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ストーマってなに？ 

病気やけがなどによって、肛門を切除する治療を行う場合や、一時的に便が肛

門を通らないようにしなければいけないときには、腸や尿管の一部を体外に出

して、便や尿の出口（排泄口）をつくる必要があります。 

人工肛門という器具があるわけでなく、手術によってつくられた新しい出口

（排泄口）のことを「ストーマ」といいます。 

ストーマは自分の腸や尿管の断端をおなかに引きだしてつくられたものです

ので、ストーマの表面は粘膜でできています。 

粘膜はやわらかくて赤い色をしており、粘液を分泌します。そのため、いつも

粘液でぬれています。 

腸や尿管には痛みを感じる神経がありませんので、触っても痛くありません。 

一時的なストーマは横行結腸か回腸に造設され、概ね術後 3～4 カ月以降に閉

鎖され，本来の肛門から排便できるようになります。 

一時的なストーマの方でも、在宅重度障害対策事業による給付が受けられ、ス

トーマ用品購入の補助を受けることができます。 

また、永久ストーマの方は、身体障害者手帳を取得できます。 

手帳を取得すると、日常生活用具給付券が発行されストーマ用品購の補助が受

けられます。 

概ね購入先は、全国の販売店のどこからでも購入ができます。 

ストーマの給付は市町村の事業となっていますので、福祉課の窓口にお問い合

わせいただくか、「まんさくの会」にお問い合わせください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

ストーマをもっている

人をオストメイトと
いいます。 
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ストーマをつくるとどこが変わるの？ 

ストーマには便意を感じたり、排便をがまんしたりする働きがありません。 

そのため、自分の意思で便を排泄することができません。 

自分の意思とは関係なく自然と排泄されるようになります。 

ですので便や尿を管理するために、ストーマ用装具を装着して生活します。 

 単品系（ワンピース） 

 

 

 

 

 二品系（ツーピース） 

 

 

 

 

 

ストーマをつくってから日常生活を快適に過ごすためには、排泄物が漏れない

ようにすることが大切です。 

自分に合ったストーマ装具を見つけましょう。 

定期的なストーマ外来の受診と、いろいろな情報を得られる「まんさくの会」

への参加をおすすめしています。 
 

コロプラスト  

センシュラ ミオ 2 プレート ＆ 

ウロ  

コロプラスト  

センシュラ ミオ 1 ライト 

アルケア 

セルケア TD 
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ストーマにはどんな種類があるの？ 

消化器ストーマの種類 

消化器ストーマには大腸ストーマ（コロストミー）と小腸ストーマ（イレオ

ストミー）があります。 

治療の方法によって、永久ストーマと、後からストーマを閉じることができ

る一時的ストーマがあります。 

ストーマには排泄口が 1 つの単孔式ストーマと、2 つの双孔式ストーマがあ

ります。 

ストーマの色や形は人によってさまざまです。手術の後は紫に近い赤色でむ

くんでいますが、数週間で安定してくると、むくみもなくなりきれいな赤色

に変わっていきます。 

また、退院してからの体形の変化でも形が変わってきます。 

定期的なストーマ外来の受診をお勧めします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ストーマの種類によって排泄物

の性状が違います。 

 

小腸ストーマ 

水様便：約 800ml/日 

横行結腸ストーマ 

泥状便：約 300～500ml/日 

S状結腸ストーマ 

有形便：約 100～200g/

日 
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ストーマの種類によって排泄物の性状に違いがあります。 

小腸から大腸へ向かうに従い、水分・栄養を吸収するので、排泄物はより固

形になっていきます。 

小腸ストーマは水様便ですので、管理が難しく、また装具も主にイレオスト

ミー用のパウチを使用しますので、コロストミーに比べると若干高くなりま

す。 

給付額は、消化器系ストーマ（蓄便袋）と一括りにされているので、自己負

担が多少増えるようです。 

 

尿路ストーマの種類 

尿路ストーマ（ウロストミー）には、回腸導管と尿管皮膚瘻の 2 種類があり

ます。 

回腸導管は、ストーマの色や形は人によってさまざまです。手術の後は紫に

近い赤色でむくんでいますが、数週間で安定してくると、むくみもなくなり

きれいな赤色に変わっていきます。 

また、退院してからの体形の変化でも形が変わってきます。 

定期的なストーマ外来の受診をお勧めします。 

尿管皮膚瘻は、肌と同じ色で皮膚に穴が開いたように見えるものもあります。 

 

ストーマの種類 ストーマの種類 一般的な名称 

消化管ストーマ 

大腸ストーマ コロストミー 

小腸ストーマ イレオストミー 

尿路ストーマ 

回腸導管 

ウロストミー 

尿管皮膚瘻 
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ストーマ装具にはどんな種類があるの？ 

 ストーマ装具には、面板と袋が一体になっている①単品系装具（1PC：ワン

ピース）と、面板と袋が分かれている②二品系装具（2PC：ツーピース）が

あります。 

 装具を選ぶにあたっての大凡の基準としては、 

 器用さ、視覚的能力 

 行動、活動範囲 

 能力（職業、年齢など） 

 経済的問題 

などを考えると良いでしょう。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 単品系装具（1PC：ワンピース） 

