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    シーティングの基礎 
  作業療法士に必要なシーティング技術 

NPON日本シーティング・コンサルタント協会  

              理事長 木之瀬 隆隆 
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シーティング：Seating 

シーティング：座位保持 

シーティング技術： 

 発達障害児・者や障害者、高齢者が椅子・
車いす、叉は座位保持装置を適切に活用し
自立的生活を築くための支援や 、二次障
害を予防し、介護者の負担を軽減する技術 

車いすシーティングでは：臥位の褥瘡部位
は適切な椅子座位姿勢で除圧できる 
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ICFのリハビリテーション 
生活機能と障害の分類（国際生活機能分類） 

第一部：生活機能と障害 

 心理機能と身体構造：心理機能や身体構造における喪失
や異常のある状態を機能障害という 

 活動と参加：生活における課題や行為の遂行が機能障害
などにより、活動制限や参加制約を生じること 

第二部：背景因子 

 環境因子：物的な環境や就労環境、サービスや法律など 

 個人因子：性別、人種、年齢、体力、ライフスタイルなど 
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ICFの構成要素間の相互作用 

健康状態 

（変調または病気） 

心身機能 

身体構造 

活動 参加 

環境因子 個人因子 
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 シーティング 
 
環境因子 
足底 
座面 
アームサポート 
バックサポート 
ヘッドサポート 
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身体に接するベッド環境、 車椅子環境か
ら始まる 

ベッド上：身体のどこでどのように重力を受
けるか 

車椅子では足底、座シート、バックサポート、
アームサポート、・ヘッドサポート 

 
 重力と身体の関係、感覚入力 
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環境因子とは 
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ICFにおけるシーティングの役割 

• シーティングにおけるクライアントの環境 

１．足底・足部を支持するフットサポート 

２．臀部・大腿部を支持するシート・クッション 

３．骨盤・体幹を支持するバック・サポート 

４．上肢・上肢帯を支持するアームサポート 

５．頭部・頸部を支持するヘッド・サポート 

 

５感：視覚、嗅覚、聴覚、味覚、温湿度覚 
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作業療法固有の視点 

 人と環境と作業に着目した支援 

 

・個人の力動とグループに関わる 

・残存機能を最大限に発揮できる環境 

・人は作業活動により健康になる 
作業療法士の役割は、クライアントが病気や障害のために出来
なくなった「作業」を可能にすることであり、人と環境と作業の関
係に着目した支援が作業療法固有の視点である． 
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脳性まひ児の２４時間姿勢ケア 

最近の英国調査では、脳性まひをもつ子どもの股
関節脱臼と側彎をはじめとする構築的変形の発生
率は、各種訓練法の台頭以前の値とあまり大差が
ないという悲観的な数字が報告されている. 

姿勢ケアには、ポジショニング・移動・姿勢保持具・
個別治療・能動的な運動練習・装具といった姿勢能
力に影響を与える全てのものが含まれる. 

 

 今川忠男 監訳 三輪書店 ０６．５ 
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前額面             脊柱矢状面   矢状面 

  指標となる椅子座位姿勢 
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１．矢状面（側方から） 

 脊柱のカーブが保たれる（立位姿勢
に近い頚椎の前彎、胸椎の後彎、腰椎
の前彎） 

股関節、膝関節、足関節が約90° 

踵が床にしっかり着く 

２．前額面（正面から） 

 頭部が正中位で、左右の眼裂、肩、
肘、膝の高さが左右対称な位置に 

 

＊椅子がないと保持できない姿勢 

バ
ッ
ク
サ
ポ
ー
ト 

  指標となる椅子座位姿勢 
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シーティングの目的 

 （臥床した状態 → 座る姿勢へ） 

Ⅰ身体に対する効果 

①心肺機能の改善 

②消化、排泄機能の改善 

③傍脊柱筋の筋力維持・強化と姿勢制御 

④二次的障害の予防（変形、拘縮、褥瘡） 

⑤摂食・嚥下の改善 

⑥目と手の協調性、上肢機能の改善 
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Ⅱ ADLに対する効果 
 

⑦食事・作業活動の拡大 

⑧コミュニケーションの拡大 

⑨介護が容易化 

⑩社会参加、学校、就労 

 

kinose@seating.jp 12 
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１．心肺機能の改善 

