
平成24年12月吉日

関 係 者 各 位

  拝啓、時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
  平素は、弊社業務に多大なご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

敬 具

1． 期日 平成25年2月25日（月）～3月2日(土） 
※受付は、初日の9時30分より行います。

2． 会場 （株）ヤマシタコーポレーション東京東営業所　3階研修室
※詳しい場所は、会場案内図をご参照ください。

3． 主催 株式会社  ヤマシタコーポレーション

4． 募集定員 50名（先着順で申し受けます。）

5． お申し込み 別添申し込み用紙により株式会社ヤマシタコーポレーション宛てFAX
（03-5730-6767）でお申し込みください。
※部分受講の方は、資格を証明する免許のコピーもFAX願います。

6． 締切日 平成25年2月11日（月）（ただし、希望者が定員に達した時点で締め切らせていただきます。）

7． 受講料 48,000円（テキスト代を含む）〈銀行振込手数料含まず〉

8． お問合せ先 （株） ヤマシタコーポレーション  東京本部
東京都港区三田 1-4-28  三田国際ビル２２F
TEL：03-5730-4545   FAX：03-5730-6767 担当：大久保

9． その他 ・本人を確認できる証明書（戸籍謄本、戸籍抄本、住民票、住民基本台帳カード、
　健康保険証、運転免許証、パスポート等）をご持参ください。

・全科目の受講によって修了と認定し、修了証を交付致します。
・研修カリキュラム及び講師については、若干の変更もありますのでご了承願います。
・一旦振り込まれた受講料は返却できませんので、ご了承ください。
・テキストは研修初日にお渡しします。筆記用具をご持参ください。
・実技を行うため動きやすい格好（女性はスカートではなくズボン）でお越しください。
　ジャージ等は必要ありません。
・空調にムラがありますので、上着など調節できるものをご持参下さい。
・昼食は各自でご用意下さい。ゴミは必ずお持ち帰り下さい。
・駐車場はございませんので、必ず公共の交通機関をご利用ください。
・受講履歴の管理及び修了証発行のため、シルバーサービス振興会と東京都に
　研修受講者の個人データを提供いたしますので予めご了承ください。

－記－

  このたび、福祉用具の貸与・販売サービスに共通する福祉用具供給事業従事者研修会を下記の通り
開催致します。

株式会社  ヤマシタコーポレーション

代表取締役社長  山下一平

「「「「福祉用具供給事業従事者研修会福祉用具供給事業従事者研修会福祉用具供給事業従事者研修会福祉用具供給事業従事者研修会」」」」開催開催開催開催のごのごのごのご案内案内案内案内

  ご多忙中誠に恐縮ですが、ご担当者のご参加につきまして格別のご配慮を賜りますよう、ご案内方々
お願い申し上げます。
  なお、弊社では本研修を介護保険における指定福祉用具貸与・販売事業者の人員基準で定める指
定講習会（都道府県知事が指定した講習会）の指定を受けて実施するものですので申し添えます。

  本研修会は、高齢者の増大かつ多様化するニーズに対応した適切な福祉用具等を提供するため、
必要な知識や技能を有する従事者を育成し、もって高齢者の自立促進及び介護者の負担軽減を図る
ことを目的としております。
  あわせて、介護保険制度の円滑な運営に資するため、介護保険制度における大臣指定居宅サービ
スとしての福祉用具貸与事業において必要な知識、技能を有する者の養成を図ることを目的とします。



