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福祉用具唯一の
流通事業者団体として
果たすべき役割

社団法人日本福祉用具供給協会
理事長　山下　一平

世界的にも急速な高齢化が進むなか、先日公表

された、厚生労働省の「将来推計人口」において、

2060 年には高齢化率が約 40％になるという試算が

出されました。これは前回の推計とほぼ同じで、我

が国は現在もうすでに高齢社会と呼ばれております

が、現在の 24％弱という数字から、やがてはこの倍

近くになるということです。高齢者人口が増加する

一方で、それを支える現役世代の人口は減少し、そ

う遠くない未来において、現役世代 1 人で高齢者 1

人を支える社会が到来することになります。どんな

社会なのか、具体的にはなかなか想像することすら

難しいですが、今後、介護を支えるマンパワー不足

の問題はより深刻になることは間違いないでしょう。

このような社会において、福祉用具こそが救世主に

なると私は確信しています。

しかし残念ながら、福祉用具に対する一般認識は

まだまだ低いといったのが現状です。少子高齢化に

向け、大きく社会構造が変化する中で、福祉用具サ

ービスという新しくて有益なサービスが正しく評価

されていくためには、大きく分けて 2 つの大事なポ

イントがあると考えます。1 つは質の高いサービス

の提供であり、もう 1 つはそのサービスによっても

たらされる高い有益性や素晴らしい効果についての

一般社会に対する啓発活動です。

待ちに待ったサービスの質 
向上のための制度改正

2000 年に介護保険制度がスタートし、早 12 年。

今年はいよいよ 2 回目の制度改正の年になります。

2006 年の 1 回目の改正は、福祉用具について言え

ば利用者にとっても事業者にとっても悲惨なもので

した。要支援・要介護 1 については、ベッド・車い

すを含む 6 品目が、例外的なケースを除き保険給付

の対象外とされ、その結果、ベッドを必要とした軽

度認定者は、1 割の自己負担で借りられたものを実

費 10 割負担でレンタルするか、さもなければ利用

を諦めるしかありませんでした。また、事業者も大

量のベッドの在庫を抱えることになり、その対応に

追われることになりました。

しかし前回と違い、今回は充分納得のいくものと

なりました。福祉用具サービスにおいて、最も大き

な改正のポイントとして、「福祉用具サービス計画」

作成の義務化があります。制度改正に先立ち、昨年

度の見直し議論の中で、我々は「利用する方々が本

当に必要な時に必要なものを利用できる制度」の実

現をめざし、事業者団体の立場から積極的な発言を

続けてきました。その活動の成果が今回の制度見直

しにつながったことで、福祉用具がその利用効果を

最大限に発揮できる社会の実現へ一歩近づくことが

できました。福祉用具サービス計画の作成により、

確実に提供サービスのレベルアップが期待できる環

境になったといえます。

国は、「保険あってサービスなし」という状況を回

避することに注力するあまり、サービスの量的確保

ばかりに焦点を当ててきました。指定要件のハード

ルは低く設定され、その結果サービスの質も低くな

ってしまいました。当然福祉用具貸与も同様の状況

です。福祉用具をほとんど知らなくても福祉用具の

専門職として登録できる制度なのです。しかし、今

度の見直しにより、レベルダウンの流れを断ち切る

チャンスがやって来たと感じています。福祉用具サ

ービス計画が義務化されることで、これからはサー

ビスの質が問われる時代に突入することは間違いあ

りません。

今回の改正を青天の霹靂だと受け止める事業者も

いるかもしれません。しかし、福祉用具サービス計

画を立てることは、福祉用具レンタルが利用者本位

のサービスであるためには必要不可欠であり、事業

者はそうした導入の目的をしっかりと踏まえ、臨ん

でほしいと思います。

しかし現在、福祉用具事業者のサービスの質の格

差は大きいと感じています。　協会としては福祉用

具サービス計画の意義と作成方法・活用方法につい

ての研修を全国で開催し、事業者の適切な計画作成

の取り組みをサポートしていきたいと考えています。

しかしながら、会員事業者もそれほどゆとりがある

わけではなく、事業者自身も改正に向けて新たにや

るべきことも多い中、国や関連機関による「福祉用

具サービス計画」研修等に対する助成を切に要望し

ます。

福祉用具の認知度向上への 
ビッグチャンス

私を含め、「福祉用具ってこんなに良いものなの

に、なんでみんなわからないんだろう。とても残念

だ。」と関係者の大きなため息が聞こえてくるこの世

界。確かに一般の生活者であれば無縁のものであり、

情報が周りに流れていても関心がなく素通りしてい

ってしまうのは仕方がないかもしれません。

しかしながら、これからは今までとかなり様相が

変わってくるのです。本格的な高齢社会の到来とと

もに、国民の 4 割もが高齢者となり、その中のかな

りの人々がなんらかのかたちで障害を持つことにな

ります。たとえ自身が障害を持つ当事者ではなかっ

たとしても、必ず周りにそうした障害を持った人た

ちの存在を確認する時代になっていくと考えていま

す。つまり、超高齢社会の進展とともに一般の生活

者だから福祉用具は無縁のものという時代はやがて

終りを告げることになります。

また、もしマンパワーだけに頼る従来のかたちが

そのまま続くようであれば大変なことになると思い

ます。だから私たちが事業者団体として行う新しい

時代への速やかな移行のための啓発活動はとても重

要な意味があると考えています。

日本福祉用具供給協会の取り組んできた啓発活動

で代表的なものとして「福祉用具の日」があります。

これは 2002 年 10 月 1 日に創設された運動で、現

在当協会が事務局を務め、公益財団法人テクノエイ

ド協会、社団法人日本作業療法士協会、日本福祉用具・

生活支援用具協会（JASPA）、独立行政法人新エネル

ギー・産業技術総合開発機構（NEDO）とともに福

祉用具関連 5 団体で「福祉用具の日」推進協議会を

組織し、厚生労働省、経済産業省をオブザーバーに、

月 1 回程度の定期会議を開いています。

「福祉用具の日」は厚生労働省、経済産業省共管

の法律「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関す

る法律」（福祉用具法）の施行日、10 月 1 日にちなみ、

日にちが決定されました。「福祉用具の日」の推進運

動の目的は、まさにまだ福祉用具に関心のない一般

社会に対する福祉用具の啓発、存在のアピールです。

当協会では、例年各ブロックごとに啓発イベント

活動を行っており、昨年は 10 周年を迎えました。

また、推進協議会の記念事業として「福祉用具のあ

る風景」というテーマでフォトコンテストも開催さ

れ、296 作品もの応募がありました。福祉用具がよ

り多くの方に認知され、また少しでも生活の中に溶

け込んでいく一助になればと思います。

良いかたちの制度改正のあった今年こそは、気分

も新たに福祉用具サービス全体の質の向上を目指し、

関係団体と連携しながら、福祉用具業界全体として

盛り上げていきたいと考えています。
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厚生労働省老健局振興課
山下　陽子

福祉用具・住宅改修指導官

平成24年度

介護報酬改正について
はじめに

介護保険法が施行されて１２年が経過しようとしており
ます。介護保険の目的は、介護が必要となった状態の人が、
尊厳を維持し、その有する能力に応じて自立した日常生活
を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福
祉サービスに係る給付を行うことです。

介護保険制度に関する世論調査（内閣府、平成２２年）で、
「自分が介護を受けたい場所」に関する調査結果がありま
す。「現在の住まいで受けたい」が約３７％と最も多く、続
いて「介護保険施設に入所して介護を受けたい」と回答し
た人が約２６％、「介護付きの有料老人ホームや高齢者住
宅に住み替えて介護を受けたい人」が約１９％であり、現
在の住まいを希望すると答えた方が最も多い結果となりま
した（回答者数：３２７２名）。住み慣れた地域や住まいで
の自立生活を支えるためのサービスのひとつとして、福祉
用具・住宅改修を適切に取り入れることが重要です。

平成２４年度より福祉用具サービス、住宅改修について
一部改正があります。本稿ではまず、福祉用具サービス（福
祉用具貸与、特定福祉用具販売）において計画書の作成が
位置づけられた経緯とその概要、次に平成２４年度より介
護給付の対象となる福祉用具・住宅改修の種目について説
明いたします。
１．福祉用具サービス計画について

社会保障審議会介護給付費分科会（以下：給付費分科会）
において審議を行うための論点整理及び技術的な事項の検
討を行うため、「介護保険における保険給付の在り方に関
する検討会（以下：在り方検討会）が平成１９年に設置さ
れました。介護保険における福祉用具サービスの実態やそ
の有効性等について調査し、給付費分科会に報告する事が
その役割です。

在り方検討会は６回開催され、平成２３年５月に「議論
の整理」に３つの論点をまとめました。そのひとつに「専
門職の関与と適切なアセスメント・マネジメントの促進」
が挙げられ、達成する仕組みのひとつとして「福祉用具サ
ービス計画（議論の整理では個別援助計画と表現）」の位
置づけが提案されました。福祉用具専門相談員が福祉用具
の選定等について的確に整理し、利用者や介護者等に明示
する書類です。また関係者間で情報共有を深めるためのツ
ールにも成りえます。

