
 
 

基礎 
⾞椅⼦サービス教習パッケージ 

 
受講者⽤参考書 



  



 
英語版原著者・制作者・協⼒者⼀覧： 

編集者:  Chapal Khasnabis, Kylie Mines 
執筆者:  Sarah Frost, Kylie Mines, Jamie Noon, Elsje Scheffler, Rebecca Jackson Stoeckle 
査読者:  Natasha Altin, Jo Armstrong, William Armstrong, Johan Borg, Jocelyn Campbell, Nelja 

Essaafi, Robert G. Horvath, Lauren Houpapa, Mohamed El Khadiri, R. Lee Kirby, 
Penny Knudson, Mark Kruizak, Bigboy Madzivanzira, Rob Mattingly, Cindy Mosher, 
Ritu Ghosh Moulick, Alana Officer, Andrew Rose, Allan Siekman, Sue Steel Smith, 
Michiel Steenbeek, Claude Tardif, Isabelle Urseau 

イラストレーター:  Melissa Puust 
写真著作権者:  Chapal Khasnabis, Jesse Moss 
ビデオ著作権者:  Chapal Khasnabis, Amanda McBaine, Jesse Moss 
実施試験教習員:  Lauren Houpapa, Charles Kanyi, Norah Keitany, Seraphine Ongogo, M. Vennila 

Palanivelu Sama Raju, Elsie Taloafiri  
資⾦協⼒: ⽶国国際開発庁 (USAID), オーストラリア国際開発庁 (AUSAID) 
提携団体: ASSERT 東ティモール [国⽴リハビリテーションセンター, 現 CNR], ケニア⾝体障害

者協会 (APDK), ソロモン諸島保健医療サービス省・地域に根ざしたリハビリテーショ
ン局, 教育開発センター (EDC), ハンディキャップ・インターナショナル, ⾚⼗字国際
委員会 (ICRC), 国際義肢装具学会 (ISPO), キリマンジャロ脊髄損傷者協会 (KASI), 
モビリティ・インディア, モティベーション・オーストラリア, モティベーション慈善
基⾦ (Motivation), モティベーション・ルーマニア, タンザニア義肢装具技術者訓練セ
ンター (TATCOT) 

 
Published by the World Health Organization in 2012 

under the title Wheelchair Service Training Package: Reference Manual for Participants: Basic Level 
© World Health Organization 2012 

The World Health Organization has granted a translation and publication permission for an edition 
in Japanese to the Japan Association of Wheelchair and Seating (JAWS), which is solely responsible 
for the quality and faithfulness of the Japanese translation. In the event of any inconsistency 
between the English and the Japanese editions, the original English edition shall be the binding and 
authentic edition.  

基礎⾞椅⼦サービス教習パッケージ・受講者⽤参考書 
© Japan Association of Wheelchair and Seating (JAWS) 2022 

2022 年 1 ⽉ 29 ⽇発⾏ 

原著者： 世界保健機関 (WHO) 
翻訳・制作者： ⽇本⾞椅⼦シーティング協会国際委員会・アジア姿勢保持プロジェクト (ASAP) 
発⾏所： ⼀般社団法⼈ ⽇本⾞椅⼦シーティング協会 (JAWS) 
 〒105-0013 東京都港区浜松町 2-7-15 三電舎ビル 2 階 
 電話 03-6435-0365 
 FAX 03-6435-0365 
 URL http://www.j-aws.jp 

  



訳者解説 

 
本書は、世界保健機関（WHO）が 2012 年に発⾏した ”Wheelchair Service Training Package: Reference 
Manual for Participants: Basic Level” の全訳である。「はじめに」で述べている通り、本書を含むこの「基
礎⾞椅⼦サービス教習パッケージ」は、それに先⽴ち 2008年に刊⾏された ”Guidelines on the Provision 
of Manual Wheelchair Service in Less-resourced Settings”（邦訳：「⼿動⾞椅⼦供与の世界ガイドライ
ン 低リソース状況の克服に向けて」、⽇本⾞椅⼦シーティング協会刊、2022 年。以下「ガイドライン」と略）
を受けたものである。 

「ガイドライン」ではその⼀章を割き、現場で⾞椅⼦サービス提供に携わる職員や、⾞椅⼦ユーザーの掘り
起こしや⾒極め、⾞椅⼦サービスへの紹介・相談、さらに⾞椅⼦供与政策の開発や推進に当たる、さまざま
な関係者向けの教習あるいは⼈材育成の重要さを強調している。本書を含む「基礎⾞椅⼦サービス教習パッ
ケージ」、およびそれに続く⼀連の⾞椅⼦サービス教習パッケージは、その問題提起に対するWHO⾃⾝から
の実践的回答であり、上記「ガイドライン」のいわば各論をなすものである。 

したがって、本書を読み、活⽤するに当たっては、「ガイドライン」を併読してWHOが提起する⾞椅⼦供与
システムを把握することを強く推奨する。また、この基礎⾞椅⼦サービス教習パッケージでも、「ガイドライ
ン」は参考資料の⼀つに挙げられている。 

 
関連する出版物 

⾞椅⼦や姿勢保持に関連して、WHOからは、⽶国国際開発庁（USAID）などの協⼒のもとで以下の出版物が
これまでに刊⾏されている： 

1. ⼿動⾞椅⼦供与の世界ガイドライン 低リソース状況の克服に向けて (Guidelines on the Provision of 
Manual Wheelchair Service in Less-resourced Settings, 2008) 

2. 低リソース状況での移動⽀援機器供与に関する共同⽅針提⾔書：個⼈的移動性に関する障害者の権利に
関する条約（CRPD）履⾏に向けた⼀歩 (Joint position paper on the provision of mobility devices in 
less-resourced settings: a step towards implementation of the Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities (CRPD) related to personal mobility, 2011) 

3. 基礎⾞椅⼦サービス教習パッケージ (Wheelchair Service Training Package ‒ Basic level, 2012) 

4. 中級⾞椅⼦サービス教習パッケージ (Wheelchair Service Training Package ‒ Intermediate level, 2013) 

5. 管理者向け・関係者向け⾞椅⼦サービス教習パッケージ (Wheelchair Service Training Package for 
Managers and Stakeholders, 2015) 

6. ⾞椅⼦サービス教習員向け教習パッケージ (Wheelchair Service Training of Trainers package, 2017) 
 
1. は、主に低・中所得国向けに作成された、⾞椅⼦供与事業・政策策定の指針であるが、先進⼯業国にとっ
ても極めて重要な内容を含む、グローバルな⽂献である。 

2. はいわば 1. の三年⽬のフォローアップで、内容は、1.（の実⾏は、すなわち「障害者の権利に関する条約」
の履⾏に向かうことである）の提⽰にもかかわらず低リソース状況での移動⽀援機器普及が遅々として進ま
ない現状報告、改善を阻む問題点の指摘、およびその克服に向けた政策提⾔などである。 

3-5. は 1-2. が強調する、職員研修/⼈材育成のための教習パッケージである。 



本書を含む 3. そして 4. は⾞椅⼦の供与や適合に現場で携わる職員向けの実践的・総合的な技能教習パッケ
ージで、「⾞椅⼦サービス提供の 8ステップ」（本書 p.9-10を参照）として整理される⾞椅⼦サービス提供の
全プロセスについて、⼈権、国際法、コミュニケーション、⾝体評価などの理論的授業から⾞椅⼦の乗り⽅、
処⽅、適合、改造、メンテナンスなどの演習および実習に⾄る、基礎レベルにおいて必要なすべての技能と
知識を教習する、包括的という意味で（分野ごとにさまざまな組織や場⾯で教えられることはあっても）そ
れまでに「ありそうでなかった」プログラムである。教材も、受講者⽤参考書（本書）・ワークブックのみな
らず教習員⽤指導書（講習準備の⼿引きや必要機材リスト、授業の計画およびシナリオも含む）、プレゼンテ
ーションスライド、動画、受講者および教習員の評価表、意識啓発⽤ポスター、各種書式（参加登録簿から
当事者の写真撮影許可書など）を網羅し、教習の内容のみならず、実施・運営・評価⽅法のマニュアルまで
を完備している。 

特に 3. は、⾞椅⼦の基礎技能教習教材として途上国のみならず世界に広く普及しており、例えば⽶国では国
際⾞椅⼦専⾨家学会（ISWP）がその教習を実施している。 

また 4. は、3. を修了したのち現場経験を積んだ職員向けの次の段階の教習パッケージで、姿勢保持ニーズ
のある⾞椅⼦ユーザー、特に⼦どもへの対応に重点を置いている。姿勢保持については途上国を含む世界で
広く実施可能な、普通型⾞椅⼦に改造を加え、姿勢⽀持具を追加する範囲での対応を取り上げている。 

5. は 2部に分かれ、それぞれ⾞椅⼦供与に携わる事業体の管理職向け教習、および⾞椅⼦供与関係者（当事
者や実務家のみならず⾏政担当者、政治家、企業家、資⾦供与者、メディアなども含む）向け意識啓発ワー
クショップの実施パッケージである。 

6. はさらに 3-5. で指導に当たる⼈材の⼒量育成、いわば「教育者を教育する」ためのパッケージである。 

これらの教習パッケージは、その内容のみならず研修設計の点でも優れて現代的であり、訳者は⾞椅⼦、姿
勢保持、国際協⼒のみならず、広く教育や研修に関わる⽅々に読まれることを期待している。 

 
⽤語と⾒取り図 

ただ⽇本の読者にとって、本書を読み進むなかで難しく感じられるのは、「⾞椅⼦供与」「⾞椅⼦サービス」
「⾞椅⼦サービス提供」「⾞椅⼦のサービスステップ」といった聞き慣れない（⾞椅⼦に伴うサービスを体系
的に概念化し、必須のものと定義した点で上記「ガイドライン」は画期的であるため）概念であろう。 

これらの意味は、本書の「⽤語」および本⽂でも説明されているが、各国での優れた実践例などを踏まえ、
⽇本の制度とは別の観点で WHO が構想した⾞椅⼦供与の理想像を俯瞰するには、これではまだ⾜りまい。
⽇本語版「ガイドライン」には、訳者らで独⾃に作成した全体的な概念構成の⾒取り図を訳者解説の直後に
付録している。ご参考にしていただければ幸甚である。 

おわりに、本書の翻訳には、公益財団法⼈⽇本社会福祉弘済会より研究助成（2021年度）をいただきました。
ここに⼼より御礼を申し上げます。翻訳の確認と校閲については、以下の⽅々のご協⼒をいただきました。
ここにお名前を記し、謝辞に代えさせていただきます。 

浦川純⼆、沖ちなみ、⽊下義博、鷹野真利、中村詩⼦、⻄⽅倫彰、宮本泰輔、⼭崎雅幸（敬称略） 

 

2022年1⽉29⽇ 

⽇本⾞椅⼦シーティング協会国際委員会・アジア姿勢保持プロジェクト（担当：松本和志） 



訳注： 
• 本書は Wheelchair Service Training Package: Reference Manual for Participants: Basic Level, WHO, 

2012. の全訳である。底本には英語版（https://www.who.int/publications/i/item/9789241503471）を⽤
いた。 

• 本書の翻訳出版は、⼀般社団法⼈⽇本⾞椅⼦シーティング協会の、資料作成事業の⼀環である。 
• 本書は、WHOより⾮営利（販売は費⽤回収⽬的でのみ可）での翻訳出版許可を取得している。 
• ⽇本語版翻訳に関する著作権および⽂責は、すべて⼀般社団法⼈⽇本⾞椅⼦シーティング協会に帰属する。 
• 翻訳および編集作業は、同協会国際委員会・アジア姿勢保持プロジェクト（ASAP）で⾏なった。 
• 本書を転載する際は⽇本⾞椅⼦シーティング協会までご連絡（連絡先は⾒返しを参照）頂きたい。 
• 英語原⽂と⽇本語訳⽂の間に内容の齟齬がある場合は原則として英語版を正とするが、誤記、団体の名称・
住所・URLで変更されているものなどは、WHOに確認のうえ訳者で⼀部修正している。 

• 国際連合の条約など政策⽂書で複数⾔語の正⽂が定められているものは、英語版の参照先を記した。 
• 政策⽂書の⽇本語訳は、既存の訳を参考にしつつ、訳者で独⾃に訳出したものである。 
• インターネット上の参考⽂献のURL閲覧⽇は、すべて2022年1⽉28⽇である。 
• 本⽂中、原⽂にない訳者による補⾜は［ ］に⼊れて⽰している。 
• 脚注について、⽂中の脚注番号がカッコ（ ）⼊りのものは原注、（ ）なしのものは訳注を⽰す。 
• 原⽂の主な⽤語と本書での訳語は、原則として下表の通り対照させている。なるべく原著に忠実に、かつ
既存の⽤語との紛らわしさを避け、簡明さを失わないよう努めた。本書出版時点の国際標準化機構（ISO 
7176-26:2007）、⽇本⼯業規格（JIS T9201:2016）との異同などは、下表および⽂中の脚注で⽰している。 

• 脚注の [⽤語集] は ⾞いす・シーティング⽤語集, ⾞いす・シーティング⽤語検討委員会, 2005. を指す。  
英語⽤語 ⽇本語訳語 
additional postural 
support 

付加姿勢⽀持［基本的な⾞椅⼦にもともと備わっている以上の、改造や増設に
よって付加された姿勢⽀持(⼒)。中級教習で扱う内容］ 

armrest ひじ掛け［ISO7176-26:2007: arm support, JIS T9201:2016: アームサポート］ 
assessment 事前評価［事後評価を含むevaluationと区別するため］ 
backrest 背もたれ［ISO7176-26: 2007: back support, JIS T9201: 2016: バックサポート］ 
calf 下腿、［特にその部位を指す場合］ふくらはぎ 
community-based 地域に根ざした 
footrest ⾜台［ISO7176-26:2007: foot support, JIS T9201: 2016: フットサポート］ 
neutral sitting posture ニュートラルな座位姿勢［解釈には諸説あるが、本書での意味はp.13を参照］ 
personal mobility ［主に⾏為を指して］個⼈的移動、［主に機能を指して］個⼈的移動性 
postural support 姿勢⽀持 
product preparation 製品の下準備 
referral 紹介・相談 
seat 座⾯［ISO7176-26:2007: seat, JIS T9201: 2016: シート］ 
seating 座位保持 
service delivery サービス提供 
sitting upright まっすぐに座る［解釈には諸説あるが、本書での意味はp.13を参照］ 
training 教習、［条約などで定訳がある場合］研修 
upholstery 張り布 
user ［指⽰内容が明⽩な場合］⾞椅⼦ユーザー、ユーザー 
wheelchair provision ⾞椅⼦供与 
wheelchair services ［⾏為］⾞椅⼦サービス、［事業・事業組織］⾞椅⼦サービス事業、 

［施設・所在地］⾞椅⼦サービス事業所 



⽤語 

以下、教習パッケージ全体を通して⽤いることばを下記の通り定義する。 

適正な⾞椅⼦ ユーザーのニーズおよび環境条件に合い、適切にフィットして姿勢を
⽀え、安全で耐久性があり、国内に⽤意され、⼊⼿、メンテナンス、
継続したサービスが国内で、無理のない価格で可能な⾞椅⼦。 

⼿動⾞椅⼦ ユーザー⾃⾝がこぐ、あるいは他の⼈が押す⾞椅⼦。 

⾞椅⼦ 歩⾏や移動に困難がある⼈へ、⾞輪による移動性および座位⽀持をも
たらす機器。 

⾞椅⼦供与 ⾞椅⼦の設計・⽣産・供給・サービス提供の総称。 

⾞椅⼦サービス ⾞椅⼦供与の⼀部分で、ユーザーへ適正な⾞椅⼦を供与する関わり。 

⾞椅⼦サービス職員 適正な⾞椅⼦の供与に習熟した⼈。 

⾞椅⼦ユーザー 歩⾏や移動に困難があり、移動に⾞椅⼦を使う⼈。 
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まえがき 

⾞椅⼦は、⼈権を享受し、尊厳をもって⽣きる前提である個⼈的移動性を⾼めるために最もよく使
われる⽀援機器の⼀つで、障害者が地域のより⽣産的な⼀員となることを⽀えるものです。多くの
⼈びとにとり、適正で、巧みにデザインされ、ぴたりと合った⾞椅⼦は、社会へのインクルージョ
ンと参加に向かう最初の⼀歩となるのです。 

国際連合「障害者の機会平等化に関する基準規則」「障害者の権利に関する条約」および世界保健
総会 WHA58.23 決議［第 58 回世界保健総会決議第 23 号］は障害の予防・管理・リハビリテーシ
ョンに関わるものですが、そのいずれもが、⾞椅⼦その他の⽀援機器の重要さを強調しています。
障害者の適正な⾞椅⼦へのアクセスを、とくに世界の低リソース地域において保証するため、世界
保健機関（WHO）は「⼿動⾞椅⼦供与の世界ガイドライン 低リソース状況の克服に向けて」を⽶
国国際開発庁（USAID）および国際義肢装具学会（ISPO）との協働のもとに作成しました。 

この「⾞椅⼦ガイドライン」を基に、適正に⼈材を育て、⾞椅⼦の優れた提供システムをもたらす
ために WHO が作成したのが、この「基礎⾞椅⼦サービス教習パッケージ」なのです。 
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基礎⾞椅⼦サービス教習パッケージについて 

はじめに 

2008年の「⼿動⾞椅⼦供与の世界ガイドライン 低リソース状況の克服に向けて」(1)の発⾏に続け
て、世界保健機関（WHO）は、この「基礎⾞椅⼦サービス教習パッケージ（WSTPb）」を作成した。 

⾞椅⼦は、個⼈的移動を可能にするために最もよく使われる⽀援機器の⼀つである。歩⾏に困難が
ある⼈びとにとって、その⾝体・⽣活様式・環境のニーズを満たす⾞椅⼦は不可⽋な道具であり、
健康・社会・経済における幸福を広く向上させるものである。移動性は⾞椅⼦ユーザーへ、学び、
働き、⽂化活動に関わり、保健医療などのサービスを利⽤する機会を開く。 

移動性の重要さは、国際連合「障害者の権利に関する条約」（UNCRPD）にも反映しており、そこ
では、「最⼤限に⾃⽴した個⼈的移動を障害者へ保証するための実効ある施策」を提⾔している。
個⼈的移動性を実効あらしめるには、⾞椅⼦ユーザーに⾞椅⼦、それも正しく⾃分にフィットし、
⾃⾝に特有のニーズを満たすものが必要である。これには、個別ニーズに対応するアプローチが求
められる。 

⾞椅⼦ユーザーの個別ニーズを満たす効果的な⽅法は、⾞椅⼦サービスを通した⾞椅⼦の供与であ
る。しかし統計によると、きちんとフィットさせた⾞椅⼦をじっさいに利⽤できているのは⾞椅⼦
を必要とする⼈びとの 5 %にも満たない。加えて、職員が教習を受け、⾞椅⼦を効果的に処⽅する
ために必要な技能を得る機会も限られている。 

この WSTPb（基礎⾞椅⼦サービス教習パッケージ）がめざすのは、⾞椅⼦サービスにおいて基礎
レベルの臨床および技術的任務（「⼿動⾞椅⼦供与の世界ガイドライン 低リソース状況の克服に向
けて」表 4.2 を参照）を果たす、職員への教習を⽀援することである。本教習パッケージは、付加
姿勢⽀持なしでまっすぐに座れる⾞椅⼦ユーザーとの仕事を始めるに当たって求められる、理論と
実技の伝授を助ける。本教習パッケージの内容は、個別ニーズの事前評価、⼿に⼊る⾞椅⼦のうち
最も適正なものを選択し設定する⽀援、⾞椅⼦ユーザーおよび介助者への⾞椅⼦の使⽤およびメン
テナンス⽅法の教習、フォローアップ実施などのやり⽅である。 

本教習パッケージは 35〜40 時間で履修できるが、この期間は、各々の状況に特有のニーズや利⽤
できるリソースに従って伸縮してもよい。さらに師匠に付いて修練することを、実⼒を積み重ね、
独⽴して働く技量を⾼めるために奨励する。 
  

 
1  Guidelines on the Provision of Manual Wheelchair Service in Less-resourced Settings [⼿動⾞椅

⼦供与の世界ガイドライン 低リソース状況の克服に向けて], WHO, 2008 (https://www.who.int/public
ations/i/item/9789241547482 ). [邦訳: ⼿動⾞椅⼦供与の世界ガイドライン 低リソース状況の克服に
向けて, ⽇本⾞椅⼦シーティング協会, 2022.]  
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受講者⽤参考書 

WHO は、この⾞椅⼦サービス教習パッケージが、すでに現場で働いている職員への独⽴した短期
教習プログラムとして、またリハビリテーション職員への教習プログラムのカリキュラムに組み込
んで、両様で伝授されるよう望んでいる。 

対象者 

この教習パッケージの対象は、⾞椅⼦サービス提供を職場で実施すると想定される、すべての職員
およびボランティアである。これは保健・リハビリテーション・技術職員、地域保健職員、地域に
根ざしたリハビリテーション2（CBR）職員、作業療法⼠、理学療法⼠、義肢装具⼠、現地の職⼈、
⾞椅⼦ユーザーなどである3。 

⽬的 

基礎レベル教習パッケージは、移動に障害があるものの、付加姿勢⽀持なしでまっすぐに座れる男
⼥の⼦どもや⼤⼈へ、適正な⼿動⾞椅⼦およびクッションを供与するために職員やボランティアが
受ける教習を⽀援するようデザインされている。 

この教習パッケージの主⽬的は、⾞椅⼦サービス提供に携わる職員の技能および知識の育成である。
教習パッケージの実施は、以下の役に⽴つ： 

• ⾃分のニーズを満たす⾞椅⼦を⼿にする、⾞椅⼦ユーザーが増加する。 
• ⾞椅⼦の使い⽅およびメンテナンス、また⾞椅⼦を使いながら健康を保つ⽅法の教習を受ける、

⾞椅⼦ユーザーが増加する。 
• 基礎レベル⾞椅⼦サービス提供教習を受けた職員が増加する。 
• ⾞椅⼦サービス提供職員の能⼒が向上する。 
• ⾞椅⼦サービス提供の質が向上する。 
• ⾞椅⼦サービス提供の、リハビリテーションサービスへのより⼤きな統合が達成される。 

対象範囲 

本教習パッケージで取り上げるのは： 

• ⾞椅⼦サービス提供で求められる必須知識。 
• 「⼿動⾞椅⼦供与の世界ガイドライン」で述べた、⾞椅⼦サービス提供の 8 つのステップ（表１）

の概観。 
• ⾞椅⼦ユーザーへの、その移動へのニーズを事前評価し、移動⽀援の可能な最適解を⾒定めるた

めの協⼒。 

 
2  [原⽂] community-based rehabilitation 
3  [訳注] 本教習の全部あるいは⼀部には、⽇本であればリハビリテーション医、介助福祉⼠・社会福祉⼠・ケアマネ

ージャー・福祉⽤具専⾨相談員などの福祉専⾨職、福祉⾏政職員、特別⽀援教師なども対象者に含まれよう。 
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• 適正な⼿動⾞椅⼦およびクッションの供与。 
• ⾞椅⼦への簡単な改造を⾒出し、⾞椅⼦ユーザーへ最⾼にフィットさせる問題解決。 
• ⾞椅⼦の修理およびメンテナンス。 
• ⾞椅⼦ユーザーが、⾞椅⼦を最⾼に活⽤するための教習。 
• 成形4［⾝体形状に沿う起伏のある］ウレタンフォームクッションの製作。 

⾞椅⼦の簡単な改造まで盛り込んだのは、とりわけ⼿に⼊る⼿動⾞椅⼦の種類やサイズが限られる
状況との関わりからである。⾞椅⼦を正しくフィットさせるには、簡単な改造が必要になることが
多い。 

3 輪⾞の、⻑距離移動が必要な⾞椅⼦ユーザーにとっての価値には触れているが、3 輪⾞の供与に
ついて、この教習パッケージでは詳しく取り上げていない。 

表１. ⾞椅⼦サービス提供の主要ステップ 

ステップ１ 紹介・相談および⾯接予約 

ステップ２ 事前評価 

ステップ３ 処⽅（選択） 

ステップ４ 資⾦調達および発注 

ステップ５ 製品（⾞椅⼦）の下準備 

ステップ６ フィッティング 

ステップ７ ユーザー教習 

ステップ８ メンテナンス・修理・フォローアップ 

 

