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事業実施の背景
【背 景】
○買い物や掃除など、軽度の生活支援が必要な高齢者の増加
・要支援者の多くは、廃用性症候群や骨・関節疾患等の原因によるものであり、基本的動作訓練や用具の利用、環境調整等によりIADLやADL
の改善が図れる可能性が高い。

○ケアマネジメントのプロセスにおける課題抽出力の不足
・当事者の有する能力の見通し（予後予測）が十分検討されず、現状に対してサービスが提供（お世話型）されていることが見受けられる。ま
た、本人自身も生活改善の可能性に気がつかず、受け身的な生活となり、生活機能の低下を招くきっかけとなっている。

悪循環を好循環に変えるためには・・・

■ 自ら自分の持つ潜在的な能力を正しく認識し、
■ 生活行為の課題解決に向けて具体的にどのようにすれば良いのかを知ること、
いわゆる、「課題解決力（エンパワメント）」を高めることが重要

作業療法士による高齢者等の生活行為の課題解決に向けた支援の実施
（職種としての責務を果たす）
作業療法士は、その本人の有する能力が生活に活かされるよう、基本的訓練や動作方法の
工夫、用具の利用、環境調整など、一人ひとりの生活全般を捉えた支援、いわゆる生活行為
マネジメントを行うことを得意とする職種
＜日本作業療法士協 制度対策部 福祉用具対策委員会＞
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生活行為工夫情報モデル事業
事業目的
高齢者や障害者をはじめ生活行為に不自由さを感じているすべての住民が、自ら有する能力を発揮
し、自分らしい生活を継続することができるよう、生活行為の課題解決に向けた工夫情報を当事者や関
係者に対して幅広く提供する。
ミッション
住民が自ら生活行為の課題解決に向けた取り組みができるようになる（自己解決・自己選択の決定）
事業の柱
１

関係者に向けた生活行為工夫情報の集約・発信
高齢者や障害者等にとって不自由さを感じている生活行為の改善に役立つ身近な用具の利用法
や動作方法の工夫等、生活行為に関する工夫情報を作業療法士の視点から集約し、作業療法士
をはじめ、関係者が当事者や地域に関わる際にその情報を活用できる仕組みを構築する。

２

住民に向けた生活行為工夫情報の普及・啓発
住民が自ら生活行為の課題解決に取り組むことができるよう、生活行為工夫情報の普及・啓発を
図るとともに、身近な地域で相談できる体制を構築する。

生活行為工夫情報の提供等について
将来的な事業スキーム（案）
■ 2016年度～事業の効果検証
○ ２ヵ所の県において試行実施
・ 生活行為工夫情報の内容や集約方法、事業の効果・妥当性等について検証

■ 2017年度～生活行為工夫情報の提供体制基盤整備（モデル実施）
○ 全国８ヵ所の県においてモデル実施
・ 生活行為工夫情報の収集・整理・発信の仕組みを調査研究

○ データベースの構築
・ 情報提供に向けたデータベースの整備

○ ビジネスモデルの検討
・ 生活行為向上に有用な一般製品の提供の仕組みや新たな製品の開発等について検討

■ 2018年度～生活行為工夫情報の提供体制基盤整備（本格実施）
○ 全国の県を対象に情報を集約化（３／４以上を目標）
○ 情報提供基盤の構築
・ ホームページ等により作業療法士及び関係者（医療・介護・行政等）が閲覧できる仕組みの構築

■ 2019年度以降～
○ 各県における相談体制の検討
・ 生活行為の工夫について身近な地域での相談窓口の開設について検討
○ 住民への情報提供
・ 小冊子（住民向け、自治体向け）の作成
・ 住民向け講習会の実施（特定の自治体においてモデル実施より展開）

○ ボランティア育成

国の補助金等
（老人保健健
康増進等事業
等）の活用

※将来的には、総合事業
（一般介護予防事業、
サービスＢ等）を活用し
て事業を展開し、住民へ
の普及啓発を進める。

・ （仮称）生活の工夫支援ボランティアの育成
※ 地域で活動する実践者を育成し、活動が継続できるよう支援
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事業実施における効果（将来的なイメージ）
○生活課題解決力の向上

○生活行為工夫情報の集約・
発信
・ホームページ
・冊子 等
○（仮称）生活の工夫支援ボラ
ンティアの育成
○住民向け講習会の開催
○地域での相談窓口の開催

・生活のしづらさが起こった場合（軽度の範囲内）
に、どのように対応すれば自分で解決できるのかを
判断・決定できる力が向上（自助力の拡大）

○生活に対する意欲・主体性の向上

当事者
・
地域住民

・作業療法士のフォローアップ（生活行為の工夫につ
いての相談窓口）により、生活行為の向上及び継
続が図られる

○地域住民による支援の輪の拡大
・地域住民が生活の工夫等を学ぶことにより、住民
が自ら生活行為の課題解決に取り組むきっかけと
なり、高齢者サロンや集い等においての実践が期
待できる（総合事業サービスＢの充実）

