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 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 

２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年    10101010 月発行月発行月発行月発行    情報誌情報誌情報誌情報誌    第第第第４４４４１１１１号号号号    

発行発行発行発行        ＮＰＯ福祉用具ネット事務局ＮＰＯ福祉用具ネット事務局ＮＰＯ福祉用具ネット事務局ＮＰＯ福祉用具ネット事務局    

住所：福岡県田川市伊田４３９５（福岡県立大学内） 

ＴＥＬ／ＦＡＸ： ０９４７－４２－２２８６ 

E－mail   npo-fukusiyougunet@sage.ocn.ne.jp 

HP  http://www10.ocn.ne.jp/~npofynet/enter.htm  

情報誌「ささえ」は年４回（１月・４月・７月・１０月）発行しています。 

印刷 よしみ工産（株） 北九州市戸畑区天神１丁目 13-5  

「「「「    ささささ    ささささ    ええええ    」」」」    

【商品名】  床ずれ防止用ハイブリッドマットレス 

「アルファプラ ソラ」 

床ずれ防止には体圧分散＋ケアが重要にもかかわらず、これまでの

マットレスは体圧分散ばかりを求めていました。医療やテクノロジーの進

化にともなって常識も進化します。これからは、ポジショニングや介助のし

やすさ、ご利用者の QOL などを総合的に考慮したマットレスをお選びくだ

さい。アルファプラ ソラは安定性と寝心地の良さを持つ静止型マットレス

をベースに、リスクの高い腰部には新方式のエアセルを搭載。双方の利

点を兼ね備えた、ポジショニングなど最新のケアがしやすいこれからのマ

ットレスです。 【発売元】    ((((株株株株))))タイカタイカタイカタイカ 

  

「大切な芽を皆さんのやさしさに包まれながら育んでいきたい・・」 
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【情報共有や居宅サービス計画書について】】】】    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【福祉用具の選定について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特集； 福祉用具専門相談員の独りごと 

