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社団法人日本福祉用具供給協会
理事長　山下　一平

色々な出来事があった 2012 年でしたが、締めくく

りは、民主党から自民党への政権交代となりました。

これにより、我が国の社会保障を含む政策は、昨年ま

でとは違った流れになる可能性も出てきました。

安倍政権がまず打ち出した大型補正予算に象徴され

るアベノミクスと呼ばれる積極的な財政出動、物価上

昇率の目標を２％に設定した金融緩和および研究開

発・イノベーション創出促進などを骨子としている成

長戦略により産業界には景気浮揚への期待感が高まっ

ています。

福祉用具関連では、国の政策として特に介護ロボッ

トの開発・導入促進が注目を集めています。2060 年

には高齢化率が約 40％になりますので、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。そのため、介護を支

えるには、マンパワーに多くを期待する現在の介護の

有り方ではとてももたない状況になるということは想

像に難くないと思われます。当協会として今後の国の

動きに関する情報収集と政策に対する提言は、とても

大事だと考えています。

福祉用具サービス計画書の義務化

昨年４月から福祉用具サービス計画書が介護保険制

度において義務化になりました。福祉用具サービス計

画書は、ケアマネジャーの作成した居宅サービス計画

書をふまえ、ご利用者およびその家族のニーズを確認

し、選定した福祉用具の選定理由を記入しますので、

ご利用者は、具体的かつ明確に利用する福祉用具の選

定理由を知ることができます。併せて、利用している

福祉用具の使用上の注意点を留意事項の欄に記入し、

ご利用者に示すことができるので、安全性の担保とい

った観点でも非常に有効なツールになっています。ま

た、福祉用具サービス計画書は、ご利用者だけではな

く、ケアマネジャー等の他職種との連携においても重

要な情報共有化の手段となります。そのため、当協会

では、他職種の方々も含めて計画書についての理解を

深めていただくために福祉用具サービス計画の研修会

等を全国各地で開催していきます。残念ながら以前は、

福祉用具貸与事業者に対して居宅サービス計画書をい

ただけないケースが多くありましたが、福祉用具サー

ビス計画書は、制度上、居宅サービス計画書の内容に

沿って作成しなければならないとなっているため、そ

のことを理解していただければ必ず福祉用具貸与事業

者にも居宅サービス計画書をいただけることになりま

す。ケアマネジャーの方にも質の高い事業者だと知っ

ていただくために福祉用具サービス計画書をアピール

材料として啓発活動を行っていきます。その他、保険

者についても制度改正で行われた福祉用具にかかわる

内容を事業者への集団指導等に組み込んでいただける

よう広報していきます。

次回の制度改正に向けて

次回の介護報酬改定が 2015 年に行われますが、そ

れに合わせて制度改正も組み込まれるという話があり

ます。そうなりますとそれに向けて国の動きが今年か

ら始まるのではないかと思われます。今年度義務化と

なった福祉用具サービス計画書の導入効果の検証がど

のようにされ、それが次回の制度改正にどのような影

響を与えるかということを注視していきます。その他

では、当協会で昨年度行った厚生労働省の老健事業「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」において、施設でも福祉用具

は、レンタル利用が好ましいのではないかという検証

を行いましたが、さらに内容を拡大して行うことを考

えています。在宅で身体状況等に適合した最新の福祉

用具をレンタルで利用しているご利用者が、施設に入

ると施設で所有している旧式で同一タイプの福祉用具

を利用せざるを得なくなります。福祉用具は、ご利用

者個々の身体状況に適合したものを使用しないと逆効

果となるため今後も見直していただけるよう働きかけ

ていきます。

質の高い福祉用具専門相談員の育成

福祉用具サービス計画書の作成が義務化されたこと

により、福祉用具専門相談員にきちんと計画書が書け

るだけの質が求められるようになりました。当協会で

は、福祉用具選定士認定研修会を毎年度実施し、福祉

用具専門相談員に福祉用具等について一定レベル以上

の専門知識、技術の習得を目指しています。また、福

祉用具専門相談員に限らず、他職種の方も参加できる

認知症及び高齢者に多いその他の病気・障害について

の研修も行います。特に最近、認知症の利用者が急激

に増えている中、認知症及びそのケアについて理解し

ておくことはとても大事なことと考えています。

また、他の団体での取り組みではありますが、質の

高い福祉用具専門相談員の育成につながる事業とし

て、一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会の助成

事業で開始される「研修ポイント制度」や福祉用具専

門相談員実力ランキングテスト実行委員会が主催して

いる「福祉用具専門相談員実力ランキングテスト」、

公益財団法人テクノエイド協会が主催している「福祉

用具プランナー研修事業」などが挙げられます。「研

修ポイント制度」は、研修受講に関する実績をポイン

トの形で公表し、利用者やケアマネジャーに事業者選

択の判断材料のひとつとして活用していただきます。

また、福祉用具専門相談員としてのキャリアパスとそ

れに基づく研修体系を提示することで、福祉用具専門

相談員がスキルアップを行い、専門職としてのキャリ

アを形成することを支援します。「福祉用具専門相談

員実力ランキングテスト」は、在宅で福祉用具サービ

スを提供する福祉用具専門相談員に必要なマナーも含

む幅広い知識についてのテストで、年 2回行われま

す。次回は 5月 19 日（日）に第 7回目が全国 8ヶ

所で開催されます。「福祉用具プランナー研修事業」は、

48時間のｅラーニングを含む 100.5 時間のカリキュ

ラムを履修し、より質の高い福祉用具の専門家を養成

します。これまでは、それぞれの団体や組織で別々に

行ってきた研修やテストを例えば研修ポイント制度に

からめることで、より福祉用具専門相談員の質を高め

るための相乗効果も期待したいと考えています。

一般の方への啓発活動

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、一般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）、公益

社団法人日本理学療法士協会とともに福祉用具関連 6

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、「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）の施行日にちなんで 10月 1日に決定されまし

た。「福祉用具の日」は、普段、福祉用具になじみが

ない一般の健常者が、生活に必要で便利なものとは分

かっていても、自分が障害者という何か別の世界の人

間になってしまったという負い目から、自然な利用に

結び付かないケースが多く見受けられるという問題解

決の目的で創設されました。福祉用具をより多くの方

に認知してもらうことにより福祉用具が特別なもので

はなく、日常生活の道具として自然に利用される社会

にしていきたいのです。そんな日がいつか来ることを

信じて、今後も「福祉用具の日」の運動を続けていく

つもりです。

日本福祉用具供給協会の挑戦
－暮らしやすい超高齢社会の

構築を目指して－
福祉用具流通事業者団体としての取り組み
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福祉用具サービス計画について
個々の利用者の状態像や生活環境に応じた福祉用具選定の明
確化や、利用者や家族、介護支援専門員等の専門職との円滑な
情報共有を図るため、平成 24 年度の介護報酬改定において福
祉用具専門相談員による個別サービス計画の作成が義務づけら
れました。
事務負担の軽減を図る観点から、施行日に存在する指定福祉
用具貸与事業者及び指定特定福祉用具販売事業者については、

平成 25 年 3 月 31 日までの間は、従前の例によることができる
旨の経過措置を設けており、その間、各地域の実情に合った福
祉用具サービス計画を用いた情報共有の体制を準備されたこと
と思います。
福祉用具サービス計画については、表１のような効果が期待

されるとしていますが、本来、専門的な見地からの支援におい
て、福祉用具の利用目標や利用方法等を明確にすることは必要
不可欠です。

表１　福祉用具サービス計画の導入効果

●利用者の状態を記録として残すことで、担当者や介護支援専門員、利用者、家族間の情報共有や共通理解につなげることができる。

●利用者の状態像に応じて、自立支援に向けた福祉用具の選定理由を明確にすることで、その後の実効性のある定期的なモニタリング
や利用者の状態像の変化に応じた機種変更がスムーズに行える。

●福祉用具を利用する上での留意事項について幅広く共有でき、事故防止につながるほか、リスクマネジメントに役立てることができ
る。あわせて事故発生時の要因分析等のための記録としても重要な意義を有するものとなる。

●情報収集などで利用者の状態像を把握し文書化することで、福祉用具専門相談員のスキルアップにつなげることができる。

福祉用具貸与（購入）の目的は、生活のしづらさや困難となっ
ている生活行為を支援する、あるいは家族の介護負担を軽くす
ることであり、利用者が自ら望む生活を続けていく上での重要
なサービスです。
そのサービスが効果的に活用されるためには、利用者や家族
がその目的や目標を十分に理解した上で適切な利用方法を習得
すること、そして、予後予測に基づいた適切なアセスメントが
行われ、その後のモニタリングによるフォローアップにより随
時計画の見直しを図っていくことが重要となります。そのため、
これらの支援を実施する過程において、福祉用具サービス計画
が必須のツールであることは、言うまでもありません。
また、福祉用具導入の効果は、福祉用具サービス計画におけ
る利用目標の達成度を見ることで、客観的に測定することがで
きます。
例えば、介護ベッドの利用目標を、「特殊寝台を用いて立ち
上がりを一人で安定して行えるようになる」としたとします。
その結果、モニタリング時において、「見守りの必要がなくベッ
ドから立ち上がれるようになった」となれば、それが効果とな
ります。もし、利用目標を、「特殊寝台を用いて立ち上がりを
楽に行えるようになる」としたならば、上記と同じ結果でも、「楽
に立ち上がりができるようになった」という主観的な言葉に置
き換わり、その後の課題分析へと思考が展開できなくなります。
「見守りの必要がなくベッドから立ち上がれるようになっ
た」とは、見守りを必要とせず一人で自立したということです。
そのことから、「ベッドからの立ち上がりが一日を通して安定

