
舶
 
 
 

歩行補助つえは、①歩行時の患側下肢にかかる荷重（体重）の免荷（完全免荷・部分  

免荷）、②歩行バランスの調整、③歩行パターンの矯正、④歩行速度と耐久性の  

改善、⑤心理的な支えなどを目的として、一般的には、杖の握り手を把持して体重  

を支えるように使用する福祉用具である。   

杖の種類には、多点杖、エルボークラッチ、ロフストランドクラッチ、腋窟支持ク  

ラッチ（松葉杖）があり、利用する人が必要とする「免荷の程度」や「手の機能」に  

合わせた杖を選択する必要がある。また、最近はアルミ合金を用いて軽量化が図られ  

ているが、常時、携帯して使用することを考慮すれば、①丈夫であること、②軽いこ  

と、③デザインに優れていることなども選定の条件である。  

使用が想定しにくい状態像  

□特になし  

使用が想定しにくい要介護度  

口特になし   
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認知症老人排掴感知機器は、認知症高齢者が自宅や自室などから一人で外へ出よう  

とすることを家族や介護者に知らせる福祉用具である。認知症老人排佃感知機器には、  

′J＼型の機器を携帯する携帯装置タイプと、特定の場所を人が通過することを感知する  

エリア感知タイプがある。  

使用が想定しにくい状態像  

口コミュニケーション等に関連する項目（視力、聴力を隙く）：以玉里全てlこ該当  

：調査対象者が意志を他者に伝達できる  

介護者の指示への反応  ：介護者の指示が通じる  

記憶・理解（全ての項目について）：できる   

□認知症の周辺症状：ない  

認知症老人排佃感知機器は、認知症高齢者が自宅や自重などから一人で外へ出るの  

を家族や介助者に知らせる福祉用具である。したがって、移動が全介助である場合や  

認知症の症状がない場合の使用は想定しにくい。  

想定しにくい要介護度   

□要支援  口要介護5   

認知症老人俳御感知機器は、認知症高齢者が自宅や自室などから一人で外へ出るの  

を家族や介護者に知らせる福祉用具である。したがって、認知症の症状がほとんどな  

いと思われる「要支援」、移動が全介助の場合が多い「要介護5」での使用は想定しに  

くい。  

※ 個別の利用者の生活状況や解決すべき課題等によっては、使用が考えられ  

る場合もある。  
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J2J床走行式リフト  
●・－■■、ヽ－－▲■■■－■・－、■－、－－－－一一W一一一一－■－－一－－■■■■、－、■ヲー・■－、、■1■■－ ▲－－－→－・→、－ ▲－‥－・＝－■→－、－■■・一一■一一一－－・－・▲■■■＝・－1▼h■－、－－－－・）■■■■一一一・▲■＝一－一●u■■■坤－－▲■l■ヽ■叫▲▲■I－’■■‾ヽ＝‥ ■●■■一－l■一■■■■▼，   

