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 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　

2009年度　第1回  例会のお知らせ

新介護システム（環境介護）で、介護保険の転換を
̶ もうそろそろ気づこう。不景気対策としても介護手法転換！ ̶

2009年度の第 1回例会は、NPO法人福医建研究会の 10回目の通常総会の記念講演と

して、国際医療福祉大学福岡リハビリテーション学部教授 齊場三十四先生に講師をお願い

いたしました。バリアフリーと自立をテーマに、政策論から福祉用具、地域振興にまで

およぶ広範で実践的な活動をされている 齊場先生のお話は、住居改善をキーワードに

在宅生活支援の活動に関わる本会会員にとって、非常に身近なものだろうと思います。

例会に（引き続いて総会、懇親会にも）多数のご参加をお願いいたします。

開催日時：　　　　 2009年5月30日（土）午後２時～４時 （引き続き総会、懇親会）

開催場所：　　　　大阪薬業年金基金　薬業年金会館  4 階 401 号室

 542-0012  大阪市中央区谷町6丁目５-４　TEL06-6768-4451

地下鉄谷町線、鶴見緑地線 谷町６丁目駅すぐ
長堀通りより南側、谷町線ホームの南側にあるC階段を上がり改札を出て、
地上に上がる「４番口」が設けられている建物です（駐車場はありません）

　講　師：　   齊場 三十四先生（さいばみとし/国際医療福祉大学福岡リハビリテーション学部教授）

　プログラム：� 14：00～　講師紹介に続き、記念講演「新介護システム（環境介護）で、介護保険の転換を」

� 15：40～　質疑応答、次回案内などの事務連絡

� 16：00～　休憩、準備作業の後　NPO法人福医建研究会2009 年度通常総会

　参加費：　　　　会員800円　　　　会員外1500円 （会員外の参加を歓迎します）　
　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 2008 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お持ちいただき、

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ています。

＊

＜NPO法人の第 10回通常総会記念懇親会について＞

例会、総会に引き続き、同じ薬業年金会館の 402 号室において、第 10回の通常総会

と福医建研究会の活動 20周年を記念して、ささやかな懇親会を催します。

例会の講師、齊場三十四先生も参加いただける予定です。別に案内をいたしますので、

例会、総会に引き続き多数ご参加をいただきますよう、よろしくお願いします。

＊

例会受付にて、社員を含む年会費の徴収もいたします。社員 8000 円、個人会員 1000 円です。よろしく。

なお、郵便振替の場合、口座番号/00920-9-  93116　名義/ふくいけん研究会です。



　　　　　

 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　
2009年度　第2回  例会のお知らせ

住居改善検証シリーズ 5　　2 事 例 の 検 証 　
戸建住宅、17 年前の新築事例と 3 年前の改造事例

2007年度には4回連続で開催した「住居改善検証シリーズ」の久しぶりの続編です。
Ｉさんは階段で転んで頚椎を損傷された 50代（当時）の男性、杖歩行が出来るまで回復
されたが、大阪市内での商売をやめ（出身地に近い）奈良県下の住宅地にご夫婦の住まい
を新築されました。バリアフリー建材などがまだ無い17年前（福医建研究会は活動してい
ますが、快居の会が発足する以前）に竣工した戸建住宅を設計者も久しぶりに訪ねました。
Ｊさんは円背が進み、歩行や階段の上り下りが辛く、夜間トイレに起きることも多い女性
（当時 86歳）です。家族と部屋を入れ替え、寝室を１階に移しました。寝室内にトイレ
やシャワー、洗面台を設けました。リビングダイニングとの行き来も容易になりました。
快居の会が関わり改善後、約3年が経過した広い戸建住宅の改造事例です。
各々、多職種のチームで検証訪問しました。住居改善の成果はいかに。また時間の経過を
経て当初の目論見とどう違ったか、今後の課題は何なのか、、。検証チームによる報告と
会場での参加者の議論により明らかにしたいと思います。
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。

開催日時：　　　2009年7月25日（土）　　午後２時～5時 
開催場所：　　　大光電機  ライティング・コア大阪　（例会の前後はショールームも見学下さい）

　　　　　　　　　大阪市中央区高麗橋3-2-7高麗橋ビル1F　 TEL06-6222-6224
　　　　　 　 　

　

