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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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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。

住宅改修方法の基礎知識

住宅改修

編

住宅改修編

住宅改修の前に考えたいこと
住宅改修を希望する方の要望をみると、部屋別

も存在します。代表的な例が、転倒・転落事故を

住宅改修方法の基礎知識

では浴室とトイレに集中する傾向があります。これ

起こしやすい環境です。転倒は、居室（居間や寝室）

は、この 2 室で行う生活動作は本人や家族が住宅

を中心に、階段・廊下で移動中に発生する傾向が

改修の必要性に気づきやすいためです。たとえば、

あります。移動の安全を高めるためには、これら

浴槽を利用する入浴は身体に負担をかけやすい重

の部屋にも住宅改修による転倒・転落事故の防止

労働ですから、大変さを自覚しやすいといえます。

が大切ですが、残念ながら本人や家族が気づきに

また、排泄は毎日幾度となく行う生理現象であり、

くいために潜在化しやすく、住宅改修のご要望に

皆さんが人の手を借りずに済ませたいと考える行

つながりにくいといえます。

為です。ですから、住宅改修の要望は本人や家族

適切な住宅改修を考えるためには、まず、住宅

が生活環境の使いにくさに気づきやすい部屋に集

改修の必要な場所、すなわち生活環境に潜む危険

中しやすいのです。

な場所や使いにくい場所を見つけることから始めま

一方で、自分では気づきにくい生活環境の不備

しょう。

転倒予防のための
住まいの点検
私たちは住まいの中の思いがけない場所で転倒

が挙げられていますが、転倒の原因となる環境は
それだけではありません。図 1 のように、いくつ

することがあります。
転倒を起こしやすい原因として、一般的に段差

かの原因が重なったときに、最も転倒の危険性が
高まります。現在のお住まいに、ここで挙げる原
因がいくつか重複して当てはまる場所や部屋があ

図 1 ／転倒の原因となりやすい環境
段 差 ま わり
の天井に照
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滑りや す い
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る動 作 は 避
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床面

敷居の段差

戸枠の段差
滑りやすい
マット

れば、安全のために環境の改善を考えましょう。

段差
屋内では、大きな段差よりも和室と洋室間の敷
居部分や戸枠の突出部分にある 3㎝程度の小さな

見 分 け にく
い同系色の
壁と床

あることがあたりまえになっている、見慣れた小さ

敷居の段差

な段差ほど見落としやすいといえます。また、身

段差につまずくことが多いのです。長年の生活で

体機能の低下とともに、高齢者の歩行はできるだ
けバランスを保ちやすい「すり足」に近づきます。
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このような方には、3㎝程度の段差は十分に大き

ンフロア（塩化ビニル系シート）に比べて硬い素

な障害物といえます。

材です。転倒しやすい方には弾力性がある床材を

また、住宅内の段差には、和室の入口のように

選択することも大切です。

2 室間の床の高さの違いで生じる単純な段差（図
2）と、段差前後の床の高さは同じでも戸の枠が
床から突出している場合のように、またがなけれ
ばならない段差（図 3）があります。またぐ段差は、

暗がり

足を上げるだけでなく突出した枠の幅を超えて歩

暗がりでは、段差や障害物を見落としやすくなり

幅を広げる動作になるので、こちらの段差の通行

ます。日中でも明るさが不足しがちな廊下や階段

を不得意とする方もいます。

は多くみられます。暗がりは明るさの不足と共に照
明の数の不足からも生まれます。たとえば、廊下

図 2 ／単純な段差の例

や階段の照明の数を考えてみましょう。照明が廊
下の真ん中に 1 つあるだけでは、照明が身体の前
方にあれば足元は明るくなりますが、身体の後方
に位置すると足元は自分の影で暗くなります。夜
間にトイレに行こうと気がせいていると、自分の影
で足元の段差を見落とすかもしれません。照明の
数を複数にして影を分散させることが大切です。
暗がりを考えるときには、必ず日中の明るい時
間帯だけでなく、窓からの陽射しがなくなる夕暮れ

図 3 ／またぐ動作を伴う段差の例

以降の夜間の時間帯についても想像してみましょ
う。暗がりは住まいの至る所に存在します。

障害物
障害物にはさまざまなものがあります。室内で
は、整理整頓でなくすことができるものもあります
が、他にもたくさんの障害物が存在します。
たとえば、敷物類です。カーペットや玄関マッ

床の滑りやすさ
バリアフリーといえば、畳をフローリングにする

ト、トイレマット、バスマットなど住まいには多く
の敷物類があります。歩行中に敷物の縁に足のつ
ま先が絡んだり、つまずいて足がもつれたりする
と、転倒する危険性があります。季節限定で使用

工事が一般的ですが、板賬りの床やフローリング

するこたつ布団、電気カーペットなども同様です。

には滑りやすいものもあるので、車いすの方には

敷物をすべて取り去ることは困難ですが、縁のめく

適する床材であっても、歩行に適するとはいいにく

り上がりやずれに気がついたら、できるだけ固定

いことがあります。特に歩行時のバランスが悪くて

し、固定できないものはずれにくくする工夫を施し

転倒しやすい身体状況の方には適しません。さら

ましょう。図 4 のような滑り防止ネットをはさんだり、

に、歩行する方がスリッパや靴下のように滑りやす

滑り止め加工付きのマットの使用も有効です。

い履物で歩くとバランスを崩して転倒しやすくなり
ます。履物との組み合わせにも留意しましょう。
なお、フローリングは、畳やカーペット、クッショ

また、室内の床に這うコード類もつまずきの原
因になります。私たちの生活には実に多くの電気
製品が使われています。それら一つひとつのコー
5

図 4 ／滑り防止ネットの使用例

われる素材のすき間の幅が広い場合や窪みが大き
い場合には、杖や靴先が当たり、つまずきの原因
となります。特に注意したいのは飛び石と呼ばれ
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る敷石を一定の間隔に配置した場合です（図 5）。
石の間隔が広いと安定した歩幅よりも無理をして足
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図 5 ／飛び石を敷いた屋外通路の例

滑り防止ネットをマットの下に挟む

ドがコンセントに向かって延びているのです。コン
セント近くの床に放置されたコード、部屋を横断す
る延長コードなどが足に絡むととても危険です。

色合い
段差は周囲の色合いに影響を受けて見分けにく
くなることがあります。壁と床が似た色合い、段差

を広げようとするために不安定になりやすく、結果

部分と床面の見分けがつきにくい色合いでは、暗

として石の縁につまずきやすくなります。また、飛

がりと同じように転倒の危険性が増加します。段差

び石は両足と杖がすべて載るほど大きくはありませ

部分と段差前後の床面が似た色合いでは、著しく

ん。石の周囲が小石（じゃり）敷きの場合には、

視認性（実際に目でみた確認しやすさ）が低下して、

杖先を小石に突くことも多くなるので危険です。

視機能が低下した高齢者には段差の確認が難しい
のです。代表的な例としては敷居段差とフローリン

このように、転倒事故を引き起こす環境面の原

グの床面があげられます。敷居は木材なのでフロー

因にはさまざまなものがあります。住まいの中に、

リングと濃淡が似た色合いの場合には、敷居部分

これらの原因が重なり合う場所があれば、特に転

の上面と側面そして廊下床面は著しく見分けにくく

倒に対する注意が必要です。健康な方でも、夕暮

なります。そのため段差の高さを目測しにくくなり

れどきの薄暗がりの時間帯に、見分けにくい段差

つまずきやすさを助長します。特に階段では一段

と滑りやすい床材の上をスリッパで歩けば転倒す

一段の先端の角が見分けにくいと大変危険です。

るかもしれません。移動の安全を考えるために、

段差の位置やその大きさの見分けにくさについて

ぜひご自身の住まいの安全点検を行ってください。

も、ぜひ注意してください。

なお、図 6 のような中途半端な環境の改善では
問題が解決されないこともあります。複数の原因

屋外の段差

全な環境になるとはいえないことをご理解くださ
い。場所ごとに転倒しやすい原因を点検して、ど

屋内だけでなく、門から玄関に至る通路部分で

のような問題があるかをよく理解すること、一つひ

も転倒の危険があります。屋外では、通路部分に

とつの原因に対する解決を図ること、転倒予防に

石やタイル、レンガなどを敷き詰めて趣向を凝ら

はこの両方を合わせた対応が大切です。

した庭造りを楽しむことが多いのですが、目地とい
6

が重なった場所で原因を一つだけ改善しても、安

バリアフリー住宅とは、単に段差のない住宅を

意味するわけではありません。図 7 のように、転倒

を保つことができる住宅が本当の意味でのバリアフ

の原因となる要因をなくし、総合的に移動の安全性

リー住宅です。
図 7 ／改善された環境

図 6 ／中途半端な改善では転倒を防止できない
畳の上に敷いたカーペッ
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屋外スロープの設置
屋外の段差をスロープに整備する場合は、まず、
使用する本人がスロープを上り下りする歩行能力

は一定にして、スロープ途中での勾配の変更は避
けてください。

や車いすの操作能力を、そして介護が必要な方で
は介護者の能力を考慮して、安全に昇降可能なス

図 8 ／スロープ勾配の説明

ロープの勾配（傾斜角度）を確認します。特に、
スロープを下る際に傾斜面で停止状態を維持でき
ること（落下の防止）がスロープの使用に必要な
条件です。車いすを制御できずにスロープ面を滑

1/12 の 勾 配とは、10cm の 高さに対して水 平 距 離 が 12 倍
の 1.2m で構成される傾斜面の勾配をいう。1/12よりも1/15
のほうが、底面が長い緩やかな傾斜面となる。

り落ちて事故を招く可能性がある場合には、スロー
10cm

プを用いる整備は適しません。その場合は代替機
器の活用をお勧めします。

1.2m
a.1/12 勾配

1

こうばい

勾配

スロープの勾配の目安は、1/12 〜 1/15 です（図
8）。これより急な勾配では、安全な上り下りは難し
いと考えます。この勾配を超えた急な傾斜面の固

10cm

1.2m

a.1/12 勾配
10cm
1.5m
b.1/15 勾配

10cm

1.5m

b.1/15 勾配

定設置は避けてください。また、スロープの勾配
7

したがって、スロープを敷地内に直線で設置す
ることは難しい場合があります。そのため、実際
にはスロープを 1、2 か所で折り曲げる必要が生じ
住宅改修編

ます。

4

スロープの代替機器（段差解消機）

スロープの整備による屋外段差の解消が困難な
場合には、段差解消機の利用を検討します。段差

住宅改修方法の基礎知識

2

解消機は、車いすや人を搭載するテーブル面が垂

ふくいん

幅員

直に昇降する機器です。住宅用の段差解消機は、
長期間の使用を想定して安全対策や維持管理を重

スロープの幅員は、車いすの通行に適する幅員

視した常設用（図 10）、レンタルによる数年の使

を考慮して 90 〜 100㎝を確保します。幅員が狭い

用を想定したシンプルな構造と機能の簡易設置用

と車輪がスロープ面から外れて転落しやすくなるの

（図 11） の機器が供給されています。 使用目的

で危険です。また、スロープの幅員は常に一定に

や操作しやすさ、予算などの条件に照らし合わせ

します。傾斜途中で幅員が狭くなると車いすの制

て選択するとよいでしょう。

御が難しく危険ですから、幅員の変更は避けてくだ
さい。なお、スロープ面の両側面にはできるだけ

図 10 ／長期の使用を考慮した常設用の段差解消機

立ち上がりを設けて、脱輪しにくくしましょう。

3

踊り場

スロープの上端部分と下端部分には、必ず平坦
なスペース（踊り場）を設け、車いすが停止でき
るようにします（図 9）
。またスロープを折り曲げ
る場合にも、必ず平坦なスペースを設けて、一旦
停止して車いすの向きを変えられる環境にしましょ
う。傾斜面の上で車いすの向きを変えると、車い
すを制御できず、落下する危険性があります。
図 9 ／踊り場形状

道路に出る前には平坦部を設
けて、車いすでの出入りの際、
自動車などと衝突事故が起き
ないよう安全に配慮する

玄関ポーチ部分で
は、玄関ドア開閉
のために平坦部を
設ける

門扉
45cm

道路
675cm:1/15
150cm

150cm

（1/12 の勾配ではスロープの長さは、540cmとなる）
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図 11 ／簡易設置用の段差解消機

玄関
玄関では、上がりがまち部分の段差（土間と屋
内の仕切りの段差）の昇降動作の安全と靴の脱ぎ
履きの安全を中心に環境を改善します。

2

手すりの取り付け

段差の昇降を安全に行えるように手すりを取り付

1

けます。段差の昇降時のふらつきを抑える程度の

しきだい

式台（踏み台）の利用

場合は段差部分に縦手すりを取り付けます。
ただし、手すりと式台を組み合わせる場合には、

上がりがまちの段差は、式台を設置して段差を
小分けにすると昇降しやすくなります。

図 13 ／式台と手すりの組み合わせ

式台は、十分に足や杖が乗る大きさとして、奥
行 30㎝以上、幅 50㎝以上の形状のものを用意し

手すり高さは杖の
長さが目安

水平手すり

750〜800mm

A/2A/2

水平手すり

階段と同じ、
斜めの手すり

A

図 12 ／式台と手すりの設置例（式台が 1 段の場合）

750〜800mm

750〜800mm

ます（図 12）
。

手すりを傾斜させて設置する（階段の手すりと同様）

段差の一部分に縦手すりを 1 本取り付けても問題
は解決しません。土間、式台、屋内側を移動する
50
以上㎝

㎝
30 上
以

距離に合わせた斜めの手すり（図 13）が必要です。
横手すりを土間側に延長すると靴の脱ぎ履きの動
作にも利用できます。

ただし、式台を造る前に、本人が安全に通行で
きる段差の高さを測ってください。現状の段差を
単に 2 分割しても、それが本人が安全に通行でき

3

いすを利用した靴の脱ぎ履き

る高さよりも大きい段差であれば、結局は問題の

段差を下りるときには、靴に足を入れようとして

解決に至りません。土間の奥行きにゆとりがある

ふらついたりつまずく危険性があります。バランス

場合には、上がりがまちの段差を 3 分割して式台

能力の低下した方は、上がりがまちの段差の昇降

を 2 段とし、3 段の階段状にすることも検討すると

と靴の脱ぎ履き動作を別に分けて行うことが望まし

よいでしょう。

いといえます。土間にいすを一脚置いて座って靴

また、式台を設置する場合には、階段と同様に
必ず手すりの取り付けも一緒に検討してください。

を履くと安心です。
新築のときには、あらかじめいすのスペースを
用意しておくとよいでしょう。段差が 15㎝程度まで
9

であれば、図 14 のように、段差を横断するベンチ

図 14 ／玄関ベンチの例

を設置すると、靴の脱ぎ履きと共に座ったまま身
体の向きを変えることで、ベンチから立ち上がる動
住宅改修編

作と段差の昇降を兼ねることができます。
この場合には、屋内側のいす座面の高さを 35㎝
以上にします。これより低い場合には、膝関節や

35㎝以上

住宅改修方法の基礎知識

股関節への負担が大きくなり立ち上がり動作が難し
くなります。また、土間側の座面高さが高くなりす
ぎると、靴の脱ぎ履きの際に身体を極端に前傾さ
せる負担の大きい姿勢になりやすいので、動作を
試してから設置することをお勧めします。

