
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は今年で13回目となる、2012年度の
通常総会を迎えます。総会に先立ち、森 一彦先生（大阪市立大学大学院生活科学研究科教授）に
「認知症ケアと住環境」について記念講演をお願いいたしました。
認知症ケアの「施設ケアから在宅ケアへ」の流れは、今最も注目されており、今後ますます加速する
ものと考えられています。認知症高齢者が住み慣れた環境で過ごすことの意味や重要性について、広
く認識されるようになってきました。先生には、在宅ケアの意義と課題について、実践事例を交えな
がらお話していただきます。そして、私たちの活動の重要性を参加者一同で議論したいと考えます。

開催日時：　　　　　2012年 5月26日（土）　　午後 ２時～ 4時
開催場所：　　　　　追手門学院 大阪城スクエア　D室　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号出口徒歩７分
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。

講　師： 大阪市立大学大学院生活科学研究科教授 森　一彦　先生

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

＊

例会（記念講演）に引き続きNPO法人福医建研究会2012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　
2012年度　第１回  例会のお知らせ

認知症ケアと住環境
ー 施設ケアから在宅ケアへ ー



　　　　　

 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　
2012年度第2回  例会のお知らせ　＜ 疾病別住居改善シリーズ ＞

　 関節リウマチと住居改善
2011年度は藤原太郎 OTによる、障がいと付き合う住生活シリーズを３回連続で開催いたしま
したが、2012年度は、藤原さんと同じく、快居の会の相談スタッフをお引き受けていただいて
いる、山下協子OTに３回分の例会講師を担当していただくことになりました。
その第一回目は「関節リウマチと住居改善」をテーマに、7月7日に開催します。山下協子さん
のコメントを以下に紹介します。
関節リウマチは全身性疾患で、長い経過をたどり、徐々に関節破壊が進む病気です。いかに身体
を守り、病気と共存していくかと言う意味では、道具や環境の整備は、「失った機能の補完」と
してよりも、より積極的に「重度化の予防」として生活環境をとらえたい。近年の薬物療法の進
化に伴う変化を交え報告します。皆さんの経験・意見で活発な討議ができればと思います。

開催日時：　　　　　2012年7月7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　　関節リウマチと住居改善 講師/作業療法士　山下協子
                            
　　　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。

＊
2012年度年会費納入のお願い 　個人会員 1000円（別途寄付会員の申し込みもよろしく）　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。＞



福医建研究会は平成22年度に引き続き23年度も、国交省の高齢者等居住安定化補助事業「ケア連携型バリ
アフリー改修体制整備」部門に取組みました。提出書類の作成などに多忙を極めましたが、補助事業として
2年間で21件の住居改善を実施しました。この事業の最終年となる24年度もこれまでに数件の相談、設計
業務がはじまっています。
本年度第３回例会では、この事業２年目の取り組みから、この補助金や市の助成金などをフルに活用した、
大規模なバリアフリー改修の事例である、「徹さんの住居改善」について報告いたします。
「自立度を高める＋介護負担の低減」をキーワードにした、車いすでの快適生活のための改善事例です。
徹さんとご家族、OT・施工者・設計者による連携の意義と、各段階でのシミュレーションの大切さ、住居
改善後の徹さんのADL・意欲の向上などについて、ご本人と各担当からお伝えできればと思います。

開催日時：　　　　　2012年 9月8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　　　　馬場昌子（本会理事）
　14:00～15:10　　徹さんの住居改善概要　　　　　　　　 　　設計担当　　森　隆 （一級建築士）
　15:20～16:40　　ご本人と住居改善に携わって頂いた方の報告　 
　　　　　　　徹さんとご両親　中川文子（作業療法士）　上田 猛 （一級建築士）　吉川 勲（施工/一級建築士）
　16:40～17:00　　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。

＊
2012年度年会費納入のお願い 　個人会員1000円（別途寄付会員の申し込みもよろしく）　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　
2012年度第３回  例会のお知らせ　＜ 23年度ケア連携　住居改善の取り組み ＞

　事例報告　徹さんの住居改善



　　　　　

 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　
2012年度第4回  例会のお知らせ　＜ 疾病別住居改善シリーズ ＞