NPO 福祉用具ネット情報誌「ささえ」 編集委員会 

 ささえ40号では「福祉用具専門相談員さん」に聞いて欲しいことを、介護保険に携わるいろいろ

な職種の方たちからの声をお伝えしました。今回は、そのような声に耳を傾けてくださった「福祉

用具専門相談員さんからの独りごと」をお届けします。伝えたいこと、共通理解したいことがたく

さんおありのようです。ご利用者さまを軸にして、お互いに「歩みよる」「分かりあう」「支えあう」

そのような介護の場を構築できるとよいですね。NPO福祉用具ネットがつなぐ関係者の皆さんが、そ

の構築のためのキーパーソンになっていただけそうですね。よろしくお願いします。 

◆新規の利用者様の依頼の時に、電話で名

前と必要な用具の指定をされる事が多く、

事前の情報が全くない場合が多いです。出

来れば事前に身体状況等文書にてほしいで

す。 

◆福祉用具計画書を作成するにはケアプラ

ンの内容が必要になってくるので、ケアプ

ランを速やかにいただきたいです。 

◆個人情報を理由に、福祉用具選定のため

の情報提供を渋られるケアマネさんには困

ってしまいます。個人情報保護法に基づい

た手続きをふみ、情報開示の承諾は得てい

ると思います。ご利用者に説明し承諾を得

るようにしてください。それがなければ、

ご利用者の支援チームは機能しません。 

（ケアマネさんへ） 

◆福祉用具供給事業者の選定基準を「価

格設定」をメインにして選定していると

しか思えないような場合があります。利

用者の身体状況のニーズに応えていない

ようにみえますし、廃用症候群の発症に

つながる危険性を感じています。ご利用

者様の経済事情を配慮することは不可欠

ですが、むしろ「安いと喜ばれる」とい

う視点だけで選定しているとしか思えな

いような場面に遭遇します。 

◆現物が準備できない商品や返品にお金

がかかる商品もあります。事前打ち合わ

せなく、お客様のところでいきなり、「何

点か商品を持ってきてもらって、その中

から選んでください。」と言うのは、やめ

て欲しいです。 

◆多様な種類を揃えておきたいと思って

いますが、新しい福祉用具がどんどん開

発され、全種類を揃えるのは困難です。

自分の所に無い商品で他社にある事が分

かっている場合はご紹介しますが、正直

他社のカタログ等を入手するのは困難な

ので分からない事も多いです。 

◆サービス単位数が足りなくなったから

と、真っ先に福祉用具の費用を見直そう

とするケアマネさんがいらっしゃいま

す。ご利用者の 24 時間の在宅生活を黙

ってささえている福祉用具を、いったい

どのように評価されているのでしょう

か?  悲しい限りです。 

 

（ヘルパーさんへ） 

◆納品時に、選定したものに対して「こっち

のほうがいい」などと、言うのはやめて欲し

いです。商品を納品するまでの間に、色々な

効果やリスク、長所短所を検討、選択しても

らって、商品を確定しているので、一方向か

らの視点のみでの固定的な意見をお客様の前

で言われると混乱されます。 

◆もっと福祉用具の使い方を勉強してくださ

い。ヘルパーさんたちが使えないから導入で

きない事例はたくさんあります。お声かけい

ただければ、多くの福祉用具供給事業者は勉

強会やご利用者ごとの個別対応など喜んでお

伝いをします。 
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【異業種間の連携について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【サービス担当者会議について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【行政・制度に対して】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【福祉用具貸与事業所から皆様へ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【同業者の皆さまへ】 