して行えるのだろうか」というように、次の課題についての想
起が起こります。その結果、夜間においても安定して立ち上が
れることが分かれば、さらにトイレに一人で行く可能性へと思
考の発展が起こってくるわけです。
このように、利用目標等の設定の仕方で、効果検証の中身が

大きく異なってくるため、福祉用具サービス計画においては、
利用者の自立支援及び家族等の介護負担の軽減に資するよう、
客観的な目標が設定されなければなりません。

多職種協働について
平成 24 年度の介護報酬改定は、医療・介護・予防・多様な

生活支援サービス・住まい等が包括的に切れ目なく提供される
仕組みである「地域包括ケアシステム」を推進し、誰もが住み
慣れた地域でいきいきと自分らしく暮らし続けていける環境づ
くりを目指すものとしています。
介護報酬改定の主なポイントは４点（図１）挙げられており、

地域包括ケアシステムの推進を図る上でどれもが重要な柱と
なっています。中でも「自立支援の取り組み」と「医療と介護
の連携」は、サービス計画に沿って多職種が役割を分担し、チー
ムによるアプローチを展開することが求められます。
自立支援の視点では、「サポート」いわゆる「支える。支持・

支援する。」ということが重要であり、利用者が自らの能力を
活用して、自らの意思で意欲的に生活し続けられるよう支えて
いくことがケアマネジメントにおいて行われなければなりませ
ん。

福祉用具貸与（購入）は、他のサービスと異なり、利用者及
び家族が主体的に活用するサービス（受身的ではなく、自らが
活用することが求められるサービス）であるため、自立支援を
はかるための考え方が定着しやすいという利点があります。
しかしながら、福祉用具の活用の仕方次第では、帰って機能

を低下させることにつながる場合もあります。
車いすを例にとれば、移動の補助といった利用以外に、イス

として使われていることもしばしば起こり得ます。ベッドから
車いすに移って台所まで移動し、車いすのままテーブル上につ

いて食事をとるような行為です。そこには、座る力を保つとい
う視点や生活場面の切り替えといった自立支援の視点が抜け落
ちているわけです。そのため、歩行が難しくても何かに頼らず
に座れた方が、車いす上で過ごすことでその力が衰えてしまい、
結果として姿勢も保てなくなることが起こります。
このように、福祉用具の利用には、目的や目標、利用方法と

いったことが利用者及び家族に対して十分に理解された上で導
入されなければなりません。

また、福祉用具の導入については、多職種の連携が重要であ
り、利用者の住環境や心身の状態を踏まえ、予後予測の視点か
ら判断される必要があます。特に自立支援に向けたアプローチ
においては、リハビリテーション職等との連携は必須だと考え
ます。そして、マスタープランであるケアプランと連動し、個
別サービス計画としての専門性・効果性を明確にしていくこと
が求められています。
この多職種の協働を進める上で、福祉用具サービス計画が接

着剤となり、情報の共有及び多職種間の連携が推進されること
を期待しています。

介護ロボットの取り組み
介護ロボットについては、要介護高齢者の増加など介護ニー

ズがますます増大る中で、高齢者の自立支援や介護者の負担軽
減に資する観点から、その役割や可能性のほか、新たな成長産
業としても期待されています。そのため、経済産業省と連携し、
高齢者や介護現場の具体的なニーズに応える介護ロボットの実
用化のための環境整備を図っているところです。
具体的には、平成 24 年 11月 22日、経済産業省と連携して開

発等の支援を行う分野を以下のとおり特定しました。
❶移乗介助
・ロボット技術を用いて介助者のパワーアシストを行う装着型
の機器

・ロボット技術を用いて介助者による抱え上げ動作のパワーア
シストを行う非装着型の機器

❷移動支援
・高齢者等の外出をサポートし、荷物等を安全に運搬できるロ

ボット技術を用いた歩行支援機器
❸排泄支援
・排泄物の処理にロボット技術を用いた設置位置の調節可能な
トイレ

❹認知症の方の見守り
・介護施設において使用する、センサーや外部通信機能を備
えたロボット技術を用いた機器のプラットフォーム
また、重点分野の機器の開発に積極的意志を有する企業等を

募り、経済産業省、厚生労働省その他関係機関と参加企業等か
らなるパートナーシップを組織し、利用者・介護現場等のニー
ズの把握や、開発の早い段階からニーズとシーズのマッチング
を図る場とするとともに、参加企業等の声を介護ロボットの開
発・実用化のための施策に反映することとしています。
このように、厚生労働省と経済産業省が連携し、日本の持つ

最先端のロボット技術を介護現場へ活かすための取り組みを
行っているところであり、今後、益々高度な技術が福祉用具に
も活用され、自立支援に資する機器の開発が進むことを期待し
ています。

終わりに
今後、福祉用具の利用は、他のサービスと同様にさらに増加

していくことが予測されています。このような中で、多職種協
働による総合的なアプローチが提供されなければ、利用者に対
しての効果的な支援を発揮することができません。福祉用具貸
与事業者は、多職種のチームの一員として専門性を発揮し、生
活環境の視点から高齢者の自立を支える専門職たることを願っ
ています。

福祉用具貸与事業者に
期待すること 厚生労働省老健局振興課

　福祉用具・住宅改修指導官　介護支援専門官
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地
域
包
括
ケ
ア
の
推
進

図１　2012 年度 介護報酬改定のポイント

介護人材の確保とサービスの質の向上

在宅サービスの充実と施設の重点化
中重度の要介護者が住み慣れた地域で在宅生活
を継続できるようなサービスの適切な評価及び
施設サービスの重点化。

自立支援型サービスの強化と重点化
介護予防・重度化予防の観点から、リハビリテー
ション、機能訓練など自立支援型サービスの適
切な評価及び重点化。

医療と介護の連携・機能分担
診療報酬との同時改定の機会に、医療と介護の
連携・機能分担を推進。

・日中・夜間を通じた定期巡回・随時対応サービスの創設（新サービス）
・複合型サービス（小規模多機能＋訪問看護）の創設（新サービス）
・緊急時の受入の評価（ショートステイ）
・認知症行動・心理症状への対応強化等（介護保険３施設）
・個室ユニット化の推進（特養、ショートステイ等）
・重度化への対応（特養、老健、グループホーム等）　　等

・介護職員処遇改善加算の創設
・人件費の地域差の適切な反映
・サービス提供責任者の質の向上　　等

・訪問介護と訪問リハとの連携の推進
・短時間型通所リハにおける個別リハの充実（通所リハ）
・在宅復帰支援機能の強化（老健）
・機能訓練の充実（デイサービス）
・生活機能向上に資するサービスの重点化（予防給付）　　等

・入院・退院時の情報共有や連携強化（ケアマネジメント、訪問看護等）
・看取りの対応の強化（グループホーム等）
・肺炎等への対応の強化（老健）
・地域連携パスの評価（老健）　　等
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福祉用具サービス計画について
個々の利用者の状態像や生活環境に応じた福祉用具選定の明
確化や、利用者や家族、介護支援専門員等の専門職との円滑な
情報共有を図るため、平成 24 年度の介護報酬改定において福
祉用具専門相談員による個別サービス計画の作成が義務づけら
れました。
事務負担の軽減を図る観点から、施行日に存在する指定福祉
用具貸与事業者及び指定特定福祉用具販売事業者については、

平成 25 年 3 月 31 日までの間は、従前の例によることができる
旨の経過措置を設けており、その間、各地域の実情に合った福
祉用具サービス計画を用いた情報共有の体制を準備されたこと
と思います。
福祉用具サービス計画については、表１のような効果が期待

されるとしていますが、本来、専門的な見地からの支援におい
て、福祉用具の利用目標や利用方法等を明確にすることは必要
不可欠です。

表１　福祉用具サービス計画の導入効果

●利用者の状態を記録として残すことで、担当者や介護支援専門員、利用者、家族間の情報共有や共通理解につなげることができる。

●利用者の状態像に応じて、自立支援に向けた福祉用具の選定理由を明確にすることで、その後の実効性のある定期的なモニタリング
や利用者の状態像の変化に応じた機種変更がスムーズに行える。

