
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

車いす活用講座 

東近江市湖東リハビリステーション

～より良く生活機能を維持するために～ 



 
 
 
 

 

  

  

その昔、車いすは、身分の高い人が移動のために使っていたそうです。当時、

車いすに乗ることは、権威の象徴でもあったようです。 

さて、体の障がいを助けるために使われたものとしては、スペイン王フィ 

リップ２世が痛風になり、小さな車輪のついた椅子に座っている姿が 1595 

年に書かれた絵の中に残っています。これが、介助用車いすの世界第１号か 

も知れません。歩けない人が移動をする最も安全な方法として、椅子に車を 

つけるという発想は、当時としてはめずらしいことだったのかもしれません。 

 

 

 わが国で最初の車いすは、大正 10 年頃 

に人力車のメーカーによって作られた木製 

の「廻転自動車」であるといわれています。 

その後の大正 20 年頃には、北島藤次郎氏 

によってイギリス製の車いすを見本に木製 

の車いすが製作されました。この車いすは 

箱根式車いすとも呼ばれ、シートに「藤」 

で編まれたものを使用し、現代の車いすに 

近い形になっています。この車いすは、改 

良を加え、実際に病院などで使われていた 

ようです。 

 

 

車いすが、本格的に生産・販売されだし   

たのは、昭和３９年の東京パラリンピック 

以降だといわれています。1971 年（昭 

和 46 年）には、日本工業規格ＪＩＳが制 

定され、その後は各メーカが大量に生産す  

る時代へと移り変わっていきます。 

  現在では、電動車いすをはじめ、さまざ 

 まなタイプの車いすやいろいろな高機能の 

車いすが研究・開発・生産されるようにな 

り、より一人一人の体と生活スタイルに合 

わせた、高機能でデザインの良い車いすの 

選択が可能となってきました。 

する時代へ移り変わっていき日本の車いすの歴史 
1920 
（大正 10 年）

 
1945 
（昭和 20 年）

 
1964 
（昭和 39 年）

 
1968 
（昭和 43 年）

 
2000 
（平成 12 年）

 

国産第 1 号「廻輪自在車」

が作られる 
 
折りたたみ式鉄製車いす
出回る 
 
東京パラリンピック 
（以降に車いすが普及）
 
電動車いす作られる 
[八重洲リハビリ（株）] 
 
介護保険制度施行 
（制度のもとで、レンタル
サービスが始まる） 

■車いすの歴史を知ろう！ 

世界で始めての車いすは？ 

読ん得！★車いす活用講座♪（１） 

日本の車いす第一号は？ 

メーカーが追及する

のは、「安全性」と「操

作性」、そして「乗り

心地」です！ 

大 正 10 年 頃 に 作 ら れ た 「 廻 転 自
動 車 」（ 左 ）と 箱 根 式 車 い す（ 右 ）

より良い車いすを目指して

電 動 車 い す    ス ポ ー ツ 用   



介助用 

 

 

 

現在では、たいへん多くの車いすが製作・販売されています。車いすは、

体に障がいのある人にとっては、生活範囲を拡大するために、なくてはなら

ない「生活用具」です。 

  なぜ車いすにいろいろな種類があるのかというと、それは、使う人の体の

状態と目的が人によって異なるからです。自動車にもいろいろな種類がある

のと少し似ています。 

それでは、車いすは、どのような種類のものを選ぶべきでしょうか？  

まずは、車いすを大きく２種類に分けてみていきましょう。 

 

 

 車いすを自分で操作できるか、できない

によって、「自走用」か「介助用」に分か

れます。公共施設などに置かれている誰に

でも使える「標準型車いす」は、自走用車

いすになります。自走用の車いすでも介助

を受けるとはできます。一方、介助用の車

いすは、介助専用です。小さいタイヤがつ

いており、自分で進むことはできないよう

になっています。その分、車いすは軽くなり、介助する人にとっては操作

性が良いというメリットがあります。 

 

  

  車いすは、一人一人の体の状態（自立度）と、生活環境によって変わりま

す。その他の代表的な車いすとしては、背もたれが倒れるリクライニング式、

電動車いす、分解して細かい調整のできるモジュールタイプなどがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■車いすの種類はいろいろ！ 