� 足の引っ張り合いはやめましょう。 

� 業者間での組織でもっとレベルの底上げをし

ましょう。 

◆サービス担当者会議の連絡を開催当日に

言われると困ります。また、会議の時間を最

初に決めて要領よく時間内で終了して下さ

い。それから会議の場で必要と思われる福祉

用具の提案をすると、検討しようともせず、

あたかも、「余計な提案はしないで・・」と

言わんばかりの顔をされることもあって困

ってしまいます。 

◆会議の席では、携帯は電源を切るかマナー

モードにお願いします。 

◆在宅では、ヘルパーさんがご利用者の心身

の状態や生活、環境などの変化をいつも素早

く把握されています。一緒に解決していくの

がチームケアだと思います。ご遠慮なさらず

になにか不都合なところがあればすぐにい

って下さい。 

◆特に若い医療専門職の方。生活感をもって

考えてください。生活は学問だけでは解決で

きません。 

◆医療専門職であることはわかっています。

どうぞ、上から目線ではなく、お互いの専門

性を生かしながら一緒に考えましょう。私た

ちは一緒に考え、学びたいのです。 

◆医療的なアドバイスを気楽にして欲しい

です。 

◆ささえ７月号の福祉用具専門相談員へ

のご意見を繰り返し拝読しました。他の

サービス従事者の皆様からのご意見に

は、頷けるものばかりでした。やはり、

“福祉用具専門相談員”が“福祉用具運

搬専門員”と揶揄されるところを皆様も

お感じになっているようで、とても残念

にそして同業者として申し訳なくも思っ

ています。 

◆福祉用具貸与事業所の指定要件とし

て、常勤換算で 2 名以上の福祉用具専門

相談員の配置が義務付けられています。

この福祉用具専門相談員の資格要件とし

ては、40 時間の指定講習修了者やホー

ムヘルパー2 級以上などの方もOKとさ

れており、就業後の研鑽成果が福祉用具

専門相談員としての能力に大きく影響す

るでしょう。 

◆ややもすると、階級社会を意識するよ

うな言動を垣間見ることもあり、そんな

場面に出くわすと悲しくも、可哀想にも

思ってしまいます。それぞれの専門職が

協調しながら同じ目標の達成に勤しむべ

きだと信じています・・が、如何なもの

でしょうか？ 

◆今年度から福祉用具貸与／販売サービス

に関しても、個別サービス計画書の作成が義

務付けられました。しかし、他のサービスに

比べて、従業者一人当たりのご利用者数は圧

倒的に多く、また、初めて取り組む個別サー

ビス計画書その他の書類の作成に悪戦奮闘し

ています。 

＊注 福祉用具専門相談員には担当数の制限が介護保険上

されていません。その結果、専門相談員が担当する利用者分

書類を作成しなければならなくなり、本来の福祉用具を選定

していくことがおろそかになる可能性があるからです。 

★その他多数のご意見を頂戴しています。今後、シリーズ

内で掲載させていただく予定です。★ 

◆給付費が上回っているからといって、貸

与事業をスケープゴート（生け贄のよう）

に使わないでほしい。介護給付費にしめる

福祉用具のパーセンテージはほんの数パ

ーセントにしかすぎないのです。本当に今

後の労働人口の減少の事も含めて、在宅介

護を考えているのでしょうか？ 

◆制度の整理をしてほしい。貸与が福祉用

具専門相談員で、住宅改修の意見書がかけ

るのが住環境コーディネーターっていう

のは理解できません。そして、きちんと基

礎研修制度を確立させることと、もっと行

政の組織を利用してお試しできる制度の

確立を願っています。 
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今、思うこと。「福祉用具の開発に王道なし」 

（その 31） 

九州日立マクセル（株） 技師長  坂田 栄二  

（ＮＰＯ福祉用具ネット理事）  

 

信じられないシャワーの勢い 

大山は、蛇口にホースの先をつなぎ、コックをひ

ねって、シャワーの先を自分の手に向けた。 

「シャー・・・」 

大きな水音を立てて、大山の手にシャワーが当た

る。 

「こんなにたくさんの水を使うんじゃ、バケツ２

杯は要るんじゃない？」 

にわかには信じ難いシャワーの勢いだった。 

大山は、松原の言葉を信じようとするが、でも信

じきれない。何故か？ 

シャワーの勢いが、市販のシャワーとそん色ない

ほどしっかりしたものだったからだ。 

“これではきっと バケツ一杯の洗浄なんて叶う

はずがない。” 

