
H.C.R. 2016 イベントのご案内
～シンポジウム・セミナー・特別企画・
　　　　　　　　　出展社プレゼンテーション～ Exhibition Hall Guide

次回の開催日程（予定）

H.C.R. 2014 車いす貸出コーナー協力企業一覧（五十音順）

会　　期 ： 2015年（平成27年）
　　　　　10月7日（水）～10月9日（金）
会　　場 ： 東京ビッグサイト 東展示ホール
出展募集 ： 2015年（平成27年）
　　　　　2月2日（月）～3月31日（火）

企 業 名 ：アイシン精機㈱
アイ・レーベル
㈱今仙技術研究所
㈱クラモト
スズキ㈱
フランスベッド㈱
本田技研工業㈱
ヤマハ発動機㈱

ご来場の
皆様へ
注意事項

1.本展示会は高齢者や障害者の自立のための展示会です。ご来場された皆様も高齢者や障害者
の方々が安心してゆっくりと見学できるよう、支えてください。

2.展示会場内は撮影禁止です。徹底させていただきますので、カメラ、ビデオなどの持ち込み
はご遠慮ください。携帯電話による写真撮影・動画撮影も禁止です。

3.H.C.R.2014では、主催者、報道機関、出版社・団体が、本展示会の記録・広報を目的として、会
場風景の写真ならびに動画の撮影をおこないます。ご理解くださいますようお願い申し上げます。

4.会場内は禁煙になっています。喫煙される方は必ず会場外に設けられた喫煙コーナーをご利用
ください。

5.他の展示会で置き引きの被害が多発しています。お手回り品の管理などは十分ご注意ください。
6.医師が常駐していませんので、体調管理やケガに十分ご注意ください。
7.本展示会では来場者の安全確保を最優先にいたします。他の来場者の安全や展示会の運営の
妨げとなる行為がおこなわれた場合、状況によっては退場していただく場合があります。

（場内）

〈イベント会場MAP〉

出展社プレゼンテーション　 ～   
会場（　　　）へ

西ホール
West Hall

西ゲート
West Gate

交 通　Transportation

●りんかい線 国際展示場駅
Rinkai Line: Kokusai Tenjijo Station

●ゆりかもめ 国際展示場正門駅
Yurikamome Line: Kokusai Tenjijo Seimon Station

●都営バス・水上バス ターミナル
Toei Buses and Ferryboats

車いす貸出コーナー
Wheelchair Rental
会場見学に車いすを必要と
される方は、1～2ホール間
または3ホールの貸出コー
ナーをご利用下さい。
（本貸出は、試乗のための
ものではありません。）

待ち合わせ広場
Meeting Point
5ホール入口が待ち合わせ
場所です。会場内は混雑が
予想されます。あらかじめ
待ち合わせ場所を決めて
から、ご入場ください。

介助スペース
Visitor Changing Room
介助用スペースは3ホールです。
来場者の方々が、おむつ交換や
更衣等をされる際に利用できる
スペースです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

トイレ
Restrooms

休憩コーナー
Lounge

エレベーター
Elevator

総合案内所／
会場内案内所
Information

北ゲート
（2F）

North Gate
北ゲートから

2F 1F

2A

2B

2C

2D

1C
1A

1B

出展社
プレゼンテーション会場

2A～2D
Presentation Area

2A-2D

◆国際シンポジウム〔参加費：1,000円、要事前申込〕
【プログラムNo.1】
障害者の権利の擁護とさらなる社会参加の促進のために
～ノーマライゼーションのこれまでとこれから
〔日時〕2016年10月13日（木）13：00～16：00 

会議棟6F 会議室
Conference Room, Conference Tower, 6F

◆H.C.Rセミナー〔セミナー共通資料代：1,000円、要事前申込〕

会議棟6F 会議室
Conference Room, Conference Tower, 6F

2F
2A 2D

総合案内所
Information

出展社プレゼンテーション会場 1B
Presentation Area 1B

出展社プレゼンテーション会場 1Ａ
Presentation Area 1A

出展社プレゼンテーション
会場 1C

Presentation Area 1C

印のトイレには障害者対応設備がございません。

東ゲート
East Gate

【10】アルテク講座2015B
A

【プログラムNo.9】
高齢者むけの手軽な日々の食事
～惣菜やレトルト食品をおいしくバランスアップ
〔高齢者の料理講座〕

【プログラムNo.15】
東1ホール内/1-07-05
被災地応援コーナー

【プログラムNo.14】
ふくしの相談コーナー

【プログラムNo.13】
福祉機器開発最前線

【プログラムNo.10】
アルテク講座2016

【プログラムNo.11】
高齢者・障害者等の
生活支援用品コーナー
～マイサイズ！あなたに合わせたモノ展

会場のご案内
シンポジウム・セミナー・イベントの内容
シンポジウム・セミナー・イベントのタイムスケジュール
障害児のための子ども広場

1
2～3
4～7
8～10

高齢者・障害者の生活支援用品コーナー
福祉機器開発最前線
出展社プレゼンテーション

11～13
14～18
19～20

contents

【プログラムNo.2】一般家庭の介護で腰痛にならないための基本技術
～ボディメカニクスの理解と活用

【プログラムNo.3】
福祉施設の実践事例発表 ～ 役立つ活かせる工夫とアイデア

【プログラムNo.4】　
介護ロボットの活用で未来を拓く

【プログラムNo.5】介護ロボット開発の最新動向と今後の展望
～北欧のユーザー・ドリブン・イノベーションからみる普及実現に向けた取り組み

【プログラムNo.6】環境と福祉の統合と社会への定着
～2020年東京大会に向けた取り組み

【プログラムNo.7】福祉施設における感染症の知識と対応
～知っておきたい感染症対策のポイント

発行:一般財団法人 保健福祉広報協会

【プログラムNo.8】
はじめての福祉機器
選び方・使い方セミナー

【プログラムNo.12】
障害児のための「子ども広場」

※昨年データ未入稿です。手配お願い致します。
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HCR 2016 イベントのご案内

【プログラム No.1】
国際シンポジウム
障害者の権利の擁護とさらなる
社会参加の促進のために
～ノーマライゼーションのこれまでとこれから

　わが国では「障害者の権利に関する条約」の締結を受け
た「障害者差別解消法」の制定や「障害者雇用促進法」の
改正のほか、2020 年の国内でのパラリンピック大会の
開催が決定するなど、障害者の権利擁護と自立や社会参加
の一層の促進に向けた動きがさまざまな形で進みつつあり
ます。
　障害者の権利を擁護し、自立と社会参加を進めていくた
めには、日常生活上のあらゆる場面におけるバリアを取り
除き、包括するといった視点から、生活場面、雇用・就労、
教育など、さまざまな項目にわたるあり方を検討し、整備
していくことが求められますが、H.C.R. では、2007 年
に障害者の社会参加と就労をテーマに欧州のソーシャル
ファームの当時の現状と課題を考察して以来約 10 年が経
過したことを踏まえて、ノーマライゼーション思想発祥の
国であるデンマークから講師を招き、障害者の権利擁護や
社会参加の促進をめぐる変化と最新の動向に関するレポー
トなどによるシンポジウムを開催し、わが国の今後の関連
の取り組みを展望するうえでの考察の場とします。

