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はじめに
福祉機器は、市場の拡大とともにさまざまな種類の機器が発売され、それ
とともに事故も増えています。福祉機器を安全に使用するには、自分にあう
適切な福祉機器を選ぶとともに、正しい使用方法を守っていく必要があります。
本会では福祉機器を利用するための基本的な情報や知識を広めるととも
に、より理解を深めていただくために、毎年、国際福祉機器展の会場内で「は
じめての福祉機器選び方・使い方セミナー」を開催しています。
本冊子は同セミナーの副読本として作成しました。起きてから移動するまで
の機器を掲載した「基本動作編」、住まいをバリアフリーにするための「住宅
改修編」、生活を支援する自助具・福祉に役立つ一般製品・福祉車両を解説
した「自立支援編」の３つに分かれています。
冊子には、利用者にあった福祉機器を選ぶ時のポイントや使用する時の注
意点、福祉機器の機能や効果的な使い方を掲載しました。また、利用者や
その家族だけでなく新任のケアマネジャー、ホームヘルパーや介護職員など、
福祉機器をはじめて利用する、まだ慣れていないといった方々を対象にしてい
るため、法律用語や専門用語をなるべく避け、わかりやすい用語を使うように
しています。
福祉機器を適切に選ぶためには、利用者の身体状況や住環境を踏まえて
考えていく必要があります。また、現物の試用と専門家のアドバイスが欠かせ
ません。
セミナーや資料で得た知識だけで選ぶのではなく、まず現物を見て、さわっ
て、試すとともに、福祉機器の常設展示場をはじめ地域包括支援センターや
介護実習・普及センターなどの相談機関でご相談されることをお勧めします。
本冊子は企業の協力を得て作成していますが、掲載した製品を推奨するも
のではなく、かつ、評価するものでもありません。
福祉機器は多種多様にわたっています。本冊子に掲載している福祉機器は、
あくまでもその人にあった機器を選び、使っていくための知識や情報を提供す
るための一例であることをご承知おきください。
本冊子の文章、イラスト等の著作権は本会または情報提供者に帰属します。
ここに掲載する福祉機器選び方・使い方の図表、イラスト、文章等は著作
権法上認められる範囲を超えて、転載等はできません。
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「職場における腰痛予防対策指針」の概要等
「職場における腰痛予防対策指針」より抜粋
介護・看護作業等におけるアクション・チェックリスト（例）
副読本における「車いす」の表記について

「車いす」は、2016年10月の日本工業規格（JIS規格）の改定により、JIS規格上は「車椅子」と表記され
ることになりました。

しかしながら、本書では、福祉分野をはじめ多くの関係法令に「車いす」の表記が使われている状況など
を踏まえ、これまで同様「車いす」と表記しています。
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ベッドの選び方、
利用のための
基礎知識

はじめに
福祉機器（用具）の代表ともいえるベッドです

というようなことになりかねません。誰もが寝たき

から、選ぶのも使うのも難しいことはないと思われ

りという状態は避けるべきと思っています。寝たき

るでしょう。確かに決して難しいことはありません。

りとはベッドを生活の場とし、日中もベッド上にい

皆さんが布団を選ぶときには、たぶん自分の好

る状態です。ベッドは寝たきりを作ってしまう道具

みで選ぶだけなので、困ることはないでしょう。そ
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う考えれば介護ベッドを選ぶときも、費用と大きさ

本来、福祉機器（用具）は障害のある人のでき

とマットレスの柔らかさが希望と合えばよいと考え

るだけ自立した生活を作る上ではとても効果が期

る方が多いのではないでしょうか。

待できる手段なのです。しかし、間違えるととん

一方、介護ベッドは、身体機能に何らかの障害

でもない支障をきたしかねない手段でもあります。

ベッドの選び方、利用のための基礎知識

が生じ、生活を組み立て直さなければならない人

特に、ベッドは目に見えない所で少しずつ危険が

が寝る道具です。福祉機器（用具）はそれを使う

増していることがあるので注意して使うことが必要

ことによって自分らしい生活を再構築するために使

です。なお、ここでいう危険とはいわゆる寝たきり

うものです。一人ひとりの身体機能は異なり、個々

状態（ベッドを生活の場面にする）を主として指し

人の障害をどのようにベッドが助けてくれるかは

ていますが、場合によっては、挟み込みや転落な

個々人によって違います。またベッドは寝具ですか

どのもっと具体的で直接的な事故となる危険もあり

ら、使い方を間違えるといつの間にかベッドが生

ます。

活の場、すなわち、日中もずっとベッドの上にいる

福祉機器（用具）を使う場合の
危険について
道具には危険がつきもの
私たちは日常生活の中で種々の道具を使用して
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にもなりかねないことを理解してください。

事故が起こりえます。

身体機能の障害が危険を高める

います。道具は便利ではありますが、使い方や選

福祉機器（用具）は身体に障害のある人たちが

び方によって危険なものにもなります。例えば慣れ

使う、あるいはそうした人たちを対象として使うも

ていない人が包丁を使えば、手を切る危険がある

のだということが、問題をさらに複雑にしています。

ことは誰でも知っています。自動車は便利なもの

道具は使う人の身体機能を想定して設計されてい

ですが、事故に遭う、あるいは事故を起こす確率

ます。例えば、大人の男性が使う道具であればお

をなくすことはできません。同じように福祉機器（用

およそ大きさや使う力が想定できます。一般的な

具）も危険をなくすことはできません。もちろん、

道具は使用者の身体機能がある程度決まっていま

危険や事故を起こす確率をできる限りゼロに近づ

す。福祉機器（用具）も道具ですから使う人の身

ける努力はなされています。しかし、福祉機器（用

体機能に合わせて設計されます。しかし、障害の

具）も人が使う道具である限り、予期せぬ危険や

ある人の場合には個々の身体機能はそれぞれに大

きく異なります。すなわち、ある身体機能を想定し

まり動かさないと、いつの間にか可動域（関節の

て設計されている福祉機器（用具）はそれ以外の

動く範囲）が挟まり、しばらくしたら拘縮（関節が

身体機能の人が使うと、予期せぬ事態を招きかね

固まり、動かなくなること）して動かせなくなった

ないということです。

ということと同じような危険があります。

また、多様な身体機能の人が利用すると考えら

直接的な危険は、福祉機器（用具）の設計を改

れる比較的一般的な福祉機器（用具）、例えばベッ

善したり、使い方に注意することで減らすことがで

ドなどは設計することがとても難しくなります。あ

きます。客観的な評価も可能でしょう。しかし、間

る人は自分で起きあがることができ、ある人はまっ

接的な危険は専門家でさえ危険と認識していない

たく身体を動かすことができず、ある人は予期せ

ことがあります。
一時、床ずれ（褥瘡）ができる危険を回避する

状況の人がそれぞれの使い方をする機器では、す

ために、床ずれのリスクがある人はエアマットレス

べての危険を事前に予想することは至難の業だと

を使うことがよいと思われていました。しかし、エ

いうことになります。ということは福祉機器（用具）

アマットレスは場合によっては寝ている人が身体を

を使う場合には特別な注意が必要になることが多

動かしにくくなり、そのまま使用し続けると廃用症

くなるということをあらかじめ理解しておく必要が

候群（身体を動かさないことによって起こる身体の

あります。

不調か障害）の一つとして寝たきりになってしまう

福祉機器（用具）には直接的な危険と間接的な

ことが起こりえます。また、車いすに姿勢を崩して
座っていると床ずれを作ったり、脊椎が変形してし
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目に見える危険と気がつかない危険
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ぬ身体の動きをするというように、いろいろな身体

まうことがあるということはあまり知られていませ
ん。車いす上で姿勢が崩れて（例えばずっこけ姿

危険があります。
直接的な危険とは、ベッドの電動モーターによっ

勢で）座っているのは本人のせい（身体機能が低

て、身体の一部が柵などに挟まれ、骨折したりす

下している）と思われています。しかしほんとうは

る危険を指します。スイッチを誤操作したり、もし

車いすが合っていないことが原因なのです。

かしたらベッドが誤作動することもあるかもしれま
せん。ベッドの背を電動で上げるということは、よ

福祉機器（用具）は馴染みがない道具

く考えてみれば体幹（胴体）部と大腿（ふともも）

福祉機器（用具）は障害や介護ニーズにより必

部の 2 枚の板の間に人が挟まっている状態です。

要とされないかぎり生活の中でめったに使うことが

この 2 枚の板を電動で開閉させているのですから、

ない道具です。知らない道具ですから、選び方や

選び方や使い方を間違えれば挟み込まれて苦しい

使い方がわからなくて当然です。間違えた選び方

思いをしたり、骨折したりする可能性があるという

や使い方をすると、道具としてもっている危険性が

ことは理解していただけるでしょう。ベッドメーカー

顕在化してきます。知らない道具を使うのですか

も柵との挟み込みを回避する設計を開発するなど、

ら十分に注意し、あらかじめ専門家によく相談して

可能な限りの努力をしていますが、完全に危険を

から導入を考え、適切な使い方を学ぶ必要があり

なくすことはできていません。この危険を回避する

ます。

ためにはベッドの特性を理解し、使う目的にあっ
た機種を選び、適切な使い方をするということが
必要になります。
間接的な危険とは目には見えない危険です。例
えば、車いすが身体に合っておらず座ることが苦し
いので、ベッド上にばかりいたら、いつの間にか
寝たきりになってしまったというようなことを指しま
す。間接的な危険はほとんど気づかないうちにい
ま

ひ

つの間にか起こってしまいます。麻痺した関節をあ
5

ベッドを使う目的とベッドの効果

1

ベッドに必要となる
機能

介護ベッドに要求される機能は主として以下のよ

で生活したくなってしまうでしょう。
そうは言うものの、介護ベッドが必要となるよう
な人は日中ちょっと横になりたいと思う人も多いで
しょう。このとき、「ちょっと」が「ずっと」になっ

うな機能があります。

てしまうといわゆる「寝たきり」になるリスクが高

（1）安眠できる寝具としての機能

いのです。ベッドとの行き来が容易にできれば、
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ベッドを選ぶときに「安眠」というあたり前の機
能が意外と選択を難しくします。
今までどのような寝具に寝ていたか、生活習慣

寝具で過ごすよりはずっと 1 日が楽しいものになる
でしょう。大切なのは容易に休め、また起きてくる
ことができるということです。
このために介護ベッドの柵や各種の電動機能を

ベッドの選び方、利用のための基礎知識

によって利用者の寝具に要求することが異なりま

上手に利用します。

す。ある人はうすい布団のような堅さが欲しいと思

（3）家族や夫婦間の
コミュニケーションの場

うでしょうし、ある人はスプリングマットレスのよう
な柔らかさが欲しいと言います。幅に関しても狭
い寝具は寝返りがしにくいと思うでしょうし、その

夜、 暗い中で、 夫婦の間でかわされるコミュ

上、ベッドに寝たことがなかった人にとってはその

ニケーションの取り方はそれぞれに固有のもので

高さが怖くて安眠どころではなくなるかもしれませ

す。高齢者では長年にわたって夫婦の間でのコ

ん。旅行に出かけた場合などわずかな期間なら何

ミュニケーションの取り方があります。身体を触り

とか我慢できますが、自宅で毎日寝る寝具ですか

合うとか、もそもそ話し合うとか、場合によっては

ら、個々人の好みが詳細に反映されなければなら

隣にいるだけでよいというコミュニケーションの取

ないことは皆様も理解していただけると思います。

り方もあります。このことをきちんと考えないと、

さらに、身体が動かしにくくなっている状態で安

もしかしたら、ベッドを導入したことによって夫婦

眠できる条件とは何かを考えなければなりません

間のコミュニケーションそのものを壊してしまい、

から、問題は複雑になっていきます。寝返りがし

ひいては夫婦の関係を壊すことにもなりかねませ

やすいということは安眠にとって欠かせない条件で

ん。

す。身体が動きにくくなってきたときに寝返りがし

長年にわたって仲良く二つの布団を並べて過ご

やすいということは、ベッドの幅やマットレスの堅

してきたのに、どちらかに障害があるからといって

さが微妙に影響してきます。一人ひとりの状況に

安易に一方だけをベッドにすれば、あるいは部屋

応じてこれらの条件を決めていくことは至難の業と

を分けてしまえば、顔を見ることもできず、話し合

言えるでしょう。

うこともできなくなってしまいます。このようなこと

（2）ベッドの出入りを
容易にするための機能

は微妙な問題ですから表面に出てくることはあまり

ベッドは寝具ですが、利用者は日中も寝て過ご
すわけではありません。朝起きたらベッドから出て、
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に苦労するようでしたら、ついつい動かずに寝具

ないのですが、だからこそ周囲の人が配慮すべき
ことでしょう。

（4）介護のしやすさ

普通の生活をしますので、容易にベッドから出ら

介護ベッドというくらいですから、介護がしやす

れるということは大切な機能です。寝具から出るの

くなければなりません。しかし、介護の内容は一

人ひとりの状態によって、また介護者の状態によっ
て、内容も方法も変わります。ただ単に幅が狭い
ベッドが介護しやすいというわけではありません。
ベッド上で何をするのか、どのような身体機能な
のか、介護者は何をどのように手伝うのか、とい
うことがわからなければ、どのようなベッドがよい
ベッドかはわかりません。ベッドの幅一つをみてみ

2

ベッドを使えば
こんなことができる

（1）寝返りが楽になる、あるいは
自分でできるようになる

ても、何をするかによって広い方がよい場合と狭

寝返るときに手がかりがあると楽に寝返りができ

い方がやりやすい場合があります。また同じことを

ます。ベッドには柵がつけられるので、手がかり

するのでも、方法が変わればベッドに求められるこ

ができます。身体の動きに応じて柵を上手に使え

とが変わることもあります。どのようなことがベッド

ば、できなかった寝返りができるようになることも

に要求され、どのような方法で介護するのか、確

あります。

ジャーが相談に乗ってくれます。

ベッドの柵には差し込んだだけの柵とネジなど

ベッド編

認してからベッドを選びましょう。きっとケアマネー

できちんと固定する柵があります。差し込んだだけ
の柵は布団や身体の落下防止だけが目的で、寝返
りなどの手がかりとして使うことはできません。手
がかりとして使う場合はネジなどでしっかり固定で

ベッドの選び方、利用のための基礎知識

きる柵を使いましょう。差し込んだだけの柵をつい
つい使ってしまうと、思わぬ事故につながる場合も
ありますから気をつけましょう。
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（2）起きあがりが楽になる、あるい
は自分でできるようになる
筋力が衰えてきて自分で起きあがりにくくなった

ベッドの背上げ機能を利用してもなかなか起き
あがりにくくなったら、背上げの角度を大きくして
いきますが、最初に横向きになってからベッドの背

り、起きあがることができなくなると、ついつい、

を上げるとさらに容易に起きあがれます（図 4、5）。

寝ていようと考えてしまいます。とにもかくにも、

このような起きあがり方は両手が使える場合の

特別な場合を除いて、寝ていることが身体に一番

起きあがり方です。脳血管障害の後遺症である

悪いことですから、楽に起きあがれるあるいは自

片麻痺の人の場合には、少し異なってきます。障

分で起きあがれるということはとても大切なことで

害の程度によってベッドの機能を使いわけますの

す。ベッドの機能を使い、身体の使い方を覚える

で、ケアマネージャーに相談して、理学療法士や

ことで自分で起きあがれるようになります。

作業療法士などの専門的な指導を受けましょう。

まず平らなベッドから起きあがりにくくなったと

かた

ま

ひ

自分で起きあがれなくなったら介護者が起きあ

ベッド編

きに、ベッド柵を使って起きあがる方法です。起き

がらせますが、もちろん介護者が「よいしょっ !」

あがる方向の肘を高めにつき、反対側の手で柵を

という力仕事をしてはいけません。前述したような

つかみ（図 1）、側 臥 位（横向き）になりながら、頭

本人が自分でやれる可能性を一生懸命探し、いろ

を斜め前に上げます。次いで、足を降ろしながら

いろな方法を試みて自分で起きあがれるように工

マットレスを肘と掌で押して起きあがります（図 2）。

夫しましょう。それでもできなくなったら、介護者

このような動作で起きあがれなくなったら、ベッ

は電動ベッドの機能を利用して楽に介護できるよう

そく が

い

てのひら

ベッドの選び方、利用のための基礎知識
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はそれで大切なことです。

ぎょう が

い

ドの背上げ機能を利用します。 仰 臥位（あおむけ）

に心がけましょう。力仕事は介護者にとっても大変

のままベッドの背を上げ、同様な動作で起きあが

ですが、実は介護を受ける方もたまったものでは

ります（図 3）。ベッドの背を上げれば格段に容易

ありません。決して力仕事をしないように、合理的

に起きあがることができます。楽をしてはいけな

な方法を教わってください。その方が介護を受け

い、リハビリにならない、なんて思わないでくださ

る人もずっと快適です。

い。日常の動作は楽にやることが大切です。がん

仰臥位のままベッドの背を上げてから起きあが

ばらなければできないことは、やること自体がいや

らせてみてください。びっくりするほど楽なことが

になってしまいます。楽をして、自分でベッドから

わかります。これでうまくいかなかったら、まず側

出ていくということが大切です。もちろんリハビリ

臥位にし、足を降ろしながらベッドの背を上げて、

が好きな人は一生懸命がんばってください、それ

それから起きあがらせます（図 6）。

［図 2］側臥位になりながら頭を斜め前に上げ、足を降ろし、
マットレスを肘と掌で押す

［図 5］その後柵を利用して起きあがる

［図 3］仰臥位のままベッドの背を上げる

［図 6］側臥位にし、足を降ろしながらベッドの背を上げ、
起きあがらせる

ベッドの選び方、利用のための基礎知識

［図 4］側臥位になってから背を上げる

ベッド編

［図 1］肘を高めにつき、反対側の手で柵をつかむ
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たん ざ

（3）端座位をとれる
寝たきりがよくないことは改めて記述するまでも

い

それが端 座 位といわれるベッドの端に座った姿勢
です。この姿勢なら上半身を自分で立たせていな
ければなりませんから、立派な起きた姿勢です。

ありません。では寝ている姿勢と起きている姿勢

端座位を安定させるためには、ベッドの昇降機

の違いは何でしょうか。ベッドの背を上げた姿勢は

能を利用します。足が床にしっかり着き、大腿（太

起きた姿勢でしょうか、寝ている姿勢でしょうか。

もも）の下で均等に体重を支えているように高さ

実はベッドの背を上げたような姿勢は寝ている
姿勢です。背中を完全に寄りかからせている姿勢

だいたい

を調節します（図 7）。概ね大腿の表面が水平にな
ればよいでしょう。

じょうし

ベッド編

は、上半身を立たせておく筋力を使いませんので

この姿勢なら上肢（腕や手）も動かしやすくなり、

寝ている姿勢です。ですからベッドの背を上げただ

食べ物の嚥下（飲み下すこと）も容易になります。

けでは起きた姿勢になりません。
しかし、場合によっ

どうしてもベッドから移乗することが難しいときは、

てはベッドから車いすなどへ移乗（乗り移り）介護

せめてこの姿勢になれば食事も上手に食べられる

ができない場合もあります。このようなときに起き

かもしれません。端座位テーブルといって、この姿

た姿勢をとるためにはどうしたらよいのでしょうか。

勢で利用できるテーブルもあります。

えん げ

もし、この姿勢にしたら横や後ろに倒れてしまう
［図 7］端座位が安定するように高さを調節する

など不安定になってしまうときには、体幹（胴体）
を支えてくれる背もたれのついた端座位テーブル

ベッドの選び方、利用のための基礎知識

もあります（図 8）。これなら横に倒れることもなく、
起きた姿勢でいることができます。

（4）立ち上がりが楽になる
床から立ち上がるよりは、いすから立ち上がる
方が楽なことはおわかりでしょう。布団から立ち上
がるよりはベッドから立ち上がる方が圧倒的に容
易です。しかし、それでも立ち上がり方を知らない
ととんでもないことをしてしまうことはしばしばあ
ります。
楽に立ち上がる原則は次の三つです。
❶足を手前に引く
［図 8］背もたれのついた端座位テーブル

❷身体を前に倒す
❸お尻の位置を高くしておく
試してみればすぐにわかります。いすに座って
足を前に投げ出して立ち上がろうとしてみてくださ
い。なかなか難しいでしょう。
次に、頭を前に出さずに後ろにふんぞり返るよ
うにして、いすから立ち上がってみてください。ま
ずよほどのことがなければ立ち上がれません。
低いいすより高いいすからの方が立ち上がりや
すいことはすぐに理解されるでしょう。
ベッドから立ち上がるときは必ずこの三つを考え
てください。まず、端座位になってから立ち上がろ
うとするときには、お尻を前に出して浅く座ります。
こうすれば足を引くことができます。

