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今年度は介護保険の改正年度です。今回の改

定は介護業界、とりわけ通所介護分野に多大な

影響を与えており、おそらく半分程度の事業者

が何らかの再構築策を取らざるを得ない状況だ

と考えています。福祉用具業界は品目の拡大や

ロボット分野の目覚ましい進歩による将来への

期待に目を奪われがちですが、ここは冷静に見

ることが肝要だと思います。

それよりも我々、福祉用具事業者は本当に制

度ビジネスを理解しているのか、そちらの方が

より重要であり、その為の啓蒙策を日本福祉用

具供給協会としても採る必要があると思われま

す。

余談ですが、10 年程前に耳にした言葉が忘

れられません。それは各省庁のアンケートに対

して通所介護業界と福祉用具業界からの回答率

が非常に悪い、というものでした。そういう業

界に公的保険や税金を投入するのはいかがなも

のか・・・と言ったことだったと記憶しています。

そして平成 18 年度の改正は我々業界に大激

震をもたらしました。我世の春は続かないので

す。何の努力もせずに高齢者ビジネスに参入す

ればチャンスがある、と思って進出した企業ば

かりとは思いませんが、公的保険で 9 割の保

証をしてくれるビジネスは他に見当たりませ

ん。我々はこの制度を守り後退しないように全

力で支えなければいけないと思います。アセス

メント・モニタリングの重要性が今後もっと叫

ばれると思いますし、福祉用具専門相談員の質

の担保も次の段階で浮上する案件だと考えてい

ます。

私個人の見解として、現在は人員配置基準が

あるだけですが、今後は一人の相談員で何人の

利用者が適正なのかとか、さらにもう一歩踏み

込んで試験制度導入の是非も論点となると予想

しています。そしてメーカー・商社・流通等、

日本の名だたる大手企業も続々と介護関連に進

出すると考えられます。我々もそれらの企業群

と共に切磋琢磨して業界の地位向上と繁栄に努

力しなければなりません。

福祉用具業界で唯一、国と協議の場を持って

いるのは日本福祉用具供給協会だけであり、そ

の利点をあまねく会員に伝わるように協会とし

て今後もアピールし続けることが最大の役目で

あると自覚しています。日本福祉用具供給協会

の存在理由は会員の声を集約して、国とキャッ

チボールをすることだと思います。これからも

微力では御座いますが力の限り尽力したいと思

います。ご協力の程、よろしくお願い致します。

「福祉用具業界の
　　　バランスシート」
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末島理事長からのメッセージ

末島　賢治
一般社団法人 日本福祉用具供給協会　
理事長



はじめに
平成 27 年度介護報酬改定においては、地域包括ケアシ

ステムの実現に向け、介護を必要とする高齢者の増加に伴

い、在宅サービス、施設サービス等の増加に必要な経費を

確保する観点、介護職員の処遇改善、物価の動向、介護事

業者の経営状況、地域包括ケアの推進等を踏まえ、▲２．

２７％の改定率（（処遇改善：＋１．６５％、介護サービス

の充実：＋０．５６％、その他：▲４．４８％）（うち、在

宅▲１．４２％、施設▲０．８５％ ））とされた。

改定の方向としては以下に示すとおり、①中重度の要介

護者や認知症高齢者になったとしても、「住み慣れた地域

で自分らしい生活を続けられるようにする」という地域包

括ケアシステムの基本的な考え方を実現するため、引き続

き、在宅生活を支援するためのサービスの充実を図る。②

今後も増大する介護ニーズへの対応や質の高い介護サービ

スを確保する観点から、介護職員の安定的な確保を図ると

ともに、更なる資質向上への取組を推進する。③介護保険

制度の持続可能性を高め、より効果的かつ効率的なサービ

スを提供するため、必要なサービス評価の適正化や規制緩

和等を進める。としている。

一方、福祉用具サービスにおいては、新たに介護保険給

付の対象等について、介護保険福祉用具・住宅改修評価検

討会を開催して検討を行い、その結果を社会保障審議会介

護給付費分科会に報告し平成 27 年 4 月の改定実施に向け

た準備に取り組んでいるところである。

　本稿では、以上の状況を踏まえ、介護保険制度におけ

る福祉用具・住宅改修に係わる、制度改正・報酬改定関連

事項について概説する。

介護保険福祉用具・住宅改修評価検
討会の議論の結果について

１．保険給付の対象となる福祉用具等の追加について
介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会等において関係