そんな疑心暗鬼でいっぱいだったからだ。 

大山も松原と同じように、洗面所の水を一分間流

しっ放しにして溜めてみた。その結果、どう見ても

溜まった水は少なくしか見えない。 

現場で試してみたい 

自分で試してみても納得できない。あんなに沢山

の水が出ているように感じたのに。そこで、大山は

さらなる確信が欲しかった。 

「松原さん、現場で試してみようか。本当に大丈

夫なのか」 

「間違いないって！自分の頭を洗ってみてもちゃ

んとすすぎまで出来たんだから」 

松原は胸を張って言う。その顔はちょっと上向き

の「どや顔」だった。 

「じゃ・・・、明日現場で使ってみようよ。あし

た、（時間は）空いてる？」 

「ああ、空いてるよ。僕も、現場で見てみたいか

ら。」 

大量の泡に不安な水量 

翌日の昼過ぎ。 

前もって電話で事情を話していた馴染みの施設を

訪ねた。昼から入浴する人がいるというので好都合

だった。 

年齢の割には髪の量が多い入所者だった。松原は 

不安を覚えたが、自分自身に「うまくいく」と言い

聞かせた。 

入所者は、怪訝そうにシャワーを見つめていた。 

「大丈夫よ。今度便利なシャワーが出来たから髪

がきれいに洗えるよ。試してみようか？」 

立ち会ってくれた施設長は、入所者に優しく声を

掛けた。入所者は、安心したかのようにうなずいて

眼をつむった。シャンプー液をかけた髪から沢山の

泡が立つ。髪が泡だらけになった。本当にこれだけ

の泡が洗い流せるのか？松原は自分で試した時の泡

量より多いのに戸惑った。松原は髪の毛を短く散髪

しているので、これほどのシャンプー液を使わない

し、これだけの泡も立たない。泡の少ない松原だか

らこそバケツ一杯の洗浄が出来たのかもしれない。 

（しっかり落ちてくれ！すっきり流れてくれ！） 

松原は、食い入るように見つめていた。 

大山も、その瞬間を見逃すまいと、施設長のこな

れた手さばきを見ている。 

 すっきりと流れた泡 

泡を立て終わって、さあ今から洗い流すぞとばか

りに、施設長はシャワーヘッドを取り上げて頭に向

けてかまえた。 

「いいわよ。スイッチ入れて。」 

施設長の声に、松原は我に返って電源のスイッチ

を入れた。バケツの中に漬けたポンプが一気に回り

始め、シャワーヘッドの先から勢いよく噴出する。 

入所者の頭に、シャワー独特の音を立てて水が降

りそそぐ。 

みるみる泡が流されていく。泡の下から白髪混じ

りの髪が見えてきた。松原は少し安堵した。 

（あれだけの大量の泡でも、このシャワーは押し

流してくれるんだ。） 

しかも、水は髪の毛の間にゆっくりと広がってい

る。 

松原にとってもっと嬉しかったのは、勢いよく見

えるシャワーの水が、跳ね返って入所者の顔を濡ら

していない。もちろんシャンプー台の周りにも水跳

ねは見当たらない。 

（少ない水が、無駄なく洗い流しに使われている

んだ） 

松原は、ようやく安心した。自分の考えたことが

他の人の前でも証明できたことを喜んだ。 

本当だった「バケツ一杯の水」 

「わー、きれいになったね。はい、終わりよ！」 

施設長の声に入所者は、眼を開けて“ニコッ”と微

笑んで、 

 「きもちよかったー・・・」 

すかさず大山は、ポンプが浸かっているバケツを

覗き込んだ。 

「へえー・・・、まだ水が残ってる。」 

ようやく大山も納得した。バケツ一杯の水でもち

ゃんと洗えることが証明された。 

「これは行けるんじゃない。ヘルパーさんもよろ

こぶよ」 

松原もバケツを覗き込んだ。 
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「どうや。すごいだろう。」 

