
【特定福祉用具販売の状況②】  

○ 特定福祉用具販売では、腰掛便座及び入浴補助用具で全体の約97％を占めている。  

○種目毎の利用割合を要介護度別に見ると、腰掛便座・入浴補助用具ともに軽・中度者の利用が中   
心となっている。  

特定福祉用具販売の請求件数内訳  特定福祉用具販売の要介護別・種目別利用割合  

要支援要支援要介護要雪護要言護要吉護要曾護紬  1    2   1  

7611440 2，4了0 3．285 2．978 1，568  54913．051   

5．8％ 11．0％ 18．9％ 25．2％ 2乙8％ 12．0ち  4．2％ 100％  

4   8    13  101  4  54  

寺殊尿器   
2．2  7．4  16．4  21．7  25．0聖  18．6  8，7  100   

2，729 4．081 軋146 5，672 4．173 1，844  650 25．295   

10．8％ 16．1％ 2413％ 22．4％ 16．5％  7．3％  2．6％ 100†i  
入浴補助用具  

4  

調易浴槽  
16．3  24、5亨′  4．1  4．19i  16．3頸  18．4  16．3  100   

24   35   63 107 123   98   96  547  
移動用リフトの  

つり具の部分  4．4％ 6，4％11．5％19．6％ 22＿5覧 ほ丁％ け6％100％  

（上段：販売件数、下段：構成割合）  

※ 介護サービス情報公表制度により登録されたデータを基に集計（平成20年7月時点）  
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福祉用具貸与費の種目別給付額と1件あたり平均利用額の推移①  

