
 

 
 

厚労省は、『平成 29（2017）年度「高齢者虐待

の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する

法律」に基づく対応状況等に関する調査結果』を

2019 年 3 月 26 日に公表した。高齢者施設にお

ける介護施設従事者等による虐待の調査結果で、

虐待と判断された件数は 510件（前年度 452件）

で 12.8％増加、相談・通報件数は 1,898 件（前

年度 1,723 件）で 10.2％増加した。通報者は当

該施設職員が 510 人で 23.2％（前年度 464 人で

23.4％）で最も多く、次に家族・親族が 460 人で

20.9％（前年度 350 人で 17.6％）であった。 

この調査結果で、通報者は「家族や親族による通報者は「家族や親族による通報者は「家族や親族による通報者は「家族や親族による

通報」が増加している通報」が増加している通報」が増加している通報」が増加していることが最も注目される。家

族の人権意識が高くなってきていることが背景

にあると思われるが、虐待は夜間帯に多いという

ことから、家族は夜の様子は全く知りえない。さ

らに、入居者には、家族のいない単身世帯が増え

ていることから、通報や相談による虐待の件数で

対策を検討するのは、限界にきている。 

さらに、虐待と判断された 510 件のうち、過

去に指導があった施設は 157 件で、前年度より

も増えている。これに対して、厚生労働省は、

2018 年 3 月と 2019 年 4 月の 2 回に渡り、対応

の強化に関する通知を都道府県知事宛に出して

いるが、具体的な防止策は明示されていない。 

日本ではサービスの質を担保する仕組みとし

て指導監査というのがある。（指導監査の役割に

ついては、P.4 右下太枠に記載）しかしながら、

虐待の調査結果や繰り返し虐待が起きている施 

設があることから指導監督業務がサービスの質

をどれだけ担保するものか問われる。 

 U ビジョン研究所は、もうこれ以上、施設で高

齢者が殺され、虐待を受けることのない安心して

暮らせる施設を本気で作ってもらうために、厚労

省老健局長に対し、6 月 19 日に、夜間調査もで

きる第三者評価の実施を提案・説明した。 

制度だけでなく、市民も本気で自分の人生がか

かっている終の棲家を選んでほしい。それが、悪

い施設が蔓延しない方法の一つであることを理

解し、行動してほしいのである。 

2020202020202020 年東京年東京年東京年東京オリンピック・パラリンピックオリンピック・パラリンピックオリンピック・パラリンピックオリンピック・パラリンピック    

「「「「桜桜桜桜のののの聖火聖火聖火聖火リレートーチリレートーチリレートーチリレートーチ」」」」 

 聖火リレートーチが公表された。デザインは吉

岡徳仁氏、素材のアルミニウムの一部には東日本

大震災後に活用された仮設住宅の廃材も使われ

ているという。トーチの曲線の流れと、炎の線が

本当に美しい。 

制作に関わった炎を出すバーナー会社の社長

が、「悪天候で雨や風の影響を最小限にとどめ、

桜のトーチから炎がどのように出て、灯し続ける

か、今までの自分達のやり方や技術ではそれがで

きなかった。自分達が一生懸命作り続けてきた苦

労があるから今までのやり方を守ろうとするが、

新しいものを作るには変わらなければならない。

変わるには、誰かが壊してくれないと新しいもの

はできない。そのような人たちに出会うことが技

術の向上に繋がる。」との言葉が心に残った。
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【巻頭言】【巻頭言】【巻頭言】【巻頭言】    高齢者生活施設の虐待を防止する本気が見えない！高齢者生活施設の虐待を防止する本気が見えない！高齢者生活施設の虐待を防止する本気が見えない！高齢者生活施設の虐待を防止する本気が見えない！    
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■ 4月4日（木）運営会議 ■ 4月4日（木）評価者研修会議 