してやったりの顔で、松原は大山のほうに振り向

いた。 

しかし、振り向いた先の大山の顔は、浮かぬ顔を

している。 

「何かまだ不満があるのか？」 

それでも大山は黙って見ている。 

確かに見事に洗えた。 

始まった現場会議 

「でもね---」 

なににでも簡単には満足しない大山のいつもの発

言が始まった。 

「ホースが顔の上を撫でまわし、気持ち悪いんじ

ゃない？」 

「水がもったいないから必要な時だけシャワーに

なるように止めたり出したり出来ないの？」 

「終わった後、もっと簡単に収納できないの？」 

大山の現場での開発会議が始まった。大山は現場

会議を大切にする。現場で気付いた不具合をすばや

く見つけ次々と注文を付ける。現場が一番といつも

考えているからだ。 

松原は、バケツの水の量ばかりが気になって、施

設長の指捌きに注意を払っていなかった。そこを大

山は鋭く指摘をする。 

大山がじっと見つめていたのは、バケツの水量で

はなかった。現場の人が、使い易い機器に仕上がっ

ているか、洗髪される人に不快感を与えていないか、

洗髪が終わった後の始末にどれだけ手間がかかるか

などを、チェックしていたのだ。そのために施設長

の手さばきをじっと見つめていたのだ。 

もっと使い勝手を考えて 

松原が、試作したシャワーヘッドは、一般に売ら

れている棒状の握り部分が付いたシャワーヘッドだ

った。 

確かに松原は、シャワーの噴出孔の開発に気を取

られ、使い勝手については、まだ何の配慮もしてい

なかった。 

施設長も、 

「そうねー、長いグリップを握ったままなんで、

持ち替えにくく、ホースさばきが出来ず、確かに使

いにくかったわ。」 

と大山に同調した。 

松原に弁解の余地はなかった。シャワーヘッドを

取り上げて、くねくねと回してみるが一向にアイデ

アが浮かばない。 

それまで黙って見ていた大山は、 

「グリップは要らないんじゃない？自分でシャワ

ーをかけるときは、背中まで届くようにグリップが

長いほうが良いけど、寝てる人の頭を洗ってあげる

んだから、グリップは要らんとよ。」 

なるほどと納得した松原は、グリップを外して、

先端のシャワーヘッドに直接ホースをつけてみた。 

「これでいいのか？」 

現場ですぐに改良する。 

松原が差し出したシャワーヘッドを、受け取ると

大山は、そのヘッドを手のひらで握ってみた。 

「このヘッドは角ばっているから、丸い形状のほ

うがいいんと違う？どうもしっくりとしないよ。」 

使い易い丸型ヘッド 

それから１週間ほどは、松原はホームセンター通

いをした。あっちのホームセンター、こっちのホー

ムセンターと梯子をして、お目当ての丸型ヘッドを

探し求めた。なかなか見つからない。 

ある日、他の設計者が見ていたカタログの中に偶

然丸型ヘッドを見つけた。近隣では手に入らないの

でさっそく電話をかけた。 

その丸型ヘッドは日頃売れていないので、そのメ

ーカーの窓口は、 

「何に使うんですか？」 

と執拗に尋ねてくる。松原は、のらりくらりとい

つもの調子で相手をかわす。 

 

ようやく待望のシャワーヘッドが手に入った。さ

っそく大山のアイデアを再現してみる。握り易いし、

特に逆向きに握ってもしっくりと握れ、ホースさば

きがし易い。 

 

これで、顔の上をホースが行ったり来たりするこ

とはなく、入所者の不快感もなくなるぞ。（つづく） 
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Ａ子さんは６０代前半で、持病に糖尿病を患っ

ていました。日常の生活はご主人との２人暮らし

で、一人娘は遠方に嫁いでいます。 

ある日、Ａ子さんは突然脳梗塞を自宅で起こし

ました。日中であったため、ご主人も不在であり、

８時間後にご主人が帰宅した際に発見されました。

その結果、一命は取り止めためたものの、片麻痺

と左足の切断という本人にとっては受け入れがた

い状況になりました。 

 私の事業所に、まずは住宅改修のご相談がケア

マネージャーを通じてお話がきました。内容はキ

ッチンの居間の段差を解消してほしいとの事でし

た。訪問して様子をみると、事務イスの高さを調

整し、キャスターを利用して移動していました。

しかし、キッチンと居間にほんの少し段差があり、

その段差をなかなか乗り越えきれず、ご主人の介

助が必要でした。何度か自分でチャレンジするも、

転倒しそうになりあきらめているとのことでした。 

 Ａ子さんは、できればご主人の手を借りずに料

理や家事を行いたいという思いで、これまでリハ

ビリに取り組まれてきました。そして本当は買い

物も自分でいきたいが、片足を切断している自分

の姿を他人に見られるのがつらいのと、ご主人の

介助なしでは外出できないということで室内での

生活の改善しか考えず、外出についてはほぼ諦め

ていました。 

 そこで、私たちのプランは、Ａ子さんが自分一

人で外出できるようにすることを目的とし、ご夫

婦との信頼関係をつくっていきながら解決しよう

と考えました。最初にご要望のあった住宅改修は、

まず、事務イスではなく車イスの使用を考えまし

た。ところが、身体障害の給付制度を利用してす

でに車イスを購入しており、それは標準型の介助

型車イスにブレーキレバーが長くなっているだけ

のものでした。私たちは唖然とし、ご夫婦ともに

今の事務イスがよいといわれたのでそのまま住宅

改修をすすめました。そして外出ができないと考

えている要因を解決するために、義足と電動車イ

スの導入を提案しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 義足の導入については、ケアマネージャーがＡ