●福祉用具を利用する上での留意事項について幅広く共有でき、事故防止につながるほか、リスクマネジメントに役立てることができ
る。あわせて事故発生時の要因分析等のための記録としても重要な意義を有するものとなる。

●情報収集などで利用者の状態像を把握し文書化することで、福祉用具専門相談員のスキルアップにつなげることができる。

福祉用具貸与（購入）の目的は、生活のしづらさや困難となっ
ている生活行為を支援する、あるいは家族の介護負担を軽くす
ることであり、利用者が自ら望む生活を続けていく上での重要
なサービスです。
そのサービスが効果的に活用されるためには、利用者や家族
がその目的や目標を十分に理解した上で適切な利用方法を習得
すること、そして、予後予測に基づいた適切なアセスメントが
行われ、その後のモニタリングによるフォローアップにより随
時計画の見直しを図っていくことが重要となります。そのため、
これらの支援を実施する過程において、福祉用具サービス計画
が必須のツールであることは、言うまでもありません。
また、福祉用具導入の効果は、福祉用具サービス計画におけ
る利用目標の達成度を見ることで、客観的に測定することがで
きます。
例えば、介護ベッドの利用目標を、「特殊寝台を用いて立ち
上がりを一人で安定して行えるようになる」としたとします。
その結果、モニタリング時において、「見守りの必要がなくベッ
ドから立ち上がれるようになった」となれば、それが効果とな
ります。もし、利用目標を、「特殊寝台を用いて立ち上がりを
楽に行えるようになる」としたならば、上記と同じ結果でも、「楽
に立ち上がりができるようになった」という主観的な言葉に置
き換わり、その後の課題分析へと思考が展開できなくなります。
「見守りの必要がなくベッドから立ち上がれるようになっ
た」とは、見守りを必要とせず一人で自立したということです。
そのことから、「ベッドからの立ち上がりが一日を通して安定

して行えるのだろうか」というように、次の課題についての想
起が起こります。その結果、夜間においても安定して立ち上が
れることが分かれば、さらにトイレに一人で行く可能性へと思
考の発展が起こってくるわけです。
このように、利用目標等の設定の仕方で、効果検証の中身が

大きく異なってくるため、福祉用具サービス計画においては、
利用者の自立支援及び家族等の介護負担の軽減に資するよう、
客観的な目標が設定されなければなりません。

多職種協働について
平成 24 年度の介護報酬改定は、医療・介護・予防・多様な

生活支援サービス・住まい等が包括的に切れ目なく提供される
仕組みである「地域包括ケアシステム」を推進し、誰もが住み
慣れた地域でいきいきと自分らしく暮らし続けていける環境づ
くりを目指すものとしています。
介護報酬改定の主なポイントは４点（図１）挙げられており、

地域包括ケアシステムの推進を図る上でどれもが重要な柱と
なっています。中でも「自立支援の取り組み」と「医療と介護
の連携」は、サービス計画に沿って多職種が役割を分担し、チー
ムによるアプローチを展開することが求められます。
自立支援の視点では、「サポート」いわゆる「支える。支持・

支援する。」ということが重要であり、利用者が自らの能力を
活用して、自らの意思で意欲的に生活し続けられるよう支えて
いくことがケアマネジメントにおいて行われなければなりませ
ん。

福祉用具貸与（購入）は、他のサービスと異なり、利用者及
び家族が主体的に活用するサービス（受身的ではなく、自らが
活用することが求められるサービス）であるため、自立支援を
はかるための考え方が定着しやすいという利点があります。
しかしながら、福祉用具の活用の仕方次第では、帰って機能

を低下させることにつながる場合もあります。
車いすを例にとれば、移動の補助といった利用以外に、イス

として使われていることもしばしば起こり得ます。ベッドから
車いすに移って台所まで移動し、車いすのままテーブル上につ

いて食事をとるような行為です。そこには、座る力を保つとい
う視点や生活場面の切り替えといった自立支援の視点が抜け落
ちているわけです。そのため、歩行が難しくても何かに頼らず
に座れた方が、車いす上で過ごすことでその力が衰えてしまい、
結果として姿勢も保てなくなることが起こります。
このように、福祉用具の利用には、目的や目標、利用方法と

いったことが利用者及び家族に対して十分に理解された上で導
入されなければなりません。

また、福祉用具の導入については、多職種の連携が重要であ
り、利用者の住環境や心身の状態を踏まえ、予後予測の視点か
ら判断される必要があます。特に自立支援に向けたアプローチ
においては、リハビリテーション職等との連携は必須だと考え
ます。そして、マスタープランであるケアプランと連動し、個
別サービス計画としての専門性・効果性を明確にしていくこと
が求められています。
この多職種の協働を進める上で、福祉用具サービス計画が接

着剤となり、情報の共有及び多職種間の連携が推進されること
を期待しています。

介護ロボットの取り組み
介護ロボットについては、要介護高齢者の増加など介護ニー

ズがますます増大る中で、高齢者の自立支援や介護者の負担軽
減に資する観点から、その役割や可能性のほか、新たな成長産
業としても期待されています。そのため、経済産業省と連携し、
高齢者や介護現場の具体的なニーズに応える介護ロボットの実
用化のための環境整備を図っているところです。
具体的には、平成 24 年 11月 22日、経済産業省と連携して開

発等の支援を行う分野を以下のとおり特定しました。
❶移乗介助
・ロボット技術を用いて介助者のパワーアシストを行う装着型
の機器

・ロボット技術を用いて介助者による抱え上げ動作のパワーア
シストを行う非装着型の機器

❷移動支援
・高齢者等の外出をサポートし、荷物等を安全に運搬できるロ

ボット技術を用いた歩行支援機器
❸排泄支援
・排泄物の処理にロボット技術を用いた設置位置の調節可能な
トイレ

❹認知症の方の見守り
・介護施設において使用する、センサーや外部通信機能を備
えたロボット技術を用いた機器のプラットフォーム
また、重点分野の機器の開発に積極的意志を有する企業等を

募り、経済産業省、厚生労働省その他関係機関と参加企業等か
らなるパートナーシップを組織し、利用者・介護現場等のニー
ズの把握や、開発の早い段階からニーズとシーズのマッチング
を図る場とするとともに、参加企業等の声を介護ロボットの開
発・実用化のための施策に反映することとしています。
このように、厚生労働省と経済産業省が連携し、日本の持つ

最先端のロボット技術を介護現場へ活かすための取り組みを
行っているところであり、今後、益々高度な技術が福祉用具に
も活用され、自立支援に資する機器の開発が進むことを期待し
ています。

終わりに
今後、福祉用具の利用は、他のサービスと同様にさらに増加

していくことが予測されています。このような中で、多職種協
働による総合的なアプローチが提供されなければ、利用者に対
しての効果的な支援を発揮することができません。福祉用具貸
与事業者は、多職種のチームの一員として専門性を発揮し、生
活環境の視点から高齢者の自立を支える専門職たることを願っ
ています。

福祉用具貸与事業者に
期待すること 厚生労働省老健局振興課

　福祉用具・住宅改修指導官　介護支援専門官

宮永　敬市

地
域
包
括
ケ
ア
の
推
進

図１　2012 年度 介護報酬改定のポイント

介護人材の確保とサービスの質の向上

在宅サービスの充実と施設の重点化
中重度の要介護者が住み慣れた地域で在宅生活
を継続できるようなサービスの適切な評価及び
施設サービスの重点化。

自立支援型サービスの強化と重点化
介護予防・重度化予防の観点から、リハビリテー
ション、機能訓練など自立支援型サービスの適
切な評価及び重点化。

医療と介護の連携・機能分担
診療報酬との同時改定の機会に、医療と介護の
連携・機能分担を推進。

・日中・夜間を通じた定期巡回・随時対応サービスの創設（新サービス）
・複合型サービス（小規模多機能＋訪問看護）の創設（新サービス）
・緊急時の受入の評価（ショートステイ）
・認知症行動・心理症状への対応強化等（介護保険３施設）
・個室ユニット化の推進（特養、ショートステイ等）
・重度化への対応（特養、老健、グループホーム等）　　等

・介護職員処遇改善加算の創設
・人件費の地域差の適切な反映
・サービス提供責任者の質の向上　　等

・訪問介護と訪問リハとの連携の推進
・短時間型通所リハにおける個別リハの充実（通所リハ）
・在宅復帰支援機能の強化（老健）
・機能訓練の充実（デイサービス）
・生活機能向上に資するサービスの重点化（予防給付）　　等

・入院・退院時の情報共有や連携強化（ケアマネジメント、訪問看護等）
・看取りの対応の強化（グループホーム等）
・肺炎等への対応の強化（老健）
・地域連携パスの評価（老健）　　等
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（氏名公表に同意のあった方）

