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Ⅰ　福祉用具

◎日常生活上の便宜や機能訓練に用いて，日常生活の自立を助けるものが福祉用具です。
◎福祉用具は，ケアプランに位置付けられ，福祉用具サービス計画にもとづき提供されます。
◎事業所には常勤換算２人以上の福祉用具専門員が配置され，計画作成とサービス提供を担います。
◎都道府県等・市町村は，指導監督等を通じて事業運営を支援し，サービスの質の向上を図ります。

❖要介護者・要支援者の日常生活の自立を助ける福祉用具
　介護保険法は，福祉用具について，「心身の機能が低下し，日常生
活を営むのに支障がある要介護者・要支援者の日常生活上の便宜を図
るための用具および機能訓練のための用具であり，要介護者・要支援
者の日常生活の自立を助けるもの」と定めています。
　介護保険による福祉用具の給付※1は，「貸与」を原則とします。利
用者の身体状況や要介護度の変化，また福祉用具の機能向上に応じて，
適切なときに適切な福祉用具を提供できるようにするためです。
　入浴や排せつで用いられるなど，「貸与」になじまない福祉用具は，
利用者が購入し，その購入費が保険給付の対象となります。
❖福祉用具の基本的な取扱い方針
　介護保険での福祉用具の貸与と販売は，都道府県（指定都市・中核
市）の指定を受けた福祉用具貸与・販売の事業所が行います。
　事業所は，利用者が可能な限り居宅で，（その能力に応じて）自立
した日常生活を営むことができるように，心身の状況，希望，環境を
ふまえた適切な福祉用具の選定※2の援助，取付け，調整等を行います。
　貸与・販売は，利用者の日常生活上の便宜を図り，その訓練に資す
るとともに，介護者の負担軽減を図ることがもとめられています。

※2	軽度者（要支援１・２，
要介護１）については，そ
の状態から使用が想定しに
くい福祉用具は，原則とし
て介護保険給付の対象にな
らない。なお，全体の給付
件数に占める軽度者の割合
は，貸与で39％，購入費
で49％となっている。

※1	介護保険の対象となる福
祉用具の種目は厚生労働大
臣が定めており（厚生労働
大臣が定める福祉用具貸与
及び介護予防福祉用具貸与
に係る福祉用具の種目），こ
れに該当しないものは介護
保険の対象とはならない。

介護保険と福祉用具1

福祉用具の基本的な考え方と取扱い方針１

●図表１　福祉用具の要介護度別の給付件数（平成30年度）
福祉用具貸与 福祉用具購入

要支援１
2,074千件
8％

要支援２
3,833千件
14％

要介護１
4,633千件
17％

要介護２
6,660千件
25％

要介護3
4,251千件
16％

要介護４
3,176千件
12％

要介護５
2,132千件
8％

要支援１
60千件
13.0％

要支援２
78千件
16.0％

要介護１
98千件
20％

要介護２
101千件　21％

要介護3
68千件
14％

要介護４
51千件
11％

要介護５
21千件
4％

総数：478千件総数：26,758千件
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１　介護保険と福祉用具

介
護
保
険
と
福
祉
用
具

①貸与の原則 利用者の身体状況や要介護度の変化，福祉用具の機能の向上に応じて，適時・適切な福祉用
具を利用者に提供できるよう，貸与を原則としている。

②�販売種目（原則
年間10万円を
限度）

貸与になじまない性質のもの（他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴う
もの，使用によってもとの形態・品質が変化し，再利用できないもの）は，福祉用具の購入
費を保険給付の対象としている。

③現に要した費用 福祉用具の貸与および購入は，市場の価格競争を通じて適切な価格による給付が行われるよ
う，保険給付における公定価格を定めず，現に要した費用の額により保険給付する仕組みと
している。

福祉用具貸与の種目
福祉用具購入費の種目

軽度者（※１）は⑦～⑩のみ 軽度者に貸与できる場合※２
①車いす　　②同付属品 日常的に歩行が困難など ①腰掛便座

②自動排泄処理装置の交換可能部分
③入浴補助用具
　	（入浴用いす，浴槽用手すり，浴槽内
いす，入浴台，浴室内すのこ，浴槽
内すのこ，入浴用介助ベルト）

④簡易浴槽
⑤移動用リフトのつり具の部分

③特殊寝台　④同付属品 日常的の起きあがりが困難など

⑤床ずれ防止用具 日常的に寝返りが困難

⑥体位変換器

⑦手すり ―

⑧スロープ ―

⑨歩行器 ―

⑩歩行補助つえ ―

⑪認知症老人徘徊感知機器 意見の伝達等に支障がある
※1	要支援１・２，要介護１
※2	または医学的所見から必要性を判断
※3	要介護２・３も同じ

⑫移動用リフト（つり具の部分除く） 日常的に立ち上がりが困難

⑬自動排泄処理装置 排便と移乗に全介助が必要※３

購入費の対象用具

●�福祉用具の給付は，対象者の身
体の状況，介護の必要度の変化
等に応じて用具の交換ができる
こと等の考え方から原則貸与

●�購入費の対象用具は例外的なも
のであるが，次のような点を判
断要素として対象用具を選定

　１�．他人が使用したものを再利
用することに心理的抵抗感が
伴うもの

　　→　入浴・排泄関連用具

　２�．使用により，もとの形態・
品質が変化し，再度利用でき
ないもの

　　→　移動用リフトのつり具

福祉用具の範囲

１　要介護者等の自立の促進または介助者の負担の軽減を図るもの
２　�要介護者等でない者も使用する一般の生活用品でなく，介護の
ために新たな価値付けを有するもの

　　→　たとえば，平ベッド等は対象外
３　�治療用等医療の観点から使用するものではなく，日常生活の場
面で使用するもの

　　→　たとえば，吸入器，吸引器等は対象外
４　在宅で使用するもの　→　たとえば，特殊浴槽等は対象外
５　�起居や移動等の基本動作の支援を目的とするものであり，身体
の一部の欠損または低下した特定の機能を補完することを主た
る目的とするものではないもの

　　→　たとえば，義手義足，眼鏡等は対象外
６　�ある程度の経済的負担があり，給付対象となることにより利用
促進が図られるもの

　　→　一般的に低い価格のものは対象外
７　�取り付けに住宅改修工事を伴わず，賃貸住宅の居住者でも一般
的に利用に支障のないもの

　　→　たとえば，天井取り付け型天井走行リフトは対象外

介護保険における福祉用具の考え方
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Ⅰ　福祉用具

❖介護給付（要介護者）と予防給付（要支援者）
　介護保険の保険給付には，要介護者を対象とする介護給付と，要支
援者を対象とする予防給付があります。それぞれについて福祉用具貸
与（介護予防福祉用具貸与）と福祉用具購入費（介護予防福祉用具購
入費）が設定されています（表の網かけ部分）。
　福祉用具貸与の費用は，要介護者には介護給付の居宅介護サービス
費，要支援者には予防給付の介護予防サービス費として給付されます。

在宅サービスと福祉用具２

●図表２　介護保険の保険給付一覧
介護給付（要介護者） 予防給付（要支援者）

①居宅介護サービス費【居宅サービス】 ①介護予防サービス費【介護予防サービス】

訪問
サービス

訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション

－
介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問看護
介護予防訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導 介護予防居宅療養管理指導
通所
サービス

通所介護
通所リハビリテーション

－
介護予防通所リハビリテーション

短期入所
サービス

短期入所生活介護
短期入所療養介護

介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所療養介護

居住系 特定施設入居者生活介護★ 介護予防特定施設入居者生活介護★
福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与
②地域密着型介護サービス費 ②地域密着型介護予防サービス費

訪問
サービス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護

－
－

通所
サービス

地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護

－
介護予防認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護 介護予防小規模多機能型居宅介護

居住系
サービス

認知症対応型共同生活介護★
地域密着型特定施設入居者生活介護★
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護★

介護予防認知症対応型共同生活介護★
－
－

複合型サービス【看護小規模多機能型居宅介護】 －
③居宅介護福祉用具購入費（特定福祉用具販売）
　【居宅サービス】　

③�介護予防福祉用具購入費（特定介護予防福祉用
具販売）【介護予防サービス】

④居宅介護住宅改修費 ④介護予防住宅改修費
⑤居宅介護サービス計画費
居宅介護支援

⑤介護予防サービス計画費
　介護予防支援

⑥施設介護サービス費
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護医療院
介護療養型医療施設

－

⑦高額介護サービス費 ⑥高額介護予防サービス費
⑧高額医療合算介護サービス費 ⑦高額医療合算介護予防サービス費
⑨特定入所者介護サービス費 ⑧特定入所者介護予防サービス費
注：居住系サービス★を利用しているときは，福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与の対象とならない。
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●図表３　福祉用具貸与費／福祉用具購入費の基本的なしくみ

❖ケアプランと福祉用具計画にもとづく福祉用具の提供
　在宅の要介護者は居宅介護サービス（訪問サービス・通所サービ
ス・短期入所サービス・福祉用具貸与など）と身近な市町村単位で提
供される地域密着型サービスを受けられます。要支援者についても，
介護予防の観点から利用できるサービスの種類が定められています。
　在宅サービスは，ケアプランにより組み合わせ提供されます※３。
利用者負担は１割ですが，所得により２割または３割となります※４。
　各個別サービスを担当する事業所は，ケアプランにもとづき個別
サービス計画を策定し，それにもとづきサービスを提供します。福祉
用具については，貸与と購入（販売）が一体となった計画が作成され
ます。
❖福祉用具購入は同一年度10万円が上限
　在宅の要介護者・要支援者が，特定福祉用具を福祉用具の事業所か
ら購入したとき，福祉用具購入費が支給されます。購入費は，原則と
しては償還払いですが，多くの市町村では現物給付化されています※５。
　支給額は，実際の購入費から利用者負担（１割・２割・３割）を差
し引いた額です。利用者負担を含む購入費の上限（支給限度基準額）は，
同一年度（４月から翌年３月まで）10万円です。特別な事情がない限
りは，同じ種目は同一年度１回の支給に限られています。

※4	一定以上所得者（合計所
得金額160万円以上220万
円未満）は２割負担，現役
並み所得者（同220万円以
上）は３割負担。

※5	保険者1571中822で，受
領委任払い方式（利用者が
事業者に購入費の代理受領
を認めること）により現物
給付化されている（令和元
年度）。

※3	居宅介護（介護予防）サー
ビスと（介護予防）地域密
着型介護サービスの合計量
には，要介護度に応じて１
カ月当たり上限（区分支給
限度基準額）が定められる。

介護予防福祉用具購入費※2
（特定介護予防福祉用具販売）

原則
償還
払い

介護予防福祉用具貸与費※1
【介護予防サービス費】

現物
給付

居宅介護福祉用具購入費※2
（特定福祉用具販売）

原則
償還
払い

福祉用具貸与費※1
【居宅介護サービス費】

特定介護予防
福祉用具販売
事業所

介護予防
福祉用具貸与
事業所

特定福祉用具
販売事業所

福祉用具貸与
事業所

事業所
管理者

（常勤・原則専従）

福祉用具専門相談員
（常勤換算２以上）

現物
給付

居宅介護福祉用具購入費※2
（特定福祉用具販売）

原則
償還
払い

福祉用具貸与費※1
【居宅介護サービス費】

現物
給付

要
介
護
２
〜
５購入費対象の福祉用具

貸与対象の福祉用具
福祉用具
計画

要
介
護
１購入費対象の福祉用具

貸与対象の福祉用具
福祉用具
計画

要
支
援

購入費対象の福祉用具

貸与対象の福祉用具
介護予防
福祉用具
計画

状態像から使用が想定しにくい車いすなど種目は保険
給付の対象外→種目ごとに必要性が認められる状態／
医学的所見により必要とされる場合は保険給付の対象

軽度者

※１　一定の福祉用具は貸与価格の上限が設定
され，それを超える貸与価格は算定できない

※２　支給限度基準額は毎年度 10 万円（自己
負担を含む額／居宅介護・介護予防の合算
額に適用）
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※6	事業者の基準適合状況を
確認するため，指定は６年
ごとの更新制となっている。

※8	「事業所の福祉用具専門
相談員の勤務延時間数」÷
「常勤の福祉用具専門相談
員が勤務すべき時間数（32	
時間を下回る場合は32時
間を基本とする）」により，
事業所の福祉用具専門相談
員数を常勤数に換算する方
法。全国平均では１事業所
あたり3.7人となっている
（平成29年10月）。

※7	国の基準は，項目ごとに，
条例が①従うべき基準，②
標準，③参酌すべき基準か
らなり，従業者に関する基
準や人権に直結する運営基
準は①従うべき基準として
全国共通の内容である。

※9	同一事業者が運営する他
の事業所や，その事業所が
利用するレンタル卸事業者
を含む。

❖人員基準を満たし，設備・運営基準に従い運営
　居宅サービス・介護予防サービスは，都道府県知事（指定都市・中
核市の事業所についてはその市長）の指定をうけた指定居宅サービス
事業者・指定介護予防サービス事業者が行います。指定は，申請によ
り事業所ごと，サービス種類ごとに行われますが，申請者が法人で，
指定基準を満たし，それに従って適正に運営できることが要件です※6。
　指定基準は，基本方針，人員基準，設備基準，運営基準（および介
護予防のための効果的な支援方法の基準）として，国の基準※7をふ
まえて都道府県（指定都市・中核市）の条例で定められます。
　都道府県知事（指定都市・中核市の市長）または市町村長は，保険
給付に関して必要があるときは，事業者や事業所従業者等に報告や書
類の提出等を命じ，事業所等に立入検査を行うことができます。
❖福祉用具貸与・販売事業所の人員・設備基準は一体的に適用
　福祉用具の貸与と販売については，それぞれ指定基準が定められて
いますが，同一事業所で一体的に運営されている場合，人員基準と設
備基準も一体で適用されます（別々に満たす必要はありません）。
　人員基準は，①福祉用具専門相談員を常勤換算方法※8で２人以上
配置すること，②専従・常勤の管理者を配置することです。
　設備基準は，福祉用具の①保管のための設備と②消毒のための必要
な機材を備えることです。ただし，保管・消毒の業務の全部または一
部を，他の事業者※9に委託することができます。

事業所の指定基準３

　「常勤」「常勤換算方法」では，常勤の従業者が
勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時
間を基本とします。ただし，仕事と育児や介護と
の両立が可能となる環境整備を進めるため，令和
３年４月から次の見直しが行われています。
⑴�　「常勤」の計算で，職員が育児・介護休業法の
育児の短時間勤務を利用する場合に加え，介護
の短時間勤務等を利用する場合も，週30時間以
上の勤務で「常勤」として扱うことができます。
⑵�　「常勤換算方法」の計算で，職員が育児・介
護休業法による短時間勤務等を利用する場合，

週30時間以上の勤務で常勤換算での計算上も
１（常勤）と扱うことができます。
⑶�　人員配置基準や報酬算定で「常勤」配置をも
とめられる職員が，産前産後休業や育児・介護
休業等を取得した場合に，同等の資質をもつ複
数の非常勤職員を常勤換算し，人員配置基準を
満たすことができます。この場合，常勤職員の
割合を要件とするサービス提供体制強化加算等
の加算について，産前産後休業や育児・介護休
業等を取得した場合，その職員についても常勤
職員の割合に含めることができます。

■育児・介護休業法の短時間勤務を利用する場合の「常勤」「常勤換算方法」

Ａ　指定基準に従ったサービス提供と事業運営
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❖福祉用具専門相談員による計画作成と提供
　介護が必要な高齢者が福祉用具を利用する際に，本人の希望や心身
の状況，その置かれている環境等をふまえ，専門的知識に基づいた福
祉用具を選定し，自立支援の観点から使用方法等を含めて適合・助言
を行う専門職※10が福祉用具専門相談員です。
　福祉用具専門相談員は，利用者の希望，心身の状況と置かれている
環境をふまえ，ケアプランの内容に沿って，福祉用具貸与・販売の目
標，目標達成のための具体的なサービス内容等を記載した福祉用具貸
与・販売計画を一体で，利用者の同意を得て作成します（作成した計
画は，利用者と介護支援専門員に交付）。福祉用具の提供に当たっては，
点検，使用方法の指導，使用状況の確認などを行います。
❖福祉用具専門相談員の研修機会の確保と知識・技能の向上
　事業者は，福祉用具専門相談員の資質の向上のために，福祉用具に
関する適切な研修の機会を，定期的・計画的に確保します。福祉用具
の種類が多種多様で常に新しい機能を有するものが開発されること，
利用者の要望は多様で常に最新の専門的知識にもとづく情報提供，選
定の相談等を行うことが求められるためです。
　福祉用具専門相談員は，常に自己研鑽に励み，福祉用具提供の目的
を達成するために必要な知識と技能の修得・維持・向上に努めます。
❖管理者が業務実施状況等を一元的に管理
　事業所ごとに専従・常勤の管理者が配置されます。ただし，事業所
の管理上支障がない場合は，事業所の他の職務に従事し，または同一
敷地内の他の事業所や施設等の職務に従事することができます。
　管理者は，従業者の管理，利用申込みの調整，業務実施状況の把握
その他の管理を一元的に行います。また，従業者に運営基準を遵守さ
せるために必要な指揮命令を行います。

※10	福祉用具専門相談員と
は次のいずれかに該当する
人を指す。
①保健師
②看護師
③准看護師
④理学療法士
⑤作業療法士
⑥社会福祉士
⑦介護福祉士
⑧義肢装具士
⑨福祉用具専門相談員指定
講習修了者

資格状況は，⑨講習修了者
85％，⑦介護福祉士10％
などとなっている（平成29
年10月）。
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0
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H31

7,113
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H12

8,066

H13

11,990

H14

15,057

H15

17,512

H16

18,581

H17

22,483

H18

21,599

H19

20,935

H20

19,345

H21

22,538

H22

21,366

H23

21,608

H24

26,269

H25

26,997

H26

26,536

H27

27,356

H28

26,744

H29

27,111

●図表４　福祉用具貸与の請求事業所数 ●図表５　福祉用具専門相談員の従業者数
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※11	セクシャルハラスメン
トについては，上司や同僚
に限らず，利用者やその家
族等から受けるものも含ま
れる。

※13	記載内容については，
「介護施設・事業所におけ
る新型コロナウイルス感染
症発生時の業務継続ガイド
ライン」「介護施設・事業
所における自然災害発生時
の業務継続ガイドライン」
が策定されている。

※12	事業主が講ずべき措置
の具体的な内容は，「事業
主が職場における性的な言
動に起因する問題に関して
雇用管理上講ずべき措置等
についての指針（平18厚
生労働省告示615）」，「事
業主が職場における優越的
な関係を背景とした言動に
起因する問題に関して雇用
管理上講ずべき措置等につ
いての指針（パワーハラス
メント指針）（令２厚生労
働省告示５）」に規定され
ている。

　令和３年度の介護報酬改定では，福祉用具貸与・特定福祉用具販売
については指定基準（国の基準）の改正が行われています。
　改正では，他の居宅サービス事業所と同様，①ハラスメントの防
止，②事業継続計画の策定，③虐待の防止について規定が新設される
とともに（一部の規定については経過措置期間が設けられており，そ
の間は，努力義務とされます），高齢者向け集合住宅等に所在する事
業所が他利用者にもサービスを提供するよう努めることが定められま
した。また，福祉用具貸与・特定福祉用具販売について，衛生管理の
規定が改正されています。
❖職場におけるハラスメントの防止（勤務態勢の確保等）
　福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業所の事業主は，適切なサービ
ス提供を確保する観点から，職場で行われる性的な言動※11や優越的
な関係を背景とした言動であって，業務上必要かつ相当な範囲を超え
たものにより福祉用具専門相談員の就業環境が害されることを防止す
るための方針の明確化等の必要な措置を講じなければなりません。
　事業主は，①方針等の明確化と周知・啓発，②相談・苦情に適切に
対応するための体制整備を実施します※12。また，カスタマーハラス
メント防止のための雇用管理上の配慮が求められています。
❖業務継続計画の策定等（令和６年４月から義務化）
　事業主は，感染症や非常災害の発生時にサービス提供を継続的に実
施し，非常時の体制で早期の業務再開を図る計画（業務継続計画※13）
を策定し，計画に従い必要な措置を講じます。そして，福祉用具専門
相談員に計画を周知して必要な研修と訓練を定期的（年１回以上）に
実施し，また，定期的に計画を見直します。
⑴　感染症に係る業務継続計画
①�平時からの備え（体制構築・整備，感染症防止に向けた取組の実施，
備蓄品の確保等）
②�初動対応
③�感染拡大防止体制の確立（保健所との連携，濃厚接触者への対応，
関係者との情報共有等）
⑵　災害に係る業務継続計画
①�平常時の対応（建物・設備の安全対策，電気・水道等のライフライ
ンが停止した場合の対策，必要品の備蓄等）
②�緊急時の対応（業務継続計画発動基準，対応体制等）
③�他施設および地域との連携

Ｂ　福祉用具の事業所に関する指定基準の改正（令和３年度介護報酬改定）
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❖虐待の防止（令和６年４月から義務化）
　居宅サービス事業の一般原則として，利用者の人権の擁護，虐待の
防止等のため，必要な体制の整備を行うとともに，従業者に研修を実
施する等の措置を講じる義務が新設されました。事業者は，虐待の発
生や再発を防止するため，次の措置を講じます。
⑴�　事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレ
ビ電話装置等を活用できる）を定期的に開催し，その結果を福祉用
具専門相談員に周知徹底する。

⑵�　事業所における虐待の防止のための指針※14を整備する。
⑶�　福祉用具専門相談員に研修を定期的（年１回以上）に実施する。
⑷�　これらの措置を適切に実施するための担当者を置く。
❖感染症予防とまん延防止の対策（令和６年４月から義務化）
　事業所において感染症が発生し，またはまん延しないように，次の
各号に掲げる措置を講じます。
⑴�　事業所における感染症の予防とまん延の防止のための対策を検討
する委員会（テレビ電話装置等を活用できる）を，おおむね６月に
１回以上開催し，その結果を福祉用具専門相談員に周知徹底する。

⑵�　事業所での感染症の予防・まん延の防止のための指針※15を整備
する。

⑶�　福祉用具専門相談員に対し，感染症の予防及びまん延の防止のた
めの研修と訓練を定期的（年１回以上）に実施する。

❖「掲示」の簡便化と「記録」保管期間の明確化
　事業所では，見やすい場所に，運営規程の概要その他の利用申込者
のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければな
りません。この「掲示」について，重要事項を記載した書面を事業所
に備え付け，かつ，いつでも関係者に自由に閲覧させることで「掲示」
に代えることができるようになりました。
　また，事業所では，①福祉用具貸与計画，②具体的なサービス内容
等の記録，③保管・消毒等を委託した場合の結果等の記録，④「利用
者に関する市町村への通知」に係る記録，⑤苦情の内容等の記録，⑥
事故の状況および事故に際して採った処置の記録を整備し，「完結の
日」から２年間保存しなければなりません。
　この「完結の日」について，③を除く記録は，個々の利用者につき，
契約の終了（契約の解約・解除，他の施設への入所，利用者の死亡，
利用者の自立を含む）により一連のサービス提供が終了した日，③は
委託事業者の業務の実施状況を確認した日と明確化されています。

※14	次のような項目が盛り
込まれる。

　①基本的考え方
　②虐待防止検討委員会等
　③職員研修の基本方針
　④虐待の発生時の対応方法
　⑤相談・報告体制
　⑥成年後見制度の利用支援
　⑦苦情解決方法
　⑧利用者等への指針の閲覧
　⑨その他の必要な事項

※15	①平常時の対策と②発
生時の対応を規定する。

　①	平常時の対策：事業所内
の衛生管理（環境の整備
等），ケアにかかる感染
対策（手洗い，標準的な
予防策）等

　②	発生時の対応：発生状況
の把握，感染拡大の防止，
医療機関や保健所，市町
村における事業所関係課
等の関係機関との連携，
行政等への報告等
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Ⅰ　福祉用具

●�内容および手続きの説明
および同意
　(８条)【49条の２】

⑴�提供の開始に際し，あらかじめ，利用申込者またはその家族に運営規程
の概要，福祉用具専門相談員の勤務の体制その他の重要事項を記した文
書を交付して説明を行い，利用申込者の同意を得なければならない。★
⑵利用申込者等の承諾を得て，⑴重要事項を電磁的方法により提供できる。

