
福祉用具専門相談員指定講習会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

指定事業者 / 公益財団法人フランスベッド・メディカルホームケア研究・助成財団 

※東京都福祉用具専門相談員指定講習指定通知番号「２６福保高介第１６６１号」 

期   間 / ２０２２年１１月９日（水）・１0 日（木）・１１日（金）・１２日（土）・１８日（金）・１９日（土） 

≪合計６日間≫ 

募集人員 / ２５名 

会   場 / ①「遠隔講義」     １１月９日（水）・１０日（木）・１1 日（金）・１２日（土）  【４日間】 

②「集合研修会場」  １１月１８日（金）・１９日（土）  【２日間】 

「フランスベッド㈱メディカレント東京３階 研修室」           

                 住所：東京都小平市天神町４-１-1                    

 

 

2022 年度（第１回）福祉用具専門相談員指定講習会開催のご案内 



関係者各位   令和４年７月 

公益財団法人 

フランスベッド・メディカルホームケア研究・助成財団 

代表理事 理事長  池 田 茂 

２０２２年度（第１回）「福祉用具専門相談員講習会」開催のご案内 

拝啓、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は、当財団業務に多大なご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、今般、介護保険法施行令及び介護保険の国保負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令〔平成２６年

政令第３９７号〕が交付され、福祉用具専門相談員となるための要件から養成研修修了者（介護職員基礎研修課程・

１級課程・２級課程の修了者、介護職員初任研修課程の修了者）を除き、福祉用具に関する知識を有している国家資

格保有者及び福祉用具専門相談員指定講習修了者に限定することとする等の改正が行われ、平成２７年４月１日より

適用されることになりました。 

本研修会は、高齢者の増加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、 

技能を有する従事者を養成し、もって高齢者の自立の促進および介護者の負担の軽減を図ることを目的としており

ます。なお、本研修は、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指定講習会（東京都

知事が平成２７年３月１９日に指定した講習会）の指定を受けて実施するものです。 

ご多忙中誠に恐縮ですが、ご担当者のご参加について格別のご配慮を賜りますよう、ご案内旁々お願い申し上げます。 

    ―記－ 

指定事業者 ／ 公益財団法人フランスベッド・メディカルホームケア研究・助成財団 

※東京都福祉用具専門相談員指定講習指定通知番号「２６福保高介第１６６１号」 

期 間 ／２０２２年１１月 ９ 日（水）・１０日（木）・１１日（金）・１２日（土）・１８日（金）・１９日（土）

《合計６日間》

会 場 ／❶『遠隔講義』１１月９日（水）・１０日（木）・１１日（金）・１２（土） 【４日間】 

（１）公益財団法人フランスベッド・メディカルホームケア研究・助成財団から配信 

（２）マロニエ医療福祉専門学校 理学療法士学科から配信 

❷『集合研修会場』１１月１８日（金）・１９日（土） 【２日間】 

「フランスベッド㈱メディカレント東京３階 研修室」住所：東京都小平市天神町４-１-１ 

募集人員 ／ ２５名（先着順・定員になり次第締切り） 

お申込み ／ 別添申込み用紙により、ＦＡＸまたはメールにてお申込みください。 

（個人でのお申込みも受付けております。）受講申込書が到着次第、受講証を送付いたします。 

締切日 ／ ２０２２年１０月２７日（木）必着

受講料 ／ ４０，０００円（税込）《受講料・テキスト代・登録料等を含む》 

（注）※振込手数料は各自ご負担ください。 

※宿泊が必要な方は各自にて手配いただきますようお願いいたします。 

※受講決定の連絡があり次第上記金額を指定の振込口座にお振込ください。 

※開催日前日以降の取り消しは返金いたしませんので、御了承ください。 

【追記】１．開講式を２０２２年１１月９日（水）のＡＭ９：４５から遠隔にて行います。 

（開講式当日はＡＭ９：００から接続できますので、お早目のログインをお願いします。） 

２．１１月９日（水）は出席並びに受講証の確認を遠隔にて行います。 



福祉用具専門相談員講習カリキュラム 

区分 科目 時間数 

 

 

 

 

 

 