床走行式リフトは、水平方向の移動を自在輪で行うため、壷内を自由に移動して使  

用する福祉用具である。しかし、畳や毛足の長い絨毯上では使い方に工夫が必要とな  

る。  

使用が想定しにくい状態像   

ロ移乗：自立又は見守り等   

□立ち上がり：つかまらないでできる又は何かにつかまれはできる  

【考え方】   

床走行式リフトは、ベッドか ら車いすなどへの移乗が自力では困難な場合に使用す  

る福祉用具である。したがって、移乗や立ち上がりが可能な場合の使用は想定しにく  

い。  

使用が想定しにくい要介護度  

□要支援  口要介護1  ロ要介護2   

床走行式リフトは、ベッドから車いす、車いすから便座などへの移東を介助する際  

に使用する福祉用具である。したがって、移乗や立ち上がりが介助なしでできる場合  

が多い「要支援」、「要介護1」、「要介護2」での使用は想定しにくい。  

※ 個別の利用者の生活状況や解決すべき課題等によっては、使用が考えられ  

る場合もある。  
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J22固定式リフト   

固定式リフトは、居室、浴室などに設置して使用するものと、浴槽、ベッドなど各  

種の機器に設置して使用するものがある。   

居室、浴室などに設置して使用するものには、家屋に直接固定する場合．と、壁面へ  

り突っ張りなどで固定する場合がある。浴室に設置することで、脱衣室から浴槽まで  

吊り上げで移乗を補助する機種もあり、この場合には浴室の大きな改造をせずに入浴  

を可能にすることができる。   

浴槽、ベッドなど各種の機器に設置して使用するものは、設置場所の周辺での使用  

に限定されるが、比較的簡易に設置できる。  

使用が想定しにくい状態像   

□移乗：自立又は見守り等   

口立ち上がり：つかまらないでできる又は何かにつかまればできる  

【考え方】   

固定式リフト（浴槽に固定設置し、上下方向にのみ移動するものを除く。）は、ベッ  

ドから牽いすなどへの移乗が自力では困難な場合に使用する福祉用具である。したが  

って、移乗や立ち上がりが可能な場合の使用は想定しにくい。  

想定しにくい要介護度  

口要介護2   ロ要支援  □要介護1  

固定式リフト（浴槽に固定設置し、上下方向にのみ移動するものを除く。）は、ベッ  

ドから牽いす、車いすから便座などへの移乗を介助する際に使用する福祉用具である。  

移乗や立ち上がりが介助なしでできる場合が多い「要支援」、「要介護1」又は「要介  

護2」での使用は想定しにくい。  

※ 個別の利用者の生活状況や解決すべき課題等によっては、使用が考えられ  

る場合もある。  
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Jヱβ据置式リフト  
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喜 据置式リフトは、床又は地面に置いて、その機器の可動範囲内で、つり具又はいす l  

吾等の台座を使用して人を持ち上げるもの又は持ち上げ、移動させる福祉用具である。  

喜 寝室のベッドの上などにやぐらを組みレールの範囲内で移動を可能にするリフト、  
こ
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床面が昇降することによって殴差を解消する段差解消機、座面が昇降することによっ  

て立ち上がりを補助する椅子などがある。  

l 三、く＿tこ吏韓、‾  使用が想定し   

口移乗：自立又は見守り等   

口立ち上がり：つかまらないでできる又は何かにつかまれはできる  

【考え方】   

据置式リフト（立ち上がり補助椅子、段差解消機を除く。）は、ベッドか ら牽いすな  

どへの移乗が自力では困難な場合に使用する福祉用具である。したがって、移乗や立  

ち上がりが可能な場合の使用は想定しにくい。  

使用が想定しにくい要介護度   

□要支援  口要介護1  □要介護2   

据置式リフト（立ち上がり補助椅子、段差解消機を除く。）は、ベッドか ら車いす、  

車いすから便座などへの移乗を介助する際に使用する福祉用具である。したがって、  

移乗や立ち上がりが介助なしでできる場合が多い「要支援」、「要介護1」又は「要介  

護2」での使用は想定しにくい。  

※ 個別の利用者の生活状況や解決すべき課題等によっては、使用が考えられ  

る場合もある。  
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腰掛便座は、主にトイレで使用する福祉用具である。「排泄はトイレでする」のが茎  

