ＪＡＳＰＥＣが「安全な福祉用具が安心して使用できる社会実現」の為に行っているセミナー実施履歴
開催年月
講習名(車いす安全整備士養成講座を除く) 1/3
2007.11 日本在宅協近畿支部研修会
2008.1 シルバー産業メッセセミナー
2008.6 JASPECセミナー
2008.11 京都介護用品協会セミナー
2009.6 ハートフルビジネスおかやま第1回総会
2009.10 JASPECセミナー
2009.10 カワムラサイクルセミナー
2009.1 「福祉用具臨床評価事業」実施説明会
2010.1 介護福祉ビジネスセミナー
2010.6 JASPECセミナー
2010.9 カワムラサイクルセミナー
2010.9 高齢者モビリティ開発研究会
2011.10 ハートフルビジネスおかやま見学会
2012.1 医療機器・福祉用具の製品化促進セミナー
2012.3 関シル研修会
2012.6 ほっとデスクセミナー6月(2012年度ver.)
2012.7 ものづくり企業による新分野参入、新規事業にむけて
2012.8 ほっとデスクセミナー8月(2012年度ver.)
2012.10 ほっとデスクセミナー10月(2012年度ver.)
2012.12 ノーリフト協会セミナー
2012.12 ほっとデスクセミナー12月(2012年度ver.)
2013.1 福祉用具貸与事業所対象セミナー
2013.2 ほっとデスクセミナー2月(2012年度ver.)
2013.4 専門的知識がなくてもできる点検整備(30分)
2013.4 安全な福祉用具の供給社会実現
2013.6 ほっとデスクセミナー6月(2013年度ver.)
2013.8 ほっとデスクセミナー8月(2013年度ver.)
2013.10 ほっとデスクセミナー10月(2013年度ver.)
2013.11 福祉用具研修②
2013.12 ほっとデスクセミナー12月(2013年度ver.)
2014.2 ほっとデスクセミナー2月(2013年度ver.)
2014.2 福祉用具を安全で安心に利用する基礎セミナー
2014.3 神戸市福祉用具ガイドラインハンドブックセミナー
2014.3 介護・福祉機器開発促進セミナー
2014.4 専門的知識がなくてもできる点検整備(1時間)
2014.6 福祉用具を安全で安心に利用する基礎セミナー
2014.6 ほっとデスクセミナー6月(2014年度ver.)
2014.8 ほっとデスクセミナー(奈良県貸与事業所営業ver)
2014..8 ほっとデスクセミナー8月(2014年度ver.)
2014.9 福祉用具適正利用セミナー
2014.9 福祉用具を安全で安心に利用する基礎セミナー(特別ｾﾐﾅｰ)
2014.10 ロボット介護機器は受け入れられるか
2014.10 ほっとデスクセミナー10月(2014年度ver.)
2014.10 福祉用具啓発営業研修
2014.11 福祉用具を安全で安心に利用する基礎セミナー

テーマ
ケアマネジメントにおける品質管理
福祉用具の安全性
新JIS制度における福祉用具
福祉用具と新JIS制度
福祉用具とＪＩＳ ー今までの流れと今後の展望ー
福祉用具の品質管理講座
福祉用具の安全性
福祉用具ＪＩＳによる製品試験
福祉用具の安全性
福祉用具の品質管理講座
車いすのＪＩＳ規格について
高齢・障がい者移動用具に 関する規格と今後の展望
JASPECご紹介と製品評価
福祉用具開発のための安全性
福祉用具のJIS規格-経緯と今後福祉用具概論
福祉用具の開発について
車いす4講座(ﾒﾝﾃ･分類・人体工学・機械工学)
特殊寝台と床ずれ防止用具
福祉用具とは
生活動線を踏まえたプランニング(購入品&住改)
福祉用具の検査方法と新JISの動向
分析と営業
専門的知識がなくてもできる点検整備
規格の意味と仕組み・負うべき責務とリスク管理
福祉用具概論
車いす4講座(ﾒﾝﾃ･分類・人体工学・機械工学)
特殊寝台と床ずれ防止用具
(ﾌﾟﾚｾﾞﾝ)
杖･歩行器･排泄用具･入浴商具
生活動線を踏まえたプランニング(住改)
福祉用具を安全で安心に利用する基礎知識
福祉用具選定の為のハンドブック活用(「連携」部分)
福祉用具の開発と新規参入への期待
簡易点検整備の必要性と、「安全」の捉え方
福祉用具を安全で安心に利用する基礎知識
福祉用具概論
分析と営業(貸与事業所ver)
車いす4講座(ﾒﾝﾃ･分類・人体工学・機械工学)
神戸市医療産業機構実施 移動機器ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ等
福祉用具を安全で安心に利用する基礎知識
製造業者を主対象とする介護機器業界参入留意点
特殊寝台と床ずれ防止用具
特殊寝台の注意点と利用者＆営業先へのアプローチ
福祉用具を安全で安心に利用する基礎知識