　 脊髄障がいと生活環境
快居の会の相談スタッフもお引き受けていただいている、作業療法士の山下協子さんに講師
をお願いした今年度の 例会企画 ＜ 疾病別住居改善シリーズ ＞  の第２回です。
「脊髄障がいと生活環境」をテーマに11月10日に関大月が丘住宅で開催いたします。
以下は山下さんのコメントです。
「交通事故や建築現場での転落などの外傷性の脊髄損傷 (せきそん)よりも、むしろ加齢に
伴う脊椎の病変や変性によって生じた、脊髄の障がいが増加傾向にあると言われる。これら 
＜脊髄障がい＞ を引き起こす病気の理解とその障がい像をもとに、長く生活を続けられる
環境整備や、障がい者の高齢化に伴う変化に対応できる環境はどのようなものかを、一緒に
考えましょう。」

開催日時：　　　　　2012年11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　　脊髄障がいと生活環境 講師/作業療法士　山下協子
                            
　　　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

　　　fukuiken@crest.ocn.ne.jp　　http://www7.ocn.ne.jp/̃fukuiken/

＜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＞

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。

＊
2012年度年会費納入のお願い 　個人会員 1000円　郵便振替で下記までお振込み下さい。

＜このほかに寄付会員として、年 3000円/一口も受付けています。よろしく。＞
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。



久しぶりの見学会企画です。
長居障害者スポーツセンターは、1974年に設立された日本初の障害者を対象としたスポーツ
施設です。「精神的にも自信と勇気を養い、社会参加の機会を増やし、豊かな日常生活を送っ
ていただく」ことを目的に設立されました。
見学は、まず研修室２に集まり、社会福祉法人大阪市障害福祉・スポーツ協会の担当者から、
このセンターの説明、施設の概要をお話いただいてから、センター内を見学します。合わせて
約２時間の見学会です。（研修室２は、玄関を入り奥へ進んで突き当たりのエレベータ前を右
へ、自動ドアをいったん出て別館に入り右手です。）
なお、長居公園には陸上競技場、球技場などのスポーツ施設のほか、大阪市立自然史博物館や
植物園もありますが、冬期の入館受付が４時までのため、博物館や植物園に興味のある方は、
長居公園に朝から来ていただくことをお勧めいたします。

開催日時： 2013年 1月19日（土）　　午後 ２時～ 4時
開催場所： 大阪市長居障害者スポーツセンター　＜研修室２に集合＞　
 大阪市東住吉区長居公園1番32号　　TEL06-6697-8681
 　　http://www.fukspo.org/nagaissc/　　　

　　　　　　　　　　　　　

■地下鉄御堂筋線「長居」駅１号出入口から北へ約１４０ｍ
■ＪＲ阪和線「長居」駅から東へ約２２０ｍ

講　師：　　　社会福祉法人大阪市障害福祉・スポーツ協会のスタッフ

参加費：　　　今回は会員、会員外とも無料です。（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

 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　
2012年度　第５回  例会のお知らせ

長居障害者スポーツセンター見学会

http://www.fukspo.org/nagaissc/
http://www.fukspo.org/nagaissc/


本年度最終の第６回例会は、福医建が３年間取り組んだ国の補助事業、高齢者等居住安定化推進事業
のケア連携型バリアフリー改修体制整備部門についての、ホットな報告会としたいと思います。
やっと３年目の改修工事が何とか完了しましたが、（今年度は２事例のみ、３年間で23事例を実施）
まだまだ「完了実績報告書」の作成で大忙しの福医建研究会ですが、この例会は、何とか数件の事例
報告と総まとめの議論の場にしたいと思います。福医建以外の組織で「ケアバリ」に関わった方にも
参加いただいて、この補助制度の可能性と問題点について議論が出来ないかと考えています。

開催日時：　　　　2013年 3月16日（土）　　午後 ２時 ～ 5 時
開催場所：　　　　追手門学院 大阪城スクエア　ホール C 室　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：  14:00～15:20　　ケアバリ改修の事例紹介
   15:30～16:50　　総まとめの議論、補助制度の可能性と問題点
　　  16:50～　　　　 　　引き続き連絡事項/終了

発表者（予定）：　竹村伍郎　新川克己/NPO法人まち・すまいづくり  　上田猛　逢坂伸子　佐藤和子　
   鈴木章仁　馬場健一　馬場昌子　藤原太郎　森隆　山下協子/福医建研究会

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3000円/年の寄付会員を募集しています。
寄付会員申込書を福医建事務局に請求ください。

 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　
2012年度　第６回  例会のお知らせ

ケア連携型バリアフリー改修補助事業 ３年間の取り組み
ケアバリ改修の事例報告と総まとめの議論

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。