子さんにお勧めし、そして電動車イスについては

ご主人に私からお勧めするという方法をとりまし

た。これは、ご主人が機械が好きなことがわかっ

たので、その好奇心を利用し、さらにはＡ子さん

がご自分で外出できるとご主人の時間も少し空き

ますよと甘い（？）言葉でお勧めしていきました。 

 Ａ子さんは義足を作り、前向きになってリハビ

リを開始しました。そして、電動車イスの導入前

にご主人と車イスでの外出を行うようになりまし

たが、以前よりも気にすることが少なくなったの

で、電動車イスの導入を行いました。しばらくは

ご主人に付き添っていただきましたが、やがて一

人で外出できるようになりました。 

 冬が近づいてくるとＡ子さんが、冬は炬燵で過

ごしたいけど何かいい方法はないでしょうかとご

質問がきましたので、昇降座椅子をご紹介し導入

されました。 

 こうして、Ａ子さんもご主人も夫婦の時間以外

に、各々の時間がとれるようになり、今までの申

し訳なさや、ストレスが少なくなり明るく生活が

できるようになりました。 

 介助することも大事ですが、介助されることが

実はご本人にとって最大のストレスになることが

あります。できるかぎり本人が自分でできるよう

に福祉用具を活用していくことが大事です。そし

てその福祉用具を活用していくためには、少しず

つご本人やご家族に理解していただくための環境

づくりが大事です。 

 

 

 

 

 

シリーズシリーズシリーズシリーズ        あきらめない生活改善！『道具・人・環境の工夫』あきらめない生活改善！『道具・人・環境の工夫』あきらめない生活改善！『道具・人・環境の工夫』あきらめない生活改善！『道具・人・環境の工夫』    

第 1回 「本人と家族に理解していただく環境作り」 

 朝比奈 聡（グリーンコープやまぐち生活協同組合 福祉事業部） 
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このシリーズのスターターを仰せつかったのは、

福祉用具研究会発足当時から事務局をしている中

藤広美です。第1回目の福祉用具研究会開催時の

エピソードからご報告します。 

  第 1 回福岡県立大学福祉用具研究会があった

その日、私は研究会に出席していませんでした。

当初からその日は予定が入っていたこともあった

のですが、やりくりすれば出席できる状況でした。 

 でも、私としては珍しく一世一代（？）の反発

をしたのです。 

 私の専門は幼児教育です。研究会では、しつこ

いくらいに言い続けてきました。福祉用具研究会

が所属している「生涯福祉研究センター」の前身

である「附属幼稚園」で教諭をしていました。1998

年3月に幼稚園は発展的改組のため生涯福祉研究 

センターに生まれ変わったのです。大学をやめて

他に行くという選択肢もありましたが、生涯福祉

研究センターで働こうと決めました。ある日まだ、

幼稚園が開園中に、大学の職員以外の方から「先

生のこれからの仕事は、福祉用具研究会の仕事だ

からね。」と声がかかったのです。たいていは素直

に、「は～い。」と言う私ですがこの時は、言えま

せんでした。人生の一大転換期、自分のこれから

の仕事について、通りすがりに、しかも学外の方

から伝えられたのです。そんなこともあり、一回

目の研究会は「ボイコットしてやるー！」と堅く

心に決めたのでした。15年たった今だから告白で

きました。ごめんなさい。 

 そのような事情（？）により、私は、第2回目

の研究会から参加しました。そこで、皆さんに出

会ったことは私にとってカルチャーショックがあ

りました。まず、はじめに、「名刺」の存在です。

研究会が開催されるたびに、名刺交換がされてい

ました。多職種の方たちが集まりつながりを広げ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ようとしている様子に驚きました。 

