
介護保険法施行令第４条第１項第９号の規定に基づく 

福祉用具専門相談員指定講習会 

 

2019 年度 ・ 広島 開催のご案内 

 

 

 

 

 

 

 
◆主  催：一般社団法人広島県シルバーサービス振興会 

◆日  時：2019 年 7月 9日（火）～7月 13日(土) 

2019 年 7 月 17 日（水）～7月 19 日(金) 

の 8 日間 

◆会  場：広島県健康福祉センター  

広島市南区皆実町一丁目 6―29 

   ◆受講料 :  43,200 円（テキスト代・消費税込） 
◆募集人員： 50 名 



日 時 ● 2019年 7月9日（火）～7月 13日（土） 

2019年7月 17日（水）～7月 19日（金）の ８日間 

会 場 ● 広島県健康福祉センター  広島市南区皆実町一丁目６－２９ 

研 修 内 容 

科   目 内      容 

福祉用具と福祉用具専門相談員の役割 ２時間 

 福祉用具の役割（１時間） ・福祉用具の定義と種類 

・福祉用具の役割 

・福祉用具の利用場面 

福祉用具専門相談員の役割と職

業倫理（１時間） 

・介護保険制度における福祉用具専門相談員の位置付けと

役割 

・福祉用具専門相談員の仕事内容 

・職業倫理 

介護保険制度等に関する基礎知識 ４時間 

 介護保険制度等の考え方と仕組

み 

（２時間） 

・介護保険制度等の目的と仕組み 

・地域包括ケアの考え方 

介護サービスにおける視点 

（２時間） 

・人権と尊厳の保持 

・ケアマネジメントの考え方 

高齢者と介護・医療に関する基礎知識 １６時間 

 からだとこころの理解 

（６時間） 

・加齢に伴う心身機能の変化の特徴 

・認知症の理解と対応 

リハビリテーション 

（２時間） 

・リハビリテーションの基礎知識 

・リハビリテーションにおける福祉用具の役割 

高齢者の日常生活の理解 

（２時間） 

・日常生活について 

・基本的動作や日常生活動作（ＡＤＬ）の考え方 

介護技術（４時間） ・日常生活動作（ＡＤＬ）における基本的な介護技術 

住環境と住宅改修（２時間） 

 

・高齢者の住まい 

・住環境の整備 

・介護保険制度における住宅改修 

個別の福祉用具に関する知識・技術 １６時間 

 福祉用具の特徴（８時間） ・福祉用具の種類、機能及び構造 

・基本的動作と日常の生活場面に応じた福祉用具の特徴 

福祉用具の活用（８時間） ・各福祉用具の選定・適合技術 

・高齢者の状態像に応じた福祉用具の利用方法 

福祉用具に係るサービスの仕組みと利用の支援に関する知識 ７時間 

 
福祉用具の供給の仕組み 

（２時間） 

・福祉用具の供給の流れ 

・福祉用具の整備方法 

 
福祉用具貸与計画等の意義と活

用（５時間） 

・福祉用具による支援の手順の考え方 

・福祉用具貸与計画等の意義と目的 

・福祉用具貸与計画等の記載内容 

・福祉用具貸与計画等の活用方法 

・モニタリングの意義と方法 

福祉用具の利用の支援に関する総合演習 ５時間 

 

福祉用具による支援の手順と福祉

用具貸与計画等の作成（５時間） 

 