有識者による議論を行った結果、福祉用具や住宅改修の新

たな種目等の見直し等については、以下に示すとおり、

福祉用具貸与における「車いす」に「介護用電動車いす」、

福祉用具販売種目の「腰掛け便座」に「水洗ポータブルト

イレ」、住宅改修における「洋式便器等への便器の取り替え」

に「便器の位置・向きの変更」をそれぞれ加えることとした。

表１．新たに給付の対象とする福祉用具・住宅改修工事

サービスの種類 追加する内容

福祉用具貸与 「車いす」に「介助用電動車いす」を加える

特定福祉用具販売
「腰掛便座」に「水洗ポータブルトイレ」を
加える

住宅改修
「洋式便器等への便器の取り替え」に「便器
の位置・向きの変更」を加える

２．複合的機能を有する福祉用具について
複合機能を有する福祉用具については、これまで、給付

の対象とならない機能を有する福祉用具は給付の対象外と

してきたところであるが、通信機能を有する認知症老人徘

徊感知機器については、給付対象となる福祉用具と給付対

象外の通信機能部分が分離できる場合に限り、通信費用は

自己負担として当該認知症老人徘徊感知機器を給付の対象

とすることとした。しかしながら、認知症老人徘徊感知機

器本体の貸与価格に通信機能の価格を転嫁する等の行為は

認められないこととしている。

また、認知症老人徘徊感知機器は、認知症である老人が

徘徊し、屋外に出ようとした時又は屋内のある地点を通過

した時に、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報す

ることで、その後の対応を支援するものであることから、

民間事業者等へ通報し、それに応じたサービスを提供する

システムに利用されることについては対象としないことと

した。

その他、告示に定める「車いす」に関する解釈通知にお

いて、ＪＩＳ規格の標記が旧タイプのものであり、一部入

手困難なものもあるとの指摘があったことを受けて今般見

直しを行っている。

平成27年度
介護保険制度の改正について
- 福祉用具貸与（販売）事業者に期待すること -

厚生労働省老健局
福祉用具・住宅改修指導官　介護支援専門官　東　祐二
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複数の福祉用具を貸与する際の価格
の運用方法について
複数の福祉用具を貸与する場合は、給付の効率化・適正

化の観点から、指定福祉用具事業者が予め都道府県等に減

額の規程を届け出ることにより、通常の貸与価格から減額

して貸与することを平成 27 年４月から可能とすることと

したところである。この取り組みは、複数の福祉用具を貸

与する場合に、指定福祉用具貸与事業者の経営努力などの

取り組みを柔軟に利用料に反映することで、利用者に対す

る福祉用具貸与が適切な利用料によって提供されることを

目的とするものである。

福祉用具専門相談員の範囲について
　
福祉用具専門相談員の範囲については、「介護保険法施

行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一

部を改正する政令」（平成 26 年政令第 397 号）により、

平成 27 年４月より福祉用具専門相談員の要件から養成研

修修了者（介護職員基礎研修課程・１級課程・２級課程の

修了者、介護職員初任者研修課程の修了者）を除き、福祉

用具に関する知識を有している国家資格保有者及び福祉用

具専門相談員指定講習修了者に限定することとして通知し

たところである。

なお、施行（平成 27 年４月１日）に際しては、現に養

成研修修了者（介護職員基礎研修課程・１級課程・２級課

程の修了者、介護職員初任者研修課程の修了者）である者

については、平成 28 年３月 31 日までの間においては従

前の例によることとして経過措置を設けている。

福祉用具専門相談員の資質の向上に
ついて
福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況等を踏まえ

た適切な目標の設定など福祉用具貸与計画の作成や利用者

への説明を通じて、適切な福祉用具の選定がなされるよう

援助を行うことが求められている。また、今般の福祉用具

専門相談員の指定講習内容の見直しを行ったことから、現

に従事している福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与（販

売）に関する必要な知識の修得及び能力の向上といった自

己研鑽に常に努めることとした。

介護ロボットの実用化・普及の促進
について

１．日本再興戦略
「日本再興戦略」（平成 25 年６月 14 日閣議決定）では、

介護ロボットの急速な普及拡大を図る「ロボット介護機器

開発５ヵ年計画」を掲げ、それに先立ち平成 24 年 11 月

には今後重点的に開発等の支援を行う分野を経済産業省と

連携して定めたところである。これらを受けて、経済産業

省においては、平成 25 年度からロボット介護機器開発・

導入促進事業として、機器開発を行っている企業に対して

支援を行っており、厚生労働省では福祉用具・介護ロボッ

ト実用化支援事業により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。

また、「日本再興戦略」改定 2014（平成 26 年６月 24

日閣議決定）で掲げた「ロボット革命実現会議」では「ロ

ボット新戦略」（平成 27 年１月 23 日）（※１）を策定し、介

護分野において介護ロボットを活用した 2020 年に目指す

べき姿や、その目標達成に向けた施策等をまとめている。

２．福祉用具・介護ロボット実用化支援事業
本事業において、介護ロボットの開発や活用方法等に関

する相談窓口を設置し、介護現場や開発企業等からの疑問

や質問に対し、相談対応を行っている。また、より実用性

の高い介護ロボットが開発されることを目的に、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して、

重点分野の介護ロボットを中心に介護現場において試作機

器を用いたモニター調査を実施している。（※２）今後、開発

された介護ロボットが市場に導入される際には機器の特性

を活かした介護支援など、福祉用具専門相談員の役割は重

要となるため、今後の動向に注目されたい。

まとめ
以上、介護保険制度における福祉用具・住宅改修に係わ

る、今般の制度改正・報酬改定関連事項について概説した。

介護保険における福祉用具の環境はロボット技術の応用

などを中心に大きく変化しつつある、高齢者により適切な

福祉用具を提供するためには、福祉用具専門相談員のさら

なる資質の向上は必須であるため、今後の機器開発、保険

収載等の動向に注目されたい。

（文献）
（※１）ロボット新戦略：http://www.kantei.go.jp/jp/

singi/robot/

（※２）福祉用具・介護ロボット実用化支援事業（テクノ

エイド協会ＨＰ）http://www.techno-aids.or.jp/

robot/jigyo.shtml
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平成 27 年 1 月 9 日午後、フクラシア東京ステーショ

