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＜研修の目的＞

援助を必要としている利用者は、介護保険サービス或いは障害福
祉サービス、その他様々な制度を活用しながら生活されている。ヘ
ルパーは、利用者宅を訪問した時に福祉用具を目にする機会が
多いと思われる。
導入されている福祉用具の種類や用途、どのような制度を活用し
て住環境が整えられているのか、そしてその活用による介護者･被
介護者双方の効果を知る。



要介護者における福祉用具が役立つ点
福祉用具の活用により、心身機能の維持向上、残存機能のサポート、行動範囲の拡大、
ADLが拡大されることによる自立の促進が期待でき、意欲の向上にも繋がります。
また、転倒リスクの軽減など、安全な生活を支える一面もあります。

介護職から見た福祉用具が役立つ点
福祉用具の活用により、腰痛の予防や軽減、移乗動作時の負担軽減、介護時間の短縮
に繋がる事や、活用しない状態と比べ、介護する側される側双方が安定した姿勢で動作
が行えたり、或いは見守りで済むことで余裕を持った介護が出来ます。



福祉用具の定義



『心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のあ
る老人又は心身障害者の日常生活上の便宜を図る
ための用具及びこれらの者の機能訓練のための用
具並びに補装具をいう』
介護保険の福祉用具とは、介護が必要な高齢者の日常生活を助けるため、または身体
の機能訓練のための用具のことです。要介護者である利用者が、自分の家で自立した
日常生活を営むことができるよう助ける用具については、介護保険給付の対象となって
います。
導入を起点に状況が改善しなくてはいけません。利用者の自立を促すための物なのか、
介護者の負担を軽減するための物なのか、目的は何なのかを考えましょう。
利用者の自立が目的であれば、本人に合った物を選択する必要があります。高齢である
ことを考慮し、複雑な構造・使用法では使用が困難になってしまいます。使用する際に身
体的苦痛や精神的に負担が伴ってしまえば効果がありません。
その他、素材などにも注意する必要があるでしょう。



福祉用具貸与
特定福祉用具販売
住宅改修工事

住宅改造工事

介護保険適用外の介護用品

介護保険制度適用の為
一定のルールに沿って

活用する

自治体独自の制度で
一定のルールに沿って

活用する保険適用が無く
全額実費であるが
自由に購入できる



福祉用具貸与
（１３品目）



利用者の状態変化に合わせて変更したり返却したりと、
試行的な利用が可能。状況に合わせて柔軟に活用出来
る為、状態像に幅のある利用者にとっては、個別の身体
状況や生活場面に合わせ、きめ細やかな対応でサポート
出来る。

ヘルパーやデイサービス等と同様に、介護度により異なる
「ひと月あたりの限度額」の範囲内でやりくりする。限度額
を超えた分は10割負担。



① 手すり （工事を伴わないもの）
② スロープ （工事を伴わないもの）
③ 歩行器
④ 歩行補助つえ （松葉づえ、多点つえ等）

⑤ 車いす
⑥ 車いす付属品 （クッション、電動補助装置等）
⑦ 特殊寝台 （ベッド）
⑧ 特殊寝台付属品 (マットレス、柵、テーブル等)
⑨ 床ずれ防止用具
⑩ 体位変換器
⑪ 認知症老人徘徊感知機器
⑫ 移動用リフト （吊り具部分を除く）

⑬ 自動排せつ処理装置

要支援1､2
要介護1

要介護2､3

要介護4､5



①手すり

フレーム型
洋式トイレに設置し、移動や立ち座り等の動作、座位の安定性
向上に役立つ
壁に手すり工事が出来ない場合や賃貸住宅などのケースなど

縦型
工事での取り付けが出来ない場所に有効で、天井と床を
突っ張り棒の要領で設置する。天井の構造が弱い箇所に
は不向き
連結すれば行動範囲の拡大や自立動作の促進に役立つ

据置型
起居動作が行いやすいようにべッドサイドに設置、
外出支援に踏み台付きのものを玄関への設置、
洗濯物を干しに屋外へ出る際の屋外に設置、
浴室内用など、活用場面によって様々な仕様や
形がある



②スロープ

ミニスロープ
市営住宅など、比較的古い造りの住
宅には数センチの段差が多く見られ
る。車いすや歩行器での移動、摺り足
歩行の方に有効

セパレートタイプ
スライドして狭所にも収納出来る。
金属製で重さがあり、設置につい
ては車椅子の車輪の幅に合わせ、
脱輪の無いように注意が必要

可搬型
大きさの割に軽量で、取っ手があり運びやすい。縦の二つ折りで収納が出来る。
扇型の部品を置くことでカーブした場所や直角に折れる場所に対応したり、中継
台を噛ませる事で複数の段差や長い距離をカバー出来る



