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（86）共用品推進機構関連記事 

 

▼「『GLOBESHIP社内報』に講演大要が掲載されました」 

 

  2019年 5月 20日開催のグローブシップ株式会社役員会にて、機構専務理事 

 の星川安之が「共用品・共用サービスとは何か」をテーマに講演しました。 

 その大要が GLOBESHIP 社内報「羅針盤」第 14 号（2019 年 9 月）に掲載されました。 

 

▼「共用品ニュースを更新しました！」 

 

 ・リンベル カタログギフトに掲載 

 ・第 46回国際福祉機器展 日常生活支援用品コーナー「十人十色展」 

 共用品ニュース http://www.kyoyohin.org/blog/ 
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（87）各種催しとお知らせ 

 

▼「『第 57回バリアフリー推進勉強会開催のご案内』のお知らせ」 

 

 交通エコロジー・モビリティ財団では、移動円滑化に関する新しいテーマや 

 関心のある方々と情報共有し改善の方向性を考えることを目的とした交通バ 

 リアフリーに関する勉強会を定期的に開催しています。 

 

 ・テーマ：2020東京オリンピック・パラリンピックに向けて 

      海外からの補助犬受け入れシンポジウム 

 ・プログラム： 

   「国土交通省としての取り組みについて」高橋紀夫氏（国土交通省） 

   「海外から渡航してくる補助犬使用者への対応ガイドラインについて」 



    秋山仁氏（厚生労働省） 

   「海外からの補助犬に関する検疫の実態」小島規純氏（農林水産省） 

   「海外からの補助犬受け入れについて」 

    金井政紀氏（公益財団法人日本盲導犬協会） 

   「海外における補助犬事情について」山本真理子氏（帝京科学大学） 

   「海外から渡航してくる補助犬についての課題」 

    高柳友子氏（日本身体障害者補助犬学会） 

   「海外からの補助犬受け入れ事例」（各社概ね 10分程度予定、調整予定） 

      宿泊関係：中村さおり氏（京王プラザホテル） 

      交通関係：田中幸司氏（成田空港株式会社） 

           黒沢直子氏（日本航空株式会社） 

           室谷正裕氏（京成電鉄株式会社） 

    商業施設関係：野口浩一氏（オリエンタルランド株式会社） 

   ※手話通訳、要約筆記あり 

 ・日時：2019年 10月 6日（日）13:30～16:30 

 ・参加費：2,000円 

 ・共催：日本身体障害者補助犬学会第 12回学術大会 

 ・場所：京王プラザホテル 4階 錦 

     〒160-8330 東京都新宿区西新宿 2-2-1 

     TEL：03-3344-0111（代表） FAX 03-3345-8269（フロント） 

     https://www.keioplaza.co.jp/access/ 

     開催時間と開催場所が通常とは異なりますのでご注意ください。 

  ※今回の参加申し込みは、日本身体障害者補助犬学会が行います。 

 

 ・お問い合わせ【運営担当】 

   日本身体障害者補助犬学会 第 12回学術大会 運営担当 

   株式会社プロコムインターナショナル 

   〒135-0063 東京都江東区有明 3‐6‐11 TFTビル東館 9階 

   電話：03‐5520-8821  FAX：03‐5520-8820 

   E-mail：jssdr12@procomu.jp 

 

 第 57回勉強会開催のご案内【PDF/1.4MB】 

 http://www.ecomo.or.jp/barrierfree/benkyo/pdf/20191006_chirashi.pdf 

 

 第 57回バリアフリー推進勉強会開催のご案内 

 http://www.ecomo.or.jp/barrierfree/benkyo/details/20191006.html 
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（88）製品関連記事 

 

▼「高さ・背もたれ 両方調節 立ち座りサポート / フランスベッド」 

 

  フランスベツドはリクライニング機能つきで高齢者らの立ち座りをサポート 

 する座椅子を発売した。レンタルでの提供も同時に開始する。座面を昇降させ 

 ることで、座ったり立ったりする際の膝や腰への負担を軽減する。これまでリ 

 クライニングのないタイプを販売していたが、要望を多く受けて開発した。 

  「座いす型リフトアップチェア リクライニング 1100」は座面の高さを 25～ 

 62cmの間で変更できる。最も低い位置では座椅子を回転することができ、こた 

 つにもスムーズに入ることができる。幅は 60cmで奥行きは 77cm。リクライニン 

 グ時には奥行きが 100cmになる。デザイン性も追求し、和室と洋室のどちらにも 

 合うようにした。 

 （日経ＭＪ 9月 27日 9面より抜粋） 

 