・ストーマ袋単体で使用します。 

・面板とストーマ袋が一体になって

いる。 

・面板がやわらかく装着の違和感

が少ない。 

・ストーマ袋がはずれる心配がな

い。 

② 二品系装具（2PC：ツーピース） 

・面板とストーマ袋とセットで使用しま

す。 

・面板と袋が分かれている。 

・面板を貼ったままストーマ袋のみ交

換することが可能。 

・ストーマに合わせて貼りやすい。 

ダンサック ノバ 1 アルケア セルケア 2・Fｃｾﾙｹｱ 2・TDf 
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ストーマ装具の特徴 

① 単品系装具（1PC：ワンピース） ②二品系装具（2PC：ツーピース） 

◇特徴 

・軽くて薄くやわらかくコンパクト 

・取り扱いが簡易 

・ボディーイメージがよい 

・一単位は安価 

・装具装着時に直視できない 

・短期装着用１～３日/回 

◇特徴 

・皮膚保護剤が粘着面に構成されてい

る 

・やや厚みがあり安定する 

・一定時間皮膚に密着粘着 

・粘着が安定している 

・ストーマ袋が取り外せる 

・TPOに適したパウチ選択 

・排泄処理が容易 

・面板を頻回に交換しなくてよい 

・一単位は高価 

・装具装着時ストーマを直視できる 

・装着期間が３～７日 

◆不適応 

・腹部粘着面が安定していない 

・排泄物が液状の場合耐久性低い 

・ストーマが直視できない位置では装着

が難しい 

・発熱、発汗が多い場合は不適応 

・入浴により耐久性は落ちる 

◆不適応 

・腹部粘着面が膨隆している 

・ストーマ袋と面板を取り付ける操作が

複雑で困難を要する場合がある 

・行動が活発でストーマ袋がはずれやす

い 
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③ストーマの周囲が凹の場合 

 

凸面の装具や凸面のリングを使用します。 

また、ベルトなどの固定具を利用すると、安定が得られますのでおすすめです。 

  

（凸面装具の不適応） 

・腹部が固い 

・ヘルニア 

・ストーマ脱出 

・静脈瘤 

・重度の糖尿病 

 

面板の種類や袋の排泄口の形状など さまざまなバリエーションがあります

ので、ストーマの種類やおなかの状態、生活スタイルに合わせて装具を選択し

ましよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•ストーマ孔の高さがない 

•ストーマ孔の周囲が低い凹状態 

•ストーマ孔間際の皮膚が凹状態 
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基本的なストーマ装具の交換方法 

ストーマ装具の交換間隔は、ストーマの種類や装具の耐久性によって異なりま

すが、装具交換の基本手順は共通です。 

※ストーマ袋内にたまった排泄物は、事前に処理しておきましょう。 

 

① 装具交換に必要なものを準備します。 

 ストーマ装具 

 ガーゼやキッチンペーパー、おしりふきなど 

 石けんや洗浄剤、清拭剤 

 ゴミ袋 

 ぬるま湯 

 ストーマ用ハサミ 

 ボールペン 

 ストーマゲージ、など 

 

・洗浄剤：弱酸性のものは肌と同じ濃度で皮膚を傷めない 

・剥離剤：装具を剥がしやすくして皮膚を傷めることを防止できる 

 

② 身につけている装具をはがします。 

剥離剤を使い、面板と皮膚の間に指を入れ、皮膚を押すようにしながら優しく

面板をはがします。 

③ はがした面板の粘着面を観察しましょう。 

はがした面板が 開口部より 1cm 以上溶ける、ふやけている場合などは、面板

の皮膚保護効果が低下してストーマ周囲皮膚のトラブルを起こしやすくなり

ます。 

装具交換を 1 日早めてください。 

 

 

3M 皮膚用ﾘﾑｰﾊﾞｰ ｺﾛﾌﾟﾗｽﾄ 粘着剥離剤ｽﾌﾟﾚｰ 

一気にはがすと皮膚を 

傷つけてしまいます。 

ポイント 

面板 

開口部 

溶け・ふやけ 
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④ ストーマ周囲の皮膚を洗います。 

石けんを泡たてて、ストーマ周囲の皮膚を優しく洗います。その後 ぬるま湯

で充分に洗い流します。 

石けんのすすぎができない時は、清拭剤などを使用しましょう。 

 

⑤ 皮膚の水分を拭き取ります。 

ガーゼやキッチンペーパーで皮膚を押さえ拭きした後、空気浴をしましょう。 

皮膚がぬれていたり、ベタついていると皮膚トラブルを招いたり、装具が密着

しにくくなります。 

 

⑥ ストーマの形に合わせて面板をハサミでカットします。 

前回使用した 装具のフィルムを型紙にしてもよいでしょう。その際はストー

マの大きさが合っているか確認しましょう。 

ストーマの大きさより、1～2 ㎜大きめにカットします。 

 

 

 