【日英同時通訳付】

開催日時：平成 28 年 10 月 13 日（木）13:00 ～ 16:00
会　場：会議棟 6F　605-608 会議室
参加対象者：障害者福祉に関する課題や政策・制度に関心 
　　　　　　のある方であれば、どなたでも参加いただけます。
講　師［シンポジスト］：
①デンマーク／ハナ・スティグ・アンダーセン氏：
　デンマーク社会福祉・内務省 障害者局長
②日本／末光　茂 氏：社会福祉法人 旭川荘理事長、
　川崎医療福祉大学特任教授、医学博士
チューター：近藤　純五郎　氏
　　　　　　一般財団法人 医療経済研究・社会保険福
　　　　　　祉協会理事長、弁護士、元厚生労働事務次官
参加費：1,000 円

～H.C.R. セミナー～
１．会議棟 6F にて、共通資料（1 部 1,000 円）
　　を使用して行うセミナー

10 月 12 日（水）

10：30 ～ 12：00
【プログラム No.2】
一般家庭の介護で腰痛にならないための基本技術
～ボディメカニクスの理解と活用 

　介護する方々にとって、腰痛は大きな問題です。
　リフトなどの機器の活用、住環境の改善、介護者の体力
改善、適正な介護の仕方（技術）の習得など、腰痛になら
ないための対応策はいくつかあります。家庭で介護をおこ
なう一般の方々は、これらについての基礎を理解し、それ
ぞれの要素をうまく組み合わせて腰痛を予防していく必要
があります。
　とくに、ボディメカニクスは、介護時の適正な姿勢や動
作を確保して、介護する方とされる方の双方にとって介護
を楽にし、安定させる技術です。
　本講座では、具体的な実演もまじえながら、こうした技
術をわかりやすく解説します。

主な参加対象者：在宅で介護を行っている方、新任介護
　　　　　　　　職員・ホームヘルパー
講師：青柳　佳子　氏　
　　　浦和大学短期大学部　介護福祉科　特任教授

13：30 ～ 16：00
【プログラム No.3】
福祉施設の実践事例発表 
～ 役立つ活かせる工夫とアイデア

　高齢者、障害者、児童福祉施設の現場では、スタッフが
日々の利用者への援助・支援においてさまざまな創意・工
夫を行うことによって、福祉サービスの改善、質的な向上
がはかられています。こうした創意・工夫は、全国の福祉
施設で活かせるアイデアとノウハウです。

　本講座では、創意・工夫の情報を共有することで、福祉
サービスの質の向上をはかることを目的として、福祉施設
での実践事例、研究発表を紹介します

主な参加対象者：介護・福祉施設関係者など

《A 会場／高齢者施設における工夫事例》

発表事例（予定）：
(1) コミュニケーションロボットで見えてきた介護の未来
　   〜「PALRO」導入の効果と課題〜　　
　   社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会　
　   特別養護老人ホーム新鶴見ホーム
(2) 地域と施設の協働 〜 買い物支援の取り組み 〜    
　   社会福祉法人　六親会
(3) 人材確保対策室の取組
　   社会福祉法人　あいの土山福祉会　エーデル土山
(4) 人的、物的介護手段の融合による ” 床から抱え上げない ”
　   移乗介助　” してあげる ” 介護から ” 良くする ” 介護へ
　   社会福祉法人　湘南遊愛会　
　   特別養護老人ホームゆうあいの郷
(5) オランダ研修旅行から学んだこと　　　　 
　   社会福祉法人　堺福祉会　
　   特別養護老人ホームハートピア堺
司会進行：湯川　智美　氏　
　　　　　社会福祉法人 六親会　常務理事

《B 会場／障害者施設における工夫事例》

発表事例（予定）：
(1) 「寝たきりにさせない」障がい者施設での 10 年間
　   の取り組み〜 機能訓練の導入と国際福祉機器展に
　   よる育成について 〜
　   社会福祉法人  北ひろしま福祉会  機能訓練センター
(2)TEACCH プログラムの手法を活用したアプローチ
　   社会福祉法人  阪神福祉事業団  ななくさ育成園
(3) BCP の実践    社会福祉法人  若竹会
(4) 障がい児への理解を深める地域の保育所との交流保育    
　   社会福祉法人  肥後自活団　大江学園
(5) 地域の特性を活かした地域貢献活動  　   
　   社会福祉法人  信和会
司会進行：久木元　司　氏　
　　　　　社会福祉法人 常盤会 理事長

※ A と B の 2 つの会場に分割して並行開催します。
※当日受付を会場前において同日（10 月 12 日）の　
　12：30 より先着順にて行います。

10 月 13 日（木）

10：30 ～ 12：00
【プログラム No.4】
介護ロボットの活用で未来を拓く 

　介護ロボットの開発・普及については、政府が掲げる日
本再興戦略に基づき「介護分野におけるロボット新戦略」
が取りまとめられ、高齢者や障害者の自立支援、介護負担
の軽減等にロボット技術を活用しようとする取り組みが、
鋭意進められているところであります。
　一方、近未来の介護の場面で重要な役割を担うことが予
想される介護ロボットですが、その普及によって介護はど
のように変化していくのか、また、円滑な定着やより効果
的な活用のためにはどのような取り組みが必要なのかなど
については、介護ロボットが注目されはじめてからまだ間
もないこともあり、理解が十分に進んでいるとはいえない
側面もあります。
　本講座では、さまざまな場面で活躍しはじめた介護ロ
ボットの今後の可能性を探るとともに、克服すべき課題や
めざすべき将来像について展望します。

主な参加対象者：高齢者およびその家族など
講師：五島　清国　氏　
　　　公益財団法人　テクノエイド協会　企画部長

10 月 14 日（金）

10：30 ～ 12：00
【プログラム No.5】
介護ロボット開発の最新動向と今後の展望　
～北欧のユーザー・ドリブン・イノベーションから
みる普及実現に向けた取り組み 

　介護ロボットはわが国の将来の介護場面での活躍を期待
されているだけではなく、政府が進める経済政策のなかで

も成長産業の一つとして注目されています。
　介護機器としてより有効なロボットを開発、生産、販売
することはエンドユーザーや介護を行う方々の負担を軽減
したり、介護従事者の不足を緩和することはもとより、わ
が国の経済成長や産業振興などにつながる側面もあります。
　しかし、未知の要素が多いこうした機器の開発を着手す
ることをめざす企業や組織にとっては、まず先に、最新の
開発動向やより効率的な開発や生産に向けた留意点や課題
などについて確認し、把握しておく必要があるといえます。
本講座では、介護ロボットの研究・開発や生産・製造に関
する諸外国も含めた最新動向や、わが国における政策や支
援策の動向などについて解説するとともに、より必要とさ
れる介護ロボットの製品化を進めていくためのヒントや将
来の展望などについて考察します。

主な参加対象者：（出展社を中心とする）企業、行政、　
　　　　　　　　福祉関連団体
講師：植村　佳代　氏
　　　株式会社 日本政策投資銀行　産業調査部　
　　　副調査役

