
 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　
2007年度　第1回  例会のお知らせ

ともに暮らす まち・すまい  ̶ 新バリアフリー法への期待 ̶
今年で８回目のNPO法人福医建研究会の通常総会を迎えます。三星昭宏先生に記念講演をお願い
することができました。交通バリアフリー法とハートビル法が一元化された「新バリアフリー法」
が昨年12月 20日から施行されました。これで不特定多数の人々が使用する特定建築物と、その
移動経路のバリアフリー化が統合的に整備される基盤ができたことになります。
福医建研究会でも大東市において、建物のバリアフリー化実施状況調査、その結果を受けたバリ
アフリーマップの作成、道路等のバリアフリー化にむけての基本計画構想づくりに関ってきまし
が、旧ハートビル法と旧交通バリアフリー法の境界部分が気になったものです。
三星先生は、交通システム・都市基盤計画学の分野において「福祉のまちづくり」研究を進めて
きた先駆者です。建物のバリアフリー化を中心課題とする私どもにとって、今後のまちがどのよ
うに造られていくのかといった方向性についてお話いただくことで、福医建研究会の活動の位置
づけを強固にできるものと考えます。先生には、とりわけ、今回の新法の持つ特徴と今後への期
待をお話しいただく予定です。皆さん奮ってご参加くださいますようお願いいたします。

開催日時：　　　　　　 2007年6月2日（土）午後２時～４時 　

開催場所：　　　大阪市立  阿倍野市民学習センター　 第１研修室
 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1-300（あべのベルタ3Ｆ）

地下鉄谷町線/阿倍野駅７番出口から、あべのベルタのエスカレーターで
ＪＲ、地下鉄の天王寺駅、近鉄のあべの橋駅より徒歩 8 分

　講　師：　　　　　三星　昭宏 先生（近畿大学理工学部教授）
　
　プログラム：　　　　　　　　　　　　　　　　　司会　馬場昌子（福医建研究会理事/関西大学）

　2：00～　挨拶、講師紹介
　2：10～　記念講演「ともに暮らすまち・すまい      ̶ 新バリアフリー法への期待̶」
　3：40～　質疑応答、次回案内などの事務連絡
　4：00～　休憩、準備作業の後　NPO法人福医建研究会2007 年度通常総会

　参加費：　　　　会員800円　　　　会員外1500円 （会員外の参加歓迎します）　
　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　  略称  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
＊

＜ 例会 (記念講演) に引き続き開催する NPO法人福医建研究会 2006 年度通常総会について ＞
本会の社員（正会員）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も、議決権はありませんが引き続きオブザーバーとして
総会に参加ください。NPO法人福医建研究会の活動や運営に興味を持っていただき、
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。



 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　
2007年度　第2回  例会のお知らせ

住居改善検証シリーズ：2事例の検証
阪神大震災のボランティア活動をきっかけに、それまで福医建研究会内部での個人的ネットワークで
対応していた、改造工事を伴う住居改善を組織的に行うため、建築士のグループ「快居の会」が発足
して、はや12年になります。快居の会の12年の活動、そしてそれ以前の例も含め、数は少ないので
すが、建替えや大がかりな改造工事をともなうもの、難病の方などの事例に取り組んできました。
振り返ると快居の会の設計者だけでも、福祉・医療分野や施工者だけでも、とても手に負えない事例
が多かったように思います。福医建研究会のネットワークがあって実現出来た仕事だと思います。
しかし改善後の継続的なフォローアップについては、なかなか建築職種だけでは十分な取組みが出来
ていません。「福祉・医療・建築の連携」という原点に立ちかえり、過去のいくつかの事例について
多職種混合チームで訪問し、どんな改善が実現出来、何が出来なかったのかを検証し、今後の福医建
研究会の活動拡充の一助としたいと考えます。年度企画「住居改善検証シリーズ」1として、2事例
について検証の報告と検討を、3月に見学会を行った関大実証実験住宅（月ケ丘住宅）で行います。
なお、3月に来れなかった方のために、月ケ丘住宅見学ツアーも午後１時にスタートの予定です。

開催日時：　　　　2007 年7月7日（土）午後２時～5時 （見学ツアー午後1時～　）
開催場所：　　　　吹田市千里山月が丘22番2号　関西大学月が丘住宅
　　　　　　　　　　　　阪急千里山線「千里山」駅下車徒歩7分

   　　　