（「議論の整理」全文は、厚生労働省ホームページにて
ご覧いただけます http://www.mhlw.go.jp/stf/

　　　　　　　　　shingi/2r9852000001dc41.html）
「議論の整理」でまとめられた論点については、第７７

回給付費分科会（平成 23 年７月 28 日開催）にて報告、

第８８回給付費分科会（平成２４年１月２５日開催）にお
いて、福祉用具サービス計画書の作成に関する規定を指定
基準（指定居宅サービス等の人員、施設及び運営に関する
基準）に位置づける事について諮問・答申がなされました。
内容は次の通りです。

指定福祉用具貸与及び指定特定福祉用具販売
・福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望お

よび置かれている環境を踏まえて、福祉用具貸与の目
標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内
容等を記載した福祉用具サービス計画を作成しなけれ
ばならないこと。

・福祉用具サービス計画は、既に居宅サービス計画が作成
されている場合は、その計画の内容に沿って作成しな
ければならないこと。

・福祉用具専門相談員は、福祉用具サービス計画の作成に
当たり、その内容について利用者またはその家族に対し
て説明し、利用者の同意を得なければならないこと。

・福祉用具専門相談員は、福祉用具サービス計画を作成し
た際には、当該福祉用具サービス計画を利用者に交付
しなければならないこと。

・福祉用具専門相談員は、福祉用具サービス計画の作成
後、当該計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて
当該計画の変更を行うこと。

（注：給付費分科会では「福祉用具サービス計画」と表現
されましたが、実際の運営基準では、「福祉用具貸与計画」

「特定福祉用具販売計画」となります。）
詳しい内容については、各都道府県介護保険主管部局宛

に通知を発出致しますので、そちらをご確認下さい。
２．新しく保険給付の対象となる福祉用具・住宅改修について

介護保険の給付対象となる福祉用具や住宅改修につい
て、利用者や保険者等の意見・要望を踏まえ、新たな種目・
種類の取り入れや拡充を行おうとする場合、「介護保険福
祉用具・住宅改修評価検討会」を実施します。保険者や関
連団体、一般公募で意見を募り、介護保険における福祉用
具・住宅改修の範囲の考え方（第１４回医療保険福祉審議
会老人保健福祉部会）を踏まえ審議します。この検討会は
３年に一度開催されており、平成２３年９月８日に開催さ
れた第６回検討会において、次の種目を保険給付の対象と
して認めてはどうかという結論になりました。

福祉用具貸与及び介護予防福祉用具
１）介助用ベルト（入浴介助用以外のもの）：「特殊寝台付

属品」の対象拡充。
２）自動排泄処理装置：便や尿が自動的に吸引されるもの

で、便や尿が直接触れない部分を貸与の対象とする。

特定福祉用具及び特定介護予防福祉用具
１）便座の底上げ部材：洋式便器の上において高さを補う

もの。「腰掛便座」の対象拡充。

住宅改修
１）通路の傾斜等の改修：「段差の解消」の対象拡充
２）扉の撤去：「引き戸等への扉の取り替え」の対象の拡充。
３）転落防止策の設置：「段差の解消」に際して必要とな

る工事の対象拡充。
このうち、新しく福祉用具貸与費の対象となる「自動排

泄処理装置」については、第８８回給付費分科会にて審議
頂きました。その他の５種目については対象範囲の拡充で
すので、各都道府県介護保険主管部局宛に発出する通知に
て詳細をご確認下さい。

　
福祉用具サービス計画の作成については、平成２４年４

月１日から義務付けられます。なお既に福祉用具サービス
を利用している利用者においては、経過措置の期間を設け
ますので、その期間に作成しご利用者にお渡しください。

おわりに
冒頭で述べました通り、平成２４年４月に介護報酬改定

が実施されます。改定のポイントとして、在宅サービスの
充実、自立支援型サービスの強化、医療と介護の連携等が
挙げられます。例えば訪問介護では、サービス提供責任者
と訪問リハビリテーションの理学療法士等が同時に利用者
宅を訪問し、共同で訪問介護計画を作成することを評価し
ます（生活機能向上連携加算）。これは利用者の居宅にお
ける生活機能向上を図る観点から位置づけられるもので
す。また、通所介護においては、個別機能訓練加算（Ⅱ）
が新設され、日常生活動作の維持・向上を目的とした訓練
の実施が評価されます。

福祉用具を利用しているケースであれば、それを用いて
ＡＤＬ訓練が行われるかも知れません。福祉用具サービス
計画書が的確に作成され、利用者の手元にあれば、前述の
サービスがより効果的に実施され、利用者の自立支援に資
する事につながります。

今後も福祉用具専門相談員をはじめ、関係者同士が更に
連携し、利用者の自立支援や介護負担軽減に資するサービ
スが提供されることを期待します。

※太赤字が改正箇所

11．福祉用具貸与費（１月につき）
１～３　（略）
４　要介護状態区分が要介護１である者に対して、厚生労働大
臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉
用具の種目（平成１１年厚生省告示第９３号）第１項に規定す
る車いす、《～略～》同告示１２項に規定する移動用リフトに係
る指定福祉用具貸与を行った場合は、福祉用具貸与費は算定し
ない。また、要介護状態区分が要介護１、要介護２又は要介護
３である者に対して、同告示１３項に規定する自動排泄処理装
置（尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。）に係る指定
福祉用具貸与を行った場合は、福祉用具貸与費は算定しない。
ただし、別に厚生労働大臣が定める者に対する場合については、
この限りではない。
　※自動排泄処理装置に係る厚生労働大臣が定める者は以下のとおり。

次のいずれにも該当する者
　　（一）　排便において全介助を必要とする者
　　（二）　移乗において全介助を必要とする者　

●指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 ●指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

※太赤字が改正箇所

11．介護予防福祉用具貸与費（１月につき）

４　要支援者に対して、厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及
び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目（平成 11 年厚生
省告示第 93 号）第１項に規定する車いす、同告示第２項に規定
する車いす付属品、同告示第３項に規定する特殊寝台、同告示
第４項に規定する特殊寝台付属品、同告示第５項に規定する床
ずれ防止用具、同告示第６項に規定する体位変換器、同告示第
11 項に規定する認知症老人徘徊感知機器、同告示第 12 項に規
定する移動用リフト及び同告示第 13 項に規定する自動排泄処理
装置（尿を自動的に吸引する機能のみのものを除く。）に係る指
定介護予防福祉用具貸与を行った場合は、指定介護予防福祉用
具貸与費は算定しない。ただし、別に厚生労働大臣が定める者
に対する場合については、この限りでない。

●厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用
具貸与に係る福祉用具の種目

１～１２　（略）
１３　自動排泄処理装置
尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経
路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであっ
て、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できる
もの。（交換可能部品（レシーバー、チューブ、タンク等のうち、
尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介
護を行う者が容易に交換できるもの）を除く。）

●厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉
用具の種目及び厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉
用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目

１　（略）
２　自動排泄処理装置の交換可能部品
３～５　（略）
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厚生労働省老健局振興課
山下　陽子

福祉用具・住宅改修指導官

平成24年度

介護報酬改正について
はじめに

介護保険法が施行されて１２年が経過しようとしており
ます。介護保険の目的は、介護が必要となった状態の人が、
尊厳を維持し、その有する能力に応じて自立した日常生活
を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福
祉サービスに係る給付を行うことです。

介護保険制度に関する世論調査（内閣府、平成２２年）で、
「自分が介護を受けたい場所」に関する調査結果がありま
す。「現在の住まいで受けたい」が約３７％と最も多く、続
いて「介護保険施設に入所して介護を受けたい」と回答し
た人が約２６％、「介護付きの有料老人ホームや高齢者住
宅に住み替えて介護を受けたい人」が約１９％であり、現
在の住まいを希望すると答えた方が最も多い結果となりま
した（回答者数：３２７２名）。住み慣れた地域や住まいで
の自立生活を支えるためのサービスのひとつとして、福祉
用具・住宅改修を適切に取り入れることが重要です。

平成２４年度より福祉用具サービス、住宅改修について
一部改正があります。本稿ではまず、福祉用具サービス（福
祉用具貸与、特定福祉用具販売）において計画書の作成が
位置づけられた経緯とその概要、次に平成２４年度より介
護給付の対象となる福祉用具・住宅改修の種目について説
明いたします。
１．福祉用具サービス計画について

社会保障審議会介護給付費分科会（以下：給付費分科会）
において審議を行うための論点整理及び技術的な事項の検
討を行うため、「介護保険における保険給付の在り方に関
する検討会（以下：在り方検討会）が平成１９年に設置さ
れました。介護保険における福祉用具サービスの実態やそ
の有効性等について調査し、給付費分科会に報告する事が
その役割です。

在り方検討会は６回開催され、平成２３年５月に「議論
の整理」に３つの論点をまとめました。そのひとつに「専
門職の関与と適切なアセスメント・マネジメントの促進」
が挙げられ、達成する仕組みのひとつとして「福祉用具サ
ービス計画（議論の整理では個別援助計画と表現）」の位
置づけが提案されました。福祉用具専門相談員が福祉用具
の選定等について的確に整理し、利用者や介護者等に明示
する書類です。また関係者間で情報共有を深めるためのツ
ールにも成りえます。