10：30 ～ 12：00
【プログラム No.6】
環境と福祉の統合と社会への定着
～ 2020 年東京大会に向けた取り組み
 
　オリンピック・パラリンピックは、人々にスポーツの感
動、素晴らしさを伝えるだけでなく、環境や福祉の向上、
健康な暮らし、持続可能な街づくりと言った新しい価値を
創造し、後世に伝えることも求めています。
　2020 年東京大会は、障害者の社会参加を促す象徴と
してのパラリンピックを通じて、環境と福祉の統合を一層
普及・啓発する機会になります。そうした新しい価値を大
会の遺産として引き継ぎ、定着させるためにはなにをすべ
きかを話し合います。

基調講演「パラリンピックが後押しする
ソーシャルインクルージョンの進展」

炭谷　茂　氏（社会福祉法人 恩賜財団 済生会 理事長／
（一財）地球・人間環境フォ－ラム 理事長）
講演①「福祉と環境をつなぐスポーツ精神

〜リオのパラリンピックを視察して」
崎田　裕子　氏

（NPO 法人 持続可能な社会を作る元気ネット 理事長）
講演②「障害のある人の社会参加をひろげるために　
〜障害者権利条約を基本設計図に、パラリンピックを新
たな好機に」
藤井　克徳　氏

（日本障害フォーラム幹事会議長／ NPO 法人 日本障害
者協議会 代表）

※本講座は、7F 会議室を会場として開催します

14：30 ～ 16：00
【プログラム No.7】
福祉施設における感染症の知識と対応
～知っておきたい感染症対策のポイント

　近年、さまざまな感染症対策が注目されています。
　福祉施設は利用者が集団で生活する場であり、感染症に
対するきめ細かな配慮は欠かすことができません。施設を
利用する高齢者や障害者、児童などの場合、感染をすれば、
症状が非常に重くなることもめずらしくありません。福祉
施設の役職員は感染症に対する正しい知識をもち、その予
防に努めるとともに、発症時における適切な対応が求めら
れています。
　本講座では、高齢者、障害者、児童福祉施設における日
常生活に必要な感染症に関する基本的知識、予防と発症後
の対応策、施設などの現場で留意しておきたいポイントや
今年の感染症の動向について専門の講師から学びます。福
祉・介護職には必見の講座です。

主な参加対象者：福祉施設関係者など
講師：小坂　健　氏　
　　　東北大学大学院　歯学研究科　副研究科長

シンポジウム・セミナー・イベントの内容
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2．東展示ホールにて、先着順・自由参加
　　（事前申込不要）で行うセミナー

特設会場 A（東 6 ホール内）

【プログラム No.8】
はじめての福祉機器　
選び方・使い方セミナー 

　「基本動作編」「住宅改修編」「自立支援編」の 3 編をさ
らに以下の 10 のテーマに分類して、3 日間にわたりセミ
ナーを開催します。
　3 日間のセミナーの概要は以下のとおりです（時間割、
講師名などの詳細は、本紙 5 頁をご参照ください）。

《10 月 12 日（水）・住宅改修編》
　①トイレ・排泄用品　　②住宅改修　　③入浴機器

《10 月 13 日（木）・基本動作編》
　④ベッド　　⑤リフト等移乗用品　　
　⑥杖・歩行器等補助用品　　⑦車いす

《10 月 14 日（金）・自立支援編》　　
　⑧福祉に役立つ一般製品　　⑨福祉車両　　⑩自助具

主な参加対象者：高齢者、障害者及びその家族、新任介
　　　　　　　　護職員、福祉機器企業関係者、学生など
定員：160 名（※自由参加、先着順にご案内いたします。）

※副読本として、「基本動作編」「住宅改修編」「自立支援編」
　の 3 種類を本セミナー会場にて販売しています。
　1 冊 100 円です。

特設会場 C（東 3 ホール内）

【プログラム No.9】
高齢者むけの手軽な日々の食事
～総菜やレトルト食品をおいしくバランスアップ
　［高齢者の料理講座］ 

　高齢者の一人暮らしや、高齢者夫婦世帯が増えています。
　こうした世帯では、長寿化が進むにつれて、毎日の食生
活のために料理をつくることも、栄養バランスを考えて手
間をかけることも、大変なことです。
　そのため、日々の食事を市販のお弁当などですませる方
も多くなっています。そこで、コンビニの弁当やスーパー
の惣菜・レトルト食品などをもとにして、ひと工夫を加え
ることによって、毎日の食事を、簡単で、豊かに、かつ、
栄養のバランスがとれる食事のつくり方と実演にてご紹介
します。
　テキストでは、レシピと食事づくりのポイントをわかり
やすく説明しています。
　「特設会場 C」の特設ステージにて、毎日 13:00 ～
14:00 の時間帯に「高齢者の料理講座」として開催します。

主な参加対象者：高齢者及びその家族、ホームヘルパー、     
　　　　　     　在宅サービス事業者など
講師：今　寿賀子　氏　虎の門病院栄養部部長
　　　押田　京子　氏　虎の門病院栄養部副部長
定員：60 名（※自由参加、先着順にご案内いたします。）

※ H.C.R.2009 から本講座で紹介してきたレシピを全て 
　掲載した冊子（① 2009 年～ 2012 年、② 2013 年
　～ 2016 年の 2 種）を、本講座会場にて販売しており
　ます。1 冊 700 円です。

～H.C.R. 特別企画～
（講座・特設展示・相談・

デモンストレーション、いずれも自由参加）

特設会場 B（東 6 ホール内、ガレリア入口横）

【プログラム No.10】
アルテク講座 2016
～身の回りにあ

・ ・ ・ ・
るテクノロジー（アルテク）で

　創る豊かで楽しい生活 

　多くの人の身の回りにあ
・ ・ ・ ・

るテクノロジー（アルテク）
を用いる事で、障害のある人の生活が大きく変わります。
たとえば、印刷物を読めない人でも電子書籍や電子新
聞であれば簡単に読む事ができます。音声が使えないた
めにコミュニケーションに不自由を抱える人もスマート
フォンでチャットを楽しみ、アプリを入れれば音声で会
話することも可能です。そのほか、鉛筆を持てないなど
の理由でメモをとれない人は IC レコーダやデジカメを上
手く活用すれば記録がとれるなど可能性は大きく広がっ
ています。
　このセミナーでは誰もが日常活用しているスマート
フォン、タブレット、パソコン、IC レコーダ、デジカメ

などの ICT（情報通信技術）製品を、障害のある人の生
活や学習支援に活かすアイデアとともに紹介します（時
間割、講師名などの詳細は、本紙 6 頁をご参照ください）。

【講座テーマ】

《10 月 12 日（水）》
① Windows パソコンのアクセシビリティと応用－アル

テクを用いた障害のある人の生活支援－
②スマホやタブレットのアクセシビリティ－肢体不自由

の人がスマホやタブレットを使いこなす－
③アルテクを読み書きなどの学びのツールに変える－ア

ルテクを用いた発達障害や認知障害のある人の生活支
援－

《10 月 13 日（木）》
④身の回りにあ

・ ・ ・ ・

るテクノロジー（アルテク）が支援技術
に変わる－高齢者や障害のある人の生活支援－

⑤障害者差別解消法とアルテクの意味－合理的配慮の１
つとしてのアルテク利用－

⑥障害者雇用とアルテク－障害者雇用現場でのアルテク
活用の実際－

《10 月 14 日（金）》
⑦スマホやタブレットを生活支援ツールに変える－アル

テクを用いた肢体不自由のある人の支援のポイント－
⑧視覚障害のある人のスマホ・タブレット活用－アルテ

クを用いた視覚障害のある人の生活支援－
⑨アルテクを利用した重度肢体不自由や重複障害のある

人の生活・コミュニケーション支援

特設会場 A（東 6 ホール内）

【プログラム No.11】
高齢者・障害者等の生活支援用品コーナー 
～マイサイズ！あなたに合わせたモノ展

　福祉機器には、高齢者や障害のある人の生活を支援する
ためにさまざまな工夫があります。その一つが、「高さ」、「太
さ」、「大きさ」、「明るさ」、「重さ」などを「使う人に合わ
せる」という工夫です。
　2016 年 4 月に施行された「障害者差別解消法」では、