■ 4月4日（木）U-vision News 編集会議 

■ 5月24日（金）監事監査 

■ 5月30日（木）第3期決算理事会開催 

[出席者 本間理事長、脊山副理事長、是枝理事、鈴庄監事、事務局稲垣、岩崎] 

■ 6月19日（水）厚生労働省へ要望書提出・説明 

■ 6月21日（金）第3期定時評議員会開催 

  [出席者 本間理事長、石飛評議員、土屋評議員、三原評議員、鈴庄監事、事務局稲垣、岩崎] 

相談件数（相談件数（相談件数（相談件数（4 月～6 月）27272727 件 今回は、これまでになく相談が多かった。母が病院で虐待にあって 

いるという姉妹から相談、業界大手の有料老人ホームでの虐待の疑いや、職員や本部の対応に関す 

る相談。（不適切な介護に対する対応等に疑問を感じた為、親を退居させ他のホームに移した。） 

など多岐にわたった。 

参考：参考：参考：参考：ＵＵＵＵビジョン研究所では施設評価や虐待防止法などの研修の講師派遣を行っています。ビジョン研究所では施設評価や虐待防止法などの研修の講師派遣を行っています。ビジョン研究所では施設評価や虐待防止法などの研修の講師派遣を行っています。ビジョン研究所では施設評価や虐待防止法などの研修の講師派遣を行っています。 
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評価者研修会議評価者研修会議評価者研修会議評価者研修会議    

4 月 4 日（木）Ｕビジョン研究所の認証「悠」の 

評価者研修会が行われました。 

評価者は特養ホームの施設長を長年経験されてきた方、介護福祉

学の名誉教授の方、一級建築士、社会福祉士で成年後見人の方、地

元密着で介護の調査を重ねて来られた方など高齢者生活施設のス

ペシャリストが揃っております。 

Ｕビジョンの認証「悠」は、評価者養成に力を入れています。 

なぜなら表面的な数字や書類だけでなく実際の現場を見て数字や 

書類からは見えてこない入居者さんの生活状況、表情、思いや職員さんのケアの状況、思い、職場

環境などを総合的に判断して評価するので「的確に見る目」「しっかり感じる心」を養う必要があ

るからです。 

入居者さんの視点に立ち、改善点があった場合にはしっかり指摘し、改善に向けての提案を行い

ます。また、その一方で入居者を支えておられる職員さんの日々の努力もしっかりと称えるのも私

たちの評価の大きな特徴でもあります。 

時代の流れを汲み取り入居者さんの安心安全が保証され、施設で自分らしく暮らせるために！ま

た職員さんが自信と誇りを持って活き活きと働けるように！日々研究して評価者と意見交換しな

がらブラッシュアップしております。 

厚厚厚厚生労働省生労働省生労働省生労働省にににに要望要望要望要望書提出書提出書提出書提出    

6 月 19 日（水）10：30～12：00 

厚労省老健局長大島一博氏に要望書を提出しました。 

約 1 時間半にわたり説明を聞いてくださったのは、高齢者虐待防止

担当の課長補佐畑憲一郎氏です。 

               高齢者の虐待は 11 年間増え続けている。再発防止に向けた実効

性のある取組みに対して、どういった対策が必要なのか意見交換が

でき非常に有意義な内容でした。 

要望書の詳細については、Ｕビジョン研究所ホームページをご覧ください。 

 

 

活動報告活動報告活動報告活動報告 
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はじめてのはじめてのはじめてのはじめてのＵＵＵＵビジョンサロンビジョンサロンビジョンサロンビジョンサロン開催開催開催開催！！！！！！！！    

    個人個人個人個人賛助会員のみな様にＵビジョンの活動をもっと知っていただき賛助会員のみな様にＵビジョンの活動をもっと知っていただき賛助会員のみな様にＵビジョンの活動をもっと知っていただき賛助会員のみな様にＵビジョンの活動をもっと知っていただき    