（「議論の整理」全文は、厚生労働省ホームページにて
ご覧いただけます http://www.mhlw.go.jp/stf/

　　　　　　　　　shingi/2r9852000001dc41.html）
「議論の整理」でまとめられた論点については、第７７

回給付費分科会（平成 23 年７月 28 日開催）にて報告、

第８８回給付費分科会（平成２４年１月２５日開催）にお
いて、福祉用具サービス計画書の作成に関する規定を指定
基準（指定居宅サービス等の人員、施設及び運営に関する
基準）に位置づける事について諮問・答申がなされました。
内容は次の通りです。

指定福祉用具貸与及び指定特定福祉用具販売
・福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望お

よび置かれている環境を踏まえて、福祉用具貸与の目
標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内
容等を記載した福祉用具サービス計画を作成しなけれ
ばならないこと。

・福祉用具サービス計画は、既に居宅サービス計画が作成
されている場合は、その計画の内容に沿って作成しな
ければならないこと。

・福祉用具専門相談員は、福祉用具サービス計画の作成に
当たり、その内容について利用者またはその家族に対し
て説明し、利用者の同意を得なければならないこと。

・福祉用具専門相談員は、福祉用具サービス計画を作成し
た際には、当該福祉用具サービス計画を利用者に交付
しなければならないこと。

・福祉用具専門相談員は、福祉用具サービス計画の作成
後、当該計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて
当該計画の変更を行うこと。

（注：給付費分科会では「福祉用具サービス計画」と表現
されましたが、実際の運営基準では、「福祉用具貸与計画」

「特定福祉用具販売計画」となります。）
詳しい内容については、各都道府県介護保険主管部局宛

に通知を発出致しますので、そちらをご確認下さい。
２．新しく保険給付の対象となる福祉用具・住宅改修について

介護保険の給付対象となる福祉用具や住宅改修につい
て、利用者や保険者等の意見・要望を踏まえ、新たな種目・
種類の取り入れや拡充を行おうとする場合、「介護保険福
祉用具・住宅改修評価検討会」を実施します。保険者や関
連団体、一般公募で意見を募り、介護保険における福祉用
具・住宅改修の範囲の考え方（第１４回医療保険福祉審議
会老人保健福祉部会）を踏まえ審議します。この検討会は
３年に一度開催されており、平成２３年９月８日に開催さ
れた第６回検討会において、次の種目を保険給付の対象と
して認めてはどうかという結論になりました。

福祉用具貸与及び介護予防福祉用具
１）介助用ベルト（入浴介助用以外のもの）：「特殊寝台付

属品」の対象拡充。
２）自動排泄処理装置：便や尿が自動的に吸引されるもの

で、便や尿が直接触れない部分を貸与の対象とする。

特定福祉用具及び特定介護予防福祉用具
１）便座の底上げ部材：洋式便器の上において高さを補う

もの。「腰掛便座」の対象拡充。

住宅改修
１）通路の傾斜等の改修：「段差の解消」の対象拡充
２）扉の撤去：「引き戸等への扉の取り替え」の対象の拡充。
３）転落防止策の設置：「段差の解消」に際して必要とな

る工事の対象拡充。
このうち、新しく福祉用具貸与費の対象となる「自動排

泄処理装置」については、第８８回給付費分科会にて審議
頂きました。その他の５種目については対象範囲の拡充で
すので、各都道府県介護保険主管部局宛に発出する通知に
て詳細をご確認下さい。

　
福祉用具サービス計画の作成については、平成２４年４

月１日から義務付けられます。なお既に福祉用具サービス
を利用している利用者においては、経過措置の期間を設け
ますので、その期間に作成しご利用者にお渡しください。

おわりに
冒頭で述べました通り、平成２４年４月に介護報酬改定

が実施されます。改定のポイントとして、在宅サービスの
充実、自立支援型サービスの強化、医療と介護の連携等が
挙げられます。例えば訪問介護では、サービス提供責任者
と訪問リハビリテーションの理学療法士等が同時に利用者
宅を訪問し、共同で訪問介護計画を作成することを評価し
ます（生活機能向上連携加算）。これは利用者の居宅にお
ける生活機能向上を図る観点から位置づけられるもので
す。また、通所介護においては、個別機能訓練加算（Ⅱ）
が新設され、日常生活動作の維持・向上を目的とした訓練
の実施が評価されます。

福祉用具を利用しているケースであれば、それを用いて
ＡＤＬ訓練が行われるかも知れません。福祉用具サービス
計画書が的確に作成され、利用者の手元にあれば、前述の
サービスがより効果的に実施され、利用者の自立支援に資
する事につながります。

今後も福祉用具専門相談員をはじめ、関係者同士が更に
連携し、利用者の自立支援や介護負担軽減に資するサービ
スが提供されることを期待します。

※太赤字が改正箇所

11．福祉用具貸与費（１月につき）
１～３　（略）
４　要介護状態区分が要介護１である者に対して、厚生労働大
臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉
用具の種目（平成１１年厚生省告示第９３号）第１項に規定す
る車いす、《～略～》同告示１２項に規定する移動用リフトに係
る指定福祉用具貸与を行った場合は、福祉用具貸与費は算定し
ない。また、要介護状態区分が要介護１、要介護２又は要介護
３である者に対して、同告示１３項に規定する自動排泄処理装
置（尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。）に係る指定
福祉用具貸与を行った場合は、福祉用具貸与費は算定しない。
ただし、別に厚生労働大臣が定める者に対する場合については、
この限りではない。
　※自動排泄処理装置に係る厚生労働大臣が定める者は以下のとおり。

次のいずれにも該当する者
　　（一）　排便において全介助を必要とする者
　　（二）　移乗において全介助を必要とする者　

●指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 ●指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

※太赤字が改正箇所

11．介護予防福祉用具貸与費（１月につき）

４　要支援者に対して、厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及
び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目（平成 11 年厚生
省告示第 93 号）第１項に規定する車いす、同告示第２項に規定
する車いす付属品、同告示第３項に規定する特殊寝台、同告示
第４項に規定する特殊寝台付属品、同告示第５項に規定する床
ずれ防止用具、同告示第６項に規定する体位変換器、同告示第
11 項に規定する認知症老人徘徊感知機器、同告示第 12 項に規
定する移動用リフト及び同告示第 13 項に規定する自動排泄処理
装置（尿を自動的に吸引する機能のみのものを除く。）に係る指
定介護予防福祉用具貸与を行った場合は、指定介護予防福祉用
具貸与費は算定しない。ただし、別に厚生労働大臣が定める者
に対する場合については、この限りでない。

●厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用
具貸与に係る福祉用具の種目

１～１２　（略）
１３　自動排泄処理装置
尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経
路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであっ
て、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できる
もの。（交換可能部品（レシーバー、チューブ、タンク等のうち、
尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介
護を行う者が容易に交換できるもの）を除く。）

●厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉
用具の種目及び厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉
用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目

１　（略）
２　自動排泄処理装置の交換可能部品
３～５　（略）
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平成23年度選定士認定者一覧 （氏名公表に
　同意のあった方）

掲載辞退を除く全員の掲載

(都道府県/名前/会社名/TEL)

