
■御略歴 

１９４９年   佐世保市生まれ。金沢美術工芸大学卒業後、日立製作所デザイン研究所勤務。 

１９７４年～８３年  仲間と｢でく工房｣を東京都練馬区に設立し、障害者のための用具作りを始める。 

１９８３年～８８年  重症心身障害児施設勤務。 

１９８５年～８６年 スウェーデンで福祉用具と社会福祉システムの調査研究。 

１９８８年   「ハンディを持つ人の食器・椅子から建物・街づくりまで」を仕事の領域として、 

    無限工房を長崎県諫早市に開設(２０１２年１２月退職）。 

２００３年８月   パンテーラ・ジャパン株式会社設立（現在；顧問）。 

２０１１年４月～  (有)でく工房 取締役会長に就任。 

■主な受賞 

 ブルーノ･マットソン賞（ブルーノ･マットソン財団／スウェーデン１９８５年） 

 朝日社会福祉賞 (朝日新聞社１９９７年) 

 国井喜太郎産業工芸賞（工芸財団２０００年）など。 

 

■主な著書 

「寝かせきりにしない！『坐り』ケアの実践」共著 ヒポ・サイエンス出版  ２０１３年              

「生活づくりのシーティング」共著 雲母書房 ２０１２年 

「進化する車椅子― パンテーラ」はる書房 ２００９年 

「シーティング入門」共著 中央法規出版 ２００７年 

「みんなでつくるバリアフリー」岩波ジュニア新書 ２００５年 

「バリアフリーをつくる」 岩波新書 １９９８年 

「無限のモノづくりと仲間たち」 中央法規出版 １９９５年 

「からだにやさしい車椅子のすすめ」 三輪書店 共同翻訳 １９９４年 

「生きるための道具づくり」 晶文社 １９８８年  など。 

 

■現在の主な公職 

長崎大学工学部 非常勤講師 

東京衛生学園専門学校 非常勤講師 

日本工業大学 非常勤講師  

国際医療福祉大学大学院 非常勤講師 

(財)共用品推進機構 理事 他 

平成26年度福祉用具講習会 

第3回 

「笑顔を引き出すシーティング」 
でく工房取締役会長 光野 有次 氏 

平成２６年１１月１６日(日)   

11時～12時 講演 定員120名  

午後の企画 
  

12時30分～「あなたは大丈夫？健康寿命をのばすためのコツ」 

 ＜サンプル介護・栄養補助食あり＞  永生病院医療技術部長/医師 野本 達哉 氏  

13時～  「作ってみようリハビリ機器 筋電バイオフォードバック装置」 

定員15名 早稲田大学准教授 村岡 慶裕 氏 

 