プログラム：　　　　　　　　　　　　　　

　　14：00～15：00　進行性難病のＡさんのケース　
　　　　　　天井走行リフトでベッドと衛生設備をつなぐ大改造　検証訪問グループの報告

　　15：10～16：10　小脳失調のＢさんのケース　　
　　　　　　寝室と外出、リビングダイニング、２段階の増改築　検証訪問グループの報告

　　16：20～16；50　参加者による総合討議　　　引き続き連絡事項　/17：00終了

参 加 費 ：　　　　会員800円　　　   会員外1500円 （会員外のご参加を歓迎します）　
　問 合 せ ：　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　大阪市中央区平野町1-2-3　TEL/FAX 06-6231-1277

 2007年度年会費納入のお願い　個人会員1000円　法人団体3000円（社員には別途請求書お送りしています）
　郵便振替で左記までお振込み下さい。　加入者名　ふくいけん研究会　　口座番号　00920-9-   93116　

通信欄に例会案内のお届け先のFAX番号、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　
2007年度　第3回  例会のお知らせ

住居改善検証シリーズ 2：頚椎損傷のＣくん宅の住居改善
大阪府地域リハビリテーション推進事業の具体的な成果（事例）の検証

地域リハビリテーション推進事業は 2000年度（平成 12年度）から全国一斉に取り組みだされ、
「障害のある人が最良の心身の状況を獲得し、年齢や障害の程度に応じ、その地域に住む人々とあら
ゆる面で同水準の生活がなされること」を目標に、各地域で整備が進められるようになった。
大阪府南河内圏域においても地域支援センター（リハ病院）と府保健所とが協力して、連絡協議会や
各種研修会の開催を通して連携できる体制を整えることに努めていた。こうした下地作りがほぼ整備
出来た2003年７月末に、府立高校生Ｃくんがクラブ活動中に頚椎損傷（５番、６番）を負った。
C君の場合、高校での手際のよい対応と配慮により、万全の急性期→回復期の医療リハビリテーショ
ンを受けることができただけでなく、ベッドサイド・スクーリングの適用も受けて、治療中の学業の
遅れを最小限に食い止めることができた。同時に、南河内圏域地域支援センター、ピアカウンセラー、
府保健所、そして快居の会の建築士との緊密な連携により、Ｃくん宅の住居改善が実現し、翌年５月
には進級して復学することができ、現在は大学に進学している。
本年度第３回例会として、この改善事例の取組みの経過、検証の報告と検討を、今回も関大実証実験
住宅（月ケ丘住宅）で開催します。 また、初めて来られる方のために、関大月ケ丘住宅見学ツアーも
午後１時半にスタートします。住居改善に関心のある多くの皆様に参加いただきたいと思います。

開催日時：　　　　2007年9月22日（土）午後２時30分～5時 
月ケ丘住宅見学ツアー：午後1時30分スタート

開催場所：　　　　吹田市千里山月が丘22番2号　関西大学月が丘住宅
　　　　　　　　　　　　阪急千里山線「千里山」駅下車徒歩7分

　　　

プログラム：
　14:30～16:30　地域リハビリテーション推進事業と連携について　新　雅子/臨床心理士

　２階建て住宅の１階部分の大改造について　　　　小倉勝彦/１級建築士
　検証訪問グループの報告　　　　　　　　　　　　細本愛子/作業療法士ほか

　16:30～16:50　参加者による総合討議　　引き続き連絡事項/17：00 終了

参 加 費 ：　　　　会員800円　　　   会員外1500円 （会員外のご参加を歓迎します）　
　問 合 せ ：　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　大阪市中央区平野町1-2-3　TEL/FAX 06-6231-1277

 2007年度年会費納入のお願い/再掲　　　　　個人会員1000円　法人団体3000円（社員は8000円）
　郵便振替で左記にお振込み下さい　　加入者名　ふくいけん研究会　　口座番号　00920-9-   93116　

例会案内のお届け先を確認するため、FAX番号、メールアドレスを通信欄にご記入下さい。

このファックスを転送して住居改善に関心のある方をお誘いください。

関大月ケ丘住宅の西側（急な坂の頂上付近）に
駐車スペースがあり10台分程度利用出来ます。
クルマで来場の場合は、当日の福医建例会受付
（月ケ丘住宅）にて案内します。