●�提供拒否の禁止★
　（９条）【49条の３】

正当な理由なく指定福祉用具貸与の提供を拒んではならない。

●�サービス提供困難時の対
応
　（10条）【49条の４】

通常の事業実施地域，取り扱う福祉用具の種目等を勘案し，自ら適切に提
供することが困難と認めた場合は，支援事業者への連絡，適当な他事業者
等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

●�受給資格等の確認
　(11条)�【49条の５】

⑴�被保険者証によって，被保険者資格，認定の有無・有効期間を確かめる。
⑵�被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは，意見に配慮して
提供するように努めなければならない。

●�認定の申請に係る援助
　（12条）【49条の６】

⑴�要介護認定【要支援認定】を受けていない利用申込者には申請が既に行
われているかを確認し，行われていない場合は，利用申込者の意思を踏
まえて速やかに申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
⑵�居宅介護支援【介護予防支援】が利用者に行われていない等の場合で必
要と認めるときは，更新認定の申請が，遅くとも認定有効期間が終了す
る30日前にはなされるよう，必要な援助を行わなければならない。

●�心身の状況等の把握
　（13条）【49条の７】

利用者に係る居宅介護支援事業者【介護予防支援事業者】によるサービス
担当者会議等を通じ，利用者の心身の状況，置かれている環境，他の保健
医療サービスや福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

●�居宅介護支援事業者【介
護予防支援事業者】等と
の連携
　（14条）【49条の８】

⑴�居宅介護支援事業者【介護予防支援事業者】その他保健医療サービスま
たは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
⑵�提供の終了に際しては，利用者またはその家族に対して適切な相談また
は助言を行うとともに，支援事業者に対する情報提供および保健医療サ
ービス・福祉サービス提供者との密接な連携に努めなければならない。

●�法定代理受領サービス
【介護予防サービス費】
の提供を受けるための援
助
　（15条）【49条の９】

利用申込者が法定代理受領サービス【介護予防サービス費】に該当しない
ときは，利用申込者またはその家族に，ケアプランの作成を居宅介護支援
事業者【介護予防支援事業者】に依頼する旨を市町村にて届け出ること等
により支給を受けられるようになる旨を説明すること，事業者に関する情
報を提供することその他の必要な援助を行わなければならない。
※福祉用具販売：規定なし

●�ケアプランに沿ったサー
ビスの提供
　（16条）【49条の10】

居宅サービス計画【介護予防サービス計画】が作成されている場合は，そ
の計画に沿って提供しなければならない。

●�ケアプラン変更の援助
　（17条）【49条の11】

利用者が居宅サービス計画【介護予防サービス計画】の変更を希望する場
合は，支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

●�身分を証する書類の携行
　（18条）【49条の12】

従業者に身分を証する書類を携行させ，利用者またはその家族から求めら
れたときは，これを提示すべき旨を指導しなければならない。

●�サービスの提供の記録
　（19条）【49条の13】

⑴�提供の開始日と終了日，種目と品名，現物給付の額その他必要な事項を，
利用者のケアプランを記載した書面等に記載しなければならない。
⑵�具体的なサービス内容等を記録するとともに，利用者からの申出があっ
た場合，文書の交付等により，その情報を提供しなければならない。
※福祉用具販売：⑴の規定なし（211条）【285条】

①●は居宅サービス・介護予防サービスに共通する規定〈準用項目〉として定められています。
②■は福祉用具貸与・販売に係る独自の規定として定められています。
③★は人権に直結するものとして「条例において従うべき基準」と定められています。
④（　）内は居宅サービス基準の条文を，【　】内は介護予防サービス基準の条文を示しています。
⑤下線部分は，令和３年４月実施の改正事項です（令和３年１月25日・厚生労働省令第９号）。

福祉用具事業所の運営基準
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■利用料等の受領
　（197条）【269条】

⑴�法定代理受領サービスの際には，利用者から利用料の一部として，居宅
介護【介護予防】サービス費用基準額から居宅介護【介護予防】サービ
ス費の額を控除した額の支払を受ける。
⑵�法定代理受領サービスに該当しない場合に利用者から受ける利用料の額
と，居宅介護【介護予防】サービス費用基準額との間に，不合理な差額
が生じないようにしなければならない。
⑶�上記のほか，次の費用の支払を受けることができる。
　一　通常の事業の実施地域以外の地域に貸与を行う場合の交通費
　二　福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合の措置に要する費用
⑷�⑶のサービスの提供に当たっては，あらかじめ，利用者またはその家族
に対し，内容・費用について説明し，利用者の同意を得なければならない。
⑸�あらかじめ定めた期日までに利用者から利用料またはその一部の支払が
なく，その後の請求にもかかわらず，正当な理由なく支払に応じない場
合は，福祉用具を回収すること等により提供を中止することができる。
※福祉用具販売：販売費用の受領（212条）【286条】
⑴�現に特定福祉用具の購入に要した費用の支払いを受ける。
⑵�利用者等への説明と同意，⑶正当な理由なく支払に応じない場合の取扱
いは貸与⑷⑸と同様に規定。

●�保険給付の請求のための
証明書の交付
　（21条）【50条の２】

法定代理受領サービスに該当しない利用料の支払を受けた場合は，提供し
た種目，品名，費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス
提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
※福祉用具販売：保険給付の申請に必要となる書類等の交付（213条）【287条】

■基本取扱方針 居宅基準 指定福祉用具貸与の基本取扱方針（198条）
指定特定福祉用具販売の基本取扱方針（198条準用）

介護予防基準 指定介護予防福祉用具貸与の基本取扱方針【277条】
指定特定介護予防福祉用具販売の基本取扱方針【290条】

■具体的取扱方針 居宅基準 指定福祉用具貸与の具体的取扱方針（199条）
指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針（214条）

介護予防基準 指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱方針【278条】
指定特定介護予防福祉用具販売の具体的取扱方針【290条】

■福祉用具計画の作成 居宅基準 福祉用具貸与計画の作成（199条の２）
特定福祉用具販売計画の作成（214条の２）

介護予防基準 介護予防福祉用具貸与計画の作成【278条の２】
特定介護予防福祉用具販売計画の作成【292条】

●�利用者に関する市町村へ
の通知
　（26条）【50条の３】

利用者が次のいずれかに該当する場合は，遅滞なく，意見を付してその旨
を市町村に通知しなければならない。
一�　正当な理由なしに利用に関する指示に従わないことにより，要介護【要
支援】状態の程度を増進させたと認められるとき。
二　偽り等不正な行為により保険給付を受け，または受けようとしたとき。

●�管理者の責務
　（52条）【52条】

⑴�事業所の管理者は，従業者の管理および利用申込みに係る調整，業務の
実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
⑵管理者は，従業者に運営基準を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

■運営規程
　（200条）【270条】

� ※新設：R6.4から適用

事業所ごとに，次の重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
一　事業の目的および運営の方針
二　従業者の職種，員数および職務内容
三　営業日および営業時間
四　提供方法，取り扱う種目および利用料その他の費用の額
五　通常の事業の実施地域
六　虐待の防止のための措置に感ずる事項
七　その他運営に関する重要事項
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Ⅰ　福祉用具

●勤務体制の確保等
　（101条）【53条の２】

� （新設）

⑴事業所ごとに，従業者の勤務体制を定めておかなければならない。
⑵�事業所ごとに，その事業所の従業者によってサービスを提供しなければ
ならない。ただし，利用者のサービス利用に直接影響を及ぼさない業務
については，この限りでない。
⑶�適切なサービス提供を確保する観点から，職場において行われる性的な
言動または優越的な関係を背景とした言動で業務上必要かつ相当な範囲
を超えたものにより福祉用具専門相談員の就業環境が害されることを防
止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

●�業務継続計画の策定等★
　�（30条の２）【53条の２
の２】
※�新設：R6.3.31までは努
力規定

⑴�感染症や非常災害の発生時において，利用者への提供を継続的に実施す
るための，および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業
務継続計画）を策定し，計画に従い必要な措置を講じなければならない。
⑵�福祉用具専門相談員に対し，業務継続計画について周知するとともに，
必要な研修および訓練を定期的に実施しなければならない。
⑶�定期的に業務継続計画の見直しを行い，必要に応じて変更を行う。

■�適切な研修の機会の確
保，福祉用具専門相談員
の知識・技能の向上等
　（201条）【271条】

⑴�福祉用具専門相談員の資質の向上のために，福祉用具に関する適切な研
修の機会を確保しなければならない。
⑵�福祉用具専門相談員は，常に自己研鑽に励み，目的を達成するために必
要な知識と技能の修得，維持・向上に努めなければならない。

■福祉用具の取扱種目
　（第202条）【272条】

利用者の身体の状態の多様性，変化等に対応することができるよう，でき
る限り多くの種類の福祉用具を取り扱うようにしなければならない。

■衛生管理等
　（203条）【273条】

※�新設：R6.3.31までは努
力規定

⑴�従業者の清潔の保持・健康状態に，必要な管理を行わなければならない。
⑵�回収した福祉用具を，その種類，材質等からみて適切な消毒効果を有す
る方法により速やかに消毒するとともに，既に消毒が行われた福祉用具
と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管しなければならな
い。
⑶�福祉用具の保管または消毒を委託等により他の事業者に行わせることが
できる。この場合，委託等の契約の内容において保管または消毒が適切
な方法により行われることを担保しなければならない。
⑷�⑶の場合，委託事業者の業務の実施状況を定期的に確認し，その結果等
を記録しなければならない。
⑸�事業所の設備・備品について，衛生的な管理に努めなければならない。
⑹�事業所において感染症が発生し，またはまん延しないように，次の各号
に掲げる措置を講じなければならない。
　一�　事業所での感染症の予防およびまん延の防止の対策を検討する委員

会（テレビ電話装置等を活用して行うことができる）をおおむね６月
に１回以上開催し，結果の福祉用具専門相談員への周知徹底を図る。

　二�　事業所での感染症の予防とまん延防止のための指針を整備する。
　三�　福祉用具専門相談員に，感染症の予防およびまん延の防止のための

研修および訓練を定期的に実施する。� ★
●秘密保持等★
　（33条）【53条の５】

⑴�事業所の従業者は，正当な理由がなく，業務上知り得た利用者またはそ
の家族の秘密を漏らしてはならない。
⑵�事業所の従業者であった者が，正当な理由がなく，業務上知り得た利用
者またはその家族の秘密を漏らすことがないよう，必要な措置を講じな
ければならない。
⑶�サービス担当者会議等において，利用者の個人情報を用いる場合は利用
者の同意を，利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を，
あらかじめ文書により得ておかなければならない。

●広告
　（34条）【53条の６】

事業所について広告をする場合，内容が虚偽または誇大なものであっては
ならない。

●�支援事業者に対する利益
供与の禁止
　（35条）【53条の７】

居宅介護支援事業者【介護予防支援事業者】またはその従業者に対し，利
用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償とし
て，金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

16

P005-108_１章_福祉用具.indd   16 2021/08/04   16:33

１　介護保険と福祉用具

介
護
保
険
と
福
祉
用
具

●苦情処理
　（36条）【53条の８】

⑴�利用者およびその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため，苦情
を受け付けるための窓口設置等の必要な措置を講じなければならない。
⑵�苦情を受け付けた場合には，苦情の内容等を記録しなければならない。
⑶�市町村が行う文書その他の物件の提出，提示の求め，市町村の職員から
の質問や照会に応じ，および利用者からの苦情に関して市町村が行う調
査に協力するとともに，市町村から指導または助言を受けた場合におい
ては，当該指導または助言に従って必要な改善を行わなければならない。
⑷�市町村からの求めがあった場合には，⑶の改善の内容を市町村に報告し
なければならない。
⑸�利用者からの苦情に関して国保連が行うサービスの質の向上に関する調
査に協力するとともに，指導または助言を受けた場合は必要な改善を行
わなければならない。
⑹�国保連から求めがあった場合，⑸の改善内容を報告しなければならない。

●地域との連携等
　�（36条の２）【53条の９】

� （新設）

⑴�事業運営に当たって，利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者
が相談および援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力する
よう努めなければならない。
⑵�事業所と同一の建物に居住する利用者にサービス提供する場合は，その
建物に居住する利用者以外にも提供を行うよう努めなければならない。

●事故発生時の対応★
　（37条）【53条の10】

⑴�事故が発生した場合は，市町村，利用者の家族，支援事業者等に連絡を
行うとともに，必要な措置を講じなければならない。
⑵�事故の状況と事故に際して採った処置を記録しなければならない。
⑶�利用者に賠償すべき事故が発生した場合は，損害賠償を速やかに行わな
ければならない。

●虐待の防止★
　�（37条の２）【53条の10
の２】
※�新設：R6.3.31までは努
力規定

虐待の発生又はその再発を防止するため，次の各号に掲げる措置を講じな
ければならない。
一�　事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電
話装置等を活用して行うことができる）を定期的に開催するとともに，
その結果について，福祉用具専門相談員に周知徹底を図る。
二�　事業所における虐待の防止のための指針を整備する。
三�　福祉用具専門相談員に，虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
四�　前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

●会計の区分
　（38条）【53条の11】

事業者は，事業所ごとに経理を区分するとともに，指定福祉用具貸与の事
業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

■掲示・目録の備え付け
　（204条）【274条】
� （新設）

⑴�事業所の見やすい場所に，運営規程の概要その他の利用申込者のサービ
スの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
⑵�⑴の重要事項を記載した書面を事業所に備え付け，かつ，いつでも関係
者に自由に閲覧させることで⑴の掲示に代えることができる。
⑶�利用者の福祉用具の選択に資するため，事業所に，その取り扱う福祉用
具の品名および品名ごとの利用料その他の必要事項が記載された目録等
を備え付けなければならない。

■記録の整備
　（204条の２）【275条】

⑴�事業者は，従業者，設備，備品および会計に関する諸記録を整備してお
かなければならない。
⑵�次の記録を整備し，完結の日から２年間保存しなければならない。
　一　福祉用具貸与計画【介護予防福祉用具貸与計画】
　二　具体的なサービスの内容等の記録
　三　保管・消毒等を委託した場合の結果等の記録
　四　「利用者に関する市町村への通知」に係る記録
　五　苦情の内容等の記録
　六　事故の状況および事故に際して採った処置の記録
※�福祉用具販売：「⑵２年間保存の記録」について，「一　特定福祉用具販
売計画【特定介護予防福祉用具販売計画】」，「二・四・五・六」同じ，「三」
規定なし（215条）【288条】
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※16	介護老人福祉施設，地
域密着型介護老人福祉施
設，介護老人保健施設，介
護療養型医療施設，介護医
療院が該当する。

※17	医師，理学療法士，作
業療法士，介護福祉士，介
護支援専門員等（利用者の
動作および浴室の環境の評
価を行うことができる福祉
用具専門相談員，機能訓練
指導員を含む）が該当する。

❖退院・退所時カンファレンスへの参画の促進
　ケアマネジャーによる居宅介護支援では，医療機関・介護保険施設
等から退院・退所し，居宅サービス等を利用する人について，退院・
退所に当たり医療機関・施設等の職員と面談を行い，必要な情報の提
供を受け居宅サービス計画を作成し，サービスの利用調整を行うこと
が，退院・退所加算として評価されています。また，施設系サービ
ス※16でも，退院・退所時の支援としてカンファレンスがもとめられ
ています。
　退院・退所時のスムーズな福祉用具貸与の利用を図る観点から，こ
れら退院・退所時のカンファレンスについて，退院・退所後に福祉用
具の貸与が見込まれる場合には，必要に応じ，福祉用具専門相談員や
居宅サービスを提供する作業療法士等が参画することが明確化されま
した。
❖入浴介助についての福祉用具専門相談員の関与
　令和３年度介護報酬改定では，通所介護・地域密着型通所介護・認
知症対応型通所介護や通所リハビリテーションでは，適切な人員・設
備による入浴介助が入浴介助加算として評価されています。
　令和３年度改定では，利用者の自宅での入浴の自立を図る観点から，
これまでの入浴介助加算を（Ⅰ）とし，次の要件により入浴介助加算
（Ⅱ）が新設され，福祉用具専門相談員の役割が定められました。
　利用者が自宅において，自身で，または家族や訪問介護員等の介助
によって入浴ができるようになることを目的としています。
⑴�　医師等※17が利用者の自宅を訪問し，浴室における利用者の動作
と浴室の環境を評価します。この際，利用者の自宅の浴室が，利用
者自身や家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場
合は，訪問した医師等が，介護支援専門員・福祉用具専門相談員と
連携し，福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備につ
いての助言を行います。
⑵�　事業所の理学療法士，作業療法士，言語聴覚士が，医師との連携
の下で，利用者の身体の状況や訪問により把握した利用者の自宅の
浴室の環境等をふまえた個別の入浴計画を作成します（通所介護計
画の中に記載される場合もあります）。
⑶�　上記計画にもとづき，個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環
境（手すりなど入浴に要する福祉用具等を活用し利用者の居宅の浴
室の環境を個別に模したもの）で入浴介助を行います。

Ｃ　福祉用具専門相談員の業務領域の拡大（令和３年度介護報酬改定）
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１　介護保険と福祉用具

介
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福
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※18	集団指導には，都道府
県・市町村単独の一般指導
と，合同指導（地方厚生局
と都道府県・市町村，また
は都道府県と市町村）があ
る。

※20	①通報・苦情・相談等，
②国保連・地域包括支援セ
ンターへの苦情，③国保
連・保険者の通報，④介護
給付費適正化システムの分
析から特異傾向を示す事業
者，⑤介護サービス情報の
報告拒否などが該当する。

※19	実地指導中に著しい運
営基準違反や不正な報酬請
求が確認された場合，ただ
ちに監査が行われる。

❖サービスの質の向上を図る「指導」
　介護保険制度の健全で適正な運営の確保を図るため，都道府県・市
町村は，サービス事業者等に指導監督を行います。指導には「集団指
導」と「実地指導」があります。
　「集団指導」※18は，適正なサービス提供のための事業者等に対す
る必要な情報伝達の場です。制度の周知を図り，介護報酬請求の過誤
や不正を防止するため，都道府県・市町村により講習等の方法で行わ
れます。
　「実地指導」は，虐待防止や身体拘束廃止等に向けた事業者等の取
組みに実地での援助的指導を行うものです。実地指導の結果，改善事
項がある場合や介護報酬の過誤調整が必要な場合は事業者等に通知さ
れ，事業者等は都道府県・市町村に報告します※19。
❖指定基準違反・不正請求等に対する「監査」
　監査は，サービス事業者等に対する都道府県知事・市町村長の指導
監督権限にもとづく措置として，利用者からの情報等により権限行使
を適切に行い，介護保険給付を適正化するために行われます。サービ
ス提供や介護報酬請求について不正や著しい不当が疑われる場合に，
事実関係を把握し，公正かつ適切な措置を採ることを主眼としていま
す。
　監査は，要確認情報※20や実地指導で確認した情報をふまえ，指定
基準違反等の確認について必要がある場合に行われます。

指導監督とサービスの質の向上４

●図表６　都道府県・市町村による監査の方法

⑴実地検査
①�報告，帳簿書類の提出・提
示命令
②�出頭要請
③�職員による関係者への質問
④�帳簿書類等の物件検査
⑵�監査結果
①�改善勧告に至らない軽微な
改善事項は，サービス事業
者等に通知され，事業者等
は都道府県・市町村に報告
②�指定基準違反等が認められ
た場合には，右の行政上の
措置を講じる

●行政上の措置
①�勧告：事業者等に期限を定めて基準の遵守を勧告でき，従わなかった
場合はその旨を公表（事業者等は，期限内に報告）
②�命令：事業者等が正当な理由なく勧告に係る措置を採らなかったとき
は，期限を定めて措置を採るべきことを命令し，その旨を公示（事業
者等は，期限内に報告）
③�指定の取消等：指定基準違反等の内容が介護保険法で定める場合に該
当するときは，期間を定めて指定の全部または一部の効力停止や指定
取り消しができる（その旨を公示）

●不正利得の徴収等（経済上の措置）
①�勧告，命令，指定の取消等を行った場合，事業者に保険給付を支払っ
た保険者は，支払った額を返還金として徴収
②�命令または指定の取消等を行った場合，事業者に原則として返還金額
の40％の加算金
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※22	検査を効果的に実施す
るために，監督部局は，指
定等取消事案などの不正行
為の未然防止のため，事業
者の業務管理体制の問題点
について検証し，事業者が
自ら改善を図り法令等遵守
に取り組むようにします。
業務管理体制は，事業者自
身の自己責任原則にもとづ
く内部管理が前提であり，
事業者の理解や認識を確認
するプロセスを経たものと
して行われる。

※21	 都道府県等は，介護
サービス事業者が報告を行
わなかったり虚偽の報告を
したとき，調査をうけな
かったり調査実施を妨げた
ときは，期間を定めて，報
告や報告内容の是正，調査
をうけることを命ずること
ができます。また，これら
の命令に従わないときは，
指定取消や期間を定めての
効力の全部・一部停止を行
うことができる。

❖事業者の努力評価のための「介護サービス情報の公表」
　利用者が適切に介護サービスを選択できるように，サービス事業者
には，サービス内容や運営状況など，利用者の選択に資する情報の公
開が義務づけられています。この「介護サービス情報の公表」制度は，
利用者が適切な事業者を評価・選択すること，事業者の努力が適切に
評価され利用者から選択されることの支援を目的としています。
　事業者は，介護サービス情報を都道府県・指定都市に報告し，都道
府県等は必要な場合に調査を行い，報告内容や調査結果を公表します。
⑴�　事業者は，①指定・許可をうけてサービス提供を開始しようとす
るときに基本情報を，その後は，②定期的に年１回程度，基本情報
と運営情報を，都道府県等が定める計画に従い報告※21します。ま
た，希望に応じて，都道府県等が設定する介護サービスの質や従業
員に関する情報等（任意報告情報）を提出します。
⑵�　都道府県等は，必要と認める場合に，基本情報・運営情報・任意
報告情報について，事実かどうかの客観的な調査を行います（調査
は事実確認が目的で，調査内容の評価や改善指導は行われません）。
報告内容（および調査結果）は都道府県等がウェブサイトで公表し
ます。
❖運営適正化と利用者保護のための「業務管理体制整備の届出」
　介護サービス事業者には適切なサービス提供だけではなく，法令等
の自主的な遵守がもとめられます。不正事案の再発を防ぎ，事業運営
をさらに適正なものとしていくため，事業者には法令遵守等の業務管
理体制の整備・届出が義務づけられています。
⑴�　居宅サービスの事業者は，業務管理体制の整備について，事業実
施地域等に応じて国（地方厚生局）・都道府県・指定都市・中核市
に届け出ます。届出事項は，整備すべき業務管理体制の内容，事業
者が指定等をうけている事業所数に応じて定められています。
⑵�　業務管理体制の整備・運用状況を確認するため，一般検査※22が
定期的に実施されます。検査では，届出内容について報告等をもと
め，報告等の内容に不備が認められた場合には，事業者の従業者に
出頭・改善をもとめます。
⑶�　改善が見込まれない場合には，事業者本部等へ立ち入り，整備状
況を検証して，期限を定めて是正を勧告します。さらに勧告に係る
措置をとらない場合には，その措置をとるべきことを命令します。
⑷�　指定等取消相当の事案が発覚した場合は，特別検査として事業所
本部等に立ち入り，業務管理体制の整備状況を検証するとともに，
その事案についての組織的な関与の有無を検証します。
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２　福祉用具貸与

福
祉
用
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◎福祉用具の貸与は，居宅サービス計画・介護予防サービス計画（ケアプラン）にもとづいて行わ
れます。利用にあたっては，指定（介護予防）福祉用具貸与事業所の福祉用具専門相談員が，利
用者の希望や心身の状況等を踏まえ，福祉用具貸与の目標や具体的なサービスの内容等を記載し
た福祉用具貸与計画（福祉用具サービス計画）を作成します。

◎介護保険の福祉用具貸与の対象となる種目として，①車いす，②車いす付属品，③特殊寝台，④
特殊寝台付属品，⑤床ずれ防止用具，⑥体位変換器，⑦手すり，⑧スロープ，⑨歩行器，⑩歩行
補助つえ，⑪認知症老人徘徊感知機器，⑫移動用リフト，⑬自動排泄処理装置の13種目が厚生
労働省告示で定められています。

