
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共  催： 一般社団法人日本車いすシーティング協会 

 

 

 

 

日  程： ２０１２年８月２１日（火）～２２日（水） （２日間） 

主  催： 日本リハビリテーション工学協会 車いすＳＩＧ 

協  賛： 

 

社団法人日本福祉用具供給協会  日本福祉用具・生活支援用具協会 

公益財団法人テクノエイド協会 
公益社団法人日本理学療法士協会  一般社団法人日本作業療法士協会 
※ 公益社団法人日本理学療法士協会「生涯学習基礎プログラム」単位認定研究会となっております。 

※ 一般社団法人日本作業療法士協会「生涯教育制度」基礎ポイント対象研修会となっております。 

会  場： 国際医療福祉大学 福岡天神キャンパス 

〒810-0072 福岡県福岡市中央区長浜 1-3-1 

TEL  092-739-4321  FAX  092-739-4343 

http://fkango.iuhw.ac.jp/ 

定  員： コースにより異なる（プログラム参照）  

参 加 費： テキスト代金を含みます  

日本リハ工学協会員 日本車いすシーティング協会加盟企業の方 学生 

広告掲載企業の方 車いす利用者及びそのご家族（常時専任介助者） 

車いすSIG会員 12,000円 

車いすSIG非会員 14,000 円 

車いす SIG 講習会協賛団体企業の方および加盟者 

第27 回リハ工学カンファレンス（http://www.resja.or.jp/conf-27/index.html） 

協賛団体加盟者 

車いすSIG会員 14,000 円 

車いすSIG非会員 16,000 円 

上記以外の方 
車いすSIG会員 20,000円 

車いすSIG非会員 20,000円 

昼  食： 事務局で昼食（1,000 円）の注文をとりまとめさせていただきますので、ご希望の方は参加申

込書にてお申し込みください。 

宿  泊： 各自インターネット等でご予約ください。 

申込締切 ２０１２年 7 月１３日（金） ※定員になり次第受付を終了させていただきます。 

申込方法： 参加申込書に必要事項をご記入の上、FAX または郵送にて下記までお申し込みください。 

車いすSIGメンバー（会員）の優先受付期間を設けており、一般の方の受付開始は 6 月 20 日となり

ます。それ以前にお申込いただきました場合受理できませんのであらかじめご了承ください。 

なお、参加費は事前振込制とさせていただいております。お申込を受けさせていただいた方には、後

日、請求書をお送りいたしますので期限までにお振込をお願いいたします。 

第36回日本リハビリテーション工学協会 

車いすＳＩＧ講習会 in 福岡 
開催のご案内 

車いすSIG講習会事務局 
 

〒235-0033 神奈川県横浜市磯子区杉田2-7-20 

 担当：深野栄子 

TEL．０４５－３５３－８３６４  FAX．０４５－３５３－８３６５ 

http://www.wheelchair-sig.jp 

 

車いすＳＩＧでは年 2 回講習会を開催しており、冬は基礎編（共通講義・座学）、夏は実践編（選択コ

ース制）となっています。福岡では初めての開催となります。今回もデモンストレーションや実技を含

めた講習内容で、講習会アンケート等でニーズの高い２つのコースからお好きなコースを選んでいただ

けるようにご用意しました。 

日頃車椅子に興味をお持ちの方、車椅子についてもっと深めたい方、受講者のみなさまの多様なニー

ズにお応えできるように精一杯準備してお待ちいたします。 

http://www.resja.or.jp/conf-27/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

【講師・スタッフ一覧（予定）】（敬称略・順不同） 

※この一覧は現段階でご了解いただいている講師・スタッフのみの記載となっておりますので予めご了承ください。 
 

宮野 秀樹（兵庫頸髄損傷者連絡会） 

井上 英年（介護老人保健施設 愛） 

一ノ瀬浩幸（佐賀大学 教務員） 

中島 大輔（福岡市立心身障がい福祉センター 理学療法士） 

 
 