ンにおいて、当協会の支部長・ブロック長会議が 7 支部・

38 ブロックの役員の出席を得て開催されました。末島

理事長の挨拶に始まり、事務局から 27 年度役員改選の

手続き、大災害の対応マニュアル、ホームページの活用、

各支部ブロックの収支報告、27 年度予算作成等につい

て、説明が行われました。その後各支部・ブロック活動

の好事例が発表されました。

【千葉県ブロック】からは、大災害時の福祉用具等物

資供給に関わる協定が、全国のなかでも進んでいること

からその取組ノウハウについて報告されました。そのポ

イントは、県内すべての自治体に協会のマニュアルを送

付、電話連絡等による働きかけ、説明訪問をしたこと等

が協定締結に結びついた旨報告がありました。

【福岡県ブロック】からは、11 月に開催された福祉用

具展示会（新しい介護のカタチ展：日本福祉用具協会、

福祉用具プラザ北九州、北九州市立総合療育センターの

3 団体合同の展示会）への取り組みが報告されました。

展示・集客の工夫として、メーカーの壁を取り払い 22

メーカーが最新の福祉用具をテーマごと、商品を分類ご

とに展示し、商品の特徴を比較しやすい配置としたこと

等が来場者の好評を得た旨報告されました。

【山形県ブロック】からは、最新の福祉用具に触れるこ

との少ない地方への福祉用具の普及と理解、専門相談員

の資質向上及び県介護支援専門員協会、県看護協会、県

作業療法士会との関係団体の連携を図る趣旨で県内を 4

ブロックに分け、持ち回りで福祉機器展を開催してきま

した。開催地地元からは歓迎されるが、主催団体にとっ

ては負担が多く、協会活動が鈍化傾向にある旨報告され

ました。

【茨城県ブロック】からは、協会が行った「高齢者施

設における適切な福祉用具利用と効果について」（調査

研究事業）について、福祉用具供給協会、茨城県福祉サ

ービス振興会、茨城県老施協の３者で研修・講演会を開

催したものであります。講師は、高齢者生活福祉研究所

所長の加島守氏でありました。参加者は、98 名、アン

ケート回答者 55 名中 31 名が高齢者施設の関係者であ

り好評であった旨、報告されました。

【滋賀県ブロック】からは、介護保険サービスの自己評

価実施ガイドライン作成（福祉用具）について、県の介護

保険部局から作成依頼があり、滋賀県ブロックが委託を受

け実施したものであります。この評価基準は、サービスの

質の向上を図るとともに利用者がサービスを選択する上で

の情報を得ることを目的とし、事業者が継続してサービス

の向上に取り組むことの出来る体制づくりを構築するため

のものであります。なお、この事業は、滋賀県緊急雇用

創出特別事業の一つとして実施されたものであります。

【京都府ブロック】から、会員拡大の方策の一つとして、

昭和 62 年からある京都福祉介護用品協会と、福祉用具

供給協会との会費負担が大変であることから当協会を退

会した会員が発生した経緯があり、これら脱会会員を中

心に勧誘してきました。またブロック内の総会等の開催

については、あらかじめ日程調整し、80％以上の出席

率を確保するなど奮闘している旨、報告されました。そ

のほかに小規模事業所の会費引き下げ、セット割引の実

施状況、会員加入のメリットの明確化、損害賠償保険の

示談交渉等の要望が出されました。

会議は小野木副理事長の閉会挨拶で終了し、その後、

星川副理事長の乾杯の挨拶により懇親会が和やかに開か

れ、有意義な事例発表であったとの意見も聞かれました。

ブロック活動報告
平成 26 年度 支部長・ブロック長会議開催

活 動 事 例 テ ー マ 発 表 者
災害時における福祉用具の供給協力に関する協定の締結に向けた
取り組みについて

千葉県副ブロック長　中村康史氏
事務局　荒木弘史氏

福祉用具展示会（西日本福祉機器展）への取り組みについて 九州沖縄支部長	 岩元文雄氏・福岡県ブロック長　岩井　茂氏

研修会への取り組み（企画、他団体との連携等） 山形県ブロック長	 玉津弘之氏

研修会への取り組み（企画、他団体との連携等） 茨城県ブロック長	 田中博文氏

介護保険サービスの自己評価ガイドライン作成への取り組み 滋賀県ブロック長	 村椿　均氏

新規会員入会促進の取り組みについて 京都府ブロック長	 荒井祐子氏
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● 渡邊　愼一　氏（コーディネーター）
日本作業療法士協会 福祉用具部 部長
横浜市総合リハリビテーションセンター 医療部 担当部長

