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令和の時代は、新型コロナウイルスという見えざる敵

との戦いでスタートいたしました。この会報誌「きずな」

が皆さんの手に届くころには、緊急事態宣言も解除され、

「With　コロナ」という新たな局面での事業活動を各社が

模索されている状況かと考えます。新型コロナウイルス問

題は、人との接触を極力減らしながら社会生活を送ること

を私たちに求めることとなりました。結果として、新規の

ケアプランの作成が滞ったり、住宅改修が出来なかったり、

また一方で本来なら病院や施設への入所を予定されていた

方々が、病院内あるいは施設内での感染リスクを考え、在

宅を延長するという事も起きました。私たちが参加するケ

ア会議やモニタリング活動も、そのやり方の見直しを余儀

なくされました。そんな中、医療でも、感染防止の観点から、

遠隔診療が大幅に規制緩和されようとしています。我々介

護の分野でも、ウェブ等を活用したケア会議やモニタリン

グ活動を進めることができると考えます。従来のように多

職種の方々が一ヶ所に集まって会議をしなくてもウェブ会

議で可能ではないか、モニタリングも様々な機器を活用し

て遠隔モニタリングができるのではないか、そしてその方

が、より効率的にコストを抑えながら、よりスピーディー

に行えるのではないかという事を知らしめてくれました。

介護保険制度を今後も永続させるためには我々の経営改善

は必須であります。その一つのヒントをコロナウイルスは

我々に教えてくれたと考えます。福祉用具の研究大会は、

残念ながら 1 年延期となりましたが、来年の研究大会では、

コロナウイルスとどのように戦ったか、皆さんの叡智も発

表されると思います。福祉用具レンタル業界の更なる進化

を求めてこの研究大会を成功させてまいります。皆様のご

協力をよろしくお願い申し上げます。

新時代「令和」２年目の今年、日本はオリンピック・パ

ラリンピックのホスト国として、熱狂と活気に満ちた時を

享受し、多くの人に鮮やかで忘れられない記憶として刻ま

れるはずでした。しかし、新型コロナウイルスによって状

況は一変しました。オリンピック・パラリンピックをはじ

め、多くのイベントが延期・中止となり、政府から発出さ

れた「緊急事態宣言」に伴う外出自粛・休業要請により、

日本経済にも私たちの日常生活にもかつてない大きな影響

を与えています。

依然として未知のウイルスとの戦いは続きますが、この

コロナ禍においても、我々介護サービス事業者は休業要請

の対象外となる社会的役割を担っています。見えない敵と

の戦いは、人と人との接触を激減させました。デイサービ

スの利用自粛や事業休止、ヘルパーサービスの訪問自粛や

訪問禁止など人的サービスは大幅な制限を受けています。

しかし、福祉用具サービスは、この状況下であっても人と

人との接触を抑えながら、介護を必要とする高齢者の変わ

らない日常を支えることが出来ます。私たち福祉用具事業

者には、そのサービスを止めてはならない使命があり、従

業員の健康と安全を守りながら、感染しない・感染させな

い対策を講じて、ご利用者を支援し続けることが求められ

ているのです。

新型コロナウイルスがもたらしたものは、これまでの日

常を一変させただけではありません。「新しい日常」への

模索を強く推し進めたと言っても過言ではないでしょう。

テレワーク、Web 会議、Web セミナーなど、これまで招集・

対面で行っていたビジネスシーンが大きく様変わりし、新

たな可能性も同時にもたらしています。「With コロナ」に

よって、今までの当たり前が通用しない世界になりました

が、私たちは、この変化した世界で生まれる新しい課題へ

の取り組みを考えていかねばなりません。

当会は、「新しい日常」に適合する福祉用具サービスの

新たな取り組みについて、会員の皆様と一緒に考え、この

苦難の時をイノベーション創出の好機（チャンス）にした

いと考えています。業界の成長のために努力を惜しまず邁

進して参りますので、皆さまのご協力を宜しくお願い致し

ます。

「コロナウイルスと 
 の戦いを通じて」

「果たすべき使命   
 と新しい日常」

一般社団法人
日本福祉用具供給協会からのメッセージ

小野木孝二
理事長

岩元文雄
副理事長
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福祉用具サービスの動向
１．新型コロナウイルスによる影響について

