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 私たち山口県福祉用具協会も早いもので

９年目を迎えました。fi
現在、会員数 fl 事業所、賛助会員  社と

年々増加しつつあります。fi
また、協会ホームページもご好評いただい

ており、最新の情報発信を目指しています。fi
当協会では、福祉用具専門相談員としてご

利用者様の生活環境や身体状況にあわせて、

素早く適切な用具を提供できる商品知識、

経験を身につけるため、賛助会員の協力の

もと、研修会・勉強会を開催し、会員の資

質向上に努め、信頼できる、質の高い事業所を目指し日々研鑽を積んでいます。fi
更に、今年４月より義務付けられた「福祉用具サービス計画書」においては、協会オリジナルのソフトを作成

し、多くの会員が、福祉用具をご利用者様に安全に安心して利用していただき、また他業種との連携を図るツー

ルとして活用しています。fi
在宅における福祉用具サービスは、ご本人の自立支援やリハビリの道具としての活用だけではなく、介護者を支

える大きな役割を担っています。あと  年もすれば、未曾有の超高齢化社会を迎え、老老介護、認認介護の中

で、介護にかかる負担を軽減する為に、福祉用具を活用することが今まで以上に必要となって参ります。反面、

近年介護ベッドでの事故が相次いでおり、福祉用具に対する安全・安心も更に求められています。fi
これからも、協会会員相互及び他業種との連携を図りながら、ご利用者様が、住み慣れた場所で、生き生きと生

活できる社会の実現に向けて、より良い福祉用具サービスの提供を通じて地域社会貢献の一助になれば幸せです。       

（文責 横山）fi
fi

○山口県介護保険研究大会（??  ?? 山口県総合保険会館）fi

 一昨年度より「山口県福祉用具協会」として、各福祉用具メーカーや会員の方々のご協力により、展示会を開

催という形で大会のお手伝いを行なっています。山口県総合保険会館一階には多種多様な最新の福祉用具が並び、

県内の介護の中心的な方々との非常に中身のあるコミュニケーションの場となりました。fi
fi

??? 発行fi



 今回、山口県福祉用具協会からの研究発表として、

平成２４年度４月の法改正により福祉用具貸与事業

所に義務付けとなりました「福祉用具個別サービス計

画書」について発表させていただきました。 

 先日の山口県福祉用具協会でご講演いただいた望

月先生もおっしゃっていましたが、ご利用者・ご家族

等介護される方々・生活に於ける環境の三つの関係図

がバランスよく均等に重なり合う円の様に近づける

為には、福祉用具個別サービス計画書やモニタリング

を通じて我々福祉用具貸与事業者を始め、医療と介護

に於ける各職種間の連携・協働が包括・継続的に提供

される事が求められています。   （文責 山根） 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

○第 8 回 山口県ケアマネジメント研究大会 

 

平成 24 年 1 月 21 日（土）と 22 日（日）の両

日、下関市ドリームシップにて第 8 回 山口県ケア

マネジメント研究大会及び日本介護支援専門員協

会第 3 回 中国ブロック研修会が開催され、福祉

用具展示という形で協力することになりました。 

 初めてづくしの会場の下関ドリームシップで、

搬入方法などとまどうことも多かったのですが、

メーカー各社、会員スタッフの方々の尽力で無事

に二日間の展示を行うことができました。大変お

世話になりました。 

 

 二日間の会場においては、講演の合間に、多数のケアマネージャーの方々をはじめ、病院、施設関係者の方々

に来場して頂き、各展示ブースでは商品を手に取り熱心に商品説明をお聞きになられており、日頃ご使用頂いて

いる福祉用具においては、使用上のご質問、改善提案等を多数頂き、専門的でとても活気にあふれた、展示会場

となっておりました。メーカーの方々とユーザー様とが直接お話出来る事で、福祉用具に対して更なる理解に繋

がったと思い、大変有意義な展示になりました。                  （文責 天野） 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

○山口県福祉用具協会 平成 24 年度 第 9 期 総会 

（平成 24 年 10 月６日 宇部国際ホテル） 

 ・会員４９名･･･出席者２７名、委任状１８名（計４５名） 

 活動報告、計画、決算、予算と順次、議決され、今回は役員改選でしたが、次のように承認されました。 



新役員 

会 長  萩・長門支部  有限会社ひまわり              Tel 0838-22-2612  横山ひとみ 

副会長  岩国・柳井支部 海井医科器械株式会社             Tel 0827-28-1122  海井 朗弘 

防府支部    株式会社山口メディカル           Tel 0835-34-0553  板村 宣芳 

周防大島町   風泊里                   Tel090-9503-0468   松永   勉 

支部長  岩国・柳井支部 海井医科器械株式会社            Tel 0827-28-1122  海井 朗弘 

周南支部    ㈱ニチイ学館 ﾆﾁｲｹｱｾﾝﾀｰ周南      Tel 0834-39-0220  岡本 知成 

防府支部    株式会社山口メディカル           Tel 0835-34-0553  板村 宣芳 

山口支部    日本基準寝具(株)ｴｺｰﾙ山口営業所   Tel 083-976-0324    山根   崇 

宇部支部    ㈲ミネルバ かいごのスマイル    Tel 0836-83-5860   石上 文彦 

下関支部    株式会社モリワカ             Tel 0832-52-1899    森若 敏雄 

萩・長門支部  有限会社ひまわり              Tel 0838-22-2612    横山ひとみ 

会 計  岩国・柳井支部 海井医科器械株式会社             Tel 0827-28-1122  海井 朗弘 

監 査  山口支部 (有)ﾒｲｺｰｾﾝﾀｰ 岩多屋福祉事業部山口支店 Tel 083-972-2037   竹屋 鶴一 

事務局             ホームページ・アプリ担当            松井 高志 

                        会計事務            海井 俊子 

                        協会事務            三村 弘美 

                    