講習先(対象者）
日本在宅介護協会近畿支部
シルバー産業メッセ事務局（神戸市）
自主企画
京都介護用品協会
岡山県産業支援ネットワーク
自主企画
㈱カワムラサイクル
財テクノエイド協会
ATCエイジレスセンター
自主企画
㈱カワムラサイクル
ロボットラボラトリー
岡山県産業支援ネットワーク
三重県商工会議所
関西シルバーサービス協会
一般受講者&ニチイグループ社員
三重県商工会議所
一般受講者&ニチイグループ社員
一般受講者&ニチイグループ社員
日本ノーリフト協会員
一般受講者&ニチイグループ社員
㈱ニチイケアネット(関西提携法人)
一般受講者&ニチイグループ社員
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ展一般来訪者(ﾌﾞｰｽ内)
㈱ニチイケアネット全国役職者
一般受講者
一般受講者
一般受講者&ニチイグループ社員
ニチイ学館福祉用具専門相談員＆営業課員
一般受講者
一般受講者
テクノエイド協会(福祉系業種全般)
兵庫県西区医療福祉系事業者
岡山市経済産業合振興課による市内事業者
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ展一般来訪者(ﾌﾞｰｽ･ｲﾍﾞﾝﾄ広場)
パラマウントケアサービス㈱大阪センター
一般受講者&ニチイグループ社員
奈良県福祉用具貸与事業所相談員
一般受講者＆NCN職員
兵庫県立リバビリセンター
パラケア大阪南センター
一般受講者(日刊工業新聞社主催セミナー)
一般受講者＆NCN職員
パラケア大阪センター
テクノエイド協会(福祉系業種全般)

開催年月
講習名(車いす安全整備士養成講座を除く) 2/3
2014.12 福祉用具啓発営業研修
2014.12 ほっとデスクセミナー12月(2014年度ver.)
2015.2 ノーリフトコーディネーター認定研修
2015.2 ほっとデスクセミナー2月(2014年度ver.)
2015.3 ノーリフトコーディネーター認定研修
2015.3 ノーリフトコーディネーター認定研修
2015.3 製造者営業セミナー
2015.4 ノーリフトコーディネーター認定研修
2015.4 専門的知識がなくてもできる点検整備(1時間)
2015.5 ノーリフトコーディネーター認定研修
2015.5 高齢者の為の車椅子フィッティング
2015.6 福祉用具の安全性
2015.6 ほっとデスクセミナー6月(2015年度ver.)
2015.7 第二回介護リハビリロボットセミナー（神戸市主催）
2015..8 ほっとデスクセミナー8月(2015年度ver.)
2015.10 ほっとデスクセミナー10月(2015年度ver.)
2015.10 石川試験所ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研修
2015.12 ほっとデスクセミナー12月(2015年度ver.)
2016.2 ほっとデスクセミナー2月(2015年度ver.)
2016.3 第三回パラマウントケアサービスセミナーフェスティバル
2016.4 ほっとデスク特別セミナー
2016.4 専門的知識がなくてもできる点検整備(1時間)
2016.6 ほっとデスクセミナー6月(2016年度ver.)
2016.8 ほっとデスクセミナー8月(2016年度ver.)
2016.9 相生市社会福祉協議会セミナー
2016.10 ほっとデスクセミナー10月(2016年度ver.)
2016.12 ほっとデスクセミナー12月(2016年度ver.)
2016.12 関西シルバーサービス協会年間講座内「車椅子メンテナンス」
2017.2 ほっとデスクセミナー2月(2016年度ver.)
2017.4 専門的知識がなくてもできる点検整備(45分程度)
2017.4 福祉用具の安全性について考える
2017.6 ほっとデスクセミナー6月(2017年度ver.)
2017.7 福祉用具専門相談員協会兵庫ブロック研修会
2017.8 ほっとデスクセミナー8月(2017年度ver.)
2017.10 ほっとデスクセミナー10月(2017年度ver.)
2017.12 ほっとデスクセミナー12月(2017年度ver.)
2018.3 介護ロボット並びに福祉用具の設計開発時に必要なポイント
2018.3 福祉用具貸与事業に求められる 法令及びメンテナンス
2018.4 福祉用具が招く「ひやりはっと」①
2018.4 専門的知識がなくてもできる点検整備(45分程度)
2018.5 製造者無料営業セミナー
2018.5 有効的な販促に至る思考及び手順例
2018.6 ほっとデスクセミナー6月(2018年度ver.)
2018.6 メンテナンス研修
2018.7 メンテナンス研修
2018.8 福祉用具専門相談員協会兵庫ブロック研修会
2018.8 ほっとデスクセミナー8月(2018年度ver.)
2018.10 ほっとデスクセミナー10月(2018年度ver.)
2018.12 ほっとデスクセミナー12月(2018年度ver.)
2019.1 車椅子整備（メンテナンスJIS人材教育用）