⑦ 装具を貼ります。 

ストーマ周囲の皮膚のしわを伸ばします。しわを伸ばしておかないと、しわに

沿って排泄物がもれてしまうことがあります。 

装具面板の粘着面のフィルムをはがし、貼ります。 

装具を貼った直後は、粘着が弱いので装具の上に手をあててしばらく待ちまし

ょう。 

潤滑・消臭剤を少量入れておくと、便が袋のべとつかず処理しやすくなります

のでおススメです。 
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日常生活について 

① 食事 

ストーマをもつと、「食事制限があるの？」といった疑問を多くの方がもたれ

ますが、基本的に食事について制限はありません。 

他の病気（高血圧、糖尿病、腎不全など）で食事を制限されていないかぎり、

手術前と同じ食事が楽しめます。 

ですが、食品の中には 繊維がかたくて消化の悪いものや下痢をしやすいもの、

ガスやにおいをおこしやすいものがあります。 

これらの食品については、組み合わせや量、調理方法を工夫すれば大丈夫です。 

 

 食事とにおい 

食品のなかには、便や尿のにおいを強くしたり、ガスを多くしたりするものが

ありますが、食事の内容を工夫することによってコントロールすることができ

ます。 

 

＜排泄物やガスに影響を及ぼす食品＞ 

A) 排泄物の性状 

かたくなりやすい やわらかくなりやすい 

米飯、里芋、もち、 

うどん、パンなど 

 

 

炭酸飲料、ビール、生卵、 

アイスクリームなど 



12 

 

B) ガス 

 

C) におい 

 小腸ストーマの方の食事 

D) 水分摂取 

食べたものが 大腸を通らずにストーマから出てくるため、下痢状の便が多量

に排泄されます。 

そのため、水分不足になったり、電解質のバランスがくずれたりしますので 

十分な水分摂取を心がけましょう。水やお茶はもちろん、ミネラルを多く含ん

だ水分（スポーツドリンクや昆布茶など）をとるのもよいでしょう。 

 

ガスを発生させやすい ガスの発生を抑える 

栗、さつまいも、山芋、豆類 

大根、カリフラワー、ネギ、エビ、 

カニ、炭酸飲料、ビールなど 

 

 

乳酸菌飲料、ヨーグルト、パセリ 

レモンなど 

においを強くする においを抑える 

にら、アスパラガス、ねぎ、にんにく

たまねぎ、チーズ、カニ、エビ、卵な

ど 

 

レモン、パセリ、ヨーグルト 

グレープフルーツジュース 

クランベリージュースなど 

    
  

 

http://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=15501&sw=%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%AB
http://putiya.com/4tabemono_eiyou_tamago_nyuuseihin.html#yo-guruto
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E) フードブロッケージの予防 

小腸は大腸より腸管が狭いため、消化しきれなかった食物によって、排泄物が

詰まってしまうことがあります。  

食物繊維を多く含んだ食品類は、一度に大量にとらず、細かく刻む、よくかん

で食べましょう。 

 

食物繊維を多く含む食品 

玄米飯、インゲン豆、とうもろこし、ドライフルーツ、 

ナッツ類、トマト、ブロッコリー、きのこ類、海藻類など 

       

 

② 入浴 

ストーマ装具は、防水効果がありますので、装具をつけたまま入浴できます。

またストーマ装具をはずして湯船につかることができます。 

お湯がストーマから体内へ入ることはありませんのでご安心ください。 

 

 

（入浴の方法と注意点） 

基本的にどのタイプのストーマも装具をはずして湯船につかることができま

す。結腸ストーマは、手術後半年程度すると排便の時間が決まってくるため、

便が出ない時間帯に入るとよいでしょう。 

小腸ストーマや尿路ストーマの場合、常にストーマから排泄物が出ますので、

装具をつけたままの入浴をお勧めします。 
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＜装具をつけたまま入浴する場合の注意点＞ 

入浴前にストーマ袋内の便を捨てておきましょう。 

ストーマ袋に脱臭フィルターがある場合は、脱臭フィルターからお湯が入り、

フィルターの機能を低下させてしまう場合があるため、付属のシールをフィル

ター部に貼ります。 

湯船につかったときに、ストーマ袋が浮いてしまう・気になる場合は、ストー

マ袋をコンパクトにたたんでテープなどでとめておくとよいでしょう。 

入浴後は、ストーマ袋がぬれていたり、不繊布などの裏張りに水がたまったり

しているため、タオルで水分をよくふきとりましょう。 

 

 

 

 

 

＜温泉や銭湯など公衆浴場に入る時のポイント＞ 

公衆浴場では、ストーマ装具をつけて入浴しましょう。 

ストーマ袋が気になる場合は、入浴用の小さなストーマ袋を利用するか、使用

中の装具を目立たないように、小さく折ってテープなどで止めるとよいでしょ

う。 

周囲の目が気になる場合は、人の少ない時間帯に入浴するといった工夫や、温

泉などでは部屋に家族風呂が設置されている旅館を利用してもよいでしょう。 

 

 

 

 

 

ダンサック ノバ 1 ソフトコンベックス 

不繊布 

 

コンバテックｴｽﾃｨｰﾑ ｲﾝﾋﾞｼﾞｸﾛｰｽﾞ 

 脱臭フィルター 
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③ 衣服 

ストーマを圧迫やこすらなければ、今までどおりの服装で問題ありません。お

なかまわりに手が入るゆとりがあれば、着物やジーンズを着ることもできます。 

ベルトがストーマにあたってしまう場合はサスペンダーを利用するとよいで

しょう。 

 