○生活行為工夫情報の集約・
発信
・ホームページ
・冊子 等
○研修会の開催

○生活環境等に対する支援技術力の向上

医療・介護に
関わる関係者

・生活行為の工夫情報を集約し関係者に向けて発信
することにより、当事者の能力発揮や主体性を促す
支援技術力が向上

○ビジネスモデル構築に向け
企業等を交えた検討
・新たな製品開発の仕組み等
の検討

○ビジネスモデルの構築

企業等

・生活行為向上に有用な一般製品の普及拡大
・新たな製品開発

２０１６年度 事業結果
＜登録件数＞
２５６件（神奈川県作業療法士会及び福岡県作業療法協会）
＜結果要旨＞
◯内容については、市販品を用いた工夫や、改良
品による工夫など幅広い事例となっており、OT
が生活行為の工夫について様々なアプローチを
行っていることが窺えた。
◯アンケート調査から、約９割が事例は参考にな
ると回答している。
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２０１７年度 生活行為工夫情報モデル事業概要
2017/6/10 Ver.1.2

＜新規モデル実施士会 ６ヵ所＞

福祉用具対策委員会
サポート

士会員

理事会・ブロック会等
情報共有等

実施

事業説明会・個別説明

◯運営体制（情報集約）の強化
◯システム（情報）の活用検討
◯運営マニュアル等の作成 等

修 正依頼

参加

運営チーム

事例修 正

先行モデル実施県
（神奈川、福岡）

調整会議

協働

チームの編成

◯運営マニュアル等の作成
◯モデル実施のサポート
◯実施検証・報告書の作成 等

事業周知・
工夫情報提供依頼

工夫情報閲覧・提供
※システム利用登録がない場
合は、利用登録も同時実施

登録前チェック

工夫情報 仮登録
報告

方針等の調整
福祉用具相談支援システム
（生活行為工夫情報ページ）

協会理事会等

登録確定

工夫情報 本登録

工夫情報の活用

新規モデル実施士会における作業ステップ
【ステップ１】 運営体制の構築（5～6月）
◯運営メンバーの選定
・ 5～10名

◯事業説明会の準備
・ 会場の設定
・ 実施方法の検討

【ステップ２】 事業の広報・周知（7～8月）
◯事業説明会の実施
・ 事業説明・参加依頼
・ 質問等への対応

◯個別対応
・ 必要に応じて個別での事業説明

◯県士会広報・周知

【ステップ３】 事例集約（9月～）
◯工夫情報登録状況の確認
・ 必要に応じて登録の促し

◯工夫情報内容チェック
・ 内容のチェック
・ 必要に応じて内容修正の依頼
・ 登録の確定

◯その他

・ 理事会等での広報・周知体制づくり
・ 会員への参加依頼

・ アンケート調査の実施（システム利用）

生活行為工夫情報 記入シート
表題（内容が分かるように簡潔明瞭に）

○○で困っている○○の方に○○を用いた（工夫した）事例

事例概要

以下の流れで概要を記入する。
【疾患・障害状況】 ○○の状態の人が、
【動作・活動・参加の制限】 ○○のことで困っているので、
【動作の方法や用具を用いた工夫】 ○○を○○のように用い
る（する）ことを提案し、
【達成度】 当事者が実践したところ、その動作ができるように
（やりやすく）なった。

疾患等（リストより選択）
心身機能・構造の特徴
活動の種類※１（番号より選択）

※１ 活動の種類
（１）ADL a 食事 b 排泄 c 入浴 d 整容
e 更衣 f ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ（ｺｰﾙ含む）
g 就寝 h 起居 i 移動
j その他（具体的記述）
（２）IADL a 買い物 b 料理 c 洗濯 d 掃除
e 金銭管理 f 服薬管理 g 自動車
h電車・バスなどの公共交通機関
i その他（具体的記述）
（３）就労
（４）教育
（５）余暇（レクリエーション・ゲーム・外出・旅行を
含む）
（６）介助用（移乗・見守りなど）
（７）その他（具体的記述）

活動・参加の制限の特徴
用具の種類※２（番号より選択）
工夫したポイント
利用上の留意点 （注意点、デメリット等）
用具の外観（画像）
つくり方（画像）
画像

※２ 用具の種別
（１）市販品：身近な店（通販を含む）で購入でき
る一般製品
（２）改良品：障害者等がより便利に使用できる
よう一般製品を改良したもの
（３）個別製作品：障害特性に合わせて個別に製作
したもの
（４）開発品：ＯＴがアイデアを提供し製品化され
たもの
（５）その他：上記に含まれないもの

活用場面（画像）
画像の説明
商品名
使用した製品

入手先
価格

利用者の声
備考
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調理・電子レンジ操作の工夫
（認知症 機械が苦手な高齢者）

電子レンジのボタンが多くて、どれを押せばよいかわからな
い方に対して、不要なボタンを隠す（市販品）

認知症や機械音痴の高齢者の方が、電子レ
ンジのボタンをどれを押せばよいかわからない
ので、不要なボタンをビニルテープなどを張って、
隠すようにすることで迷わずにボタンを押して弁
当などをあたためるようになった。
【利用者・家族の声】
あたたかい弁当が食べられるようになった。

