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「 さ さ え 」 

2005，10 月発行 情報誌 第 13 号 
発行  ＮＰＯ福祉用具ネット事務局 

所／福岡県田川市伊田４３９５（福岡県立大学生涯福祉研究センタ－内） 
ＴＥＬ／ＦＡＸ ０９４７－４２－２２８６ 
E－mail   npo-fukusiyougunet@sage.ocn.ne.jp 
HP    http://www10.ocn.ne.jp/~npofynet/enter.htm  

報誌「ささえ」は年４回（１月・４月・７月・１０月）発行しています。 

福祉用具はあなたの自立をささえます 

  あなたのささえがＮＰＯ福祉用具ネットを元気にします 
予防ハイブリッドエアマット「ピーウェーブ」 
自立支援と快適さを求めて 

いよいよ、販売開始！ 

  

NPO 福祉用具ネットのロゴマークは明石尚典さんのデザインです。 
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地域のまちづくり事業に国の支援 

              豊田 謙二 理事長 （福岡県立大学教授） 

 平成１７年７月に、本ＮＰＯ法人は方城町の地域福祉計画推進に向けた協働事業に関して、内閣府の支援

と助成を受けることが決定されました。 

 この事業は、地域からの提案をもとに内閣府が資金支援を実現する、いわゆる地域提案型の地域再生計画

に沿うものです。方城町の地域福祉計画は５ヵ年のものですが、取り敢えず平成１７年度に関しては以下の

事業を推進いたします。 

 ①バリアフリー化のための福祉用具の活用や住環境整備に向けた相談・調査・提案事業 

 ②介護サービスを受けている利用者の生活の質を評価して、在宅介護サービス事業者と介護保険施設など

の質の改善に向けた提案を行う事業 

 ③健康づくりと自立生活支援のための事業を持続しつつ、その活動の「ＮＰＯ」の拠点として、福祉用具

の試用と調整を行なう場、つまり「自立支援センター」（仮称）を新設する事業。また、既存の温泉施

設を健康づくりに活用するための事業。 

本ＮＰＯ法人は、この事業推進にあたって大山事務局長を中心とする「プロジェクトチーム」を設けると

ともに、方城町の設ける「推進本部」（本部長：白石町長）と連携しつつ事業を進めていきます。 

会員の皆様にはご多忙の折恐縮ですが、本事業の趣旨をご理解いただき、ご協力を賜りますようにお願い

いたします。 

 「推進本部」では、「プロジェクトチーム」での住民調査や相談事例の報告を受けつつ、次年度以降での

方城町の推進すべき事業と本ＮＰＯ法人の協働する事業について、課題整理と方針（案）を検討していると

ころであります。 

 本ＮＰＯ法人の事業推進にあたっての持ち味は、福祉用具の活用や住環境整備における専門的知見の蓄積、

そして医師、看護師、リハビリの専門職などの専門性人材ネットワークであります。その強みを本事業の推

進にあたっても十分に活かしたいと思っています。そのうえで、本ＮＰＯ法人の社会的評価を得るとともに、

財政基盤の弱体という課題の解決に至る道筋を探したいと思っております。 

 １１月２７日（日）には、方城町において「自立支援フォーラム」を方城町と協働で開催いたします。目

下その準備にかかっているところであります。いづれ皆様方には、詳しくご案内とご協力の依頼があると存

じます。この面でもご助力を賜りたく存じます。 

 この事業を推進しつつ、本ＮＰＯ法人が一回り二回りと体力をつけることができればと念じております。 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

第２０回リハ工学カンファレンスに参加 
                     生活協同組合連合会グリーンコープ連合  朝比奈 聡 

 みなさんはリハ工学カンファレンスをご存知ですか？リハ工学カンファレンスでは、障害のある方のリハビリテーションを支援

する機器や技術について、リハビリテーションに関係するさまざまな分野の参加者が互いに理解できる言葉で討論することを目的

として、年１回開催されています。今年は第２０回目という節目の大会で、私どもＮＰＯ福祉用具ネット理事の松尾清美先生が大

会実行委員長として佐賀文化会館を会場にして開催されました。私は今回実行委員としてかかわってきましたが、全国大会の大変

さを痛感し、様々な事を学ぶことができました。また、一番大きかった事は、それぞれの職種や大会への関わり方は違うものの、

ひとつの目標に対し、いっしょに取り組むことによってあらたなネットワーク・人とのつながりを手にすることができました。 

 大会で発表されていることも大事ですが、それを実践していくためにも、発表者とのネットワークの構築、これが一番大事なこ

とだと改めて感じました。是非、ＮＰＯ福祉用具ネットの会員の皆さんもいろんな形でネットワークを広げ、ＮＰＯ福祉用具ネッ

トに共感していただける方・仲間をふやしていきましょう。 

会員ひろば 
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今、思うこと。「福祉用具の開発に王道なし」（その４） 
                  九州日立マクセル（株）新分野開発ＰＴ長 坂田 栄二  
ＮＰＯって何？ 