必要な知識および技能 

⾞椅⼦サービス提供の経験は必須ではない。ただし、この教習プログラムのデザインに当たっては、
受講者に以下の知識および技能があることを前提としている： 

• 受講者が、教習プログラムの⾔語を読み書きできる。 
• 受講者に、⾞椅⼦が益をもたらす⼈びとに影響しうる⼀般的な疾患や機能障害、例えば脳性⿇痺、

下肢切断、ポリオ、脊髄損傷、脳⾎管障害5などについての基礎知識がある。 
  

 
4  [原⽂] contoured, [ISO 7176-26:2007] pre-contoured, [⽤語集] コンター型 
5  [原⽂] brain stroke. [訳注] 本書 p.44 の説明内容に沿うよう, こちらの訳語を採った. 
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受講者⽤参考書 

受講者がこれらの疾患や機能障害に関する情報を持たない場合、教習員は、その情報を必須知識の
補講として盛り込むべきである。 

構成 

「基礎⾞椅⼦サービス教習パッケージ」は、基礎レベルの⾞椅⼦サービス提供に熟達し、またこの
教習プログラムが教える能⼒を、⾃信をもってやってみせられる教習員が伝授するようにデザイン
されている。教習教材は、以下の通り多岐にわたる： 

• 教習員⽤指導書および教習員⽤ツール 
• 受講者⽤参考書（以下「参考書」とも略） 
• 受講者⽤ワークブック 
• ⾞椅⼦サービスの各フォーム 
• ⾞椅⼦サービスの各確認表 
• パワーポイントのスライド、ビデオ、ポスターなどの視覚資料 

作成経緯 

「⼿動⾞椅⼦供与の世界ガイドライン」の出版に続き、WHO は、⾞椅⼦サービス教習パッケージ
の作業部会を編成した。第⼀回の作業部会会合は、WHO が 2008年 10⽉に招集し、教習パッケー
ジの対象範囲および内容を決定した。続けて 20 ⼈超の、教習パッケージの内容として提案された
分野の専⾨家による閲覧およびフィードバックを受け、執筆者のコアグループが各々の実施試験⽤
教習パッケージの準備に当たった。 

2010 年、基礎教習パッケージはインド、ソロモン諸島、ケニアで実施試験を⾏なった。各実施試験
を、WHO ⾞椅⼦教習パッケージ作業部会メンバーが観察した。実習授業に参加した教習員・受講
者・⾞椅⼦ユーザーからのフィードバックが、最終稿に組み込まれた。実施試験に加えて基礎教習
パッケージは査読に付され、各分野の幅広い専⾨家から貴重なフィードバックを得た。 

教習パッケージの作成に加わった著者全員が利益関係宣⾔書（DOI）を発⾏したが、内容に関する
利益相反を宣⾔した者は皆無であった。 
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A: 必須知識 
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受講者⽤参考書 

A.1: ⾞椅⼦ユーザー 

⾞椅⼦ユーザーとは、歩く能⼒が限られているため、すでに⾞椅⼦を持っている、あるいは⾞椅⼦
を使うのが有益な⼈びとのことである。⾞椅⼦ユーザーの中には： 

• ⼦ども、⼤⼈、⾼齢者、少⼥、少年、⼥性、男性、 
• さまざまな健康状態、⽣活様式、⽣活上の役割や背景をもつ⼈びと、 
• さまざまな環境、例えば農村、⽚⽥舎、都会で暮らし、働く⼈びとがいる。 

⾞椅⼦ユーザーによって、ニーズはさまざまであろう。しかし、みな適正な⾞椅⼦を必要としてい
る点は同じである。 

⾞椅⼦の有益な点は何か？ 
 

 
 
• 移動性：⾞椅⼦は、⼈びとが可能な限り⾃⽴して移動し、やりたいことをやるのに役⽴つ。 

• 健康：⾞椅⼦はさまざまな⽅⾯で、⾞椅⼦ユーザーの健康を⾼める。クッションを備えた、よく
フィットする⾞椅⼦は、広く⾒られる問題、例えば褥瘡や不良姿勢を低減する。正しく動作し、
よくフィットし、こぐのが容易な⾞椅⼦は、⾞椅⼦ユーザーの⾝体活動を増やし、したがって健
康を増進する。 

• ⾃⽴：⾞椅⼦ユーザーはより⾃⽴し、⾃らの⼈⽣を左右できる1。 

• ⾃尊⼼と⾃信：⾞椅⼦ユーザーは、⾃分にフィットし、うまく使える⾞椅⼦を持つと⾃信が増し、
⾃尊⼼が⾼まる。 

• 地域⽣活へのアクセス：⾞椅⼦があれば、⾞椅⼦ユーザーはより地域⽣活に加われる。例えばユ
ーザーは仕事や学校へ通い、友だちを訪ね、宗教儀式などの地域活動に参加できる。 

  

 
1  [原⽂] Wheelchair users are more independent and more in control of their life. 
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「適正な⾞椅⼦」とは何か？ 

「適正な⾞椅⼦」とは、以下のような⾞椅⼦である： 

• ⾞椅⼦ユーザーのニーズを満たし、 
• ⾞椅⼦ユーザーの環境に合い、 
• ⾞椅⼦ユーザーとよくマッチし、 
• 姿勢をしっかりと⽀え（⾞椅⼦ユーザーがまっすぐに座るのを援け）、 
• 地域でメンテナンスや修理ができる。 
 

国際連合「障害者の権利に関する条約」 

国際連合「障害者の権利に関する条約」（以下 UNCRPD と略）は、2008 年 5 ⽉ 3 ⽇に発効した。 

⼈権とは、すべての⼈のものである。UNCRPDの核⼼は、障害者にもそうした権利があることを、
すべての⼈が認めるようにすることである。条約は、50のさまざまな条⽂からなる。 

条⽂のひとつ、第 20 条は、「個⼈的移動性」に関わる。個⼈的移動性とは、⾃分の好きなやり⽅で、
好きな時に移動できる能⼒である。第 20 条は、「締約国は、最⼤限に⾃⽴した個⼈的移動を障害者
へ保証するための実効ある施策を講じ」る、と述べている。 

⾞椅⼦および⾞椅⼦サービスは、移動に障害がある多くの⼈びとが個⼈的移動性を得るための⽀援
として、たいへん重要である。⾞椅⼦サービス職員は、UNCRPD第 20 条の実現に以下のように役
⽴っている： 

• サービス事業所を訪れる⾞椅⼦ユーザーへ、適正な⾞椅⼦を供与する。 
• ⾞椅⼦ユーザーが、⾃⼒での⾞椅⼦の乗り降り⽅法を学ぶのを⽀援する。 
• ⾞椅⼦ユーザーが、⾃⼒での⾞椅⼦のこぎ⽅を学ぶのを⽀援する。 
• ⾞椅⼦ユーザーができる限り⾃⽴するのを⽀えるよう、家族を促す。 

その他の⼈権にも、適正な⾞椅⼦があれば、移動に障害のある⼈がもっと容易に享受できるものが
ある。それは： 

• ⾃⽴した⽣活および地域社会へのインクルージョン（第 19条） 
• 教育への権利（第 24条） 
• 到達できる限り最⾼⽔準の健康を享受する権利（第 25 条） 
• 勤労および雇⽤への権利（第 27条） 
• 政治的および公的活動へ参加する権利（第 29条） 
• ⽂化的⽣活・レクリエーション・余暇・スポーツへ参加する権利（第 30条） 
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受講者⽤参考書 

障害者の権利に関する条約 
（第 20 条 個⼈的移動性） 

締約国は、最⼤限に⾃⽴した個⼈的移動を障害者へ
保証するための実効ある施策を講じ、以下のことな
どを⾏なう： 

(a) 障害者の、⾃分が選んだ⽅法で、⾃分が選んだ時
に、⼿ごろな費⽤で⾏なう個⼈的移動を容易にする。 

(b) 質の⾼い移動補助具、補装具、⽀援技術、⼈や動
物による⽀援、仲介サービスを、障害者が利⽤しやす
くなるようにし、とりわけ⼿ごろな費⽤でこれらが
⼿に⼊るようにする。 

(c) 障害者、および障害者と協働する専⾨職員に対し
て、移動技能の教習を提供する。 

(d) 移動補助具、補装具、⽀援技術の⽣産に当たる事
業体が、障害者の移動についてのあらゆる側⾯を考
慮するよう奨励する。 

その意味(2)： 

 

国は、障害者が最⼤限に⾃⽴して移動で
きるよう保証しなければならない。国が
やるべきことは： 

• ⼈びとが移動できるよう⼿助けする。 

 

• ⼈びとに質のよい⾞椅⼦が⼿ごろな費
⽤で⼿に⼊るよう⼿助けする。 

 

 
• 移動⽅法の教習を授ける。 

 

• 補助具をつくる団体/企業に、障害者の
ありとあらゆるニーズについて考えさ
せる。 

 

A.2: ⾞椅⼦サービス 

⾞椅⼦サービスとは、⾞椅⼦ユーザーと協働して、⼿に⼊るもののうちで、そのユーザーに最適な
⾞椅⼦を⾒出すことである。「⼿動⾞椅⼦供与の世界ガイドライン」では、⾞椅⼦供与に当たって
⾞椅⼦サービス職員が実施すべき 8 つのステップを概説している。以下はそれらのステップの要約
である。ステップのそれぞれは、この受講者⽤参考書の B部で詳しく取り上げる。 

  

 
2  [原注] 以下のリンクなどを参照：

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file
/345108/easy-read-un-convention.pdf  
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ステップ まとめ  

1. 紹介・相談 
および⾯接予約 

⾞椅⼦ユーザーの紹介・相談のされ⽅はさまざ
まである。ユーザーは⾃ら名のり出るか、地域・
地区・地⽅レベルで働く政府あるいは⾮政府の
保健・リハビリテーション職員やボランティア
のネットワークを通して紹介・相談される。⾞
椅⼦サービス事業によっては、社会福祉や保健
医療のサービスを受けるか学校・職場・地域の
活動に参加したことが全くない、隠れたユーザ
ーを積極的に⾒つけ出す必要があろう。  

2. 事前評価 
 

それぞれのユーザーに関する個別の事前評価
が必要で、そこでは⽣活様式・⽣業・居住環境・
⾝体条件を考慮しなければならない。 

 
3. 処⽅（選択） 事前評価から得た情報を⽤い、⾞椅⼦の処⽅を

ユーザーおよび家族や介助者といっしょに練
り上げる。処⽅（選択）には、選んだ⾞椅⼦の
種類、サイズ、特⾊、改造点を詳述する。また、
⾞椅⼦を正しく使いメンテナンスするために
ユーザーに必要な教習についても詳述する。 

 
4. 資⾦調達および

発注 
財源が確定したら、サービス事業所が在庫す
る、あるいは供給者からの⾞椅⼦を発注する。 

 

5. 製品（⾞椅⼦）
の下準備 

教習を受けた職員が、初回フィッティングのた
めに⾞椅⼦を下準備する。その内容は⼿に⼊る
製品やサービス施設にもよるが、製造者が供給
した製品の組み⽴てや可能な改造、あるいはサ
ービス⼯房での製品製造などである。 

 
（続く） 
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（続き） 

ステップ まとめ  

6. フィッティング ユーザーが⾞椅⼦を試⽤する。その⾞椅⼦の組
み⽴てや設定が適切になるよう、最終調整を⾏
なう。改造や姿勢⽀持部材が求められた場合、
追加フィッティングも必要になる。 

 
7. ユーザー教習 ユーザーおよび介助者が、⾞椅⼦を安全かつ効

果的に使い、メンテナンスするやり⽅の教習を
受ける。 

 
8. メンテナンス・

修理・フォロー
アップ 

⾞椅⼦サービス事業は、地域では解決できない
技術的問題に対して、メンテナンスや修理サー
ビスを提供する。フォローアップ活動は、でき
る限り地域レベルで実施するのが適切である。
フォローアップ⾯接は、⾞椅⼦の適合を確か
め、いっそうの教習や⽀援を供する機会であ
る。そのタイミングは、ユーザーのニーズや、
ユーザーが利⽤できる他のサービスによって
異なる。⾞椅⼦がもはや適正でないと判った
ら、ステップ 1.からやり直して新しい⾞椅⼦
を供給する必要がある。 

 

出典：⼿動⾞椅⼦供与の世界ガイドライン 低リソース状況の克服に向けて, 表 3.2, 2022. 

A.3: ⾞椅⼦による移動 

取り回しが難しい場所、例えば荒れ地、砂地、ぬかるみで、あるいは段差、縁⽯があり、スペース
が狭隘なところで⽣活し、働かねばならない⾞椅⼦ユーザーは多い。 

⾞椅⼦による移動技能の教習は、⾞椅⼦ユーザーがこうした障害を⾃⼒で、あるいは介助によって
切り抜けるのに役⽴つ。 

以下、⾞椅⼦のさまざまな移動技能について説明する。 
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⾞椅⼦の移動技能： 

⼿
こ
ぎ 

 

• 正しくこげると、労⼒が少なくて済む。 

• ［時計の⽂字盤の］10 時から 2 時の位置までこぐ。 

• ⻑い、滑らかな動作でこぐ。 

転
回 

 

• ⽚側のハンドリムの前⽅と、反対側の後⽅を握る。 

• 前⽅の⼿で後ろへ、後⽅の⼿で前へ、同時にこぐ。 

登
り
坂 

 

• 前にかがむ：⾞椅⼦の転倒を防⽌するのに役⽴つ。 

• 練習では、安全のため助⼿を後ろに⽴たせる。 

• 停⽌または休憩：⾞椅⼦を横向きに停める。 

下
り
坂 

 

• 後ろへもたれる。 

• ハンドリムを、両⼿の中でゆっくりと滑らせる。 

• 上達した⾞椅⼦ユーザーでウィリー（⾞椅⼦の駆動輪だ
けでバランスを保つこと）ができる⼈は、駆動輪だけで
坂を下りてもよい。これは⾮常に効率がよい。 

介
助
に
よ
り
階
段
を
昇
る 

 

• 後ろ向きに昇る。 

• ⾞椅⼦を駆動輪で⽀えて後ろへ傾け、最初の段差へ押し
当てた位置に置く。 

• 介助者は後上⽅へ引き、⾞椅⼦を転がして昇る。 

• ⾞椅⼦ユーザーは、ハンドリムを後ろへ引いて⼿伝って
もよい。 

• ⼆⼈⽬の介助者は前⽅から⾞椅⼦のフレーム（⾜台では
ない）を持ち、⼿伝ってもよい。 
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介
助
に
よ
り
階
段
を
降
り
る 

 

 

• 前向きに降りる。 

• ⾞椅⼦を駆動輪で⽴つように傾ける。 

• 介助者は駆動輪を転がし、⼀段ずつゆっくり降ろす。 

• ⾞椅⼦ユーザーは、ハンドリムを使い、⾞椅⼦を操縦し
て⼿伝ってもよい。 

• ⼆⼈⽬の介助者は前⽅から⾞椅⼦のフレーム（⾜台では
ない）を持ち、⾞椅⼦を安定させる⼿伝いをするとよい。 

⼀
時
ウ
7
リ
9 

 

• ⾞椅⼦ユーザーには、⼀時ウィリー3ができるとたいへん
便利である。 

• ⾞椅⼦ユーザーは、前輪を持ち上げて⼩さい縁⽯や⽯、
凸起をやり過ごせる。 

• ⾞椅⼦の駆動輪を、⼿が［時計の⽂字盤の］10 時の位置
へ来るまで後ろへ回してから、素早く前にこぐ。 

• キャスター輪が持ち上がるはず。 

• 練習すれば、⼩障害物をやり過ごすのにちょうどよいタ
イミングで、キャスター輪を持ち上げられる。 

• この技能の練習を始める時は、必ず助⼿が⾞椅⼦ユーザ
ーの背後へ⽴つこと。 

 

⾞椅⼦の移動技能教習を安全に⾏なうコツ 

• ⾞椅⼦を乗り降りする時、⾜台の上に⽴たない。 

• 駆動輪のスポークやブレーキに指を近づけない。 

• 坂道の登り⽅や⼀時ウィリーを学ぶ時は、必ず助⼿を⾞椅⼦座者の背後に⽴たせる。 

• ⾞椅⼦を安全に操作できる確信がない限り、⾞椅⼦ユーザーの階段の昇り降りを介助してはな
らない。不安なら助けを求める。 

  

 
3  [原⽂] a partial wheelie, ⽇本では⼀時ウィリーと前輪を上げたままで⾞椅⼦を操作するフルウィリー full wheelie

とをまとめて「キャスター上げ」「前輪上げ」等と呼ぶことが多い. 
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A.4: まっすぐに座る  

ほとんどの⾞椅⼦ユーザーは、⻑時間座って過ごす。つまり、⾞椅⼦は単なる移動⽀援具ではない。
⾞椅⼦は、⼼地よくまっすぐに座る4よう⽀えるものでもある。 

まっすぐに座る/ニュートラルな座位姿勢 

姿勢とは？ 

姿勢とは、⾝体の各部位の配置のことである。可能な限り、よくフィットした⾞椅⼦で⾞椅⼦ユー
ザーがまっすぐに座るよう⽀えるべきである。「まっすぐに座る」ことは「ニュートラルな座位姿
勢5」とも呼ばれる。 

なぜまっすぐに座ることが重要なのか？ 

まっすぐに座るのは、多くの⽅⾯で⾞椅⼦ユーザーを⽀援する。まっすぐに座ることのよい点： 

• 健康：まっすぐな姿勢は、⾷べ物の消化や呼吸を助ける。 

• 安定性：まっすぐな姿勢は、より安定している。 

• 体重の分散：まっすぐに座ると、体重が均等に分散し、褥瘡の危険を減らす。 

• 快適さ：体重が均等に分散すると、ユーザーにとってより快適になる。 

• 姿勢にまつわる問題の予防：まっすぐに座ると、将来、脊柱6の変形が悪化する機会が減る。 

• ⾃尊⼼と⾃信：まっすぐに座ることは、⾞椅⼦ユーザーが、⾃分⾃⾝をよりよいものに感じるの
を⽀援する。 

 
まっすぐに座ることは多くの点で有益であるものの、姿勢⽀持なしにこの姿勢で⼀⽇じゅう過ごす
のは無理である。障害を持たない⼈は、だから⼀⽇じゅうさまざまな姿勢を取るのだ。⾞椅⼦に⼀
⽇じゅう座る⾞椅⼦ユーザーには、⾞椅⼦が、ユーザーが⼼地よくまっすぐに座れるためにじゅう
ぶんな⽀えをもたらす必要がある。 

  

 
4  [原⽂] sitting upright 
5  [原⽂] neutral sitting posture 
6  [原⽂] the spine 
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まっすぐに座っているかどうかの⾒分け⽅ 
横から⾒て確認すること： 

ü ⾻盤がまっすぐに起きている。 

ü 体幹がまっすぐに起き、背中が３つの⾃然なカーブを描
いている。 

ü 股関節がほぼ 90度に屈曲している。 

ü 膝と⾜⾸がほぼ 90度に屈曲している。 

ü かかとが膝の真下かわずかに前後にある。 

ü ⾜が、べったり床あるいは⾜台に着いている。  

正⾯から⾒て確認すること： 

ü ⾻盤が⽔平である。 

ü 両肩が⽔平でリラックスしており、腕が⾃由に動く。 

ü 脚がわずかに開いて（外転して）いる。 

ü 頭がまっすぐに起き、⾝体の上でバランスが取れている。 

 
 

⾻盤は座り⽅にどう影響するか 

⾻盤は、まっすぐに座るための⼟台である。頑丈で安定した建物には、しっかりした基礎が必要だ。
同様に、安定して座るためには、⾻盤は頑丈で安定していなければならない。 

⾞椅⼦ユーザーがまっすぐに座っている時、
⾻盤は： 

• ⽔平で（正⾯から⾒て）、 

• 直⽴、あるいはわずかに前傾している（横
から⾒て）。 

 
 

⾻盤のいかなる変化も、⾝体の残りの部分に変化を引き起こす。⾻盤がまっすぐに起きていなけ
れば、まっすぐに座るのは困難である。 

正⾯から⾒た⾻盤 横から⾒た⾻盤 
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⾻盤はさまざまに動く。下の表に、⾻盤の４つの異なる動き、およびそれぞれの動きが⽣じると⾝
体がどう変化するかを⽰す。 

動き 図 ⾝体の変化 
前⽅へ傾く 
（⾻盤前傾）： 
 
 
 
 
 
 

 

• 両肩が後ろへ引けながら、⾝体がまっすぐ
に伸びる。 

• ⾻盤の上で脊柱の弯曲が⼤きくなる。 

後⽅へ倒れる 
（⾻盤後傾）： 
 
 
 
 
 

 

• 両肩が前に寄りながら⾝体が丸まる。 

横へ傾斜する 
（⾻盤側傾）： 
 
 
 
 
 
 
  

• ⾝体が横に曲がる。 

回旋する 
 
 
 
 
 
 
  

• ⾝体の他の部分も回旋する。 

横から⾒た⾻盤 

横から⾒た⾻盤 

後から⾒た⾻盤 

上から⾒たところ 
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A.5: 褥瘡 

褥瘡とは、⽪膚や筋組織の損傷部分である。褥瘡は数時間で発⽣しうるが、その転帰は何か⽉にも
わたり、死をもたらすことさえある。 

褥瘡の原因は何か？ 

褥瘡の主な原因として、次の三つがある。 

 圧⼒：褥瘡は、同じ姿勢で座るか横になったまま、動かない
で過ごす時間が⻑すぎると、⽪膚への圧⼒によって起こる。 

⾞椅⼦ユーザーは、⽇々⻑時間を⾞椅⼦に座って過ごすた
め、特にその危険がある。除圧しない場合、褥瘡はたちどこ
ろに発⽣する。 
 
 
 
 
摩擦：摩擦とは⽪膚が絶えず擦れ続けることである。例え
ば、⾞椅⼦が動く時に駆動輪/ひじ掛けの上で腕が擦れて、
褥瘡を引き起こすことがある。 
 
 
 
剪断7［せんだん］：剪断とは、静⽌した⽪膚が⾻や筋⾁の
動きにつれて引き伸ばされ、あるいは挟まれることである。 

例えば、⾞椅⼦ユーザーが「ずっこけた」姿勢8で⾞椅⼦に
座ると、⾻盤が後ろへ動揺した時の座⾻、あるいは背中の⾻
が⽪膚を背もたれへ圧し付けることによる剪断で、⽪膚を
損傷することがある。 

褥瘡の危険因⼦ 

褥瘡の三⼤原因と並んで、褥瘡が起こりやすくなる多くの要因がある。それらをまとめて「褥瘡の
危険因⼦9」と呼ぶ。 

 
7  [原⽂] shear 
8  [原⽂] “slumped” posture 
9  [原⽂] pressure sore risk factors 
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褥瘡の危険因⼦には、以下のものがある。 

• 感覚がない（感覚が低下している）⼈：（対⿇痺や四肢⿇痺がある⼈の多くがそうだが）臀部、座
部、脚に触れても感覚がない、あるいは感じにくい⼈には褥瘡発⽣の危険がある。 

• 動けない⼈：動けない⼈は、除圧ができない。 
• 汗、⽔分、失禁からの湿気：湿気は⽪膚を柔げ、傷つきやすくする。⾞椅⼦ユーザーに、膀胱や
腸の働きを管理する⽅法がない場合、尿や便が炎症を引き起こし、⽪膚を傷つける。 

• 不良姿勢：まっすぐに座っていないと、⼀か所にかかる圧⼒が⼤きくなる。 
• 以前あったか、現在ある褥瘡 
• 栄養不良や⽔分摂取不⾜：じゅうぶん⽔を飲むことを含め、よい⾷事は⾝体に体液や栄養分を⾏

き渡らせ、⽪膚を健康に保ち、傷を癒すうえで重要である。 
• ⽼化：⾼齢者の⽪膚は薄くて弱く、そのため傷つきやすいことが多い。 
• 体重（低体重や過体重）：過体重の⼈は⽪膚の⾎⾏が悪いことがあり、そのため傷つきやすく治

