
第 1 回福祉用具専門相談員研究大会

開催報告書

第 1 回福祉用具専門相談員研究大会実行委員会



第１回福祉用具専門相談員研究大会概要

【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

【後 援】 厚生労働省 東京都保健福祉局 一般社団法人回復期リハビリテー

ション病棟協会 公益社団法人関西シルバーサービス協会 一般社団法人こうしゅく

ゼロ推進協議会 国際医療福祉大学大学院 一般社団法人シルバーサービス振興会 

一般社団法人全国デイ･ケア協会 全国福祉用具相談･研修機関協議会 公益社団法人

全国老人保健施設協会 公益財団法人テクノエイド協会 特定非営利活動法人東京都

介護支援専門員研究協議会 一般社団法人日本介護支援専門員協会 公益社団法人日

本介護福祉士会 公益社団法人日本義肢装具士協会 一般社団法人日本車椅子シーテ

ィング協会 一般財団法人日本車椅子シーティング財団 一般社団法人日本言語聴覚

士協会 一般社団法人日本在宅介護協会 一般社団法人日本作業療法士協会 公益社

団法人日本社会福祉士会 一般社団法人日本生活支援工学会 一般社団法人日本福祉

用具･生活支援用具協会 公益財団法人日本訪問看護財団 公益社団法人日本理学療法

士協会 一般社団法人日本リハビリテーション工学協会 福祉用具プランナー研究ネ

ットワーク ＊50 音順
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第 1 回福祉用具専門相談員研究大会開催報告

「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～」

去る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会場の

増設に至る盛況ぶりで、ご来場の方々には急な会場変更をご案内させていただいた次第で

す。 

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、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られる小野木副大会長より、第 2 回大会に向けての決意と抱負に満ち

た閉会の挨拶にて研究大会の幕を閉じました。

 最後に、実行委員会より、本研究大会に関わってくださったすべての皆様に感謝を申し上

げて、開催報告とさせていただきます。
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【開会式】 11:00～11:30

開会挨拶　岩元文雄大会長

来賓挨拶　厚生労働省老健局長　大島一博氏

【記念講演】 11:30～12:10

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」

第1回福祉用具専門相談員研究大会プログラム
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【ポスター発表】 セッション① 13：00～14：10

座長　国際医療福祉大学大学院　福祉支援工学分野　教授　東畠弘子氏

【ポスター発表】 セッション② 14：20～15：40

座長　株式会社バリオン代表取締役　金沢善智氏

第1回福祉用具専門相談員研究大会プログラム
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【口述発表】 15：50～17：00

座長　学校法人敬心学園　大学開設準備室　小林毅氏
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　東祐二氏

【座長総括】 17：00～17：15

第1回福祉用具専門相談員研究大会プログラム
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【座長総括】 17：00～17：15

【教育講演】 17：15～17：45

講師　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　東祐二氏
演題　「現場から発信する福祉用具の有効性について」

【閉会式】 17：45～17：55

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

第1回福祉用具専門相談員研究大会プログラム
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【設営】

【受付】

【ポスター掲示】

【第2会場】

第1回福祉用具専門相談員研究大会
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ポスター発表 セッション① 座長 東畠 弘子
№ 発表者 所属 演題

