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末島新理事長からの

メッセージ

末島丸の就航にあたって
一般社団法人日本福祉用具供給協会
㈱トーカイ 代表取締役社長

の理事長もその都度対応に頭を痛めてこられた事

賢治

し上げます。人の偉大さは、亡くなられた時に初め

とがすでに発表されて

全国の会員の皆さん、今こそ「一致協力」とい

て判ると言われていますが、日本福祉用具供給協会

います。私達が行って

う言葉が大事な時です。昔から良く聴こえていま

にとりまして、そして介護用品レンタル業界にとり

いる歩行器や手すりのレンタルが、いかに高齢者の

した、「協会は何もしてくれない。我々末端の会

まして、山下前理事長がいかに豊富で多彩な人脈を

自立支援に有効か、そして更なる重度化を抑制する

お持ちであったか、そしてその人脈が、今こそ一番

のに有効であるか国だけに訴えるのではなく、地域

活かされる時であったか、今ひしひしと感じていま

にも訴えていく必要があります。末島新理事長の下、

す。

今こそ皆が心をひとつにして、この荒波を乗り越え

員の事を思ってくれていない。etc…」そんな事
は無いのです。日本の福祉用具業界で唯一正式な
窓口を持っている団体は他にはありません。
交渉の窓口が無ければ、その業界は大げさに言

