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ご家族とのコミュニケーションなどでお困りではありませんか？

意思伝達に関する
機器や制度について
コミュニケーションとは
人が社会で生活していく上では他者との協調は不可欠で、そのためには「双方向性のある意思の疎通」が必要
になり、これがコミュニケーションといえます。コミュニケーションの障害は状況により
● 自らの意思を表出（表現）できない

● 相手の意思を獲得（理解）できない

● 言語の理解ができない（知的な障害など）

● 他者との協調性がとれない（発達障害など）

の４つに大別ができます。それぞれにおいて、相手との関わり方の工夫や配慮も含めた、アプローチも異なります
が、今回は「自らの意思を表出できない」障害を支援する機器の種類や制度について紹介します。

「文字盤」、
「透明文字盤」
５０音や定型句を紙やアクリル板等に書いておいた
もので、指や視線で指し示し、言葉を伝えることができ
ます。基本的には、
１対１の会話で用いますが、相手（読
み手）も慣れていないと読み取りが困難な場合もあり
ます。
電源が不要で持ち運びもできますので、外出先も含
めて手軽なコミュニケーション手段として便利です。公
費補助はないですが、安価な製品や手作り品を利用す
る場合もあります。

「携帯用会話補助装置」
多くは、文字やシンボル等を書いた鍵盤（キー）を
押して、合成音声や録音音声の再生や文字表記させる
機器ですので、手指等の動きが残存している場合に利
用できます。また、入力したメッセージの保存も可能
であるとともに、プリンタや音声出力も可能です。
乾電池やバッテリー等でも動作するため、携帯性に
も優れています。障害者自立支援法では、日常生活用
具に該当しますので、公費補助対象となる場合があり
ます。

＜日常生活用具給付等事業での対応について＞
障害者自立支援法においては、市町村地域生活支援事業の１つに含まれ、携帯用会話補助装置
は情報・意思疎通支援用具に該当します
（市町村により具体的な内容が異なる場合があります）
。
名古屋市の場合、携帯用会話補助装置は、
「音声機能もしくは言語機能障害又は肢体不自由の方
であって発声・発語に著しい障害を有する方（原則として学齢児以上）」
を対象に、上限９８，
８００円（た
だし、
原則として一割自己負担）
となっています。
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「重度障害者用意思伝達装置」
（文字等走査入力方式）
短く押す 長く押す

１つの入力装置（操作スイッチ）を用いて、
スキャン
操作の繰り返し操作（走査入力方式）で、ひらがな等
の文字綴り選択による文章の表示や発声、要求項目
やシンボル等の選択による伝言の表示や発声等を
行う機器です。画面表示や入力したメッセージの保
存も可能であるとともに、プリンタや音声出力も可
能です。
利用する人の身体状態にあった、操作スイッチの
適合が必要になってきますが、意思伝達に加えて「通
信機能」や「環境制御機能」を付加したものもありま
す。障害者自立支援法での補装具（一部の自治体では、
難病対策における難病患者の日常生活用具）にも該
当しますので、
公費補助対象となる場合があります。

「重度障害者用意思伝達装置」
（生体現象方式）
生体現象（脳波や脳の血液量等）を解析して「はい・いいえ」を判定する
機器です。本人から能動的に意思を表出するのではなく、相手からのひと
つの質問に対する「はい・いいえ」の判定結果が画面で表示され、相手がそ
れを読み取るものです。
しかし機器の特性上、必ずしも１００%本人の「はい・いいえ」の意思が
反映された回答が得られるものでありませんので、同一の質問を繰り返し、答えてもらうことで正答率を上げる
工夫も必要です。障害者自立支援法での補装具に該当しますので、
公費補助対象となる場合があります。

＜補装具費支給制度での対応について＞
障害者自立支援法においては、
補装具費支給制度となり、
身体障害者更生相談所による入力スイッチ
の適合や選択機種の妥当性の判定を経て、
本体および入力装置等の付属品の購入費が支給
（ただし、
原
則として一割自己負担）
されます。
対象者の共通要件は
「重度の両上下肢及び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。
」
であり、
方式・機能により細かい要件や支給上限金額が異なります。

意思伝達ができることは
意思伝達が可能になりコミュニケーションが成立することで、人は日々の生活において生き甲斐や、社会を構
成する一員としての自己の役割を見出すことができ、社会で暮らすことにおいて重要な意味をもつことになります。
つまり、コミュニケーション自体が社会参加のための大切な活動（行為）です。