以下車いすＳＩＧ役員 

■ 常任世話人 

松尾 清美（佐賀大学 リハエンジニア） 

西村 重男（北海道立心身障害者総合相談所 エンジニア） 

沖川 悦三（神奈川県総合リハビリテーションセンター リハエンジニア） 

江原 喜人（総合せき損センター リハエンジニア） 

北野 義明（石川県リハビリテーションセンター リハエンジニア） 

小林 博光（総合せき損センター リハエンジニア） 

佐藤 史子（横浜市総合リハビリテーションセンター 理学療法士） 

白鳥 智子（山梨県立あけぼの医療福祉センター 理学療法士） 

辻  奈美（福岡市介護実習普及センター 保健師） 

辻村 和見（神奈川リハビリテーション病院 リハエンジニア） 

中村 俊哉（兵庫県立福祉のまちづくり研究所 リハエンジニア） 

■監事 

桂  律也（クラーク病院 リハビリテーション専門医） 

高田 靖子（厚生連高岡病院 作業療法士） 

■世話人 

平田  学（神奈川県総合リハビリテーションセンター 地域支援センター 理学療法士） 

松田 靖史（川村義肢株式会社 エンジニア） 

山田 賀久（日進医療器株式会社 設計） 

丸山  靖（株式会社 トモ） 

北出 貴則（誠佑記念病院 理学療法士） 

大渕 哲也（デイサービスセンター えみふる 理学療法士、介護支援専門員） 

松田 健太（神奈川リハビリテーション病院 リハエンジニア） 

田邊 侑佳（横浜市総合リハビリテーションセンター 理学療法士） 

村田 知之（神奈川県総合リハビリテーションセンター リハエンジニア） 

 

 

◆交流会◆ 8 月 21 日（火） 17:00 ～19:00 講堂（９階） 
 

■企業プレゼン  ■質問コーナー  ■講師陣とのディスカッション 
 

車椅子等の展示をじっくり見ながら、とことんディスカッションしてください！ 

軽食（おにぎり＆お茶）をご用意しております。 
参加費は無料です。ふるってご参加ください。 
 

 

◆車椅子等の展示◆  講堂（９階） 

8 月 21 日（火） 12:00 ～ 19:00 

8 月 22 日（水） 09:00 ～ 15:30 

 

 

車椅子等の展示は下記の時間、どなたでも 

ご覧いただけます。（入場無料） 
 

８月２１日（火）14：10〜16：50 

８月２２日（水）09：40〜12：20 

※説明・相談スタッフもおりますのでお気

軽にお越しください。 

車椅子展示一般公開！ 



講習プログラム ＊プログラム内容は、都合により一部変更になる場合がございます。予めご了承ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
＊プログラム内容は、都合により一部変更になる場合がございます。予めご了承ください。 

 

どっぷり疾患・障害別対応コース 
 

会場：401・402 教室（４階）・講堂（9 階）   定員 100 名 
 

講師：沖川悦三、西村重男、北野義明、北出貴則、大渕哲也、平田学、佐藤史子 
 

【概要】 

車椅子の適合について、基本を確認したうえで、疾患・障害別に一部事例を含めながら考え方を

整理していきます。しかしながら、活動拠点や活動範囲の違いによって、車椅子適合条件が異なる

のが現状であり課題も多いところです。利用者に対し、いろいろな立場、環境の講師による講義を

行い、また実際に車椅子調整やシーティングの体験をしていただくことで、より日常の臨床現場で

活かせる技術になるようにしたいと思います。 

 疑問点やご意見、問題を抱えているケース対応の問い合わせなど、お昼休みや休憩時間、交流会

を積極的に活用して、講師陣らと情報交換を計ってください。 

 