本であるが、トイレまでの移動はできても、座ったり立ち上がったりすることが困難  

な場合に使用する福祉用具である。   

腰掛便座には、①和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの、②洋式便器の上に  

置いて高さを補うもの、③電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助で  

きる機能を有しているもの、④便座、バケツ等からなり、移動可能である便器がある。  

便座、バケツ等か らなり、移動可能である便器は、主にベッドサイドで使用する福祉  

用具である。  

使用が想定しにくい状態像  

口座位保持：できない  

「便座、バケツ等からなり、移動可能である便器」   

ロ歩行：つかまらないでできる  

ロ移動：自立  

【考え方】   

腰掛便座は、座ったり立ち上がったりすることが困難なためにトイレを利用するこ  

とが困難な時に使用する福祉用具である。したがって、座位保持ができない場合の使  

用は想定しにくい。   

また、便座、バケツ等からなり、移動可能である便器については、主にベッドサイ  

ドで使用するものである。したがって、移動等が自立している場合の使用は想定しに  

くい。  

想定しにくい要介護度  

「便座、バケツ等からなり、移動可能である便器」   

□要支援   

便座、バケツ等からなり、移動可能である便器については、主にベッドサイドで使用す  

る福祉用具である。したがって、移動が自立している場合の多い「要支援」での使用は想  

定しにくい。  

※ 個別の利用者の生活状況や解決すべき課題等によっては、使用が考えられ  

る場合もある。  
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茎 特殊尿器は、ベッドか ら離れることができない場合に使用する福祉用具である。セ  

ンサーで尿を検知し真空方式で尿を吸引するものである。  

使用が想定しにくい状態像   

□排尿：自立  

【考え方】   

特殊尿器は、尿を自動的に吸引するための福祉用具である。したがって、排尿が自  

立している場合の使用は想定しにくい。  

使用が想定しにくい要介護度  

口特になし  

※ 個別の利用者の生活状況や解決すべき課題等によっては、使用が考えられ  

る場合もある。  
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入浴補助用具は、入浴時の座位保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする福祉用  

である。  

使用が想定しにくい状態像  

□特になし  

使用が想定しにくい要介護度  

□特になし  

て使用することが想定しにくい福祉用具   

□簡易浴孝曹   

簡易浴槽は、居室などで入浴を行うための福祉用具である。入浴補助用具は、一般 

浴槽の利用が前提となるため、簡易浴槽との併用は想定しにくい。  

※ 個別の利用者の生活状況や解決すべき課題等によっては、使用が考えられ  

る場合もある。  
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蓑 簡易浴槽は、ポータブル浴槽とも呼ばれる福祉用具で、居室などで入浴を行うもの  

茎で、取水又は排水のために工事を伴わないものである。  

使用が想定しにくい状態像   

□歩行：つかまらないでできる   

□移動：自立  

【考え方】   

簡易浴槽は、居室などで入浴を行うための福祉用具である。したがって、屋内での  

移動が自立している場合には一般浴槽の利用が可能なことが多く、使用が想定しにく  

い。  

使用が想定しにくい要介護度   

□事支棲   

簡易浴槽は、居室などで入浴を行うための福祉用具である。したがって、歩行や移  

動が自立している場合の多い「要支援」での使用は想定しにくい。  

併用して使用することが想定しにくい福祉用具   

□入浴補肋用具   

入浴補助用具は、主に浴槽への出入り等の補助を目的とする福祉用具である。簡易ミ  

浴槽は一般浴槽の利用が困難な人が使用する場合が多いため、入浴補助用具との併用 

は想定しにくい。  

※ 個別の利用者の生活状況や解決すべき課題等によっては、使用が考えられ  

る場合もある。  

」
 山

ド
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移動用リフトのつり具とは、リフトを使用するときに身体を包み込んでもち上げる部  