ヤマシタコーポレーション福祉用具供給事業従事者研修会　講師一覧

担当科目 講師名 現　　　職 資　格　等
専任

／兼任

老人保健福祉制度の概要 柳田　正明
山梨県立大学　人間福祉学部
　福祉コミュニティ学科　准教授

社会福祉士 兼任

葭田　美知子 ＮＰＯ法人　メイアイヘルプユー　理事 看護師 兼任

新津　ふみ子
ＮＰＯ法人　メイアイヘルプユー
　代表理事
ケア･コーディネーション研究所　所長

看護師、社会福祉士 専任

牧野　美奈子 ＮＰＯ法人　日本コンチネンス協会 介護福祉士 兼任

纐纈　恵美子
ＮＰＯ法人　渋谷介護サポートセンター
　管理者

介護福祉士 兼任

市川　洌 福祉技術研究所(株)　代表 兼任

葭田　美知子 ＮＰＯ法人　メイアイヘルプユー　理事 看護師 兼任

秋山　茂 北里大学医療衛生学部　非常勤講師
衛生検査技師、臨床検査技師、
第１種作業環境測定士

専任

高齢者等の心理 柳田　正明
山梨県立大学　人間福祉学部
　福祉コミュニティ学科　准教授

社会福祉士 兼任

医学の基礎知識 島田　潔 板橋区役所前診療所　院長 医師 専任

渡邉　愼一
横浜市総合リハビリテーションセンター
　医療部　理学・作業療法課　課長

作業療法士 兼任

職業倫理 村尾　俊明
社団法人 日本社会福祉士会 相談役
社団法人　東京社会福祉士会
　かつしか社会福祉士会　会長

社会福祉士 専任

福祉用具提供の実際 市川　洌 福祉技術研究所(株)　代表 兼任

牧野　美奈子 ＮＰＯ法人　日本コンチネンス協会 介護福祉士 兼任

渡邉　愼一
横浜市総合リハビリテーションセンター
　医療部　理学・作業療法課　課長

作業療法士 兼任

纐纈　恵美子
ＮＰＯ法人　渋谷介護サポートセンター
　管理者

介護福祉士 兼任

市川　洌 福祉技術研究所(株)　代表 兼任

住宅改修の基礎知識 溝口　千恵子 (株)高齢者住環境研究所　代表取締役 一級建築士 専任

福祉用具の理解

介護に関する基礎知識

介護技術

介護場面における
福祉用具の活用

リハビリテーション概要



老人保健福祉に関する基礎知識　２時間
老人保健福祉制度の概要 ･ 老人保健福祉の基本制度

（２時間） ･ 老人保健福祉サービス

･ 関連法規の理解

介護と福祉用具に関する知識　２０時間
介護に関する基礎知識 ･ 介護の目的､機能と基本原則

（６時間） ･ 在宅介護の特徴と基本的対応

介護技術 ･ 食事、排泄、入浴等の基本的な介護技術

（１０時間） ･ 体位変換、移動時等の基本的な介護

介護場面における ･ 介護場面における福祉用具利用についての理解

福祉用具の活用 ･ 一般的機器の操作方法、安全のための諸注意、点検方法、消毒方法等の理解

（４時間） ･ 福祉用具の選定相談及び適合性の確認

関連領域に関する基礎知識　１０時間
高齢者等の心理 ･ 高齢者の生活・行動と心理

（２時間） ･ 高齢者の家族に対する理解

医学の基礎知識 ･ 人体の基礎的構造

（６時間） ･ 老齢期に見られる疾病と障害

リハビリテーション概要 ･ 理学療法、作業療法を中心としたリハビリテーションの基礎知識

（２時間） ･ リハビリテーションにおける福祉用具の役割およびその活用

職業倫理　２時間
職業倫理 ･ 福祉サービスに携わる者としての倫理及び責務

（２時間） ･ 福祉用具供給事業従事者に求められる責務及び倫理性

･ 利用者および家族のプライバシーの保護

･ 家族とのコミュニケーションの確保

･ 最善の介護方法の追求

･ 不断の自己研鑽

･ 利用者の私生活への不介入

･ 慎むべき話題

福祉用具の活用に関する実習　１６時間
福祉用具提供の実際 ･ 福祉用具の選定相談および適合性の確認の重要性など福祉用具提供における基本的事項

（総論）　（１時間）
福祉用具の理解 ･ それぞれの一般的な機器の特徴、使用方法、使用上の注意等

（１２時間） ＜排泄関連用具＞　２時間

･ それぞれの一般的な機器の特徴、使用方法、使用上の注意等

＜入浴関連用具＞　２時間

･ それぞれの一般的な機器の特徴、使用方法、使用上の注意等

＜移動・移乗関連用具 ＞　２時間

･ それぞれの一般的な機器の特徴、使用方法、使用上の注意等

＜起居・床ずれ防止関連用具＞　２時間

･ それぞれの一般的な機器の特徴、使用方法、使用上の注意等

＜視聴覚＞　１時間

･ それぞれの一般的な機器の特徴、使用方法、使用上の注意等

＜コミュニケーション＞　１時間

･ それぞれの一般的な機器の特徴、使用方法、使用上の注意等

＜食事・自助具＞　１時間

･ それぞれの一般的な機器の特徴、使用方法、使用上の注意等

＜衣類・用品＞　１時間

住宅改修の基礎知識 ･ 住宅改修など福祉用具の使用環境の在り方についての理解

（３時間）

 〈　ヤマシタコーポレーション福祉用具供給事業従事者研修会　講習課程　〉

教科名 内    容

合　　　計 ５０　時間  （ 講義 ： ３４時間、実習 ： １６時間 ）



研修会研修会研修会研修会についてについてについてについて

福祉用具供給事業従事者研修福祉用具供給事業従事者研修福祉用具供給事業従事者研修福祉用具供給事業従事者研修のののの受講免除等受講免除等受講免除等受講免除等のののの取扱取扱取扱取扱についてについてについてについて

1111. . . . 「「「「医療又医療又医療又医療又はははは福祉福祉福祉福祉にににに関関関関するするするする資格者資格者資格者資格者」」」」のののの受講免除受講免除受講免除受講免除のののの取扱取扱取扱取扱

2222. . . . 「「「「振興会振興会振興会振興会がががが指定指定指定指定するカリキュラムするカリキュラムするカリキュラムするカリキュラム以外以外以外以外のののの福祉用具専門相談員指定講習会修了者福祉用具専門相談員指定講習会修了者福祉用具専門相談員指定講習会修了者福祉用具専門相談員指定講習会修了者」」」」のののの取扱取扱取扱取扱