高齢者生活施設高齢者生活施設高齢者生活施設高齢者生活施設での虐待が多い中、施設の選び方を間違えないように…。での虐待が多い中、施設の選び方を間違えないように…。での虐待が多い中、施設の選び方を間違えないように…。での虐待が多い中、施設の選び方を間違えないように…。    

    

テーマテーマテーマテーマ    ：「人生：「人生：「人生：「人生 100100100100 年時代の施設の選び方」と認証「悠」施設年時代の施設の選び方」と認証「悠」施設年時代の施設の選び方」と認証「悠」施設年時代の施設の選び方」と認証「悠」施設    

                                                ～意見交換～～意見交換～～意見交換～～意見交換～            

    

定員定員定員定員        ：：：：15151515 名名名名（（（（申込先着順となっております。）申込先着順となっております。）申込先着順となっております。）申込先着順となっております。）    

    

日時日時日時日時        ：：：：2019201920192019 年年年年 9999 月月月月 3333 日（火）日（火）日（火）日（火）午後午後午後午後 1111 時時時時 30303030 分分分分からからからから午後午後午後午後 3333 時時時時 30303030 分分分分    

    

会場会場会場会場        ：Ｕビジョン研究所建物内２階会議室：Ｕビジョン研究所建物内２階会議室：Ｕビジョン研究所建物内２階会議室：Ｕビジョン研究所建物内２階会議室    

                    渋谷区渋谷１渋谷区渋谷１渋谷区渋谷１渋谷区渋谷１----３３３３----１８１８１８１８    ビラ・モデルナビラ・モデルナビラ・モデルナビラ・モデルナ    

    

講師講師講師講師        ：本間：本間：本間：本間    郁子（Ｕビジョン研究所理事長）郁子（Ｕビジョン研究所理事長）郁子（Ｕビジョン研究所理事長）郁子（Ｕビジョン研究所理事長）    

    

参加費参加費参加費参加費    ：会員の方（無料）会員以外の方（：会員の方（無料）会員以外の方（：会員の方（無料）会員以外の方（：会員の方（無料）会員以外の方（300300300300 円）円）円）円）    

    

申込み申込み申込み申込み    ：：：：2019201920192019 年年年年 8888 月月月月 20202020 日日日日（火）までに同封の別（火）までに同封の別（火）までに同封の別（火）までに同封の別紙紙紙紙にてにてにてにて、、、、ＦＡＸもしくはメールＦＡＸもしくはメールＦＡＸもしくはメールＦＡＸもしくはメール    

電話にてお申込み下さい。電話にてお申込み下さい。電話にてお申込み下さい。電話にてお申込み下さい。    

    

 

ＵＵＵＵビジョンビジョンビジョンビジョン研究所設立以来研究所設立以来研究所設立以来研究所設立以来、、、、毎年行毎年行毎年行毎年行っているっているっているっている    

トップマネジメントセミナーのトップマネジメントセミナーのトップマネジメントセミナーのトップマネジメントセミナーの講師講師講師講師がががが決決決決まりましたまりましたまりましたまりました！！！！！！！！    

日時日時日時日時    ：：：：2019201920192019 年年年年 10101010 月月月月 24242424 日（木）・日（木）・日（木）・日（木）・25252525 日（金）日（金）日（金）日（金）    

    

場所場所場所場所    ：国立オリンピック記念青少年総合センター：国立オリンピック記念青少年総合センター：国立オリンピック記念青少年総合センター：国立オリンピック記念青少年総合センター    センター棟センター棟センター棟センター棟    

    

講師講師講師講師名名名名    

畑畑畑畑    憲一郎（憲一郎（憲一郎（憲一郎（厚生労働省老健局高齢者支援課厚生労働省老健局高齢者支援課厚生労働省老健局高齢者支援課厚生労働省老健局高齢者支援課    高齢者高齢者高齢者高齢者虐待防止担当）虐待防止担当）虐待防止担当）虐待防止担当）    

