
　　：1，年間定例セミナーとして、4月を除く偶数月に、異なるテーマのほっとデスクセミナーを5回行っています。(※有料 1日1万円、2日2万円 注,例外あり)

3

テーマ：生活と、移動機器関連(杖、歩行器、スロープ)、入浴補助用具、排泄用具

入浴と排泄に関する人体のメカニズムの、血液や血圧変動による影響を踏まえて、高齢者の身体状況の特性を学
んでもらう

10
月

初
日

二
日
目

介護保険下特定福祉用具購入対象品の入浴用具を主体にそれぞれのメリットデメリットを踏まえて基礎知識を学ん
でもらう
介護保険下特定福祉用具購入対象品の排泄用具を、排泄姿勢やそれに連動する形状や素材を踏まえた基礎知識
を学んでもらう

杖・歩行器の選定や適合に関する基礎知識を機種分類と人体の状況を合致させながら学んでもらう

高齢者の身体状況の特性

入浴用具の基礎知識

排泄用具の基礎知識

杖・歩行器の基礎知識

第三回目

角度に関する基礎知識

安心して使い続けるために必要な保守

福祉用具で角度に関する商品の実際例を使用状況と照合しながら、危険性や設置の意味についての基礎知識を
学んでもらう
杖・歩行器等、軽介護度者と呼ばれる対象者が使用する用具に関して、安心して使い続けるために必要な保守を
学んでもらう

テーマ：車いすと人体と生活
車いす保守並びに点検技術

８
月

初
日

二
日
目 車いす機械的観点からの知識

実際に使用されている実機を用いて、苦情や消耗度の高い箇所を重点的に、車いす保守並びに点検技術を学んで
もらう
車いすを各機能に分類し、それぞれの必要性やメリットデメリットを明確にした上での選定ができるための知識を学
んでもらう
車いすと人体の適合を、日本人高齢者の平均寸法を元に理解し、不適合なままの利用による人体へ悪影響を理解
してもらう
工業製品である車いすを、工学的に理解することにより、誤った調整の発生を防ぎ、選定においての知識も学んで
もらう

第二回目

車いす機能分類からの選定

車いす人体的観点からの知識と選定

テーマ：特殊寝台とその付属品、床ずれ防止用具

６
月

初
日
二
日
目

共
に
同
じ

内
容

ベッドの基本原理と機能について、人体への影響を踏まえた理論を理解してもらう。

褥創の理解をスライドと実機を使用して、姿勢やベッドとの連動による変化を体感しならがら、理解して
もらう。

一般のマットレス、体圧分散ベッドパッド、床ずれ防止用具(静止型･圧切替型)を10点以上並べ、体感しな

がら、違いを理解してもらう。

第一回目

各マットレス寝比べ体感

ベッドの基本原理と機能

褥創の理解



　　：2，依頼内容のテーマに沿った研修を作成　※無料セミナーは、資料並びに修了証等の発行は致しません。
例①)福祉用具貸与事業所から「実務に直結する､営業に繋がるセミナーをしてもらいたい」※有料

例②)福祉用具貸与事業所から「実務に直結する､営業に繋がるセミナーをしてもらいたい」※無料

3

テーマ：生活と住宅改修と住環境整備

ICFに基づく生活環境の捉え方を理解してもらった上で、住宅の各エリア(居室･浴室等)に分けて、生活動線の考え
方を理解する
一軒家の図面と想定対象者情報をベースに住宅改修と福祉用具導入、人的サービス等も踏まえてプランニングし、
発表と改案討議をし、手法や考え方の固定観念を外す

人体との適合を前提に、手すりやその他の住宅改修施工の為の構造基礎知識を実際の施工方法やその問題点を
踏まえて理解
安易な施工を実施しない為に、介護保険下の住宅改修項目の内容を主として、各住宅改修のメリットデメリットを、
生活動線を踏まえて学んでもらう
介護保険下の住宅改修項目と連動した福祉用具の必要例を提示しながら、生活動線に基づく施工と貸与の連動を
学んでもらう