１日目：8 月 21 日（火） 

09:40～10:00 受付 

10:00～10:10 開講式 

10:10～11:20 脊損、頚損から学ぶ車椅子の基礎 

11:30～12:30 アクティブ・バランス・シーティングを理解する 

12:30～14:00 お昼休みと展示見学 

14:00～15:30 脳性まひ、筋ジストロフィー症の車椅子 

15:40～17:00 能力に応じた電動車椅子の活用 

17:30～19:30 交流会（企業プレゼン・質問コーナー・講師陣とのディスカッション） 

 
 

２日目：8 月 2２日（水） 

09:30～10:30 自律運動を引き出すシーティング 

10:40～12:30 実習：車椅子調整／シーティング 

12:30～13:50 お昼休みと展示見学 

13:50～14:45 高齢者・片麻痺者：施設での車椅子 

14:55～15:50 高齢者・片麻痺者：在宅での車椅子 

15:50～16:20 車椅子に関する制度 

16:20～16:30 まとめと閉講式 

 

※体験実習がありますので、動きやすい服装や履物でご参加ください。 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

＊プログラム内容は、都合により一部変更になる場合がございます。予めご了承ください。 

 

どっぷり体験コース 
 

会場：601 教室（６階）   定員 48 名 
 
講師  ：松尾清美、辻村和見、桂律也、中村俊哉、白鳥智子、江原喜人、村田知之、田邊侑佳 

松田靖史、山田賀久、宮野秀樹、丸山靖、井上英年 

スタッフ：中島大輔、一ノ瀬浩幸 
 

【概要】 

 現在、市販やレンタルされている車椅子の中には、各部の調整が可能なものや生活場面で便利な機能

をもったものが数多く存在します。それらの活用方法を知り、使用する方の身体寸法や身体機能、生活

環境などにあわせて選択と適合を行うことで、車椅子を使用する方やその家族の「～へ行きたい。」や

「～をしたい。」などの思いを実現するだけでなく、使用者の生活（人生）を大きく変える可能性があ

るのです。 

 本コースでは、車椅子を使ったさまざまな生活方法の紹介とともに、「移動・移乗・姿勢」という車

椅子の基本となる３つの機能を柱に、受講生のみなさまには車椅子の調整や操作を≪どっぷり≫体験し

ていただくことで、車椅子への理解を深めていきたいと考えています。 

みなさま、一緒に「脳」と「身体」で、どっぷり車椅子を感じてみませんか？ 
 

１日目：8 月 21 日（火） 
 

09:40～10:00 受付 

Ⅰ 車椅子概論 

10:00～11:20 生活と車椅子 

11:30～12:00 車椅子寸法と身体計測（座学） 

12:00～13:00 昼休みと展示見学 

Ⅱ 車椅子調整実習 ① 

13:00～14:00 車椅子寸法と身体計測（実習） 

14:10～16:50 車椅子（移動・移乗・姿勢）とクッションの機能 

16:50～17:00 まとめ 

17:30～19:30 交流会（企業プレゼン他） 

２日目：8 月 2２日（水） 

Ⅲ 車椅子調整実習 ② 

09:30～11:20 車椅子の調整 

11:30～12:30 車椅子の乗り比べ 

12:30～13:30 昼休みと展示見学   

13:30～15:30 車椅子の乗り比べ 

15:30～16:00 車椅子の処方箋検討 

Ⅳ 車椅子のトピックス 

16:00～16:20 車椅子最前線（車椅子の開発動向など） 

 

16:20～16:30 まとめと質疑、アンケート 

 

 

実技や実習等が多いので、
当日はなるべく動きやすい
服装でご参加ください！ 
・スカートよりもズボン 
・革靴よりもスニーカー 

移動・移乗・姿勢について、 
グループごとに実習を行います。 



【講習会場】国際医療福祉大学 福岡天神キャンパス 

〒810-0072 福岡県福岡市中央区長浜 1-3-1 

TEL 092-739-4321  FAX  092-739-4343 

http://fkango.iuhw.ac.jp/ 
 

  
 

 

 

 

 

 