 「ＮＰＯって知っている人、だれかいるかなー？」  

福祉用具研究会代表の豊田教授が、不ぞろいな白髪交じりのあごひげをなでながら出席者を見回す。 

一呼吸おいて後ろのほうから、 

「ＮＰＯは、ボランティアだろう？ 儲けちゃいけないんだろう？」 

それに呼応するように、 

「じゃあ、どうやって活動資金を作るんだい。」 

「会員の会費しかないんじゃないの。 会員って そんなに集まるのかなー。」 

「金は集まったとしても、経費管理は誰がするんだ？」 

「そりゃー、ＮＰＯとは言っても会社と同じなんだから公認会計士に頼むんだろう！ でもそんな雇える費用でき

るんかいな。」 

「いいや、頼まなくったっていいんじゃないのか。どこのＮＰＯだって小さいんだから、頼んでないと思うよ。ルー

ルどおりやればいいんじゃないの！」 

もともと、自分の意見を言うのが好きな人の集まりで、我先に思いついたことを言うもんだから収集がつかなくな

って、隣同士の雑談やら 前のほうの席と後ろのほうの大声を出しての意見激突（？）で紛糾！ 

 そこに割って入ったのが、車いすで いつも出席する松尾先生、 

「まあ、そういう手続きは事務局に調べてもらうとして、せっかくみんな集まっているんだからどんなことをしようか

決めようじゃないか。」 

 いつも冷静である。 

 

初めて、代表が「ＮＰＯ」を口にしたときは、このような有様で誰も何も知らず、どこかで聞きかじった程度の内

容を、「それは間違いだ」とか指摘する人（指摘できる人！）もいない具合で、ホントにこのメンバーで「ＮＰＯ」と

か出来るんかいな とみんな一様に思った。 

  
夢は膨らむＮＰＯ 

 豊田代表は、これまで研究してきた福祉用具を、自分の思い通りの物に仕上げたいとの思いから、「企業化

は出来ないが、俺たちに出来る範囲の会社規模があるんじゃないか」と考え、あちこち聞いて回った結果が非

営利活動法人 ＮＰＯ」だったのである。 

 しかし、彼もそれ以上の情報を持ってはいなかった。 

会議の席で、「やってみたい」と言うみんなの感触を知った彼のその後の動きは早かった。 

まず県庁に出向き、ＮＰＯを監督している部門を訪ね、情報収集を始めた。その部門の担当者から、そのころ、

既に県内で活動を始めているＮＰＯの名前をいくつか聞き出した。 

 彼は、その場でポケットから携帯電話を取り出し、研究会の事務局の大山を呼び出した。 

「近くにＮＰＯが有るのが判ったぞ。見に行ってみないか？」 

「そうですね。いくつか見て回りたいですね。判らないことだらけですもの。」 

彼女は、豊田代表の誘いに、深く考えずにうなづいていた。 

このとき彼女は今後、自分の身に何が起きようかは想像だにしなかった。まさに大きな人生の岐路に立たされて
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いたのである。 