④ 旅行 

国内・国外どこへでも旅行に行けます。最初は日帰りや 1 泊旅行から開始し、

自身がついたら期間を延ばしてみましょう。 

装具は旅行中に交換する予定回数よりも、2～3 枚多めに準備しておきましょ

う。 

電車、飛行機の席は、トイレに近い席を確保しておくとよいでしょう。 

飛行機の場合、身体障害者手帳の呈示や、ストーマ保有者であることを説明す

ると、優先的のトイレ近くの座席を選ぶことも可能です。 

 

＜飛行機に乗る際の注意点＞ 

ストーマ装具はスーツケースと機内持ち込みのバッグに交換用具を一式入れ

ます。スーツケースに入れる場合は、装具が破損しないように購入時の箱のま

ま入れるか、つぶれない箱に入れましょう。 

緊急時、機内のトイレでも装具を交換できるよう、機内持ち込みのバッグにウ

ェットティッシュやビニールテープ、ビニール袋も準備しましょう。 

ハサミは機内に持ち込みはできません。スーツケースに入れましょう。 

離陸、着陸時にはトイレに行き、排泄物を捨てておきましょう。 
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＜海外旅行での注意点＞ 

海外では日本とトイレ事情が異なる場合があります。トイレに紙が設置されて

いないことや、紙を便器に流してはいけないこともあります。旅行の前に現地

のトイレ事情を調べておきましょう。 

海外旅行では、スーツケースが紛失するトラブルがみられます。装具の保管は

スーツケース一つにまとめず数か所に分散する。可能ならば同伴者の荷物にい

れてもらうと安心です。 

 

⑤ 外出 

外出先で不意に排泄物が漏れると慌ててしまいます。不意の漏れに対応できる

ように、交換用の装具一式を携帯して出かけるようにすると安心です。 

男性の場合、汚物入れのあるトイレはほとんどありませんので、チャック付き

ビニール袋などに入れ自宅に持ち帰って捨てましょう。 

 ＜外出用の交換装具一式＞ 

・装具（面板はすぐ貼れるように孔をあけておきましょう。） 

・不透明なビニール袋（買い物袋など） 

・チャック付きビニール袋 

・ウェットティッシュ 

・キッチンペーパー数枚 
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＜オストメイト対応トイレ＞     

オストメイト対応トイレには、汚物流し台、手荷物用フック、シャワー、汚物

入れなどの設備が整っています。 

公共交通機関の施設構内、官公庁施設、デパート、ショッピングセンター、美

術館、空港、高速道路パーキングエリア、病院などに設置されています。 

通常のトイレの数倍のスペースがあり、ストーマ造設者の方、車椅子、高齢者、

妊産婦、乳幼児づれなどさまざまな方が使用できます。 

全国のオストメイト対応トイレの設置場所は、以下から検索できます。 

 

https://www.ostomate.jp/ 

 

＜自動車に乗っているときの注意点＞ 

自動車に乗車する際は、シートベルト着用が義務づけられています。 

シートベルトが ストーマにあたって気になることがありますが、ストーマを圧迫しないよう

に注意すれば、問題なく着用できます。 

心配な方はたたんだタオルをストーマの上にあてておきましょう。 

 

 

 

 

 

 

オストメイト対応トイレのマーク 
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⑥ 運動 

健康を維持するためにも、適度な運動をお勧めします。 

最初は、ラジオ体操や散歩などの軽い運動から始め、徐々に運動量を上げてい

くとよいでしょう。 

 

＜運動するときの注意点＞ 

格闘技などの 人と激しくぶつかるスポーツや、過度に腹圧がかかるウエイト

トレーニングは、ストーマのトラブルを起こしやすくなるので避けましょう。 

運動によって多量に汗をかいた場合は、ストーマ装具の粘着力が低下し、はが

れやすくなっているため、通常よりも早めに装具交換をしましょう。 

水泳も可能です。排泄物の処理を済ませたあと、袋を小さくたたむ。二品系装

具の場合は入浴用のストーマ袋を使用しましょう。 

 

 

 

 

 

 

⑦ 災害時の備え 

災害はいつ起こるかわかりません。いざというときに困らないよう備えておく

ことが大切です。 

＜災害の備え＞ 

 災害の規模によって異なりますが、ライフラインが復旧し装具の給付が始ま

るまでの期間を 1 カ月と考え、ストーマ用品一式と交換用装具 1 カ月分を持ち

運びしやすい形にして準備しておきます。 
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＜緊急時の避難用セット＞ 

装具 10 セット（面板はすぐに使えるように孔を開けておきます） 

ウェットティッシュ  

ガーゼ・キッチンペ－パー 

不透明なビニール袋数枚 

チャック付き袋数枚など 

避難所などでは、水や石けんがすぐ使えず、装具交換時に皮膚を洗うことがで

きないこともあります。その場合は拭きとりタイプの洗浄剤や、ウェットティ

ッシュで皮膚をふく程度の簡単なケアで過ごします。 

※ストーマの種類と装具情報を携帯しておきましょう。 

ストーマの種類 

ストーマのサイズ 

使用装具の会社名 

製品番号 

製品名 

販売店の連絡先など 

 

 

