特定非営利活動法人

福祉医療建築の連携による住居改善研究会

2005 年度

第1回

例会のお知らせ

よりよいケアのために

但馬の郷の経験から

2005 年度の第１回例会（NPO 法人福医建研究会 2005 年度通常総会記念講演）は、兵庫県
「但馬長寿の郷」の現場の PT として、また企画者として、3 月まで活躍された備酒伸彦さん
にお願いしました。その活動を基に、朝日新聞に「リハビリ屋のケア覚書」が平成１４年９月
から１５回にわたって連載され、本研究会のメンバーの多くが、その高齢者の生活を見る視点
に共感をしたところです。今回の介護保険法改正の方向性に大きな影響を与えた、「高齢者リ
ハビリテーションのあり方」（平成１６年１月）を出した、高齢者リハビリテーション研究会
（厚労省）の委員もされており、日本のＰＴのオピニオンリーダーでもあります。今年度から
大学に転進され、若き後継者の育成と実践活動の理論化に取り組まれる予定です。
高齢者のケアの制度が大きく変化していく中で、専門職として「よりよいケアをめざして」ど
のような視点を持てばいいのか、福祉・医療・建築が、どのようなパートナーシップを発揮す
ればいいのかを分かりやすくお話いただけるものと期待しています。

開催日時：
開催場所：

2005 年
大阪市立

5 月 21 日（土）午後２時〜４時

いきいきエイジングセンター

3 Ｆ 第１研修室

大阪市北区菅原町 10-25 ジーニス大阪内（地下鉄南森町駅４番出口から南へ徒歩６分）

講

師：

参加費：
問合せ：

神戸学院大学総合リハビリテーション学部
会員 800 円

備酒

伸彦 氏（理学療法士）

会員外 1500 円 （会員外の参加歓迎します）

福医建研究会
541-0046 大阪市中央区平野町 1-2-3 TEL/FAX 06-6231-1277

（特活）福祉医療建築の連携による住居改善研究会

略称

＊
＜ 例会 (記念講演) に引き続き開催する NPO 法人福医建研究会 200 5 年度通常総会について ＞
本会社員 には 招集状、議案書 をお 送 り致します。ぜひご出席ください。個人会員など他の会員の皆様には
議決権 はありませんが オブザ ーバーとして引き続きご参加ください。NPO 法人福医建研究会の活動や運営
に 興味 を 持 っ 手いただき、社員や役員として活躍してくださる方が増えることを期待します。また同日、
総会後 に 場所 を 移して、快居の会発足１０周年を記念するパーティーを計画中です。会員の皆様には近日
中にお知らせいたします。多くのみな様にご参加いただき交流を深めていただきたいと思います。

特定非営利活動法人

福祉医療建築の連携による住居改善研究会

2005 年度

第２回

例会のお知らせ

住居改善 各地の試み―岡山と大阪の交流会
今回は「NPO 法人 ふくてっく」との共催です。介護保険制度が始まったことの影響かもしれ
ませんが、各地で「住居改善」活動に取り組む団体があるようです。
そこで、今回、比較的行き来しやすいであろう団体に声をかけて交流会を持つことにしました。
お互いの活動に学びあい、現在抱えている課題・問題点などについても議論しあいたいと思いま
す。会場からも議論に参加していただき、ふくいけん研究会にも要望を出していただき、よりよ
い研究会活動を目指したいと思います。
開催日時：
開催場所：