「合理的配慮」をしなければ、それは差別になります。合
理的配慮、すなわち「個別配慮」には、「使う人、つまり、
あなたに機器を合わせる」といったことが含まれてきます。
　今回このコーナーでは「あなたに合わせたモノ」を、そ
れぞれ衣食住に分類して製品を、展示しています。

●衣・・・（調節できる靴、フリーサイズのズボン、パジャ
マなど）

●食・・・（自分の手に合わせられるスプーン・フォーク、
大きさの異なる器など）

●住・・・（高さ調節ができるテーブルや椅子、高さの
調節ができる杖、手すりなど）

　ぜひ、このコーナーにお立ち寄りいただき、さまざまな
「あなたに合わせた “ マイサイズ ”」のモノを試してみてく
ださい。きっと「なんて楽だ！」、「なんて、使いやすい！」
と、感じられると思います。

（企画・監修：公益財団法人　共用品推進機構）

※本紙 11 ～ 13 頁に本企画で展示する製品リストなどを
　掲載しています

特設会場 C（東 3 ホール内）

【プログラム No.12】
障害児のための「子ども広場」

　障害のある子どもの発育段階において、福祉機器の利用
は成長と生活において大きな可能性を拡げるものです。そ
こで、子ども向け福祉機器の開発・普及を目的に「子ども
広場」を会場内に設置して子ども向けの福祉機器を総合展
示するとともに、福祉機器の利用や療育についての相談
コーナーや、保育士が常駐するひとやすみコーナーのほか、
昨年に続いての企画「現在も未来も大切です！子どもの住
まい（肢体不自由・発達障害）相談コーナー」は、医療的
ケアが必要な子どもの住まいの工夫まで解説の領域を広げ
て開催します。

１．福祉機器展示コーナー
　終日展示。本紙 6 頁の時間割により展示製品について
の「機器説明」を聞くことができます。

（運営協力：横浜市総合リハビリテーションセンター）
※本紙 8 ～ 9 頁に本企画で展示する製品リストなどを掲
　載しています

２．相談コーナー
　本紙 6 頁の時間割により、「療育相談」と「福祉機器相談」
の 2 名の担当が配置されます。

（運営協力：横浜市総合リハビリテーションセンター）

３．現在も未来も大切です！子どもの住まい（肢体不自由・
　　発達障害）相談コーナー
　　このコーナーでは、子どもの住宅改造事例をパネルで
紹介し、リハビリテーションセンターの建築士等が相談に
応じます。子どもの身体機能や行動特性、家族のライフス
タイルの変化をよく考えて設計された住宅は、将来にわ
たって安全で快適な暮らしの実現につながります。

【肢体不自由編】段差解消機やいす式階段昇降機、リフト
など、住宅の中で使われる福祉機器は、高齢の方や身体障
害のある大人が使うものだと思っていませんか？このよう
な福祉機器は子どもにとってもたいへん有効です。

【知的障害・発達障害編】子どもの行動からくる問題の中
には住宅を工夫することで大きく改善されることもありま
す。住宅の工夫が家庭内のルールやコミュニケーションを
構築するきっかけになる場合もあります。まずは子どもの
安全対策から取り組み、親のストレスの軽減や子どもの社
会的な行動の促進へとつなげられる住宅を考えましょう。

日程：10 月 12 日（水）〜 14 日（金）の各日
　　　14：00 〜 16：30 に専門職が相談に応じます。
＊新作パンフレット「医療的ケアが必要な子どもの住ま
　いの工夫」を配布する予定です。

（運営協力：横浜市総合リハビリテーションセンター）
※本紙 10 頁に関連の写真映像などを掲載しています

４．ひとやすみコーナー
　保育士が常駐しています。広場のおもちゃを使って子ど
もたちと遊んだり、保護者（親）のみなさんと子育てにつ
いてお話しましょう。　　　　　　　　　　　　　　　

（運営協力：東京都社協保育士会）

【プログラム No.13】
福祉機器開発最前線

（デモンストレーションに ）

　企業・研究機関の研究開発、試作状況などの情報提供や
紹介の場として、最新の機器や製品の展示及びデモンスト
レーションを行います。
　今回は、経済産業省のロボット介護機器開発・導入促進
事業や厚生労働省の障害者自立支援機器等開発促進事業の
対象製品を含む合計 10 点の展示及びデモンストレーショ
ンを予定しています。
※本紙 14 ～ 18 頁に本企画で展示する製品の情報やデモ
　ンストレーションのプログラムなどを掲載しています

　特設会場 D（東 3 ホール入口）

【プログラム No.14】
ふくしの相談コーナー

　技師、作業療法士などの専門家が、福祉機器や自助具に
関わる来場者の相談に無料で応じます。

（運営協力：日本作業療法士協会、大阪府肢体不自由児者
協会 大肢協ボランティアグループ自助具の部屋）

東 1 ホール内／小間番号：1 ‐ 07 ‐ 05　

【プログラム No.15】
被災地応援コーナー

　災害に見舞われ、復興に取り組みながら製造・生産活動
に取り組むセルプ（障害者就労支援施設）の製品を販売い
たします。

～H.C.R.2016
出展社プレゼンテーション～

　本紙 19 ～ 20 頁に、出展社プレゼンテーションの時間
割表を掲載しています。

注 1）題名の横に  のついたプログラムは、手 
　　　話通訳を行います。
注 2）H.C.R. セミナー、特別企画への参加自体に係る費
　　　用は無料です。
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HCR 2016 イベントのご案内

シンポジウム・セミナー・イベントのタイムスケジュール

参加形式
詳　細

WEBでの事前参加申込（参加費：1,000円）が必要です。 共通資料（1部1,000円で配布）を使用します。WEBでの事前参加申込が原則ですが、当日会場にて先着順での追加受付もあります。 

2頁 2頁

10
月
12
日
●  水

10
月
13
日
●  木

10
月
14
日
●  金

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

6階「605‐608会議室」 7階「701‐702会議室」

会　場

【プログラムNo.2】H.C.R. セミナー
「一般家庭の介護で腰痛にならないための基本技術
　　　　　　    ～ボディメカニクスの理解と活用」
講師：青柳　佳子　氏
　　　浦和大学短期大学部 介護福祉科 特任教授

【プログラムNo.4】H.C.R. セミナー
「介護ロボットの活用で未来を拓く」
講師：五島　清国　氏
　　　公益財団法人 テクノエイド協会 企画部長

【プログラムNo.7】H.C.R. セミナー
「福祉施設における感染症の知識と対応　　　　　　　　　　
             ～知っておきたい感染症対策のポイント」
講師：小坂　健　氏
　　　東北大学大学院 歯学研究科 副研究科長