なごや福祉用具プラザでは、
ＩＴ支援を含めたコミュニケーション支援の相談を行っ
ています。身体の残存機能だけではなく、ご本人やご家族の要望や生活環境を考慮し
て、よりよい方法の提案や機器選定も行っています。また、
「重度障害者用意思伝達装
置」
（文字等走査入力方式）のための操作スイッチの適合ための訪問相談も実施して
います。まずは、ご相談ください。
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新ネタ発信

なごや福祉用具プラザ追加常設品のご紹介です。
その他ご紹介できなかった半年間の期間限定の新製品、
追加常設品などもございます。
是非一度プラザまで足をお運びください。

アウルサポート バッククッション
参考価格

参考価格

21,000円（税込）
特

アウルサポート シートクッション
21,000円
（税込）

徴

座位バランスを向上する車
いす用姿勢保持背クッショ
ンです。腰パッド・背パッドの
位置を調整でき、体格に合
わせた座位姿勢に対応。

特

徴

座位バランスを向
上する車いす用姿
勢保持クッションで
す。エクスジェルが
減圧し、アウルアン
カーが前ズレを抑
制します。

スキット2（ツー）
参考価格

129,000円（非課税）
特

徴

座幅は標準タイプの40㎝
を確保しながら、全幅はわ
ずか48㎝とコンパクトな車
いすです。新幹線の通路な
ど狭い場所でもとり回しが
楽に行えます。

エアバック式担架エクストレッチャー
参考価格

54,600円
（税込）
特

徴

レバ ーを引くと瞬
時に膨張し担架に
なります。収納時は
小さく保管場所も
とりません。重さは
2.5㎏と持ち運び
にも便利です。

介護用チェア
参考価格

参考価格

26,250円（税込）
特

リクライニング昇降座いす「リク楽」
186,900円
（税込）

徴

背当たりの良いハイバック
タイプの介護チェアです。
座面はクッション性を高め
るためウェービングテープ
を使用。座りに安定感のあ
る全肘タイプ。

特

徴

電動式立ち上がり補助椅子
です。手元のスイッチで座
面高を15〜45㎝の範囲で
調整でき、幅広座面で移乗
負担を軽減します。背もた
れリクライニング機能付き。

NEWコメット
参考価格

63,000円（税込）
特

徴

工事不要でユニットバス対応型浴室
内手すりです。突張力はほとんど必要
無く取付可能。高支持で安全に入浴動
作が行えます。
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シャンプーハット
参考価格

1,365円
（税込）
特

徴

サイズ調整が可能なシャン
プーハットです。
３段階ホッ
クで頭囲サイズにあわせる
ことができ、シャンプー液や
すすぎ湯が目・耳に入るのを
防ぎます。

なごや福祉用具プラザでは
年2回の常設品展示の選定と
毎月の新製品展示の選定をおこなっております。
新しい機能や工夫がある福祉用具が増えております。
是非、一度ご覧になってお確かめください。
※「特徴」の項目は、申請企業の説明文を転記しております。※試用体験や製品に関するお問合せは、なごや福祉用具プラザのカウンターまでどうぞ。

アルファプラ ソラ
参考価格

207,900円（非課税）
特

徴

安定性と柔らかさを持つウ
レタンをベースにリスクの
高い腰部にエアセルを搭載
したハイブリッドマットレス
です。エアセルはチェッカー
オルタネイト方式で体幹を
遮断しません。

ディンプルマットレス
参考価格

86,100円
（税込）
特

徴

変形することでウレタンの反力を抑え
るディンプル＋スリットの特殊構造の
マットレスです。背骨のSラインを保
持し理想的な寝姿勢を実現します。

移座えもんシートＭＬサイズ
参考価格

参考価格

3,990円（税込）
特

マルチグローブ
3,990円
（税込）

徴

体の下に敷いて摩擦
を軽減し、ベッド上での
移動、体位変換を容易
にします。ズレによる
体への負担と、移乗介
助時の腰痛を予防しま
す。頭部から臀部まで
覆えるサイズです。

特

徴

体を滑らせて移動すること
が 出 来 、腰 痛 予 防 に 効 果
的。体位変換にともなう摩
擦を軽減し床ずれの発生原
因を抑えます。内面には滑
り止め加工が施されていま
す。