皆さんこんにちは。

えば、存在する基盤が消滅します。自由市場では

この度、一般社団法人日本福祉用具供給協会の

無く、介護保険という巨大な制度の中で如何に認

理事長としてわたくしが就任致しました。
初代理事長のフランスベッド㈱代表取締役

めてもらい、世の中に役立っているかを常に声を
池

孝二

支援事業に移管するこ

問題に遭遇しています。

末島

小野木

最初に、山下前理事長のご冥福を心よりお祈り申

は間違いないでしょう。わたくしも就任早々この

一般社団法人
日本福祉用具供給協会
理事長
㈱ホームケアサービス
山口 代表取締役

副理事長

出し続ける事が必要です。

田茂氏、そして㈱ヤマシタコーポレーションの代

平成２４年４月よりサービス計画書の義務付け

表取締役であった、故山下一平氏といずれも全国

が遅まきながら導入され、やっと他事業者と肩を

を網羅する業界の雄です。一方わたくしは山口県

並べる状態になりました。

当業界も、来るべき２０１５年の介護保険制度改
革の中で、大きな変化が起きようとしています。「要

ていかねばなりません。皆様の末島丸へのご支援、
ご協力を心よりお願い申し上げます。

支援」の軽度サービスを介護保険からはずし、地域

福祉用具の「損税」問題について
一般社団法人日本福祉用具供給協会 副理事長
フランスベッド㈱ 代表取締役副社長

星川

光太郎

を中心に営業活動をしているいわば中小企業の見

今後は制度の持続を助ける為にも、安全・安心

介護保険制度における福祉用具の一部の消費税に

の介護分野に比べ、自

本のような会社ですので、会員の大多数の方達と

でリーズナブルな福祉機器の普及と利用促進を

ついては非課税とされているため、特殊寝台の付属

由価格で営む福祉用具

同じ気持ちを共有出来る立場にもあるわけです。

もっともっと計る必要があるでしょう。

品を単独で仕入れた場合や修理備品等の仕入れ、経

分野では、企業努力で

現在日本は、安倍総理の発信するアベノミクス

その為にも、わたくしも時間の許す限り、全国

費の支払い時、及び設備投資に係る消費税は消費者

対応しなければならない厳しい環境にあります。当

で上昇気流に臨もうとしている訳ですが、わたく

の同業者の集いに参加して一緒に語り合いたいと

に転嫁できず、結果として、福祉用具事業者が最

協会は 2013 年 1 月に厚生労働省に対し、現行一

しも同郷の総理にあやかって何とか福祉用具業界

思います。

終消費者として ｢損税｣ 負担しており、企業経営

部消費税非課税となっている介護保険制度下におけ

を圧迫しています。2015 年までに消費税が段階的

る福祉用具を消費税課税とし、税率は０％とする消

に 10％まで引き上げられると、
「損税」は現状の倍

費税ゼロ税率の適用などの対策を要望いたしており

これからの任期を微力ではありますが、精一杯

に跳ね上がることとなり、福祉用具事業者の業績は

ます。今後予定されている介護保険制度変更への対

努めます。どうか皆さんよろしくお願い致します。

益々悪化し、利用者に現行同等のサービスを提供で

応に注力すると同時に、「損税」問題についても福

今回も業界にとって、看過出来そうもない案が

きなくなるものと危惧されます。診療報酬や介護報

祉用具事業者の意向を結集して当業界が持続的に

新聞紙上や他のメディアを賑わしています。歴代

酬への上乗せで調整が図られる医療や福祉用具以外

サービス提供できる環境づくりに努めて参ります。

が上向いていけたらと思います。
皆様ご存知の通り、介護保険は三年に一度改正
されます。制度ビジネスの宿命とはいえ、その影
響から逃れる術はありません。

2

健全で健康な業界、若者が希望を持って働ける
業界を目指して一緒に行動しましょう。
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故 山下前理事長を偲んで
東海・北陸支部 副支部長

冨木

誠一

（株）トミキライフケア

故山下前理事長との一番の思い出は、平成２３年
１月２２日（土）に当地で開催致しました、東海北
陸支部北陸三県資質向上研修会に講師として、お招
きしたことであります。

平成25年度協会活動の報告

代表取締役社長

北陸の冬と云えば、蟹です。無理やり帰路の途中
冬の北陸は蟹も有名ですが、天候が急変すること

北陸での研修会に講師として現職の理事長がお見

案の定、蟹を食している時に青空から一変して吹

えになられるのは多分この時が初めてではないかと

雪模様に急変しました。明日、東京で大事な会議が

思っております。

あるとのことで、多分理事長はそれからは、飛行機

人、所謂雲の上の人でもあります。我々業界のトッ

が飛ぶ飛ばないで、気がきではなかったのではない
早めに切り上げて、悪天候の中、何とか飛行機が

が聞けるのもそう簡単ではありません。然も、講演

飛び発ったのを見送りまして、一同ほっとしたのを

の題名が「福祉用具貸与の将来性について」ですか

覚えております。

出席がありました。

今度、山下理事長とお会いすることが出来ました
ら、ゆっくりと蟹を堪能して貰いたいと思っており

会も盛況の内に終えて、折角、冬の北陸に足を運

当協会の事業内容の説明パネルの展示、会員企業の
カタログの設置・配布、協会が発行している書籍の案
内と注文の申込み受付を行いました。多くの会員企業
事業者の皆様にもお立ち寄りいただき、ありがとうご
ざいました。

