か月以内に傷病が治った場合(症状が固定した場合)は、その治った日(症状固定
日)が障害認定日となります。(例:人工透析開始から3ケ月を経過した日、心臓ペースメーカー装着日など)

※2 20歳前に初診日及び障害認定日がある場合は、20歳の誕生日前後3か月以内に作成された診断書と
することができます。

※3 さかのぽって請求する場合は、請求時から5年より前の年金は受給できません。

②障害認定日(原則として初診日から1年6か月後)時点では障害年金の等級に該当し
ないが、その後症状が悪化し、障害年金の等級に該当した場合
●請求に際しては、以下の書類等の提出が必要です
J請求日前3か月以内に作成された診断書
J診断書を作成した医療機関が初診の医療機関でない場合は、初診日証明書類※4
.障害年金の等級に該当した場合、請求日の翌月分から年金を受給できます※5
※4 過去に障害年金を請求したものの不支給と決定された方が、症状が悪化した等の理由により、同一傷
病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合は、一定の条件が満たされれぱ、前回提出した初診日
証明書類を活用できます。【令和2年10月1日より】

※5 65歳以降は請求できません。また、さかのぽっての請求は行えませんので、お早めに請求願います。

傷病手当金は、労務できなくなった日の3日後から最長で1年6か月間受給できます。
このため、障害年金の等級に該当する方の場合、例えぱ、傷病手当金の受給後、障害年
金を受給することなどが考えられます。

お問い合わせは、お近《の年金事務所や年金相談セシターハ

回回

K年金事務所や年金相談センターの所在地】
htヒ0S: WVVVV.nenkin.00.'10 sedion soudan index.html

(1)巨璽労面食

年日本年金
J8Pan pen810n sorvice

回

障害年金制度について
公的年金制度には、主に自営業者などが加入する国民年金や会社員などが加入する厚生年金があります。
こうした制度に加入中の病気やけがで障害が残った場合は、国民年金から耶章害基礎年金」、厚生年金か
ら「障害厚生年金」が支給されます。
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障害厚生年金
( 1級)

障害厚生年金

※ 2級の1.25倍

( 2級)

配偶者の加給年金
224,900円

配偶者の加給年金
224,900円

1 軽い 1
3

級

障害厚生年金
( 3級)

障害手当金

(一時金)

※1 障害厚生年金の額は、報酬比例の年金額。なお、加入期間
の合計が300月(25年)未満の場合は300月として計算。

※2 障害厚生年金3級には、586,300円の最低保障額がある
( 1階)

国民年金

障害基礎年金
( 1級)

障害基礎年金

97フ,125円

《2級)

※ 2級の1.25倍

781,700円

子の加算(第1・ 2子)
各 224,900円

子の加算(第1・ 2子)

※3 障害手当金は、報酬比例の年金額の2倍の額が一時金とし

て支払われる。なお、 1,172,600円の最低保障額がある
※4 加給年金の対象となる配偶者は、生計維持関係にある65歳
未満の者
※5 加算の対象となる子は、18歳になつた後の品初の3月31日
までの子又は20歳末満で障害等級1・2級の障害の状態にあ

る子。なお、第3子以降の加算は各75,000円。

各 224,900円

(金額は令和2年4月現在の年額)

障害年金を受けるためには、次の3つの要件を満たすことが必要です。

1初診日に
被保険者で
あること

2保険の
納付要件を
たしてい
ること

初診日において、国民年金または厚生年金保険の被保険者であるか、または、国民年金
の被保険者であった人で、60歳以上65歳未満の国内居住者であること
【20歳前傷病による障害基礎年金】
初診日において、 20歳未満であった人が、 20歳に達した日において1級または2級
の障害の状態にあるときは、障害基礎年金が支給される。
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料
納付期済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること
【上記要件を満たせない場合の特例】
初診日が令和8年4月1日前のときは、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間
に保険料の未納期間がないこと

障害認定日(※)に障害の状態が1級または2級(障害厚生年金については1級 3
3一定の障害
状にある
こと

級)に該当すること、または障害認定日後に、障害のチ呈度が増進し、 65歳になるまでに
障害の状態が1級または2級(障害厚生年金については1級 3級)に該当すること
※障害認定日:障害の原因となった傷病の初診日から起算して1年6力月を経過した日、または
1年6力月以内にその傷病が治った場合(症状が固定した場合)はその日

【障害年金に該当する状態】

※障害者手帳の等級とは異なります。

●害金1:他人の介助を受けなけれぱ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態。身のまわ
りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている
方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がべッドの周辺に限られるような方が、 1級に相当。

︑ーーー,ーー

〆

●障害年金2級:必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入
を得ることができないほどの障害。例えぱ、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上
重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家
屋内に限られるような方が2級に相当。
●害金3:労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状
態。日常生活ILはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当。
、

ーーーーーーノ

傷病手当金を受給されている皆様・病気やけがで療養の皆様へ
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ト初診日から1年6か月以上経過し、かつ、障害年金の等級に該当して
いる場合は、障害年金を受給できます
ト初診日から1年6か月以上経過していれぱ、その後、65 までのいつ
の時点で障害年金の等に該当しても、障害年金を請求できます
@0②のどちらかに該当する場合は、障害年金を請求できます。請求が遅くなると
受け取れる年金総額カミ減少する場合があるので、お早めに請求してください。