石飛石飛石飛石飛    幸三（特別養護老人ホーム芦花ホーム医師・Ｕビジョン評議員）幸三（特別養護老人ホーム芦花ホーム医師・Ｕビジョン評議員）幸三（特別養護老人ホーム芦花ホーム医師・Ｕビジョン評議員）幸三（特別養護老人ホーム芦花ホーム医師・Ｕビジョン評議員） 

～～～～    ＵＵＵＵビジョンビジョンビジョンビジョン研究所研究所研究所研究所からおからおからおからお知知知知らせらせらせらせ    ～～～～    

  

とととと    りりりり    くくくく    みみみみ    

ＵＵＵＵビジョン研究所では、ビジョン研究所では、ビジョン研究所では、ビジョン研究所では、    

できるだけプラスチックできるだけプラスチックできるだけプラスチックできるだけプラスチック    

容器を使わないように容器を使わないように容器を使わないように容器を使わないように    

していますしていますしていますしています。。。。    

 

××××    ××××    

 

会員会員会員会員    

募集募集募集募集 

リニューアルリニューアルリニューアルリニューアル    

Ｕビジョン研究所、ＨＰのトップページＵビジョン研究所、ＨＰのトップページＵビジョン研究所、ＨＰのトップページＵビジョン研究所、ＨＰのトップページ

写真を更新いたしました。写真を更新いたしました。写真を更新いたしました。写真を更新いたしました。    

ご協力頂きました認証施設の皆様ご協力頂きました認証施設の皆様ご協力頂きました認証施設の皆様ご協力頂きました認証施設の皆様    

ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。    

    

       賛助会員賛助会員賛助会員賛助会員としてとしてとしてとして UUUU ビジョン研究所の活動を支えてくださいビジョン研究所の活動を支えてくださいビジョン研究所の活動を支えてくださいビジョン研究所の活動を支えてください    

賛助会員年会費   個人・一口  10,000 円   法人・一口 100,000 円 

個人賛助会員： 38 名 

法人会員：14 法人 

 

＊株式会社ＳＮ食品研究所（大阪府）＊社会福祉法人生活クラブ（千葉県）＊社会福祉法人崇山会（群馬県） 

＊社会福祉法人大石福祉会（滋賀県）＊社会福祉法人ほうえい会（東京都） 

＊社会福祉法人愛生福祉会（高知県）＊社会福祉法人天雲会（熊本県）＊社会福祉法人晋栄福祉会（大阪府）

＊社会福祉法人プレマ会（神奈川県）＊社会福祉法人霞会（茨城県）＊社会福祉法人高崎倶楽部（群馬県）

＊深圳市康盈養老投資有限公司（中国）＊社会福祉法人春日部福祉会（埼玉県） 

＊社会福祉法人隆生福祉会（大阪府） 
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高高高高知県知県知県知県いのいのいのいの町町町町のののの町立特別養護町立特別養護町立特別養護町立特別養護    

老人老人老人老人ホームホームホームホーム「「「「偕楽荘偕楽荘偕楽荘偕楽荘」」」」でででで虐待虐待虐待虐待！！！！    

 2019 年 4 月 15 日の報道によると、高知県

吾川郡いの町の町立特別養護老人ホーム「偕

楽荘」（定員 82 名）で入居者 7 人が職員 9 名

から虐待を受けていた。 

3 月 5 日に町ほけん福祉課と県の高齢者福

祉課に「施設で虐待行為がある」と文書が届

き、調査を実施した。おむつを脱いだり、排

泄物が漏れ出したりしないように、ゴム製の

シーツを巻きつけていた。他にも、バスタオ

ルなどで体を拘束したり、車椅子が動かない

ように壁や机で挟んでいた。池田牧子町長は

「町は介護事業者を指導監督する立場であり

ながら不祥事を起こしたことは遺憾。信頼回

復に努める」とコメント。 

（自治体が作った施設でさえ、監査や法令が

守られていないことに市民は不安を募らせ、

高齢者は希望を失ってしまった。誰を信頼し

て人生最期を生きればいいのか。誰のお金で

運営しているのか？が問われる。市民は黙っ

ていないでほしい。） 

 

