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◆◆◆◆

要

２の

 

 

 

 

 

原則

要

 

原則として

要介護４～５

は あ も に ぃ
薬局通信薬局通信薬局通信薬局通信

（

ひまわり薬局

 

 

 

介護保険のサービスの中で

ンタルがあります。また、レンタル出来ない品物は

手すりの取り付けや段差の解消などの一定の

支給される制度があります。

今回はこの

◆◆◆◆介護保険でどんな物が借り介護保険でどんな物が借り介護保険でどんな物が借り介護保険でどんな物が借り

要介護１～５人

２の人が対象

原則として 

要介護２～５の

原則として 

要介護４～５の

は あ も に ぃ
薬局通信薬局通信薬局通信薬局通信

（有）静岡健康企画

ひまわり薬局

 

 

介護保険の福祉用具と住宅改修
介護保険のサービスの中で

があります。また、レンタル出来ない品物は

手すりの取り付けや段差の解消などの一定の

支給される制度があります。

今回はこの 3 つのサービスについてご紹介したいと思います。

介護保険でどんな物が借り介護保険でどんな物が借り介護保険でどんな物が借り介護保険でどんな物が借り

人、要支援１・

人が対象 

の人が対象

の人が対象

は あ も に ぃ
薬局通信薬局通信薬局通信薬局通信

有）静岡健康企画 ことぶき薬局

ひまわり薬局 TEL053(463)4312 

 

介護保険の福祉用具と住宅改修
介護保険のサービスの中で、自立した

があります。また、レンタル出来ない品物は

手すりの取り付けや段差の解消などの一定の

支給される制度があります。 

つのサービスについてご紹介したいと思います。

介護保険でどんな物が借り介護保険でどんな物が借り介護保険でどんな物が借り介護保険でどんな物が借りらららら

支援１・ � 手すり

� スロープ

� 歩行器

人が対象 

� 車いす

� 特殊寝台

� 床ずれ防止用具

� 体位変換器

（おむつ交換や着替え、体位を変

「てこの原理」を使って体の向きを負担なく変えたり

� 認知症老人徘徊感知器

（認知症状のため、

ってしまったり、交通事故など

るために、玄関先などに設置したセンサー

知らせてくれる）

� 移動用リフト

対象 

� 自動排せつ処理装置

は あ も に ぃ
薬局通信薬局通信薬局通信薬局通信    / 

ことぶき薬局 TEL055(977)6024

053(463)4312 

 

介護保険の福祉用具と住宅改修
、自立した在宅生活を支えるためのサービスの一つとして

があります。また、レンタル出来ない品物は

手すりの取り付けや段差の解消などの一定の

つのサービスについてご紹介したいと思います。

らららられるの？れるの？れるの？れるの？

手すり(工事

スロープ(工事を

歩行器  歩行補助杖

車いす(付属品を含む

特殊寝台(付属品を含む

床ずれ防止用具

体位変換器

（おむつ交換や着替え、体位を変

「てこの原理」を使って体の向きを負担なく変えたり

認知症老人徘徊感知器

（認知症状のため、

ってしまったり、交通事故など

るために、玄関先などに設置したセンサー

知らせてくれる） 

移動用リフト

自動排せつ処理装置

は あ も に ぃ

お薬のことなら

 

TEL055(977)6024

053(463)4312   みかん薬局

 

介護保険の福祉用具と住宅改修
在宅生活を支えるためのサービスの一つとして

があります。また、レンタル出来ない品物は②購入

手すりの取り付けや段差の解消などの一定の③住宅改修

つのサービスについてご紹介したいと思います。

れるの？れるの？れるの？れるの？           

工事を伴わないもの

工事を伴わないもの

歩行補助杖

付属品を含む)

付属品を含む

床ずれ防止用具(エアーマット

体位変換器 

（おむつ交換や着替え、体位を変

「てこの原理」を使って体の向きを負担なく変えたり

認知症老人徘徊感知器

（認知症状のため、一人で外に出て行くことで道に迷

ってしまったり、交通事故など

るために、玄関先などに設置したセンサー

 

移動用リフト（つり具を除く）

自動排せつ処理装置 

は あ も に ぃ

お薬のことなら

TEL055(977)6024  

みかん薬局 TEL053(584)2230

費用の利用者負担は

 

介護保険の福祉用具と住宅改修
在宅生活を支えるためのサービスの一つとして

購入できます。

住宅改修を行なう場合、申請により費用の一部が

つのサービスについてご紹介したいと思います。 

    