 臥位姿勢では、心臓機能に負荷はかかりにくい． 

 座位姿勢、立位姿勢をとることで心臓への適度な負荷が
かかる． 

 起立性低血圧のメカニズム                
起立・座位→血液は下半身へ→血圧低下 （立ちく
らみ）→血圧調節反射→正常化 

 肺機能:健常者は座位より臥位では７％の肺活量減少 

 横隔膜は臥位姿勢より座位姿勢で動きが活性化される 

 骨盤後傾により呼吸量が低下する． 
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高齢者のシーティング：ｐ２８ 

２．消化・排泄機能の改善 
 消化吸収の促進は臥位姿勢ではなく、座位、立位、動く
ことから． 

 腸の蠕動運動は座位や身体を動かすことが重要． 

 

 排泄：大小便では座位姿勢で腹圧がかけられる． 

 便の排泄は、一般的に座位姿勢、和式トイレ姿勢が効率
がよい．解剖学的には、椅子座位姿勢は、直腸ー肛門が 

直線的になる． 

 臥位姿勢は、排便では一番効率の悪い姿勢 
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高齢者のシーティング：ｐ２８ 

３．脊柱起立筋の筋力維持と 
姿勢制御 
 抗重力筋（立位や座位姿勢を保持する筋）は、適切な座
位姿勢で負荷がかかることで筋力維持． 

 姿勢制御は、脳幹網様体に中枢があり活性化されるの
は抗重力位、足底の支持、座面の支持からになる． 

 座位をとることで姿勢制御機能が維持・活性化される． 

 

 「寝かせきり」状態では筋力低下、姿勢制御能力低下 

 認知症が進行し寝たきりになると姿勢制御能力は低下． 
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高齢者のシーティング：p29 

４．二次障害の予防 

 廃用症候群（disuse syndrome) 

 長期臥床などで活動性低下やギプス固定などにより身
体を動かせなかったことから生ずる合併症である 

 褥瘡、変形、拘縮は寝たきりの状態、不良座位姿勢で発
生進行する． 

 適切な座位姿勢、座位時間を確保することで維持・改善
が期待できる 

 誤用症候群 (misuse syndrome) 

    過度な身体運動や転倒骨折、薬剤多用、副作用、身体
拘束など 

 kinose@seating.jp 16 
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医療機関での褥瘡対策診療計画書 
日常生活自立度 J（１，２） A（１，２） B（１，２） C(１，２） 

危険因子の評価：基本的動作能力 

   ベッド上：自力体位交換   

   車いす・イス上：座位保持・除圧 

褥瘡の状態評価 

看護計画 

  ・ベッド上    ・車いす姿勢保持・椅子 

 リハビリテーション計画（福祉用具の活用と訓練指導） 
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５．目と手の協調性、       
      上肢機能の改善    

 目と手の協調性は成長と合わせて完成する．6、7歳で自
分の名前が上手に書ける． 

 座位姿勢が目と手の協調性を効率よく発揮できる姿勢 

 立位姿勢では緻密な作業は難しい 

 上肢機能の効果的な発揮は、指標となる椅子座位姿勢 

 肩甲体の動きが発揮しやすい 

 すべり座りなど骨盤が後継した姿勢では上肢機能は低
下する 
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高齢者のシーティング：p41 
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作業姿勢と車いす調整 

19 kinose@seating.jp 

６．食事、摂食・嚥下の改善 
食事は指標となる椅子座位姿勢からやや前
傾した姿勢でテーブルと腹部に握りこぶし程
度の隙間が必要 

摂食・嚥下では、足底の支持、座面の安定、
バックサポートの支持、頭頸部の適切な緊張
が重要． 
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高齢者のシーティング：p24-28 

摂食時の
口腔制御
のための
足底・骨
盤の安定 
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足底支持 

骨盤の安定 

体幹の制御 

頭部安定 

顎の安定 

舌の動き 舌の制御 

Redstone F, et al: The importance of 
postural control for Feeding. Pediatric 

Nursing 30:97-100.2004 
和訳・引用・加筆 
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美味しく食べるための座位姿勢 