⑧ ストーマ外来 

ストーマに関するトラブルやお悩みなどございましたら、ストーマ外来の受診

をお勧めします。 

ストーマ周囲の皮膚がただれる 

排泄物が漏れやすい 

装具を変更したい など 
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社会福祉制度 

障がい者手帳  

身体障がい者手帳は、身体障がい者福祉法に定める程度の障がいがある人に

対して交付され ます。 

手帳の交付により、補装具、自立支援医療（更生医療・育成医療）の支給、

施設の利用など障がい者総合支援法上の各種の援助や税の軽減、ＪＲ運賃の

割引などが受けられます。  

 

〔利用方法〕  

役所の障がい福祉係で申請してください。  

 

【交付の手続に必要なもの】 

①  医師の診断書（所定の様式に、身体障がい者福祉法により指定を受けた

医師が記入したもの） 

② 印鑑  

③ 写真１枚（タテ４㎝×ヨコ３㎝ 概ね１年以内に撮影したもの 

④ マイナンバーのわかるもの（なければ申請の際に伝えて下さい） 

 

交付の手続きをすると、認定審査が行われ、認定されると、身体障害者手

帳が交付されます。役所より連絡が入ります。 

 

 

 

 

手帳が交付されるま

でには、約１ヶ月か

かります。 
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身体障害者手帳で受けられる福祉サービス 

ストーマ用装具・日常生活用具給付 

〔サービス内容〕  

日常生活上の便宜を図るため、障がいの要件を満たす方に用具の給付を行っ

ています。  

 

 

 

 

 

 

〔利用方法〕  

役所の障がい福祉係で申請してください。  

〔自己負担〕 

原則として、費用の１割の自己負担があります。負担が高額になる場合の上

限設定があります。 

 

【交付の手続に必要なもの】 

① 身体障害者手帳、印鑑、申請書 

納入業者（指定業者）欄にお好きな販売店名を記入してください。 

・販売店が給付金額算出のための見積書を作成し、役所へ提出いたします。 

② 後日、役所から給付券・決定通知書がご自宅（または販売店）に送られ

てきます。 

③ 給付券がお手元に届きましたら、給付券に記名捺印の上、販売店までお

送りください。これで必要な装具が購入できます 

※白河市の場合は、身体障害者手帳発行と同時に給付券がもらえ

ますので、お好きな販売店で購入してください。 

《ストーマ用装具給付基準額》 1 ヶ月当たり 

• 消化器系（蓄便袋）   ８，８５８円 

• 尿路系  （蓄尿袋）  １１，６３９円 

※市町村により異なります 
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給付券の見方（例：白河市 上限基準額を利用した場合）  

 

（購入例） 

該当月で購入。自己負担は原則１割となりますが所得によって変わります。 

① 公費よりも多く購入する場合 

 

 

② 公費よりも少なく購入する場合 

 

 

購入金額 １２，０００円 

自己負担額  

１，７７１円 

公費負担額 １５，９４５円 

公費残額  

５，７１６円 

次回購入時にご

利用になれます。 

給付期間内に購

入してください。 

自己負担額  

１，７７１円 

公費負担額 １５，９４５円 ご請求額  

２，２８４円 

購入金額 ２０，０００円 

①  決定月（1枚で 2 ヵ月分） 

② 購入価格 

（上限基準額 １７，７１６円） 

上限基準額を超えた場合は 

自己負担となります 

 
③ 公費負担額 

 （実際に行政が負担してくれる額） 

（購入額-自己負担額） 

 

④ 自己負担額  

（所得によって変わります） 

⑤ 署名○○○○○ 捺印 

（販売店に渡します） 
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給付券の使い方 Q＆A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ. 給付金額分まとめて注文しない

といけないの？ 

Ｑ. 給付券が届きました。 

どうしたらお買いものに使えるよ

うになるの？ 

Ａ. すぐにお使いいただけます。 

注文の際に給付券を使うとお伝えく

ださい。 

Ａ. 必要な分だけ、その都度御注文

頂ければ結構です。（２カ月分を１
回で注文しなくても大丈夫です） 

まとめてのご注文も可能です。利

用状況に合わせてご注文してくだ

さい。 

Ｑ. 利用者負担（自己負担）ってな

に？いつ払うの？ 
Ａ. 給付券を利用するために、お支払

い頂く金額です。（昨年度の世帯の
課税額などから計算されますので、

詳細は役所へ確認してください。概

ね１割の自己負担額となります。） 

給付券を利用した初めてのご注

文時にお支払いください。 

Ｑ. 給付券が届いたけど、 

    商品は届かないの？ 
Ａ. 給付券の交付と注文は別になりま

す。別途ご注文してください。 

Ｑ. 今購入している店から、他の店 

に変更して購入はできるの？ 
Ａ. はい、できます。半年ごとの更新手

続きの際に、役所へ伝えてくださ

い。 

Ｑ. 装具は変更できるの？ Ａ. 変更できます。ストーマ外来で変

わることもよくあります。直接肌につ

けるものですので、なるべく医療従

事者の方などへ、ご相談される事

をお勧めしております。 
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一時的なストーマの方 

 在宅重度障がい者対策事業（治療材料・衛生器材の給付） 

衛生器材の給付  

〔サービス内容〕  

在宅の人工肛門、人工膀胱(ぼうこう)造設者に給付券 4,000 円分を給付し

ています。 

膀胱ま たは直腸機能障がいの身体障がい者手帳所持者の方へは「日常生活

用具の支給」（前ページ参照）を行っています。 

〔該当になる品目〕  

人工肛門または人工膀胱造設者用の接着式装具・ベルト・入浴パック・皮

膚保護用パッ ク、リング・腹巻・医療用ソフトシーツ・伸縮性絆創膏(ば

んそうこう)・消毒液・脱脂綿・ 洗浄液パック・採尿パック・両面粘着シ

ート・脱臭剤・ガーゼ・油紙  

〔利用方法〕 

役所の障がい福祉係で申請してください。  

給付券が送付されますので、指定業者で購入してください。 

 