10

次に頭を前の方に出します。手すりなどを持っ

［図 10］前に立ちふさがって

て上半身を安定させると安心して頭を前に出すこと
ができます（図 9）。場合によっては前にいすを置
いていすの座面に手をついて立ち上がると楽に立
ち上がれることがあります。
最後にベッドの昇降機能を使って、ベッドを高く
します。端座位を安定させる高さと立ち上がりや
すい高さは当然異なります。それを調整するため
に電動の昇降機能がついています。いつも同じ高
さでよいならこの電動の機能は不要です。
自分で立ち上がることができなくなったら介護者
が手伝いますが、介護者は前に立って
「よいしょっ !」
ベッド編

と力仕事で立ち上がらせてはいけません。図 10、
11 を見てください。よく見かける状態ですが、やっ
てはいけないことの代表みたいなことをしていま
す。介護者が本人の前に立ちふさがると、本人は

［図 11］力任せに立たせる

どんなに立ち上がろうと思っても何もできません。
ベッドの選び方、利用のための基礎知識

何もできなくなるから介護者が力任せに持ち上げ
なければならなくなってしまいます。本人から考え
ればすべて介護者任せになってしまいます。
介護者は本人の前をあけるように立ち、重心を
前方に移動させる介護をし、お尻を軽く前に出し
たり上に引き上げるような介護をすれば容易に立
ち上がれます（図 12）
。もちろん本人自身が一生
懸命立ち上がろうとすることが必要ですし、このよ
うな方法で立ち上がれなくなったら、もう無理をし
て立ち上がらせることはやめた方がよいでしょう。

［図 9］足を引き、頭を前に出して手すりを押すようにしなが
ら立ち上がる

［図 12］前をあけ、重心を前に誘導する
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（5）車いすへの乗り移りが楽になる
ベッドの機能と車いすの機能を上手に利用すれ

て、両側からバスタオルを持って上に引きずり上げ
るというような方法もよく見かける方法です。これ

ば、車いすへの移乗が容易になります。詳しいこ

らの方法はいずれも力任せの介護です。もう少し、

とは「リフト等移乗用品編」をご覧ください。

合理的に、また、本人にも協力してもらって介護を

（6）介護が楽になる

しましょう。
健康な人二人で、以下のようなことをやってみま

いろいろな介護動作がありますが、ベッド上で

しょう。まず、ベッドの上に寝て、自分で上に動こ

は床や布団に比べてずっと容易になります。もちろ

うとしてみてください。このときの動きをよく観察

ん介護は介護する側がすべてをやってしまうので

してみましょう。

ベッド編

はなく、基本は本人が自分で行おうとし、できない

いろいろなやり方があると思いますが、代表的

部分を介護者が助けるということを忘れてはいけま

な動き方は、まず膝を立てて足をお尻側に近づけ

せん。何から何まで介護者がすべてをやってしまう

ます。手を使える場合には手をマット面について、

と本人は受け身になり、生活がどんどん「できな

足を踏ん張ってお尻を浮かせ、肩で歩くか、肩を

い、やってもらう」方向に進んでしまいます。何が

滑らせるようにして上に移動しようとします。

どうしてできないのかを確認し、できない部分を

この方法を楽に行うためにはまず何をしたらよ

ベッドの選び方、利用のための基礎知識

福祉機器（この場合はベッド）や介護者が助けます。

いでしょうか。100 円ショップへ行って家具の滑り

上述した寝返りや起き上がり、立ち上がり動作を考

止めを 40cm × 40cm 程度購入してきて、足の下

えていただければわかると思いますが、本人の状

に敷いてみてください。もし滑り止めがなかったら、

態に応じてベッドの使い方を変えています。介護

もう一人の人が足を上から押さえてみてください。

はたった一つや二つの方法で誰にでも同じ方法で

ずいぶん楽に移動できるようになったでしょう。足

対応するということは決してやってはいけない方法

の下に摩擦の大きなものを敷いただけでこれだけ

です。起きあがれなくなったら「よいしょっ」はだ

楽になります。

めですし、立ち上がれなくなったら誰でも強引に立
ち上がらせようということはやってはいけません。
寝返りや起き上がりなどは上述しましたので、こ

次に肩の下にスライディングシートと呼ばれるよ
く滑る輪っか状の布を敷き込みます。頭の方から
滑り込ませれば、いとも簡単に身体の下に敷き込

こではベッド上で身体の位置を動かすことに関して

めます（図 13）。肩甲骨の下まで敷き込んだら、

記述しておきます。

同じようにお尻を上げながら足を踏ん張ってみてく

ベッドを普段利用しているとしばしば身体が足側
にずれてしまうことがあります。この身体が足側に

12

介護者が二人いれば身体の下にバスタオルを敷い

ださい。頭がヘッドボードにぶつかってしまうくら
い簡単に動いたでしょう。

ずれた状態は後で具体的に記述しますが、ベッド

次に本人がまったく動けない状態を想定してくだ

を使う上ではきわめてよくない状態で、利用者に

さい。スライディングシートを敷き込み、膝を立て

多大な苦痛を与えかねない位置です。身体が足側

た状態で介護者が本人のお尻を上げるようにしな

にずれたような、正確な位置に寝ていない場合に

がら頭の方へ身体を押します。軽く動かないようで

はベッドの背上げ機能や膝上げ機能を使ってはい

したら、図 14 に示しましたようにさらしの布など

けません。まずは身体の位置を正しい位置に直す

を上手に利用すると簡単に動きます。スライディン

必要があります。

グシートをもう 1 枚使い、おしりの下にも敷きこめ

どのようにしたら直せるでしょうか。これもよく見

ば、介護者が軽く押すだけでさらに簡単に動きま

かける方法は介護者が本人の身体の下に手を入れ

す。動きすぎるくらい軽くなりますので、力を入れ

て「よいしょっ !」と持ち上げるように上へ移動さ

すぎないように注意します。

せる方法です。さすがにこれは大変でやりきれな

この方法は本人の身体機能に応じて介護者が助

いとなると、頭側に回り込んで肩の下に手を入れ

ける程度を変えています。本人がどのように身体

て何とか滑らせて上に引きずり上げようとします。

を動かそうとするのかを考えながら、できない部

分を介護者と用具が助けています。これが介護の

［図 13］スライディングシートを肩甲骨の下まで敷き込む

基本です。
また、摩擦をよく考えて、力の支点になる部分
には摩擦の大きなものを、滑らせる部分には摩擦
の小さなものを利用しています。
身体を左右に移動させるのも、同じ要領で行い
ます。移動方向と逆の側臥位になってもらい、頭
からお尻までスライディングシートを敷き込みま
す。ちょっとした要領があるのですが、シートの上
に身体を載せるようにしながら進行方向に押すと
実に軽く移動させることができます（図 15）。
このスライディングシートの代わりにゴミ袋を利
ベッド編

用したりしますが、一時的に行うとき以外はきちん
としたシートを利用した方が楽に上手に行えます。
安価なスライディングシートが市販されるようにな
りました。

［図 14］
さらしの布やヒップベルトなどを利用してお尻を上げ
るようにしながら頭方向に引く

ベッドの選び方、利用のための基礎知識

ベッドを上手に利用すれば、この他にもいろい
ろなことができます。何をしたいかによって、適し
たベッドがありますから、どのベッドでも同じなど
と考えるのではなく、何をしたいかをきちんとさせ
て、またベッドの導入の前にケアマネージャーなど
と十分に相談して、ベッドの機能を利用して何をす
るかをよく考えてからベッドの選択をしましょう。

［図 15］横方向の移動にもスライディングシートを利用する
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ベッドの主な部位の名称
ベッドの各部名称を図 16 に示します。
［図 16］ベッドの各部名称
ヘッドボード

手元スイッチ

移動介助バー

ベッド柵

ベッド編

フットボード

ベッドの選び方、利用のための基礎知識

底板
（ボトム）

れから背を上げていきますが、このときにベッドの

（1）底板（ボトム）

大腿部の長さが本人の体格に比して大きすぎる場

3 〜 5 枚に分割され、それぞれがモーターによっ
て動きます。

でん ぶ

か たい ぶ

合には、図 17 に示すようにしばしばおしりが足側
にずれた、いわゆるずっこけた姿勢になってしま

体幹部、臀部（おしり）、大腿部、下腿部（膝から
足首までの部分）の 4 枚から構成されるベッドが多
いと言えますが、体幹部がさらに 2 分割されている
5 枚構成のベッドもあります。
大腿部の長さが本人の体格にあっていることが
大切で、メーカーによって 2 種類選択できる場合
やその場で調節できる機種、また短ければ大きな
問題になりにくいということから、短めのもの 1 種
類だけにしているメーカーなどがあります。
ショールームなどで一度寝てみて、ベッドの背
と膝を上げる操作をしてみると違いがわかります。
ベッドの背を上げるときは、まず膝を上げます。そ
14

マットレス止め

［図 17］いわゆるずっこけた姿勢

います。この姿勢は決して楽ではないことと、さら

あります。

に背を上げていくとベッドに圧迫されて苦しくなっ

●昇降 : ベッド全体を昇降させます。

てきます。

●複合的な動きをするスイッチ：背上げと膝上げ

ボトムの素材はメーカーによって異なります。あ

などいくつかのモーターを順次駆動させて体を

るメーカーは鋼線を溶接してボトムにしています。

起こしやすくするためのスイッチがついている機

これはマットレスの下がむれて、かびが生じたりし

種があります。

やすいので通気性をよくしようと考えたものです。
別のメーカーはプラスティック成形板を利用して
います。一般的にプラスティックは蒸れやすいの
で、穴をあけたり、空気の流通が良くなる工夫を
してむれを防止しています。

●表示部 : 機種によっては液晶の表示部があり、
動かしている状態を数値で表示します。

（3）マットレス止め
小さなものですが、大切なものです。

それぞれに利欠点がありますので、自分の利用

マットレス上でいろいろな動きをしているとマッ
トレスが動いてしまいます。特に移乗動作をして

（2）手元スイッチ

いるときにマットレスがずれてしまうと危険なとき

ベッド編

環境などを考えて選択します。

があります。それを防ぐ優れものです。

モーターで駆動するスイッチです。機種によって
以下のような動きができます。
度まで背を上げます。

ベッドから起きあがって端座位になったときの支

ベッドの選び方、利用のための基礎知識

●背上げ : 体幹部を上下させます。概ね 75 度程

（4）移動介助バー
えや立ち上がるときの支えに利用します。ベッドに

●膝上げ : 膝の部分を上げます。これは背を上げ

しっかり固定されているので安心して支えにできま

るときに身体が足側に滑らないようにするため

す。

で、背を上げるときにはまず膝を上げて、お尻

（5）ベッド柵

が前に滑らないようにブロックしてから背を上げ
ていきます。この背と膝を同時に動かすベッドも

ベッドの横に差し込んで使います。布団や身体

［図 18］ベッドの寸法表示
ベッドの背の上げ下げ
全幅

全高

高さの調整

全長
膝の上げ下げ
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の落下防止で使います。身体を動かすときに手が

ベッドの寸法表示の例を図 18 に示します。

かりとして使うことは危険です。手がかりで使う場

部屋に置くときや利用するときの参考にしてくだ

合は上述した移動介助カバーを平行にして使いま

さい。

す。

（6）ヘッドボード・フットボード
移動するときの支えに利用したりします。

ベッド編

選び方のポイント

身体状況、日常生活、介護状況をふまえた選択など

ベッドの選び方、利用のための基礎知識

（1）ベッドをどのように利用するのか、
よく考えて、必要な機能が備わっ
ている機種を選びましょう

プリングマットレスのようなマットレスは、わずか
しかありません。これは電動で背や膝が上下する
ので、厚いスプリングマットレスは使えないからで

ベッドはメーカーも多く、機種も豊富です。それ

す。また、ベッドの背上げなどをしたときに底板の

だけ機能が異なるということですから、ケアマネー

動きに追随しなければならず、たわむ必要がある

ジャーとよく相談し、ベッドを導入して何をしようと

ため一般的なベッドのマットレスのような厚みを持

しているのか確認しましょう。ただ単純に「障害が

たせることはできません。

あるからベッド」ではありません。使い方を間違え

介護ベッドやマットレスなどの付属品は、介護保

るとベッドは寝たきりを作る原因にもなりかねませ

険のレンタル対象機器に指定されていますが、レ

ん。

ンタル事業者の都合で繊維系の堅めのマットレス

ベッドで何をしようとしているのか確認できたら、

が多く流通しています。マットレスは堅い方が身体

そのために適しているベッドはどれかという視点で

を動かしやすいと言われており、このことからも堅

選択します。ベッドのモーターの数や駆動機構に

めのマットレスが多く利用されます。

よってできることが異なりますから、いろいろな機

しかし、現在流通している繊維系のマットレスは

種をよく見て選びます。

堅すぎます。健康な人でも多くの人が堅すぎると

（2）部屋の大きさを考えてください

感じるでしょう。堅すぎるとマットレスの上に布団
を敷いたりしますが、マットレスの上に布団を敷く

ベッドは大きい方が快適です。落下するという

と背を上げたときにずれてしまうなど、不都合なこ

恐怖感も少なくなります。身体も多くの場合動かし

とがたくさん生じてしまいます。できるだけマット

やすくなります。

レスは 1 枚で、寝心地のよいものを選ぶことが大

しかし、部屋の大きさを考えないで導入すると、
車いすが動けなかったり、介護者が身動きできな
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販されていますが、私たちが普段利用しているス

切です。
また、動作によっては必ずしも堅い方が身体を

いなどというようなことも起こりかねません。

動かしやすいわけではありません。身体機能が低

（3）マットレス選びは慎重に

下した人が寝返りしやすく、起き上がりしやすい堅
さが求められます。寝返りのためには比較的堅い

マットレスにはいくつかの要素が要求されます。

方が、起き上がりのためには軟らかい方が楽にな

介護ベッド用のマットレスはたくさんの種類が市

るといったように相反することが要求される場合が

あります。一人ひとりの状態や好みに応じて、適
切な堅さのマットレスを選びます。
身体を動かせなくなったり、やせて骨が突出して
きたり、血液の循環機能が低下したりすると床ず
れを作りやすくなりますので、このような場合や床
ずれを治療する場合には、体圧の分散機能が高い

体を見直すことが大切です。
最後に、マットレスはレンタルされますので、消
毒のしやすさも大切な要因です。

（4）電動機能を使って楽をしては
いけない ?

マットレスが必要になります。このためには、軟ら

そんなことはありません。私たちも日常的にず

かいウレタンを組み合わせたマットレス ( 静止型褥

いぶん楽をしています。駅やデパートなどでは階

瘡対応マットレス ) や空気のセルで構成されたマッ

段ではなくエスカレーターやエレベーターを使うよ

トレス ( エアマットレス ) が使用されます。しかし、

うに、日常生活動作は訓練が目的ではありません。

床ずれが怖いからというだけでエアマットレスな

ベッドの電動機能を上手に利用して楽に起き上が

どの軟らかすぎるマットレスを使うのも考えもので

り、ベッドからなるべく離れることが大切です。
ベッド編

す。床ずれはマットレスで対応する前に、ケア全

すでに使い方を記述してきましたが、今まで記
述していない使い方をここで記述しておきます。
本人が自分で身体を動かすことができないとき、

図をします。
このような場合には介護者が本人の体幹部を前
傾させて圧迫を解放させるような介護動作をする

ベッドの背を上げたり下げたりするときには、必

必要があります（図 19）。この介護動作はこの後

ず介護動作が必要になります。最初に気をつけな

も背を上げるたびに続ける必要があります。

ければならないことは、寝ている位置の確認です。

ベッドの選び方、利用のための基礎知識

基本的な使い方

背を下げるときにも介護動作が必要です。一つ

寝ている位置が正確でないと、背を上げたら強い

にはベッドを平らに戻す途中で、まだベッドが平ら

圧迫が生じたり、身体がずるずる滑ることになりま

になっていないのにベッドが平らになったと感じる

す。背を上げる前には必ず正しい位置に寝ている

人がいます。このような人の場合には、背を一気

ことを確認し、位置がずれているときは、正しい位

に下げてベッドを平らにしますと、本人は頭が水

置に戻してから背を上げます。これは決して忘れ
てはいけないことですが、今まであまり強調されて

［図 19］圧迫を除去する介護動作

きませんでした。圧迫やずれの話は、いわばベッ
ドの欠点をいうことになりますので、メーカーはな
かなか積極的には言いません。
ベッドの背を上げるときは、すでに記述しました
ようにまず膝を上げて身体が前に滑らないようにし
てから背を上げます。このときに、背がある程度
まで上がってくると（概ね 45 度程度）、本人には
ベッドの背と大腿部とで挟み込まれるような強い圧
迫感が生じます。自分で身体を動かせる人は、も
じもじしてこの圧迫感を除去しますが、身体を動か
せない人は苦しくてこれ以上背を上げるなという合
17

［図 20］背中の突っ張りをとる介護動作

たときに首の下に手を入れて、頭を軽く起こすよう
な介護をしながら背を下げると、この感じがなくな
ります。
もうひとつ背を下げたときに必要になる介護に、
背中のずれの解放があります。ベッドを平らに戻し
たとき、背中とシーツの間にずれが生じ、引っ張
られた感覚が残っています。自分で身体を動かせ
れば、もぞもぞしてこの突っ張り感を除去します。
自分で身体を動かせない人の場合には、介護者が
突っ張り感を解放させる介護動作が必要です。図
20 に示しますように一度側臥位にし、背中を解放
し、次に逆向きの側臥位にして同じことを繰り返し

ベッド編

ます。これで背中が解放され、ゆったりした気分
平より下がっているような感じになってしまいます。
これは経験してみるとよくわかりますが、ものすご
く嫌な感じです。

ベッドは電動でいわば強引に底板が動かされま
す。その上にマットレスを敷いて寝ている人にとっ

ベッドの選び方、利用のための基礎知識

このような人の場合には、一気にベッドを平ら

てはいろいろな苦痛が生じかねません。介護者は

に戻すのではなく、少し背が上がっている状態で

丁寧にそれらに対応していくことが必要です。これ

休んでからさらに背を下げると、この感覚がなくな

らのことは一度自分がベッドに寝てみて、身体が

ります。どうしても急いでベッドを平らにしなけれ

動かない状況を想定してみればすぐに理解できる

ばならないときは、ベッドの背が 20 度くらいになっ

ことです。

おわりに
「たかがベッド、されどベッド」で、ベッドを選び、

るというものではありません。ケアマネージャーな

適切に使うということは誰でもできるほど簡単なこ

どにわからないことは質問し、納得のいく選び方・

とではありません。今まで見たことも聞いたことも

使い方をしましょう。ベッドは寝たきりを作ったり、

ないような馴染みのない福祉機器（用具）を生活

床ずれを作ったりする原因にもなりかねない道具

の中で使うことになりますから、簡単に使いこなせ

だということを忘れずにいることが大切です。

執筆者
市川
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になれます。

洌（福祉技術研究所㈱ 代表取締役）

リフト等
移乗用品 編
リフト等移乗用品の
選び方、利用のための
基礎知識

はじめに

1

移乗とは

用具を使う意義と目的

リフト等移乗用品編

「移乗」とは今いる位置・姿勢から近辺の別な位

移乗に限らず「介護」の基本は、①自分ででき

置・姿勢に移る動作をいいます。立って歩くことに

ることは自分で、②できない部分を人力、福祉機器

何の問題もない人にとっては、
「移乗」という動作

（用具）、環境の整備のいずれかで補う、というこ

はまったく意識されることがない動作です。いすに

とです。

座っている姿勢からベッドに寝る動作は、
「移乗」と

決してすべてを介護者が画一的に介護すればよ

いう捉え方はせず、
「移動」として捉えます。立ち上

いというものではありません。「両脇に腕を回し、

がり、歩くことに問題がなければ、このいすからベッ

抱き上げるように立ち上がらせて、よいしょと乗り

ドへの動作は何の苦もなく行うことができます。

移らせる（図 1）」、というようなことを移乗ができ

しかし、ひとたび歩くことが難しくなったり、立
リフト等移乗用品の選び方、利用のための基礎知識

ち上がることが困難になると、ベッドから隣の車

ない人なら誰にでも行うのはもってのほかです。
でもよく考えてみればこの方法はどこでもいつでも

いすに移ることが大問題になってきます。車いす
に移ることさえできればいろいろなことができるの
に、車いすへ移る動作ができないために、ベッド
から離れられないというようなことが起こります。
このように、移乗というきわめて簡単な動作がで
きなくなると、それによって多くの動作が連鎖的に
できなくなっていきます。便器に乗り移れないから
排泄がトイレでできなくなる、浴槽に入れないから
（出られないから）お風呂に入れなくなる、食事
はベッドで一人でしなくてはならなくなる、自動車
に乗れないから遠くに行けない、バスも、電車も…。
できないことの連鎖から、あきらめとなります。
「歳だから」
、「病気だから」
、「先は長くないから」
…言い訳はいくらでも出てきます。ご存じのとおり、
どんなに年をとろうとも、どんな障害があろうとも、
人は皆、自分らしい生活を営む可能性があります。
それなのに、たかだかベッドから車いすに乗り移
ることが難しくなっただけで、あれもできない、こ
れもできないが始まってしまいます。移乗動作は、
例え障害があっても、例え高齢になって身体の動
きが思うようにできなくなっても、自分らしい生活
を送るための基本的な動作の一つです。

20

2

［図 1］強引に持ち上げて移乗介護するのは止めよう!