● 助川　未枝保　氏
日本介護支援専門員協会　常任理事
千葉福祉総合研究所　代表取締役

● 佐藤　大介　氏
日本福祉用具供給協会　会員事業者
サトウ株式会社　代表取締役

● 古謝　早苗　氏
社会医療法人　仁愛会　在宅総合センター長

平成26年度協会活動のご報告

「第41 回国際福祉機器展H.C.R.2014」について

施設入所者が福祉用具を利用する場合にも、個々に異なる
身体状況の違いに対応した適切な福祉用具が選択され、適合
されることは重要である。また、入所者の状態変化によって、
不適合が生じた場合には、速やかに適合する用具へ変更して
いくことも重要である。

利用者の状態変化に対して全て施設保有の福祉用具で対応
することは難しい面もあることを考えた場合、福祉用具のレ
ンタルを活用することは大変有効的である。

施設において福祉用具を活用することは、介護職員の負担
軽減と利用者のＱＯＬ向上に大変役立つと思われる。

そのなかでも、「レンタル」という方法を導入することは、
頻繁な用具の変更や精度の高い適合にも対応できるという大
きなメリットがある。

また、必要時に必要な福祉用具を導入できることも、施設
経営の面からも有効である。

福祉用具活用の効果として、ご利用者の自立度・生活行動
の向上や、施設・病院の専門職と福祉用具専門相談員の関わ
りが密になり多様な情報を共有できるようになることなどが
挙げられる。

施設において福祉用具のレンタルを導入して頂くには、施
設に向けた福祉用具の更なる情報発信や、定期的な福祉用具
勉強会の開催などが必要だと考える。また、合せて福祉用具
専門相談員の医学的知識習得も大切ではないか。

ご利用者が地域でその人らしく生活をするためには福祉用
具は不可欠である。

施設で福祉用具を活用し続けるためには、①福祉用具を活
用する組織作り ②福祉用具に詳しいリーダー育成 ③利用者
に関わる人に対する人材育成 ④多職種、他事業所、地域と
の連携等が、大変重要だと考える。また、ご利用者が関わる
すべての人や地域の理解とネットワークがとても大切だと考
える。

ブース出展
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。

また、行政関係者に対する「災害マニュアル」の配

布・説明も行いました。多くの皆様にお立ち寄りいた

だき、ありがとうございました。

「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致しました。

今年は、「施設における福祉用具の活用について」をテ

ーマに、講演頂きました。

日　時

2014年10月1日（水）　13：30〜14：30

東京国際展示場　１—Ｃ会場（東５ホール）
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　私ども一般社団法人日本福祉用具供給協会では、大災害時において被災地等で必要とされている福祉用具等
の物資が迅速に供給できるシステムを構築することを目的に、平成２３年１２月より「災害時における福祉用
具の提供協力に関する協定書」を各自治体と締結して頂いております。　今後いつどの地域において発生する
かわからない大災害時等への備えに万全を期すとともに、福祉用具を必要とする方々に対して迅速に供給する
ことが本協会の使命であり、社会的責任を果たすことに繋がると考えております。
　また、一般社団法人日本福祉用具供給協会に加盟する会員各社が大災害時において福祉用具等物資の供給協
力をすることをもって、復旧・復興を支援し罹災地に対する社会的貢献を履行すべき行動や手順を簡略に「大
災害時の対応マニュアル」として示しています。

災害時に福祉用具を必要とする方々に
迅速に供給出来るよう取り組んでいます

災害時における福祉用具の提供協力に関する協定書の締結先一覧
平成27年3月

災害協定について

No 協定先 締結日 協会実務担当 自治体担当部署
1 大阪府大阪市 平成 23 年 12 月　9 日 近畿支部 危機管理室
2 滋賀県大津市 平成 24 年　3 月 19 日 近畿支部 滋賀県ブロック 健康保険部　健康長寿課
3 奈良県 平成 24 年　4 月　1 日 近畿支部 奈良県ブロック 長寿社会課 高齢地域生活支援係
4 石川県小松市 平成 24 年　5 月　2 日 東海・北陸支部 市民福祉部　長寿介護課