東北支部

●宮城 宍戸　琢哉 （株）同仁社	ヘルスケア仙台 022-253-5722

●福島 加藤　美香子（株）同仁社 024-583-5354

福地　弘典 （株）同仁社　ヘルスケア会津 024-276-1161

黒津　晃一 （株）ハッピーケア　福島支店 024-535-9130

雫石　勲 （株）ハッピーケア　いわき支店 024-626-8228

北関東支部

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

原　恵子 （株）ロイエル 028-611-3541

田澤　秀之 富士リレイト（株）　ひまわり館　大田原営業所 0287-24-6301

●群馬 齋藤　美範 ソネット（株） 027-251-4410

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

●埼玉 村田　陽平 サカイ・ヘルスケアー　入間店 04-2965-2010

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

田中　洋平 富士リレイト（株）　ひまわり館　深谷店 048-501-7941

杉村　和彦 （株）トーカイ　戸田営業課 048-447-3096

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

東京支部

●千葉 阿部　幸弘 （有）アルファメディカル 047-374-5621

茂木　泰男 ライフケアタカサ　本店 043-623-5335

岡本　英明 〃 〃

渡邉　宏幸 ライフケアタカサ　千葉支店 043-255-5133

升　洋之 ライフケアタカサ　船橋支店 047-407-8622

河野　将弥 ライフケアタカサ　茂原支店 047-520-3771

中原　史洋 ライフケアタカサ　成田支店 047-628-6606

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

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

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

●東京 内野　雄一 （株）東基　ヘルスケア事業部　アサノヘルスケア 03-3998-1191

佐藤　みどり（株）三鷹ナース・ヘルパーセンター 042-247-6850

藤本　二郎 日の出通運（株）　立川店 042-597-4508

岩切　裕子 （株）ドリーミー　あっぷる介護用品　立川店 042-524-6035

関谷　健一 （株）ドリーミー　あっぷる介護用品　福生店 042-553-2821

伊藤　盛之 サカイ・ヘルスケアー　三鷹店 042-242-6811

磯辺　盛 〃 〃

石井　健太 サカイ・ヘルスケアー　昭島店 042-545-3388

関川　牧子 なぎさ和楽苑　指定福祉用具貸与事業所 03-3675-1202

海老根　佳幸 （株）ヤマシタコーポレーション　新中央営業所 03-5730-3000

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

永井　麻亜美 〃 〃

飯塚　嗣文 〃 〃

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

橋　賢聖 〃 〃

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

菅原　光司 〃 〃

井村　正樹 〃 〃

依田　学 （株）仁済　福祉用具貸与事業所 03-3773-0890

和光　智宏 〃 〃

山内　祐助 （株）トーカイ　町田支店 042-799-3340

山下　和洋 （株）ヤマシタコーポレーション　東京本部 03-5730-4545

南関東支部

●長野 宮澤　貴彦 サクラケア　上田店 026-821-4115

青木　広貴 サクラケア　長野南店 026-299-4115

岩﨑　直史 （株）ヤマシタコーポレーション　松本営業所 026-326-1000

●神奈川 荻原　崇 （株）ヤマシタコーポレーション　神奈川営業所 046-391-7560

清塚　敏正 （株）ニチイ学館　ニチイケアセンターみどりがおか 042-712-9886

村田　真実 （株）八神製作所　ヤガミホームヘルスセンター横浜 045-315-0188

東海・北陸支部

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

●石川 吉見　武志 （株）ヤマシタコーポレーション　金沢営業所 076-238-8522

吉田　康彦 （株）ライフワン 0761-23-2329

●静岡 溝口　貴子 （株）星医療酸器東海　静岡営業所 054-655-2001

冨田　直弘 ケア・フリー静岡（株） 054-267-6655

西野　徹 〃 〃

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

市川　康一 （株）ヤマシタコーポレーション　沼津営業所 055-924-2999

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

金本　隆太郎（株）トーカイ　浜松営業課 053-430-6652

●愛知 足立　達哉 （株）ニシワキ 052-919-6032

廣岡　大輔 近藤産興（株）	ケアレンタル課 0567-52-1018

梅田　敬介 近藤産興（株）　 052-614-5773

大野　善彦 〃 〃

中嶌　斉志 光田屋（株） 0536-23-2131

土方　智宏 〃 〃

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

杉浦　規夫 （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

大瀧　友加里 （株）八神製作所　ホームヘルスセンター豊橋 0532-58-6011

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

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

横地　友香 〃 〃

川本　晃嗣 （有）かしわばらメディカル 0568-84-8470

青山　真治 ニック（株）　名古屋支店 052-691-5133

●愛知 望月　雄太 東名ブレース（株） 0561-85-7355

●岐阜 望月　泰徳 （株）美濃庄　多治見営業所 0572-24-5008

松原　亘 （株）美濃庄　本社 058-275-4123

亀水　大輔 〃 〃

岸本　和也 〃 〃

羽賀　裕晃 イビデン産業（株）　アルファンケア 0584-91-8476

志知　　忠 （株）ナイスワーク 058-277-4135

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

清水　裕理恵 〃 〃

岩田　和也 （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

●三重 冨田　健一 （株）ヤマシタコーポレーション　三重営業所 059-383-5039

上田　崇統 日本ケアシステム（株） 059-355-5125

小鷺　多美江 〃 〃

伊藤　大貴 日本ケアシステム（株） 059-381-1765

海野　誠 (株)ライフ・テクノサービス 059-226-8217

濱口　光希 〃 〃

雷　俊峰 〃 〃

宇佐美　靖孝 〃 〃

近畿支部

●滋賀 久後　眞友美（株）ヤマシタコーポレーション　大津営業所 077-547-3185

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

松本　佳久 〃 〃

田中　沙織 （有）スマイルケア 075-951-2340

●大阪 田中　一平 西川リビング（株）　ネーブルハウス箕面店 072-729-0835

荒川　公平 （株）ゴトウ・アズ・プランニング　堺店 0120-810-510

古川　晃 （株）ゴトウ・アズ・プランニング　東大阪店 0120-810-510

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

北　一雄 （株）ヤマシタコーポレーション　大阪南営業所 0725-45-9701

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

宮﨑　徹 （株）トーカイ　大阪南営業所 06-6795-0231

片岡　健司 日本ウイール・チェアー（株）　関西支店 06-6391-6022

三宅　由師 川村義肢（株） 072-875-8037

●兵庫 藤原　直樹 （株）あっぷる　レンタル事業所　明石 078-917-1199

中芝　伸聡 （株）あっぷる　レンタル事業所　姫路 079-281-1133

奥田　邦佑 （株）ゴトウ・アズ・プランニング　尼崎店 0120-810-510

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

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

多田　朝信 （株）トーカイ　姫路営業所 079-231-4488

辻　昭彦 八千代ケアサポート（株）　三田店 079-564-7900

●奈良 山田　孝志 （株）イカリトンボ 0745-75-2028

白澤　慶宗 〃 〃

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

辻　友博 〃 〃

藤山　武彦 （株）フジヤマサービス 0745-27-3193

●和歌山 菅谷　総一郎（株）すまいるケアーサービス 073-435-3222

木村　松寿 東洋特殊工事（株）　ケアシステム事業部 073-402-0311

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

大前　智希 （株）大黒ヘルスケアサービス　新宮店 073-522-8821

森　崇行 （株）大黒ヘルスケアサービス　和歌山店 073-446-8111

中国支部

●鳥取 門脇　総司 （株）ウィードメディカル 0857-25-4666

園山　昇 （有）げんき堂 0854-22-3652

秦　栄治 〃 〃

河本　秀樹 （株）ウィードメディカル　松江営業所 0852-60-2661

●岡山 真鍋　卓也 （株）トーカイ　岡山営業課 086-243-2277

●広島 山田　宏 （株）ウィードメディカル　広島営業所 082-236-9540

横田　祐也 （株）はるかぜ 084-923-0772

武部　大志 日本基準寝具（株） 082-877-1079

●山口 中本　広一 （株）ホームケアサービス山口　下関店 0833-45-3008

篠原　伴居 （株）ホームケアサービス山口　久留米営業所 083-248-7788

四国支部

●徳島 藤岡　京子 （有）フジオカ　介護ショップハートステッキ 0883-64-2227

●香川 南原　明仁 （株）トーカイ　高松営業所 087-871-8778

●愛媛 池田　信也 （株）トーカイ　新居浜営業課 0897-46-3737

九州支部

●熊本 生駒　研悟 （有）クオリティコントロールセンター　周南店 096-383-0855