新型コロナウイルスの影響が拡大する中、福祉用具サー

ビス提供の現場においても様々な影響が確認されていると

ころです。

厚生労働省からは日々新たな通知や事務連絡等が発出さ

れているところですが、本稿作成時点（2020 年 6 月 1 日）

で福祉用具サービス事業者が確認しておくべき点について

は、およそ以下（1）～（3）の文書でとりまとめられて

いますので、詳細は当協会ホームページをご参照ください。

（1）令和 2年 5月 15 日付事務連絡「職場における新型
コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の
強化について」（当協会ホームページ「お知らせ」
2020/5/18 掲載分）

①職場における新型コロナウイルス感染症への感染予
防、健康管理の強化について

・労務管理の基本的姿勢

・職場における感染予防対策の徹底について

・風邪症状を呈する労働者等への対応について

・新型コロナウイルス感染症の陽性者等が発生した

場合の対応について

・新型コロナウイルス感染症に対する正しい情報の

収集等

②居宅を訪問して行うサービスにおける感染防止に向け
た対応について

・感染防止に向けた取組

・新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生し

た場合の取組

（2）動画「訪問介護職員のためのそうだったのか！感染
対策」（当協会ホームページ「お知らせ」2020/5/11
掲載分）

①あなたが利用者宅にウイルスをもちこまない
②あなたと利用者がウイルスをやりとりしない
③あなたがウイルスをもちださない

以下URL又は YouTube 画面で「訪問介護　感染対策」
などのキーワードで検索できます。
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISn
Wj_HIGPFEBEiyWloHZGHxCc

（3）令和 2年 4月 10 日付事務連絡「新型コロナウイル
ス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の
臨時的な取扱いについて（第８報）※福祉用具部分
抜粋（当協会ホームページ「お知らせ」2020/4/10
掲載分）　

（4）当協会が毎年開催しております「福祉用具選定士認
定研修会」の令和 2年度開催については、本研修会
が実習中心であり「密着」を回避することが困難で
あること等を考慮し、本年度の研修会開催を見送る
ことといたしました。

翌年度の開催については改めて協会ホームページ等でご

案内する予定です。

２．介護保険制度の動向について

（1）制度全体の動向
①介護保険部会

社会保障審議会介護保険部会は令和元年 12 月 27

問２ 福祉用具貸与計画及び特定福祉用具販売計画の作
成において、利用者又は家族に説明し、利用者の同意
を得ることとされているが、現下の状況により、対面
が難しい場合、電話・メールなどの活用は可能か。

（答）貴見のとおり。感染拡大防止の観点から、やむ
を得ない理由がある場合については、電話・メールな
どを活用するなどにより、柔軟に対応することが可能
である。

問３ 福祉用具貸与のモニ タリングについて、令和２
年３月６日付事務連絡「新型コロナウイルス 感染症に
係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱
い（第４報）」問 11 の居宅介護支援のモニタリングと
同様の取扱いが可能か。

（答）貴見のとおり。利用者の事情等により、利用者
の居宅を訪問できない等、やむを得ない理由がある場
合については 、電話・メールなどを活用するなどによ
り、柔軟な取扱いが可能である。

問４ 福祉用具貸与の消毒において、令和２年４月７日
付事務連絡「社会福祉施設等における感染拡大防止の
ための留意点について（その２）」において示されて
いる、「消毒・清掃等の実施」と同様の取扱いが可能か。

（答）貴見のとおり。次亜塩素酸ナトリウム液（0.05 ％）
で清拭後、水拭きし、乾燥させること等を想定している。
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日に、令和 3 年度からの介護保険制度の見直しに関