特殊寝台  幸いす付属品   幸いす  

l件あたり（円） 費用額（百万円）  

Hl） Hl－I†115  H18 H17 日l呂 H19 HヱO Hヱ1 Hヱ～j  

体位変換器  床ずれ防止用具  特殊寝台付属品  

6．〔（や  

＼こn1  

4，（00  

111：r  

こしn）  

1一∝旧  

-O 

11   



福祉用具貸与真の種目別給付額と1件あたり平均利用額の推移②  

手すり  スロープ  歩行器  
件あたり（円） 費用舗（百万円）   

1．ヱ（氾  

1．〔1X）  

設〕0  

〔00  

‘l（伯  

2〔0  

Hl：l H14  H15  H16 1117 1118 ト11∋  H二）O H？l Hノ～1  

歩行補助つえ  

l11｝  Hl・1 日15 1り6  H17  H18  H19  日20  Hヱ1 Hココ∃   

認知症老人排掴感知機器 

Hll HlノI Hlゝ H16 日17 1」18 H19 H20 Hコ1 H22j  

移動用リフト  

件あたり（円） 要用崩（百万円）  

Hl】Hl＜ Hl～ Hl♭ H17 日18 H19 H？O H21H223  ＝1】＝14 ＝15 ＝16 ＝17 ＝18 ＝19 H＝O H21H123  

出典‥介護給付費実態調査月報（各年4月サービス提供分）12  

種目別希望小売価格の状況（貸与）  

幸いす付属品  
r‾‾‘一‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾‾‾l  

ODひ  ；最高値1088万円  

■ ご 丁・l  

て－ノノ匠′首・ス明等 廻攣型寧翠玉～．7㌔  

iユ．1‘も  

UU㌦  

弓∂／二」ノ上ナ 卿9丁こん  

券 こJ慄  

rInう  

2才一プノ 
り 

オープノ価憎・不軋：写  

50万Fリ上  

コ0テ「へう0万円7て畠  

コ0て『－3D万円〒満  

lゝ万∃、ル万円六月  

1rしニリ←・1「，′り〉」天満   

…’ 
ら1・ ∂珊血相情況惹  30万円〉EDて∃才満  

諾 4ム％  

，11㌔  
JU万円一－Jリア∃烹扇 鱒噂112｝  

菱Y ▲〕4％  

漣繊）つY II万∩へ20テ「大：義i）〉㌔            観誠躍抜琴 

芝 2ヰb九  

川万円－15言∃宋）市 00一  ．：l■ ’■、▼  

瓢融銅舶閣瀞輔閲拙慢現1％  

遮掛ユ1，4％  
腰浸きOJも  

う万円－6万円‡；弓  

J万円へうぅ円兼′苛  

†力H一一ニカH葺′布  

ユ万円未満  

捌ヨ畏U六 
晰こ卜  
細1仁亡イ  

裏革㌧什㌦  
樹1望5・。  

葺ユちク．  

最安値 7．5万円  
川万∃未満 0【lサ  彬珊讃 ユ74し乙  10下戸不満  首  …平均値32．9万円要  

L＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

：8㌔  ヱ0．α㍍ 10．0％  GO、C一指  80耶  こり00シ｝  b・那、 ヱ00㍍ JO肌  ∽丁く  S…1・】OrO％  00Yt Z〔0％  40∩㌢こ  帥ひ‰  誠批 1〔lq：tく  

藩ニ†助用阜〕＼：  初電動車〕1て   左＞標ヰ望針．、づ  苛っノンヨン▼ン †  マナ∝他室いす用品  

床ずれ防止用具  体位変  

す－プノ価格・不明等表コ・9玩   

1U万円以二筋掬14・79。  

拍円へ′「ち円兼；石腰ゝ～彬由  

lll■ ニ∵  

アーブン面相・不明等 細丘6‰  
－∴ l、ヽ‘～  

1しぺ  

1U万円以上 浮上．∈∪も              宗葦 二し乃－  
■ t三■v え万円～t「I万円兼；忘 芦崗ノ〔駕  

潤鳶 50ラー  

蜘瀞 7．0％  

‾‾‾ 」‾プン価指一不明等〕  

最安値 0・2万円呈   ヱ0万円以二1コリこ  
最高値25．0万円  
最安値 0．5万円  
平均値 4＿5万円  平均値 3．9万円  

l土万円～」0万円薫■溝  

く万円、打方R天満  巧円～只万円未満溺～〔汽・  

さ万円、5万円末梢錮11£％  

1万円）3万円描 55三％   

l万円未満 

つ0％  2Cu％  400％  600％  500鴇  三00拡  

薔 体位冥：穎迂  

没潤1：！4％  

3珊‾5万Rス涌 ‡7．ユ㌔  珊瑚∈  

≡最高値75．0万円  
…最安値1．5万円  
喜平均値10．7万円  

う方針う万円品川写％   
1ブコ円一一3万Rス涌  

相隣挺孟轡≡賢妻謬4百0％  
〇Oqこ  

お昼1！－  1万円未満，罵㌘”サ■  
馳㍍捗漸二三月東  

00％ 10．0％ 20．0％ 50〕％ 4〇0％ 50こ）％ らDO％  

暮サイト㌧′－ル  ■フットレノ  壊そ町他ペソド用品  

Oe％  ヱ0′0％  400％  60．0モふ  ＄0，01ち 100．：標  

導特殊ぢ初椅子げ装置    禦碑盾サド言マットレス  

（平成22年5月現在のTAJS登録製品における状況）13   



歩行器  スロープ  

甜→い㌧も  
蓉20Ut  

〔Inし1  

㈹躊IJl、   

手すり  
O Dヽ、  

丁プノ価桔・rEr∃等 藩コら1  

ロウリD  

ノ：＼  

寸プノ価柑・不明毒  

10う円しL二  

8ち円、ユ〔ち円東ノ石  

5下円、8万円兼′市  

三万円－5コ門井涌  

1フう〔T卜∃万円未満  

1万R天満  

二丁「ノ憎ほ・丁師事 卿1コ1・も  
脚 8ら㌦  

Sモ円 
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最安値 0．5万円  
平均値 5．3万円  DOtて  

呈でドj l仁1［］手′岩 村iし㌦  
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00満  

潮20ウ 最高値23．6万円  最高値Z5．0万円  

～珊、イ刊弄二義㌫∠－錆 …最安値1．2万円     0’ 
～￥   ‡平均値 3，9万円  
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00㌦ 領淵横顔134）′．ミ最安値 0・2万円  
。。X  …平均値 6．8万円  

湘闘将ユb5％l－－－－－－－－－－…－－－－－－－－‾■  

■l■■・－り十  
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～モFへS与円十 高 批42j止乙  