廊下
廊下では、転倒予防を中心に環境を改善します。

低予算で段差解消を行いたい方や賃貸住宅など
で、床面の高さを揃える規模の改修工事を行いに

1

くい場合には、段差部分にミニスロープ（スロー

段差の解消

プ状の板、すりつけ板、ともいいます）を取り付
ける応急処置だけでも、つまずきを防ぐことができ

屋内の段差解消には、いくつかの方法が考えら

ます。①スロープはできるだけ傾斜を緩やかにす

れます。①各部屋（特に和室）床面の高さに合わ

ること、②両端部の側面方法にも傾斜面を取り付

せ廊下の床面をかさ上げして高さを揃える。②廊

けて、側面からのつまずきを防ぐこと、③表面は

下床面の高さに合わせて各部屋（特に和室）床面

滑りにくい仕上げとすることに配慮しましょう。

を下げ高さを揃える。③部屋の出入り口にある戸

ただし、 パーキンソン病の方のように傾斜面

枠だけが部屋や廊下の床面より突出している場合

の移動を不得意とする疾病をもつ方や、ミニス

には、戸枠の突出部分を撤去して床面の凹凸をな

ロープによる段差解消が身体の状態に適さない

くす、などの方法が考えられます。実際には、住

方もいますので 注 意 が 必 要で す。 主 に図 15 に

おうとつ

まいの屋内段差はそれぞれ状況が異なるので、上
記の方法を組み合わせて段差の解消を行うことが
一般的です。
車いすの使用に配慮した場合には、床面を平坦
にする工事は必ず必要な改修工事です。特に片麻
痺の方が車いすを自立して使用する場合には必ず
必要です。片麻痺の方は身体の重心が麻痺のない
側（健側）の半身に偏っているので車いすの重心
も片側に偏ります。この状態でスロープ面を車い
すで上がると直進できずに回転して滑り落ちます。
長さ 10 ｃｍ程度の短いスロープでも同様です。こ
のような危険性にも留意しましょう。
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図 15 ／ミニスロープを安全に使用できるか確認が必
要な移動用福祉用具の例

示すような杖や歩行器で移動する方は、杖先や

法士、作業療法士と相談して、あえて段差を残し、

歩行器の脚部が傾斜面で不安定になり、体重を

手すりや杖を活用した段差の昇降動作を習得する」

かけると歩行のバランスをくずしやすい場合が

か再検討し、その結果、どちらも困難であれば、

あるので 注 意 が 必 要で す。 たとえば、 図 16 の

やはり工事費を負担して段差を撤去し、床面の高

ように廊下の突き当たりにある部屋の出入り口

さを揃える方法を検討することをお勧めします。

段差にミニスロープを取り付ける場合には、 本
人 はスロープ の 正 面 に 立ち身 体 の 進 行 方 向と

図 17 ／多脚杖使用時の留意点

スロープ の 傾 斜 面 の 方 向 が 一 致 するので、 図
17 の①のようにスロープ正面に向かって杖を突く
ことができ比較的安定しやすいといえます。これに
対して、図 18 のように廊下側面の出入り口を通行
する場合には、身体の向きを変えながら同時に杖

ミニスロープ

多脚杖の底面

① 杖の進行方向の正面にスロープが位置する場合

の向きも変わります。杖を傾斜面に乗せて通行す
る場合には、図 17 の②や③の場合のように杖の
進行方向とスロープの傾斜方向が一致しにくいの
で、杖をスロープに対して斜めに乗せることになり
ます。このような場合には、杖の安定性はとても
低くなります。特に、多脚杖や歩行器は傾斜面での

② 杖の進行方向とスロープが斜め方向に位置する場合

コントロールが難しく、著しく不安定になりやすい
という特徴があります。
このようにミニスロープを用いた段差解消が適
さない方は、「介護者が付き添って、傾斜面を避
けて杖を水平な床面に下ろすように杖の位置をコ
ントロールする」か、または、「主治医や理学療
図 16 ／廊下の突き当たりのスロープ

③ 杖の進行方向とスロープが特に斜め方向に位置する場合

（廊下の側面に面する入り口を通行する際に生じやすい位置）

図18 ／ミニスロープによる段差解消の例

ミニスロープ

2

手すりの取り付け

廊下に取り付ける歩行用の横手すりは、手に持
つ杖を壁に連続して取り付けたものと考えます。手
すりの高さは、リハビリテーション科の医師や理学
11

療法士・作業療法士の医学的な処方を受けて決め
られた杖の長さに揃えます。医学的な処方を受け
ることが難しい場合は、福祉用具専門相談員に相
住宅改修編

談、または（一財）保健福祉広報協会発行の「福
祉機器

選び方・使い方

副読本

4

車いすの移動

住まいでは、部屋から部屋へ移動できる環境は

住宅改修方法の基礎知識

基本動作編」

生活の基本といえますが、車いすを使用する方に

の「杖・歩行器等補助用品」の「杖の合わせ方」

は廊下の狭さが問題になります。確かに病院や施

を参考にして、手すりの高さを決めるとよいでしょ

設の廊下に比べて住宅の廊下は狭く車いすでは動

う。なお、この高さは手すりに体重を掛けて歩行

きにくいのですが、最も問題となるのは、廊下の

するときの高さの目安です。これに対して体重を

狭さよりも部屋の入り口幅の狭さです。

掛けるよりもバランスを保つことを主な目的とした

具体的にいうと一般的な住宅の廊下幅（有効寸

手すりの使い方もあります。この場合には、体重

法：実際に通ることのできる幅）は 75㎝程度、部

を掛けるときよりも若干高め（10㎝程度）が適して

屋の入り口の幅も 75㎝程度です。一方、車いすの

います。手首や前腕を載せやすいように、肘の高

幅員（横幅）は、手動の標準型車いすで 63㎝程

さより低く、骨盤やへその高さを目安にして取り付

度、介助用車いすの場合はハンドリム（後輪に取

けます。これらは目安ですので、適切な取り付け

り付ける操作用の輪）がないので 55㎝程度です。

高さを確認するために、できれば医学的な処方を

ゆえに自立走行の方は腕が車いすよりも横に広が

受けることをお勧めします。

りますが、廊下の幅員が 75㎝であれば直進は可能

また、高齢者は白内障により視機能が低下する

です。廊下の突き当たり（車いすの進行方向）に

ため、手すりと壁の色合いが似ていると手すりが

ある部屋の入り口は戸の形状の工夫しだいで、比

見分けにくくなります。図 19 のように、見分けや

較的通り抜けやすい環境にすることができます。こ

すさについても配慮しましょう。

れに対して、廊下の側面に入り口がある場合は、
部屋の入り口の通行と車いすの回転を組み合わせ

図 19 ／壁と見分けやすい色の手すりの例

た車いす操作が必要です。通行幅が 75㎝の廊下
図20 ／車いすの通行と入り口幅の関係
廊下側面の入り口は車いすで通行が難しい

廊

91cm

廊下に面した部屋

3

照明の工夫

照明は 1 か所を明るく照らすより、数か所に分

75cm

下

約75cm

入り口の幅を広げると通りやすくなる

91cm

廊

75cm

下

散させて全体的に暗がりをなくすように工夫しま
す。足元灯の利用も有効です。除去することので
きない段差部分には、特に照明の工夫を心がけま

壁面を一部撤去

す。コンセントに差して使用する足元灯や電池式
の簡易な足元灯の利用もすぐできる工夫です。
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廊下に面した部屋

引き戸
100~110cm

から標準型車いすを回転させて部屋の入り口を通

する方は、毎日の生活を豊かに過ごすために、廊

行するためには、100 〜 110㎝程度の入り口幅（有

下に面した寝室、食堂、居間、トイレ、浴室など

効開口幅員：戸の枠内に残る戸の幅を除いた実際

の特に重要な部屋の入り口幅を広げることをご検

に通行可能な幅）が必要です（図 20）
。大型の車

討ください。なお、住宅の構造上の制約が生じや

いすやリクライニング式車いすでは、さらに広い入

すいので早めに工務店への相談をお勧めします。

り口幅を必要とすることもあります。車いすを使用

階段
階段の転落事故は、階段を下りるときに、図 21 の

図 21 ／転落しやすい曲がり階段

ような階段の曲がり部分（階段板が三角形の部分）
で起きやすいことが明らかになっています。下りると

転落しやすい
部分

きにはつま先から足を下ろしますが、三角形の狭い
部分ではかかとを床に着けられずつま先立ちの動作
であったり、スリッパなどの履物が載りきらないなど
の理由でバランスをくずしやすいためです｡
DOWN

1

階段形状

図 22 ／転落しにくい階段形状

これから階段の形状を決める場合には、図 22
のように曲がり部分に踊り場を設けて三角形の板

踊り場

踊り場

をなくす工夫を取り入れてください。やむをえず曲
がりを残す場合は、図 23 のように曲がり部分を階
段の最下部に配置することで、万一の転落事故に
よるけがを最小限に抑えることをお勧めします。
UP

2

滑り止めの工夫

図 23 ／下部 3 段の曲がり階段

上り下りの途中で足を滑らすことがないように、
滑り止めの加工を施します。新築の場合には、ノ
ンスリップとよばれる階段用のスリップ止めを階段
板の縁の部分に取り付けると効果的です。ノンス
リップで一段一段の縁も見分けやすくなります。
既存の階段に加工することが難しい場合には、
シール状のノンスリップを貼ったり、置くだけで使

下部 3 段のみ曲げる
万一の転落時にけがが
重くなりにくい

UP

用できる階段用の滑り止めマットを敷きましょう。
汚れたら洗濯も可能なものもあり手軽で効果的です。
13

3

階段手すりの取り付け位置

図25 ／手すり端部を壁に沿って曲げた例

住宅改修編

手すりの高さは、廊下の手すりの高さに準じま
す。取り付ける位置は、図 24 のように各段の階段
板の端部（先端の縁）から測った高さに合わせます。

住宅改修方法の基礎知識

なお、下階の床に下りるまでが下りの動作です。
図 24 のように階段の最下段では、下階に足が着く
位置まで手すりも長めに取り付けます。手すりが短
いと、最下段を下りるときに身体は前へ進むのに
握る位置は身体の後方になり、身体が後ろに引っ
張られて転びやすくなります。手すりの正しい取り
付け方を守り、最下段での転倒を防ぎましょう。
階段の最下段が廊下に面しているため、手すり端
部を真っすぐに取り付けることが困難な場合には、
図 25 のように手すりを壁面の角に沿って曲げて取り

4

階段昇降の代替機器（階段昇降機）

付けることをお勧めします。この手すりを使用する

運動能力の低下によって階段を昇降することが

ときには、階段最下段で身体は手すりの曲線に沿っ

困難になった方や、動作の負担を減らしたい場合

て少し回転しますが、階段の昇降動作ができる方で

には、階段昇降機の設置が一般的です。階段昇降

あれば十分に対応可能です。手すりが短くて後方に

機は、階段の板面にレールの支柱を取り付け駆動

転倒するよりも安全に階段を下りることができます。

装置がレールに沿って階段上を移動する機構です

また、手すりはできるだけ階段の両側に取り付

（図 26）。直線階段だけでなく曲線階段にも設置

けることをお勧めします。どちらか片側のみに限ら

できる機種があります。使用者は、駆動装置の上

れる場合は、外周側の壁面に取り付けましょう。た

部のいすに座って移動します。移動中のいすの向

だし、脳血管障害による片麻痺の方のように、常

きは、階段に対して横向きになります。いす座面

に決まった半身の手で手すりを握る方は、階段の

に乗り移ることができる方、一定の時間座り続ける

上りと下りで反対側の壁面の手すりを使用するの

ことができる方などに便利な機器です。

で、両側に取り付ける必要があります。

また、ホームエレベーターの設置も考えられま
す。工事の規模は大きくなりますが、車いすのま

図 24 ／階段の手すりの取り付け位置
図 26 ／曲線階段用階段昇降機の例
階段の手すりの高
さは、床から手すり
上面までの高さ

階段の手すりの高
さは、段板の先端
部（段鼻）から測
る
階段の最下端では、下階の床に足が着くまで手すりが必要。
手すりは階段 1 段分だけ長く取り付ける

14

ま上下階を移動する方法としては最も優れていま

や販売店への問い合わせを行ってから検討するの

す。ホームエレベーターは設置する住宅側の条件

がよいでしょう。

についても考える必要があるので、製造メーカー

トイレ
ここでは、代表的なトイレスペース、手すり、便
器などの設備機器を中心に住宅改修の基礎知識を
紹介します。

2 洋式トイレの最小スペース
（内法寸法 75㎝× 120㎝）（図 28）
洋式トイレの最小スペースは、一般的に内法寸法
75㎝× 120㎝です。このスペースに標準的な腰掛便

1

器とタンクを設置すると、便器と前方の壁の間に約

スペース

40 〜 45㎝の距離が残ります。これが動作のスペー
スになります。便器からの立ち上がりには 50㎝以上

トイレのスペース（広さ）は、排泄動作や移

を確保したいのですが、40㎝は便器からの立ち上が

動しやすさ、介護者の動きやすさに影響します。

りが可能な最低限の距離といえます。ただし、障害

スペースに留意した住宅改修のために、代表的

の特性や身長の高い方にとっては立ち上がり動作の

なトイレスペースと動作の関係を紹介します。

スペースが不足します。また、介護者が立つスペー
スは確保できないので自立の方向けといえます。

1 和式トイレの最小スペース
（内法寸法 75㎝× 75㎝）（図 27）

図 28 ／洋式トイレの最小スペース

図 27 ／和式トイレの最小スペース

120cm

40〜45cm

75cm

75cm

75cm

3 洋式トイレの最も標準的なスペース
（内法寸法 75㎝× 165㎝）（図 29）
うちのり

和式便器の使用に必要な最小スペースは、内法

普及している洋式トイレで最も標準的なスペー

（内側の寸法）寸法 75㎝× 75㎝です。このスペー

スは、内法寸法 75㎝× 165㎝です。このスペース

スでは、標準的な腰掛（洋式）便器とタンクの組

に標準的な腰掛便器とタンクを設置すると、便器

み合わせは収まらない場合があります。また、収まる

と前方の壁の間に約 85㎝のスペースを確保できま

場合であっても腰掛便器と前方の壁との距離が狭く

す。このスペースでは、十分なゆとりを持って便器

て、正面を向いて腰掛けることができません。腰掛

からの立ち上がり動作を行うことができます。また、

便器に取り替える場合には必ずトイレスペースを広

便器正面に介護者が立つことも可能です。介助ス

げることをお勧めします。これが難しい場合には、狭

ペースとしては、本人が歩行可能な場合に、立ち

小トイレ改修用腰掛便器への交換を検討しましょう。

座り動作を前方から一部介助をすることができるス
15

ペースといえます。ただし、介護者が便器の側面

置と便器の位置関係の場合に入り口の開口幅を広

方向に立つことは難しいスペースです。

く確保すると、便器に対して直角の方向から車い
すを近づけることができます。車いすを便器に近
づけることで乗り移りが容易になります。ただし、
車いすがスペースを覆う分だけ介助スペースは狭

