
2011年度 第１回例会のお知らせを致します。例会に引き続き「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 2011年度通常総会」を開催する予定です。
記念講演＋通常総会という形が始まったのが今から１０年前の 2001年度通常総会でした。その記念
講演をお引き受け下さったのが、故外山義先生です。そこで11回目の記念講演は、外山先生とともに
研究をなさっていた大阪市立大学生活科学部の三浦研先生に記念講演をお願いいたしました。先生は
高齢者住施設研究の第一人者として、実践的研究に取り組んでおられます。
ご講演は先生が近年取り組んでおられる研究テーマに沿った内容にしていただけるそうです。増える
高齢者住宅が抱える課題、個室ユニット型特養の居室料が高いワケ、高齢者が多数住む既存共同住宅
の活用方法、床の衝撃吸収と転倒など、高齢者ケアにかかわる最新の建築的情報についても、話して
いただけるものと思います。みなさんこぞってご参加ください。

開催日時：　　　2011年5月21日（土）　午後２時～4時  （引き続き福医建通常総会）
開催場所：　　   大阪市北区長柄西1-3-22  　関西大学天六キャンパス　103教室　

          

阪急電鉄および地下鉄堺筋線・谷町線の天神橋筋六丁目（天六）駅５番出口から、北へ徒歩５分

講　師：　  　　 大阪市立大学生活科学部住環境学科  准教授　　三浦　研    先生

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NPO法人福医建研究会2001年度通常総会を開催いたします。
本会の社員には、後日別便にて招集状をお送りいたします。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例会に引き続きご参加
ください。福医建研究会の活動や運営に興味をお持ちいただき、社員や役員になり活躍く
ださる方が増えることを期待します。（そのあとの懇親会企画も検討中です。）

 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　
2011年度　第１回  例会のお知らせ

　記念講演　高齢期の居住環境　末永く暮らせる「住まい」をめざして　



2011年度の第２回例会は、上記のテーマで関西大学専任講師で本会理事の馬場昌子さんに講師をお願いし
ました。講師のコメントを紹介します。「住居改善と住宅改造は全く違う概念としてとらえています。住宅
改造は住居改善の１手段です。住宅改造を実施しなくても、住居改善の効果が目覚ましいこともあります。
当研究会発足の契機が、住宅改造を目的とするのではなくて、障害をお持ちで在宅生活をしておられる方に
対して、サポートできる多様なプロが連携してその方の生活の質を高めることこそを、目的としてとらえよ
うというものでした。ふくいけんが今取り組んでいるケア連携型バリアフリー改修助成事業において、とき
どき不思議、、が起きるのも、事業の目的性に関するところです。その方の在宅生活をサポートするため、
住宅設計に熱心に取り組んできた建築士の専門性が大いに生かされるはずです。16日の研究会では、生活の
質を高めるために、住居改善　という志向性が重要であることを、ともに確認し合いませんか。」
新しい会員も、長年福医建研究会の活動に関わっているスタッフも「住居改善」の再確認をお願いします。
福医建研究会の著作、学芸出版社刊「高齢者•障害者のための住居改善」をテキストに使います。この本を
お持ちの方はご持参ください。

開催日時：　　　　　2011年 7月16日（土）　　午後 ２時～ 4時 50分
開催場所：　　　　　追手門学院 大阪城スクエア　　TEL 06-6942-2788
　　　　　　　　　　　大阪市中央区大手前1-3-20（追手門学院大手前中・高校本館６階）

　　　　

　　　京阪電車天満橋駅東出口・地下鉄谷町線天満橋駅１号出口より徒歩７分（ドーンセ ンターの南隣です）

プログラム：  14:00～15:30　　住居改善と住宅改修
 15:40～16:20　　改善事例の紹介
　　   16:20～　　　　  参加者による総合討議　　引き続き連絡事項/16:50 終

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

＊
2011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送信先のメールアドレスまたはFAX番号をご記入下さい。

 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　
2011年度　第2回  例会のお知らせ

住居改善と住宅改造
福医建研究会の基本理念「住居改善」を再確認する

ドーンセンター隣りの茶色い建物の
６階が「大阪城スクエア」です。
B１階からエレベーターで６階へ
駐車不可、全館禁煙です。よろしく。



　　　　

 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　
2011年度　第3回  例会のお知らせ

障がいと付き合う住生活シリーズ １　 脳血管障がい　
障がいを呈した方への住居改善は、より良い暮らしを支援するために欠かせないものです。ただ、
同じ疾病であっても、一人一人の障がい像は異なります。そのため、移動方法や手すりの使い方
なども千差万別であり、対象者に合わせた住居改善は、福祉－医療－建築それぞれの領域の連携
がありはじめてなり得るサービスです。今回、医療に携わる立場から、障がいの特性について、
3回にわたりお話させて頂きます。
第 1回目は、脳梗塞や脳出血など脳の病気である脳血管障がいについて報告します。脳血管障
がいは、片麻痺や高次脳機能、認知機能など、症状は心身共に多岐にわたるため、対象者の全体
像が把握し難い病気の一つとなっています。今回は、皆さんの心と身体を活用しながら、症状を
イメージして頂ける場も交え、領域を超えて様々なディスカッションができればと考えています。

開催日時：　　　　　2011年9月10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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会/一級建築士　馬場昌子
14:00～16:30　　障がいの特性　脳血管障がい
　　　　　　　　　適宜、福祉機器使用などの体験を交えます　　講師/作業療法士　藤原太郎
                            
