
    

 

 

 

 

「重度障害者用意思伝達装置」 

導入ガイドライン 

～公正・適切な判定のために～ 

 

 

【平成 30年度改定版（速報版）】 

 

 改定分抜粋  
 

 

平成１８年１０月より、「重度障害者用意思伝達装置」が日常生活用具から補

装具に移行されたことに伴い、身体障害者更生相談所における判定が必要にな

りました。そのため、適切な機器が真に必要な障害者に速やかに支給されるよ

うにする観点から、この「重度障害者用意思伝達装置」導入ガイドライン～公

正・適切な判定のために～をまとめ、平成２１年３月３１日に発行しました。 

その後、告示の改正（平成２２年、平成２４年、平成２５年）にあわせて、

本ガイドラインの改定を行ってきましたが、平成３０年度からは、補装具の借

受けに要する費用についても、一定の条件の下で支給対象となる改正も行われ

ました。 

今回の改正を受けて、本ガイドラインも一部改定が必要になりますが、早急

に必要になる部分のみについて、パブリックコメントの募集用に公開されてい

る告示予定内容（平成 30 年 2 月 7 日）にて、先行して速報版（冊子版）を作

成し、関係機関に配布しました。 

その後、告示等の確定に合わせての修正版をＰＤＦ版としてホームページで

公開することにしました。（Ｑ＆Ａを含む全編の確定版は、年度内には公開する

予定です。） 

一般社団法人 日本リハビリテーション工学協会（編） 

「補装具費支給制度における種目の構造と基準額設定のあり方に関する調査研究」班（監修）



 

「重度障害者用意思伝達装置」導入ガイドライン 

～公正・適切な判定のために～【平成 30年度改定版（速報版）】   

＜本編＞ 

１．補装具費の支給における「重度障害者用意思伝達装置」（制度概要） 

１．１ 平成３０年改正の概要        1 

１．２ 制度の解説と解釈のポイント       7 

１．３ 借受けの対応         8 

 

２．重度障害者用意思伝達装置の支給判定について       

２．１ 判定方法の種類と比較       （略） 

２．２ 特例補装具費としての判定      14 

２．３ フォローアップ        （略） 

 

３．重度障害者用意思伝達装置の意見書・処方箋・調査書等     

３．１ 意見書・処方箋に必要な内容      （略） 

３．２ 調査書・事前評価のポイント      （略） 

３．３ 重度障害者用意思伝達装置の処方箋等（例）    （略） 

・意見書 

・標準様式の「障害の状況」欄に記載が必要な項目を明示した様式   

・標準様式の「処方」欄に、（２）処方箋の内容を予め設定示した様式   

・処方箋          

・所見書（適合評価書）        

・調査書（基礎調査書）・・・・（指針における別添様式例第２号につき省略） 

・事前評価票（判定調査書）        

・適合報告書（納品時確認）        

・使用状況調査書（経年確認）       

 

＜本編＞ 

Ａ．重度障害者用意思伝達装置の基礎知識       

  Ａ．１「重度障害者用意思伝達装置」とは     （略） 

    ＜主な意思伝達装置の機能比較＞      15 

  Ａ．２「重度障害者用意思伝達装置」が「補装具」であること   （略） 

  Ａ．３ 重度障害者用意思伝達装置の購入基準・修理基準等    （略） 

  Ａ．４ 重度障害者用意思伝達装置と関連のある機器と制度    （略） 
 

Ｂ．障害者総合支援法の対象となる難病等      （略） 
 

Ｃ．重度障害者用意思伝達装置について参考となるホームページ    （略） 
 

Ｑ＆Ａ集          （略） 

 

 

※太字の章・節（一部）のみ抜粋して、速報版を作成しております。 
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※ 本書は平成３０年度改定版（速報版）のため、大幅な改定部分のみを抜粋しています。 

  利用に際しては、現行版となる「平成２４－２５年度改定版」を合わせてご覧頂ください。 

 

１．補装具費の支給における「重度障害者用意思伝達装置」（制度概要） 

 補装具（※）としての重度障害者用意思伝達装置（以下、「意思伝達装置」という。）は、厚生労働

省告示（補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準）（以下、「告示」という。）と、

補装具費支給事務取扱指針（以下、「指針」という。）にて規定されています。 

 この告示は、これまでにも補装具評価検討会での協議を経て、購入基準における名称・基本構造の

見直し、修理基準における新しい項目の追加・基準額の変更等の改正が行われてきました。また、平

成２５年４月からは「障害者自立支援法」改め「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（障害者総合支援法）」では、障害者、障害児の他、難病等が対象に加わり、その対応につ

いて、告示の改正は根拠法令に関する点のみですが、指針については内容の改正も行われました。 

 

１．１ 平成３０年改正の概要 改定（差替） 

平成３０年の告示改正では、意思伝達装置に係る事項としては 

 ① 借受け基準の新設 

 ② 修理基準に「視線検出式入力装置（スイッチ）交換」追加 

となります。 

 改正後の、各基準は、次ページ以降に掲載します。 

 

（１）借受け基準 

 借受けは、これまでにない新たな対応です。障害者総合支援法の中で、「補装具の借受けにあっては、

補装具の借受けによることが適当である場合として厚生労働省令で定める場合に限る。」とされている

ように、介護保険法の福祉用具貸与のような、とりあえずレンタルするものではありません。 

 原則購入という補装具費支給制度の中で、借受けが適当であることの有効性を見極めて、利用者に

とってよりよい補装具費の支給につながるようにすることが大切です。 

 

⇒ 借受けに関する詳細は、「１．３ 借受けの対応」をご覧下さい。 

 

（２）視線検出式入力装置（スイッチ）交換 

これまでにも、視線入力により意思伝達を行う装置は、特例補装具費としてその費用が支給されて

いることが多くありました。今回の改正では、「文字等走査入力方式」や「生体現象方式」に並ぶ形で

「視線入力方式」という新しい名称・基本構造が規定されたのではなく、現行の「文字等走査入力方

式」に対応する入力装置の一つとして「視線検出式入力装置（スイッチ）交換」が規定されました。 

入力装置としての適性や一体型の製品の扱いなど、留意事項が多くあります。 

 

⇒ 後に示す【視線検出式入力装置（スイッチ）交換】を参考にしてください。 

 