③歩行器

歩行車
歩行の補助が目的であり、安定性確
保のため本体や車輪が大きめ。
ブレーキが付いており、自分で制御で
きる方向け。付加機能として、パーキ
ンソン病の方に見られる突進歩行に
よる急加速を防止する制御機能が、
車輪の中に組み込まれたものもある

※これに似た「シルバーカー」は小型軽量で、
自立歩行が可能な方向きな為、介護保険の
給付対象外

馬蹄型
体を預けたり腕を載せる部分が馬の
蹄のような形をしており、上半身の力
が弱い方に向いている。
後方の車輪を一方向にしか進まない
ように車輪の横回転を固定し、動きが
横に流れないような仕様に出来る物
や、６輪のもの、ハンドルやブレーキ
付きのものもある。車輪に予め負荷を
掛け進みを重くしたり、急な動きに対
応する制御機能が付いたものもある

ピックアップウォーカー
杖よりも安定性があり、上半身の力が
ある程度ある方に向いており、片麻痺
の方には不向き。
一度持ち上げて一歩一歩進む方や、
左右片方ずつ交互に出して進む方も
いる。キャスター付きのものもあり、加
重するとキャスターが転がらない仕組
みになっている



④歩行補助つえ

多点杖
多点で接地することで安全
に歩行が行える。
身体状況や歩行動作状況
によって様々な形がある

ロフストランドクラッチ
握りの上部に腕を支える為
のカフと呼ばれるサポート
機構が取り付けてあり、前
腕支持型杖ともいう。
リハビリに用いられる事も
あり、手で支持する事が困
難な方に向いている

松葉杖
上半身だけで体重の大半を
支えることが可能で、歩行
の際に使うと体の左右バラ
ンスを補正できるというメ
リットがある。
下半身に麻痺や股関節症
がある方に向いている

サイドケイン
歩行器型の杖で、真上から
多くの体重を支えられる。
寄り掛かるように体重を預
けて移動するのに適してい
るが、斜めの場所や段差の
多い屋外には不向き

動きに合わせて
首が少し傾斜
するものもある

使用されている杖の形から、利用者の状態を知ることにも繋がる。「何故この形の杖を使って
いるのだろう」という視点を持ち、利用者を知る気持ちで支援するのが大切

カフ



⑤車いす

自走式
自分の腕で漕ぐ事が出来る
方向け。
これに電動の動力が付いた
ものもある。
肘掛が跳ね上げ式の、横
への移乗が行い易い仕様
のものや、フットサポートが
スイングアウトする事で、移
乗先により近付けられ移乗
し易くしたり、取り外す事で
足漕ぎがし易くなる

介助式
自分で漕ぐ事が困難で、後
方から押してもらい移動す
るタイプ。自走式と比べ車
輪が小さい。
肘掛が跳ね上げ式で横へ
の移乗が行い易い仕様の
ものや、フットサポートがス
イングアウトする事で、移乗
先により近付けられ移乗が
しやすい仕様のものもある

ティルト･リクライニング式
座位が安定しない方向け。
背もたれが倒れるリクライ
ニング機能や、座面と背も
たれの角度を保ったまま倒
せるティルト機能が付いた
もの

電動カート(シニアカー)
屋外を比較的自由に行動
出来る。
道路交通法では歩行者と
規定されており、歩道走行。
貸与にあたっては、導入前
に練習をするのが望ましい

※「セニアカー」はスズキ自動車の
登録商標であり固有名称



⑥車いす付属品 ※ここで言う「付属品」とは、ボルトやネジのような部品の事ではなく
該当福祉用具と一体的に使用されるものを指します

クッション
長時間車椅子で過ごす場合の、座位姿勢の保
持や臀部に掛かる圧の分散を目的として使用

テーブル
車いす上で食事や水分摂取など行う際のもの。
施設での利用場面が多い

その他、酸素を使われる方のボンベ架、頭部保持の為のヘッドサポート等



⑦特殊寝台

背上げ 高さ上げ
足上げ
(膝上げ)

特殊寝台の効果には、上体を起こす動作が楽になる、移乗動作の負担軽減、立ち上がり動作が自立して出来るなどが
挙げられる。比較的介護度が重い方の多くで導入されているが、軽度の方でも必要なケースがある。その場合は、例外
的な利用について保険者と相談する必要がある。