　16:30～17:00　　質疑応答　   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。）
　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。
＊

第３回例会当日月ヶ丘住宅において正午から午後 2時までの間、手すりを使ったの立ち上がり実験に
協力をお願いいたします。40～70歳で協力いただける方は、baba@kansai-u.ac.jp 馬場昌子まで
連絡ください。時間調整いたしますのでよろしく。



　　　　　

 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　
2011年度第4回  例会のお知らせ　＜ 障がいと付き合う住生活シリーズ 2 ＞

　 脳血管障がい「暮らしへの影響」
前回、脳血管障がいの多彩な症状について説明をさせて頂きました。今回、その続きとして
脳血管障がいにより実際の生活動作にどのような支障をきたすのかということに焦点を当て
てお話ししていきます。
私たちは、食事・着替え・トイレ・入浴といった身の回りのことだけでなく、力仕事や家事・
育児、趣味といった、様々なそれぞれの暮らしを行っています。日常の中で突然に生じた、
片麻痺や高次脳機能障がいなどの脳卒中の後遺症が、その暮らしにどのような支障をきたす
のかをイメージできる場にしたいと思います。また住環境整備を行った事例を通してのお話
もできればと考えています。（以上担当の藤原太郎OTのコメントです。）
多くの皆様にご出席いただきたいと思います。

開催日時：　　　　　2011年11月12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：　 司会/一級建築士　馬場昌子
　　14:00～16:30　　脳血管障がい　「暮らしへの影響」 講師/作業療法士　藤原太郎
                            
　　16:30～17:00　　質疑応答　   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。）
　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。

＊
2011年度年会費納入のお願い （再掲）　個人会員 1000円（社員は 8000円）　郵便振替で下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送信先のメールアドレスまたは FAX番号をご記入下さい。

＜FAX同報通信から画像添付PCメールへ移行をお願いしています。移行可能な方はメールアドレスを事務局までお知らせください。＞



　　　　　

 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　
2011年度第5回  例会のお知らせ　＜ 障がいと付き合う住生活シリーズ 3 ＞

　 パーキンソン病「日常生活動作の工夫」

パーキンソン病患者は全国で 1000人に 1人と高い割合でみられ、神経難病の中でも最も多い
疾患の一つと言われています。パーキンソン病は50～60歳で発症することが多く、「筋肉が
こわばる」「動作が遅くなる」「姿勢が保てなくなる」「手足がふるえる」「歩行時、突進して
しまう」などの多彩な症状を認め、日常生活動作に大きな支障をきたします。
作業療法士の立場から、パーキンソン病の病態や「できるだけ単純な運動を意識する」「目印や
音を上手に使う」など、少しでも動きやすくなる日常生活動作の工夫までお話しします。
また、症状に合わせた住環境整備についても、事例を通して皆さまと一緒に考える場としたいと
思います。

開催日時：　　　　　2012年1月14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：　 司会/一級建築士　馬場昌子
　　14:00～16:30　　パーキンソン病「日常生活動作の工夫」 講師/作業療法士　藤原太郎
                            
　　16:30～17:00　　質疑応答　   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。）
　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。

＊
2011年度年会費納入のお願い （再々掲）　個人会員 1000円（社員は 8000円）　郵便振替で下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送信先のメールアドレスまたは FAX番号をご記入下さい。

＜FAX同報通信から画像添付PCメールへ移行をお願いしています。移行可能な方はメールアドレスを事務局までお知らせください。＞



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　
2011年度　第6回  例会のお知らせ

福医建研究会2011デンマーク研修旅行報告会
2011年11月29日から12月5日まで、7日間の日程で第3回の福医建海外研修旅行を実施しました。
デンマークのみに限定し、高齢者・障害者にかかわる住宅・住施設や、リハビリテーションセンター
(2007年改革：病院リハから在宅リハへ)、補助器具倉庫（引っ越し間近の消防署）といった、定番の
ものばかりではなく、 国際ホイスコーレ に宿泊させていただいたこともあり、寄宿生が全員でとる
朝食や夕食会などに参加、授業にも希望者が参加、近くのコロニーガーデン（集合住宅居住者のため
のサマーハウス）の散策を楽しんだり、また少し色合いの異なる、居住力が問われるエコビレッジも
訪問しました。デンマーク人の生活観も今まで以上に伺えた気がします。
雨と寒さにふるえながら飛び込んだお店が、ニシン料理オンパレードで、多くの参加者はうんざりで
したが、あとで聞くと有名なデンマークの郷土料理店だったり、結構デンマークに浸ってきました。
報告会では、報告者がどれだけ脱線してデンマークで感じたことを報告できるのかを楽しみにして、
多くの皆様にご参加いただきたいと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

開催日時：　　　　　　 2012年 3月10日（土）午後２時～5時 
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）

プログラム：  14:00～16:30　　各参加者によるデンマーク報告（途中適宜休憩）
　　   16:30～　　　　  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

＜お知らせ＞

福医建研究会は1月の理事会において、これまでの賛助会員の制度を廃止し、新たに一口3000円の
寄付会員制度を創設しました。これは3000円の寄付を100人以上を集めることにより、寄付者に
とっても、NPOにとっても税制上のメリットのある「認定NPO」をめざそうとするものです。
全額寄付と見なすため寄付会員には特典をもうけません。個人会員＋寄付会員、社員＋寄付会員と
いう形で、福医建研究会をサポートしていただける方が増えることを期待いたします。