する意見をとりまとめました。

この中で福祉用具サービスに直接関わるものはあり

ませんでしたが、利用者が影響を受けるものとして、

制度改正の柱の一つである「給付と負担」において「高

額介護サービス費の見直し」が決まりました。

具体的には、現役並み所得相当を年収約 383 万円

以上として世帯の上限額を 44,400 円としていたとこ

ろ、医療保険における自己負担の上限額に合わせ、年

収約 770 万円以上の世帯と年収約 1,160 万円以上の

世帯はそれぞれ 93,000 円、140,100 円となります。

また、議題にありましたケアプラン作成時の自己負

担や、自己負担２割・３割対象者拡大等は見送りとな

りました。

制度がこれで決定したことを受けて、令和 2 年度

は社会保障審議会介護給付費分科会においては新制度

に基づく介護報酬が検討されます。

②介護事業経営概況調査
社会保障審議会介護給付費分科会は令和元年 12 月

27 日、令和元年度に実施された介護事業経営概況調

査の内容について了承しました。

令和元年度の概況調査では、介護サービス種類ごと

の平成 29 年度と 30 年度の決算内容が報告されまし

た。収支差率（営利法人では経常利益に相当）の全サ

ービス平均は平成 29 年度決算 3.9％、平成 30 年度

決算 3.1％でした。このうち、福祉用具貸与事業は平

成 29 年度決算 4.7％、平成 30 年度決算 4.2％でした。

福祉用具貸与の収支差率は、①全サービス平均より高

めに推移していること、②平成 28 ～ 30 年度の推移

としては 29 年度で上昇し、30 年度で下降している

点が全サービス平均と同様であること、③平成 30 年

度決算では収入に対する給与費の割合が前年より増加

した部分が収支差率の低下に影響していること、が特

徴といえます。有効回答率は全サービス平均 48.2％

に対し福祉用具貸与は 35.6％と低い結果でした。国

の立場からすると、回答率は業界の保険制度に対する

姿勢と見られますので、回答率が低いことは調査結果

に関係なく業界にとって不利な結果につながる可能性

があります。

令和 2 年度は令和元年度決算を調査する介護事業

経営実態調査が５月に実施されます。調査票が届きま

したら積極的な回答のご協力をお願いいたします。

（2）福祉用具関係の動向
①福祉用具貸与価格上限設定の経緯

福祉用具貸与価格の上限設定については、平成 29

年 12 月 18 日介護給付費分科会審議報告において「平

成 31 年度以降も、概ね１年に１度の頻度で見直しを

行う」、「施行後の実態も踏まえつつ、実施していくこ

ととする」とされながらも、平成 31 年 4 月 10 日の

介護給付費分科会では、「平成 31 年度中の見直しは

行わず、今後の見直しについては、継続的に貸与価格

の実態や経営への影響等について調査を実施し、必要

な検討を行っていく」こととされているところです。

②国による改定検証事業
令和２年 3 月 26 日、介護報酬改定検証・研究委員

会が開催されました。この令和元年度実施分では、全

体で７つの効果検証調査が実施され、このうちの１つ

が「福祉用具貸与価格の適正化に関する調査研究事業」

であり、平成 30 年 10 月に始まった福祉用具貸与価

格の上限設定の効果検証を行うもので、平成 30 年度

調査に引き続き実施されたものです。

調査概要は、①上限設定による費用額は前年に対し

て△ 2.0％であった、②繰り返し上限設定を行うと２

回目は△ 0.7％、３回目は△ 0.3％と試算された、③

上限設定以降の新規利用者に対して高く貸与するよう

な傾向は見られなかった、④福祉用具貸与事業所の経

営への影響が一定程度見られた、といった昨年度実施

された調査とほぼ同じ方向性の結果が報告され、この