リハビリテーションからみた 

この２種類が、車いすの基本！

自立度と生活環境により使う車いすが変わる 

車いすは、体の状態と目的により選択する 

リクライニング式 電動タイプ（セニアカー） モジュールタイプ 
座位が保てない人、体が硬くて

起こせない人などに適していま
す。背もたれを倒せば、介助して
仰向けのまま、ベッドへ乗り移す
ことができます。 

街でよく見かけるこの乗り物
は電動車いすです。障がいのあ
る人の生活範囲の拡大にはたい
へん便利ですが、交通事故も心
配されます。 

その人の体形や体に合わせ
て、幅や高さ、シートの張り具
合まで調整できます。最近は、
安価で簡易なモジュール車い
すが発売されています。 

自走用 

車 い す の
種類は、た
く さ ん あ
りますよ。 

読ん得！★車いす活用講座♪（２） 



 
 
 
 

 

  

  日ごろ、よく目にする車 

いすですが、各部の名称に 

ついては、あまり知られて  

いないのではないでしょう 

か？ 

 私たちの日常では、車い   

す移動の介助をしたり、介 

助の方法を誰かに教える場

面は決してまれなことでは

ありません。そんなときに、

基本的な部分の名称を知っ 

ていると、コミュニケーシ 

ョンもスムーズに行えます。 

図の車いすは、「標準型 

車いす」と呼ばれるものです。 

車いすのタイプには、様々 

なものがありますが、部分 

の名称は、だいたい共通し 

ています。 

 

   

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①アームサポート 肘置き 

②ハンドグリップ 介助時の握るところ 

③駆動輪 駆動輪（後輪） 

④ハンドリム 大車輪を回すところ 

⑤ティッピングレバー 足で踏むとキャスタが上がる 

⑥キャスタ 自由に方向が変わる（前輪） 

⑦フットサポート 足をのせるところ 

⑧レッグサポート ふくらはぎを支える 

⑨ブレーキ 車いすを止める時に使用 

■車いす仕組みについて  

知っておきたい、各部の名称 

車いすの準備、とっさのときにできますか？

②ハンドグリップ 

①アームサポート

③駆動輪 

④ハンドリム

（内がわの輪）

⑤ティッピング
レバー ⑥キャスタ⑦フットサポート

⑧レッグサポート

⑨ブレーキ

折りたたまれている状態か

ら、アームレストを両手で

持って左右に開きます。 

車いすの前に立って、座面

のシートに両手をあてて、

押し広げます。 

車いすを閉じるときは、横に

立って、座面シートの真ん中

をつまんで持ち上げます。 

フットサポートを、

立てておく 

開くとき 閉じるとき 

フットサポートは、 

最後に倒す 

何事も基本が、 

大切ですね！ 

読ん得！★車いす活用講座♪（３） 



 

 

 

 車いすを利用される方につきものなのが、

「乗り移り」という動作です。ベッド、ポー

タブルトイレ、縁側、自動車などの間を、自

力か介助で乗り移りをすることになります。

このときに忘れがちなのが、「ブレーキ」です。

ブレーキは左右に２個ついていますが、つい

つい、面倒くさくなるのも仕方ありません。

例えば、介助で車いすにお尻を降ろそうとし

たところ、車いすが動いてしまい、尻もちをつき骨折などという事故が起こる 

ことも十分に考えられます。車いすのブレーキは、自動車のサイドブレーキと 

一緒です。安全な習慣を身につけることが、事故の予防につながります。 

 
 

家の中でも外でも、車いす移動の大敵は、「段差」です。少々の段差でも、 

車いすには進行の大きな妨げになり、ときに介助者の負担を大きくすること 

になります。実際の介助の場面では、10～20 センチの段差なら、一人の介 

助者の力で楽々乗り越えることができ 

ます。そのときに活躍するのが、「ティ 

ッピングレバー」という部分です。車 

いすの後ろに出ている水平の棒の部分 

を踏みながら、握りを手前に引くと前 

輪は簡単に浮きます。その後は、車い 

すを転がすように前に押せば、簡単に 

段差を乗り越えられます。降りるとき 

には、大車輪から後ろ向きの動きとな 

ります。 

 

 

  車いすに乗って介助を受けるということは、初めての人には 

とても不安なことです。自動車と一緒で、急発進、急停止、急 

カーブは厳禁です。少し想像してみれば分かることですが、後 

ろで押している人の顔が見えないということは、とても不安な 

ことです。介助を受ける人が安心できるよう、声かけをしなが 

ら、ゆるやかな介助をするのがベストです。乗っている人の目 

線で介助することを心がけましょう。 

 

■安全で楽な車いす介助をするために 

～車いす編（３）～

乗る人が安心できる介助が一番！ 

忘れがちなブレーキという安全装置 

少ない力で、段差を乗り越えるには？ 

ティッピングレバーを踏み

ながら、握りを手前下方向

へ押し下げる。 

段差をあがる時は、引き

上げるのではなく、前方

へ転がすように。 

あれ！ 

動いた！

 乗 り 越 え
ますよ。 

読ん得！★車いす活用講座♪（４） 



 
 