分である。身体機能、使用場面、介護者の状況などに応じて種類を選択する必要がある。  

使用が想定しにくい状態像  

毒 口床走行式リフト、固定式リフト、掘置式リフトと同様  

使用が想定しにくい要介護度  

ロ床走行式リフト、固定式リフト、据置式リフトと同様  

※ 個別の利用者の生活状況や解決すべき課題等によっては、使用が考えられ  

る場合もある。  
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（参考）  

要介護度別索引  
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使用が想定しにくい福祉用具  

星 口【貸与】自走用標準型幸いす   

口【貸与】普通聖電動車いす   

□【貸与】介助用標準型幸いす   

口【貸与】牽いす付属品   

□【貸与】特殊寝台   

口【貸与】特殊寝台付属品   

口【貸与】床ずれ防止用具   

□【貸与】体位変換器   

□【貸与】認知症老人緋掴感知横器   

□【貸与】移動用リフト（浴槽に固定設置し上下方向にのみ移動するリフト、  

段差解消横、立ち上がり捕肋椅子を隙く。）   

□【購入】腰掛便座（便座、バケツ等からなり、移動可能である便器）   

□【購入】簡易浴槽   

□【購入】移動用リフトのつり具の部分  

【考え方】   

「要支援」では、寝返り、歩行、立ち上がり等が自立している要介護者等が多く、上  

記の用具を必要とする場合は想定しにくい。  

溺＿メニさ争  三よっては使用が想定しにくい福祉用具  

①座位保持：できない   

□【購入】腰掛便座（便座、バケツ等からなり、移動可能である便器を隙く。）  

②排尿：自立   

□【購入】特殊尿器  
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使用が想定しにくい福祉用具   

□【貸与】床ずれ防止用具   

□【貸与】体位変換器   

□【貸与】移動用リフト（浴槽に固定設置し上下方向にのみ移動するリフト、  

段差解消機、立ち上がり補助椅子を除く。）   

□【購入】移動用リフトのつり具の部分  

【考え方】   

「要介護1」では、寝返り、起き上がり、歩行、移乗等が、自立又は見守り等によっ  

て可能な場合が多く、上記の用具を必要とする場面は想定しにくい。  

状態像によっては使用が想定しにくい福祉用具  

① 寝返り、起き上がり、立ち上がり：つかまらないでできる   

ロ【貸与】特殊寝台   

□【貸与】特殊寝台付属品  

②座位保持：できない   

□【購入】腰掛便座  

③歩行：つかまらないでできる   

ロ【貸与】自走用標準型幸いす   

ロ【貸与】普通型電動車いす   

□【貸与】介肋用標準型幸いす   

□【貸与】幸いす付属品   

□【貸与】特殊寝台付属品（スライデインクボード・スライデインクマット）   

ロ【購入】腰掛便座（便座、バケツ等からなり、移動可能である便器）   

□【購入】簡易浴槽  

④移動：自立   

ロ【購入】腰掛便座（便座、バケツ等からなり、移動可能である便器）   

口【購入】簡易浴槽  

⑤移動：全介助   

□【貸与】認知症老人緋掴感知機器  

⑥立ち上がり：つかまらないでできる   

ロ【貸与】特殊寝台付属品（スライデインクボード・スライデインクマット）  
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 □【購入】特殊尿器  

⑧コミュニケーション等に関連する項目（視力、聴力を除く）が自立している   

ロ【貸与】認知症老人緋掴感知機器  

⑨短期記憶：できない   

ロ【貸与】普通型電動車いす   

□【貸与】牽いす付属品（音通聖電動車いすの付属品、自援用の電動補助装置）  

⑩認知症の周辺症状：ない   

ロ【貸与】認知症老人誹掴感知桔器  
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使用が想定しにくい福祉用具  
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ロ【貸与】移動用リフト（浴槽に固定設置し上下方向にのみ移動するリフト、  

段差解消横、立ち上がり補助椅子を除く。）   

□【購入】移動用リフトのつり真の部分  

【考え方】  

「要介護2」では、歩行、移乗等が、自立又は見守り等によって可能な場合が多く、  

上記の用具を必要とする場面は想定しにくい。  
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状態像によっては使用が想定しにくい福祉用具  

①寝返り、起き上がり、立ち上がり：つかまらないでできる   

□【貸与】特殊寝台   

ロ【貸与】特殊寝台付属品  

②寝返り：つかまらないでできる   

ロ【貸与】床ずれ防止用具   

口【貸与】体位変換器  

③座位保持＝できない   

□【購入】腰掛便座  

④歩行：つかまらないでできる   

口【貸与】自走用標準型重いす   

口【貸与】普通型電動車いす   

ロ【貸与】介肋用標準型牽いす   

ロ【貸与】幸いす付属品   

□ほ与】特殊寝台付属品（スライディングボード・スライデインク⇒ット）   

口【購入】腰掛便座（便座、バケツ等からなり、移動可能である便器）   

□【購入】簡易浴槽  

⑤移動：自立   

口【購入】腰掛便座（便座、バケツ等からなり、移動可能である便器）   

口【購入】簡易浴槽  

⑥移動：全介助   

口【貸与】認知症老人緋掴感知増器  
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立ち上がり：つかまらないでできる  