かと思います。

プリーダーでもあります、その様な方から直接お話

ら、尚更の事です。例年よりも多くの会員の方々の

ブース出展

蟹を用意しました。
でも有名です。

一般の会員にとっては、滅多にお目に掛かれない

当協会では、
「第40回国際福祉機器展H.C.R.2013」に出展
出展者プレゼンテーションを行いました

ます。

んで貰ったのに、手ぶらでお帰りさせたのでは、当

合掌

方の面子が立ちません。

「福祉用具の日」出展社プレゼンテーションの開催
当協会が事務局を行っている「福祉用具の日」
推進協議会にて出展社プレゼンテーションを開催
いたしました。

福祉用具をもっと身近に

今年は「使ってみるとこんなに便利～福祉用具
をもっと身近に～」をテーマに、講演していただ
きました。
日

時

2013年 9月18日
（水） 11時30分 ～ 12時30分

九州・沖縄支部長

当協会の理事長

岩元

文雄

（株）カクイックスウィング

代表取締役社長

●

渡邊

愼一

氏 （コーディネーター）

●

助川

未枝保

氏

日本作業療法士協会 福祉用具部 部長

日本介護支援専門員協会

横浜市総合リハリビテーションセンター 課長

千葉福祉総合研究所

常任理事

山下一平氏がご逝去された。ヤ

記憶している。それから 15 年にわたりエコール協

マシタコーポレーションの代表取締役社長として経

議会、日本福祉用具供給協会、ふくせんなど多くの

福祉用具などを使う事により生活が劇的に変わったり

介護支援専門員は、アセスメントを行い、利用者の生

営の第一線で活躍される一方、日本福祉用具供給協

場で御一緒させて頂いた。一貫して福祉用具の将来

したことをケアマネジメント的には「インパクトサービ

活上の課題を探し出す。福祉用具専門相談員はより専門

会のみならず全国福祉用具専門相談員協会理事長、

性を信じ、その供給システムとしてのレンタルにこ

ス」という。これはケアマネジャーやヘルパーだけでは

的なアセスメントを行い、利用者の生活上の課題を探し

福祉住環境コーディネーター協会会長など数々の要

だわり、質の高いサービス供給のために福祉用具専

なく、利用者自らが積極的に使ってみる事で生まれる。

出し、最適な福祉用具を選定する。

職を兼任され、また日本商工会議所を代表し社会保

門相談員のレベルアップを図ること力を注いでこら

障審議会医療保険部会の委員もおつとめになるな

れた山下一平さんの努力の結果がいよいよこれから

ど、その活躍ぶりは我々福祉用具業界のみならず、

具現化しようというタイミングでの早すぎる別れで

介護・医療に関係する多くの人の知るところであり、

あった。

そんな山下一平さんを失った悲しみと痛手はあまり
にも大きい。
私と山下さんの出会いは平成 10 年の事だったと
4

私のような凡人には一平さんの壮大なる構想の全
容は推し量ることさえ難しいが、その思いを受け継
ぎ、業界の発展をもって恩返しをしたいと思う。

●

鈴木

みどり

氏

日本福祉用具供給協会

●
会員事業者

（株）トップコーポレーション

代表取締役

利用者やケアマネジャーなどは福祉用具が「使えない」

山下

陽子

代表取締役

氏

日本福祉用具供給協会

会員事業者

日本基準寝具（株）企画室CLO

自分の後を継いで農業を行う息子の働く姿を見ていたい

と思い込んでいる。まずは福祉用具専門相談員に相談し

という要望を尊重し、外の景色が見えるように、玄関に近

てもらい、また福祉用具を実際に試してもらい、わから

い部屋の土間や式台を改修し、その部屋にベッドの高さ調

ないことは遠慮なく聞いてほしい。

節や背もたれが上がる介護用のベッドを設置した。
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ブロック活動報告

皆さんは「福祉用具の日」を
ご存知ですか？

「福 祉 用 具 の 日 」推 進 事 業

一般社団法人日本福祉用具供給協会
兵庫県ブロック長

英樹

扇野

勝美

にとって大切なものですが、一般の方々にはなじみが
薄いため、必要になってもその存在を知らなかった
り、たとえ知っていても周囲の目を気にして利用をた
めらってしまったりすることがあります。