P6～7

東北支部

●福島 國井　友晶 （株）カンナ 0246-58-5221

菅野　光一 　　〃 〃

北関東支部

●栃木 石川　洋之 （株）ヤマシタコーポレーション　宇都宮営業所 028-643-5010

●群馬 窪田　朝洋 （株）ヤマシタコーポレーション　群馬営業所 027-225-0200

●埼玉 折茂　崇 川村義肢（株）　東京営業所 04-2922-8188

田島　幸二 富士リレイト（株）　ひまわり館　吹上営業所 048-548-0231

小島　光治 富士リレイト（株）　ひまわり館　寄居店 048-581-0752

山本　健太 サカイ・ヘルスケアー　入間店 04-2965-2010

中野　直哉 （株）トーカイ　戸田支店 048-447-3096

荒井　裕史 （株）ヤマシタコーポレーション　埼玉営業所 048-650-0601

●茨城 細田　健介 （株）ヤマシタコーポレーション　茨城営業所 029-231-2001

稲葉　暁 （株）ロングライフ 029-257-2345

三好　斎三 （株）ロングライフ 029-257-2345

東京支部

●千葉 大谷　賢亮 （有）アルファメディカル 047-374-5621

加藤　美喜男 （株）エイゼット 043-441-5137

金木　志憲 （株）日本ビコー　営業本部 043-214-2941

髙﨑　成仁 （株）日本ビコー　船橋店 047-420-4165

入岡　宏和 （株）日本ビコー　八千代店 050-3532-5470

櫻井　健治 （株）ヤマシタコーポレーション 千葉営業所 043-420-0231

吉田　誠 （株）ヤマシタコーポレーション 千葉ショールーム 043-293-8211

前島　卓雄 （株）ヤマシタコーポレーション 船橋営業所 047-303-5111

山田　智之 ライフケアタカサ　千葉支店 043-255-5133

小川　康明 ライフケアタカサ　成田支店 0476-28-6606

新井　理史 ライフケアタカサ　茂原支店 0475-20-3771

●東京 佐々木　淳也（株）アイム 042-674-6917

岡本　直樹 （株）アイム　アイム在宅ケアセンター多摩 042-311-2175

銘苅　剛 （株）アイム　アイム在宅ケアセンター八王子西 042-652-9170

中野　洋一 サカイ・ヘルスケアー　昭島店 042-545-3388

本田　理絵 　　〃 〃

木村　達朗 サカイ・ヘルスケアー　三鷹店 0422-42-6811

阪梨　直俊 　　〃 〃

鈴木　聡史 佐々木ケアサービス（株） 03-5698-3400

鐘ケ江　眞佐子（株）ドリーミー　あっぷる介護用品府中店 042-354-6600

百瀬　みお （株）フジヤマサービス 03-3758-6521

名古屋　誠幸（株）三鷹ナース・ヘルパーセンター 0422-47-6850

山口　美紗子 （株）ヤマシタコーポレーション　新中央営業所 03-5730-3000

榎　悠佑 （株）ヤマシタコーポレーション　東京東営業所 03-5858-3355

小野寺　史織 　　〃 〃

横田　和也 　　〃 〃

小西　拓也 （株）ヤマシタコーポレーション　府中営業所 042-352-4717

鈴木　義康 　　〃 〃

南関東支部

●長野 松本　健太郎 （株）ＩＨＩシバウラテック 介護ショップあづみの 0263-82-1805

杉山　亮 （株）トーカイ　長野支店 026-274-3391

緑川　善浩 メディカルケア（株）　サクラケア　中野店 0269-24-6775

宮原　宏之 メディカルケア（株）　サクラケア　千曲店 026-273-4115

西山　大祐 （株）ヤマシタコーポレーション　長野営業所 026-224-9206

●神奈川 山口　麻美 グレイスケア湘南　福祉用具貸与事業所 0466-52-2855

櫻田　一壽 フジックス・システム・エンジニアリング（株） 045-575-1525

木内　涼 （株）トーカイ　横浜南支店 045-787-3691

古谷　将一 （株）ヤマシタコーポレーション　相模原営業所 042-704-3711

小宮山　辰央 （株）ヤマシタコーポレーション　横浜営業所 045-476-3054

佐藤　佑 （株）ヤマシタコーポレーション　横浜営業所 045-476-3054

東海・北陸支部

●富山 岡崎　一也 （株）スリーティ運輸 ヘルスケア事業部 砺波営業所 0763-33-5252

井林　文宏 （株）スリーティ運輸 ヘルスケア事業部 富山営業所 076-492-8989

牧田　裕也 （株）ヤマシタコーポレーション　富山営業所 076-492-6401

●石川 大井　悟 （株）ライフワン　小松店 0761-23-2329

山森　一 （有）さわやか金沢 076-239-3377

北口　洋輔 （株）トミキライフケア 076-237-0708

若杉　聡美 （株）ヤマシタコーポレーション　金沢営業所 076-238-8522

●福井 高山　智代 （株）ヤマシタコーポレーション　福井営業所 0776-29-7771

●静岡 髙田　暢昭 協和医科器械（株） 054-265-3001

大石　順一 （有）エコワークス 053-482-3939

青島　俊介 　　〃 〃

榊原　信広 ケア・フリー静岡（株） 054-267-6655

鈴木　洋吏 （株）トーカイ　浜松支店 053-430-6652

細谷　佳邦 （株）ヤマシタコーポレーション 静岡営業所 054-664-0507

神山　靖 （株）ヤマシタコーポレーション 静岡ショールーム 054-202-1300

植松　亮 （株）ヤマシタコーポレーション 沼津営業所 055-927-2999

深町　英明 （株）ヤマシタコーポレーション 浜松営業所 053-422-2717

●愛知 所　一男 （株）ケア　名古屋営業所 052-509-5710

中村　克也 （有）ケアファクトリー 0532-39-6210

西村　拓也 （株）トーカイ　豊橋営業所 0532-56-2163

篠原　庄吉 （株）松屋リネンサプライ 0532-32-8114

小林　智実 光田屋（株） 0536-23-2131

夏目　登 　　〃 〃

杉山　亜弥 （株）八神製作所　ヤガミホームヘルスセンター大府 0562-45-6505

長島　やよい （株）八神製作所　ヤガミホームヘルスセンター豊橋 0532-58-6011

板橋　典子 （株）八神製作所　ヤガミホームヘルスセンター名古屋 052-251-6670

栗本　明里 （株）八神製作所　ヤガミホームヘルスセンター名古屋 052-251-6650

鈴木　幸友 （株）ヤマシタコーポレーション 0565-36-5377

岸　佳代子 （株）ヤマシタコーポレーション　名古屋営業所 0568-73-6601

樋口　大輔 （株）ヤマシタコーポレーション 名古屋ショールーム 052-365-6511

野口　栄次 （有）りびんぐ・けあ 0569-29-3965

新美　清 　　〃 〃

細谷　正徳 （有）レモン介護サービス 052-689-7877

杉原　俊人 （有）わこう 052-802-1201

●岐阜 板橋　誠 （資）イング 058-260-7080

中島　由美 　　〃 〃

山本　航平 　　〃 〃

杉山　博隆 （株）ケア　多治見営業所 0572-24-8470

佐賀　太郎 コープぎふ　福祉サポートセンター 058-380-3030

山口　哲史 （株）トーカイ　岐阜営業課 058-392-6314

保母　信好 （株）トーカイ　中津川営業所 0573-62-2156

岡田　潔 （株）ナイスワーク 058-277-4135

木村　康彦 　　〃 〃

●岐阜 野村　明宏 　　〃 〃