りが悪い場合がある。低体重の⾞椅⼦ユーザーは、⾻への防護がじゅうぶんでないため、褥瘡発
⽣の危険がある。⾻ばった部位を覆う⽪膚は、たちまちのうちに傷つくことがある。 

 
いっぱんに圧⼒で傷めやすい部位： 

        横から⾒て           後ろから⾒て 

                 
 

褥瘡の 4 つのステージ(10) やるべきこと 
1 ⽪膚の⾚斑や⿊斑。発⾚や変⾊が、圧⼒

を取り除いた後も 30 分以内に消えな
い。 

• その部位から、ただちに圧⼒を取り除く。 
• ⽪膚が完全に治るまで、圧⼒を加えない。そ

のため、ベッドで休養する場合もある。 
• 原因を特定し、それに対処する。 
• ⾞椅⼦ユーザーへ、褥瘡がどうやってでき、
今後どうやって防ぐか教える。 

（続く）  

 
10  [原注] Spinal Cord Injury Network International. Skin Care & Pressure Sores Part 3: Recognizing and 

Treating Pressure Sores. (https://www.spinalcordinjury.org/resources.html ) 
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（続き） 
褥瘡の 4 つのステージ やるべきこと 

2 浅い傷。⽪膚の表層が剥け始めるか、⽔
疱（⽔ぶくれ）ができる。 

• ステージ 1 でやるべきことを⾏なう。 

• 褥瘡を治療してもらうよう、経験豊かな保健
医療従事者へ紹介・相談する。 

• 傷⼝が開いた褥瘡は、洗浄とドレッシングを
施し、治癒しているか、また感染していない
か注意深く観察して確かめる必要がある。 

• ステージ 4 では⼿術が必要な場合もある。 

3 深い傷。⽪膚のすべての層が失われる。 

4 ⾮常に深い傷。筋⾁や、時には⾻にまで
広がる。 

どうすれば褥瘡を予防できるか？ 
 除圧クッションを⽤いる：除圧クッションは、圧⼒を

緩和する。褥瘡発⽣の危険がある⼈にはすべて、除圧ク
ッションを与えるべきである。 

 

まっすぐに座る：まっすぐに座ると、体重が均等に分
散される。これは⾻ばった部位の下の圧⼒を減らし、圧
⼒による褥瘡を抑える。まっすぐに座るのは、剪断が起
こす褥瘡を避けるのにも役⽴つ。 

⾞椅⼦サービス職員は、⾞椅⼦を正しくフィットさせ、
まっすぐに座ることがなぜ重要なのか説明することで、
⾞椅⼦ユーザーがまっすぐに座る⼿助けができる。 

 除圧動作11を⾏なう：規則的な除圧は、褥瘡を予防す
るうえで効果的である。除圧のやり⽅に関する詳しい情
報は、以下を参照。 

 
11  [原⽂] pressure relief techniques 



基礎⾞椅⼦サービス教習パッケージ 

 

 19 

 よい⾷事をし、たくさん⽔を飲む：新鮮な野菜、果
物、⾁などのバランスが取れた⾷事は褥瘡を防ぐ。 

⽔をたくさん飲むと、⽪膚が健康に保たれ褥瘡を防ぐ。 

⾞椅⼦ユーザーの⾷事が気にかかる場合は、⽀援できる
サービスへの紹介・相談を検討せよ。 

 摩擦を避ける：⾞椅⼦が正しくフィットし、かつ⾓が
⽴っていないことを確かめよ。 

感覚がない⾞椅⼦ユーザーには、⾝体のどの部分も⾞椅
⼦と擦れていないのを確かめるよう教えよ。 

⾞椅⼦ユーザーへ、⾞椅⼦を乗り降りする時には気を付
けるよう教えよ。 

 湿気を避ける：⾞椅⼦ユーザーには、濡れたか汚れた
服はすぐ着替え、また濡れたクッションを使わないよう
指導すべきである。 

膀胱や腸の管理技法は、湿気の問題を減らす。失禁の問
題がある⾞椅⼦ユーザーは、⽀援できるサービスへ紹
介・相談せよ。 

 毎⽇⽪膚を点検する：褥瘡はたちまち悪化する。重要
なことは、褥瘡を素早く発⾒し対処することである。 

褥瘡の危険がある⾞椅⼦ユーザーには毎⽇⽪膚を点検
するよう奨励せよ。⾃分で鏡を⽤いて調べても、家族に
調べてもらってもよい。 

もし⽪膚に⾚斑や⿊斑（ステージ 1の褥瘡）を⾒つけた
ら、ただちにあらゆる必要な⼿段を講じて、その部位を
除圧すべきである。 
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 横になるか座っている間は規則的に体位を変える：
規則的な体位変換は、除圧に役⽴つ。例えば、座位から
臥位への体位変換などである。 

これは、褥瘡の危険因⼦をいくつか抱える⼈や褥瘡が癒
えたばかりの⼈には、特に重要である。 

⾃分で体位を変えられない⼈には、褥瘡の危険がある。 

除圧動作 

⾞椅⼦ユーザーは、⾞椅⼦に座りながら、座⾻からの圧⼒を緩和できる。そのやり⽅は、⾞椅⼦ユ
ーザーの体⼒やバランスによって変わる。 

⾞椅⼦サービス職員は、褥瘡発⽣の危険があるあらゆる⾞椅⼦ユーザーへ、除圧⽅法を最低ひと通
り教える必要がある。 

前にかがむ： 

ほとんどの⾞椅⼦
ユーザーに適する
⽅法。 

⾃⼒で：バランスおよび体⼒に優
れた⼈向け 

 

介助して：バランスや体⼒に乏しい⼈
向け 

 

左右へ傾く： 

体⼒やバランスが
限られた⾞椅⼦ユ
ーザーに適する⽅
法。 

 

腕を⼿押しハンドルに引っかけて⽀
える⾞椅⼦ユーザーもいる。 
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A.6: 適正な⾞椅⼦ 

⾞椅⼦の各部材［本書での訳語および英語原⽂の名称］ 

 

「適正な⾞椅⼦」の定義 

授業 A.1「⾞椅⼦ユーザー」を参照。 

⾞椅⼦ユーザーのニーズを満たす 

適正な⾞椅⼦とは、⾞椅⼦ユーザーが、やりたいことをより楽にやれるようにするものでなければ
ならない。⾞椅⼦ユーザーには、⾞椅⼦を乗り降りでき、⾞椅⼦をこげ、輸送や収納のために⾞椅
⼦を折りたため、⽇々の活動を果たせる必要がある。適切な種類の⾞椅⼦とは、⾞椅⼦ユーザーが、
それらすべてを楽にやれるようなものである。以下の例を参照。 

  

⼿押しハンドル 
Push handle 

駆動輪 
Rear wheel 

ひじ掛け 
Armrest 

背もたれ 
Backrest 

クッション 
Cushion 

座⾯ 
Seat 

下腿ベルト 
Calf strap 

⾜台 
Footrest 

シートパイプ 
Seat rail 

レッグパイプ 
Footrests 

hanger 

キャスター輪 
Castor wheel 

ブレーキ 
Brake 

ハンドリム 
Push rim 
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移乗 

⾞椅⼦の乗り降り 

⾞椅⼦ユーザーが⾞椅⼦を乗り降りするやり⽅は、⾝体能⼒によりさまざまである。⾞椅⼦の特⾊
には、移乗がやりやすくなるものがいくつかある。移乗がやりやすくなる特⾊として、ひじ掛け、
⾜台、ブレーキの 3 つがある。 

 
着脱式ひじ掛け、あるいは駆動輪のへりに沿った形状のひじ掛け
［またはサイドガード］は、⾞椅⼦に対して横⽅向に乗り降りす
る⾞椅⼦ユーザーには使いやすい。 

⽴ち上がって⾞椅⼦を乗り降りする⼈には、⽴ち上がる⽀えとし
てひじ掛けが必要である。 

 

動線を塞がない⾜台12があると、⽴ち上がって乗り降りする⼈に
は便利である。 

床へ移乗したい場合、着脱式⾜台が好まれることもある。 

 

 

ブレーキは、あらゆる⾞椅⼦ユーザーにとって重要である。⾞椅
⼦を、乗り降りのあいだ静⽌させるために不可⽋。である 

 

 

 

⾞椅⼦をこぐ 

⾞椅⼦ユーザーの、⾞椅⼦のこぎ⽅はさまざまである。多くの⾞椅⼦ユーザーは、⾞椅⼦を腕でこ
ぐ。⾞椅⼦を両⾜で、あるいは⽚⽅の腕と⾜とでこぐ⼈もいる。⾞椅⼦を他の⼈に時どき、あるい
はつねに押してもらうことが必要な⾞椅⼦ユーザーもいる。 

ひじ掛けおよび背もたれの⾼さがちょうど良ければ、⼿で⾞椅⼦をこぎやすくなる。 
  

 
12  [原⽂] footrests which can be moved out of the way. [訳注] 跳ね上げ式・開き式・着脱式などが含まれる. 
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背もたれが低いと、⾞椅⼦ユーザーは肩を⾃由に動かしてこげる。 

まっすぐに座れてバランスのよい⾞椅⼦ユーザーに、これはよい⾼さの
背もたれである。 

 
 
 

⾞椅⼦ユーザーの⼿がハンドリムへ届きやすければ、⾞椅⼦はこぎやすくなる。 

 
 
 
 
 
 
 
 

駆動輪位置を調節できる⾞椅⼦もある。駆動輪位置は、⾞椅⼦をこいでどれだけ簡単にウィリーが
できるかに影響する。 

 
 
 
  

⾼すぎる背もたれ。⾞椅⼦
ユーザーが、楽に腕や肩を
動かしてこげない。 

 

 

⾼すぎるひじ掛け。⾞椅⼦
ユーザーの⼿を駆動輪ま
で楽に伸ばしてこげない。 

駆動輪は、⾞椅⼦ユーザーが
ハンドリムの頂部を握ると、
ひじが直⾓に曲がる位置に
する。 

これは、よいこぎ位置である。 

駆動輪の位置が後ろすぎると、⾞椅
⼦ユーザーは、こぐとくたびれる。 

ウィリーは、荒れ地の乗り
越え、縁⽯の上がり下り、
下り坂で役⽴つ。 

駆動輪を前⽅へ移すと、こいでウィリ
ーをやりやすくなる。 

駆動輪を後⽅へ移すと、⾞椅⼦の安定
はよくなるが、こぎにくくなり、ウィ
リーもやりにくくなる。 
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⾞椅⼦の折りたたみ 

⾞椅⼦の輸送や収納には、折りたたむ必要がある。⾞椅⼦の折りたたみ⽅には、⼤きく２通りある。 

クロス型折りたたみフレーム13の⾞椅⼦は、両側⾯を合わせ
て折りたたむ。駆動輪を取り外せるものもある。 

クロス型折りたたみフレームの⾞椅⼦は、狭い⼾⼝を「狭め
て14」通す必要がある⾞椅⼦ユーザーには便利である。 

輸送のためにクロス型折りたたみフレームの⾞椅⼦を好む⼈
もいる。例えば、バスの通路などには納まりがよい。 

クロス型折りたたみフレームの短所は、折りたたみ機構が剛
性を落とし、⾞椅⼦が不安定になることである。そのためこ
ぎづらくなる。 
  

 
13  [原⽂] a cross-folding frame 
14  [原⽂] “squeeze” 

重い⾞椅⼦を動かすには⼒
が要る：⼿こぎであれ、⾜こ
ぎであれ、介助者が押すの
であれ。 

しかし、うまく設計してバ
ランスのよい⾞椅⼦であれ
ば、重量はそれほど問題に
はならない。 

⾞椅⼦の重量が特に重要になるの
は、⼦どもの場合である。⾞椅⼦が
重いと、⼦どもには取り回しが難し
くなる。 

⾞椅⼦を⾜で楽にこげる
のは、⾞椅⼦ユーザーの⽚
脚がじゅうぶん⼒強く、座
ると⾞椅⼦の背もたれが
⾻盤をしっかりと⽀え、両
⾜が床にべったり着く場
合である。 

⾞椅⼦を⾜でこぐ⾞椅⼦ユーザーに
は、床から（クッションを含む）座⾯
までの⾼さが、⾮常に重要である。 

動線を塞がない⾜台も必須。 

⾜でこぐユーザーには、こぐあいだ
前へかがめるよう、テーブルやひじ
掛けを好む⼈もいる。 
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リジッドフレーム15の⾞椅⼦で折り
たためるものもある。ただし、左右か
ら合わせて折りたたむ代わりに背も
たれを倒して折りたたみ、駆動輪は取
り外す。 

リジッドフレームの⻑所は、可動部が
少ないため耐久性が⾼いことである。 

活動をやりこなす 

⾞椅⼦のいくつかの特⾊は⾞椅⼦ユーザーの活動しやすさに影響する。例えば、⾞椅⼦ユーザーが
こぐのに役⽴つ特⾊（上述）は、活動への参加しやすさを決める。以下はその他の例である。 

⾞椅⼦の全⻑16：⾞椅⼦の全⻑は、狭い場所での使いやすさ、
あるいは使いにくさに影響する。屋内で⻑時間過ごす⼈には、
全⻑の短い⾞椅⼦が最良の選択であろう。 

全⻑は、⾞椅⼦の最後端から最前端までを計測する。 

 

 

 

 
 

ひじ掛け：ひじ掛けが⾼いと、ユーザーにはテーブルや机の
近くへ寄せるのが難しくなる。 

 
 
 
 
 
 

留意事項：適正な⾞椅⼦とは、⾞椅⼦ユーザーのニーズを満たすものである。それには、ユーザ
ーがやらねばならないこと・やりたいことが、やりやすくなることも含まれる。 

 
15  [原⽂] rigid frame, [⽤語集] 固定式 
16  [原⽂] frame length. [訳注] 教習員⽤指導書では overall length になっており、図と説明に従って訳出した. 

全⻑ 
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⾞椅⼦ユーザーの環境に合う 

異なる種類の⾞椅⼦は、それぞれ異なる環境に適する。⾞椅⼦が、それぞれの環境でどれくらいう
まく働くか、に影響する主な仕様： 

• 前輪と駆動輪の間隔（ホイールベース） 
• 駆動輪の径と幅 

前輪と駆動輪の間隔（ホイールベース） 

前輪と駆動輪の間隔は重要である。 

前輪と駆動輪が離れていることを「ホイールベースが⻑い」、互い
に近いことを「ホイールベースが短い」と呼ぶ。 

ホイールベースが⻑い⾞椅⼦は、より安定し、前へ転倒しにくい。
⼤半の時間を屋外で過ごす⼈や、荒れた、あるいは凸凹な地⾯を
移動するには、よい選択である。 

ホイールベースが⻑い⾞椅⼦には、3輪と 4 輪のものがある。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ホイールベースが短い⾞椅⼦は、例えば屋内など路⾯が平坦、またはスペースが限られている場所
での使⽤に適する。ホイールベースが短い⾞椅⼦は、坂を下りたり前輪が凸起にぶつかったりした
場合、前に転倒しやすい。 

  

ホイールベースが
⻑い 4 輪⾞椅⼦は、
前⽅キャスター輪
が⾜台の後ろでは
なく下に付いてい
る。そのためホイー
ルベースがより⻑
くなる。 

ホイールベースが
⻑い 3 輪⾞椅⼦
は、いっぱんに安
定 性 が⾮常に ⾼
く、屋外の荒れ地
に向く。 

ホイールベース 

ホイールベース 

ホイールベース 
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駆動輪の径および幅 

輪径が⼤きいほど、凸凹な地⾯をこぎ越えるのが楽になる。 

幅広の駆動輪や、⼤径で幅広のキャスター輪は、⾞椅⼦が砂
地やぬかるみへはまり込むのを防ぐ。 

 
 
 
 
 
 

 
留意事項：適正な⾞椅⼦とは、⾞椅⼦ユーザーの環境、すなわち多くの時間を過ごす場所に適し
たもの。 

 

適切にフィットし姿勢を⽀える 

⾞椅⼦ユーザーの体格は、みな異なっている。⾞椅⼦が適切にフィットし⽀えをもたらすには、ユ
ーザーへ正しく合っていなければならない。幸い、多くの⾞椅⼦にはさまざまなサイズがあり、サ
イズ調節機能を備えている。こうした⾞椅⼦は、サイズがただ⼀つしか⼿に⼊らない⾞椅⼦よりも、
ユーザーへフィットさせるのが簡単である。以下に述べる⾞椅⼦の部材や特⾊は、⾞椅⼦がどれだ
けうまくフィットし、またユーザーがまっすぐに座るためにどれだけ役⽴つかに影響する。 

  

これはホイールベー
スが短い、病院型⾞
椅⼦の⼀例。 

この⾞椅⼦で荒れ地
をこぎ進むのは容易
ではない。 

移動技能に優れた
⾞椅⼦ユーザーで
あれば、ホイールベ
ースが短い⾞椅⼦
を屋外で使い、駆動
輪だけでバランス
を取って坂を下り、
荒れ地を越えられ
る。 
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背座部 

座⾯：⾞椅⼦座⾯は、ソリッド17座⾯かスリング18座⾯になる。 

左図にはソリッド座⾯を⽰す。ソリッド座⾯は⽊製あるいはプラスチッ
ク製である。ソリッド座⾯には、必ずクッションを置く。 

 
 
スリング座⾯は、ふつうキャンバス地でつくる。 

スリング座⾯は、布をフレームの両側に取り付けてつくる。質の悪いスリ
ング座⾯は伸びるかたるみ、しっかり⽀えてくれない。左図の男性が座っ
ている⾞椅⼦のスリング座⾯はゆるみ、たるんでいる。これはかれに⽀え
をもたらさない。このため、まっすぐに座るのが難しい。 

 
背もたれ：背もたれは、スリングかソリッドのものにな
る。ソリッド背もたれには、すべてパッド/クッションが
必要。 

⾞椅⼦には、さまざまな背もたれ⾼のものがある。⾼さ
調節できる背もたれを備えた⾞椅⼦もある。適切な背も
たれ⾼は、それぞれの⾞椅⼦ユーザーに合わせて選ぶ必
要がある。 

ひじ掛け：ひじ掛けも⽀えをもたらす。 

⾼さを調節できるひじ掛けもある。そうでない場合、よ
り⽀えが必要なユーザーには改造することもある。 

クッション：クッションは快適さをもたらし、除圧に役
⽴ち、⽀えをもたらし、⾞椅⼦ユーザーが滑るのを防ぐ。 

⾜台：⾜台は⾞椅⼦ユーザーを⽀える。⾜台を正しく調
節することは、たいへん重要である。このため通常、⾜
台〜座⾯⾼19は調節できる。 

⾓度や、⾞椅⼦との距離を調節できる⾜台もある。 

留意事項：適正な⾞椅⼦とは、⾞椅⼦ユーザーへ適切なフィットと⽀えをもたらすもの。 

 
17   [原⽂] solid 
18   [訳注] 布状の素材を意味し, 原⽂はスラング slung. 同義で⽇本での⼀般的呼称であるスリング sling として訳出. 
19  [原⽂] footrests height, [ISO 7176-26:2007] foot support to seat, [JIS T9201:2016] フットサポート・シート間距

離. たんに「⾜台⾼」とすると、⽇本では床から⾜台までの⾼さを指すことが多いため訳語では区別した. 

背もたれ 

ひじ掛け 

クッション 

⾜台 



基礎⾞椅⼦サービス教習パッケージ 

 

 29 

A.7: クッション 

クッションは何のためにあるのか？ 

クッションは、どの⾞椅⼦にとっても⾮常に重要な部分である。クッションがもたらすものは： 
• 快適さ 
• 姿勢⽀持（よりまっすぐに座る補助） 
• 除圧 
 
⾞椅⼦ユーザーは、みな⾞椅⼦に⼼地よく座るべきで、よいクッションはまっすぐに座るのをより
容易かつ快適にする。これが、どの⾞椅⼦ユーザーにもクッションが必要な理由である。除圧クッ
ションは、どの⾞椅⼦ユーザーにも必要というわけではない。 

いろいろな種類のクッション 

クッションは、以下のようなさまざまな観点から分類できる： 
• 素材（例：ウレタンフォーム、コイヤー（コイア）20［ココナッツの繊維］） 
• 充填材（例：空気、液体、ゲル） 
• 主な機能（例：除圧、快適さ、姿勢⽀持） 
• 形状（例：平⾯21、成形22） 
• 製法（例：ウレタンフォームクッションでは、⼀個のウレタンを型取りした「モールド23」、また

は異なるウレタンフォームの層を重ねた「多層構造24」） 
 
最も⼀般的に⼿に⼊るのは、ウレタンフォームクッションである。またウレタンフォームクッショ
ンは、通常最も安価でもある。ウレタンフォームは⼊⼿が簡単で、それぞれの⾞椅⼦ユーザーに合
わせた改造もやりやすい。 

だれにクッションが必要なのか？ 

 

クッションは、どの⾞椅⼦ユーザーにも必要である。 
褥瘡発⽣の危険がある⾞椅⼦ユーザーは、除圧クッションを
使うべきである。 

 
20  [訳注] ロープや⽞関マットの他, 天然ゴムで繊維をコーティングしたものがクッション素材に⽤いられる. 
21  [原⽂] flat, [⽤語集] 平⾯型 (plane type) 
22  [原⽂] contoured, [ISO 7176-26:2007] pre-contoured, [⽤語集] コンター型 
23  [原⽂] moulded (英語. ⽶語では molded), [ISO 7176-26:2007] custom-contoured, [⽤語集] モールド式 
24  [原⽂] layered 
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除圧クッション 

除圧クッションにはさまざまな種類があり、例えば以下のものがある： 

• 成形ウレタンフォーム除圧クッション 
• 空気/液体/ゲル充填クッション 

ウレタンフォーム除圧クッション 

ウレタンフォーム除圧クッションの主要な特徴： 

 

堅い安定した基層：除圧クッションの基層は堅固でなければ
ならない。これがクッションを、ユーザーをしっかりと⽀え
てユーザーの体動に対しても動かないようにする。 

表層：基層の上には「⼼地よい層」が必要である。これは、
⼀つまたは複数のより柔らかいウレタンフォーム層である。
表層は、座⾻が沈み込む程度には柔らかく、しかし、座⾻が
完全に底まで沈んで堅い基層や⾞椅⼦の座⾯を打って⽌まる
ほど柔らかくはないことが必要である。 

除圧クッションは、以下によって圧⼒を緩和する： 
• ⾞椅⼦ユーザーの体重を、座る表⾯全体へ、なるべく均等

に分散する。 
• 強い圧⼒がかかる危険のある部位（座⾻、仙⾻、尾⾻）の

下の圧⼒を減らす。 
• ⾞椅⼦ユーザーがまっすぐに座るよう⽀え剪断を減らす。 

 
除圧クッションの形状 

 

除圧クッションにはさまざまな種類がある。除圧クッション
の明瞭な形状の例： 

• 座⾻下の圧⼒を緩和する「座⾻井25［ざこつせい］」 

 
• 寛⾻の下で体重を分散する⽀え 
 
• ⾻盤をまっすぐに保ち、前⽅へ滑るのを防ぐ、座⾻前⽅の
棚状段差26 

• 脚への凹みあるいは溝 
  

 
25   [原⽂] “well” under the seat bones. [訳注] 後出の seat bones well と同じものであるため「座⾻井」と訳した. 
26   [原⽂] a shelf in front of the seat bones. [ISO 7176-26:2007] anti-thrust seat. [⽤語集] 座⾻前⽅サポート. [訳注] 

「アンカーサポート」と呼ばれることも⾮常に多い. 中級教習では pre-seat bone shelf と呼ばれる. 