者やケアマネジャーの来場には繋がりません。

そこで福祉用具関連団体が広く一般の方々に正し

4 月にオープンした「しあわせの村」は、緑豊かな

兵庫ブロック会員からも、貴重なイベントをもっ

自然に囲まれた神戸市北区に立地しています。園内

と有効に活用していこうとの意見もあり、新たな策

成 14 年度から 10 月 1 日を「福祉用具の日」と定め、

には、各種のスポーツ施設や、高齢者・障がい者を

として居宅支援事業所にダイレクトメールを出し、

全国各地で普及・啓発のイベントを開催してまいりま

対象とした福祉サービス施設が点在し、毎年、障が

ケアマネジャーへの来場を促しました。

した。平成 5 年 10 月 1 日に「福祉用具法」が施行さ

い者・高齢者スポーツなど、大小さまざまな競技会

岡村

福祉用具は、高齢者や障害者の日常生活や社会参加

「福祉用具の日」
推進事業について
神戸市の市制 100 周年記念事業として、1989 年

一般社団法人日本福祉用具供給協会
静岡県ブロック事務局長

また、広報活動も「地元新聞への広告」と「しあ

く福祉用具を知っていただくことを目的として、平

れたことにちなんでおり、今年で 12 年目となります。

静岡県ブロックが行っているイベントの中で特徴的

わせの村の広報誌やチラシ」に頼っていました。
「10

静岡県ブロックにおいても、一般の方々に福祉用具

月 1 日の福祉用具の日」をもっとＰＲして認知度

を身近に感じていただくための取り組みを毎年行って

まずはベッド組立競争です。会場前を通り掛かった

こうべ福祉・健康フェア」が開催されました。兵庫

アップを図っていこうと、抽選でデジタルカメラが

おり、今年は 10 月 1 日（火）にＪＲ静岡駅北口地下

中高大学生を中心に参加を呼びかけ、参加者にはス

ブロック会では、毎年このフェアに参加してご来場

当たるオープン懸賞も実施し「話題づくり」にも努

広場にてイベントを開催いたしました（後援：静岡県、

タッフの細かな説明のもと、組み立てを体験して頂き

の市民の皆様に「福祉用具」をもっと身近に感じて

力しました。

静岡市）。

ました。参加者からは楽しみながら福祉用具に触れる

やイベントが開催されます。
10 月 6 日の日曜日に、
「こころも体もさわやかに、

もらおうと、車椅子、電動ベッド、歩行器などの福

ご来場いただいた方々には、「おもしろかったよ、

祉用具をご紹介しています。「来て見て触って」を

来てよかったよ。」と言っていただけるよう、昨年

キャッチフレーズに、福祉用具を実際に触っていた

までと違った楽しさも演出し、「電動車椅子の試乗

だくことで、高齢者や障がい者の視点で学習いただ

コーナー」と「リフトの体験コーナー」も設けまし

こうと取り組んでいます。

た。試乗の体験者からは、「実際に来て見て触って

例年、いかに来場者を誘引するかが課題で、お子

みると、思っていた以上に便利にできているね。電

様には風船の無料プレゼントやクイズラリーなどを

動車椅子を親にプレゼントしたいね」といったうれ

実施し、ご来場増員を図っています。しかし風船の

しいご感想もたくさん頂戴しました。

無料プレゼントなど、福祉用具を必要とされる高齢

さらに、介護食品の試食コーナーや、化粧品会社
との「肌測定」のコーナー、など、各種企画との連
動効果もあり、昨年の３倍以上の来場となりました。
休日を返上してスタッフとしてご協力頂いた皆さん
は、大変お疲れになったことと思います。しかし、
昨年とは違って、「スタッフ全員でさわやかな秋の
１日を心地よく過ごせた。」と思っています。本当
に多くの方々に感謝を申し上げます。

イベントの内容は、
❶ 福祉用具の展示・体験

なものを紹介させて頂きます。

ことができたという声が聞かれました。
次に福祉用具に関するアンケートの実施です。福祉

❷ ベッド組立競争

用具関連の 5 つの設問に対し、「知らない」と回答さ

❸ 福祉用具・住宅改修相談コーナーの設置

れた設問については、スタッフが説明し、内容を理解

❹ 福祉用具に関連したアンケートの実施

して頂く形で行いました（介護保険を利用して福祉用

（ 回答者に抽選で健康グッズをプレゼント）等です。

具をレンタル、購入できることを知っているか？等）。
自由記述欄においては「福祉用具を上手に利用しな

今回は平日の開催となりましたが、４００名を超え

がら人生を楽しみたい」というような回答が多数見受

る方々にご来場頂き、福祉用具に触れて体験して頂く

けられ、福祉用具本来の良さをご理解いただけたので

ことができました。

はないかと思います。
これからますます高齢化が進む日本においては、介
護人材不足が深刻な問題と捉えられています。そのよ
うな状況の中、高齢者が住み慣れた自宅で自立した生
活を送るためには、福祉用具を活用した住環境の整備
が必要不可欠といえます。
今後も普及啓発イベントを通じて、一般の方々に福
祉用具を正しく理解していただくことで、何のためら
いもなく福祉用具を利用できる社会をつくっていきた
いと思います。
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福祉用具協会の研修

平成 2 5 年度

新会員紹介
安心・安全な福祉用具を
お届けします

会社の理念、
「お客様の為に」を
具現化します

会社名：野口株式会社

会社名：有限会社愛介護センター

所在地：東京都江東区亀戸７－２４－７

所在地：沖縄県沖縄市池原２－１４－１４

福祉用具協会では以下の研修会を担当地域の支部にご協力いただきながら、全国４カ所（東京エリア、大阪エ
リア、名古屋エリア、九州エリア）で開催しています。福祉用具供給事業従事者の皆様が現場で役立つ研修とな
ります。皆様の参加をお待ちしています。
なお、平成 26 年度の開催については、平成 26 年４月以降ホームページ等でご案内致します。