●福岡 内田　達之 （株）大平　タイヘイＭ＆Ｃ　宮田介護用具サービス 0942-36-2323

大庭　直樹 （有）おおつか　北九州営業所 0949-32-1234

相浦　浩二 （株）トーカイ　福祉用具貸与事業部 093-474-2022

渡辺　捺美 サンステップ 0944-62-5562

金澤　梨江 横尾器械（株） 093-561-5724

石橋　宏之 アップルハート福岡Ｆ１　福祉用具センター 092-285-6202

山口　達也 (株)芳野ケアサポート 093-771-8282

●宮崎 南崎　宏幸 （株）ウエルライフ 0986-26-0317

●鹿児島 網中　信義 （有）シルバーケア 0994-44-2037

有吉　和浩 （有）リバティ　 0995-67-7801

栗林　和尚 （有）リバティ　鹿児島営業所 099-295-3512

星野　豊史 （株）カクイックスウィング　鹿児島営業所 099-261-4114

田中　啓太 〃 〃

竹之内　孝志 （株）カクイックスウィング　屋久島オフィス 0997-46-4321

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

岩重　誠 〃 〃

土岐　勉 （株）カクイックスウィング　名瀬営業所 0997-56-8555

宮内　博 （株）カクイックスウィング　川内営業所 0996-21-1513

中尾　真 （株）カクイックスウィング　国分営業所 0995-49-8080

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

●沖縄 笠目　妙子 （株）シルバーサービス沖縄 098-891-6699

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

24年度 認定選定士 １６１名

延　べ 認定選定士 １,５２4名

平成24年度

選定士認定者一覧
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（氏名公表に同意のあった方）

東北支部

●宮城 宍戸　琢哉 （株）同仁社	ヘルスケア仙台 022-253-5722

●福島 加藤　美香子（株）同仁社 024-583-5354

福地　弘典 （株）同仁社　ヘルスケア会津 024-276-1161

黒津　晃一 （株）ハッピーケア　福島支店 024-535-9130

雫石　勲 （株）ハッピーケア　いわき支店 024-626-8228

北関東支部

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

原　恵子 （株）ロイエル 028-611-3541

田澤　秀之 富士リレイト（株）　ひまわり館　大田原営業所 0287-24-6301

●群馬 齋藤　美範 ソネット（株） 027-251-4410

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

●埼玉 村田　陽平 サカイ・ヘルスケアー　入間店 04-2965-2010

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

田中　洋平 富士リレイト（株）　ひまわり館　深谷店 048-501-7941

杉村　和彦 （株）トーカイ　戸田営業課 048-447-3096

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

東京支部

●千葉 阿部　幸弘 （有）アルファメディカル 047-374-5621

茂木　泰男 ライフケアタカサ　本店 043-623-5335

岡本　英明 〃 〃

渡邉　宏幸 ライフケアタカサ　千葉支店 043-255-5133

升　洋之 ライフケアタカサ　船橋支店 047-407-8622

河野　将弥 ライフケアタカサ　茂原支店 047-520-3771

中原　史洋 ライフケアタカサ　成田支店 047-628-6606

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

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

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

●東京 内野　雄一 （株）東基　ヘルスケア事業部　アサノヘルスケア 03-3998-1191

佐藤　みどり（株）三鷹ナース・ヘルパーセンター 042-247-6850

藤本　二郎 日の出通運（株）　立川店 042-597-4508

岩切　裕子 （株）ドリーミー　あっぷる介護用品　立川店 042-524-6035

関谷　健一 （株）ドリーミー　あっぷる介護用品　福生店 042-553-2821

伊藤　盛之 サカイ・ヘルスケアー　三鷹店 042-242-6811

磯辺　盛 〃 〃

石井　健太 サカイ・ヘルスケアー　昭島店 042-545-3388

関川　牧子 なぎさ和楽苑　指定福祉用具貸与事業所 03-3675-1202

海老根　佳幸 （株）ヤマシタコーポレーション　新中央営業所 03-5730-3000

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

永井　麻亜美 〃 〃

飯塚　嗣文 〃 〃

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

橋　賢聖 〃 〃

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

菅原　光司 〃 〃

井村　正樹 〃 〃

依田　学 （株）仁済　福祉用具貸与事業所 03-3773-0890

和光　智宏 〃 〃

山内　祐助 （株）トーカイ　町田支店 042-799-3340

山下　和洋 （株）ヤマシタコーポレーション　東京本部 03-5730-4545

南関東支部

●長野 宮澤　貴彦 サクラケア　上田店 026-821-4115

青木　広貴 サクラケア　長野南店 026-299-4115

岩﨑　直史 （株）ヤマシタコーポレーション　松本営業所 026-326-1000

●神奈川 荻原　崇 （株）ヤマシタコーポレーション　神奈川営業所 046-391-7560

清塚　敏正 （株）ニチイ学館　ニチイケアセンターみどりがおか 042-712-9886

村田　真実 （株）八神製作所　ヤガミホームヘルスセンター横浜 045-315-0188

東海・北陸支部

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

●石川 吉見　武志 （株）ヤマシタコーポレーション　金沢営業所 076-238-8522

吉田　康彦 （株）ライフワン 0761-23-2329

●静岡 溝口　貴子 （株）星医療酸器東海　静岡営業所 054-655-2001

冨田　直弘 ケア・フリー静岡（株） 054-267-6655

西野　徹 〃 〃

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

市川　康一 （株）ヤマシタコーポレーション　沼津営業所 055-924-2999

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

金本　隆太郎（株）トーカイ　浜松営業課 053-430-6652

●愛知 足立　達哉 （株）ニシワキ 052-919-6032

廣岡　大輔 近藤産興（株）	ケアレンタル課 0567-52-1018

梅田　敬介 近藤産興（株）　 052-614-5773

大野　善彦 〃 〃

中嶌　斉志 光田屋（株） 0536-23-2131

土方　智宏 〃 〃

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

杉浦　規夫 （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

大瀧　友加里 （株）八神製作所　ホームヘルスセンター豊橋 0532-58-6011

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

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

横地　友香 〃 〃

川本　晃嗣 （有）かしわばらメディカル 0568-84-8470

青山　真治 ニック（株）　名古屋支店 052-691-5133

●愛知 望月　雄太 東名ブレース（株） 0561-85-7355

●岐阜 望月　泰徳 （株）美濃庄　多治見営業所 0572-24-5008

松原　亘 （株）美濃庄　本社 058-275-4123

亀水　大輔 〃 〃

岸本　和也 〃 〃

羽賀　裕晃 イビデン産業（株）　アルファンケア 0584-91-8476

志知　　忠 （株）ナイスワーク 058-277-4135

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

清水　裕理恵 〃 〃

岩田　和也 （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

●三重 冨田　健一 （株）ヤマシタコーポレーション　三重営業所 059-383-5039

上田　崇統 日本ケアシステム（株） 059-355-5125

小鷺　多美江 〃 〃

伊藤　大貴 日本ケアシステム（株） 059-381-1765

海野　誠 (株)ライフ・テクノサービス 059-226-8217

濱口　光希 〃 〃

雷　俊峰 〃 〃

宇佐美　靖孝 〃 〃

近畿支部

●滋賀 久後　眞友美（株）ヤマシタコーポレーション　大津営業所 077-547-3185

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

松本　佳久 〃 〃

田中　沙織 （有）スマイルケア 075-951-2340

●大阪 田中　一平 西川リビング（株）　ネーブルハウス箕面店 072-729-0835

荒川　公平 （株）ゴトウ・アズ・プランニング　堺店 0120-810-510

古川　晃 （株）ゴトウ・アズ・プランニング　東大阪店 0120-810-510

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

北　一雄 （株）ヤマシタコーポレーション　大阪南営業所 0725-45-9701

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

宮﨑　徹 （株）トーカイ　大阪南営業所 06-6795-0231

片岡　健司 日本ウイール・チェアー（株）　関西支店 06-6391-6022

三宅　由師 川村義肢（株） 072-875-8037

●兵庫 藤原　直樹 （株）あっぷる　レンタル事業所　明石 078-917-1199

中芝　伸聡 （株）あっぷる　レンタル事業所　姫路 079-281-1133

奥田　邦佑 （株）ゴトウ・アズ・プランニング　尼崎店 0120-810-510

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

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

多田　朝信 （株）トーカイ　姫路営業所 079-231-4488