 

障がい者年金 （年度によって変わることがあります） 

〔サービス内容〕  

障がい年金は、「傷病によって、一定程度の障がいの状態になった方に支給

される年金」で、 国民年金に加入している（いた）方などの「障がい基礎

年金」と、厚生年金や共済年金などに 加入している（いた）方の「障がい

厚生年金」があります。 

〔受給要件〕  

障がい年金を受給するには、以下の３つの要件を満たしている必要があり

ます。  
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項 目 内 容 

① 加入要件 初診日に公的年金（国民年金、厚生年金等）に加入して

いる。 

② 納 付 要 件 

（右のどち

らかで可） 

３分の２要件･･･初診日の前々月までに、加入すべき期間

の３分の２以上の期間 で、保険料を納付しているか免除

を受けている。 直近１年要件･･･初診日の前々月までの

１年間に保険料の滞納期間がない。 

③ 障がい状態

要件 

障がい認定日（初診日から１年６カ月経った日）、または

この日以降 65 歳前までに、障がいの状態が「障がい認

定基準」に該当している。 

※２０歳前に初診日のある方の障がい認定日は、原則２０歳に達したとき

で、納付要件は不要です。 ※年金の請求は、障がい認定日以後６５歳到達

の前日までに行えます。また、初診日が６０歳以上６５歳未 満の期間でも

請求できますが、老齢基礎年金の繰り上げ請求を行った方は、請求できま

せん。 

 

〔平成２９年４月現在の支給額〕 

区 分 年金の級 支給額 

障がい基礎年金 １級 年間 779,300 円×1.25（月額約 81,200 円）

＋子の加算  

２級  年間 779,300 円（月額約 65,000 円）＋子の

加算 

障がい厚生年金  １級  報酬比例の年金額×1.25＋配偶者の加給年

金額（年額 224,300 円） 

２級  報酬比例の年金額＋配偶者の加給年金額

（年額 224,300 円） 

３級  報酬比例の年金額（最低保障額年額 584,500

円） 

※「年金の級」は、障がい者手帳の級とは別のものです。  

※子の加算は、第１子・第２子が各年間 224,300 円、第３子以降が各年間

74,800 円です。子とは、18 歳到達年 度の末日を経過していない子、また

は、20 歳未満で障がい等級１級または２級の障がい者をいいます。  

※20 歳前傷病による障がい基礎年金支給には所得制限があります。（2 人世

帯で、所得額が 3,984,000 円を超え る場合に年金額の２分の１が、

5,001,000 円を超える場合に全額が支給停止となります。ただし、扶養人数 
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により金額が変わります。）  

※障がい厚生年金の 1 級及び 2 級受給者は、障がい基礎年金も併せて受給

できます。 

 

〔問合せ先〕  

１ 初診日が 20 歳前の方 

各役所 年金課 ２ 初診日が国民年金の保険料納付期間中、免

除期間中の方 

３ 初診日において厚生年金に加入している方 日本年金機構 白河年金

事務所（郭内 115-3 電話

0248-27-4161） 

４ 初診日において、配偶者が厚生年金加入者

でその扶養になっている方 

5 障害共済年金 組合員である間に初診日の

ある傷病により、障害認定日（初診日から 1 年

6 月を経過した日またはその前に症状が固定し

たときはその日）に障害の程度が 1 級から 3 級

までの障害の状態にあるとき。 

障害認定日に 3 級以上に該当しなかった方が、

同一傷病により、その後 65 歳に達する日の前

日までの間に3級以上に該当し、請求したとき。 

組合員である間に初診日のある傷病と組合員

となる前にあった他の障害とを併合して2級以

上の障害の状態になったとき。 

共済組合 

 

※国民年金に任意加入していなかったことにより、障がい基礎年金等を受

給できなかった障がい者への「特別障がい給付金」のことなど、ここに掲

載していない規定も多くあります。詳細はお問い合わせください。 

 

税制上の優遇措置 

所得税、市民税・県民税、相続税、自動車取得税、自動車税、軽自動車税、

贈与税は、障が い者に対して、①非課税（課税しない）や、②減免（障が

いの程度や収入によって免除や減税 をする）、③所得控除（前年度の収入

からこの控除分を差し引いて算出した「課税所得金額」に、 「定められた

税率」を掛ける）を行っています。 
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項 目  内 容  金 額  問合せ先 

① 所得税 

特別障がい者控除(本人または配偶者・扶養義務 

者が身体障がい者手帳１～２級、療育手帳Ａ、精 

神障がい者保健福祉手帳１級の方)  