基礎⾞椅⼦サービス教習パッケージ 

 

 31 

空気/液体/ゲル除圧クッション 

 

• 浮揚式クッション27には、空気が詰まっているものや、液体や
ゲルを充填したものがある。 

• ゲル充填クッションには、成形ウレタンフォームクッションと
全く同様にウレタンフォームの堅い基層が必要。 

• ゲル/液体パックは、基層の上に置く。 
• ゲルパックは、⾞椅⼦ユーザーの⾝体形状へ⾃動的に合う。こ

れはユーザーの体重を均等に分散し、⾻ばった部位の下の圧⼒
を緩和する。 

 
どのクッションを⽤いるべきだろうか？ 

成形ウレタンフォームクッション、空気/液体/ゲルクッションの両⽅に、⻑所と短所がある。 

 ⻑所 短所 
成形ウレタ
ンフォーム
クッション 

（⾼品質のウレタンフォームがあれ
ば）現地でつくれる。 
現地で、さまざまなニーズに対応する
改造ができる。 
「突発的潰滅28」（パンクすると、クッ
ションから空気や液体が放出されて除
圧しなくなる「突発的潰滅」が起こり
うる）の恐れがない。 
成層クッションでは、表層を簡単かつ
（クッション全体を交換するよりも）
安価に交換できる。 

ウレタンフォームは、時間が経つと圧縮
される（扁平で硬くなる）。このため、ウ
レタンフォームクッションは定期点検
し、1〜2年ごとに交換すべきである。 
乾燥に相当時間がかかる（失禁がある⼈
の場合問題になる）。 
ウレタンフォームには断熱性があるた
め、⾝体組織の温度を上昇させる可能性
がある。 

空気/液体/
ゲル 
クッション 

圧⼒が座⾯へ均等に分散される。 
ゲルパックは、⾞椅⼦ユーザーが動き、
あるいは体位を変えた時も、⾃動的に
⾝体に合う。 

空気/液体/ゲルクッションは、ウレタン
フォームクッションより⾼価で⼊⼿しに
くいことが多い。 
⾞椅⼦ユーザーによっては、空気/液体/
ゲル充填クッションを不安定に感じる。 
「突発的潰滅」の恐れがある。これは、⾞
椅⼦ユーザーが交換⽤クッションをすぐ
に得られない状況では問題になる。 

 
27  [原⽂] flotation cushions 
28  [原⽂] “sudden collapse” 
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クッションカバー 

除圧クッションには、取り外して洗える耐⽔性のカバーを備えるべきである。除圧クッションのカ
バー⽣地は、座⾻がウレタンフォームに沈み込めるよう、じゅうぶんな伸縮性あるいはたるみを備
えるべきである。カバー⽣地に伸縮性がない場合は、薄い⽣地が最善である。薄い⽣地は折り⽬が
⽪膚に痕を付け、褥瘡を起こすことが少ない。薄いビニールなどを布カバーの下に⼊れる場合も、
座⾻がウレタンフォームに沈み込めるよう、じゅうぶんなたるみが必要である。 

⾞椅⼦ユーザーには必ず、クッションやクッションカバーが濡れたら必ず乾かし、乾いてから交換
するよう指導せよ。失禁のために褥瘡発⽣の危険がある⾞椅⼦ユーザーには、交互に使えるよう、
クッションを 2枚供与せよ。 

耐⽔クッションカバーが⼿に⼊らない時どうするか 
可能な限り、失禁のある⾞椅⼦ユーザーには、耐⽔性で、液体が⽪膚に付かないようにするクッ
ションカバーが必要である。 

耐⽔クッションカバーがない場合は： 
• 失禁を減らすために、どんな⽀援ができるか調べる。 
• 予備のクッションを供与する。そうすれば 1枚へ座っている間にもう 1枚を乾かせる。 
• カバーの内側で、クッションを⾮常に薄いビニール袋に⼊れて保護する。 

ビニール袋を⽤いる場合は： 
• ビニール袋のために⾞椅⼦ユーザーがクッション上で「滑ら29」ないことを確認。 
• ビニール袋に、褥瘡を起こすようなシワがないことを確認。 
• ⾞椅⼦ユーザーは、褥瘡の危険を⾼める体液の「⽔たまり30」が、絶対にビニールの上にでき

ないようにすること。 
• ⾞椅⼦ユーザーはカバーが濡れたら乾かし、ビニール袋を洗うか取り替えること。 

 

除圧クッションが効いているかどうかの検査法 

除圧クッションを処⽅した場合は、必ずこの簡単な⼿を使った検査を実施し、クッションが⾞椅⼦
ユーザーの座⾻の下を除圧しているかどうか確認せよ。 

検査では、担当職員が⾞椅⼦ユーザーの座⾻の下へ⼿を置く必要がある。⾞椅⼦ユーザーには必ず、
何をやろうとしているのか、またなぜそれが重要なのか説明せよ。 

検査は、必ず⾞椅⼦ユーザーへ供与したものと同じクッションおよび⾞椅⼦で実施せよ。 
  

 
29  [原⽂] “slide” 
30  [原⽂] “pool” 
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⼿で⾏なう圧⼒検査 
A 

 

⾞椅⼦ユーザーへ、何をやろうとしているのか、またなぜ
それが重要なのか説明する。 

 

 

 

 

B 

 

⾞椅⼦ユーザーに、プッシュアップするか前にかがんで
もらって、指先を（掌を上に）ユーザーの⽚⽅の座⾻の下
へ置く。 

⾞椅⼦の後ろから、背の張り布の下を通して⼿を伸ばす
と、いちばんうまく⾏く。 

C 

 

⾞椅⼦ユーザーに、指の上へ深く腰を下ろしてもらう。ふ
つうに座らせ、顔を正⾯に向け、⼿を⼤腿の上に置かせ
る。これは、別の部位の検査へ移るごとに、同じ体位で座
ってもらうためである。 

指が、座⾻下の圧⼒をうまく感じられる位置にない場合
は、⾞椅⼦ユーザーに再度プッシュアップしてもらい、指
を置き直す。 

D ⽚⽅の座⾻下の圧⼒が、レベル 1、2、3 のどれか判定する： 
レベル１＝安全：指先を上下に 5 mm以上くねらせられる31。 
レベル２＝注意：指先はくねらせられないが、容易に引き抜ける。 
レベル３＝危険：指先が固く締めつけられる。指を引き抜くのが困難。 

E 反対側の座⾻でくり返す。 

  

 
31  [原⽂] Finger tips can wriggle up and down 5 mm or more. 
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どうやって「注意」「危険」の圧⼒を低減するか？ 

レベル 2（注意）あるいはレベル 3（危険）の圧⼒が座⾻下に⾒つかったら、圧⼒を減らす32⼿を
打たねばならない。簡便な解決策は、硬いウレタンフォームの層を⼀つ付加することである。こ
れは「かさ上げ33」と呼ばれる。かさ上げの厚みは約 20 mm必要で、座⾻下の部分は切り抜いて
⽳を開ける。かさ上げは、クッションの下34に置いてカバー内に収める。層が⼆つ以上必要なこ
ともある。職員は、⼀層を付加したら圧⼒を検査する。それでも圧⼒がレベル 2 あるいは 3 の場
合は、さらに層を追加する。 

A.8: 移乗 

⾞椅⼦の乗り降り 

介助のあるなしを問わず、⾞椅⼦を容易かつ安全に乗り降りする能⼒は、⾞椅⼦ユーザーの⽇常⽣
活に役⽴つ。⾞椅⼦の乗り降りは「移乗」とも呼ぶ。 

なぜ⾞椅⼦ユーザーは移乗のやり⽅を学ぶ必要があるのか？ 

⾞椅⼦ユーザーは、⼀⽇に何度も⾞椅⼦を乗り降りする必要がある。そのため安全で、素早く、あ
まり労を要しない⽅法が必要である。⾞椅⼦ユーザーは、能⼒に応じてさまざまな⽅法を実⾏する。 

⾃⼒で乗り降りできる⾞椅⼦ユーザーもいれば、介助が必要な⼈もいる。⽴ち上がって移乗するユ
ーザーもいれば、それができない⼈もいる。 

3 通りの⾞椅⼦の乗り降り 

⾞椅⼦ユーザーに移乗⽅法や練習を勧める前に、そのユーザーが⾃⼒移乗できるか、それとも介助
が必要か知っておく必要がある。 

• 座りながら⾃⼒移乗するには、⾞椅⼦ユーザーが、腕のプッシュアップで体重を上に持ち上げら
れることを確かめよ。これができない場合、移乗には⼿助けが必要。 

• ⽴ち上がって⾃⼒移乗するには、⾞椅⼦ユーザーが脚で体重を⽀え、⽴ち上がれることを確かめ
よ。これができない場合、移乗には⼿助けが必要。 

 
以下、移乗のさまざまなやり⽅を⽰す。 
  

 
32  [原⽂] to reduce pressure.「除圧 (pressure relief)」とは訳語でも区別した。 
33  [原⽂] lift 
34  [訳注] 原⽂のまま. 教習員⽤指導書とスライドでは, 堅い基層と柔らかい表層の間に置くとされている. 
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座っての⾃⼒移乗（⾞椅⼦からベッドへ） 

   
• ⾞椅⼦をベッド近くに停め、ブレーキを掛ける。 

• ⾜を⾜台から外し、（適切ならば）⾜台を跳ね上げるか取り外す。 

• ベッド寄りのひじ掛けを取り外す。 

• ⼿でプッシュアップし、⾞椅⼦の前へ移動する。 

• ベッドに置いた⼿と⾞椅⼦へ置いた反対側の⼿でプッシュアップし、ベッド上へ押し上がる。 

• ⾞椅⼦ユーザーがバランスに乏しいか、じゅうぶん⾼く押し上がれない、あるいは横への移動距離
がじゅうぶんでない場合は、スライディングボードを⽤いるとよい。 

 

 
ベッドへ移乗する場合に、⾞椅⼦ユーザーが、両脚をベッド上に
乗せてから移乗するのを好む場合もある。 

 

介助による座りながらの移乗（⾞椅⼦からベッドへ） 
 
 

 

 
 

 

• ⾞椅⼦をベッド近くへ置き、ブレーキを掛
ける。 

• ⾜を⾜台から外し、（適切ならば）⾜台を跳
ね上げるか取り外す。 

• ベッド寄りのひじ掛けを取り外す。 

• ユーザーが前へ移動するのを介助する。 

• スライディングボードをユーザーの臀部の
下に置いて、⾞椅⼦とベッドの間に渡す。 

• ユーザーに、体重をできる限りベッドと⾞
椅⼦からプッシュアップし、⽀えてもらう。 

• 介助者は⾞椅⼦ユーザーの後に⽴ち、ユー
ザーの臀部をベッド上へ動かす。 
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介助による⽴ち上がっての移乗（ベッドから⾞椅⼦へ） 
 
 

 

 
 

 

• ⾞椅⼦をベッド近くへ置き、ブレーキを掛
ける。 

• ⾜を⾜台から外し、（適切ならば）⾜台を跳
ね上げるか取り外す。 

• ベッド寄りのひじ掛けを取り外す。 

• ユーザーがベッド上で前へ移動するのを介
助し、⾜底を床に着ける。 

• ユーザーの両膝を左右から⽀える（膝を前
から押してはならない）。 

• 肩甲⾻周りを⽀えながら、ユーザーの⾝体
を前上⽅へ運ぶ。 

• ⾞椅⼦ユーザーを⾞椅⼦の⽅へ回旋し、ゆ
っくりと座らせる。 

 

スライディングボードとは何か？ 

スライディングボードとは薄くて丈夫な板で、⾞椅⼦と⾞椅⼦ユーザーの移乗先の⾯とのすき間
を橋渡しするものである。 

スライディングボードは、⾞椅⼦ユーザーが⾃⼒移乗を学ぶ時や、腕⼒が限られている時に有効
である。⾞椅⼦ユーザーは、⼀回で⼤きく押し上がらなくても、連続して⼩さく押し上がって移
乗できる。スライディングボードは、⾞椅⼦ユーザーへ必要になる介助量も減らせる。 

スライディングボードは現地で、⽊材や合板でつくれる。薄く丈夫で、表⾯はたいへん滑らかで
あること。ふちは薄くする。⼨法は 300 mm x 600 mmを勧める。ボードの厚さは素材の強度に
よるが、20〜25 mm厚が⼀般的である。 
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床から⾞椅⼦への⾃⼒移乗 
• この移乗には、⾞椅⼦ユーザーの腕⼒が強く、バランスがよいことが必要である。 

• 褥瘡発⽣の危険がある⾞椅⼦ユーザーは、床に座る時は、つねに⾃分の除圧クッションに座るべき
である。 

    
• ⾞椅⼦の前に座り、膝を体の近くへ引き寄せる。 

• 下を向き、⾝体を持ち上げる間、下を⾒続ける。 

• ⽚⼿を床に置き、もう⽚⽅の⼿を⾞椅⼦の座⾯前部に置く。 

• 両肩と両腕で下を押して、⾞椅⼦の座⾯前部に向かって臀部を持ち上げる。 

• ⾞椅⼦へ腰を下ろし、⼿を下に伸ばして⾞椅⼦のクッションを拾い上げる。 

• 体重を右か左へ移し、⾞椅⼦クッションを定位置へ押し込む。 
 
⾞椅⼦から床へ移乗する場合 
• ⾞椅⼦へ前寄りに座る。 

• 両⾜を、正⾯の⾜台から浮かせて少し脇（移乗先と反対側）に置く。 

• ⾞椅⼦クッションを床へ置く。 

• ⽚⼿を⾞椅⼦座⾯に置いたまま、もう⽚⽅の⼿を床へ着ける。 

• 両肩と両腕で臀部をうまくコントロールして動かし、床へ置いたクッションへ下ろす。 

 

⾞椅⼦の乗り降りを安全に⾏なう⽅法 

⾞椅⼦ユーザーへ： 

• ⾞椅⼦の乗り降りの際には、必ず⾞椅⼦のブレーキを掛ける。 
• ⾏き先を確認し、途中に何もないことを確かめる。 
• 必ず抱え上げ、引きずらない。これは⽪膚を傷め、褥瘡につながる。 

介助者へ： 

• 介助する前に、相⼿の体重を⽀えられるかどうか確かめる。 
• 何をしようとしているのか、ユーザーへ説明する。 
• 抱え上げには安全な技法を⽤いる。 
• 妊娠している時や、腰を痛めている時は介助しない。 
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B: ⾞椅⼦サービスのステップ 
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ステップ 1: 紹介・相談および⾯接予約 

紹介・相談1 

「紹介・相談」の意味：ケアや⽀援のため、⼈を適切な場所へ送り届けるか案内すること。 

⾞椅⼦ユーザーが⾞椅⼦サービス事業へ紹介・相談されるには、さまざまな道すじがある。例えば
⾞椅⼦ユーザーは： 

• ⾞椅⼦サービス事業について聞き、⾃分でやって来たり、 

• 地域の病院、地域保健センター、地域に根ざしたリハビリテーションサービス、村/評議会/教会
の指導者、障害者団体、他の⾞椅⼦ユーザーから⾞椅⼦サービス事業へ案内されたりする。 

⾞椅⼦サービス事業が、サービス事業へ紹介・相談される⾞椅⼦ユーザーの数を増やすには、紹介・
相談元として可能なすべてのところへ、サービス事業について周知するとよい。 

紹介・相談元には紹介・相談フォームを渡しておくと、⾞椅⼦ユーザーに関する簡潔な基本情報を、
⾞椅⼦サービス事業へ伝えるのに役⽴つ。各⾞椅⼦サービス事業で、そのサービスにとって⾞椅⼦
サービス紹介・相談フォームが有⽤かどうか、どんな情報を盛り込むべきか、フォームの扱い⽅（例
えば、サービス事業所へ郵送する、または⾞椅⼦ユーザーに渡して持参させる）を決めておく必要
がある。 

⾞椅⼦紹介・相談フォームの⾒本は次ページを参照。 

⾯接予約2 

⾞椅⼦ユーザーが⾞椅⼦サービス事業所へ紹介・相談され、もし本⼈が当⽇に顔を出せなければ、
事前評価の⾯接予約を取る必要がある。⾯接は、⾞椅⼦ユーザーがサービス事業所/センターを訪
れるか、⾞椅⼦サービス職員が⾞椅⼦ユーザーを訪れるか、そのどちらかになる。 

⾯接予約制は、⾞椅⼦サービス職員の効率よい時間管理に役⽴つ。それは、⾞椅⼦ユーザーが⾞椅
⼦サービス職員に会うために待たないでよくなることでもある。 

⾯接予約を取る⽅法は、⾞椅⼦ユーザーへどれだけ簡単にメッセージを送れるかによる。例えば、
メッセージは郵便で、電話で、あるいは初めの紹介・相談元を通して送られる。 

⾞椅⼦ユーザーが⾯接予約なしで現れることもある。できれば、特に遠⽅からの来訪には、その⽇
のうちに会うようにせよ。  

 
1  [原⽂] referral 
2  [原⽂] appointment 
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受講者⽤参考書 

⾯接予約と紹介・相談の優れた実践 

• 各⾞椅⼦ユーザーのファイル作成を、サービス事業へ紹介・相談された時に開始する。 
• ⾞椅⼦サービスとサービス事業への紹介・相談のやり⽅について、紹介・相談元を教育する。 
• 紹介・相談元に、⾞椅⼦紹介・相談フォームを供給する。 
• ⾞椅⼦ユーザーの数が多くなったら、だれから先に会うのかサービス事業で決めておく。とく

に⼦ども、および褥瘡など⽣命に関わる疾患がある⼈のニーズを考慮する。 

⾞椅⼦紹介・相談フォーム 

紹介・相談フォームに記⼊し、こちらへご郵送ください： 
⾞椅⼦サービスの事業所名および住所： 

紹介・相談者名：                                     
紹介・相談者勤務先：                                 
紹介・相談者連絡先（最もよい連絡⽅法）： 
                                             
                                             
⾞椅⼦ユーザー名：                  ⽣年⽉⽇：          
保護者/介助者名：                                  
住所：                                          
                                             
⾞椅⼦ユーザーへ連絡を取る⽅法？：                             
郵便□ ⾃分の電話□ 友⼈/隣⼈の電話□ 
電話の場合は、電話番号：                                 
判っていれば、⾞椅⼦ユーザーの障害：                           

紹介・相談理由： 
• ⾞椅⼦を持たない   □ 
• 持っている⾞椅⼦が壊れている  □ 
• 持っている⾞椅⼦がニーズに合わない □ 

⾞椅⼦ユーザーに関するその他の情報で、⾞椅⼦サービス事業者へ知らせておくのが重要と思わ
れることがあれば追加して下さい： 
                                             
                                             
                                             

⾞椅⼦ユーザーは⾞椅⼦サービス事業者へ 
紹介・相談されることに同意していますか？  はい□  いいえ□ 
紹介・相談者署名：                                    
⽇付：                                          

紹介・相談フォームには、
サ ー ビ ス 事 業 の 連 絡 先
（事業所名、住所、電話番
号）を明記。 

この紹介・相談フォームでは
サービス事業が⾞椅⼦ユーザ
ーへ連絡して⾯接予約を⼊れ
ることになっているが、つね
に可能とは限らない。その場
合、サービス事業は⾯接予約
なしの紹介・相談も受け付け
てよい。 

紹介・相談者は、⾞椅⼦サービスがやるこ
とを⾞椅⼦ユーザーへ必ず説明しなければ
ならない。⾞椅⼦ユーザーは紹介・相談さ
れることに同意していなければならない。 
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ステップ 2: 事前評価 

だれに⾞椅⼦が必要なのか？ 

だれかが⾞椅⼦を求めて⾞椅⼦サービス事業所へ来たら、その⼈に必要なものが本当に⾞椅⼦なの
か、確かめることが重要である。いっぱんに⾞椅⼦が必要な⼈とは： 

• 歩けない⼈。 

• 歩けるが、歩くことに困難があるか、ほんの短い距離しか歩けない⼈。 

なぜ事前評価が必要なのか？ 

事前評価は、以下のことに役⽴つ情報を集める機会である： 

• ⾞椅⼦ユーザーが、⼿に⼊るものから最適な⾞椅⼦を選択する。 

• ⼿に⼊るものから最適な⾞椅⼦部材を選択する。 

• ⾞椅⼦ユーザーおよび/またはその家族が⾞椅⼦を最⼤限に使いこなすには、どんな教習が必要
か⾒出す。 

 

どこで事前評価を⾏なうべきか？ 

事前評価は、つねに清潔で静かな場
所で⾏なうべきである。 

⾞椅⼦サービス事業所内、他の保健
医療や地域の施設、⾞椅⼦ユーザー
の家が、そうしたスペースになろう。 

褥瘡の有無を調べる必要がある時
は、⼈⽬に触れない場所で⾏なえ。 

⾞椅⼦ユーザーの尊厳とプライバシ
ーは、その年齢、ジェンダー、宗教、
社会経済的地位を問わず尊重せよ。 
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受講者⽤参考書 

事前評価の 2 つのパート： 

• 事前評価インタビュー 

• ⾝体的事前評価 

1. 事前評価インタビュー 

⾞椅⼦ユーザーに関する情報を集める最もよい⽅法は、質問することである。⾞椅⼦事前評価フォ
ームは、⾞椅⼦サービス職員が、⾞椅⼦事前評価のための最も重要な質問をする指針となる。 

質問は、以下の 4項⽬にわたる： 

• ⾞椅⼦ユーザーに関する情報 

• ⾝体条件 

• ⽣活様式および環境 

• 既存の⾞椅⼦ 
 

⾞椅⼦ユーザーに関する情報： 

名前：                                          

番号：              年齢：              男性□  ⼥性□ 

電話番号：                 住所：                    

                                             

ゴール：                                          

 
これらの質問は、⾞椅⼦ユーザーへ、後でフォローアップの連絡が取れるために重要である。また、
⾞椅⼦サービス事業を利⽤した⾞椅⼦ユーザーに関する、統計的な情報を与える。 

「ゴール」には、その⾞椅⼦ユーザーが、なぜ⾞椅⼦を求めているのか、⾞椅⼦によって何ができ
るよう望んでいるのかを記せ。 
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質問する際の留意事項： 

• ⾞椅⼦ユーザーに、なぜその質問が重要なのか、つねに説明せよ。 

• ⼩さい⼦どもや、質問を理解できないか答えられない⼈でない限り、つねに⾞椅⼦ユーザー本
⼈に（その介助者/家族ではなく）話しかけよ。 

• 優れたコミュニケーション技法を⽤いるのを忘れるな。 

• 情報が、フォームの順番通りにもたらされるとは限らない。フォームを熟知し、情報を正しい
場所へ記録できるようになっておけ。 

 

⾝体条件： 

健康障害の特性には⾞椅⼦の選択に影響するものがあるため、これらの質問は重要である。以下に
いくつかの例を⽰す。 

⾝体条件 
 

脳性⿇痺□  ポリオ□  脊髄損傷□  脳⾎管障害□ 

虚弱□  筋攣縮3/制御できない運動4□ 

下肢切断：右膝上□  右膝下□  左膝上□  左膝下□ 

膀胱の問題□  腸の問題□ 

膀胱や腸の問題がある⾞椅⼦ユーザーについて、管理できているかどうか？ 

はい□  いいえ□ 

その他：                                         

  

 
3  [原⽂] spasms. (読み)きんれんしゅく. 
4  [原⽂] uncontrolled movements 
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受講者⽤参考書 

⾞椅⼦の選択に影響する、さまざまな⾝体条件（抄）： 

 知っておくべきこと つねに留意すること 
脳性⿇痺 

 

脳性⿇痺の症状は、⼈によって⼤きく異
なる。 

脳性⿇痺を抱えながらまっすぐに座れ
る⼈の場合、重要な留意事項は、疲れの
ために座位を保つのが難しくなること
である。このため何かするのがさらに難
しくなり、より疲れるようになる。 

しっかりした⽀えがたいへん重
要。 

脳性⿇痺がある⼈は、⾞椅⼦に
姿勢⽀持を付加することが必要
な場合もある。これを安全かつ
効果的に⾏なうには、中級レベ
ルの教習が必要。 

ポリオ 

 

ポリオを患う⼈は、⾝体に虚弱な、ある
いは「萎縮した」部分があるものだ。ポ
リオの障害は脚、腕、体幹に現われるが、
最も多いのは脚である。 

筋⾁や⾻が細くなり、⼿⾜は成⻑が遅れ
るために短くなる。 

体幹が障害を受けると、背が低く⾒える
ことがある。 

ポリオを患う⼈に感覚はある
が、クッションは快適さのため
に重要。 

クッションを⾼くすると、より
快適な位置でこげる。 

脊髄損傷 

 

脊髄損傷がある⼈は、褥瘡発⽣の危険が
たいへん⾼くなる。 

それは、脊髄損傷があるほとんどの⼈に
は損傷部位より下の感覚がないためで
ある。 

必ず除圧クッションを処⽅。 

脳⾎管障害 

 

脳⾎管障害を患った⼈は通常、⾝体の⽚
側が障害を受ける。このため、⾞椅⼦上
で⽚側へ倒れることがある。 

脳⾎管障害を患った⼈は、⾝体の障害を
受けた側に通常の感覚がない場合があ
る。 

脳⾎管障害の既往歴がある⼈には、⽴ち
上がって⾞椅⼦を乗り降りできる⼈も
いる。 

しっかりした⽀えが重要。 

その⼈に感覚があるか、すなわ
ち除圧クッションが必要かどう
かを確かめよ。 

脳⾎管障害の⼈には、⽴ち上が
って移乗できるよう動線を塞が
ない⾜台が好まれる。 

W
H

E
E

LC
H

A
IR

SE
R

V
IC

E
 T

R
A

IN
IN

G
 PA

C
K

A
G

E

IN
T

ER
M

ED
IA

T
E LEV

EL

25
26

General information Common characteristics 
that may affect wheelchair 

provision

Considerations for 
wheelchair provision

M
us

cu
la

r 
dy

st
ro

ph
y

Duchenne muscular 
dystrophy (DMD) is 
one of 20 types of 
muscular dystrophy.