5 和歌山県和歌山市 平成 24 年　8 月　1 日 近畿支部 福祉局　社会福祉部
高齢者・地域福祉課 援護福祉班

6 岐阜県岐阜市 平成 24 年　8 月 23 日 東海・北陸支部 岐阜県ブロック 都市防災部　防災対策課
7 三重県津市 平成 24 年　9 月　3 日 東海・北陸支部 三重県ブロック 危機管理部　危機管理課
8 愛知県名古屋市 平成 24 年 10 月　1 日 東海・北陸支部 愛知県ブロック 健康福祉局総務課　調査統計係
9 岩手県山田町 平成 25 年　3 月 12 日 東北支部　岩手ブロック 国保介護課介護チーム 介護保険係
10 愛知県愛西市 平成 25 年　3 月 26 日 東海北陸支部　愛知県ブロック 福祉部　社会福祉課
11 大阪府堺市 平成 25 年　3 月 31 日 近畿支部 危機管理室
12 静岡県静岡市 平成 25 年　4 月 16 日 東海北陸支部　静岡県ブロック 保健福祉局 福祉部　介護保険課
13 愛知県小牧市 平成 25 年　5 月 31 日 東海北陸支部　愛知県ブロック 市長公室危機管理課
14 福岡県 平成 25 年 10 月　9 日 九州・沖縄支部　福岡県ブロック 福祉労働部　福祉部総務課企画班
15 栃木県日光市 平成 25 年 11 月 21 日 北関東支部 栃木県ブロック 健康福祉部　高齢福祉課
16 京都府京田辺市 平成 25 年 11 月 29 日 近畿支部　京都ブロック 安心まちづくり室
17 千葉県四街道市 平成 26 年　2 月 24 日 東京支部　千葉県ブロック 福祉サービス部　高齢者支援課
18 千葉県成田市 平成 26 年　8 月　6 日 東京支部　千葉県ブロック 総務部　危機管理課
19 千葉県浦安市 平成 26 年　9 月 17 日 東京支部　千葉県ブロック 健康福祉部　高齢者支援課
20 千葉県千葉市 平成 26 年 10 月 17 日 東京支部　千葉県ブロック 高齢障害部　障害企画課
21 千葉県船橋市 平成 26 年 11 月 13 日 東京支部　千葉県ブロック 市長公室　危機管理課　総務班
22 山口県下関市 平成 26 年 12 月 18 日 中国支部　山口ブロック 市民部　防災安全課
23 千葉県横芝光町 平成 26 年 12 月 19 日 東京支部　千葉県ブロック 福祉課 介護班
24 千葉県八千代市 平成 27 年　2 月 27 日 東京支部　千葉県ブロック 長寿支援課
25 千葉県市原市 平成 27 年　3 月 26 日 東京支部　千葉県ブロック 防災課
26 千葉県習志野市 平成 27 年　3 月 27 日 東京支部　千葉県ブロック 保健福祉調整課



平成27年度

新規会員紹介
正会員

東京支部　東京都ブロック	 	 	 	
● 株式会社ケアサービス伊東 早宮営業所

本年度より入会致しました、株式会社ケアサービス伊

東と申します。弊社は昭和３６年の創立から地域に根差

した企業を志し、『素敵な笑顔の花を咲かせること』と

いう経営理念実現の為に、【福祉用具貸与・販売事業】

を始め【居宅介護支援・訪問介護・通所介護・有料職業

紹介・有償事業】等様々な介護サービスの専門職として

の知識の習得を図るなど、研修の機会を重視しています。

東海・北陸支部　静岡県ブロック	
● 株式会社セリオ

弊社は 1996 年の創業以来、電動カート・電動車いす

を専門に販売・レンタル事業を行っております。福祉用

具の提供だけでなく、お客様が安全安心に移動や外出が

できるよう、日本全国津々浦々まで統一した安全運転指

導・定期点検サービスを提供しております。社名の「セ

リオ」とはスペイン語で「本気」という意味です。お客

様よりたくさんの笑顔を頂けるよう、社員一丸となって

「本気」で取り組んで参ります。

東海・北陸支部　静岡県ブロック	
● セントケア静岡株式会社

セントケア・グループでは介護サービスを総合的にご

提供させて頂いております。福祉用具レンタル・販売事

業は静岡県内では浜松市・静岡市の２拠点、またグルー

プ全体では宮城県から九州まで、33 拠点でご提供させ

て頂いております。「住み慣れた町、住み慣れた家で、

ずっと一緒に暮らしていきたい。」というお客様やご家

族の思いを用具のみでなく、介護サービス全体でサポー

トさせて頂きます。今後ともよろしくお願い致します。

近畿支部　京都府ブロック
● 安心ライフ株式会社

弊社は、1997 年設立。福祉用具レンタル ･ 販売、住

宅改修を本社で、デイサービスを１ヵ所運営しておりま

す。レンタルの 7~8 割は当社レンタル商品にて提供さ

せていただいております。特に、住居改善工事を含むリ

フト関係、モジュールタイプの車いすを高いレベルでの

企画・提案させていただくことを得意としております。

現在は、デイサービスに OT2 名、看護師 2 名の加入に

より、より専門的かつ広範囲な提案を目指しております。

近畿支部　京都府ブロック
● ウエジメディカル株式会社

弊社は、1996 年に創業し、京都府南部地域を中心に

営業を行っています。当初は福祉用具販売・高齢者の住

宅改修・健康づぐりから事業を開始し、介護保険がスタ

ート以後、福祉用具貸与・販売、居宅介護支援、高齢者

の住宅改修、グループ会社にて通所介護、介護予防運動

指導、フィットネスと幅広く事業を展開しております。

地域密着にて、お客様が、住み慣れた地域で自分らしく

生きがいをもって暮らし続けることができるよう地域社

会に貢献することを目的に努力しています。

近畿支部　滋賀県ブロック
● 株式会社湖光ケア ダスキンヘルスレント栗東

平成 14 年３月６日に福祉用具貸与事業所の指定を受

けて以来、滋賀県栗東市におきまして、ダスキンヘルス

レントの【３つの約束】①笑顔で対応、②安全・安心な

商品のお届け、③より良いサービス、を大切にご利用者

の快適で心地よい生活のサポートにスタッフ一丸となり

日々邁進しています。グループ会社では介護保険外のサ

ービス事業も展開しており、連携することで地域の皆様

に大変お喜びいただいております。
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近畿支部　京都府ブロック
● 株式会社コスモ　コスモライフ北京都