地下鉄  御堂筋線淀屋橋駅 11番出口/東北東へ徒歩 2分  堺筋線北浜駅 6番出口/西へ徒歩 5分

プログラム：
14:00～15:10　　Ｉさんの改善/検証チームによる報告と質疑
15:20～16:30　　Ｊさんの改善/検証チームによる報告と質疑
16:30～16:55　　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

2009年度年会費納入のお願い　　個人会員1000円　（社員は8000円）
　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　

念のため通信欄に例会案内の送信先のFAX番号、メールアドレスをご記入下さい。

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。



　　　　　

 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　
2009年度　第3回  例会のお知らせ

失敗事例に学ぶ 福祉用具の活用 3  　入浴支援用具  
昨年 3月の「福祉用具を徹底検証する」以来、福医建のセラピストグループによる、
福祉用具の活用シリーズ　が続いています。「車椅子編」「杖・歩行器編」に続いて、
今回の例会企画は「入浴編」になりました。
浴室で使用する福祉用具には、シャワー椅子や入浴台、バスボード、リフトなどがあり
ます。さまざまな種類がいろんな会社から出ています。それらにどのようなメリットや
デメリットがあるのか把握できているでしょうか。そしてその上で、対象者のみな様に
提供できているでしょうか？
今回は私たちセラピストが「よく関わる疾患」の方々がどんな用具を使い、どのような
動作、方法で入浴されているかを伝えたいと思います。
あわせて、家庭内事故の統計でいつも上位にあがっている場所が「浴室」だということ
をご存じでしょうか。なぜ、そうなるのでしょうか？　一度初心に帰り「入浴とは」
「入浴前の注意事項とは」などについても考えたいと思います。

開催日時：　　　　　2009年9月26日（土）　　午後２時～5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

　　　

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（跨線歩道橋のところ）を右へ、急な坂を登り少し下った左側、黒い外壁の建物です

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

＊

2009年度年会費納入のお願い  ＜再掲＞　　個人会員1000円　（社員は8000円）　
　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　

念のため通信欄に例会案内の送信先のFAX番号、メールアドレスをご記入下さい。

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。



　　　　　

 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　
2009年度　第4回  例会のお知らせ

住居改善検証シリーズ 6　　3 事 例 の 検 証 　
木造アパート、鉄筋コンクリート造公営住宅、木造戸建住宅の改造

本年度2回目の「住居改善検証シリーズ」です。これまでに10事例を検証しましたが、
今回は新たに３件の事例を検証します。比較的小規模な２事例と大改造の1事例です。
Kさんは脳性マヒで歩行が困難な50代の男性、８年前に学習塾を兼ねる住宅（木造アパー
トの１室）のトイレをメインに、玄関、風呂なども改善しました。Ｌさんは両膝下麻痺の
60代の女性、3年前に公営住宅に外出用のリフトを設置する改善を実施しました。
Ｍくんは筋ジストロフィーの男の子、家の中では、おんぶされていましたが、成長に伴い
おんぶでの移動が困難になったため、車いすの移動、段差昇降リフトや入浴用に天井走行
リフトを導入する住居改善を3年前に実施しました。（快居の会だより15号参照）
今回も各々、多職種のチームで検証訪問しました。住居改善の成果はいかに。また時間の
経過を経て当初の目論見とどう違ったか、今後の課題は何なのか、、。
検証チームによる報告と会場での参加者の議論により明らかにしたいと思います。
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。

開催日時：　　　2009年11月28日（土）　　午後２時～5時 
開催場所：　　　大光電機  ライティング・コア大阪　（例会の前後にはショールームも見学下さい）

　　　　　　　　　大阪市中央区高麗橋3-2-7高麗橋ビル1F　 TEL06-6222-6224
　　　　　 　 　

　

地下鉄  御堂筋線淀屋橋駅 11番出口/東北東へ徒歩 2分  堺筋線北浜駅 6番出口/西へ徒歩 5分

プログラム：14:00～14:45　　Kさんの改善/検証チームによる報告と質疑
14:45～15:30　　Lさんの改善/検証チームによる報告と質疑
15:40～16:40　　Mくんの改善/検証チームによる報告と質疑
16:40～16:55　　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