◎介護報酬は，実際に貸与に要した費用にもとづき算定します。介護報酬の請求は，事業所の所在
地の国保連合会に，インターネットなどにより行います。

❖要介護認定・要支援認定
　福祉用具貸与を含め，介護保険の給付をうけるために，被保険者は，
市町村による要介護者または要支援者（図表１）の認定をうけること
が必要です（要介護認定・要支援認定）※１。
　要介護状態は，介護の必要度により要介護１～５に区分され，区分
に応じて居宅サービス・地域密着型サービスまたは施設サービスが提
供されます。一方，要支援状態は，支援の必要度により要支援１・要
支援２に区分され，区分に応じて介護予防サービス・地域密着型介護
予防サービスが提供されます。
　要介護認定・要支援認定をうけた被保険者は，ケアプラン（居宅サー
ビス計画・介護予防サービス計画）にもとづきサービスをうけます。
通常，居宅サービス計画は居宅介護支援事業所の介護支援専門員（ケ
アマネジャー）が，介護予防サービス計画は地域包括支援センターの
担当職員が作成します（利用者は市町村に作成依頼を届出）。介護支
援専門員は，利用者の同意を得て計画を作成し，サービス実施状況を

※1	市町村は，①被保険者
からの申請をうけて，②心
身の状況等を調査する（認
定調査）とともに，主治医
の意見をきき（主治医意
見書），③介護認定審査会
にそれにもとづく一次判定
結果と主治医意見書等を通
知，審査・判定を依頼する。
さらに，④介護認定審査会
の審査・判定結果（二次判
定）に従って認定を行い，
⑤被保険者に認定結果を通
知する。自立（要介護・要
支援に非該当）の場合にも，
理由をつけて通知する。

福祉用具貸与2

サービスの流れ１

●図表１　要介護状態と要支援状態（介護保険法第７条第１項・第２項）

要介護状態
（区分：１～５）

身体または精神の障害のために，入浴・排せつ・食事などの日常生活での基本的な
動作について，６カ月にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態

要支援状態
（区分：１・２）
※①または②

①	身体または精神の障害のために，入浴・排せつ・食事など日常生活での基本的な
動作について，６カ月にわたり継続して常時介護を要する状態の，軽減・悪化防
止のために特に役立つ支援が必要と見込まれる
②	身体または精神の障害のために，６カ月にわたり継続して日常生活を営むうえで
支障があると見込まれる状態
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Ⅰ　福祉用具

⑴　特徴
　ベッド上で体圧を分散することで床ずれ（褥瘡）を防止する機能を
もつもので，からだの下に敷いて使用します。ゲル状のものやウォー
ターマットレス，エアマットレス（図表20），ウレタンマットレス，
医療用のムートンなど，体圧分散機能があるさまざまな素材を用い，
からだにかかる圧力を分散させます。
　介護保険の福祉用具貸与では，送風装置や空気圧調整装置を備えた
空気マット（図表20），もしくは，体圧分散効果をもつ素材でできた
全身用のマットのいずれかに該当するものが対象です。ただし，マッ
トレスは，機能により特殊寝台付属品や体位変換器に分類されるもの
があり，使用する人の状態により選択します。

●図表20　エアマットレス

床ずれ防止用具

告示 �
　次のいずれかに該当するものに限る。
　１　送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
　２　水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット
通知 �	
　貸与告示第５項に掲げる「床ずれ防止用具」とは，次のいずれかに該当するものをいう。
　⑴	　送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気パッドが装着された空気マットであって，体
圧を分散することにより，圧迫部位への圧力を減ずることを目的として作られたもの。

　⑵	　水，エア，ゲル，シリコン，ウレタン等からなる全身用のマットであって，体圧を分散
することにより，圧迫部位への圧力を減ずることを目的として作られたもの。

56

P005-108_１章_福祉用具.indd   56 2021/08/04   16:34

２　福祉用具貸与

福
祉
用
具
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⑴　特徴
　体位変換器は，てこの原理を応用したり，体と床面の摩擦抵抗を少
なくしたりすることで，寝返りなどの姿勢変換の介助を容易にするこ

⑵　使用が想定しにくい状態像
　床ずれ防止用具は，臥床時の体圧分散を図ることを目的とした福祉
用具です。したがって，つかまらないで寝返りなどの動作が可能な場
合，自らの力で体圧分散を図ることができるため，使用は想定しにく
く，軽度者（要支援１，２および要介護１）については，原則として
支給されません。
⑶　介護保険対象の例
①圧切替型エアマットレス
　空気の入ったセル（空気で膨らむ部分）を膨張，収縮させることに
より，からだに接する面を変化させて圧のかかる部分を移動させ加圧，
除圧を行うマットレスです。寝返りができない場合に使用します。
②静止型マットレス
　ウレタンなどの特殊な素材を使用し，からだを支える面を大きくす
ることで体圧を分散させるマットレスです。

体位変換器

告示 �
　空気パッド等を身体の下に挿入することにより，居宅要介護者等の体位を容易に変換できる
機能を有するものに限り，体位の保持のみを目的とするものを除く。
通知 �	
　貸与告示第６項に掲げる「体位変換器」とは，空気パッド等を身体の下に挿入し，てこ，空
気圧，その他の動力を用いることにより，仰臥位から側臥位又は座位への体位の変換を容易に
行うことができるものをいう。
　ただし，専ら体位を保持するためのものは除かれる。

介護報酬Q&A 体位変換器　「専ら体位を保持するためのもの」の意味

福祉用具貸与の対象となる体位変換器について，「専ら体位を保持するためのものは除かれる」とあるが，
これは，体位の保持にも用いることができ，かつ，身体の下に挿入することが容易にできるような工夫を
施す等により，体位の変換が容易にできるようにするものを排除するものではないと解してよいか。
　	　当該ただし書きは，まくら，座布団等，通常専ら就寝や安息のための用途に供されるものを除外する
趣旨である。従って，使用法によっては体位の保持の機能を持つものであっても，身体の下への挿入が
容易で，かつ，挿入後も形態が崩れないなど体位の変換に容易に活用できるものであれば，対象となる。
（No.1210　H14.3.28事務連絡　運営基準等に係るQ&A）
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Ⅰ　福祉用具

とを目的とした福祉用具で，仰臥位（仰向け）から側臥位（横向き）
への体位の変換に加え，仰臥位から座位への体位の変換を行えるもの
も給付対象に含まれます。スライディングマット，スライディングボー
ド，体位変換用クッション，起き上がり補助装置（図表21）等があ
ります。なお，スライディングボード，スライディングマットは，介
護保険では，特殊寝台付属品として貸与されます。
⑵　使用にあたっての留意点
　動力を用いて周期的な寝返りを促す機種もありますが，介護者の状
況と要介護者等の身体機能を総合的に評価して選定します。
⑶　使用が想定しにくい状態像
　寝返りがつかまらないでできる場合，自らの力で姿勢変換を行うこ
とができるため，体位変換器の使用は想定しにくく，軽度者（要支援
１，２および要介護１）については，原則として支給されません。
⑷　介護保険対象の例
①体位変換用クッション
　背部，腰部，上肢または下肢などに差し込むことで，体位の変換ま
たは保持を容易に行うための用具です。袋にビーズを詰めたもの，ウ
レタンを使用したものなどさまざまな大きさや形があるので，体格や
目的に合わせて選択します。褥瘡がすでにある場合は，使用について
医師や看護師等に相談することが大切です。
②起き上がり補助装置
　床

しょう

上
じょう

に置いて起き上がりを補助する機器です（図表21）。スイッチ
を操作することにより電動で背部が昇降します。筋疾患や脳性麻痺な
どで室内の移動を座位移動や手足移動で行う，あるいは居室が狭いな
どの環境要因で特殊寝台を用いない場合などに利用します。

●図表21　起き上がり補助装置
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２　福祉用具貸与

福
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⑴　特徴
　手すりは，立ち上がり，歩行，姿勢の変換時などにこれを握ったり，
手や腕をのせて使用したりする福祉用具で，体重を支えてバランスを
保持することを目的としています。居室の床に置いたり，天井と床に
突っ張らせて固定するなどして使用するものがあります。福祉用具の
手すりは，取り付け工事により壁に設置する手すりと異なり，取り付

手すり

告示 �
　取付けに際し工事を伴わないものに限る。
通知 �	
　貸与告示第７項に掲げる「手すり」とは，次のいずれかに該当するものに限られる。
　なお，上記４〔特殊寝台付属品〕の⑶〔ベッド用手すり〕に掲げるものは除かれる。また，
取付けに際し工事（ネジ等で居宅に取り付ける簡易なものを含む。以下同じ。）を伴うものは
除かれる。工事を伴う場合であって，住宅改修告示第一号に掲げる「手すりの取付け」に該当
するものについては，住宅改修としての給付の対象となるところである。
⑴	　居宅の床に置いて使用すること等により，転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資するこ
とを目的とするものであって，取付けに際し工事を伴わないもの。

⑵	　便器又はポータブルトイレを囲んで据え置くことにより，座位保持，立ち上がり又は移乗
動作に資することを目的とするものであって，取付けに際し工事を伴わないもの。

●図表22　天井と床に突っ張らせて固定する手すり　　●図表23　トイレ用手すり
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Ⅰ　福祉用具

⑴　特徴
　スロープは，主に車いすや歩行器（車輪付き）のように車輪のつい
た用具を使用する際に有効な段差解消の福祉用具です。車いすの左右
の車輪の幅に合わせて２本のレールを設置して使用するレール状のも
の（図表24）と，縦または横の折り目を広げフラットな板状にして

け場所の自由度が高くなります。
　介護保険では，取付けに際し工事（住宅改修）を伴うものは，福祉
用具貸与の給付対象にはなりません（住宅改修の給付対象に該当する
場合があります）。
⑵　使用にあたっての留意点
　寝返り，起き上がり，座位保持，歩行などの場面で，手すりの握り
方，力のかけ方（押すあるいは引く）を十分に検討することが重要で
す。壁や柱に強固に設置する手すりとは異なり，体重のかけ方によっ
ては手すりが倒れたり外れたりすることもあるので，安全に使用でき
るか確認します。
⑶　介護保険対象の例
①居宅の床に置いて使用する手すり
　居室の床に置いて使用することで，転倒予防，移動または移乗動作
を助ける手すりです。床に置いて使用するものや，天井と床に突っ張
らせて固定するもの（図表22）があります。
②便器・ポータブルトイレを囲んで据え置く手すり（図表23）
　便器に挟んで固定する，金具をトイレの壁に突っ張り固定するなど，
工事を伴わず簡易に設置できる手すりで，下肢の麻痺，筋力の低下，
痛みや平衡機能障害のある高齢者や障害者等の立ち座りや排せつ姿勢
の保持を助けるものです。

スロープ

告示 �
　段差解消のためのものであって，取付けに際し工事を伴わないものに限る。
通知 �	
　貸与告示第８項に掲げる「スロープ」には，個別の利用者のために改造したもの及び持ち運
びが容易でないものは含まれない。
　なお，取付けに際し工事を伴うものは除かれる。工事を伴う場合であって，住宅改修告示第
二号に掲げる「段差の解消」に該当するものについては，住宅改修としての給付の対象となる
ところである。
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２　福祉用具貸与

福
祉
用
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※33	玄関などの上がり口で，
土間との境に取り付けられ
る横木。日本家屋において
段差が生じる部分である。

設置するものがあります。玄関の上がりかまち※33や段差，自動車へ
の乗り込み等には板状のものやレール状のものが，また，敷居のよう
な数センチ程度の段差を解消するには三角板が有効です。
　介護保険では，取付けに際し工事（住宅改修）を伴うものは，福祉
用具貸与の給付対象にはなりません（住宅改修の給付対象に該当する
場合があります）。
⑵　使用にあたっての留意点
　スロープは勾配が急すぎると使用が困難となるため，段差の高さに
対するスロープの長さは，車いすを自力駆動する場合で高さの10倍程
度，介助による駆動では６倍程度は必要です。レール状のものでは，
左右のレールの狭い間を，車いすを押し上げながら昇降する必要があ
るため，介助者の能力に配慮して導入します。なお，常設する場合は，
住宅改修を検討します。
⑶　介護保険対象の例
①レール状のスロープ（図表24）
　車いすの左右の車輪の幅に合わせて２本のレールを設置して使用し
ます。
②フラットな板状のスロープ
　縦または横の折り目を広げフラットな板状にして設置して使用しま
す。
③三角板
　一般に小さな段差を解消するために用いられるくさび型のスロープ
で，すりつけ板とも呼ばれます。

●図表24　レール状のスロープ
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Ⅰ　福祉用具

⑴　特徴
　歩行器は，杖に比べて大きな支持性・安定性を必要とする人に利用
され，車輪がないものと脚部に車輪を有しているものに大別されます。
一般的に，車輪がないものを歩行器，脚部に車輪を有しているものを
歩行車と呼びますが，介護保険では，いずれも歩行器に分類されます。
握り部（支持部），支柱フレーム，脚部からなり，基本的には，フレー
ムの中に立って，車輪のない歩行器では両側のパイプを握り，車輪を
有している歩行器では手掌（手のひら）や前腕部で支持して操作しま
す。
⑵　使用にあたっての留意点
　つえに比べて大きな用具であるため，寄りかかっても大丈夫なよう
に見えますが，つえと同様に，手掌や前腕部でしっかりと上から押さ
えるようにして体重を支える必要があります。利用する際には，両手
が使用できること，立位で歩行器を操作するだけのバランス機能があ
ることを確認する必要があります。
　また，段差や路面の傾きなどにより操作が困難になるほか，一般家
屋で使用する場合は，廊下の通行幅はもとより，方向転換をするため
のスペースが必要となるため，使用する環境と用具の大きさを考慮す

歩行器

告示 �
　歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し，移動時に体重を支える構造を有するもので
あって，次のいずれかに該当するものに限る。
　１　車輪を有するものにあっては，体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
　２　四脚を有するものにあっては，上肢で保持して移動させることが可能なもの
通知 �	
　貸与告示第９項に規定する「把手等」とは，手で握る又は肘を載せるためのフレーム，ハン
ドグリップ類をいい，「体の前及び左右を囲む把手等を有する」とは，これらの把手等を体の
前及び体の左右の両方のいずれにも有することをいう。ただし，体の前の把手等については，
必ずしも手で握る又は肘を載せる機能を有する必要はなく，左右の把手等を連結するためのフ
レーム類でも差し支えない。また，把手の長さについては，要介護者等の身体の状況等により
異なるものでありその長さは問わない。
　なお，上り坂ではアシスト，下り坂では制動，坂道の横断では片流れ防止及びつまずき等に
よる急発進防止の機能（自動制御等の機能）が付加されたものであって，左右のフレームとこ
れを連結する中央部のパイプからなり，四輪又はそれ以上の車輪を有し，うち２つ以上の車輪
について自動制御等が可能であるものを含む。
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２　福祉用具貸与
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※34	シルバーカーは，から
だを支える十分な機能がな
く，福祉用具貸与の対象に
はならない。

る必要があります。
　なお，歩行器と似た機能を持つ福祉用具として，シルバーカー※34
があります。主に高齢者が屋外での物品の運搬や歩行の補助を目的に
使用しますが，自立歩行ができる高齢者がより安定して歩行できるよ
うに補助的に使用するもので，歩行器のようにからだを十分に支える
機能をもっていないので注意が必要です。
⑶　介護保険対象の例
①固定型歩行器（図表25左）
　フレームが固定されており，歩行器を持ち上げて前進します。持ち
上げることができること，持ち上げて前に出す際にバランスを崩さな
いことが適応条件となります。軽量化されていますが，握力が低下し
ていたり，肩や肘の支持力や動きが制限されていると使いにくくなり
ます。交互型より在宅で導入しやすく，住宅内でつえ代わりに使用す
る場合もあります。

●図表25　歩行器

●図表26　四輪歩行車

固定型歩行器 交互型歩行器
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Ⅰ　福祉用具

※26	要支援１・２，要介護
１は対象外。

⑷　介護保険対象の例
①空気式簡易浴槽（図表11）
②折りたたみ式簡易浴槽

移動用リフトのつり具の部分

通知 �
　身体に適合するもので，移動用リフトに連結可能なものであること。

⑴　特徴
　移動用リフト※26は，からだを吊り上げて移乗や移動を支援する機
器で，ベッドから車いすへの乗り移りなどに用いられるものです。つ
り具の部分とは，リフトを使用するときに身体を包み込んでもち上げ
る部分をいいます（図表12）。
　つり具には，からだを包み保持するシート状のもの（図表12），２
本のベルトから成るもの，シャワー用車いすのいす部分が取り外せ，
つり具となるものなどがあります。シート状のつり具は，脚部が分離
したもの，頭部の保持機能が付いたものなどさまざまな種類があるた
め，身体状況と使用目的を基に選択します。
⑵　使用にあたっての留意点
　つり具の装着作業を習得するには練習が必要で，特に介助者の能力
に配慮して使い方の指導を行うことがもとめられます。

●図表12　移動用リフトのつり具の部分（シート状のもの）
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Ⅱ　住宅改修費

◎在宅の要介護者・要支援者が，居住する住宅に一定の住宅改修を行ったときは，居宅介護住宅改
修費・介護予防住宅改修費が支給されます。支給額は実際の改修費の９割（一定以上の所得があ
る65歳以上の人は８割または７割）相当額で，支給限度基準額（20万円）の９割（８割・７割）
を上限とします。
◎住宅改修費の支給の対象となる工事は，①手すりの取付け，②段差の解消，③滑りの防止および
移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更，④引き戸等への扉の取替え，⑤洋式便器
等への便器の取替え，⑥その他①～⑤に付帯して必要となる住宅改修です。
◎住宅改修は原則として償還払いで，利用者は，費用の全額を事業者に支払った後で，市町村から
保険給付分（９・８・７割）の支給をうけます。ただし，多くの市町村で現物給付化されており，
登録事業者が住宅改修を行う場合，利用者は自己負担分（１・２・３割）を支払うだけで済みま
す。住宅改修事業者は，市町村に受領委任払いの登録申請を行います。

❖要介護認定からケアプランの作成まで
　住宅改修費の支給を含め，介護保険サービスの支給をうけるために，
被保険者は，市町村による要介護者または要支援者の認定をうけるこ
とが必要です（要介護認定・要支援認定）。認定をうけた被保険者は，
居宅サービス計画・介護予防サービス計画（ケアプラン）に基づきサー
ビスをうけます。
　居宅介護支援事業所の介護支援専門員（ケアマネジャー）は，在宅
の要介護者が在宅サービスを適切に利用できるように，利用者や家族
の希望，利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた居宅サービ
ス計画を作成し，サービス事業所との連絡調整を行います（要支援者
の場合は，地域包括支援センターの担当職員が介護予防サービス計画
を作成）。
　なお，居宅サービス計画において，訪問サービス・通所サービス・
福祉用具貸与・短期入所サービスは，ひとつの居宅サービス区分とし
て，要介護度ごとに保険対象サービスの上限（支給限度基準額）が設
定され，介護支援専門員による給付管理※１が行われますが，住宅改
修費はこの区分には含まれず，住宅改修費のみで上限（20万円）が定
められています。
❖住宅改修費の支給申請
　居宅介護住宅改修費・介護予防住宅改修費の支給額は，実際の改修
費の９割（一定以上の所得がある65歳以上の人は８割または７割）相
当額です。原則として償還払いで，利用者は，費用の全額を事業者に

※1	介護支援専門員はケアプ
ランをもとに，介護サービ
スのスケジュールを記載し
たサービス利用票と，その
費用を記載したサービス利
用票別表を作成し，利用者
に交付する（23頁）。

住宅改修費の支給

サービスの流れ１
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※2	多くの市町村では，償還
払いと併せて受領委任払い
（92頁）を行っている（全
国1,571の保険者のうち
945の保険者が実施。「令
和元年度介護保険事務調
査」）。受領委任払いの登録
事業者を利用する場合，利
用者は，自己負担分である
１割（２割・３割）のみを
事業者に支払い，保険給付
分である９割（８割・７割）
は事業者が市町村に申請し
て受領する。

支払った後で市町村に申請し，保険給付分の支給をうけます※２。
　住宅改修費等の支給申請は，事前申請と事後申請の２段階で行いま
す。市町村は，改修完了後に，事前申請・事後申請の内容，工事が行
われたかどうか等を確認し，必要と認めたときに住宅改修費の支給を
決定します。
⑴　事前申請
　被保険者は住宅改修前に，①申請書，②住宅改修が必要な理由書，
③改修予定の状態が確認できるものを市町村に提出します。
　市町村は提出された書類により「利用者保護」の観点から住宅改修
が適当かどうかを確認し，その結果を事前に教示します。このとき，「教
示」は改修完了後の支給決定とは異なることをあわせて説明します。
①住宅改修費支給申請書
　住宅改修の内容や箇所・規模等，施行者，材料費・施工費等の内訳
が分かる見積り（144頁），着工予定年月日を記載します。なお，申請
書を作成する介護支援専門員等は，見積りを複数の事業者から取るよ
う，被保険者に説明します。
②住宅改修が必要な理由書（133頁）
　基本的には居宅サービス計画を作成する介護支援専門員（介護予防
サービス計画を作成する地域包括支援センターの担当職員）が，居宅
介護支援（介護予防支援）の一環として作成します※３。市町村が行
う福祉用具・住宅改修支援事業※４等で福祉・保健医療・建築の専門
家が作成できることもあります※５。
③住宅改修の予定の状態が確認できるもの
　便所，浴室，廊下等の箇所ごとの改修前・改修後の予定の状態を，
写真や図で示します。
　なお，居宅サービス計画等と重複する内容は，計画等の記載内容が
確認できれば，①申請書，②理由書への記載は省略できます。
⑵　事後申請
　被保険者は，住宅改修を完了したとき，①住宅改修に要した費用（支
給対象），②領収書（工事内訳書を添付），③完成後の状態を確認でき
る書類等（改修前・改修後の写真で撮影日の分かるもの），④住宅所
有者の承諾書（被保険者と所有者が異なる場合）を提出します。
⑶　やむをえない事情がある場合の特例
　施設入所者等が，退所後の受入れのためあらかじめ住宅改修に着工
するなど，事前申請が制度上困難なときは，やむを得ない事情がある
場合として，改修完了後に事前申請に必要な書類を提出することが認
められます。

※4	福祉用具・住宅改修支援
事業（115頁）は，介護予
防等を目的に市町村が行う
地域支援事業の任意事業に
位置づけられる。市町村は，
地域の実情に応じて任意で
行うことができる。

※5	作成者に必要とされる資
格や，作成に係る経費の扱
い（福祉用具・住宅改修支
援事業として作成経費の助
成を行う等）は，市町村に
よって異なる。

※3	介護支援専門員等が理由
書を作成する業務は居宅介
護支援事業（介護予防支援
事業）の一環であり，被保
険者から別途費用を徴収す
ることはできない。
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介護報酬Q&A 給付の適否　①一時的に身を寄せている住宅の改修費
要介護者が子の住宅に一時的に身を寄せている場合，介護保険の住宅改修を行うことができるか。
　	　介護保険の住宅改修は，現に居住する住宅を対象としており，住所地の住宅のみが対象となる。子
の住宅に住所地が移されていれば介護保険の住宅改修の支給対象となる。なお，住民票の住所と介護
保険証の住所が異なる場合は一義的には介護保険証の住所が住所地となる。（No.1624　H12.4.28事
務連絡　介護保険最新情報vol.71　介護報酬等に係るQ&A	vol.2）

給付の適否　②入院（入所）中の住宅改修
現在，入院している高齢者がまもなく退院する予定であるが，住宅改修を行うことができるか。又，特
別養護老人ホームを退去する場合はどうか。
　	　入院中の場合は住宅改修が必要と認められないので住宅改修が支給されることはない。ただし，退
院後の住宅について予め改修しておくことも必要と考えるので，事前に市町村に確認をしたうえで住
宅改修を行い，退院後に住宅改修費の支給を申請することは差し支えない（退院しないこととなった
場合は申請できない）ものと考える。特別養護老人ホームを退去する場合も，本来退去後に住宅改修
を行うものであるが，同様に取り扱って差し支えない。（No.1625　H12.4.28事務連絡　介護保険最
新情報vol.71　介護報酬等に係るQ&A	vol.2）

給付の適否　③新築工事の竣工日以降の改修工事
住宅の新築は住宅改修と認められていないが，新築住宅の竣工日以降に手すりを取り付ける場合は，給
付対象となるか。
　	　竣工日以降に，手すりを設置する場合は住宅改修の支給対象となる。（No.1620　H12.4.28事務連
絡　介護保険最新情報vol.71　介護報酬等に係るQ&A	vol.2）