砂川　美晴 （株）八神製作所 ヤガミホームヘルスセンター岐阜大学病院前 058-293-0211

林　真佐樹 （株）ヤマシタコーポレーション　岐阜南営業所 058-259-4555

●三重 小林　大樹 日本ケアシステム（株）　北勢営業所 059-361-7666

新庄　大祐 日本ケアシステム（株）　四日市営業所 059-355-5125

福田　英之 （株）ヤマシタコーポレーション　三重営業所 059-383-5039

川西　正人 （株）ライフ・テクノサービス　津事業所 059-226-8217

中川　敬史 　　〃 〃

成瀬　和久 　　〃 〃

西村　健二 桑名市中央地域包括支援センター 0594-24-5104

近畿支部

●滋賀 濱月　重利 （株）セイコー　オランジュ平和堂彦根銀座店 075-981-0284

田中　隆一 フランスベッド（株）　メディカル滋賀営業所 077-527-3309

安村　庸 （株）ヤサカ 0740-22-2751

長澤　翔太 （株）ヤマシタコーポレーション　大津営業所 077-547-3185

●京都 枝澤　智美 川村義肢（株）　京都営業所 075-604-1551

中村　恭博 （有）スマイルケア 075-951-2340

谷川　大輔 （株）トーカイ　京都営業所 075-382-5085

竹本　翼 （株）ヤマシタコーポレーション　京都南営業所 075-605-0666

長谷川　敦 　　〃 〃

●大阪 水谷　和広 （株）ヤマシタコーポレーション　大阪中央営業所 06-6775-9000

黒川　聡史 川村義肢（株） 072-875-8020

前田　俊行 　　〃 〃

笹尾　明彦 川村義肢（株）　大阪南営業所 072-260-0133

上田　夏子 川村義肢（株）　げんきセンター 072-968-0130

岡本　知也 川村義肢（株）　げんきセンター堺 072-260-0133

髙橋　正浩 　　〃 〃

林　敬祐 綜合メディカル（株） 072-723-9121

山根　寿朗 　　〃 〃

竹下　洋介 フランスベッド（株）　健康プラザ助さんたくさん 072-858-8565

藤原　美佐子 医療法人　清翠会　牧ふくし用具 06-6953-1107

安藤　寛章 （株）ヤマシタコーポレーション　大阪北営業所 072-726-7555

尾崎　敏也 （株）ヤマシタコーポレーション　大阪南営業所 0725-45-9701

佐藤　悠介 （株）リクサス　ヘルスケア事業部 06-6583-0511

土井　淳 　　〃 〃

吉川　善隆 　　〃 〃

●兵庫 辻　佳宏 くろすわーるど 0799-45-2122

澤中　章博 社会福祉法人　真秀会 0790-49-0080

澤中　幸子 　　〃 〃

澤中　真次郎 　　〃 〃

澤中　秀敏 　　〃 〃

西河　文尊 （株）トーカイ　神戸営業所 078-978-1165

市原　眞介 （株）トーカイ　東灘営業所 078-436-1580

楠　由香里 （株）ヤマシタコーポレーション　神戸営業所 078-414-0801

小笠原　康秀 （株）ヤマシタコーポレーション　姫路営業所 079-243-1331

中山　加津子 （有）わくわくリフォームココモ　ケアサポートココモ 0799-22-8338

中山　ゆかり 　　〃 〃

●奈良 中嶋　克行 （株）イカリトンボ 0745-75-2028

川本　伸 　　〃 〃

山内　崇 　　〃 〃

吉野　博美 介護センター　とらいあんぐる 0744-22-3851

本多　奈津枝 大和興産（株） 0745-63-1961

坂上　理子 （株）ヤマシタコーポレーション　奈良営業所 0743-68-3510

●奈良 中山　仁志 　　〃 〃

山根　宏一 　　〃 〃

●和歌山 田中　美秀 サンハート（有） 0736-33-2538

松尾　孝至 （株）大黒ヘルスケアサービス　和歌山店 073-446-8111

栗山　浩史 （株）大黒ヘルスケアサービス　紀南店 0739-25-6254

福田　和宏 　　〃 〃

梅村　英義 （株）大黒ヘルスケアサービス　新宮店 0735-22-8821

平野　大和 （株）ヤマシタコーポレーション　和歌山営業所 073-461-7373

中国支部

●島根 原　佑也 （有）介護ショップ　もちだ 0853-25-2016

植田　崇 （株）チャームランドリー　さわやかケアチャーム事業部 0855-28-1655

柿田　千秋 　　〃 〃

●山口 岸田　和善 （株）ホームケアサービス山口 0836-39-1147

隅　大和 （株）ホームケアサービス山口　岩国店 0827-30-3025

福田　泰造 （株）ホームケアサービス山口　下関店 083-248-7788

四国支部

●愛媛 有田　新 四国医療サービス（株）　福祉事業部 新居浜営業所 0897-67-1007

久保　立 　　〃 〃

●高知 川村　文也 四国医療サービス（株）　やすらぎ高知本部 088-837-5115

●香川 藤村　昇宏 （株）トーカイ 087-870-8778

九州支部

●福岡 上野　欣志 （株）シルバーメイト 0942-41-1500

大浜　英浩 　　〃 〃

栗田　匠 （有）アルフ・ケア 092-554-2231

坂本　典寛 ダスキンヘルスレント久留米ステーション 0942-46-3456

古賀　愛一郎 （株）西日本医療センター 0944-43-4818

久保　尚生 横尾器械（株） 093-561-5724

小田　健太郎 レンタル丸屋 092-584-1911

●佐賀 田代　良司 （有）夢現 0954-33-0401

●長崎 坂本　浩一 （有）アイフルケア 0956-33-3320

●熊本 西本　昌生 （株）タガワブレース 0964-43-0503

前廣　伸也 アメックス熊本（株） 096-384-6594

村上　和之 アメックス熊本（株） 096-364-6565

石橋　啓介 （有）クオリティコントロールセンター 096-383-0855

森口　智大 （有）三協車椅子製作所 096-288-2902

●宮崎 井上　昌人 （株）カクイックスウィング　小林サテライト 0984-22-2800

新　貴久 （株）カクイックスウィング　延岡営業所 0982-26-8301

大矢　仁士 （有）大生 ダスキンヘルスレント都城ステーション 0986-23-1350

●鹿児島 玉利　健一郎 （株）カクイックスウィング　 099-261-4114

永井　辰男 　　〃 〃

岩﨑　隆盛 （株）カクイックスウィング　 0996-64-2034

中瀬戸　等 （株）カクイックスウィング　出水サテライト 0996-64-2034

東　隆輝 （株）カクイックスウィング　川内営業所 0996-21-1513

外園　久吉 （株）カクイックスウィング　鹿屋営業所 0994-40-5678

松元　強志 （株）カクイックスウィング　曽於サテライト 099-471-2715

●沖縄 新垣　一樹 サトウ（株） 098-898-8700

吉元　和彦 　　〃 〃

大嶺　松太 サトウ（株）名護営業所 0980-54-0294

都道府県 修了者氏名 会社・事業所名 会社電話番号 都道府県 修了者氏名 会社・事業所名 会社電話番号

都道府県 修了者氏名 会社・事業所名 会社電話番号 都道府県 修了者氏名 会社・事業所名 会社電話番号

23年度 認定選定士 192名

延　べ 認定選定士 1,363名
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平成23年度選定士認定者一覧 （氏名公表に
　同意のあった方）

掲載辞退を除く全員の掲載

(都道府県/名前/会社名/TEL)