弊社は、1936 年の創業以来、東京都江東区（本社）

弊社は沖縄県の中部地区に位置する沖縄市にて営業

の他、全国 20 ヶ所の営業所、工場にて、寝具リース、

を行っております。設立は今から２５年前の平成元年

リネンサプライ、そして福祉レンタルの業務を行なっ

で当時は紙おむつの販売を中心に行なっておりまし

て参りました。

た。その後介護保険がスタートし福祉用具レンタル、

で実践できる実習中心の講習、少人数によるグループでの実技となり、受講生のアンケート結果においても大変

福祉用具レンタル業務は介護保険と同時にスタート

販売、住宅改修など主に介護保険における在宅介護に

多くの方が満足と高い評価を頂いています。

し、現在は、東京（江戸川区）、神奈川（川崎市）、埼

携わってきました。現在スタッフは８名の小規模な会

玉（戸田市）、大阪（東大阪市）、福岡（福岡市）の 5

社ではありますが地域密着のきめ細やかなサービスが

拠点にてレンタルの卸業務、また、東京（江東区）、

提供できるよう研修会や勉強会などに積極的に参加

福祉用具貸与事業所等に勤務し、福祉用具専門相

千葉（我孫子市）の 2 拠点いて貸与事業所の業務を

し、利用者の要望にお応えできるよう努めております。

談員としての実務経験２年以上を有するもの

A研修

ベッド・車いす

３日間

行なっております。

ハード面においても、すぐに介護用品がほしいけど…

B研修

歩行器・床ずれ防止用具
移動用リフト

２日間

福祉用具選定士認定研修会
理論と実践を兼ね備えた著名な講師陣による講義は、まさに目からウロコの研修会となります。明日から現場

受講資格

実績

人生の最後の時間を自分の家で過ごしたいという高

今日回収してほしい…というお客様の要望に応えられ

● 実施年

齢者の思いと、それを支えるご家族、そして地域の皆

るようレンタル用品は自社倉庫にて納品、回収などの

● 受講者数 １，５２０名（平成２４年度末）

様（介護事業者）を、福祉用具という観点で、ハード・

対応にもすぐに応えられるように体制を整えておりま

ソフト両面でサポート（お手伝い）すべく、安心・安

す。来年には新メンテナンス場も完成予定で一層地域

全な福祉用具をお届けして参ります。

のご利用者に安心して福祉用具をご利用していただけ
るのではと思っております。最後になりますが今回入
会にあたって協力していただいたブロック長、会員様
ありがとうございました。今後とも弊社の理念「お客
様の為に」を具現化できるよう日々邁進し努力してい
きたいと考えておりますのでこれからも宜しくお願い
致します。

平成１７年より

内容

合計

５日間

平成２５年度の実 績状 況

A

研修

会場名

研修期間

研修会場

受講者数

東海・北陸会場

5月14日（火）〜16日（木）

ｉｍｙホール（名古屋市東区）

29名

近畿会場

6月11日（火）〜13日（木）

大阪リバーサイドホテル(大阪市都島区)

66名

東京会場

7月 9日（火）〜11日（木）

アンフェリシオン（東京都江東区）

81名

九州・沖縄会場

8月 6日（火）～ 8日（木）

沖縄市産業交流センター（沖縄県沖縄市）

29名

B

研修

会場名
東海・北陸会場

8

● 研修時間

研修期間
9月11日（水）～12日
（木）

研修会場

受講者数

ｉｍｙホール（名古屋市東区）

27名

近畿会場

10月 9日（水）～10日（木）

大阪リバーサイドホテル(大阪市都島区)

65名

東京会場

11月12日（火）～13日
（水）

アンフェリシオン（東京都江東区）

74名

九州・沖縄会場

12月11日（水）～12日
（木）

沖縄市産業交流センター（沖縄県沖縄市）

24名

9

福祉用具協会の研修

平成 2 5 年度

新会員紹介
安心・安全な福祉用具を
お届けします

会社の理念、
「お客様の為に」を
具現化します

会社名：野口株式会社

会社名：有限会社愛介護センター

所在地：東京都江東区亀戸７－２４－７

所在地：沖縄県沖縄市池原２－１４－１４

福祉用具協会では以下の研修会を担当地域の支部にご協力いただきながら、全国４カ所（東京エリア、大阪エ
リア、名古屋エリア、九州エリア）で開催しています。福祉用具供給事業従事者の皆様が現場で役立つ研修とな
ります。皆様の参加をお待ちしています。
なお、平成 26 年度の開催については、平成 26 年４月以降ホームページ等でご案内致します。