 翌日、せっかちな豊田代表は、大山をつれて行橋のＮＰＯを訪ねた。 

きっちり屋の性格の大山は、何を聞き出そうかと前日にインターネットで調べて書きとめたノートを抱えて従った。

ノートはびっしりと埋められていた。これを全部質問されたら、今から訪ねるＮＰＯの担当者は音（ね）をあげるだ

ろう。 

 ２週間後に開かれた研究会の席で、大山は自信ありげな大きな声でみんなに調査結果を報告していた。他

の出席者が知りたがっていた事柄も次々と披露され、質問にもしっかりと答えていた。一緒に訪問して同じ内容

を聞いたはずの豊田代表も質問をしていた。実は訪問後、彼女はインターネットで更なる疑問を調べていたの

で豊田代表の知らない事柄も沢山持っていたのである。 

 今となっては、ＮＰＯの内容をもっとも知っているのは大山になった。大山自身はそのことによることの重大さ

にはまだ気付いていない様子だ。 

「皆さんどうだろう・・・。」 

豊田代表は、どうやら意を決めたようだ。相変わらず白髪交じりのあごひげを撫でながら、むっつりとして説明を

聞いていた顔が微笑んで、 

「大山さん、これでいけそうだなー・・・。忙しくて済まないが設立委員会をつくってくれないか？」 

「えっつ！私がやるんですか？」 

「そうだよ。 君が一番よく判っているじゃないか。」 

「そりゃそうかもしれないけど・・・・」 

と言ったきり大山は絶句してしまった。あれほど流暢に説明していたのだが、豊田代表に改めて頼まれると、す

べての中身を知っているだけに、その作業の大変さも十分理解しているが故に、返事に絶句したのであろう。 

 しかし、今の世の中は便利である。大山はそれからというもの、朝から晩までパソコンに向かい情報集めに集

中した。 彼女は、まだ決してパソコンの達人と言えるほどの腕の持ち主ではなかったが、やればやるほど上達

していった。  

 まず最初は、設立委員会のメンバー選出である。どんな目的でどんな仕事をしてどうなるのかというＮＰＯの設

立趣旨書を作りたいのだ。 この人なら一緒に苦労をしてくれるだろうという人に目星をつけ、「委員になってく

れませんか？」と持ちかけるのだが、夢見たいな話に誰も耳は貸さなかった。 

 考えあぐねた末、彼女は話しやすい数人の身近な人に頼み込み、委員を揃えた。頼まれた委員はＮＰＯの何

たるかを十分理解していないのだが、大山が言うのだから間違いないんだろうと引き受けたようである。しかし誰

も自ら積極的に動く人はいない。と言うよりも何をどう手伝ってよいのか判っていない。 

 責任感の強い大山は、仕方なく殆どの意思を自ら決定し、自ら計画し、自ら行動しなければならなかった。そ

して最後の決着だけは豊田代表に求めたのである。このことは、大山が「専従事務局長」にならざるを得ない環

境に自らますます追い込んでいたのである。この結果、後日述べるが、豊田代表との二人三脚の始まりであり、

「孤独な戦い」の幕開けであったのである。 

 使い慣れないパソコンに向かい、定款、事業計画、資金やり繰り、会則、就業規則、法務局への届け、県へ

の申請などの耳慣れない書類を、それまで看護師だった大山が自分でやるしかない。経営者でもなければ事

務屋でもない医療の最先端の現場で体を動かし戦ってきた大山にとっては、別次元の世界に入り込んだので

あった。 

 それから６ヶ月、県立大学の教室を借りて設立総会が開かれた。いつの間に集まったのか会員数７０余名で

の新会社の船出であった。この設立に福岡県立大学、福岡県庁の後押しがあったのは言うまでもない。 
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ポジショニング（姿勢保持）について 

            アップルハート訪問看護ステーション 理学療法士 海尾 美年子 

 ７月２９日の１８時から２０時まで、ドイツ製のロンボクッションの個別研修会がありました。太陽セラ

ンドさんの御好意により、展示場をお借りしての４０名弱参加の体験型の研修会でした。販売元のラックヘ

ルスケア社の松岡さんが、熊本より遠路はるばる駆けつけられ、遅い時間にもかかわらず楽しく解り易く教

えていただきました。 

 ポジショニング（姿勢保持）なのに、何故クッションの研修会かとお思いの方もおられると思います。そ

れは、座位であれ、ベッド上であれ、リラックスした姿勢を保持するためにはサポートするものが必要だか

らです。その身近なものとしてクッションがあげられますが、その素材や形状により、効果（楽であるか、

あまり気持ちのよいものではないか）の違いがみられます。 

 皆さんもご経験あると思いますが、厚いウレタンクッションも時間が経てばへたれて薄くなってきます。

また、もっと隅々までサポートしたいのに、形が決まっていて中途半端なサポートしかできなく歯がゆい思

いをしたことがあります。・・・・こういう私の思いを解消してくれたのがロンボクッションです。このク

ッションは、中身が細かいビーズ状の特殊なウレタンで満たされており、いろいろな形の種類があります。

長さ２ｍのスネーククッション、体型、用途を考えた大きさの違う四角のクッション、ずれ防止の工夫があ

る、３０度側臥位体位交換用のクッション、いずれも①へたれない、②接触面積が大きい＝徐圧効果が大き

い、がこのクッションの特徴です。 

 目的とする姿勢を、いかに自然にリラックスさせてとらせるかが、クッションにより違ってくるものだと

思います。また、クッションの正しい使い方を理解しておかないと効果的な活用ができないことを感じた研

修会でした。 

 ５つのグループに分かれての仰臥位、側臥位、座位でのクッションを使ったポジショニング方法の体験は、

このクッションの良さを実感できました。とても気持ちの良いものでした。 

 さらに、ナント！介護保険でのレンタルが太陽セランドさんにてできるそうです。 

                             介護保険利用者であれば、 

    スネーククッション    ２００円／月      試してみるには安価で、 

    クッションセット（６個） ３５０円／月      これは見逃せません！！ 

 