3333. . . . 過去過去過去過去のののの受講部分受講部分受講部分受講部分のののの取扱 取扱 取扱 取扱 

訪問入浴介護サービス従事者研修 ・老人保健福祉に関する基礎知識

・高齢者等の心理

・介護と福祉用具に関する知識（共通部分）

・職業倫理

在宅配食サービス従事者研修 ・老人保健福祉に関する基礎知識

・職業倫理

＊この場合、「福祉用具供給事業従事者研修会」（振興会）の修了証のみを交付します。

  「振興会が指定するカリキュラム以外の福祉用具専門相談員指定講習会修了者」は、「職業倫理」を除く当研修の「講義」部
分の受講を省略できます。

＊この場合、受講部分についての「受講済証」（振興会）のみ交付します。
   （東京都知事の修了証書、振興会の修了証は交付できません）

  1年以内に振興会の福祉用具供給事業従事者研修の一部を受講し、未受講部分を受講する場合は、受講済み部分の受
講を省略できます。

　当社の研修会は、①シルバーサービス振興会指定「福祉用具供給事業従事者研修会」と②東京都知事指定「福祉用具専
門相談員指定講習会」を兼ねており、2つの目的（①シルバーマーク販売・レンタル認定のための人的要件である福祉用具供給
事業従事者研修と②介護保険における福祉用具貸与・販売事業者の人員基準で定める東京都知事指定講習会の修了）を
持っております。

＊お渡しする修了証は「福祉用具供給事業従事者研修会修了証」、「福祉用具専門相談員指定講習会修了証書」の
   2種類です。認定方法は、全科目を受講となっております。

  「医療又は福祉に関する資格者」は、当研修の「講義」部分の全ての受講を省略できます。
カリキュラムの太枠部分（16時間）が受講科目です。

　「医療または福祉に関する資格者」とは、介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法
士、社会福祉士の資格者と、ホームヘルパー1･2級（平成8年度以降1･2級課程修了者）を言います。

　　「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」（平成11年厚生省令第37号）第194条に定める
　　一定の有資格者（社会福祉士、介護福祉士、看護師、訪問介護員養成研修1級課程及び2級課程修了者、等）に
　　ついては、本講習会本講習会本講習会本講習会をををを受講受講受講受講しなくてもしなくてもしなくてもしなくても福祉用具専門相談員福祉用具専門相談員福祉用具専門相談員福祉用具専門相談員としてとしてとしてとして指定福祉用具貸与指定福祉用具貸与指定福祉用具貸与指定福祉用具貸与・・・・販売事業所販売事業所販売事業所販売事業所でででで勤務勤務勤務勤務することがすることがすることがすることが可能可能可能可能
　　　　　　　　です。

＊この場合、「福祉用具供給事業従事者研修会」（振興会）の修了証を交付します。

＊この場合、「福祉用具供給事業従者研修会」（振興会）の修了証を交付します。

4444. . . . （（（（一社一社一社一社））））シルバーサービスシルバーサービスシルバーサービスシルバーサービス振興会振興会振興会振興会がががが別別別別にににに実施実施実施実施したしたしたした在宅在宅在宅在宅サービスサービスサービスサービス事業従事者研修事業従事者研修事業従事者研修事業従事者研修のののの修了者修了者修了者修了者････受講済者受講済者受講済者受講済者のののの受講免除受講免除受講免除受講免除のののの取扱取扱取扱取扱

  （一社）シルバーサービス振興会が別に実施した在宅サービス事業従事者研修の修了者・受講済者が、福祉用具供給事業
従事者研修において省略できる科目は下表の通りとします。

研修名 省略できる科目名



会場案内図会場案内図会場案内図会場案内図
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○アクセス
・都営新宿線・東京メトロ半蔵門線　住吉駅Ａ４出口より　徒歩５分
・都営新宿線　西大島駅Ａ１出口より　徒歩５分
・ＪＲ総武線　錦糸町駅南口または亀戸駅北口より　タクシー５分
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東京 千葉

ＪＲＪＲＪＲＪＲ錦糸町駅錦糸町駅錦糸町駅錦糸町駅 ＪＲＪＲＪＲＪＲ亀戸駅亀戸駅亀戸駅亀戸駅

京葉道路京葉道路京葉道路京葉道路

錦糸町錦糸町錦糸町錦糸町ランプランプランプランプ

　　　　　　　　首都高速首都高速首都高速首都高速７７７７号線号線号線号線

　　　　
　　　　
四四四四
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理 ンボ

西大島駅西大島駅西大島駅西大島駅住吉駅住吉駅住吉駅住吉駅

猿江恩賜公園

ヤマシタコーポレーションヤマシタコーポレーションヤマシタコーポレーションヤマシタコーポレーション

東京東営業所東京東営業所東京東営業所東京東営業所
((((東京都江東区大島東京都江東区大島東京都江東区大島東京都江東区大島１１１１－－－－８８８８－－－－１０１０１０１０））））

ティアラこうとう