165cm

くなるので、介助は便器の側面に立って行う程度

住宅改修方法の基礎知識

に限定されます。便器に乗り移った後は、車いす
約85cm

75cm

住宅改修編

図 29 ／洋式トイレの標準的スペース

を折りたたむか、またはトイレの外に出して介助ス
ペースを確保する必要があります。

5 車いす使用に適したトイレスペース
（内法寸法 165㎝× 165㎝）（図 31）
車いすで便器に近づきやすい、また、トイレ内

4 便器側方からの介助が可能なトイレスペース
（内法寸法 120㎝× 165㎝）（図 30）

に車いすが納まり、介護者が戸の開閉や方向転換
を行いやすい一般的なスペースは、内法寸法 165

介護者が腰掛便器の前方と側方から介助を行う

㎝× 165㎝です。このスペースでは、標準的な腰

ために十分なスペースは、内法寸法 120㎝× 165

掛便器とタンクを設置すると、便器と前方の壁の

㎝です。このスペースに標準的な腰掛便器とタン

間に約 85㎝のスペースを、便器の側面方向に約

クを設置すると、便器と前方の壁の間に約 85㎝の

100㎝のスペースを確保することができます。住宅

スペースを、便器の側面方向に約 60㎝のスペー

のトイレスペースとしてはほぼ最大の広さであり、

スを確保することができます（ただし、便器の位

便器への乗り移り方や近づき方では多様な方法が

置は図 29 と同じ位置にした場合）。便器の前方と

可能です。したがって、さまざまな車いす使用者

側方に介助スペースが確保できるので、さまざま

に使いやすく、重度の方の介助にも適しています。

な介助が容易になります。介護者の健康に配慮し
た住宅改修では、便器側方にこの程度のスペース

図 31 ／車いす使用に適したトイレスペース

を確保することが望ましいといえます。なお、トイ

165cm

レスペースが広くなると入り口から便器までの歩
行距離が長くなります。伝い歩きの方の場合には、

約85cm

どこに歩行用の手すりを取り付けるか本人と相談が
またこのスペースでは、図 30 のような入り口位
図 30 ／便器側方からの介助が可能なトイレスペース

約100cm

165cm

必要です。

165cm

約60cm

120cm

約85cm

2

便器の配置

トイレ内の便器は、おおむね次の 2 点を考慮し
て基本的な配置を決めます。

16

反対側の手になるので、便器の配置は図 32、図

1 身体の向きと便器の配置

33 のように左右対称形になります。どちらも利き

トイレで便器の配置を考えるときには、排泄動作で

手で手すりをしっかりと握り、立ち上がりやすい配

もっとも身体的負担が重い動作、すなわち便器からの

置です。一般の高齢の方もこれに準じて配置を決

立ち上がり動作のときに、利き手（または麻痺や痛み

めてよいでしょう。

ま ひ

がない半身側の手）で壁面に取り付けた手すりを握り
やすい位置に便器と手すりを配置することを考えます。
たとえば、脳血管障害による右片麻痺と左片麻

2 トイレ入り口と便器の配置
車いすを使用する方には、歩行が全く困難な方

痺の方では、利き手、利き足は左右対称ですから、

だけでなく、短い距離であれば歩行可能な方、歩

便器から立ち上がるときに手すりを握る利き手が

行できるが転びやすくて目が離せない方などが含
まれています。歩行がある程度安定している方は、

図 32 ／左手が利き手の場合（右片麻痺の場合）

トイレの入り口で車いすを降りてトイレ内を歩行す
ることができます。この場合には、トイレ内に車い
すが入らなくても入り口から便器まで手すりを取り
付けることで対応できます。
これに対して歩行が不安定な方の場合には、便
器に車いすが近づきにくいと、歩行の距離が長く
なり介助がより多く必要になるので、できるだけ車
図 34 ／便器の横方向から近づいた場合

図 33 ／右手が利き手の場合（左片麻痺の場合）

図 35 ／便器の正面方向から近づいた場合
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いすを便器に近づけやすい環境が必要です。

す。また、自立して立ち上がることができる方に

住宅改修編

図 34 のように便器に対して直角の方向から車

は、立ち上がり動作でも肘掛けを押して支えとする

いすを近づけると、便器前で手すりを握って、立

ことで、両膝にかかる負担を軽くすることができま

ち座り動作、乗り移り動作を行うことができて最も

す。この手すりは据え置き式または簡易設置用の

安全です。このような向きで便器に車いすが近づ

製品（簡易手すり）が普及しています。

くには、前述の図 31 のように入り口と便器の位置

住宅改修方法の基礎知識

関係にあらかじめ配慮が必要です。これに対して、
便器の正面に入り口がある配置では、便器に対し

2 立ち上がり用手すり（図 37）
立ち上がる動作は自立できるのに、立ち上がろ

て直角の方向から車いすを近づけることは難しく、

うとして尻餅を何度も繰り返す方がいます。これは、

図 35 のような便器正面からの近づき方になりま

加齢による脊柱の変形などが原因で身体の重心位

す。図 34 では乗り移りのときの歩数が少なくてす

置がかかとやお尻側に偏っているためです。この

みますが、図 35 では身体を回す動作が長い分だ

ような方向けには、身体の重心位置をつま先や頭

け、歩数が増えます。歩行に介助が必要な方ほど、

部側へ移しやすい姿勢を保ちやすく、立ち上がり

歩数は少ない方が安全で介助も容易です。トイレの

やすい環境を考えます。

住宅改修では、トイレスペースと共に、便器の位置や

実際に、高齢者が頭を下げ前傾姿勢になり立ち

向きとトイレ入り口の位置関係への配慮が重要です。

上がろうとする動作は、無意識に重心位置を身体
の前方に移そうとするためです。この場合には、

3

手すりは肘掛け形状の手すりよりも身体の前方に

トイレの手すり

1 排泄姿勢の安定用手すり（図 36）

必要です。使用する縦手すりの位置はおおむね前
屈み姿勢のときに頭部横の位置が目安になります。
重心位置の前方への移動には横手すりでも適し
ますが、立ち上がりには、縦手すりと組み合わせ

座位姿勢が不安定な方は、長い時間便座に座っ

たＬ型手すりの形状がより適切です。また、縦手

ていると姿勢が崩れたり身体が傾いたりしやすくな

すりは、立位姿勢で衣服を脱ぎ着する際に握った

ります。健康な方でも、肘掛けがあると姿勢は楽

り寄り掛かって姿勢を保つときにも役立ちます。

になります。排泄時の座位姿勢を安定させる手す
りとしては、肘掛け形状の手すりが適しています。

図 37 ／Ｌ型手すりの取り付け位置

肘掛け形状の手すりは便器を囲うように取り付け
るので、壁面に取り付けるよりも手すりが身体に
近い位置にあり、便器の左右どちら側にも寄り掛
かることができます。背もたれ付きの製品もありま

L 型手すり

80cm

60cm

図 36 ／背もたれ付きの肘掛け式手すり
22~25cm

25 〜 30cm

40~42cm

（30cm を超える場合もあり）

図 37 は L 型手すりの取り付け位置の目安ですが、
必ず便器からの立ち上がり動作を本人と試してから
最も動作に適した取り付け位置を決めましょう。
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L 型手すりを使用して立ち上がるには、便器前

さが重要です。便座の高さは 40㎝程度、温水洗浄

方に 50㎝以上の空間が必要です。この距離が 50

便座を使用すると一般の便座より厚いために 41 〜

㎝未満の場合には、Ｌ型手すりの代わりに図 38

42㎝程度となります。

のように前方の壁面に横手すりを取り付けるとよい

便座の高さは、排泄姿勢の安定に影響します。

でしょう。前方の横手すりは L 型手すりの横手すり

便座を高くすると立ち上がりやすくなりますが、着

よりも高め、胸や肩の高さに取り付けて用います。

座時にはかかとが浮いて床に足が届きにくくなりま

この場合も必ず本人と使いやすい位置や高さを確

す。つまり、安易に座面を高くすると、排泄姿勢

認して取り付けましょう。

が不安定になるため排泄しにくくなって逆効果なの

便器からの立ち上がり動作は、最も介助が必要

です。かかとが床に届く高さの便器を選ぶことが

になりやすい動作です。この動作を自立できれば

大切です。立ち上がりやすさへの配慮は、手すり

排泄動作全体が自立できる例が多くみられます。

の工夫で補うことを考えましょう。

また、手すりの有効活用で介助の軽減を図ること
ができます。このように立ち上がり用の手すりは大
変重要な役割を担う手すりです。

図 39 ／一般的な腰掛便器
75〜80cm

図 38 ／便器と前方の壁が狭い場合

2〜4cm 37〜38cm

便座面

50cm以上は
必要

2 身体障害者用腰掛便器（図 40）
身体障害者用腰掛便器は、一般の腰掛便器より

4

も便器本体が高い便器です。したがって、実際に

トイレの設備機器

座る便座の高さは 45㎝程度になります。床に足が
届きにくくなるので、高齢者向けの便器ではありま

住宅用の便器には、腰掛便器（洋式便器）と和

せん。これは、関節リウマチのように股関節を曲

式便器、男性向けの小便器があります。高齢の方

げにくい方、脊髄損傷による車いす使用者や進行

向けの住宅改修では、立ち上がりやすくするために

性筋ジストロフィー症の方のように座面高さを高く

和式便器から腰掛便器への取替えが一般的です。

1 腰掛便器（洋式便器）（図 39）
一般住宅用の腰掛便器は、水圧を確保するため

図 40 ／身体障害者用腰掛便器
75～80cm

にタンクと組み合わせて設置します（タンクと便器
便器とタンクを組み合わせた寸法は、長さ 75 〜 80
75㎝以下の製品もあります。

約 42cm

㎝、幅 36 〜 42㎝程度です。住宅改修用に長さが

便座面

2~4cm

が一体型の製品も普及しています）。一般的な腰掛

便器本体の高さは 37 〜 38㎝ですが、実際には
便器本体に便座を載せて使用するので、便座の高
19

する必要がある特定の方に適した便器です。

3 水道直結式腰掛便器（図 41）

ようとしても腰掛便器が収まらない場合や、便器
は収まっても動作のためのスペースが確保できな
い場合があります。このような狭い和式トイレのス

住宅改修編
住宅改修方法の基礎知識

一般住宅用でありながら、便器と給水管を直結

ペースに腰掛便器を収めて、立ち上がり動作に必

することで便器背面のタンクをなくした便器です。

要な最低限のスペースを確保する場合に用いる便

従来の腰掛便器に比べて便器の長さは 10㎝程度

器です。立ち上がりやすい十分なスペースの確保

短くなる製品もあるので、狭いトイレのスペースを

はできません。特に狭いトイレに限定して用いる、

有効活用することができます。この便器の場合に

立ち上がり動作がおおむね自立可能な方向けの便

は、便器だけの取り替えではなくタンクに代わる配

器です。

管システムと一体での取り替えになります。なお、
極端に水圧の低い地域では設置できない場合があ
るのであらかじめ確認が必要です。

図 41 ／水道直結式腰掛便器

5

その他の設備機器

1 温水洗浄便座
排泄後の臀部を温水で洗浄する機能と暖房便座
を組み合わせた便座です。排泄後の臀部を衛生的
に保ち後始末動作の簡略化を図ることができるの
で介助の軽減にも有効です。操作スイッチは、操
作パネルが便座本体の右側に取り付けられている
約70cm

ものもありますが、取り付け位置を自由に決める
ことができるリモコンスイッチ方式のものが主流で
す。最近は自動便器洗浄レバーと一体型のスイッ
チが一般的です。リモコンスイッチの取り付け位

4 狭小トイレ改修用腰掛便器（図 42）
狭い和式トイレの場合には、腰掛便器に交換し

置は、ボタン操作のしやすさを考慮して決めます
が、ペーパーホルダーや手すりなどと使いやすい
位置が重なりやすいので、位置の組み合わせを本
人と相談して決めるようにします。

図 42 ／狭小トイレ改修用腰掛便器

2 自動便器洗浄レバー（図 43）
便器使用後に便器を洗浄するには、通常は便器
背部のタンクのレバーを操作して水を流しますが、
自動便器洗浄レバーは自動でタンクの水を流して
便器を洗浄するユニットです。立位の前傾姿勢が
ま

ひ

不安定な方や麻痺によりタンクまで手が届きにくい
方、手指の障害のためにタンクの洗浄レバーを操
作することが困難な方などに便利です。操作はリ
モコンスイッチのボタン操作で行います。温水洗
浄便座の普及と共に、自動洗浄レバーは温水洗浄
便座のスイッチパネルと一体型となった製品を利
用することが多くなりました。

20

図 43 ／自動便器洗浄レバーの例

作です。片手用ペーパーホルダーは、この動作を
容易にして片手でペーパーをちぎることができる
ペーパーホルダーです。
また、ペーパーのセッティングも自立して行う方
には、ホルダーに片手でトイレットペーパーをセッ
トできる機能の製品が適しています。
図 44 ／片手用ペーパーホルダー

3 片手用ペーパーホルダー（図 44）
通常のペーパーホルダーは、片手でフタを押さ
えて、もう一方の手でペーパーをちぎる構造です
が、脳血管障害による片麻痺の方のように片手だ
けで使用する方にはペーパーカットは不得意な動

浴室
浴室では、入浴動作を次のような主に４つの動

図 45 ／ 160cm × 160cm（自立向け）の浴室

作と環境に分けて、それぞれの動作に適した環境

内法寸法 160cm

80〜90cm

づくりを考えます。

浴室内の移動の環境

手すり

1

折れ戸

浴槽の配置

に整備する場合には、浴室内の配置の特性を理解

浴槽
入浴用
いす

内法寸法
内法
160cm

△
入口

同じ広さの浴室であっても浴室内の浴槽の配置
により使い勝手に違いがあります。浴室を全面的

シャワー水栓

図 46 ／ 160cm × 160cm（介護向け）の浴室
内法寸法160cm
内法1寸法60cm

し、自立を中心に考えるか介助のしやすさを中心
に考えるかによって、身体状況に適した配置を選
択しましょう。

内法寸法
内法
160cm

浴槽
うちのり

たとえば、同じ内 法寸法 160㎝× 160㎝の広さ
の浴室であっても、歩行と入浴の自立を中心に考

シャワー
水栓

える場合には、図 45 のように歩行用の手すりを伝っ
て歩きやすい配置が適します。ただし、この配置
で介助を受けるときには、介護者の立つ位置が限

3枚引き戸

入浴用
いす

△
入口

80〜
90cm

入口の幅を広く
確保できる

定されやすくなります。
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一方、歩行に介助を受ける場合や、介助のしや