P6～7

東北支部

●福島 國井　友晶 （株）カンナ 0246-58-5221

菅野　光一 　　〃 〃

北関東支部

●栃木 石川　洋之 （株）ヤマシタコーポレーション　宇都宮営業所 028-643-5010

●群馬 窪田　朝洋 （株）ヤマシタコーポレーション　群馬営業所 027-225-0200

●埼玉 折茂　崇 川村義肢（株）　東京営業所 04-2922-8188

田島　幸二 富士リレイト（株）　ひまわり館　吹上営業所 048-548-0231

小島　光治 富士リレイト（株）　ひまわり館　寄居店 048-581-0752

山本　健太 サカイ・ヘルスケアー　入間店 04-2965-2010

中野　直哉 （株）トーカイ　戸田支店 048-447-3096

荒井　裕史 （株）ヤマシタコーポレーション　埼玉営業所 048-650-0601

●茨城 細田　健介 （株）ヤマシタコーポレーション　茨城営業所 029-231-2001

稲葉　暁 （株）ロングライフ 029-257-2345

三好　斎三 （株）ロングライフ 029-257-2345

東京支部

●千葉 大谷　賢亮 （有）アルファメディカル 047-374-5621

加藤　美喜男 （株）エイゼット 043-441-5137

金木　志憲 （株）日本ビコー　営業本部 043-214-2941

髙﨑　成仁 （株）日本ビコー　船橋店 047-420-4165

入岡　宏和 （株）日本ビコー　八千代店 050-3532-5470

櫻井　健治 （株）ヤマシタコーポレーション 千葉営業所 043-420-0231

吉田　誠 （株）ヤマシタコーポレーション 千葉ショールーム 043-293-8211

前島　卓雄 （株）ヤマシタコーポレーション 船橋営業所 047-303-5111

山田　智之 ライフケアタカサ　千葉支店 043-255-5133

小川　康明 ライフケアタカサ　成田支店 0476-28-6606

新井　理史 ライフケアタカサ　茂原支店 0475-20-3771

●東京 佐々木　淳也（株）アイム 042-674-6917

岡本　直樹 （株）アイム　アイム在宅ケアセンター多摩 042-311-2175

銘苅　剛 （株）アイム　アイム在宅ケアセンター八王子西 042-652-9170

中野　洋一 サカイ・ヘルスケアー　昭島店 042-545-3388

本田　理絵 　　〃 〃

木村　達朗 サカイ・ヘルスケアー　三鷹店 0422-42-6811

阪梨　直俊 　　〃 〃

鈴木　聡史 佐々木ケアサービス（株） 03-5698-3400

鐘ケ江　眞佐子（株）ドリーミー　あっぷる介護用品府中店 042-354-6600

百瀬　みお （株）フジヤマサービス 03-3758-6521

名古屋　誠幸（株）三鷹ナース・ヘルパーセンター 0422-47-6850

山口　美紗子 （株）ヤマシタコーポレーション　新中央営業所 03-5730-3000

榎　悠佑 （株）ヤマシタコーポレーション　東京東営業所 03-5858-3355

小野寺　史織 　　〃 〃

横田　和也 　　〃 〃

小西　拓也 （株）ヤマシタコーポレーション　府中営業所 042-352-4717

鈴木　義康 　　〃 〃

南関東支部

●長野 松本　健太郎 （株）ＩＨＩシバウラテック 介護ショップあづみの 0263-82-1805

杉山　亮 （株）トーカイ　長野支店 026-274-3391

緑川　善浩 メディカルケア（株）　サクラケア　中野店 0269-24-6775

宮原　宏之 メディカルケア（株）　サクラケア　千曲店 026-273-4115

西山　大祐 （株）ヤマシタコーポレーション　長野営業所 026-224-9206

●神奈川 山口　麻美 グレイスケア湘南　福祉用具貸与事業所 0466-52-2855

櫻田　一壽 フジックス・システム・エンジニアリング（株） 045-575-1525

木内　涼 （株）トーカイ　横浜南支店 045-787-3691

古谷　将一 （株）ヤマシタコーポレーション　相模原営業所 042-704-3711

小宮山　辰央 （株）ヤマシタコーポレーション　横浜営業所 045-476-3054

佐藤　佑 （株）ヤマシタコーポレーション　横浜営業所 045-476-3054

東海・北陸支部

●富山 岡崎　一也 （株）スリーティ運輸 ヘルスケア事業部 砺波営業所 0763-33-5252

井林　文宏 （株）スリーティ運輸 ヘルスケア事業部 富山営業所 076-492-8989

牧田　裕也 （株）ヤマシタコーポレーション　富山営業所 076-492-6401

●石川 大井　悟 （株）ライフワン　小松店 0761-23-2329

山森　一 （有）さわやか金沢 076-239-3377

北口　洋輔 （株）トミキライフケア 076-237-0708

若杉　聡美 （株）ヤマシタコーポレーション　金沢営業所 076-238-8522

●福井 高山　智代 （株）ヤマシタコーポレーション　福井営業所 0776-29-7771

●静岡 髙田　暢昭 協和医科器械（株） 054-265-3001

大石　順一 （有）エコワークス 053-482-3939

青島　俊介 　　〃 〃

榊原　信広 ケア・フリー静岡（株） 054-267-6655

鈴木　洋吏 （株）トーカイ　浜松支店 053-430-6652

細谷　佳邦 （株）ヤマシタコーポレーション 静岡営業所 054-664-0507

神山　靖 （株）ヤマシタコーポレーション 静岡ショールーム 054-202-1300

植松　亮 （株）ヤマシタコーポレーション 沼津営業所 055-927-2999

深町　英明 （株）ヤマシタコーポレーション 浜松営業所 053-422-2717

●愛知 所　一男 （株）ケア　名古屋営業所 052-509-5710

中村　克也 （有）ケアファクトリー 0532-39-6210

西村　拓也 （株）トーカイ　豊橋営業所 0532-56-2163

篠原　庄吉 （株）松屋リネンサプライ 0532-32-8114

小林　智実 光田屋（株） 0536-23-2131

夏目　登 　　〃 〃

杉山　亜弥 （株）八神製作所　ヤガミホームヘルスセンター大府 0562-45-6505

長島　やよい （株）八神製作所　ヤガミホームヘルスセンター豊橋 0532-58-6011

板橋　典子 （株）八神製作所　ヤガミホームヘルスセンター名古屋 052-251-6670

栗本　明里 （株）八神製作所　ヤガミホームヘルスセンター名古屋 052-251-6650

鈴木　幸友 （株）ヤマシタコーポレーション 0565-36-5377

岸　佳代子 （株）ヤマシタコーポレーション　名古屋営業所 0568-73-6601

樋口　大輔 （株）ヤマシタコーポレーション 名古屋ショールーム 052-365-6511

野口　栄次 （有）りびんぐ・けあ 0569-29-3965

新美　清 　　〃 〃

細谷　正徳 （有）レモン介護サービス 052-689-7877

杉原　俊人 （有）わこう 052-802-1201

●岐阜 板橋　誠 （資）イング 058-260-7080

中島　由美 　　〃 〃

山本　航平 　　〃 〃

杉山　博隆 （株）ケア　多治見営業所 0572-24-8470

佐賀　太郎 コープぎふ　福祉サポートセンター 058-380-3030

山口　哲史 （株）トーカイ　岐阜営業課 058-392-6314

保母　信好 （株）トーカイ　中津川営業所 0573-62-2156

岡田　潔 （株）ナイスワーク 058-277-4135

木村　康彦 　　〃 〃

●岐阜 野村　明宏 　　〃 〃

砂川　美晴 （株）八神製作所 ヤガミホームヘルスセンター岐阜大学病院前 058-293-0211

林　真佐樹 （株）ヤマシタコーポレーション　岐阜南営業所 058-259-4555

●三重 小林　大樹 日本ケアシステム（株）　北勢営業所 059-361-7666

新庄　大祐 日本ケアシステム（株）　四日市営業所 059-355-5125

福田　英之 （株）ヤマシタコーポレーション　三重営業所 059-383-5039

川西　正人 （株）ライフ・テクノサービス　津事業所 059-226-8217

中川　敬史 　　〃 〃

成瀬　和久 　　〃 〃

西村　健二 桑名市中央地域包括支援センター 0594-24-5104

近畿支部

●滋賀 濱月　重利 （株）セイコー　オランジュ平和堂彦根銀座店 075-981-0284

田中　隆一 フランスベッド（株）　メディカル滋賀営業所 077-527-3309

安村　庸 （株）ヤサカ 0740-22-2751

長澤　翔太 （株）ヤマシタコーポレーション　大津営業所 077-547-3185

●京都 枝澤　智美 川村義肢（株）　京都営業所 075-604-1551

中村　恭博 （有）スマイルケア 075-951-2340

谷川　大輔 （株）トーカイ　京都営業所 075-382-5085

竹本　翼 （株）ヤマシタコーポレーション　京都南営業所 075-605-0666

長谷川　敦 　　〃 〃

●大阪 水谷　和広 （株）ヤマシタコーポレーション　大阪中央営業所 06-6775-9000

黒川　聡史 川村義肢（株） 072-875-8020

前田　俊行 　　〃 〃

笹尾　明彦 川村義肢（株）　大阪南営業所 072-260-0133

上田　夏子 川村義肢（株）　げんきセンター 072-968-0130

岡本　知也 川村義肢（株）　げんきセンター堺 072-260-0133

髙橋　正浩 　　〃 〃

林　敬祐 綜合メディカル（株） 072-723-9121

山根　寿朗 　　〃 〃

竹下　洋介 フランスベッド（株）　健康プラザ助さんたくさん 072-858-8565

藤原　美佐子 医療法人　清翠会　牧ふくし用具 06-6953-1107

安藤　寛章 （株）ヤマシタコーポレーション　大阪北営業所 072-726-7555

尾崎　敏也 （株）ヤマシタコーポレーション　大阪南営業所 0725-45-9701

佐藤　悠介 （株）リクサス　ヘルスケア事業部 06-6583-0511

土井　淳 　　〃 〃

吉川　善隆 　　〃 〃

●兵庫 辻　佳宏 くろすわーるど 0799-45-2122

澤中　章博 社会福祉法人　真秀会 0790-49-0080

澤中　幸子 　　〃 〃

澤中　真次郎 　　〃 〃

澤中　秀敏 　　〃 〃

西河　文尊 （株）トーカイ　神戸営業所 078-978-1165

市原　眞介 （株）トーカイ　東灘営業所 078-436-1580

楠　由香里 （株）ヤマシタコーポレーション　神戸営業所 078-414-0801

小笠原　康秀 （株）ヤマシタコーポレーション　姫路営業所 079-243-1331

中山　加津子 （有）わくわくリフォームココモ　ケアサポートココモ 0799-22-8338

中山　ゆかり 　　〃 〃

●奈良 中嶋　克行 （株）イカリトンボ 0745-75-2028

川本　伸 　　〃 〃

山内　崇 　　〃 〃

吉野　博美 介護センター　とらいあんぐる 0744-22-3851

本多　奈津枝 大和興産（株） 0745-63-1961

坂上　理子 （株）ヤマシタコーポレーション　奈良営業所 0743-68-3510

●奈良 中山　仁志 　　〃 〃

山根　宏一 　　〃 〃

●和歌山 田中　美秀 サンハート（有） 0736-33-2538

松尾　孝至 （株）大黒ヘルスケアサービス　和歌山店 073-446-8111

栗山　浩史 （株）大黒ヘルスケアサービス　紀南店 0739-25-6254

福田　和宏 　　〃 〃

梅村　英義 （株）大黒ヘルスケアサービス　新宮店 0735-22-8821

平野　大和 （株）ヤマシタコーポレーション　和歌山営業所 073-461-7373

中国支部