特殊寝台には「１モーター」「２モーター」「３モーター」とあり、
１モーターは背上げ或いは高さ調整のみの１機能
２モーターは背上げ機能と高さ調整機能の２機能(背上げと足上げが連動している場合は２モーター)
３モーターは背上げ機能と高さ調整機能と足上げ機能の３機能

オムツの交換やベッド上での更衣介助、移乗介助や体位変換など行う際に活用する。ご本人のみならず介助者の負担
軽減にも役立つ



⑧特殊寝台付属品 ※ここで言う「付属品」とは、ボルトやネジのような部品の事ではなく
該当福祉用具と一体的に使用されるものを指します

サイドレール
転落防止の他、寝返りがしやすい
ように掴んで活用する効果もある

介助バー
手すり部分は角度調整が可能で、
ベッドからの立ち上がりや移乗の
際に掴んで活用

サイドテーブル
ベッド上で食事を摂ったり水分補
給をされる方に適している。併せ
てベッドの背上げやズレ防止の膝
上げも行い、適切な姿勢を保つ

マットレス
標準的なマットレス。
ある程度の硬さがあり動き
易いのが特徴

利用者に合った環境に整える



⑧特殊寝台付属品 ※ここで言う「付属品」とは、ボルトやネジのような部品の事ではなく
該当福祉用具と一体的に使用されるものを指します

サイドレールカバー 移乗用介助ベルト

ベッド用キャスター

点滴台

スライディングボード



⑨床ずれ防止用具

静止型マット
特殊寝台付属マットレスよりも厚みがあり柔らかく、一見し
て見えない切れ込みが入っていたり、位置によって硬さが
異なっていたりと、見た目以上に多機能。
厚みがあり柔らかい分、自立動作が行いにくいという側面
もある

エアマット
体圧が一点に集中しないよう、「セル」と呼ばれる部分が交
互に膨らんだり縮んだりしながら体に掛かる圧を分散し褥瘡
の予防を図る。
また、一定時間をかけてマットレス自体が左右に８～１６度程
度、自動で交互や対角に傾く自動体位変換機能が付いた物
もある。夜間帯など介入頻度を減らす効果はあるが、状態を
知る為にも人の手による介助は欠かせない。機能に任せ放
置した結果、褥瘡が出来たという事例もある

緑とグレーが交互に
というイメージ

例



⑩体位変換器

起き上がり補助装置
狭所の為ベッドが設置出来ない、ま
たは布団敷きで寝起きをされている
生活スタイルの方など、特殊寝台が
ない環境で臥床している方の上体起
こしに活用する

パットやクッション類
同じ姿勢のままだと皮膚や身体への
悪影響が懸念される。これら特殊な
形状のクッションで、ある一点に体重
がかかり圧迫されている身体の部位
を、身体が向いている方向や角度、
姿勢などを変えることで移動さるもの。
様々な形状や種類がある

スライディングシート
小さな力で容易に体の位置を動かす
事が出来る。
実費で購入される方も多い



⑪認知症老人徘徊感知器

人感センサータイプ
人の動きを感知するタイプで、マット同様によく通過
する場所への設置

センサーマット
体の下に敷いて起き上がりを感知するようにしたり、
ベッド横や居室出入口、玄関など、よく通過される場
所に設置し、踏むことで感知するようにする



⑫移動用リフト

移動用リフト
自力で移乗や移動の動作ができない方の体を吊り
上げ、固定式はベッドから車椅子、床走行式はトイ
レ、浴室などの間の移動を介助するために使用

バスリフト
電動でシートが昇降し湯船に
浸かる事が出来、入浴介助の
負担を軽減できる

昇降座椅子
座面が電動で昇降し、床から
の立ち座りを自力で行うことが
難しい方の立ち座りを安全且
つ安楽にする。座面が回転す
るものもある

玄関昇降椅子
玄関で使用する腰掛タイプの
段差解消機。昇降、回転ともに
電動で行う事が出来る

車いす用電動昇降機
屋外に設置し、車いすに乗った
まま昇降が可能で外出を容易
にする



⑬自動排せつ処理装置

男性用女性用

本体(貸与)
本体にはレシーバーで受けた排泄物を流して溜め
るポンプとタンクが収まっている。要介護者が寝て
いるベッドサイドに本体を置き、本人の手の届く範
囲に置いたレシーバーに排尿すれば尿が自動的に
吸引されていく仕組み。尿意があってもトイレまで
歩くことが難しい場合や、トイレまで行くのに時間が
かかり間に合わない場合に、本人や介護者の介助
によってレシーバーをあてて使用