を伴わないもの)  

伴わないもの) 

歩行補助杖 

) 

付属品を含む) 

エアーマットや減圧効果

（おむつ交換や着替え、体位を変えたい時に足や腰の下に敷いて、

「てこの原理」を使って体の向きを負担なく変えたり

認知症老人徘徊感知器 

一人で外に出て行くことで道に迷

ってしまったり、交通事故などに遭わないよう見守りす

るために、玄関先などに設置したセンサー

（つり具を除く） 

 

は あ も に ぃ

お薬のことなら http://shizuken.com/

  たまち薬局

053(584)2230

費用の利用者負担は

  

介護保険の福祉用具と住宅改修
在宅生活を支えるためのサービスの一つとして

できます。 

を行なう場合、申請により費用の一部が

  

 

や減圧効果をもつ

えたい時に足や腰の下に敷いて、

「てこの原理」を使って体の向きを負担なく変えたりできるもの）

一人で外に出て行くことで道に迷

に遭わないよう見守りす

るために、玄関先などに設置したセンサーが感知して

※イラストの

は あ も に ぃ 
 

http://shizuken.com/

まち薬局 TEL054(251)1678

053(584)2230 いちご薬局

費用の利用者負担は 1割（一定所得者は

 

介護保険の福祉用具と住宅改修 
在宅生活を支えるためのサービスの一つとして①

を行なう場合、申請により費用の一部が

をもつ全身用のマット

えたい時に足や腰の下に敷いて、

できるもの） 

一人で外に出て行くことで道に迷

に遭わないよう見守りす

が感知して

※イラストの福祉用具は一例です。

 

２０１７年２０１７年２０１７年２０１７年

ＮｏＮｏＮｏＮｏ

1111 月号月号月号月号

http://shizuken.com/

TEL054(251)1678

いちご薬局 TEL055(946)6430

割（一定所得者は

①福祉用具レ

を行なう場合、申請により費用の一部が

全身用のマット) 

えたい時に足や腰の下に敷いて、 

 

用具は一例です。

 

２０１７年２０１７年２０１７年２０１７年 

.25.25.25.252222    

月号月号月号月号    

http://shizuken.com/ 

TEL054(251)1678 
TEL055(946)6430

割（一定所得者は 2 割） 

福祉用具レ

を行なう場合、申請により費用の一部が

用具は一例です。

 

TEL055(946)6430 
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要支援・要介護認

定を受けている方

◆◆◆◆

 

要支援・要介護認

定を受けている方

 

※住宅改修の手続きはまずケアマネジャーに相談※住宅改修の手続きはまずケアマネジャーに相談※住宅改修の手続きはまずケアマネジャーに相談※住宅改修の手続きはまずケアマネジャーに相談

◆最近のトピックス◆最近のトピックス◆最近のトピックス◆最近のトピックス

自室内

工事が必要で、

◆事例の紹介◆事例の紹介◆事例の紹介◆事例の紹介

入院中に

後の自宅療養に備えて

�

�

�

�

（

 

※階段昇降

（階段昇降機は介護保険の対象にはなりません。）

   

◆◆◆◆福祉用具は福祉用具は福祉用具は福祉用具は

要支援・要介護認

定を受けている方

◆◆◆◆住宅改修住宅改修住宅改修住宅改修

要支援・要介護認

定を受けている方

※住宅改修の手続きはまずケアマネジャーに相談※住宅改修の手続きはまずケアマネジャーに相談※住宅改修の手続きはまずケアマネジャーに相談※住宅改修の手続きはまずケアマネジャーに相談

◆最近のトピックス◆最近のトピックス◆最近のトピックス◆最近のトピックス

平成 27 年から品目が

自室内のポータブルトイレが水洗になっているので片付け

工事が必要で、

◆事例の紹介◆事例の紹介◆事例の紹介◆事例の紹介

Ａさんはご主人と

入院中にリハビリ

後の自宅療養に備えて

� ベッドレンタル

� 車椅子レンタル

� ベッドサイド水洗トイレ

【総費用

� トイレ 

【総費用

（�は介護保険対象になります。）

 

※階段昇降

（階段昇降機は介護保険の対象にはなりません。）

    