・事例演習 

事例に基づくアセスメント、利用目標の設定、福祉用具の

選定及び福祉用具貸与計画等の作成の演習 

利用者・家族やサービス担当者会議等での福祉用具貸与計

画等の説明及びモニタリングに関するロールプレイング 

修了評価（１時間）  

合計 ５１時間 



日 時 時  間 時間数 科目名 担当講師

9:30～10：30 1 福祉用具の役割

10：30～11：30 1 福祉用具専門相談員の役割と職業倫理

11：40～14：25
（昼休憩45分）

2 福祉用具の供給の仕組み

14：30～16：30 2 住環境と住宅改修
（株）地域総合設計

代表取締役　一級建築士
佐伯　博章

9：00～11：00 2 介護技術

11：00～14：45
（休憩45分）

3 福祉用具の特徴

14：55～16：55 2 リハビリテーション

公立みつぎ総合病院
訪問看護ステーション「み

つぎ」
理学療法士　臂　宏泰

9：00～11：00 2 介護技術

11：00～16：45
（休憩45分）

5 福祉用具の特徴

7月12日
（金）

8：40～
17：10

8：40～17：10
（休憩30分）

8 福祉用具の活用
IGL訪問看護ステーション
理学療法士　菅原　道俊

9：00～11：00 2 介護保険制度等の考え方と仕組み

11：00～13：45
(休憩45分）

2 介護サービスにおける視点

13：45～15：45 2 高齢者の日常生活の理解

9：45～12：45
（昼休憩60分）

3 からだとこころの理解

関西総合リハビリテーショ
ン

専門学校　非常勤講師
常本　浩美

13：45～16：45 3 からだとこころの理解
医療法人社団長寿会

はたのリハビリ整形外科
院長　畑野　栄治

7月18日
（木）

10：00～
15：45

10：00～15：45
（休憩45分）

5 福祉用具貸与計画等の意義と活用

社会福祉法人三篠会
高齢者総合福祉施設ひうな
荘　　　　リハビリ部長
理学療法士　森山　由香

9:00～14：45
（休憩45分）

5
福祉用具による支援の手順と福祉用具貸与計画
等の作成（演習）

社会福祉法人三篠会
高齢者総合福祉施設ひうな
荘　　　　リハビリ部長
理学療法士　森山　由香

15：00～16：00 1 修了評価

51

2019年度 福祉用具専門相談員指定講習会 時間割表

7月9日（火）
9：30～
16：30

特別養護老人ホーム
桜が丘保養園

介護係長　角本　伸志

7月13日
（土）

9：00～
15：45

日本基準寝具㈱
エコール事業部　営業部
課長代理　吉岡　徹

7月19日
（金）

9：00～
16：00

7月11日
（木）

9：00～
16：45

オフィス陽だまり　代表
広島ＹＭＣＡ専門学校　非

常勤講師
原本　明美

7月10日
（水）

9：00～
16：55

ＮＰＯ法人
リハケアリングネットワー

ク
代表理事　香川　寛

7月17日
（水）

9：45～
16：45



会 場 案 内 

広島県健康福祉センタ－（住所：広島市南区皆実町一丁目 6-29（南区役所西隣り） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★交通のご案内 

【広島駅から】 

 路面電車 ●広島電鉄 5号線（比治山下経由広島港行） 

      『南区役所前』下車 徒歩 1分 

 バス   ●広島バス 26号 （旭町）循環線 

      『比治山橋』または『皆実町一丁目』下車 徒歩 3分 

【広島バスセンター方面から】 

 路面電車 ●広島電鉄 1・2・6号線（広島駅行）『的場町』で下車し、 

       広島電鉄 5号線（比治山下経由広島港行）に乗り換え、 

       『南区役所前』下車 徒歩 1分 

 バス   ●広島電鉄バス 7号線（仁保・向洋行） 

       『皆実町一丁目（南区役所前）』下車 徒歩 3分 

      ●広島バス 23号（横県）線 昭和町経由 

       『比治山橋』または「皆実町一丁目」下車 徒歩 3分 

      ※広島バスセンターで乗り換えられる方は、紙屋町（県庁前） 

       バス停で、23号線に乗り換えてください。 

      （23-1号線には、乗車しないでください。） 

 

広島県健康福祉センタ－ 

≪お問合せ先≫ 

（一社）広島県シルバ－サ－ビス振興会 TEL082-254-9699   FAX082-254-9690 

 〒734-0007 広島市南区皆実町一丁目 6-29 広島県健康福祉センタ－1階 

営業日 平日（月曜日～金曜日 8:30～17:30）休み;土曜日、日曜日、祝日 