建築士会のCPD登録については、これまでより参加証にてバーコードシールの取得が可能ですが、
このたび、参加された作業療法士には、日本作業療法士協会の生涯教育ポイントが１ポイント付与
されることになりました。受付にて日本作業療法士協会の生涯教育ポイントと申し出て下さい。

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。



福医建OTグループによる「福祉用具を徹底検証する」シリーズ、今回は「排泄編」です。
トイレには手すりと洗浄機付き便座と補高便座、、、それらを設置したら安心、、で終わって
いないでしょうか？　あるいはいろんな疾患の対象者に、その障害にどういう動作で後始末を
されているの？　などなど、なかなか深く相談しにくい！　ということはないでしょうか？
今回も最初に「排泄」の歴史を振り返りたいと思います。そしてトイレの空間、手すりや福祉
用具の種類、疾患や障害、動作など、失敗事例も踏まえ、さまざまなことがらについての問題
提起しながら、参加者の皆様と議論を進めていきたいと思います。
都合により、当初の予定より１週間早い、1月16日の開催になりました。まだ新年早々で忙し
いかと思いますが、多数ご参加いただきますよう、よろしくお願いいたします。

開催日時：　　　　　2010年1月16日（土）　　午後２時～5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

　　
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（跨線歩道橋のところ）を右へ、急な坂を登り少し下った左側、黒い外壁の建物です

プログラム：
14:00～14:40　 「排泄/トイレ」の歴史　   作業療法士　長辻永喜 　大阪河﨑リハビリテーション大学
14:40～15:30　　OTによる事例報告1　　　作業療法士　山田隆人 　大阪保健医療大学
15:40～16:30　　OTによる事例報告2　　　作業療法士　細本愛子 　千里津雲台訪問看護ステーション
16:30～16:50　　質疑応答
16:50～17:00　　連絡事項

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。団体の場合以外の事前申込は不要です。）

　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

 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　
2009年度　第5回  例会のお知らせ

失敗事例に学ぶ 福祉用具の活用4 　排泄・トイレ編



福医建研究会では1997年ごろから「共通言語プロジェクト」というワーキンググループを立ち上げ、
住居改善に関わる各職種のコミュニケーションに必要な用語をまとめ出版することを計画しました。
例会でも検討を加え、2001年には「福祉医療建築の連携による障害者・高齢者のための住居改善」
（学芸出版社）を出版することになりますが、1999年には大阪府の建築技術者向け研修のテキスト
「建築技術者のための高齢・障がい者向け住宅改造相談の手引き」という形でも、その成果をまとめ
ています。学芸出版の本とは違った切り口の内容もあります。 快居の会の馬場健一が執筆し研修会の
講師も担当している部分、 手摺や段差、通路幅などを扱う、設計指針「基本の基本」もそうです。
大阪府の建築技術者向け研修のこの部分を例会で再現し、各分野の専門家に内容を検証していただく
のが今回の企画です。作業療法士の山下協子さん、ソーシャルワーカーの箕浦佐知子さん、建築士の
鈴木章仁さんに、しっかり突っ込みコメントを入れていただく役割をお願いしましたが、それ以外の
参加者の皆様にも、積極的に検証のために発言していただきたいと思います。
例年３月の例会は見学会か交流会としていますので、今回も４時ごろにはサンドイッチなどの出前が
届きます。飲み物も用意して、引き続き「基本の基本」を肴にして、懇親会・交流会といたします。
多くの皆様に参加頂きたいと思います。よろしく。

開催日時：　　　　　2010年3月20日（土）　　午後２時～5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

　　
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（跨線歩道橋のところ）を右へ、急な坂を登り少し下った左側、黒い外壁の建物です

プログラム：
14:00～16:00　 基本の基本を検証する　   一級建築士/快居の会　馬場健一　ほか
　　　　　　　　　　（コメンテーターによるコメントと質疑応答を含む）
16:00～17:00　交流会・懇親会（話が弾めば時間延長も、、、）

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。団体以外は事前申込は不要です。）

　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

 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　
2009年度　第6回  例会のお知らせ

　＜住居改善＞ 基本の基本 を検証する＋懇親会・交流会　