給付の適否　④家族が行う住宅改修
家族が大工を営んでいるが，住宅改修工事を発注した場合，工賃も支給申請の対象とすることができる
のか。
　	　被保険者が自ら住宅改修のための材料を購入し，本人又は家族等により住宅改修が行われる場合は，
材料の購入費を住宅改修費の支給対象とすることとされており，この場合も一般的には材料の購入費
のみが支給対象となり工賃は支給対象外とすることが適当である。（No.1626　H12.4.28事務連絡　
介護保険最新情報vol.71　介護報酬等に係るQ&A	vol.2）

給付の適否　⑤賃貸住宅退去時の改修費用
賃貸住宅の場合，退去時に現状回復のための費用は住宅改修の支給対象となるか。
　	　住宅改修の支給対象とはならない。（No.1621　H12.4.28事務連絡　介護保険最新情報vol.71　介
護報酬等に係るQ&A	vol.2）

給付の適否　⑥賃貸アパート共用部分の改修費用
賃貸アパートの廊下などの共用部分は住宅改修の支給対象となるか。
　	　賃貸アパート等の集合住宅の場合，一般的に，住宅改修は当該高齢者の専用の居室内に限られるも
のと考えるが，洗面所やトイレが共同となっている場合など，当該高齢者の通常の生活領域と認めら
れる特別な事情により共用部分について住宅改修が必要であれば，住宅の所有者の承諾を得て住宅改
修を行うことは可能であり，支給対象となる。しかしながら，住宅の所有者が恣意的に，当該高齢者
に共用部分の住宅改修を強要する場合も想定されるので，高齢者の身体状況，生活領域，希望等に応
じて判断すべきものである。（No.1622　H12.4.28事務連絡　介護保険最新情報vol.71　介護報酬等
に係るQ&A	vol.2）

112

P109-144_２章_住宅改修.indd   112 2021/08/04   16:37

住宅改修費の支給

住
宅
改
修
費

給付の適否　⑦分譲マンション共用部分の改修費
分譲マンションの廊下などの共用部分は住宅改修の支給対象となるか。
　	　賃貸アパート等と同様，専用部分が一般的と考えるが，マンションの管理規程や他の区分所有者の
同意（区分所有法による規定も可）があれば，共用部分の住宅改修も支給対象とすることができる。
（No.1623　H12.4.28事務連絡　介護保険最新情報vol.71　介護報酬等に係るQ&A	vol.2）

支給申請関係　①領収証
領収証は写しでもよいか。
　	　申請時にその場で領収証の原本を提示してもらうことにより確認ができれば，写しでも差し支えな
い。（No.1617　H12.4.28事務連絡　介護保険最新情報vol.71　介護報酬等に係るQ&A	vol.2）

支給申請関係　②工事費内訳書
支給申請の際，添付する工事費内訳書に関し，材料費，施工費等を区分できない工事があるが，全て区
分しなければならないか。
　	　工事費内訳書において，材料費，施工費等を適切に区分することとしているのは，便所，浴室，廊
下等の箇所及び数量，長さ，面積等の規模を明確にするためである。このため，材料費，施工費等が
区分できない工事については無理に区分する必要はないが，工事の内容や規模等が分かるようにする
必要はある。（No.1618　H12.4.28事務連絡　介護保険最新情報vol.71　介護報酬等に係るQ&A	vol.2）

支給申請関係　③添付写真の日付
申請に添付する必要がある改修前後の写真は，日付が分かるものとのことであるが，日付機能のない写
真機の場合はどうすればよいか。
　	　工事現場などで黒板に日付等を記入して写真を撮っているように，黒板や紙等に日付を記入して
写真に写し込むといった取扱をされたい。（No.1619　H12.4.28事務連絡　介護保険最新情報vol.71　
介護報酬等に係るQ&A	vol.2）

支給申請関係　④理由書の様式
住宅改修が必要な理由書の様式が示されたが，市町村独自で様式を定めることは可能か。
　	　３月の課長会議で示した様式は標準例としてお示ししたものであり，それに加えて市町村が独自に
定めることは可能である。（No.1652　H18.3.27　介護制度改革	information　vol.80　平成18年4
月改定関係Q＆A	vol.2）

支給申請関係　⑤理由書の作成担当者
介護予防住宅改修費の理由書を作成する者は「介護支援専門員その他要支援者からの住宅改修について
の相談に関する専門的知識及び経験を有する者」とされており，従来は，作業療法士，福祉住環境コー
ディネーター検定試験二級以上その他これに準ずる資格等を有する者とされていたが，地域包括支援セ
ンターの担当職員が作成することは可能か。
　	　可能である。（No.1628　H18.3.27　介護制度改革	information　vol.80　平成18年4月改定関係Q
＆A	vol.2）

利用者負担の助成　金銭的な補填を受けていた場合
介護保険の給付対象となる住宅改修について，利用者が施工業者から利用者負担分（施工費用の1割）
の全部又は一部について，助成金や代金の返還等によって金銭的な補填を受けていた場合の取扱い如何。
　	　介護保険法上，住宅改修費の額は，現に当該住宅改修に要した費用の額の90／100〔65歳以上の
一定以上所得者は80／100，現役並み所得者は70／100〕に相当する額とされている。即ち，住宅
改修の代金について割引があった場合には当該割引後の額によって支給額が決定されるべきでもので
あり，施工業者が利用者に対し利用者負担分を事後的に補填した場合も，施工代金の割引に他ならな
いことから，割引後の額に基づき支給されることとなる。
　	　なお，施工業者と相当の関連性を有する者から助成金等を受けていた場合についても同様である。
（No.1651　H14.3.28事務連絡　運営基準等に係るQ&A）
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❖住宅改修費の支給限度基準額
　居宅介護住宅改修費の支給限度基準額は，同一住宅で20万円です。
この20万円には，要支援者に対する介護予防住宅改修費も含まれてお
り，同一住宅・同一対象者の合計支給額は20万円の９割（８割・７割）
相当額を超えることはできません※６。ただし，転居した場合には，
改めて住宅改修費の支給をうけられます。
　なお，市町村は支給限度基準額として，20万円を超える額を設定で
きます。
（要介護状態が著しくなった場合の例外）
　最初に住宅改修費の支給を受けた住宅改修の着工時点と比較して，
介護の必要度が著しく高くなった状態で行った住宅改修については，
例外的に，改めて支給限度基準額（20万円）までの住宅改修費の支給
をうけられます。ただし，この取扱いは，同一住宅・同一要介護者に
ついて１回が限度です。
　「介護の必要度が著しく高くなった場合」とは，図表１で「介護の
必要の程度」（左欄）が３段階以上，上がった場合をいいます。たと
えば，要支援１（第一段階）の人が，要介護３（第四段階），要介護４（第
五段階），要介護５（第五段階）になったとき，これに該当します。

●図表１　要介護状態が著しく重くなった場合

「介護の必要の程度」の段階 要介護等状態区分

第六段階 要介護５

第五段階 要介護４

第四段階 要介護３

第三段階 要介護２

第二段階 要支援２または要介護１

第一段階 要支援１

❖住宅改修費の算定上の留意事項
　このほか，住宅改修費の算定上の留意事項として次のようなことが
定められています。
⑴　設計・積算の費用
　住宅改修を前提とした設計・積算の費用は住宅改修費として取り扱
われますが，住宅改修をともなわない設計・積算は支給対象となりま
せん。
⑵　新築または増築の場合
　新築は住宅改修ではないので認められません。増築でも，新たに居

※6	市町村は，介護保険法に
おける住宅改修費の支給対
象外の工事およびその費用
が支給限度基準額を超えて
行われる工事について，助
成を行うことができる。
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室を設けることは支給対象とはなりませんが，廊下の拡幅にあわせて
手すりを取り付ける，便所の拡張にともない便器を和式から洋式に取
り替えるなどの場合は，手すり取付け，便器取替えの費用が対象とな
ります。
⑶　支給対象外の工事をあわせて行う場合
　保険対象部分の抽出，按分等により，支給対象となる費用を算出し
ます。
⑷　被保険者等が住宅改修を行った場合
　被保険者自らが材料を購入し，本人・家族により住宅改修が行われ
たときは，材料の購入費が支給対象となります。このとき，材料の販
売者が発行した領収証のほか，工事費内訳書（使用した材料の内訳を
本人・家族が記載）が必要です。
　なお，このときも，住宅改修が必要な理由書や完成後の状態などの
確認書などは必要です。
⑸　同一住宅に複数の被保険者がいる場合
　住宅改修費は被保険者ごとに支給申請が可能ですが，申請した住宅
改修の範囲が重複しないようにします。たとえば，２人の被保険者が
共用室の床材を変更したときなどは，どちらか一方が支給申請を行い
ます。

　市町村が行う地域支援事業の任意事業（地域の
実情に応じ，市町村の判断により実施される事業）
には，次の事業からなる福祉用具・住宅改修支援
事業が設けられています。
⑴�　福祉用具・住宅改修に関する相談・情報提
供・連絡調整等の実施，助言
⑵�　住宅改修費の支給申請に係る必要な理由がわ
かる書類の作成とその費用の助成
　令和元年度については，福祉用具・住宅改修支
援事業の実施市町村は863（49.6％）です。うち，
⑴相談・助言等は515市町村（29.6％），⑵利用
書作成等は760市町村（43.7％）が実施していま
す。

●住宅改修費の理由書作成の取扱い
　地域支援事業実施要綱では，理由書作成（費用
助成）は，原則として，住宅改修の活用を希望す
る要介護・要支援被保険者が，居宅介護支援・介
護予防支援の提供を受けていない場合を対象とし
ます。
　また，理由書の作成者は，実施要綱では「介護
支援専門員，作業療法士，福祉住環境コーディ
ネーター検定試験２級以上その他これに準ずる資
格等を有する者等，住宅改修費の支給の対象とな
る住宅改修について十分な専門性があると認めら
れる者」と定められており，市町村は，そうした
規定をふまえて地域の状況に応じて事業を運用し
ます。

■福祉用具・住宅改修支援事業による理由書の作成
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Ⅱ　住宅改修費

144

　さらに，⑨転居前の住宅に再び戻った場合は転居前住宅に係る支給状況が復活し，転居リセットはな
かったものとして取り扱うこととなり，したがって，３段階リセットの例外で基準となる要介護等状態
区分も過去のものが適用されることとなる。

（別紙３）〔略。133頁を参照〕

転居前住宅 転居後住宅
20万円まで利用 再度20万円まで利用可能20万円まで利用

⑧ 要介護１
（第二段階）

要介護１
（第二段階）

要介護４
（第五段階）

転居前住宅 転居後住宅 転居前住宅に戻る
15万円まで利用 再度20万円

まで利用可能
20万円まで利用

復活

５万円まで
利用可能

３段階

⑨ 要介護１
（第二段階）

要介護２
（第三段階）

要介護３
（第四段階）

要介護４
（第五段階）

（別紙２）

住宅改修の見積様式

（※１）住宅改修の種類：（１）手すりの取付け（２）段差の解消（３）滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更（４）引き戸等への扉の取替え

（５）洋式便器等への便器の取替え（６）その他住宅改修に付帯して必要となる改修

（※２）名称：材料費、施工費、諸経費等を分けて記載すること

 

住宅改修の

種類

（※１）

写真等

番号
改修場所 改修部分 名称（※２） 商品名・規格・寸法等 介護保険対象部分 算出根拠

数量 単位 単価 金額

（材料費）

（施工費）

小計

諸経費

合計

消費税

総合計
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参考　補装具・日常生活用具

◎障害者等の身体機能を補完・代替する補装具の購入等の費用には，補装具費が支給されます。
◎障害者等は市町村に申請し，市町村は更生相談所の判定等を受けて支給決定します。
◎補装具の費用は，種目・品目ごとに購入・借受け・修理について基準額が定められています。

　障害者総合支援法※1が定める補装具とは，障害者・障害児・難病
患者の身体機能を補完・代替し，長期間にわたり継続して使用される
など，次の⑴〜⑶の基準に該当する義肢・装具・車いす等です。
⑴�　障害者・障害児の身体機能を補完・代替し，かつその身体への適
合を図るように製作されたもの
⑵�　障害者・障害児の身体に装着し，日常生活や就労・就学のために，
同一の製品につき長期間にわたり継続して使用されるもの
⑶�　医師等による専門的な知識にもとづく意見または診断にもとづく
使用が必要なもの
　補装具の種目等は「補装具の種目，購入等に要する費用の額の算定
等に関する基準」（H18厚生労働省告示528）で定められています※2。
　基準で定められた補装具の購入・借受け・修理について，障害者等
の申請により市町村が必要と認め支給決定したとき，障害者総合支援
法の自立支援給付※3である補装具費の支給対象となります。
❖購入・借受け・修理が支給対象
　補装具費の対象種目は，障害者では，義肢，装具，座位保持装置，
視覚障害者安全つえ，義眼，眼鏡，補聴器，人工内耳（人工内耳用音
声信号処理装置の修理），車椅子，電動車椅子，歩行器，歩行補助つえ，
重度障害者用意思伝達装置です。障害児はこれに加え，座位保持椅子，
起立保持具，頭部保持具，排便補助具が対象となります。
　ただし，借受けについては，①身体の成長に伴い短期間で交換が必
要である，②障害の進行により短期間の利用が想定される，③購入に
先立ち複数の補装具等の比較検討が必要である場合に限られ，品目が
規定されています※4（基準額等も購入・修理と同様に規定）。
❖対象種目で基準によらない「特例補装具」
　障害の現症，生活環境など真にやむをえない事情により，基準に定
める対象種目でも，名称・型式・基本構造等が基準によらない補装具
（特例補装具）を購入・修理する必要が生じる場合があります。
　このとき，支給の必要性・費用の額等については，更生相談所等の
判定・意見にもとづき市町村が決定します（特例補装具費）。

※3	障害福祉サービスにつ
いての介護給付費・訓練等
給付費・地域相談支援給付
費・計画相談支援給付費，
自立支援医療費等，補装具
費から構成されている。

※4	借受けの対象は，①義肢，
装具，座位保持装置の完成
用部品，②重度障害者用意
思伝達装置の本体，③歩行
器，④座位保持椅子。

※2	令和３年度は，厚生労働
省告示第145号（令和３年
３月31日）により，①基準
額の実態調査結果をふまえ
た改定，②型式の追加（殻
構造義肢〈義手〉への「電
動式」追加等），③用語整
理（JIS改定にともなう歩
行補助つえ「多点杖」の「多
脚つえ」への改称）等の改
正が行われた。

※1	障害者の日常生活及び社
会生活を総合的に支援する
ための法律（平成17年法律
第123号）。

障害者総合支援法の補装具費1

対象となる補装具の種目１
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１　障害者総合支援法の補装具費

補
装
具
・
日
常
生
活
用
具

種目 名称 Ｒ３
購入基準

耐用
年数 対象者（＊備考）

義肢（注1，2）■借受け 462,000 1～5 －
装具（注1，2）■借受け 86,000 1～3 －
座位保持装置（注1）■借受け 388,000 3 －
視覚障
害者安
全つえ

普
通
用

グラスファイバー 3,550
2 －

木材 1,650
軽金属 2,200 5 －

携
帯
用

グラスファイバー 4,400
2 －

木材 3,700
軽金属 3,550 4 －

身体支持併用 3,800 4 －
義眼 レディメイド 17,000

2 －
オーダーメイド 82,500

眼鏡 矯
正
用
（
注
３
）

6D未満 17,600

4

●遮光用（羞明の軽減を目的に，可視光の一部の透過を抑制
するもので，分光透過率曲線が公表されているもの）
次の要件をすべて満たす者
①羞明を来している
②�羞明の軽減に遮光用の装用より優先される治療法がない
③支給事務取扱指針に定める眼科医による選定，処方
※�難病患者等は身体障害者手帳を要件としないが，それ以外
は視覚障害による身体障害者手帳の取得が要件

●弱視用（高倍率）
職業上または教育上真に必要な者

＊�「遮光用」と「弱視用」以外は消費税課税品（購入時の費
用額の基準は告示価格の110／100）

6D以上10D未満 20,200

10D以上20D未満 24,000

20D以上 24,000
遮
光
用

前掛け式 21,500

掛けめがね式 30,000

コンタクトレンズ 15,400
弱
視
用

掛けめがね式 36,700

焦点調整式 17,900
補聴器
（注4）

高度難聴用ポケット型 41,600

5

●全般
高度難聴用，重度難聴用の補聴器が真に必要な者（中軽度補
聴器は補装具費の対象外であることに留意）
●耳あな型
ポケット型および耳かけ型の補聴器の使用が困難で真に必要
な者（特に，オーダーメイドの場合は，障害の状況，耳の形
状等レディメイドで対応不可能な者）
●骨導式
伝音性難聴者で，耳漏が著しいか外耳閉鎖症等を有する者で，
かつ，耳栓またはイヤーモールドの使用が困難な者

高度難聴用耳かけ型 43,900
重度難聴用ポケット型 55,800
重度難聴用耳かけ型 67,300
耳あな型（レディメイド） 87,000
耳あな型（オーダーメイド） 137,000
骨導式ポケット型 70,100
骨導式眼鏡型 120,000

【種目～耐用年数】基準（H18厚生労働省告示528号）にもとづく厚生労働省資料
注１�　義肢・装具・座位保持装置の基準額については，令和元年度交付実績（購入金額）１件当たり平均単価を記載（千
円未満は四捨五入，令和元年度福祉行政報告例より）

注２�　義肢・装具の耐用年数は，18歳未満の児童は成長に合わせて４か月〜１年６か月の使用年数となっている
注３�　遮光用としての機能が必要な場合は，30,000円とすること
注４�　デジタル式補聴器で，専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算
■�借受け　借受けの対象として，①義肢・装具・座位保持装置の完成用部品，②座位保持椅子，③歩行器，④重度
障害者用意思伝達装置の本体が規定されている

★�介護　原則として介護保険の福祉用具貸与が優先する（医師や更生相談所により，身体状況に個別に対応するこ
とが必要と判断された場合には補装具費の支給対象となる）

【対象者】「補装具費支給事務取扱指針について」の制定について（H30障発0323第31号）別表１
⑴あくまでも対象者の例を示しており，支給の判断に当たっては，個別の身体状況や生活環境等を十分に考慮する
⑵難病患者等は，症状が日内変動する者もいるため，症状がより重度である状態をもって判断する

補装具種目一覧

147

P145-168_参考.indd   147 2021/08/03   15:46



参考　補装具・日常生活用具

種目 名称 Ｒ３
購入基準

耐用
年数 対象者（＊備考）

車椅子
� ★介護

普通型 100,000

6

●手動リフト式普通型（座席の高さが床面から概ね70㎝の安
全な範囲で調整可能なもの）
当該車椅子を使用することにより自力乗降が可能となる者
等，日常生活または社会生活において真に必要な者
●リクライニング式
次のいずれかに該当する身体障害者・児であること。
①�頸髄損傷者等で座位姿勢の持続により低血圧性発作を起こ
しやすいため，随時に仰臥姿勢により発作を防止する必要
のある者

②�リウマチ性の障害等により四肢や体幹に著しい運動制限が
あって座位を長時間保持できないため，随時に仰臥姿勢に
より座位による生活動作を回復する必要のある者

●レバー駆動型
歩行困難な者で，かつ，片上肢機能に障害がある者
●ティルト式
脳性麻痺，頸髄損傷，進行性疾患等による四肢麻痺や，関節
拘縮等により座位保持が困難な者であって，自立姿勢変換が
困難な者等

リクライニング式普通型 120,000
ティルト式普通型 148,000
リクライニング・ティ
ルト式普通型 173,000

手動リフト式普通型 232,000
前方大車輪型 100,000
リクライニング式前方
大車輪型 120,000

片手駆動型 117,000
リクライニング式片手
駆動型 133,600

レバー駆動型 160,500
手押し型Ａ 82,700
手押し型Ｂ 81,000
リクライニング式手押し型 114,000
ティルト式手押し型 128,000
リクライニング・ティ
ルト式手押し型 153,000

電動
車椅子
� ★介護

普通型（4.5km/h） 314,000

6

●全般　学齢児以上で，次のいずれかに該当（電動車椅子の特
殊性を特に考慮し，少なくとも小学校高学年以上が望ましい）
①�重度の下肢機能障害者等で電動車椅子によらなければ歩行
機能を代替できない者

②�呼吸器機能障害，心臓機能障害，難病等で歩行に著しい制
限または歩行により症状の悪化をきたす者で医学的所見か
ら適応可能な者

●リクライニング式（次のいずれかに該当）
①�頸髄損傷者で座位姿勢の持続により低血圧性発作を起こし
やすいため，随時に仰臥姿勢により発作を防止する必要の
ある者

②�リウマチ性の障害等により四肢や体幹に著しい運動制限が
あって座位を長時間保持できないため，随時に仰臥姿勢に
より座位による生活動作を回復する必要のある者

●電動リフト式普通型
手動リフト式普通型車椅子の使用が困難な者で，当該車椅子
を使用することにより自力乗降が可能となる者等，日常生活
または社会生活において真に必要な者
●ティルト式
脳性麻痺，頸髄損傷，進行性疾患等による四肢麻痺や，関節
拘縮等により座位保持が困難な者であって，自立姿勢変換が
困難な者等

普通型（6.0km/h） 329,000

簡
易
型

Ａ切替式 157,500

Ｂアシスト式 212,500

リクライニング式普通型 343,500

電動リクライニング式
普通型 444,400

電動リフト式普通型 725,100

電動ティルト式普通型 582,600

電動リクライニング・
ティルト式普通型 1,016,100

座位保持椅子（児のみ）�■借受け 24,300 3 －
起立保持具（児のみ） 27,400 3 －
歩行器
■借受け
� ★介護

六輪型 63,100

5 －

四輪型（腰掛つき） 39,600
四輪型（腰掛なし） 39,600
三輪型 34,000
二輪型 27,000
固定型 22,000
交互型 30,000
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１　障害者総合支援法の補装具費

補
装
具
・
日
常
生
活
用
具

種目 名称 Ｒ３
購入基準

耐用
年数 対象者（＊備考）

頭部保持具（児のみ） 7,100 3 －
排便補助具（児のみ） 10,000 2 －
歩行補
助つえ
� ★介護

松
葉
づ
え

木材
Ａ普通 3,300

2 －
Ｂ伸縮 3,300

軽金属
Ａ普通 4,000

4
－

＊�「プラットフォーム杖」は消費税課税品（購入時の費用額
の基準は告示価格の110／100）

Ｂ伸縮 4,500
カナディアン・クラッチ 8,700
ロフストランド・クラッチ 8,700
多脚つえ 6,600
プラットフォーム杖 24,000

重度障
害者用
意思伝
達装置
■借受け

文字等走査入力方式

5

●全般
重度の両上下肢および音声・言語機能障害者であって，重度
障害者用意思伝達装置によらなければ意思の伝達が困難な者
難病患者等については，音声・言語機能障害および神経・筋
疾患である者
●文字等走査入力方式（簡易なもの）
操作が簡易であるため，複雑な操作が苦手な者，もしくはモ
バイル使用を希望する者
●文字等走査入力方式（簡易な環境制御機能もしくは高度な
環境制御機能が付加されたもの）
独居等日中の常時対応者（家族や介護者等）が不在などで，
家電等の機器操作を必要とする者
●文字等走査入力方式（通信機能が付加されたもの）
通信機能を用いた遠隔地の家族等との連絡が想定される者
●生体現象方式
筋活動（まばたきや呼気等）による機器操作が困難な者

簡易なもの 143,000

簡易な環境制御
機能が付加され
たもの

191,000

高度な環境制御
機能が付加され
たもの

450,000

通信機能が付加
されたもの 450,000

生体現象方式 450,000

人工内
耳

人工内耳用音声信号処
理装置修理（注5） 30,000 － 人工内耳装用者のうち，医師が当該人工内耳用音声信号処理

装置の修理が必要であると判断している者（＊消費税課税品）

注５　人工内耳植込術と人工内耳用材料の破損時交換の費用は，外部機器を含め医療保険（診療報酬）の対象。

　一定の補装具は医療保険等の他制度でも支給対
象としており，それらが適用されない場合に障害
者総合支援法の補装具費の対象となります。
⑴�　労働災害が原因の場合は，労働者災害補償保
険等から支給されることがあります。
⑵�　交通事故が原因の場合は，自動車損害賠償保
障法の補償が優先します。
⑶�　疾病・負傷の治療遂行上で必要となる装具
（原疾患による障害固定がまだ認められない治
療・訓練過程にある場合）は，医療保険から治
療用装具として支給されます（157頁）。ただし，
義肢や装具は対象ですが，車いすや座位保持装
置は治療が目的ではないため，対象となりませ
ん。

