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２９年

電動車いす 舌でスイスイ
岩手大開発

手を動かせない人向け

・岩手大理工学部のグループが、舌を使って操作できる電動車いすを開発。
・口のほとんどの動きに関わる筋肉「舌骨上筋群」の動きで発生する微弱な電
気信号を利用。舌が動いた方向に電動車いすが動く仕組み。
（2017 年 5 月 2 日 日本経済新聞記事から抜粋引用）

靴に小型発信機

徘徊を早期発見

アキレスが共同開発

・アキレスは、認知症患者の徘徊を早期に発見する靴を売り出します。
・靴に埋め込んだ小型の発信機などで行方不明者の位置を特定。
・介護施設や自宅から外に出ると、管理者にメールが届きます。専用の小型レ
ーダーで距離や方向を割り出し、行方不明者を発見します。
（2017 年 5 月 10 日 日本経済新聞記事から抜粋引用）

認知症疑い 嗅覚検査

エーザイがキット販売

・エーザイは、人の嗅覚を利用して認知症の兆候をつかむ簡易検査キットの販
売を開始。
・認知症は一部で、初期段階に嗅覚異常を起こすと分かっています。正確に臭
いを把握できない人を発症の疑いがあるとして注意を促します。
（2017 年 5 月 14 日 日本経済新聞記事から抜粋引用）

突然眠り込む睡眠障害

発症抑える物質開発

筑波大

・筑波大学は、突然眠り込んでしまう睡眠障害の「ナルコレプシー」を治療す
る効果がある物質を開発。様々な睡眠障害の根本的な治療法の開発につながる
と期待します。
・ナルコレプシーは、突然気絶するように眠ってしまったり、気持ちが高ぶっ
たときに全身の力が抜けて倒れこんだりします。脳内で「オレキシン」という
ホルモンが欠乏し、睡眠と覚醒をうまく切り替えられなくなるために発症しま
す。
（2017 年 5 月 16 日 日本経済新聞記事から抜粋引用）
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認知症兆候を簡易判定

日大、血液検査データで

・日本大学工学部は、認知症に移行する前段階の「軽度認知障害（ＭＣＩ）」を
簡易に高精度で判定する手法を開発しました。
・健康診断で実施する血液検査のデータのみを使って９割を超す高い確率で推
定できます。
・ＭＣＩは健康な状態と認知症の中間にあり、日常生活に支障はありませんが、
年齢などでは説明できない記憶障害がみられる段階。早期に把握すれば、予防
に向けた生活習慣の見直しなどに早く取り組めるメリットがあります。
（2017 年 5 月 17 日 日本経済新聞記事から抜粋引用）

精神障がい者 働きやすく
働きやすく

サポーター２万人 職場に養成
厚労省、企業向けに講習会

・厚生労働省は今秋から、精神障がい者らが働きやすい職場づくりの旗振り役
となる「精神・発達障がい者しごとサポーター」の養成を始めます。
・厚労省は民間企業の従業員を対象に障害の特性やコミュニケーションの取り
方などを学ぶ講習会を開催します。都道府県労働局が年３回ほど開催。受講料
は無料、約２時間講習。
・２０１３年度、精神障がい者の平均勤続年数は４年３か月。民間企業で働く
精神障がい者は２０１６年６月１日時点で約５万人。
（2017 年 5 月 29 日 日本経済新聞記事から抜粋引用）