All the muscular 
dystrophies result in 
muscle weakness (9).

DMD is an inherited 
condition that 
weakens the muscles 
gradually over time 

(10). The muscles that help the body 
to move are affected !rst (14). As the 
condition progresses, the muscles of the 
heart and lungs are also affected (14,11).

It is progressive, which means that people 
who have muscular dystrophy gradually 
lose the ability to walk (13,14,12), and will 
require a wheelchair (13). At !rst, a person 
can independently propel the wheelchair 
with a good posture (13). However, the 
ability to maintain good posture and 
propel themselves decreases as the 
condition progresses (13).

Note: some other progressive 
neurological conditions have similar 
features and require similar approaches 
when providing a wheelchair.

r� pain and discomfort (13);
r� fatigue (17);
r� progressive muscle weakness; 

by the time the person needs a 
wheelchair, weakness around the 
pelvis, trunk and shoulders affects 
posture (17);

r� changes in posture:
 – due to weak muscles around 
the stomach and the hip joint a 
person with muscular dystrophy 
may sit with their pelvis in 
anterior pelvis tilt (top of pelvis 
forward) and an increased 
lumbar curve (lordosis) (17);

 – as muscle weakness progresses 
there is a high risk of the spine 
curving sideways (scoliosis) (16);

r� dif!culties in breathing due to 
changes in posture and muscle 
weakness (17);

r� a risk of developing a pressure sore 
due to:
 – dif!culty changing position;
 – being under-weight or 
over-weight.

r� As soon as someone with muscular 
dystrophy (or other progressive 
neurological conditions) begins to 
need their wheelchair on a daily 
basis, a thorough assessment of their 
postural support is needed.

r� Good postural support provided 
early can help to prevent future 
postural problems (17).

r� Additional postural support should 
focus on supporting a neutral 
posture and providing increased 
support as needed (17).

r� Supportive footwear and angle 
adjustable footrests can help maintain 
a neutral (or close to neutral) feet 
position. Where available, an ankle-
foot orthosis (AFO) may also be 
helpful (17).

r� Arm support is important when 
weakness affects the shoulders (17).

For information on:
r� Pain – see page 27.
r� Fatigue – see page 37.
r� Progressive conditions – see page 31.

13 Muscular Dystrophy Campaign. (2002). Duchenne muscular dystrophy. Retrieved from http://www.muscular-dystrophy.org/
14 Centers for Disease Control and Prevention. (n.d.). Duchenne muscular dystrophy: Fact sheet. Retrieved from http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/pdf/parents_pdfs/

Duchenne.pdf
15 Newsom Davis, J. (1980). The respiratory system in muscular dystrophy. British Medical Bulletin, 36, 135–138.
16 Brooke, M.H., et al. (1989). Duchenne muscular dystrophy: Patterns of clinical progression and effects of supportive therapy. Neurology, 39, 475–481. 
17 Muscular Dystrophy Campaign. (2011). Wheelchair provision for children and adults with muscular dystrophy and other neuromuscular conditions: Best practice 

guidelines. Retrieved from http://www.muscular-dystrophy.org/

General information Common characteristics that 
may affect wheelchair provision

Considerations for 
wheelchair provision

C
er

eb
ra

l p
al

sy

Cerebral palsy 
is one of the 
most common 
childhood 
physical 
disabilities (8,9) 
and is caused by 
an injury to the 
developing brain 
(10).

The way in which 
cerebral palsy 

affects each person is different (10), 
however most commonly it affects 
the way that a person moves (8,10,11). 
Not every person with cerebral palsy 
needs to use a wheelchair (10). 

However, children and adults with 
cerebral palsy who use a wheelchair 
frequently require additional postural 
support for them to be functional 
and comfortable in their wheelchair.

r� dif!culty with lying, sitting or 
standing up (10);

r� poor balance (10);
r� dif!culty controlling one part of the 

body whilst moving another – for 
example, sitting still while writing 
or taking a drink from a cup and 
swallowing;

r� high or low muscle tone (10);
r� spasms/uncontrolled movements;
r� poor coordination (10);
r� a tendency to sit in the same posture 

all the time (habitual posture) (10);
r� other physical concerns such as 

visual, hearing, epilepsy, speech or 
communication dif!culties (10);

r� may have dif!culty controlling their 
bowel and bladder, which may 
increase the risk for development of 
pressure sores (11,8);

r� can be dif!cult to be able to get to 
a toilet and sit on or squat over the 
toilet independently;

r� hip dislocation (the head of the femur 
comes out of the hip socket), which 
can limit movement and be painful. 

r� For most wheelchair users with 
cerebral palsy, good postural support 
is important to help improve posture, 
balance and how easily they can 
control their body to do things.

r� Be aware that changes in posture 
may at !rst feel strange for a 
wheelchair user with cerebral palsy. 
The wheelchair user may need time 
to adjust. Consider changing postural 
support gradually to allow him/her to 
reach a more neutral posture over 
time.

r� Other physical issues can have an 
impact upon the wheelchair and 
postural support solutions. Find out 
during the assessment what other 
dif!culties a wheelchair user with 
cerebral palsy may have.

For information on:
r� Hip dislocation – see page 38.

8 Rosenbaum, P. (2003). Cerebral palsy. What parents and doctors want to know. British Medical Journal, 326, 970–974
9 Cerebral Palsy Australia. (n.d.). Cerebral palsy – the facts. Retrieved from http://www.cerebralpalsyaustralia.com/index.php/site/learningcentre/thefacts
10 World Health Organization. (1993). Promoting the development of young children with cerebral palsy: A guide for mid-level rehabilitation workers. Retrieved from http://

whqlibdoc.who.int/hq/1993/WHO_RHB_93.1.pdf
11 Kigger, K. (2006). Cerebral Palsy: An overview. American Family Physician, 73(1), 91–100.
12 Roijen, L., Postema, K., Limbeek, vJ., & Kuppevelt, vH. J. M. (2001).  Development of bladder control in children and adolescents with cerebral palsy. Developmental 

Medicine and Child Neurology, 43, 103–107.
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General information Common characteristics that 
may affect wheelchair provision

Considerations for 
wheelchair provision

Sp
in

al
 C

or
d 

In
ju

ry

A spinal cord injury 
(SCI) is damage to 
the spinal cord that 
results in reduced 
movement and/or 
sensation below the 
level of the injury(25). 
The spinal cord also 

controls the bladder and bowels so these 
may also be affected after injury (26).

A SCI may be caused by an accident, 
violence, disease or infection (26). The 
effects of spinal cord injury depend on 
the type and level of the injury (26).

Type: A complete injury is when a 
person has no sensation or voluntary 
movement below the damaged part of 
the spinal cord (26). An incomplete injury is 
when the person has some sensation or 
voluntary movement below the damaged 
part of the spinal cord (26).

Level: The level of spinal cord injury can 
be described as tetraplegia/quadriplegia, 
high level paraplegia or low level 
paraplegia (26). A quadriplegia/tetraplegia 
occurs in the neck, and the arms, trunk, 
pelvis and legs are affected (26). A high 
level paraplegia occurs in the upper back, 
and the trunk, pelvis and legs are affected 
(26, 27). The arms are not affected. A low 
level paraplegia occurs in the lower back 
and the legs are affected (26). The pelvis 
may also be affected (22).

r� complete loss of movement and 
sensation if the injury is complete 
or partial loss of movement 
and sensation if the injury is 
incomplete (26);

r� children and adults with quadriplegia/
tetraplegia and high level paraplegia 
will have poor balance due to the 
loss of muscle movement control 
and sensation around the trunk. This 
makes sitting upright more dif!cult 
and long-term postural problems can 
develop quickly without the correct 
support from the wheelchair;

r� possible dif!culty with controlling 
bowel or bladder (26);

r� potential spasms/uncontrolled 
movements of lower legs (26);

r� children and adults with a SCI are 
at risk of developing a pressure sore 
due to:
 – lack of sensation below the level of 
the injury (26);

 – presence of moisture if their bowel 
and bladder is not effectively 
managed.

r� Always prescribe a pressure relief 
cushion to help prevent pressure 
sores.

r� The amount of postural support 
required for a wheelchair user with 
an SCI will depend on the level 
of injury. The higher the level, the 
more postural support is likely to 
be needed (27).

r� In the early stages after injury, 
additional support for the trunk 
and arms may be necessary – 
particularly for high level injuries.

r� Most paraplegics and some 
quadriplegics/tetraplegics can self-
propel very effectively (26). Ensure 
the wheelchair is set up to enable 
an ef!cient propelling position.

For information on:
r� Wheelchair set up for arm 

propelling – see the Wheelchair 
Service Training Package – Basic 
Level Reference Manual.

r� How can pressure sores be 
prevented? – see the Wheelchair 
Service Training Package – Basic 
Level Reference Manual.

25 World Health Organization. (1996). Promoting independence following a spinal cord injury: A manual for mid-level rehabilitation workers. Retrieved from http://
whqlibdoc.who.int/hq/1996/WHO_RHB_96.4.pdf

26 Bromley, I. (2006). Tetraplegia and paraplegia: A guide for physiotherapists. Retrieved from http://xa.yimg.com/kq/groups/16749867/2144244149/name/
Tetraplegia+and+Paraplegia.pdf

General information Common characteristics that 
may affect wheelchair provision

Considerations for 
wheelchair provision

St
ro

ke

Stroke is a type 
of brain injury 
caused by a 
failure of the 
blood supply to 
the brain (27, 28, 29, 

30, 31).

Damage or 
disease can cause 
blood vessels to 
block or burst, 

causing damage or death to that part 
of the brain (28, 29, 30, 31, 32).

How a stroke affects each individual 
varies, depending on the area of the 
brain, which has been affected and 
how severely it has been affected (29, 

31) – however often just one side of 
the body is affected (hemiplegia) (28, 

31, 28).

r� Weakness, less muscle control and 
sometimes pain on the affected side 
of the body (affecting the arm, trunk 
and leg) (28);

r� reduced or altered sensation on 
side of the body, which has been 
affected (28);

r� may have a lack of awareness of side 
of the body, which has been affected 
and this may lead to increased risk of 
falls during transfers (28);

r� may have dif!culty sitting upright with 
a tendency to lean or fall towards the 
affected side of the body (28);

r� may be able to stand up, and take 
a few steps (maybe using different 
gait) (28);

r� may have dif!culty speaking, as well as 
swallowing, which makes eating and 
drinking dif!cult (28);

r� may have dif!culty controlling bowel 
and bladder (28), and it can also be 
dif!cult to be able to get to a toilet 
quickly enough.

r� Provide postural support to encourage 
a balanced and symmetrical (both sides 
the same) posture.

r� Flip up or swing away footrests are 
often very helpful for wheelchair users 
with a stroke who can manage a 
standing transfer.

r� As one arm is likely to be affected, 
many people who have had a stroke 
cannot push the wheelchair using their 
arms. Find out if a wheelchair user can 
propel with their unaffected arm and 
steer with their unaffected leg.

r� If the wheelchair user has other 
problems, which are not yet being 
addressed, refer them for further help 
if available.

For more information on:
r� Wheelchair set up for foot propelling 

– see the Wheelchair Service Training 
Package – Basic Level Reference 
Manual.

27 World Health Organization. (1999). Promoting independence following a stroke. Retrieved from http://whqlibdoc.who.int/hq/1999/WHO_DAR_99.2.pdf
28 World Health Organization. (2012). Stroke, Cerebrovascular accident. Retrieved from http://www.who.int/topics/cerebrovascular_accident/en/
29 World Health Organization. (2006). Neurological disorders: Public health challenges. Retrieved from http://www.who.int/mental_health/neurology/chapter_3_b_neuro_

disorders_public_h_challenges.pdf
30 Collins, C. (2007). Pathophysiology and classi!cation of stroke. Nursing Standard, 21(28), 35–39.
31 Frizzel, J. (2005). Acute stroke: Pathophysiology, diagnosis, and treatment. Advanced Practice in Acute and Critical Care, 16(4), 421–440.
32 Herman, B., et al. (1982). Epidemiology of stroke in Tilburg, the Netherlands. The population-based stroke incidence register: 2. Incidence, initial clinical picture and 

medical care, and three-week case fatality. Stroke, 13(5), 629–634.
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General information Common characteristics that 
may affect wheelchair provision

Considerations for 
wheelchair provision

St
ro

ke

Stroke is a type 
of brain injury 
caused by a 
failure of the 
blood supply to 
the brain (27, 28, 29, 

30, 31).

Damage or 
disease can cause 
blood vessels to 
block or burst, 

causing damage or death to that part 
of the brain (28, 29, 30, 31, 32).

How a stroke affects each individual 
varies, depending on the area of the 
brain, which has been affected and 
how severely it has been affected (29, 

31) – however often just one side of 
the body is affected (hemiplegia) (28, 

31, 28).

r� Weakness, less muscle control and 
sometimes pain on the affected side 
of the body (affecting the arm, trunk 
and leg) (28);

r� reduced or altered sensation on 
side of the body, which has been 
affected (28);

r� may have a lack of awareness of side 
of the body, which has been affected 
and this may lead to increased risk of 
falls during transfers (28);

r� may have dif!culty sitting upright with 
a tendency to lean or fall towards the 
affected side of the body (28);

r� may be able to stand up, and take 
a few steps (maybe using different 
gait) (28);

r� may have dif!culty speaking, as well as 
swallowing, which makes eating and 
drinking dif!cult (28);

r� may have dif!culty controlling bowel 
and bladder (28), and it can also be 
dif!cult to be able to get to a toilet 
quickly enough.

r� Provide postural support to encourage 
a balanced and symmetrical (both sides 
the same) posture.

r� Flip up or swing away footrests are 
often very helpful for wheelchair users 
with a stroke who can manage a 
standing transfer.

r� As one arm is likely to be affected, 
many people who have had a stroke 
cannot push the wheelchair using their 
arms. Find out if a wheelchair user can 
propel with their unaffected arm and 
steer with their unaffected leg.

r� If the wheelchair user has other 
problems, which are not yet being 
addressed, refer them for further help 
if available.

For more information on:
r� Wheelchair set up for foot propelling 

– see the Wheelchair Service Training 
Package – Basic Level Reference 
Manual.

27 World Health Organization. (1999). Promoting independence following a stroke. Retrieved from http://whqlibdoc.who.int/hq/1999/WHO_DAR_99.2.pdf
28 World Health Organization. (2012). Stroke, Cerebrovascular accident. Retrieved from http://www.who.int/topics/cerebrovascular_accident/en/
29 World Health Organization. (2006). Neurological disorders: Public health challenges. Retrieved from http://www.who.int/mental_health/neurology/chapter_3_b_neuro_

disorders_public_h_challenges.pdf
30 Collins, C. (2007). Pathophysiology and classi!cation of stroke. Nursing Standard, 21(28), 35–39.
31 Frizzel, J. (2005). Acute stroke: Pathophysiology, diagnosis, and treatment. Advanced Practice in Acute and Critical Care, 16(4), 421–440.
32 Herman, B., et al. (1982). Epidemiology of stroke in Tilburg, the Netherlands. The population-based stroke incidence register: 2. Incidence, initial clinical picture and 

medical care, and three-week case fatality. Stroke, 13(5), 629–634.
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 知っておくべきこと つねに留意すること 
下肢切断 

 

両下肢を切断した⼈には、⾞椅⼦の後⽅
転倒を防ぐ両脚の体重がない。 

脚を切断した⼈が初めて⾞椅⼦
を試す時は、必ず気を付けよ。 

⾞椅⼦のバランスを確かめよ。
駆動輪を後⽅へ移し、さらに安
定させる必要があるかもしれな
い。 

フレイル（虚弱） 

 

⾼齢者は、さまざまな理由から⾞椅⼦を
必要とする。ふつうは歩くのが困難だか
らである。⾞椅⼦によって、家族や地域
⽣活の⼀員であり続けることが容易に
なる。 

⾼齢者には⽴ち上がって移乗できる⼈
もいるため、跳ね上げ式または開き式の
⾜台が好まれよう。 

⾼齢者は、みな快適さと⽀えに
優れた⾞椅⼦を持つべきであ
る。それによってうまく座れ、不
良姿勢による問題を避けられ
る。 

跳ね上げ式または開き式の⾜台
が最良の選択。 

筋攣縮・ 
制御できない運動 
 

⾃分で制御できない、突発的にビクッと
跳ね上がる運動（筋攣縮［きんれんしゅ
く］）の問題を抱える⼈もいる。 

これによって体重が後ろへ投げ出され
ると、⾞椅⼦が後⽅転倒しやすくなる。 

この運動で、とつぜん⾜が「ジャンプ」
して⾜台から外れることがある。これが
⾛⾏中に起こると危険。 

安全な駆動輪位置、または⾮常
に安定した⾞椅⼦を選択せよ。 

ベルト類は、⾜の位置を制御す
るためによい。 

注記：ベルトを⽤いる場合、ユー
ザーが⾞椅⼦から落ちた時に外
れるよう、必ず⾯ファスナー留
めにせよ。 

腸・膀胱の障害 
 

膀胱や腸を制御できない⼈もいる。 

この問題はたいてい適切な器具（例：カ
テーテル）、服薬、膀胱や腸の訓練プログ
ラムによって解決できる。 

膀胱や腸の問題がある⼈は、湿った、ま
たは汚れたクッションに座っては絶対
にならない。たちどころに⽪膚が破壊さ
れるからである。さらに糞便に含まれる
バクテリアが、感染を伴う褥瘡をただち
にもたらす。 

⾃分の地域で、これらの合併症
を避けるための訓練ができる⼈
（例：専⾨の医師や看護師）を⾒
つけよ。 

クッションには防⽔性のカバー
を施せ。 

クッションの洗い⽅と乾かし⽅
を⾞椅⼦ユーザーに教えよ。 

予備のクッションがあると、ユ
ーザーはクッションを乾かす間
も⽇常活動を続けられる。 
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General information Common characteristics that 
may affect wheelchair provision

Considerations for 
wheelchair provision

L
ow

er
 L

im
b 

A
m

pu
ta

ti
on

Lower limb 
amputation may 
happen as a 
result of trauma, 
e.g. road traf!c 
accident, work 
injury or war 
injury (47, 48, 49).

In other 
situations, lower 
limb amputation 

may be a planned surgical procedure. 
An increasing number of people 
have a unilateral or bilateral lower 
limb amputation as a secondary issue 
associated with diabetes (50, 51, 52).

Many people who have had one or 
both limbs amputated will be able 
to continue to walk with the use of 
prosthetics and/or walking aids (48, 49). 
However, some people may need a 
wheelchair for some time or all the 
time (48, 49, 50).

r� can be very active in a wheelchair if 
they are provided with the help to 
learn good wheelchair mobility skills;

r� the wheelchair balance changes as 
there is less weight at the front of 
the chair;

r� amputees who have diabetes may 
be at a greater risk of developing 
pressure sores as their skin may not 
heal well from cuts or knocks (49).

r� When setting up a wheelchair for 
the !rst time for a person with an 
amputation, set the rear wheels in the 
furthest back position (if adjustable) to 
reduce the chance of the wheelchair 
tipping backwards. Active users may 
quickly learn to balance the wheelchair, 
and then move the rear wheels 
forward.

r� When teaching mobility skills:
 – always be careful when an amputee 
!rst tries a wheelchair;

 – teach mobility skills carefully as 
there is a greater chance that the 
wheelchair user will tip backwards.

r� It is important to know whether the 
wheelchair user would prefer to wear 
their prosthetic limb(s) when using the 
wheelchair, as this may change the !t of 
the wheelchair.

For more information on:
r� How can pressure sores be prevented? 

– see the Wheelchair Service Training 
Package – Basic Level Reference 
Manual.

47 Burger, H., Marincek, C., & Isakov, E. (1997). Mobility of persons after traumatic lower limb amputation. Disability and Rehabilitation, 19(7), 272–277.
48 Narang, I., Mathur, P., Singh, P., & Jape, V. (1984). Functional capacities of lower limb amputees. Prosthetics and Orthotics International, 8, 43–51.
49 World Health Organization, United States Department of Defence, Moss Rehab Amputee Rehabilitation Program Moss Rehab Hospital. (2004). The rehabilitation of 

people with amputations. Retrieved from http://www.posna.org/news/Amputations.pdf
50 World Health Organization. (2005). World diabetes day: Too many people are losing lower limbs unnecessary to diabetes. Retrieved from http://www.who.int/

mediacentre/news/releases/2005/pr61/en/
51 Pecorro, R., Reiber, G., & Burgerss, E. (1990). Pathways to diabetic limb amputation: Basis for prevention. Diabetes Care, 13(5), 513–521.
52 Trautner, C., Haastert, B., Giani, G., & Berger, M. (1996). Incidence of lower limb amputations and diabetes. Diabetes Care, 19(9), 1006–1009.
53 World Health Organization. (2010). Wound and lymphoedema management. Retrieved from http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241599139_eng.pdf
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General information Common characteristics that 
may affect wheelchair provision

Considerations for 
wheelchair provision

Fr
ai

l

Frail people are 
likely to become 
tired easily, 
are usually less 
physically active 
and weaker than 
previously and 
may walk very 
slowly (33).

Older adults are 
at a higher risk 

of being frail (34, 30, 31,). Often elderly 
people who are frail are given very 
basic wheelchairs without good 
postural support that do not meet 
their needs (32, 33). However, providing 
an appropriate wheelchair with good 
postural support for frail people and 
elderly people who are frail can have 
a very positive impact on the person’s 
quality of life (37, 34, 35). 

r� get tired quickly;
r� have limited strength to self-propel;
r� may !nd it dif!cult to maintain an 

upright posture due to fatigue and 
general weakness;

r� may be at risk of developing a 
pressure sore due to:
 – thin/papery skin, which bruises 
easily;

 – slow healing time for bruises/sores;
 – if very weak, may be unable to 
reposition independently.

r� Assess the amount of postural support 
needed carefully – considering that 
the longer the wheelchair user sits in 
the wheelchair the more tired he/she 
is likely to become, and the more the 
support that may be required.

r� Wheelchair features that may be useful 
include:
 – armrests – provide additional 
postural support and assist with 
pushing up for transfers;

 – footrests that swing out of the way 
to facilitate standing transfers for 
those that are able to stand;

 – push handles to enable other people 
to assist with pushing;

 – a lightweight wheelchair, which 
will require less energy for the 
wheelchair user to push himself/
herself.

For more information on:
r� How can pressure sores be prevented? 

– see the Wheelchair Service Training 
Package – Basic Level Reference 
Manual.