指導監督業務の適切な実施について 

 介護サービス事業者に対する指導監督につ

いては、高齢者の尊厳を保持し良質なケアが

提供される体制を継続させること及び高齢者

への虐待を防止することにより、介護保険制

度への信頼性を維持し、制度の持続可能性を

高めるための重要な役割の一翼を担っている

ササササニーライフニーライフニーライフニーライフ：：：：介護付介護付介護付介護付きききき有料有料有料有料    

老人老人老人老人ホームでホームでホームでホームで殺人事件殺人事件殺人事件殺人事件！！！！    

 2019 年 5 月 22 日に報道されたが、東京都

品川区の「サニーライフ北品川」で、入居者

の男性（当時 82 歳）が殺害され、元職員の

根本容疑者（介護福祉士、28 歳）が逮捕さ

れた。勤続 5 年でリーダー格だったという。

夜間、根本容疑者自ら救急車を要請し、搬送

されたあと、被害者の男性は「男に蹴られた」

と家族に話しており、肋骨が折れ、内臓も損

傷していた。 

サニーライフは全国に約 100 ヶ所余りの

施設を運営している。2011 年にもサニーラ

イフ国分寺で虐待があった。さらに、2017

年に職員から警察に「利用者の顔に殴られた

跡がある」と通報があったが、認知症で聞き

取りができないことで事件性は認められな

いとして判断されたケースも起きている。 

 

（名前が知られているから大丈夫ではなく、

私たちは施設を選ぶことが重要です。 

それに、介護は人手不足で負担が大きいか

らという人もいるが、人手不足を理由にして

は解決しない。最も大変なのは人手不足だか

らと言って、介護の仕事は誰でもいいという

わけにいかない。そこが揺れては、人間の尊

厳は守れない。） 

 

情情情情 報報報報 ああああ れれれれ
ここここ 

れれれれ 

EEEEPAPAPAPA 合格者数合格者数合格者数合格者数とととと介護福祉士国家試験合格者数介護福祉士国家試験合格者数介護福祉士国家試験合格者数介護福祉士国家試験合格者数！！！！ 

2019 年 3 月 27 日公表された EPA の介護福祉士国家試験合格者は受験者数 578 人（前年度 420

人）で合格者が 266 人（前年度 213 人）合格率は 46.0%（前年度 50.7％）に達した。ベトナムが

87.7％（前年度 93.7％）、インドネシアが 33.1%（前年度 38.5％）、フィリピンが 40.3％（前年

度 37.8％）だった。（合格率は 4.7 ポイント低下したが、実数は増えているのは喜ばしい。前年

度も同じことを言っているが、もっと試験の内容を緩和してほしい。） 

日本の介護福祉士国家試験合格者数は、受験者数が 94,610 人（前年度 92,654 人）で、合格者

数が 69,736 人（前年度 65,574 人）、合格率は 73.7％（前年度 70.8％）だった。 

（出典：厚生労働省 社会・援護局 2019 年 3 月 27 日公表） 

特特特特定技能定技能定技能定技能「「「「介護介護介護介護」」」」試験合格者試験合格者試験合格者試験合格者 84848484 人人人人！！！！    

特定技能「介護」の試験合格者は、84 人。合格者は今夏にも介護現場で働く見通しだ。 
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龍龍龍龍    生生生生    園園園園    

 

    

拘束ゼロ、臭い無し拘束ゼロ、臭い無し拘束ゼロ、臭い無し拘束ゼロ、臭い無し    

コールの位置は適切コールの位置は適切コールの位置は適切コールの位置は適切！！！！    

    

3333 月月月月 28282828 日の日の日の日の 23:4023:4023:4023:40 からからからから 29292929 日の日の日の日の 10:0010:0010:0010:00 までまでまでまで    