次のショックは「ことば」です。しらない用語

がたくさん飛び交いました。「OT」「PT」などとい

う言葉は、第2回目の研究会で初めて耳にしまし

た。要するに、私は皆さんと「共通言語」を持っ

ていなかったのです。「ことば」はもちろんのこと、

それまでは幼児教育という世界で働いていたため、

ものごとに対する価値観にもずれがあったように

思います。私に、何事かを伝えようと思っても、

なかなか伝わりにくくご迷惑をおかけしたことが

多かったのではないでしょうか。それぞれの職種

の立場からの意見をわかるように説明してもらっ

たことを思い出します。「共通言語」を持つこと、

丁寧に「語り合う」大切さを学びました。 

 そんな私ですが15年もたつと、「タンザイ」と

聞いただけで「端座位」と書けますし、「いじょう」

と聞くと、昔は「（○歳）以上」という漢字が真っ

先に思い浮かんでいたのですが、今では「移乗」

という漢字も同じように思い浮かぶようになりま

した。 

 福祉用具研究会。15 年の節目の今年は、「原点

にかえる」ということで、「福祉用具の活用事例」

の検討をしています。その検討会が楽しいのです。

「事例の報告会」ではなく、「事例検討会」として

成立しています。研究会発足当時は限られた方た

ちからしか、発言がありませんでした。今では多

くの方が思わず発言をしています。2012年度は全

員参加型の研究会と言っても良いのではないでし

ょうか。「共通言語」を持ち「丁寧に語り合ってい

る」ことを実感しています。これも15年間の積み

重ねがあったからこそできたのだろうと思ってい

ます。 

 

 みなさん、どうもありがとうございます。 

シリーズシリーズシリーズシリーズ    福祉用具研究会の活動報告福祉用具研究会の活動報告福祉用具研究会の活動報告福祉用具研究会の活動報告    15151515 周年を迎えて周年を迎えて周年を迎えて周年を迎えて    

第 1回 「共通言語」と「語り合い」 

中藤広美（福岡県立大学附属研究所生涯福祉研究センター） 

NPO 福祉用具ネットが誕生するきっかけとなった「福岡県立大学福祉用具研究会（以後、福祉用具

研究会）」。 

「福祉用具研究会の活動報告 15周年を迎えて」は今後シリーズ化され、皆さんと福祉用具研究会

の15年の軌跡をたどります。投稿者は、福祉用具研究会に関わられた方たちで、リレー形式で、バト

ンが渡されていくとのこと。福祉用具研究会では、これまで研究報告書を数多く出版してきました。

しかし、ここではそういった研究報告書で書ききれなかったこと、研究会の場では伝えきれなかった

ことなど、様々なエピソードに触れながら活動の軌跡をたどることといたしましょう。 
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事務局だより事務局だより事務局だより事務局だより    

【７月から９月までの主な事務局のうごき】 

７月３日 理事会 

７月４日 法務局にて所定の手続き 

７月７日 ゆとり介護②セミナーフットケア講座 

７月11日・12日東京ユニ・チャーム ヒューマン

ケア（株）出張 

７月13日 佐賀県介護普及実習センターヒューマ

ニーの使い方研修会 

７月14日  ＦＪＣ協会見学会（ふくふくプラザ） 

７月18日 宮崎ヒューマニーの使い方研修会 

７月19日 第３回福祉用具研究会  

７月24日 福岡市・小郡市 ヒューマニーの使い方

研修会 

７月25日 戸畑・折尾 ヒューマニーの使い方研修

会 

８月２日 西日本国際福祉機器展企画会議 

８月11日 久留米九州ホームケアサービスヒュー

マニーの使いかた研修会 

８月21日 情報誌編集委員会 第４回福祉用具研

究会 

８月25日 ゆとり介護③セミナーアロマ講座 

９月３日 ＦＪＣ協会から情報誌記事取材 

９月18日 第４回福祉用具研究会 

９月22・23日 ポジショニング研修会 

９月６日～14日 飯塚市高齢者体力測定 

その他、共同研究に関する事業にも取り組んでいま

す。  

【今後の予定】 

今後の研修会今後の研修会今後の研修会今後の研修会 

10月20日 ゆとり介護④マッサージ講座 

11月23日 ゆとり介護⑤メーキャップ講座 

12月  8日 ゆとり介護⑥メーキャップ講座 

福祉住環境コーディネーター協会見学予定福祉住環境コーディネーター協会見学予定福祉住環境コーディネーター協会見学予定福祉住環境コーディネーター協会見学予定    

10月  6日 日本ケアサプライ福岡営業所 

11月 16日 佐賀県立地域生活リハビリセンター＆

バリアフリーモデル住宅 

第第第第14141414 回西日本国際福祉機器展に出展！回西日本国際福祉機器展に出展！回西日本国際福祉機器展に出展！回西日本国際福祉機器展に出展！    

日時： 平成24年11月9日(金)～11日(日) 