らくらく汁椀

バルーンソフトグリップ
参考価格

参考価格

1,575円（税込）
特

840円
（税込）

徴

ソフト感 覚 のグリップ
で、柄が自由に曲げられ
容易に手にフィットさせ
ることができます。指の
力が低下した人、指の皮
膚が弱い人、握る力が弱
い人にお使いいただけ
ます。食器洗浄器対応。

特

徴

持ち手の付いた汁椀です。
手の力が弱い方でもしっか
りとお椀を持つことができ、
温かい食べ物でも安心召し
上がることが出来ます。。電
子レンジ対応可能。

折りたたみカーボンステッキ

ステッキjam（ジャム）
参考価格

3,990円（税込）
特

徴

テーブルなどの天板に取り
付けが可能な杖ホルダーで
す。本体内にホールド部が
収納できるので使用しない
ときにも邪魔になりません。

参考価格

12,600円
（税込）
特

徴

軽量で頑丈なカーボン製の杖です。携帯
に便 利 な 折りたたみ 式 。グリップまで
カーボンの一体成形です。
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製作・改造事例の紹介
プラザのご利用者さんへ道具を提供し、
ご本人の生活が豊かになった例を紹介します。
ご本人はリウマチがあり人工透析をされている身体障害者手帳 1 級、要介護 4 の方です。普段は車
いすで生活され、両足こぎで移動されています。足の裏は問題ないのですが、それ以外の皮膚が擦れ
ると痛みを伴うそうです。皮膚がとてもデリケートで、布団のこすれや身体を動かした時にぶつける心
配もあるため、寝ている時も靴下で足を保護するようにとの医師の指示を受けていました。本人の足
は浮腫で腫れ上がっており、肌の変色もありました。そこで足を保護する靴下を作ることにしました。

材料は手に入りやすいものばかりですし、簡単に作ることができます。
作り方

材料リスト
● 伸びる生地
（綿 95%、ポリウレタン5%）
●糸

1枚
少々

生地を裁断し、端を縫っていきます。その際には縫い目が
外側に来るようにして、内側の足には当たらないようにしま
す。口ゴムを使わないので、採寸を正確に行います。

材料費は合計 1,400 円程度

使い方
試作時は普通の生地にゆるい口ゴムをつけていましたが、締め付けが気になるとのことで、実際にお
渡しするものには口ゴムはつけず、伸びる生地を用いて留めの代わりになるようにしました。この靴下に
足を通すと肌触りが良く、締め付けがないこと、脱げにくく、生地が伸びるため履き心地が良いとの感想
をいただきました。

試作した靴下（ゆるい口ゴムあり）

お渡ししたゴムなし靴下（長・短あり）

なごや福祉用具プラザでは福祉用具の製作・改造を通じて、ご本人やご家族等の生活を豊かにす
るお手伝いをいたします。お気軽にご相談ください。
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リサイクル
相談事業部より

この夏、三河湾随一の眺め
吉良温泉山頂に建ち、
三河湾の海の幸を使った料理、
健康と美容の湯も楽しめるバリアフリーの旅館で
夏の思い出をつくってはいかがでしょうか？

バリアフリー宿のご案内
ＮＰＯ癒しの宿

福の神 吉良の庄（どなたも泊まれる料理旅館）
住

所

〒444-0513
愛知県西尾市吉良町宮崎寺ノ上 30 番地 1
フク・ゴー

ＴＥＬ

0563-32-2905

FAX

0563-34-1126

イイフロ

ホームページ

http://kiranosho.jp/

交通
アクセス

名鉄吉良吉田駅より車で 7 分
東名岡崎ＩＣより車で 50 分
東名音羽蒲郡ＩＣより車で 40 分

愛知県の「人にやさしい街づくりの推進に関する条例」に基づき改修しコンクール受賞した全館バリアフリー。
天然雲母水と天然ラドン水の健康と美容の湯に車いすのまま利用可能な家族風呂、大浴場、露天風呂あり。
一般の方、
１泊２食付１万２千円より。
障害者手帳保持者、要介護認定者、75 歳以上
宿泊料金 1 泊 2 食付 1 万円より。

日帰り入浴も可能。他、詳細は直接問い合わせを
お願いします。
周辺の観光

▼

▼

▼

宮崎・恵比寿海水浴場
車いす対応トイレあり（マリンハウス内）
一色さかな広場
身障者用駐車場、車いす対応トイレあり
愛知こどもの国
身障者用駐車場、車いす対応トイレあり