●島根 原　佑也 （有）介護ショップ　もちだ 0853-25-2016

植田　崇 （株）チャームランドリー　さわやかケアチャーム事業部 0855-28-1655

柿田　千秋 　　〃 〃

●山口 岸田　和善 （株）ホームケアサービス山口 0836-39-1147

隅　大和 （株）ホームケアサービス山口　岩国店 0827-30-3025

福田　泰造 （株）ホームケアサービス山口　下関店 083-248-7788

四国支部

●愛媛 有田　新 四国医療サービス（株）　福祉事業部 新居浜営業所 0897-67-1007

久保　立 　　〃 〃

●高知 川村　文也 四国医療サービス（株）　やすらぎ高知本部 088-837-5115

●香川 藤村　昇宏 （株）トーカイ 087-870-8778

九州支部

●福岡 上野　欣志 （株）シルバーメイト 0942-41-1500

大浜　英浩 　　〃 〃

栗田　匠 （有）アルフ・ケア 092-554-2231

坂本　典寛 ダスキンヘルスレント久留米ステーション 0942-46-3456

古賀　愛一郎 （株）西日本医療センター 0944-43-4818

久保　尚生 横尾器械（株） 093-561-5724

小田　健太郎 レンタル丸屋 092-584-1911

●佐賀 田代　良司 （有）夢現 0954-33-0401

●長崎 坂本　浩一 （有）アイフルケア 0956-33-3320

●熊本 西本　昌生 （株）タガワブレース 0964-43-0503

前廣　伸也 アメックス熊本（株） 096-384-6594

村上　和之 アメックス熊本（株） 096-364-6565

石橋　啓介 （有）クオリティコントロールセンター 096-383-0855

森口　智大 （有）三協車椅子製作所 096-288-2902

●宮崎 井上　昌人 （株）カクイックスウィング　小林サテライト 0984-22-2800

新　貴久 （株）カクイックスウィング　延岡営業所 0982-26-8301

大矢　仁士 （有）大生 ダスキンヘルスレント都城ステーション 0986-23-1350

●鹿児島 玉利　健一郎 （株）カクイックスウィング　 099-261-4114

永井　辰男 　　〃 〃

岩﨑　隆盛 （株）カクイックスウィング　 0996-64-2034

中瀬戸　等 （株）カクイックスウィング　出水サテライト 0996-64-2034

東　隆輝 （株）カクイックスウィング　川内営業所 0996-21-1513

外園　久吉 （株）カクイックスウィング　鹿屋営業所 0994-40-5678

松元　強志 （株）カクイックスウィング　曽於サテライト 099-471-2715

●沖縄 新垣　一樹 サトウ（株） 098-898-8700

吉元　和彦 　　〃 〃

大嶺　松太 サトウ（株）名護営業所 0980-54-0294

都道府県 修了者氏名 会社・事業所名 会社電話番号 都道府県 修了者氏名 会社・事業所名 会社電話番号

都道府県 修了者氏名 会社・事業所名 会社電話番号 都道府県 修了者氏名 会社・事業所名 会社電話番号

23年度 認定選定士 192名

延　べ 認定選定士 1,363名

6 7

きずな_326最新データ.indd   6-7 12/04/02   1:05



東日本大震災について
岩手県ブロック

株式会社　小田島アクティ

代表取締役　小田島　修司
宮城ブロック

株式会社ジェー・シー・アイ　仙台支店

支店長　多田　和史
福島ブロック

株式会社　同仁社

常務取締役　宍戸　均

本部が立ち上がり、早速社内復旧班とお客様への支援物資供給

班に分けて活動を開始いたしました。仙台支店ではお客様への

安否確認とレンタル商品等への対応、そして紙おむつ等商品の

供給支援を始めました。しかし、震災直後からしばらくの間、

ガソリンの供給不足、支援物資と言えど限りある在庫（紙おむ

つ・衛生材料）、そして道路事情（普段通い慣れた道も地震と

津波により変わり果て凄惨な状況となっていました。）等、そ

のような条件の中で出来る限りの対応をいたしましたが、全て

のお客様に対して対応することは出来ませんでした。そのよう

な中で、ご自宅が被災して建物の瓦礫しか残っていないような

お客様へのレンタル品の引き取りも含まれており、その光景を

見る度にお客様にかける言葉も見つからず自分達の無力さを痛

感する毎日であった事が今でも忘れられません。

震災から１週間も経つとライフライン等も徐々に復旧し始め

物資の供給も少しずつ戻り始めました。その頃から全国の同業

他社様や取引先メーカー様、また日本福祉用具供給協会様から

も弊社に対して支援物資をいただきました。それを各地の福祉

避難所となっている先を中心に支援供給に走る業務が中心とな

り始めました。その中である避難所にメーカー様より支援物資

としていただいた介護用シューズをお届けしたところ、津波か

ら逃げる際に裸足で逃げてこられた方が何名かおりました。避

難所ではスリッパを履いて歩行もままならないでいた方に、そ

のシューズをお渡しすると涙を流して感謝されました。その時

には本当に今回の大震災の異常さを再認識すると同時に全国の

皆様からの温かいご支援に対して感謝せずにはいられませんで

した。

今回あらためて再認識した事として私達が扱う福祉用具は使

う方にとっては身体の一部であり生活に必要な用具であるとい

う事です。ただし、それを必要としている方々の手元に届くま

でには当然の事ながら私達だけの力だけでは限界があります。

これからは福祉用具事業者や医療業界等、そして自治体や関係

機関・地域の方々との連携や協力が必要不可欠であり、その中

で私達が扱う福祉用具が必要とされる方々に行き届く仕組みを

しっかりと構築していかなければならないと思います。

最後になりますが、今回全国の皆様から受けた温かいお言葉

やご支援にあらためて御礼を申し上げます。また、これから先長

い道のりではありますが被災地の復興の一助となれるように私達

が出来る事に対し社員一同取り組んでいきたいと思います。

福島県ブロック	 あの大震災から1年　　株式会社　同仁社　　常務取締役　宍戸　均
福島県いわき市平 ( たいら ) 豊間地区、あの東日本大震災で

津波被害が大きかった海沿いにある町です。震災後の昨年４月、

弊社いわき営業所の所長に案内され、海岸線を北の四倉から南

の小名浜まで車に乗り見て回りましたが、その中でも豊間地区

は住宅も多く、特に被害の大きな所でした。あの時、津波被害

のあまりの大きさと、目の前に広がる瓦礫の山に言葉を失った

のを昨日の事のように感じています。

あれから間もなく１年が過ぎようとしている２月初め、所長

と共にまた同じルートで海沿いを走ってみました。道路までも

ふさいでいた瓦礫は、瓦礫置場に運ばれ、種類毎に分別され、

山のように高く積まれ、その上で重機が作業を続けていました。

傾いたままの建物も残ってはいましたが、瓦礫は全て片づけら

れ、残された住宅のコンクリート基礎だけが目の前に広がって

いました。その日、海は低気圧の関係で少し荒れてはいました

が、それでもきれいな海岸線が続いていました。以前と何も変

わっていないように見えるいわきの海ですが、今この海は放射

線により汚染されたままになっています。途中いくつかの漁港

を通りましたが、いずれもひっそりと人影もほとんどありませ

んでした。船は津波により流され、海は放射能汚染により漁が

再開できないからです。

宮城、岩手両県は各地に避難していた県民も戻り始め、復興

に向け動き始めています。しかし、福島県は事情が違います。

東京電力福島第一原子力発電所の放射能漏れ事故により未だ復

興に向けた動きを実感することはできません。政府は昨年１２

月に冷温停止状態と宣言しましたが、福島県民の多くは何も変

わっていない重くのしかかる現実に苦しんだままです。原発事

故さえなかったら…との思いと、この誰にぶつけていいのか分

からない悔しさを抱き、不安と共に生活をしているのです。

弊社は福島県を中心にリネンサプライやクリーニングを業と

する会社です。今回の原発事故により避難対象区域にある２つ

の工場を閉鎖いたしました。従業員は避難し、商圏も消失した

ためです。幸い、福祉用具の部門はいわき営業所で多くの利用

者を失ったものの他の部門と比べれば被害は少なく、今では平

常の活動を行えるまでに落ち着いてきています。

震災直後、原発事故により多くの人たちが海側から内陸側に

避難してきました。会社がある伊達市からは避難者が使う毛布

の提供が依頼され千枚以上の毛布を避難所まで運びました。ま

た、福島県災害対策本部からは、施設や病院から避難してきた

患者や利用者が使うベッドが足りない、提供してもらえないか

との依頼を受け、数十台のベッドを避難先の施設に運び組み立

てました。倉庫にあった紙おむつは全て依頼があった施設や利

用者に届けました。

会社として大災害の時に何ができるのか、地域から何を期待

されどのような役割を果たせば良いのか、今回の震災によりそ

れを確認することができました。

震災や原発事故による有形無形の被害は甚大でしたが、前を

向き、少しずつではありますが歩を続けてまいります。

福島は必ず再生します。皆さん、福島を忘れないで下さい。
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の役割
岩手県ブロック	 株式会社	小田島アクティ　代表取締役　小田島　修司

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災により、岩手県

沿岸部に位置する 12 市町村において 23,000 戸余りの家屋が

倒壊し、現在も約 16,000 世帯が内陸部への避難や仮設住宅で

の生活を余儀なくされています。

被災地域に 14,000 戸の仮設住宅が整備されましたが、6 割

の世帯で 65 歳以上の高齢者を抱え、要介護・要支援者がいる

世帯は全体の 14％程度とのデータが示されています。

また、ブロック会員からの聞き取り調査によると、津波被害

に伴う福祉用具レンタル品の流失・汚損件数は 600 件強に上

り、非会員を含めた解約の総数は 1 千件程と推計されます。

今般、会報誌「きずな」に寄稿するにあたり、ブロック会員

各位から多様な事例報告が寄せられましたが、限られた紙面の

中で、被災時の福祉用具提供の留意点や事業者としての役割等

について簡潔に報告致します。
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広域に散在する避難所への供給手段をいかに整備していくかが
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また、直接的な被災を免れた住居においては、停電と断水が

介護の大きな阻害要因となりました。

＜仮設住宅における福祉用具の提供について＞

スペース (9 坪・2DK タイプが中心 ) や住宅改修の選択肢が

限られることから、身体状況や介護軽減を主眼とした用具選定

が難しく、サイズに重点を置いた機種選定や機能の兼用といっ

た工夫が必要であったこと、また電源を必要としない商品のニ

ーズが高かったとの報告が多数寄せられています。

＜関係諸団体との連携について＞

やはり日頃密接な関係を築いている居宅支援、訪問看護・介

護事業者等との情報の共有と相互支援体制が、福祉用具を供給

していく上で有効且つ重要な役割を果たしたと言えます。

また、後方支援の機能を担っていただいた福祉用具メーカー・

レンタル卸には普段の “ 売れ筋アイテム ” とは異なるニーズに

柔軟且つ的確に応えていただいたと評価する声が多く聞かれま

した。

一方、県や各自治体との関係においては、被災直後の “ 連携 ”