会場までのご案内 



FAX 045-353-8365 車いすＳＩＧ講習会事務局あて 

番号をお間違えのないようにお願いいたします。 
※参加費等請求書がお手元に届かない場合、受付が受理されておりませんのでご注意ください。 
 

「第 36 回日本リハ工学協会車いすＳＩＧ講習会 in 福岡」参加申込書 
フリガナ  年 

齢 

 男 ・ 女 
車
い
す 

□ 使用 
氏 名  

職 種 

該当する職種を○で囲んでください 

理学療法士 作業療法士 医師 看護師 保健師 エンジニア 義肢装具士 製造・営業 

介護支援専門員 介護職 介護福祉士 社会福祉士 相談員 支援員 その他（              ） 

経験年数 上記職種について              年目 車いす処方・適合に関わって          年目 

勤務先 

(学校名) 
 

希
望
連
絡
先 

いずれかに○をつけてください 
E-mail  

勤務先 ・ 自宅 

住 所 
〒 

TEL  FAX  

①の該当する加盟(加入)団体を○で囲み、②SIG 会員の有無を確認の上、該当する参加費を○で囲んでください 

①加盟（加入）団体会員 

※必ず該当する加盟(加入)団体を○で囲んでください。 

②車いす SIG 会員 

有無 
参加費 

● 日本リハ工学協会（会員番号       ）  (一社)日本車いすシーティング協会 

広告掲載企業  車いす使用者及び(常時専任)介助者 

学生（社会人で学校等へ通われている方は除く） 

車いす SIG 会員 12,000 

車いす SIG 非会員 14,000 

● (社)日本福祉用具供給協会 日本福祉用具・生活支援用具協会 (公財)テクノエイド協会 

● (公社)日本理学療法士協会 (一社)日本作業療法士協会 

● 第 27 回リハ工学カンファレンス協賛団体（予定） 

車いす SIG 会員 14,000 

 

RESNA（北米ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ工学協会） AAATE（欧州ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ工学協会） ARATA（豪州ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ工学協会） 

RESCO（韓国ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ工学協会）  

(公社)日本リハビリテーション医学会 ライフサポート学会 (一社)日本生体医工学会 (一社)日本機械学会 

(一社)日本ロボット学会 (公社)計測自動制御学会 日本義肢装具学会 バイオメカニズム学会 日本特殊教育学会  

日本生活支援工学会 (NPO)ヒューマンインタフェース学会 日本地域福祉学会 (社)日本社会福祉士会  

(公社)日本看護協会 (一社)日本言語聴覚士協会 日本義肢装具士協会 日本教育工学協会 臨床歩行分析研究会  

感覚代行研究会 日本リハビリテーション連携科学学会 (NPO)日本シーティング・コンサルタント協会 

日本身体障害者補助犬学会 日本福祉のまちづくり学会 

車いす SIG 非会員 16,000 

● その他（上記に該当しない方） 
車いす SIG 会員 20,000 

車いす SIG 非会員 20,000 
 

講習はコース選択制になっておりますので、ご希望のコースを下記より選択してください。 

第１希望（   ） 

第２希望（   ）第１希望が定員に達していた場合、受講希望があればご記入ください 
 

選択コース 

A：どっぷり疾患・障害別対応コース 

B：どっぷり体験コース 
 

※先着定員制。車いすSIGメンバー(会員)優先受付期間を設けており、一般の方の受付開始の 6/20 以

前に申込書をお送りいただきました場合は受理できませんので予めご了承ください。 

昼食を注文される方は希望日に○

をつけてください（1,000 円/１日） 

21 日 ・ 22 日 

 

当日受講者のみなさまに氏名・職種・勤務先を掲載した名簿を配布予定ですので予めご了承ください。 

なお掲載不可の方は下記の「掲載不可」を○で囲んでください。     掲載不可 

一般（SIG メンバー以外の方）受付開始：６月２０日 

申込み締切り 7 月 13 日（金） 定員になり次第受付を終了させていただきます。 