日常的に見られる介護方法です。日常的にどこで

やってあげよう」という気持ちになっています。実

も行われているこの方法が、間違った方法である

はこの人は足を引き、身体を前に倒す介護をして

ことがきわめて多いのです。その理由を考えてみ

もらえば、ほぼ自分で立ち上がれるだけの身体機

ましょう。

能のある人でした。

人は皆できない理由・原因がそれぞれ異なりま

では次に、もし、自分で立ち上がれなくなったら
どうでしょう。介護者に「よいしょっ !」と立ち上が

自分でできるようになることが結構多くあります。

らせてもらうことがうれしいことでしょうか。もし、

それを介護者が何が何でもすべて行ってしまうとい

立ち上がれはしないけれど、お尻を横方向にわず

うようなことは、本人を受け身にさせ、「できない」

かでも動かすことができる人なら、トランスファ

ということを強調し、まさしくあきらめさせていく過

ーボードといわれる滑りやすい板を敷いてもらえ

程になってしまいます。介護者がすべてをやるとい

ば、もしかしたら自分で、あるいは介護者が少し

うことは一見「優しい介護」のようにみえますが、

手助けすれば、移動することができるかもしれませ

実際には実に本人にとって支障となる介護であるこ

ん。介護者が強引に立たせるということはこのよう

とが多いということに、ぜひ気がついてください。

な可能性を奪ってしまっているだけではなく、本人

まずは何ができないのか探します。立ち上がり

にとっては相当に苦痛の多い介護になっています。

が難しくなってきたのなら、どうすれば立ち上がり

また介護する人にとっても、滑る板を使って横

やすくなるか考えてみましょう。

に移動させるだけならきわめて容易にできるのに、
立たせるとなったら、もしかしたら自分の身体を犠

すが、立ち上がるためにはまず足を引きます。足

牲にしなければ、介護できないかもしれません。

を引かずに立ち上がるのはきわめて難しいことで

介護者に腰痛が多いのはご存じだと思いますが、

す。図 1 をもう一度見てください。本人の足は引

自分の身体を犠牲にする介護は、決してほめられ

かれているでしょうか ?

るものでも、勧められるものでもありません。

次に上半身を前の方に倒さないと立ち上がれま

リフト等移乗用品の選び方、利用のための基礎知識

人が立ち上がる動作を観察してみればわかりま

リフト等移乗用品編

す。できない部分を何らかの方法で介護すれば、

福祉機器（用具）を使うことは本人が自分でで

せん。自分でやってみればすぐにわかることです。

きる可能性を高めるとともに、自立の気持ちを誘発

もう一度図 1 を見てください。介護者が覆い被さっ

します。また、介護者にとっては容易な介護を可

ていますので、本人は身体を前に倒せません。こ

能にします。福祉機器（用具）を使うことは介護

れでは本人がどんなに自分で立ち上がろうと努力し

の基本でもありますし、介護の理念を実現する大

ても、介護者がその邪魔をしてしまっています。こ

切な手段の一つです。福祉機器（用具）を使って

の介護者は「立ち上がれないのなら、すべて私が

温かい人間的な介護を実現させましょう。

立位による移乗
立ち上がって移乗するためには次の 4 つの動作
ができることが必要です。
1立ち上がる（図 2）
。

ができれば容易に立ち上がれます。そのために、
介護者は本人ができない部分を助けます。
足を引くためには、少し腰を浅く座らなければな

2立位を維持する。

りません。本人は自分では気がついていないこと

3回転する（足踏みをする）（図 3）
。

が多いので、介護者は口頭で、あるいは軽い介護

4静かに座る（図 4）
。

でこの動作を誘導します。もし、ポータブルトイレ

立ち上がるためには、足を引くこと、身体を前

などを使う場合には、足を引くスペース（蹴込みと

に倒すこと、座っている座面を高くすること、など

いいます）があるものでないと、容易に立ち上が
21

れません。
身体を前に倒すためには、介護者が前に立って

心を前方に誘導します。
回転することができないと、斜めにお尻から落ち

覆い被さってはいけないことはおわかりでしょう。

るように座らなければなりませんので、危険な動

前に立つ場合は十分にスペースをあけて、肘や手

作になります。ターンテーブルという回転しやすい

を持って身体を前の方に倒すように誘導します（図

テーブルを足の下に敷くと、介護者が容易に回転

5、6）
。場合によっては横に立って、背中を押して重

できるようになりますが、不安定になりやすいので、
このテーブルの使い方をしっかり覚えましょう。

［図 2］足を引き、身体を前に倒して立ち上がる

静かに座るという動作は意外に難しい動作です。
立ち上がる方がやりやすいということもしばしばあ
ります。静かに座れなければこれも危険ですから、

リフト等移乗用品編

介護者が立ち上がりと逆の介護をして静かに座るよ
うにします。
これらの 4 段階の動作のどこかで介護者の軽い
介護ではできなくなってきたら、もう立位で移乗す
ることはやめましょう。移乗の基本原則の一つは安
全で、安心で、安楽な移乗方法を探すということ
です。無理をせず、容易に移乗できる方法を見つ

リフト等移乗用品の選び方、利用のための基礎知識

けて、確実な移乗をめざします。また移乗には立
ち上がらないで移乗する座位移乗という方法もあり
［図 3］立位を維持し、回転する

ます。
［図 5］肘を支えて、重心を前方に移動させる

［図 4］静かに座る
［図 6］立ち上がらせる

22

座位移乗
座った姿勢で移乗する座位移乗は、いつも安定
した移乗ができます。立位は不安定な姿勢ですが、
座位は安定した姿勢です。移乗動作の中に危険な
動作や訓練要素は含めずに、安全で、楽にできる
方法をきちんと確立しておくことが大切です。

立ち上がると危険が伴いますが、お尻を浮かせ
ることができれば、安全な移乗が可能になります。

に障害物や大きな隙間があってはいけません。こ

支持物をつかんで、お尻を浮かせ少しずつ横に移

のために、車いすやポータブルトイレのアームサ

動していきます（図 9）。ベッドと車いすならば、ベッ

ポートが脱着できるか、跳ね上げられることが必要

ドの介助バーと車いすのアームサポートを支持物

です（図 7、8）
。また、高さを調節できることも

に使います。車いすからトイレならトイレの手すり

大切で、ベッドなら電動で高さ調節ができるので

を使います。
移乗元と移乗先の高さが同じなら安定して移乗

能が移乗元と移乗先両方にない場合には、座位移

できますが、多少の高低差なら越えられる場合も

乗は難しくなります。

多いといえます。

［図 7］アームサポートが脱着できる車いす

［図 9］お尻を浮かせて少しずつ横に移動する

［図 8］アームサポートが短いポータブルトイレ

2
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よいのですが、車いすからトイレなど高さ調節機

リフト等移乗用品編

座位で移乗するためには、お尻で移動する経路

1

自分でお尻を浮き上
がらせることができる

お尻を滑らせることが
できる

お尻を浮き上がらせることができなくとも、滑ら
せることができれば、自分で、あるいは軽い介護
で移乗できます。
お尻を浮き上がらせる移乗では、多少の高低差
や隙間は越えていくことができますが、お尻を滑ら
せる場合は低い位置から高い位置へは移動しにく
いですし、隙間があると危険です。ベッドから車い
すで考えてみますと、ベッドで高さ調節はできても、
23

隙間が生じてしまいます。この隙間を埋め、また

お尻の半分だけがボードに乗っている状態です

お尻を滑りやすくするのがトランスファーボードで

が、この位置をきちんとしないと上手に移動で

す。隙間を埋めるように橋渡しとして使います。若

きなくなります。図をよく見てだいたいの位置関

干高低差を付けて低い方へ移動するようにすれば、

係を覚えてください。

滑りやすいので横への移動もしやすくなります（図

3移動方向に身体を傾けます。この動作によって
体重がボードに十分乗ります。車いすに移動す

10）
。
この場合にはほとんどの場合自分でボードを扱
いますので、小さく、軽いボードを選んだ方がよ
いでしょう。

るときはアームサポートをつかもうとすると自然
にこの傾斜ができます。
4腕を使ってお尻を滑らせます（図 12）。このとき、
上半身を少し前に傾けるとより動きやすくなりま

リフト等移乗用品編

［図 10］小さなボードを橋渡しに使って

す。後ろ側にふんぞり返るような状態は動きを悪
くします。
5途中で身体の傾きを逆にします。すなわち、移
動先に傾いていた上半身を逆側に傾くようにし
ます（図 13）。この動作によって、移動先でお
尻が十分にはまりこみます。この動作をしないと
浅く座ってしまいます。
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6ボードを抜くときはボードを立てるようにすると
自然に抜けます（図 14）。

トランスファーボード

3

［図 11］身体を傾けてボードを差し込む

座位は安定しているが、
自分で移動できない

自分でお尻を横に移動させることができなくなっ
たら、一般的な大きさのトランスファーボードを利
用します。使い方は以下のようになります。
1いくつか準備が必要です。少し浅めに座ること、
足の位置を整えること、 高い位置から低めの
位置に移動するように高低差を付けることなど
です。
足の位置は進行方向の足が少し前になるように
します。
高低差をあまり大きくすると速度がつきすぎて危
険です。高低差がないと動きにくくなります。一
人ひとりのバランスや移動能力を考えて高さを
決めます。
2ボードをお尻の下に差し込みます。身体を横・
前に傾けると反対側のお尻の下に隙間ができま
す。この隙間にボードを差し込みます（図 11）。
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［図 12］お尻を滑らせる

［図 13］上半身を逆に傾けると、きちんと深く座れる

手をついて少しずつ移動しますが、自分では動
けないときは介護者が自分の身体全体で、ある
いは本人側の手を骨盤に当てて移動方向に軽く
押します。あくまでも本人が自分で動こうとする
けれど動けない分を助ける感じです。一方的に
押してしまうのはいけません。
4動きが止まったら、前に回って、上半身をもとき
た方向に傾けるようにします。自分で上手にで
きないときは介護者が骨盤を支持しながら体重
を傾ける介護をします（図 16）。
リフト等移乗用品編

5これできちんと座れますので、 ボードを抜き
ます。
［図 14］ボードを立てると抜きやすい
［図 15］並んで座り、膝を押さえる

軽い介護で移乗する

リフト等移乗用品の選び方、利用のための基礎知識

4

［図 16］骨盤を持って、体重を反対側に傾ける介護をする

いろいろな介護方法があります。本人の身体機
能に応じ、介護者の能力に応じ、使用している福
祉機器（用具）の状態などによって、最適な方法
を選択します。ここではほんの一部分だけ紹介し
ます。
1ボードをお尻の下に敷き込みますが、自分で行
えたら自分で、行えなければ介護者が行います。
2介護者は本人の横に並んで座ります。移動方向
から遠い方の手で、本人の移動方向の膝を押さ
えます（図 15）。 図では移動方向と反対側の膝
を押さえていますが、移動方向の膝を押さえ、
少し介護者側に近づけるようにすると、前方へ
滑って落下しやすくなる動きを止めやすくなりま
す。
3本人に自分で移動してもらいます。移動方向に
25

5

全介護で移動する

［図 19］身体を反対側に傾けるようにしながら骨盤をさらに
押し込む

身体機能を見ると、座位は保てるものの、座位
バランスはあまりよくない状態です。身体を自分で
傾けることもできず、ひとたび傾けると倒れてしま
うような身体機能です。
全介護で行う方法にもいくつか方法があり、条
件によって最適な方法を選択します。代表的な方
法を記載しておきます。
リフト等移乗用品編

1介護者は本人の前で片膝を付き、肩で体重を受
けるように本人を傾けます（図 17）
。
2浮き上がったお尻の下にボードを差し込みます。
3介護者は足を組み替えて膝をつく足を代えます。
4進行方向の肩で本人の体重を支え、反対側の手
で骨盤をゆっくり押して移動します（図 18）。
5最後は身体を反対側に傾け直して、骨盤をさ

リフト等移乗用品の選び方、利用のための基礎知識

らに奥に押し込むようにするときちんと座れます
（図 19）
。

6

車いすからベッドに
戻るとき

ベッドから車いすへ移動するときの逆の動作で
よいのですが、ボードを差し込む方法が異なりま
す。

［図 17］介護者は片膝を付き、肩で本人の体重を支える

「ボードの差し込み方」
1腰を浅く座ってもらいます（図 20）。ベッド側の
腰だけでかまいません。後輪が大きい車いすの
場合は特にこの動作をしないとボードが差し込
みにくくなります。
2ボードを差し込む側のズボンを持って上に引き
上げます。あいた隙間にボードを差し込みます
（図 21）。
3介護者は前に立って、本人の身体をベッド側に
傾け、 反対側のお尻を押して移動します（図
22）。

［図 18］骨盤を押してゆっくり移動する
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［図 20］車いす上で腰を浅く座る

［図 21］ズボンを上に引き上げて隙間にボードを差し込む

ドと車いすの間の移乗でもボードより圧倒的に軽
い介護で移乗することができます。しかし、自分で
動こうとするときは、滑りすぎて危険が大きくなっ
てしまいます。自分で少しでも動こうとするときは
ボードを使い、完全に介護に依存するようになっ
たらシートを使うという使い分け方が一般的です。
スライディングシートの使い方は以下のようにな
ります。ポータブルトイレへの移乗で説明します。
1本人の身体を傾けてあいた隙間にシートを敷き
込みます（図 23）。シートの向きは輪が進行方
リフト等移乗用品編

向になります。
2身体を進行方向に傾けて、介護者が骨盤を軽く
［図 22］身体を傾けてお尻を押す

押します（図 24）。軽く動きますので力を入れ
すぎないようにします。
3ポータブルトイレ上まで移動したら身体を反対
側に傾けてきちんと座らせます（図 25）。
4シートを引き抜きますが、輪になっている下の

リフト等移乗用品の選び方、利用のための基礎知識

部分を引きます（図 26）。上の部分を引くと身
体自体が動いてしまいますが、下を引けば、シー
トだけが抜けてきますし、身体とシートの間の滑
りは起こりません。
座位移乗は実に簡単で容易な移乗方法ですが、
本人の身体機能によって、介護者の能力によって、
環境によって、いろいろな方法の中から最適な方
法を選ぶ必要があります。そのためにはさまざま

7

スライディングシート
の使い方

な条件に合った技術の特徴を知っていなければな
りません。そのような知識と技術は本来専門家が
持っているので、それを家族や介護職は教えても
らえばよいのです。家族から考えてみれば、自分

トランスファーボードは、ボードの上をお尻が滑

たちに一番適した方法を一つか二つ知っていれば

ります。したがって、裸のお尻では利用することが

よいわけですから、難しいことではありません。そ

できません。

れぞれの技術は実に簡単で容易に覚えることがで

ベッドからポータブルトイレへ移乗するときのこ

きます。

とを考えてみますと、立位がとれなくなったら、一

しかし、一番問題になるのはこのような技術を

般的にベッド上で脱衣します。それから起きあがっ

知っている専門家が少ないということです。わが国

てきますので、裸のお尻で移動しなければなりま

の介護技術は少なからず人力で行う介護がよいと

せん。このような場合にはボードではなく、シート

いう考え方が浸透しており、合理的で、本人・介

を使います。ボードは上に乗ったお尻が滑るのに

護者双方に優しい技術が十分に普及していません。

対して、シートは輪になっていて、輪の内側が滑り、

移乗介護するにあたっては、このような技術を学

お尻とシートの間では滑りません。したがって、裸

ぶことが大切です。こうした技術、知識の普及が

でも使えるのです。

介護現場の質の向上につながるのです。

また、輪を二重にするととても軽く滑ります。ベッ
27
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［図 23］身体を傾けてシートを敷き込む

［図 25］身体を反対に傾けてきちんと座る

［図 24］身体を進行方向に傾けて骨盤を軽く押す

［図 26］輪の下側のシートを引く
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リフトによる移乗
座位移乗ができないときや持ち上げなければ移
乗ができなくなったら、リフトを使います。

28

適切でない方法はないと思うのですが、道具もい
らず、あっという間に介護できますので、これしか

リフトはなかなか使われない福祉機器（用具）

ないと思われるほど普及している方法です。その

の代表です。「大げさな」とか、「まだそこまでは」

ために介護者は腰痛になったり、腕を痛めたりす

とか、「人をもの扱いするのか」などいろいろとい

るのですが、やむを得ないと思われたり、ひどい

われます。使うにはもっとも心理的障壁の高い福

場合には「技術がないから腰痛になる」などと言

祉機器（用具）だといえるでしょう。

われます。さすがに昔のように「腰痛になってよう

しかし、人が人を持ち上げる介護は本人にとって

やく一人前」などと言われることはなくなったでしょ

も介護者にとっても、危険であり、不安であり、恐

うけれど、一昔前はこのようなことが介護現場では

怖心を抱かせる方法です。これほど双方にとって

よく聞かれたものです。

持ち上げなければならない場面では、やはりリ

ポータブルトイレへ移乗するときに利用します（図

フト以外には現状では適切な方法がみあたりませ

27）。わが国で開発されたリフトで、畳であったり、

ん。リフトが持っている欠点を上手に補いながら、

狭い場所であっても利用できます。価格も比較的

双方が安全で、安心でき、安楽な方法であるリフ

安価です。

トによる移乗を行いましょう。少し手間暇はかかり

駆動機の部分を持ち運びでき、移乗介護が必要

ますが、何よりも双方が楽になります。一度経験

な場面、たとえば浴室、トイレ、玄関などと共通し

したら止められなくなります。

て使用することができる機種もあります。リフト自

リフトは使い方が難しい福祉機器（用具）です。

体は固定されていますので、つり上げたあとの移
動範囲は広くはありません。

は少し練習すれば獲得するのは難しいことではあり

（2）据え置き式リフト

ません。要は適切な使い方をきちんと教えてもらう
ということです。介護職はほとんどこれらの教育を

リフトの中では使いやすい機種の一つです。特

受けていませんので、正確な技術を持っている人

に、面レールといって、部屋の中はどこでも移乗

を捜さなければなりません。早くこのような技術が

できる機種は、もっとも使いやすい機種だといえ

リフト等移乗用品編

しかし、座位移乗と同じで、一つひとつの使い方

普及して、誰もが簡単にリフトが使えるようになり
たいものです。

リフトの種類

リフト等移乗用品の選び方、利用のための基礎知識

1

［図 28］据え置き式面レール型リフト

いろいろなリフトが市販されています。価格も使
い方もまちまちです。これしかないと思わずに、た
くさんの種類の中から適切な機種を探し出しましょ
う。以下に代表的な機種に関して記述しますが、
これ以外にも効果的に利用できる機種はたくさん
市販されています。

（1）ベッド固定式リフト
ベッド周辺で、ベッドと車いすあるいはベッドと
［図 27］ベッド固定式リフト

［図 29］据え置き式線レール型リフト
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ます（図 28）
。ベッドと車いすなど限定的に使用

使用することが原則でしたから、一人で介護するこ

する場合は簡易な線レールタイプ（門構えタイプ）

とに無理があるのです。

を使います（図 29）。

（4）浴室用リフト

このリフトは家屋改造が不要で、据え置くだけで
あり、介護保険も利用できます。介護者が身体機

浴室にリフトを設置すると、住宅改修をしなくと

リフト等移乗用品編

能的に介護が困難な場合や本人の身体機能が極

も自宅で入浴できるようになることが多いでしょう。

端に低い場合などはもっとも適していると言えます

脱衣場からつり上げ、洗い場と浴槽の間を移動し

が、価格は購入であってもレンタルであってももっ

ます。脱衣場と洗い場の間に段差があっても、つ

とも高い機種のリフトです。

り上げて移動してしまいますから問題なく、ユニッ

（3）床走行式リフト

トバスでも設置可能な機種が市販されています。
介護保険も利用できます。

昔から使われていたリフトです（図 30）。キャス

図 31 はユニットバスに設置した据え置き式面

ターで移動しますので、畳や絨毯の上では動きが

レール型の浴室用です。レールが伸縮して脱衣場

悪くなります。楽に動かそうとすると広いスペース

まで出てきますので、脱衣場からつり上げることが

が必要になります。

できます。

ベッド周辺でだけ使う場合は、前述したベッド
固定式の方が使いやすいといえます。1 カ所だけ

［図 31］浴室用リフトの一例

リフト等移乗用品の選び方、利用のための基礎知識

でなく複数場面で使いたい場合には、移動させて
使うことができますので便利です。施設などでは 1
台あれば何人かで使うことができます。
この機種以外のリフトではつり上げたあと、介護
者が本人の身体を抱くようにしながら移乗するので
すが、このリフトだけは一人介護では移動するとき
に本人の身体を抱えることができず、いわば宙ぶ
らりんの状態を作ります。これが怖がられる原因の
一つになります。もともとこのリフトは二人介護で
［図 30］床走行式リフト