所得控除 

40 万円 白河税務署 

（電話 

0248-22-71

11） 

障がい者控除(本人または配偶者・扶養義務者が

身体障がい者手帳３～６級、または療育手帳Ｂ、 

精神障がい者保健福祉手帳２～３級の方)  

所得控除 

27 万円 

② 市民税  

・県民税  

前年所得が 125 万円以下の障がい者手帳保持

者 

非課税 

役所税務課 

特別障がい者控除(本人または配偶者・扶養義務 

者が身体障がい者手帳１～２級、療育手帳Ａ、精 

神障がい者保健福祉手帳１級の方)  

所得控除 

30 万円 

障がい者控除(本人または配偶者・扶養義務者が 

身体障がい者手帳３～６級、または療育手帳Ｂ、 

精神障がい者保健福祉手帳２～３級の方)  

所得控除 

26 万円 

③ 相続税  障がい者手帳保持者が相続した場合、障がい程度 

や年齢に応じ、相続税が減額。  

障がい者

控除  

白河税務署 

④ 自 動 車 

取得税 

本人（身体障がい者手帳の「減免範囲の級」の方、 

療育手帳（Ａ）を持つ方、精神障がい者保健福祉 

手帳１級の方）、生計同一者、常時介護者が運転 

する自動車。生計同一者、常時介護者が運転する 

場合は、通学、通院、通所、生業のために使用す 

る場合限定。 

減免  （高

価な車両

に 対する

減免上限 

額がありま

す） 

県南地方振興

局 県税部（電

話 

0248-23-15

19） 

⑤ 自 動 車  

税 

⑥ 軽 自 動 

車税 

役所税務課 

⑦ 贈与税 特別障がい者(身体障がい者手帳１～２級、療育 

手帳Ａ、精神障がい者保健福祉手帳１級の方)の 

ご家族などが、財産を信託銀行に委託し、信託銀 

行が財産を運用して、障がい者の生活費や医療費 

を定期的に支払う場合、財産 6,000 万円までが

非 課税。  

非課税  財  産  を信 

託す る 際 に

「障がい者非

課税  信託申

告書 」 を 、信 

託  銀  行を 

通じ て 税 務

署に提出 

⑧ 預 貯 金 

利子への 

課税 

障がい者手帳保持者の「元本 350 万円以下の貯

金」 の利子  

非課税  白河税務署 ・

各金融機関 

 

※このほか、個人事業所税などにも優遇措置があります。 

※自動車取得税、自動車税、軽自動車税の「減免範囲の級」は、おおむね、

身体障がい者手帳第１種に相当する級ですが、 「平衡機能障がい」と「喉

頭摘出による音声機能障がい」の３級の方は対象になります。また、「上肢

不自由」は２級ま で、「下肢不自由」の方は６級まで、「体幹不自由」の方

は５級まで、「内部障がい」や「免疫機能障がい」の方は３級ま で対象と
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なります。ただし、生計同一者、常時介護者が運転する車については、「下

肢不自由」の方は「乳幼児期以前の 非進行性脳病変による移動機能障がい」

の方を除き、３級までの方が対象になり、「体幹不自由」の５級の方は対象

にな りません。 

 

携帯電話の利用料の割引 

〔サービス内容〕 

 障がい者手帳保持者は、携帯電話の基本使用料や通話料、パケット通信料

などが割引になり ます。割引内容、問い合わせ先・申し込み方法は、各電

話会社で異なります。 

 
会社名 割引の名称 各種サービスの問合せ先（無料） 

ＮＴＴドコモ ハーティ割引  
ドコモの携帯電話から：局番なし 151  

その他の場合：0120-800-000 

ＫＤＤＩ （ａｕ）  スマイルハート割引  
ＫＤＤＩの携帯電話から：局番なし 157 

その他の場合：0077-7-111 

ソフトバンク  ハートフレンド割引  
ソフトバンクの携帯電話から：局番なし 157 その他の

場合：0088-240-157 

 

 

鉄道・バス・タクシーの運賃、有料道路通行料金の割引 

〔サービス内容・利用方法〕  

全国的な制度として、鉄道やバス、飛行機の運賃の割引制度があります。事前

に切符を購入する時に障がい者手帳を提示する必要があります。 
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項目  割引対象の