―――― 

※ 詳しくは、「Ａ．２「重度障害者用意思伝達装置」が「補装具」であること」を参照して下さい。 
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＜購入基準＞ 

種

目 

名

称 
基本構造 付属品 価格 

耐用

年数 
備  考 

重

度

障

害

者

用

意

思

伝

達

装

置 

文

字

等

走

査

入

力

方

式 

意思伝達機能を

有するソフトウ

ェアが組み込ま

れた専用機器で

あること。文字

盤又はシンボル

等の選択による

意思の表示等の

機能を有する簡

易なもの。 

プリンタ 
 

身体の障害

の状況によ

り、その他

の付属品を

必要とする

場合は、修

理基準の表

に掲げるも

のを付属品

とする。 

143,000 5 ひらがな等の文字綴り選択による文

章の表示や発声、要求項目やシンボ

ル等の選択による伝言の表示や発声

等を行うソフトウェアが組み込まれ

た専用機器及びプリンタとして構成

されたもの。その他、障害に応じた

付属品を修理基準の中から加えて加

算することができること。 

 

 

 

 簡易な環境

制御機能が

付加された

もの 

 

上と同じ。 191,000  簡易な環境制御機能が付加されたも

のとは、１つの機器操作に関する要

求項目を、インタフェースを通して

機器に送信することで、当該機器を

自ら操作することができるソフトウ

ェアをハードウェアに組み込んでい

るものであること。 

 

   高度な環境

制御機能が

付加された

もの 

 

 

 

 

遠隔制御装

置 
 

その他は上

と同じ。 

450,000  高度な環境制御機能が付加されたも

のとは、複数の機器操作に関する要

求項目を、インタフェースを通して

機器に送信することで、当該機器を

自ら操作することができるソフトウ

ェアをハードウェアに組み込んでい

るものであること。 

 

   通信機能が

付加された

もの 

遠隔制御装

置 
 

上と同じ。 

 

  通信機能が付加されたものとは、文

章表示欄が多く、定型句、各種設定

等の機能が豊富な特徴を持ち、生成

した伝言を、メール等を用いて、遠

隔地の相手に対して伝達することが

できる専用ソフトウェアをハードウ

ェアに組み込んでいるものであるこ

と。 

 

 生

体

現

象

方

式 

生体信号の検出

装置及び解析装

置 

プリンタ及

び遠隔制御

装置を除き

上と同じ。 

450,000  生体現象方式とは、生体現象（脳波

や脳の血液量等）を利用して「はい・

いいえ」を判定するものであること。 
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＜借受け基準＞ 

種

目 

名

称 
基本構造 付属品 価格 備  考 

重

度

障

害

者

用

意

思

伝

達

装

置 

文

字

等

走

査

入

力

方

式 

意思伝達機能を有

するソフトウェア

が組み込まれた専

用機器であるこ

と。文字盤又はシ

ンボル等の選択に

よる意思の表示等

の機能を有する簡

易なもの。 

プリンタ 
 

身体の障害の状

況により、その

他の付属品を必

要とする場合

は、修理基準の

表に掲げるもの

を付属品とす

る。 

3,750 ひらがな等の文字綴り選択による文章

の表示や発声、要求項目やシンボル等の

選択による伝言の表示や発声等を行う

ソフトウェアが組み込まれた専用機器

及びプリンタが、一体的システムとして

構成されたものであること。 

 

 

 

 

 簡易な環境制

御機能が付加

されたもの 

 

上と同じ。 4,770 簡易な環境制御機能が付加されたもの

とは、１つの機器操作に関する要求項目

を、インタフェースを通して機器に送信

することで、当該機器を自ら操作するこ

とができるソフトウェアをハードウェ

アに組み込んでいるものであること。 

   高度な環境制

御機能が付加

されたもの 

 

 

 

 

遠隔制御装置 
 

その他は上と同

じ。 

11,250 高度な環境制御機能が付加されたもの

とは、複数の機器操作に関する要求項目

を、インタフェースを通して機器に送信

することで、当該機器を自ら操作するこ

とができるソフトウェアをハードウェ

アに組み込んでいるものであること。 

 

   通信機能が付

加されたもの 

遠隔制御装置 
 

上と同じ。 

 

 

 通信機能が付加されたものとは、文章表

示欄が多く、定型句、各種設定等の機能

が豊富な特徴を持ち、生成した伝言を、

メール等を用いて、遠隔地の相手に対し

て伝達することができる専用ソフトウ

ェアをハードウェアに組み込んでいる

ものであること。 

 

 生

体

現

象

方

式 

生体信号の検出装

置及び解析装置 

プリンタ及び遠

隔制御装置を除

き上と同じ。 

11,250 生体現象方式とは、生体現象（脳波や脳

の血液量等）を利用して「はい・いいえ」

を判定するものであること。 
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＜修理基準＞ 

種目 形式 修理部位 価格 備考 

重度障害者用

意思伝達装置 

 本体修理 50,000  

固定台（アーム式またはテーブル置き

式）交換 

30,000 

 

 

固定台（自立スタンド式）交換 50,820  

入力装置固定具交換 30,000  

呼び鈴交換 20,000  

呼び鈴分岐装置交換 33,600  

接点式入力装置（スイッチ）交換 10,000  

  帯電式入力装置（スイッチ）交換 

 

40,000 

 

触れる操作で信号入力

が可能なタッチセンサ

ーコントローラーであ

ること。別途必要なタ

ッ チ 式 入 力 装 置 は

10,000 円、ピンタッチ

式先端部は 6,300 円増

しとすること。 

  筋電式入力装置（スイッチ）交換 80,000  

光電式入力装置（スイッチ）交換 50,000  

呼気式（吸気式）入力装置（スイッチ）

交換 

35,000 

 

 

 

  圧電素子式入力装置（スイッチ）交換 

空気圧式入力装置（スイッチ）交換 

 

 

38,000 

38,000 

 

 

 

感度調整可能なセンサ

ーを使用するものに限

る。 

  視線検出式入力装置（スイッチ）交換 180,000  

  遠隔制御装置交換 21,000  

 

 

（出展：平成１８年９月２９日 厚生労働省告示５２８号、 

改正：平成３０年３月２３日 厚生労働省告示１２１号） 
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また、対象者例については、平成２２年・平成２４年の告示改正で、名称・基本構造が区分された