弊社は、1936 年の創業以来、東京都江東区（本社）

弊社は沖縄県の中部地区に位置する沖縄市にて営業

の他、全国 20 ヶ所の営業所、工場にて、寝具リース、

を行っております。設立は今から２５年前の平成元年

リネンサプライ、そして福祉レンタルの業務を行なっ

で当時は紙おむつの販売を中心に行なっておりまし

て参りました。

た。その後介護保険がスタートし福祉用具レンタル、

で実践できる実習中心の講習、少人数によるグループでの実技となり、受講生のアンケート結果においても大変

福祉用具レンタル業務は介護保険と同時にスタート

販売、住宅改修など主に介護保険における在宅介護に

多くの方が満足と高い評価を頂いています。

し、現在は、東京（江戸川区）、神奈川（川崎市）、埼

携わってきました。現在スタッフは８名の小規模な会

玉（戸田市）、大阪（東大阪市）、福岡（福岡市）の 5

社ではありますが地域密着のきめ細やかなサービスが

拠点にてレンタルの卸業務、また、東京（江東区）、

提供できるよう研修会や勉強会などに積極的に参加

福祉用具貸与事業所等に勤務し、福祉用具専門相

千葉（我孫子市）の 2 拠点いて貸与事業所の業務を

し、利用者の要望にお応えできるよう努めております。

談員としての実務経験２年以上を有するもの

A研修

ベッド・車いす

３日間

行なっております。

ハード面においても、すぐに介護用品がほしいけど…

B研修

歩行器・床ずれ防止用具
移動用リフト

２日間

福祉用具選定士認定研修会
理論と実践を兼ね備えた著名な講師陣による講義は、まさに目からウロコの研修会となります。明日から現場

受講資格

実績

人生の最後の時間を自分の家で過ごしたいという高

今日回収してほしい…というお客様の要望に応えられ

● 実施年

齢者の思いと、それを支えるご家族、そして地域の皆

るようレンタル用品は自社倉庫にて納品、回収などの

● 受講者数 １，５２０名（平成２４年度末）

様（介護事業者）を、福祉用具という観点で、ハード・

対応にもすぐに応えられるように体制を整えておりま

ソフト両面でサポート（お手伝い）すべく、安心・安

す。来年には新メンテナンス場も完成予定で一層地域

全な福祉用具をお届けして参ります。

のご利用者に安心して福祉用具をご利用していただけ
るのではと思っております。最後になりますが今回入
会にあたって協力していただいたブロック長、会員様
ありがとうございました。今後とも弊社の理念「お客
様の為に」を具現化できるよう日々邁進し努力してい
きたいと考えておりますのでこれからも宜しくお願い
致します。

平成１７年より

内容

合計

５日間

平成２５年度の実 績状 況

A

研修

会場名

研修期間

研修会場

受講者数

東海・北陸会場

5月14日（火）〜16日（木）

ｉｍｙホール（名古屋市東区）

29名

近畿会場

6月11日（火）〜13日（木）

大阪リバーサイドホテル(大阪市都島区)

66名

東京会場

7月 9日（火）〜11日（木）

アンフェリシオン（東京都江東区）

81名

九州・沖縄会場

8月 6日（火）～ 8日（木）

沖縄市産業交流センター（沖縄県沖縄市）

29名

B

研修

会場名
東海・北陸会場

8

● 研修時間

研修期間
9月11日（水）～12日
（木）

研修会場

受講者数

ｉｍｙホール（名古屋市東区）

27名

近畿会場

10月 9日（水）～10日（木）

大阪リバーサイドホテル(大阪市都島区)

65名

東京会場

11月12日（火）～13日
（水）

アンフェリシオン（東京都江東区）

74名

九州・沖縄会場

12月11日（水）～12日
（木）

沖縄市産業交流センター（沖縄県沖縄市）

24名

9

福祉用具サービス計画の作成に関する実践研修会（グループワーク形式）
福祉用具サービス計画の作成について、介護支援専門員等の有識者による講義とグループワーク形式による
サービス計画の作成の実習を行います。福祉用具専門相談員同士で行うグループワークでは、日ごろの疑問点や
課題を共有することができる機会になります。