33 Fried, L., et al. (2001). Frailty in older adults: Evidence for a phenotype. Journal of Gerontology, 56, 146–156
34 Bortz, W. (2002). A conceptual framework of frailty: A review. Journal of Gerontology, 57A(5), M283–M288.
35 Lang, P., Michel, J. P., & Zekry, D. (2009). Frailty syndrome: A transitional state in dynamic process. Gerontology, 55, 539–549.
36 Rader, J., Jones, D., & Miller, L. (2000). The importance of individualized wheelchair seating for frail older adults. Journal of Gerontological Nursing, 26, 24–32.
37 Krasilovsky, G. (1993). Seating assessment and management in a nursing home population. Physical and Occupational Therapy in Geriatrics, 11(2), 25–38.
38 Tre!er, E., Fitzgerald, S., Hobson, D., Bursick, T., & Joseph, R. (2004). Outcomes of wheelchair systems intervention with residents of long term care facilities. Assistive 

Technology, 16, 18–27.
39 Huntington’s Disease Society of America. (2010). Physical and Occupational Therapy: Family guide series. Retrieved from http://www.hdsa.org/images/

content/1/1/11697.pdf
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General information Considerations for wheelchair provision

Sp
as
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Some people have problems with 
sudden uncontrolled movements. 
These can be called spasms.

Spasms can be triggered in different 
ways including:
r� the position of the person’s hip, 

knee and ankle;
r� touch;
r� movement of the wheelchair, 

particularly over rough/bumpy 
ground.

r� Find out how the uncontrolled movements affect the wheelchair user and 
problem solve with them.

r� Some supports or adjustments to the wheelchair may help to reduce spasms and 
uncontrolled movements including:
 – supporting to help control the posture of the pelvis;
 – adjusting the wheelchair seat to backrest angle so that the wheelchair user sits 
with their hips bent slightly more than neutral;

 – positioning the footrests so that the knees are bent slightly more than neutral, 
‘tucking’ the feet in;

 – trying different angles of footrests.
r� Straps may help give a wheelchair user more control over their legs and feet. If a 

strap is used, it should fasten with Velcro so that it will release if the wheelchair 
user falls out of the wheelchair.

r� If the movements are very strong, consider:
 – a solid seat and backrest support;
 – selecting a wheelchair with an adjustable rear wheels position. The rear wheels 
can be positioned in the ‘safe’ position to make the wheelchair more stable/less 
tippy;

 – providing an anti-tip bar to stop the wheelchair from tipping over backwards.
 – This is why it is very important for a wheelchair user to propel the wheelchair 
at the end of a !tting, to see whether any spasms are triggered.
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受講者⽤参考書 

⽣活様式および環境： 

これらの質問から、⾞椅⼦ユーザーの⽣活場所、および⾞椅⼦に乗って、やる必要があることに関
する情報を集める。 

⽣活様式および環境 
 
⾞椅⼦ユーザーが、どこで⾞椅⼦を使うかの詳細： 

                                             

１⽇の移動距離： 1 km以内□  1〜5 km□  5 km超□ 

１⽇に⾞椅⼦を使う時間数： 1未満□  1〜3□  3〜5□  ５〜８□  ８超□ 

⾞椅⼦に座らない時、ユーザーがどこにどう座り、または寝そべるか（姿勢および接触⾯）： 

                                             

移乗： ⾃⼒で□  介助して□  ⽴って□  ⽴たないで□  抱え上げて□  その他□ 

トイレの種類（トイレへ移る場合）： しゃがみ式□  洋式□  適合済み5□ 

⾞椅⼦ユーザーが公共の/私的な交通機関をひんぱんに使うかどうか： はい□  いいえ□ 

「はい」の場合、種類： ⾃動⾞□  タクシー□  バス□  その他□          

既存の⾞椅⼦： 

これらの質問は、⾞椅⼦ユーザーの既存の⾞椅⼦がユーザーのニーズに合っているか、合っていな
ければそれはなぜか、⾒出すのに役⽴つ。 

既存の⾞椅⼦（⾞椅⼦をすでに持っている場合） 
 
⾞椅⼦は、ユーザーのニーズを満たしているか？   はい□   いいえ□ 

⾞椅⼦は、ユーザーの環境条件に合っているか？   はい□   いいえ□ 

⾞椅⼦は、適切にフィットして姿勢を⽀えているか？	 	 	 はい□   いいえ□ 

⾞椅⼦は安全で耐久性があるか（クッションがあるかどうかも考慮せよ）？ はい□   いいえ□ 

クッションは適切に除圧しているか（褥瘡の危険があるユーザーの場合）？ はい□   いいえ□ 

注記：                                          

すべての問いについて「はい」であれば、ユーザーに新しい⾞椅⼦は必要ない。もし「いいえ」が⼀つ
でもあれば、そのユーザーには別の⾞椅⼦またはクッションが必要、あるいは既存の⾞椅⼦またはクッ
ションに修理ないし改造が必要である。 

 
5  [原⽂] adapted 
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2. ⾝体的事前評価 

質問は以下の 3項⽬にわたる： 
• 褥瘡の有無・危険・既往歴6 
• ［⾞椅⼦の］こぎ⽅ 
• ⾝体計測 

褥瘡の有無・危険・既往歴 

/// ＝感覚がない  ◯ ＝過去の7褥瘡 
●  ＝現存する8褥瘡 

 

普通に感覚があるか？  はい□  いいえ□ 

過去に褥瘡があったか？  はい□  いいえ□ 

現在、褥瘡があるか？  はい□  いいえ□ 

あれば、傷が開いているか？ はい□  いいえ□ 
（あるいはステージ 1〜４のどれか？）  
 
期間および原因：____________________________ 
_________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

褥瘡の危険＊がある⼈か？＊褥瘡の危険があるのは、感覚がない、あるいは
以下の褥瘡の危険因⼦を３つ以上抱える⼈。褥瘡の危険因⼦：動けない、湿
気、不良姿勢、過去/現在の褥瘡、栄養不良、⽼化、低体重や過体重。 

はい□  いいえ□ 

図に印を付けよ： 
• ⾞椅⼦ユーザーの感覚がない部位には：/// を 
• ⾞椅⼦ユーザーの、過去に褥瘡があった部位には：◯ を 
• ⾞椅⼦ユーザーの、現在も褥瘡がある部位には：● を 

ユーザーが、褥瘡があると答えた場合は必ず⾒せてもらえ。これは、必ず⼈⽬に触れない場所で。 
⾞椅⼦ユーザーに褥瘡発⽣の危険があるのは、感覚がない場合と他の危険因⼦を持つ場合。 
危険因⼦とは： 
• 感覚がない（感覚が弱まっている）⼈ 
• 動けない⼈ 
• 汗、⽔分、失禁からの湿気 
• 不良姿勢 

• 以前あったか、現在ある褥瘡 
• 栄養不良および⽔分摂取の不⾜ 
• ⽼化 
• 体重（低体重や過体重） 

 
留意事項：褥瘡発⽣の危険があるすべての⾞椅⼦ユーザーに、除圧クッションおよび褥瘡予防の
教育が必要。 

  
 

6  [原⽂] presence, risk of, or history of, pressure sores 
7  [原⽂] previous 
8  [原⽂] existing 
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Physical assessment – sitting posture without support
Physical assessment is the second part of the assessment. It includes:
r� identifying the presence, risk of or history of pressure sores;
r� identifying the method of pushing;
r� !nding out how the wheelchair user sits and what additional postural support he 

or she may need through:
 – observing sitting posture without support;
 – carrying out a pelvis and hip posture screen. Pelvis and hip posture screening helps 

to understand how any problems around the pelvis or hips may be affecting the 
wheelchair user’s sitting posture;

 – carrying out hand simulation. The wheelchair service personnel uses their hands 
to ‘simulate’ the support that a wheelchair and additional postural supports may 
provide;

r� taking measurements.

Information from each of these sections of the intermediate wheelchair assessment 
form will help wheelchair service personnel to decide how much support the 
wheelchair user needs.

Review of presence, risk of or history of pressure sores 
and method of pushing

Presence, risk of or history of pressure sores

/// = does not feel 
O = previous pressure sore  

 = existing pressure sore

Can feel normally? Yes No

Previous pressure sore? Yes No

Current pressure sore? Yes No

If yes, is it an open sore 
(stage 1–4)?

Yes No

Duration and cause:  
 

Is this person at risk* of a 
pressure sore?

Yes No

*A person who cannot feel or has 3 or more risk factors is at risk of pressure sores. Risk factors: cannot move, moisture, 
poor posture, previous/current pressure sore, poor diet, ageing, under or over weight.
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受講者⽤参考書 

⾞椅⼦のこぎ⽅  

⾞椅⼦ユーザーはどうやって⾞椅⼦をこぐのか？ 両腕で□  左腕で□  右腕で□ 

両脚で□  左脚で□  右脚で□   介助者が押して□  

注記：                                          

⾞椅⼦ユーザーが今後どうやってこぐのか、⾒出すことは重要である。それは⾞椅⼦の選択および
設定のやり⽅に影響するからである（授業 A.6：適正な⾞椅⼦「⾞椅⼦のこぎ⽅」を参照）。 

⾝体計測 

⾞椅⼦ユーザーの 4か所の⾝体⼨法が、⼿に⼊るうちで最適なサイズの⾞椅⼦を選ぶために必要で
ある。どの⼨法も⾞椅⼦に関係する。 

 ⾝体計測 ⾝体⼨法 
(mm) 

⾝体⼨法を理想的な⾞椅⼦⼨法へ換算 ⾞椅⼦⼨法 
(mm) 

A 座位臀幅1  座位臀幅＝座幅2  

B 座底⻑3 右  B 引く 30〜60 mm＝座⾯奥⾏き4 
（⻑さが異なる場合は、短い⽅を採⽤） 

 
左  

C 座位下腿⻑5 右  ＝⾜台〜クッション上端*⾼、 
または 
＝⾜こぎの場合、床⾯〜クッション上端*⾼ 

 

左   

D 座⾯〜胸郭下端6  ＝クッション上端*〜背もたれ上端 
（ユーザーの必要に応じて Dか Eを採⼨） 

 

E 座⾯〜肩甲⾻下端7   
* ⾞椅⼦ユーザーが使う、クッションの厚さを確認。 
 
測定器具 
• 巻き取り式の⾦属製巻尺（右写真）を⽤いよ。 
• クリップボード/本を⽤いると、精確に測れる（「⾝体
計測のやり⽅」を参照）。 

• ⼤きなノギス8は、たいへん便利な補助器具。これは現
地で、⽊でつくれる。 

• ⾜乗せブロック9は、⾞椅⼦ユーザーの⾜を適切な⾼
さで⽀えるために⽤いる。    

 
1   [原⽂] hip width, [ISO 7250-1:2017] hip breadth, sitting, [JIS Z8500:2002][⽤語集] 座位臀幅 
2   [原⽂] seat width, [ISO 7176-26:2007] seat width, [JIS T9201:2016][⽤語集] シート幅 
3   [原⽂] seat depth, [ISO 7250-1:2017] buttock-popliteal length, [JIS Z8500:2002] 座位臀-膝窩距離 
4   [原⽂] wheelchair seat depth, [ISO 7176-26:2007] seat depth, [JIS T9201:2016][⽤語集] シート奥⾏ 
5   [原⽂] calf length, [ISO 7250-1:2017] popliteal height, sitting, [JIS Z8500:2002] 座位膝窩⾼ 
6   [原⽂] bottom of ribcage 
7   [原⽂] bottom of shoulder blade. [⽤語集] 座位肩甲⾻下⾓⾼. [訳注] 上に揃え原⽂の表現に近い訳語を採った. 
8   [原⽂] large calipers. [訳注]「⾞椅⼦サービス教習パッケージ 管理者向け参考書補⾜資料」p.10 を参照. 
9   [原⽂] foot-blocks. [訳注]「⾞椅⼦サービス教習パッケージ 管理者向け参考書補⾜資料」p.9 を参照. 
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⾝体計測のやり⽅ 

⾞椅⼦ユーザーに、できるだけまっすぐに座ってもらう。 
⾞椅⼦ユーザーの両⾜を床⾯が、あるいは⾜が床へ楽に届かなけ
れば⾜乗せブロックで⽀えるようにせよ。 
すべての計測において、巻尺がまっすぐに保たれ、かつ⾞椅⼦ユ
ーザーがまっすぐに座っていることを確かめよ。クリップボード
/本を⾞椅⼦ユーザーの両側に当てておくと、精確に測れる。 
⾝をかがめて、巻尺が正しい⾓度から⾒えるようにせよ。 
 

 
 

A • 計測前に、⾞椅⼦ユーザーのポケットが空なのを確認する。 

• 臀部あるいは⼤腿の、いちばん幅広いところを測る。 

• クリップボード/本を 2枚、⾞椅⼦ユーザーの両側に当てて測ると精確。 

B • クリップボード/本を⾞椅⼦ユーザーの背中に当てて測ると精確。 

• ⾻盤背⾯から膝裏までの直線距離を測る。 

• つねに両脚を測る。左右差がある場合は、⾞椅⼦ユーザーが⾻盤を⽔平にして座ってい
るか確認する。それでも差があれば、短い側に合わせて⾞椅⼦を処⽅する。 

C • 膝裏からかかとの底までを測る。 

• ⾞椅⼦ユーザーの⾜⾸が（できる場合は）90度に屈曲しているのを確認する。 

• つねに両脚を測る。 

• ⾞椅⼦ユーザーは、（あれば）ふだん履きの靴を履いて測ること。 

D • 座⾯から胸郭下端までを測る。 

• 胸郭下端を⾒つけるには両⼿を⾻盤の両側へ当て、両⼿を内側へ優しく絞り込みながら
上へ滑らせる。胸郭下端は腰のすぐ上である。 

E • 座⾯から肩甲⾻下端までを垂直に測る。 

• ⾞椅⼦ユーザーに肩をすくめてもらうと、肩甲⾻下端を⾒つけやすい。 
 
正しくフィットした⾞椅⼦に関する詳細は、ステップ 6の授業「フィッティング」を参照。 
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ステップ 3: 処⽅（選択） 

処⽅（選択）とは？ 

処⽅（選択）とは、⼿に⼊る⾞椅⼦と⾞椅⼦ユーザーのニーズとの間に、可能な限り最⾼のマッチ
ングを⾒出すことである。 
処⽅（選択）は必ず⾞椅⼦ユーザー、および適切ならばその家族や介助者と共に決定すること。 
処⽅（選択）の内容： 
• 適切な⾞椅⼦、クッション、⾞椅⼦部材の選択 
• ⾞椅⼦およびクッションの、適切なサイズの選択 
• ⾞椅⼦およびクッションの活⽤と⼿⼊れのために、⾞椅⼦ユーザーに必要な教習についての、ユ

ーザーとの合意 

現地で⼿に⼊る⾞椅⼦とクッション 

正しいサイズの⾞椅⼦を選ぶことは、たいへん重要である。適切なサイズの⾞椅⼦は、より快適で、
まっすぐに座るよう⽀え、⾞椅⼦ユーザーにとって使いやすい。正しくフィットした⾞椅⼦に関す
る詳細は、ステップ 6の授業「フィッティング」を参照。 
• フレーム：例えば、ホイールベースが⻑いか短いか、フレーム⻑10、クロス型折りたたみ［フレ

ーム11］あるいはリジッドフレームか。 
• 特⾊：座⾯、背もたれ、⾜台、ひじ掛け、キャスター輪、駆動輪の種類など。 
• ⾞椅⼦のサイズ：これはふつう座幅で表し、座⾯奥⾏きが加わる場合もある。床から座⾯までの

⾼さを知っておくのも有益。 
• 調節可能部分：どの部品が調節でき、また調節できる範囲はどれくらいか？ふつう調節によって、
複数の異なる位置が可能になる。例えば、ほとんどの⾞椅⼦は、等間隔でさまざまな⾼さに調節
できる⾜台を備えている。調節の「範囲」は、⼨法の最⼩から最⼤まで。 

• クッション：（あれば）どの種類のクッションを⾞椅⼦が備えているか、別途⼊⼿できるか？ 
 
⾞椅⼦供給者が提供する場合もあるもの： 
a. パンフレットまたは製品概要 
b. 製品（⾞椅⼦）の仕様書 

たいてい、これらの情報には⾞椅⼦の⼨法、重量、特⾊、時にはオプション部品表が載っている。 
処⽅しようとする⾞椅⼦について、⼿に⼊る情報があるかどうか、つねに確かめよ。それらの情報
を読み、製品を熟知せよ。 
供給者がそうした情報を提供しない場合は、請求せよ。  

 
10  [原⽂] frame length 
11  [原⽂] cross-folding frame 
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処⽅（選択）を記録する 

処⽅（選択）は書き出しておかなければならない。以下は、⾞椅⼦処⽅（選択）フォームの⼀例で
ある。このフォームは⾃分の地域のサービス事業に合わせ、⾃分のサービスに使える⾞椅⼦とクッ
ションの種類およびサイズを列記せよ。 

⾞椅⼦処⽅（選択）フォーム 

⾞椅⼦ユーザーに関する情報 

⾞椅⼦ユーザー名：                  番号：           

事前評価⽇：             フィッティング⽇：              

事前評価担当者名：                 
 

選択した⾞椅⼦の種類およびサイズ 

⾞椅⼦の種類を選ぶ： 
• ⾞椅⼦ユーザーと話し合え。 
• ⾞椅⼦ユーザーにとって最も重要なニーズを考慮せよ。 
• 確認せよ：⾞椅⼦のフレーム、キャスターおよび駆動輪、⾜台、ひじ掛け、背もたれ⾼（または

調節可能性）、駆動輪位置、⽀えおよび快適さ。 

⾞椅⼦の種類 サイズ 
 □  
 □  
 □  
 □  
 □  

 

選択したクッションの種類 

クッションの種類  サイズ 
例：ウレタンフォーム除圧クッション □  
例：平⾯ウレタンフォームクッション □  
 □  

 

選択への合意 

ユーザー署名：                                     

事前評価者署名：                                     

事業管理者署名：                                     

⾃分のサービス事業で⼿に
⼊る⾞椅⼦の種類を列記 

⾃分のサービス事業で⼿に⼊るクッシ
ョンの種類およびそのサイズを列記 
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ステップ 4: 資⾦調達および発注 

資⾦調達 

⾞椅⼦が処⽅されれば、推奨する製品の費⽤を精確に⾒積もれる。だれが資⾦を供与するのか、知
っておくことは⽋かせない。資⾦としては、⾃⼰負担、政府・⾮政府組織・援助団体からの補助⾦、
保険⾦などがありうる。発展途上地域の多くの⼈には、⾞椅⼦を必要としながら購⼊するゆとりが
ない。しかし、払えようが払えまいが、⾞椅⼦が必要ならだれにでもそれを得る権利がある。した
がって、財政的⽀援が必要な⾞椅⼦ユーザーの利⽤に供される資⾦が必要である。ほとんどのサー
ビス事業では、⾞椅⼦を発注する前に財源の確定が不可⽋だからだ。 

これを担当するのは、多くの場合は臨床や技術の職員よりも、事務職員や事業管理者である。 

発注 

⾞椅⼦ユーザーにとって最良の⾞椅⼦を選び、処⽅（選択）フォームを作成したところで、在庫が
ない場合には⾞椅⼦を発注しなければならない。 

⾞椅⼦サービス事業に在庫がある場合は、記⼊済みの発注フォームをサービス事業管理者が承認す
ることがそれに当たる。続いて⾞椅⼦の下準備を、その担当職員が⾏なう。 

⾞椅⼦サービス事業に在庫がなければ、外部の供給者へ発注することになる。 

⾞椅⼦発注システムは、⾞椅⼦サービス事業によって異なる。以下に、⾃分の地域の⾞椅⼦サービ
ス事業で⾞椅⼦を発注する際の留意事項を書き出しておくこと。 
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⾃分の地域の⾞椅⼦サービス事業での、⾞椅⼦の発注⽅法： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発注の優れた実践 

• ⾞椅⼦の在庫を確保しておくと、⾞椅⼦ユーザーの待ち時間が短縮する。 

• 納品遅れを避けるため、発注はなるべく迅速に⾏なう。 

• ⾞椅⼦ユーザーへ、いつ⾞椅⼦が⽤意できるか必ず知らせる。 
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ステップ５: 製品（⾞椅⼦）の下準備 

製品（⾞椅⼦）の下準備とは？ 

製品（⾞椅⼦）の下準備の内容： 

• ⾞椅⼦ユーザーへの処⽅（選択）に合わせて⾞椅⼦を下準備する。 
• ⾞椅⼦が、使⽤するのに安全で準備できており、すべての部分が正しく動作するか確かめる。 

⾞椅⼦の下準備 

以下の⼿順に従い、⾞椅⼦を下準備せよ： 

⾞椅⼦の座幅および座⾯奥⾏きの⼨法が、処⽅（選択）通りか確かめる。 

クッションの幅および奥⾏きが、座⾯に合致しているか確かめる。 

以下を（可能ならば）調節する： 

• 背もたれの⾼さと⾓度 
• ひじ掛け⾼ 
• 駆動輪位置 
• ブレーキ位置 
• ⾜台〜座⾯⾼ 
• ⼿押しハンドル⾼ 
• その他すべての調節 

 
「⾞椅⼦の安全・準備完了」確認を実⾏する。 
 

製品の下準備の優れた実践 

• 下準備中の⾞椅⼦⼀台⼀台に、⾞椅⼦ユーザーの名前の⼊ったラベルを貼っておく。 
• ⾞椅⼦のどんな改造も、必ず適正な知識と技能をもつ者が⾏なう。改造は、⾞椅⼦の強度や機
能に影響する。 

• ⾞椅⼦ユーザーの試⽤前に、⾞椅⼦が使⽤するのに安全で準備できており、すべての部分が正
しく動作することを必ず確認する（下記参照）。 

 

⾞椅⼦の安全・準備完了確認表 

下記の確認表を使い、⾞椅⼦が使⽤するのに安全で、すべての部分が動作することを確かめよ。こ
れは、⾞椅⼦ユーザーの試⽤前に必ず⾏なうこと。 
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確認表：⾞椅⼦は使⽤するのに安全で準備できているか？ 

⾞椅⼦全体： 確認⽅法 

鋭い⾓がない。 □ ⾞椅⼦全体を、⽬と⼿で確認。 
部品に破損や傷がない。 □ 
⾞椅⼦がまっすぐ⾛る。 □ ⾞椅⼦を押しやり、キャスター輪が「前⽅直

進の」位置12にあることを確認。 

前⽅キャスター輪  
⾃由に回転する。 □ ⾞椅⼦を傾けて駆動輪で⽴たせ、キャスター

輪を回転させる。 キャスターフォークに触らず回転する。 □ 

ボルトが固く締まっている。 □ 確認。しっかりした感触。締めすぎない。 
前⽅キャスター受け具  
キャスターフォークが⾃由に旋回する。 □ ⾞椅⼦を傾けて駆動輪で⽴たせ、キャスター

フォークを旋回する。 

駆動輪  
⾃由に回転する。 □ ⾞椅⼦を横に傾けて⽚⽅の駆動輪で⽴たせ、

逆側の駆動輪を回転させる。両⽅を確認。 

⾞軸ボルトが固く締まっている。 □ 確認。しっかりした感触。締めすぎない。 
タイヤへ適切に空気が⼊っている。 □ タイヤを親指で圧す。⾞輪はかすかに凹む

が、5 mm以下であること。 

ハンドリムがしっかり取り付けられている。 □ 確認。 

ブレーキ  
適切に働く。 □ ブレーキを掛ける。⾞椅⼦が動かないことを

確認。 

⾜台  
⾜台がしっかり取り付けられている。 □ 確認。 

  

 
12  [原⽂] “trail” position, [ISO 7176-26:2007] trailing position, [JIS T9201:2016] トレーリングポジション「⾞椅⼦が

前⽅直進状態にある時のキャスタ輪の位置。通常，キャスタ輪が進⾏⽅向に対してキャスタ旋回軸の真後ろにある
状態」. [訳注] 例えば本書 p.26 上図の⾞椅⼦の前⽅キャスターはトレーリングポジションにある. 
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フレーム  

クロス型折りたたみ式⾞椅⼦の場合、容易に
折りたためて開ける。 

□ 

⾞椅⼦を折りたたみ、折りたたみ機構が正
しく動作することを確認。 背もたれ前倒し式⾞椅⼦の場合、背もたれを

容易に折りたためて開ける。 

□ 

クッション  
クッションがカバーに正しく収まっている。 □ ふつう、クッションカバーはクッションの

後下辺で閉じる。 

クッションが⾞椅⼦に正しく載っている。 □ 成形クッションでは「座⾻井」は座⾯後ろ
側に来る。 

クッションカバーはぴったり合っているが、
きつ過ぎない。 

□ クッションカバーが、クッションの起伏の
上でぴんと張るようではよくない。 

クッションが座⾯全体を覆っている。 □ 座⾯のどの部分も、クッションの下に隠れ
て⾒えないことを確認。これはソリッド座
⾯で特に重要。 

 