（5）立位をとらせるリフト
トイレへ行くときなど立位をとらせたいときがあ
ります。このようなときのために図 32 に示すよう
に立ち上がらせて移乗可能なリフトがあります。こ
のままトイレ便座へも車いすへもアクセスできます
ので、車いすからトイレへ行くときは車いす上から
このリフトで立ち上がらせ、パンツやおむつをはず
してから便座へ移乗させます。逆の動作で元に戻
ることができます。身体機能によって利用できない
場合がありますので、確認が必要です。

30

［図 32］立位をとらせるリフト

機能に対応できます。しかし、座位で着脱できま
せん。すなわち車いす上では装着もはずすことも
が

い

できません。ベッド上など臥 位（寝ている状態）
でのみ脱着が可能です。したがって、ベッドで装
着して車いすに移乗したときは敷き込んだままに
なります。
このことは欠点ではあるのですが、視点を変え
れば利点になります。車いす上で脱着できないの
ではなく、しないと考えれば、介護者にとっては手
間暇がかからず、容易に使えるということを意味し
リフト等移乗用品編

ます。
車いす上で敷き込んだままにしますので、素材

2

を工夫し、柔らかで薄く、伸縮してしわを作りにく

つり具の種類

リフトの適合は機種よりもつり具が大切です。よ
後でよい、まずはつり具を選ぶことが大切だ、つり
具の選択と使い方が決まったらリフト支援の 90%
以上は終わった」のです。
つり具はたくさんの種類が市販されており、メー

できているタイプとが代表的な素材です。
頭を支持しないローバック（図 33）と頭まで支
持するハイバックとがあります。

（2）脚分離型つり具
よく使われる代表的なつり具です。座位でも臥
位でも着脱できます。
比較的多くの身体機能に対応でき、比較的快適

カーもたくさんあります。それぞれに特性が異なり、

なつり具ですが、装着の手順を正確に行わないと

同じパターンのつり具でもメーカーの違いによって

不快感を与えたりします。そのような意味で介護

適合したりしなかったりすることがあります。リフト

者が丁寧に扱わなければならないつり具だといえ

の本体があるメーカーの商品だからつり具も限定

ます。

される、ということは原則としてありません。特殊
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く言うのですが、「リフト本体の機種を選ぶのは最

いメッシュでできているタイプと、合成ムートンで

ローバック（図 34）とハイバックがありますが、

なリフトの場合に他のつり具が使いにくいというこ

ハイバックは平らなベッドや布団からつり上げると

とはありますが、まずはリフトの種類に限定されな

きに便利です。もちろん頭の支持ができないとき

いで自分に合うつり具を探すことが大切です。
つり具は①本人の身体機能、②リフトの使用場
面、③介護者の操作能力、に合わせて選択しま

［図 33］柔らかなメッシュでできているシート型ローバックつ
り具

す。たくさんの種類の中から選択し、場面や介護
者の状況に応じて使い方を伝えることは難しいこと
です。このことをきちんとできる支援者が多くはな
いので、リフトの普及が遅れているとも言えます。
特に使い方はきちんと覚え、正確な使い方を習得
する必要があります。ポイントを教われば決して
難しいことではありませんので、まずは試してみま
しょう。

（1）シート型つり具
つり上げられたときもっとも快適で、多くの身体
31

にはハイバックを使用しますが、ローバックとネッ
クサポートを組み合わせて使う場合もあります。

（1）脚分離型ローバックつり具を
車いす上で装着する

［図 34］脚分離型ローバックつり具

1上半身を前に傾け、つり具を背中にそって座面
にぶつかるまで差し込みます（図 36）。
2前に回って、つり具の脚部をお尻を覆うように引
き出し、両方の長さをそろえます（図 37）。
だい たい

3 大 腿（ふともも）部の下にしわを作らないよう
に通し、前で交差させます（図 38）。
4ハンガーにかけてつり上げます。このときハン
リフト等移乗用品編

ガーが頭などに当たらないように介護者がきち
んと持っていることが大切です。
［図 36］つり具を背中に差し込む

リフト等移乗用品の選び方、利用のための基礎知識

（3）トイレ用つり具
つり上げてお

［図 35］
トイレ用つり具の例

いてパンツを着
脱するときなど
に使用しますが
（ 図 35）
、 より

［図 37］つり具がお尻を覆うように

高い身体機能を
必 要 としま す。
接触面積が小さ
なつり具ですか
ら、 つり上げら
れたときの感覚
も上記のつり具
と比較するとよ
くありません。

3

使い方

リフトやつり具の使い方を適切に覚えることが大
切です。それぞれのリフトやつり具は使用場面に
よって、また本人の身体機能によってそれぞれ使
い方が異なってきます。ここでは代表的な使い方
を記述しておきます。なお、本人が自分でできる
ことは協力してもらうと楽にできます。
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［図 38］前で交差させる

（2）臥位でつり具を装着する

［図 41］仰臥位にし、交差させる

ベッドの背を上げて装着する場合は車いす上と
同じです。ここでは臥位でつり具を装着する方法
について記述します。
そく が

い

1介護者向きの側臥位（横向き）にし、つり具の端
を身体の下に差し込みます（図 39）。
2つり具を背中にかけ、つり具の中央と背骨が合う
ように装着します。上下の位置も間違えないよう
に、つり具とお尻が合う位置にします（図 40）。
ぎょうがい

リフト等移乗用品編

3 仰臥位（あおむけ）にし、つり具の端を引き出し
ます。足の間を通して交差させます（図 41）。
4ハイバックタイプ 4 点つりの場合は平らな状態
からつり上げられますので、介護者はつり具がし

［図 42］ハイバック4 点つりはそのままつり上げる

わを作らないように見ながらそのままつり上げま
す（図 42）
。
5ローバックタイプの場合はベッドの背を上げてか

リフト等移乗用品の選び方、利用のための基礎知識

らつり上げます（図 43）。
［図 39］介護者向きの側臥位にし、つり具を差し込む

［図 43］ローバックはベッドの背を上げてつり上げる

［図 40］つり具を背中にかけ、中央を合わせる

（3）車いすへ着座する
車いすへ着座するときは正確に座らなければな
りません。車いすは一人ひとりにあわせてきちんと
適合されているはずですから、姿勢をきちんとし
33

なければ、関節の変形や床ずれなどの二次障害を

面と背を同じ角度で傾けることができる機能）が

引き起こしかねません。また、車いすに着座して

ついているときはともに倒して降ろすと深く正確

から、「よいしょっ !」と持ち上げて姿勢を直すのは

に座れます。

まったくナンセンスです。せっかくリフトを使ってい
るのですから、持ち上げるという力仕事は機械に

［図 44］車いすのキャスターを上げる

まかせましょう。そのためにもきちんと着座する方
法を覚えておくことが大切です。
1車いすのキャスターを上げる
介護者は車いすの取っ手を持って、キャスター
を上げます（図 44）
。
リフト等移乗用品編

座面が斜めになっていれば、下りたときに深く
着座することができます。
座面に下りるにつれて、キャスターを降ろしてい
きます。
2前から膝を押す
介護者は下りる少し前になったら、前方から本

［図 45］前から膝を押す

人の膝を背もたれ側に押しつけます（図 45）。
リフト等移乗用品の選び方、利用のための基礎知識

背中で背もたれを押して、車いすのキャスター
を上げます。
これで着座すれば深く座れます。
3つり具の取っ手を上に引く
着座する少し前になったら、介護者はつり具の
背中についている取っ手を上に引き上げます。
お尻が後ろに引かれて深く座ることができます。
4ティルト・リクライニングをする
車いすにリクライニング機能やティルト機能（座

おわりに
移乗は日常生活を再構築していく上で、とても大

となく、きちんと専門家の意見を聞き、方法を丁

切な動作であり、とにかく安全に、安心して、容

寧に教えてもらうことが大切です。他人の方法が自

易にできなければなりません。「リハビリ」などと

分にも合うとは限りません。一人ひとり方法は異な

いって無理をすることなく、また、介護者がすべて

ると考えましょう。自分にあった方法をきちんと教

を行うというような双方にとって不適切なことをせ

えてもらえなければ、そのときは相談する専門家

ず、確実に移乗できる方法を探します。

をかえることです。

誰に教わらなくてもできるなどと安易に考えるこ

執筆者
市川
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洌（福祉技術研究所㈱ 代表取締役）

HCR201
イラスト

杖・歩行器等
補助用品 編
杖・歩行器等補助用品の
選び方、利用のための
基礎知識

人間にとっての移動手段
が挙げられています。

移動動作の中でも歩くという動作は、人間が獲得

「浴室に関する事故」の例では、
「お湯で足が滑っ

した自然な動作です。

杖・歩行器等補助用品編

私たち人間は、約 12 ヶ月で歩けるようになりま

た」、
「石鹸で足が滑った」、
「バスマットに乗ったら

す。平均すると私たちは 1 歳から80 歳くらいまで歩

滑った」、
「入り口の段差につまずいた」、
「浴槽の枠

行を移動手段としていることになります。歩くという

に手をかけたら滑った」、
「混合栓から熱湯が出て

ことは人間として獲得した移動手段ですから、移動

きた」などが挙げられています。

するときに歩行するのは人間にとってあたり前だと

「床・畳・敷居に関する事故」の例では、
「床が濡
れていて滑った」
、
「フローリングで滑った」
、
「スリッ

いうことがいえます。

杖・歩行器等補助用品の選び方、利用のための基礎知識

しかし、平成 28 年の厚生労働省による国民生活

パで滑った」
、
「靴下を履いていて滑った」
、
「布団に

基礎調査では、介護が必要になった原因の第 1 位が

つまずいた」
、
「カーペットに足がひっかかった」
、
「敷

認知症、第 2 位が脳血管疾患、第 3 位が高齢による

居の段差でつまずいた」などが挙げられています。

衰弱があげられ、介護度別に見てみると、要支援１

「玄関に関する事故」の例では、
「つまずく」、
「滑

の場合は第 1 位に関節疾患、要支援２の場合は第 1

る」、
「踏み外す」、
「段差からの転落」、など歩行時

位に骨折・転倒、要介護４、５の場合は第 3 位に骨

の滑り、ふらつき、つまずきが原因によるものが多

折・転倒があげられています（表 1）
。また、高齢に

くあり、転倒を予防する環境づくりと、移動方法の

なると、筋力などによる活動性や、バランス感覚、

検討が必要と思われます。

びんしょう

高齢者の中には「歩けなくなったらおしまい」
という

敏 捷性、注意力など複数の機能が衰えることによ

方がいますし、
「歩くことができるようになるためリハ

り、転倒しやすくなってしまいます。
1999年6月4日に発表された国民生活センターの

ビリがしたい」
という方も多くいます。この方々の気持

「家庭内事故に関する調査報告書」によれば、
「階

ちを考えると、転倒を予防するために車いすに乗って

段に関する事故」の例として、
「階段に滑り止めが

「行動抑制」をするのではなく、危険になってきた歩

なく滑ってしまった」
、
「スリッパが滑った」
、
「取り込

行を、
「どのようなときに」
「どのような場所で」
「どのよ

んだ洗濯物を抱えていた」、
「階段が急勾配で足を

うな身体状態に対して」
「どのような機器を用いて」支

踏み外した」
、
「階段の滑り止めにつまずいた」など

援をしていくのかを考えていきたいと思います。

表1

要介護度別にみた介護が必要となった主な原因（上位３位）

（単位：％）
要介護度
総

数

平成 28 年
第１位

第２位

第３位

認知症

18.0

脳血管疾患（脳卒中）

16.6

高齢者による衰弱

13.3

関節疾患

17.2

高齢による衰弱

16.2

骨折・転倒

15.2

要支援１

関節疾患

20.0

高齢による衰弱

18.4

脳血管疾患（脳卒中）

11.5

要支援２

骨折・転倒

18.4

関節疾患

14.7

脳血管疾患（脳卒中）

14.6

認知症

24.8

脳血管疾患（脳卒中）

18.4

高齢による衰弱

12.1

要介護１

認知症

24.8

高齢による衰弱

13.6

脳血管疾患（脳卒中）

11.9

要介護２

認知症

22.8

脳血管疾患（脳卒中）

17.9

高齢による衰弱

13.3

要介護３

認知症

30.3

脳血管疾患（脳卒中）

19.8

高齢による衰弱

12.8

要介護４

認知症

25.4

脳血管疾患（脳卒中）

23.1

骨折・転倒

12.0

要介護５

脳血管疾患（脳卒中）

30.8

認知症

20.4

骨折・転倒

10.2

平成 28 年

国民生活基礎調査

要支援者

要介護者

注：熊本県を除いたものである。
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厚生労働省

歩行支援の原則
法を提案することが大切です。

人は自然に歩く能力を獲得し、歩くという動作を

「立ち上がることを介助して行うことがいいこと

から、加齢によって、もしくは疾病や障害によって

だ」と考え、立てない人を無理やり介助する家族

歩くことや、立ち上がることが困難になってきたと

の方もいますが、「足に体重をかける」こと自体は

きには、何とかして歩けるようになりたいと思うの

悪いことではありません。しかし、目的を『無理や

です。

り抱え上げて歩かせる』ことではなく、『足に体重

無理な歩行や歩行の介助を行うことは転倒や骨

をかける』ことにする方がよいのではないでしょう

折の危険が生じます。安全に移動するということと、

か。無理やり抱えて歩かせることによって、本人が
ろっ こつ

杖・歩行器等補助用品編

ごくごくあたり前のこととして生活しています。だ

だい たい こつ

「肋骨骨折」「腰痛」「大腿骨骨折」をしてしまい、

ことを本人や家族に理解してもらい、どのようにす

逆に寝たきりになった例を多く見ています。適切

れば立ち上がることや歩くことが安全にできるかを

な福祉機器（用具）を使用し、本人・介助者とも

考え、もし立ち上がることや歩くことが安全にでき

になるべく負担にならない方法で、立位・移動を

ないと考えられる場合には、その代わりになる方

行うことが大切ではないでしょうか。

杖・歩行器等補助用品の選び方、利用のための基礎知識

「歩きたい」「歩かせたい」ということは別である

高齢者の身体状況
高齢者の身体状況は、転倒や転落事故を起こし

4老化によるものや、失調症、脳卒中後遺症、パー

やすくなりますので、高齢者に多い身体状況と疾

キンソン病などにより生じるバランス障害は、転

患との関連をみてみたいと思います。

倒の原因となります。

へんけいせいせきついしょう

へんけいせいひざかんせつしょう

1骨関節疾患（変 形性脊椎症、変 形性膝関節症、
だいたいこつけいぶこっせつ

大 腿骨頚部骨折など）や脳卒中後遺症による
ま

ひ

5パーキンソン病、多発性脳梗塞などに多く見ら
れるすくみ足は、転倒しやすい歩行の原因とな
ります。

麻痺などによって生じる筋力低下は、ふらつき・

6麻痺などによる足底感覚低下、
しびれ、血行障害、

つまずき・滑るなど転倒しやすい状態になりま

むくみなどに多く見られる感覚障害は、床に接し

す。

ている足の状態を把握しにくくなり、転倒しやす

こつそしょうしょう

2骨折、変形性関節症、骨粗鬆症などによる関節

い状態となります。

の可動域制限は、股関節・膝関節・足関節に可

7老人性白内障、緑内障などにより生じる視覚障害

動域制限が生じ、歩行時の姿勢が下向きとなっ

は、夕方や夜間に転倒しやすい状態となります。

たり、歩幅が少なくなり、転倒しやすい姿勢とな
これらの身体状況により、歩行に不安定性が生

ります。
3骨関節疾患などにより生じる腰痛、膝関節痛、股
とう つう

関節痛などの疼痛（痛み）は、痛みだけでなく筋

じ、移動を行う環境に対する適応能力が低下し、
転倒の危険性が高くなります。

力の低下も招き、異常歩行の原因となります。
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高齢者の歩行の特徴
［図 1］

高齢者の歩行の特徴をまとめてみましょう。高齢
になると歩くスピードが遅くなり、少し小刻みな歩
行となり、腕振りが少なくなります。さらに身体が
えんぱい

丸くなる円背姿勢では（図 1）
、股関節及び膝関節
杖・歩行器等補助用品編

が屈曲位（曲がってしまうこと）となるために、歩
幅をひろげることができなくなってしまいます。そ
だい でん きん

のために、お尻の筋肉である大臀筋がやせてきて
しまいます。

杖・歩行器等補助用品の選び方、利用のための基礎知識

高齢者の移動方法
高齢者の移動方法を屋内と屋外に分けて考えて
みましょう。
屋内移動の場合は、「自立歩行」、壁や手すりな

②福祉機器（用具）を知らないために屋外歩行に
不安を感じる場合が考えられます。

どの「伝い歩き」
、「杖歩行」、「杖と伝い歩き（手

福祉機器（用具）に自信がなくて恐怖心がある

すりを含む）の併用」、
「歩行器歩行」、
「歩行車歩行」

場合は、強制的に福祉機器（用具）を導入しても、

に分かれます。

さらに恐怖心が生じて導入を妨げてしまうことがあ

屋外歩行もほぼ同様に、
「自立歩行」、
「杖歩行」、

るので、本人の要望を引き出すことが必要でしょう。

「歩行車歩行」に分かれますが、屋内での移動方

福祉機器（用具）を知らない場合は、誰かが付

法が必ずしも屋外での移動方法と一致するのでは

いて福祉機器（用具）を使用して散歩をしてみて、

ありません。屋内移動は「自立歩行」でも屋外歩

自信がついてから活動範囲を拡げたり、外出目的

行は「杖歩行」や「歩行器歩行」というような場

をはっきりさせてみましょう。

合も多くあります。
家の中は「伝い歩き」ができるけれども外は怖
くて歩けない、という場合も多くみられます。この
ような場合は、①屋外歩行に対する恐怖心があり
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福祉機器（用具）使用に自信がないという場合と、

「買い物に行きたい」「友だちの家に行きたい」
というように要望がでてくると支援はしやすくなり
ます。

歩行支援用具を使用する過程
歩行ができなくなり歩行支援用具を使用する過
程には二つあります。

ていく過程があります。
どちらの場合も、最初に現在の移動方法および

一つ目には、骨折や、脳卒中などのケガや病気

身体機能を把握します。そして現在の移動方法が
安全にかつ実用的に行えるように支援する方法と、

機能を獲得する過程があります。

他の移動手段の可能性を考えた方がよいかを検討

二つ目は、老化により徐々に歩行機能が低下し

杖・歩行器等補助用品編

になって、歩行機能を失ってから再び徐々に歩行

することが必要です。

立ち上がりとは
たん ざ

い

に腰掛けて座ること）から立ち上がりを行います。

上がります（図 6）。

杖・歩行器等補助用品の選び方、利用のための基礎知識

歩行を行うためには、まず端 座 位（ベッドの端

ベッド用手すりを押して立ち上がるのは、上への

図 2 はベッド用手すりを押して立ち上がっていると

重心移動をスムーズに行うためなのです。前にあ

ころです。図 3 は前方のベッド用手すりにつかまっ

るベッド用手すりを引っ張るのは、重心を前方へ

て立ち上がるところです。なぜこの二つのように

移動するためです。利用者の足の位置を観察して

立ち上がるのかというと、端座位で座っているとき

みて、利用者の足の位置が膝よりも引いている場

の加重は座骨すなわち臀部のところにありますが、

合は前への重心移動が少なくてすみますのでベッ

立ち上がると加重は足の下に移動します。また、

ド用手すりを押して立ち上がるとスムーズにできる

人間の重心は概ね骨盤のところにありますが、座っ

ことが多く見られます。足が膝よりも前方にある場

ているときの骨盤の高さから立ち上がったときの

合は前への重心移動を多く必要としますので前方

骨盤の位置に移動します（図 4、図 5）。また、私

からつかまるベッド用手すりの方が容易に立ち上が

たちは立ち上がるとき、加重を足へ移動させるた

ることができるようになります。

めにお辞儀をして、体重が足にかかってから立ち
［図 2］

［図 3］
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［図 4］

［図 5］

［図 6］

前に重心移動するためには

杖・歩行器等補助用品編
杖・歩行器等補助用品の選び方、利用のための基礎知識

歩行とは
歩行というのは、①立位姿勢をとりながら、②バ

から、その着いた足に体重をかけて反対側の足を

ランスを保持し、③足踏み運動を行うという3 つの

振り出すという動作の繰り返しになります。この足

基本的機能から成り立っています。

を振り出しているときを遊 脚 期、足が床について

足踏み運動の場合、両足に体重をかけたまま片
足を出そうとするとどうなるでしょうか。まるですく

ゆう きゃく き

りっきゃく き

いるときを立 脚 期といいます。
また、私たちの歩行の速さは、約 4.5km/h です。

み足のようになり、足を振り出せなくなってしまい

そして、歩行時の特徴としては、私たちは歩行時

ます。足踏み運動をするということは、片側の足

に腕を振っていますが、これは体幹（胴体）の中

に体重をかけ、十分に体重がかかった状態で、反

心を軸として左右に回旋運動をしているのです。

対側の足を振り出し、振り出した足の踵が着いて

歩くのが大変な理由
歩行が困難になってくると歩行補助用具で補い
ますが、どのような理由で歩行が大変になるか身

ンスの低下です。高齢になると運動機能が低下し、

体状況から考えてみましょう。

神経の反応速度も低下することにより身体がふらつ

まず痛みが理由として挙げられます。腰痛や膝
の痛み、股関節の痛み、足関節の痛みなどがあり
ます。次の理由としては、筋力の低下です。痛み
により徐々に筋力が低下する場合もありますが、麻
40