際に、指針も改正されました。さらに、平成２５年度は、全般としての対象者に関する記述が、難病

患者等が対象者に含まれることに対応するように、改正されました。 

意思伝達装置関連では、平成３０年の告示改正では購入基準の名称に変更がないことから、指針の

改正はないと思われます。しかしながら、借受けを適当とするか否かについては、それぞれの場合に

おいて検討と判断が必要になるといえます。 

 

種目 名称 対象者 

重

度

障

害

者

用

意

思

伝

達

装

置 

全般 

 

 

 

 

 

重度の両上下肢及び音声・言語機能障害者であ

って、重度障害者用意思伝達装置によらなければ

意思の伝達が困難な者。 

 難病患者等については、音声・言語機能障害及

び神経・筋疾患である者。 

 

文字等走査入力方式 

（簡易なもの） 

 

操作が簡易であるため、複雑な操作が苦手な者、

若しくはモバイル使用を希望する者。 

 

文字等走査入力方式 

（簡易な環境制御機能若しくは高度

な環境制御機能が付加されたもの） 

 

独居等日中の常時対応者（家族や介護者等）が

不在などで、家電等の機器操作を必要とする者。 

 

 

文字等走査入力方式 

（通信機能が付加されたもの） 

 

通信機能を用いて遠隔地の家族等と連絡を取る

ことが想定される者。 

 

生体現象方式 筋活動（まばたきや呼気等）による機器操作が

困難な者。 

※  以上の表は、あくまでも対象者の例を示しているものであり、支給の判断に当たっては、

個別の身体状況や生活環境等を十分に考慮すること。 

 

（出展：平成３０年３月２３日  障発０３２３第３１号 「補装具費支給事務取扱指針について」） 

 

これらの改定により、当初の購入基準では不明確だった機種選択の基準になると考えられるととも

に、進行性の神経・筋疾患患者への配慮について明示されたといえます。 
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【視線検出式入力装置（スイッチ）交換】 

 

視線検出式入力装置 

 視線検出式は、視線の動きをカメラ（センサ）で

捉え、信号処理によって出力を得る装置です（図）。

設置にあたっては、身体と直接接触することのない

ものですが、頭部（目）とセンサの位置関係を特定

するキャリブレーションが必要です。頸部を動かし

て頭部の、あるいはセンサの位置を変えると再度の

調整が必要な物もあります。画面上の文字盤を見つ

めて、その文字を選択入力する方式は、走査（スキ

ャン）方向も視線で制御し、該当する文字を見つめ

ることで決定する方式と解釈されます。しかし、眼

球の可動域が十分に確保されなくなると、文字盤の

端の方を見つめることができなくなり、文字入力

（選択）ができなくなることもあります。 

 

 

 

 図．視線検出式入力装置 

（イラスト提供：（公財）テクノエイド協会） 

※本項目は、平成３０年度改定版（確定版）発行時においては、「Ａ．３ 重度障害者用意思伝達装

置の購入基準・修理基準等」の中に追加する予定です。 

 

入力装置の一つとしての選択と判断 

① 身体状況により、「接点式入力装置」→ 「視線検出式入力装置」 → 「圧電式入力装置」

のような、入力装置の変更にも対応できます。 

② 視線検出式入力装置は、従来の入力装置と同列に扱うので、何れかの入力装置（スイッチ）を

選択し、または交換することとなります。（併用は入力装置（スイッチ）の２個支給になるこ

とから、原則は不可です。） 

③ 視線検出式入力装置以外の入力装置が十分に使える場合には、他の入力装置では目的が達成で

きないのか、視線検出式入力装置の方が長く利用できるのかなどを慎重に検討することも大切

です。 

（留意事項） 

① 早く文字が入力できるとしても、長い間続けられない場合も想定できますので、高額な入力装

置が有効に利用できるか否かが、選択のポイントになるといえます。 

② 本体となるＰＣに直接接続するため、機器構成によっては、呼び鈴分岐装置を使っても呼び鈴

の操作が出来ないので、介護体制をよく検討することが必要です。  

 

複数製品の中での装置の選択と判断 

① 後付け式の視線検出式入力装置（スイッチ）は、複数の価格帯の製品があるため、基準額を上

限として適切なものを選択し、適正価格を支給するように判断することが必要です。（安価な

装置を上限額で見積もる業者がでてくる可能性もあります。）また、一般的なデジタル式カメ

ラ（Ｗｅｂカメラ等）は、この入力装置に該当しません。 

② 一体型の製品については、価格と機能をふまえて検討すると、同等安価の考え方に合致しませ

ん。（本体および入力装置の基準額を積み上げても、販売価格に届きません。）当該製品を希望

の場合は、真に必要かどうかを十分に検討し、判定することが必要です。 

 

⇒ 一体型の判定に関する留意事項は、「２．２ 特例補装具費としての判定」をご覧下さい。 
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１．２ 制度の解説と解釈のポイント 一部改定（追加） 

 

（４）「専用機器」の考え方について 

専用機器とは、「意思伝達装置として製造された機器」というイメージがありますが、実際には「パ

ソコンを主要なハードウェアとしてソフトウェアを組み込んだ機器」もあります。ソフト及びハード

が一体型の専用機器は、フリーズ等のトラブルが少ないことが大切であり、単にパソコンをベースと

して、いろいろなソフトウェアを組み合わせたもの（インストールしたもの）は専用機器に該当せず、

安定動作までを保証した一体型の製品については、パソコンを本体の主要部品として用いることがで

きると考えます。 

このように、「パソコンをベースとした意思伝達装置」の場合、以下の要件を満たす製品を「専用

機器」と見なすことが妥当と考えます。 

・ 本体の電源を投入した際に、自動的に「意思伝達装置の機能を有するソフトウェア」が起動

し、終了時に、システム電源を終了できること。 

・ 「パソコンを主要なハードウェアとしてソフトウェアを組み込んだ機器」であっても、あく

までも組込み装置としての「専用機器」であるので、補装具事業者が、ソフトウェアおよび

ハードウェアの両者を含んだ機器全体のシステムとして修理対応する等の責務を負うこと。 

 

⇒ 補装具事業者の責務は、「Ａ．２ 「重度障害者用意思伝達装置」が「補装具」であること」

をご覧下さい。 

 