障がい者雇用率２．３％に上げ
厚労省、２０２０年度末に

環境整備踏まえ

・厚生労働省は、企業に義務付けられている障がい者の法定雇用率を引き上げ
ることを決めました。来年４月に現在の２．０％から２．２％に引き上げます。
２０２０年度末までに２．３％にする計画。
・法定雇用率の算定式に、来年４月から精神障がい者も加わります。
・国や地方自治体、独立行政法人は現在の２．３％から来年４月に２．５％に
引き上げ。２０２０年度末までに２．６％にします。
・企業で働く障がい者は、２０１６年６月時点で約４７６，０００人。１３年
連続で過去最高を更新。雇用率は１．９２％。
（2017 年 5 月 31 日 日本経済新聞記事から抜粋引用）
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今月の
今月の福祉用具－
福祉用具－移動関連用具
その２
その２ つえ１
つえ１ 選び方と長さの決
さの決め方
・歩行のリズムをとったりある程度体重をかけたりすることができるステッキ
型つえ、T 字型つえや折り畳みができるつえ、手指の筋力が弱くても使える肘支
持型つえなど、身体の状態により使用するタイプが異なります。
・手の大きさは人によって異なりますので、力を入れやすい適当な太さのもの
をえらぶことが必要です。握ったときに、親指と人差し指が第一関節あたりで
重なるものが力を入れやすいといわれています。
・ゴム先は滑りにくいことが大切です。摩耗すると滑りやすくなるので、滑り
止めの溝が無くなったり、方べりがひどくなったりしたら早めに交換する必要
があります。常時使用前に点検することが大切です。
つえの長さの決め方
いくつかの方法がありますが、いずれも歩く姿勢に無理がないか確認します。
①自然な姿勢で立ち、腕の力を抜いて手を下げた時の床から手関節までの長さ。
②利き手側のつま先から前へ約１５ｃｍ、外側へ１５ｃｍの位置につえをまっ
すぐ立て、グリップを握ったときに肘が約３０度くらい曲がる長さ。
③床から大腿骨の大転子までの長さ。
・杖の長さは正確には使用する靴によっても変わってきます。
・姿勢によっても異なりますので、腰や背が曲がったやや前傾姿勢の高齢者に
は、そのままの姿勢で身長（cm）を測り２で割って３（ｃｍ）を足すと適当な
長さと言われています。
（参考：福祉住環境コーディネーターテキスト＆福祉用具専門相談員研修用テキストより）
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５月の優しさ通信
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２９年

障害が個性の一つとされる社会に
慶應義塾大学名誉教授 吉村泰典
・障害を持つ子供が生まれても、不安なく育てていける社会であるならば、出
生前診断などで命の選択をしなくても良くなるのではないでしょうか。
・そのためには社会の人々が、障がいに対して正しい知識を持ち、障害を持つ
人とともに生きる社会の実現を目指す必要があります。
・そうすれば障がいそのものが障害でなくなっていきます。
「障害を持つ人」で
はなく、
「障がいのある人」との考え方ができるようになります。つまり障害は
個性の一つとしてとらえられます。
・障害のある子供と出会った親の多くは、障がいに対する価値観や、人生や生
活の質が変わることを認識します。障害のある人の成長に励まされ、彼らの優
しさに触れ、温かさに気づかされます。人を幸せにする力により癒されていく
自分に気づくことになります。
・障害のある人が安心して生きられる社会は、だれもが生きやすい社会です。
（2017 年 4 月 6 日 日本経済新聞記事から抜粋引用）

介護ロボ導入を支援

人手不足解消促す 厚労省検討
報酬加算

無担保融資で優遇

・厚生労働省は介護施設にロボットの導入を促します。２０１８年度の介護報
酬改定で、ロボットを導入して職員の負担を軽くする事業所に対して介護報酬
を加算することを検討。
・独立行政法人の福祉医療機構は、２０１７年度、介護施設向けの無担保融資
の上限額を３００万円から３０００万円に引き上げます。融資期間は最長１５
年で、グループホームや特別養護老人ホームなどが対象。
（2017 年 4 月 3 日 日本経済新聞記事から抜粋引用）
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要介護１から家族フォロー

休業取得や保険手厚く

・公的介護保険で要介護認定を受ける人が増え続けています。とりわけ認定数
が多いのが「要介護１」。要介護１でも、同居する主な介護者が「ほとんど終日、
介護する」と回答した比率は１３．５％。
・家族を介護するために勤務先を休む「介護休業」。対象となる介護上体の基準
は、今年からは「要介護２以上」または「歩行、薬の内服、排泄など１２項目
のうち一定の状態にあてはまる場合」と変わりました。
・介護休業は、最長で９３日（家族１人当たり）まで取得可能。３回まで分割
できるようになりました。
・休業中は、雇用保険制度上の条件を満たせば、
「介護休業給付金」を受け取る
ことも可能。給付額の水準は、昨年８月から引き上げられ、賃金の６７％相当。
・介護保険商品では、これまで要介護２以上に認定された場合に保険金を支払
うのが主流でしたが、このところ保障対象を広げる動きがあります。
・２０１４年度の要介護（要支援）認定者は、前年度比３．８％増の６０６万
人。６５歳以上の人口の約１８％を占めます。うち要介護１は１１７万人（認
定者全体の約１９％）と最も多くなっています。
（2017 年 4 月 8 日 日本経済新聞記事から抜粋引用）