という意味では充分機能しなかったと言わざるをえません。

各保健福祉担当部署との間で、災害時の基本的な取り決めを

協議しておくこととが必要ではないかと思われます。

内陸部からの支援が途絶え、現場での通信手段・移動手段も

失った状況下、今何をすべきか何が出来るかを考えて行動して

いたと当時を振り返りつつ、それでも尚、もっと何か出来るこ

とがあったのではないかと自責の念に駆られるとの報告も寄せ

られています。

相談員の皆様の使命感の強さに改めて敬意を表したいと思い

ます。

終りに、全てが混乱する中にあって、被災弱者が必要とする

福祉用具を適切かつ充分に行き届かせることが出来なかった反

省点は残りますが、全国各地の会員の皆様から寄せられました

物資の提供・有形無形の支援に対しまして、この誌上を借り厚

く御礼申し上げます。

宮城県ブロック	 株式会社ジェー・シー・アイ　仙台支店　支店長　多田　和史
まずは平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災により

犠牲になられた方のご冥福と、被害にあわれた方々に対して謹

んでお見舞を申し上げます。

東日本大震災における弊社の被害は、仙台支店のレンタル消

毒工場が半壊、その他本部等が一部損壊の被害となりました。

社員の人的な被害は幸いなことにありませんでしたが、数名の

社員の家族、１００名からのレンタルのお客様やそのご家族の

生命や財産、そして生活が一瞬にして奪い取られてしまったこ

とが残念でなりません。

震災発生の翌日、弊社本部では社長を本部長とする災害対策
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｢福祉用具の日｣ 創設10周年
記念イベントを開催いたしました !!

平成23年度、｢福祉用具の日｣ 創設10周年を迎え、｢福

祉用具の日｣ 推進協議会では記念イベントとして、10月１

日に ｢福祉用具のある風景フォトコンテスト｣ ならびに講演

会・座談会を開催いたしました。講演会に先立ち、フォトコ

ンテストの入賞作品の表彰式も開催され、多くの方にご参加

頂きました。これからも、｢福祉用具の日｣ を通じ、福祉用

具の更なる普及、啓発に努めていきたいと思います。

今後とも、ご協力のほど宜しくお願い致します。

http://www.fukushiyogu.or.jp/yougunohi/index.html

●１●
高齢者施設等における福祉用具利用と

効果的な運用体制に関する調査研究事業 
（老人保健健康増進等事業）

●事業目的　　高齢者施設等における、個々の入院・

入所者の自立支援に向けた生活環境整備の状況、特に

生活行動支援場面における福祉用具の選定と利用指導

の状況を把握した。さらに、施設全体での福祉用具運

用・管理の状況と利用効果の評価の体制についても把

握し、自立支援に向けた環境整備の視点から、効果的

な福祉用具の運用・管理のあり方を検討すること。

●成果物　　 調査結果と検討した留意点を整理し、

報告書および啓発資料を作成した。作成した報告書、

啓発資料は全国の関係者、関係機関に配布した。

●２●
移動を支援する福祉用具　状態像等に合った
移動支援用具を選定するための情報提供事業

(東京都民共済生活協同組合)
 （全国労働者共済生活協同組合連合会）

●事業目的　　要介護者等の状態像等に合った移動支

援用具の選定方法について分かりやすいマニュアル (

小冊子 ) を作成し、介護保険制度における移動支援用

具の適切な活用に関する情報普及を図ることを目的と

する。

●成果物     　移動を支援する福祉用具  状態像等に合

った移動支援用具の選定マニュアル（小冊子）を作成

し、配布する。

平成23年度調査研究事業のご報告

当協会では、平成23年度に次のような調査研究事業を行いました。
日本福祉用具供給協会は、福祉用具専門相談員の資格を取得して２年以上の実務経験者を対象に、独自のカリ
キュラムによる「福祉用具選定士認定研修会」を実施しています。
福祉用具専門相談員の資質の向上を図り、利用者やケアマネジャーに対して適切な福祉用具の選定・利用に関
する情報提供を行うことのできる、より専門性の高い福祉用具専門相談員を育成することが目的です。
平成２３年度までに約１４００人の福祉用具選定士を認定しており、現場で活躍しています。
平成２４年度のスケジュールが決定いたしましたので、お近くの会場で是非ご受講下さい。

A研修、B研修のどちらから受講頂いても結構ですが、Ａ研修→Ｂ研修の順番で研修するとより効果的です。

※お申込方法等、詳しい内容については協会ホームページをご覧頂くか、お電話でお問い合わせ下さい。

●協会ホームページ	 http://www.fukushiyogu.or.jp 	福祉用具選定士　ボタンメニューをクリック！！

●お問合せ先	 社団法人日本福祉用具供給協会　事務局

	 TEL03－3234－8281　　FAX03－3288－3077

平成24年度「福祉用具選定士認定研修会」の
開催スケジュールが決まりました!!

福祉用具専門相談員の皆様へ

ベッド 車いす
●ベッドの利点、欠点(講義)
●ベッドの起居動作(講義)
●ベッドの安全対策(講義)

●福祉用具貸与事業者の選
ぶベッドの基準(講義)

●起居、介助動作(実習)
●ベッドの構造(実習)

●車いすの構造(講義)
●車いすメーカー別特徴(講義)
●車いすシーティング(講義)
●シーティングに必要な生理

学・障害学(講義)

●車いすの採寸(実習)
●車いすのメンテナンス(実習)
●車いすからの移乗(実習)

会場名 研修期間 研修会場 申込受付開始日

平成24年4月11日（水）～13日（金） アンフェリシオン（亀戸）

平成24年3月1日(木)～
平成24年4月25日（水）～27日（金） imyホール（名古屋）

平成24年5月16日（水）～18日（金） 大阪リバーサイドホテル(大阪)

平成24年5月30日（水）～6月1日（金） クローバープラザ（福岡）

Ａ
研修 ベッド、車いす、編　　カリキュラム

歩行器 床ずれ防止 移動リフト
●歩行器(講義)
●歩行器、杖、疑似体験(実習)

●床ずれ防止(講義)
●床ずれ防止(実技)

●移動リフト(講義)
●移動リフト(各社特徴)
●移動リフト(実習)

会場名 研修期間 研修会場 申込受付開始日

平成24年9月12日(水)～13日（木） 大阪リバーサイドホテル(大阪)

平成24年3月1日(木)～
平成24年 10月31日(水)～11月1日(木) アンフェリシオン（亀戸）

平成24年11月28日（水）～29日（木） imyホール（名古屋）

平成24年12月12日（水）～13日（木） クローバープラザ（福岡）

B
研修 (歩行器、床ずれ防止、リフト編)　カリキュラム

最優秀賞「ひととき」

東 京 会 場

東 海・ 北 陸 会 場

近 畿 会 場

九 州・ 沖 縄 会 場

近　 畿　 会　 場

東 京 会 場

東 海・ 北 陸 会 場

九 州・ 沖 縄 会 場
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総合補償制度のご案内
 （社）日本福祉用具供給協会から会員の皆様へのお知らせ

保険期間：毎年7月1日午後4時～翌年7月1日午後4時（1年間）
（居宅介護事業者賠償責任保険・動産総合保険）

（株）東海日動パートナーズ・ジャパン（TPJ）
〒151-8560　東京都渋谷区代々木2-11-15　新宿東京海上日動ビル
TEL：03-3375-8468（代表）　FAX：03-3375-8470

（社）日本福祉用具供給協会・総合補償制度　募集担当代理店

賠償責任保険A
事業者の業務の遂行に伴い発生した以下の事故に起因して法律上の損害賠償責任を負担することに
よって被る損害および初期対応費用に対して保険金をお支払いする保険です。

レンタル品の火災、落雷、破裂・爆発、盗難、破損、運送中の事故、取扱上の不注意などの日本国内
において不測かつ突発的な事故により保険の対象に直接生じた損害を幅広く補償する保険です。

例1）ユーザーの失火により
レンタル中のベッドを
燃やしてしまった。

例2）店舗内に保管していた
レンタル品が火災にあ
い、焼損、水濡れ損を
被った。

　（社）日本福祉用具供給協会では、会員の皆様の福利厚生充実のために、下記の団体保険制度を運
営しています。スケールメリットを活かした独自保険制度ですので、是非、ご加入をご検討下さい !!
　保険期間中途でのご加入につきましても随時募集しております !!

例3）レンタル家庭用リフトの据付
工事中、誤って壁に穴をあけ
てしまい損害賠償を請求さ
れた。

例2）レンタルした車いすのメンテ
ナンスが不十分で、搭乗者が
転倒し、ケガをしたとして損
害賠償を請求された。

例1）入浴サービスを提供している
際、不注意で利用者を転倒さ
せ、ケガをさせてしまい損害
賠償を請求された。

【具体的な事例】

福祉事業者の皆様に必ず必要な保険を、団体割引10％にて運営しております !

福祉用具のレンタル品に関する保険を団体独自に運営しております !

【具体的な事例】

レンタル品損害のための保険B

詳しい
お問い合わせ先は
こちら

特徴特徴

特徴特徴

※なお、保険期間や補償内容等につきましては、今後変更となる場合もございますので、毎年のパンフレット等をよくご覧下さい。
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