 なお、本体の主たる構成要素であるＰＣは、装置を作動するために必要なものであり、過剰な性能

や、利用者の要求に合わせて選択・変更できるものではありません。 

そのため、差額自己負担でＰＣの変更を求めている場合は、目的外利用と考えられ、補装具費支給

制度の趣旨を超えていることから、それを認めることは不適切といえます。対応する場合には、本体

（ＰＣ）を自己負担としてソフトウェア部分のみを特例補装具で認める方法や、補装具ではなく、日

常生活用具の情報通信支援用具においてソフトウェアの給付を申請するように勧める方法が考えられ

ます。 

 故障時の修理に関しても、基準として明確に切り分けが出来るもので無いと、対象となりません。 

 

（関連情報） 

利用者の希望により、利用者が所有するパソコンに「意思伝達装置の機能を有するソフトウェア」

をインストールして利用する場合には、そのソフトウェアにかかる購入費用は、特例補装具費とし

ての対応は可能と考えますが、パソコン本体にかかる購入費および、その修理費は補装具費支給対

象外と考えます。なお、操作スイッチ類等は、本体が専用機器（購入基準内）か、特例補装具かに

関わらず、補装具費の支給対象と考えます。 

 

⇒ 特例補装具費での取扱いは、「２．２ 特例補装具費としての判定」をご覧下さい。 
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１．３ 借受けの対応 新設（追加） 

平成２７年１２月１４日の社会保障審議会障害者部会で取り纏められた報告書において、「補装具

については、効果的・効率的な支給に向け、実態の把握を行うとともに、購入を基本とする原則を堅

持しつつ、成長に伴って短期間で取り替えなければならない障害児の場合など、個々の状態に応じて、

貸与の活用も可能とすることや、医療とも連携した相互支援の体制整備等を進めるべきである。」と明

記されたことで、借受けの導入について検討が始まりました。その結果、平成２８年５月２５日に成

立（６月３日公布）した改正障害者総合支援法（平成３０年４月１日施行）において、補装具の購入、

修理に加え「借受け」という利用者にとって新たな選択肢が加わりました。 
 

※ （公財）テクノエイド協会から発行される「補装具費支給事務ガイドブック平成３０年度告

示改正対応版」を参考にすると、より理解が深まります。 

   同協会のホームページ（ http://techno-aids.or.jp/ ）の中の「調査研究報告」の中にて、

PDF 版も公開される予定です。（平成３０年２月１０日現在では、２０１３年度（平成２５年

度）作成のものが掲載されています。） 
 

（１）借受けに関する概要 

 補装具は、身体の構造や機能を十分に理解したうえで、利用者に適合するように個別に製作される

ものであることから、原則は、従来通りの購入であり、その費用を支給するものであるといえます。

しかしながら、借受けが適当とされる場合等については、以下の通りとなっています。 

 

【障害者総合支援法】 

第七十六条 

 市町村は、障害者又は障害児の保護者から申請があった場合において、当該申請に係る障害者等

の障害の状態からみて、当該障害者等が補装具の購入、借受け又は修理（以下この条及び次条にお

いて「購入等」という。）を必要とする者であると認めるとき（補装具の借受けにあっては、補装

具の借受けによることが適当である場合として厚生労働省令で定める場合に限る。）は、当該障害

者又は障害児の保護者（以下この条において「補装具費支給対象障害者等」という。）に対し、当該

補装具の購入等に要した費用について、補装具費を支給する。 （後略） 

 

【障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則】（省令） 

（平成十八年厚生労働省令第十九号、改正：平成三十年三月二十二日 厚生労働省令三十一号） 

 

第六十五条の七の二 

一 身体の成長に伴い、短期間で補装具等の交換が必要であると認められる場合 

二 障害の進行により、補装具の短期間の利用が想定される場合 

三 補装具の購入に先立ち、複数の補装具等の比較検討が必要であると認められる場合 

 

これらをうけ、平成３０年度は、①義肢、装具、座位保持装置の完成用部品、②重度障害者用意思

伝達装置の本体、③歩行器、④座位保持椅子、の４種目が借受けの対象になります。なお、借受け基

準にある価格は、月額の上限額です。（開始月・終了月は、日割り計算になります。） 

（出展：平成３０年３月２３日  障発０３２３第３１号 「補装具費支給事務取扱指針について」） 
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（２）意思伝達装置における対応 

意思伝達装置（本体）は借受けで利用される可能性が高い種目です。しかし、すべての場合で借受

けとなるのではなく、原則は購入で、借受けによることが適当とされる場合には、購入に替えて借受

けを選択できることとなります。 

 言いかえると、病状の進行が急速でない疾患や障害の場合や、進行性疾患であっても、長期間にわ

たり継続して本体の利用が見込まれる場合には、借受けではなく、従前通り、購入に要する費用の支

給が妥当と思われます。 

 

省令をふまえて検討すると、意思伝達装置の借受けが適当とされる場合は、 

 ① 病状の進行により装置の見直しを伴う支給 

 ② ＡＬＳ患者に対する早期支給 

 ③ 幼小児における言語獲得状況に応じた装置の見直しを伴う支給 

等が考えられます。 

 

なお、借受けの対象は本体のみであり、入力装置（スイッチ）等は必要な物は購入し、組み合わせ

ていくことになります。借受けを有効に利用することで、進行状況に合わせてタイムリーな機種変更

が可能になるなど利用者の利便性につながることが考えられます。そのため、判定においてもより迅

速さが求められます。 

 

【借受けの対象について】 

 

① 病状の進行により装置の見直しを伴う支給 

ＡＬＳなどの神経筋疾患の場合、障害の進行に合わせて意思伝達装置（本体）の名称・基本構造の

変更が必要になる場合があります。併せて使用できる入力装置（スイッチ）の変更も対応していくこ

とになりますが、入力装置（スイッチ）等本体以外の必要な物は購入を組み合わせていくことになり

ます。本体は購入ではなく名称・基本構造の変更も含めて借受けを延長して繋いでいくイメージです。 

また、病状の進行が速く、短期間のうちに使用が困難になる事例も想定されます。借受けの適否の

判断にあたっては、主治医から今後の進行の早さなど詳細な情報を得ることが必要になります。 

 