関大月ケ丘住宅は、阪急千里線「関大前」の次の駅、
「千里山」から東側を線路沿いに北へ歩き、突き当た
りを右、急な坂を登り、少し下った左側にあります。



 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　
2007年度　第4回  例会のお知らせ

住居改善検証シリーズ 3　　　２事例の検証　
集合住宅における外出手段、戸建て住宅における個室の増築と既存部分の改造

府営住宅に両親と住んでいる車椅子使用の女性 Dさんが、作業所へ通うなどの外出が楽に出来るよう
にしたいとの相談が、2003年に地元の自治会長から寄せられ、快居の会が有料業務として引き受け
ることになる。段差昇降機を使いベランダから外出するため、府営住宅の管理部門と折衝、外構部分
は府が担当、段差昇降機などは住宅改造助成などを使い施工した。この事例では当時、府営住宅のバ
リアフリー改修を待って判断しようということで外出手段以外の改善はしていない。検証では住宅内
での生活や両親による介護の場面でも困難な様子がみられる。
中学へ通学の途上交通事故に遭った Eさんは頭部を損傷、お母さんの表現によれば「植物人間状態」
から回復、福医建研究会に参加されていた府立身障センターOTの依頼で、快居の会の発足より前に
建築士が相談に関わり、車イスでの生活を想定した住居改善の設計監理を引き受けた。改造工事は
1995年（震災の年）春に完成したが、その後も回復を続けたEさんは、現在では室内では車イスを
全く使用していないし、段差昇降機も必要がないとのこと。また新たな改造工事も行われている。
２事例の検証で住居改善の成果はいかに。時間の経過を経て、当初の目論見とどう違ったか、今後の
課題はなにか。検証チームの報告と会場での参加者の議論により、明らかにしていきたいと思います。
住居改善に関心のある多くの皆様に参加いただきたいと思います。今回も関大実証実験住宅（月ケ丘
住宅）の見学ツアーを実施いたします。見学希望者は月ケ丘住宅に午後1時に集合ください。

開催日時：　　　2007 年11月10日（土）午後２時～5時 （見学ツアー午後1時～  )
開催場所：　　　吹田市千里山月が丘22番2号　　関西大学月が丘住宅
　　　　　　　　　　　　　阪急千里線「千里山」駅下車徒歩7分

　　　

プログラム：
14:00～15:00　　Ｄさんの改善/検証グループの報告　山田隆人/OT　快居の会の建築士ほか
15:00～16:20　　Ｅさんの改善/検証グループの報告　長辻永喜/OT　快居の会の建築士ほか
16:20～16:50　　参加者による総合討議　　引き続き連絡事項/17：00 終了

参 加 費 ：　会員800円　　会員外1500円 （会員外の参加、ならびに入会を歓迎します）　
　問 合 せ ：　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　大阪市中央区平野町1-2-3　TEL/FAX 06-6231-1277

 2007年度年会費納入のお願い/再々掲　　　　個人会員1000円　法人団体3000円（社員は8000円）
　郵便振替で左記にお振込み下さい　　加入者名　ふくいけん研究会　　口座番号　00920-9-   93116　

例会案内のお届け先を確認するため、FAX番号、メールアドレスを通信欄にご記入下さい。

このファックスを転送して住居改善に関心のある方をお誘いください。

関大月ケ丘住宅の西側（急な坂の頂上付近）に
駐車スペースがあり10台分程度利用出来ます。
クルマで来場の場合は、当日の福医建例会受付
（月ケ丘住宅）にて案内します。

関大月ケ丘住宅は、阪急千里線「関大前」の次の駅、
「千里山」から東側を線路沿いに北へ歩き、突き当た
りを右、急な坂を登り、少し下った左側にあります。



 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　
2007年度　第5回  例会のお知らせ

住居改善検証シリーズ 4　　3 事 例 の 検 証
戸建て住宅建替えの事例と分譲マンションの改善２事例

まだ快居の会の発足前の 14年前、前回の Eさんと同様に福医建研究会会員 OTの依頼で建築士が、
当時高校生だったＦさんの住居改善の相談に関わることになります。交通事故で頚椎損傷（不全麻痺）
のＦさんのご両親は、クルマでの外出など地域の協力も得て、住まいの建替えを決断され、車イスで
快適に生活できるようにと、この住宅の設計監理を建築士が引き受けることになります。現在はこの
住宅にはご両親が住み、結婚したＦさんはその近所に住み、2人のお子さんもいるとのことです。
快居の会が10年以上前に分譲マンションの室内などの住居改善を担当したＧさんは、外出は車イス、
住戸内では這ったり車イスで移動しておられる女性です。外出方法、入浴や、室内での移動のための
床材の変更などの改善を実施ました。また同じマンションに住むリウマチの女性Ｈさんも、Ｇさんの
紹介でユニットバスに手すりを取り付けることから、快居の会が段階を経て住居改善を担当しました。
今回も、3事例の検証で住居改善の成果はいかに。時間の経過を経て、当初の目論見とどう違ったか、
今後の課題はなにか。検証チームの報告と会場での参加者の議論により明らかにしていきたいと思い
ます。住居改善に関心のある多くの皆様に参加いただきたいと思います。
なお、今回も関大実証実験住宅（月ケ丘住宅）の見学ツアーを実施いたします。見学希望者は月ケ丘
住宅に午後1時に集合ください。