○研修会（総会後） 

私事、初めて参加の研修会で、まさかの･･司会進行役（!?）を

務めさせていただきました。しかし講師の望月先生はとても優し

い方で、色々と進行の不手際もうまくカバーをして頂き、何とか

無事に研修会を終える事ができました。 

望月彬也先生は、工学科をご卒業後、スキー用具メーカーに入

社。新商品のテスト中に足を骨折されたのがきっかけで理学療法

士を取得されたという経歴をお持ちです。他に介護支援専門員、

介護予防主任運動指導員、介護認定審査会委員、東京都第三者評

価委員、工業デザイナー、中小企業診断士等、様々な資格を持ち、

幅広い場で活躍をされている方です。また、こうした幅の広い見

識が福祉用具への工夫と結びついていることが講演の深みにな

っていることに気づかされます。 

さて、「福祉用具個別サービスについて」と題して今年の 4 月

から義務化された、福祉用具の個別サービス計画書や福祉用具の

関わりについてのご講演を頂きました。冒頭、ご自身でも福祉用

具の開発をされている先生から、日本の福祉用具は遅れていると

のお話がありました。ベッドにしても車椅子

にしても、元々は海外から入ってきたもの、

リフトなども海外では当たり前だが、日本で

使えば手抜きと捉えられるような風潮があ

る。 

そのように福祉用具に関してはまだまだ理

解が得られていない部分がある。 



そこで重要なのが、我々福祉用具に関わる専門員で

あり、さらに我々はライフクリエーターなのだとも

おっしゃいました。高齢や何らかの影響で障がいを

持った方の生活をもう一度クリエイトする仕事なの

だと言うことでした。 

在宅での介護の構造には３つの要素として捉える事

ができます。要介護者・介護者・生活環境これを先

生は 3 つの円で示されました。円が均等に重なって

いる場合はバランスが取れている状態、介護者から

離れている場合には自立している状態。要介護者の

円が介護者と大きく重なっている状態は介護者への

依存度が大きい事を表します。この関係図を頭に入

れた上で重要になって来るのが福祉用具個別サービス計画書です。高齢者の体は日々変化しています。それをモ

ニタリングし、記録をしておく事で、福祉用具がうまく活用できているのか、安全に使えているか、他の問題点

はないか等、情報の共有ができるのです。                      （文責 今尾） 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

○第 39 回国際福祉機器展 HCR2012  

今年も9月 26日～28日 東京国際展示場で開催された国際福祉機器展

に行ってきました。毎年のことながら、実際にハンデキャップを持って居

られるご本人の来場の多さに驚かされます。さらに地方では考えられない

障害レベルの方々が自由に会場を散策していることです。皆さん、どのあ

たりから来られているかわかりませんが、ご自分が使えそうな新しい商品

を求めて来られるのでしょう。 

各ﾒｰｶｰも新商品を持って参加していますが、今年はまだチラシも、ないよ

うな試作段階の物が多かったです。中でも同じような動きをサポートするとしても、ロボットの技術を活かした

大がかりな物から、運動の原理で反動を利用した、シンプルな物まで幅が広いと感じました。すでに見たことの

ある商品もたくさんありましたが、改めて思い出したり、使いやすく改良されたりしていました。 

地方に住んでいる人々にとっては、利用者本人はもちろん 私達、福祉用具専門相談員もなかなか新しい物に触

れる機会は少ないと思いますが、御利用者の方それぞれの状況に応じた、適切な用具選定が全国どこでも、いつ

でも手が届く日が来てほしい物だと思います。そのためにも福祉用具の事業者の皆さんの弛まぬ努力と研究が期

待されます。 

来年は 40 周年記念となります。第 40 回国際福祉機器展 HCR2013（2013/9/18〜9/20）by 東京ビッグサイト 

（文責 海井） 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

萩支部紹介 

・私たち山口県福祉用具協会萩支部

は、現協会会長である「㈲ひまわり」

の横山社長を中心に「こすもめーる

萩店」・「ホワイトクリーニング益田萩工場ハートケア

事業部」・「ふれんど」・「あおば」の 5 社で活動してお

ります。 

・風光明媚な萩長門地区を中心に営業活動を行なって

おり、会員同士互いに切磋琢磨しながら頑張っており

ます。 

・支部の主な活動としましては、今年の 2 月に床ずれ

予防用具の研修会、5 月に車いすの研修会を行いまし

た。地域のケアマネージャーのみならず他事業所にも多数ご参加いただき、各研修会は大盛況のうちに終了いた

しました。 

・今後も、会員一同、会長である横山会長を盛り立てつつ、一致協力して協会活動に取り組んでいきたいと考え

ております。                                   （文責 大山） 