受講資格

● 研修内容

福祉用具サービス計画作成に関わる専門職
● 実施年
● 受講者数

実績

・福祉用具サービス計画の概要
・福祉用具サービス計画の作成（グループワーク形式による実習）

平成２３年より

・福祉用具サービス計画の流れ、記入例の説明、まとめ

６０８名（平成２４年度末）

株式会社千葉福祉総合研究所
代表取締役

助川

未枝保

福祉用具供給事業者と
ケアマネジャーの連携について

げて、しっかりとチームケアの一員になったと思い

福祉用具は介護保険制度の在宅サービスの中で、

みができても、実際に内容が伴っていなければ信頼

ます。
しかし、これからが重要な時期で、制度上の仕組

非常に重要な役割を果たしていると思います。利用

されなくなります。その専門性が問われるのです。

者ができる限り自分の力で生活できる環境を整える

先日、福祉用具サービス計画書の研修の時、身体

受講者数

ための必需品です。家族など誰かに介助を頼むと、

的な特徴だけで「このベッドの機能が合っている」

平成２５年度の開催状況
会場名

福祉用具サービス計画
研修会を終えて

一般社団法人
日本介護支援専門員協会
理事

研修期間

研修会場

近畿会場

6月10日（月）

大阪市社会福祉会館（大阪市中央区）

31名

そのたびに申し訳ないと感じて、遠慮するようにな

と、すぐに機種選定に入った相談員がいました。こ

東京会場

7月24日（水）

テクノエイド協会（東京都新宿区）

34名

る可能性がありますが、福祉用具なら、そのような

れまで、経験値により機種選定を行っていたので、

九州・沖縄会場

8月 5日（月）

沖縄県総合福祉センター（沖縄県那覇市）

28名

遠慮を感じる必要がないので、黙って日常生活を支

疾患と身体状況を見るとすぐに必要な機種が頭に浮

える縁の下の力持ちの存在だと思います。

かぶのだと思います。ベテランの方々にそういう傾

認知症・病気・障害に関する研修会 ～福祉用具選定に役立つ医学的な基礎知識について～

向があり、返って経験の少ない方のほうが、手順通
りに再度アセスメントをして個別性の高い利用目標

福祉用具選定に必要となる医学的な基礎知識を身につけることを目的とした研修会です。認知症については脳

を考えていました。

の仕組み、アルツハイマーなどの主な症状、認知症の方の気持ちを感じるグループワークなどを行います。病気・

利用者本位というのは、利用者がどのような生活

障害については、高齢者の身体的機能の変化と行動特性、脳血管疾患、骨粗しょう症等の個別の疾患とそれに適
応した福祉用具の活用及び高齢者簡易疑似体験を行います。昨年度より実施し、受講生のアンケート結果におい

を望んでいるのか、その実現に向けての支援です。

ても大変多くの方が満足と高い評価を頂いております。

いくら優れた機種を選定したとしても、利用者が実
際に使用して望む生活が叶えられなければ意味がな

対象者

● 研修内容

福祉用具の選定に関わる専門職

実績

● 実施年

平成２４年より

● 受講者数

１６４名（平成２４年度末）

・認知症に関する講義

１３時３０分から

・高齢者に多い病気・障害に関する講義

１７時４５分

平成２５年度の開催状況
会場名
名古屋会場

研修期間

研修会場

9月10日（火）

いのです。

研修時間

受講者数

ｉｍｙホール（名古屋市東区）

29名

今こそ、福祉用具専門相談員は福祉用具サービス
ケアマネジャーは利用者の生活全般にわたる課題

計画書の内容をより専門的に深めていき、かつ利用

やニーズを把握して、多専門職とチームケアで支え

者にわかりやすく書いて、利用者や家族、ケアマネ

る要役を担っていますが、より深い専門的な部分は、

ジャーや多職種のメンバーと共有することが求めら

それぞれの専門職に委ねているのです。

れています。頑張ってください！

平成 24 年の制度改正で、福祉用具専門相談員は
福祉用具を貸与したり・販売するときに福祉用具

大阪

会場

10月 8日（火）

大阪府社会福祉会館（大阪市中央区）

47名

サービス計画書を作成することが義務つけられまし

東京

会場

11月27日（水）

東京都福祉保健財団（東京都新宿区）

56名

た。その計画書により

沖縄会場

12月10日（火）

浦添市てだこホール（沖縄県浦添市）

20名

用者の心身状況や生活状況に一番合った福祉用具を

、福祉用具専門相談員は利

選定しているということが証明できるようになりま
各種研修会についてのお問合せ先
●一般社団法人日本福祉用具供給協会事務局
●協会ホームページ

東京都港区浜松町２－７－１５三電舎ビル

http://fukushiyogu.or.jp
TEL

10

〒 105-0013

03－6721－5222

FAX

03－3434－3414

した。また、これまでは、福祉用具販売業者と言わ
れて物を売ることが中心と思われてきましたが、対
人援助サービスの一つとして福祉用具を位置づけ、
福祉用具事業者として専門性を持った位置に引き上
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福祉用具サービス計画の作成に関する実践研修会（グループワーク形式）
福祉用具サービス計画の作成について、介護支援専門員等の有識者による講義とグループワーク形式による
サービス計画の作成の実習を行います。福祉用具専門相談員同士で行うグループワークでは、日ごろの疑問点や
課題を共有することができる機会になります。