② ＡＬＳ患者に対する早期支給 

意思伝達装置の導入にあたって有用なのか、使えるのかを実際に見極めるために借受けで使用する

ことも考えられます。購入が前提であれば入力装置（スイッチ）等の付属品を購入で、本体は借受け

で進めることも可能ですが、導入段階では購入に至るかが判断できない場合も考えられます。 

貸付業者、他の支援機関がスイッチ等の付属品をデモ機として用意できるかなど、地域によって対

応が異なることが予測され、今後の課題です。 

 

③ 幼小児における言語獲得状況に応じた装置の見直しを伴う支給 

障害児の場合は、成長に伴う言語発達の状況に合わせて意思伝達装置の機能変更が必要になること

があります。この場合は、障害の進行というより言語の獲得により使用する装置をタイムリーに変更

できるように、購入ではなく借受けでの対応が有効であると判断できる事例が対象になります。借受

けの適否の判断にあたっては、主治医や言語聴覚士等から詳細な情報を得るなどの連携が必須です。 

 

⇒ 後に示す【想定されるケースの例】を参考にしてください。 
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【借受けの判断とその後の対応について】 

 

これまで長期間の利用が見込めないという理由で、補装具の申請をためらっていた方、あるいは支

給決定に慎重であった自治体には、そのような懸念を払拭できることになります。 

しかし借受けは、更生相談所の直接判定あるいは医師意見書による文書判定により意思伝達装置の

必要性が認められることが前提になります。本体は購入より、借受けが適切と判断できる場合、原則

１年までの期間で借受け費の支給決定を行います。 

 

借受けを選択した場合、使用効果をモニタリングし、借受け期間が終了する前に、今後の延長の必

要性について判断が求められます。このとき、申請者の身体状況や生活環境の変化に応じて借受けの

延長を行うか、購入に至るかを検討することになります。いずれの場合においても、補装具費支給の

空白期間ができないようにすることが必要です。もちろん借受け契約期間内に本体の変更が必要にな

る場合は契約期間終了を待つ必要はありません。 

継続して借受けの対象となる場合においても、購入する場合においても、真に利用できることを確

認するとともに、不具合があれば、その改善も必要です。このとき、入力装置（スイッチ）の不適合

があれば、交換（修理）申請を行うことになります。借受けの延長を繰り返しながら入力装置（スイ

ッチ）の変更や本体自体の機種変更などが有効な場合もあると考えられます。 

 

【適切な借受けに資する医師意見書や連携】 

 

① 医師意見書の在り方 

神経難病等の進行性の疾患の場合は、今後の進行予測として、障害の進行状況、１年後にどうなっ

ているかの予測を医学的な立場から明記することが必須です。 

比較的に早期の申請の場合、人工呼吸器を装着している場合、病状の進行がそれほど早くない場合、

入力装置（スイッチ）の交換を行うことで長期間（概ね３年程度を目途）の利用が見込まれるとされ

た場合等は、借受けではなく、従来通りの購入が適当と判断する目安になるといえます。 

意見書作成は、それらの状況もふまえて、主治医（難病指定医）との連携が不可欠です。 

 

② 更生相談所の役割 

文書判定の場合は意見書作成医、中間ユーザ、貸付事業者と連携を図り、より多くの情報を得て、

根拠のある判定をすることが重要です。 

特に、児童の意思伝達装置においては、言語発達面の予測から本体の変更が１年程度で必要になる

見込みを医学的見地から明記することが重要です。特に、言語発達面においては、言語聴覚士や療育

に関わる指導者等とのかかわり方の影響もあるので、多くの情報が必要です。 

 

【体験（デモ）との相違】 

 

 補装具の借受けは、単なるデモ（体験）や短期間のお試しではありません。補装具は、「障害者等の

身体に装着することにより、その日常生活において又は就労若しくは就学のために、同一の製品につ

き長期間にわたり継続して使用されるものであること。」が原則です。つまり、補装具としての意思伝

達装置は継続して利用することが見込まれるが、入力装置（スイッチ）同様に、本体の交換が必要に

なり、交換によって意思伝達装置を長期間利用できるようにすることが、借受けの目的といえます。 

 そのため、借受けであっても、先だって、機種候補の選択や利用継続の見込みがあること（使用訓

練により、その見込みが得られることを含む）が大切であるともに、申請者の意思により安易な中断

や短期間に次々に要求がある場合には、意思伝達装置の必要性に対して疑義が生じるといえます。 
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【想定されるケースの例】  

 

①病状の進行により装置の見直しを伴う支給 

 

項  目 内   容 

障害状況等 【指針（別表）】音声・言語機能障害及び神経・筋疾患 

≪具体的状態≫ 

実用的な音声による意思疎通が困難であり、かつ 神経筋疾患による両上下肢障害の

ため手指の可動域・押下力が制限され、一般的なキーボード等による機器操作が困難

である者 

性別・年齢 （特に想定しない） 

原因疾患名 筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ） 

製品種目 重度障害者用意思伝達装置（文字等走査入力方式） 

重度障害者用意思伝達装置（生体現象方式） 

借受けの場合 障害の進行への対応 

ケースの概要 対象者は、ＡＬＳの進行により、四肢の運動機能が低下し僅かな手指の随意運動が確認

できる程度である。また、呼吸も弱くかすかな発声は可能であるが、慣れた家族・介護

者でないと聞き取りが困難な場合が増え、重度障害者用意思伝達装置の適用対象者にな

った。 

しかし、購入費を支給した際の機種構成のままでは、長期間にわたる継続利用が見込め

ず、入力装置のみならず本体の変更が必要になることも想定されることが、医師意見書

等で確認された。 

そのため、購入ではなく借受けを適とする判定となった。 

借受け利用の有用性 ・重度障害者用意思伝達装置（文字等走査入力方式）の利用が困難になった場合、重度

障害者用意思伝達装置（生体現象方式）への変更が可能である。 

・借受け期間の更新（再申請）において、入力装置（スイッチ）の適合評価が再度実施

されるため、入力装置（スイッチ）交換が必要な場合が、確認されやすい。 

特記事項 ・借受け期間を最長１年とする。１年後に継続して利用が見込める場合には、再び借受

けの申請を行うものとする。（借受け中の装置を、そのまま利用でき、さらに１年を

超えての継続利用がみこまれる場合には、購入申請することも可とする。） 

・再判定にあたっては、使用実績に加え、入力装置の適合について評価を行うこと。入

力装置の不適合がみられる場合には、再借受け期間の間の状態を想定した入力装置交

換（修理対応）を合わせて行うこと。 

・文字等走査入力方式から、生体現象方式等への装置変更は判定の上での決定となる。

（その反対は機器の構成上、逆行案件となるので認められない。）なお、病状の進行

状況によっては、生体現象方式の習熟のために、一定期間の併用を認めることも可と

する。（長期にわたり併用することを想定している場合には、２個支給に該当する場

合があるので、留意すること。） 

※本モデルケースは、架空の事例で想定したものであり、適・不適の判断の根拠として使用しないで下さい。 

適・不適の判断には、実際の事例において、身体状況や生活環境等を十分に検討し、判断して下さい。 
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②ＡＬＳ患者に対する早期支給 