痺等による場合もあります。三つ目の理由はバラ

きます。
これらの症状に対して、どの歩行補助用具を用
いればよいかを検討する必要があります。

杖の役割
杖の役割には、
「免 ［図 7］

［図 8］

荷」・「バランスの補

杖

助 」・「 歩 行リズ ム 」
という 3 つ の 役 割 が

杖・歩行器等補助用品編

あります。
免荷は、荷重を免
れるということで す
が、杖に体重をかけ
ると反対側の足への
荷重が少なくなること
で分かると思います。
症状としては、疼痛（痛み）のある方や、筋力
低下のある方に使用します。

三拍子のリズムでゆっくりと歩く方法が三動作歩行

バランスの補助は、立位バランス・歩行バラン

ち、杖、患側（麻痺や筋力低下のある側）の足、

スを安定させるため支持面積を広くすることです

健側の足の順番で歩きます。この三動作歩行では、

が、足を閉じて立っているときの支持面積は図 7

①杖を出すときは両足の 2 点で支え、②患側の足

のようになります。少し足を開き杖をつくと支持面

を出すときは杖と健側の足の 2 点で支え、③健側

積は図 8 のように広くなり、杖をついた方がつか

の足を出すときは杖と患側の足の 2 点で支えます。

ないときよりも支持面積が広がり、安定します。

常に 2 点で支えている安定した歩行になりますが、

歩行リズムは、歩行が不安定になると
「イチ」
「ニ」

杖・歩行器等補助用品の選び方、利用のための基礎知識

です。杖は健側（麻痺や筋力低下のない側）に持

歩行スピードは遅くなります。（図 9）

「イチ」「ニ」という二拍子のリズムで歩くことが

二動作歩行では、杖と患側の足を同時に出して

できなくなります。そこで「イチ」「ニ」「サン」の

から、健側の足を出す歩行で、「イチ」「ニ」「イ

［図 9］三動作歩行

③健側の足を出す

②患側の足を出す

①杖を出す
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チ」「ニ」の二拍子のリズムになります。この二動

失った方もしくは歩行が困難になってきた方が、歩

作歩行では、①杖と患側の足を出すときは健側の

行のリズムを失ってきた場合に、リズムを獲得する

足 1 点で支え、②健側の足を出すときは杖と患側

目的で杖歩行動作を習得していくものです。した

の足の 2 点で支えていますので、三動作歩行より

がって、ある程度歩行能力がある方に無理にリズ

も不安定ですから、バランス能力を必要とします。

ムを作ってしまうとかえってリズムを崩すことがあ

しかし、歩行スピードは三動作歩行よりも速く歩く

るので注意しましょう。

ことができます（図 10）
。

また、杖を振り出すときはおおむね足一歩分前

二動作歩行および三動作歩行は、歩行能力を
杖・歩行器等補助用品編
杖・歩行器等補助用品の選び方、利用のための基礎知識
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に杖をつくとよいでしょう。

［図 10］二動作歩行

②健側の足を出す

①杖と患側の足を出す

歩行補助用具の種類

1

して歩くことができる人もいます。

杖

T 字型杖はグリップの太さの違いや軽量化され
たものなど最近は様々な種類が販売されています。
小柄な女性が使用するときは、ややグリップが細く

あります（図 11）。C 字型の杖は体重をかけると

握りやすいものがいいでしょう。また、杖は軽けれ

杖がたわんでしまうことがあるので、体重をかける

ばよいというものでなく、ある程度重量があった方

のには向いていません。一般的には、T 字型杖を

が杖を振り出しやすいという方もいるため、数種

使用します。

類の杖を試してみて、適度な重さの杖を選択する

T 字型の杖の場合、握るときに人差し指と中指
の間に杖のフレームを挟んでグリップに体重をか

杖・歩行器等補助用品編

杖には、C 字型、T 字型、L 字型などの種類が

とよいでしょう。
これらの杖の場合は、免荷（体重をかけないこと）
はわずかです。

レームを挟まないでグリップを握るほうがより安定

（1）杖の合わせ方

杖・歩行器等補助用品の選び方、利用のための基礎知識

けるようにしますが、中には、L 字型杖のようにフ

杖の種類を知っていても、杖の合わせ方を知ら

［図 11］

ないと正しい使い方ができません。杖の長さの合
わせ方には 3 種類あります。
1腕を垂直に下ろしたときの手首（とう骨もしくは
しゃっこつけいじょうとっき

尺 骨茎状突起）の高さにグリップがくる長さ（図
12）。

だいてん

2腕を垂直に下ろして立位をとっているときの大転
し

子までの長さ（図 13）。
3足の小指の外側 15cm、前方 15cm のところに
突いたとき、肘関節が約 30 度屈曲位になる長さ
C字型

オフセット型
L字型

T字型

［図 12］

（図 14）。

［図 13］

［図 14］

とう骨茎状突起

尺骨茎状突起

大転子

30°

15cm
15cm
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［図 15］

①杖

杖・歩行器等補助用品編

患側

②健側

③患側

②患側

③健側

患側

［図 16］

①杖

杖・歩行器等補助用品の選び方、利用のための基礎知識

患側

患側

（2）段差昇降

［図 17］

段差や階段の昇降の場合、上るときは①杖・②
健側・③患側の順に（図 15）、降りるときは①杖・
②患側・③健側の順に（図 16）出します。段差

カフ

や階段昇降の場合は上るときも降りるときも健側の
足で力を入れて踏ん張って昇降しますので、上る
ときには健側の足から上り、降りるときには患側の
足から降りるようにします。

2

ロフストランド杖

ロフストランド杖（図 17）というのは、1 本の脚と、
体重を支えるグリップ、前腕を支えるカフ（腕を固
定する機構）を備えた杖です。ロフストランド杖を
片側について歩くと概ね患側にかかる重量は体重
の 2/3 程度となります。歩き方は、三動作歩行で歩
44

グリップ

く場合と、二動作歩行で歩く場合があります。

3

［図 18］

松葉杖

松葉杖（図 18）というのは、腋当てがつきその

腋当て

下にグリップがある杖です。使い方は、腋当てに
腋の下を当てるのではなく腋で挟むようにして、グ
リップに体重をかけます（図 19）。腋の下に体重

グリップ

をかけない理由は、腋の下には、血管や神経が
杖・歩行器等補助用品編

あるので、腋当てにもたれると神経を圧迫したり、
血行が悪くなることにより、手のしびれなどが生じ
てしまうからです。
歩き方は、
1①右の松葉杖 ②左足 ③左の松葉杖 ④右足の順

アルミ製松葉杖

木製松葉杖 アンダーアーム 折たたみ式
クラッチ
クラッチ

に出す一点一点一点一点歩行（図 20）。
2①右の松葉杖と左足を同時に出し、②次に左の

［図 19］

松葉杖と右足を同時に出す二点二点歩行（図
杖・歩行器等補助用品の選び方、利用のための基礎知識

21）
。
3①両側の松葉杖を同時に出してから、②次に両
足を出す歩行の中で小さく振り出す小振り歩行
（図 22）
。
4大きく振り出す大振り歩行（図 23）。
5①患側の足をつかないで両側の松葉杖を同時に
出してから、②健側の足を出す二点一点歩行（図
24）
。
6①両側の松葉杖を同時に出してから、②患側の
足・健側の足の順に出す二点一点一点歩行（図
25）
。
などがあります。
［図 20］一点一点一点一点歩行

④右足

③左の杖

②左足

①右の杖
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［図 21］二点二点歩行

②左の杖と右足

①右の杖と左足

杖・歩行器等補助用品編

［図 22］小振り歩行

②両足

①両側の杖

［図 24］二点一点歩行

②両足

①両側の杖

②健側の足

①両側の杖

杖・歩行器等補助用品の選び方、利用のための基礎知識

［図 25］二点一点一点歩行

③健側の足
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［図 23］大振り歩行

②患側の足

①両側の杖

［図 26］片松葉杖歩行
③健側の足

②患側の足

①杖

歩く方法なので、完全に免荷することができ、二

支持している四点の真ん中にはありません。つき

点一点一点歩行の場合は、体重の 1/10 から 1/2

方は、四点すべてが床面につくように垂直に杖を

まで調節することも可能です。

ついて歩行します。

また、片側に松葉杖を突く片松葉杖歩行（図

杖・歩行器等補助用品の選び方、利用のための基礎知識

狭くなると不安定になります。特徴として、支柱は

杖・歩行器等補助用品編

二点一点歩行の場合は、患側の足をつかないで

筋力低下や麻痺がある方に有効です。

26）もあります。この場合には杖を使って歩くとき
と同じように、三動作歩行と二動作歩行があります。

［図 27］

片松葉杖歩行の場合は、概ね患側にかかる重量は
体重の 2/3 といわれています。

4

多脚杖

多脚杖（図 27）というのは、三本から五本に分
岐した床面に接する脚と、ひとつのグリップを備え
た杖のことをいいます。現在市販されているのは
四本に分岐したものが多く、四点杖ともいいます。
スモールベースとワードベースがあり、脚部の広

L

さによって安定性が変わります。広くなれば安定し、

M

S

歩行器の種類
歩行器というのは、四脚のフレーム構造ででき
ている歩行補助具です。
歩行器の特徴として、前脚もしくは前輪を前に出
しすぎると、バランスを崩しやすくなるので、おお

よその目安として足を一歩踏み出す程度の長さで
振り出すとよいでしょう。
歩行器のグリップ高さは T 字杖と同様に合わせ
ます。
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（1）持ち上げ型歩行器（図 28）

方法といえます。
（図 29）

持ち上げ型歩行器 ［図 28］
は折りたためない固

1/2 といわれています。

グリップ

歩行器を使用した場合に患側にかかる体重は約
歩行器での段差昇降の仕方ですが、まず上ると

杖・歩行器等補助用品編

定型と折りたためる

きは段差に近づきます（図 30）。そして、歩行器

折りたたみ型があり

を段の上に乗せ（図 31）、両手のグリップに体重

ます。重量は折りた

をかけ健側の足を段の上に乗せてから（図 32）、

たみ型の方が重くな

グリップに体重をかけたまま患側の足を段の上に

ります。歩行器の使

乗せて上ります（図 33）。降りるときも段差に近づ

用方法は、両手で歩

き（図 34）、歩行器を段の下におろして（図 35）、

行器を持ち上げ前に

両手のグリップに体重をかけた状態で患側の足を

付き、グリップ に 体

段の下におろし（図 36）、グリップに体重をかけた

重を支えてから患側・健側の順で足を出すいわゆ

まま健側の足をおろして段を降ります（図 37）。

る三動作歩行で、比較的動作学習がしやすい歩行
［図 29］

杖・歩行器等補助用品の選び方、利用のための基礎知識

［図 30］

［図 31］

患側
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［図 32］

健側

［図 33］

［図 34］

［図 35］

［図 36］

［図 37］

患側

患側

交互型歩行器は、 ［図 38］
左 右 の フレ ー ム が

四輪歩行器という ［図 40］
のは、持ち上げ型歩

個々に 動 か せるの

行器の四脚にキャス

で、歩くときには左

ターがついたもので

右交互に動かし、右

す。

側の歩行器・左足・

グリップを軽く持

左側の歩行器・右足

ち上げて前方に歩行

の 4 回の動作の歩行

器を付き、グリップ

となります。この歩

に体重をかけるとス

行動作の方が持ち上

トッパーが作用して

げ型に比べて難しい

固定され、 ①患側、

動作です。

②健側の順で足を出して歩きます。

杖・歩行器等補助用品の選び方、利用のための基礎知識

（4）四輪歩行器（図 40）

杖・歩行器等補助用品編

（2）交互型歩行器（図 38）

比較的、四肢の筋力低下の方に向いています。

（3）前輪歩行器（図 39）
前輪歩行器という ［図 39］
のは、持ち上げ型歩

前輪歩行器、四輪歩行器ともに、歩行器を前に
じょうし

振りだすとき、上肢（腕や手）や体幹（胴体）の
筋力が弱くて歩行器を持ち上げるのが困難な方に
向いています。

行器の前脚にキャス
ターがついたもので
す。
後脚を軽く上げて
前輪を使って前方に
歩行器を付き、
グリッ
プに体重をかけると
ストッパーが作用し
て固定され、①患側、
②健側の順で足を出します。
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歩行車
歩行車（図 41）は四脚に車輪を付けたもので、

［図 41］

前輪は自在輪、後輪は固定輪となっています。
軽く押しながら歩行することが可能で、ハンドグ
リップに手動ブレーキが付いているのでブレーキ
杖・歩行器等補助用品編

をかけながらスピードを調節することができます。
固定輪

ただし、左右の握力が異なる人の場合、回転して
しまうことがあるので注意が必要です。
歩行車の使い方の基本としては、座面が跳ね上
げられるタイプのものは座面を跳ね上げて、身体
を歩行車の中に入れて歩行するようにします（図
自在輪

42）
。この歩行方法の方がグリップに体重をかける
ことができるので、例えば大腿骨頚部骨折の方な
杖・歩行器等補助用品の選び方、利用のための基礎知識

ど、股関節筋力低下が見られる場合には免荷作用
えん ぱい

円 背 の方などの場合に、歩行車のグリップから
身体を離して押して歩くと、歩行車の支持面から身
体が離れ、キャスターが回転したときに身体が振
られ、足がついていかなくなる場合があるので注
意が必要です（図 43）。

歩行車での段差昇降
歩行車での段差昇降の仕方は、上りの場合は、
まず段差に近づきます（図 44）。そして制動ブレー
キをかけたまま、もしくはティッピングレバーをふ
み前輪を上げます（図 45）
。そして前輪で段差を
乗り越え（図 46）
、後輪で段差を乗り越えてから（図
47）
、健側の下肢（図 48）・患側の下肢（図 49）
の順に乗り越えます。
降りる場合は、段に近づき（図 50）、ブレーキ
を握り、スピード調整をしながら前輪を下し（図
51）
、次に後輪を下し（図 52）さらに段に近づき（図
53）
、患側の足（図 54）、健側の足（図 55）の順
にゆっくりと段差を降ります（図 56）。
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［図 42］

が働き安定して歩行することができます。

［図 43］

［図 44］

［図 45］

［図 46］

健側

［図 48］

杖・歩行器等補助用品編

［図 47］

［図 49］

［図 51］

［図 52］

［図 54］

［図 55］

［図 56］
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［図 50］

［図 53］

患側
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シルバーカー

杖・歩行器等補助用品編

シルバーカー（図 ［図 57］
57）というのは、SG

しない固定輪とキャスターが回転する自在輪があり

規格（製品安全協会）

で方向転換時、キャスターをあげながら行わなけ

では、「この基準は、

ればなりません。自在輪の場合キャスターが回転

自立歩行可能だが、

するので方向転換をしやすいのですが、シルバー

屋外での物品の運搬

カーの支持面の中に使用者が入れませんので、そ

や長距離の移動が困

の場での回転はできません。

難な主として高齢者
が、歩行の補助や品
物の運搬および休息

ます。固定輪の場合、キャスターが回転しないの

（3）ハンドル・ブレーキの形状（図 59）
シルバーカーのハンドルには、バーハンドルタ
イプとグリップタイプがあります。

杖・歩行器等補助用品の選び方、利用のための基礎知識

に用いるシルバーカーで、車輪が 4 輪以上のもの

バーハンドルタイプの場合ワンハンドブレーキ

について適応する。なお、ここでいうシルバーカー

なので片手でブレーキをかけることが可能ですが、

とは、ハンドル、フレーム、ストッパーなどで構

ハンドルに体重をかけにくいため歩行時のバラン

成したもので、通常、利用者を含めた重心が支持
基底面外にあるものをいう」と定義されています。

シングルキャスター

［図 58］

すなわち、シルバーカーは、歩行できない人が使
用する歩行補助用具ではなく、歩行可能な人が使
用する歩行補助車および、休憩するためのいすが
付属している歩行補助車ということができます。ま
た、シルバーカーのいすは、休憩するためのいす

ダブルキャスター

であって、車いすのように、座らせて動かすように

固定輪

は設計されていませんので注意してください。
シルバーカーと歩行器や歩行車の違いは、シル
バーカーの支持面の中に身体を入れることができ
ないのでグリップへの体重負荷が不十分になり、

自在輪

歩行を安定させるための支持が足りないことにあり
ます。

シルバーカー各部位の特徴

［図 59］

グリップタイプ

バーハンドルタイプ

（1）
シングルキャスターとダブルキャスター（図58）
シルバーカーの前輪には、シングルキャスター
とダブルキャスターがあります。重量はシングル
キャスターは軽く、ダブルキャスターは重くなりま
す。そして、ダブルキャスターの場合、踏切を渡
るときにキャスターが線路に落ちることを防げるよ
うに設計されています。
（2）固定輪と自在輪
シルバーカーのキャスターは、キャスターが回転
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バーハンドルタイプ

スが不安定の方には向いていません。

イプ（図 60）や、バーハンドルのレバーにロック

一般的にはグリップタイプの場合は両側にブ
レーキがついていますが、左右の握力が違う人の

をするタイプ（図 61）、レバー式（図 62）、足で
操作するタイプ（図 63）などがあります。

場合シルバーカーが回転してしまうことがあるので

駐車ブレーキは、足で操作する場合、レバーに

注意が必要です。中にはグリップタイプでも片側

足を掛け、足を上げさせるものは立位バランスを

を握るだけで両側にブレーキがかかるものがあり

崩しやすいですから、できるだけ両足を地面につ

ます。

けて安定した状態で手でブレーキをかけることが
できるものの方がよいでしょう。

（4）駐車ブレーキ
駐車ブレーキには、グリップのレバーを下げるタ

杖・歩行器等補助用品編

［図 60］
レバーを下げるタイプ

［図 62］
レバー式

バーハンドルにフックを
ひっかけてロックする

杖・歩行器等補助用品の選び方、利用のための基礎知識

［図 61］
レバーロックタイプ

［図 63］足操作式
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車いす 編
車いすの
選び方、利用のための
基礎知識

はじめに
高齢の方や障害のある方が普段の生活の中で

る。介護の負担や介護者への気兼ねが軽減する。

車いすを使用している姿を良く見かけるようになり

3安全に移動できるようになる。

ました。足が不自由な方の移動手段のため、座っ

4離床する時間が持てる。

ていると姿勢が崩れてしまう方の姿勢保持のため、

5よい姿勢がとれることで、症状の悪化を防ぐこと

車いすでスポーツをするためなど、多くの目的で
使われています。
どのような車いすを選択するかは、日常生活は

ができる。
［図 1］
リクライニング

車いす編

もとより QOL（生活の質：クオリティーオブライフ）
に大きく影響してきます。ニーズに合った車いす
を利用して自立支援や生活目標の実現につなげま
しょう。そのためには利用する方の身体機能・目的・
環境などを考えて選びたいものです。具体的に選

車いすの選び方、利用のための基礎知識

ぶときは利用する方の身体機能、移乗方法、操作
能力などを参考にしましょう。移乗動作は一人で可
能なのか、介助が必要なのか、移乗のために福祉
機器が必要になるのか。移動手段として車いすを
使用するのか、食事の姿勢保持のために使用する

［図 2］ティルティング

のか。使用時間の違いも車いすの選択に影響しま
す。
車いすは幅広い目的で使われる道具です。そ
のため「道具」として使いこなすには少し「こつ」
が必要です。また特徴や構造が分かると使い方に
も差が出てきます。
これから述べることが車いすの理解を深めてい
ただく「はじめの一歩」になればと思います。