平成 17 年に兵庫県丹波市にコスモライフ北兵庫、京

都府福知山市にコスモライフ北京都を開設し、平成 25

年 8 月には居宅介護支援事業所を開設、平成 27 年には

10 周年を迎え各専門スタッフが関連機関や地元のお客

様に安心と満足のご提案を心掛け「優しい気持ちと小さ

な手助け。コスモライフはこの街の元気生活を応援しま

す」をテーマに心豊かなサービスを、これからも地域の

皆様に元気と笑顔をお届けしてまいります。

中国支部　広島県ブロック
● 有限会社プロスパ

弊社はリフォーム業を主とした今年 17 年目を迎える

会社です。当協会に入会されている殆どの御会社様のよ

うに貸与事業などをしているわけではありませんが、設

立当初から介護用リフトの販売・施工、バリアフリー工

事（介護保険導入前から）の設計・施工などといった皆

様と大変近い仕事をしているという事でこの度、入会さ

せていただく事になりました。当協会でいろいろな情報

を得て今後の仕事に役立てたいと思います。

四国支部　香川県ブロック
● 株式会社翼

私達はフランスベッド㈱グループ会社として香川県高

松市に本社及び営業所、愛媛県新居浜市に営業所を配し

社員 30 名で運営しております。地域密着をモットーに

多様化する利用者ニーズに対しスピードを持って対応し

フランスベッド商品の付加価値の高い独創的な商品をご

利用者様・ご家族様へご提供しております。また、各シ

ョップでは介護相談から障害者相談など在宅に必要なあ

らゆる販売商品の相談まで対応しております。

九州・沖縄支部　福岡県ブロック
● 株式会社エヴァ・ライフ

弊社は平成 13 年に創業し福岡を中心に計 10 店舗を

展開しております。自分の親族をお世話する気持ちで利

用者様と接する事を社員には意識し行動させております

が若い社員が多く至らない点が多く見受けられるのも事

実です。しかし若さを活かした行動力と成長を期待しな

がら、地域の皆様と共にこれからも歩んでいければと考

えます。最後になりますが今回の入会にあたり御協力い

ただいたブロック長、会員様には心よりお礼を申し上げ

ます。

九州・沖縄支部　大分県ブロック
● ケアバンク株式会社

弊社は 2002 年の創業以来、大分県で福祉用具貸与・

販売、住宅改修を中心に在宅介護に携わってきました。

『シニアライフの創造』という理念のもと、高齢者を取

り巻く生活環境がより良くなる為に何をすれば良いの

か、と常に考えサービスを提供しております。現在スタ

ッフは 12 名で、まだまだ小さな会社ですが、これから

の超高齢社会に貢献できるよう邁進してまいります。末

筆になりますが、この度の入会に当たりご尽力いただき

ました関係各位に心より御礼申し上げます。

賛助会員

● 株式会社プラッツ　　福岡県
1992 年の創業以来、「高品質・高機能・低価格」と「優

しさを感じる木調デザイン」にこだわり約 45 万台の医

療介護ベッドを製造して参りました。佐賀大学松尾准教

授と連携し、2009 年から「介護者の腰への負担が少な

い膝あて移乗」を実現するベッドと周辺機器を、昨年は

「組立者の腰痛に配慮した」ベッドを開発し好評です。

これからも利用者、介護者、そして福祉用具専門相談員

の皆様が「笑顔」になる福祉用具を提供して参ります。

　※掲載について、ご了承いただいた会員様をご紹介させて
いただきました。
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福祉用具選定士認定研修会 
講師のご紹介

● プロフィール

昭和４４年熊本県生まれ、平成３年長崎大学医療
技術短期大学部卒業後、佐賀リハビリテーション
病院に勤務。平成６年にしくまもと病院に勤務。平
成１６年より現職。
訪問看護ステーションにて在宅リハビリテーション
を実践中。作業療法士の視点から施設ケアのコン
サルタントなどにも従事。これまで福祉用具メー
カーの機器開発協力や介護ショップにおける住宅
改修・福祉用具選定のアドバイザーなどを経験する。
平成２４年３月には、熊本保健科学大学大学院保健科学研究科　保健科学専
攻修士課程修了。主な社会活動としては、一般社団法人日本訪問リハビリテー
ション協会理事、一般社団法人熊本県作業療法士会社会局局長・理事など著
書としては、「テクニカルエイド－生活の視点で役立つ選び方・使い方」共同執
筆２０１４三輪書店　など。