▼「リウマチ患者が着やすい肌着 / エナメディカル」 

 

  介護関連商品などを手掛けるエナメディカルはリウマチ患者らが着やすいよ 

 うに工夫した肌着を商品化した。「スカートのように下からはく」ことで、関 

 節の痛みなどのため腕を上げにくい人でも楽に着られるようにした。 

  リウマチ患者は腕を上げにくく、肌着を首から着るのが難しい人が多い。開 

 発した「スルリエ」は首回りに伸び縮みしやすい特殊なテープを使うことで、 

 スカートのように下からはき、腕を上げずに袖を通せる。通常の肌着のように 

 上から着ることも可能。腕にまひがある人などでも比較的着やすいという。 

 （日経産業新聞  9月 26日 9面より抜粋） 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

（89）サービス関連記事 

 

▼「街全体で健康見守り 家電で認知症検知 / パナソニック」 

 

  パナソニックは大阪府吹田市に次世代技術を駆使した「スマートタウン」を 



 設ける。センシング技術を活用し、住民の認知症の兆候を早期発見するサービ 

 スなどを提供する。再開発エリアとも連携する。 

  2022年春に「Suitaサスティナブル・スマートタウン(SST)」の開業を目指す。 

 吹田市のパナ工場跡地を活用し、サービス付き高齢者住宅(サ高住)やシニア向 

 け分譲マンション、ファミリー向け分譲マンションなどを設ける。スーパーな 

 どが入居する複合施設も再開発エリア内に設ける。 

  部屋に設置したカメラや家電製品のリモコン操作の履歴から認知症に特有の 

 行動や操作などを検知し、認知症の早期発見に取り組む。緩和プログラムも導 

 入し、早期発見からケアまでのサービス提供を目指す。不審行動をする人や高 

 齢者の転倒を検知するなどセキュリティー面も充実させる。 

 （日経ＭＪ 9月 27日 9面より抜粋） 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

（90）その他、各種関連記事 

 

▼「エーザイ、市販薬サイト統合 自前で購買動向分析」 

 

  エーザイは一般用医薬品の販売促進手法を刷新する。ブランド別に情報を発 

 信していたインターネットの製品紹介サイトについて、2019年度中にも一般消 

 費者向けサイトに統合。CMや店頭で個別製品の認知度を高めた上で、詳細な情 

 報を消費者に伝えやすくする。 

  現在は商品概要を記載し、閲覧者の関心に応じて専門サイトに飛ぶ形になっ 

 ている。これらを統合し、消費者の誘導から臨床データなどの提示、商品購入 

 や会員登録までの動線を集約。商品によっては自社の通販サイトや、アマゾン 

 など大手ネット通販での注又に円滑に移行できる仕組みにする。 

  こうしたウェブの活用を推進するため、エーザイはデジタルマーケティング 

 部門を拡充し、購買動向を分析している。ウェブと店頭とで一貫した情報提供 

 を徹底し、自社商品の市場開拓につなげる。 

 （日経産業新聞  9月 26日 9面より抜粋） 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

（91）新刊紹介 

 

▼『障害者総合支援法事業者ハンドブック 2019年版指定基準編 



  人員・設備・運営基準とその解釈』 

 

 障害福祉サービス事業者のための人員・設備・運営基準のガイド。指定基準省 

 令とその解釈通知を、左右対照形式で見やすく編集。関係告示、関係通知、関 

 係法令も掲載。令和元年 7月 20日現在の内容に対応。 

  著：中央法規出版 

  発行：中央法規出版 

  本体価格：3,400円 (税別) 

  ISBN ： 978-4-8058-5916-2 

 

▼『文化に出会い、友だちに出会う 

  障害の重い子どもたちと創る授業・教育・学校』 

 

 集団の中で「おはなし」という本物の文化に出会う授業を大切にし続けた著者。 

 その授業づくりのおもしろさや、障害の重い子どもたちが見せる自己表現理解 

 への取り組み、教職員集団の学びあいを伝える。著者の夫らの寄稿も収録。 

  著：羽田千恵子 (はだ・ちえこ) 