内容が了承されました。

③自主事業調査の実施
令和元年 10 月より消費税率が 10％に引き上げら

れました。福祉用具貸与におけるこの影響を調査する

ため、当協会は自主事業として令和元年 11 月に「消

費税対応に関する会員企業実態調査」を実施しました。

この調査では、貸与価格への消費税転嫁の実態を調査

するとともに、貸与価格の競争が適切な消費税転嫁に

影響を与えている実態を調査し、後述の要望書の根拠

として役立てられました。

④要望書の提出
これらの経緯を踏まえて当協会の小野木理事長と岩

元副理事長は令和２年４月３日、厚生労働省の大島一

博老健局長を訪問し、「福祉用具貸与価格の上限設定

見直しに関する要望」を提出し、福祉用具貸与価格上

限設定は商品あたり一度限りとしていただきたい旨を

要望しました。

大島老健局長（左）へ要望書を手渡す小野木理事長（中央）と
岩元副理事長（右）4



⑤上限設定見直し頻度の方向性
令和 2 年 6 月 1 日に介護給付費分科会が開催され、

福祉用具貸与価格上限設定の見直し頻度は「３年に１

度」という方針となりました。

その際は、貸与事業所等のシステム改修等の準備期

間を考慮して令和３年度からの見直しとし、令和２年

度は令和元年度同様、新商品に係る全国平均貸与価格

の公表・貸与価格の上限設定を行うこととなる見込み

です。尚、今回の上限設定見直し決定にあたっては、

福祉用具貸与事業所に対して、効率的な事業運営を行

う先進事例を収集し、経営努力を促していくこととさ

れています。

３．令和元年度老健事業について

（1）調査目的、概要
当協会は令和元年度、厚生労働省の補助金を得て「効

果的な福祉用具サービス提供体制等に関する調査研究

事業」を実施しました。

本調査は、関連する先行調査の結果を踏まえて、平

成 30 年度制度改正に伴う福祉用具貸与事業所におけ

るサービスの提供体制の現状を調査し、効果及び効率

化の観点からそれぞれ検証を行い、業務効率化に向け

た課題の考察をまとめることを目的としたものです。

合わせて、業務効率化に向けて既に取り組んでいるサ

ービス提供体制の調査を行いました。

調査結果からは、福祉用具サービス計画書作成にか

かる負担が大きいことや、小規模な事業者や事業所ほ

ど生産性向上のためとは言え大規模な設備投資が難し

いこと、ＩＣＴ化への取り組みでは関連する他職種側

も同様の取り組みが求められるといった課題等が確認

された一方で、専門性の高いサービスの提供のため積

極的に効率化の観点から、具体的な取り組みなどを行

っている事業者も見受けられました。

上記調査結果を踏まえ、今後、福祉用具貸与事業所

の取り組む生産性向上に対する関係者の理解を深める

とともに、福祉用具サービスの質の維持向上に効果的

な各福祉用具貸与事業所の横展開の参考となるよう事

例集を作成いたしました。

（2）成果物（事例集）

個別の業務改善事例を分かりやすく記載し
ています。

福祉用具提供のプロセスに沿った課題や
対応方法を区分して記載しています。

●事例集は協会ホームページで入手
可能です。

　「トップページ」→「当協会が
行った調査研究事業」→「2020
年3月　福祉用具貸与事業者にお
けるサービス提供の質の向上に
向けた業務改善　事例集」

　URL：https://www.fukushiyogu.
or.jp/guide/guide-pdf/2020_
rouken_gaiyou.pdf?ver2 厚生労働省が求める生産性向上の取組イメ

ージという全体像から理解が得られます。
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災害協定について
～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～