⑷�　治療用装具は，たとえば次のような場合，初
回の作製について支給されるのが一般的です。
　①関節疾患等の疼痛緩和を目的とした装具
　②脳卒中片麻痺者の短下肢装具（歩行訓練用）
　③切断者の義肢（訓練用仮義肢）
⑸�　今後の生活のなかで長期的に使用する必要が
ある場合，２回目（２個目）からは補装具費と
しての支給が検討されます（補装具の使用によ
る障害の軽減対象が，身体障害者手帳取得の原
因となった疾病に起因することが必要です）。
　なお，介護保険の福祉用具貸与が受けられる場
合には介護保険が優先し，原則として共通する
補装具は補装具費の支給対象となりません（156
頁）。

■他の社会保険制度等から補装具の支給が受けられる場合
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参考　補装具・日常生活用具

28の９ 視覚障害者用
音声色彩識別
装置

視力に障害を有する者の色に関する情報の入手を容易にすることのみを目的とする製
品であって，点字，凸線等により操作ボタンが知覚でき，かつ，触覚や音声信号によ
り情報を確認できる機能を有するものに限られる

28の10 視覚障害者用
携帯型歩行支
援装置

視力に障害を有する者の歩行に必要な情報の入手を容易にする製品であって，点字，
凸線等により操作ボタンが知覚でき，かつ，触覚や音声信号のみにより情報を確認で
きる機能を有し，情報通信ネットワーク等を通じて地図情報・位置情報を受信する機
能または超音波を利用して障害物を検知する機能を有するものに限られる

28の11 視覚障害者用
携帯型日本銀
行券種類識別
装置

視力に障害を有する者の日本銀行券の種類の識別を容易にすることのみを目的とする
製品であって，点字，凸線等により操作ボタンが知覚でき，かつ，触覚や音声信号に
より情報を確認できる機能を有するものに限られる

29 聴覚障害者用
屋内信号装置

⑴�音声等による信号を感知し，光や振動に変換して，伝達する機能を有する持ち運び
可能な器具※

⑵�非課税対象となるのは，聴覚障害者用屋内信号装置として一体で譲渡等されるシス
テムか，単体で機能を有するもの（システムの構成品単体の譲渡等は対象外）

29の２ 聴覚障害者用
情報受信装置

字幕と手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕および手話通訳の映
像を合成したものを画面に出力する機能を有し，かつ，災害時の聴覚障害者向け緊急
信号を受信する製品※

30 特殊寝台 頭部と脚部の傾斜角度が調整でき，次の条件全てを満たすものに限られる
①本体の側板の外縁と側板の外縁との幅が100㎝以下のもの
②サイドレールが取り付けてあるまたは取り付け可能なもの
③キャスターを装着していないもの

31 特殊尿器 排尿を感知し，尿を自動的に吸入する機能を有するものに限られる
32 体位変換器 空気パッドにロッドを差し込んだものを身体の下に挿入することにより，または身体

の下に空気パッドを挿入し膨らませ，体位を容易に変換できる機能を有する
33 重度障害者用

意思伝達装置
⑴�両上下肢の機能を全廃し，かつ，言語機能を喪失した者のまばたき等の残存機能に
よる反応を，センサーにより感知しディスプレー等に表示する等により，意思を伝
達する機能を有する製品※

⑵�非課税対象となるのは，重度障害者用意思伝達装置として一体で譲渡等されるシス
テムであって，システムの構成品単体の譲渡等は非課税対象にはならない

33の２ 携帯用会話補
助装置

⑴�発声，発語に著しい障害を有する者の意思を音声または文字に変換して伝達する機
能を有する製品※

⑵�非課税対象となるのは，携帯用会話補助装置として一体で譲渡等されるシステムで
あって，システム構成品単体の譲渡等は非課税対象にはならない

33の３ 移動用リフト ⑴�床走行式，固定式または据置式であり，かつ，身体をつり具でつり上げまたは体重
を支える構造を有するものであって，その構造により，自力での移動が困難な者の
「寝台と車椅子との間等の移動を補助する機能」を有する
⑵�上記「機能」とは，寝台，浴槽，自動車または車椅子等の製品間において，身体が
一方の製品から他方の製品へ移動することを補助する機能をいう

34 透析液加温器 透析液を41度を上限として加温し一定の温度に保つもので，持ち運び可能なもの
35 福祉電話器 ⑴�音声を振動により骨に伝える機能，上肢機能に障害を有する者が足等を使用して利

用できる機能，または聴覚障害者が筆談できる機能等を有する特殊な電話器※
⑵�上肢機能に障害を有する者が足等を使用して利用できる機能を有する電話器は，足
等で操作するための機器と一体で譲渡等される場合のみ，非課税対象となる

36 視覚障害者用
ワードプロセ
ッサー

⑴�点字方式により入力する機能，入力結果が音声により確認できる機能，入力結果が
点字変換される機能，または入力結果が点字で印字される機能を有する製品※

⑵�非課税対象となるのは，入力，入力内容の確認およびその保存機能を有する単体ま
たはシステム（一体として取引される点字プリンタ等を含む）で，点字プリンタ，
点字キーボード等のシステムの構成品単体の譲渡等は非課税対象にはならない

※	告示別表で「製品名（品番）」と「販売元」により対象物品が掲示されたものに限る
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 凡例 

1 指定基準（171頁〜）
　・　二段表の左段は基準省令，右段は解釈通知を配置している
　・　�令和３年４月（一部10月）実施の改定項目について，新設項目には　，

実質的な変更があった部分には破線の下線を附している
　・　�◆および◇は，条例委任の「従うべき基準」および「標準」をそれぞれ

示す
　・　�☆は準用を示す。右段の「☆一」または「☆二」は，解釈通知の第３の

一〔訪問介護〕または二〔訪問入浴介護〕からの準用であることを示す
　・　実線の下線は準用に伴う読替えを示す

2 単位数表（240頁〜）
　・　二段表の左段は単位数表告示，右段は留意事項通知を配置している
　・　�令和３年４月実施の改定項目について，実質的な変更があった部分には

実線の下線を附している

3 貸与価格上限（262頁〜）
　・　�表「福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限一覧」は，商品ご

との全国平均貸与価格および貸与価格の上限について，下記Webサイト
に掲載の厚生労働省公表資料より作成している

　　　　厚生労働省ホーム�>�政策について�>�福祉用具
　　　　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html
　・　�同表の並び順は法人名の50音順としている。なお，法人格（株式会社・

有限会社）は省略している
　・　�同表の「追加」列は，全国平均貸与価格および貸与価格の上限の適用開

始月を示す。例えば「R4.1」は令和４年１月貸与分からの適用を示す。な
お，空欄は令和３年４月からの適用を示す

　・　�「平均」列は「全国平均貸与価格（円）」を，「上限」列は「貸与価格の上
限（円）」を示す

新
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居宅サービスの
指定基準・総則1

１�　基準は，指定居宅サービスの事業がその目的を達成するために必要な最低限度の基準を定めたものであ
り，指定居宅サービス事業者は，常にその事業の運営の向上に努めなければならないこと。
２�　指定居宅サービスの事業を行う者又は行おうとする者が満たすべき基準等を満たさない場合には，指定
居宅サービスの指定又は更新は受けられず，また，基準に違反することが明らかになった場合には，①相
当の期間を定めて基準を遵守するよう勧告を行い，②相当の期間内に勧告に従わなかったときは，事業者
名，勧告に至った経緯，当該勧告に対する対応等を公表し，③正当な理由が無く，当該勧告に係る措置を
採らなかったときは，相当の期限を定めて当該勧告に係る措置を採るよう命令することができるものであ
ること。また，③の命令をした場合には事業者名，命令に至った経緯等を公示しなければならない。な
お，③の命令に従わない場合には，当該指定を取り消すこと，又は取消しを行う前に相当の期間を定めて
指定の全部若しくは一部の効力を停止すること（不適正なサービスが行われていることが判明した場合，
当該サービスに関する介護報酬の請求を停止させること）ができる。ただし，次に掲げる場合には，基準
に従った適正な運営ができなくなったものとして，直ちに指定を取り消すこと又は指定の全部若しくは一
部の効力を停止することができるものであること。
　①�　次に掲げるときその他の事業者が自己の利益を図るために基準に違反したとき
　　イ�　指定居宅サービスの提供に際して利用者が負担すべき額の支払を適正に受けなかったとき
　　ロ�　居宅介護支援事業者又はその従業者に対し，利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用さ

せることの代償として，金品その他の財産上の利益を供与したとき
　②�　利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき
　③�　その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき
３�　運営に関する基準及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に従って事業の運営をするこ
とができなくなったことを理由として指定が取り消され，法に定める期間の経過後に再度当該事業者から
当該事業所について指定の申請がなされた場合には，当該事業者が運営に関する基準及び介護予防のため
の効果的な支援の方法に関する基準を遵守することを確保することに特段の注意が必要であり，その改善
状況等が確認されない限り指定を行わないものとすること。
４�　特に，居宅サービスの事業の多くの分野においては，基準に合致することを前提に自由に事業への参入
を認めていること等にかんがみ，基準違反に対しては，厳正に対応すべきであること。

１　事業者指定の単位について
　事業者の指定は，原則としてサービス提供の拠点ごとに行うものとするが，地域の実情等を踏まえ，サー
ビス提供体制の面的な整備，効率的な事業実施の観点から本体の事業所とは別にサービス提供等を行う出張
所等であって，次の要件を満たすものについては，一体的なサービス提供の単位として「事業所」に含めて
指定することができる取扱いとする。なお，この取扱いについては，同一法人にのみ認められる。
①�　利用申込みに係る調整，サービス提供状況の把握，職員に対する技術指導等が一体的に行われること。
②�　職員の勤務体制，勤務内容等が一元的に管理されること。必要な場合に随時，主たる事業所や他の出張
所等との間で相互支援が行える体制（例えば，当該出張所等の従業者が急病等でサービスの提供ができな
くなった場合に，主たる事業所から急遽代替要員を派遣できるような体制）にあること。
③�　苦情処理や損害賠償等に際して，一体的な対応ができる体制にあること。

第１　基準の性格

第２　総論

▷�本項は「指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び
運営に関する基準」（平成11年厚生省令第37号）の解
釈通知「指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び
運営に関する基準について」（平成11年老企第25号）
より総則関連部分を配置した。
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 凡例 

1 指定基準（171頁〜）
　・　二段表の左段は基準省令，右段は解釈通知を配置している
　・　�令和３年４月（一部10月）実施の改定項目について，新設項目には　，

実質的な変更があった部分には破線の下線を附している
　・　�◆および◇は，条例委任の「従うべき基準」および「標準」をそれぞれ

示す
　・　�☆は準用を示す。右段の「☆一」または「☆二」は，解釈通知の第３の

一〔訪問介護〕または二〔訪問入浴介護〕からの準用であることを示す
　・　実線の下線は準用に伴う読替えを示す

2 単位数表（240頁〜）
　・　二段表の左段は単位数表告示，右段は留意事項通知を配置している
　・　�令和３年４月実施の改定項目について，実質的な変更があった部分には

実線の下線を附している

3 貸与価格上限（262頁〜）
　・　�表「福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限一覧」は，商品ご

との全国平均貸与価格および貸与価格の上限について，下記Webサイト
に掲載の厚生労働省公表資料より作成している

　　　　厚生労働省ホーム�>�政策について�>�福祉用具
　　　　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html
　・　�同表の並び順は法人名の50音順としている。なお，法人格（株式会社・

有限会社）は省略している
　・　�同表の「追加」列は，全国平均貸与価格および貸与価格の上限の適用開

始月を示す。例えば「R4.1」は令和４年１月貸与分からの適用を示す。な
お，空欄は令和３年４月からの適用を示す

　・　�「平均」列は「全国平均貸与価格（円）」を，「上限」列は「貸与価格の上
限（円）」を示す
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居宅サービスの
指定基準・総則1

１�　基準は，指定居宅サービスの事業がその目的を達成するために必要な最低限度の基準を定めたものであ
り，指定居宅サービス事業者は，常にその事業の運営の向上に努めなければならないこと。
２�　指定居宅サービスの事業を行う者又は行おうとする者が満たすべき基準等を満たさない場合には，指定
居宅サービスの指定又は更新は受けられず，また，基準に違反することが明らかになった場合には，①相
当の期間を定めて基準を遵守するよう勧告を行い，②相当の期間内に勧告に従わなかったときは，事業者
名，勧告に至った経緯，当該勧告に対する対応等を公表し，③正当な理由が無く，当該勧告に係る措置を
採らなかったときは，相当の期限を定めて当該勧告に係る措置を採るよう命令することができるものであ
ること。また，③の命令をした場合には事業者名，命令に至った経緯等を公示しなければならない。な
お，③の命令に従わない場合には，当該指定を取り消すこと，又は取消しを行う前に相当の期間を定めて
指定の全部若しくは一部の効力を停止すること（不適正なサービスが行われていることが判明した場合，
当該サービスに関する介護報酬の請求を停止させること）ができる。ただし，次に掲げる場合には，基準
に従った適正な運営ができなくなったものとして，直ちに指定を取り消すこと又は指定の全部若しくは一
部の効力を停止することができるものであること。
　①�　次に掲げるときその他の事業者が自己の利益を図るために基準に違反したとき
　　イ�　指定居宅サービスの提供に際して利用者が負担すべき額の支払を適正に受けなかったとき
　　ロ�　居宅介護支援事業者又はその従業者に対し，利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用さ

せることの代償として，金品その他の財産上の利益を供与したとき
　②�　利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき
　③�　その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき
３�　運営に関する基準及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に従って事業の運営をするこ
とができなくなったことを理由として指定が取り消され，法に定める期間の経過後に再度当該事業者から
当該事業所について指定の申請がなされた場合には，当該事業者が運営に関する基準及び介護予防のため
の効果的な支援の方法に関する基準を遵守することを確保することに特段の注意が必要であり，その改善
状況等が確認されない限り指定を行わないものとすること。
４�　特に，居宅サービスの事業の多くの分野においては，基準に合致することを前提に自由に事業への参入
を認めていること等にかんがみ，基準違反に対しては，厳正に対応すべきであること。

１　事業者指定の単位について
　事業者の指定は，原則としてサービス提供の拠点ごとに行うものとするが，地域の実情等を踏まえ，サー
ビス提供体制の面的な整備，効率的な事業実施の観点から本体の事業所とは別にサービス提供等を行う出張
所等であって，次の要件を満たすものについては，一体的なサービス提供の単位として「事業所」に含めて
指定することができる取扱いとする。なお，この取扱いについては，同一法人にのみ認められる。
①�　利用申込みに係る調整，サービス提供状況の把握，職員に対する技術指導等が一体的に行われること。
②�　職員の勤務体制，勤務内容等が一元的に管理されること。必要な場合に随時，主たる事業所や他の出張
所等との間で相互支援が行える体制（例えば，当該出張所等の従業者が急病等でサービスの提供ができな
くなった場合に，主たる事業所から急遽代替要員を派遣できるような体制）にあること。
③�　苦情処理や損害賠償等に際して，一体的な対応ができる体制にあること。

第１　基準の性格

第２　総論

▷�本項は「指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び
運営に関する基準」（平成11年厚生省令第37号）の解
釈通知「指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び
運営に関する基準について」（平成11年老企第25号）
より総則関連部分を配置した。
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④�　事業の目的や運営方針，営業日や営業時間，利用料等を定める同一の運営規程が定められること。
⑤�　人事，給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われること。
　�　なお，サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の本体事業所が訪問看護事業所として指定
を受けている場合であって，当該サテライト指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が指定訪問看護を行
うものとして①～⑤を満たす場合には，本体事業所の指定訪問看護事業所に含めて指定できるものである
こと。
２　用語の定義
　基準第２条において，一定の用語についてその定義を明らかにしているところであるが，以下は，同条に
定義が置かれている用語について，その意味をより明確なものとするとともに，基準中に用いられている用
語であって，定義規定が置かれていないものの意味を明らかにするものである。
⑴　「常勤換算方法」
　当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数（32時間を下
回る場合は32時間を基本とする。）で除することにより，当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に
換算する方法をいうものである。この場合の勤務延時間数は，当該事業所の指定に係る事業のサービスに従
事する勤務時間の延べ数であり，例えば，当該事業所が訪問介護と訪問看護の指定を重複して受ける場合で
あって，ある従業者が訪問介護員等と看護師等を兼務する場合，訪問介護員等の勤務延時間数には，訪問介
護員等としての勤務時間だけを算入することとなるものであること。
　ただし，雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和47年法律第113号）第
13条第１項に規定する措置（以下「母性健康管理措置」という。）又は育児休業，介護休業等育児又は家族介
護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。）第23条第１
項，同条第３項又は同法第24条に規定する所定労働時間の短縮等の措置（以下「育児及び介護のための所定
労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられている場合，30時間以上の勤務で，常勤換算方法での計算に
当たり，常勤の従業者が勤務すべき時間数を満たしたものとし，１として取り扱うことを可能とする。
⑵　「勤務延時間数」
　勤務表上，当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係るサービスの提供のための準
備等を行う時間（待機の時間を含む。）として明確に位置付けられている時間の合計数とする。なお，従業者
１人につき，勤務延時間数に算入することができる時間数は，当該事業所において常勤の従業者が勤務すべ
き勤務時間数を上限とすること。
⑶　「常勤」
　当該事業所における勤務時間が，当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数
（32時間を下回る場合は32時間を基本とする。）に達していることをいうものである。ただし，母性健康管理
措置又は育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられている者については，利用者の処遇
に支障がない体制が事業所として整っている場合は，例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間と
して取り扱うことを可能とする。
　同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって，当該事業所の職務と同時並行的に
行われることが差し支えないと考えられるものについては，それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者
が勤務すべき時間数に達していれば，常勤の要件を満たすものであることとする。例えば，一の事業者によ
って行われる指定訪問介護事業所と指定居宅介護支援事業所が併設されている場合，指定訪問介護事業所の
管理者と指定居宅介護支援事業所の管理者を兼務している者は，その勤務時間の合計が所定の時間に達して
いれば，常勤要件を満たすこととなる。
　また，人員基準において常勤要件が設けられている場合，従事者が労働基準法（昭和22年法律第49号）第
65条に規定する休業（以下「産前産後休業」という。），母性健康管理措置，育児・介護休業法第２条第一号
に規定する育児休業（以下「育児休業」という。），同条第二号に規定する介護休業（以下「介護休業」とい
う。），同法第23条第２項の育児休業に関する制度に準ずる措置又は同法第24条第１項（第二号に係る部分に
限る。）の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業（以下「育
児休業に準ずる休業」という。）を取得中の期間において，当該人員基準において求められる資質を有する複
数の非常勤の従事者を常勤の従業者の員数に換算することにより，人員基準を満たすことが可能であること
とする。
⑷　「専ら従事する」「専ら提供に当たる」
　原則として，サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいうものである。
この場合のサービス提供時間帯とは，当該従業者の当該事業所における勤務時間（指定通所介護及び指定通
所リハビリテーションについては，サービスの単位ごとの提供時間）をいうものであり，当該従業者の常
勤・非常勤の別を問わない。〔以下略〕
３�　指定居宅サービスと指定介護予防サービス等の一体的運営等について
　指定居宅サービス又は基準該当居宅サービスに該当する各事業を行う者が，指定介護予防サービス等又は
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基準該当介護予防サービス等に該当する各事業者の指定を併せて受け，かつ，指定居宅サービス又は基準該
当居宅サービスの各事業と指定介護予防サービス等又は基準該当介護予防サービス等の各事業とが同じ事業
所で一体的に運営されている場合については，介護予防における各基準を満たすことによって，基準を満た
しているとみなすことができる等の取扱いを行うことができることとされたが，その意義は次のとおりであ
る。
　例えば，訪問介護においては，指定居宅サービスにおいても，第一号訪問事業（指定介護予防訪問介護に
相当するものとして市町村が定めるものに限る。以下同じ。）においても，訪問介護員等を常勤換算方法で2.5
人以上配置しなければならないとされているが，同じ事業所で一体的に運営している場合には，合わせて常
勤換算方法で５人以上を置かなければならないという趣旨ではなく，常勤換算方法で2.5人以上配置している
ことで，指定居宅サービスに該当する訪問介護も，第一号訪問事業も，双方の基準を満たすこととするとい
う趣旨である。
　設備，備品についても同様であり，例えば，定員30人の指定通所介護事業所においては，機能訓練室の広
さは30人×３㎡＝90㎡を確保する必要があるが，この30人に第一号通所事業（指定介護予防通所介護に相当
するものとして市町村が定めるものに限る。以下同じ。）の利用者も含めて通算することにより，要介護者15
人，要支援者15人であっても，あるいは要介護者20人，要支援者10人の場合であっても，合計で90㎡が確保
されていれば，基準を満たすこととするという趣旨である。
　要するに，人員についても，設備，備品についても，同一の事業所で一体的に運営する場合にあっては，
例えば，従前から，指定居宅サービス事業を行っている者が，従来通りの体制を確保していれば，指定介護
予防サービス等の基準も同時に満たしていると見なすことができるという趣旨である。
　なお，居宅サービスと介護予防サービスを同一の拠点において運営されている場合であっても，完全に体
制を分離して行われており一体的に運営されているとは評価されない場合にあっては，人員についても設
備，備品についてもそれぞれが独立して基準を満たす必要があるので留意されたい。
　また，例えば，指定居宅サービスと緩和した基準による第一号訪問事業等を一体的に運営する場合には，
緩和した基準による第一号訪問事業等については，市町村がサービス内容等に応じて基準を定められるが，
例えば，サービス提供責任者であれば，要介護者数で介護給付の基準を満たす必要があるので留意されたい。

一・３　運営に関する基準
⑴�　介護保険等関連情報の活用とPDCAサイクルの推進について�
　居宅基準第３条第４項は，指定居宅サービスの提供に当たっては，法第118条の２第１項に規定する介護保
険等関連情報等を活用し，事業所単位でPDCAサイクルを構築・推進することにより，提供するサービスの質
の向上に努めなければならないこととしたものである。
　この場合において，「科学的介護情報システム（LIFE：Long-term�careInformation�system�For�
Evidence）」に情報を提出し，当該情報及びフィードバック情報を活用することが望ましい（この点について
は，以下の他のサービス種類についても同様とする。）。

第�３条　指定居宅サービス事業者は，利用者の意思及び人格を尊重して，常に利用者の立場に立ったサービ
スの提供に努めなければならない。
２�　指定居宅サービス事業者は，指定居宅サービスの事業を運営するに当たっては，地域との結び付きを重
視し，市町村（特別区を含む。以下同じ。），他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉
サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
３�　指定居宅サービス事業者は，利用者の人権の擁護，虐待の防止等のため，必要な体制の整備を行うとと
もに，その従業者に対し，研修を実施する等の措置を講じなければならない。

　　�編注：虐待の防止に係る措置は，令和６年３月31日まで努力義務（令和６年４月１日より義務化）。
４�　指定居宅サービス事業者は，指定居宅サービスを提供するに当たっては，法第118条の２第１項に規定す
る介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し，適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