【プログラムNo.3】H.C.R. セミナー
「福祉施設の実践事例発表
　　～役立つ活かせる工夫とアイデア」
※発表事例については、本冊子の2頁をご参照ください。
※会場をAとBの2つに分割して並行開催します。
※当日受付を会場前において同日（10月12日）の
　12：30より先着順にて行います。

【プログラムNo.1】国際シンポジウム
「障害者の権利の擁護と
　　　　　さらなる社会参加の促進のために
　 ～ノーマライゼーションのこれまでとこれから」
講師：①デンマーク／ハナ・スティグ・アンダーセン氏
　　　　デンマーク社会福祉・内務省 障害者局長
　     ②日本／末光　茂 氏
　　　  社会福祉法人 旭川荘理事長、川崎医療福祉大学特任教授、医学博士
ﾁｭｰﾀ ：ー近藤　純五郎　氏
　　    一般財団法人 医療経済研究・社会保険福祉協会理事長
　　    弁護士、元厚生労働事務次官

【プログラムNo.5】H.C.R. セミナー
「介護ロボット開発の最新動向と今後の展望
　～北欧のユーザー・ドリブン・イノベーション
　　　　　　からみる普及実現に向けた取り組み」
講師：植村　佳代　氏
　　　株式会社 日本政策投資銀行 産業調査部 副調査役

【プログラムNo.6】H.C.R. セミナー
「環境と福祉の統合と社会への定着
　　　　 ～ 2020年東京大会に向けた取り組み」
※基調講演と3つの事例発表（本紙の2頁を参照）

日英同時通訳付き
手話通訳付き

注1）開会式は10/12  9:50～ 10:00に東2ホール入口、15回出展社への感謝状贈呈式は10/12  11:00～ 11:30に東2ホール入口で開催します。 　　　注2）【　】内は、プログラム№です。 

東　京　ビ　ッ　グ　サ　イ　ト　「会　議　棟」
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10
月
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日
●  水

10
月
13
日
●  木

10
月
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日
●  金

東　京　ビ　ッ　グ　サ　イ　ト　・　東　展　示　ホ　ー　ル

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

特設会場C（東3ホール内）特設会場A（東6ホール内）
【プログラム No.8】 【プログラム No.9】
H.C.R. セミナー

H.C.R. セミナー

はじめての福祉機器選び方・使い方セミナー　 
　

高齢者むけの手軽な日々の食事 
～惣菜やレトルト食品をおいしくバランスアップ [高齢者の料理講座 ]　

会　場

〔第１日目／住宅改修編〕

〔第2日目／基本動作編〕

〔第3日目／自立支援編〕

「トイレ・排泄用品」
講師：牧野　美奈子　氏　
　　　NPO法人 日本コンチネンス協会

「トイレ・排泄用品」
講師：牧野　美奈子　氏　
　　　NPO法人　日本コンチネンス協会

【プログラムNo.9】
高齢者むけの手軽な日々の食事 [高齢者の料理講座 ]

【プログラムNo.13】
福祉機器開発最前線・デモンストレーション

【プログラムNo.13】
福祉機器開発最前線・デモンストレーション

【プログラムNo.9】
高齢者むけの手軽な日々の食事 [高齢者の料理講座 ]

【プログラムNo.13】
福祉機器開発最前線・デモンストレーション

【プログラムNo.13】
福祉機器開発最前線・デモンストレーション

「住宅改修」
講師：橋本　美芽　氏
　　　首都大学東京 大学院 人間健康科学研究科 准教授

「入浴機器」
講師：加島　　守　氏
　　　高齢者生活福祉研究所 所長／理学療法士

「ベッド」
講師：市川　　洌　氏
　　　福祉技術研究所㈱　代表取締役

「杖・歩行器等補助用品」
講師：加島　　守　氏
　　　高齢者生活福祉研究所 所長／理学療法士

「リフト等移乗用品」
講師：市川　　洌　氏
　　　福祉技術研究所㈱　代表取締役

「車いす」
講師：堀家　京子　氏
　　　公益財団法人 武蔵野市福祉公社 作業療法士

「福祉に役立つ一般製品」
講師：巖淵　　守　氏
　　　東京大学先端科学技術研究センター 人間支援工学分野 准教授

「福祉車両」
講師：熊倉　良雄　氏／国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局第二自立訓練部肢体機能訓練課自動車訓練室長　　
　　　吉田　由美子 氏／国立障害者リハビリテーションセンター病院リハビリテーション部主任理学療法士

「自助具」
講師：岡田　英志　氏
　　　ヒューマン　代表

【プログラムNo.9】
高齢者むけの手軽な日々の食事 [高齢者の料理講座 ]

【プログラムNo.13】
福祉機器開発最前線・デモンストレーション

【プログラムNo.13】
福祉機器開発最前線・デモンストレーション

参加形式
詳　細

参加は自由です。当日会場にて先着順による受付を行います（※【プログラム№8】は、1部100円（3種類）の副読本を販売します）。 

3頁 3頁
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東　京　ビ　ッ　グ　サ　イ　ト　・　東　展　示　ホ　ー　ル

10
月
12
日
●  水

10
月
13
日
●  木

10
月
14
日
●  金

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

特設会場C（東3ホール内）   特設会場Ｂ（東6ホール入口会議室） 特設会場Ａ（東6ホール内）
【プログラム No.10】 【プログラム No.12】
特別企画・アルテク講座2016
～身の回りにあるテクノロジー（アルテク）で創る豊かで楽しい生活

 
特別企画・障害児のための「子ども広場」

【プログラム No.11】
特別企画・高齢者・障害者
等の生活支援用品コーナー

会　場

Windowsパソコンのアクセシビリティと応用
　～アルテクを用いた障害のある人の生活支援～
巖淵　守　氏（東京大学先端科学技術研究センター）

障害者差別解消法とアルテクの意味
　　～合理的配慮の１つとしてのアルテク利用～
近藤  武夫　氏（東京大学先端科学技術研究センター）

障害者雇用とアルテク
　～障害者雇用現場でのアルテク活用の実際～
近藤  武夫　氏（東京大学先端科学技術研究センター）

スマホやタブレットを生活支援ツールに変える
　～アルテクを用いた肢体不自由のある人の支援のポイント～
渡辺　崇史　氏（日本福祉大学）

視覚障害のある人のスマホ・タブレット活用
　～アルテクを用いた視覚障害のある人の生活支援～
 三宅　琢　氏（東京大学先端科学技術研究センター）

アルテクを利用した重度肢体不自由や
　重複障害のある人の生活・コミュニケーション支援
武長　龍樹　氏（東京大学先端科学技術研究センター）

注1）開会式は10/12  9:50～ 10:00に東2ホール入口、15回出展社への感謝状贈呈式は10/12  11:00～ 11:30に東2ホール入口で開催します。 
注 2）【　】内は、プログラム№です。
注3）各プログラムとも、自由に参加、ご覧いただけます。