手帳  

対象となる方  割引対象の切符  割引内容 利用方法 

ＪＲの運賃  

・身体障がい

者手帳  

・療育手帳 

第１種障がい 者

（介護者同行 の

場合） 

乗車券・定期券 

回数券・急行券 

（特急券は割 引

なし） 

本人・介護者 ともに

５割引 

駅などの発売

窓口で 障がい

者手帳を提示 

し、購入してくだ

さ い。 

手帳をお持ちの

方  

100km 以上の

乗車券  

５割引 

12 歳未満の第 

２ 種 障 が い 児 

（介護者同行 の

場合） 

定期券  本人・介護者と もに

５割引（た だし介護

者は  通勤定期の

み） 

会津鉄道線・

福 島交通飯

坂線、 県 内 

バ ス 協 会 

加盟６社（福

島 交通・ＪＲ

バス  関東な

ど）の運 賃  

・身体障がい

者手帳 

・療育手帳  

・精神障がい

者保健福 祉

手帳（写真貼

付が 必要） 

障がい者 ・介護

者 

鉄 道 ・ 路 線 

バ ス・高速バス

の 運賃（高速バ

ス  は精神障が

い者  保健福祉

手帳で  割引に

なる路線  は郡

山・成田空 港間

のみ） 

５割引  （介護者が

割 引になるのは第 

１種の身体障が い

者、知的障が  い

者、１級の精 神障

がい者に同  行  す 

る 場 合 の み） 

料金支払時に

障がい 者手帳

を提示してく だ

さい。 定期券・

回数券などの 

割引内容は各

社にお 問い合

わせください。 

県外の民鉄・

地  下鉄・バ

ス・船 舶の運

賃  

・身体障がい

者手帳 

・療育手帳  

・精神障がい

者保健福 祉

手帳（写真貼

付が 必要） 

障がい者 ・介護

者  

基本的に、鉄道・船舶はＪＲと、 バスも

県内のバス会社と類似し た割引制度が

あります。 (高速バスは､大半は精神障

がい者 保健福祉手帳では割引になりま

せ ん｡) 

運行各社や旅

行代理 店にお

問い合わせく 

ださい。 

航空運賃  ・身体障がい

者手帳  

・療育手帳 

12 歳以上の障がい者 （身体障がい

者は４級以上。平 衡、音声・言語・そ

しゃく機能 の方は３級以上）の運賃  

・介護者の運賃 

会社・路線・便  に 

よ っ て 異 な り 

ま す が お お む 

ね 25～40％引（第

１ 種 の 方 は 介 

護  者 も同様に割

引）。 

事前に社会福

祉課で 証明が

必要です。 予

約時に手帳の

所持  を連絡

し、料金支払時 

に手帳を提示

してく ださい。 

タクシー料金  ・身体障がい

者手帳  

・療育手帳 

障がい者・介護者の料金 １割引（１種の  方 

の み 介 護 者 の

同乗可）。  

料金支払時に

手帳を 提示し

てください。 

有料道路  

通行料金  

・身体障がい

者手帳  

・療育手帳 

① 身体障がい者本人運転の場 合

の通行料金  

第１種の身体・知的障がい者 の介護

者が運転する場合の通 行料金 

５割引  事前に社会福

祉課で 車両の

登録が必要で 

す。本人または

同一生  計者

名義の車に限り 

ます。  なお、

営業車両の登

録 はできませ

ん。 
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白河市市生活交通バス利用料免除制度（市ふれあいパス） 

〔サービス内容・利用方法〕  

身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方、７０

歳以上の高齢 者及び７０歳未満で運転免許称を自主返納された方が白河市循

環バス（こみねっと）、表郷地域 循回バス、大信地域巡回バス及び東地域巡回

バスを利用する際に「ふれあいパス」を提示することで利用料金を免除する制

度です。 

〔利用方法〕  

バスの利用の際にふれあいパスの提示が必要ですので、白河市本庁高齢福祉課、

社会福祉課 障がい福祉係または各庁舎地域振興課 市民福祉係で申請してく

ださい。 

おもいやり駐車場の利用 

〔サービス内容・利用方法〕  

歩行が困難な、「障がい者・高齢者・難病患者・妊産婦・けが人など県が定め

る交付基準に該 当する」方に利用証を交付し、店舗や公共施設などにある「お

もいやり駐車場」のステッカー がある駐車スペースを利用しやすくするもの

です。 

〔利用方法〕  

福島県県南保健福祉事務所（電話０２４８－２２－５４７８）にお問合せくだ

さい。 

就労の促進 

〔サービス内容・利用方法〕  

障がい者の企業などへの就労については、ハローワーク白河（国の機関）が中

心となり、雇用の底上げや職場適応への支援を行っています。 

（ハローワークの障がい者雇用促進制度） 

項 目 内 容 

障がい者の求職への相

談・求人の紹介  

できるだけ多くの方が適職に就けるよう、心身の状況に 応

じたきめ細かい求職票の作成や、面接などのアドバイ ス、

求人事業所への啓発や情報提供などを行っています。 
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＜まんさくの会 事務局＞ 

白河厚生総合病院 医療相談室 

☎ 0248-22-2211（内線：2171） 

 

まんさくの会へのお誘い 

「まんさくの会」は、ストーマを持つ方々の患者会です。毎日の生活をより快

適に過ごすことを目標に活動しています。一ヶ月に一度、ストーマ装具に関す

る勉強会、食事会、外部講師による講演会等の定例会を行っております。 

日常生活を送る上で、不都合なことがあったり、疑問に思うことが生じて不

安になったり、心細くなることがあるかも知れません。そんな時に、会員の経

験から生まれた様々なアドバイス等をさせていただきます。ストーマ装具を上

手に使いこなすコツや、様々な工夫を知っていただくためにも、是非皆様に参

加いただければと思います。 

詳細については、白河厚生総合病院 1 階の医療相談室（まんさくの会事務局）

へお問い合わせください。皆様の生活の中での、和やかな癒しの時間になれば

幸いです。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

このガイドブックは、ストーマ用品販売店「サポートセンターみなみ」の協力で作成しました。       

内容は 2017 年 6 月現在のものです。お気付きのことなどございましたら、遠慮なくお問い合わせください。 

サポートセンターみなみ  

担当：あづま 

☎ 0248-61-0055 
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