テーブルから車いすが離れている悪い例 

美味しく食べる座位姿勢 
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７．コミュニケーションの拡大 
適切なコミュニケーションは座位で目線の高さ
を合わせる 

ノンバーバルなコミュニケーションでは、特にア
イコンタクト 

臥位と座位ではｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝが難しい 

身体に痛みや不具合があると深い話はできな
い 
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８．介護が容易化 
 水分摂取後の尿の生成は、小腸で吸収され、血管を巡
り、腎臓でろ過され、尿となり膀胱にたまる． 

 膀胱にある程度たまると脳幹の排泄中枢に指令が届き
、尿意が意識される． 

 尿意が意識される時間で、車いす座位であれば、トイレ
へ行き、排泄や介助が行える． 

 ベッド上で尿意を感じても、介助ではトイレまで間に合わ
ない． 

 「寝かせきり」ではベッド上で食事、排泄が行われる． 
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高齢者のシーティング：p30-36 
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９．作業活動の拡大 

作業活動は一般的には座位姿勢 

障害のある人の作業では、コンピュータは必需品 

座位環境をつくることで、コンピューターの利用促進 

電動車いすの操作は一般的にはジョイスティク、他
の入力スイッチも座位姿勢で行う． 
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１０．社会参加、学校、就労 
快適な座位姿勢が保てると外出が可能にな
る． 

子供では学校へ 

大人では就労につながる 

脊髄損傷が仕事の継続ができない大きな要
因は褥瘡発生である 
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エアーマットレス症候群 

• エアーマットレスを長期間使用すると頸部
から肩関節周辺の筋緊張が高くなる． 

• 特徴的には、口が開き、舌根沈下など嚥下
障害が進む． 

• 脳血管疾患による片麻痺の場合、痙性の
影響で筋緊張が亢進することが多く、関節
拘縮が起こり、脊柱の変形が進む． 

 

 

ダイナミック・ポジショニング 

作業療法士 新田淳子 提唱 

ベッドサイドでは「離床して活動しやすい」身体環境
条件を意識する．褥瘡予防も含め 

日常生活場面での「自発的な動き」を引き出す条件
、促進・阻害要因を検討する． 

対象者の姿勢と重力の関係を評価し、動きを引き出
す「戦略」をたてる． 

スタッフの関わりが戦略目標に沿い統合された支援
内容になるよう指導する． 
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  車いすの選定・適合方法 

移乗 姿勢 移動 

本人の能力 介助能力 

 環 境 他の用具 
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腰痛防止指針 

• 介護現場で「お姫さま抱っこ」は原則禁止 

• 厚生労働省は2013.6.18 職場での腰痛を防止
する指針を公表した.指針の改定は１９年ぶり. 

 

• 高齢者介護など福祉現場で腰痛の労災が多発
していることから、介護事業者向けの対策を大
幅に加え、全面的に改めた. 
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谷木-01.mpg
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重量物の取扱い重量  

 

 (1) 満18歳以上の男子労働者が人力のみに
より取り扱う物の重量は、体重のおおむね40
％以下となるように努めること。 

 ６０ｋｇ×0.4＝２４ｋｇ 

満18歳以上の女子労働者では、さらに男性が
取り扱うことのできる重量の60％位までとする
こと。   
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移乗の考え方 

特に高齢者の場合「寝かせきり」状態は移乗されな
いために離床できないことであり、移乗方法が確立
すると座位保持の対応が可能になる． 

 「寝たきり」→「寝かせきり」と表現する． 

無理な移乗方法は利用者の異常な緊張が高まる． 

 

一日に3回以上、リフトによる移乗が可能であれば 

 褥瘡予防防になり、「寝かせきり」とは呼ばない． 
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移乗方法の分類 
①立位移乗 ボディメカクニスによる移乗 

②立位移乗 介助、全介助 

③座位移乗 自立、介助、トランスファーボー 

④持ち上げ移乗 

  半介助------ クイックイレザーなど 

  全介助------ リフト 

＊座位の取れないレベルはリフトとティル
ト・リクライニング車椅子 
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在宅のリフト活用例：ALS 

設置式リフト  ティルト・リク車いすより移乗  ベッドへ降ろす 
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要介護度５ 寝たきりケース 