  編：羽田千恵子先生実践集編集委員会 

  発行：クリエイツかもがわ 

  本体価格：1,800円 (税別) 

  ISBN：978-4-86342-266-7 

 

▼『発達性協調運動障害<DCD> 不器用さのある子どもの理解と支援』 

 

 発達性協調運動障害(DCD)の特性のある子どもたちの“不器用さ”を理解し、 

 支援するための一冊。DCDにまつわる歴史、DCDの発達特性、評価と支援の実際、 

 DCDを伴う発達障害児の特性と支援などを解説する。 

  著：辻井正次 (つじい・まさつぐ) 

  監修：宮原資英 (みやはら・もとひで) 

  発行：金子書房 

  本体価格：2,700円 (税別) 

  ISBN：978-4-7608-3275-0 

 

▼『自閉症児・発達障害児の教育目標・教育評価１ 

  子どもの「ねがい」と授業づくり』 

 



 障害児教育の教育目標・教育評価研究会が 2014～2017年に行った合宿研究会の 

 報告と討論をまとめた書。1は、自閉症の教育実践、授業づくりの可能性を追 

 求すると共に、それに呼応した教育方法学等の研究者の論考を収録。 

  著：三木裕和 (みき・ひろかず) 

  編著：越野和之 (こしの・かずゆき) 

  発行：クリエイツかもがわ 

  本体価格：1,400円 (税別) 

  ISBN：978-4-86342-267-4 

 

▼『自閉症児・発達障害児の教育目標・教育評価２ 

  「行動障害」の共感的理解と教育』 

 

 障害児教育の教育目標・教育評価研究会が 2014～2017年に行った合宿研究会の 

 報告と討論をまとめた書。2は、小学校特別支援学級などにおいて行動上の問 

 題で苦悩した事例を検討。発達相談等の経験からの提言も収録する。 

  著：三木裕和 (みき・ひろかず) 

  編著：越野和之 (こしの・かずゆき) 

  発行：クリエイツかもがわ 

  本体価格：1,400円 (税別)著： 

  ISBN：978-4-86342-268-1 

 

▼『発達障害の私が夫と普通に暮らすために書いているノート』 

 

 わたしって、フツーの人と何が違うんだろう?発達障害とその二次障害のため 

 に長年精神的に悩み苦しんできた著者が、夫と「普通」に暮らすために、とも 

 に試行錯誤してきた軌跡。精神科医の解説も掲載する。 

  著：ななしのうい 

  監修：福西勇夫 (ふくにし・いさお) 

  発行：G.B. 

  本体価格：1,600円 (税別) 

  ISBN：978-4-906993-75-8 

 

▼『僕は発達凸凹の大学生 「発達障害」を超えて』 

 

 発達の凸(強み・得意)と凹(困難さ・苦手)の差が大きい「発達凸凹」。発達 

 障害のうち、自閉スペクトラム症の診断を受けた少年が、自身の凸と凹を見 



 つけながら成長していく自伝的小説。主治医による検査結果の解説付き。 

  著：山田隆一 (やまだ・りゅういち) 

  発行：星和書店 

  本体価格：1,600円 (税別) 

  ISBN：978-4-7911-1026-1 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

（編集後記） 

  先週、東京都内の小学 4年生 3クラスに共用品の授業をさせて頂きました。 

 今回の授業は区の福祉課からの依頼で行なったものですが、私が共用品の授 

 業を行っている間、担当の職員の方が、教室の後ろで必死に何か書きこんで 

 いる様子でした。 

  終わった後に、何を書いていらしたのか尋ねたところ、極上の笑顔で「授 

 業の仕方をメモしてたんです！」とおっしゃいました。「次からご自身でも 

 できますね！」と言うと、「はい、がんばってみます。子供達がいろんな考 

 えを持っていて、たくさん気付いていることが分かって本当に楽しかったで 

 す」とイキイキと語る表情がとても印象的でした。 

  子供達に共用品の楽しさを伝えてくれる仲間が増えたことに、心から嬉し 

 くなった一日でした。（森川美和） 

 

 

 共用品推進機構公式サイト http://www.kyoyohin.org/ 

 共用品ニュース http://www.kyoyohin.org/blog/ 

 共用品推進機構公式 Facebook https://www.facebook.com/kyoyohin/ 


