
福祉用具プランナー管理指導者養成研修 開催要項 

【起居移乗コース】（日程変更） 

 

１．趣 旨 

  公益財団法人テクノエイド協会では、平成 9 年度より福祉用具に携わる様々な

職種を対象に、福祉用具の適切な使用や選定を行える人材として、一万人を超える

福祉用具プランナーを養成してきましたが、今後さらなる超高齢社会への対応、障

害者の多様なニーズに対応する生活支援を行うためには、福祉用具に関するより専

門的かつ高度な技術を有する人材の活用が望まれています。 

そこで、福祉用具プランナーの上級的位置づけとして、①福祉用具プランナーの

さらなる質の向上、②福祉用具プランナー認定講習等の指導者（講師）養成、③福

祉用具関連事業者等の管理職としての養成を目的とする研修を実施します。 

 

 

２．福祉用具プランナー管理指導者養成研修の概要 

福祉用具プランナー管理指導者の養成を目的に、福祉用具関連従事者として活動

している福祉用具プランナーを対象とした研修を 4 つのコースに分けて実施しま

す（別紙１「福祉用具プランナー管理指導者養成研修カリキュラム」参照）。 

なお、開催方法は毎年度 2 コースを開催し、最短 2 年で福祉用具プランナー管

理指導者を取得することができます。 

１ 起居移乗コース       座学・演習実技 48.0 時間 

２ 車いすシーティングコース  座学・演習実技 49.5 時間 

３ 福祉用具工学コース     座学・演習実技 51.0 時間 

４ 管理・指導コース      座学・演習実技 54.0 時間 

合計 202.5 時間 

※2020 年度は感染症の影響により延期の措置が取られたため、1 コースのみ 

開催し、以降状況を見ながら順次開催となります。 

 

 

３．研修受講対象者及び受講定員 

福祉用具プランナーの資格を有する者 20 名 

 

 

４．研修期日及び会場 

研修期日：2020 年 10 月 17 日（土）～10 月 23 日（金） 

会  場：公益財団法人テクノエイド協会（地図参照） 



５．研修内容：起居移乗コース 

専門職の役割と連携・協働のあり方、移乗関連用具、起居・床ずれ関連用具、

入浴・排泄関連用具、多職種連携のためのワークショップ 

【他のコースの研修内容】 

車いすシーティングコース 

医学一般、車いすと座位保持装置、その他の福祉用

具（杖、歩行器、食事・更衣・整容、コミュニケー

ション、社会参加関連、義肢装具、在宅医療機器） 

福祉用具工学コース 
福祉用具と住宅、福祉住環境学（住宅改造）、福祉

用具整備方法 

管理・指導コース 
社会福祉と福祉用具制度、対人援助と指導技術、 

福祉用具市場と経営、個別援助計画 

 

 

６．受講料 

起居移乗コース 88,000 円（税込） 

  ※受講開始後は原則として受講料の返金はいたしませんのでご了承ください。 

【他のコースの受講料】 

車いすシーティングコース 88,000 円（税込） 

福祉用具工学コース 88,000 円（税込） 

管理・指導コース 88,000 円（税込） 

４つ全てのコースを受講した場合 352,000 円（税込） 

 

 

７．受講申込締切日 

2020 年 7 月 31 日（金）【必着】 

 

 

８．申込方法 

研修の受講を希望する方は、下記書類（サイズは全て A4 に統一）を申込締切日

までに当協会へ郵送又は持参してください。 

【提出書類】 

（１）福祉用具プランナー管理指導者養成研修受講申込書（添付様式） 

（２）福祉用具プランナー研修修了証書の写し 

 

 

９．受講決定と受講票の送付 

事務局にて受講条件等を審査の上、受講の可否を決定し、8 月中旬に受講決定通

知及び受講料の支払い案内を送付します。また、受講ができない場合についても、

その旨を通知します。 

 



10．事前提出課題および事前準備 

研修時のグループディスカッションのため、事前に課題提出（各人が対応した事

例に基づく内容）および、発表の準備をおこなっていただく予定です。 

詳細は受講決定者に通知いたしますので、ご承知おきください。 

 

 

11．新型コロナウィルス感染症拡大防止について 

社会情勢により、延期、または中止の措置を取る場合があります。また、感染防

止には十分配慮しますが、万が一罹患した場合は、当協会で責任を負うことはでき

ませんので予めご承知おきください。 

受講にあたり次の事項についてご協力ください。 

（１）期間中、マスクを必ず着用してください。 

（２）受付に消毒用アルコールをご用意しますので、必ず手指の消毒を行ってくだ 

さい。 

（３）発熱、倦怠感等体調不良の方は出席を取りやめてください。 

 

 

12．研修修了証書の交付と管理指導者の認定 

   各コースを修了した者に「コース別修了証書」を交付します。ただし、一部欠席

があった場合は、修了証書の交付ができないことがあります。 

福祉用具プランナー管理指導者として認定されるためには４つのコースを全て

修了し、所定の書類を沿えて資格申請をする必要があります（別紙 3「福祉用具プ

ランナー管理指導者資格取得までの流れ」参照）。 

 