福祉用具の機種や仕様に詳しいだけではなく、対象

者の暮らしを評価することを専門性と思ってくださ

い。福祉用具が適さないのではない。福祉用具の選定

や導入の仕方が良くないのです。また導入後の使い方

が良くないのです。それぞれ福祉用具には、適切な使

用方法も守備範囲もあります。人の暮らしも日々変化

します。是非、適切な選定と継続的なモニタリングを

福祉用具サービス計画書に活かしてください。期待し

ています。

内田正剛

● プロフィール

株式会社モルテン　健康用品事業本部　生体工
学研究グループ　主任研究員

福祉用具は、利用者様や介護者の多種多様なニーズ

に答えるべく、微妙な違いをもつ特性の製品が増えて

います。進化する製品の特徴だけにとらわれず、背景

にある開発の目的・趣旨も充分理解された上で、利用

者様の心身機能の維持向上や介護者の負担軽減に答え

られるよう用具を選定され、使用をご指導していただ

くことを願います。

大江典子

高齢者生活福祉研究所　所長

● プロフィール

昭和 55 年医療ソーシャルワーカーとして勤務
後、理学療法士資格取得。越谷市立病院、武
蔵野市立高齢者総合センター補助器具センター
勤務を経て平成 16 年 10 月高齢者生活福祉研
究所設立所長。
著書：生活に合わせたバリアフリー住宅 Q ＆ A

（ミネルバ書房）、住宅改修アセスメントのすべ
て（三和書籍）、在宅介護ですぐに役立つ福祉
用具の基礎知識（シルバー産業新聞社）等

筆者が福祉用具に係り始めた 21年前に比べ、福祉

用具の普及が進み福祉用具は特殊なものではなくなっ

てきたが、利用者は初めて利用することも多く馴染め

ないことが多い。福祉用具専門相談員の方々には、福

祉用具が馴染みのある生活用具と位置付けられるよう

スキルを上げていただき、生活が便利になるという事

を明らかにしていただきたいと願う。

加島　守

● プロフィール

1995 年
国立南九州中央病院附属鹿児島看護学校卒業

（現 独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター）
同年　東海大学医学部附属病院入職
         救命救急センター、無

む

菌
きん

無
む

塵
じん

室
しつ

にて勤務
急性期医療・熱傷センター、骨

こつ

髄
ずい

・造
ぞう

血
けつ

幹
かん

細
さい

胞
ぼう

移
い

植
しょく

における看護業務に従事
2003 年　
医療法人欅会　老人保健施設　満天星　入職
重症棟、認

にん

知
ち

症
しょう

棟
とう

にて勤務
老人保健施設における看護領域と介護業務に従事
看護職として、介護職員に対する基礎知識と技術習
得に関する指導の実施
2010 年　株式会社　ケープ（Ｒ＆Ｄ部　マーケティ
ンググループ）入社

床ずれ防止用具は、体に影響を及ぼす為、多彩な機

能やモードを十分理解せず選定することは最も危険で

す。まずは、基本となる、身体と接触面に発生する圧

力を正しく測定し数値化することが大切です。また、

得手体位、骨突出部位によっても接触圧の違いがあり

ます。機能を十分理解し床ずれ防止用具の選定をしま

しょう。

金子麻子

平成27年度
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● プロフィール

1997 年義肢装具会社入社、車椅子全般・福
祉用具貸与管理責任者に従事。その後、2007
年に日進医療器（株）に入社し、企画・開発・
普及活動にたずさわる。外部団体主催セミナー
の講師や多機能トイレの機能分散研究など幅広
く活動している。中国への普及活動も行ってい
る。専門分野：福祉用具全般、ユニバーサルデ
ザイン、情報技術。

福祉用具貸与サービスは、必要な人が必要な期間だ

け利用し、身体機能や介護環境が変わればそれに合わ

せて、福祉用具の変更が出来、そして不要になれば返

却できるシステムです。講習会を通して、その時々に

合わせて最適な用具をアドバイス・選定し、適合でき

る知識と技量を磨いていただき、強みに変えていただ

きたく思います。

亀野敏志 公益財団法人テクノエイド協会普及部長

● プロフィール

1984 年から、東京都社会福祉協議会が受託
した東京都社会福祉総合センター福祉機器展
示場、東京都福祉機器総合センターを経て、
1999 年に ( 社 ) かながわ福祉サービス振興会
バリアフリー情報館館長に就任する。2002 年
からフランスベッド㈱で商品開発・社員教育等
を担当後、2008 年より現職。
テクノエイド協会では、福祉用具プランナー
の養成等、様々な教育システムの構築を行う。
2011 年からは国際医療福祉大学大学院非常
勤講師
主な著書：「福祉用具専門相談員研修用テキス
ト」中央法規出版㈱、「福祉用具プランナーテ
キスト」( 公財 ) テクノエイド協会他
主な資格：保健医療学（福祉用具）修士、福祉
用具プランナー管理指導者、介護支援専門員他