ので、洗い場の排水能力を強化する工夫、つまり

すさを優先したい場合には、図 46 のように入り口

排水口の数を増やす、特に細長い排水溝を入り口の前

の開口幅を広く確保しやすい配置が適します。戸

に設置するなどの住宅改修による対応が必要です。

住宅改修編
住宅改修方法の基礎知識

を開けると、介護者は脱衣室を浴室の介助スペー

洗い場の簡易なかさ上げ方法としては、すのこ

スの一部として動くことができるので入浴用いすの

の利用があります。すのこは板と板の隙間から湯

横側に立つことが可能になります。シャワー用車い

水を落とし排水することができます。ただし、洗い

すや車いすから入浴用いすに乗り移る場合も入り口

場の一部分に敷くだけでは、ずれやすく不安定で

の幅が広い配置が適します。ただし、この配置は

転倒の原因になります。必ず洗い場全体に敷き詰

歩行用の手すりを伝って歩きやすい環境ではありま

めます。また、敷き詰めたすのこの清掃のしやす

せん。

さについても配慮が必要です。

段差の解消
浴室出入り口には、脱衣室への湯水の浸入を避
けるために段差が設けられています。一般的な浴

2

身体を洗うための環境

最近は、ユニットバスの普及が進んでいます。

室では 10㎝程度の段差ですが、古い住宅では 15

これにより規格化された広さと形状の製品から選

㎝以上の大きな段差もみられます。出入り口の段

択して設置することが多くなりました。この浴室の

差は安全な通行を妨げるので、できるだけ洗い場

広さと形状は洗い場の使いやすさに影響します。

の床面をかさ上げして段差を解消します。ただし、

入浴をすべて自立できる健康な方の場合は、図

浴槽の縁の高さを考慮せずに安易に洗い場をかさ

48 のように住宅用の浴室サイズとしては最も小さ

上げすると、浴槽が今までよりも床面に埋まった状

い内法寸法 120㎝× 160㎝（0.75 坪サイズ）でも

態になり、図 47 のように浴槽のまたぎやすさに悪

洗い場の使いやすさにはあまり影響はありません。

影響を及ぼす場合があります。

ただし、この洗い場の広さに介護者が立つスペース

洗い場床面のかさ上げの際には、できる限りこ
れに併せて浴槽設置高さの調整も行います。浴槽

うちのり

はほとんどありません。介護者が自由に動いて身体
を洗う介助を行うには狭く負担が大きいといえます。

設置高さの変更が困難な場合には、より難しい動
作である浴槽の出入り動作の安全性を優先して、
あえて出入り口の段差を残すことがあります。この
場合には、手すりの設置で出入口の段差を通行し
やすくする住宅改修を行います。
なお、浴室出入り口の段差を解消して床面を平
坦にすると、湯水が脱衣室側に浸入しやすくなる

図 48 ／ 120cm × 160cm の浴室
内法寸法 160cm

80〜90cm

シャワー水栓
手すり
入浴用
いす

浴槽

内法寸法
内法
120cm

図 47 ／浴槽が埋め込まれて動作が困難な状態
入口
浴室

なお、高齢者や障害がある方々の多くに適する
浴槽は大きさや形状がおおむね一定なので、浴室

洗面
脱衣室

35cm未満
かさ上げ面

が広くなっても、浴槽の占めるスペースはあまり変
わりません。つまり、浴室の広さの違いは洗い場
の介助スペースの広さに表れ、身体を洗うときの
介護者の使い勝手に大きく影響します。洗い場が
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狭いほど介護者は無理な姿勢で身体を洗わなけれ

160㎝（0.75 坪サイズ）
では、介助スペースが狭いので、

ばなりませんが、洗い場が広くて介助を受ける方

介護者が立つ位置や動きやすさが制限され、結果と

の周囲に動きやすい広さがあれば、介護者は介助

して介助できる内容が限定されやすくなります。

しやすくなり、お尻の下や足のつけ根、つま先のよ

図 49 のように洗い場がさらに広い内法寸法 160

うに洗いにくいところにも手が届きやすくなります。

㎝× 200㎝（1.25 坪サイズ）程度の広さがあると、
洗い場で介護者が入浴用いすの周りを自由に動くこ
とが可能になり、介護者が 2 名の場合にも介助しや

介助スペースを想定した浴室の広さ

すいスペースを確保することができます。

浴室の広さの選び方とは、本人が入浴用いすに

なお、最近では図 50 のような内法寸法 140㎝×

座った状態を想定し、その周囲に介護者の動くス

180㎝のユニットバスもマンション用として供給され

ペースがどの程度確保できるか、また、どの程度の

ています。この形状では、洗い場の広さよりも形状

介助が必要かを考えて、洗い場の広さを選択するこ

に特徴があります。この浴室は 160cm × 160cm の

とです。本人の周囲に介助スペースを想定するとき

浴室よりも面積は狭いのですが、洗い場に入浴用い

には前述の図 45、図 46 のように内法寸法 160㎝×

すを置いたときに介護者は本人の側方に立つことが

160㎝（1 坪サイズ）程度の広さを選択すると、入

できます。省スペースで介護者重視の形状です。

浴用いすの前方または後方に介護者が立つスペー
スを確保することができます。

身体を洗う介助は中腰姿勢で重労働ですから、介
護者がどの位置に立つと動きやすいかなどを考慮し

前述の図 48 のように最も小さい内法寸法 120㎝×
図 49 ／ 160cm × 200cm の浴室

て、目的に即した広さを選択するとよいでしょう。

3

内法寸法 160cm

浴槽の出入り動作の環境

浴槽のまたぎやすさは、安全面においてもっとも
内法寸法
内法
160cm
200cm

浴槽

て）またぐ、いずれの場合でも、またぐときにバラ
ンスを崩しにくい環境づくりが大切です。図 51 の

入浴用
いす

シャワー
水栓

重要です。浴槽を立位でまたぐ、座位で（腰掛け

120〜
130cm

ように、浴槽の縁高さ（立ち上がり高さ）は、立位・
座位共にまたぎやすい 40㎝程度に設置します。こ
の高さは、片足を浴槽の底に着けたときに、もう
一方の足が洗い場床面に接する高さ、つまり左右
の足がどちらも床面に届くように洗い場と浴槽の底

入口

の高低差を 10 〜 15㎝程度に抑えた高さの目安で
す。この環境を造るには浴槽選びが大切です。

図 50 ／ 140cm × 180cm の浴室

浴槽は、和洋折衷式浴槽（27 ページの図 62 参

内法寸法180cm
100〜110cm

照）が適しています。深さは 50㎝程度です（※「和
式」は深さ約 60cm、
「洋式」は深さ約 45cm）。また、

シャワー水栓
手すり

大きすぎる（長すぎる）と浮力が影響して入浴中
浴槽

入浴用
いす

内法寸法
140cm

の姿勢が不安定になりやすいので、適切ではあり
ません。浴槽は、浴槽内に腰を下ろしたときに膝
を少し曲げた状態でかかとが前方の浴槽面に届く
ことが選択の目安です。一般的に、高齢者向けに

折れ戸
入口

は、和洋折衷式浴槽で長さ（外形寸法）が 120 〜
130㎝が適する形状といえます。
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立位でまたぐ場合には、さらに、手すりを使っ

けます。この場合、横手すりは洗い場の床と浴槽

て動作の安全性を高めます。立位でまたぐ手すり

底面のうち高い方の床（また底面）から 75cm 程

は、縦手すり（図 52）、横手すり（図 53）が考え

度の高さに取り付けることに留意します。

住宅改修編
住宅改修方法の基礎知識

られます。縦手すりの場合には、両手で縦手すり

手すりを用いても立位でまたぐ動作が不安定で

を握り、縦手すりを中心に身体を回しながら浴槽

あれば、図 51 のように座位でまたぐ環境を考えま

をまたぎやすいよう、手すりは浴槽の縁の垂直線

す。座位でまたぐ場合は、
できるだけ浴槽横幅（短

上に取り付けます。横手すりの場合には、壁の方

辺方向）の中央に近い位置に腰掛けると、またぐ

向を向いて両手で横手すりを握り浴槽をまたぐ動

動作が安定します。浴室に 160cm × 160cm（図

作が最もバランスを保ちやすい動作なので、洗い

45、図 46) の広さがあれば、図 54 のように浴槽

場と浴槽上を横断するように長い横手すりを取り付

の長辺方向に腰掛けスペースを用意することがで

図 51 ／浴槽のまたぎやすい取りつけ高さ

40cm

図 54 ／浴槽の長辺方向の台に座る場合

50cm

10〜15cm

和洋折衷式浴槽を想定

図 55 ／浴槽上に座る場合

図 52 ／立ちまたぎ用の縦手すり
縦手すり

10～15cm

洗い場

浴槽

図 53 ／立ちまたぎ用の横手すり（高い方の床から測る）
横手すり

75cm
程度
洗い場
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浴槽

図 56 ／洗い場の台に座る場合

きます。内法寸法 120cm × 160cm（図 48）のよ
うに狭い浴室では図 55 のようにバスボードの利用
や、洗い場においた入浴用いすの利用を考えます。

5

浴槽配置と身体の向き

入浴用いすに座ってまたぐ場合には、身体をでき
るだけ浴槽の方に向けてまたぐので、特に図 56

図 58 ／左片麻痺（右手が利き手）の方向けの浴槽配置

の位置にもう 1 本手すりがあると安全です。

4

浴槽内の立ちしゃがみの環境

手すり

浴槽

浴槽内では、浮力が働いて入浴姿勢は不安定

入浴用
いす

になりやすいので、くつろいだ姿勢から身体を起
こす→しゃがむ→立ち上がるの動作手順で常に手
すりを握ります。くつろいだ姿勢から身体を起こす
→しゃがむ動作では上半身が水平方向に動くので、
横手すりを基本に考えます。立ち上がるときにも横
手すりがあれば十分な方が多いのですが、中腰姿
勢から立位姿勢に立ち上がる動作が不安定な方に
は縦手すりの追加をお勧めします。縦手すりの取り
付け位置は、浴槽長さの中心よりも足元寄りです。
浴槽内でしゃがむ→立ち上がるときには、上半身
が前傾姿勢になり足のつま先よりも頭部が前方に
出やすいので、縦手すりを握る位置はこのときの
頭部の位置に合わせることが基本です。したがっ
て、図 57 のように、縦手すりは浴槽の中央より若

図 59 ／右片麻痺（左手が利き手）の方向けの浴槽配置

干足元側に取り付けます。

手すり

なお、浴室には最初から全ての手すりを取り付
けておく必要はありません。通常は身体機能の低

浴槽

下に合わせて追加します。ユニットバスの場合に
は購入後に手すりを追加できるか、その場合の工
事はどうしたらよいかをあらかじめ確認することを
お勧めします。

入浴用
いす

図 57 ／浴槽立ち上がり用の縦手すり位置

浴槽中央より
若干足元側に
設置
10 〜
15cm
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洗い場に対する浴槽の向きは、身体の利き手、
ま

ひ

ま

ひ

片麻痺の方では、利き手、利き足は左右対称です

住宅改修編

利き足（麻痺や痛みがない側の手足）が左右どち

から、浴槽と洗い場の配置は図 58、図 59 のよう

らの半身であるかを考慮して決めます。浴槽は、

に左右対称形になります。それぞれ利き手で手す

できるだけ腰掛けてまたぐときに利き足から浴槽

りをしっかりと握り、利き足から浴槽の中に入るこ

に入る向きに配置します。これは、壁面に取り付

とができる配置です。一般の高齢者もこれに準じ

けた手すりを利き手で握るためにも大切です。

て配置を決めるとよいでしょう。

ま

ひ

住宅改修方法の基礎知識

たとえば、脳血管障害による右片麻 痺の方と左

浴槽形状
住宅用の浴槽形状には、和式浴槽、洋式浴槽、
和洋折衷式浴槽があります。一般的には和洋折衷
式浴槽が最も安全で使いやすい浴槽です。

2

洋式浴槽（図 61）

洋式浴槽は、長さ（外形寸法）140 〜 160㎝、

1

横幅（外形寸法）70 〜 80㎝、深さ 45㎝程度です。

和式浴槽（図 60）

浴槽が浅いために、立ちまたぎが容易であるこ
と、長さがあるので膝を伸ばしてくつろいだ入浴姿

和式浴槽は、長さ（外形寸法）80 〜 100cm、

勢をとりやすいこと、が利点として挙げられますが、

横幅（外形寸法）70cm、深さ 58 〜 60㎝程度です。

その反面、入浴姿勢では、背もたれの傾斜角度が

この形状は、浴槽が深くてまたぐ動作が難しい

大きいためにくつろいだ姿勢から身体を起こしにく

こと、浴槽長さが短くて入浴中の姿勢が窮屈なこ

いといえます。また、膝関節を伸ばした入浴姿勢

とが特徴です。浴槽から出るときもまたぎにくく、

では足部で浴槽を押して身体を起こしたり姿勢を

一般的には高齢者向け、身体に障害がある方向

保つことが難しいため、入浴姿勢が安定しにくいと

けの形状ではないので、お勧めできません。

いえます。身体に障害がある方には、入浴中の姿
勢の安定が難しく、起き上がり、立ち上がり動作を行
いにくいので、ほとんど用いられることはありません。

図 60 ／和式浴槽

80〜100cm

図 61 ／洋式浴槽

80〜90cm
140〜160cm
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45cm

58〜60cm

130〜150cm

3

和洋折衷式浴槽（図 62）

名称のごとく、和式浴槽と洋式浴槽の折衷の浴
槽形状で、それぞれの浴槽形状の欠点を補いやす
く、大きな欠点がないことが最大の特徴です。つ
まり、深過ぎないので浴槽をまたぐ動作を妨げず、
背中側の傾斜はあまりきつくないので入浴中には
姿勢を安定させやすい。あまり長い浴槽を選ばな
ければ、軽く膝を曲げた状態で足部を浴槽に当て
て姿勢を保ち、また、立ち上がりやすい、といえ
ます。高齢者向け、障害がある方向けの住宅改修
では、この形状の浴槽を用います。高齢者向けや
バリアフリー仕様のユニットバスに用いられている
浴槽もおおむねこの形状です。
一般的に高齢者や障害がある方に用いられる和
洋折衷式浴槽の形状は、長さ（外形寸法）110 〜
130㎝、横幅（外形寸法）75 〜 80㎝、深さ 50㎝
程度です。
図 62 ／和洋折衷式浴槽

110〜130cm

50cm

100〜120cm

●執筆者

橋本

美芽

（首都大学東京 大学院 人間健康科学研究科 准教授）
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入浴機器の選び方、
利用のための基礎知識