 
 

 

車いすは、立つ・歩くなどの体の能力    

に障がいを持つ人にとって、欠くことの  

できない「生活用具」です。そして「良 

い車いす」に乗ることは、元気な毎日を 

過ごすことにつながります。  

では「良い車いす」とは、どんな車いすでしょうか？   

価格の高い車いすのことでしょうか？ 実は、「良い車い 

す」とは、体に合った車いすのことを言います。体に合 

った車いすは姿勢が楽で、座り心地の良い車いすのこと 

です。良い車いすは、その人の生活の質を高める働きを 

してくれます。 

  

 

服や靴のことを考えてもわかるように、そのサイ

ズが大きすぎても小さすぎても困るものです。車い

すも同じこと。福祉用具の世界では、大は小を兼ね

ません。 

  例えば、座面の奥行きが長すぎると、お尻が背も

たれから離れ、しっかりと奥まで入れることができ

ません。自分の力で姿勢を保てない人は、自然と 

「のけ反ったような姿勢」になり、短時間でも苦痛

が出てくることも考えられます。また、このような

姿勢でテーブルを使っての食事をする場合には、手

の動きや飲み込みに支障が出てきて、楽に食事をす

ることができなくなることもあります。 

 

 

つまり、車いすのサイズが体に合っていないことで、 

乗っている人の自立能力を妨げてしまうばかりでな 

く、場合によっては、介護負担を増やすことにさえな  

ってしまいます。 

 車いすが体に合っているかどうかは、本人にはなか 

なか分かりにくいことです。ときには、身近な人の観  

察によって異常な姿勢が発見され、改善につながるこ 

ともあります。 

 

■車いすと姿勢について  

良い車いすとは･･･ 

体に合った車いすは、人を活動的にする！

～体に合った車いすを考える～ 

長い時間座り続けると、疲れてくる

し、お尻も痛くなる。困ったな～。

なんでだろう？ 

「大」は「小」を兼ねない！

奥行きが長すぎて、

お尻が奥まで 

入らない！ 

読ん得！★車いす活用講座♪（５） 



 

 
 

 
 
 
 

 

  

  

 車いすに自然に座れるためには、ある 

程度の体の柔らかさが必要になってきま 

す。私たちの腰から下には、股（こ）   

関節、膝（ひざ）関節、足関節の３つの 

大きな関節があります。標準タイプの車 

いすに楽に座れるためには、この３つの 

関節が、それぞれ９０度近くまで曲がる 

ことが必要になってきます。ちなみに、 

寝たきりの人が、車いすに座れるかどう 

かは、仰向けで足を曲げることで、おお 

よそ判断できます。 

 

 

  病気（麻痺）やケガで足の関節が硬くな 

ると、普通の車いすに座るのもひと苦労で 

す。例えば、股関節が７０°くらいにしか 

曲がらない場合では、お尻が前に滑った座 

り方になります。また、ひざや足首が十分 

に曲がらない場合では、足が床に滑り落ち 

るようになります。このままでは、安定し 

た座位がとれないばかりか、お尻に無理な 

力がかかり褥瘡の原因にもなります。 

 

 

 股関節が曲がりにくく体が後ろに倒れや 

すい場合には、車いすの背もたれを少し後 

ろへ倒すことで楽に座れるようになります。  

ところが、このままだとお尻が前に滑りや 

すくなってしまいます。そこで座面を少し 

傾斜させると前滑りがなくなり、安定した 

座位がとれるようになります。 

 良い車いすは、からだにやさしい「良い 

生活環境」であるともいえます。   

 

■車いすへ座れる条件とは？ 

目安は、90゜90゜90゜の角度 

車いすは生活環境として考える 

ももの付け根が十分に曲がらないと？

各関節が、だいたい９０°近くまで曲が

れば、楽に座ることができる。 

股関節の曲がりが十分でない場合、座った時

に体がのけぞり、足元は安定しない。 

股関節が十分に曲がらなくても、背もたれが

リクライニングだと楽に座れる。また、座面

が少し傾斜していると、お尻に無理な力がか

からない（褥瘡の防止）。 

車いすに乗る人の体
の状態は１０人十色。
体を車いすに合わせ
ると、苦しくなる場合
もあります。 

読ん得！★車いす活用講座♪（６） 



クッションは座面や背もた

れの圧力を分散すると同時に、

姿勢の保持に役立つ。 

クッションなし  クッションあり 

骨の出ている

所は圧力が高い 

クッションに

より圧力が減る 

 