 

項  目 内   容 

障害状況等 【指針（別表）】音声・言語機能障害及び神経・筋疾患 

≪具体的状態≫ 

実用的な音声による意思疎通が困難であり、かつ 神経・筋疾患による両上下肢障

害のため手指の可動域・押下力が制限され、一般的なキーボード等による機器操作

が困難である者 

 

【平成２５年２月１２日自治体担当者会議資料（Ｐ９７）】 

筋萎縮性側索硬化症等の進行性疾患においては、急速な進行により支給要件を満た

すことが確実と診断された場合は、早期支給を行うように配慮する必要がある。 

≪具体的状態≫ 

まだ、前項の要件に達していないが、医師意見書により病状の進行により 1年以内

に要件を満たすことが想定され、事前評価等から、それまでに重度障害者用意思伝

達装置の操作による意思疎通手段の確立が必要かつ見込まれる者 

性別・年齢 （特に想定しない） 

原因疾患名 筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ） 

製品種目 重度障害者用意思伝達装置（文字等走査入力方式） 

借受けの場合 障害の進行への対応、仮合わせ前の試用 

ケースの概要 対象者は、ＡＬＳの告知後約２年が経過し、四肢の運動機能や呼吸機能の低下が顕著

になるが、まだ、代替マウス等で PCの利用も可能であり、かすかな発声も可能である。 

しかし、今後気管切開を予定していることや、病状の進行が早く PC操作も困難になる

と予測されることが、医師意見書等で確認された。 

そのため、利用環境構築を目的として、早期支給としての借受けを適とする判定とな

った。 

借受け利用の有用性 ・他の手段での意思疎通が不可能になる前に重度障害者用意思伝達装置を利用できる

ようにすることで、意思表出が不可能となく期間を生じないように備えることがで

きる。 

・急速な進行で、長期間にわたり重度障害者用意思伝達装置（文字等走査入力方式）

の利用が見込めないことが危惧される場合にも、早期支給により利用期間を長くす

ることとなり、効果的な支給となる。 

・患者にあたっては、想定できる利用期間が短いことで購入申請をためらうことが危

惧されるが、借受けであれば申請をためらうことが軽減される。 

特記事項 ・早期支給を行う配慮は、操作方法の習得および生活環境との適合が目的であり、申

請にあっては複数の機種を比較する目的ではないことに留意すること。 

・借受け期間を最長１年とする。借受け期間の終了前には、早期支給対象でない通常

の支給対象として、「病状の進行により装置の見直しを伴う支給」とし、借受けまた

は購入の申請を行い、判定をうけること。 

※本モデルケースは、架空の事例で想定したものであり、適・不適の判断の根拠として使用しないで下さい。 

適・不適の判断には、実際の事例において、身体状況や生活環境等を十分に検討し、判断して下さい。 
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③幼小児における言語獲得状況に応じた装置の見直しを伴う支給 

 

項  目 内   容 

障害状況等 【指針（別表）】音声・言語機能障害及び神経・筋疾患 

≪具体的状態≫ 

実用的な音声による意思疎通が困難であり、かつ 神経・筋疾患による両上下肢障害

のため手指の可動域・押下力が制限され、一般的なキーボード等による機器操作が困

難である児 

性別・年齢 ４歳・女性 

原因疾患名 脊髄性筋萎縮症（ＳＭＡ）・Ⅰ型 

製品種目 重度障害者用意思伝達装置（文字等走査入力方式） 

  ・簡易なもの または 簡易な環境制御機能が付加されたもの 

  ・通信機能を有するもの 

借受けの場合 障害の進行への対応、成長への対応 

（「運動機能は低下するが言語の獲得によりスキルが向上する場合があることに留意す

る」に該当） 

ケースの概要 対象者は、生後間もなく確定診断を受け、１歳までに気管切開を行い、人工呼吸器を装

着している。現在は、かすかな発声は可能であるが、慣れた家族・介護者でないと聞き

取りが困難である。また、手指をはじめとする四肢運動機能の発達も遅く筆記は困難で

ある。日常生活において呼びかけを正しく理解し、返答できるが、長文を用いる意思表

出が大変であり、重度障害者用意思伝達装置の適用対象者になった。 

加えて、療育により言語獲得を行いその発達段階であることから、現状のコミュニケー

ション能力が数年の間に向上することが見込まれ、適用機種の変更が必要になることが

想定されるため、借受けを適とする判定となった。 

借受け利用の有用性 ・当初は、簡易な機種を用いることで、学齢およびその前における言語獲得期において、

定型句やシンボルの併用から５０音を確実に修得できる。 

・その後に漢字を含む文字選択や、通信機能を備える装置を使うことで、言語発達及び

生活環境の変化に対応する機種への変更が可能になる 

特記事項 ・コミュニケーション能力は、「コミュニケーション発達に関する里程標」、「ＫＩＤＳ  

乳幼児発達スケール」、「LCSA  学齢版 言語・コミュニケーション発達スケール」

等を用いて客観的に判断すること。 

・小児期（就学）に合わせて、漢字の利用が見込まれ、漢字変換が可能な装置への変更

を想定していること。なお、変更にあたっては操作方法の習得のために、一定期間（短

期間）の併用を認めることも可とする（長期にわたり併用することを想定している場

合には、２個支給に該当する場合があるので、留意すること。） 

・教育目的として、学校側からの希望ではなく、本人・保護者の希望により生活場面で

の利用を希望していること。 

※本モデルケースは、架空の事例で想定したものであり、適・不適の判断の根拠として使用しないで下さい。 

適・不適の判断には、実際の事例において、身体状況や生活環境等を十分に検討し、判断して下さい。 
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２．重度障害者用意思伝達装置の支給判定について 