スマホやタブレットのアクセシビリティ
　～肢体不自由の人がスマホやタブレットを使いこなす～
巖淵　守　氏（東京大学先端科学技術研究センター）

アルテクを読み書きなどの学びのツールに変える
　～アルテクを用いた発達障害や認知障害のある人の生活支援～
平林  ルミ　氏（東京大学先端科学技術研究センター）

◆機器説明
　○いす・カーシート
　○食事用具・食器／衣類・靴

◆機器説明
　○学習機器／ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ機器

◆機器説明
　○車いす
　○バギー・歩行器など

◆現在も未来も
　大切です！
子どもの住まい
（肢体不自由・発達
障害）相談コーナー

◇療育相談・
　 福祉機器相談

◇療育相談・
　 福祉機器相談

◇療育相談・
　 福祉機器相談

◆機器説明
　○車いす
　○バギー・歩行器など

◆機器説明
　○いす・カーシート
　○食事用具・食器／衣類・靴

◆機器説明
　○学習機器／ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ機器

◆現在も未来も
　大切です！
子どもの住まい
（肢体不自由・発達
障害）相談コーナー

◇療育相談・
　 福祉機器相談

◇療育相談・
　 福祉機器相談

◇療育相談・
　 福祉機器相談

◆機器説明
　○車いす
　○バギー・歩行器など

◆機器説明
　○学習機器／ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ機器

◆現在も未来も
　大切です！
子どもの住まい
（肢体不自由・発達
障害）相談コーナー

◇療育相談・
　 福祉機器相談

◇療育相談・
　 福祉機器相談

◇療育相談・
　 福祉機器相談

◆機器説明
　○いす・カーシート
　○食事用具・食器／衣類・靴

・ ・ ・ ・

【プログラムNo.11】

マイサイズ！
あなたに合わせた
　　　　　モノ展

【プログラムNo.11】

マイサイズ！
あなたに合わせた
　　　　　モノ展

【プログラムNo.11】

マイサイズ！
あなたに合わせた
　　　　　モノ展

身の回りにあるテクノロジー（アルテク）が
　支援技術に変わる～高齢者や障害のある人の生活支援～
巖淵　守　氏（東京大学先端科学技術研究センター）

・・・・

参加形式
詳　細

講　　座 展示・製品説明・相談展　　示  相　談

3頁  3 頁  3 頁  
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10
月
12
日
●  水

10
月
13
日
●  木

10
月
14
日
●  金

東　京　ビ　ッ　グ　サ　イ　ト　・　東　展　示　ホ　ー　ル

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

特設会場C（東3ホール内） 特設会場D（東3ホール入口） 東1ホール（小間番号：1-07-05）

【プログラム No.13】
特別企画・福祉機器開発最前線

【プログラム No.14】
特別企画・
ふくしの相談コーナー　

【プログラム No.15】
特別企画・
被災地応援コーナー

会　場

【プログラムNo.14】

ふくしの相談コーナー

【プログラムNo.15】

被災地応援コーナー　　

【プログラムNo.14】

ふくしの相談コーナー

【プログラムNo.15】

被災地応援コーナー　　

【プログラムNo.13】
福祉機器開発最前線・デモンストレーション

【プログラムNo.13】
福祉機器開発最前線・デモンストレーション

【プログラムNo.9】
高齢者むけの手軽な日々の食事［高齢者の料理講座］

【プログラムNo.13】
福祉機器開発最前線・デモンストレーション

【プログラムNo.13】
福祉機器開発最前線・デモンストレーション

【プログラムNo.9】
高齢者むけの手軽な日々の食事［高齢者の料理講座］

【プログラムNo.13】
福祉機器開発最前線・デモンストレーション

【プログラムNo.13】
福祉機器開発最前線・デモンストレーション

【プログラムNo.9】
高齢者むけの手軽な日々の食事［高齢者の料理講座］

【プログラムNo.14】

ふくしの相談コーナー

【プログラムNo.15】

被災地応援コーナー　　

参加形式
詳　細

相　　談展示・デモンストレーション  障害者就労支援施設製品の販売

3頁3頁3頁
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❸ いす・カーシート
製品名 出展社名 価格