11円、∃1円釆満 醐犠3il㌦ 
00Ll 

、  

1万R天′電 00－。  

00％  

り〔rヽ、  2〔0㌧－  qOO▲ヽl 討〕00も  頚）．0サム  ユ000－b  

堵歩行器   測憂′テ室  、ノ椅＝けき歩行亘  

】う円末ノ笥 賓1ウし′－  1■  

【Jりし） 二りJニJ dU・」ウイ  仁しU％  出UU・ilUUしVち  〇0・も  200％  40・0’わ  用Drも  鋪0－1〉 一q  

〉そ仁相手すリ ゴ斥さき式起き二王、り割手すり 町イノ喝簡易手すノ  藩国定用スロ プ  潔1鷺蒜網エロ プ  

移動用リフト  

寸Ⅵプンf血相 不明等 コ0≠  
11（J‘去  

認知症老人排掴感知機器  
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∴
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最高値 3．0万円  
最安値 0．4万円  
平均値1，0万円  

オーブ／価掩イ明雪  

10アF以上  

8万円へ二0下円禾満  

L引当～計上ヒ素′芦  

3万円一－Sアド十講  

10「円以二 1川名  

己研－1C刀円未満覗轍う19％  

1丘．こ1u   

二⊥，■〉 コ ＿－1l■  

ごCコ円＼うロコ円未満  

禿冬美蔓草定レL計．  

ごC万円 う0Ti円未満如顔■ 相月心  

細 ウニ、や  

≡万円〉8万円末涌淵ユウ′1、～  

三万「1（5耶未さ音韻闊1ヱ・8％  

仰N別離凋雄  

蜘 90％   

′】n叫．  

湘 7〕％    ．＿＿－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－l  

l〔万円）7口ち円未満  

最高値19・8万円：  

最安値 2．0万円 屋  
丁ご丁㌔・l、  

▼5㌦   

1。下円㌧15万円兼′預   至最高値248．0万円  

リt  

・∩ち円乗′苗  

万円、jアド千輝 蒜  

1耶未満）0ウ。   …平均値 9．3万円；  
l＿＿＿＿＿＿＿＿■■＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿▲  

u（）－も  JUけ、 Lll、l％  bUU＝㌦  ≠Uリール 1uJひち  ）D為  2〔．D架  400㌔．（カ．0‰ 【り0‘乙  ＿0（圧再  

諾多封丈 糧む葉杖 旛ロブス【ランドフラノチ 難その也茫七  蕩 認珊危もノ拝個感知機器  

⊃0、も   フ0（lOぅ． JO n¶   6口∩㌦  対10㌦  ▼001甑   

ま措置＝し  農園言Ⅰし。  議席せ行エ〔  

（平成Z2年5月現在のTAIS登録製品における状況）14  

種目別希望小売価格の状況（販売）  

入浴補助用具  特殊尿器  腰掛便座  
05％  

オープノ 血7盲 不H月竿 亡Dリt  
し ■■  

軍産材モ80も  

．0二F円L上  CO渠                  ‘  ・  ′／′ 、 〉．、r‘二∵′ ゴミi   

リ、ノ▼  

寸てノ価I与・不明考 暮1ざ互  nr軌  

聯1（〕～○ 
1U下雪J、上 0恥  

j6Jも  

榊 5、‘■㌔   

5石円－10万円スr鵡 ∩けゝ  
00一）ち  

瀧〕ヱlわ   
う万円、〉8万『禾ノ右 翼1▼～t′J               琵ノ，弓与勺 

親耕詞宴 85竹 ）方円へう万雪禾看 護岳岳岳岳芦16こ・も              訪Å 5．～■㌔  

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾▼‾‾‾‾‾‾－－‾ 
「  

最高値39．0万円：   
最安値 0．1万円 一  
平均値 3．5万円 ∃  

オ フン価格・不明等 00％   

〕D万∩以上議脚こ8  

7％   
ォ万円～。万円兼扇ぅ   ．－＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿．∋0万円～S〇万円兼ノ看0．0ち；  