 

 

私たちは、映画館や講演会などで長時間座っていると、

お尻が痛くなってくることがあります。そんなとき、み

なさんは、どのように対処しますか？ おそらく、足を

組んだり、前にずれたり、肘をついて体を横に倒したり

といろんな姿勢に変えていくことで、お尻や全身の負担

を和らげようとします。これは、人の自然な動きです。

車いすに乗っているときも同じことです。自由に体が動

かせない場合には、お尻の同じ場所に、何時間も続けて

同じ圧力がかかることになり、最悪の場合には褥瘡の原

因にもなることがあります。 

 

 
 お尻にかかる圧力は、相当な強さです。圧力の測定を実際に行ってみる

と、褥瘡予防に安全な範囲の３～４倍の圧力が、お尻の部分にかかること

もあります。この圧力を上手に和らげてく

れるのが、車いす用クッションです。そし

て、クッションには、もう一つ重要な働き

があります。それは、姿勢の保持です。車

いすに乗って時間がたつと、お尻が前にず

れたり、体が横に傾いたりします。適切に

クッションを使用することで、これらの不

良姿勢を防ぐことも可能です。日常で車い

すに座っている時間の長い人ほど、適切なクッションの使用は、欠かせな

いこととなります。 

 

 

 現在では、たくさんの種類の車いす用クッション   

が、市販・レンタルされています。形やデザインの 

違いだけでなく、クッションの硬さや性質なども、 

様々です。クッションを選ぶときには、体だけでは  

なく車いすにも合わなければなりません。専門家に 

相談しつつ、いろんなクッションを試して、体に合  

ったものを選ぶことが大切です。ちなみに、介護保  

険の場合は、自己負担で月額 100～200 円程度で 

レンタルされています。  

■車いす用クッションの働きについて 

～車いす編（３）～

ら

できれば、いろいろなクッションを試してみましょう！ 

お尻かかる「圧力」の話し 

クッションの使用で、「褥瘡予防」と「良い姿勢」へ 

痛いなぁ～

読ん得！★車いす活用講座♪（７） 



 
 
 
 

 

  

 車いすの大きさは乗る人の姿勢に大きな影響

を与えます。車いすを前の方から見て、座面の幅

をチェックしてみましょう。通常、腰の部分の幅

に対して、左右で２センチ程度のゆとりのあるも

のが最適とされています。 

さて、この座面の幅が、極端に広すぎる場合に

は、体は横へ倒れやすくなり、最悪の場合は、背

骨の変形を作ってしまうことにもなります。車い

すと体の関係でゆとりは決まりますから、例え標

準型の車いすでも、小柄な人にとっては、大きす

ぎて姿勢の悪くなる車いすとなってしまいます。 

  

 

  

 前から見て注意すべきもう一つことは、「座面のたわ

み」です。折りたたみ式車いすの場合では、座面にシ

ートが張られています。シートのたわみは通常２セン

チ以下ですが、長期間の使用でたわみが５～１０セン

チになることも珍しくありません。 

 たわんだシートでは、座位が不安定となり、正面か

ら見たときに、体が左右に傾きやすくなります。座幅

の大きすぎる場合と同様に、背骨が変形する原因にも

なります。このことを解消するために、くぼみにタオ

ルや合板を敷き、座位を安定させることもできます。 

 

 

  

足元のチェックは重要です。安定して座る

ためには、両足がしっかりとフットサポート

に支えられているということが大切です。ま

た、足部が落ちたまま介助で進むと、指先が

障害物に接触し、骨折や捻挫などの事故の原

因にもなります。移動の前の簡単なチェック

で事故を未然に防ぎましょう。 

 

■姿勢のチェック（前から） 

幅の広い車いすは･･･ 

座位の安定は足元から 

見逃しがちな座面（シート）のたわみ 

車いすの姿勢を前

からチェックして

みましょう！ 

座幅のゆとりは、通常 2㎝程度。
ゆとりがありすぎると、体は傾き
背骨の変形の原因にもなる。 

シートの大きな「たわみ」によ
り、座面が水平でないと、体の
傾く原因となり、不安定となる。 

フットサポートから足が垂れ下がっている
と、思わぬ事故につながることも･･･。 

読ん得！★車いす活用講座♪（８） 



 
 
 
 

 

  