7 月 23 日（土）午後２時〜5 時
大阪市立男女共同参画センター西部館 クレオ大阪西
2005 年

大阪市此花区西九条 6−1−20

ＪＲ環状線「西九条」駅下車徒歩３分

プログラム：

司会進行

PM 2:00〜3:20

研修室１

柳

尚夫

４団体：会の趣旨・活動概要・現在の課題について報告
・新見ほのぼの住宅研究会

事務局長

・津山福祉住宅研究会

会長

後藤光雄

企画

・ふくてっく

住宅改修部リーダー

・福祉医療建築の連携による住居改善研究会
PM 3:20〜3:30

休憩

PM 3:30〜4:30

４団体相互のパネルディスカッション

PM 4:30〜5:00

会場質問とまとめ

安達悦久
安藤智之
畑

理事

俊治

馬場昌子

（このあと移動して飲み会＜交流会＞を開催予定。例会会場にて案内しますので、ふるってご参加ください。）

参加費：
問合せ：

会員 800 円

会員外 1500 円 （会員外の参加歓迎します）

福医建研究会
541-0046 大阪市中央区平野町 1-2-3 TEL/FAX 06-6231-1277
＊

（特活）福祉医療建築の連携による住居改善研究会

2005 年度年会費納入のお願い

個人 1000 円

郵便振替で左記までお振込み下さい。

法人団体 3000 円

略称

（社員には別途請求書お送りしています）

加入者名 ふくいけん研究会

口座番号 00920-9- 93116

通信欄に必ず FAX 番号またはメールアドレスをご記入下さい。

特定非営利活動法人

福祉医療建築の連携による住居改善研究会

2005 年度

第3回

例会のお知らせ

大東市の建築物、道路のバリアフリー対策について
大東市では誰もが安全で快適に暮らせるやさしいまちを目指し、平成 15 年度 16 年度の 2 ヵ年に
渡り、障害者（市民を中心に）、市の理学療法士、作業療法士、NPO 福医建研究会の建築士など
が市内の公共、民間施設のバリアフリー調査を行い、その結果に基づいてバリアフリーマップを作
製しました。その活動により、市の理学療法士、作業療法士と NPO の建築士などが連携すること
で、大東市のまちづくりに貢献できるという認識が、行政内に生まれました。
交通バリアフリー対策として、バリアフリーマップ作製時の調査メンバーに市の都市政策課、道路
管理課、土木課の技術者も加わって、市内の歩道の調査を実施、改善提案を行いました。
一連の活動より、ますます行政内で NPO の建築士が注目を浴びています。大東市と NPO の建築
士の連携の経過と今後の動きも含め、調査に参加した視覚障害者、聴覚障害者、車椅子利用者をは
じめ、市の理学療法士、NPO の建築士などから報告していただきます。
開催日時：
開催場所：

2005 年 9 月 10 日（土）午後 2 時〜5 時

大東市保健医療福祉センター
大東市幸町 8-1

3 階 多目的研修室

JR 学研都市線 住道駅（京橋から５つ目）から徒歩約 10 分
大東市役所

会場
保健医療福祉センター

JR 住道駅

プログラム：
司会
上田 猛（福医建研究会/快居の会）
14:00 あいさつ
14:05 経過と現在の活動状況説明
逢坂伸子（大東市 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 課 PT）
14:25 やさしいまち大東バリアフリーマップ報告（視覚障害、聴覚障害）
関西大学学生＋視覚障害者、聴覚障害者
14:45 やさしいまち大東バリアフリーマップ報告（車椅子）
関西大学学生＋車椅子利用者
15:05 大東市の建物、道路のバリアフリー対策の現状
馬場昌子（福医建研究会/快居の会）
15:25 大東市交通バリアフリー対策提案の報告
明石友宏（福医建研究会/快居の会）
15:45 休憩
16:00 質疑応答
17:00 終了
参加費：

会員 800 円

問合せ：

NPO 法人 福祉医療建築の連携による住居改善研究会

541-0046

会員外 1500 円 （会員外の参加を歓迎します）
略称 福医建研究会

大阪市中央区平野町 1-2-3 TEL/FAX 06-6231-1277

2005 年度会費納入のお願い／郵便振替で年会費を納入ください。 （再掲/個人会員の年会費 1000 円）
加入者名

ふくいけん研究会

口座番号 00920-9-

93116

通信欄に必ず FAX 番号等をご記入

特定非営利活動法人

福祉医療建築の連携による住居改善研究会

2005 年度
「食べる」をテーマに
＋

第4回

例会のお知らせ

嚥下障害とリハビリテーション

食事支援ロボット マイスプーン について

来春に介護保険の見直しがあり、介護予防サービスとして「運動器の機能向上、栄養改善、
口腔機能向上」が検討されています。その中で、栄養と口腔に関する支援を考えるにあたり、
まずは嚥下（えんげ）障害をいうものを理解しておく必要があります。
ふくいけん研究会第４回例会は、箕面市立病院リハビリテーション科で嚥下障害のリハビリ
などを担当されている医師、逢坂悟郎さんに嚥下障害とそのリハビリテーションについての
ご講義をお願いすることにしました。嚥下障害について理解を深めて下さい。
加えて、皆さんは０８年から「介護用ロボット」が活躍するかもしれないというニュースを
ご存じでしょうか。そんな漫画のような話と思われるかもしれませんが、すでにセコムから
食事支援ロボットがレンタルされています。実際に目で見て使用方法についての説明を聞き、
参加者にも食事を体験できるようにしたいと思います。ご参加下さい。
開催日時：

2005 年 11 月 26 日（土） 午後 2 時〜5 時

開催場所：

大阪府立介護実習・普及センター
茨木市大住町 8-11

プログラム：

４階

研修室

阪急茨木市駅から北へ徒歩約１０分

司会

細本

愛子（千里津雲台訪問看護 ｽﾃｰｼｮﾝ

OT）

14:00

嚥下障害とそのリハビリテーションについて
逢坂 悟郎（箕面市民病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 科 医師）
15:30 休憩
15:40 食事支援ロボット マイスプーン について
西平 哲也（有限会社アローワン 社長）
16:20 質疑応答、その他
17:00 終了
参加費：