クッションづくり 

ウレタンフォームが⼿に⼊れば⾞椅⼦サービス職員はわずかな⼯具で除圧クッションをつくれる。 

職員に知っておく必要があるのは、使⽤するウレタンフォームの種類と、いくつかの主要な⼨法で
ある。 

教習員と⾃分の地域で⼿に⼊るウレタンフォームについて話し合い、どれが除圧クッションに適当
か⾒出せ。 

以下つくり⽅を解説する基礎的ウレタンフォーム除圧クッションでは、⼆つの形状が重要である。
それは座⾻下の「座⾻井13」と、座⾻前⽅の棚状段差14である。 

クッションの特徴および⼨法 

基礎的ウレタンフォーム除圧クッション15の主な特徴は以下の通り。 
  

 
13  [原⽂] “well” under the seat bones, [訳注] 後出の seat bones well と共に「座⾻井」と訳した. 
14   [原⽂] a shelf in front of the seat bones. [ISO 7176-26:2007] anti-thrust seat. [⽤語集] 座⾻前⽅サポート. [訳注] 

「アンカーサポート」と呼ばれることも⾮常に多い. 中級教習では pre-seat bone shelf と呼ばれる. 
15  [訳注] ここで解説しているものは,「⽤語集」の⽤語では「カットアウト型」に分類される. 
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硬いウレタンフォーム（例：チップウレタン）でつくる基層 
 

座⾻井（ざこつせい）： 

• 座⾻および尾⾻の下の圧⼒を緩和す
る。 

• ⾻盤を、クッション後部でまっすぐに
起こしておくのに役⽴つ。 

 
スリング座⾯⽤基層： 

• スリング座⾯の⾞椅⼦で使うクッショ
ンでは、クッション底⾯の左右を斜め
に⾯取りする。 

• こうするとクッションが⾞椅⼦のスリ
ング座⾯の形にはまり、クッション上
⾯が⽔平に保たれる。 

 

「⼼地よい」柔らかなウレタンフォームでつくる表層 
 

いちばん上の⼼地よい層： 

• 堅い基層の上で、⼼地よさをもたらす。 
 

 

除圧クッションの基層はどうやってつくるのか？ 

下の解説のクッションは幅 400 mm x 奥⾏き 400 mm x 厚さ 50 mmである。座⾻井の⼨法は、幅
200 mm x 奥⾏き 200 mm x 厚さ 35 mm。このクッションは、座⾯幅 400 mmの⾞椅⼦に合う。 

⼨法は下記コラムの解説に従って、それぞれの⾞椅⼦に合わせよ。 
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1. 切断線を引く 

• ⼤きさ 400 mm x 400 mm x 50 mmの硬いウレタンフォームを⽤意する。 
• 両座⾻の中央が、クッションの中⼼線上に来るようにする。 
• この⼤きさのクッションの場合、座⾻井の⼨法は 200 mm x 200 mm x 35 mmになる。 
• 切断線を、濃い⾊のラインマーカーで基層ウレタンフォームの 6つの⾯すべてに引く。 
 

 
 

座⾻井の⼨法 

 

クッションおよび座⾻井の⼨法は、以下のよう
に各⾞椅⼦ユーザーに合わせて調整： 

• 座⾻井の幅（左右）＝⾞椅⼦ユーザーの座位
臀幅の 1/2、あるいは 200 mm（いずれか⼩さ
い⽅）＝ [a] 

• 座⾻井の奥⾏き（前後）＝⾞椅⼦ユーザーの
座底⻑の 1/2、あるいは 200 mm（いずれか⼩
さい⽅）＝ [b] 

• 座⾻井の深さ（上下）＝⼤⼈⽤：35mm、⼦ど
も⽤：20〜25 mm ＝ [c] 

  

200 
(座底⻑の 1/2) 

200 
(座位臀幅の 1/2) 
 

単位：mm 
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2. 座⾻井を切り取る：研いだ⾦ノコ刃、あるいは刃渡りの⻑いナイフを⽤いる。⻑いゆっくり
したストロークで、もっぱら引く時に切るとコントロールが良くなる。 

 
• 最初にクッションの後端から、座⾻井の奥⾏きだけ切り
込みを⼊れる。 

 
 
 
 
 
• それから座⾻井を切り取る。 
 
 
 
 
 
 
• 座⾻井の左右に残った「パタパタする」部分を、定位置

に接着剤で固定する。接着剤は、触るとわずかにベタ付
く程度の⽣乾きになるまで置いておく。それからウレタ
ンフォームどうしを圧着する。 

 

 

3. 座⾻井の内側を⾯取りする 

 
 
 
 
 
4. スリング座⾯⽤クッション：基層の左右（底⾯）

を切って⾓度（斜⾓）を付ける 

• 左図のように印をつけてから切る。 

• こう切ることで、クッションの底⾯が⾞椅⼦のスリング
座⾯の形状に⼀致する。 
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5. クッション上⾯に表層ウレタンを置く 

• 基層と表層は、いっしょにクッションカバー内に納める。 
• この⼆層どうしを接着する必要はない。 
• 表層が汚れ、あるいはすり切れたら、洗って乾かすか交換する。 
• カバー内の基層と表層の間にかさ上げを加え、座⾻井をさらに深くすることも可能。 
 

ウレタンフォーム除圧クッションに関する、よくある質問： 

クッションカバーに使う⽣地は、どうやって決めたらよいか？ 

• できれば伸縮性のある⽣地を⽤いよ。耐⽔性のある⽣地が⼿に⼊れば最⾼。耐⽔⽣地の場合は、
分厚すぎないことを確かめよ。さもないと、折れ⽬が⾞椅⼦ユーザーの⽪膚に痕をつけ、褥瘡を
引き起こすことがある。 

• ⼿に⼊る⽣地しだいで選択も変わる。選択が限られる場合もある。 

• 選べて判断が付かない場合は、⾞椅⼦ユーザーにそれぞれの選択肢を試してもらえ。 

• ⾞椅⼦サービス職員が経験を深めるには、さまざまな⽣地を試してみよ。 
 
このクッションは、あらゆる⾞椅⼦ユーザーに対して有効だろうか？ 

• いいえ。このクッションは、あらゆる⾞椅⼦ユーザーに対して有効というわけではない。 

• しかし、このクッションの⻑所の⼀つは、簡単に調整できることである。 
 
このクッションは、暑さや汗かきの原因になるだろうか？ 

• ウレタンフォームクッションは、暑さや汗かきの原因になることがある。 

• しかしこのクッションは、性能が他の多くの⾯で優れているため、暑さは妥協点の⼀つ。 
 
除圧クッションは、あらゆる⾞椅⼦ユーザーに必要だろうか？ 

• いいえ。あらゆる⾞椅⼦ユーザーに除圧クッションが必要ということはない。 

• この教習プログラムで学んだ褥瘡の危険因⼦を検討し、⾞椅⼦ユーザーに褥瘡発⽣の危険がある
かどうか判断せよ。 

• このクッションが除圧のためには不要な場合も、褥瘡発⽣の危険がない⾞椅⼦ユーザーも含め、
このクッションは快適さや姿勢を改善できる。 
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このクッションを、前後や裏表を逆にして使ったらどうなるだろうか？ 

• 適切に機能しない上、褥瘡発⽣の危険を増やしかねない。 

• つねに、⾞椅⼦ユーザーおよび（適切ならば）家族が、クッションの取り扱いや⼿⼊れを正しく
理解しているか確かめよ。 

• 必要なら、クッションに「前」「後」「上」「下」の印を付けよ。 
 
このクッションは、⼦どもにも有効だろうか？ 

• はい。このクッションは⼦どもにも有効である。しかし、座⾻井は⼩さくする必要がある。上記
の⼦ども⽤クッションの⼨法の決め⽅を参照。 

• ⾞椅⼦を使う多くの⼦どもには、付加姿勢⽀持16が必要である。このクッションでは、姿勢⽀持
がじゅうぶんに与えられない場合がある。 

 

クッションのフィッティング 

 

座⾻が、クッションのへりや⾼い部分でなく、ち
ょうど座⾻井の内側に据わっていることを、必ず
確かめよ。 

除圧クッションのフィッティングに際して、つね
に⾞椅⼦ユーザーへ確かめることは： 

• 座⾻下の圧⼒が「安全」（上述「除圧クッショ
ンが効いているかどうかの検査法」を参照）、 
かつ 

• 座⾻が、座⾻井のへりや表層ではなく座⾻井の
内側に据わっている。 

  

 
16  [原⽂] additional postural support. 中級のサービスおよび教習内容. 意味は「訳注」を参照. 
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ステップ 6: フィッティング 

フィッティングとは何をすることなのか？ 

フィッティングで、⾞椅⼦ユーザーと職員がいっしょに確かめること： 

• ⾞椅⼦が適切なサイズで、必要な改造と調整がすべてなされ、最適にフィットしている。 
• ⾞椅⼦およびクッションが、⾞椅⼦ユーザーがまっすぐに座るよう⽀えている。 
• 除圧クッションが処⽅されている場合、じっさいにクッションの除圧が効いている。 
 

フィッティングの優れた実践 

• 可能な限り、事前評価を⾏なったのと同じ者がフィッティングを実施する。 
• フィッティングの確認は、必ず⾞椅⼦が静⽌した状態で、それから⾞椅⼦ユーザーが⾃⾛して

いるか、押されている状態で⾏なう。 
• フィッティングの実施順序： 

o サイズおよび調整の確認 
o 姿勢の確認 
o 圧⼒の確認 
o ⾞椅⼦ユーザーが動いている状態でのフィッティングの確認 

• 配布のフィッティング確認表を、各⼿順を確認するために使⽤する。 

 

サイズおよび調節の確認 

座幅 
正しいフィッティング： ぴたりとフィットしなければならない。 

 

確かめ⽅ 
• 指を⾞椅⼦ユーザーの両⼤腿の外側と⾞椅⼦の左右との間で
⾛らせる。指が挟みつけられることなく、⼼地よくフィットし
なければならない。 

⾞椅⼦の側⾯が、⾞椅⼦ユーザーの脚を圧迫していないことを確
かめよ。これは、⾞椅⼦ユーザーが⼤腿への圧⼒を感じられない
（通常の感覚がない）場合、殊に重要である。⾞椅⼦の側⾯から
⼤腿への強い圧⼒は、褥瘡の原因となる。 

座⾯奥⾏き 
正しいフィッティング： 膝裏とクッションの間に、指 2本分（30 mm）すき間がある。 

（続く） 
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（続き） 
 

 

確かめ⽅ 
• ⾞椅⼦ユーザーが、まっすぐに座っているのを確かめる。 
• ⼿をクッションと膝裏との間で滑らせる。指 2本（30 mm）が

⼊る、じゅうぶんなすき間が必要。脚の⻑い⾞椅⼦ユーザーに
は、すき間はさらに⼤きくてもよい。60 mmまでが許容範囲。 

• ⼿をふくらはぎ後⾯に沿って滑らせ、座⾯にもクッションにも
触れないことを確かめる。 

• 必ず、左右両側とも確かめる。 

正しくフィットすると、⼤腿がしっかりと⽀えられる。これは座
⾻下の圧⼒を減らし、褥瘡を⾷い⽌めるのに役⽴つ。座⾯奥⾏き
が⻑すぎると、⾞椅⼦ユーザーはまっすぐに座れない。 

左右差がある時は、短い側の脚の⼨法を処⽅に⽤いる。 
⾜台〜クッション上端⾼ 
正しいフィッティング： クッションが⼤腿全体をすき間なく⽀え、⾜台が⾜全体をすき間

なく⽀えている。 

 

確かめ⽅ 
• ⼿を⼤腿と座⾯/クッションとの間で滑らせる。圧⼒が、⼤腿

全体にわたってすき間なく均等にかかっていること。 
• ⾜台に乗っている⾜を観察する。⾜の前も後ろも、すき間なく

⽀えられていること。 

⼤腿下にすき間がある場合は、⾜台が⾼すぎる。⾜底下にすき間
がある場合は、⾜台が低すぎる。 

背もたれ⾼ 
正しいフィッティング： 正しくフィットすると、⾞椅⼦ユーザーが必要とする⽀えが与え

られ、活動的なユーザーは、肩を⾃由に動かしてこげる。 

確かめ⽅ 
• ⾞椅⼦ユーザーに、背もたれが快適かどうか尋ねる。 
• 体幹が、臀部の上でバランスが取れているかどうか観察する。 
• ⾞椅⼦ユーザーは、背もたれに邪魔されないで⾞椅⼦をこげているか？ 
背もたれ⾼は、⾞椅⼦ユーザーのニーズによって異なる。⾃⼒でこぐ⾞椅⼦ユーザーには、肩を
⾃由に動かせる背もたれが必要だ。まっすぐに座るのが難しい⾞椅⼦ユーザーには、より⽀えが
多い、より⾼い背もたれが必要になる。 

⾞椅⼦事前評価フォームには、2通りの背もたれ⾼の⼨法を載せている（ステップ 2「事前評価」
の「⾝体計測」を参照）。どちらの⾼さの背もたれがより快適か、事前評価でははっきりしない場
合があるため、両⽅の⼨法を測っておくようにせよ。 

（続く） 
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（続き） 

 

⾞椅⼦ユーザーの胸郭下端まで⽀える⾼さの背もたれが向いて
いるのは、⾞椅⼦ユーザーが： 

• 健康で活動的。 

• 容易に、バランスよくまっすぐに座れる。 

• 積極的に⾃⼒でこぐため、動きに⼤きな⾃由度が必要。 

背もたれ⾼ D（座⾯〜胸郭下端） 

 

 

⾞椅⼦ユーザーの肩甲⾻下端まで⽀える⾼さの背もたれが向い
ているのは、⾞椅⼦ユーザーが： 

• すぐにくたびれがち（例：⽼化や進⾏性疾患のため）。 

• まっすぐに座るのが難しい。 

この背もたれ⾼であれば、肩周辺がある程度⾃由に動くため、⾞
椅⼦ユーザーは腕で⾞椅⼦をこげる。 
 
背もたれ⾼ E（座⾯〜肩甲⾻下端） 

⼿こぎ⽤の駆動輪位置 
正しいフィッティング： ⼿をハンドリムへ置いた時、ユーザーのひじが直⾓になる。 

 

確かめ⽅ 
• ⾞椅⼦ユーザーに、駆動輪頂部のハンドリムを握ってもらう。
ひじが直⾓に曲がっていなければならない。 

• また、駆動輪位置（前の⽅が活動的、後ろの⽅が安全）がバラ
ンスを取るために適切かどうかも、ユーザーと確認せよ。 

⾞椅⼦ユーザーに、駆動輪を「安全」な（より後ろの）位置に置
く必要がある場合、腕は、こぐのに理想的な位置より後ろに来ざ
るを得ない。この妥協は、⾞椅⼦ユーザーへ説明せよ。 

駆動輪位置を調整した場合は、つねにブレーキの調整および再確
認が必要。 

 
⾜こぎ⽤の座⾯⾼ 
正しいフィッティング： ⾞椅⼦ユーザーがまっすぐに座り、⾻盤背⾯を背もたれが快適に

⽀えている状態で、⾜を床⾯にべったり置ける。 

（続く） 
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（続き） 

 

確かめ⽅ 
• ⾞椅⼦ユーザーに、⾻盤背⾯を背もたれへぴったり着けて座

りながら、こぎ⾜を床にべったり着けてもらう。⾜が床にべ
ったり据わるかどうか確かめる。 

座⾯が⾼すぎる場合に、⾞椅⼦サービス職員が試みること： 

• クッションの厚みを減らす。 

• ソリッド座⾯を、もとの座⾯より低い位置に取り付ける（こ
れを⾏なうには、技術指導なり⽀援を得よ）。 

⾞椅⼦ユーザーが⽚⾜だけでこぎ、反対側の⾜は⾜台に置いた
ままの場合は、⾜台へ置く⾜の側の、座⾻下の圧⼒を調べよ
（A.7: クッション「除圧クッションが効いているかどうかの検
査法」を参照）。 

姿勢の確認 

 
⾞椅⼦ユーザーが⾞椅⼦へどう座っているか、横からと正⾯
から観察する。まっすぐな姿勢で座っているだろうか？ 

 
 
 
 
⾜を下へ引き込むのを好む⾞椅⼦ユーザーもいる。またそう
できる設計の⾞椅⼦もある。⾞椅⼦ユーザーが、快適でバラ
ンスが取れていると感じていれば、それでよい。 

 
 
 

圧⼒の確認 

褥瘡発⽣の危険があるすべての⾞椅⼦ユーザーについて、座
⾻下の圧⼒が安全かどうか確認せよ。 
  



 

 66 

受講者⽤参考書 

⾞椅⼦ユーザーが動いている状態でのフィッティングの確認 

フィッティングの最終段階は、⾞椅⼦ユーザーが動いている状態で⾞椅⼦がフィットしているかの
確認である。⾞椅⼦ユーザーが⾃⼒で⾞椅⼦をこげない場合は、家族/介助者に押してもらう。 

 

 
 
着⽬点17； 

• 背もたれは⾞椅⼦ユーザーが肩を⾃由に動かしてこげ
るようになっているか？ 

• ⾞椅⼦ユーザーの⾜は⾜台に据わっているか？ 
• 駆動輪位置は、⾞椅⼦ユーザーにとって適切か？ 

⾞椅⼦フィッティング確認表 

 

⾞椅⼦が安全に使⽤でき、すべての部品が動作することは確認済みか？ □ 
 

 

座幅： 

ぴたりとフィ
ットしている
こと。 

 

□ 座⾯奥⾏き： 

膝裏と座⾯/ク
ッションの間
に指 2 本分の
すき間。 

 

□ 

⾜台〜座⾯⾼： 

⼤腿をクッションがすき間なく全⾯的に⽀えている。両⾜とも、
⾜台がすき間なく全⾯的に⽀えている。 

 

□ 

（続く） 

 
17 [訳注] 教習員⽤指導書では, 以下に加え「背もたれは⾞椅⼦ユーザーをじゅうぶんに⽀えているか？」. 
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（続き） 
背もたれ⾼： 

⾞椅⼦ユーザーに必要な⽀えがあり、（⾃⾛する場合）こぐため
に肩を⾃由に動かせる。 

 

□ 

駆動輪位置（⼿こぎ⽤）： 

⾞椅⼦ユーザーが腕を垂らすと駆動輪の⾞軸がその線上にある。 
⾞椅⼦ユーザーが⼿をハンドリムへ置くとひじが直⾓になる。 

 

□ 

ブレーキ：ブレーキは効くか？ □ 
座⾯⾼（⾜こぎ⽤）： 

⾞椅⼦ユーザーがまっすぐに座ると、⾞椅⼦ユーザーの背中を背
もたれが快適に⽀え、両⾜を床⾯にべったり置ける。 

 

□ 

 
 

⾞椅⼦ユーザーは、⼼地よくまっすぐに座れているか？ □ 
姿勢を横から確認。 □ 
姿勢を正⾯から確認。 □ 

 
 

褥瘡発⽣の危険があるすべての⾞椅⼦ユーザーに対して、座⾻下の圧⼒を検査せよ。 
A 

 

始める前に、⾞椅⼦ユーザーへ検査について説明する。 

B 

 

⾞椅⼦ユーザーにプッシュアップするか前にかがんでもらう。 

⾃分の指先を（掌を上に）ユーザーの⽚⽅の座⾻の下に置く。 

（続く） 
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（続き） 
C 

 

⾞椅⼦ユーザーに⾃分の指の上へ腰を下ろしてもらう。 

ユーザーがまっすぐに座り、⼿を⼤腿の上に置いていることを
確認。 

D 圧⼒を判定： 
レベル１＝安全：指先を上下に 5 mm以上くねらせられる18。 
レベル２＝注意：指先はくねらせられないが、容易に引き抜ける。 
レベル３＝危険：指先が固く締めつけられる。指を引き抜くのが困難。 

E 反対側の座⾻でくり返す。 
 

 

背もたれは、⾞椅⼦ユーザーが、肩を⾃由に動かしてこげるようになっているか？ □ 
背もたれは、⾞椅⼦ユーザーをじゅうぶんに⽀えているか？ □ 
⾞椅⼦ユーザーの⾜は、⾜台に据わっているか？ □ 
駆動輪位置は、⾞椅⼦ユーザーにとって適切か？ □ 

 
 

さらにやるべきことがあるか？⾞椅⼦ユーザーのファイルにやるべきことをすべて記⼊。 □ 
 
留意事項：フィッティングの次のステップは、ユーザー指導。 

 

問題解決 

⾞椅⼦サービス職員は、⼿に⼊る⾞椅⼦を⾞椅⼦ユーザーへ正しく適合させようとして問題にぶつ
かることもある。問題は、以下のような理由から起こる： 
• ⼿に⼊る⾞椅⼦の種類やサイズに限りがある。 
• ⾞椅⼦ユーザーが⼼地よくまっすぐに座るためには、⽀えを追加する必要がある。 

以下は、よくある問題に対する簡便な解決策である。改造を加え、また姿勢⽀持を増やす場合につ
いては、中級レベルの教習でさらに詳しく取り上げる。 
これらの解決策はすべて、⼿に⼊る⾞椅⼦のうち⾞椅⼦ユーザーにいちばん近いサイズのものが選
択されていることが前提である。このことは、⾞椅⼦の改造前に確認せよ。 
  

 
18  [原⽂] Fingertips can wriggle up and down 5 mm or more. 
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問題：短すぎる座⾯奥⾏き 

座⾯奥⾏き（前後）が、⾞椅⼦ユーザーの座底⻑より 100 mm19（⼤⼈の場合）以上短いと問題で
ある。⾞椅⼦ユーザーへの座⾯からの⽀えをじゅうぶん得られず、⼼地よく座れないからだ。除圧
効果も落ちる。座⾯奥⾏きの延⻑が必要である。 

解決策：以下、３通りの解決策を解説する： 

解決策 注意点 
1. シートパイプ20を延⻑し、張り布を交換して座⾯奥⾏きを延⻑する。 
• 折りたたみフレームの⾞椅⼦では、シートパイプが
「差し掛け式21」で、⾞椅⼦フレームの⼀部［シート
サイドパイプ］を兼ねていないことを確かめる。 

• この場合はシートパイプを延⻑し、適切な⻑さにつく
った新しい張り布に交換すればよい。 

 

2. 張り布を交換して、座⾯奥⾏きを延⻑する。 
• ⾞椅⼦がリジッドフレームに張り布を施したもので

あれば、シートパイプが座⾯からはみ出ているか確か
める。 

• はみ出ていれば、座⾯張り布を適切な⻑さにした新し
い張り布と交換できる場合がある。 

 

3. クッション付きの堅い板を付加して、座⾯奥⾏きを延⻑する。 
• ソリッド座⾯は⽊、プラスチックなど、たわまず、ひ

び割れしない硬い素材でつくれる。 
• 座⾯はシートパイプ上部に固定できる。 
• 新しい座⾯に幅と奥⾏きが等しいクッションを追加。 

• 新しい座⾯がじゅうぶん頑丈で、⾞椅⼦
ユーザーの体重を⽀えられることを確か
めよ。座⾯が既存の⾞椅⼦座⾯からはみ
出たところに、たわみやひび割れがない
ことを確かめよ。 

• ソリッド座⾯は、どの⾞椅⼦ユーザーに
も必ずクッションと共に供与せよ。 

• フィッティングで、背もたれと⾜台の⾼
さが適切か確かめよ。ソリッド座⾯とク
ッションにより、⾞椅⼦ユーザーの⾞椅
⼦に座った位置が⾼くなることがある。 

問題：⻑すぎる座⾯奥⾏き 

有りものの、いちばん短い座⾯奥⾏きでも⻑すぎる場合、⾞椅⼦ユーザーはまっすぐに座れない。
座⾯奥⾏きの短縮が必要である。  

 
19  [訳注] 原⽂のまま. 本書 p.63 はじめ, 教習資料の他の部分ではこの数値はすべて 60 mm とされている. 
20  [原⽂] seat rail, [JIS T9201:2016][⽤語集] シートパイプ. [訳注]「シートレール」と呼ばれる場合もある. 
21  [原⽂] “dedicated” . [訳注] クロス型折りたたみフレームが典型で, スリングとクロスバーを固定したシートパイ