辻　昭彦 八千代ケアサポート（株）　三田店 079-564-7900

●奈良 山田　孝志 （株）イカリトンボ 0745-75-2028

白澤　慶宗 〃 〃

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

辻　友博 〃 〃

藤山　武彦 （株）フジヤマサービス 0745-27-3193

●和歌山 菅谷　総一郎（株）すまいるケアーサービス 073-435-3222

木村　松寿 東洋特殊工事（株）　ケアシステム事業部 073-402-0311

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

大前　智希 （株）大黒ヘルスケアサービス　新宮店 073-522-8821

森　崇行 （株）大黒ヘルスケアサービス　和歌山店 073-446-8111

中国支部

●鳥取 門脇　総司 （株）ウィードメディカル 0857-25-4666

園山　昇 （有）げんき堂 0854-22-3652

秦　栄治 〃 〃

河本　秀樹 （株）ウィードメディカル　松江営業所 0852-60-2661

●岡山 真鍋　卓也 （株）トーカイ　岡山営業課 086-243-2277

●広島 山田　宏 （株）ウィードメディカル　広島営業所 082-236-9540

横田　祐也 （株）はるかぜ 084-923-0772

武部　大志 日本基準寝具（株） 082-877-1079

●山口 中本　広一 （株）ホームケアサービス山口　下関店 0833-45-3008

篠原　伴居 （株）ホームケアサービス山口　久留米営業所 083-248-7788

四国支部

●徳島 藤岡　京子 （有）フジオカ　介護ショップハートステッキ 0883-64-2227

●香川 南原　明仁 （株）トーカイ　高松営業所 087-871-8778

●愛媛 池田　信也 （株）トーカイ　新居浜営業課 0897-46-3737

九州支部

●熊本 生駒　研悟 （有）クオリティコントロールセンター　周南店 096-383-0855

●福岡 内田　達之 （株）大平　タイヘイＭ＆Ｃ　宮田介護用具サービス 0942-36-2323

大庭　直樹 （有）おおつか　北九州営業所 0949-32-1234

相浦　浩二 （株）トーカイ　福祉用具貸与事業部 093-474-2022

渡辺　捺美 サンステップ 0944-62-5562

金澤　梨江 横尾器械（株） 093-561-5724

石橋　宏之 アップルハート福岡Ｆ１　福祉用具センター 092-285-6202

山口　達也 (株)芳野ケアサポート 093-771-8282

●宮崎 南崎　宏幸 （株）ウエルライフ 0986-26-0317

●鹿児島 網中　信義 （有）シルバーケア 0994-44-2037

有吉　和浩 （有）リバティ　 0995-67-7801

栗林　和尚 （有）リバティ　鹿児島営業所 099-295-3512

星野　豊史 （株）カクイックスウィング　鹿児島営業所 099-261-4114

田中　啓太 〃 〃

竹之内　孝志 （株）カクイックスウィング　屋久島オフィス 0997-46-4321

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

岩重　誠 〃 〃

土岐　勉 （株）カクイックスウィング　名瀬営業所 0997-56-8555

宮内　博 （株）カクイックスウィング　川内営業所 0996-21-1513

中尾　真 （株）カクイックスウィング　国分営業所 0995-49-8080

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

●沖縄 笠目　妙子 （株）シルバーサービス沖縄 098-891-6699
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コーディネーター山内繁氏の司会のもと、３人のプレゼンターによるプレゼンテ

ーションが行われました。

その後、プレゼンターを交えてのディスカッションが行なわれ、改めて教育と福

祉用具に対する思い込みを無くすことの重要性が語られました。

そして来場者からの質問を受け、最後に山下会長

の挨拶でプレゼンテーション時間は終了しました。

会場内では、出演者の方々のお話に聞き入り熱心

にメモを取る来場者の姿が多く見受けられました。

当日は定員 80 名の所、120 名の方にご来場いただ

き盛況となりました。

沢山のご来場ありがとうございました。

平成24年度協会活動のご報告

当協会では、「第39回国際福祉機器展H.C.R.2012」に出展
出展者プレゼンテーションを行いました

コーディネーター
●山内 繁氏
NPO支援技術開発機構理事長
元・国立身体障害者リハビリテーシ
ョンセンター研究所長

プレゼンター
●岩本 文雄氏
株式会社カクイックスウィング代表
取締役、日本福祉用具供給協会理事、
福祉用具専門相談員

プレゼンター
●小島 操氏
東京都介護支援専門員研究協議会副
理事長、結城クリニック石神井訪問
看護ステーション相談室室長、主任
介護支援専門員

プレゼンター
●原口 留里氏
株式会社ハートウェル名古屋店、
福祉用具専門相談員　
介護支援専門員

「誰にもやさしい福祉用具を
 もっと身近に！」

「誰にもやさしい福祉用具を
 もっと身近に！」

福祉用具の日推進協議会
プレゼンテーション

39th国際福祉機器展H.C.R2012

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２４年度までに約１, ５２０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２５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。

平成25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

▲満員の来場者▲最後の挨拶をされる山下会長

会場名 研修期間 研修会場 申込受付開始日

東 海・ 北 陸 会 場 平成25年5月14日（火）～16日（木） imyホール(名古屋：千種駅)

平成25年4月1日(月)～
近 畿 会 場 平成25年6月11日（火）～13日（木） 大阪リバーサイドホテル(大阪：桜ノ宮駅)

東 京 会 場 平成25年7月　9日（火）～11日（木） アンフェリシオン(東京：亀戸駅)

九 州・ 沖 縄 会 場 平成25年8月　6日（火）～　8日（木） 沖縄県総合福祉センター（那覇市）

会場名 研修期間 研修会場 申込受付開始日

東 海・ 北 陸 会 場 平成25年　9月11日（水）～12日（木） imyホール(名古屋：千種駅)

平成25年4月1日(月)～
近　 畿　 会　 場 平成25年10月　9日（水）～10日（木） 大阪リバーサイドホテル(大阪：桜ノ宮駅)

東 京 会 場 平成25年11月12日（火）～13日（水） アンフェリシオン(東京：亀戸駅)

九 州・ 沖 縄 会 場 平成25年12月11日（水）～12日（木） 沖縄県総合福祉センター（那覇市）

歩行器、床ずれ防止、リフト編　カリキュラムB研修

ベッド、車いす編　カリキュラムA研修

※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

	 TEL 03－6721－5222　　FAX 03－3434－3414

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)

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)

8 9



コーディネーター山内繁氏の司会のもと、３人のプレゼンターによるプレゼンテ

ーションが行われました。

その後、プレゼンターを交えてのディスカッションが行なわれ、改めて教育と福

祉用具に対する思い込みを無くすことの重要性が語られました。

そして来場者からの質問を受け、最後に山下会長

の挨拶でプレゼンテーション時間は終了しました。

会場内では、出演者の方々のお話に聞き入り熱心

にメモを取る来場者の姿が多く見受けられました。

当日は定員 80 名の所、120 名の方にご来場いただ

き盛況となりました。

沢山のご来場ありがとうございました。

平成24年度協会活動のご報告

当協会では、「第39回国際福祉機器展H.C.R.2012」に出展
出展者プレゼンテーションを行いました

コーディネーター
●山内 繁氏
NPO支援技術開発機構理事長
元・国立身体障害者リハビリテーシ
ョンセンター研究所長

プレゼンター
●岩本 文雄氏
株式会社カクイックスウィング代表
取締役、日本福祉用具供給協会理事、
福祉用具専門相談員

プレゼンター
●小島 操氏
東京都介護支援専門員研究協議会副
理事長、結城クリニック石神井訪問
看護ステーション相談室室長、主任
介護支援専門員

プレゼンター
●原口 留里氏
株式会社ハートウェル名古屋店、
福祉用具専門相談員　
介護支援専門員

「誰にもやさしい福祉用具を
 もっと身近に！」

「誰にもやさしい福祉用具を
 もっと身近に！」

福祉用具の日推進協議会
プレゼンテーション

39th国際福祉機器展H.C.R2012

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２４年度までに約１, ５２０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２５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。

平成25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

▲満員の来場者▲最後の挨拶をされる山下会長

会場名 研修期間 研修会場 申込受付開始日

東 海・ 北 陸 会 場 平成25年5月14日（火）～16日（木） imyホール(名古屋：千種駅)

平成25年4月1日(月)～
近 畿 会 場 平成25年6月11日（火）～13日（木） 大阪リバーサイドホテル(大阪：桜ノ宮駅)

東 京 会 場 平成25年7月　9日（火）～11日（木） アンフェリシオン(東京：亀戸駅)

九 州・ 沖 縄 会 場 平成25年8月　6日（火）～　8日（木） 沖縄県総合福祉センター（那覇市）

会場名 研修期間 研修会場 申込受付開始日

東 海・ 北 陸 会 場 平成25年　9月11日（水）～12日（木） imyホール(名古屋：千種駅)

平成25年4月1日(月)～
近　 畿　 会　 場 平成25年10月　9日（水）～10日（木） 大阪リバーサイドホテル(大阪：桜ノ宮駅)

東 京 会 場 平成25年11月12日（火）～13日（水） アンフェリシオン(東京：亀戸駅)

九 州・ 沖 縄 会 場 平成25年12月11日（水）～12日（木） 沖縄県総合福祉センター（那覇市）

歩行器、床ずれ防止、リフト編　カリキュラムB研修

ベッド、車いす編　カリキュラムA研修

※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

	 TEL 03－6721－5222　　FAX 03－3434－3414

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)

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)