ロ【貸与】特殊寝台付属品（スライデインクボード・スライデインクマット）  

排尿：自立  

□【購入】特殊尿器  

⑨コミュニケーション等に関連する項目（視力、聴力を除く。）：全て自立   

□【貸与】認知症老人緋掴感知機器  

⑩短期記憶：できない   

□【貸与】普通型電動車いす   

□【貸与】幸いす付属品（普通型電動車いすの付属品、自援用の電動補助装置）  

⑪認知症の周辺症状：ない   

□【貸与】認知症老人緋掴感知機器  
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使用が想定しにくい福祉用具  

状態像によっては使用が想定しにくい福祉用具  

①寝返り、起き上がり、立ち上がり：つかまらないでできる   

□【貸与】特殊寝台   

□【貸与】特殊寝台付属品  

（∋寝返り：つかまらないでできる   

ロ【貸与】床ずれ防止用具   

□【貸与】体位変換器  

（∋座位保持：できない   

□【購入】腰掛便座  

④歩行：つかまらないでできる   

□【貸与】自走用標準型幸いす   

□【貸与】普通型電動車いす   

□【貸与】介助用標準型幸いす   

ロ【貸与】幸いす付属品   

口【貸与】特殊寝台付属品（スライデインクボード・スライデインクマット）   

□【購入】膵掛便座（便座、バケツ等からなり、移動可能である便器）   

□【購入】簡易浴槽  

⑤移乗：自立または見守り等   

□【貸与】移動用リフト（浴槽に固定設置し上下方向にのみ移動するリフト、  

段差解消機、立ち上がり補助椅子を除く。）   

□【購入】移動用リフトのつり具の部分  

⑥移動：自立   

□【購入】腰掛便座（便座、バケツ等からなり、移動可能である便器）   

□【購入】簡易浴槽  

⑦移動：全介助   

ロ【真弓】認知症老人緋掴感知特器  

⑧立ち上がり：つかまらないでできる   

□【貸与】特殊寝台付属品（スライデインクボード・スライデインクマット）  
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⑨立ち上がり：つかまらないでできる又は何かにつかまればできる   

□【貸与】移動用リフト（浴槽に固定設置し上下方向にのみ移動するリフト、  

段差解消繊、立ち上がり補助椅子を除く。）   

口【購入】移動用リフトのつり具の部分  

⑩排尿：自立   

ロ【購入】特殊尿器  

⑪コミュニケーション等に関連する項目（視力、聴力を除く。）：全て自立   

口【貸与】認知症老人緋掴感知梼器  

⑫短期記憶：できない   

□【貸与】普通型電動車いす   

□【貸与】牽いす付属品（普通型電動車いすの付属品、自操用の電動補助装置）  

⑱認知症の周辺症状：ない   

□【貸与】認知症老人緋御感知機器  
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使用が想定しにくい福祉用具  

状態像によっては使用が想定しにくい福祉用具  
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①層返り、起き上がり、立ち上がり＝つかまらないでできる   

口【貸与】特殊寝台   

□【貸与】特殊寝台付属品  

②寝返り：つかまらないでできる   

ロ【貸与】床ずれ防止用具   

□【貸与】体位変換器  

③座位保持：できない   

□【購入】腰掛便座  

醐
 
 