受けられるサービスは自治体によって異なります。困った事、相談したい事があったら、受けられるサービスは自治体によって異なります。困った事、相談したい事があったら、受けられるサービスは自治体によって異なります。困った事、相談したい事があったら、受けられるサービスは自治体によって異なります。困った事、相談したい事があったら、

まずはケアマネージャーに聞いてみましょう。まずはケアマネージャーに聞いてみましょう。まずはケアマネージャーに聞いてみましょう。まずはケアマネージャーに聞いてみましょう。

福祉用具は福祉用具は福祉用具は福祉用具はどんどんどんどんななななものが購入ものが購入ものが購入ものが購入

要支援・要介護認

定を受けている方 

�

�

�

�

�

住宅改修住宅改修住宅改修住宅改修    どんな改修ができるの？どんな改修ができるの？どんな改修ができるの？どんな改修ができるの？

要支援・要介護認

定を受けている方 

�

�

�

�

※住宅改修の手続きはまずケアマネジャーに相談※住宅改修の手続きはまずケアマネジャーに相談※住宅改修の手続きはまずケアマネジャーに相談※住宅改修の手続きはまずケアマネジャーに相談

◆最近のトピックス◆最近のトピックス◆最近のトピックス◆最近のトピックス 

年から品目が

ポータブルトイレが水洗になっているので片付け

工事が必要で、金額も高価です。

◆事例の紹介◆事例の紹介◆事例の紹介◆事例の紹介    ～脳梗塞の後遺症で麻痺が残ってしまった～脳梗塞の後遺症で麻痺が残ってしまった～脳梗塞の後遺症で麻痺が残ってしまった～脳梗塞の後遺症で麻痺が残ってしまった

はご主人と 2 人暮らし。自

リハビリを行っていま

後の自宅療養に備えて住まいを改修しました。

ベッドレンタル   

車椅子レンタル（内外使い分け

ベッドサイド水洗トイレ

【総費用 75 万円 －

 和式から洋

【総費用 48 万円 －

は介護保険対象になります。）

※階段昇降 150 万円

（階段昇降機は介護保険の対象にはなりません。）

受けられるサービスは自治体によって異なります。困った事、相談したい事があったら、受けられるサービスは自治体によって異なります。困った事、相談したい事があったら、受けられるサービスは自治体によって異なります。困った事、相談したい事があったら、受けられるサービスは自治体によって異なります。困った事、相談したい事があったら、

まずはケアマネージャーに聞いてみましょう。まずはケアマネージャーに聞いてみましょう。まずはケアマネージャーに聞いてみましょう。まずはケアマネージャーに聞いてみましょう。

参考資料；

ものが購入ものが購入ものが購入ものが購入

対象となる物

� 腰掛便座

� 入浴補助用具

� 簡易浴槽

� 自動排せつ処理装置の交換可能

� 移動用リフトのつり具

どんな改修ができるの？どんな改修ができるの？どんな改修ができるの？どんな改修ができるの？

� 手すりの

� すべりの防止・移動の円滑化等のため

� 引き戸等

� 和式から

※住宅改修の手続きはまずケアマネジャーに相談※住宅改修の手続きはまずケアマネジャーに相談※住宅改修の手続きはまずケアマネジャーに相談※住宅改修の手続きはまずケアマネジャーに相談

① 改修

② 事前申請の手続き

③ 許可

④ 市

⑤ 市から

 

年から品目が増えたものに、

ポータブルトイレが水洗になっているので片付け

金額も高価です。 

～脳梗塞の後遺症で麻痺が残ってしまった～脳梗塞の後遺症で麻痺が残ってしまった～脳梗塞の後遺症で麻痺が残ってしまった～脳梗塞の後遺症で麻痺が残ってしまった

人暮らし。自宅

を行っていましたが

住まいを改修しました。

  約 1,000

内外使い分け

ベッドサイド水洗トイレ設置（工事費込）

－ 福祉用具購入補助

和式から洋式へ交換

－ 住宅改修補助

は介護保険対象になります。）    

万円（工事費込）

（階段昇降機は介護保険の対象にはなりません。）

受けられるサービスは自治体によって異なります。困った事、相談したい事があったら、受けられるサービスは自治体によって異なります。困った事、相談したい事があったら、受けられるサービスは自治体によって異なります。困った事、相談したい事があったら、受けられるサービスは自治体によって異なります。困った事、相談したい事があったら、

まずはケアマネージャーに聞いてみましょう。まずはケアマネージャーに聞いてみましょう。まずはケアマネージャーに聞いてみましょう。まずはケアマネージャーに聞いてみましょう。