令和元年9月　房総半島台風（台風15号）

発動自治体：千葉県成田市
供給ブロック：千葉県ブロック

フランスベッド（株）　菅原　明広
昨年 9 月に千葉県を襲った台風 15 号は、かつて無い暴

風で長期間の停電をもたらしました。9 月 11 日夕方、事

務局より連絡を頂き成田市にある下総公民館へ介護ベッド

を搬入する事になりました。現地には停電でお困りの特養

の入居者と職員がおり、車いすや床に直接敷いたマット上

で介護を行っていました。今回は協会員 3 社の対応でス

ムーズな納品が行えました。市の職員、施設の職員からも

迅速な対応に大変感謝頂きました。災害時は会員の事業者

も対応に追われる中、如何に商品や配送対応出来る人員を

確保出来るかという課題がございます。また、遅い時間の

対応についても課題がございます。今後、地震や自然災害

が心配される中、自治体からの要請に求められる物資をど

れだけ迅速に届けられるか。事務局と会員間の更なる連携

と協力が必要であると感じました。

（株）フロンティア　　北村　智也　
昨年９月、関東で９３万棟の停電と千葉県内の住家７万

棟を超える損壊被害を出した台風 15 号通過から 3 日目夕

刻、特殊寝台 5 台を成田市内公民館へ当日中に納品する

支援要請がありました。

弊社からは安全確保と作業性から車両 2 台 4 名のスタ

ッフで出発し、渋滞と停電による信号機が機能していない

交差点に注意を払いながら約 2 時間で現地に到着しまし

た。

電気のある館内での混乱はなかったものの、大広間では、

近隣特養施設から停電のため避難された多数の入居者がお

られ、職員の方々が寝所の準備を急ぐなか、協会加盟他 2

社（㈱トーカイ様、フランスベッド㈱様）と協力し計１４

台の設置作業を 21 時過ぎには完了できました。

このような状況下では、数種類用意したマットレスの適

合確認も十分にできず不安もありましたが、翌日施設にお

帰りになれたと聞き安堵したことを記憶しています。　

このたびの支援を通して、災害時における福祉用具の必

要性を改めて実感致しました。

令和元年10月　東日本台風（台風19号）

発動自治体：千葉県大網白里市
供給ブロック：千葉県ブロック

（株）トーカイ　　藤田　裕二
令和元年 10 月、台風 19 号の接近に伴い千葉県の大網

白里市から日本福祉用具供給協会経由で避難所に電動ベッ

ドを設置して欲しいとの依頼がございました。避難所とな

った中央公民館 1F の大ホールには、既に何名かの方が自

主的に避難されていました。担当者からは主に障碍者や高

齢者のご家族から避難所にベッドがあるか？という問い合

わせや実際に避難所を見に来られる方もいらっしゃったの

で、市民の方が安心して避難できる場所を作る事ができた

と感謝のお言葉を頂きました。前月に起きた台風を教訓に

事前に準備できたことは良かった半面、実際に避難してく

る方の身体状況や人数が分からなかった為、台数や設置場

所の予測が難しいことがありました。今後同様の災害発生

時には事前対応だけでなく行政と緊密に連絡を取り合い、

追加や設置状況変更なども対応していければと思います。

　　　　

発動自治体：長野県千曲市
供給ブロック：長野県ブロック

メディカルケア（株）　新津　隆
令和元年１０月の台風１９号により、長野県では長野市

に次ぐ甚大な被害を受けた千曲市。床上・床下浸水した家

令和元年度、自治体より要請を受け、実際に福祉用具を供給されたご担当者
に、当時の状況について振り返って頂きました。
また京都府ブロックでは、災害時協力にあたって京都市より表彰を受けまし
たので、あわせてブロック長よりご報告頂きました。
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屋は１６７７棟に上り最大で４８００人が避難しました。