場所： 西日本総合展示場新館 

   (JR小倉駅北口から徒歩5分) 

【ＮＰＯ【ＮＰＯ【ＮＰＯ【ＮＰＯ福祉用具ネット主催福祉用具ネット主催福祉用具ネット主催福祉用具ネット主催のののの講演・セミナ講演・セミナ講演・セミナ講演・セミナ－】－】－】－】    

介護技術セミナー介護技術セミナー介護技術セミナー介護技術セミナー    

11111111 月月月月9999日日日日((((金金金金))))    

11時～12時 心地よいオムツの当て方のポイント 

13時～14時 車いす・車いす用クッションの選び方 

14 時 10分～15時 10分 自動排泄処理装置ヒューマ

ニーの活用法と上手な使い方  

15時30分～16時30分 歩行関連用具の選び方 

11111111 月月月月10101010 日日日日((((土土土土))))    

11時～12時 電動ベッドの使い方 

13時～14時 トランスファーボード・スライディン

グシートの使い方 

14時10分～15時10分 リフトの選び方と使い方 

15時30分～16時30分 

ポジショニングクッションの使い方 

11111111 月月月月11111111 日日日日((((日日日日))))    

11時～12時 床ずれ防止用具の使い方 

13時～14時 摂食・嚥下障害のある方の介護のポイ

ント 

14時10分～15時10分 高次脳機能障がい者の症状

とその対応   

看護のキネステティクス看護のキネステティクス看護のキネステティクス看護のキネステティクスⓇⓇⓇⓇ講座講座講座講座    

自立支援のための、抱えない、持ち上げない介護を

キネステティクスⓇの概念で体験する 

11月10日(土)・11日(日) 午前・午後２回  

午前の部10時30分～12時30分  

午後の部13時30分～15時30分 

主催：福岡ひとにやさしい介助を考える会  

ＮＰＯ福祉用具ネット 

事前申し込み必要 定員1回 20人 資料代 600円 

高齢者の美容効果について高齢者の美容効果について高齢者の美容効果について高齢者の美容効果について    

ハンドマッサージ・アロマ・化粧などの視点から 

11月11日(日)11時～12時     

主催：ナリス化粧品・ＮＰＯ福祉用具ネット 

基調講演と意見交換会基調講演と意見交換会基調講演と意見交換会基調講演と意見交換会    

退院（在宅復帰）に向けての住環境整備と 

福祉用具の選び方 

11月11日(日)13時～15時   

事前申し込み優先 受講費用無料 

主催：ＦＪＣ協会・ＮＰＯ福祉用具ネット 

協力：一般社団法人日本福祉用具供給協会九州・沖

縄支部 

講師：渡邉慎一氏  

横浜市総合リハビリテーションセンター医療部理

学・作業療法課長。日本作業療法士会福祉用具部部

長。元厚生労働省 老健局振興課 福祉用具・住宅改

修指導官 

福祉用具活用セミナー福祉用具活用セミナー福祉用具活用セミナー福祉用具活用セミナー    

職種別に「ヒューマニー」の活用講座を開催します。 

11月9日（金）13時～14時 福祉用具専門相談員 

内容：ヒューマニーの適性判定とメンテナンス 

11月10日（土）11時～12時 介護職や家族介護者 

内容：ヒューマニーの上手な当て方 

11月11日（日）11時～12時 ケアマネージャー 

内容：ヒューマニーの対象者と活用事例 

主催：ＮＰＯ福祉用具ネット 

その他にもたくさんのセミナーが企画されています。その他にもたくさんのセミナーが企画されています。その他にもたくさんのセミナーが企画されています。その他にもたくさんのセミナーが企画されています。    

是非、西日本国際福祉機器展においで下さい。是非、西日本国際福祉機器展においで下さい。是非、西日本国際福祉機器展においで下さい。是非、西日本国際福祉機器展においで下さい。    