入浴機器

編

入浴機器編

快適なお風呂に入るために

入浴機器の選び方、利用のための基礎知識

1

2

入浴とは

私たちが最初に入浴を体験するのは、生まれた

入浴の目的

入浴の目的は、身体を清潔にする保清の他にも、

子どもに初めて入浴させる産湯でしょう。本来産湯

冷えた身体を温める、リラックスするなどの目的も

というのは、産土様のお守りくださる土地の水のこ

あります。また、夏場は保清が中心になりますが、

とで、
その水でお清めすることで神様の氏子（産子）

寒い冬場は身体を温めることとリラックスする目的

となることのようです。

が中心になる、というように時季によっての使い分

うぶすなさま

水でお清めをしたといわれる話は、古事記の中
あわぎがはら

けをすることもあります。

にイザナギノミコトが黄泉の国から帰り、阿波岐原
みそぎばら

で禊 祓いをしたと書かれています。また、インド
では寺院や神殿、聖地といわれるところに行くと、
その傍らには必ず水浴場があり、参拝する人々が

3

快適に入浴するために

身体を浸し、顔を洗い、祈りをあげているというこ

自宅で快適に入浴するためには、入浴事故がな

とです（福井勝義編著「水の原風景」TOTO 出版

いように安全に入れるように配慮しなければなりま

刊）
。

せん。寒い脱衣場では血管が収縮するため血液は

また、温泉治療のように傷病の治療として入浴

心臓、脳、消化管などの臓器にかたよっています。

することも多くあります。この温泉に入るようになっ

そしてさらに、脱衣場の温度が低い場合は、入浴

たきっかけは、傷ついたり、病弱となった熊や鹿が、

前に血圧上昇が起こり、入浴後、およそ 4、5 分たっ

沼に長く浸かっているのをみて、その沼に手を入

た頃、収縮期血圧（最高血圧）は入浴前より低下

れてみると適度な温度で、湯が湧き出ていて、傷

するといわれています。また、水中では、大気圧

や病気に効くことを知るようになり入るようになった

と深さに比例した水圧が働き、水圧によって全身

（江夏弘著「お風呂考現学」TOTO 出版刊）とい

浴では胸部と腹部は縮小し心臓への負担は増加す

うことです。これらのように入浴の起源は、宗教上

るといわれています。

の儀式という意味が強くあったと思われますが、そ
のほかにも傷病の治療、衛生、娯楽的要素などが
考えられます。
日本人は入浴好きといわれていますが、諸外国
と比べてみるとどうでしょうか。「入浴の解体新書」
（松 平

4

ヒートショック

入浴事故でよく聞く言葉のなかにヒートショック

誠 著、 小 学 館 刊） によると、17 世 紀 の

という言葉があります。これは、急激な温度差が

フランスでは、清潔というと下着を変えることであ

身体に与える衝撃のことです。入浴中の事故で死

るということです。日本で風呂が普及し始めたの

亡する人は交通事故で死亡する人よりも多いとい

は、公衆浴場（銭湯）が明治 10 年、神田連雀町

われています。交通事故死亡者数は平成 30 年で

に作られてからです。そして、ガスの普及により、

3,532 人ですが（警察庁「交通事故統計年報」に

1960 年代後半には自家風呂保有率が 50％を超え、

よる）、東京都健康長寿医療センター副所長の高

1993 年には自家風呂保有率が 90％に達しました

橋龍太郎氏によると、東日本 23 都道府県 362 消

（総理府統計局「住宅統計調査報告」による）。

防本部の協力のもと、 平成 23 年 1 月から 12 月
までに行った調査結果に基づいて、浴室での心

30

肺停止状態を含む死亡者総数は全国推定として約
17,000 人と算出された（平成 24 年 12 月 18 日健
康長寿医療センター . 平成 24 年度プレスリリース
資料 .2011 年一年間に約 17,000 人が入浴中に死
亡）ということによっても表れています。
浴槽またぎが困難になってきた高齢者の方が

6

入浴支援の特徴

入浴に対する支援は、入浴用いす（39 ページ
の図 65 〜 68）や浴槽用手すり（40 ページの図
71、41 ページの図 72）など福祉用具との併用を

自宅での入浴を希望されたときの入浴方法として

必要とし、住宅改修で支援することも多くあります。

シャワー浴が多いとホームヘルパーの方に聞いた

特に住宅改修では、ユニットバスに取り換えて手す

ことがありますが、シャワー浴では全身を浴びるこ

りを設置すれば入浴が楽になるのではないかと安

とができず、シャワーを当てたまま洗髪や洗体を

易に工事をしてしまう場合もあるようですが、人に

行っているという話でした。この入浴方法では浴室

よって入浴の仕方はさまざまですし、人によって介

内暖房と脱衣室の暖房装置の有無が、快適に入浴

護の仕方もさまざまです。介護者のスペースをど

できるかどうかに関係してきます。また、シャワー

こにすると介護がしやすくなるのかを考えた上で、

浴だけではなく入浴中の血圧変化の点からも浴室

用具との兼ね合いを検討し、必ず入浴動作のシミュ

内暖房が必要と思われます。

レーションを行うことが必要です。

5

入浴の方法

入浴の方法は、入浴する場所により、自宅入浴

7

入浴動作

入浴動作を検討するにあたって必要なことは、

と施設入浴に分けられます。自宅入浴では、シャ

① 本人の身体機能の把握

ワー浴・浴槽内入浴（全身浴）・ミストサウナ浴が

② 住環境の把握

あります。

③ 必要な福祉用具の検討

自宅入浴の利点としては、

④ 介護動作の把握

①入浴頻度が高くなる

の 4 要素に対する検討が必要です。入浴動作という

②好きなだけゆっくりと入浴できる

ものは、浴槽をまたぐ動作だけではありません。

③自分の生活時間帯に入浴できる

① 浴室までの移動

などが挙げられます。

② 衣服の着脱

欠点としては、家族介護の場合、

③ 身体の洗い方

①家族負担が増加する

④ 浴槽への出入り

②改修工事の内容によっては一時的に費用負担が

という4 つの動作をどのように解決するかがポイン

増加する

トになります。

などが挙げられます。
施設入浴の利点としては、家族の介護負担が軽
減しますが、欠点としては、
①好きな時間帯に入浴できない

1 浴室に行くまでの動線の確認
日ごろいる場所から浴室までの動線を確認しま
くつ

②通所回数しか入浴できない

しょう。ドアには敷居や沓ずり（ドアの下枠）があ

③ゆっくりと入浴できない

ります。この小さな段差をどのような移動形態で移

④プライバシーが守られない場合がある

動すると安全か、ドアの開閉に不便はないかなど、

などが挙げられます。

聞き取りだけでなく実際に試してみることが必要で
す。また、このときには、入浴前はどの部屋にいて、
入浴後にはどの部屋に行くのかも確認します。人
によって何時頃入浴するか、入浴するのにどのくら
31

い時間をかけているのかなども確認し、入浴支援

室・寝室での着脱衣という方法もあります。

後、どのくらい入浴が楽になったかの把握をするこ
とが必要です。
入浴機器編

かさ

くつ

図2

段差解消の方法には、ドアの沓 ずり撤去・床の
かさ

嵩 上げ・嵩 下げ・すりつけ板（高い部分と低い部
分とに渡すくさび形状の板）設置などがあります

入浴機器の選び方、利用のための基礎知識

（図 1）
。
図1

図3

浴室に行くまでの動線を段差解消（廊下嵩上げ）し、
手すりを設置した例

2 移動方法の確認

4 浴室の出入り動作の確認
浴室の出入り動作のときには、利用者本人の歩
行機能と、浴室出入り口の段差の状況などの環境

利用者の移動方法が、伝い歩き（壁などに手を

によって対応が変わります。浴室の内外に手すり

かけ、それに沿って歩くこと）か、T 杖歩行か、四

設置をする方法（図 4）は段差昇降が実用的な人

点杖歩行か、歩行器歩行か、車いす自走か介助走

に対して、浴室床を上げたり、下げることができな

行か、シャワーキャリー（40 ページの図 70）で移

い場合に行います。

動するのかなど実際の移動方法を確認し、その移

段差解消の方法としては、浴室洗い場にすのこ

動方法が安全か実用性があるのか、他の移動方法

を敷く方法（図 5）がありますが、すのこにカビが

がよいのかを検討します。

生えやすいこと、掃除が高齢者にとって大変である
という欠点があります。また、すのこを敷くと洗い

3 脱衣室での確認
着脱衣を行うときには立位バランスがよいかどう
かにより対処の方法が異なります。立って着脱衣
をする場合には手すりを設置し（図 2）
、座って行
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場と脱衣室をまたぐのではなく、上り下りをすると
いう動作に変わります。大腿部（ふともも）の筋
力低下や膝に痛みがある人にとっては上り下りの
方がつらいことがありますので注意しましょう。
その他の段差解消の方法としては、 洗い場を

かさ

うときには背もたれ付きや肘掛け付きのいすを使

嵩 上げして脱衣室との段差がなくなった場合にグ

用するとよいでしょう（図 3）。場合によっては、居

レーチング（図 6、溝蓋）を行って水が脱衣室に

流れないようにする方法や、バリアフリータイプ ユ

図5

ニットバス（図 7）であらかじめ段差をとる方法が
あります。

5 浴槽のまたぎ動作の確認
浴槽の中に入る方法としては、立って入る方法・
座って入る方法・リフトで入る方法があります。手

すのこ

すりを設置して立ってまたぐのか、入浴用いすを浴
槽のふちの高さに合わせて座ってまたぐのか、立
位またぎも座位またぎも困難な場合にはリフトで
入る方法はどうか、など安全性と無理な介護をし
ないようにまたぎ方法の検討を行います。
図6

6 またぎ動作
❶ 立位またぎ
立位またぎには、正面またぎ・側方またぎ・側
方足上げまたぎの 3 つの方法があります。
正面またぎの方法は、図 8 から図 10 のようにな
りますが、足を正面に上げますので股関節の可動
域を確認しなければなりません。足を上げるとき
には体幹（胴体）を起こしておかないと高く上げら

グレーチング

れませんので、手でつかまるところはおおむね肩
の付近につかまりやすいように手すりを設置すると
よいでしょう。
また、正面またぎの場合、またぎ越すときに身
体が回転することがあるので、またぐときのバラン
図7

図4

手すり

バリアフリータイプ
ユニットバス
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スの良し悪しを確認しましょう。

入浴機器編
入浴機器の選び方、利用のための基礎知識
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ようになりますが、このまたぎ方は股関節や膝関

側方またぎの方法は、図 11 から図 13 のように

節に可動域制限がある場合によく行われます。可

なりますが、足を上げるとき両手に体重をかけると

動域制限があるためにその可動域をカバーするた

安定して足を上げることができますので、手すりは

め体を後方に倒しながらまたぐことが多いので、

浴槽の縁から 300 ｍｍ前後で両手で支えやすい高

手すり設置位置も十分に動作を確認して行った方

さに設置するようにしましょう。

がよいでしょう。

ふち

側方足上げまたぎの方法は、図 14 から図 16 の
図8

図9

図 10

図 11

図 12

図 13

図 14

図 15

図 16

❷ 座位またぎ

ふち

入浴用いすや移乗台を浴槽の縁の高さにあわせ

度腰掛けるようにすると、片足を浴槽に入れたとき

て設置し、座ったまま体を回転させてまたぐ方法

に浴槽底に足がつきやすくなります。この座りなお

で、図 17 から図 32 のようになります。注意して

しができるかどうかで座位またぎが実用的か、介

いただきたいのは、図 17 のように浴槽の縁 に一

護力がどの程度必要になるかがわかります。

ふち

図17

図 18

図 19

図 20

図 21

図 22

図 23

図 24

図 25

図 26

図 27

図 28

図 29

図 30

図 31

図 32
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入浴台（バスボード）を浴槽の縁に渡し、バス

を介助者が行わなくてはならないこと、小柄な利

ボードに腰掛けてから体を回転させてまたぐ方法

用者の場合バスボードに腰掛けると浴槽底に足が

は、図 33 から図 62 のようになります。バスボー

つかなくなり、座位バランスが悪いと使いにくいと

ドを使用してまたぐ方法では、バスボードの着脱

いう欠点があります。

入浴機器の選び方、利用のための基礎知識

図 33

図 34

図 35

図 36

図 37

図 38

図 39

図 40

図 41

図 42

図 43

図 44

図 45
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❸浴槽内立ち上がり
浴槽の中で温まっているときには少し膝を伸ばし

しながら足に体重をかけて立ち上がる（図 46、図

てリラックスしていると思います。しかし、この姿

47）と、浮力を利用して立ち上がりやすくなります

勢で立ち上がろうとしても重心が後方にあるために

ので、自分で立つときばかりでなく、介助者の方

立ち上がることができないか、立位姿勢が不安定

は本人に立ち上がっていただくときに、できるだけ

になってしまいます。浴槽の中から立ち上がるとき

本人の膝を曲げていただくようにしましょう。

には、足をひいて（膝を十分に曲げて）お辞儀を
図 46

図 47

図 48

図 49

図 50

図 51

図 52

図 53

図 54
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図 56

図 57

図 58

図 59

図 60

図 61

図 62

入浴機器編

図 55
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8

入浴用いすには、背なしタイプ（図 65）、背付

浴室で使用する福祉用具

タイプ（図 66）、肘掛付シャワーチェア（回転・
跳ね上げタイプ）（図 67）、折りたたみタイプ（図
68）などがあります。

1 滑り止めマット
浴槽の中に敷き、立ち上がるときの滑り止め、

図 66 ／入浴いす（背付タイプ）

および入浴時の着座姿勢を安定させ、臀部（お尻）
が前方にずれるのを防ぐ目的で使用します。特に、
麻痺がある方の場合には、患側（麻痺している側）
の足が浮きやすいので、入浴姿勢を安定させるこ
とによって、入浴時の不安を解消することができる
ようになります。したがって、立ち座りのときの滑
り止めだけでなく、入浴姿勢を安定させ、臀部が
ずれて足が浮かないように、滑り止めマットの大き
さも大きめのものを選ぶとよいでしょう。
滑り止めマットには、吸盤式（図 63）や据置式（図
64）があります。
図67／肘掛付シャワーチェア
（回転・跳ね上げタイプ）
図 63 ／マット（吸盤式）

図 64 ／マット（据置式）
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2 入浴用いす（シャワーチェア）
入浴用いすは一般的にシャワーチェアと呼ばれ、
洗体・洗髪の際に座るいすで、立ち上がり能力が

図 68 ／入浴いす
（折りたたみタイプ）

低下した方が使用するためのものです。
図 65 ／入浴用いす（背なしタイプ）
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図 70 ／シャワーキャリー

3 浴槽台（図 69）
浴槽台は、浴槽内での立ち座りを容易に行うこ
入浴機器編

とができるようにしたり、浴槽への出入りを楽にす
るためのものです。
浴槽台の特徴としては、

入浴機器の選び方、利用のための基礎知識

①立ち上がりがしやすくなる
②またぎやすくなる
という利点もありますが、
①肩までお湯に浸かることができなくなる
②浴槽台のメンテナンスが必要になる
③浴槽台の上で方向転換するには足場が狭くなる
④浴槽台に乗ると浴槽内に段差が生じる
という欠点もあります。
心臓の弱い方、高齢により体力が落ちてきた方
など腰湯の方が安全に入浴できるという視点で、
入浴方法の習慣を変えることも必要でしょう。

5 浴槽用手すり（図 71）
浴槽用手すりは、浴槽の縁に挟み込んで使用す
る手すりで、主に立位またぎのときに使用します。
また、両手でつかまりやすくなっている形状のもの
もあります（図 72、73）。