 

13．取得できる資格等 

 （１）起居移乗コースの受講者で、リフトリーダー養成研修に該当する全科目の
履修者には、当協会認定の「リフトリーダー養成研修」の修了証書を交付し

ます。 
 （２）車いすシーティングコースの受講者で、可搬型階段昇降機安全指導員講習

に該当する全科目の履修及び試験の合格者には、「可搬型階段昇降機安全指導
員基礎講習修了証書および機種別講習修了証書」を交付します。 

 （３）福祉用具工学コースの受講者で、車いす安全整備士養成講座に該当する全
科目の履修者には、一般社団法人日本福祉用具評価センターより「車いす安

全整備士養成講座受講修了証」を交付します。 
    また、車いす安全整備士認定試験の合格者には、同センターより認定証が

交付され、希望者には申請（有料）により同センターより認定カードを発行
します。 

 （４）福祉用具プランナー管理指導者として、福祉用具プランナー認定講習講師登

録を希望する者は、当協会ホームページで氏名、都道府県、講師担当科目等を

公開します。 

 

 

 

 



14．個人情報の取扱いについて 

 （１）本研修申込者に関する個人情報は、受講承認に係る作業（受講可否の決定通

知送付等）に使用します。 

（２）本研修受講者に関する個人情報は、研修事業運営に係る作業（受講者名簿の

作成、資料の送付、修了証書の交付等）及び統計資料の作成に使用します。 

（３）これらの個人情報は、公益財団法人テクノエイド協会が適切に管理し、上記

以外の目的での使用や、本人の了承なく第三者に提供することはありません。 

 

 

15．問合せ先 

公益財団法人テクノエイド協会 普及部  

〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸１－１ セントラルプラザ４階 

    ＴＥＬ 03-3266-6884 ＦＡＸ 03-3266-6885 

  E-mail fukyu@techno-aids.or.jp 



【別紙1】

単位：時間

起居移乗
車いす

シーティング

福祉用具
工学

管理・指導

社会福祉の
基礎

6 ●

工学の基礎 22.5 ●

●
（9ｈ）

専門職の役割と
連携・協働のあり方

●
（1.5ｈ）

指導の基礎 22.5 ●

市場の理解 18 ●

計画の理解 7.5 ●

18 ●

12 ●

12 ●

12 ●

22.5 ●

環境の理解 6 ●

製品の理解 22.5 ●

総合 10.5 ●

202.5 48.0 49.5 51.0 54.0

福祉用具プランナー管理指導者養成研修　カリキュラム

領域 科目 時間数

コース

専

門

領

域

福祉用具の
理解

 その他の福祉用具（杖、歩行器、食事・更衣・
整容関連用具、コミュニケーション関連用具、
社会参加関連用具、義肢・装具、在宅医療機器）

研修時間総合計

基

礎

領

域

医学の基礎 医学一般 10.5

多職種連携のためのワークショップ

福祉用具整備方法

福祉住環境学－住宅改造

移乗関連用具

個別援助計画

福祉用具と住宅

社会福祉と福祉用具制度

福祉用具市場と経営

対人援助と指導技術

入浴・排泄関連用具

起居・床ずれ関連用具

車いすと座位保持装置



【別紙2】

※講師等は都合により変更する場合もあります （敬称略）

10月17日（土） 10月18日（日） 10月19日（月） 10月20日（火） 10月21日（水） 10月22日（木） 10月23日（金）

9:00～10:30 9:00～12:00 9:00～10:30 9:00～10:30 9:00～12:00 9:00～12:00

医学一般（専門職の役割と 移乗関連用具【講義①②】 起居関連用具【講義】 移乗関連用具【講義③続き】 多職種連携のための 多職種連携のための

連携・協働のあり方）  福祉用具プランナー管理指導者  福祉技術研究所(株)  福祉技術研究所(株) ワークショップ【講義】 ワークショップ【演習】

 国際医療福祉大学 寺光 鉄雄 代表取締役　市川　洌 代表取締役　市川　洌  福祉技術研究所(株)  福祉技術研究所(株)

准教授　下井 俊典 代表取締役　市川　洌 代表取締役　市川　洌

10:30～10:40　休憩 10:30～10:40　休憩 10:30～10:40　休憩

10:40～12:10 10:40～12:10 10:40～12:10

床ずれ防止関連用具【講義】 起居関連用具【演習】 移乗関連用具【演習】

 統合医療 希望クリニック  福祉技術研究所(株)  福祉技術研究所(株)

院長　堀田 由浩 代表取締役　市川　洌 代表取締役　市川　洌

12:00受付

12:20開会

12:30～18:30

排泄関連用具【講義・演習】 13:00～17:30 13:00～19:00 13:00～16:00 13:00～17:30 13:00～17:30

 高齢生活研究所 床ずれ防止関連用具【演習】 入浴関連用具【講義・演習】 起居関連用具【演習続き】 移乗関連用具【演習続き】 多職種連携のための

 排泄用具の情報館 むつき庵  統合医療 希望クリニック  高齢者生活福祉研究所  福祉技術研究所(株)  福祉技術研究所(株) ワークショップ【演習】

代表　浜田 きよ子 院長　堀田 由浩 所長　加島　守 代表取締役　市川　洌 代表取締役　市川　洌  福祉技術研究所(株)