参考資料；月刊ケアマネージャー

ものが購入ものが購入ものが購入ものが購入できるのできるのできるのできるの

対象となる物  ～用具

腰掛便座（ポータブルトイレ

入浴補助用具(例：シャワー椅子・

簡易浴槽 

排せつ処理装置の交換可能

移動用リフトのつり具

どんな改修ができるの？どんな改修ができるの？どんな改修ができるの？どんな改修ができるの？    

手すりの取り付け  

すべりの防止・移動の円滑化等のため

等への扉の取替え

和式から洋式便器への便器の取替

※住宅改修の手続きはまずケアマネジャーに相談※住宅改修の手続きはまずケアマネジャーに相談※住宅改修の手続きはまずケアマネジャーに相談※住宅改修の手続きはまずケアマネジャーに相談

改修箇所を本人ご家族立会いの下、

事前申請の手続き

許可がおりて承認されれば、住宅改修

市に支給申請を行う

市から費用が

たものに、特定福祉用具

ポータブルトイレが水洗になっているので片付け

 

～脳梗塞の後遺症で麻痺が残ってしまった～脳梗塞の後遺症で麻痺が残ってしまった～脳梗塞の後遺症で麻痺が残ってしまった～脳梗塞の後遺症で麻痺が残ってしまった

宅は２階が住まいで１階は貸

したが、階段の昇り降りが

住まいを改修しました。

1,000 円 / 月

内外使い分け 2 台分）

（工事費込）

福祉用具購入補助 10 万円

式へ交換  30 万円

住宅改修補助 20 万円 

    上記は一例です。

（工事費込）（但し、階段が直線の場合

（階段昇降機は介護保険の対象にはなりません。）

受けられるサービスは自治体によって異なります。困った事、相談したい事があったら、受けられるサービスは自治体によって異なります。困った事、相談したい事があったら、受けられるサービスは自治体によって異なります。困った事、相談したい事があったら、受けられるサービスは自治体によって異なります。困った事、相談したい事があったら、

まずはケアマネージャーに聞いてみましょう。まずはケアマネージャーに聞いてみましょう。まずはケアマネージャーに聞いてみましょう。まずはケアマネージャーに聞いてみましょう。

ケアマネージャー 

できるのできるのできるのできるの？？？？    1111 年年年年

～用具が直接肌に触れるもの～

ポータブルトイレ） 

：シャワー椅子・

排せつ処理装置の交換可能

移動用リフトのつり具 

    費用は費用は費用は費用は

   

すべりの防止・移動の円滑化等のため

への扉の取替え 

洋式便器への便器の取替

※住宅改修の手続きはまずケアマネジャーに相談※住宅改修の手続きはまずケアマネジャーに相談※住宅改修の手続きはまずケアマネジャーに相談※住宅改修の手続きはまずケアマネジャーに相談

本人ご家族立会いの下、

(入院中

事前申請の手続きの書類、

がおりて承認されれば、住宅改修

に支給申請を行う。 

費用が支払われる

特定福祉用具の

ポータブルトイレが水洗になっているので片付け

～脳梗塞の後遺症で麻痺が残ってしまった～脳梗塞の後遺症で麻痺が残ってしまった～脳梗塞の後遺症で麻痺が残ってしまった～脳梗塞の後遺症で麻痺が残ってしまった

は２階が住まいで１階は貸

の昇り降りが

住まいを改修しました。 

月 

） 約 1,150

（工事費込） 66 万円 

10 万円 ＋自己負担

万円 

万円 ＋自己負担（

上記は一例です。 

（但し、階段が直線の場合

（階段昇降機は介護保険の対象にはなりません。）  

受けられるサービスは自治体によって異なります。困った事、相談したい事があったら、受けられるサービスは自治体によって異なります。困った事、相談したい事があったら、受けられるサービスは自治体によって異なります。困った事、相談したい事があったら、受けられるサービスは自治体によって異なります。困った事、相談したい事があったら、

まずはケアマネージャーに聞いてみましょう。まずはケアマネージャーに聞いてみましょう。まずはケアマネージャーに聞いてみましょう。まずはケアマネージャーに聞いてみましょう。    

 2016 年 10 月号

年年年年間間間間１０万円１０万円１０万円１０万円

が直接肌に触れるもの～

 