プを, フレームの平⾏なシートサイドパイプの受け具から着脱し固定と折りたたみを⾏なうため, 両者は別になる. 
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解決策：以下、1通りの解決策を解説する： 

解決策 注意点 
1. ⾞椅⼦の座⾯奥⾏きを短縮する。 
• 既存の座⾯に、必要な座⾯奥⾏きの印を付ける。 
• 張り布座⾯の場合：張り布を取り外し、（⼯業⽤ミシ

ンを使い）短く詰めて交換する。 
• ソリッド座⾯の場合：座⾯を取り外し、短く詰めて交
換する。 

• クッションも、新しい座⾯奥⾏きに合わせ短くする。 

• ソリッド座⾯を切ったら、必ずすべての
ふちが滑らかで、ささくれ⽴っていない
ようにせよ。 

• クッションを切る時は、必ず前⽅を切り
落とす。そうすれば、クッション後部の
除圧機能が変化しない。 

 

問題：低すぎる⾜台 

⾜台位置が低すぎると、⾞椅⼦ユーザーは⾜を快適に⾜台へ置けない。そのため、ユーザーは⾞椅
⼦上で前⽅へ滑るか、不安定に感じる。⼼地よくまっすぐに座るための⽀えもじゅうぶんでない。
⾜台を⾼くする必要がある。 
 
解決策：以下、2通りの解決策を解説する： 

解決策 注意点 
1. レッグパイプ22を短縮して、⾜台を⾼くする。 
• ほとんどの 4輪⾞椅⼦では、レッグパイプを切

り詰めることができる。 
• 調節機構がまだ働くか、必ず確かめよ。 

2. ⾜台を積み増しして、⾜台を⾼くする。 
• ⽊材その他の頑丈な素材を⽤い、⾜台に上乗せ

する。 
• 積み増し部分が、移乗のために動線を塞がない
⾜台の機能を妨げていないことを確かめよ。 

 
 

積み増しして⾼くした⾜台（左図では、短縮した⽚脚を
据えるため、⽚側だけを積み増ししている）。 
 

 

問題：⾼すぎる⾜台 

⾜台の位置が⾼すぎると、⾞椅⼦ユーザーの⼤腿が⼼地よく座⾯に据わらない。⾼すぎる⾜台は、
座⾻への圧⼒を増す。⾜台を低くする必要がある。  

 
22  [原⽂] footrests hanger, [JIS T9201:2016][⽤語集] レッグパイプ 
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解決策：以下、2通りの解決策を解説する： 

解決策 注意点 
1. ⾜台の調整管23を伸ばして⾜台を低くする。 
• ⾜台の調整管を、より⻑いものへ交換でき

るかどうか確かめる。 
• できる場合は、同じ直径および強度の管に
交換する。 

• ⾜台が低くなりすぎて地⾯に引っかからないこと
を確かめよ。もしそうなる場合は、代わりに選択肢
2 を試みよ。それでもうまく⾏かなければ、⾞椅⼦
⾃体が⾞椅⼦ユーザーに合っていない。 

2. クッションを⾼くする。 
• クッションの位置を⾼くするか、下に堅い

ものを⼊れてクッションを持ち上げる。 
• クッションを⾼くするのに柔らかいウレタンフォ

ームを⽤いない。圧縮されるうえ不安定に感じる。 
• フィッティングで、背もたれの⾼さ24が適切かどう

か確かめよ。クッションを⾼くすると、⾞椅⼦ユー
ザーの⾞椅⼦に座った位置も⾼くなる。 

• クッションを⾼くして、機能に問題が⽣じないか確
かめよ。例えば、そのせいで⾞椅⼦がテーブルや机
の下に⼊れなくなることがある。 

 
問題：脚が内転あるいは外転しがち 

⾞椅⼦ユーザーの脚が、内転あるいは外転することがある。これは、ユーザーの慣れた座り⽅や、
⾝体的な理由（例えば筋⼒低下）によるものだ。⾞椅⼦の座⾯やクッションへの簡便な調整が、こ
の問題の軽減に役⽴つ。 

解決策：以下、３通りの解決策を解説する： 

解決策 
1. ⾜台〜座⾯⾼を再確認する。 
• ⾜台が、⾞椅⼦ユーザーを正しく⽀える（⾜底の下と⼤腿の下で、圧⼒が均等なのを感じるはず）
⾼さになっていることを確かめよ。 

2. 座⾯に適切な張⼒があることを確かめる。 
• ⾞椅⼦座⾯が張り布の場合、座⾯がぴんと張っていることを確かめよ。 
• 座⾯のたるみは、⾞椅⼦ユーザーの脚の内転を助⻑する。 
3. （動画および図のように）ウェッジ（くさび）をクッションに付加して⼤腿をニュートラル
に⽀えるか成形クッションを⽤い、必要ならクッションを改造せよ。 
• 成形除圧クッションには、⼤腿の間を盛り上げているものがあり、脚を快適に開いておくのによい。
盛り上げ部分は、必要ならば⾼くして⽀えを増設することも可能。 

• 成形除圧クッションには、⼤腿が据わる「溝」を設けたものがある。溝のふちを⾼くして、脚の外
転を⽌めることができる。 

 
23  [原⽂] the inner extension tube 
24  [訳注] 教習員⽤指導書では, この説明の該当部分は「背もたれとひじ掛けの⾼さ」となっている. 
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⾞椅⼦ユーザーの両脚をわずかに開いておけるように、クッション
の前⽅中央部に付加したウェッジ（くさび） 
 

 

 

 

⾞椅⼦ユーザーの両脚が外側へ落ちないように、クッションの前⽅
両側に付加したウェッジ（くさび） 
 
 
 

 

問題：⾜が⾜台から滑り落ちがち 

⾞椅⼦ユーザーの⾜が、⾜台から滑り落ちることがある。これは、たいてい⾝体的理由（例えば筋
⼒低下や筋攣縮）による。 

解決策：以下、３通りの解決策を解説する： 

解決策 注意点 
1. ⾜台〜座⾯⾼を再度確認する。 
• ⾜台が、⾞椅⼦ユーザーを適切に⽀える（⾜底の

下と⼤腿の下で、圧⼒が均等なのを感じるはず）
⾼さになっていることを確かめる。 

 

2. ⾜台⾓度を（可能ならば）調節する。 
• ⾜台⾓度が調節可能か確かめる。 
• 可能なら⾜台⾓度を⼤きくしてみる。それで⾞

椅⼦ユーザーが、⾜の位置を保てる場合がある。 

• ⾜底への圧⼒が、均等であることを確かめよ。 

3. ベルトを付加する。 
• レッグパイプへ、⾜⾸の⾼さにベルトを取り付

ける。 
• ⾜が後へ滑りがちな場合はベルトを脚［下腿］の
後に回す。 

• ⾜が前へ滑りがちな場合はベルトを脚［下腿］の
前に回す。 

• ⾞椅⼦ユーザーの⾞椅⼦の乗り降りに⽀障が
ないよう、ベルトが容易に外せることを確か
めよ。 

• ⾞椅⼦ユーザーの⼿が、介助なしでベルトに
届き、容易に着脱できることを確かめよ。 

  



基礎⾞椅⼦サービス教習パッケージ 

 

 73 

下腿ベルトは、⾞椅⼦ユーザーの脚の位置を保つのに役⽴つ。 

 
 
 
 
 
⾜の後のベルトはより多い⽀えをもたらし、⾞椅⼦ユーザーの⾜が
⾜台の後ろへ滑り落ちるのを防ぐ。 
 

 
 

問題：幅が広すぎる⾞椅⼦ 

有りもののいちばん⼩さい⾞椅⼦でも、⾞椅⼦ユーザーには幅が広すぎることがある。⾞椅⼦の座
⾯が広すぎると、⾞椅⼦ユーザーにはまっすぐに座るのが難しくなり、⽚側へ崩れがちになる。ウ
レタンフォーム製の簡単な差し込み25で、⾞椅⼦ユーザーがまっすぐに座る⽀えを施せる。 

解決策：以下、1通りの解決策を解説する： 

解決策 注意点 
1. ウレタンフォーム製の差し込みを、⾻盤の左右に付加する。 
• （背中を背もたれにぴったり着けて⾞椅⼦の中央

に座った）⾞椅⼦ユーザーと、ひじ掛けの側⾯との
すき間を計測する。 

• ウレタンフォームを切った差し込みを付加して、⾞
椅⼦ユーザーの左右と⾞椅⼦の内側とのすき間を
埋める。 

• フィットするか確かめる。 
• ウレタン製差し込みにカバーを施して取り付ける。
ソリッドな［サイドガードのある］ひじ掛けであれ
ば、ひじ掛け［またはサイドガード］に取り付けら
れる。これをクッション上⾯に取り付けてもよい。 

• 差し込みは、前端が⾞椅⼦ユーザーの体幹
と同じところまであればじゅうぶん。 

• クッションが座⾯幅に合致するか確認。 
• ⾞椅⼦の幅が⾮常に広い場合、⾞椅⼦ユー

ザーはハンドリムへ⼿を届かせるのも困
難になる。ハンドリムへ腕を伸ばしすぎる
のは、肩を痛める原因になる。 

• 処⽅（選択）前に、⾞椅⼦がその⾞椅⼦ユ
ーザーにとって安全かどうかよく考えよ。 

 
 
ウレタンフォーム製の差し込みで、⾞椅⼦の内幅を狭められる。 

  

 
25  [原⽂] inserts 
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ステップ 7: ユーザー教習 

⾞椅⼦に関する情報提供と教習を受けることで、多くの⾞椅⼦ユーザーにとって、⾞椅⼦が本当に
有益なものとなる。このステップが抜けると、⾞椅⼦がみすみす⾞椅⼦ユーザーの役に⽴たないこ
ともある。 

⾞椅⼦ユーザーの役に⽴つ技能とは？ 
 

以下の 6つは、忘れずに教えるべき最重要項⽬である： 

• ⾞椅⼦の取り扱い⽅ 
• ⾞椅⼦の乗り降り（移乗）のやり⽅ 
• ⾞椅⼦による移動：⾞椅⼦ユーザーのニーズと合致させて 
• 褥瘡の予防⽅法、および褥瘡ができたらどうするか 
• 家庭での⾞椅⼦およびクッションの⼿⼊れ⽅法 
• 問題が起きたらどうするか 

次ページの確認表には、⾞椅⼦ユーザーが学ぶ必要のある、具体的な技能を列記している。⾞椅⼦
ユーザーによってはこうした技能をすでに⾝に付けており、また技能の全部が、すべての⾞椅⼦ユ
ーザーにとって重要とは限らない。 

職員は、この確認表を⽤いて⾞椅⼦ユーザーに必要な教習を選択することもできる。それは、事前
評価および⾞椅⼦ユーザーとの話し合いを通して決める。サービス事業によっては、この確認表を
フォームとして⽤い、⾞椅⼦ユーザーのファイルで保管してもよい。この場合、確認表は実施済み
の教習の記録にも使える。 

⾞椅⼦ユーザーとは、教わる技能をその介助者にも学ばせたいかどうか、必ず確かめよ。多くの⾞
椅⼦ユーザーはその家族や介助者が⽀えているため、関わる全員が⾞椅⼦の使い⽅や⼿⼊れのやり
⽅を学ぶことは有益である。 
 

⾞椅⼦ユーザー教習がうまく⾏くコツ 

• ⾞椅⼦ユーザーが、何をすでに知っているか⾒出す。 

• 説明し、やって⾒せてから⾞椅⼦ユーザーに練習してもらう。 

• だれもが理解できることばを⽤いる。 

• ⾞椅⼦ユーザーから、他の⾞椅⼦ユーザーへ教えてもらう。 

• 優れたコミュニケーション技能を⽤いる。 

• 励ます者であれ26。 

  
 

26  [原⽂] Be encouraging. 
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⾞椅⼦ユーザー教習確認表 

 教えるべき技能 教えた技能 

⾞椅⼦の取り扱い 

⾞椅⼦の折りたたみ⽅ □ □ 
⾞椅⼦の持ち上げ⽅ □ □ 
クイックリリース⾞輪の扱い⽅ □ □ 
ブレーキの使い⽅ □ □ 
正しい置き⽅など、クッションの扱い⽅ □ □ 
移乗 

⾃⼒での移乗 □ □ 
介助による移乗 □ □ 
その他 □ □ 
⾞椅⼦による移動 

正しいこぎ⽅ □ □ 
斜⾯の登り下り □ □ 
階段の昇り降り □ □ 
荒れ地 □ □ 
⼀時ウィリー □ □ 
褥瘡予防 

褥瘡の検査 □ □ 
除圧動作 □ □ 
よい⾷事をし、⽔分をたっぷり摂る □ □ 
褥瘡ができたらどうするか □ □ 
家庭での⾞椅⼦の⼿⼊れ 

⾞椅⼦の掃除：クッションとクッションカバーを洗って乾かす □ □ 
可動部への注油 □ □ 
タイヤの空気⼊れ □ □ 
ボルトとナットを締める □ □ 
スポークを張る □ □ 
張り布を調べる □ □ 
サビを調べる □ □ 
クッションを調べる □ □ 
問題が起きたらどうするか 

⾞椅⼦に修理が必要になったら □ □ 
⾞椅⼦がフィットしない、あるいは快適でない場合 □ □ 
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ステップ 8: メンテナンス、修理、フォローアップ 

定期的な⾞椅⼦とクッションの⼿⼊れは修理費⽤を節約し、⾞椅⼦の寿命を延ばし、⾞椅⼦ユーザ
ーの⾝体へのケガや⻑期的な傷害を防ぐ。⼿⼊れした⾞椅⼦は、より快適で、エネルギー効率に優
れ、扱いやすい。⼿⼊れしたクッションは、除圧と⽀えを与え続ける。 

⾞椅⼦サービス職員には、⾞椅⼦ユーザーへ、⾞椅⼦やクッションを家庭で⼿⼊れするやり⽅を教
える責任がある。 

修理を予防する：家庭でのメンテナンス 

⾞椅⼦ユーザーが家庭でできる、⾞椅⼦およびクッションの⼿⼊れには 6つある。⾞椅⼦ユーザー
へ⾞椅⼦とクッションの⼿⼊れのやり⽅を⽰し、なぜそれが重要なのか説明せよ。次ページの表で
は、何をすべきか、なぜそれが重要か、どうやってそれを⾏なうのか説明している。 

 

⾞椅⼦修理のための地域のリソース 

⾃分の地元で、⾞椅⼦の修理に協⼒できる⼈を⾒出すこと。可能な場所や⼈材としては： 

• ⾃転⾞修理業者 
• バイクや⾃動⾞の整備⼠ 
• ⼯房：溶接⼯、配管⼯（⾦属部材）、⼤⼯、家具製造者（⽊製部材） 
• ⾞椅⼦ユーザー、⾞椅⼦ユーザーの家族、親戚、隣⼈ 
• 張り布修理業者 
• ⾞椅⼦サービス施設 
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家庭での⾞椅⼦の⼿⼊れ⽅法 

 なぜ重要なのか？ やり⽅ 
1. ⾞椅⼦とクッションの清掃 

 

⾦属部品のサビ防⽌。 

⽊製部品や張り布の腐⾷防⽌。 

可動部に付着したホコリの摩
擦による、消耗・破損の防⽌。 

薄くて温かい⽯けん⽔を使⽤。 

洗い流して乾かす。 

可動部および張り布のフレーム
接合部には要注意。 

クッションをカバーから外し、
別々に洗う。 

クッションは陰⼲しし、直射⽇
光に当てない。 

2. 可動部への注油 

 

部品の滑らかな動きを保つ。 

サビ防⽌に役⽴つ。 

まず⾞椅⼦を掃除して乾燥。 

ベアリング⽤などのグリスを使
⽤。 

すべての可動部へ施す。 

3. タイヤの空気⼊れ 
（空気⼊りタイヤの場合） 

 

タイヤが⻑持ちする。 

⾞椅⼦をこぐのが楽になり、労
⼒が少なくて済む。 

ブレーキが正しく作動する。 

タイヤを親指で圧し、空気圧を
確認。⾞輪の凹みはごくわずか
（5 mm以下）であること。 

どのタイヤも同じ空気圧に。 

⾃転⾞⽤ポンプなどで空気を注
⼊。空気圧を減らすには、バルブ
から空気を逃がす。 

4. ボルトとナットを締める 
（ゆるんでいれば） 

 

ボルトがゆるむと、部品に不要
なガタつきが⽣じる。 

これは不快で、また部品の磨耗
や脱落の原因になる。 

⾞椅⼦のボルトとナットのゆる
みを検査する。ゆるんだボルト
とナットは、スパナで締め付け
る。 

締めすぎてはならない。 

（続く） 
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（続き） 
 なぜ重要なのか？ やり⽅ 
5. スポークを張る 

（ゆるんでいれば） 

 

ゆるんだスポークは、⾞輪が
ゆがみ、つぶれる原因になる。 

スポークを 2本ずつ握り合わせな
がら⾞輪を⼀周する。軽く握って
スポークが「たわむ」のはゆるす
ぎ。スポークレンチで締める。 

スポークは張りすぎることもあ
る。⾮常に堅く感じる場合は、お
そらく張りすぎなのでゆるめる。 

6. 定期点検を⾏なう 

サビの点検および 
張り布の点検 

 

サビは材質の強度を落とす。 

これは部品の破損、⾞椅⼦ユ
ーザーの損傷の原因となる。 

張り布がユーザーを⽀え、快
適さをもたらすには、良好な
状態が必要。 

張り布が突然裂けると、⾞椅
⼦ユーザーを損傷するおそれ
がある。 

塗装した⾦属表⾯の、サビ/腐⾷を
点検。 

サビがあったら、紙ヤスリかワイ
ヤーブラシでサビを落とす。 

シンナーと布で磨き塗装し直す。 

破れ、摩耗、汚れ、⾦属部品の突
出を点検。 

座⾯および背もたれの張りが適切
か点検。 

張り布が裂け、スリング座⾯がた
るんでいたら修理が必要。 

クッションの確認 

 

⽪膚を護るため、クッション
は清潔で乾燥していること。 

クッションは、⾞椅⼦ほどは
⻑持ちしない。 

定期点検により、⾞椅⼦ユー
ザーにはクッション交換の必
要な時期が判る。 

カバーを外す。 

カバーとウレタンフォームの擦
れ、汚れ、⽳を点検。 

クッションがへたっていたら、⾞
椅⼦サービス職員で点検が必要。
交換が必要な場合もある。 

 

⾞椅⼦およびクッションの⼀般的な修理 

⾞椅⼦やクッションには、修理が必要なこともある。⾞椅⼦サービス職員は、⾃分で修理を実施で
きる、あるいはどこで⼿助けを得られるか、⾞椅⼦ユーザーへ助⾔できる必要がある。⾞椅⼦ユー
ザーには、⾃分で修理をやりこなすのが得意な⼈もあろう。ほかの⾞椅⼦ユーザーには、⼿助けが
必要になる。あらゆる⾞椅⼦ユーザーにとって、どこに⾞椅⼦やクッションの修理を頼めるか、知
っておくことは有益である。  
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フォローアップとは何か、またどのように⾏なうのか？ 

フォローアップが⾏なわれるのは、⾞椅⼦ユーザーが⾞椅⼦を受け取り、しばらく使った後である。
フォローアップ⾯接は、以下を⾏なう機会である： 
• ⾞椅⼦ユーザーから情報を集める。 
• ⾞椅⼦がうまく動作しているか確かめる。 
• ⾞椅⼦のフィッティングを確かめる。 

すべての⾞椅⼦ユーザーにとってフォローアップ訪問は有益である。しかし、フォローアップがと
りわけ重要な⼈びとは： 
• ⼦ども 
• 褥瘡発⽣の危険がある⾞椅⼦ユーザー 
• 進⾏性疾患がある⾞椅⼦ユーザー 
• これまでに受けた教習なり指導で、何か困難があった⾞椅⼦ユーザー 
フォローアップをいつやるかについて決まりはないが、いっぱんに⾞椅⼦が渡ってから６週間以内
に、いちどフォローアップするのは有効だと判っている。これは⾞椅⼦ユーザーのニーズにもよる。
しかし、⼦どもについては６か⽉ごとのフォローアップがあると理想的である。それは、⼦どもの
ニーズは成⻑に伴い急激に変化するからだ。 
フォローアップは、家庭訪問、⾞椅⼦サービスセンター、その他⾞椅⼦ユーザーおよび⾞椅⼦サー
ビス職員に都合がよい場所のいずれかで実施できる。これは、⾞椅⼦ユーザーがセンターへ移動で
きるかどうか、また⾞椅⼦サービス職員がユーザーの家へ移動できるかどうかによる。 

フォローアップで通常やること 

• ⾞椅⼦が正常に動作するか確かめる。 
• さらに助⾔や教習を供する。 
• 必要なら、 

o ⾞椅⼦を再調整する。 
o 細かい修理や家庭でのメンテナンスを実施する。 
o ⼤がかりな修理を⼿配する、あるいは⾞椅⼦ユーザーが修理を段取るのを⼿伝う。 

次ページのフォームは、フォローアップの指針として使える。職員は、フォローアップ訪問後にや
るべきこと27は、すべて書き留めておかねばならない。 

フォローアップの⾯接予約の要領 

• ⾞椅⼦ユーザーが⾃分の⾞椅⼦を受け取った時に、フォローアップの⾯接予約を⼊れる。 
• 可能な限り、家にいる⾞椅⼦ユーザーを訪ねてフォローアップする。 
• フォローアップ訪問を、フォローアップ実施の訓練を受けた地域に根ざしたリハビリテーション

（CBR）職員が、地域への定期訪問の⼀部として⾏なうようにする。 
• 移動は困難だが、⾞椅⼦ユーザーが電話を使える場合は、電話フォローアップを段取る。 

 
27  [原⽂] actions that is needed after the follow up visit 
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⾞椅⼦フォローアップフォーム 

このフォームは、フォローアップ訪問から得た情報を記録するためのものである。 

１. ⾞椅⼦ユーザーの情報 
名前：                     番号：                   
フィッティング⽇：               フォローアップ⽇：              
フォローアップ実施者：                                  
フォローアップ実施場所： ⾞椅⼦ユーザーの家□  ⾞椅⼦サービスセンター□  

その他□                            

２. インタビュー       さらにやるべきことを記録 
⾞椅⼦を、思う存分使えていますか？ はい□ いいえ□  
「いいえ」の場合：なぜですか？ 
⾞椅⼦を使ううえで、何か問題はありますか？ はい□ いいえ□  
「はい」の場合：それは何ですか？ 
⾞椅⼦を使ううえで、何か疑問はありますか？ はい□ いいえ□  
「はい」の場合：どんな疑問ですか？さらに教習が必要ですか？ 
褥瘡がありますか？ はい□ いいえ□  
「はい」の場合：詳細（部位および程度） 

⾞椅⼦への満⾜度を５段階で評価してください 
（１＝満⾜していない、５＝⾮常に満⾜） 

評価：  

コメント： 

３. ⾞椅⼦およびクッションの確認 
⾞椅⼦は正常に働き、安全に使えていますか？ はい□ いいえ□  
クッションは正常に働き、安全に使えていますか？ はい□ いいえ□ 
どちらか「いいえ」の場合、何が問題なのでしょうか？ 

４. フィッティングの確認 
⾞椅⼦は、うまくフィットしていますか？ はい□ いいえ□  
「いいえ」の場合：何が問題なのでしょうか？ 

圧⼒検査の評価（１＝安全、２＝注意、３＝危険） 
（褥瘡発⽣の危険があるユーザーについて） 

左：   
右：   

静⽌している時・動いている時・⼀⽇じゅう、ユーザ
ーは⼼地よくまっすぐに座っていますか？ 

はい□ いいえ□  

「いいえ」の場合：何が問題なのでしょうか？ 
 



 

 

（余⽩ページ） 
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