｝3：Lj最高値45・0万円i   
上長安値 0．3万円 ≡20冊～｝洲兼ノ告 岨  

5万円〉3下戸烹溝  口僧  lい ■  

平均値 5．6万円  ■■■■■■■－■ ■、、＿ う石門－－うモF素謡 軋三jサ。  
Cウiく  

鮎森岳16．1′も  

15万円へ1つ万侶満潮＝8  

最高値59・8万円 喜1冊㌧三日絹  
最安値 8．1万円！  

7〕了・ぺ 1ひ万円～15万円絹闇机・こ  

1捕円禾市報薄繭：B  

万円へユアF未満  
し 卜→  

知 三9しシ 

1Iニー干ノ声 細1：）5％  

G烏％  

平均値25．6万円甚 1万∃絹琴7  

00％  ヱ0仇 4Dび九  80．脱 きひ0彗 100ロロ乙  Uけ九 J－」り％ ユつU・払 っリリし‰  ￥∪し彗 1UUUり  Uノ先  ノr〕し笑  州肌】 仙け㍍ 3U肌 1しUU％  

相集尻累  笥ネ詣君チT了 沫持さ粕（・冒さ短解任皇 豊子の他の人浴用品  芦ポータプルトイレ   灘補講便座   ゞその腫  

簡易浴槽  リフト吊り具  

最高値7，1万円  

最安値1．0万円  

平均値4．2万円  

ト1／価格■不闇uリサも  
す‾∴ノ価格一硝宰誠漕笹罷り・1：†妄言首完丁盲蒜‾ト  

地方。以二。。％  星最安値 5．3万円星   10万F以上 00％  

：平均値15．4万円  
叩万円～⊂仁ち円未j石 L用■も  l－－－－－－－－「－－－－－－－一－－－－  ＿＿王  ゴ万円へ1U万平素講 000も  

ユ万「へ－8万円未満描こ1つ％  

托F～ゝ万円未満 

げF－う万円未満調117㌔  

1万円未ン毛  00％  

00㌧も  ミQγも  乙0つ気  60．（yく  毯¢0％ 100．0％  

凛呂り上け式リフト月益lノ異  

（平成22年5月現在のTAIS登録製品における状況）15   
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希望小売価格に対する費用額の状況  

○ 希望小売価格の平均と費用額がともに最高値であるのは移動用リフトであり、一方で、ともに最安  
値であるのは歩行補助つえである。 

○ 希望小売価格の平均に対する1件あたり費用額の平均は18βptであり、最高値は特殊寝台  
（34．9pt）であり、最低値は歩行補助つえ（8．5pt）である。  

【平均希望小売価格に対する1件あたり費用額（貸与）の状況】  

最高値  最小値  

1
件
あ
た
り
平
均
貸
与
費
用
額
 
 

乳000  

6，000  

4，000  

2′000  

0  

歩  

0  100′000  200．000  300．000  400′000  500′000  

平均希望小売価格  
※「平均値」．TAISに登録された希望小売価格の単純平均  
※「平均費用軌＝福祉用具貸与単位数÷件数（介護給付費実態調査平成22年3月）16  

国保連合会介護給付適正化システムの改修について  

【平成21年度介護報酬改定に関する審議報告】傍62回介護給付費分科会抜粋）   

福祉用具貸与の価格については、同一製品で非常に高績になるケース等（いわゆる「外れ値」）が一  

部存在していること等を踏まえ、競争を通じた価格の適正化を推進するため、製品毎等の貸与価格の  
分布状況等の把握・分析・公表や、介護給付貴通知における同一製品の貸与価格幅等の通知を可能と  
するなど、都道府県、市町村の取組を支援する。  

国民健康保険中央会より国保連合会介護給付適正化システムの改修  

・国民健康保険中央会のご協力のもと、国保連合会介護給付適正化システムを改修いただき、新た   

に検索条件等を拡充  

・当該システムの積極的な活用を要請したところであり、今後とも、介護給付費通知の発出等、競争   

を通じた価格の適正化に係る施策を推進するよう依頬  

（国保連合会介護給付適正化システムの改修における福祉用具の介護給付の適正化の推進につ   

いて（平成21年6月17日付事務連絡））  
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