バンビーナ move【S】

タカノ㈱

サイズ　S・M：
￥150,000（税別）

バンビーナチェア【M】

サイズ
M：￥78,000（税別）
オプション：内転防止パッド、
テーブル

バンビーナチェア
【L スリム】

サイズ　L スリム：
￥93,000（税別）
オプション：内転防止パッド、
テーブル

バンビーナ
チェアダイニング【M】

サイズ　S・ M：
￥110,000（税別）
オプション：内転防止パッド、
テーブル

❷ バギー・歩行器
製品名 出展社名 価格

バディー
㈱コーヤシステムデザイン

オープン価格

スキップ オープン価格
Cricket （クリケット）

テクノグリーン販売㈱
お問合せ下さい

Stingray  （スティングレイ） お問合せ下さい
ポスキーバギーⅡ　
M サイズ

西川リビング㈱
 ¥155,000（非課税）

ポスキーバギーⅡ　
L サイズ

¥170,000 （非課税）

ピグレオⅡ 日進医療器㈱ ( 仮 )¥106,800
※ 11 月以降の発売予定。

❶ 車いす
製品名 出展社名 価格

Airly ㈱７６６ ¥283,000（非課税）

ブリックス
パシフィックサプライ㈱

¥398,700 ～（非課税）

フラッシュ ¥308,600 ～（非課税）

Micro ( ミクロ )
パンテーラ・ジャパン㈱

¥298,000 ～（非課税）

Bambino（バンビーノ） ¥360,000 ～（非課税）

S３ short (S3 ショート) ¥380,000 ～（非課税）

脳 性 ま ひ 専 用 車 い す
"Rhythm ( リズム )" ㈱ミキ ¥170,000 （非課税）

❹ 学習機器／コミュニケーション機器
製品名 出展社名 価格

マイトビー 115
㈱クレアクト

¥1,390,000（非課税）

えくすぷろあ ¥150,000 （税抜）

はじめて英語　ディズニー
＆ディズニー・ピクサー
キャラクターズ　おしゃべ
りいっぱいガチャ

㈱タカラトミー

¥6,480 （税抜）

ムニュムニュ　
ドレミファキャット

¥1,200 （税抜）

なんでしってるの！？
しゃべくりハッピー

¥9,000 （税抜）

ミミクリーペット ¥3,200 （税抜）

スペースローリン
パシフィックサプライ㈱

¥27,000 ～ （税込）

Q リング ¥1,008 ～ （税込）

Q スイッチ ¥3,886 ～ （税込）

TANO ㈱ラッキーソフト お問合せ下さい

❺ 食事用具・食器 / 衣類・靴
製品名 出展社名 価格

嚥下食調理用　
スーパーブレンダー
タイニー

旭㈱ ¥86,400（税込）

箸ぞうくん　MINI

㈲ウインド 

¥3,000 （税別）

箸ぞうくん　minimini ¥3,000 （税別）

モネ ¥300 （税別）

Saji（小） ¥1,200 （税別）

バランサーⅡ ㈱佐々木製作所  ¥216,000（税込）

ヘ ッ ド ガ ー ド フ ィ ッ ト 
KM-30 ピンク S ～ M

キヨタ㈱

¥17,000（非課税）

ヘ ッ ド ガ ー ド フ ィ ッ ト 
KM-400A ブルー S ～ M

¥22,500（非課税）

頬パッド　KM-5　ブルー ¥2,500 （非課税）

おでかけヘッドガード
ニットブリム
KM-1000F ワイン S

¥7,800 （税抜）

おでかけヘッドガード 
キャスケット
KM-1000G ピンク S

¥8,800 （税抜）

おでかけヘッドガード
ニットキャップ
KM-1000L パープル S

¥8,800  （税抜）

アクティ／ライト 
KM-2000　赤 S

¥6,800 （税抜）

おでかけヘッドガード 
シャーロット 
KM-1000R グレー M

¥8,500 （税抜）

おでかけヘッドガード
メッシュキャップ
M-1000N　ブルー M

¥7,500 （税抜）

おでかけヘッドガード
アルペン 
KM-1000S グリーン M

¥9,500 （税抜）

CR C 2140
㈱ムーンスター　

¥5,940  （税込）

CR J 2103 ¥6,372  （税込）

■ 展示（常設）製品リスト
● 福祉機器展示コーナー
終日展示。下記が展示製品の説明時間となります。

11:00 〜 12:00 13:30 〜 14:30 15:00 〜 16:00

10 月 12 日
（水）

○いす・カーシート
○食事用具・食器／
　衣類・靴

○学習機器／
　コミュニケー
　ション機器

○車いす
○バギー・歩行器

10 月 13 日
（木）

○車いす
○バギー・歩行器

○いす・カーシート
○食事用具・食器／
　衣類・靴

○学習機器／
　コミュニケー
　ション機器

10 月 14 日
（金）

○学習機器／
　コミュニケー
　ション機器

○車いす
○バギー・歩行器

○いす・カーシート
○食事用具・食器／
　衣類・靴



子ども広場
出展ゾーン 出展社名 小間

番号 住　　所 TEL FAX

❶ ㈱７６６ 3-21-01
〒 192-0154
東京都八王子市下恩方町 766

042-650-0766 042-650-0767

❺ 旭㈱ 3-16-17
〒 537-0003
大阪府大阪市東成区神路 4-3-18

06-6972-8866 06-6976-1374

❺ ㈲ウインド 3-17-06
〒 604-0962 
京都府京都市中京区夷川通御幸町西入達磨町 588-1

075-257-8184 075-257-8185

❺ キヨタ㈱ 2-14-05
〒 108-0023
東京都港区芝浦 4-3-4　田町きよたビル

03-3798-3617 03-3798-3618

❹ ㈱クレアクト 3-16-03
〒 141-0022
東京都品川区東五反田 1-8-13　五反田増島ビル 4F

03-3442-5401 03-3442-5402

❷ ㈱コーヤシステムデザイン 3-19-05
〒 194-0212
東京都町田市小山町 142-1

042-798-4644 042-798-4645

❺ ㈱佐々木製作所  6-19-01
〒 538-0053
大阪府大阪市鶴見区鶴見 3-12-27

06-6911-8076 06-6912-6575

❸ タカノ㈱ 3-21-05
〒 399-4431
長野県伊那市西春近下河原 5331

0265-72-3157 0265-72-3203

❹ ㈱タカラトミー 1-05-19
〒 124-8511
東京都葛飾区立石 7-9-10

03-5654-1570 03-5654-1670

❷ テクノグリーン販売㈱ 3-18-13
〒 530-0015
大阪市北区中崎西 1-4-22

06-6377-2234 06-6377-2266

❷ 西川リビング㈱ 2-10-01
〒 541-0053
大阪府大阪市中央区本町 1-3-15

06-6262-9170 06-6262-9180

❷ 日進医療器㈱ 3-17-09
〒 481-8681
愛知県北名古屋市沖村権現 35-2

0568-21-0635 0568-23-2787

❶❹ パシフィックサプライ㈱ 3-21-06 〒 574-0064 大阪府大東市御領 1-12-1 072-875-8013 072-875-8017

❶ パンテーラ・ジャパン㈱ 3-21-07
〒 311-4164
茨城県水戸市谷津町細田 1-8

029-257-2522 029-257-2348

❶ ㈱ミキ 3-22-02
〒 457-0863
愛知県名古屋市南区豊 3-38-10

052-694-0333 052-694-0800

❺ ㈱ムーンスター 5-12-05
〒 104-0032
東京都中央区八丁堀 2-12-7　ユニデン八丁堀ビル 4F

03-6385-4121 03-6385-4146

❹ ㈱ラッキーソフト 6-20-08
〒 254-0034
神奈川県平塚市宝町 11-1 平塚フジビル

0463-23-7830 0463-23-7833
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❹ 学習機器／コミュニケーション機器
製品名 出展社名 価格

マイトビー 115
㈱クレアクト

¥1,390,000（非課税）

えくすぷろあ ¥150,000 （税抜）

はじめて英語　ディズニー
＆ディズニー・ピクサー
キャラクターズ　おしゃべ
りいっぱいガチャ

㈱タカラトミー

¥6,480 （税抜）

ムニュムニュ　
ドレミファキャット

¥1,200 （税抜）

なんでしってるの！？
しゃべくりハッピー

¥9,000 （税抜）

ミミクリーペット ¥3,200 （税抜）

スペースローリン
パシフィックサプライ㈱

¥27,000 ～ （税込）

Q リング ¥1,008 ～ （税込）

Q スイッチ ¥3,886 ～ （税込）

TANO ㈱ラッキーソフト お問合せ下さい

❺ 食事用具・食器 / 衣類・靴
製品名 出展社名 価格

嚥下食調理用　
スーパーブレンダー
タイニー

旭㈱ ¥86,400（税込）

箸ぞうくん　MINI

㈲ウインド 

¥3,000 （税別）

箸ぞうくん　minimini ¥3,000 （税別）

モネ ¥300 （税別）

Saji（小） ¥1,200 （税別）

バランサーⅡ ㈱佐々木製作所  ¥216,000（税込）

ヘ ッ ド ガ ー ド フ ィ ッ ト 
KM-30 ピンク S ～ M

キヨタ㈱

¥17,000（非課税）

ヘ ッ ド ガ ー ド フ ィ ッ ト 
KM-400A ブルー S ～ M

¥22,500（非課税）

頬パッド　KM-5　ブルー ¥2,500 （非課税）

おでかけヘッドガード
ニットブリム
KM-1000F ワイン S

¥7,800 （税抜）

おでかけヘッドガード 
キャスケット
KM-1000G ピンク S

¥8,800 （税抜）

おでかけヘッドガード
ニットキャップ
KM-1000L パープル S

¥8,800  （税抜）

アクティ／ライト 
KM-2000　赤 S

¥6,800 （税抜）

おでかけヘッドガード 
シャーロット 
KM-1000R グレー M

¥8,500 （税抜）

おでかけヘッドガード
メッシュキャップ
M-1000N　ブルー M

¥7,500 （税抜）

おでかけヘッドガード
アルペン 
KM-1000S グリーン M

¥9,500 （税抜）

CR C 2140
㈱ムーンスター　

¥5,940  （税込）

CR J 2103 ¥6,372  （税込）

● 相談コーナー

下記時間帯に、各種相談ができます。

10 月 12 日（水） 11:00 〜 12:00 13:30 〜 14:30 15:00 〜 16:00

10 月 13 日（木） 11:00 〜 12:00 13:30 〜 14:30 15:00 〜 16:00

10 月 14 日（金） 11:00 〜 12:00 13:30 〜 14:30 15:00 〜 16:00

※療育相談と福祉機器相談については、それぞれ 2名の担当が配置されます。

● ひとやすみコーナー

保育士が常勤しています。
広場のおもちゃを使って子どもたちと遊んだり、保護者（親）のみなさん
と子育てについてお話ししましょう。

子ども広場出展協力企業リスト
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　福祉機器には、高齢者や障害のある人の生活を支援するためにさまざまな工
夫があります。その工夫の一つが、「高さ」、「太さ」、「大きさ」、「明るさ」、「重さ」
などを「使う人に合わせる」という工夫です。
　このコーナーでは「あなたに合わせたモノ」を、それぞれ衣食住に分類して
製品を、展示してあります。ぜひ、このコーナーにお立ち寄りいただき、さま
ざまな「あなたに合わせた“マイサイズ”」のモノを試してみてください。