8 9



認知症の講義を終えて

昨年までに開催した 
研修会にて

平成23年 4月 25 日の「福祉用具における保険給

付の在り方に関する検討会」にて、個別援助計

画（改正時には福祉用具サービス計画）の作成を指定

基準において明確に位置づけることが適当であるとい

う議論がなされ、法改正に置いて指定基準となった。

このことにより平成 23 年から平成 24 年までひと月に

3回ぐらいのペースでサービス計画の研修会講師をさ

せていただく機会があった。筆者の担当としては、ふ

くせん書式におけるサービス計画書の説明とアセスメ

ントを行うにあたっての情報収集の理解、計画書の書

き方を担当していたが、当初の研修会アンケートによ

ると、「福祉用具の利用目標はケアマネジャーが考え

ることではないか」「経営的な視点が欠けている」と

いう声も多くあった。

　しかし、昨年半ばからは研修会の行い方も筆者から

事例提供し、参加者数名が記載したものに対してコメ

ントを行う形式をとってみたところ、福祉用具の利用

目標と選定理由が混乱している場合と、きちんと区別

して記載されている場合など記載者のスキルが著名に

表れてきたが、研修会に参加される方のスキルは確実

に向上していると思われる。中でも経験が少ない方で

あっても、きちんと記載している場合があったので、

経験が関係しているのではなく記載方法を理解してい

るかどうかの方の関係が高いと感じられた。

福祉用具サービス計画の 
最近の動向

東京都福祉保健局は平成 24 年年 6月 27 日に指定

福祉用具貸与事業指導検査基準を発表し、居宅

サービス計画に沿ったサービスの提供が行われている

かどうかについての確認書類は、「居宅サービス計画

書（１）（２）」「週間サービス計画表」「サービス提供

表」「別表」「利用者に関する記録」にて行われ、福祉

用具貸与計画の作成については、「福祉用具貸与計画」

「特定福祉用具販売計画」「居宅サービス計画」などの

書類確認を行うこととしている。

　また、東京都福祉保健局指導監査部が平成 24 年 10

月に公表した平成 23 年度指導検査報告書によると、

特定福祉用具販売事業所において「居宅サービス計画

に沿った指定特定福祉用具販売を提供していない」と

いう理由での実施指導、「利用者の心身の状況その他

必要な事項を記載していない事例が認められた」とい

う理由での実施指導がなされていた。

　福祉用具サービス計画が指定基準となっていない平

成 23 年度の指導検査に置いて指導されているという

ことは、今後さらに指導検査が厳しくなる可能性があ

るのではないかと思われる。

福祉用具サービス計画の 
今後の在り方

今年の3月 31 日で経過措置も終了し、すべての

利用者に福祉用具サービス計画を立てることと

なるが、筆者ら医療従事者は最初から治療計画を書く

ことを前提として教育を受けている。特に病院で使用

されているカルテは、どの職種が見ても理解できる書

式であり、主訴（希望）、検査内容（触診、血液検査、

レントゲン検査等）を基にして診断し、その診断のも

とに治療方針を決定し、治療を行っているシステムで

あることがわかる。

　今回の改正は福祉用具貸与事業というものが介護

サービスの一部としての位置づけが明確化されたこと

であり、他の介護サービスや医療サービスと同様にエ

ビデンスに基づいたサービスであるためにも、福祉用

具サービス計画を立て、利用者・ケアマネジャーの方々

に対して「福祉用具を使用してどんな生活を送ること

ができるのか」「福祉用具でどんな動作を便利にでき

るのか」「その動作を楽にできるようにするためには、

利用者のどのような状況を踏まえて先手したのか」を

きちんと説明し、目標達成することができたのかの確

認を取ることが、利用者に対しての利益であり、サー

ビスの向上につながることと確信している。

　福祉用具貸与事業所の皆様こんにちは。私は東京医科歯科大

学で医療を学んだ後、東京都文京区で平成１１年から平成１８

年までの間、現場職員をしながら、福祉用具貸与事業所の管理

者を行い、介護支援専門員を取得しました。３足のわらじを履

いていた時期があったわけです。例を挙げると、ケアプランを

片手に、あいた片手で新しい車いすを押して、認知症をお持ち

の高齢者のお宅へ訪問介護をしにいく。選定が悪ければその場

でケアプランを修正する。利用者によっては私と家族とご本人

だけでケアカンファレンスが出来てしまうという、恵まれた

（？）状況がありました。現在は小規模多機能型居宅介護を運

営しながら、認知症をお持ちの高齢者の方たちと生活をしてい

ます。今年度は、認知症の理解の講座を担当させていただきま

して、誠にありがとうございました。

　また、介護保険事業のほかに、ＮＰＯ法人もんじゅという法

人を運営しております。『現場職員の現場職員による現場職員

のための問題解決を』という使命を掲げ、介護現場等の対人業

務に携わる職員さん、社員さんが抱える問題を、皆で解決して

言語化していこうという活動をしております。問題解決のミー

ティングを行いますが、その場にも、介護職員さんやケアマネ

ジャーさん、もちろん、福祉用具専門相談員の方もいらっしゃ

います。ご利用者が抱える問題を解決できないときに、多くの

職種で利害関係を持たずに一緒に考える機能です。その活動の

中で、やはり、介護現場職員も、ケアマネジャーさんも、福祉

用具貸与事業所の社員さんも『認知症をお持ちの高齢者とどの

ように関わればよいのか』という疑問や解決したい課題を一様

に抱えているようです。

　問題を伺っていると、現場職員も、貸与事業所の社員さんも、

目の前の高齢者に対して本来しなければならない自分の仕事を

達成できずに、心配で困る、と思われているようです。つまり

どちらも、『ご本人のニーズを捉えて適切な支援をする』とい

うことを仕事にしています。自分の仕事を達成するとは、第一

段階として高齢者が必要だと考えていることを捉えること、第

二段階としてその支援をすることです。例えば福祉用具貸与の

お仕事であれば、足が弱って転びやすいと自覚している本人が

安全に歩きたいと考えていることに対して、杖の使い方をご説

明して使っていただくということです。ところが、認知症のご

本人であれば、転びやすいということを忘れてしまうことがあ

ります。また、ご説明をした杖の使い方を忘れてしまうことが

あります。すると、責任を持って安全に用具を使用していただ

きたいと考える皆様のお仕事が完全に達成されず、心配事がな

くならないということになります。『ご説明を一通りしたのだ

けど、転んでしまったらどうしよう。』とか、『ご説明したのだ

けど、用具の機能を使いきれずにご生活していたらご本人の生

活が豊かにならない』と考えながら仕事をされるのは、大変な

ことと察します。

　さらに、物事を複雑にしているのは、認知症の人が罹ってい

る病気は進行性のものだということです。『以前、ご説明した

ときには用具を正しく使えていたのに、今は使えない。』など

というご経験をされた方も多いかと思います。

　また、極めつけは、福祉用具専門相談員は、ご本人と直接関

わることが出来る時間が他の介護現場職と比べて圧倒的に少な

いということです。ご本人の進行状態に合わせて柔軟にご説明

の方法を変えることや、ご本人がきちんと理解できるように繰

り返しご説明をするために必要な時間を持っていません。介護

施設の現場職員さんは一日１２０分程度、在宅のヘルパーさん

等はそれより少ないですね。ケアマネジャーさんは月に６０分

程度つまり、一日２分程度です。福祉用具専門相談員さんは仮

に３月に一度、３０分程度の訪問をしていたとしても、一日あ

たりに延べると、２０秒程度です。現場職員と比較すると、実

に３００分の１程度の時間になります。こういった限られた時

間の中で、ご本人に最も有効な時間の使い方をするためにはど

うしたら良いでしょう。認知症をお持ちのご本人にとっては、

幾重にも重なった複雑な状況と、仕事の仕組みの中で関わりき

れない私たちの事情がさらに重なって、大変厄介な悩みとして

困られていることがあるのではないでしょうか。

　私たちがするべきことの結論から申し上げますと、どのよう

な情報を、誰と連携することが本人にとって最善なのか。皆さ

んのお仕事と、ご本人の生活上の悩みが、より適切に解決され

ることが大事なのだと考えています。皆さんのお仕事の中では、

『ご本人に必要な用具を納入し、安全に使っていただくこと』

が求められます。福祉用具貸与の立場から考えると、いかに、

ご本人と接する機会が多いご家族や介護職員、ケアマネジャー

さんがどのように関わるかで結果が違ってくるでしょう。

　平成２４年度の講義は、まず、ご本人の気持ちを皆さんに知っ

ていただくこと、ご本人の抱えている病気について知っていた

だくこと、その上で皆さんに出来そうなことを考えていただき

ました。しかしながら、依然、限られた時間で何をするかとい

う明確な方法論までは行き着きませんでした。それぞれの法人

さんでのお考えや、積み上げてきた他職種との関係性などが大

きく関わるように感じます。それらや、皆様からいただきまし

た貴重なご意見をもとに、来年度はより深く、『福祉用具貸与

の仕事の中で、認知症の方に最も価値のあるサービスを提供す

ること』に焦点を合わせて、皆さんと一緒に考えることが出来

ましたら幸いです。

高齢者生活福祉研究所　所長
理学療法士 加島　守 ＮＰＯ法人もんじゅ代表

小規模多機能型居宅介護ユアハウス弥生所長 飯塚裕久

福祉用具サービス計画
研修会を終えて
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き方を担当していたが、当初の研修会アンケートによ