1

車いすについて

車いすは、高齢などにより長時間歩いて移動で
きない方、下肢や体幹などに障害がある方のため
の「移動」を補助するための用具です。
「座るため
のいす」の部分とそれを「移動させるための車輪」

には、
（1）自走用（標準型）車いす、
（2）介助用（標
準型）車いす、（3）電動車いすがあります。

（1）自走用（標準型）車いす（図 3）
後輪の外側についている輪（ハンドリム）を押し

の部分から出来ています。長時間座っている方の

て進むタイプのものです。利用者本人が操作するこ

ためのリクライニング機能（図 1）やティルト（傾

とを前提としたものです。そのため、ブレーキも後

ける）機能（図 2）などを付加した車いすもあります。

輪の前方についています。様々なタイプのものがあ

車いすを使う目的には、以下のものがあります。

り、
「片手での操作を考慮したもの」
「
、足で地面を蹴っ

1行動範囲を広げ、社会参加を促進する。

て進むもの」など様々な製品が開発されています。

2自分で移動できるようになり、自立心が養われ
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そのような目的に応じられるように車いすの種類

製品の中には背中の後ろにあるグリップに介助

用の補助ブレーキがついているものがあります。補

ントロール部分を操作し使用します。四肢（手足）

助ブレーキは自転車のブレーキと同じ使い方をしま

に障害のある方以外にも、自走用（標準型）車い

す。これは、自走用であっても介助者が付き添って

すでは長時間の移動ができない方の移動の道具と

使用することが多い日本の車いす特有の機能です。

して利用されています。座席の下にバッテリーを

なお、最近では海外製品でも日本専用にグリップに

積むため相当の重量になります。

ブレーキを付けた製品を見かけます。

昨今、電動三輪車、四輪車と呼ばれているレバー
状のハンドルを操作するものが簡単に購入できる

［図 3］自走用標準型車いす

ようになりました。屋外を走行する目的の製品で
すが、運転免許などは必要ありません。容易に購
入できるため普及していますが、間違った使い方
で事故が発生することがあります。メーカーでは、
事前に事故を防止するため、購入するときに独自の
車いす編

「教則本」を渡したり、福祉用具専門相談員と使
用方法や禁止事項、実際の場面での走行練習を必
須にしています。
また、平成 30 年 4 月 12 日付で消費者庁より協
力依頼があり、同月 18 日付で厚生労働省から「ハ

（2）介助用（標準型）車いす（図 4）
移動操作を介助者が行うことを前提にした車い
すです。前輪は自由に方向を変えることができる
キャスターとなっているのは自走用と同じですが、
介助用の後輪には自走用で外側についている輪

車いすの選び方、利用のための基礎知識

ンドル形電動車椅子安全利用に関する知識・技能
についての教育・訓練の基本項目」についてとい
う事務連絡が各都道府県・指定都市・中核市 介
護保険主管課（室）宛に出されました（基本項目
については P.73、74 をご覧ください）。
［図 5］電動車いす

（ハンドリム）がついていません。自走用に比べ
後輪の直径が小さく、軽量で介助者が操作しや
すいのも特徴です。グリップにも補助ブレーキが
ついています。
［図 4］介助用標準型車いす

（3）電動車いす（図 5）
車輪を電動モーターで駆動する車いすです。コ
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［図 6］

ク）手押しハンドル（グリップ：握り）

車いすの名称と構造

サ）補助ブレーキ握り
シ）
ブレーキ

ア）バックサポート
（背もたれ）
ケ）
フレーム

セ）後輪

ウ）
サイドガード
（スカートガード）

ソ）ハンドリム

エ）
クッション

678

イ）
アームサポート
（肘掛け）

ス）駆動輪

タ）車軸
チ）転倒防止装置

オ）座シート
車いす編

カ）
レッグサポート

車いす各部の
寸法と角度

グ
ッ
バ
▲

フットサポートの

ート角度

▲

座の奥行き

▲

▲

▼

座角度

サポ

ツ）
ティッピングレバー

▲

アームサポートの
高さ

長さ

コ）
キャスター（前輪）

▲

車いすの選び方、利用のための基礎知識

キ）
フットサポート
（プレート）

▲

バックサポート
高さ

▼

全高

▼

▲

▼

▲

座面高
▼

▼

▲
▲

全長

▲

座幅
全幅

▲

▲

ホイールベース

▲

▲

▼

▲

クッションの種類

低反発ウレタン
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ゲル

エアー

2

車いすの名称の説明
（図 6）

ア）バックサポート
背もたれのことです。姿勢を保持するための役

このフレームに色々な部品が付いて「車いす」に
なります。折りたたみ式のフレームと固定式のフ
レームがあります。
コ）キャスター（前輪）
前にある車輪のことです。後輪に比べ直径が小
さく、3 〜 7 インチ程度です。360 度回転するため、

割もあります。身体に合わせやすいようにマジック

自在輪ともいいます。方向転換するときに重要な

テープなどで背中の形に調整できたり、座位を安

役目を持っています。

定させるため高さを調整できるものなどがありま

サ）補助ブレーキ握り

す。
イ）アームサポート（肘掛け）
肘から先の腕を乗せるためのものです。姿勢を
用途やデザイン性から形状も様々で、可動式のも

レーキと同じ使い方です。握るとブレーキがかかり
離すとフリーになります。
シ）ブレーキ
車輪を押さえつけるように固定します。自走用も

のもあります。

介助用も後ろの車輪を固定します。車輪の空気が

ウ）サイドガード（スカートガード）

抜けているとブレーキがかかりづらくなります。

洋服などが横から垂れ下がらないようにするた

ス）駆動輪
操作したときの駆動力を伝える車輪の全体を指

き込まれる事故を防ぎます。

し、ハンドリムもこの一部です。

エ）クッション

セ）後輪

床ずれの予防や身体にかかる振動をやわらげる

一般的に大きさは自走用では 22 〜 24 インチ、

ための緩衝作用、姿勢の保持のために用いられま

介助用は 12 〜 20 インチです。タイヤにはチュー

す。座り心地にも影響します。色々な素材や形状

ブの入ったものやパンクしないようにエアー（空気）

のものがあり、目的により選択します。

でない素材が入っているもの、使用方法や目的によっ

材質によりウレタン、エアー、ゲルとそれらを組
み合わせたハイブリッドタイプがあります。
オ）座シート
座る面のことです。座ったときの姿勢や駆動する

て滑らかな表面になっているものなどがあります。
ソ）ハンドリム
自走用で後輪の外側についている輪のことです。
手でこぐときにこの部分を握ります。後輪よりも直

ときの姿勢にも影響があります。

径が小さくなります。タイヤとの間隔や形状、材質

カ）レッグサポート

などの工夫がされています。

足を後ろに落とさないためのものです。座るシー

タ）車軸

トと同じ生地などで作られており、両側の支柱に

車輪の軸です。車いすにより車軸を前後、上下

張ったものやプレート状のものなどがあります。そ

に変更できる機種もあります。駆動の時の姿勢や

のほか、脱着出来るもの、昇降するもの、伸縮す

座位バランス、腕の長さにより位置を変えられる

るものもあります。

ものもあります。

キ）フットサポート（プレート）

チ）転倒防止装置

足を乗せておくものです。片方ずつ跳ね上げら

後方に重心が傾いて転倒するのを防ぐための装

れたり、両方つなげられたりするもの、脱着できる

置です。ゴムキャップが付いたものや小さな車輪

ものなどがあります。

が付いたものなどがあります。

ク）手押しハンドル（グリップ : 握り）

ツ）ティッピングレバー

介護する方が車いすを操作するときに使います。
ケ）フレーム

車いすの選び方、利用のための基礎知識

めのカバーです。汚れ防止や洋服などが車輪に巻

車いす編

保ったり、立ち座りのときの支持に使ったりします。

介護する方が操作するブレーキで、自転車のブ

段差などで介護者が前輪を持ち上げるときに足
を乗せて操作します。

車いすの基本構造「枠組み」となる部分です。
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3

選び方のポイント

りの重さになるため、操作するには大きな力が必
要になります。機能性は理解しても介護力によっ

最初に、どのような目的で車いすを使うのか明

ては使うことが難しい場合もあるので、介護者の

確にする必要があります。「歩くことがままならな

介護力も考慮しましょう。一般的な車いすにクッショ

いので使うのか」
、「天気がよいときに散歩に行く

ンなどを利用して座り心地を改良する場合もありま

ために使うのか」では選ぶ車いすが違ってきます。

す。

利用者本人や家族がどのような生活をしたいのか
を考えましょう。

車いすの種類が決まったら、サイズを合わせま
す。長時間車いすを使用するときに正しい姿勢を

車いす編

つぎに、どのようなときにどのような場所で車い

保てないと、利用者が苦しくなったり、身体の変形

すを使いたいのかを明確にします。介護者が付き

を助長させてしまうことがあります。身体の大きさ

添う場合は介護者が操作しやすいように考えること

と車いすのサイズ（シートの幅、
背もたれの高さ、
フッ

も必要です。また、屋外で使う場合と屋内で使う

トサポートとシートの間隔など）を合わせるため、

場合では選ぶときのポイントも異なります。

必ず実際に製品に座って確かめてみてください。

屋内で使う場合は、ベッドから離れるための「移

1屋内で使う場合に確認するポイント

車いすの選び方、利用のための基礎知識

動手段」にしたいのでしょうか、普通のいすでは長

● 使用する目的は何ですか

く座っていられないため、座り心地のよい「いす」

● どの場所で使用しますか

としての機能を重視するのでしょうか。短時間の使

● 床の素材は何ですか

用では、
「操作性」や「機動性」に優れた車いす
が好まれます。また、車いすを使う場所では必ず
使用したい車いすが通れるかどうかを確認します。

?
?

? カーペット ?

畳?

フローリング ?
● 廊下やドアの幅、段差を通れるかを確認しま

したか ?

例えば、廊下や部屋の中ではスムーズに通れても

● 車いすを回転し、方向転換できますか

トイレや寝室に入るときにドアにぶつかるかもしれ

● 車いすに自分で移れますか

ません。段差や家具の配置なども障害となります。

● 車いすへは、
どのように乗ります（乗せます）か

実際に動かして確認することが必要です。

● 誰が車いすを操作しますか

屋外で使う場合は、本人の心身機能のほかに、
「家の外の環境」や「誰が車いすを操作するのか」
を確認します。短距離であったり、舗装された道

● 手漕ぎですか

?

?

?
?

?

足漕ぎですか ?

● 座った姿勢が崩れやすいですか

?

2屋外で使う場合に確認するポイント

路を移動するのであれば、タイヤの直径が小さく

● 介助する人がいますか ?

ても支障がありません。凸凹な道や長距離であれ

● 日頃、車いすを使う道路は舗装されています

ば、タイヤの直径が大きい自走用の製品が安定性
に優れ、乗っている方の身体に伝わる振動も小さ
くてすみます。身体に痛みがある方の場合は特に
配慮が必要でしょう。
長時間座っている場合は「乗り心地のよさ」が
重視されます。そのため車いすに乗る方の身体に
合わせてそれぞれのパーツが調整できるモジュー
ル型と呼ばれるものがあります。この車いすは座っ
ている姿勢が保てない方が利用する場合も有効で
す。背もたれや座面のシートの部分をマジックテー
プなどでパーツの具合を調整して、乗る方の身体
に合わせたり、他の部分も幅や高さを細かく調整
できるものです。ただし、機能が多いと車いす自
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体の重量が増え、乗る方の体重と合わせるとかな

か?

いる場合は誰ですか ?

坂が多いですか ?

● 日頃、車いすで移動するのは長距離ですか

?

短距離ですか ?
3身体に合う車いすを選ぶときに確認するポイント
● 車いすの幅や高さが合っていますか

?

測りま

したか ?
● 車いすに座った姿勢はどのようになりますか

?

4

車いすの基本的な
使い方

（1）拡げ方・たたみ方（図 7・8）

るのに比べ、腰をかがめずに済みます。
次に座シートの左右のフレームを押し広げます。
このとき、フレームを握ってしまうと座面のフレー
ムとサイドガードの下のフレームに指を挟まれてし
まうため、注意しましょう。そして、しっかり拡げら
れたかどうか確認しましょう。

日本では狭い家屋状況に配慮し、折りたためる

反対にたたむときは、クッションが付いていれば

車いすが普及しています。使うときは拡げて、使

はずします。フットサポートは左右とも上方に持ち

わないときは折りたたむことができます。このた

上げます。
そして、座面の前後の真ん中を持ち、上に持ち

め、わざわざ折りたためるように工夫された構造

上げるようにします。左右のフレームを中央に押さ

になっている製品も多いのです。
車いすを拡げるときは、最初にあらかじめ、グリッ

えます。

立つ位置は車いすの前からのほうが後ろから拡げ
［図 7］

前方からの拡げ方

車いす編

ただし、車いすによってはこの手順とは異なる

プやアームサポートで少し座面を拡げておきます。

場合もありますので注意してください。

座面を手で下に押して、
シートが確実に拡がったか確認する。
車いすの選び方、利用のための基礎知識

ブレーキが掛っているか確認して
車いすに乗ってからステップを下ろす

後方からの拡げ方

手の位置に注意しましょう !

［図 8］たたみ方

フットサポートを上げておく
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（2）操作方法（介助の仕方）

ときにブレーキを操作しながら速度を調整しま

1平地走行

ます。

自走用の場合は乗っている本人がハンドリムを

す。ブレーキは左右同時に力をかけて動かし
3段差を昇るとき（図 9）

動かします。介助用の場合は左右のグリップを

段差の前で一旦停止もしくは速度を落とします。

介助者が進行方向に押したり引いたりしながら

ティッピングレバーを足で固定し、グリップを後

動かします。

方に引くように前輪を上げます。同時に車いす

道路は雨水がながれるように中央が膨らんだ「か

を前方に押して、前輪が段差を乗り越えるように

まぼこ型」や傾斜している場合が多いので、片

します。後輪が段に触ったら、前輪を降ろします。

流れしやすいところでは下になる側のグリップを

その後、後輪を押し上げて段を乗り越えます。

強く押すようにしましょう。

4段差を降りるとき（図 10）
後ろ向きに降ります。後輪が下に降りてから、

2坂道、スロープでの操作
車いす編

坂道を登るときは前進で昇り、急な下り坂のとき

前輪を上げそのまま段差を降り切るのを確認し

は後ろ向きで降ります。

てから、ゆっくり前輪を降ろします。

介護者用ブレーキが付いている場合は、降りる
［図 9］段差昇降 : 昇るとき

車いすの選び方、利用のための基礎知識

キャスターを上げる

キャスターを押し上げ、段に乗せる

駆動輪を段に乗せる

［図 10］段差昇降 : 降りるとき

駆動輪を下ろす
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キャスターを上げたまま、後ろに引く

［図 11］溝越え

キャスターを溝の
向こう側に下ろす

駆動輪を浮かし気味に
溝を越える

車いす編

キャスターを上げる

［図 12］車いすの死角
車いすの選び方、利用のための基礎知識

ら手前の空間が見えにくくなります。このため、
フットサポートにのせた足先が段などにぶつ
かってしまうことがあります。このことに注意して
介助するようにします。屋外で生け垣などの曲
がり角では介助者より先に車いすがすすむので
注意しましょう。

メンテナンス方法
車いすは日頃のメンテナンスが大切です。メン
テナンスを怠ると走行中に車輪がパンクしたり、ブ
レーキが効かなくなったりして、重大事故につなが
ります。
5溝越え（図 11）
ティッピングレバーを足で固定し、グリップを後
方に引くように前輪を上げます。そのまま前進し、
前輪が溝を越えたことを確認したら、静かに降ろ
します。その後、後輪をゆっくり持ち上げ溝を越
えたことを確認してから、ゆっくり降ろします。
6砂利道や踏み切り
砂利に前輪を取られたり、線路の溝に前輪がは
まりこんでしまうため、前輪を上げた状態で進む
ようにしましょう。
7死角（図 12）

（3）メンテナンスで確認するポイント
1車輪がしっかり固定されているか
スムーズに回るか
2車輪の空気がしっかり入っているか
虫ゴムが劣化し空気がすぐに抜けないか
3ブレーキはしっかり効くか
4介護者用のブレーキもしっかり効くか
5シートがしっかり固定されているか
ゆるんでいないか
6クッションの空気が抜けていたり、
へたっていないか

車いすを介護者が押している状態では車いすに

7部品のネジがゆるんでいないか

乗っている方の頭と介護者の視線の延長線上か

8掃除は定期的にしているか
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車いすに長時間乗っている場合は、姿勢を変える時間を持ちましょう。
身体状況、日常生活（環境）
、介護状況、使用目的などを踏まえて選択しましょう。

デザインや操作性も大切です。

できるだけ車いすのことがわかる人に相談しましょう。
車いす編

車いす用のクッションを敷くことで、姿勢がずっこけなくなったり、痛みが緩和されます。

外出では日差しが強いときや寒いときなどには、車いすに乗っている方が感じる気温にも
注意しましょう。
車いすの選び方、利用のための基礎知識

狭い場所では、アームレストから手や腕が出ないようにしましょう。

電車に乗降するときにプラットホームで待つ間は、乗降口に向かって横向きにします。プ
ラットホームは乗降口方向が坂になっています。
エレベーターを利用する場合は、エレベーター内に設置されている鏡で後方の確認をしま
す。また、エレベーターと床面に隙間がある場合も車輪がはさまらないようにしましょう。

まとめ
歩くことができないから車いすを利用するので
はなく、本人の生活目標をとらえ、何が必要なの

もしれません。自己研鑽も必要ですが、理学療法士、
作業療法士、福祉用具プランナーや福祉用具相談
員など用具に精通している専門職を活用するのも
良いと思います。

かを考えていくことが大切です。在宅と施設では環

高齢者や障害者は決して特別な存在ではありませ

境は異なりますが、福祉機器を選択する視点は変

ん。人は必ず年を重ねていきます。年を重ねると誰

わりません。その方本人がどのような生活を送りた

でも身体機能が低下していき、取り巻く環境の変化

いのか、そのために必要なことは何なのか。その

とともに精神的な変化も現れます。また、近年はデ

中で「車いす」という選択をした時に、本当に適

ザイン性も考慮したものなど機能面も含めて選択肢

切なものは何なのかを目的や本人の身体機能に照

の幅も広がっていますので、できる限りその方の生

らし合わせて考えていきます。環境は一定配慮が

活にあった製品を選んでいただければと思います。

できたとしても十分できるとも限りません。身の回

車いす利用者に対しても一人ひとりの個別性を

りに車いすに詳しい人がいるのか調べてみるのも
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良いでしょう。地域の中に相談できる窓口があるか

尊重した対応を心がけましょう。

5

車いすのフィッティング

［図 13］足囲や足幅

車いすを利用される方は、歩くことが困難である
かんせつこうしゅく

ばかりでなく、腰痛・麻痺・筋力低下・関 節 拘 縮
（関節が固まり動かなくなること）・座位バランスの

足囲［ワイズ］

足長

低下など様々な身体機能の低下がみられます。そ
の身体機能に合った車いすを選ぶと同時に、身体車いす２
機能に車いすを合わせることが非常に大切になり
ます。このように、「身体に適切な車いすを合わせ
ること」をフィッティングといいます。
洋服で考えてみましょう。私たちは洋服を買うと

足幅

るかどうか、色合いが合っているかどうかなど洋服

車いす編

きによく試着をします。選んだ洋服が体に合ってい

［図 14］インソール（中敷き）

売り場の店員の方と一緒にフィッティングを行いま

ࡒŹƎ¥Ļ

す。でも、試着室でよかったからといって、買って
はみたものの実際に着てみると、他の場面で不具
車いすの選び方、利用のための基礎知識

合があることはありませんか。
靴ではいかがでしょうか。靴はスーツを着ている
ときのドレスシューズ・紐を使わず脱ぎ履きしやす
いスリッポン・短靴であるシューズに対して長靴で
あるブーツ・ゴム底を張った靴であるスニーカー
そくちょう

などがあり、靴のサイズも足長に対しては 22.0cm
そく い

あしはば

や 25.5cm と表記され、足囲や足幅（図 13）に対
しては EE、EEE、4E などと表記されています。さ
らに人の足には土踏まずがありますので、インソー
ル（いわゆる中敷き、図 14）を入れることで、歩
がい はん

［図 15］

いたり走ったりしたときの衝撃を吸収したり、外反
ぼ

し

へんぺいそく

母趾や扁平足に対して使用することもあります。
車いすで考えてみると、 小柄な方が大きな車
いすに座り、身体が斜めになってしまったり（図
だい たい ぶ

15）
、大柄な方が小さな車いすに座り大 腿 部（ふ
ともも）が車いすのパイプにあたってしまったりし
ているところを見かけることがあります。
身体のバランスを取ることができずに斜めに
座った方につっかい棒のようにタオルを敷き込むと
窮屈でたまらないでしょう。