２．２ 特例補装具費としての判定 一部改定（一部差替） 

 

【参考：特例補装具費の支給例】 

 

◎ 視線入力方式による意思伝達装置の例 

平成２９年度までは、視線入力方式による意思伝達装置については、その構成によっては、利用

目的としては、意思伝達であることから補装具費における「重度障害者用意思伝達装置」の種目に

該当し、当該装置の「視線入力方式」は、操作方法（名称）に規定されていないことから特例補装

具に該当する可能性があるとしていました。 

今般、平成３０年の告示改正では、修理基準に「視線検出式入力装置（スイッチ）交換」が追加

されたことにより、原則はこの基準での対応となります。しかしながら、他の入力装置（スイッチ）

で操作可能な文字等走査入力方式の本体に対して視線検出式入力装置（スイッチ）を後付けする以

外に、以前からの一体型の製品も引き続き販売されています。 

 

この一体型の場合は、価格と機能をふまえて検討すると、その基準額（本体価格＋入力装置価格

の積算額）を大きく超えることになり、同等安価の考え方には合致しません。しかしながら、申請

者が一体型を希望した場合、指針にあるように、「身体障害者・児の障害の現症、生活環境その他真

にやむを得ない事情」について厳格な判定が必要です、その上、個々の申請者の環境から適切な判

断を行った結果、申請者にとって一体型が真に必要であり、それが最も合理的と考えられるならば、

特例補装具費としての支給対象になる可能性があります。 
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Ａ．重度障害者用意思伝達装置の基礎知識 

Ａ．１「重度障害者用意思伝達装置」とは 

 

＜主な意思伝達装置の機能比較＞ 確認・改定中 

 

＜主な意思伝達装置の価格等＞   一部改定（差替） 

 

（２０１８年２月１日現在、価格には設置料・運送料等は含めていません） 

［17010x］は、補装具種目名称別コードです。 

製品名 メーカー 価格 写真、備考等 

（１）ａ．文字等走査入力方式（簡易なもの）［170102］ 

（該当なし）   

 

（１）ｂ１．文字等走査入力方式（簡易な環境制御機能が付加されたもの）［170103］ 

レッツ・ 

チャット 

パナソニッ

クエイジフ

リー株式会

社 

 

販売社変更 

¥168,000（非課税） 

専用機（専用筐体） 

 

（１）ｂ２．文字等走査入力方式（高度な環境制御機能が付加されたもの）［170104］ 

（１）ｃ．文字等走査入力方式（通信機能が付加されたもの）［170105］ 

伝の心 

株式会社日

立ケーイー

システムズ 

¥450,000（非課税） 

専用機（組込装置） 

 

話想 
企業組合 

Ｓ．Ｒ．Ｄ 

¥450,000（非課税） 

「パソコン＋ソフ

トウェア」のセット 

（専用機に準ずる） 
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ＴＣスキャン 

 

（トビー 

ＰＣＥｙｅの 

後継機） 

株式会社ク

レアクト 

¥450,000（非課税） 

「パソコン＋ソフ

トウェア」のセット 

（専用機に準ずる） 

 

（２）生体現象方式 ［170105］ 

新心語り 

 

（心語りの 

後継機） 

ダブル技研

株式会社 

 

販売社変更 

¥456,000（非課税） 

専用機（専用筐体） 

 

ＭＣＴＯＳ 

（マクトス） 

Ｍｏｄｅｌ 

 ＷＸ 

株式会社テ

クノスジャ

パン 

¥380,000（非課税） 

 

ＭＣＴＯＳ 

（マクトス） 

Ｍｏｄｅｌ 

 ＦＸ 

株式会社テ

クノスジャ

パン 

￥380,000（税別） 

（税込 ￥410,400） 

専用機（専用筐体） 

 

（３）それ以外（（１）に準ずる一体型視線入力方式） 

（一部の市町村では特例補装具費の対象になる場合があります）［170100］ 

マイ・トビー 

Ｉ１５ 

 

（マイ・トビー 

Ｃ１５の 

後継機） 

株式会社ク

レアクト 

¥1,390,000 

（非課税） 

専用機（専用筐体） 

 

外部スイッチによる走査入力にも対応 

（３）それ以外（ （１）／（２）以外 ）の方式 

（一部の市町村では特例補装具費の対象になる場合があります）［170100］ 

ルーシー 
ダブル技研

株式会社 

¥450,000（非課税） 

専用機（専用筐体） 

 

外部スイッチによる走査入力にも対応 
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ソフトウェアをパソコンに組み込むことで専用機器となるもの （ （１）に準ずる ） 

（一部の市町村では特例補装具費の対象になる場合があります）［170100］ 

オペレート 

ナビＴＴ 

テクノツー

ル株式会社 

¥73,290（税込） 

ソフトウェアのみ

（別途パソコン、コ

ントローラ等が必

要） 
 

ボードメーカー

withスピーキン

グダイナミカリ

プロ 

Ｖｅｒ．６ 

株式会社ア

クセス・イン

ターナショ

ナル 

¥125,790（税込）

ソフトウェア（別途

パソコン等が必要） 

 
 

写真は、旧バージョンのものです 

トーキングエイ

ド for iPad 

株式会社ユ

ープラス 

¥8,400（税込） 

ソフトウェアのみ

（別途 iPad、コン

トローラ等が必要） 

 

 

 

 

 

 

外部スイッチによる走査入力にも対応 

トビーコミュニ

ケーター5 

 

（バージョン 

アップ） 

株式会社ク

レアクト 

¥120,000(税別) 

ソフトウェアのみ

（別途パソコン、コ

ントローラ等が必

要） 
 

 

 

 

（詳細確認中の新製品） 

OriHimeEye  
株式会社オリ

ィ研究所 

¥450,000（非課税） 

ソフトウェア（パソ

コンにインストー

ル済み） 

構成 

・OriHime eye 用 PC  

・視線入力装置 (オプション) 

・パソコン固定台 (オプション) 

（HP より引用） 
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OriHime 

switch   

株式会社オリ

ィ研究所 

¥450,000（税別） 

ソフトウェア（パソ

コンにインストー

ル済み） 

構成 

・OriHime スイッチ用 PC  

・スイッチコネクター  

・高感度スイッチ (オプション)  