図 69 ／浴槽台

図 71 ／浴槽用手すり

4 シャワーキャリー（図 70）
シャワーキャリーは、シャワーチェアの足にキャ
スターや車輪が付いているもので、居室や脱衣場
から洗い場への移動のためと、洗体を行うために
使用されます。シャワーキャリーを使用して移動す
るとき、キャスターや車輪径が小さいため、少し
くつ

の段差でも移動しにくくなります。沓ずり撤去、ス
ロープ設置など動線上での段差解消を行うととも
に、小さな段差の場合、シャワーキャリーを後方
に引きながら移動すると乗り越えやすくなります。

40

図 72 ／浴槽用手すり

図 73
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6 バスボード（図 74）

ときにバランスが不安定になる方に使用すると、安
全に使用することができるようになります（図 76）。

バスボードは浴槽の縁にまたがせて、 座った
入浴機器編

姿勢で浴槽の出入りをするためのボードです（図

図 76

74、75）
。浴槽の外寸や内寸を調べて、そのサイ
ズに合ったものを選ぶようにします。ボードの厚さ

入浴機器の選び方、利用のための基礎知識

は立ち座り動作に影響し、浴槽の深さと本体の厚
みを加味した高さで考えなければなりません。ま
た、入浴中に設置したり、取り外したりしますので、
介助者ができるかどうかも検討しましょう。
バスボードはできるだけ薄く、軽いものがよいで
しょう。また、滑りやすさと回転のしやすさも選ぶ
ときのポイントとなります。
もともと北欧で開発されたバスボードは、腰掛
けてシャワーを浴びるために作られたものです。
それを日本では、取り外しすることにより浴槽の中
で座って温まるという日本の習慣を取り入れて使わ
れています。

8 浴槽設置式リフト
浴槽設置式リフトは、浴槽に取り付け、座面部
分が上下に昇降し、浴槽内での立ち座りを補助す
るためのものです。浴槽の出入りは、座位またぎ

図 74 ／バスボード

になりますので、座位またぎを補助するためのも
のではありません。
浴槽設置式リフトには、据置型（図 77）と設置
型（図 78）があります。
浴槽設置式リフトを使用した入浴動作は、
①入浴台に腰掛ける（図 79）
② リフト に 腰 掛 け 片 足 を 浴 槽 の 中 に 入 れ る
（図 80）

図 75

③身体を回転して浴槽をまたぐ（図 81）
④リフト座面の中央に座りなおす（図 82）
⑤座面を降下させる（図 83）
⑥座面を上げる（図 84）
⑦入浴台へ腰かける（図 85）
⑧片足を浴槽から出す（図 86）
⑨身体を回転して浴槽をまたぐ（図 87）
⑩入浴台へ座る（図 88）
という動作になります。
浴槽設置式リフトの適応としては、座位またぎを
行いますので、

7 入浴用介助ベルト
入浴用介助ベルトは、身体に直接巻き付けて、
浴槽の出入りなどを介助するものです。
立てない方を持ち上げるのではなく、立ち上がる
42

①座り直しが可能な方
②座位バランスがよい方
③座位移乗が可能な方
④浴槽内立ち座りが大変な方
になるでしょう。

図 77 ／浴槽設置式リフト（据置型）

図 78 ／浴槽設置式リフト
（設置型）

図 79

図 80

図 81

図 82

図 83

図 84

図 85

図 86

図 87

図 88
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9

身体機能別入浴方法
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身体機能を歩行・洗体自立レベル、歩行・洗体

図 89

洗体ブラシ・スポンジ

介助レベル、リフト使用レベルに分けて考えてみ
ますが、利用者の年齢や疾患、麻痺の程度により、

入浴機器の選び方、利用のための基礎知識

レベルが変わる可能性があります。主治医や理学
療法士、作業療法士、ケアマネジャーの方々と十
分な打ち合わせと、必要に応じて予後予測を行い
ながら検討されるとよいでしょう。
洗体タオル

1 歩行 ･ 洗体自立レベル
一人で入浴可能な方が安全に入浴するには、手
すりの設置と入浴用いすの使用が多く行われます。
このレベルの方は、自分で身体を洗うことができる
ので入浴用いすは水栓金具のほうに向けて使用し
ます。まず、入浴用いすをどこに置くかを検討して
から手すりの設置位置を検討するようにしましょう。

2 歩行・洗体介助レベル

また、入浴用いすの置き場所だけでなく、洗い場

歩行・洗体に介助が必要な場合に考慮しなけれ

内の移動は入浴用いすを洗い場に置いたまま行う

ばならないことは、入浴用いすの配置と介助スペー

のか、入浴用いすを浴槽のふたの上に置いて行う

スの確保になります。洗い場が狭く、水栓金具に

のか、折りたたみタイプを使用して行うのかなど利

向かって入浴用いすを置くと介助スペースがなくな

用者に合った方法を検討しましょう。

る場合、介助スペースの確保が優先されることが

入浴用いすを使用して身体を洗うとき不便にな

多いでしょう。

ることとして、「つま先が洗いにくくなった」といわ

歩行・洗体自立レベルのときと同様に、入浴用

れることが多くあります。座面が高くなり、つま先

いすの設置場所が決まってから、移動に対する手

を洗うときに頭が下がってしまうことと、身体を前

すり設置の検討をします。

屈したときに腹部への圧迫が生じてしまうことが原

介助の中には

因と考えられます。このような場合には、たとえば

①洗体の介助

今まで使用していた低い腰かけ台などに足を乗せ

②歩行（移動）の介助

て洗ったり、洗体ブラシ・洗体タオル（図 89）な

③浴槽またぎの介助

どで洗う方法があります。

④浴槽内立ち座りの介助
があります。洗体時の介助スペースの確保とともに
浴槽またぎ動作の介助を考慮した入浴用いすの置
き方も必要となります。
片麻痺の方が浴槽またぎを行う場合は健側から
入る方法が一般的です。その理由は、患側からお
湯に入ると感覚障害を起こしている方の場合、や
けどの危険性があることと、患側方向へバランスを
崩した場合に危険だからです。しかし、浴槽を出
るときには患側から出ることになるので、介助に注
意が必要となります。
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3 リフト使用レベル

図 92（2 関節）

浴室用リフトにはアームの軸が 1 関節のもの（図
90）と 2 関節のもの（図 91、図 92）と面レール（46
ページの図 93）のものがあります。
1 関節のものは洗い場と浴槽の間の移動に使用
します。2 関節のものは 1 関節のものに比べて自
由度が増し、脱衣室・洗い場・浴槽への移動に使
用することができる場合があります。面レールのも
のはさらに自由度が増します。
リフトを使用するレベルの方は、おおむね脱衣
室までの移動は車いすで移動するかシャワーキャ
リーで移動しますので、その動線は段差を解消し
なければならないでしょう。
図 90（1 関節）

図 91（2 関節）

45

図 93 ／浴室用リフト（面レール）

入浴機器編
入浴機器の選び方、利用のための基礎知識
●執筆者

加島

守

（高齢者生活福祉研究所 所長／理学療法士）
●参考・引用文献
『入浴の解体新書』松平
『お風呂考現学』江夏

誠、小学館

弘、TOTO 出版

『水の現風景』福井勝義他、TOTO 出版
『福祉用具プランナーテキスト』テクノエイド協会
『福祉用具支援論』テクノエイド協会
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これでわかる
「トイレ・排泄用品」の選び方、使い方の基礎知識

トイレ・排泄用品

編

トイレ・排泄用品編

大切な排泄。生活に困らない
ために適切な対処を！

これでわかる「トイレ・排泄用品」の選び方、使い方の基礎知識

はじめに
排泄は病気や身体障害の有無、年齢、性別に関

③頻尿（回数が多い）
④過活動膀胱
（我慢できないような強い尿意がある）
が主な障害です。
このうち①尿失禁は、さらに様々なタイプによっ

係なく、生まれてから死ぬまで日常生活の中で繰

てその対応方法が分かれます。

り返し行われている行為です。そして、誰もが「シ

●腹圧性尿失禁

モの世話にはならずに人生を全うしたい」と考え
ている行為です。
「シモの世話になるようだったら人生おしまい」

身体の底をハンモックのように支えて臓器を落ち
ないようにしている筋肉が弱くなって、お腹に力が
入ると漏れます。この筋肉を鍛えることが予防と改

という言葉をよく耳にするように、排泄に対する気

善になります（骨盤底筋体操）。

持ちはとてもデリケートなものです。日常生活でな

●切迫性尿失禁

んらかのケアを受ける方の、これまでの人生観が
もっとも表現される事柄でしょう。

膀胱が勝手に縮んでしまうため待ったなしで漏
れます。膀胱をリラックスさせる薬によって症状を
改善することができます。

1

●溢流性尿失禁

正常な排泄

排尿後に膀胱の中に尿が残っていて、
この尿（残
尿）があふれ出すようにダラダラと漏れます。膀

①尿や便を作るメカニズムに異常がないこと

胱や腎臓を守るためにも残尿を取り除くことが必要

②作られた尿や便をしっかり溜めて、気持ちよく出

です。

し切るための臓器と脳の機能に異常がないこと
③連続した動作によって排泄行為が成り立ってい
るため、運動機能に異常がないこと

●機能性尿失禁
尿を溜めたり、出したりする機能は正常なのに、
身体が動かなくトイレまで行けない、認知症でト

この 3 つの条件と共に生活環境が適しているこ
とが、排泄行為を他の人の助けを借りることなく行
えることとなります。逆に一つでもできなくなった

正常な排泄

り、低下したりすると排泄障害が引き起こされ、日
常生活に大きな問題を抱えることになりやすいわ
けです。

2

①脳、脊髄

排泄障害の対応方法

排泄障害は尿の障害と便の障害に分かれます。
＜排尿障害＞
①尿失禁（漏れてしまう）
②排尿困難（出にくい、出ない）
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③視力、
手先の動き、
移動などの
〈日常生活行動〉

②腎臓、膀胱、
尿道、直腸、
肛門

イレの場所や使い方が分からないことで漏れます。

表1

排尿日誌

記入例

このタイプは前の３つのタイプと違い自分だけで
何とか改善したり、医学的な治療で改善することは
あまり望めません。日常ケアを行うなかで問題解
決を目指します。
＜排便障害＞
便秘・下痢・便失禁が主な障害です。
便のことは尿のことに比べて専門的な改善策が
発展途上の分野です。排泄は食べたり飲んだりし
た物の、カスや余分な物を出すことです。まず、
日常生活の「食」を見直すことからはじめます。
高齢の方や障害や病気のある方は、便秘による
便失禁や下痢による便失禁が起こりやすくなりま
す。便の性状をよい状態に保つことからケアを考
えます。
それと共に、排便障害（特に便失禁）は皮膚ト
ラブルを誘発させることが多くありますので、スキ
ンケアも重要に考えることが必要です。皮膚が虚
弱な方へのスキンケアは不潔にしておかないこと
は当然ですが、極端な乾燥（ドライスキン）や皮
膚がふやける状態（浸軟）を防ぐことも必要です。
予防は介護の場でも行えますが、治療は医療の分
野となります。

3

用具が適応になるのは……

漏れのある方やトイレに行く回数が多い方に対
して、簡単に用具、用品を選択してしまうと廃用性

●月●日
時間

トイレ

漏れ
（パッドの重さ）

水分

午前 6時
7時

220㎖

牛乳 250㎖

8時
9時

110㎖

10時

80㎖

30g

お茶 200㎖

90㎖

50g

紅茶 180㎖

11時
正午 12時
午後 1時
2時

120㎖
コーヒー 150㎖

3時
4時
5時

100㎖

6時

80㎖

20g
お茶 300㎖

7時

みかん 1個

8時
9時

90㎖

10時

100㎖

11時

50㎖

20g

水 150㎖

午前 0時
1時
2時
3時

180㎖

50g

11回
1,220㎖

5回

4時
5時
1日の合計
（回数・量）
備考

1,230㎖

薬を飲み忘れた（朝と夕）、風邪気味、
軽い咳が出る

記録する際の注意点
①排尿日誌への記録は、正確を期すためできるだけ 3 日
間つける。
②毎回の計尿が不可能な場合は、1 日は毎回計って、後
の 2 日間はトイレに行ったところにチェックをする。
パッドの重さは元の重さの差を記入する。
③ 3 日間とも朝一番の尿を必ず計尿する。
④計量カップ、もしくはペットボトルや牛乳パック、紙
コップなどを利用し計測する。

（身体を動かさないことによっておこる心身機能の

「排尿日誌を付けても結果を読み切れない」とか

低下。廃用性症候群）の問題を引き起こし、本人お

「日誌を付ける事が負担になる」とか「自分でトイ

よび家族、介護者の生活の質を脅かしかねません。

レに行くことができず、いつ連れて行ったらよいか

まずは、どのような症状で困っているのか、どう

わからない」「トイレに行っても空振りが多い」な

したいと思っているのか、用具・用品の選択が最

ど見えない膀胱内を見える化してくれる機械が出て

善な方法なのかを排泄ケアの知識を持っている専

きました。

門職に相談することが必要です。
そのためにまず、排尿の記録（排尿日誌、表 1）

恥骨上部に張り付けて膀胱内の様子をスマート
フォンやパソコンにデータとして伝達してくれる機

をつけてみましょう。そうすると「何となく困ってい

器です。排尿予測により適切にトイレ誘導できたり、

る」問題を「このように困っている」問題にするこ

パッド交換に役立たせたりすることが可能です。

とができ、失禁のタイプの推測、適切な用具の選
択、排泄介助の時間の推測に繋がります。少し面
倒ですが、3 日位続けていただくとよりよいデータ
になります。

将来的には排便の予測も視野に入れている近未
来機器といえるでしょう。
様々なアセスメントを行ったその上で、用具・
用品によって問題が改善できる排泄障害は運動機
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排尿予測ウェアラブル機器

本体

データ転送画面

トイレ・排泄用品編
これでわかる「トイレ・排泄用品」の選び方、使い方の基礎知識

装着時

能性失禁（膀胱や尿道の機能は正常だが、身体が

切に使用できるようになるまでには多少なりとも訓

動かずトイレまで行けないためにおこる漏れ）が

練（慣れる時間、コツをつかむ時間）が必要にな

中心となります。排泄関連用品は、数千種類ある

ります。特に排泄用品は初めての使用で失敗して

といわれています。大まかな分類をするために、

しまうと「合わない」と決めつけてしまう傾向が強

ADL（日常生活行動）から見た排泄用具の選択

くあります。専門職のアドバイスも含めて、時間が

チャートを示します。

必要ということを知っておいてください。

用具に関しては、どのような物であっても、適
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排泄用具選択のADLフローチャート
座っていることができる