：シャワー椅子・浴槽手すり・浴槽

排せつ処理装置の交換可能部品 

費用は費用は費用は費用は 20202020 万円以内万円以内万円以内万円以内

すべりの防止・移動の円滑化等のための床または

洋式便器への便器の取替え   

※住宅改修の手続きはまずケアマネジャーに相談※住宅改修の手続きはまずケアマネジャーに相談※住宅改修の手続きはまずケアマネジャーに相談※住宅改修の手続きはまずケアマネジャーに相談    

本人ご家族立会いの下、

入院中の場合、理学

の書類、見積書を

がおりて承認されれば、住宅改修

 

支払われる。 

の購入で「ベッドサイド水洗トイレ」が

ポータブルトイレが水洗になっているので片付けが不要で、

～脳梗塞の後遺症で麻痺が残ってしまった～脳梗塞の後遺症で麻痺が残ってしまった～脳梗塞の後遺症で麻痺が残ってしまった～脳梗塞の後遺症で麻痺が残ってしまった

は２階が住まいで１階は貸店舗

の昇り降りができるまで

1,150 円 / 月

 

自己負担（1 割）

自己負担（1 割）2 万円】

（但し、階段が直線の場合 50～60 万円です。）

受けられるサービスは自治体によって異なります。困った事、相談したい事があったら、受けられるサービスは自治体によって異なります。困った事、相談したい事があったら、受けられるサービスは自治体によって異なります。困った事、相談したい事があったら、受けられるサービスは自治体によって異なります。困った事、相談したい事があったら、

月号 中央法規

文責：ひまわりケアプランセンター

１０万円１０万円１０万円１０万円の範囲内での範囲内での範囲内での範囲内で

が直接肌に触れるもの～ 

浴槽手すり・浴槽内

万円以内万円以内万円以内万円以内            

の床または通路面の材料の変更

   ■ 段差の解消

本人ご家族立会いの下、業者と確認

理学療法士同行

見積書を市に提出

がおりて承認されれば、住宅改修を行う。

で「ベッドサイド水洗トイレ」が

で、においも気にな

～脳梗塞の後遺症で麻痺が残ってしまった～脳梗塞の後遺症で麻痺が残ってしまった～脳梗塞の後遺症で麻痺が残ってしまった～脳梗塞の後遺症で麻痺が残ってしまった～～～～    

店舗です。 

できるまでの回復は難し

月 

1 万円】 

万円】 

万円です。） 

受けられるサービスは自治体によって異なります。困った事、相談したい事があったら、受けられるサービスは自治体によって異なります。困った事、相談したい事があったら、受けられるサービスは自治体によって異なります。困った事、相談したい事があったら、受けられるサービスは自治体によって異なります。困った事、相談したい事があったら、

中央法規////はままつ

文責：ひまわりケアプランセンター

費用の利用者負担は

（一定所得者は

の範囲内での範囲内での範囲内での範囲内で    

が直接肌に触れるもの～ 

内椅子・入浴

            

通路面の材料の変更

段差の解消   

確認。 

同行の場合もあり

市に提出。 

。 

で「ベッドサイド水洗トイレ」が

においも気になりません。

の回復は難しいと判断され、退院

受けられるサービスは自治体によって異なります。困った事、相談したい事があったら、受けられるサービスは自治体によって異なります。困った事、相談したい事があったら、受けられるサービスは自治体によって異なります。困った事、相談したい事があったら、受けられるサービスは自治体によって異なります。困った事、相談したい事があったら、

はままつの介護保険 

文責：ひまわりケアプランセンター

費用の利用者負担は

（一定所得者は

費用の利用者負担は

（一定所得者は

・入浴台) 

                

通路面の材料の変更 

   など 

の場合もあり) 

で「ベッドサイド水洗トイレ」があります

りません。しかし、

いと判断され、退院

受けられるサービスは自治体によって異なります。困った事、相談したい事があったら、受けられるサービスは自治体によって異なります。困った事、相談したい事があったら、受けられるサービスは自治体によって異なります。困った事、相談したい事があったら、受けられるサービスは自治体によって異なります。困った事、相談したい事があったら、    

 平成 28 年度版

文責：ひまわりケアプランセンター  池沼 栄子

費用の利用者負担は 1割

（一定所得者は 2 割） 

費用の利用者負担は

（一定所得者は 2 割）

 

あります。

しかし、

いと判断され、退院

    

年度版    

栄子 

割 

 

費用の利用者負担は 1割 

割） 