テーマ
特殊寝台の注意点と利用者＆営業先へのアプローチ
排泄・入浴関連への基礎知識
ノーリフトにおいて、物的アプローチからの観点
生活動線を踏まえたプランニング(住改)
ノーリフトにおいて、物的アプローチからの観点
ノーリフトにおいて、物的アプローチからの観点
分析による販促手法企画とプレゼンスキル
ノーリフトにおいて、物的アプローチからの観点
簡易点検整備の必要性と、「安全」の捉え方
ノーリフトにおいて、物的アプローチからの観点
車椅子の安全な整備について
福祉用具の安全性
特殊寝台と床ずれ防止用具
ロボット介護機器並びに福祉用具の設計開発時に必要なポイント
車いす4講座(ﾒﾝﾃ･分類・人体工学・機械工学)
歩行補助関連用具・入浴用具・排泄用具・高齢者人体特性
製造業におけるリスクマネジメントと売れる商品化
生活動線を踏まえたプランニング(住改)
福祉用具概論
車椅子の日常点検(ひやりはっとを無くしたい)
福祉用具提供事業者としての営業並びに売上拡大
簡易点検整備の必要性と、「安全」の捉え方
特殊寝台と床ずれ防止用具
車いす4講座(ﾒﾝﾃ･分類・人体工学・機械工学)
車椅子の使い方と介助のポイント
歩行補助関連用具・入浴用具・排泄用具・高齢者人体特性
生活動線を踏まえたプランニング(住改)
リスク管理のための車椅子メンテナンスと車椅子機能分類
福祉用具概論
簡易点検整備の必要性と、「安全」の捉え方
事故予防・規定基準・選定及び使用時注意点
特殊寝台と床ずれ防止用具
ケアマネから信頼される福祉用具専門相談となるために
車いす4講座(ﾒﾝﾃ･分類・人体工学・機械工学)
歩行補助関連用具・入浴用具・排泄用具・高齢者人体特性
生活動線を踏まえたプランニング(住改)
製造者に求める商品設計並びに流通時のポイント
車椅子のひやりはっとに繋がるメンテナンス
「ひやりはっと」を発生させないために必要な知識
簡易点検整備の必要性と、「安全」の捉え方
介護機器並びに福祉用具の 設計開発時に必要なポイント
単品チラシの制作とプレゼン
特殊寝台と床ずれ防止用具
車椅子基礎知識・基礎技術編
車椅子基礎知識・基礎技術編
営業販促ツール作成
車いす4講座(ﾒﾝﾃ･分類・人体工学・機械工学)
歩行補助関連用具・入浴用具・排泄用具・高齢者人体特性
生活動線を踏まえたプランニング(住改)
標準形以外の車椅子整備

講習先(対象者）
パラケア大阪南センター
一般受講者
ジョイフル名駅(名古屋)コーディネーター受講者
一般受講者
喜生園(広島)コーディネーター受講者
グレイスフル塩尻(長野県塩尻)コーディネーター受講者