いいえ

はい

歩行・移動

移乗・立ち座り

衣服の上げ下ろし

現在、
トイレまで何も使わ
ずに、一人で安全に移動
できている

現在、
トイレの便座に何も
使わずに、一人で安全に
移ることができている

現在、
トイレで、衣服の上
げ下げが一人で安全にで
きている

B

D

介助・補助用具・住宅改修
などを用いれば、無理なく
安全にトイレの便座に移
ることができそうですか

現在、ベッドからポータブル
トイレに何も使わずに一人で
安全に移ることができる

介助・補助用具・住宅改修など
を用いれば、ベッドからポー
タブルトイレに無理なく安全
に移ることができそうですか

A を通った方

現在、ベッド上あるいはベッド
サイドで衣服の上げ下げが
一人で 安全にできる

E

介助・補助用具・住宅改修な
どを用いればベッドサイドで
衣服の上げ下げが無理なく
安全にできそうですか

B C を通った方

移動に必要な項目はどれですか？
チェックした項目は下表を参照

排泄用具

＋

・トイレに設置
した便器
・住宅改修で新
設したトイレ

・ポータブルトイレ
・しびん
・差し込み便器
・コンドーム型
採尿器
・自動排泄処理
装置（尿のみ・
尿便）

・しびん
・差し込み便器
・コンドーム型
採尿器
・自動排泄処理装置
（尿のみ・尿便）

吸収用具
・布製失禁パンツ
・軽度失禁パッド
・パッド
・超うす型紙パンツ
・うす型紙パンツ
・紙パンツ用パッド
・ふんどしタイプ

・長時間安心
紙パンツ
・紙パンツ用パッド
・ふんどしタイプ

・テープ止め
紙おむつ
・パッド
・ふんどしタイプ
・紙製ベッドシーツ

D E を通った方

立ち座りに必要な項目はどれですか？
チェックした項目は下表を参照

□人的支援の確保
□移動用具
□住宅改修

ベッド上で

C

介助・補助用具・住宅改修
など用いれば、
トイレで衣
服の上げ下げが無理なく
安全にできそうですか

ベッドサイドで

介助・移動用具・住宅改修
などを用いれば、
トイレま
で無理なく安全に移動で
きそうですか

場所
トイレで

A

＜MOCKY式＞

衣服の上げ下げに必要な項目はどれ
ですか？チェックした項目は下表を参照

□人的支援の確保
□移動用具
□住宅改修

□人的支援の確保
□移動用具 □住宅改修
□衣服の工夫

排泄用具 に
ついては
下表を参照

吸収用具 に
ついては
下表を参照

必要なものを確認し、ケアプランに反映しましょう
人的支援の確保
□家族で対応
□介護保険サービスで対応
□それ以外で対応

衣服の工夫
□手持ちの衣類をリフォーム
＊ワンタッチテープへ変更、チャックにリングを
付ける、等
□オープンスウェット
□夜間の寝衣の選択
＊パジャマが良いか、寝巻きが良いか、等

住宅改修
介護保険 住宅改修の対象範囲
□手すりの取り付け
□段差の解消
□床・通路面の材料変更
□引き戸等への扉の取り替え
□洋式便器等への便器の取り替え
□上記の改修に付帯する工事

介護保険外の住宅改修
□トイレの新設

移動・補助用具

排泄用具

吸収用具

福祉用具貸与の対象品目

福祉用具貸与の対象品目

選んだ吸収用具はどれですか？

□歩行補助杖
（1本杖以外）
□歩行器
□車いす、その付属品
（要介護2以上の方のみ）

□自動排泄処理装置

□特殊寝台、その付属品（要介護2以上の方のみ）
□体位変換器
□手すり
（工事を伴わないもの）
□スロープ
（工事を伴わないもの）
□移動用リフト
（要介護2以上の方のみ）

特定福祉用具販売の対象品目

□布製失禁パンツ
□超うす型紙パンツ
□うす型紙パンツ
□長時間安心紙パンツ
□軽度失禁パッド
□パンツ用パッド
□パッド
□テープ止め紙おむつ
□ふんどしタイプ
□紙製ベッドシーツ

＊廊下の幅、
トイレの面積など考慮しましょう

介護保険外の用具
□1本杖
□車いす
（要介護2未満の方）
□ベッド
（要介護2未満の方）

＊
「尿のみ」
「尿便に対応（要介護4・5の方のみ）」があります
＊
「尿のみ」には「手持ち式」と「装着式」があり、車いす
でも使用できるものがあります

□腰掛便座（ポータブルトイレや立ち上がり補助便座）
＊ポータブルトイレは「高さ調節機能付き」や、横移乗
する場合は「アームサポートはね上げ式」が便利

介護保険外の用具
□しびん

＊排尿後の尿こぼれが心配な場合は「逆流防止機能
付き」が便利です

□コンドーム型採尿器

＊ペニスの長さが3cm以上の方が対象。敏感肌の方
は医療職と相談しましょう

□差し込み便器

自治体のおむつサービスの該当品はありますか？
□はい
□いいえ

＊おむつの選択について迷った場合はNPO法人日本コン
チネンス協会、各社おむつメーカーのお客様相談室、
ドラッグストアや介護ショップなどに聞いてみましょう
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4

ADL（日常生活行動）に合わせた
用具の選択

2 補高便座

トイレ・排泄用品編

ここから、できる動作に合わせた用具の選択、
使い方、注意点を挙げていきます。

立つことができる〜歩行ができる

これでわかる「トイレ・排泄用品」の選び方、使い方の基礎知識

基本はトイレです。トイレを使用することによっ
て、介護者は処理の手間を省けますし、何より本
人の心理的負担を軽減できます。
家庭内のトイレの見直しは住宅改修となりますが、
現在あるものに用具をプラスすることによって使い
勝手が良くなることもあります。その場合の注意点と
して、トイレは家族が共有して使用する場所ですの
で、一人の方の使い勝手だけを考慮して家族の中で
使用できない人が出てくることなどがないように導
入前に確認します。また、トイレまで安心して行き
着くことができるよう、失禁用品も一緒に考えます。

1 簡易手すり

取り付けが容易にできる。股関節や膝関節の動きが悪い
方には、立ち座りが楽になる。小さな子どもが家族にい
る場合は、
一人で便器に座れなくなる可能性がある。また、
便座内側が汚れやすく今まで以上に掃除の手間が必要に
なるデメリットもある。

3 自動昇降機

座位姿勢を安定させる。

電動で簡単な操作によって昇降するため、身体に無理なく
立ち上がりができる。家族との共有もできやすい。床や壁
に固定することになると住宅改修の制度が適用になる。
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4 失禁パンツ

利

点：外見が普通の下着と変わらない物が多い。
再利用型なので経済的。
欠 点：漏れ量による調節はできない。
適 応：少量の漏れがあり、パッドを使用したくない人。
不適応：100ml 以上の漏れ量の人。
【導入上の注意】
股間部に吸収素材を縫い込んである物やパッドを差し込
んで使用する物などがある。用品の特徴を確認してから
導入する。

5 パッド ＜コンパクトタイプ＞（インナー）

利 点：携帯に便利。生理用品と同じ感覚で使用できる。
欠 点：単価が高い物が多い。
適 応：活動的な人。
不適応：漏れ量が多い人。寝たきりの人。
【導入上の注意】
固定するパンツやサポーターと併用する。様々な吸収量
の用品があるため、漏れ量にあった吸収量の物を選択す
る。軽失禁用のパッドはドラックストアの生理用品売り
場に並んでいることが多い。

6 男性用排尿管理システム（一般活動用）

パッド固定用サポーター（アウター）

活動性のある男性の場合、パッド交換した後に捨てる場
所がないとか、なかなかトイレに行くことができないな
どという場合、蓄尿袋に溜めておけるシステム。ペニス
に直接貼り付けるタイプではないのでスキントラブルに
もなりにくい。車いす用、寝たきり用という別のシステ
ムもある。

歩行できる強みを支えるために……

自立歩行は、大切な身体機能の一つです。自ら
様々なパッドの固定をする。普通のパンツと違ってサポ
ート力があるので、吸収力のある大きなパッドの固定も
できる。ボディイメージをくずしにくい。

居室や寝室からトイレに行くことは、気持ちよく排
泄するために重要ですが、反面転倒による骨折の
リスクも大きくなります。歩行できる機能を阻害せ
ず、転倒による大腿部頸部骨折を予防するために、
プロテクターなどの衝撃ガードを使用することを検
討します。
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パンツタイプ紙おむつに貼り付けるタイプ

座ることができる〜立てる

トイレ・排泄用品編

1 トイレへ楽に移動できる用具
自分の力で立ち上がったり歩いたりできなくて
も、ベッドの脇に座ることができれば、ポータブル
トイレのように処理を必要としないトイレにお連れ

これでわかる「トイレ・排泄用品」の選び方、使い方の基礎知識

することが楽にできる機器があります。
従来トイレを使用するためにはベッド➡車いす、
車いす➡便器と介護者の手を使い移動することが
必要で複数回その行為を行うことで介護者の身体
を痛めてしまうこともあり、また、身体を痛めない
ための技術の取得を必要とすることもありました。
この車いすは、用具の操作を覚えれば介護者が
身体的負担を感じずに本来排泄すべき場所（トイ
レ）に移動することが可能です。
らくらく移乗車いす
下着と一体タイプ

利

点：端座位が取れればトイレ使用ができる。
本来の排泄機能を最大限することができる
欠 点：介護者がいないと使用できない
家 の中の段差やトイレの間口によっては使用で
きない
適 応：座ることができる人
不適応：寝たきりや座位保持姿勢が困難な人
【導入上の注意点】
バリアフリーの環境（施設や病院）では問題なく導入で
きるが、在宅においては住宅改修などをしないと使用で
きない場合もある。
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2 ポータブルトイレ

スチール製ベッドサイド設置型

寝たきりにならないための有効な用具として最
初に導入が検討されることが多いようです。しかし、
ポータブルトイレが自力で使えるということは、ト
イレが使えるケースが多いのでポータブルトイレを
導入するときは、P.56 の表のような導入以外の方
法の確認・支援方法を確認し、通常のトイレを利
用できないかを考えてみてください。
使用する方にあわないポータブルトイレだと、
居室スペースが無駄になったり、移動の動線を阻
害したり、経済的な損失にもなったりします。
種類と特徴
標準型
（ポリプロピレン製）

利
欠
適

点：ベッドサイドに設置して、横移乗で使用できる。
点：トイレからベッド以外への移乗ができにくい。
応：端座位の取れる人であれば、横移乗によって使
用可能。
不適応：特になし。
【導入上の注意】
設置するとき、ベッドマットと座面の高さをそろえる。
アームの短い方をベッド側にする。

ベッドサイド水洗トイレ
利
欠

点：軽量で移動させやすい。
点：蹴 込みのスペースがないので、立ち上がりにく
い。軽量なため不安定な物が多い。
適 応：立ち座りが容易にできる人。
不適応：座位バランスが悪い人。
【導入上の注意】
高い身体機能が必要になる。高さ調節や立ち上がりの補
助にはトイレ枠などが必要になる。

木製いす型

ベッドサイドに設置・使用できる水洗トイレ
ポータブルなので移動も可能
水洗のため毎回のバケツ処理が不要で臭気も軽減される

ポータブルトイレを使用することは、身体の動き
を伴う行動なので機能低下を予防するためにも大
利

点：重量があり安定している。
見た目が居室にマッチする。
欠 点：広めの設置スペースが必要。掃除に気を使う。
座面が固い物が多い。
適 応：立ち座りの動作が比較的難しい人でも使用可能。
不適応：特になし。
【導入上の注意】
メンテナンスを行う介護者がいない場合、他の材質より
傷みが早い。高さ調節のあるものを選択する。

切なことです。しかし、使用後は必ず汚物の廃棄
と洗浄が必要になります。その場所の環境整備が
大変だったり、洗浄場所に持っていく途中に汚物を
こぼしてしまったりという不具合も出てきます。
廃棄、洗浄の簡便さを用具によって支えることを
お勧めします。
具体的にはポータブルトイレの受けバケツの中
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に専用の処理袋を入れることで、その都度の処理
が必要なくなったり、排便臭が気にならなくなった

ワンズケア（ポータブルトイレ処理袋）

りします。バケツをもって歩行することが困難でも、
トイレ・排泄用品編

排泄後の袋を縛って移動することができるので排
泄物の撒き散らしの予防にもなります。
最近気になる災害時排泄についても断水や停電
でも洗浄の必要がなく廃棄することができ、感染
の予防にも役立つと思います。

これでわかる「トイレ・排泄用品」の選び方、使い方の基礎知識

ポータブル
トイレでの
ご使用方法

袋 を 広 げ、印 刷 面
を前にして受バケツ
にかぶせます。

受 バケツを戻し、
便座をおろします。

ポータブルトイレ導入の理由

袋ごと取り出し、
大便はトイレに
流します。

キリトリ線から
切り取って
紐を作ります。

内部の空気を抜
いて、紐でしっ
かり結びます。

導入以外の方法の確認・支援方法

トイレまでの歩行が困難。トイレまでの距離が遠い。

トイレを近くに設置したり、
移動方法を変えたりする事で解決できないか。

夜間にトイレまで行くのが危険。トイレまで階段や
段差があって危険。介助をするのにトイレが狭い。

住環境整備で解決できないか。

オムツを外す過程においての使用。

最終目標をトイレの排泄にする場合は、ポータブルトイレが
使用できるようになった状態に満足せず、継続的に支援する。

トイレまで間に合わない。

泌尿器科での受診をすることによって、症状の改善が
見られる場合がある。受診を勧めると共に環境整備や
パッド類の併用で解決できないか。

立ち上がり時の蹴り込みについて

人の立ち上がりは、下記のような身体の動きを

頭の重さで立ち上がりをします。軽量で蹴込みス

します（図 1）。蹴込みスペースのないポータブ

ペースのないポータブルトイレでは、このように立

ルトイレを身体機能の低下した方が使おうとする

ち上がるとトイレ自体が前に倒れてきて本人ごと転

とき、身体を前に引き出し蹴込みスペースを作り、

倒する危険があります（図 2）。

図1

図2
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3 パンツタイプオムツ（アウター）
パンツタイプ

適

応：アウター（パッドを固定する外側の製品）が
パンツタイプやサポーターの場合、自分で交換
が可能な人。
不適応：漏れ量の把握ができていない人。
【導入時の注意点】
種類が非常にたくさんある。適応な物を探すために前述
のような排尿日誌 (P.49・表 1) をとってもらったり、パ
ッドの計測が必要になったりする。

布製

利

点：普通のパンツのようにはくことができ、装着が
簡単。
欠 点：寝たまま使用すると横漏れをおこすことが多い。
汚れた場合簡単に破いて脱ぐことができるが、
はく際にズボン類を脱いでからでないと装着で
きない。
適 応：トイレ動作はできるが、時間がかかって間に合
わない人。活動的な人。
不適応：寝たきりの人。
【導入上の注意】
はいていると非常に温かい。夏場は薄手の物を使用しな
いと蒸れる。パンツタイプの中にパッドを併用して使用
している場合、パッド交換のみで済んでいるようであれ
ば、サポーター（P.53）をアウターにして後述の適応パ
ッドを使用する方が経済面、ゴミの面の軽減になる。