 クッションの話ばかりで恐縮ですが、これには理由があります。私は訪問看護ステーションに勤めており、

在宅での訪問リハビリテーションを行っています。ある四肢麻痺の利用者さんに、ベッド上仰臥位で休まれ

てる時に、上肢の筋肉の緊張（つっぱり）がひどい状態の方がおられました。もっとリラックスして休むこ

とができないものかと考えていた折、ＮＰＯの会員でもあり、同業者でもある井内さんに“いいものがある

よ”と紹介され、太陽セランドの橋場さんにスネーククッションを試させて頂きました。これがこのクッシ

ョンとの出会いです。スネーククッションを手にしているうちに、もっとこのクッションのことを知りたい

と思い、事務局の大山さんに相談したところ急遽研修会を開いて頂けました。本当にありがとうございまし

た。とてもいい勉強をさせて頂きました。欲を言わせて頂ければ、もっと長い時間お話を伺いたかったと思

います。 

 その後も私のスネーククッションの利用者さんへの活用は続いています。つい最近は、人工透析の方の透

析時の姿勢保持に提案してみたところ、とても楽だとの感想を頂いています（現在経過観察中）。 

 皆さんもポジショニング（姿勢保持）の選択肢にロンボクッションを加えられることをお勧めします。  
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床ずれ予防ハイブリッドエアマット「Ｐ・Ｗａｖｅ」の販売スタート 

                                事務局 大山 美智江 

業界初、部分的エアマット!! 

自立支援と快適性を求めて開発 

ＮＰＯ福祉用具ネットが平成１４年から福岡県産炭地域振興センターの助成を受けて、産学官で共同開発

した部分的なエアマット「Ｐ・Ｗａｖｅ」をこの度全国に向けて販売することになりました。 

 ３年前から東京国際福祉機器展(東京ビッグサイト)に出展してきましたが、今回は「九州日立マクセル

(株)」のブース名で、9 月 27 日から 29 日までの展示しました。 3 日間でおよそ 2500 名の方がブースを訪

れてくれ多くの専門職の方達に注目していただきました。 

 これからは「Ｐ・Ｗａｖｅ（ピーウェーブ）」の販売・レン

タルに向けて皆様のご支援を宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

「Ｐ・Ｗａｖｅ（ピーウェーブ）」の特長は、床ずれが一番

できやすい腰周りが（60ｃｍ×90ｃｍ）症状に応じて調整でき

るエアマットになっていることです。

床ずれができる危険性の高い人やお尻が赤くなり始めた初

期の段階からの使用に最適です

膨縮する部分的エアマットとしては今までになかった商品

です。

ポイント１ 自立支援型 

① 初期の床ずれ予防として、早くから対応しても自立を阻害

しないように工夫されていること(理由：サイドフレームは

やや固めのウレタンを使用しているので安定した端座位が

とれること、ギャッジアップ時もエアの膨縮を静止し沈み込みを少なくしていること) 

② トランスファーボード（移乗用具）が使えるエアマットである。 

（ただし、トランスファーボードを利用することで床ずれに悪影響を及ぼす場合は利用できません） 

ポイント２ 快適性 

③ 寝心地では、部分的なエアマットなので寝たときにエアマット独特の浮遊感（ふわふわ感）がありませ

ん。さらに体位変換時にもエアマット独特の「シュー」という空気音もしません。 

ポイント３ 安心・安全 

④ ウレタンフォームとエアセルのサンドイッチ方式で底づきしないこと。停電しても一定の圧を保持し底

づきしないように調整されていること。 

⑤ 上カバーは撥水性に優れており万が一の失禁等にも安心。 

⑥ 上カバーは撥水性に優れているが透湿性がある。さらに下側のカバーは通気性に十分配慮している。 

  ＊但し、床ずれの症状が重度の場合は従来の高機能タイプのエアマットが望ましい。 

 

     お問合せ先は、太陽セランド（株）又はＮＰＯ福祉用具ネットへ 

購入価格  Ｐ・Ｗａｖｅ    1 台   １９８，０００円(消費税別)        