私達が要請を受けてベッドを搬入したのは、被災した介

護施設の入居者を、被害の無い介護施設に移動してもらう

為の受け入れ対応のためでした。平成２９年に千曲市と当

協会で災害協定を結んでおり、有事において物資の供給を

することができました。しかし、いざ災害となると各所か

ら要請があり、これはどこからの要請なのか、優先順位を

どうすれば良いかなど判断が難しい面が多々ありました。

この災害から学んだ事を教訓に、有事に備えた防災意識

と対応策を今後の課題とし、私達に出来る事から取り組ん

でいきたいと感じました。

防災功労特別賞表彰について

近畿支部　京都府ブロック　ブロック長　荒井　祐子
昨年 10 月、京都市より「防災功労特別賞」を頂きました。

京都府下 11 の自治体と災害時協定を締結し、防災訓練

に協力するなど『防災』をブロック活動の重要事項に位置

づけ積極的に取り組んでいます。京都府ブロックの取り組

みをこのような形でご評価いただき受賞を賜りました事

は、この上ない喜びであり今後の活動の励みになります。

平成 30 年の台風 21 号がもたらした甚大な暴風被害に

より、京都市から協会本部へ「山間部にある避難所へ介護

ベッドを搬入してほしい」との要請がありました。

速かにブロック会員と連携し搬入に向かいましたが、倒

木や道路寸断のため断念、同日深夜やむを得ず引き返しま

した。翌日、倒木が徹去された道路を探し無事搬入するこ

とができ避難所からは感謝の言葉をいただきました。

物資供給時を振り返り思う事は、道路や避難所の状況等、

正確な情報の入手が必要であるという事です。供給側が二

次災害に巻き込まれないよう安全確保の必要性を痛感いた

しました。

地震、台風、大雨、新型ウイルス等、未曾有の大規模災

害が襲ってくる昨今、被災地への福祉用具供給を担う協会

の活動を理解し、全国の自治体に災害時協定締結の働きか

けがなされる事を祈念いたします。

令和元年度については、15 の自治体と協定を締結いた

しました。令和 2 年 3 月末現在、累計で 142 の自治体と

協定書の締結に至っております。

詳細につきましては、協会ホームページでご覧頂けます。

福祉用具協会

N o 協定先 締結日 協会実務担当ブロック 自治体担当部署
1 静岡県富士市 平成 31年 4月  1日 東海・北陸支部 静岡県 防災危機管理課
2 京都府京丹波町 令和元年 8月  1日 近畿支部 京都府 保健福祉課
3 大阪府枚方市 令和元年 8月  1日 近畿支部 大阪府 長寿社会総務課
4 長野県塩尻市 令和元年 9月  4 日 南関東支部 長野県 危機管理課
5 千葉県大多喜町 令和元年 11月  1日 東京支部 千葉県 健康福祉課 介護係
6 愛知県あま市 令和元年 11月12日 東海・北陸支部 愛知県 福祉部高齢福祉課 介護係
7 鹿児島県姶良市 令和元年 12月  9 日 九州・沖縄支部 鹿児島県 保健福祉部 社会福課
8 京都府向日市 令和元年 12月10日 近畿支部 京都府 危機管理室
9 長野県安曇野市 令和元年 12月18日 南関東支部 長野県 総務部 危機管理課
10 鹿児島県垂水市 令和元年 12月20日 九州・沖縄支部 鹿児島県 総務課 安心安全係
11 千葉県長南町 令和 2年 2月10日 東京支部 千葉県 福祉課 福祉介護係
12 秋田県秋田市 令和 2年 3月18日 東北支部 秋田県 保健福祉部 保健福祉政課
13 愛知県岡崎市 令和 2年 3月18日 東海・北陸支部 愛知県 防災課
14 宮城県 令和 2年 3月24日 東北支部 宮城県 保健福祉 総務課
15 北海道帯広市 令和 2年 3月31日 北海道支部 北海道 総務部 危機対策室 危機対課

災害協定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31年4月～令和2年3月まで
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『第１回福祉用具専門相談員研究大会』
を開催致しました　

岩元文雄大会長による「福祉用具のちからをご来場の皆

さまだけではなく、広く全国の皆さまに伝えていきたい」

との大会テーマに託した思いを込めた開会挨拶で研究大会

の幕が開きました。

ご臨席を賜りましたご来賓の方々のご紹介につづき、介

護保険制度の福祉用具事業を所管いただく厚生労働省老健

局長大島一博様に来賓を代表して、福祉用具への期待と研

究大会開催のご祝辞をいただきました。

続く、記念講演では、一般社団法人医療介護福祉政策研

究フォーラム理事長の中村秀一様より、「平成から令和へ、

福祉用具業界に期待すること」と題してご講演いただき、

福祉用具業界が立ち向かうべき課題と期待の熱いエールを

送っていただきました。

午後からの研究大会発表では、全国より集まった 22 名

（組）の福祉用具専門相談員等が、東畠弘子座長（国際医

療福祉大学大学院福祉支援工学分野教授）、金沢善智座長

（株式会社バリオン代表取締役）、小林毅座長（学校法人敬

心学園大学開設準備室）、東祐二座長（国立障害者リハビ

リテーションセンター研究所障害工学研究部部長）のもと、

大会概要

開 催 日 令和元年６月１７日（月）

大会テーマ 伝えよう！福祉用具のちからを～地域包括ケアシステムにおける福祉用具の役割～

会 場 東京国際フォーラム〔ホールＤ５〕東京都千代田区丸の内3-5-1

主 催 第1回福祉用具専門相談員研究大会実行委員会

共 催
一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会
一般社団法人日本福祉用具供給協会

大 会 長 岩元　文雄（一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会理事長）

副 大 会 長 小野木　孝二（一般社団法人日本福祉用具供給協会理事長）

大 会 概 要 記念講演１題・教育講演１題・口述／ポスター発表２２題

参 加 者 数 ３４８名

開会挨拶　岩元文雄大会長

【記念講演】
講師　一般社団法人医療介護福
祉政策研究フォーラム理事長　
中村秀一氏
演題　「平成から令和へ、福祉
用具業界に期待すること」

来賓挨拶　厚生労働省老健局
長大島一博氏

　令和元年６月17日（月）、梅雨空の切れ目に青く澄み渡る快晴の中、第1回福祉用具専門相談員
研究大会が開催されました。会場となった東京国際フォーラムには、北は北海道、南は沖縄まで日
本全国より約350名の来場者が一堂に会し、盛会のうちに終えることができました。
　当初予定しておりました会場定員を大きく上回るご来場をいただき、急遽、第２会場を増設する
ほどの盛況ぶりでした。
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～次大会告知：第２回福祉用具専門相談員研究大会について～