受講資格

● 研修内容

福祉用具サービス計画作成に関わる専門職
● 実施年
● 受講者数

実績

・福祉用具サービス計画の概要
・福祉用具サービス計画の作成（グループワーク形式による実習）

平成２３年より

・福祉用具サービス計画の流れ、記入例の説明、まとめ

６０８名（平成２４年度末）

株式会社千葉福祉総合研究所
代表取締役

助川

未枝保

福祉用具供給事業者と
ケアマネジャーの連携について

げて、しっかりとチームケアの一員になったと思い

福祉用具は介護保険制度の在宅サービスの中で、

みができても、実際に内容が伴っていなければ信頼

ます。
しかし、これからが重要な時期で、制度上の仕組

非常に重要な役割を果たしていると思います。利用

されなくなります。その専門性が問われるのです。

者ができる限り自分の力で生活できる環境を整える

先日、福祉用具サービス計画書の研修の時、身体

受講者数

ための必需品です。家族など誰かに介助を頼むと、

的な特徴だけで「このベッドの機能が合っている」

平成２５年度の開催状況
会場名

福祉用具サービス計画
研修会を終えて

一般社団法人
日本介護支援専門員協会
理事

研修期間

研修会場

近畿会場

6月10日（月）

大阪市社会福祉会館（大阪市中央区）

31名

そのたびに申し訳ないと感じて、遠慮するようにな

と、すぐに機種選定に入った相談員がいました。こ

東京会場

7月24日（水）

テクノエイド協会（東京都新宿区）

34名

る可能性がありますが、福祉用具なら、そのような

れまで、経験値により機種選定を行っていたので、

九州・沖縄会場

8月 5日（月）

沖縄県総合福祉センター（沖縄県那覇市）

28名

遠慮を感じる必要がないので、黙って日常生活を支

疾患と身体状況を見るとすぐに必要な機種が頭に浮

える縁の下の力持ちの存在だと思います。

かぶのだと思います。ベテランの方々にそういう傾

認知症・病気・障害に関する研修会 ～福祉用具選定に役立つ医学的な基礎知識について～

向があり、返って経験の少ない方のほうが、手順通
りに再度アセスメントをして個別性の高い利用目標

福祉用具選定に必要となる医学的な基礎知識を身につけることを目的とした研修会です。認知症については脳

を考えていました。

の仕組み、アルツハイマーなどの主な症状、認知症の方の気持ちを感じるグループワークなどを行います。病気・

利用者本位というのは、利用者がどのような生活

障害については、高齢者の身体的機能の変化と行動特性、脳血管疾患、骨粗しょう症等の個別の疾患とそれに適
応した福祉用具の活用及び高齢者簡易疑似体験を行います。昨年度より実施し、受講生のアンケート結果におい

を望んでいるのか、その実現に向けての支援です。

ても大変多くの方が満足と高い評価を頂いております。

いくら優れた機種を選定したとしても、利用者が実
際に使用して望む生活が叶えられなければ意味がな

対象者

● 研修内容

福祉用具の選定に関わる専門職

実績

● 実施年

平成２４年より

● 受講者数

１６４名（平成２４年度末）

・認知症に関する講義

１３時３０分から

・高齢者に多い病気・障害に関する講義

１７時４５分

平成２５年度の開催状況
会場名
名古屋会場

研修期間

研修会場

9月10日（火）

いのです。

研修時間

受講者数

ｉｍｙホール（名古屋市東区）

29名

今こそ、福祉用具専門相談員は福祉用具サービス
ケアマネジャーは利用者の生活全般にわたる課題

計画書の内容をより専門的に深めていき、かつ利用

やニーズを把握して、多専門職とチームケアで支え

者にわかりやすく書いて、利用者や家族、ケアマネ

る要役を担っていますが、より深い専門的な部分は、

ジャーや多職種のメンバーと共有することが求めら

それぞれの専門職に委ねているのです。

れています。頑張ってください！

平成 24 年の制度改正で、福祉用具専門相談員は
福祉用具を貸与したり・販売するときに福祉用具

大阪

会場

10月 8日（火）

大阪府社会福祉会館（大阪市中央区）

47名

サービス計画書を作成することが義務つけられまし

東京

会場

11月27日（水）

東京都福祉保健財団（東京都新宿区）

56名

た。その計画書により

沖縄会場

12月10日（火）

浦添市てだこホール（沖縄県浦添市）

20名

用者の心身状況や生活状況に一番合った福祉用具を

、福祉用具専門相談員は利

選定しているということが証明できるようになりま
各種研修会についてのお問合せ先
●一般社団法人日本福祉用具供給協会事務局
●協会ホームページ

東京都港区浜松町２－７－１５三電舎ビル

http://fukushiyogu.or.jp
TEL

10

〒 105-0013

03－6721－5222

FAX

03－3434－3414

した。また、これまでは、福祉用具販売業者と言わ
れて物を売ることが中心と思われてきましたが、対
人援助サービスの一つとして福祉用具を位置づけ、
福祉用具事業者として専門性を持った位置に引き上
11