代表取締役　市川　洌

16:00～16:10　休憩

16:10～17:40

移乗関連用具【講義③】

 福祉技術研究所(株)

代表取締役　市川　洌

2020年度　福祉用具プランナー管理指導者養成研修【起居移乗コース】 日程表

12:10～13:00　昼食 12:00～13:00　昼食 12:10～13:00　昼食 12:10～13:00　昼食 12:00～13:00　昼食



【別紙 3】 

①起居移乗コース（48.0時間） 

移乗関連用具、起居・床ずれ関連用具、入浴・排泄関連用具 

多職種連携のためのワークショップ 

ためのワークショップ 

③福祉用具工学コース（51.0時間） 

福祉用具と住宅、福祉用具整備方法、住宅改造各論 

④管理・指導コース（54.0時間） 

社会福祉と福祉用具制度、対人援助と指導技術 

福祉用具市場と経営、個別援助計画 

②車いすシーティングコース（49.5時間） 

医学一般、車いすと座位保持装置、その他の福祉用具 

福祉用具プランナー管理指導者 資格取得までの流れ 

 

    

  

 

 

※各コースとも全過程の 80％以上の出席が修了条件となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※2020年度は感染症の影響により延期の措置が取られたため、1コースのみ開催し、 

以降状況を見ながら順次開催となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉用具プランナー管理指導者申請の手続きを行う 

提 出 書 類  

イ．福祉用具プランナー管理指導者申請書（講師登録を含む） 

ロ．上記全てのコース（①～④）修了証書の写し 

 

○福祉用具プランナー管理指導者認定証を交付する。 

○申請の際に講師登録を希望した方は、当協会ホームページで氏名・都道府県・ 
講師担当科目等を公開する。 

偶数年度に①、②を、奇数年度に③、④を実施予定。 

コース単位のみでも受講は可能。但し、管理指導者資格取得には４コース全ての履修が必須 

 

福祉用具プランナー管理指導者養成研修 

偶
数
年
度 

奇
数
年
度 



都道 

府県 

 
2020年度 福祉用具プランナー管理指導者養成研修 

「起居移乗コース」（日程変更）受講申込書 

【申込締切：2020年 7月 31日（必着）】 
   年   月   日 

公益財団法人テクノエイド協会理事長 殿 

   福祉用具プランナー管理指導者養成研修 「起居移乗コース」の受講を申込みます。 

４つのコース全ての受講を希望しますか？ 

（いずれかに○） 
希望する    ・    希望しない 

管理指導者認定後、福祉用具プランナー研修の 

講師登録を希望しますか？ （いずれかに○） 
希望する    ・    希望しない 

申込者氏名等 

（自宅住所） 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏名 

生年月日 西暦     年   月   日生 

年齢       歳 性別   男  ・  女 

〒   

住所 

日中連絡先      （       ）       ／携帯      （       ）      

メールアドレス 【必ず記入して下さい】 

メインアドレス 

（フリガナ） 

 

予備アドレス 

（フリガナ） 

 

福祉用具プランナー研修修了証書番号  

その他 

介護福祉関連 

資格取得状況 

資格名 取得年月日（西暦       年      月） 

資格名 取得年月日（西暦       年      月） 

資格名 取得年月日（西暦       年      月） 

下記の資格について、取得しているものに○をしてください。 

リフトリーダー 可搬型階段昇降機安全指導員 

車いす安全整備士 
車椅子・シーティング基礎講習 

（旧 車いす・シーティング技能者） 

勤務先 

（フリガナ） 

名称 

〒 

住所 

ＴＥＬ      （      ）           ／ＦＡＸ      （      ）  

（業種・施設種別：該当するものに○印） 
1. 福祉用具貸与事業者 2.福祉用具販売事業者 3.その他の指定居宅サービス事業
者 4.居宅介護支援事業者 5.特別養護老人ホーム 6.社会福祉協議会 7.行政  
8.介護実習・普及センター 9.高齢者総合相談センター 10.病院・診療所  
11.リハビリテーションセンター 12.公設展示場 13.福祉用具製造事業者 
14.老人保健施設 15.介護療養型医療施設 16.住宅改修事業者 17.教育機関 
16.その他（具体的に                                       ） 

資料等送付先 【  自宅  ・  勤務先  】 ※いずれかに○印 

 

都道 

府県 



公益財団法人テクノエイド協会　案内図

●所在地
〒162-0823
東京都新宿区神楽河岸１-１ セントラルプラザ4Ｆ

●公益財団法人テクノエイド協会 電話番号
代表（総務部） ０３－３２６６－６８８０
普及部 ０３－３２６６－６８８４
ＦＡＸ ０３－３２６６－６８８５

●交通案内
JR総武線「飯田橋駅」下車 西口より徒歩５分
（現在、工事中のため仮駅舎になっております）