第３　介護サービス

新

指定居宅サービスの事業の一般原則
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④�　事業の目的や運営方針，営業日や営業時間，利用料等を定める同一の運営規程が定められること。
⑤�　人事，給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われること。
　�　なお，サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の本体事業所が訪問看護事業所として指定
を受けている場合であって，当該サテライト指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が指定訪問看護を行
うものとして①～⑤を満たす場合には，本体事業所の指定訪問看護事業所に含めて指定できるものである
こと。
２　用語の定義
　基準第２条において，一定の用語についてその定義を明らかにしているところであるが，以下は，同条に
定義が置かれている用語について，その意味をより明確なものとするとともに，基準中に用いられている用
語であって，定義規定が置かれていないものの意味を明らかにするものである。
⑴　「常勤換算方法」
　当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数（32時間を下
回る場合は32時間を基本とする。）で除することにより，当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に
換算する方法をいうものである。この場合の勤務延時間数は，当該事業所の指定に係る事業のサービスに従
事する勤務時間の延べ数であり，例えば，当該事業所が訪問介護と訪問看護の指定を重複して受ける場合で
あって，ある従業者が訪問介護員等と看護師等を兼務する場合，訪問介護員等の勤務延時間数には，訪問介
護員等としての勤務時間だけを算入することとなるものであること。
　ただし，雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和47年法律第113号）第
13条第１項に規定する措置（以下「母性健康管理措置」という。）又は育児休業，介護休業等育児又は家族介
護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。）第23条第１
項，同条第３項又は同法第24条に規定する所定労働時間の短縮等の措置（以下「育児及び介護のための所定
労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられている場合，30時間以上の勤務で，常勤換算方法での計算に
当たり，常勤の従業者が勤務すべき時間数を満たしたものとし，１として取り扱うことを可能とする。
⑵　「勤務延時間数」
　勤務表上，当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係るサービスの提供のための準
備等を行う時間（待機の時間を含む。）として明確に位置付けられている時間の合計数とする。なお，従業者
１人につき，勤務延時間数に算入することができる時間数は，当該事業所において常勤の従業者が勤務すべ
き勤務時間数を上限とすること。
⑶　「常勤」
　当該事業所における勤務時間が，当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数
（32時間を下回る場合は32時間を基本とする。）に達していることをいうものである。ただし，母性健康管理
措置又は育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられている者については，利用者の処遇
に支障がない体制が事業所として整っている場合は，例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間と
して取り扱うことを可能とする。
　同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって，当該事業所の職務と同時並行的に
行われることが差し支えないと考えられるものについては，それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者
が勤務すべき時間数に達していれば，常勤の要件を満たすものであることとする。例えば，一の事業者によ
って行われる指定訪問介護事業所と指定居宅介護支援事業所が併設されている場合，指定訪問介護事業所の
管理者と指定居宅介護支援事業所の管理者を兼務している者は，その勤務時間の合計が所定の時間に達して
いれば，常勤要件を満たすこととなる。
　また，人員基準において常勤要件が設けられている場合，従事者が労働基準法（昭和22年法律第49号）第
65条に規定する休業（以下「産前産後休業」という。），母性健康管理措置，育児・介護休業法第２条第一号
に規定する育児休業（以下「育児休業」という。），同条第二号に規定する介護休業（以下「介護休業」とい
う。），同法第23条第２項の育児休業に関する制度に準ずる措置又は同法第24条第１項（第二号に係る部分に
限る。）の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業（以下「育
児休業に準ずる休業」という。）を取得中の期間において，当該人員基準において求められる資質を有する複
数の非常勤の従事者を常勤の従業者の員数に換算することにより，人員基準を満たすことが可能であること
とする。
⑷　「専ら従事する」「専ら提供に当たる」
　原則として，サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいうものである。
この場合のサービス提供時間帯とは，当該従業者の当該事業所における勤務時間（指定通所介護及び指定通
所リハビリテーションについては，サービスの単位ごとの提供時間）をいうものであり，当該従業者の常
勤・非常勤の別を問わない。〔以下略〕
３�　指定居宅サービスと指定介護予防サービス等の一体的運営等について
　指定居宅サービス又は基準該当居宅サービスに該当する各事業を行う者が，指定介護予防サービス等又は
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基準該当介護予防サービス等に該当する各事業者の指定を併せて受け，かつ，指定居宅サービス又は基準該
当居宅サービスの各事業と指定介護予防サービス等又は基準該当介護予防サービス等の各事業とが同じ事業
所で一体的に運営されている場合については，介護予防における各基準を満たすことによって，基準を満た
しているとみなすことができる等の取扱いを行うことができることとされたが，その意義は次のとおりであ
る。
　例えば，訪問介護においては，指定居宅サービスにおいても，第一号訪問事業（指定介護予防訪問介護に
相当するものとして市町村が定めるものに限る。以下同じ。）においても，訪問介護員等を常勤換算方法で2.5
人以上配置しなければならないとされているが，同じ事業所で一体的に運営している場合には，合わせて常
勤換算方法で５人以上を置かなければならないという趣旨ではなく，常勤換算方法で2.5人以上配置している
ことで，指定居宅サービスに該当する訪問介護も，第一号訪問事業も，双方の基準を満たすこととするとい
う趣旨である。
　設備，備品についても同様であり，例えば，定員30人の指定通所介護事業所においては，機能訓練室の広
さは30人×３㎡＝90㎡を確保する必要があるが，この30人に第一号通所事業（指定介護予防通所介護に相当
するものとして市町村が定めるものに限る。以下同じ。）の利用者も含めて通算することにより，要介護者15
人，要支援者15人であっても，あるいは要介護者20人，要支援者10人の場合であっても，合計で90㎡が確保
されていれば，基準を満たすこととするという趣旨である。
　要するに，人員についても，設備，備品についても，同一の事業所で一体的に運営する場合にあっては，
例えば，従前から，指定居宅サービス事業を行っている者が，従来通りの体制を確保していれば，指定介護
予防サービス等の基準も同時に満たしていると見なすことができるという趣旨である。
　なお，居宅サービスと介護予防サービスを同一の拠点において運営されている場合であっても，完全に体
制を分離して行われており一体的に運営されているとは評価されない場合にあっては，人員についても設
備，備品についてもそれぞれが独立して基準を満たす必要があるので留意されたい。
　また，例えば，指定居宅サービスと緩和した基準による第一号訪問事業等を一体的に運営する場合には，
緩和した基準による第一号訪問事業等については，市町村がサービス内容等に応じて基準を定められるが，
例えば，サービス提供責任者であれば，要介護者数で介護給付の基準を満たす必要があるので留意されたい。

一・３　運営に関する基準
⑴�　介護保険等関連情報の活用とPDCAサイクルの推進について�
　居宅基準第３条第４項は，指定居宅サービスの提供に当たっては，法第118条の２第１項に規定する介護保
険等関連情報等を活用し，事業所単位でPDCAサイクルを構築・推進することにより，提供するサービスの質
の向上に努めなければならないこととしたものである。
　この場合において，「科学的介護情報システム（LIFE：Long-term�careInformation�system�For�
Evidence）」に情報を提出し，当該情報及びフィードバック情報を活用することが望ましい（この点について
は，以下の他のサービス種類についても同様とする。）。

第�３条　指定居宅サービス事業者は，利用者の意思及び人格を尊重して，常に利用者の立場に立ったサービ
スの提供に努めなければならない。
２�　指定居宅サービス事業者は，指定居宅サービスの事業を運営するに当たっては，地域との結び付きを重
視し，市町村（特別区を含む。以下同じ。），他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉
サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
３�　指定居宅サービス事業者は，利用者の人権の擁護，虐待の防止等のため，必要な体制の整備を行うとと
もに，その従業者に対し，研修を実施する等の措置を講じなければならない。

　　�編注：虐待の防止に係る措置は，令和６年３月31日まで努力義務（令和６年４月１日より義務化）。
４�　指定居宅サービス事業者は，指定居宅サービスを提供するに当たっては，法第118条の２第１項に規定す
る介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し，適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

第３　介護サービス

新

指定居宅サービスの事業の一般原則
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１　居宅サービスの指定基準・総則
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⑴�　福祉用具専門相談員に関する事項（居宅基準第
194条）
①�　福祉用具専門相談員の範囲については，介護保
険法施行令（平成10年政令第412号。以下「政令」
という。）第４条第１項において定めているとこ
ろであるが，福祉用具貸与に係る指定居宅サービ
ス事業者の指定を受けようとする者は，当該福祉
用具貸与に従事させることとなる者が政令第４条
第１項各号に規定する者であるかを確認する必要
がある。
②�　また，介護保険法施行令等の一部を改正する政
令（平成18年政令第154号）附則第18条第２項各
号に規定する「都道府県知事が福祉用具専門相談
員指定講習に相当する講習として都道府県知事が
公示するものの課程」に該当するかどうかについ

１　人員に関する基準

▷�右段は基準省令の解釈通知「指定居宅サービス等及び
指定介護予防サービス等に関する基準について」の
「第３　介護サービス」のうちの「十一　福祉用具貸
与」及び他からの準用（参照）規定をもとに，基準省
令の条文等に対応して該当部分を配置した（準用項目
については，準用に伴う読替えを下線で表示）。

▷�左段は基準省令「指定居宅サービス等の事業の人員，
設備及び運営に関する基準」のうちの「第13章　福
祉用具貸与」及び基準第205条による他の章からの準
用規定（☆で明示，準用に伴う読替えは下線で表示）
を掲載した。
▷�改正省令附則については，該当箇所に※印で明示の
上，条文または内容を掲載した。
▷�条例を定めるにあたり従うべき基準の該当項目に◆印
を附した。

第�193条　指定居宅サービスに該当する福祉用具貸
与（以下「指定福祉用具貸与」という。）の事業
は，要介護状態となった場合においても，その利
用者が可能な限りその居宅において，その有する
能力に応じ自立した日常生活を営むことができる
よう，利用者の心身の状況，希望及びその置かれ
ている環境を踏まえた適切な福祉用具（法第８条
第12項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用
具をいう。以下この章において同じ。）の選定の
援助，取付け，調整等を行い，福祉用具を貸与す
ることにより，利用者の日常生活上の便宜を図
り，その機能訓練に資するとともに，利用者を介
護する者の負担の軽減を図るものでなければなら
ない。

第�194条　指定福祉用具貸与の事業を行う者（以下
「指定福祉用具貸与事業者」という。）が当該事業
を行う事業所（以下「指定福祉用具貸与事業所」
という。）ごとに置くべき福祉用具専門相談員
（介護保険法施行令第４条第１項に規定する福祉
用具専門相談員をいう。以下同じ。）の員数は，
常勤換算方法で，２以上とする。
２�　指定福祉用具貸与事業者が次の各号に掲げる事
業者の指定を併せて受ける場合であって，当該指
定に係る事業と指定福祉用具貸与の事業とが同一
の事業所において一体的に運営されている場合に
ついては，次の各号に掲げる事業者の区分に応
じ，それぞれ当該各号に掲げる規定に基づく人員

第１節　基本方針
基本方針

第２節　人員に関する基準
福祉用具専門相談員の員数 ◆

（☆は準用を示す）

福祉用具貸与
（人員，設備，運営の基準）2
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て疑義があるときは，当該指定の申請をするに当
たって，その旨を都道府県知事に申し出るものと
する。
③�　指定福祉用具貸与事業所ごとに置くべき福祉用
具専門相談員の員数については，常勤換算方法で
２以上とされているが，当該指定福祉用具貸与事
業者が，指定介護予防福祉用具貸与，指定特定福
祉用具販売又は指定介護予防福祉用具販売に係る
事業者の指定を併せて受ける場合であって，これ
らの指定に係る事業所と指定福祉用具貸与事業所
が一体的に運営される場合については，常勤換算
方法で２以上の福祉用具専門相談員を配置するこ
とをもって，これらの指定に係るすべての人員基
準を満たしているものとみなすことができる。し
たがって，例えば，同一の事業所において，指定
福祉用具貸与，指定介護予防福祉用具貸与，指定
特定福祉用具販売及び指定介護予防福祉用具販売
の４つの指定を併せて受けている場合であって
も，これらの運営が一体的になされているのであ
れば，福祉用具専門相談員は常勤換算方法で２人
でもって足りるものである。

⑵　管理者（居宅基準第195条）
　訪問介護の場合と同趣旨であるため，第３の一の
１の⑶を参照されたい。

　第３の一の１の⑶より
　�　指定福祉用具貸与事業所の管理者は常勤であ
り，かつ，原則として専ら当該事業所の管理業務
に従事するものとする。ただし，以下の場合であ
って，当該事業所の管理業務に支障がないとき
は，他の職務を兼ねることができるものとする。
なお，管理者は，福祉用具専門相談員である必要
はないものである。
　①�　当該指定福祉用具貸与事業所の福祉用具専門
相談員としての職務に従事する場合

　②�　同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する
等，特に当該事業所の管理業務に支障がないと
認められる範囲内に他の事業所，施設等がある
場合に，当該他の事業所，施設等の管理者又は
従業者としての職務に従事する場合（この場合
の他の事業所，施設等の事業の内容は問わない
が，例えば，管理すべき事業所数が過剰である
と個別に判断される場合や，併設される入所施
設において入所者に対しサービス提供を行う看
護・介護職員と兼務する場合などは，管理業務
に支障があると考えられる。ただし，施設にお
ける勤務時間が極めて限られている職員である
場合等，個別に判断の上，例外的に認める場合
があっても差し支えない。）

に関する基準を満たすことをもって，前項に規定
する基準を満たしているものとみなすことができ
る。
　一�　指定介護予防福祉用具貸与事業者（指定介護
予防サービス等基準第266条第１項に規定する
指定介護予防福祉用具貸与事業者をいう。以下
同じ。）　指定介護予防サービス等基準第266条
第１項

　二�　指定特定介護予防福祉用具販売事業者（指定
介護予防サービス等基準第282条第１項に規定
する指定特定介護予防福祉用具販売事業者をい
う。以下同じ。）　指定介護予防サービス等基準
第282条第１項

　三�　指定特定福祉用具販売事業者　第208条第１
項�

第�195条　指定福祉用具貸与事業者は，指定福祉用
具貸与事業所ごとに専らその職務に従事する常勤
の管理者を置かなければならない。ただし，指定
福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は，
当該指定福祉用具貸与事業所の他の職務に従事
し，又は同一敷地内にある他の事業所，施設等の
職務に従事することができるものとする。

管理者 ◆
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⑴�　福祉用具専門相談員に関する事項（居宅基準第
194条）
①�　福祉用具専門相談員の範囲については，介護保
険法施行令（平成10年政令第412号。以下「政令」
という。）第４条第１項において定めているとこ
ろであるが，福祉用具貸与に係る指定居宅サービ
ス事業者の指定を受けようとする者は，当該福祉
用具貸与に従事させることとなる者が政令第４条
第１項各号に規定する者であるかを確認する必要
がある。
②�　また，介護保険法施行令等の一部を改正する政
令（平成18年政令第154号）附則第18条第２項各
号に規定する「都道府県知事が福祉用具専門相談
員指定講習に相当する講習として都道府県知事が
公示するものの課程」に該当するかどうかについ

１　人員に関する基準

▷�右段は基準省令の解釈通知「指定居宅サービス等及び
指定介護予防サービス等に関する基準について」の
「第３　介護サービス」のうちの「十一　福祉用具貸
与」及び他からの準用（参照）規定をもとに，基準省
令の条文等に対応して該当部分を配置した（準用項目
については，準用に伴う読替えを下線で表示）。

▷�左段は基準省令「指定居宅サービス等の事業の人員，
設備及び運営に関する基準」のうちの「第13章　福
祉用具貸与」及び基準第205条による他の章からの準
用規定（☆で明示，準用に伴う読替えは下線で表示）
を掲載した。
▷�改正省令附則については，該当箇所に※印で明示の
上，条文または内容を掲載した。
▷�条例を定めるにあたり従うべき基準の該当項目に◆印
を附した。

第�193条　指定居宅サービスに該当する福祉用具貸
与（以下「指定福祉用具貸与」という。）の事業
は，要介護状態となった場合においても，その利
用者が可能な限りその居宅において，その有する
能力に応じ自立した日常生活を営むことができる
よう，利用者の心身の状況，希望及びその置かれ
ている環境を踏まえた適切な福祉用具（法第８条
第12項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用
具をいう。以下この章において同じ。）の選定の
援助，取付け，調整等を行い，福祉用具を貸与す
ることにより，利用者の日常生活上の便宜を図
り，その機能訓練に資するとともに，利用者を介
護する者の負担の軽減を図るものでなければなら
ない。

第�194条　指定福祉用具貸与の事業を行う者（以下
「指定福祉用具貸与事業者」という。）が当該事業
を行う事業所（以下「指定福祉用具貸与事業所」
という。）ごとに置くべき福祉用具専門相談員
（介護保険法施行令第４条第１項に規定する福祉
用具専門相談員をいう。以下同じ。）の員数は，
常勤換算方法で，２以上とする。
２�　指定福祉用具貸与事業者が次の各号に掲げる事
業者の指定を併せて受ける場合であって，当該指
定に係る事業と指定福祉用具貸与の事業とが同一
の事業所において一体的に運営されている場合に
ついては，次の各号に掲げる事業者の区分に応
じ，それぞれ当該各号に掲げる規定に基づく人員

第１節　基本方針
基本方針

第２節　人員に関する基準
福祉用具専門相談員の員数 ◆

（☆は準用を示す）

福祉用具貸与
（人員，設備，運営の基準）2
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て疑義があるときは，当該指定の申請をするに当
たって，その旨を都道府県知事に申し出るものと
する。
③�　指定福祉用具貸与事業所ごとに置くべき福祉用
具専門相談員の員数については，常勤換算方法で
２以上とされているが，当該指定福祉用具貸与事
業者が，指定介護予防福祉用具貸与，指定特定福
祉用具販売又は指定介護予防福祉用具販売に係る
事業者の指定を併せて受ける場合であって，これ
らの指定に係る事業所と指定福祉用具貸与事業所
が一体的に運営される場合については，常勤換算
方法で２以上の福祉用具専門相談員を配置するこ
とをもって，これらの指定に係るすべての人員基
準を満たしているものとみなすことができる。し
たがって，例えば，同一の事業所において，指定
福祉用具貸与，指定介護予防福祉用具貸与，指定
特定福祉用具販売及び指定介護予防福祉用具販売
の４つの指定を併せて受けている場合であって
も，これらの運営が一体的になされているのであ
れば，福祉用具専門相談員は常勤換算方法で２人
でもって足りるものである。

⑵　管理者（居宅基準第195条）
　訪問介護の場合と同趣旨であるため，第３の一の
１の⑶を参照されたい。

　第３の一の１の⑶より
　�　指定福祉用具貸与事業所の管理者は常勤であ
り，かつ，原則として専ら当該事業所の管理業務
に従事するものとする。ただし，以下の場合であ
って，当該事業所の管理業務に支障がないとき
は，他の職務を兼ねることができるものとする。
なお，管理者は，福祉用具専門相談員である必要
はないものである。
　①�　当該指定福祉用具貸与事業所の福祉用具専門
相談員としての職務に従事する場合

　②�　同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する
等，特に当該事業所の管理業務に支障がないと
認められる範囲内に他の事業所，施設等がある
場合に，当該他の事業所，施設等の管理者又は
従業者としての職務に従事する場合（この場合
の他の事業所，施設等の事業の内容は問わない
が，例えば，管理すべき事業所数が過剰である
と個別に判断される場合や，併設される入所施
設において入所者に対しサービス提供を行う看
護・介護職員と兼務する場合などは，管理業務
に支障があると考えられる。ただし，施設にお
ける勤務時間が極めて限られている職員である
場合等，個別に判断の上，例外的に認める場合
があっても差し支えない。）

に関する基準を満たすことをもって，前項に規定
する基準を満たしているものとみなすことができ
る。
　一�　指定介護予防福祉用具貸与事業者（指定介護
予防サービス等基準第266条第１項に規定する
指定介護予防福祉用具貸与事業者をいう。以下
同じ。）　指定介護予防サービス等基準第266条
第１項

　二�　指定特定介護予防福祉用具販売事業者（指定
介護予防サービス等基準第282条第１項に規定
する指定特定介護予防福祉用具販売事業者をい
う。以下同じ。）　指定介護予防サービス等基準
第282条第１項

　三�　指定特定福祉用具販売事業者　第208条第１
項�

第�195条　指定福祉用具貸与事業者は，指定福祉用
具貸与事業所ごとに専らその職務に従事する常勤
の管理者を置かなければならない。ただし，指定
福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は，
当該指定福祉用具貸与事業所の他の職務に従事
し，又は同一敷地内にある他の事業所，施設等の
職務に従事することができるものとする。

管理者 ◆
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⑴�　居宅基準第196条第１項に規定する必要な広さ
の区画については，利用申込の受付，相談等に対
応するのに適切なスペースを確保するものとする。
⑵�　指定福祉用具貸与事業者は，指定福祉用具貸与
に必要な設備及び備品等を確保するものとする。
ただし，他の事業所又は施設等と同一敷地内にあ
る場合であって，指定福祉用具貸与の事業及び当
該他の事業所又は施設等の運営に支障がない場合
は，当該他の事業所又は施設等に備え付けられた
設備及び備品等を使用することができるものとす
る。
⑶�　同条第２項第一号ロは，既に消毒又は補修がな
されている福祉用具とそれ以外の福祉用具の区分
について，保管室を別にするほか，つい立ての設
置等両者を保管する区域を明確に区分するための
措置が講じられていることをいうものである。
⑷�　同条第２項第二号に定める福祉用具の消毒のた
めに必要な器材とは，居宅基準第203条第２項の
規定による消毒の方法により消毒を行うために必
要な器材をいう。

⑵　内容及び手続の説明及び同意　☆一
　居宅基準第８条は，指定福祉用具貸与事業者は，
利用者に対し適切な指定福祉用具貸与を提供するた
め，その提供の開始に際し，あらかじめ，利用申込
者又はその家族に対し，当該指定福祉用具貸与事業
所の運営規程の概要，福祉用具専門相談員の勤務体
制，事故発生時の対応，苦情処理の体制等の利用申
込者がサービスを選択するために必要な重要事項に
ついて，わかりやすい説明書やパンフレット等（当
該指定福祉用具貸与事業者が，他の介護保険に関す
る事業を併せて実施している場合，当該パンフレッ
ト等について，一体的に作成することは差し支えな
いものとする。）の文書を交付して懇切丁寧に説明
を行い，当該事業所から指定福祉用具貸与の提供を
受けることにつき同意を得なければならないことと

２　設備に関する基準

３　運営に関する基準

第�196条　指定福祉用具貸与事業者は，福祉用具の
保管及び消毒のために必要な設備及び器材並びに
事業の運営を行うために必要な広さの区画を有す
るほか，指定福祉用具貸与の提供に必要なその他
の設備及び備品等を備えなければならない。ただ
し，第203条第３項の規定に基づき福祉用具の保
管又は消毒を他の事業者に行わせる場合にあって
は，福祉用具の保管又は消毒のために必要な設備
又は器材を有しないことができるものとする。
２�　前項の設備及び器材の基準は，次のとおりとす
る。
　一　福祉用具の保管のために必要な設備
　　イ　清潔であること。
　　ロ�　既に消毒又は補修がなされている福祉用具

とそれ以外の福祉用具を区分することが可能
であること。

　二　福祉用具の消毒のために必要な器材
　　�　当該指定福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉
用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果
を有するものであること。

３�　指定福祉用具貸与事業者が指定介護予防福祉用
具貸与事業者の指定を併せて受け，かつ，指定福
祉用具貸与の事業と指定介護予防福祉用具貸与
（指定介護予防サービス等基準第265条に規定する
指定介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ。）
の事業とが同一の事業所において一体的に運営さ
れている場合については，指定介護予防サービス
等基準第268条第１項及び第２項に規定する設備
に関する基準を満たすことをもって，前２項に規
定する基準を満たしているものとみなすことがで
きる。

第�８条　指定福祉用具貸与事業者は，指定福祉用具
貸与の提供の開始に際し，あらかじめ，利用申込
者又はその家族に対し，第200条に規定する運営
規程の概要，福祉用具専門相談員の勤務の体制そ
の他の利用申込者のサービスの選択に資すると認
められる重要事項を記した文書を交付して説明を
行い，当該提供の開始について利用申込者の同意
を得なければならない。� ◆
２�　指定福祉用具貸与事業者は，利用申込者又はそ
の家族からの申出があった場合には，前項の規定
による文書の交付に代えて，第５項で定めるとこ
ろにより，当該利用申込者又はその家族の承諾を
得て，当該文書に記すべき重要事項を電子情報処
理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を

第３節　設備に関する基準
設備及び備品等

第４節　運営に関する基準
内容及び手続の説明及び同意

（☆基準第205条）
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したものである。なお，当該同意については，利用
者及び指定福祉用具貸与事業者双方の保護の立場か
ら書面によって確認することが望ましいものである。

⑶　提供拒否の禁止　☆一

利用する方法であって次に掲げるもの（以下この
条において「電磁的方法」という。）により提供
することができる。この場合において，当該指定
福祉用具貸与事業者は，当該文書を交付したもの
とみなす。
　一�　電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又
はロに掲げるもの

　　イ�　指定福祉用具貸与事業者の使用に係る電子
計算機と利用申込者又はその家族の使用に係
る電子計算機とを接続する電気通信回線を通
じて送信し，受信者の使用に係る電子計算機
に備えられたファイルに記録する方法

　　ロ�　指定福祉用具貸与事業者の使用に係る電子
計算機に備えられたファイルに記録された前
項に規定する重要事項を電気通信回線を通じ
て利用申込者又はその家族の閲覧に供し，当
該利用申込者又はその家族の使用に係る電子
計算機に備えられたファイルに当該重要事項
を記録する方法（電磁的方法による提供を受
ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場
合にあっては，指定福祉用具貸与事業者の使
用に係る電子計算機に備えられたファイルに
その旨を記録する方法）