えん ぱい

歳をとると身体が丸くなってしまう円 背 姿勢で
は、車いすの調整を行わないと前かがみになって
しまいます（図 16）。

65

［図 16］
（円背姿勢）

膝裏から足の裏までの距離に合わせ、膝の裏に少
し隙間があく程度にするとよいでしょう（図 19）。
［図 17］

座幅
腰幅

車いす編
車いすの選び方、利用のための基礎知識

身体を自分で動かすことができずに車いすに

［図 18］

座っていても、「座っているだけ」では楽な姿勢に
なっていないということです。楽な姿勢で座れる
ように車いすを選んだり調整すること、すなわち
フィッテングが重要になります。

隙間
3〜4cm

（1）車いすの機能
車いすの機能としては、①姿勢②駆動③移乗の

奥行き

三要素があります。よい姿勢で座ることができると、
一番の目的であるこぎやすさにつながり、座位時
間が長くなることによって車いすを使用して様々な
生活を送ることができ、食事などもしやすくなりま
す。また、車いすに乗りたいときに乗り、ベッドに
戻りたいときに戻るためには、移乗のしやすさが

［図 19］

とても大切です。これらの三要素を解決することが
車いす選びに必要となります。

（2）寸法
車いす選びで一番重要なのが寸法です。特に自
分で車いすをこぐ方や、座位バランスが低下して、
身体が斜めになりやすい方の場合には、寸法を合
わせるだけでもかなり姿勢がよくなります。
いすに座っているときの腰の幅よりも車いすの
座幅は片側 1.5cm 程度広げ（図 17）、シートの奥
行きは、膝の裏に 3~4㎝隙間があるとよいでしょう
（図 18）
。また、シートとフットサポートの距離は
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シートとフットサポートの距離

ゆとり
1.5 ㎝程度

¥ॴ

（3）シートのたわみ

［図 22］必要に応じてたわみをとることができるベース（1）

車いすを長年使用しているとシートにたわみが
生じてしまいます（図 20）
。適切なクッションを敷
かないと余計にたわみが生じてしまいます。この
シートのたわみが原因で、斜め座りやずっこけ座り
になってしまいます（図 21）。
［図 20］シートのたわみ
［図 23］必要に応じてたわみをとることができるベース（2）

車いす編

９
車いすの選び方、利用のための基礎知識

［図 21］
（斜め座り）

シートのたわみをとることは適切な座幅を選ぶこ
とと同時に、必要に応じてたわみをとることができ
るベース（図 22、図 23）をクッションとカバーの
間に入れるとよいでしょう。
67
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（4）仙骨座り

（5）基本的な姿勢

ずっこけた姿勢で座っているのを仙骨座りといい

車いすに座っているときの基本的な姿勢は、正

ます（図 24）。仙骨座りのままでいると、お尻と背

面から見たときには、手・足・身体が左右対称的な

中の二点で支えているようになりますので、この座

姿勢で、いわゆるまっすぐな姿勢がよいでしょう（図

り方では腰のところに隙間ができてしまい、腰痛の

26）。横から見たときには骨盤の上に頭があり、顔

原因になります。また、ずっこけているということで、

が前を向いている姿勢がよいでしょう（図 27）。

皮膚が後ろにずれて仙骨や尾骨の部分に床ずれが

ࡒŹƎĹĺ できやすくなってしまいます。

［図 26］

姿勢よく座っているときの骨の状態は、図 25 の
ように骨盤と大腿骨が概ね 90°
になり、座骨・大
腿骨で座面に体重がかかり、背もたれ（バックサ
車いす編

ポート）には骨盤から背中にかけてもたれていま
す。
［図 24］
（仙骨座り）

車いすの選び方、利用のための基礎知識

［図 27］

［図 25］姿勢よく座っているときの骨の状態

骨盤

大腿骨

座骨

（6）フィッティングの方法
フィッティングを行うためには、利用者の方の身
体状況の把握が必要になります。移動が困難にな
たん

り車いすを使用する方の状態を分類すると、①端
ざ

い

座 位（ベッドの端に腰掛けて座ること）が可能な
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人②背もたれがあれば座位が可能な人③背もたれ

［図 29］

があっても短時間で座位が崩れてしまう人、の三
つの段階で考えてみましょう。
端座位が可能な方で短時間車いすを利用する
方の場合は、いわゆる標準形（自走式）車いすで
よいと思いますが、歩くことが困難な方の場合は、
側方パット

おしりの筋肉が痩せていますので座骨や仙骨にか
かる体圧が高くなります。痛みが出ないように座り
心地を重視したクッションを敷くようにしましょう。
もちろん、車いすのサイズは体格に合わせたいも
のです。
背もたれがあれば座位が可能な人の場合は、体

車いす編

格に合わせて車いすのサイズを選び、仙骨座りに
ならないように骨盤が起きた状態に調整したいも
のです。背もたれがあれば座位が取れるといって
も、高齢の方や障害のある方は、私たちが座って

背もたれがあっても短時間で座位が崩れてしま
う人の場合は、座面の角度を変えること（ティルティ

腰が車いすの背もたれにくっつくように深く腰掛

ング）ができ、しかもバックサポートの角度を変え

け、身体を起こすことが必要です。そしてずっこけ

ること（リクライニング）ができる姿勢変換機能付

た姿勢にならないように座骨部にくぼみのあるクッ

の車いすを使用するとよいでしょう（図 30）。

車いすの選び方、利用のための基礎知識

ࡒŹƎ
いるようにまっすぐ座ることができません。まずは

ション（アンカーサポート図 28）を使用し、必要
に応じて骨盤を起こすことができるように背もたれ

［図 30］ティルティング・リクライニング

の張りを調整するとよいでしょう。
［図 28］アンカーサポート

アンカーサポート

身体の傾きに対しては身体の側方にパッドを使
用します（図 29）
。また、身体が前かがみになっ
てしまう方には、座面の角度をつけ身体がバック
サポート（背もたれ）にもたれかかることができる
ようにします。
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6

4静的安定性は前方・後方各 20°
・側方 15°
の傾斜

電動車いす

に対して安定であること
5段差乗越えは前進または後進により助走なしで

電動車いすというのは、ハンドル（図 31）やジョ
イスティックレバー（図 32）等を操作して移動する、
モーター付の車いすです。主に使う人自らが操作
するものですが、介助用の電動車いすもあります。

25mm 及び助走ありで 50mm の段差乗越えがで
きる
6坂道走行性は 6°
の傾斜面の S 字走路を逸脱及び
異常なく登降できる
7斜面直進走行性は 3°
の傾斜面で幅 1.2m の走路
を逸脱しない

［図 31］ハンドル

8回転性能は自操用標準形は幅 0.9m、それ以外は
幅 1.2m の直角路を曲がれる
など規定されています。
車いす編

（2）電動車いすの種類
電動車いすは大きく分けて、自操用と介助用に

車いす

２２

分けられます。自操用の中には、
自操用標準形（操
作方式はジョイスティック方式）図 32、自操用ハ

車いすの選び方、利用のための基礎知識

ンドル形（電動三輪車または同四輪車）図 33、自
操用座位変換形（リクライニング機構及びリフト機

［図 32］自操用標準形
ジョイスティックレバー

構を有しているもの）図 34、自操用簡易形（手動
車いすに電動駆動装置や制御装置を取り付けた簡
便な電動車いす）図 35 などがあります。介助用
には、介助用標準形（三輪または四輪で構成され、
介助者によって操作するもの）図 36、介助用簡易
形（手動車いすに電動駆動装置や制御装置を取り
付けた簡便な電動車いすで、介助者によって操作
するもの）図 37、介助用特殊形（介助用標準形
および介助用簡易形以外のすべての介助用電動車
いす）などがあります。
［図 33］自操用ハンドル形

（1）電動車いすの機能
電動車いすの機能としては、JIS 規格（日本工業
規格）において、
1最高速度は低速用で4.5km/h、中速用で6.0km/h
とうはん

2 登坂性能は 10°
の斜面を直進で登れること、降坂
性能は最高速度の 115% 以内
3制動性能は平坦路制動性能として1.5m以内で停
止できる、降坂制動性能として3m 以内で停止で
きる、傾斜停止力は 10°
の斜面で停止できる
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［図 35］自操用簡易形

［図 34］自操用座位変換形

車いす25

車いす編

［図 36］介助用標準形

車いすの選び方、利用のための基礎知識

電動昇降

ࡒŹƎ

電動リクライニング
［図 37］介助用簡易形

電動ティルト
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（3）操作方法
電動車いすは、道路交通法では歩行者として扱

意が必要です。
電動車いすは、運転をしている方が感じるよりも、

われていますので運転免許証がなくても運転する

車の運転者からは見えにくいものです。運転者が

ことができます。また、軽車両である自転車とは違っ

電動車いすに気が付いているかどうか確認しなが

て右側通行になります。

ら電動車いすを操作する必要があります。

ジョイスティックを操作する場合には、ジョイス

運転するときの姿勢は、しっかりと座席に深く座

ティックを持つのではなく、軽く握りわずかな力で

り、まっすぐ前を向くようにしましょう。身体が丸く

傾けると、傾けた方向に電動車いすが動きます。

なっているとあごが上がり、あごが上がった状態で

止まるときには握ったジョイスティックを元の位置

は左右の確認をするときの首の動きが動かしにくく

に戻しますが離すようにすると元に戻ります。

なってしまいます。特にバックするときには、バッ

ハンドル型の場合は、ハンドルについているレ
車いす編

バーを握るかもしくは下げると前進します。後進す

クミラーを見るだけでなく、必ず振り返って確認す
るようにしましょう。

る場合は、スイッチを後進の方に入れ、レバーを

横断歩道を渡るときには、信号が青になったこ

握るか下げると後進します。そして後進のときには

とを確認してから渡るようにしましょう。点滅してい

ブザーがなります。止まるときは、レバーを離すよ

るときにスピードをあげて無理に渡ろうとしてはい

うにします。中には力強く握ると止まるようになっ

けません。

車いすの選び方、利用のための基礎知識

ている緊急停止機能が付いているものもあります。

（4）注意点
電動車いすは歩くことが困難になってきた方の

また、踏切事故の場合は高い確率で死亡事故に
つながりますし、他の方々にも迷惑をかけてしまい
ます。踏切を渡らないで済むような安全な道を見
つけて通るようにしましょう。

行動範囲を広くする非常に便利なものです。しか

道路交通法上、車いすは自転車などと違って歩

し、一方で電動車いすが普及するにつれて電動車

行者とみなされます。しかし、電動車いすは自分

いすの交通事故も増えています。警察庁によると、

が事故に合うばかりか、加害者になる可能性のあ

平成 12 年の電動車いすの交通事故件数が 187 件

るものです。注意をするだけではなく、保険に入

だったのに対し、 平成 22 年には 253 件に増え、

ることも考えて利用したいものです。

平成 28 年には 155 件に減少しています。また、

最後に電動車いすで外出するときはバッテリー

平成 22 年の死者数は 13 件ですが、平成 28 年で

が十分に充電されていることや、発進、停止に異

は 9 件発生しています。（電動車いすの交通事故 最

常がないかを確認してください。これらの確認を怠

近の交通事故の実態／警察庁 平成 29 年）

ると思わぬ重大事故につながる可能性があります。

事故の特徴としては、

また、平成 30 年 4 月 12 日付で消費者庁より協

1 朝 8 時から夕方 6 時までの時間帯に多い

力依頼があり、同月 18 日付で厚生労働省から「ハ

2 道路横断中に多く発生している

ンドル形電動車椅子安全利用に関する知識・技能

3 通行目的では、買い物・訪問のときに

についての教育・訓練の基本項目」についてとい

事故が多い
4 事故の相手方は 9 割以上が自動車
などが挙げられます。
これらのことを踏まえて、運転するときの注意点
として、運転に慣れるまで広いところで自転車や歩
行者の少ない時間帯に十分に練習をして慣れるこ
とが必要です。そして行きたい所へは交通量が少
ない道を選ぶようにしましょう。ガードレールの中
に自転車がたくさん止められているようなところで
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は車道を走らざるを得なくなってしまいますので注

う事務連絡が各都道府県・指定都市・中核市 介
護保険主管課（室）宛に出されました（再掲／基
本項目については P.73、74 をご覧ください）。



各都道府県・指定都市・中核市 介護保険主管課（室）宛



消安全第 157 号平成 30 年 4月12日別添資料

ハンドル形電動車椅子安全利用に関する知識・技能についての
教育 ･ 訓練の基本項目



消費者庁消費者安全課
消費者庁では、ハンドル形電動車椅子（以下、
「電動車椅子」という。）の利用者が運転に必要な知識と危険
車いす編

回避に必要な技能を理解・習得し、安全に利用できるよう、購入時や貸与時の操作説明、安全講習会に取り入
れていただきたい教育・訓練の基本項目を以下のとおりまとめました。
基本項目の活用により、電動車椅子の事故防止に取り組んでいただきますようお願いします。基本項目の実
施に当たっては、後出の参考資料もご覧ください。

車いすの選び方、利用のための基礎知識

【教育・訓練の基本項目】
以下の各項目を利用者が理解、習得できるものとする。下記２．及び３．の項目については、受講者の安全
を確保しつつ、模擬体験・指導員等による実演を実施し、実施できない場合は映像などを用いた説明を実施
することが望ましい。また、下記４．の項目については、現地での確認が実施できない場合は、地図等を活用し、
リスクの確認を行うことが望ましい。

１．電動車椅子を安全に利用するに当たっての基礎知識
①

電動車椅子の利用者は、道路交通法上、歩行者とみなされること。

②

電動車椅子を利用する際は、歩道を走行するなど歩行者としての通行区分に従うこと。

※

上記の点に係る法令等の変更があった場合には、その内容について説明すること。

２．電動車椅子を安全に利用するための操作の基本
① アクセルレバーを触れることによる意図しない発進があり危険であること。
②

急停止操作及び手動ブレーキ操作

1
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３．電動車椅子の利用時に注意すべき危険な事例とその対応策
①

踏切内での脱輪：踏切の端に寄り過ぎないこと、介助者と一緒に同行すること。

②

急坂での転倒：10 度を超える急坂の通行は避けること。

③ 傾斜地・横断勾配での転倒：体を傾斜の高い方に傾けてバランスを取ること。急勾配の場合には
通行を避けること。
④

段差・溝の乗り越えでの転倒：段差や溝に対して直角に進むこと。

⑤

側溝や用水路への転落：道路の端から必要な間隔をあけること。

４．電動車椅子の利用者の行動範囲内に潜む危険リスクの確認
 電動車椅子の利用者の行動範囲内において、上記３．記載の危険な事例が起こりそうな箇所を指導
車いす編

員等の付き添いの下で利用者の安全を確保しつつ、現地で確認しておくこと。
※ 工事などで通行が困難な場合に備え、電動車椅子の利用者の行動範囲の迂回路も確認しておくこ
とが望ましい。

車いすの選び方、利用のための基礎知識

５．安全利用のために普段から心がけること
①

使用前の点検

②

バッテリー容量の確認

③

定期的なメンテナンス

６．賠償保険及び傷害保険の説明
事故に備え、損害保険や傷害保険への加入が望ましいことを説明すること。

＜参考資料＞
警察庁

電動車いすの安全利用に関するマニュアル

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/e_wheelchair.html

2
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執筆者
【はじめての車いすの選び方・使い方】
堀家

京子（公益財団法人武蔵野市福祉公社 作業療法士）

【車いすのフィッティング、電動車いす】
加島

守（高齢者生活福祉研究所 所長 / 理学療法士）

車いす編
車いすの選び方、利用のための基礎知識
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1. 指針の構成
（1）一般的な腰痛予防対策の総論
【1】はじめに（指針の趣旨・目的等）
【2】作業管理（自動化・省力化、作業姿勢等）
【3】作業環境管理（温度、照明、作業床面等）
【4】健康管理（腰痛健診、腰痛予防体操等）
【5】労働衛生教育（腰痛要因の低減措置等）
【6】リスクアセスメント、労働安全衛生マネジメントシステム

（2）作業態様別の対策（腰痛の発生が比較的多い 5 つの作業）
【1】重量物取扱い作業
【2】立ち作業（製品の組立、サービス業等）
【3】座り作業（一般事務、VDT 作業、窓口業務、コンベア作業等）
【4】福祉・医療分野等における介護・看護作業
【5】車両運転等の作業（トラック、バス・タクシー、車両系建設機械等の操作・運転）

2. 主な改訂事項・ポイント
○介護作業の適用範囲・内容の充実
◦「重症心身障害児施設等における介護作業」から「福祉・医療等における介護・看護作業」全般に適用を拡大
◦腰部に著しく負担がかかる移乗介助等では、リフト等の福祉機器を積極的に使用することとし、原則として人力によ
る人の抱上げは行わせないことを記述

○リスクアセスメント、労働安全衛生マネジメントシステムの手法を記述
◦リスクアセスメントは、ひとつひとつの作業内容に応じて、災害の発生（ここでは腰痛の発生）につながる要因を
見つけ出し、想定される傷病の重篤度（腰痛に関しては腰部への負荷の程度）、作業頻度などからその作業のリス
クの大きさを評価し、リスクの大きなものから対策を検討して実施する手法（労働安全衛生法第 28 条の 2）
◦労働安全衛生マネジメントシステムは、事業場がリスクアセスメントの取組を組織的・継続的に実施する仕組み（労
働安全衛生規則第 24 条の 2）
◦これらは、いずれも労働災害防止対策として取り組まれているものであるが、腰痛予防対策においてもこれらの手
法が効果的であることから改訂指針に明記

○一部の作業について、職場で活用できる事例を掲載（チェックリスト、作業標準の作成例、ストレッチン
グ（体操）方法など）
（厚生労働省ホームページより引用）
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「職場における腰痛予防対策指針」の概要等（平成 25 年 6月18日改訂）

「職場における腰痛予防対策指針」より抜粋
作業態様別の対策
Ⅳ

福祉・医療分野等における介護・看護作業

高齢者介護施設・障害児者施設・保育所等の社会福祉施設、医療機関、訪問介護・看護、特別支援学校での教育等
で介護・看護作業等を行う場合には、重量の負荷、姿勢の固定、前屈等の不自然な姿勢で行う作業等の繰り返しにより、
労働者の腰部に過重な負担が持続的に、又は反復して加わることがあり、これが腰痛の大きな要因となっている。
このため、事業者は、次の対策を講じること。

1. 腰痛の発生に関与する要因の把握
介護・看護作業等に従事する労働者の腰痛の発生には、
「介護・看護等の対象となる人（以下「対象者」という。）の要
因」
「労働者の要因」
「福祉用具（機器や道具）の状況」
「作業姿勢・動作の要因」
「作業環境の要因」
「組織体制」
「心理・
社会的要因」等の様々な要因が関与していることから、これらを的確に把握する。

2.リスクの評価（見積り）
具体的な介護・看護等の作業を想定して、労働者の腰痛の発生に関与する要因のリスクを見積もる。リスクの見積り
に関しては、個々の要因ごとに「高い」
「中程度」
「低い」などと評価を行い、当該介護・看護等の作業のリスクを評価する。

3.リスクの回避・低減措置の検討及び実施
2で評価したリスクの大きさや緊急性などを考慮して、リスク回避・低減措置の優先度等を判断しつつ、次に掲げるよ
うな、腰痛の発生要因に的確に対処できる対策の内容を決定する。
（1）対象者の残存機能等の活用
対象者が自立歩行、立位保持、座位保持が可能かによって介護・看護の程度が異なることから、対象者の残存機能と
介助への協力度等を踏まえた介護・看護方法を選択すること。
（2）福祉用具の利用
福祉用具（機器・道具）を積極的に使用すること。
（3）作業姿勢・動作の見直し
イ 抱上げ
移乗介助、入浴介助及び排泄介助における対象者の抱上げは、労働者の腰部に著しく負担がかかることから、全介
助の必要な対象者には、リフト等を積極的に使用することとし、原則として人力による人の抱上げは行わせないこと。
また、対象者が座位保持できる場合にはスライディングボード等の使用、立位保持できる場合にはスタンディング
マシーン等の使用を含めて検討し、対象者に適した方法で移乗介助を行わせること。
人力による荷物の取扱い作業の要領については、「I 重量物取扱い作業」によること。
ロ 不自然な姿勢
ベッドの高さ調節、位置や向きの変更、作業空間の確保、スライディングシート等の活用により、前屈やひねり等
の姿勢を取らせないようにすること。特に、ベッドサイドの介護 ･ 看護作業では、労働者が立位で前屈にならない
高さまで電動で上がるベッドを使用し、各自で作業高を調整させること。
不自然な姿勢を取らざるを得ない場合は、前屈やひねりの程度を小さくし、壁に手をつく、床やベッドの上に膝を
着く等により身体を支えることで腰部にかかる負担を分散させ、また不自然な姿勢をとる頻度及び時間も減らすこと。
（4）作業の実施体制
（2）の福祉用具の使用が困難で、対象者を人力で抱え上げざるを得ない場合は、対象者の状態及び体重等を考慮し、
できるだけ適切な姿勢にて身長差の少ない 2 名以上で作業すること。労働者の数は、施設の構造、勤務体制、作業内容
及び対象者の心身の状況に応じ必要数を確保するとともに、適正に配置し、負担の大きい業務が特定の労働者に集中
しないよう十分配慮すること。
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（5）作業標準の策定
腰痛の発生要因を排除又は低減できるよう、作業標準を策定すること。作業標準は、対象者の状態、職場で活用でき
る福祉用具（機器や道具）の状況、作業人数、作業時間、作業環境等を考慮して、対象者ごとに、かつ、移乗、入浴、排
泄、おむつ交換、食事、移動等の介助の種類ごとに策定すること。作業標準は、定期的及び対象者の状態が変わるたび
に見直すこと。
（6）休憩、作業の組合せ
イ 適宜、休憩時間を設け、
その時間にはストレッチングや安楽な姿勢が取れるようにすること。また、作業時間中にも、
小休止・休息が取れるようにすること。
ロ 同一姿勢が連続しないよう、できるだけ他の作業と組み合わせること。
（7）作業環境の整備
イ 温湿度、照明等の作業環境を整えること。
ロ