ベッドでスリング
シートの敷き込み 

リフトで持ち上げ ティルト・リクの 

車いすへ移乗 
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移乗の原則 

１．介助者の負担を少なくする 

２．本人の能力を活かす 

３．安全な方法を選択する 

４．移乗後の姿勢の安定を図る 

kinose@seating.jp 36 
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  簡易車いす座位能力分類 

Ⅰ.座位に問題なし                     
特に姿勢が崩れたりせず座ることができる     
自分で座る姿勢が変えられる 

Ⅱ.座位に問題あり                     
姿勢が徐々に崩れ手で身体を支える        
自分で座る姿勢を変えることができない      

Ⅲ.座位がとれない                     
座ると頭や身体がすぐに倒れる            
リクライニング車いすやベッドで生活している  
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Ｈofferの分類（ＪＳＳＣ改訂版） 

１．手の支持なしで座位可能 

２．手の支持で座位可能 

３．座位不能 
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マット評価（臥位姿勢） 

kinose@seating.jp 39 

 シーティングのためのマット評価（資料） 
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 左片麻痺15年 右凸側彎 座位不能 
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図２.モジュラー車いす（Modular Wheelchair） 

車いすの各部品が独立したパーツに
なっており目的によって選択、調整し、
組み立てられる 

機能：アームサポートの着脱 、高さ 
調整、フットサポートのスイングアウェ
イなど           

座位保持機能、操作駆動機能の調整
が可能。 

モジュラー車いす 
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ティルト・リクライニング機能付 
 モジュラー車いす 
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重心 

 

前
方 

膝
側 

背
側 

坐骨結節部 

重心 

圧分布説明 

車いすクッションの分類 02.3改変 

 身体障害者手帳の補装具： 修理基準付属品 

①ウレタンフォーム等の単一素材のクッション 

②ポリエステル繊維・ウレタンフォームの多層構造 

③ゲルとウレタンフォームの組み合わせ 

④空気量バルブ調節式クッション 

⑤フローテーションパット類 

⑥特殊空気室構造クッション 

 

円座のイメージ → ドーナツ型クッション 45 

褥瘡予防機能の高いクッション 

バリライト社のエア
フォーム 空気バルブ
調節式クッション 

 Dual chambers 

 For clients at highest 
risk of skin breakdown 
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褥瘡予防に対する福祉用具 

 車いす専用クッション 

 褥瘡予防機能 

 身体障害者手帳 

 介護保険の車いす付
属品としてレンタル 

バリライトのプロフォームNX 

47 

kinose@seating.jp 47 
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クッションの座位保持機能と褥瘡予防機能 
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図２.モジュラー車いす（Modular Wheelchair） 

車いすの各部品が独立したパーツに
なっており目的によって選択、調整し、
組み立てられる 

機能：アームサポートの着脱 、高さ 
調整、フットサポートのスイングアウェ
イなど           

座位保持機能、操作駆動機能の調整
が可能。 

モジュラー車いす 
 車椅子走行の力学的要因 

 

 質量中心の位置 

 ホイール・ベース 前後の車輪間の距離 

 駆動輪の傾き キャンバー角 

 トー・イン  トー・アウト  駆動輪の向き 

 キャスタとキャスタフォークの調整  キャスタ角 

 

            エルゴノミクス・シーティング より 
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重心と駆動輪 
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ティルト・リクライニング機能付 
 モジュラー車いす 
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座位保持装置 

 

座位保持装置は体幹および四肢の機能障害により座ることが困難な
障害児・者に対して座位保持を補うために工夫された装置 

53 
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座位保持装置と座位補助具 

 座位保持装置 普通型W/Cとマイバディ 54 

kinose@seating.jp 54 
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ティルト・リクライニング機能付 
 モジュラー車いす 