生活動線の考え方

福祉用具プランニング

住宅改修アプローチ

住宅改修と福祉用具の連動

施工手すりと住宅改修施工の構造基礎知識

第四回目

12
月

初
日

二
日
目

テーマ：福祉用具を供給する前に＝福祉用具概論

総合プランニングを行う為に、用具以外のサービスとの連携や、各々の責任の範囲を明確にする

現状と、想定される未来図におけるトータルサービスの本質を理解する

高齢者の日常生活の特徴（身体と疾病の特
徴）

福祉用具や社会環境(制度等)下において、どのような歴史を辿ってきたか、今後の年齢別人口の推移等を踏まえ
て理解、福祉用具とはどうあるべきかを考える

助成対象福祉用具を主に、それぞれの用具が求める目的や、各メリットデメリットを明確にする

高齢者特性を主とし、知覚の鈍化や身体能力の喪失等を踏まえ、日常生活の特徴を疾病の特徴も踏まえて理解す
る

工業製品である福祉用具に関する法律並びに規格とその意義を理解する

利用者にとって、福祉用具とはどうあるべき
か
制度上の助成対象福祉用具（介護保険・障
害者自立支援法等）

他サービスとの連携・他サービス職種の用具
への責任の範囲
「ひと」「もの」「環境」の総合トータルサービス
とは

２月

初
日

二
日
目

第五回目

物に関する法律並びに規格

時間割

※有料の
講座ver.も
あります

13:00～15:00 項目
13:00～13:10 前置き
13:10～13:30 第一項目(20分間)

14:45～15:00 総括

座学 営業対象商品機能確認

14:00～14:15

13:30～14:00 第二項目(30分間)
座学 営業対象商品に関わる人体の知識

休憩
14:15～14:45 第三項目(30分間)

座学 営業対象商品の営業戦術作成

特別講義

時間割

※無料の 昼休憩 昼休憩
項目ver.も
あります

休憩 休憩
開催条件
5名以上

一日目 二日目
10:00～17:25 項目 10:00～17:25 項目
10:00～10:10 前置き 10:00～10:10 前置き
10:10～12:00 第一講座 10:10～12:00 第一講座

座学 目標設定するための基礎知識(貸与事業所基礎情報) 座学
12:00～13:00 12:00～13:00
13:00～15:00 第二講座 13:00～15:00

15:15～17:15 第三講座
座学 演習

第二講座
座学 目標を裏付けするための分析手法の基礎知識 座学

15:00～15:15 15:00～15:15

有効的な企画を立案するための基礎知識

有効的なプレゼンをする為の基礎知識

実売込みの企画立案
17:15～17:25 総括 17:15～17:25 修了証授与

営利企業の「営業」の理解
15:15～17:15 第三講座



例③)医療福祉業界関係者から
　　　「福祉用具のひやりはっとのセミナーをしてもらいたい」※無料 例⑤)製造者(メーカー)から

「介護機器業界への参入時の留意点･営業ポイントを知りたい」※有料

例④)一般社団法人日本車椅子シーティング協会から、
「バリアフリー展のイベントステージで公開セミナーをして欲しい」※無料

例⑥)「福祉用具の販促ノウハウ」が知りたい※有料

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ
展

座学 誰でもできる点検と整備(車いす編)
13:40～14:00 第二講座

座学 福祉用具の安全と責任

13:00～13:40 第一講座
13:00～14:00 項目

1日ver.
時間割

例外価格
1日間3.5万 昼休憩

休憩

Ⅲ,介護現場での介護機器への認識
開催条件 休憩
5名以上

座学 Ⅱ,設計開発上のリスクマネジメント

10:00～17:40 優れた福祉・介護機器が 売れない理由
10:00～10:10 前置き
10:10～11:40 第一講座

14:20～14:30
14:30～16:00 第三講座

座学
16:00～16:10

座学 Ⅰ，安全性確保の意味
11:40～12:50
12:50～14:20 第二講座

16:10～17:40 第四講座
座学 Ⅳ，介護用品販売の際の 販促流通時の問題点

不定期
時間割

無料

※有料の
講座ver.も
あります 14:00～14:30 第四項目(30分間)

福祉用具の規格と安全利用の基礎知識
福祉用具流通における各責任とリスクマネジメント

座学

13:40～14:00 第三項目(20分間)
座学 福祉用具の安全神話の幻想

座学 誰でもできる点検と整備(車いす編)
13:20～13:40 第二項目(20分間)

座学 福祉用具で二次障害を起こさないために

13:00～14:30 項目
13:00～13:20 第一項目(20分間)

特別講義

時間割

昼休憩 昼休憩

休憩 休憩
開催条件
5名以上 座学 プレゼン手法のセオリー 演習 プレゼン演習と改正点の指摘

17:15～17:25 総括(次回までの宿題) 17:15～17:25 修了証授与

15:00～15:15 15:00～15:15
15:15～17:15 第三講座 15:15～17:15 第三講座

13:00～15:00 第二講座 13:00～15:00 第二講座
座学 商品〇〇を売る為に必要な情報の選択と使用情報精査 座学 販促チラシ内容構成作成

座学 市場に観る対象分類の販促手法 座学 プレゼン内容構成作成・応対マニュアル項目出し
12:00～13:00 12:00～13:00

10:00～10:10 前置き 10:00～10:10 前置き
10:10～12:00 第一講座 10:10～12:00 第一講座

一日目 二日目
10:00～17:25 項目 10:00～17:25 項目