抜き打ち調査を実施。抜き打ち調査を実施。抜き打ち調査を実施。抜き打ち調査を実施。    

    

清潔で四季の花が絶えない。職員達も清潔で四季の花が絶えない。職員達も清潔で四季の花が絶えない。職員達も清潔で四季の花が絶えない。職員達も    

丁寧な対応で夜なかなか寝ない人にも丁寧な対応で夜なかなか寝ない人にも丁寧な対応で夜なかなか寝ない人にも丁寧な対応で夜なかなか寝ない人にも    

優しく対応していました。いつも緊張優しく対応していました。いつも緊張優しく対応していました。いつも緊張優しく対応していました。いつも緊張    

しますが、職員のありのましますが、職員のありのましますが、職員のありのましますが、職員のありのまままままの誠実なの誠実なの誠実なの誠実な    

支援に感動します。支援に感動します。支援に感動します。支援に感動します。    

 

中中中中    山山山山    ちちちち    どどどど    りりりり    

ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました    

    

中山ちどり内池総合施設長が中山ちどり内池総合施設長が中山ちどり内池総合施設長が中山ちどり内池総合施設長が    

神戸市に、今夏オープンする神戸市に、今夏オープンする神戸市に、今夏オープンする神戸市に、今夏オープンする特別養護老人特別養護老人特別養護老人特別養護老人

ホーム神戸垂水ちどりに異動ホーム神戸垂水ちどりに異動ホーム神戸垂水ちどりに異動ホーム神戸垂水ちどりに異動になりましになりましになりましになりまし

た。た。た。た。    

認証「悠」のご案内に施設長からの声に寄認証「悠」のご案内に施設長からの声に寄認証「悠」のご案内に施設長からの声に寄認証「悠」のご案内に施設長からの声に寄

稿して頂いたり、稿して頂いたり、稿して頂いたり、稿して頂いたり、ＵビジョンセミナーＵビジョンセミナーＵビジョンセミナーＵビジョンセミナーin in in in 

中山ちどり等大変お世話になりました。中山ちどり等大変お世話になりました。中山ちどり等大変お世話になりました。中山ちどり等大変お世話になりました。    

    

6666 月月月月 1111 日より石村新施設長が日より石村新施設長が日より石村新施設長が日より石村新施設長が    

就任されました。就任されました。就任されました。就任されました。    

 

 

 

高砂高砂高砂高砂    裕子裕子裕子裕子    

(一般社団法人南区医師会  

南区医師会訪問看護ステーション 管理者) 

 

2018 年 12 月より、理事を担わせていただき

ます高砂裕子と申します。私は、地域で訪問

看護師として 25 年、ケアマネジャーとして

19 年実践者として活動しています。利用者や

家族から、終のすみかとして特別養護老人ホ

ームへ入る準備をなさる時に、どこのホーム

が良いか相談されることがあります。U ビジ

ョンの認証事業は、そのホームのケアや施設

の体制を客観的に評価しているため、入所す

る利用者や家族の貴重な情報になると考え

ています。認証を受ける特別養護老人ホーム

が増加するよう、理事として活動させていた

だく所存です。最期まで、自分らしく暮らせ

る場所として、特別養護老人ホームが運営し

ていけるよう、支援したいと思います。 

 

 

 

鈴庄鈴庄鈴庄鈴庄    一喜一喜一喜一喜    

（イーサポートリンク株式会社社外監査役 

早稲田大学 評議員・商議員） 

 

66 歳で現役を退いた後に、旧知の方から本

間理事長をご紹介いただき、監事としてお手

伝いするご縁を頂いた。全くの不勉強で介護

の世界に初めて触れ、お聞きすることも驚き

の連続であった。時期を同じくして故郷に独

り住まいする母の衰えを伝える妹からの電

話が多くなり、帰省の頻度も増し介護の重み

が他人事ではなくなり、理事会での議論が身

に沁みることを実感している。誰もが受け手

であり担い手であるという当たり前の事実

を肩肘張らずに淡々と受け入れ、願わくは理

事会やスタッフの皆さんを見習って笑顔を

絶やさぬことを心がけていきたい。 

 