ポジショニングからシーティング事例１ 

浮間幸朋苑持吉孝郎ＰＴ  倫理的配慮施設了解 

 88歳女性、左不全麻痺、認知症、両膝人工関節 

変形・拘縮：股・膝関節屈曲拘縮、腰椎部後弯、右凸
側彎 

褥瘡：腰椎棘突起部発赤 

①安定臥位・座位 ②褥瘡対応 ③筋緊張の緩和 

 

kinose@seating.jp 56 

ポジショニング検討ウレタンマットレス 

顔は右向き、上肢は右外転 

左上肢は胸部へのる、左膝裏
座布団、骨盤以下右へ回旋 
踵で荷重 

右枕の下を調整：頭部正中位 

右上肢は肩部を支持、左上肢は胸部
にクッション、両膝裏クッション、両膝
間クッション、左踵部クッション 

シーティング対応 

普通型車椅子  → モジュラー車椅子 

+褥瘡予防クッション バリライト：メリディアン 

活動姿勢を支
援するために
ポジショニング
から調整する 

 

 車いす座位の比較 頸髄損傷者  

対応前         対応後 

左：退院後１ヶ月 

 入院中に坐骨結節部
に褥瘡発生（stageⅢ） 

以前の車いすでは、左
側へ倒れる。右手でアー
ムサポートを握る。 

廃用症候群の予防 

右：退院後２ヶ月 

 モジュラー車いすと褥
そう予防クッションで対
応。姿勢が安定する。 

59 kinose@seating.jp 

坐骨結節部の床ずれ      3ヶ月後床ずれの治癒 

車いす座位による坐骨結節部の褥瘡 
ステージⅢ 皮下組織に至る潰瘍 

60 kinose@seating.jp 
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 圧分布測定比較 頸髄損傷者  

対応前                         対応後 61 

ＢＰＭＳデータ 

褥瘡予防に対する福祉用具 

 車いす専用クッション 

 褥瘡予防機能 

 身体障害者手帳 

 介護保険の車いす付
属品としてレンタル 

バリライトのプロフォームNX 

62 

JSSC T.Kinose 

屋外に出かける：社会参加 

奥さんと散歩      電動車いすで散歩 
63 kinose@seating.jp 

ポジショニングからシーティング 
      褥瘡予防 

１．ポジショニングによる褥瘡予防、変形・拘縮の予防 

２．リフト移乗により「寝かせきり」なくし二次障害の予防 

３．モジュラー車いすにより身体寸法、座位能力に合わ
せた選定・適合 

４．圧分布測定により根拠に基づく車いすクッションの 
選定・適合が可能 

５．姿勢計測装置によるエビデンスに基づいた対応 
 

生命維持：筋萎縮側索硬化症（ALS) 

山梨県の北島英子氏 

 2000年 

甲州リハ病院スタッフ 

とNettiⅢを製作 

０３年に人工呼吸器 

発症後22年 

ALS協会山梨県支部長 

kinose@seating.jp 65 

ALS事例の自立支援２ 
 

kinose@seating.jp 66 
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移動：座位保持装置＋電動車いす 

同じ目線でコミュニケーション  ﾃｨﾙﾄ・ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ＋エレベーション 

kinose@seating.jp 67 

クライアントが自分らしく生きる 

 リハビリテーションの役割                       
歩行機能低下・歩けないクライアントに対してセラ
ピストが責任を持つ（シーティング）． 

 ICFのプランニングに合わせて残存機能を生かす
最大限の福祉用具活用を行う． 

レベルの高いリハビリは高品質な福祉用具の活用
が必須． 

高齢者・重度障害者支援の基本は、痛くない、辛く
ない、尊厳を保つ 

kinose@seating.jp 68 

日本シーティング・コンサルタント協会 
   ２０１4年 活動計画（5月以降）  
• 5月17-18日（土日）基礎課程：実技編会場：（愛媛松山市） 
• 5月25日(日) 摂食嚥下シーティング・セミナー：リハビリテーション
天草病院 

• 8月2日（土） シーティングの基本セミナー in北海道 
• 9月20-21日（土日）「SC養成研修基礎課程：講義編」：（山梨県 ） 
• 10月4日（土）国際福祉機器展HCR後セミナー：（東京） 
• 11月22-23（土日）第10回シーティング・シンポジウム：（仙台市） 
• 12月6-7日 基礎課程：実技編（埼玉） 
 
身体拘束ゼロのためのe-ラーニング 
 ホームページ： http://seating-consultants.org/ 
木之瀬隆のシーティング相談室：http://seating.jp/ 

kinose@seating.jp 69 
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