職業人として資質向上を図ることは当然ですが、今

回、厚生労働省から、「～現に従事している福祉用具

専門相談員について、福祉用具貸与（販売）に関する

必要な知識の修得及び能力の向上といった自己研鑽に

常に努めること～」が出ました。これからみなさんは、

様々な研修を受けることをはじめ、仲間たちとの交流

をとおし、自己研鑽することが求められています。

寺光鉄雄

● プロフィール

有限会社　望月彬也リハデザイン代表取締役「有
終の美を飾る」が会社の理念。スキー用具メー
カーで研究開発中骨折、リハビリテーション治
療。それが縁で理学療法士の資格取得。( 公財 )
東京都福祉保健財団　福祉情報部福祉情報室
　地域支援専門相談員、介護支援専門員、介
護予防主任運動指導員、介護認定審査会委員、
東京都福祉サービス第三者評価 評価者、中小
企業診断士。また、工業デザイナーでもあり、
専門分野はユニバーサルデザイン。ライフワー
クは「福祉用具の研究開発及び普及」。近年で
は NPO 日本介護予防協会理事、うつぶせ寝健
康協会会長として活動している。

住まいと介護研究所　所長

● プロフィール

理学療法士の免許を取得後、総合病院・リハビ
リテーションセンターに勤務する。
平成 8 年より大阪市社会福祉協議会にて、在
宅介護支援センター・居宅介護支援事業所・地
域包括支援センターの業務に従事する。特に住
宅改修と福祉用具については、理学療法士とし
て専門的に関わる。
平成 24 年 8 月より「住まいと介護研究所」を
開設し、福祉用具と住宅改修の普及・啓発の講
演活動を行っている。

福祉用具・住宅改修について、介護支援専門員の実

務研修で学ぶ項目がありません。5年毎の資格更新に

必要な現任者研修においても選択しなければ学ぶこと

ができません。市町村が主催の研修も開催が少ないと

いう現状において、福祉用具専門相談員が介護支援専

門員や地域包括支援センターの職員を対象とした「底

上げの研修会」を積極的に開催していってください。

研修会を「しませんか」から「させてください」への

展開から皆さんの役割があり次の進展が必ずあるかと

思います。

谷口昌宏

※アイウエオ順

右片麻痺のAさんは福祉用具選定士がベッドサイ

ドに縦手すりを取り付けたことで、介助なしで車いす

に移乗できるようになりました。今までの閉じこもり

だった生活が一変し、海外旅行にも行くような活動的

な毎日を送っています。すぐれた福祉用具選定士は福

祉用具を活用し、ご利用者のいきいきとした生活を取

り戻す専門家です。

望月彬也
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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７カ所（東北エリア、東京エ

リア、大阪エリア、名古屋エリア、中国エリア、四国エリア、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、開催スケジュールについては、協会ホームページ等でもご案内致します。

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

大変多くの方が満足と高い評価を頂いています。

受講資格
福祉用具貸与事業所等に勤務し、福祉用具専門相談員
としての実務経験２年以上を有するもの

実績
● 実施年 　平成17年より
● 受講者数 1,967名（平成26年度末）

福祉用具協会の研修

● 研修時間　内容

A研修 ベッド・車いす ３日間

B研修 歩行器・床ずれ防止用具
移動用リフト ２日間

合計 ５日間

会員特別価格

A研修
（３日間） 29,000円 25,000円

B研修
（２日間） 25,000円 21,000円

A研修 会場名 研修期間 研修会場

仙台会場 平成27年5月19日（火）〜21日（木） サンフェスタ・卸町会館（仙台市若林区）

東京会場 平成27年7月14日（火）〜16日（木） アンフェリシオン(東京都江東区)

名古屋会場 平成27年9月  8日（火）〜10日（木） ＩＭＹホール(名古屋市東区)

大阪会場 平成27年6月23日（火）〜25日（木） オーバルホール・毎日インテシオ(大阪市北区)

広島会場 平成27年6月  9日（火）〜11日（木） 広島YMCA国際文化センター(広島市中区)

松山会場 平成27年7月  7日（火）〜  9日（木） 愛媛県松山市内で調整中

北九州会場 平成27年8月  6日（木）〜  8日（土） ＡＩＭビル（北九州市小倉北区）

会場名 研修期間 研修会場

仙台会場 平成27年12月  9日（水）〜10日（木） サンフェスタ・卸町会館（仙台市若林区）

東京会場 平成27年11月18日（水）〜19日（木） アンフェリシオン(東京都江東区)

名古屋会場 平成28年  1月20日（水）〜21日（木） ＩＭＹホール(名古屋市東区)

大阪会場 平成27年12月16日（水）〜17日（水） オーバルホール・毎日インテシオ(大阪市北区)

広島会場 平成27年11月11日（水）〜12日（木） 広島YMCA国際文化センター(広島市中区)

松山会場 平成27年10月21日（水）〜22日（木） 愛媛県松山市内で調整中

北九州会場 平成27年10月  2日（金）〜  3日（土） ＡＩＭビル（北九州市小倉北区）

B研修

平成27年度の開催予定

受講料