15時～16時30分 シンポジウム 自由参加 

「ひととモノをつなぐ ものつくり連携支援」  

多摩の大学・企業・ユーザーによる開発品の発表・相互交流を図ります。 

  コメンテーター 東京頸髄損傷者連絡会 麸澤 孝 氏 他 

１６日全日参加で作業療法士生涯教育ポイント２ポイント 

１６日(日)  のみ  特別企画 

狭間駅前 特設会場にて 

すごいぞ！レーシングカー展示  

ニーズをかなえる福祉車両 展示 

安全な福祉車両への移乗介助相談 
協力 ㈱スズキ自販南東京 ダイハツ東京販売㈱ 東京トヨ

ペット㈱ NPO)日本身障運転者支援機構 ㈲フジオート ほか 

近日開催予定 

申込用紙裏面 

主催： 南多摩保健医療圏地域リハビリテーション支援センター 

http://www.c-rehab.com/ 

共催 公益社団法人東京都理学療法士協会 一般社団法人東京都作業療法士会 

後援 経済産業省関東経済産業局 稲城市 多摩市 八王子市 日野市 町田市 他 

1６日 

理学療法士・作業療法士生涯学習ポイント講義 



共催 

公益社団法人 東京都理学療法士協会 

一般社団法人 東京都作業療法士会 

後援 

経済産業省 関東経済産業局 

稲城市 多摩市 八王子市 日野市 町田市 

公益財団法人 テクノエイド協会 

公益財団法人 東京都福祉保健財団 

公益財団法人 共用品推進機構 

公益社団法人 東京都障害者スポーツ協会 

公益財団法人 東京都中小企業振興公社 

公益社団法人 東京都医師会 

一般社団法人 日本リハビリテーション工学協会 

一般社団法人 日本車椅子シーティング協会 

一般社団法人 日本福祉のまちづくり学会 

一般社団法人 首都圏産業活性化協会 

一般社団法人 全国福祉用具専門相談員協会 

一般社団法人 日本福祉用具供給協会 

地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター 

NPO法人 東京都介護支援専門員研究協議会 

NPO法人 日本シーティングコンサルタント協会 

NPO法人 日本身障運転者支援機構 

NPO法人 カラーユニバーサルデザイン機構 

日本福祉用具・生活支援用具協会 

東京都言語聴覚士会 

特別協力 

八王子いちょう祭り祭典委員会 

京王電鉄株式会社 

JSS八王子スイミングスクール 

東京都西多摩保健医療圏地域リハビリテーション
支援センター 

出展 ㈱アイム アビリティーズ・ケアネット㈱ エーアンドエー㈱ ㈱カーエレクトリック西東京 ㈱菊池製作所 奏 ㈱クワバラ ㈱
ケイアイ ㈱玄人 ㈱柴橋商会 ㈱スズキ自販南東京 ダイハツ東京販売㈱ 東京トヨペット㈱ ㈱トーカイ NPO)たくみ21  ㈲でく工房 
NPO)日本身障運転者支援機構  日本オートランニングシステム㈱ パナソニック・エイジフリーショップス㈱ ㈲フジオート フランス
ベッド㈱ ㈱フロンティア  ㈱ヤマシタコーポレーション  ㈱山六 リオン㈱  

協力 アニマ㈱ ㈱インサイト オットーボック・ジャパン㈱ ㈲オフィス結アジア オムロンヘルスケア㈱ 神奈川県総合リハビリテー
ションセンター ａｕショップ西八王子駅前 杏林大学保健学部 (公財)共用品推進機構 ㈱ジェイコム八王子 ㈲十字会ケアステーション 
首都大学東京 一般社団法人全国肢体不自由児者父母の会連合会  電動車いす安全普及協会 ㈶鉄道弘済会 東京工業高等専門学校 ネスレ
日本㈱ パシフィックサプライ㈱ 東浅川保健福祉センター ㈱ピーテック ミズノスポーツ㈱ ㈱明治 明星大学 都立八王子盲学校 八王
子市地域包括支援センター 八王子保健生活協同組合 早稲田大学人間科学学術院   

事務局 〒193-0942 東京都八王子市椚田町583-15（永生病院地域リハビリ支援事業推進室） 担当： 石濱、星本、神藤、木野田 

℡ 042‐661‐4108 Fax. 042‐666‐5881 E-mail: chiiki-riha@eisei.or.jp   URL: http://www.c-rehab.com/  

お名前  

フリガナ  

病院・施設名 
＊16日講演参加のPT/OTで単位認定希望者のみ記入要必須 

お立場 □市民 □行政関係 □教育・大学関係 □スポーツ関係 □理学療法士 □作業療法

士 □言語聴覚士 □介護福祉士 □介護職員 □介護支援専門員 □福祉用具専門相

談員 □医療ソーシャルワーカー□医師 □看護師 □保健師 □その他 

電話番号  

FAX番号  

E-mail   

その他特記事項  

□ 15日 講演 障害者スポーツの魅力と可能性 120名 □ 16日 講演 笑顔を引き出すシーティング   120名 
理学療法士 新人教育プログラムｃ-5 地域リハ 作業療法士 １６日全日参加で生涯教育ポイント２ポイント 

□ 15日 講習 地域リハビリテーション講習会  100名 □ 16日 実習 作ってみようリハビリ機器     15名 

Fax. 042‐666‐5881                      Web受付：http://www.c-rehab.com/より 

下記講習会等へのご参加を希望される場合のみ、準備都合上、希望講習をチェック頂き、必要事項をご記入の上、本用紙を

FAX頂くか、当センターＨＰ内「受講申込」Webフォームにてお申込み下さい(11月5日(水) 締切）。締切後3日以内に受講可

否通知を送信させて頂きます （申込多数の場合抽選)。なお、都合により御欠席の場合、必ず前日までに御連絡下さい。 

講演・講習会・実習へのご参加を希望される方へ （いずれも一般参加可・無料） 

*本講習会運営管理以外の目的でご記入頂いた個人情報を用いることは一切ありません。 

申 込 用 紙 

mailto:chiiki-riha@eisei.or.jp
http://www.c-rehab.com/
http://www.c-rehab.com/