・パソコン固定台 (オプション) 

（HP より引用） 

Miyasuku 

EyeConSW   

株式会社ユニ

コーン 

¥450,000（税別） 

ソフトウェア（パソ

コンにインストー

ル済み） 

構成 

・miyasuku EyeConSW アプリ 

・視線入力装置 

・ノートパソコン本体 

・miyasuku 専用スイッチボックス 

（HP より引用） 

 

 ※この他にも、意思伝達装置となる場合もあります。 

  また、詳しい仕様等は、ホームページ等を参照して下さい。 

  写真（イラスト）は、各社からのご提供または、各社ホームページからの引用です。 

 

 製品情報は、 

  「重度障害者用意思伝達装置データベース」（ http://rel.chubu-gu.ac.jp/com-assist/jsca/ ） 

 で検索できます。 

 

 

（参考掲載） 

 

今回の改定において、後継機への移行が確認でき、掲載を削除するもの 

 

製品名 メーカー 価格 写真、備考等 

心語り 

エクセル・オ

ブ・メカトロ

ニクス株式

会社 

¥470,000（非課税） 

 

トビー 

ＰＣＥｙｅ 

株式会社ク

レアクト 

構成により異なり

ますので、販売店に

ご確認下さい。 
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マイ・トビー 

Ｃ１５ 

株式会社ク

レアクト 

¥1,700,000（税別） 

専用機（専用筐体） 

 

外部スイッチによる走査入力にも対応 

 

今回の改定において、販売中止が確認でき、掲載を削除するもの 

 

製品名 メーカー 価格 写真、備考等 

ハート 

アシスト 

 

明電ソフト

ウェア株式

会社 

¥207,900（送料、

税込） 

「PDA＋ソフトウ

ェア」のセット 
 

※送料は、補装具費の対象外です 

Spring 絆 

アイ・エム・

アイ株式会

社 

¥1,300,000（税別） 

専用機 

 

ディスカバープ

ロ with インテ

リスイッチ 

株式会社ア

クセス・イン

ターナショ

ナル 

¥147,000（税込） 

ソフトウェア＋コ

ントローラ（別途パ

ソコン等が必要） 
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【注記】 

２０１８年３月２０日発行の冊子版（全国の身体障害者更生相談所、市町村・東京都特別区へ発送し

たもの）の印刷後、告示等の改正が公示されました。 

 

・本文中で以下の内容を差し替えております。 

 

Ｐ８ 【障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則】（省令） 

冊子版 

（平成十八年厚生労働省令第十九号、社会保障審議会障害者部会での検討を経て意見募集中） 

１．身体の成長に伴い、補装具の短期間での交換が必要であると認められる場合 

２．障害の進行により、補装具の短期間の利用が想定される場合 

３．補装具の購入に先立ち、比較検討が必要であると認められる場合 
 

ＰＤＦ版 

（平成十八年厚生労働省令第十九号、改正：平成三十年三月二十二日 厚生労働省令三十一号） 

第六十五条の七の二 

一 身体の成長に伴い、短期間で補装具等の交換が必要であると認められる場合 

二 障害の進行により、補装具の短期間の利用が想定される場合 

三 補装具の購入に先立ち、複数の補装具等の比較検討が必要であると認められる場合 

 

 

・また、告示および指針の改正は、以下の公示・発出されました。掲載内容（パブリックコメントで

の改正案等）について変更された箇所はありません。 

 

【告示】「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」 

（平成１８年９月２９日 厚生労働省告示５２８号）  は 

「補装具の種目、購入、修理又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」ではなく 

「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」となりました。 

（改正：平成３０年３月２３日 厚生労働省告示１２１号） 

 

※内容（借受け基準、修理基準の追加）に関しいては変更がありません。 

 誤記の修正（簡易な環境制御機能が付加されたものに対する備考）のみを行ってお

ります。 

 

【指針】「補装具費支給事務取扱指針について」 

（平成１８年９月２９日  障発第０９２９００６号、 

改正：平成２７年３月２１日 障発０３３１第３号）） は廃止され、 

「補装具費支給事務取扱指針について」（平成３０年３月２３日  障発０３２３第３１号） 

    となりました。 

 

その他、「トーキングエイド for iPad」の価格が改定前のものでしたので、修正しました。 

 



 

 

 

＜おことわり＞ 

本ガイドラインで紹介している製品は、説明における一例であり、当委員会が特に推奨している

ものではありません。 

また、利用者個人への適合・適応についても、個人差があるため絶対的な評価を示す物でもあり

ません。 

製品に関する保証、適応状況等のお問い合わせは各メーカー等へお願い致します。 

 

 

編集・発行                                      

 

編集：日本リハビリテーション工学協会 

    「重度障害者用意思伝達装置」導入ガイドライン検討委員会 

 

 （内容以外の問い合わせ先） 

          一般社団法人日本リハビリテーション工学協会事務局 

         〒235-0033 神奈川県横浜市磯子区杉田 2-7-20 

         電話：045-353-8364  FAX：045-353-8365 

         E-mail：resja＠resja.or.jp 

 

（監修／内容に関する問い合わせ先） 

「補装具費支給制度における種目の構造と基準額設定のあり方に関する調査研究」班 

研究分担者 井村 保 

（中部学院大学 看護リハビリテーション学部 理学療法学科 教授） 

          〒501-3993 岐阜県関市桐ヶ丘２丁目１番地 

            電話＆ＦＡＸ：0575-24-9334（研究室直通） 

         E-mail：com-gl＠resja.or.jp 

 

 

発行：２０１８年３月２０日（印刷版） 

   ２０１８年４月１９日（修正：ＰＤＦ版） 

       

本冊子は、平成２９年度厚生労働科学研究費補助金・障害者政策総合研

究事業（身体・知的等障害分野）「補装具費支給制度における種目の構造と

基準額設定のあり方に関する調査研究」の一部として、告示の改定にあわ

せて作成したものです。 

作成にあたっては、厚生労働省・障害保健福祉部自立支援振興室、（公財）

テクノエイド協会から情報提供等のご協力を頂いています。 

 

無断複写・転載はお断りします。 

掲載内容のフォローは、http://www.resja.or.jp/com-gl/ にて掲載予定です。 
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