①初診日から1年6か月後※1(障害認定日)に障害年金の等級に該当した場合
●請求に際しては、以下の書類等の提出が必要です
J障害認定日後3か月以内に作成された診断書※2
J診断書を作成した医療機関が初診の医療機関でない場合は、初診日証明書類
●障害年金の等級に該当した場合、障害認定日の翌月分から年金を受給できます沸
※1 初診日から1年6か月以内に傷病が治った場合(症状が固定した場合)は、その治った日(症状固定
日)が障害認定日となります。剛:人工透析開始から3ケ月を経過した日、心ル勘ミースメーカー装着日など)
※2 20歳前に初診日及び障害認定日がある場合は、20歳の誕生日前後3か月以内に作成された診断書と
することができます。

※3 さかのぽって請求する場合は、請求時から5年より前の年金は受給できません。

②障害認定日(原則として初診日から1年6か月後)時点では障害年金の等級に該当し
ないが、その後症状が悪化し、障害年金の等に該当した場合
●請求に際しては、以下の書類等の提出が必要です
J請求日前3か月以内に作成された診断書
y診断書を作成した医療機関が初診の医療機関でない場合は、初診日証明書類※4
●障害年金の等級に該当した場合、請求日の翌月分から年金を受給できます滞
※4 過去に障害年金を請求したものの不支給と決定された方が、症状が悪化した等の理由により、同一傷
病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合は、一定の条件が満たされれぱ、前回提出した初診日
証明書類を活用できます。【令和2年10月1日より】

※5 65歳以降は請求できません。また、さかのぽっての請求は行えませんので、お早めに請求願います。

傷病手当金は、労務できなくなった日の3日後から最長で1年6か月間受給できます。
このため、障害年金の等級に該当する方の場合、例えぱ、傷病手当金の受給後、障害年
金を受給することなどが考えられます。

お問い合わせは、お近くの年金事務所や年金相談センターヘ

回回

【年金事務所や年金相談センターの所在地】
httDS:ノ/WWW.nenkin.ao.iD/sedion/soudam4imdex.1nやⅢnl
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障害年金制度について
公的年金制度には、主に自営業者などが加入する国民年金や会社員などが加入する厚生年金があります。
こうした制度に加入中の病気やけがで障害が残った場合は、国民年金から「障害基礎年金」、厚生年金か
ら「障害厚生年金」が支給されます。

1

1 軽い 1
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重い

級

(2階)

厚生年金

障害厚生年金
( 1級)
※ 2級の1.25倍

配偶者の加給年金

224,900円

2

級

障害厚生年金
( 2級)
配偶者の加給年金
224,900円

3

級

障害厚生年金
(3級)

障害手当金
(一時金)

※1 障害厚生年金の額は、報酬比例の年金額。なお、加入期間
の合計力疇00月(25年)末満の場合は300月として計算。

※2 障害厚生年金3級には、586,300円の最低保障額がある

(1階)

国民年金

障害基礎年金
( 1級)
97フ,125円
※ 2級の125倍

障害基礎年金
( 2級)
781,700円

子の加算(第1・ 2子)

子の加算(第1・ 2子)

各 224,900円

各 224,900円

※3 障害手当金は、報酬比例の年金額の2倍の額が一時金とし
て支払われる。なお、 1,172,600円の最低保障額力ζある
※4 加給年金の対象となる配偶者は、生計維持関係にある65歳
未満の者
※5 加算の対象となる子は、18歳になった後の最初の3月31日
までの子又は20歳未満で障害等級1・2級の障害の状態にあ
る子。なお、第3子以降の加算は各75,000円。

(金額は令和2年4月現在の年額)

障害年金を受けるためには、次の3つの要件を満たすことが必要です。

1初三,日に
被保険者で
あること

2保険の
付要件を
たしてい
ること

3一定のー

状にある
こと

初診日において、国民年金または厚生年金保険の被保険者であるか、または、国民年金
の被保険者であった人で、60歳以上65歳未満の国内居住者であること
【20歳前傷病による障害基礎年金】

初診日において、 20歳未満であった人が、 20歳に達した日において1級または2級
の障害の状態にあるときは、障害基礎年金が支給される。
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料
納付期済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること
【上記要件を満たせない場合の特例】

初診日が令和8年4月1日前のときは、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間
に保険料の未納期間がないこと

障害認定日(※)に障害の状態が1級または2級(障害厚生年金については1級 3
級)に該当すること、または障害認定日後に、障害のチ呈度が増進し、 65歳になるまでに
障害の状態が1級または2級(障害厚生年金については1級 3級)に該当すること
※障害認定日:障害の原因となった傷病の初診日から起算して1年6力月を経過した日、または
1年6力月以内にその傷病が治った場合(症状が固定した場合)はその日
^
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【障害年金に該当する状態】

※障害者手帳の等級とは異なります。

.障害年金1級:他人の介助を受けなけれぱ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態。身のまわ
りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている

方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がべッドの周辺に限られるような方が、 1級に相当。
.障害年金2:必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入
を得ることができないほどの障害。例えぱ、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上
重い活動はできない方(または行うことを制限されてぃる方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家
屋内に限られるような方が2級に相当。
.障害年金3級:労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状
態。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当。
,

^^^^^^^