太陽セランド(株) レンタル価格     ８，０００円の予定／月 
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Ｐ・Ｗａｖｅ専用ボックスシーツも同時販売 

専用のボックスシーツは上面を柔らかなガーゼの素材を使用したボックスシーツタイプです。パシーマの

柔らかなガーゼの素材が吸湿性に優れ、ギャッジアップ等に生じるシーツのしわの解消ができ心地良いベッ

ド環境を整えることができます。 

エアマットは撥水性のある素材をカバーとして使っているためにギャッジアップ時にはシーツのズレが

生じやすく、背中の部分にしわができ床ずれの要因にもなります。 

Ｐ・Ｗａｖｅ専用として開発しましたが一般の介護用ベッドのマットレスにも利用可能です。 

  

専用ボックスシーツ １枚    １０，０００円(消費税別) 

お問合せ先は、太陽セランド（株）又はＮＰＯ福祉用具ネットへ 

 

東京国際福祉機器展２００５のようす （平成１７年９月２７日～２９日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブ

 

 

  

 

 ブースの全体です。 

     前日に設営完了 実験用人形の「さくらちゃん」もスタッフとして活躍？ 

          

 

           

 

 

 

 

 

 

と黒のズボ
 ースの来場者に熱心に説明するスタッフ 

 

 

 

                        

第７回西日本国際福祉機器

ＮＰＯ福祉用具ネットは今年もＰ・Ｗａｖｅや洗髪シャ

日時：平成１７年１１月１３日（日）～１５日（火）

場所：西日本総合展示場 ＪＲ小倉駅北口徒歩５分 

7

ブースのマスコット 
ユニフォームはパープルのポロシャツ 

ンでかっこよく決めました 

    

展にも出展！ 
ワーを展示します。是非おいで下さい。 
 
  入場：無料 
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     事務局より 

 

 

   会員の更新手続きのご案内と新年度の新規会員を募集しています！ 

         事業年度は毎年４月から翌年３月までです。 

NPO 福祉用具ネットの新会員を募集しています。 
  会員になると会員価格で研修会を受講できるなどのメリットがあります。 
     個人入会金 １，０００円 年会費  ４，０００   合計 ５，０００円 
     団体入会金 ２，０００円 年会費 ３０，０００   合計３２，０００円 
     賛助会員 １口 ３，０００円  
 
＊福祉用具･住宅改修の電話相談は無料です。是非ご利用ください。 

     電話 ０９４７－４２－２２８６ （月曜日～金曜日 午後 1時から 4時まで） 

 

今後の研修会予定  

研修計画は、内容、日程、会場等で変更する場合もあります。 

所定の申込み用紙でお申込み下さい。 

  日 程 内 容 会 場 

方城町地域交流センター ⑤ 11 月 5 日 土曜日 

13 時 30 分～15 時 30 分 

■介護者研修会 

申込締切 

  10 月 25 日火曜日 

 

特別養護老人ホーム 好日苑 

 (作業療法士)  谷川 良博 先生         

「認知症の介護について」 

対象者 

 施設や在宅で介護されている方 

受講料 

個人・団体会員 1,500 円  

賛助会員    2,500 円

非会員     3,500 円

学生       300 円

方城町地域交流センター ⑥ 12 月 3 日 土曜日 

 13 時～17 時 

■ 介護者研修会  

 申込締切 

11 月 25 日金曜日 

脳血管障害のリハビリテーション 

①脳血管障害者の介護方法について 

13 時 30 分から 15 時 

 田川市立病院 PT 長谷川 節子 先生   

②言語療法について 

15 時 10 分から 16 時 40 分 

 九州労災病院 ST 佐々木 千穂 先生 

対象者  施設や在宅で介護されている方 

受講料 

個人・団体会員 2,500 円  

賛助会員    3,500 円

非会員     4,500 円

学生       300 円

会場 福岡県立大学内 ⑦ １月 21 日土曜日 

13 時 30 分～15 時 30 分 

■ 介護者研修会 

申込締切 

   1 月 13 日金曜日 

「医療依存度の高い利用者の 

在宅ケアのポイント」  

 麻生メディカル（株） 

  アップルハート訪問看護ステーション 

    所長 是松 きくゑ 先生 

対象者  在宅介護に携わる方など 

受講料 

個人・団体会員 1,500 円  

賛助会員    2,500 円

非会員     3,500 円

学生      300 円 

＊１０月１５日のケアプラン研修会は２月頃に延期いたしました。日程が決まりましたらご案内いたします。 