講義 

１ 福祉用具と福祉用具専門相談員の役割 

 （１） 福祉用具の役割 １ 

（２） 福祉用具専門相談員の役割と職業倫理 １ 

２ 介護保険制度等に関する基礎知識 

 （１） 介護保険制度等の考え方と仕組み ２ 

（２） 介護サービスにおける視点 ２ 

３ 高齢者と介護・医療に関する基礎知識 

 （１） からだとこころの理解 ６ 

（２） リハビリテーション ２ 

（３） 高齢者の日常生活の理解 ２ 

（４） 介護技術 ４ 

（５） 住環境と住宅改修 ２ 

４ 個別の福祉用具に関する知識・技術 

 （１） 福祉用具の特徴 ８ 

演習 （２） 福祉用具の活用 ８ 

 

講義 

 

 

５ 福祉用具に係わるサービスの仕組みと利用の支援に関する知識 

 （１） 福祉用具の供給の仕組み ２ 

（２） 福祉用具貸与計画等の意義と活用 ５ 

 

演習 
６ 福祉用具の利用の支援に関する総合演習 

 福祉用具による支援の手順と福祉用具貸与計画等の作成 ５ 

   合 計 ５０ 

   

(注) 上記とは別に、筆記の方法による修了評価（１時間程度）を実施する。 

 (注)  福祉用具専門相談員指定講習における目的、到達目標及び内容の指針「別紙１」 



 「遠隔講義」 

２０２２年１１月９日（水） ・ １０日（木） ・ １１日（金） ・ １２日（土）  【４日間】 

① １１月９日（水） ： ９：４５～１２：００ ① １１月９日（水） ： １２：４０～１９：００ 

② １１月１０日（木）： ９：００～１９：００  

③ １１月１１日（金）： ９：００～１８：００  

④ １１月１２日（土）： ９：００～１９：００  

【配信元】 

公益財団法人 

フランスベッド・メディカルホームケア研究・助成財団

住所：東京都小平市天神町４-１-１ 

フランスベッド㈱メディカレント東京３階 

電話：042-349-5435 

（担当講師：高巣先生・山田先生・梅田先生 

         望月先生・高木先生・天池先生）

 

【配信元】 

マロニエ医療福祉専門学校 理学療法学科 

住所：栃木県栃木市今泉町 2-6-22 

電話：042-349-5435（フランスベッド財団） 

 

（担当講師：矢口先生） 

 

[集合研修会場]  

「フランスベッド㈱メディカレント東京 3 階 研修室」 
２０２２年１１月１８日（金） ・ １９日（土）  【２日間】 

住所：東京都小平市天神町４-１-１ フランスベッド㈱メディカレント東京３階 

電話：042-349-5435 

【会場案内図】 

 

■西武新宿線「小平駅」よりバス４分 

「小平第二小学校前」降車 徒歩６分  

 

■西武新宿線「花小金井駅」よりバス７分 

「共済住宅前」降車 徒歩 7 分 

 

■ＪＲ「国分寺駅」よりバス１２分 

「共済住宅」降車徒歩 ６分 

 

※駐車場は利用できませんので、公共交通機関の 

ご利用をお願いいたします。 

 

お問合せ先 

公益財団法人フランスベッド・メディカルホームケア研究・助成財団 事務局       

〒187-0004 東京都小平市天神町４-１-１ フランスベッド㈱メディカレント東京３階 

TEL（042）349-5435  FAX（042）349-5419 

ＵＲＬ：https://www.fbm-zaidan.or.jp/   Ｅ-mail：info@fbm-zaidan.or.jp 

 
フランスベッド 



（様式1）

１１/９（水） １１/１０（木） １１/１１（金） １１/１２（土） １１/１８（金） １１/１９（土）

8:00

8:30 8:30受付

 9:00 リハビリテーション からだとこころの理解 福祉用具の特徴と活用 福祉用具貸与計画等 住環境と住宅改修
杏林大学医学部 社会福祉法人浴光会 （排泄） の意義と活用 フランスベッド㈱

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学教室 国分寺病院　理事長 福祉用具プランナー ﾒﾃﾞｨｶﾙ営業企画部
講師 高木　智匡 フランスベッド㈱ リフォーム担当　係長

開講式　オリエンテーション 山田　深 皮膚・排泄ケア メディカル営業推進部 宇土　久徳

10:00 認定看護師　天池　光 メディカル営業推進課　係長

10:00 福祉用具の役割 森田　美冬
ﾌﾗﾝｽﾍﾞｯﾄﾞ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ

ﾎｰﾑｹｱ研究・助成財団　

高巣　勝則

11:00 休憩
11:00 福祉用具専門相談員 介護保険制度等 福祉用具の特徴と活用 福祉用具による支援の手順

の役割と職業倫理 の考え方と仕組み （床ずれ） と福祉用具貸与計画の作成

ﾌﾗﾝｽﾍﾞｯﾄﾞ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ （演習）
ﾎｰﾑｹｱ研究・助成財団　 介護支援専門員 とちぎノーマライゼーション

高巣　勝則 梅田　滋 皮膚・排泄ケア 研究会　理事長
12:00 認定看護師　天池　光 伊藤　勝規

12:40 高齢者の日常生活の理解 介護保険制度等 からだとこころの理解 福祉用具の特徴と活用 福祉用具貸与計画等 福祉用具による支援の手順

学校法人産業教育事業団 の考え方と仕組み 社会福祉法人浴光会 （床ずれ） の意義と活用 と福祉用具貸与計画の作成

マロニエ医療福祉専門学校 国分寺病院　理事長 福祉用具プランナー （演習）
理学療法学科　理学療法士　　 介護支援専門員 高木　智匡 フランスベッド㈱ とちぎノーマライゼーション

矢口　剛 梅田　滋 皮膚・排泄ケア メディカル営業推進部 研究会　理事長
認定看護師　天池　光 メディカル営業推進課　係長 伊藤　勝規

6 13:40 介護サービスにおける視点 福祉用具の特徴と活用 森田　美冬
(食事、更衣、整容）

介護支援専門員 東京都福祉保健財団

梅田　滋 相談員
望月　彬也

14:40

14:50 介護技術 介護サービスにおける視点 からだとこころの理解 福祉用具の特徴と活用 福祉用具の特徴と活用 福祉用具による支援の手順

学校法人産業教育事業団 社会福祉法人浴光会 （入浴） (移動） と福祉用具貸与計画の作成

マロニエ医療福祉専門学校 介護支援専門員 国分寺病院　理事長 東京都福祉保健財団 東京都福祉保健財団 （演習）
理学療法学科　理学療法士 梅田　滋 高木　智匡 相談員 相談員 とちぎノーマライゼーション

矢口　剛 望月　彬也 望月　彬也 研究会　理事長
15:50 伊藤　勝規
15:50 福祉用具の特徴と活用 福祉用具の供給の仕組み

(コミュニケーション･社会参加） ﾌﾗﾝｽﾍﾞｯﾄﾞ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ
東京都福祉保健財団 ﾎｰﾑｹｱ研究・助成財団

相談員 高巣　勝則
望月　彬也

16:50

17:00 介護技術 福祉用具の特徴と活用 福祉用具の供給の仕組み 福祉用具の特徴と活用 福祉用具の特徴と活用 修了評価
学校法人産業教育事業団 (コミュニケーション･社会参加） ﾌﾗﾝｽﾍﾞｯﾄﾞ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ （起居） (移乗） （試験）
マロニエ医療福祉専門学校 東京都福祉保健財団 ﾎｰﾑｹｱ研究・助成財団 東京都福祉保健財団 東京都福祉保健財団

理学療法学科　理学療法士 相談員 高巣　勝則 相談員 相談員
矢口　剛 望月　彬也 望月　彬也 望月　彬也

18:00
18:00 福祉用具の特徴と活用

(食事、更衣、整容）
東京都福祉保健財団

相談員
望月　彬也

19:00

　※講師の都合により、講師、内容、時間帯の変更をする場合もあります。

※

休　憩

遠隔講義においては適宜休憩を入れておりますが変更となる場合もあります。

9 ～

10 ～

休　　　　　憩

8 ～

国立精神・神経医療研
究センター病院

7 ～

～

5 ～

休　　　　　憩 休　憩

休　　　　　憩 休　憩

2 ～

3 ～

4 ～

国立精神・神経医療研
究センター病院

国立精神・神経医療研
究センター病院

1

～

～

２０２２年度（第１回）　福祉用具専門相談員指定講習課程

会場

日時

8:45 オリエンテーション

集合研修会場：ﾌﾗﾝｽﾍﾞｯﾄﾞ（株）メディカレント東京３階

（東京都小平市天神町四丁目１番１号）

遠隔講義
配信元：(1)公益財団法人フランスベッド・メディカルホームケア研究・助成財団
　　　　　（2）マロニエ医療福祉専門学校