パッドの使い捨てがもったいないので繰り返し使ってし
まう方や、パルプアレルギーで紙製品が使用できない方
などに従来の布製品より肌触り感よく使用ができ、経済
的で環境に優しい製品。

紙製 ふんどしタイプ

4 パッド（インナー）
紙製

点：大転子部（太腿の外側の関節）が開放されている
ので、歩行障害が起こりにくい。身体機能に影響さ
れずに使用することができる。交換が簡単にでき
る。
欠 点：見ために横もれの不安を感じる
適 応：活動的な人、トイレでの交換が主な人
不適応：寝たきりで水様便が多量に排泄される人
【導入時の注意点】
失禁量と交換時間を把握し、適切に使用しないと経済的
負担が大きくなる。
利

利

欠

点：男女ともに使用することができる。オムツ使用
者のインナー（直接肌にあたる製品）としても
使用できる。インナー使用で経済的になる。
点：漏れ量が分からないと適切な物を選択できない。
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使用の仕方

寝たまま

トイレ・排泄用品編

自分でできる動作がほとんどない方でも、尿意、
便意の有無で使える用品が変わってきます。動け
ないからおむつという短絡的な用具の導入をして
しまうと、本人の自尊心を傷つけるだけでなく、生
活意欲を消失させてしまいます。状態に合わせて

これでわかる「トイレ・排泄用品」の選び方、使い方の基礎知識

適切な用具の選択が必要です。動けない方が使え
る用具はおおむね以下のようになります。
腰の部分でテープを止める。後ろ介助でも寝た
ままでも可能。背中部分のパッドを前に持って
くる

1 しびん
女性用

利

横図

正面図

点：介護者が扱いやすい。受け口が広い。座位でも
立位でも使用できる。掃除が簡単。
欠 点：排泄後すぐ処理が必要となる。あてっぱなしに
することはできない。
適 応：すぐに処理をすることができる。
尿意を訴えることができる人。排尿時間のコン
トロールがとれているがトイレまで行けない人。
不適応：尿意がない人。長時間当てていなければならな
い人。
【導入時の注意点】
性差によって受け口の形が異なるが、男性でも陰茎が短
い人は女性用のほうが使用しやすい。素材によって重さ
が違うので、見比べてみる必要がある。

逆流防止弁付き尿器（絵は男性用）

逆流防止弁が付いているので、不随意（意思とは無関係）
な傾斜によって尿がこぼれ出すことがなく、繰り返し使
用しても前回分の尿がこぼれ出すことが少ない。
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2 自動排泄処理装置
尿用

不適応：自分で動く機能が残されている方。ベッド上で
多動な方。
【導入時の注意点】
適応者の見極めは専門職への相談が不可欠であり、使用
に関してもしばらく訓練が必要になる。

3 腰あげ不要便器

点：自動的に吸引するので、受尿部と蓄尿部の高低差
を必要としない。尿がタンクに密閉されるうえ、
脱臭剤が内部に入っているので臭気が少ない。
欠 点：音がうるさい。使用に際して訓練が必要。
掃除に手間がかかる。
適 応：すぐに処理を必要としない人。
不適応：活動的な人。自分でレシーバーをあてることが
できない人もしくは尿意を訴えることができな
い人。
【導入時の注意点】
衣類にも工夫をすれば、女性が座位で使用できる。排便
でんぶ
コントロールができていれば、臀 部（お尻）を汚すこと
がなくなる。
利

尿便両用

ぎょうがい

点：仰臥位（あおむけのこと）のまま全く臀部をあげ
ずに差し込むことができる。尿便ともに採取で
きる。
欠 点：差し込みや抜き出しを行う介護者は慣れを必要
とする。
適 応：臀部をあげることを制限されていたり、機能低
下によりできない人。排便時背中に汚れが広が
ってしまうような人に有効。
不適応：動ける人。
【導入時の注意点】
利

せいしき

排泄後そのまま引き抜くことになる。清 拭（拭いてきれ
いにすること）ができにくい。従って汚れてもいいよう
便器の下を工夫する必要がある。

4 小型差し込み便器

ここ数年目立って開発が進んでいる自動吸引式集尿便器
は、在宅で寝たきりの方を介護する介護者にとって選択
肢の一つとなる。
利

欠

適

点 ：本人にとっては下半身をさらされる羞恥心、精
神的負担がなくなり、排泄物の刺激によるスキ
ントラブルの軽減につながる。
介護者にとっては、頻回で継続的に続く交換の
介助負担、使い捨て製品使用による経済的負担、
生活環境においての排泄臭による精神的負担な
どを解消することができる。
点：ベッド上から動かなくてよい環境をつくりだし
てしまうため、寝たきりになる可能性が増す。
排便に有効な姿勢がとれない。非常に排便しに
くい。
応：急性期で安静が必要な場合。
座位保持姿勢、頻回な体位変換が禁忌の場合。
ターミナル期
（終末期）
で他の用具が適さない場合。

利 点：プラスチック製が多いので軽い。
欠 点：差し込むと腰部が反る感じがし、違和感がある。
適 応：比較的身体の小さい人。
不適応：床ずれがある人。
【導入時の注意点】
小型であるため臀部を汚しやすいので、あらかじめ便器
内に紙を敷いておくなど跳ね返りを予防する。
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差し込み便器使用時の注意点

5 オムツ（アウター）

尿便意はあるのに、どうしてもベッド上で排泄
トイレ・排泄用品編

しなければならないとき、使用される用具として

3 、4 のようなベッド上使用の便器があります。
最近は小型が主流ですが、完全な仰向けで使用す
ると図 3 のような状態になります。
枕によって頭が上がり、肩から背中が下がり、
腰が上がり、足が下がるというように、とても不自

これでわかる「トイレ・排泄用品」の選び方、使い方の基礎知識

然な寝姿になります。この状態で排泄のための腹
圧をかけるということは、非常に困難です。
差し込み便器使用時は少しでも排泄しやすいよ
うに、差し込んだ後、図 4 のようにベッドの背上げ
機能で少なくとも 30°
位のギャッジアップ（背もた
れを上げる）をすると比較的排泄しやすくなります。
図3

尿意を訴えることがなく、動くことができない方
が適応となります。大切なことは、本人の不快感
をできるだけ少なくすること、寝たままの状態で
あっても自尊心を傷つけない配慮、介護者の負担
を少なくすることなどです。テープタイプ紙おむつ
やオムツカバーは同時に 6 （62 ページ）のパッド
を使用することが多いです。オムツ、パッド双方と
も紙製と布製の２種類の材質があります。
また、毎回の交換時、インナーのみの交換で済
んでいて、排便のコントロールもできている場合
は、前出のパット固定用サポーター（53 ページ）
を使用することによってゴミ量、経済的コストの軽
減につながります。
オムツカバー

図4

30°
～45°

しかし、このようなベッド上の排泄は気持ちよく

利 点：ゴミの量を軽減することができる。経済的。
欠 点：洗濯の手間がかかる。
適 応：寝たきりの人
不適応：活動的な人。
【導入時の注意】
インナーの適切な選択をしないと単体では使用できない。
また、身体に合わない大きさのものは隙間を作ってしま
い、不快感と共に横漏れをおこすことも多くなる。

テープタイプ紙おむつ

排泄できるとは言い難いものがあります。
状態に合わせて、できるだけ腹圧のかかる姿勢
（座った姿勢）を確保した排泄ケアを心がけてい
ただきたいと思います。

利
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点：吸収量が多い。
オムツカバーがいらない。種類が多い。

欠

点：単価が高い。かぶれることがある。
ゴミが大きくなる。
適 応：長時間交換できない場合。漏れ量が多い人。
寝たきりの人。
不適応：漏れ量が少ない人。活動的な人。
【導入時の注意点】
パルプアレルギーのある人は、ひどくかぶれる事がある
ので注意する。１回の漏れ量を確認してから導入する。
テープタイプ紙おむつは決してオムツカバーではなく単
体でも多吸収能力のある物として認識しておく。

標準的な紙おむつのあて方

手順

②折り目を背骨に合わせ（背中部分のオムツは腰骨
あたりで十分）後ろ左右を広げます。

最近の紙製品は非常に性能が良くなり、介護負
担軽減の一助となっています。
各製品により様々な特色がありますので、入手さ
れた製品のパッケージにあるあて方を確認のうえ、
使用することが失敗しないあて方の基本となります。
ここでは比較的標準的なテープタイプのあて方を
示します。
そ く が い

準備

③側臥位で前側は折りたたんだまま
腹部に持ってきます。

①開いたオムツを左右対称に折り、折り目をつけます。

④背部、腹部のバランスを整え、腹部分のオムツを
広げます。

ぎょうがい

⑤身体を仰 臥位にして、上のテープは斜め下に向か
って留め、下のテープは斜め上に向かって留めま
そけいぶ
す。こうすることで腹部や鼠頸部（足の付け根）の
隙間が少なくなります。
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6 パッド（インナー）

完成

パッドの吸収量、大きさ、形は多様です。漏れ
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量に合わせたパッドを選択することによって経済的
になったり、交換が楽にできたりします。

フラットタイプ
そ け い ぶ

ふしょくふ

これでわかる「トイレ・排泄用品」の選び方、使い方の基礎知識

⑥鼠 頸部や腹部に不 織布（織らない布）だけの部分が
あったら、身体の中に折り込みます。こうすること
で余分な負担をかけずに体位変換ができやすくなり
ます。

利

ギャッジアップ時
⑦このようにあてることによって、横漏れの防止や
ベッド上でのギャッジアップに苦痛を感じさせな
いことにもつながります。

敷くオムツ

点：身体に密着させるオムツの使用が困難な人が腰
に巻いたり、防水シーツの変わりとして使用で
きる。
欠 点：大きなゴミとなる。
適 応：パンツをはく習慣のない人。股関節に拘縮（関節
が動かなくなる状態）があり開閉が困難な人。
認知症で身体にフィットするものを嫌がる人。
不適応：特になし。
【導入時の注意点】
単価が高い物が多い。どのような場合に使うのかを確認
する。横漏れでシーツなどの洗濯に疲れている場合など
は有効に使える。

点：鼠頸部（足の付け根）がやせていても形を整え
やすい。敷いて使用することもできる。
大きさの割に単価が安い。
欠 点：大きさの割に吸収量が少ないものが多い。
あて方に訓練が必要。
適 応：寝たままの人。
不適応：活動的な人。
【導入時の注意点】
オムツがカップ状になるよう吸収面を内側に二つ折りに
してからあてる。オムツカバーを併用する。

ひょうたんタイプ

利
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利
欠

点：鼠頸部に沿うのでフィット感がある。
点：鼠頸部がやせていると合わないので、横漏れの
原因となる。あて方に慣れが必要。
適 応：鼠頸部がやせていない人。
不適応：鼠頸部がやせている人。
【導入時の注意点】
オムツカバーやサポーターと併用する。
カップ型に成型してからあてる。

布タイプ

点：洗濯で繰り返し使えるので経済的。厚さを調節
できる。臀部の汚れを拭き取りやすい。
欠 点：吸収量が少ない。洗濯に手間がかかる。
オムツカバーがいるので蒸れやすい。
適 応：介護力がある。パルプアレルギーのある場合。
不適応：頻回に交換したり、洗濯をする介護力がない場合。
【導入時の注意点】
素材には綿と化学繊維があるので、使う方や介護の状態
によって選択する。

男性用タイプ

利

多吸収タイプ

利

点：男性の場合尿道口から吸収面がずれなければ、
広範囲な汚染を予防することができる。
欠 点：陰茎がパッドからはずれてしまうことも多い。
適 応：あまり活動的でなく、陰茎の長さが３㎝以上あ
る人。
不適応：陰茎が萎縮している、または陥没している人。
【導入時の注意点】
成型されているタイプと形を作ってテープ止めするタイ
プがある。固定のための専用カバーが必要なものがある
ので注意する。不適応に該当する方は女性用を使用する
方がよい場合もある。

軟便対応パッド

利

点：男女ともに使用できる。テープタイプ使用者の
サブパッドとして使用でき、経済的。
欠 点：厚さのあるものや大きいものが多い。
適 応：漏れ量の多い人。
不適応：活動的な人。
【導入時の注意点】
吸収量が多いので、活動中に使用する場合には、きつめ
のサポーターが必要になる。

従来の尿取りパッドに軟便が付着するとパッド表面が目
詰まりしてしまうため、水分の吸収自体が難しくなって
いる。軟便内の水分のみ吸収して臀部に便が煎餅状に張
り付いてしまったり、多量の軟便だと吸収できずに背中
やお腹からあふれ出してきたりする。このパッドは、軟
便中の水分と共に固形物も内部に吸収しやすい表面シー
トになっていて、尿取りパッドと比較して肌へのトラブ
ルを起こしにくくなっている。
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オムツやパッドの選択基準

おわりに

排尿量に合わないパッドやオムツは横漏れなど
トイレ・排泄用品編

の原因となり手間がかかるばかりでなく、本人の不
快感やスキントラブルを助長してしまいます。また、
紙製品の過度な重ね使いは、経済的損失と共に環
境問題にも波及していきます。使用する際の基本
はアウター＋インナー１枚ということを覚えておい
てください。選択においては、次表のようなデー

これでわかる「トイレ・排泄用品」の選び方、使い方の基礎知識

タをとってよりよい製品を選んでいただきたいと思
います。

現在の我が国において、便の問題のみを解決で
きる用具は非常に少ないといえます。尿と便の両
方を対象にした用具、もしくは尿のみを対象にし
た用具が多数を占めています。
介護保険法の改正によって、今まで購入対象だっ
た用具が貸与に変更になっているものがあります。
しかしほとんどの用具に関して補助はありますが購

オムツチャート＜記入例＞

入用品です。国の施策で定められていない用品も
各市町村区の独自のサービスとして様々な制度が

●月●日
時間
朝

6時

排尿量

背漏れ、横漏れの有無

650g

有 ベッドまで

7時

水分
お茶 200㎖

8時
水 100㎖

9時
10時

250g

無

水 150㎖

11時
昼

12時
1時

お茶 200㎖
200g

無

ジュース 200㎖

あります。制度を十分活用しながら用具の導入を
すすめていただきたいと思います。また、排泄の
用具は一度購入してしまうと、交換、返品できに
くい特徴がありますので、導入前に専門職の方も
含めて十分に検討して生活を支える用具の選択を
行っていただきたいと思います。

2時
3時

紅茶 300㎖

4時
5時

300g

無

6時
7時
夜

お茶 200㎖
150g

無

8時
9時

水 100㎖

10時
11時

350g

12時

有 寝衣が湿る

水 200㎖

通常、
これ以上交換せず

1時
2時
3時
4時
5時
合計

1,900g

1,650㎖

備考

重量計測の方法
①使用前のおむつをビニール袋に入れて計量。
②おむつを装着。
③重量計測している間はこまめに排泄の有無を確認し、
１回量の排尿時交換。
④最初に入れたビニール袋に使用済みおむつを入れ計量。
（使用済みおむつ重量−使用前おむつ重量＝排尿量）
⑤飲水量も記録しておくとより有効。
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用具の現状
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