開 催 日 令和３年６月２１日（月）

大会テーマ 福祉用具活用の更なる深化～根拠に基づいた福祉用具の活用～

会 場 日本教育会館：一ツ橋ホール／東京都千代田区一ツ橋 2-6-2

主 催 第２回福祉用具専門相談員研究大会実行委員会

共 催
一般社団法人日本福祉用具供給協会
一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会

大 会 長 小野木　孝二（一般社団法人日本福祉用具供給協会理事長）

副 大 会 長 岩元　文雄（一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会理事長）

実行委員長挨拶　
東畠弘子実行委員長

閉会挨拶　
小野木孝二副大会長

熱心に受講される皆さん

福祉用具活用事例、多職種連携、人材育成、地域貢献等の

様々なテーマで発表を行いました。質疑応答では、会場に

詰めかけた聴講者との専門的なやりとりをする場面がある

など、記念すべき第 1 回の研究大会にふさわしい発表と

なりました。

教育講演では、前述の東祐二様より「現場から発信する

福祉用具の有効性について」と題して、今回の発表を受け

て、次大会に向けての研究の視点や数値化に基づく発表が

重要であることなど、福祉用具業界がこの研究大会から歩

み出す新時代に向けた貴重なご講演をいただきました。

閉会式は、研究大会実行委員会の東畠委員長からご来場

の皆様への感謝の言葉に続き、次大会の大会長を務める小

野木副大会長が、第 2 回大会に向けての決意と抱負を述

べ研究大会の幕を閉じました。

第1回福祉用具専門相談員研究大会　発表者・演題一覧

ポスター発表　セッション①　東畠弘子座長
№ 発表者 所属
1 佐藤　隆之 ㈱トーカイ横浜支店
2 村田　沙織 ㈱ランダルコーポレーション
3 宮部　裕貴 ㈱マルベリーさわやかセンター帯広
4 久保　博隆 ㈱カクイックスウィング鹿児島営業所
5 宮野　貴幸 ㈱仁済　訪問看護ステーション品川
6 船津　裕之 川村義肢㈱
7 南﨑　友晴 ㈱カクイックスウィング宮崎営業所

ポスター発表　セッション②　金沢善智座長
№ 発表者 所属
1 飯田　悠太 ㈱フロンティア
2 佐藤　啓太 フランスベッド㈱
3 東浦　透 ケアウェル安心㈱
4 水越　良行 ㈱ヤマシタ
5 三浦　晃嗣 ㈱マルベリーさわやかセンター岩見沢
6 淺野　亘里 ㈱マルベリーさわやかセンター苫小牧
7 植野　雅晴 日本基準寝具㈱
8 三谷　和久 ㈱カクイックスウィング国分営業所

口述発表　小林毅・東祐二座長
№ 発表者 所属
1 澤田　篤 ㈱フロンティア
2 谷　勇司 ㈱マルベリーさわやかセンター札幌豊平
3 白木　一寛 パナソニックエイジフリー㈱
4 佐藤　祥真 フォレスト福祉用具サービス㈱
5 明珍　直也 ㈱ウィードメディカル
6 入江　和幸 ㈱トップコーポレーション
7 杉本　幸生 ㈱トーカイ中野営業所
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令和元年度協会活動のご報告

「第46回国際福祉機器展H.C.R2019」について

● 渡邉 愼一 氏
日本作業療法士協会　
福祉用具対策委員長
横浜市総合リハビリテーション
センター　地域リハビリ
テーション部　部長

● 渡部 知 氏
(株)同仁社

～生活の変化に対応した福祉用具の適切な変更とは～

今年は、「生活の変化に対応した福祉用具の

適切な変更とは」をテーマに、福祉用具専門相

談員が事例を交え、生活の変化に対応した適切

な福祉用具の変更を追及しパネルディスカッシ

ョンを行いました。

当日は、定員の 48 名を大きく上回る約 75

名の方にご参加いただき、限られた時間ではあ

りましたが、参加者との質疑応答もあり、盛況

のうちに無事に終了することができました。

「今回の発表は生活の多様性がよく表れていたと思います。
特にご本人の気持ちの変化に対して、福祉用具が適切に供給
されることで、その方の生活が劇的に変化することが良くわ
かりました。また、福祉用具は気持ちそのものを変化させる
という重要な役割を担っていると思います。」