レシーバー(購入)
レシーバーに排尿すれば尿が自動的に吸引されて
いく仕組み。真水は感知しない為、テスト運転には
お茶などを使用する。
介護保険での購入が出来る



特定福祉用具販売
（５品目）



１ヵ年度で１０万円以内であれば、負担割合に応じた支
払いで購入可能。

但し、同一のものはひとつしか購入出来ない。どうしても
２つ欲しい場合はひとつは全額実費購入。１０万円の給
付限度額を超えた分は１０割負担。



身体状況や介護の必要度の変化に応じて交換ができるよう原則は貸与で、 購入はあく
までも「例外」的な位置付けである。その「例外」に該当するのは

・他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うもの
・使用によってもとの形態や品質が変化し再利用できないもの

のように、「貸与になじまない」物品｡

① 腰掛便座 （和式便器に置くもの、補高便座、ポータブルトイレ等）
② 入浴補助用具 （入浴用いす、手すり、すのこ、移乗台、介助ベルト）
③ 移動用リフトの吊り具部分 （リフトに取り付ける吊り具）
④ 自動排泄処理装置の交換可能部品 （尿や便の経路となる部分の部品）
⑤ 簡易浴槽 （工事を伴わないもの、移動浴槽）



①腰掛便座

ポータブルトイレ
樹脂製や家具調がある。
機能面も充実しており、暖房便座、
ウォシュレット機能、脱臭機能など
がある。ベッドサイドの設置が多い

補高便座
既存の便座に高さを持たせるため
の物。
腰掛けの高さを上げる事で立ちや
すさが生まれる

和式を洋式にする据置式
和式トイレの上に被せて設置する。
大掛かりな工事をせずに済む為、
時間や費用面の負担が少なく済む。
古い造りの家での活用が多く見ら
れる



②入浴補助用具

バスボード
一旦腰掛けて浴槽の出入りを行う
為に活用。浴槽に浸かる際に一度
ボードを立て掛けなければならない

シャワーチェア
立ち上がり易さ、座位の安定性に
有効。臀部が洗いやすいよう座面
がU字のもの、円背対応の背もたれ
が低いものなどがある

シャワーキャリー
車いす状のもので、座ったまま移動
と洗身が出来る。浴室内で移乗が
困難な方に適している

浴槽台
浴槽に沈む重さや設計になってお
り、跨ぎ動作の際に洗い場面と高さ
を合わせたり、浴槽内の腰掛けにし
て立ち座りの容易性確保などに

グリップ
浴槽の淵に取り付ける手すり。
浴槽の形状によっては取り付けら
れない場合がある。跨ぐ際や浴槽
内での立ち上りの際に活用

介助ベルト
特殊寝台付属品貸与の物と用途は
同じ。ただ、直接肌に触れる為、衛
生上入浴場面で使う物については
貸与が適していないため購入



②入浴補助用具

既製品オーダーすのこ

段差解消すのこ
段差を解消するこのようなすのこも介護保険での購入が可能。
浴室内の形状は画一的ではなく様々な為、その浴室に合った形のすのこを
作成し、脱衣所との高さを合わせたり、浴槽内や洗い場への設置で跨ぎや
すさや安全性の向上の為に段差を解消する。このようなオーダーすのこも
介護保険での購入が可能で、大掛かりな工事を回避できる



③移動用リフトの吊り具部分

この部分

移動用リフトの吊り具部分
前述したように、リフト本体は貸与で身体を包
む吊り具部分のみ販売対象。
ハンモックのように体半分程を包み込むような
ものもあれば、上半身用と下半身用に分かれ
たセパレートタイプもある



④自動排泄処理装置の交換可能部品

レシーバー(購入)
前述のとおり本体は貸与。
レシーバーに排尿すれば尿が自動的に吸引されて
いく仕組み。真水は感知しない為、テスト運転には
お茶などを使用する

男性用女性用



⑤簡易浴槽

簡易浴槽
浴室では入浴出来ない方の為に、居室等でも湯に
浸かれる為の物。
頭が沈まないように洗髪ベルトなども付いている



住宅改修工事
（介護保険）



間取りや構造に手を加えない範囲で行う工事で、２０万円
以内であればその利用者の介護保険負担割合に応じた
支払いで行えるが、超える分は１０割負担。
枠内であれば何回かに分けて活用することも可能。