④歩行：つかまらないでできる   

ロ【貸与】自走用標準型牽いす   

口【貸与】普通型電動車いす   

□【貸与】介助用標準型幸いす   

□【貸与】幸いす付属品   

□【貸与】特殊寝台付属品（スライデインクボード・スライデインクマット）   

□【購入】腰掛便座（便座、バケツ等からなり、移動可能である便器）   

ロ【購入】簡易浴槽  

⑤移乗：自立又は見守り等   

ロ【貸与】移動用リフト（浴槽に固定設置し上下方向にのみ移動するリフト、  

段差解消機、立ち上がり補助椅子を除く。）   

ロ【購入】移動用リフトのつり具の部分  

（む移動：自立   

□【購入】腰掛便座（便座、バケツ等からなり、移動可能である便器）   

ロ【購入】簡易浴槽  

⑦移動：全介助   

□【貸与】認知症老人緋掴感知機器  

⑧立ち上がり：つかまらないでできる   

□【貸与】特殊寝台付属品（スライデインクボード・スライデインクマット）  
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（9立ち上が■リ‥つかまらないでできる又は何かにつかまればできる   

ロ【貸与】移動用リフト（浴槽に固定設置し上下方向にのみ移動するリフト、  

段差解消機、立ち上がり補助椅子を除く。）   

□【購入】移動用リフトのつり具の部分  

⑩排尿：自立   

□【購入】特殊尿器  

⑪コミュニケーション等に関連する項目（視力、聴力を除く。）‥自立している   

□【貸与】認知症老人緋掴感知機器  

⑫短期記憶：できない   

□【貸与】普通型電動車いす   

□【貸与】牽いす付属品（普通型電動車いすの付属品、自援用の電動補助装置）  

⑬認知症の周辺症状：ない   

口【貸与】認知症老人緋掴感知機器  
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使用が想定しにくい福祉用具  
㍗－…－－㈹”棚蜘“嘲鵬－‘‘洲●仙■仙ul…仰岬■【○刷  

毒 口【貸与】普通型電動車いす   

ロ【貸与】幸いす付属品（普通型電動車いすの付属品、自操用の電動捕肋装置）   

口【貸与】認知症老人排掴感知機器  

【考え方】   

「要介護5」では、移動や歩行ができない、あるいは重度の認知症症状のため短期記  

憶等が著しく障害されている場合が多く、上記の用具を必要とする場合は想定しにく  

状態像によっては使用が想定しにくい福祉用具  

①寝返り、起き上がり、立ち上がり：つかまらないでできる   

ロ【貸与】特殊寝台   

口【貸与】特殊寝台付属品  

②寝返り：つかまらないでできる   

□【貸与】床ずれ防止用具   

口【貸与】体位変換器  

（∋座位保持：できない   

□【購入】腰掛便座  

④歩行：つかまらないでできる   

口【貸与】自走用標準型幸いす   

□【貸与】介助用標準型幸いす   

口【貸与】車いす付属品（普通型電動車いすの付属品、自操用の電動補助装置を除く）   

ロ【貸与】特殊寝台付属品（スライデインクボード・スライディングマット）   

□【購入】腰掛便座（便座、バケツ等からなり、移動可能である便器）   

口【購入】簡易浴槽  

⑤移乗：自立又は見守り等   

口【鳶与】移動用リフト（浴槽に固定設置し上下方向にのみ移動するリフト、  

段差解消積、立ち上がり補助椅子を除く。）   

ロ【購入】移動用リフトのつり具の部分  

⑥移動：自立  
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口【購入】腰掛便座（便座、バケツ等からなり、移動可能である便器）   

□【購入】簡易浴槽  

（診立ち上がり二つかまらないでできる   

□【貸与】特殊寝台付属品（スライデインクボード・スライデインクマット）  

⑨立ち上がり：つかまらないでできる又は何かにつかまればできる   

□【貸与】移動用リフト（浴槽に固定設置し上下方向にのみ移動するリフト、  

段差解消構、立ち上がり補助椅子を除く。）   

ロ【購入】移動用リフトのつり具の甜分  

⑩排尿：自立   

口【購入】特殊尿器  
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