監事監事監事監事のののの一言一言一言一言    

 

理事理事理事理事のののの一言一言一言一言    

  

 

 

現在「現在「現在「現在「8888 つのつのつのつの基金基金基金基金」」」」ががががありますありますありますあります        ＊基金は＊基金は＊基金は＊基金は 100100100100 万円以上ご寄附された際に設立します。万円以上ご寄附された際に設立します。万円以上ご寄附された際に設立します。万円以上ご寄附された際に設立します。    

ご寄附状況ご寄附状況ご寄附状況ご寄附状況        

2019 年 3 月 26 日～2019 年 6 月 24 日現在  寄附金額寄附金額寄附金額寄附金額    175,000175,000175,000175,000 円円円円  

岩田喜美枝様、社会福祉法人生活クラブ様、本間郁子様、他匿名６件、 

皆様の温かいご支援、今後の活動に役立てていきたいと思います。ありがとうございます。 

Ｕビジョン研究所役員名簿Ｕビジョン研究所役員名簿Ｕビジョン研究所役員名簿Ｕビジョン研究所役員名簿     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

基  金  名 目   的 

1、ジャック・ユンクイアン基金  評価者育成・支援のため 

2、中村尚史基金  認証施設のアワード 

3、中村信子基金 

高齢者・障がい者生活施設で暮らす人たちが、個人として尊重され、

安心して安全に生活できるようにするため 

4、管理費充当基金 

 赤字になって運営に支障をきたす状況があった場合、災害、盗難な

どの被害、機器などが破損などして使用できなくなった場合も含む 

5、公益事業基金 

 事業拡大：自治体や社会福祉法人、民間企業などへ認証及び講師派

遣などの提案や説明のための旅費を含む 

6、本間政雄基金 今後も安定的に運営されるために、法人会計が赤字の場合に使用 

7、本間勇治記念Ｕビジョン応援基金 今後も安定的に運営されるために、法人会計が赤字の場合に使用 

8、本間政雄しあわせ基金 今後も安定的に運営されるために、法人会計が赤字の場合に使用 

公益財団法人 Ｕビジョン研究所Ｕビジョン研究所Ｕビジョン研究所Ｕビジョン研究所 

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-3-18 ビラ・モデルナ A-405 

TEL０３（６９０４）４６１１ FAX０３（３４０７）６０５５ 

u-vision@diary.ocn.ne.jp 

事務局受付時間：月～金 １０：００～１７：００ 
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♪事務局便り♪♪事務局便り♪♪事務局便り♪♪事務局便り♪    

先日、人間ドックに行ってきました。待合室を見渡すと外国の方がちらほら、日本に来るのは

観光だけではないようです。偶然その日のテレビで、人間ドックの番組をやっていて、「日本は検

診の先進国」といっていました。介護の質の分野でも先進国になれるでしょうか!?（原） 

♡編集後記♡♡編集後記♡♡編集後記♡♡編集後記♡    

高齢者の運転事故が多発しています。私も最近運転免許の更新をしましたが悩みました。自分

ではできていると思っていても、加齢と共に身体機能は低下していることは事実です。バックも

バックモニターを見ながらしていますが窓を開け後方を見ながらすると、首の筋肉が固くなった

のか後方の確認がしにくい。反射神経も同様。免許の返上、安全性能が装備された車に替えるか、

考えた末、安全性能装備車に、慎重な運転を・・・（是枝） 

★★★★Vol.27Vol.27Vol.27Vol.27 発行部数★発行部数★発行部数★発行部数★ 400 部 

    

理事 本間 郁子（理事長）、脊山 静子（副理事長）、是枝 祥子、髙砂 裕子 

評議員 石飛 幸三、中村 信子、土屋 敬三、三原 岳 

監事 鈴庄 一喜 

 