通路及び各部屋には車いすやストレッチャー等の移動の障害となるような段差等を設けないこと。また、それら
の移動を妨げないように、機器や設備の配置を考えること。機器等にはキャスター等を取り付けて、適宜、移動で
きるようにすること。

ハ

部屋や通路は、動作に支障がないように十分な広さを確保すること。また、介助に必要な福祉用具（機器や道具）
は、出し入れしやすく使用しやすい場所に収納すること。

ニ

休憩室は、空調を完備し、適切な温度に保ち、労働者がくつろげるように配慮するとともに、交替勤務のある施
設では仮眠が取れる場所と寝具を整備すること。

ホ

対象者の家庭が職場となる訪問介護・看護では、腰痛予防の観点から作業環境の整備が十分なされていないこ

とが懸念される。このことから、事業者は各家庭に説明し、腰痛予防の対応策への理解を得るよう努めること。
（8）健康管理
長時間労働や夜勤に従事し、腰部に著しく負担を感じている者は、勤務形態の見直しなど、就労上の措置を検討する
こと。その他、指針本文 4 により、適切に健康管理を行うこと。
（9）労働衛生教育等
特に次のイ〜ハに留意しつつ、指針本文 5 により適切に労働衛生教育等を行うこと。
イ 教育・訓練
労働者には、腰痛の発生に関与する要因とその回避・低減措置について適切な情報を与え、十分な教育・訓練が
できる体制を確立すること。
ロ 協力体制
腰痛を有する労働者及び腰痛による休業から職場復帰する労働者に対して、組織的に支援できる協力体制を整える
こと。
ハ

指針・マニュアル等
職場ごとに課題や現状を考慮した腰痛予防のための指針やマニュアル等を作成すること。

4.リスクの再評価、対策の見直し及び実施継続
事業者は、定期的な職場巡視、聞き取り調査、健診、衛生委員会等を通じて、職場に新たな負担や腰痛が発生してい
ないかを確認する体制を整備すること。問題がある場合には、速やかにリスクを再評価し、リスク要因の回避・低減措
置を図るため、作業方法の再検討、作業標準の見直しを行い、新たな対策の実施又は検討を担当部署や衛生委員会に
指示すること。特に問題がなければ、現行の対策を継続して実施すること。
また、腰痛等の発生報告も欠かすことなく行うこと。

職場における腰痛予防対策指針の解説
Ⅳ

福祉・医療分野等における介護・看護作業

福祉・医療分野等において労働者が腰痛を生じやすい方法で作業することや腰痛を我慢しながら仕事を続けること
は、労働者と対象者双方の安全確保を妨げ、さらには介護・看護等の質の低下に繋がる。また、いわゆる「新福祉人材
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確保指針」
（平成 19 年厚生労働省告示第 289 号「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的
な指針」）においても、
「従事者が心身ともに充実して仕事が出来るよう、より充実した健康診断を実施することはもとよ
り、腰痛対策などの健康管理対策の推進を図ること。
（経営者、関係団体、国、地方公共団体）」とされており、人材確保
の面からも、各事業場においては、組織的な腰痛予防対策に取り組むことが求められる。
ここでは、リスクアセスメントと労働安全衛生マネジメントシステムの考え方に沿った取り組みについて、
「6リスクア
セスメント及び労働安全衛生マネジメントシステム」で解説した基本的事項を補足していく。

1. 腰痛の発生に関与する要因
（1）介護・看護作業等の特徴は、「人が人を対象として行う」ことにあることから、対象者と労働者双方の状態を的確
に把握することが重要である。対象者側の要因としては、介助の程度（全面介助、部分介助、見守り）、残存機能、
医療的ケア、意思疎通、介助への協力度、認知症の状態、身長・体重等が挙げられる。また、労働者側の要因と
しては、腰痛の有無、経験年数、健康状態、身長・体重、筋力等の個人的要因があり、さらには、家庭での育児・
介護の負担も腰痛の発生に影響を与える。
（2）福祉用具（機器や補助具）は、適切な機能を兼ね備えたものが必要な数量だけあるかどうか確認する。
（3）作業姿勢・動作の要因として、移乗介助、入浴介助、排泄介助、おむつ交換、体位変換、清拭、食事介助、更衣介助、
移動介助等における、抱上げ、不自然な姿勢（前屈、中腰、ひねり、反り等）および不安定な姿勢、これら姿勢の
頻度、同一姿勢での作業時間等がある。こうした腰痛を生じやすい作業姿勢・動作の有無とその頻度及び連続作業
時間が適切かをチェックする。
（4）作業環境要因として、温湿度、照明、床面、作業高、作業空間、物の配置、休憩室等が適切かをチェックする。
（5）作業の実施体制として、適正な作業人数と配置になっているか、労働者間の協力体制があるか、交代勤務（二交替、
三交替、変則勤務等）の回数やシフトが適切か検討する。休憩 ･ 仮眠がとれるか、正しい教育が行われているかに
ついて把握する。
（6）心理・社会的要因については、腰痛の悪化・遷延に関わるとされ、逆に、腰痛を感じながら仕事をすることその
ものがストレス要因となる。また、仕事への満足感や働きがいが得にくい、職場の同僚・上司及び対象者やその家
族との人間関係、人員不足等から、強い腰痛があっても仕事を続けざるを得ない状況、腰痛で休業治療中の場合
に生じうる職場に迷惑をかけているのではという罪悪感や、思うように回復しない場合の焦り、職場復帰への不安
等が、ストレス要因として挙げられる。こうした職場における心理・社会的要因に対しては、個人レベルでのストレ
ス対処法だけに依拠することなく、事業場で組織として対策に取り組むことが求められる。

2.リスクの評価（見積り）
具体的な介護・看護等の作業を想定して、例えば、各作業における腰痛発生に関与する要因ごとに、
「高い」
「中程度」
「低い」などとリスクを見積もる。
なお、腰痛の発生に関与する要因は多岐にわたることから、リスク評価を行う対象となる作業も多くなる。対策の優
先順位付けする一環として、または、リスクアセスメントを試行的に開始するにあたって、重篤な腰痛の発生した作業
や腰痛を多くの労働者が訴える作業等を優先的にリスク評価の対象とすることが考えられる。

（1）介護作業者の腰痛予防対策チェックリスト
職場でリスクアセスメントを実施する際に、産業現場では様々なチェックリストが、その目的に応じて使用されている
が、腰痛予防対策でもチェックリストは有用なツールとなる。参考 4 にリスクアセスメント手法を踏まえた「介護作業者
の腰痛予防対策チェックリスト」を示す。

（2）介護・看護作業等におけるアクション・チェックリスト
本格的なリスクアセスメントを導入するまでの簡易な方法として、実施すべき改善対策を選択・提案するアクション・
チェックリストの活用も考えられる。アクション・チェックリストは、
「6.リスクアセスメント及び労働安全衛生マネジメン
トシステム」で解説したように、改善のためのアイデアや方法を見つけることを目的とした改善・解決志向形のチェック
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リストである。アクション・チェックリストには、対策の必要性や優先度に関するチェックボックスを設ける。ここでは、
具体的なアクション・チェックリストの例を「介護・看護作業等におけるアクション・チェックリスト（例）
」
（参考 5）に示
す。この例では、各対策の「いいえ」
「はい」の選択や「優先」をチェックするにあたって合理的な決定ができるよう、リス
クの大きさを推測すること（リスクの見積り）が重要である。

3.リスクの回避・低減措置の検討及び実施
（1）対象者の残存機能の活用
対象者が労働者の手や身体、手すり等をつかむだけでも、労働者の負担は軽減されることから、予め対象者の残存
機能等の状態を確認し、対象者の協力を得た介護 ･ 看護作業を行う。

（2）福祉用具の利用
スライディングボードを利用して、ベッドと車いす間の移乗介助を行うには、肘置きが取り外し又は跳ね上げ可能な
車いすが必要である。その他、対象者の状態に合った車いすやリフトが利用できるよう配慮すること。
なお、各事業場においては、必要な福祉用具の種類や個数を検討し、配備に努めること。

（3）作業姿勢・動作の見直し
イ 抱上げ
移乗作業や移動時に対象者の残存機能を活かしながら、スライディングボードやスライディングシートを利用して、
垂直方向への力を水平方向に展開することにより、対象者を抱え上げずに移乗・移動できる場合がある。また、対象者
が立位保持可能であればスタンディングマシーンが利用できる場合がある。
ロ 不自然な姿勢
不自然な姿勢を回避・改善するには、以下のような方法がある。
（イ）対象者にできるだけ近づいて作業する。
（ロ）ベッドや作業台等の高さを調節する。ベッドの高さは、労働者等がベッドサイドに立って大腿上部から腰上部付
近まで上がることが望ましい。
（ハ）作業面が低くて調節できない場合は、椅子に腰掛けて作業するか、ベッドや床に膝を着く。なお、膝を着く場合
は、膝パッドの装着や、パッド付きの作業ズボンの着用などにより、膝を保護することが望ましい。
（ニ）対象者に労働者が正面を向けて作業できるように体の向きを変える。
（ホ）十分な介助スペースを確保し、手すりや持ち手つきベルト等の補助具を活用することにより、姿勢の安定を図る。

（4）作業の実施体制
労働者の数は適正に配置する必要があるが、やむを得ない理由で、一時的に繁忙な事態が生じた場合は、労働者の
配置を随時変更する等の体制を整え、負担の大きい業務が特定の労働者に集中しないよう十分配慮すること。
介護・看護作業では福祉用具の利用を積極的に検討するが、対象者の状態により福祉用具が使用できず、どうしても
人力で抱え上げざるを得ない時は、できるだけ複数人で抱えるようにすること。ただし、複数人での抱上げは重量の軽
減はできても、前屈や中腰等の不自然な姿勢等による腰痛の発生リスクは残るため、抱え上げる対象者にできるだけ
近づく、腰を落とす等、腰部負担を少しでも軽減する姿勢で行うこと。また、お互いの身長差が大きいと腰部にかかる
負荷が不均等になるため、注意すること。

（5）作業標準の策定
作業標準は、作業ごとに作成し、対象者の状態別に、作業手順、利用する福祉用具、人数、役割分担などを明記する。
介護施設等で作成される「サービス計画書（ケアプラン）」の中に作業標準を入れるのも良い。
訪問介護の場合には、対象者の自宅に赴いて介護作業を行うため、対象者の家の特徴（布団又はベッド、寝室の広
さ等）や同居家族の有無や協力の程度などの情報をあらかじめ十分把握し、これらを作業標準に生かして、介護作業を
進める。介護作業における作業標準の作成例を参考 6 に示す。
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（6）休憩、作業の組合せ
介護・看護作業では、全員が一斉に休憩をとることが難しいため、交代で休憩できるよう配慮すること。また、その時
間を利用して、適宜、ストレッチングを行うこと。
訪問介護・看護において、一人の労働者が一日に複数の家庭を訪問する場合は、訪問業務の合間に休憩・休息が少
しでもとれるよう、事業場が派遣のコーディネートにおいて配慮すること。

（7）作業環境の整備
イ 不十分な暖房設備下での作業や、入浴介助や風呂掃除により体幹・下肢が濡れた場合の冷え等は、腰痛の発生
リスクを高める。温湿度環境は、作業に適した温湿度に調節することが望ましいが、施設で対象者が快適に過ごす
温度が必ずしも労働者に適しているとは限らない。また、訪問介護・看護では労働者が作業しやすい温湿度に調整
できるとは限らないため、衣服、靴下、上履き等により防寒対策をとることが必要となるので、衣類等による調整が
必要となる。
介護・看護作業等の場所、通路、階段、機器類の形状が明瞭に分かることは、つまずき・転倒により労働者の腰
部に瞬間的に過度な負担がかかって生じる腰痛を防ぎ、安全対策としても重要である。
ロ 車いすやストレッチャーが通る通路に段差があると、抱上げが生じたり、段差を乗り越えるときの強い衝撃がかかっ
たりするため、段差はできるだけ解消するか、もしくは段差を乗り越えずに移動できるようレイアウトを考える。
ハ

狭い場所での作業は、腰痛発生のリスクを高める。物品や設備のレイアウト変更により、作業空間を確保できる
場合がある。トイレのような狭い作業空間は、排泄介助が行いやすいように改築するか、または手すりを取り付けて、
対象者及び労働者の双方が身体を支えることができるように工夫すること。

ニ

労働者が、適宜、疲労からの回復を図れるよう、快適な休憩室や仮眠室を設けること。

ホ

訪問介護・看護は対象者の家庭が職場となるため、労働者によって適切な作業環境を整えることが困難な場合が
想定される。寒い部屋で対象者を介護・介護せざるを得ない、対象者のベッド周りが雑然としており、安全な介護・
看護ができない、あるいは、対象者やその家族の喫煙によって労働者が副流煙にばく露する等、腰痛の発生に関与
する要因が存在する場合には、事業者は各家庭に説明し、対応策への理解を得るよう努力する。

（8）健康管理
指針本文「4 健康管理」により、適切に健康管理を行う。

（9）労働衛生教育等
イ 教育・訓練
腰痛発生の予防対策のための教育・訓練は、腰部への負担の少ない介護・看護技術に加え、リフト等の福祉用具の
使用方法やストレッチングの方法も内容とし、定期的に実施すること。
ロ 協力体制
腰痛を有する労働者及び腰痛による休業から職場復帰する労働者に対して、組織的に支援できるようにすること。ま
た、労働者同士がお互いに支援できるよう、上司や同僚から助言・手助け等を受けられるような職場作りにも配慮する
こと。
ハ

指針・マニュアル等
腰痛予防のための指針やマニュアル、リスクアセスメントのためのチェックリストは、職場の課題や現状を考慮し、過

去の安全衛生活動や経験等をいかして、職場に合ったものを作成すること。腰痛予防対策を実施するための方針がいっ
たん定まったら、衛生委員会等の組織的な取組みの下に、労働安全衛生マネジメントシステムの考え方に沿った実践
を粘り強く行うことが重要である。

4.リスクの再評価、対策の見直し及び実施継続
リスク回避・低減措置の実施後、新たな腰痛発生リスクが生じた場合は、担当部署や衛生委員会に報告し、腰痛発生
の原因の分析と再発防止対策の検討を行うこと。腰痛等の発生報告は、腰痛者の拡大を防ぐことにつながる。
（厚生労働省ホームページより引用）
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介護・看護作業等におけるアクション・チェックリスト（例）
まず、チェックを行う職場の範囲を決める。次に、チェックリスト全体にまず目を通し、チェックを始める前に、対象と
する作業現場をじっくり巡回する。各項目を注意深く読み、その項目の指摘する改善策が当てはまるかどうかを確認す
る。もし必要なら、担当者か労働者に質問する。対策がその現場では該当しない、あるいは、必要ないなら、
「この対策
を提案しますか ?」の答えの「該当せず」あるいは「いいえ」のところに ✓ をつける。その対策を新たに取るべきだと考え
るなら、
「はい」のところに ✓ をつける。全項目をチェックしたら、
「はい」に印をつけた項目をもう一度みる。
「はい」を
つけた項目のうち、最も重要と考えられる項目をいくつか選んで、
「優先」のところに ✓ をつける。終了する前に、項目ご
とに「いいえ」か「はい」のいずれかに ✓ がついていること、いくつかの項目について「優先」のところに印がつけられて
いることを確かめる。
ここでは施設介護を想定したアクション・チェックリストの例を示す。実際に、それぞれの職場で用いる際には適宜、
チェック項目の文案等を変更したり、増やしたりして用いること。

【福祉用具（機器・道具）の状況】
1）福祉用具は、対象者の状態にあったものを配備する
この対策を提案しますか ?

□該当せず

□いいえ □はい→□優先（具体的に

）

2）福祉用具は、出し入れしやすい場所に置く
この対策を提案しますか ?

□該当せず

□いいえ □はい→□優先

3）福祉用具は、定期的に管理・点検を行う
この対策を提案しますか ?

□該当せず

□いいえ □はい→□優先

【作業管理】
4）対象者を抱え上げるときは、リフトを使用する
この対策を提案しますか ?

□該当せず

□いいえ □はい→□優先

5）介助時にスライディングシートを活用し、前かがみ、中腰姿勢やねじり・ひねり姿勢、不安定な姿勢が少なくなる
よう工夫する
この対策を提案しますか ?

□該当せず

□いいえ □はい→□優先

6）同一姿勢が連続しないよう、できるだけ他の作業と組み合わせる
この対策を提案しますか ?

□該当せず

□いいえ □はい→□優先

7）労働者の腰背部等の筋疲労からの回復を十分図れるよう、適宜、小休止や休息を取る
この対策を提案しますか ?

□該当せず

□いいえ □はい→□優先

8）小休止や休息、介護作業の合間にストレッチングを適宜行う
この対策を提案しますか ?

□該当せず

□いいえ □はい→□優先

□該当せず

□いいえ □はい→□優先

9）夜勤では交代で仮眠をとる
この対策を提案しますか ?

【作業環境】
10）室内を快適な温湿度に保つ
この対策を提案しますか ?

□該当せず

□いいえ □はい→□優先

11）作業時の安全が確認できるように照明を明るくする
この対策を提案しますか ?

□該当せず

□いいえ □はい→□優先

12）階段・廊下・室内などの床を滑りにくくする
この対策を提案しますか ?

82

□該当せず

□いいえ □はい→□優先

13）階段・廊下・室内などの段差を解消する
この対策を提案しますか ?

□該当せず

□いいえ □はい→□優先

14）介助するに必要十分な作業空間を確保する
この対策を提案しますか ?

□該当せず

□いいえ □はい→□優先

15）快適でゆっくりとくつろげる、リフレッシュに適した休憩場所を設ける
この対策を提案しますか ?

□該当せず

□いいえ □はい→□優先

【健康管理】
16）腰痛検診を実施し、事後措置を適切に行う
この対策を提案しますか ?

□該当せず

□いいえ □はい→□優先

17）始業前には腰痛予防体操を行う
この対策を提案しますか ?

□該当せず

□いいえ □はい→□優先

18）ストレス対策や長時間労働対策を講じる
この対策を提案しますか ?

□該当せず

□いいえ □はい→□優先

19）敷地内禁煙（又は建物内禁煙）を徹底する
この対策を提案しますか ?

□該当せず

□いいえ □はい→□優先

□該当せず

□いいえ □はい→□優先

□該当せず

□いいえ □はい→□優先

【その他】
20）有給休暇を消化する
この対策を提案しますか ?
21）時間外労働を減らす
この対策を提案しますか ?

22）深夜勤務の回数を適切に調整する
この対策を提案しますか ?

□該当せず

□いいえ □はい→□優先

23）労働者を必要数確保し、適正に配置する
この対策を提案しますか ?

□該当せず

□いいえ □はい→□優先

24）腰痛がある労働者や職場復帰した労働者に対する支援体制を整備する
この対策を提案しますか ?

□該当せず

□いいえ □はい→□優先

25）福祉用具（機器・道具）の正しい操作方法を訓練する
この対策を提案しますか ?

□該当せず

□いいえ □はい→□優先

26）ストレッチングの研修を行う
この対策を提案しますか ?

□該当せず

□いいえ □はい→□優先

27）作業しやすい作業服や手袋・靴等の必要な保護具を支給する。
この対策を提案しますか ?

□該当せず

□いいえ □はい→□優先

28）暴言・暴力等に対応する体制を整える
この対策を提案しますか ?

□該当せず

□いいえ □はい→□優先
（厚生労働省ホームページより引用）
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