バリアフリー度については身体、障害状況によって判断が異なります。ご利用の際は、各施設へ備品、設備についてお問い合わせください。

AJUリサイクル相談事業部では
リサイクル相談他、福祉用具の
販売とレンタル、様々な福祉情報
を提供しています。
お気軽におたずね下さい。

福祉用具リサイクル相談事業部は…なごや福祉用具プラザ内にあります。
社会福祉法人

AJU自立の家
自立生活情報センター
リサイクル相談事業部

特別養護老人ホーム

サービスネットワーク南陽

昭和区御器所通 3-12-1
御器所ステーションビル 3F なごや福祉用具プラザ内

TEL052-851-0059 FAX052-851-0159

営業時間：火曜日から日曜日 10：00〜18：00
休業日：月曜日、祝休日、年末年始（月曜日が祝休日の場合、火曜日も休み）
【 E-mail 】recyclesodan@aju-cil.com

地機密着型
特別養護老人ホーム
介護付有料老人ホーム

デイサービスセンター南陽
居宅介護支援事業所南陽
ケアハウス南陽

華の郷 南陽

〒455-0863
名古屋市港区新茶屋一丁目1701

〒455-0863
名古屋市港区新茶屋一丁目1729

TEL（052）303-0152

TEL（052）304-1147

社会福祉法人 華陽会

介護職員･看護職員募集中

華の郷 南陽

www.kayoukai.net

ご入居者募集中
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第14回 国際福祉健康産業展

ウェルフェア2011レポート
2011年5月20日（金）〜22日（日）

第14回 国際福祉健康産業展

2011

第14回国際福祉健康産業展「ウェ

プラザの展示ブースでは、多くの来

場内ワークショップとして「大地震

ル フ ェ ア 2011」が 5 月 20 日（金）

場者で通路も通りにくくなるほど大

に備えて〜家具の転倒防止対策のス

から 22 日（日）まで、ポートメッセ

盛況でした。

スメから、地域の見守り支援へ」と

なごや 2 号館（名古屋市国際展示場）

昨年は福祉用具の展示のほか、リ

題して、プラザ非常勤の児玉道子氏

で開催されました。昨年までは 3 号

フト移乗の実演を行いましたが、今

の講演があり、皆さん熱心に聞かれ

館での開催でしたが、今年は一回り

年も実演を重視して、車いすフィッ

ていました。

面積の小さい 2 号館となり、来館者

ティング、リフト移乗、ベッド操作

また自助具・被服・パソコンのボ

も少なくなるのではないかと心配し

の３つを実施して大勢の皆さんに見

ランティアさんによる相談や実演に

ましたが、71,475 人の来場者があ

ていただくことができました。

人気があり、多くの方々に立ち寄っ

り、昨年を 1,096 人上回りました。

22 日 ( 日 )11:00-12:00 に は 会

至 今池

社会福祉法人 名古屋市総合リハビリテーション事業団

地下鉄8番出入口
エレベーター

なごや福祉用具プラザ
舞
鶴

線
本
央
中

地下鉄
鶴舞線

御器所通

御器所

滝子通
高辻

川名
広路通7

檀渓通4

●ホームページ http://www.japan-net.ne.jp/˜nrc/plaza ●電子メール nrc4@japan-net.ne.jp
発行日／平成23年7月15日
暮らしほっとワーク第423号
編集・発行／なごや福祉用具プラザ

この広報誌は再生紙（古紙
パルプ配合率100％、白色
度83％）
を使用しています

地下鉄
２番出口

エスカレーター

エレベーター
駐車場出入口
70台

桜山
桜山

（月曜日が、祝日にあたる日は翌日も休みになります）

8

地下鉄
３番出口

阿由知通

荒畑

昭和
区役所

地下鉄桜通線

御器所通

国道
153号線
川原通7

至 川名

吹上公園

鶴舞公園

御器所通

田代本通

東郊通2

吹上ホール
阿由知通

鶴舞

昭 和
区役所
至 東別院

丸田町

阿由知通

〒466-0015
名古屋市昭和区御器所通
3丁目12-1
御器所ステーションビル3F
TEL（052）851- 0051
FAX（052）851- 0056
●営業時間/
AM10:00〜PM6:00
●営業日/火曜日〜日曜日
●休業日/
月曜日・祝休日・年末年始

ていただくことができました。

新瑞橋方面から
右折不可
阿由知通四

至 新瑞橋

御器所
ステーション
ビル