会員 800 円

問合せ：

NPO 法人 福祉医療建築の連携による住居改善研究会

541-0046

会員外 1500 円 （会員外の参加を歓迎します）
略称 福医建研究会

大阪市中央区平野町 1-2-3 TEL/FAX 06-6231-1277

2005 年度会費納入のお願い／郵便振替で年会費を納入ください。 （再々掲/個人会員の年会費 1000 円）
加入者名

ふくいけん研究会

口座番号 00920-9-

93116

通信欄に必ず FAX 番号等をご記入

特定非営利活動法人

福祉医療建築の連携による住居改善研究会

2005 年度

第５回

例会のお知らせ

排泄障害とその対応
〜 当事者と専門医の立場から 〜
老化や疾病・障害によりおこってくる、さまざまな生活困難（ADL 障害）のなかで、排泄
行動の援助を受けることは最も苦痛を感じるものの一つです。
排泄援助の配慮として、できるだけプライバシーを尊重し、自立を損なうことなく、尊厳あ
る生活の維持を図るためには、住居改善が欠かせません。間違った対応にならないために、
排泄障害を正しく理解し適切な住居改善が進むことをめざして、第５回例会は、泌尿器科医
から排泄の基本を学ぶ機会としました。合わせて人工肛門装着当事者から、装着後の生活の
あれこれを伺います。皆様多数ご参加下さい。
開催日時：

2006 年 1 月 28 日（土） 午後 2 時〜5 時

開催場所：

大東市立市民会館

３階

中会議室

大東市曙町４番６号 TEL072-871-0001
JR 学研都市線 住道駅（京橋から５つ目）から徒歩約 10 分
大東市役所

福医建研究会例会会場

大東市立市民会館
３階中会議室

JR 住道駅

プログラム:
14:00〜

司会
人工肛門を装着してみて

中田

智子（関西福祉科学大学）

杉田

培雄（人工肛門装着当事者）

山田

薫

質疑応答
15:10˜

事務局連絡

15:20˜

休憩

15:30˜

排尿障害とその対応

（山田クリニック 泌尿器科医）

質疑応答
17:00

終了

参加費：

会員 800 円

問合せ：

NPO 法人 福祉医療建築の連携による住居改善研究会

541-0046

会員外 1500 円 （会員外の参加を歓迎します）
略称 福医建研究会

大阪市中央区平野町 1-2-3 TEL/FAX 06-6231-1277

特定非営利活動法人

福祉医療建築の連携による住居改善研究会

2005 年度

第6回

例会のお知らせ

和歌山県立医科大学附属病院

田島文博教授講演

「リハビリテーション医学から見た障害」
＋ 和歌山県の福祉医療建築専門職との活動報告会
今回は、和歌山県で在宅支援のための住居改善活動に関わっている福祉・医療・建築分野の専門
職や、これから関わろうとしている皆様にも参加いただき、和歌山市で開催いたします。
まずオプショナルツアーとして、和歌山県の特定機能病院であり中核医療機関である和歌山県立
医科大学附属病院リハビリテーション室の見学を企画しました。ふくいけん研究会でおなじみの
尼寺 OT に案内していただきます。リハビリテーション機器などもこの機会にぜひご覧下さい。
地場産業振興センターに会場を移し、「リハビリテーション医学から見た障害」と題する講演を
同病院リハビリテーション科の田島文博教授にお願いしました。
このあと和歌山での活動の報告、大阪での活動の報告が行われ、懇親会も企画されています。
いずれも住居改善を考える上で是非とも知っておきたい内容や、元気づけられる内容ばかりです。
どうぞ和歌山へお越し下さい！

2006 年 3 月 11 日（土） 午後 2 時〜4 時 30 分 （例会）

開催日時：

＊オプショナルツアー（見学会）参加者は午後
開催場所：

オプショナルツアー

1 時 15 分に医大リハビリ室に集合して下さい

和歌山県立医科大学附属病院 リハビリテーション室
和歌山市紀三井寺 811−１１

和歌山地域地場産業振興センター

例会

（無料駐車場あり）

和歌山市紀三井寺 856
＊医大、地場産 センター、どちらもＪＲ紀三井寺駅から徒歩１５分です

地図と推奨のＪＲダイヤは別紙で送ります
プログラム：
13:15
13:40
14:00
14:50

15:40

16:30
17:00〜

司会
林元 光広（訪問看護ステーションはやしもと PT）
和歌山県立医科大学附属病院リハビリテーション室見学
案内
尼寺 謙仁（和歌山県立医科大学附属病院リハビリテーション科 OT）
医大から地場産センターへ移動
会場移動後に受付をお願いします
講演「リハビリテーション医学から見た障害」
講師
田島 文博（和歌山県立医科大学附属病院リハビリテーション科 教授）
和歌山での活動
報告者 谷奥 愼司（和歌山県建築士会 一級建築士）
寺本 千秋（有田市立病院 リハビリテーション科 OT）
大阪での活動
報告者 馬場 昌子（関西大学工学部建築学科 講師）
細本 愛子（千里津雲台訪問看護ステーション OT）
終了
懇親会 わいんの玉手箱にて（ご希望の方のみ）

参加費：

会員 800 円

問合せ：

ただし、和歌山県建築士会、和歌山県介護支援専門員協会、和歌山県作業療法士会の
会員は共同開催のため会員価格となります
NP0 法人 福祉医療建築の連携による住居改善研究会 略称 福医建研究会
541-0046

会員外 1500 円（会員外のご参加を歓迎します）

大阪市中央区平野町 1-2-3

TEL/FAX

06-6231-1277