障がい児 一人ひとりに計画

就学前 生活の基本・交遊学ぶ

厚労省 施設の質向上へ指針案
・厚生労働省は、障害を持つ就学前の子供が通う施設の質を高めることを目的
に、初のガイドラインを公表。
・施設は一人ひとりの障害の状況に応じた支援計画を作成し、衣類の着脱や意
思表示などで具体的な達成目標を定めます。適切な支援ができているか、少な
くとも年１回は自己評価し、保護者などに伝えることを求めました。
・
「児童発達支援制度」は、２０１２年の児童福祉法改正で主に就学前の障害を
持つ子供が日常生活の基本動作などを学ぶために導入。
・施設数は２０１２年４月の１７３７箇所から２０１６年４月には３８２０箇
所へと増加。同年１１月には約８８，０００人が利用しました。
・事業者は、少なくとも年１回、ホームページや会報などを通じて公表。
・施設内に虐待防止委員会を設置することが必要だと明記しています。
（2017 年 4 月 12 日 日本経済新聞記事から抜粋引用）

あなたに価値あるホームページを yamachuwood.com
山忠木材株式会社
大阪市大正区千島３－１８－９ ＴＥＬ０６－６５５２－０７８１

「優しさ
優しさ」
優しさ 住まいの福祉について考えます。

テーマは

優しさ通信ＮＯ．

3

ここでは障害者のことを、
「障がい者」と記しています。ご理解ください。

介護 抱え上げ原則禁止を

中央労災防止協

教材を作成

職員のけが増加で

・社会福祉施設で介護にあたる職員の労災を減らそうと、中央労働災害防止協
会は新規職員向けの教材を作成しました。
・ベッドから車いすに移すなどの介護時に高齢者を抱え上げるのを原則禁止と
したうえで、福祉用具の活用を求めました。
・労働安全衛生法は、施設が新しく職員を雇い入れる際に安全衛生教育をする
よう定めていますが、２０１５年の調査で、社会福祉施設３３３７事業所のう
ち実施していたのは５１．８％にとどまりました。
（2017 年 4 月 16 日 日本経済新聞記事から抜粋引用）

今月の
今月の福祉用具－
福祉用具－移動関連用具
その１
その１ 車いす９
いす９ 車いすの種類
いすの種類

電動三輪車・
電動三輪車・電動四輪車

・電動三輪車・電動四輪車は、普通型電動車いす分類ですが、虚弱高齢者用の乗り物とし
ての位置づけのようです。
・三輪タイプと四輪タイプがありますが、急にハンドルを切ったときなどの安定性向上の
ために四輪タイプのものが多くなってきています。
・駆動力は２個のバッテリーで、速度は速度調整スイッチで切り替えます。
・操縦はハンドルと前後進スイッチレバーの組み合わせで行います。
・ハンドル位置の変更、移乗を容易にするシートの旋回などができます。
・高齢者が日常的に使う買い物や通院など、屋外での利用が主になります。
・かご付きのものもあり、買い物用としての利便性を備えています。
・最高速度が時速６ｋｍで、持続走行距離は約２０～３０ｋｍです。
・ハンドル操作とレバー操作を同時に行わなければならないために、両手が使える人の方
が安全に走行できます。
・さまざまな使用環境に合わせた操作訓練が必要です。
・平地走行では、ゆっくり発進し、低速度から徐々に高速度へ移行します。
・前進から後進に切り替える時は、ショックによる転落を防ぐために一時停止をしてから
切り替える必要があります。
・屋外用は４ｃｍの段差が乗り越えられるとされています。
・段差越えは、重心を前方にかけるように体幹を前屈させるなどの注意が必要です。
（参考：福祉住環境コーディネーターテキスト＆福祉用具専門相談員研修用テキストより）
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