但し、引っ越し(同一敷地内の建て替えは不可)や介護度
が３つ以上悪化した場合はリセットされ、もう一度２０万円
枠が活用できる。
賃貸住宅に着工する場合は所有者の承諾が必要。



手すりの取り付け
廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路などに、転倒防止や移動補助のための手
すりの取り付けが対象。
※取り付け工事の伴わない床置きや、便器を囲んで置いて使用する手すりは「福祉用具の貸与」の対象

段差の解消
居室、廊下、トイレ、浴室、玄関等の各室間の段差および玄関から道路までの通路等の段差を
解消するために、敷居を低くしたりスロープを設置するなどの改修が対象。
※取り付け工事を伴わないスロープは「福祉用具の貸与」、浴室用すのこでの段差解消は「特定福祉用具販売」の対象

滑り防止や移動を円滑
にするため等の床また
は通路面の材料の変更

居室を畳敷きから板張りやビニール系床材等に変更。浴室の床を滑りにくいものに変更。通路
面においては滑りにくい舗装材への変更が対象。

引き戸等への扉の取り
替え

開き戸の引き戸、折戸、アコーディオンカーテンへの取り替え、ドアノブの変更、戸車の設置が
対象。
※自動ドアにした場合は、動力部分の費用は保険給付の対象とはならない

洋式便器等への便器の
取替え

和式便器を洋式便器へ取り替える場合がその対象
※据え置きの腰掛便座の設置は「特定福祉用具販売」の対象

その他付帯工事
上記工事をするために必要な次の付帯工事（一例）もその対象。
(1)壁の下地補強 (2)給排水設備工事
(3)下地補修や根太の補強 (4)壁または柱の改修工事

間取りや構造に手を加えない範囲の工事（上限額は２０万円）



住宅改造工事
（市区町村事業）



介護保険ではなく市区町村の助成制度。
実施していない自治体もあり、上限額も１００万円であったり８０万
円であったり６０万円であったり、或いは工事対象箇所毎にそれぞ
れ上限があったりと一律ではなく、助成割合も課税状況によって３
分の２であったりそれ以下であったりと異なる。

住宅改修工事と似た項目もあるが、やや大掛かりなバリアフリーの
為のリフォームというイメージ。
高齢者や障害者の身体状況に合わせた自立の促進や寝たきり防
止、介護者の負担軽減を目的とし工事であり、老朽化による補修は
認められない。
介護保険の住宅改修工事と併用するケースが多い。



＜対象工事の一例＞
・段差解消の為の床の張替え
・浴室の段差や跨ぎ高軽減の為の浴槽取り換え
・トイレの洋式化
・手すりの取り付け
・屋内外の階段昇降機
・その他市長が適当と認める工事 ･･･などなど



介護保険適用外の
介護用品



・お風呂場の滑り止めマット
・尿器
・靴(左右サイズ違いで購入できるものもある)
・吸い飲み
・一本杖
・シルバーカー
・ベースンや口腔ケア用スポンジブラシ
・パジャマ
・車椅子に乗ったまま着用できる雨合羽 ･･･などなど。

保険給付対象ではなく自由に買い物が出来ます。
介護保険外の物についても、福祉用具事業所が相談に乗ってくれ
ます。



皆さんが見た事や気付いた事、或いは利用者から直接困っていると聞いた事をサービス提
供責任者に報告し、サービス提供責任者は必要があれば介護支援専門員に連絡、介護支
援専門員は関係する各居宅サービス事業者と調整を図る、というのが一般的な構図です。

利用者の生活に密着しているのが訪問介護のヘルパーだと思います。そのヘルパーも福祉
用具に接しています。利用者の転倒予防や自立支援も大切な目的ですが、今日の情報はヘ
ルパー自身の負担軽減にも役立つ知識になると思います。介護者側の負担軽減も身に付け
て、この用具が必要と感じた場合もサービス提供責任者に提言してみてください。

サービス
提供責任者

ヘルパー ケアマネジャー 福祉用具事業者 リハビリや看護等の医療職

「いつも立ち上がる時に何かを掴もうとする動きをしている」
「座っている時にだんだん体が傾いてきている」
「この動作の途中で体の動きが止まってしまう」 ･･･などなど



参考資料 中央法規 生活支援技術Ⅰ・Ⅱ 公益財団法人 長寿科学振興財団
https://www.tyojyu.or.jp/net/index.html

引用資料

介護のチカラ
http://kaigo-chikara.jp/