1 佐藤 隆之 ㈱トーカイ横浜支店
車いすを見直した事で外出時の負担が軽減、ご本人・ご家族・
サービス事業所スタッフの笑顔につながった事例

2 村田 沙織 ㈱ランダルコーポレーション
福祉用具メーカーによる地域支援活動の報告-セラピストの立
場から

3 宮部 裕貴 ㈱マルベリーさわやかセンター帯広 多職種連携による福祉用具啓発活動の実施

4 久保 博隆 ㈱カクイックスウィング鹿児島営業所
福祉用具専門相談員とリハビリテーション専門職の相互作用の
考察  一つ屋根の下、職種の垣根を越えて 

5 宮野 貴幸 ㈱仁済 訪問看護ステーション品川
福祉用具専門相談員と訪問リハビリテーション専門職における
歩行器選定の視点の違い

6 船津 裕之 川村義肢㈱
デイサービスから福祉用具の活用への転換  デイサービスの
廃業に伴う自宅での入浴支援へ 

7 南﨑 友晴 ㈱カクイックスウィング宮崎営業所
うち（家）に帰りたい・・・
 住まいを支える福祉用具のちから 

ポスター発表 セッション② 座長 金沢 善智
№ 発表者 所属 演題

1 飯田 悠太 ㈱フロンティア
身体寸法に適合した奥行きの車いす用クッションを使用するこ
との重要性について

2 佐藤 啓太 フランスベッド㈱
地域包括ケアシステムと住環境整備・福祉用具導入で住み慣れ
た住まいに

3 東浦 透 ケアウェル安心㈱
自立支援生活の一翼を担う福祉用具利用の有用性  福祉用具
の選定提案とモニタリング、福祉用具利用の生活変化を評価す

4 水越 良行 ㈱ヤマシタ 社内研修による人財育成とサービス品質の向上

5 三浦 晃嗣 ㈱マルベリーさわやかセンター岩見沢
認知症による「徘徊」に対する見守りケア  美唄市見守り声
掛け模擬訓練を通して 

6 淺野 亘里 ㈱マルベリーさわやかセンター苫小牧 事業所のサービス品質の向上  福祉用具展示研修会 

7 植野 雅晴 日本基準寝具㈱ 進行性疾病患者の対応事例  福祉用具専門相談員の役割 

8 三谷 和久 ㈱カクイックスウィング国分営業所
進行性疾患の方へのタイムリーな福祉用具選定と多職種連携の
重要性について

口述発表 座長 小林 毅・東 祐二
№ 発表者 所属 演題

1 澤田 篤 ㈱フロンティア
摂食咀嚼嚥下における車いすシーティングの評価とその影響
 進行性核上性麻痺利用者の食事姿勢へのアプローチ 

2 谷 勇司 ㈱マルベリーさわやかセンター札幌豊平
札幌市豊平区・南区多職種連携について
 地域に根差した社会貢献 

3 白木 一寛 パナソニックエイジフリー㈱
エイジフリー認知症リフォーム事例
 不安な車いす生活を切り開く住宅改修 

4 佐藤 祥真 フォレスト福祉用具サービス㈱ 出会いから5年を支援する暮らしの記録簿

5 明珍 直也 ㈱ウィードメディカル
質の向上を目指して
 自信を持ってサービスを提供しよう 

6 入江 和幸 ㈱トップコーポレーション
福祉用具の卒業を踏まえた自立支援の視点 福祉用具活用によ
りQOLが向上し、ADL向上への意欲も高まった症例を通して 

7 杉本 幸生 ㈱トーカイ中野営業所
車いす座位における体圧分散性と面圧中心の位置がもたらす上
肢の自動到達範囲への影響

第1回福祉用具専門相談員研究大会 発表者・演題一覧
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アンケート概要
■実施時期：2019年6月25日（火）～7月5日（金）
■調査方法：自記述式アンケート用紙のＦＡＸ配布・回収
■回収状況：発送数269人／回収数121人／回収率45.0％

全体の感想をお願いします。

とても良かった 47
良かった 66
どちらとも言えない 4
あまり良くなかった 1
良くなかった 0
無回答 3
合計 121

今大会に参加して参考になった点はありましたか？

あった 111
なかった 1
無回答 9
合計 121

来年はご自身が発表したいと思いましたか？

発表したい 11
自分は無理だが、発表を勧めたい 45
発表したくない 20
わからない 34
無回答 11
合計 121

第1回福祉用具専門相談員研究大会　参加者アンケート集計結果

39%

55%

3%
1%

0%

2%
研究大会全体感想

とても良かった

良かった

どちらとも言えな

い
あまり良くなかっ

た
良くなかった

無回答

92%

1%

7%

参考の有無

あった

なかった

無回答

9%

37%

17%

28%

9%

次大会での発表意向

発表したい

自分は無理だが、発表

を勧めたい

発表したくない

わからない

無回答

- 9 -



来年の参加についてあてはまるものに○をつけてください。

参加する・したい 64
時間があれば参加する・したい 38
どちらともいえない 3
他の社員に参加させる 11
参加しない・したくない 1
無回答 4
合計 121

大会の会場や運営等などについて、ご意見・ご要望がございましたらご記入ください。

次回は一つの会場で実施してほしい 16
各発表にもう少し時間がほしい 11
スケジュールが窮屈だった 5
総会と発表の時間は重ねないでほしい 4
各考察にもう少し時間がほしい 3
発表テーマの絞込みがあると良かった 3
エビデンスの強化を望む 2
メーカーとも一体で発表したい 2
機器展示も行ってほしい 2
全員口述発表で良かった 2
その他 13

第1回福祉用具専門相談員研究大会　参加者アンケート集計結果

25%

18%
8%6%

5%
5%3%

3%3%
3%

21%

大会運営への意見・要望

次回は一つの会場で実施

してほしい

各発表にもう少し時間がほ

しい

スケジュールが窮屈だった

総会と発表の時間は重ね

ないでほしい

各考察にもう少し時間がほ

しい

発表テーマの絞込みがあ

ると良かった

エビデンスの強化を望む

メーカーとも一体で発表し

たい

機器展示も行ってほしい

全員口述発表で良かった

その他

53%
31%

3%

9%
1% 3%

次大会への参加意向
参加する・したい

時間があれば参加する・

したい

どちらともいえない

他の社員に参加させる

参加しない・したくない

無回答
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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

【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～

【開 催 日】

 令和２年６月１６日（火）

【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 

【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
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第１回福祉用具専門相談員研究大会 大会組織

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）

大会顧問 幸田 正孝 （元 厚生省事務次官）

     山内 繁  （元 国立障害者リハビリテーションセンター研究所長）

第１回福祉用具専門相談員研究大会 実行委員会

委員長      東畠 弘子 （国際医療福祉大学大学院）

プログラム委員長 白澤 政和 （国際医療福祉大学大学院）

委員       千葉 博  （株式会社サカイ・ヘルスケアー）

         横山 俊之 （株式会社トーカイ）

         肥後 一也 （全国福祉用具専門相談員協会）

         柳田 磨利子（全国福祉用具専門相談員協会）

         伊藤 広成 （日本福祉用具供給協会）

         淡路 陽子 （日本福祉用具供給協会）

顧問       酒井 博人 （綜合メディカル株式会社）

第１回福祉用具専門相談員研究大会 運営協力（所属先 50音順）

株式会社カクイックスウィング     福岡 毅

株式会社カクイックスウィング     谷頭 正一

株式会社カクイックスウィング     古木 洋子

株式会社トーカイ           根岸 優太

株式会社トーカイ           丸山 健太

フランスベッド株式会社        荒木 弘史

フランスベッド株式会社        菅原 明広

株式会社ヤマシタ           鈴木 禎仁

株式会社ヤマシタ           千葉 裕一郎

株式会社ヤマシタ           田口 里紗

株式会社ライコム・コーポレーション  菅  潤平
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