● 都築 涼 氏
(株)ジェー・シー・アイ

「今回の事例では、福祉用具専門相談員としてご本人が自立
できる動作を引き出せるよう見守りレベルでもご自身が扱う
ことのできる用具を提案できました。それもすべて、ケアマ
ネジャーが中心となりチームとして意見交換ができたことだ
と感じています。」

● 平手 重充 氏
(株)柴橋商会

「福祉用具を使用する事によりご利用者様の生活が潤い、出
来ることが増えていく事はサービス事業者として大変な喜
びを感じることが出来、ADL の低下により介護負担の増加、
より難しい福祉用具提案、選定が必要になる事も多くありま
す。困難なケースにも対応できる商品知識、先入観などにと
らわれない柔軟な考え方が求められていくと思います。」

「住環境を整えたことで、ご本人の「自宅のトイレに行く」
という希望が叶えられました。福祉用具専門相談員として、
様々な福祉用具の中から ADL や住環境に合わせて選定し活
用して頂くことで、 出来ることが増え生活の幅が広がってく
ることを実感しました。」

日　時 場　所

2019年9月26日（木）
１0：３０～１1：３０

東京ビッグサイト　
西１ホール　Ｃ会場　

コーディネーター

パネリスト
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協会ホームページのご案内

全国各地のブロック（都道府県）では、工夫を凝らし様々なブ

ロック活動を行っています。独自の研修会の開催、福祉用具の展

示会、自治体が行う災害訓練へのご協力、「福祉用具の日」推進

イベントの開催等々、それぞれのブロックが企画、実施していま

す。随時更新していますので、是非ご覧下さい。

　①【岐阜県】第3回ぎふささえあいフェスタを開催いたしました。

　岐阜県ブロックでは令和 2 年 1 月 24 日（金）・25 日（土）3 回目と
なる『ぎふ ささえあいフェスタ』を開催いたしました。
　イベントでは、多くの団体様による講演やセミナー、福祉機器展、教
育機関による展示などが行われ 2 日間で講演・セミナー 1,035 名、福
祉機器展 741 名にご参加頂き、延べ 1,776 名となりました。
　イベントにご来場頂いた地域の皆様、医療・介護・福祉に従事される
皆様ご来場誠に有難うございました。
　また、一緒にイベントを盛り上げて頂いた多くの団体様、教育機関様、
メーカー様におかれましてもお礼を申し上げます。

※このほかにも、一般の方がご参加頂ける研修会や、イベントのご案内もしています。

　②【京都府】資質向上研修会を開催いたしました。

　京都府ブロックでは、令和 2 年 2 月 14 日（金）「接遇～マナーから
学ぶ営業～」と題し、ダスキンライフケア伏見桃山ステーション統括マ
ネジャー　土生妙子先生をお招きして研修会を開催しました。
　ベテランから新人まで幅広い受講者 47 名が、実技を交えながら営業
マナーを勉強しました。
　担当者会議におけるご利用者のご自宅でのマナーなど福祉用具事業者
の営業マナーに特化した内容でたいへん勉強になりました。
　土生先生の第一印象で心を掴むテクニックは、明日から実践していこ
うと思います。

　③【広島県】「介護の日フェスタin広島」を開催いたしました。

　広島県ブロックでは 11 月 9 日（土）・10 日（日）に「介護の日フェ
スタ in 広島」を開催しました。
　来場者は、2 日間延べ 11,262 名と、1 万人を超える多くの方にお越
しいただくことができ、大変嬉しく思っております。
　今回は、業界関係者との繋がりを深めるきっかけにもなったと感じて
おり、来年度はより一層良いイベントになるよう取り組んでまいります !

トップページから左のバナー
「地域ごとの活動」をクリック

「地域ごとの活動」では、各地域のブロック活動についてご紹介しています。
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●福祉用具専門相談員の仕事に興味を持たれた方、まずはお住まいの地域

の福祉用具供給事業所のホームページを覗いてみませんか。当協会では

会員となっております全国の福祉用具供給事業者をご紹介しています。

URL：http://www.fukushiyogu.or.jp/jigyo/jigyo.html

トップページから右のバナーをクリック1

1

福祉用具専門相談員は世の中の役に立っている
と実感できる仕事！

2

「福祉用具専門相談員」の仕事について
ポスターや協会ホームページでご紹介しています！

動画の他にも「福祉用具専門相談員」の掲示用ポスターや
具体的な内容についてもご紹介しています。

動画リンク ホームページ

ポスター ホーム
ページ
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