　二�　磁気ディスク，シー・ディー・ロムその他こ
れらに準ずる方法により一定の事項を確実に記
録しておくことができる物をもって調製するフ
ァイルに前項に規定する重要事項を記録したも
のを交付する方法

３�　前項に掲げる方法は，利用申込者又はその家族
がファイルへの記録を出力することによる文書を
作成することができるものでなければならない。
４�　第２項第一号の「電子情報処理組織」とは，指
定福祉用具貸与事業者の使用に係る電子計算機
と，利用申込者又はその家族の使用に係る電子計
算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組
織をいう。
５�　指定福祉用具貸与事業者は，第２項の規定によ
り第１項に規定する重要事項を提供しようとする
ときは，あらかじめ，当該利用申込者又はその家
族に対し，その用いる次に掲げる電磁的方法の種
類及び内容を示し，文書又は電磁的方法による承
諾を得なければならない。
　一�　第２項各号に規定する方法のうち指定福祉用
具貸与事業者が使用するもの

　二　ファイルへの記録の方式
６�　前項の規定による承諾を得た指定福祉用具貸与
事業者は，当該利用申込者又はその家族から文書
又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受
けない旨の申出があったときは，当該利用申込者
又はその家族に対し，第１項に規定する重要事項
の提供を電磁的方法によってしてはならない。た
だし，当該利用申込者又はその家族が再び前項の
規定による承諾をした場合は，この限りでない。

提供拒否の禁止（☆基準第205条） ◆

解釈２-02.indd   392 2021/07/31   19:27

Ⅲ　福祉用具（介護保険給付）の基準　1指定基準

176

P169-336_３章_福祉用具の基準.indd   176 2021/08/04   13:20

⑴�　居宅基準第196条第１項に規定する必要な広さ
の区画については，利用申込の受付，相談等に対
応するのに適切なスペースを確保するものとする。
⑵�　指定福祉用具貸与事業者は，指定福祉用具貸与
に必要な設備及び備品等を確保するものとする。
ただし，他の事業所又は施設等と同一敷地内にあ
る場合であって，指定福祉用具貸与の事業及び当
該他の事業所又は施設等の運営に支障がない場合
は，当該他の事業所又は施設等に備え付けられた
設備及び備品等を使用することができるものとす
る。
⑶�　同条第２項第一号ロは，既に消毒又は補修がな
されている福祉用具とそれ以外の福祉用具の区分
について，保管室を別にするほか，つい立ての設
置等両者を保管する区域を明確に区分するための
措置が講じられていることをいうものである。
⑷�　同条第２項第二号に定める福祉用具の消毒のた
めに必要な器材とは，居宅基準第203条第２項の
規定による消毒の方法により消毒を行うために必
要な器材をいう。

⑵　内容及び手続の説明及び同意　☆一
　居宅基準第８条は，指定福祉用具貸与事業者は，
利用者に対し適切な指定福祉用具貸与を提供するた
め，その提供の開始に際し，あらかじめ，利用申込
者又はその家族に対し，当該指定福祉用具貸与事業
所の運営規程の概要，福祉用具専門相談員の勤務体
制，事故発生時の対応，苦情処理の体制等の利用申
込者がサービスを選択するために必要な重要事項に
ついて，わかりやすい説明書やパンフレット等（当
該指定福祉用具貸与事業者が，他の介護保険に関す
る事業を併せて実施している場合，当該パンフレッ
ト等について，一体的に作成することは差し支えな
いものとする。）の文書を交付して懇切丁寧に説明
を行い，当該事業所から指定福祉用具貸与の提供を
受けることにつき同意を得なければならないことと

２　設備に関する基準

３　運営に関する基準

第�196条　指定福祉用具貸与事業者は，福祉用具の
保管及び消毒のために必要な設備及び器材並びに
事業の運営を行うために必要な広さの区画を有す
るほか，指定福祉用具貸与の提供に必要なその他
の設備及び備品等を備えなければならない。ただ
し，第203条第３項の規定に基づき福祉用具の保
管又は消毒を他の事業者に行わせる場合にあって
は，福祉用具の保管又は消毒のために必要な設備
又は器材を有しないことができるものとする。
２�　前項の設備及び器材の基準は，次のとおりとす
る。
　一　福祉用具の保管のために必要な設備
　　イ　清潔であること。
　　ロ�　既に消毒又は補修がなされている福祉用具

とそれ以外の福祉用具を区分することが可能
であること。

　二　福祉用具の消毒のために必要な器材
　　�　当該指定福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉
用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果
を有するものであること。

３�　指定福祉用具貸与事業者が指定介護予防福祉用
具貸与事業者の指定を併せて受け，かつ，指定福
祉用具貸与の事業と指定介護予防福祉用具貸与
（指定介護予防サービス等基準第265条に規定する
指定介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ。）
の事業とが同一の事業所において一体的に運営さ
れている場合については，指定介護予防サービス
等基準第268条第１項及び第２項に規定する設備
に関する基準を満たすことをもって，前２項に規
定する基準を満たしているものとみなすことがで
きる。

第�８条　指定福祉用具貸与事業者は，指定福祉用具
貸与の提供の開始に際し，あらかじめ，利用申込
者又はその家族に対し，第200条に規定する運営
規程の概要，福祉用具専門相談員の勤務の体制そ
の他の利用申込者のサービスの選択に資すると認
められる重要事項を記した文書を交付して説明を
行い，当該提供の開始について利用申込者の同意
を得なければならない。� ◆
２�　指定福祉用具貸与事業者は，利用申込者又はそ
の家族からの申出があった場合には，前項の規定
による文書の交付に代えて，第５項で定めるとこ
ろにより，当該利用申込者又はその家族の承諾を
得て，当該文書に記すべき重要事項を電子情報処
理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を

第３節　設備に関する基準
設備及び備品等

第４節　運営に関する基準
内容及び手続の説明及び同意

（☆基準第205条）
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したものである。なお，当該同意については，利用
者及び指定福祉用具貸与事業者双方の保護の立場か
ら書面によって確認することが望ましいものである。

⑶　提供拒否の禁止　☆一

利用する方法であって次に掲げるもの（以下この
条において「電磁的方法」という。）により提供
することができる。この場合において，当該指定
福祉用具貸与事業者は，当該文書を交付したもの
とみなす。
　一�　電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又
はロに掲げるもの

　　イ�　指定福祉用具貸与事業者の使用に係る電子
計算機と利用申込者又はその家族の使用に係
る電子計算機とを接続する電気通信回線を通
じて送信し，受信者の使用に係る電子計算機
に備えられたファイルに記録する方法

　　ロ�　指定福祉用具貸与事業者の使用に係る電子
計算機に備えられたファイルに記録された前
項に規定する重要事項を電気通信回線を通じ
て利用申込者又はその家族の閲覧に供し，当
該利用申込者又はその家族の使用に係る電子
計算機に備えられたファイルに当該重要事項
を記録する方法（電磁的方法による提供を受
ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場
合にあっては，指定福祉用具貸与事業者の使
用に係る電子計算機に備えられたファイルに
その旨を記録する方法）

　二�　磁気ディスク，シー・ディー・ロムその他こ
れらに準ずる方法により一定の事項を確実に記
録しておくことができる物をもって調製するフ
ァイルに前項に規定する重要事項を記録したも
のを交付する方法

３�　前項に掲げる方法は，利用申込者又はその家族
がファイルへの記録を出力することによる文書を
作成することができるものでなければならない。
４�　第２項第一号の「電子情報処理組織」とは，指
定福祉用具貸与事業者の使用に係る電子計算機
と，利用申込者又はその家族の使用に係る電子計
算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組
織をいう。
５�　指定福祉用具貸与事業者は，第２項の規定によ
り第１項に規定する重要事項を提供しようとする
ときは，あらかじめ，当該利用申込者又はその家
族に対し，その用いる次に掲げる電磁的方法の種
類及び内容を示し，文書又は電磁的方法による承
諾を得なければならない。
　一�　第２項各号に規定する方法のうち指定福祉用
具貸与事業者が使用するもの

　二　ファイルへの記録の方式
６�　前項の規定による承諾を得た指定福祉用具貸与
事業者は，当該利用申込者又はその家族から文書
又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受
けない旨の申出があったときは，当該利用申込者
又はその家族に対し，第１項に規定する重要事項
の提供を電磁的方法によってしてはならない。た
だし，当該利用申込者又はその家族が再び前項の
規定による承諾をした場合は，この限りでない。

提供拒否の禁止（☆基準第205条） ◆
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２　福祉用具貸与（人員，設備，運営の基準）

1
指
定
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準

177

P169-336_３章_福祉用具の基準.indd   177 2021/08/04   13:20



福祉用具の全国平均貸与価格
及び貸与価格の上限2

　福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上
限の公表については，令和２年６月12日付け事務
連絡〔右段〕のとおり，令和３年４月貸与分から
適用する価格を見直した上で，その後，３年に１
度の頻度で見直すこととしております。
　また，新商品については，これまでどおり３ヶ
月に１度の頻度で上限価格等を設けることとして
おります。
　今般，令和３年４月貸与分から見直しを行った
上で適用する平成30年10月以降に上限価格等を設
けた商品及び新商品に係る福祉用具の全国平均貸
与価格及び上限価格について，次の掲載先のとお
り公表しますので，お知らせします。
　なお，都道府県，指定都市及び中核市の担当課室
においては，管内市町村及び福祉用具貸与事業者
等に対し，広く周知し，遺漏なく御対応願います。

記
掲載先
　厚生労働省ホームページ
　�https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000212398.html
　公益財団法人テクノエイド協会のホームページ
　�http://www.techno-aids.or.jp/tekisei/index.
shtml

（令和２年６月12日�高齢者支援課事務連絡）
　福祉用具については，平成30年10月から，商品
ごとに全国平均貸与価格の公表及び貸与価格の上
限（以下「上限価格等」という。）を設けてお
り，設定された上限価格等については，施行後の
実態も踏まえつつ，おおむね１年に１度の頻度で
見直しを行うこととしておりましたが，第177回
社会保障審議会介護給付費分科会において，他サ
ービスと同様，３年に１度の頻度で見直しを行う
ことといたしました。
　そのため，令和３年４月貸与分から適用する価
格を見直した上で，その後，３年に１度の頻度で
見直すことといたします。
　また，新商品については，これまでどおり３ヶ
月に１度の頻度で上限価格等を設けることとしま
すが，令和２年７月以降貸与分，10月以降貸与分
及び令和３年１月以降貸与分として上限価格等を
設ける商品については，次回の見直しは，令和６
年４月貸与分から適用する価格において行うこと
とします。

令和２年度及び令和３年度以降の福
祉用具の全国平均貸与価格及び貸与
価格の上限の取扱い

令和３年４月貸与分から適用される福祉用具の全国平
均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について

（令和２年10月30日 高齢者支援課事務連絡）

　〔編注〕
　�次ページ以降，上記厚生労働省ホームページに掲載されている「福祉用具の全国平均貸与価格及び貸
与価格の上限一覧」より次の要領で作成した表を掲載した。
　・表の並び順は「法人名」の50音順としている。なお，法人格（株式会社・有限会社）は省略している
　・「追加」列は価格の適用開始月を示す。なお，空欄は令和３年４月からの適用を示す
　・「平均」列は「全国平均貸与価格（円）」を，「上限」列は「貸与価格の上限（円）」を示す
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法人名 商品コード 追加 商品名 型番 平均 上限

AUTHENTIC JAPAN 01580-000001 ヒトココ （Ver．高齢者徘徊感知 居宅介護専用モデル） HTCC-KAIGO 4,821 6,150
ＦＵＪＩ 01666-000002 移乗サポートロボットHug L1 L1-01 24,576 27,990
JT-senior 01543-000001 5点支持ステッキ つえたった JTS-1-R/JTS-1-L 1,152 1,330
RT．ワークス 01560-000003 RT．2（アールティーツー） RT2-01RD/RT2-01CG 7,066 7,860

TESS 01134-000001 Profhand（プロファンド）
PR000025（赤） /
PR000026（黄）

14,960 16,520

ＴＯＴＯ 00187-000111 バスリフト EWB101RR 14,089 15,960
ＴＯＴＯ 00187-000176 バスリフト 背当てボードセット品 EWBS101R 16,196 18,570
ＴＯＴＯ 00187-000223 バスリフト アームレスト乗越えキット付 EWBS101RR-1 14,407 17,240
ＴＯＴＯ 00187-Z00004 アームレスト乗越えキット ＥＷＢＰ１０７ 981 1,370
TTN 01853-000003 エバーフリーマットレス TT-551N 6,205 6,560
TTN 01853-000006 リリーフ昇降テーブル TT-1208 5,187 5,690
TTN 01853-000007 R4.1 体位変換器 ブルーコンバース DOU-001 3,078 3,180
WHILL 01520-000003 WHILL Model AM WHL-AM01 45,043 46,400
WHILL 01520-000005 WHILL Model CK WHL-CK01 26,643 28,280
WHILL 01520-000007 リチウムイオンバッテリー WHL-C10 4,623 5,570
WHILL 01520-000008 杖ホルダー WHL-C11 619 800
WHILL 01520-000028 R4.1 WHILL Model CK2 WHL-CK02 26,706 28,270
アーバン警備保障 01660-000002 「iTSUMO」（いつも）高齢者徘徊感知モデル 126126B 9,416 10,380
アーバン警備保障 01660-000004 「iTSUMO DOOR」 （いつもドア） ub2018126 12,116 12,480
アーバン警備保障 01660-000005 R4.1 iTSUMO2 126126C 11,918 12,620
アーバン警備保障 01660-000006 R4.1 iTSUMO DOOR2 （いつもドア2） 126126D 13,899 14,730
アイシン精機 00431-000019 TAO-LightⅡ PC20-6024N 24,394 25,920
アイシン精機 00431-000074 TAO LIGHTⅡ-m PC20M-6022N 24,615 26,990
アイ・ソネックス 00149-000005 ＦＣ－２ 背・座クッションセット 2,064 2,670
アイ・ソネックス 00149-000007 ＦＣ－アジャスト フルセット 2,531 3,210
アイ・ソネックス 00149-000008 ＦＣ－アジャスト 標準セット 2,478 3,060
アイ・ソネックス 00149-000011 ナーセント ロール M 1,864 2,320
アイ・ソネックス 00149-000012 ナーセントパットＡ 2,524 3,030
アイ・ソネックス 00149-000016 ＦＣ-コキュー君 1,980 2,220
アイ・ソネックス 00149-000017 ライトターン 2,032 2,490
アイ・ソネックス 00149-000020 エルダークッション 968 1,300
アイ・ソネックス 00149-000021 ゲルファースト 1,112 1,330
アイ・ソネックス 00149-000022 Fc-フィット（腰） 898 1,150
アイ・ソネックス 00149-000023 Fc-フィット（背） 1,263 1,590
アイ・ソネックス 00149-000026 FC-アジャスト 背クッションのみフルタイプ 1,480 1,710
アイ・ソネックス 00149-000027 FC-アジャスト 背クッションのみ標準タイプ 1,486 1,710
アイ・ソネックス 00149-000028 FC-アジャスト 座クッションのみ 1,429 1,670
アイ・ソネックス 00149-000034 ナーセントExロール200 2,023 2,310
アイ・ソネックス 00149-000035 ナーセントExロール150 1,850 2,140
アイ・ソネックス 00149-000036 ナーセントExロール100 1,432 1,830
アイ・ソネックス 00149-000037 ナーセントExワイド 2,035 2,230
アイ・ソネックス 00149-000038 ナーセントExユー Mサイズ 1,765 2,060
アイ・ソネックス 00149-000039 ナーセントExユー Lサイズ 1,845 2,070
アイ・ソネックス 00149-000045 ナーセントパットA 2点セット 1,741 2,130
アイ・ソネックス 00149-000048 ナーセントパットL50 1,088 1,260
アイルリンク 01446-000001 アイルウォークα アイルウォークα 3,105 3,350
アイルリンク 01446-000002 アイルムーヴα アイルムーヴα 3,798 4,160
アイルリンク 01446-000003 アイルムーヴX アイルムーヴX 4,049 4,490
赤井 00444-000001 Day’sロフストランドクラッチ 2661 944 1,330
赤井 00444-000006 Day’s４点支持杖 小 2667 1,167 1,430
赤井 00444-000010 ４点支持杖 小 2802 1,287 1,560
赤井 00444-000014 ボタン伸縮 アルミ松葉杖 2601 713 1,010
アクションジャパン 00428-000005 車椅子用アクションパッド #9000 2,136 2,510
アクションジャパン 00428-000006 車椅子用アクションパッド #5200 2,115 2,350
アクションジャパン 00428-000014 折りたたみ式歩行器（標準タイプ） C2021 2,025 2,380
アクションジャパン 00428-000015 折りたたみ式交互歩行器（標準タイプ） C2023 2,153 2,500

Ⅲ　福祉用具（介護保険給付）の基準　3貸与価格上限
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福祉用具の全国平均貸与価格
及び貸与価格の上限2

　福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上
限の公表については，令和２年６月12日付け事務
連絡〔右段〕のとおり，令和３年４月貸与分から
適用する価格を見直した上で，その後，３年に１
度の頻度で見直すこととしております。
　また，新商品については，これまでどおり３ヶ
月に１度の頻度で上限価格等を設けることとして
おります。
　今般，令和３年４月貸与分から見直しを行った
上で適用する平成30年10月以降に上限価格等を設
けた商品及び新商品に係る福祉用具の全国平均貸
与価格及び上限価格について，次の掲載先のとお
り公表しますので，お知らせします。
　なお，都道府県，指定都市及び中核市の担当課室
においては，管内市町村及び福祉用具貸与事業者
等に対し，広く周知し，遺漏なく御対応願います。

記
掲載先
　厚生労働省ホームページ
　�https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000212398.html
　公益財団法人テクノエイド協会のホームページ
　�http://www.techno-aids.or.jp/tekisei/index.
shtml

（令和２年６月12日�高齢者支援課事務連絡）
　福祉用具については，平成30年10月から，商品
ごとに全国平均貸与価格の公表及び貸与価格の上
限（以下「上限価格等」という。）を設けてお
り，設定された上限価格等については，施行後の
実態も踏まえつつ，おおむね１年に１度の頻度で
見直しを行うこととしておりましたが，第177回
社会保障審議会介護給付費分科会において，他サ
ービスと同様，３年に１度の頻度で見直しを行う
ことといたしました。
　そのため，令和３年４月貸与分から適用する価
格を見直した上で，その後，３年に１度の頻度で
見直すことといたします。
　また，新商品については，これまでどおり３ヶ
月に１度の頻度で上限価格等を設けることとしま
すが，令和２年７月以降貸与分，10月以降貸与分
及び令和３年１月以降貸与分として上限価格等を
設ける商品については，次回の見直しは，令和６
年４月貸与分から適用する価格において行うこと
とします。

令和２年度及び令和３年度以降の福
祉用具の全国平均貸与価格及び貸与
価格の上限の取扱い

令和３年４月貸与分から適用される福祉用具の全国平
均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について

（令和２年10月30日 高齢者支援課事務連絡）

　〔編注〕
　�次ページ以降，上記厚生労働省ホームページに掲載されている「福祉用具の全国平均貸与価格及び貸
与価格の上限一覧」より次の要領で作成した表を掲載した。
　・表の並び順は「法人名」の50音順としている。なお，法人格（株式会社・有限会社）は省略している
　・「追加」列は価格の適用開始月を示す。なお，空欄は令和３年４月からの適用を示す
　・「平均」列は「全国平均貸与価格（円）」を，「上限」列は「貸与価格の上限（円）」を示す
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法人名 商品コード 追加 商品名 型番 平均 上限

AUTHENTIC JAPAN 01580-000001 ヒトココ （Ver．高齢者徘徊感知 居宅介護専用モデル） HTCC-KAIGO 4,821 6,150
ＦＵＪＩ 01666-000002 移乗サポートロボットHug L1 L1-01 24,576 27,990
JT-senior 01543-000001 5点支持ステッキ つえたった JTS-1-R/JTS-1-L 1,152 1,330
RT．ワークス 01560-000003 RT．2（アールティーツー） RT2-01RD/RT2-01CG 7,066 7,860

TESS 01134-000001 Profhand（プロファンド）
PR000025（赤） /
PR000026（黄）

14,960 16,520

ＴＯＴＯ 00187-000111 バスリフト EWB101RR 14,089 15,960
ＴＯＴＯ 00187-000176 バスリフト 背当てボードセット品 EWBS101R 16,196 18,570
ＴＯＴＯ 00187-000223 バスリフト アームレスト乗越えキット付 EWBS101RR-1 14,407 17,240
ＴＯＴＯ 00187-Z00004 アームレスト乗越えキット ＥＷＢＰ１０７ 981 1,370
TTN 01853-000003 エバーフリーマットレス TT-551N 6,205 6,560
TTN 01853-000006 リリーフ昇降テーブル TT-1208 5,187 5,690
TTN 01853-000007 R4.1 体位変換器 ブルーコンバース DOU-001 3,078 3,180
WHILL 01520-000003 WHILL Model AM WHL-AM01 45,043 46,400
WHILL 01520-000005 WHILL Model CK WHL-CK01 26,643 28,280
WHILL 01520-000007 リチウムイオンバッテリー WHL-C10 4,623 5,570
WHILL 01520-000008 杖ホルダー WHL-C11 619 800
WHILL 01520-000028 R4.1 WHILL Model CK2 WHL-CK02 26,706 28,270
アーバン警備保障 01660-000002 「iTSUMO」（いつも）高齢者徘徊感知モデル 126126B 9,416 10,380
アーバン警備保障 01660-000004 「iTSUMO DOOR」 （いつもドア） ub2018126 12,116 12,480
アーバン警備保障 01660-000005 R4.1 iTSUMO2 126126C 11,918 12,620
アーバン警備保障 01660-000006 R4.1 iTSUMO DOOR2 （いつもドア2） 126126D 13,899 14,730
アイシン精機 00431-000019 TAO-LightⅡ PC20-6024N 24,394 25,920
アイシン精機 00431-000074 TAO LIGHTⅡ-m PC20M-6022N 24,615 26,990
アイ・ソネックス 00149-000005 ＦＣ－２ 背・座クッションセット 2,064 2,670
アイ・ソネックス 00149-000007 ＦＣ－アジャスト フルセット 2,531 3,210
アイ・ソネックス 00149-000008 ＦＣ－アジャスト 標準セット 2,478 3,060
アイ・ソネックス 00149-000011 ナーセント ロール M 1,864 2,320
アイ・ソネックス 00149-000012 ナーセントパットＡ 2,524 3,030
アイ・ソネックス 00149-000016 ＦＣ-コキュー君 1,980 2,220
アイ・ソネックス 00149-000017 ライトターン 2,032 2,490
アイ・ソネックス 00149-000020 エルダークッション 968 1,300
アイ・ソネックス 00149-000021 ゲルファースト 1,112 1,330
アイ・ソネックス 00149-000022 Fc-フィット（腰） 898 1,150
アイ・ソネックス 00149-000023 Fc-フィット（背） 1,263 1,590
アイ・ソネックス 00149-000026 FC-アジャスト 背クッションのみフルタイプ 1,480 1,710
アイ・ソネックス 00149-000027 FC-アジャスト 背クッションのみ標準タイプ 1,486 1,710
アイ・ソネックス 00149-000028 FC-アジャスト 座クッションのみ 1,429 1,670
アイ・ソネックス 00149-000034 ナーセントExロール200 2,023 2,310
アイ・ソネックス 00149-000035 ナーセントExロール150 1,850 2,140
アイ・ソネックス 00149-000036 ナーセントExロール100 1,432 1,830
アイ・ソネックス 00149-000037 ナーセントExワイド 2,035 2,230
アイ・ソネックス 00149-000038 ナーセントExユー Mサイズ 1,765 2,060
アイ・ソネックス 00149-000039 ナーセントExユー Lサイズ 1,845 2,070
アイ・ソネックス 00149-000045 ナーセントパットA 2点セット 1,741 2,130
アイ・ソネックス 00149-000048 ナーセントパットL50 1,088 1,260
アイルリンク 01446-000001 アイルウォークα アイルウォークα 3,105 3,350
アイルリンク 01446-000002 アイルムーヴα アイルムーヴα 3,798 4,160
アイルリンク 01446-000003 アイルムーヴX アイルムーヴX 4,049 4,490
赤井 00444-000001 Day’sロフストランドクラッチ 2661 944 1,330
赤井 00444-000006 Day’s４点支持杖 小 2667 1,167 1,430
赤井 00444-000010 ４点支持杖 小 2802 1,287 1,560
赤井 00444-000014 ボタン伸縮 アルミ松葉杖 2601 713 1,010
アクションジャパン 00428-000005 車椅子用アクションパッド #9000 2,136 2,510
アクションジャパン 00428-000006 車椅子用アクションパッド #5200 2,115 2,350
アクションジャパン 00428-000014 折りたたみ式歩行器（標準タイプ） C2021 2,025 2,380
アクションジャパン 00428-000015 折りたたみ式交互歩行器（標準タイプ） C2023 2,153 2,500
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法人名 商品コード 追加 商品名 型番 平均 上限