  車いすに座る良い姿勢は、背中が背もたれに 

 しっかりとフィットしていることです。背もたれ  

 がフィットすることで、姿勢が安定し、座面へ体   

重がかかるバランスも良くなり、座り心地の良さ  

につながります。フィットしない原因としては、   

① 車いすの奥行きが長すぎる場合、②股関節の曲 

がりが少ない場合などです。不良姿勢が続くと肩

甲骨やお尻への圧迫により、痛みや褥瘡ができるこ

ともあるので注意が必要です。 

 

 

 車いすに座っている姿勢では、お尻から太も

もにかけての体重が、なるべく均等に座面にか

かっているのが理想的です。フットサポートの

高さは、そのことに大きく影響します。低すぎ

る場合は体重が前方向に、高すぎる場合は体重

が後ろ方向へかかる傾向になります。体重がか

かりすぎる場所は痛みが出やすく、姿勢が不安

定となる原因になります。 

また、クッションの厚みが変わると、足の高

さも変わりますので、フットサポートの高さを

チェックすることが必要になってきます。 

 

 

  肘当ての部分は、姿勢の安定を保つために重要

です。肘で支えることによって左右方向だけでな

く、背中が丸くなることも防ぎます。低すぎる肘

当ては、姿勢の崩れの原因にもなります。逆に高

すぎる場合では、食事や車いす駆動のときで手の

動きに支障を来たすことがあります。肘当ての高

さ一つで座り心地だけでなく、体の機能が随分と

変わるものです。また、座面にクッションを敷い

た場合は、その厚さの分だけ、相対的に肘当てが

低くなるので注意が必要です。 

 

■姿勢のチェック（横から） 

背もたれはフィットしていますか？ 

フットサポートの高さが合っていないと･･･ 

車いすの姿勢

を横からチェ

ックしてみま

しょう！ 

肘当てが高すぎると、両手での食事
や車いす駆動がしにくくなる。 

肘当ての高さが合っていないと･･･ 

フットサポートの位置が低すぎる
と、太ももの前面に圧迫が強くな
る。高すぎる場合には、お尻だけで
体重を支えてしまい、痛みや不安定
さの原因となる。 

読ん得！★車いす活用講座♪（９） 



①路面の傾斜 

→低い方向へ流れる

②溝のふた 

 →前輪が挟まる 

③砂利道 

 →介助量が増える 

①

②

③ 

 
 
 
 

 

  

車いすは、からだの機能を補う便利な福祉用具です。 

 歩くことができない体の障がいがあっても、残された機能   

を活かして自分の力で移動し、生活を自立することが可能 

になります。ところが、そのことに最も影響を与えるもの   

が、「生活環境（家や街のつくり）」です。例えば、ドア幅   

が狭いことや大きな段差は、車いすでの移動を妨げます。   

トイレ（洋式）の中では、向きを変えるのに十分なスペー  

スも必要です。車いすの利用者や体に障がいのある人でも 

支障を来たさない生活環境に整備していくことは、「バリア 

フリー」と呼ばれ、様々な取り組みがされてきています。 

  

  

  段差解消のためのバリアフリーとしては、「スロープ」が有名です。最近では、 

ほとんどの公共施設の玄関に設置されています。 

「バリアフリー新法」では、スロープの設置は、 

12 分の 1 以下と定められています。もちろん、 

勾配はゆるいほど楽です。 

実際に、自力で進む場合には、それでもきつく 

感じることが多いようです。介助の場合は、介助 

者の体力にもよりますが、5 分の 1 ぐらいの傾斜 

が限界とも言われています。ご家庭でスロープを 

設置するときには、スペースの制約が大きいため、 

勾配を緩くすることが難しくなります。 

 

 

 そのほか車いすが苦手なところとしては、 

① 道路の傾斜、②溝のふた、③砂利道などが 

あり、スムーズな進行、介助の大きな妨げに 

なります。近年、住宅や街のバリアフリー化 

が益々進んできていますが、思わぬところに、 

まだまだたくさんの「バリア」が存在します。 

みなさんの身の回りは、車いすで移動しや 

 すい環境でしょうか？ 少し目線を変えて、 

福祉の環境を見詰め直してみては？ 

 

■車いすとバリアフリー  

生活環境が障がいをつくる 

～生活環境の障がいを考える～ 

車いすはこんなところが苦手 

車いすに最適なスロープの傾斜とは？

傾斜１２分の１のスロープでは、 

介助なしの自走の場合には、それなり

の体力が必要！ 

狭いし段差もあるわ！

読ん得！★車いす活用講座♪（１０） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
この冊子の内容で、わかりにくい点などがありましたら、 

下記までお問い合わせください。 
 

東近江市湖東リハビリステーション 

 TEL  ０７４９－４５－３５６０ 

  IP 電話 ０５０－５８０１－３５６０ 