心身機能・構造の特徴

認知能力の低下など

活動・参加の制限の特徴
工夫したポイント

電子レンジのボタンが多くて、どのボタンを押せばよいかわからずに混乱していたため、【あたため】【取り消し】ボタン以外
のボタンの部分にビニルテープを張って隠した。

利用上の留意点
（注意点、デメリット等）

そのほかのボタンが見えなくなるため、もし必要時があるときは押せなくなる。

使用
した
製品

商品名（材料名）

ビニルテープ

入手先・価格

100円均一店・ホームセンター 100円程度

備 考

更衣・靴紐結びの工夫
（脳卒中 片麻痺）

靴履き動作で困っている脳卒中片麻痺の方に、一人で靴が履けるよ
うにゴムの靴紐を用いた事例（市販品）

脳卒中片麻痺にて、両手での細かい動作が
出来ず、靴紐が結べずに困っているので、市販
のゴムの靴紐を靴に使用することを提案し当事
者が実践したところ、靴履き動作では靴紐を結
ぶ動作がなくなり、靴がひとりで履けるように
（やりやすく）なった。
【利用者・家族の声】
介護用の靴ではなく、市販の靴で、靴紐を結
ばなくても良い。一人で履けるようになった。

心身機能・構造の特徴

片麻痺

活動・参加の制限の特徴
工夫したポイント

本人の靴（市販品の靴）に直接取り付ける際に、ちょうど良いキツさに調整をする。

利用上の留意点
（注意点、デメリット等）

靴を変えた時に、キツさの調整が必要。

使用
した
製品

商品名（材料名）

キャタピラン

入手先・価格

靴屋 980円

備 考
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更衣・ファスナー操作の工夫

上衣ファスナー操作が困難な脳卒中片麻痺患者の方に、
上衣固定ベルトを用いた事例（市販品の改良）

（脳卒中 片麻痺）
脳卒中片麻痺患者の方が、上衣のファスナー
操作時に、「左手が全く使えないので、時間が
かかってしまう」と困っていたので、コーティング
クリップ ・カバン用ショルダーベルト・アンクルベ
ルトで作成した上衣固定ベルトを提案・実践し
た結果、片手で上衣のファスナー操作が容易に
なった。
【利用者・家族の声】
ファスナーが閉め易くなった

心身機能・構造の特徴

片側の上肢・手指（Br.stage 左上肢Ⅴ 左手指Ⅱ）の機能障害

活動・参加の制限の特徴

上衣のファスナーを閉める動作が、一人で行うのに時間を要していた。

工夫したポイント

ファスナーの下止を、クリップ固定することで、片手でのスライダー操作が容易になった。

利用上の留意点
（注意点、デメリット等）

ファスナーの下止固定位置が適正でないと、スライダー操作時に、クリップ固定が外れる可能性がある。

使用
した
製品

商品名（材料名）

コーティングクリップ、カバン用ショルダーベルト、アンクルベルト

入手先・価格

100円均一店 324円

備 考

更衣・靴下履きの工夫
（妊婦）

妊娠中に靴下を履くのに困難が生じた方にソックスエイドを工夫
した事例（個別製作品）

妊娠８か月の女性がお腹が大きく靴下を履く
ことが難しかった為ソックスエイドを作成し提供
したところ問題なく自立できた。

【利用者・家族の声】
これを使わないとお腹が邪魔で靴下が履けな
い。

心身機能・構造の特徴

妊娠中で一時的な問題ではあるが、足に手を伸ばすことが難しい。

活動・参加の制限の特徴

冷えやすい足を温める時や出かける際に靴下が自分で履けない（履くのに相当な努力や圧迫感がある）

工夫したポイント

紐を引っ張りやすいように持ち手に玉をつけた。

利用上の留意点
（注意点、デメリット等）

五本指ソックスは難しい。

使用
した
製品

商品名（材料名）

クリアポケットファイル、紐、持ち手の玉

入手先・価格

100円均一店 108円×3個（紐や玉はなんでもよい）

備 考
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更衣・靴履きの工夫
（脳梗塞 片麻痺）

靴が自力で履けずに困っている脳梗塞の方に靴の踵に工夫をし
た事例（市販品）

脳梗塞右片麻痺の状態の人が、靴履きがで
きず困っているので、 靴の踵の部分にリング
をつけることを提案し、当事者が実践したところ、
その動作ができるようになった。
【利用者・家族の声】
これがあるだけでぜんぜん違うので驚きまし
た。

心身機能・構造の特徴

右片麻痺

活動・参加の制限の特徴

食事・排泄・入浴・更衣・整容・屋内の移動は環境が整っていれば自立できています。しかし、椅子に腰掛けた状態で、前
かがみの姿勢を保って、足先に手を伸ばす動作が安定しません。

工夫したポイント

材料を購入しなくても身近にあるもので作成しました。

利用上の留意点
（注意点、デメリット等）

踵部分まで手が届かない方には使用できません（延長フックなどの工夫が必要）。

使用
した
製品

商品名（材料名）

キーホルダーのリング

入手先・価格

備 考

7