アクションジャパン 00428-000016 折りたたみ式歩行器（コンパクトタイプ） C2021C 2,002 2,390
アクションジャパン 00428-000018 Rキャスター付き歩行器（コンパクトタイプ） C2021CR 2,665 3,160
アクションジャパン 00428-000019 MRキャスター付き歩行器（コンパクトタイプ） C2021CMR 2,742 3,200
アクションジャパン 00428-000021 折りたたみ式立ち上がり歩行器（標準タイプ） C2021W 2,367 2,840
アクションジャパン 00428-000023 折りたたみ式立ち上がり歩行器（コンパクトタイプ） C2021CW 2,541 3,050
アシスト 01477-000008 キャスパーZAFU Sサイズ ZEROコード付き（カラー3色） ZF-S01-00 2,494 2,800
アシストインターナショナル 01356-000005 アシスト多点杖（天使の杖） AJ032、AJ033 1,048 1,210

アシストインターナショナル 01356-000006 アシストスーパー多点杖（天使の杖）
AJ070、071、
072、073、088、
089

1,218 1,460

アテックス 00228-000005 マイピア BT400 19,115 21,330
アテックス 00228-000014 マイ・ピア BT40 20,142 21,790
アテックス 00228-000015 リヤバックASSY 1,009 1,410
アテックス 00228-000016 フロントバスケット(S)COMP 737 970
アテックス 00228-000017 ツエタテ(S)COMP 1,005 1,110
アテックス 00228-000020 マイ・ピア BT4 20,239 21,780
アテックス 00228-000021 バックミラー（107）SET 0762-711-200-0 620 830
アテックス 00228-000026 マイピア BT41 22,287 24,450
アドフィット 01832-000004 AFダブルグリップ歩行車 サイズM AF-W-002 3,066 3,220
アビリティーズ・ケアネット 00249-000012 レッドドットウォーカーⅡ スタンダードタイプ（大） 8606－0S 2,127 2,390
アビリティーズ・ケアネット 00249-000097 か～るいカート 1,657 1,910
アビリティーズ・ケアネット 00249-000099 レッドドットウォーカー2（大） 2,896 3,560
アビリティーズ・ケアネット 00249-000100 ワンボタンウォーカー（小） 2,179 2,550
アビリティーズ・ケアネット 00249-000103 ナイスウォーカー 4輪タイプ 2,659 2,860
アビリティーズ・ケアネット 00249-000104 サイドケイン3 943 1,090
アビリティーズ・ケアネット 00249-000105 四支点杖 木目調 996 1,070
アビリティーズ・ケアネット 00249-000107 クォードライトケイン（小） 1,438 1,610
アビリティーズ・ケアネット 00249-000108 クァドリポイズケインST・Lベース 1,481 1,600
アビリティーズ・ケアネット 00249-000109 ロフスト杖クイックステップ 1,294 1,480
アビリティーズ・ケアネット 00249-000111 ロフストランド杖スタンダードクラッチ 1,389 1,630
アビリティーズ・ケアネット 00249-000116 多機能ワーキングチェア ユニ21電動 18,650 19,070
アビリティーズ・ケアネット 00249-000128 クレアマットレス2 1,008 1,040
アビリティーズ・ケアネット 00249-000130 スマート スタンダード 自操型 806500 5,055 5,230
アビリティーズ・ケアネット 00249-000136 R3.7 レッドドットウォーカー3 スタンダード（大） 880450 2,966 3,700
アビリティーズ・ケアネット 00249-000142 クレアマットレス3 90cm幅 レギュラー 411585 1,022 1,130
アビリティーズ・ケアネット 00249-000143 クレアマットレス3 90cm幅 ショート 411586 1,000 1,010
アビリティーズ・ケアネット 00249-000148 ロホクッション ロータイプ コンツァーベース付き 530982 4,341 5,080
アビリティーズ・ケアネット 00249-Z00027 レッドドットウォーカー２ スタンダード（小） ８６０７０Ｓ 2,822 3,490
アビリティーズ・ケアネット 00249-Z00030 レッドドットウォーカー２ （小） 回転キャスター付 ８６０７＿＿ 3,323 3,730
アビリティーズ・ケアネット 00249-Z00045 ロフストランド スーパーライト 黒 ８８３２０Ａ 1,512 1,570
アビリティーズ・ケアネット 00249-Z00046 クァドリポイズケイン ＳＴ Ｓベース ８８＿＿＿＿ 1,475 1,590
アビリティーズ・ケアネット 00249-Z00069 ユニ２１電動 低床タイプ ２１６＿＿Ｂ 18,768 19,650
アルケア 00224-000014 高通気性車いすクッション リフレア 1763117651 1,309 1,670
アルバジャパン 00156-000005 スーパーグリップ SG-01 1,114 1,370
アルバジャパン 00156-000010 多機能型車いす・イーウイング22 EW-2201 7,888 8,720
アルバジャパン 00156-000015 スーパーヘッド SH-01 1,666 2,000
アルバジャパン 00156-000037 スカラモービル S35 SM-S35 58,507 61,320
アロン化成 00221-000011 洋式トイレ用フレームＳ４５ 2,654 3,320
アロン化成 00221-000054 ポータブルトイレ用フレームささえ 2,299 2,910
アロン化成 00221-000236 洋式トイレ用フレームSUS-45 533076 2,732 3,330
アロン化成 00221-000278 洋式トイレ用フレームS－はねあげ 2,927 3,480
アロン化成 00221-000311 トイレ用立ち上がり補助フレームSS-K（スチール製） 533079 2,341 3,080
アロン化成 00221-000342 洋式トイレ用フレーム S-スタンダード 2,834 3,320
アロン化成 00221-000343 洋式トイレ用フレーム S-はねあげR 3,115 3,580
アロン化成 00221-000433 ATTOGRIP AT-E-500 531090 3,626 4,200
アロン化成 00221-000450 洋式トイレ用フレームS-はねあげR-2 木製ひじ掛け 533087 3,053 3,460
アロン化成 00221-000451 洋式トイレ用フレームS-はねあげR-2 プラスチック製ひじ掛け 533086 3,079 3,510

法人名 商品コード 追加 商品名 型番 平均 上限

アロン化成 00221-000454 ATTOGRIP AT-E-200 531089 3,242 3,680
アロン化成 00221-000456 歩行車 リトルターン ハイタイプ 532315 3,043 3,290
アロン化成 00221-000457 歩行車 リトルターン ロータイプ 532316 3,023 3,310
アロン化成 00221-000458 洋式トイレ用フレームSUS-はねあげR-2 木製ひじ掛け 533067 3,087 3,360
アロン化成 00221-000459 洋式トイレ用フレームSUS-はねあげR-2 プラスチック製ひじ掛け 533068 3,048 3,430
アロン化成 00221-000467 歩行車トライリンク 532320 2,914 3,200
アロン化成 00221-000500 AT-C-930 870-130 10,307 11,300
アロン化成 00221-000501 AT-C-930T 870-131 13,274 15,120
アロン化成 00221-000507 歩行車ショッピングターン 532325 2,937 3,210
アロン化成 00221-000523 洋式トイレ用フレームS-はねあげR-2 （木製肘掛） スペーサー付 533087S 3,502 4,220
アロン化成 00221-000535 洋式トイレ用フレーム ＳＵＳ-15 533075 2,825 3,380
アロン化成 00221-000542 AT-C-240 870140 5,252 5,940
アロン化成 00221-000543 AT-C-240T 870141 6,766 7,700
アロン化成 00221-000544 AT-C-630 870142 10,008 11,120
アロン化成 00221-000545 AT-C-630T 870143 12,656 14,280
アロン化成 00221-000548 歩行車リトルターン抑速付 532323 3,963 4,400
アロン化成 00221-000549 歩行車リトルターントール103タイプ 532327 3,034 3,290
アロン化成 00221-000568 R4.1 AT-C-E1050-S 870160 10,639 11,640
アンネルベッド 01538-000001 CYプロケアEX 2+1M 27278100 6,702 8,560
アンネルベッド 01538-000004 RYラクエルFT 1M 27263100 6,100 6,100
アンネルベッド 01538-000007 CY手すり91（M） 39052006 275 330
アンネルベッド 01538-000009 サポートバー 39061006 1,791 2,170
アンネルベッド 01538-000010 HKプロFWマットレス 6621910 1,942 2,210
イーアス 01600-000001 座面付固定型歩行器 Rec01 2,782 3,140
イーアス 01600-000002 座面付固定型歩行器 Rec01コンパクト 2,846 3,180
イーストアイ 00465-000010 トイレの手すり 洋式トイレタイプ MW20A 2,291 2,840
イーストアイ 00465-000016 セーフティーアーム SAR 2,139 2,430
イーストアイ 00465-000017 セーフティーアームウォーカー Ｌタイプ SAWLR 2,356 2,850
イーストアイ 00465-000018 セーフティーアーム 交互式 KSAR 2,115 2,480
イーストアイ 00465-000020 4点ステッキ Sタイプ ①FS4-B ②FS4-C 1,017 1,240
イーストアイ 00465-000023 トイレの手すり ワイド＆菱形タイプ MW30 2,484 3,110
イーストアイ 00465-000025 セーフティーアームウォーカーＣタイプ SAWCR 2,377 2,860
イーストアイ 00465-000027 セーフティーアームウォーカーミニ Ｇタイプ SAWGSR 2,434 2,950
イーストアイ 00465-000028 セーフティーベッドアーム・ワイドグリップタイプ MB30 2,164 3,310
イーストアイ 00465-000029 セーフティーベッドアーム スタンダードタイプ MB20 2,030 2,730
イーストアイ 00465-000030 トイレの手すり 折りたたみタイプ MW50 2,366 2,930
イーストアイ 00465-000031 トイレの手すり 洋式トイレタイプ MW20AL 2,069 2,320
イーストアイ 00465-000033 セーフティーアーム ロレータ ①RSA-G ②RSA-R 2,691 3,190
イーストアイ 00465-000036 セーフティーアームウォーカー SAWR 2,059 2,420
イーストアイ 00465-000037 セーフティーアームウォーカー ミニ SAWSR 2,074 2,430
イーストアイ 00465-000038 セーフティーアームウォーカーGタイプ SAWGR 2,516 3,000
イーストアイ 00465-000039 セーフティーアームウォーカーMタイプ SAWMR 2,339 2,820
イーストアイ 00465-000040 セーフティーアームウォーカーミニCタイプ SAWCSR 2,422 2,900
イーストアイ 00465-000041 セーフティーアームウォーカーミニMタイプ SAWMSR 2,324 2,790
イーストアイ 00465-000042 セーフティーアーム ロレータⅡ ①RSA2-G ②RSA2-R 2,758 3,290
イーストアイ 00465-000043 セーフティーアームウォーカーSSタイプ SAWSSR 1,972 2,300
イーストアイ 00465-000044 セーフティーアームウォーカーSS Cタイプ SAWCSSR 2,162 2,620
イーストアイ 00465-000045 セーフティーアームウォーカーSS Mタイプ SAWMSSR 2,161 2,600
イーストアイ 00465-000046 セーフティーアームウォーカーハイ Gタイプ SAWGHR 2,651 3,100
イーストアイ 00465-000047 セーフティーアームウォーカーハイ Cタイプ SAWCHR 2,300 2,770
イーストアイ 00465-000048 セーフティーアームウォーカーハイ Mタイプ SAWMHR 2,324 2,800
イーストアイ 00465-000054 セーフティーアームウォーカーミニLタイプ SAWLSR 2,419 2,910
イーストアイ 00465-000055 セーフティーアームVタイプウォーカー SAV 2,232 2,630
イーストアイ 00465-000056 セーフティーアームUタイプウォーカー SAUJ 2,881 3,250
イーストアイ 00465-000067 セーフティーアームUXタイプウォーカー SAUX 2,891 3,220
イーストアイ 00465-000068 セーフティーアームロレータSPタイプ RSP 2,925 3,240
イーストアイ 00465-000073 ワイド・アルミスロープ 90cmタイプ EW90 2,846 3,400
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法人名 商品コード 追加 商品名 型番 平均 上限

アクションジャパン 00428-000016 折りたたみ式歩行器（コンパクトタイプ） C2021C 2,002 2,390
アクションジャパン 00428-000018 Rキャスター付き歩行器（コンパクトタイプ） C2021CR 2,665 3,160
アクションジャパン 00428-000019 MRキャスター付き歩行器（コンパクトタイプ） C2021CMR 2,742 3,200
アクションジャパン 00428-000021 折りたたみ式立ち上がり歩行器（標準タイプ） C2021W 2,367 2,840
アクションジャパン 00428-000023 折りたたみ式立ち上がり歩行器（コンパクトタイプ） C2021CW 2,541 3,050
アシスト 01477-000008 キャスパーZAFU Sサイズ ZEROコード付き（カラー3色） ZF-S01-00 2,494 2,800
アシストインターナショナル 01356-000005 アシスト多点杖（天使の杖） AJ032、AJ033 1,048 1,210

アシストインターナショナル 01356-000006 アシストスーパー多点杖（天使の杖）
AJ070、071、
072、073、088、
089

1,218 1,460

アテックス 00228-000005 マイピア BT400 19,115 21,330
アテックス 00228-000014 マイ・ピア BT40 20,142 21,790
アテックス 00228-000015 リヤバックASSY 1,009 1,410
アテックス 00228-000016 フロントバスケット(S)COMP 737 970
アテックス 00228-000017 ツエタテ(S)COMP 1,005 1,110
アテックス 00228-000020 マイ・ピア BT4 20,239 21,780
アテックス 00228-000021 バックミラー（107）SET 0762-711-200-0 620 830
アテックス 00228-000026 マイピア BT41 22,287 24,450
アドフィット 01832-000004 AFダブルグリップ歩行車 サイズM AF-W-002 3,066 3,220
アビリティーズ・ケアネット 00249-000012 レッドドットウォーカーⅡ スタンダードタイプ（大） 8606－0S 2,127 2,390
アビリティーズ・ケアネット 00249-000097 か～るいカート 1,657 1,910
アビリティーズ・ケアネット 00249-000099 レッドドットウォーカー2（大） 2,896 3,560
アビリティーズ・ケアネット 00249-000100 ワンボタンウォーカー（小） 2,179 2,550
アビリティーズ・ケアネット 00249-000103 ナイスウォーカー 4輪タイプ 2,659 2,860
アビリティーズ・ケアネット 00249-000104 サイドケイン3 943 1,090
アビリティーズ・ケアネット 00249-000105 四支点杖 木目調 996 1,070
アビリティーズ・ケアネット 00249-000107 クォードライトケイン（小） 1,438 1,610
アビリティーズ・ケアネット 00249-000108 クァドリポイズケインST・Lベース 1,481 1,600
アビリティーズ・ケアネット 00249-000109 ロフスト杖クイックステップ 1,294 1,480
アビリティーズ・ケアネット 00249-000111 ロフストランド杖スタンダードクラッチ 1,389 1,630
アビリティーズ・ケアネット 00249-000116 多機能ワーキングチェア ユニ21電動 18,650 19,070
アビリティーズ・ケアネット 00249-000128 クレアマットレス2 1,008 1,040
アビリティーズ・ケアネット 00249-000130 スマート スタンダード 自操型 806500 5,055 5,230
アビリティーズ・ケアネット 00249-000136 R3.7 レッドドットウォーカー3 スタンダード（大） 880450 2,966 3,700
アビリティーズ・ケアネット 00249-000142 クレアマットレス3 90cm幅 レギュラー 411585 1,022 1,130
アビリティーズ・ケアネット 00249-000143 クレアマットレス3 90cm幅 ショート 411586 1,000 1,010
アビリティーズ・ケアネット 00249-000148 ロホクッション ロータイプ コンツァーベース付き 530982 4,341 5,080
アビリティーズ・ケアネット 00249-Z00027 レッドドットウォーカー２ スタンダード（小） ８６０７０Ｓ 2,822 3,490
アビリティーズ・ケアネット 00249-Z00030 レッドドットウォーカー２ （小） 回転キャスター付 ８６０７＿＿ 3,323 3,730
アビリティーズ・ケアネット 00249-Z00045 ロフストランド スーパーライト 黒 ８８３２０Ａ 1,512 1,570
アビリティーズ・ケアネット 00249-Z00046 クァドリポイズケイン ＳＴ Ｓベース ８８＿＿＿＿ 1,475 1,590
アビリティーズ・ケアネット 00249-Z00069 ユニ２１電動 低床タイプ ２１６＿＿Ｂ 18,768 19,650
アルケア 00224-000014 高通気性車いすクッション リフレア 1763117651 1,309 1,670
アルバジャパン 00156-000005 スーパーグリップ SG-01 1,114 1,370
アルバジャパン 00156-000010 多機能型車いす・イーウイング22 EW-2201 7,888 8,720
アルバジャパン 00156-000015 スーパーヘッド SH-01 1,666 2,000
アルバジャパン 00156-000037 スカラモービル S35 SM-S35 58,507 61,320
アロン化成 00221-000011 洋式トイレ用フレームＳ４５ 2,654 3,320
アロン化成 00221-000054 ポータブルトイレ用フレームささえ 2,299 2,910
アロン化成 00221-000236 洋式トイレ用フレームSUS-45 533076 2,732 3,330
アロン化成 00221-000278 洋式トイレ用フレームS－はねあげ 2,927 3,480
アロン化成 00221-000311 トイレ用立ち上がり補助フレームSS-K（スチール製） 533079 2,341 3,080
アロン化成 00221-000342 洋式トイレ用フレーム S-スタンダード 2,834 3,320
アロン化成 00221-000343 洋式トイレ用フレーム S-はねあげR 3,115 3,580
アロン化成 00221-000433 ATTOGRIP AT-E-500 531090 3,626 4,200
アロン化成 00221-000450 洋式トイレ用フレームS-はねあげR-2 木製ひじ掛け 533087 3,053 3,460
アロン化成 00221-000451 洋式トイレ用フレームS-はねあげR-2 プラスチック製ひじ掛け 533086 3,079 3,510
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アロン化成 00221-000454 ATTOGRIP AT-E-200 531089 3,242 3,680
アロン化成 00221-000456 歩行車 リトルターン ハイタイプ 532315 3,043 3,290
アロン化成 00221-000457 歩行車 リトルターン ロータイプ 532316 3,023 3,310
アロン化成 00221-000458 洋式トイレ用フレームSUS-はねあげR-2 木製ひじ掛け 533067 3,087 3,360
アロン化成 00221-000459 洋式トイレ用フレームSUS-はねあげR-2 プラスチック製ひじ掛け 533068 3,048 3,430
アロン化成 00221-000467 歩行車トライリンク 532320 2,914 3,200
アロン化成 00221-000500 AT-C-930 870-130 10,307 11,300
アロン化成 00221-000501 AT-C-930T 870-131 13,274 15,120
アロン化成 00221-000507 歩行車ショッピングターン 532325 2,937 3,210
アロン化成 00221-000523 洋式トイレ用フレームS-はねあげR-2 （木製肘掛） スペーサー付 533087S 3,502 4,220
アロン化成 00221-000535 洋式トイレ用フレーム ＳＵＳ-15 533075 2,825 3,380
アロン化成 00221-000542 AT-C-240 870140 5,252 5,940
アロン化成 00221-000543 AT-C-240T 870141 6,766 7,700
アロン化成 00221-000544 AT-C-630 870142 10,008 11,120
アロン化成 00221-000545 AT-C-630T 870143 12,656 14,280
アロン化成 00221-000548 歩行車リトルターン抑速付 532323 3,963 4,400
アロン化成 00221-000549 歩行車リトルターントール103タイプ 532327 3,034 3,290
アロン化成 00221-000568 R4.1 AT-C-E1050-S 870160 10,639 11,640
アンネルベッド 01538-000001 CYプロケアEX 2+1M 27278100 6,702 8,560
アンネルベッド 01538-000004 RYラクエルFT 1M 27263100 6,100 6,100
アンネルベッド 01538-000007 CY手すり91（M） 39052006 275 330
アンネルベッド 01538-000009 サポートバー 39061006 1,791 2,170
アンネルベッド 01538-000010 HKプロFWマットレス 6621910 1,942 2,210
イーアス 01600-000001 座面付固定型歩行器 Rec01 2,782 3,140
イーアス 01600-000002 座面付固定型歩行器 Rec01コンパクト 2,846 3,180
イーストアイ 00465-000010 トイレの手すり 洋式トイレタイプ MW20A 2,291 2,840
イーストアイ 00465-000016 セーフティーアーム SAR 2,139 2,430
イーストアイ 00465-000017 セーフティーアームウォーカー Ｌタイプ SAWLR 2,356 2,850
イーストアイ 00465-000018 セーフティーアーム 交互式 KSAR 2,115 2,480
イーストアイ 00465-000020 4点ステッキ Sタイプ ①FS4-B ②FS4-C 1,017 1,240
イーストアイ 00465-000023 トイレの手すり ワイド＆菱形タイプ MW30 2,484 3,110
イーストアイ 00465-000025 セーフティーアームウォーカーＣタイプ SAWCR 2,377 2,860
イーストアイ 00465-000027 セーフティーアームウォーカーミニ Ｇタイプ SAWGSR 2,434 2,950
イーストアイ 00465-000028 セーフティーベッドアーム・ワイドグリップタイプ MB30 2,164 3,310
イーストアイ 00465-000029 セーフティーベッドアーム スタンダードタイプ MB20 2,030 2,730
イーストアイ 00465-000030 トイレの手すり 折りたたみタイプ MW50 2,366 2,930
イーストアイ 00465-000031 トイレの手すり 洋式トイレタイプ MW20AL 2,069 2,320
イーストアイ 00465-000033 セーフティーアーム ロレータ ①RSA-G ②RSA-R 2,691 3,190
イーストアイ 00465-000036 セーフティーアームウォーカー SAWR 2,059 2,420
イーストアイ 00465-000037 セーフティーアームウォーカー ミニ SAWSR 2,074 2,430
イーストアイ 00465-000038 セーフティーアームウォーカーGタイプ SAWGR 2,516 3,000
イーストアイ 00465-000039 セーフティーアームウォーカーMタイプ SAWMR 2,339 2,820
イーストアイ 00465-000040 セーフティーアームウォーカーミニCタイプ SAWCSR 2,422 2,900
イーストアイ 00465-000041 セーフティーアームウォーカーミニMタイプ SAWMSR 2,324 2,790
イーストアイ 00465-000042 セーフティーアーム ロレータⅡ ①RSA2-G ②RSA2-R 2,758 3,290
イーストアイ 00465-000043 セーフティーアームウォーカーSSタイプ SAWSSR 1,972 2,300
イーストアイ 00465-000044 セーフティーアームウォーカーSS Cタイプ SAWCSSR 2,162 2,620
イーストアイ 00465-000045 セーフティーアームウォーカーSS Mタイプ SAWMSSR 2,161 2,600
イーストアイ 00465-000046 セーフティーアームウォーカーハイ Gタイプ SAWGHR 2,651 3,100
イーストアイ 00465-000047 セーフティーアームウォーカーハイ Cタイプ SAWCHR 2,300 2,770
イーストアイ 00465-000048 セーフティーアームウォーカーハイ Mタイプ SAWMHR 2,324 2,800
イーストアイ 00465-000054 セーフティーアームウォーカーミニLタイプ SAWLSR 2,419 2,910
イーストアイ 00465-000055 セーフティーアームVタイプウォーカー SAV 2,232 2,630
イーストアイ 00465-000056 セーフティーアームUタイプウォーカー SAUJ 2,881 3,250
イーストアイ 00465-000067 セーフティーアームUXタイプウォーカー SAUX 2,891 3,220
イーストアイ 00465-000068 セーフティーアームロレータSPタイプ RSP 2,925 3,240
イーストアイ 00465-000073 ワイド・アルミスロープ 90cmタイプ EW90 2,846 3,400
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Ⅲ 3 ２■福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限一覧【あ・い】
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