開催日時：　　　2008 年1月26日（土）午後２時～5時 （見学ツアー午後1時～  )
開催場所：　　　吹田市千里山月が丘22番2号　　関西大学月が丘住宅
　　　　　　　　　　　　　阪急千里線「千里山」駅下車徒歩7分

　　　

プログラム：
14:00～14:50　　Ｆさんの改善/検証グループによる報告　
14:50～15:30　　Ｇさんの改善/検証グループによる報告　
15:40～15:20　　Hさんの改善/検証グループによる報告　
16:20～16:50　　参加者による総合討議　　引き続き連絡事項/17：00 終了

参 加 費 ：　会員800円　　会員外1500円 （会員外の参加、ならびに入会を歓迎します）　
　問 合 せ ：　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　大阪市中央区平野町1-2-3　TEL/FAX 06-6231-1277

このファックスを転送して住居改善に関心のある方をお誘いください。

関大月ケ丘住宅の西側（急な坂の頂上付近）に
駐車スペースがあり10台分程度利用出来ます。
クルマで来場の場合は、当日の福医建例会受付
（月ケ丘住宅）にて案内します。

関大月ケ丘住宅は、阪急千里線「関大前」の次の駅、
「千里山」から東側を線路沿いに北へ歩き、突き当た
りを右、急な坂を登り、少し下った左側にあります。



　　　　

 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　
2007年度　第6回  例会のお知らせ

理学療法士・作業療法士とともに福祉用具を徹底検証する
大阪府立介護情報・研修センターの展示品見学と各分野の交流

介護保険の導入により、さまざまな福祉用具がレンタル・購入の対象となりました。
もちろん介護保険対象外の福祉用具も多くあります。みなさまはそれらをどのように
利用者に提供されているでしょうか。その方の疾患について十分に調べ、障害像をしっ
かり把握して、その用具の持つ特性と照らし合わせて提供できているでしょうか。
今回は、茨木市にある大阪府立介護情報・研修センターの福祉用具展示場において、
理学療法士・作業療法士の解説と実演を交え、展示の用具類を実際に手に触れながら、
参加のみなさまと一緒に、福祉用具の活用について徹底検証したいと思います。
また、グループに分かれての展示品見学と会議室でのまとめの議論を通じ、各分野の
会員の交流も計りたいと思います。ふるってご参加ください。

開催日時：　　　　　2008年3月15日（土）　　午後２時～5時 
開催場所：　　　　　大阪府立 介護情報・研修センター　4階会議室にて受付
　　　　　　大阪府茨木市大住町8-11　阪急茨木市駅から北へ約700m（茨木保健所の上です）

　

プログラム：
13:30～14:00　　4階会議室にて受付・グループ分け　
14:00～15:55　　グループごとに展示場を巡る（OT.PTが各コーナーにて待機）
16:00～16:50　　参加者による総合討議と交流　引き続き連絡事項/17：00 終了

参 加 費 ：　会員800円　　会員外1500円 （会員外の参加、ならびに入会を歓迎します）　
　問 合 せ ：　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　大阪市中央区平野町1-2-3　TEL/FAX 06-6231-1277

福医建研究会では例会案内について、NTTコムのiFax同報通信（ファックス発信タイプ）を利用していますが、
PCのメールアドレスを登録いただいている会員については、BCCによるメール送信に画像を添付する形式に
変更して行きたいと思います。当面双方とも届けますので、迷惑メールに分類されたりといった不都合がないか
確認ください。ファックスでお届けしている会員の皆様も、画像を添付したメールを受信出来る環境があれば、
福医建研究会事務局までアドレスをお知らせください。　eメール：　fukuiken@crest.ocn.ne.jp

この案内を転送して住居改善に関心のある方をお誘いください。