車椅子クッション製造事業者(1社)
喜生園(広島)コーディネーター受講者
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ展一般来訪者(ｲﾍﾞﾝﾄ広場)
ジョイフル名駅(名古屋)コーディネーター受講者
関西シルバーサービス協会
テクノエイド協会(福祉系業種全般)
一般受講者&ニチイグループ社員
神戸市製造事業者
一般受講者&ニチイグループ社員
一般受講者
一般受講者(製造事業者)
一般受講者&ニチイグループ社員
一般受講者＆NCN職員
PCS契約法人
福祉用具提供事業者
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ展一般来訪者(ｲﾍﾞﾝﾄ広場)
一般受講者
一般受講者
運転ボランティア
一般受講者
一般受講者
関西シルバーサービス協会員
一般受講者＆NCN職員
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ展一般来訪者(ｲﾍﾞﾝﾄ広場)
バリアフリー2017ワークショップ来場者
一般受講者
ふくせん兵庫ブロック会員+一般
一般受講者
一般受講者
一般受講者
神戸市内製造者+施設等
吹田市介護ｻｰﾋﾞｽ事業者
東京民医連福祉用具貸与事業者
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ展一般来訪者(ｲﾍﾞﾝﾄ広場)
一般受講者
近畿安寿会会員
一般受講者
ＰＣＳＭＳ札幌静岡千葉
ＰＣＳＭＳ北大阪南大阪広島福岡盛岡
ふくせん兵庫ブロック会員+一般
一般受講者
一般受講者
一般受講者
メンテナンス事業者

開催年月
講習名(車いす安全整備士養成講座を除く) 3/3
テーマ
2019.2 第1回パラマウントケアサービスセミナーフェスティバル(京滋)
車椅子の一般常識は非常識？(本当に使いやすい車椅子とは)
2019.2 ほっとデスクセミナー2月(2018年度ver.)
福祉用具概論
2019.3 特殊寝台基礎知識
床ずれ防止用具体感セミナー
2019.4 メンテナンスにおける安全評価システムの構築（関西シル振主催) メンテナンス作業工程評価の必要性
2019.4 専門的知識がなくてもできる点検整備(45分程度)
簡易点検整備の必要性と、「安全」の捉え方
2019.8 さかい健康医療ものづくり研究会第五回例会
福祉用具(介護機器)の製造に必要なポイント
2019.8 メンテナンス作業工程評価事業勉強会
メンテナンス作業工程評価の必要性
2019.8 ほっとデスクセミナー8月(2019年度ver.)
車椅子4講座(ﾒﾝﾃ･分類・人体工学・機械工学)
2019.8 株式会社あさひ車椅子基礎研修
車椅子4講座(ﾒﾝﾃ･分類・人体工学・機械工学)（※6時間ｖｅｒ.）
2019.10 福祉用具の日&介護の日記念イベント内セミナー(JASPA姿勢保持部会主催)
福祉用具を選ぶ基準
2019.10 ほっとデスクセミナー10月(2019年度ver.)
歩行補助関連用具・入浴用具・排泄用具・高齢者人体特性
2019.11 車椅子メンテナンス基礎研修
車椅子メンテナンス座学実技（※8時間ver.）
2019.12 ほっとデスクセミナー12月(2019年度ver.)
生活動線を踏まえたプランニング(住改)
2019.12 メンテナンスの安全による「リスクマネジメント」
JIS規格となるメンテナンス工程の項目及び主旨
2020.2 ほっとデスクセミナー2月(2019年度ver.)
福祉用具概論
2020.8 ほっとデスクセミナー8月(2020年度ver.)
車椅子4講座(ﾒﾝﾃ･分類・人体工学・機械工学)
2020.12 車椅子整備研修
WEBによる座学及び実技作業工程視聴（4講6時間)
2020.12 ほっとデスクセミナー12月(2020年度ver.)
生活動線を踏まえたプランニング(住改)
2020.12 車椅子選定とメンテナンス
選定とメンテナンスに必要な基礎知識（12講18時間）

講習先(対象者）
PCS契約法人
一般受講者
東京民医連福祉用具貸与事業者連絡会
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ展一般来訪者(ワークショップ)
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ展一般来訪者(ｲﾍﾞﾝﾄ広場)
(公財)堺市産業振興センター
施設職員・メンテナンス事業者&製造者
一般受講者
株式会社あさひ社員
公財）仙台市健康福祉事業団
一般受講者
サンネットワークマエダ社員
一般受講者
製造者・メンテナンス事業者
一般受講者＆NCN職員
一般受講者
新潟医療福祉大学生
一般受講者
ハーベスト医療福祉専門学校介護福祉科1年