ると、「福祉用具の利用目標はケアマネジャーが考え

ることではないか」「経営的な視点が欠けている」と

いう声も多くあった。

　しかし、昨年半ばからは研修会の行い方も筆者から

事例提供し、参加者数名が記載したものに対してコメ

ントを行う形式をとってみたところ、福祉用具の利用

目標と選定理由が混乱している場合と、きちんと区別

して記載されている場合など記載者のスキルが著名に

表れてきたが、研修会に参加される方のスキルは確実

に向上していると思われる。中でも経験が少ない方で

あっても、きちんと記載している場合があったので、

経験が関係しているのではなく記載方法を理解してい

るかどうかの方の関係が高いと感じられた。

福祉用具サービス計画の 
最近の動向

東京都福祉保健局は平成 24 年年 6月 27 日に指定

福祉用具貸与事業指導検査基準を発表し、居宅

サービス計画に沿ったサービスの提供が行われている

かどうかについての確認書類は、「居宅サービス計画

書（１）（２）」「週間サービス計画表」「サービス提供

表」「別表」「利用者に関する記録」にて行われ、福祉

用具貸与計画の作成については、「福祉用具貸与計画」

「特定福祉用具販売計画」「居宅サービス計画」などの

書類確認を行うこととしている。

　また、東京都福祉保健局指導監査部が平成 24 年 10

月に公表した平成 23 年度指導検査報告書によると、

特定福祉用具販売事業所において「居宅サービス計画

に沿った指定特定福祉用具販売を提供していない」と

いう理由での実施指導、「利用者の心身の状況その他

必要な事項を記載していない事例が認められた」とい

う理由での実施指導がなされていた。

　福祉用具サービス計画が指定基準となっていない平

成 23 年度の指導検査に置いて指導されているという

ことは、今後さらに指導検査が厳しくなる可能性があ

るのではないかと思われる。

福祉用具サービス計画の 
今後の在り方

今年の3月 31 日で経過措置も終了し、すべての

利用者に福祉用具サービス計画を立てることと

なるが、筆者ら医療従事者は最初から治療計画を書く

ことを前提として教育を受けている。特に病院で使用

されているカルテは、どの職種が見ても理解できる書

式であり、主訴（希望）、検査内容（触診、血液検査、

レントゲン検査等）を基にして診断し、その診断のも

とに治療方針を決定し、治療を行っているシステムで

あることがわかる。

　今回の改正は福祉用具貸与事業というものが介護

サービスの一部としての位置づけが明確化されたこと

であり、他の介護サービスや医療サービスと同様にエ

ビデンスに基づいたサービスであるためにも、福祉用

具サービス計画を立て、利用者・ケアマネジャーの方々

に対して「福祉用具を使用してどんな生活を送ること

ができるのか」「福祉用具でどんな動作を便利にでき

るのか」「その動作を楽にできるようにするためには、

利用者のどのような状況を踏まえて先手したのか」を

きちんと説明し、目標達成することができたのかの確

認を取ることが、利用者に対しての利益であり、サー

ビスの向上につながることと確信している。

　福祉用具貸与事業所の皆様こんにちは。私は東京医科歯科大

学で医療を学んだ後、東京都文京区で平成１１年から平成１８

年までの間、現場職員をしながら、福祉用具貸与事業所の管理

者を行い、介護支援専門員を取得しました。３足のわらじを履

いていた時期があったわけです。例を挙げると、ケアプランを

片手に、あいた片手で新しい車いすを押して、認知症をお持ち

の高齢者のお宅へ訪問介護をしにいく。選定が悪ければその場

でケアプランを修正する。利用者によっては私と家族とご本人

だけでケアカンファレンスが出来てしまうという、恵まれた

（？）状況がありました。現在は小規模多機能型居宅介護を運

営しながら、認知症をお持ちの高齢者の方たちと生活をしてい

ます。今年度は、認知症の理解の講座を担当させていただきま

して、誠にありがとうございました。

　また、介護保険事業のほかに、ＮＰＯ法人もんじゅという法

人を運営しております。『現場職員の現場職員による現場職員

のための問題解決を』という使命を掲げ、介護現場等の対人業

務に携わる職員さん、社員さんが抱える問題を、皆で解決して

言語化していこうという活動をしております。問題解決のミー

ティングを行いますが、その場にも、介護職員さんやケアマネ

ジャーさん、もちろん、福祉用具専門相談員の方もいらっしゃ

います。ご利用者が抱える問題を解決できないときに、多くの

職種で利害関係を持たずに一緒に考える機能です。その活動の

中で、やはり、介護現場職員も、ケアマネジャーさんも、福祉

用具貸与事業所の社員さんも『認知症をお持ちの高齢者とどの

ように関わればよいのか』という疑問や解決したい課題を一様

に抱えているようです。

　問題を伺っていると、現場職員も、貸与事業所の社員さんも、

目の前の高齢者に対して本来しなければならない自分の仕事を

達成できずに、心配で困る、と思われているようです。つまり

どちらも、『ご本人のニーズを捉えて適切な支援をする』とい

うことを仕事にしています。自分の仕事を達成するとは、第一

段階として高齢者が必要だと考えていることを捉えること、第

二段階としてその支援をすることです。例えば福祉用具貸与の

お仕事であれば、足が弱って転びやすいと自覚している本人が

安全に歩きたいと考えていることに対して、杖の使い方をご説

明して使っていただくということです。ところが、認知症のご

本人であれば、転びやすいということを忘れてしまうことがあ

ります。また、ご説明をした杖の使い方を忘れてしまうことが

あります。すると、責任を持って安全に用具を使用していただ

きたいと考える皆様のお仕事が完全に達成されず、心配事がな

くならないということになります。『ご説明を一通りしたのだ

けど、転んでしまったらどうしよう。』とか、『ご説明したのだ

けど、用具の機能を使いきれずにご生活していたらご本人の生

活が豊かにならない』と考えながら仕事をされるのは、大変な

ことと察します。

　さらに、物事を複雑にしているのは、認知症の人が罹ってい

る病気は進行性のものだということです。『以前、ご説明した

ときには用具を正しく使えていたのに、今は使えない。』など

というご経験をされた方も多いかと思います。

　また、極めつけは、福祉用具専門相談員は、ご本人と直接関

わることが出来る時間が他の介護現場職と比べて圧倒的に少な

いということです。ご本人の進行状態に合わせて柔軟にご説明

の方法を変えることや、ご本人がきちんと理解できるように繰

り返しご説明をするために必要な時間を持っていません。介護

施設の現場職員さんは一日１２０分程度、在宅のヘルパーさん

等はそれより少ないですね。ケアマネジャーさんは月に６０分

程度つまり、一日２分程度です。福祉用具専門相談員さんは仮

に３月に一度、３０分程度の訪問をしていたとしても、一日あ

たりに延べると、２０秒程度です。現場職員と比較すると、実

に３００分の１程度の時間になります。こういった限られた時

間の中で、ご本人に最も有効な時間の使い方をするためにはど

うしたら良いでしょう。認知症をお持ちのご本人にとっては、

幾重にも重なった複雑な状況と、仕事の仕組みの中で関わりき

れない私たちの事情がさらに重なって、大変厄介な悩みとして

困られていることがあるのではないでしょうか。

　私たちがするべきことの結論から申し上げますと、どのよう

な情報を、誰と連携することが本人にとって最善なのか。皆さ

んのお仕事と、ご本人の生活上の悩みが、より適切に解決され

ることが大事なのだと考えています。皆さんのお仕事の中では、

『ご本人に必要な用具を納入し、安全に使っていただくこと』

が求められます。福祉用具貸与の立場から考えると、いかに、

ご本人と接する機会が多いご家族や介護職員、ケアマネジャー

さんがどのように関わるかで結果が違ってくるでしょう。

　平成２４年度の講義は、まず、ご本人の気持ちを皆さんに知っ

ていただくこと、ご本人の抱えている病気について知っていた

だくこと、その上で皆さんに出来そうなことを考えていただき

ました。しかしながら、依然、限られた時間で何をするかとい

う明確な方法論までは行き着きませんでした。それぞれの法人

さんでのお考えや、積み上げてきた他職種との関係性などが大

きく関わるように感じます。それらや、皆様からいただきまし

た貴重なご意見をもとに、来年度はより深く、『福祉用具貸与

の仕事の中で、認知症の方に最も価値のあるサービスを提供す

ること』に焦点を合わせて、皆さんと一緒に考えることが出来

ましたら幸いです。

高齢者生活福祉研究所　所長
理学療法士 加島　守 ＮＰＯ法人もんじゅ代表

小規模多機能型居宅介護ユアハウス弥生所長 飯塚裕久

福祉用具サービス計画
研修会を終えて
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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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