①それぞれの人に合わせられるモノ
②それぞれの人の身体特性に合ったそれぞれのモノ
③それぞれの人の感覚特性に合ったそれぞれのモノ

展示製品の特長
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製品名 ここが便利！ 製造企業・団体
小間番号

【ホール No- 通路
No- 認識 No】

ヘルシーライフ 203
広い開口部から足を入れ、面ファスナーで甲の高さに調整可能です。
ぴったりとフィットさせてしまえば、着脱は中央部のファスナーで
開け閉めするだけで、楽に脱ぎ履きができます。

アキレス㈱ 5-11-07

紳士キルト着脱簡単ボタン
パジャマ

ウエスト調整ゴムが付いているキルト生地のパジャマです。
ボタンホールが斜めになっているので脱ぎ着が簡単です。

㈱ケアファッション 5-11-08

婦人スルッとパンツ
腰骨部分の滑り止めでずれ落ちにくく、裏地付きで滑りやすく履き
やすいパンツです。

ソフトケア ® パジャマⅢ ス
ナップボタン

●ウエスト調節ゴムを採用。ゴムの交換も可能。
●袖ぐりがゆったりしているので、着替えが楽。
●おなかまわりや股下に余裕を持たせた設計。
●紳士用には胸ポケット、婦人用には左右ポケット。
●しっかりと留められるので、快適・安心。
●耐熱性に優れたスナップボタン。

㈱竹虎 ヒューマンケア
事業部 2-12-01

ソフトケア ® パジャマⅡ 
ファスナー付き

袖口とズボンの裾の、丈の調整がしやすいファスナー式のパジャマ
です。
片マヒの方の着替えや、立ったままのおむつ交換も楽に行なえます。

ダブルマジックⅡ合皮
マジックベルト式で、簡単に調節ができる靴です。
また、カップインソールと調整用中敷きで、三段階の調整ができます。
シンプルなデザインなのでフォーマルな装いにも利用できます。

徳武産業㈱ 1-05-06

パステル 406

足の甲の高さに応じてバンドの長さが調整でき、色々な締め方がで
きる靴です。
むくみが出る方や、厚手の靴下が必要な方でも、外側全面のファス
ナー素材と甲バンドで調節できます。

㈱ムーンスター 5-12-05
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製品名 ここが便利！ 製造企業・団体
小間番号

【ホール No- 通路
No- 認識 No】

ウィル・ワン フォーク・
スプーン（S）

持ち手部分が形状記憶ポリマーになっているフォーク・スプーンで
す。
手に合わせて、形を自由に作ることができます。

㈱青芳製作所 1-05-17シリコンくるりんグリップ
ブルー

カテラリー、歯ブラシ、ペンなどに自分の手に合わせて持ちやすく
できるシリコングリップです。
ハサミで簡単に切ることができ、ちょうどよい長さに調節できます。

バルーン フォーク・
スプーン（M）

首の部分を自由に曲げることができるフォーク・スプーンです。
利き手を問わず最も食べやすい角度に調整可能です。

握りやすいフォームラバー
グレー F627-00・
ブルー F628-00

スプーンやペン、鉛筆等の握りを太く、持ちやすくするフォームラ
バーです。
物の柄の太さにあわせて、穴の太さ（内径）を選ぶことができます。
グレー内径 0.6㎝、ブルー内径 1.1㎝

アビリティーズ・ケアネット㈱ 5-13-10
なんでも作れる

「わが」まま樹脂
F405-00

お湯で温めると柔らかくなり、好みの形に成形して固めることがで
きる樹脂です。
スプーン・ペン・歯ブラシなど、さまざまな道具を自分の握りやす
い形にすることができます。

岡部洋食器製作所　　
フレックス シリコンス
プーン　大・小

持ち手部分が自在に曲がる口当たりが優しいスプーンです。
ステンレススチールが入っているため、手に合わせて使いやすい形
に調節可能です。

宇都宮製作㈱ 2-08-07

サンクラフト　みそ汁上手
KJ-150

料理や人数に合わせて、必要な分だけみそが簡単に取り出せる計量
器です。
目盛りを合わせて差し込むだけで、必要な分を取り出せます。

介援隊 5-09-09

台和　押しかげん　PU-3
ひと押しで一皿分 ( 約 3cc) を出すことができるしょうゆ差しです。
押し加減で微量を調整できます。
倒れてもこぼれにくい押し出し式です。

革製差込バンド（貫通式） マジックテープで固定できる革製のカフです。
握力の弱い方や、手指の曲がりにくい方にも持ちやすくできます。

斉藤工業㈱ 3-17-02
スプーン箸

（オールステンレス）

スプーンとフォーク、トングとお箸の機能を備えた多機能スプーン
です。
刺す、のせる、すくう、引っ掛ける、切る、つまむ、と 6 つの機能
を備えています。

MM マグカップ HS-400 必要な分を量ることができるマグカップです。カップの内側に「容
量目安ライン」がついています。

㈱豊通オールライフ 5-07-02スプーンスケール PS-032
すくって計れるスプーン型スケールです。

「g と mL」の単位を変えられる単位切替機能付きです。
用途に合わせて 2 種のスプーンを付け替え可能です。

デジタルしゃもじスケール
PS-033GR

よそったご飯のカロリーが計れるしゃもじ型のはかりです。
「g」単位変換ボタンで重さも計測できます。

曲げ曲げハンドル・
シリコンスポンジ付 SS-18 
フォーク大・スプーン大

首と持ち手の部分が自由に曲げることができるフォーク・スプーン
です。
スポンジは握りやすい丸型です。

㈲フセ企画 1-04-12
曲げ曲げハンドル・
シリコンスポンジ付 SS-2
フォーク大・スプーン大

首と持ち手の部分が自由に曲げることができるフォーク・スプーン
です。
スポンジは握った時に位置が固定しやすい平型です。

ユニバーサルニューカフ
手に巻きつけやすいナイロン製のカフです。スプーンやペンなどを
挟むロールキャッチャ―部分も自由に動くので、自然な動作が可能
です。

汁椀（小）・（中）・（大）

好みの大きさに合わせられる国産の木材を使用した手づくりの汁椀
です。
高台際の溝が指にかかり、安全に持つことができます。見えない部
分の工夫で持ちやすさが格段に上がっています。

MOAS 3-17-01
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A
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製品名 ここが便利！ 製造企業・団体
小間番号

【ホール No- 通路
No- 認識 No】

みんなのはさみ mimi
L283-00

さまざまな持ち方ができるハサミです。
ハンドルを押さえるだけでも、一般のはさみ同様にも使うことがで
きます。
また、左右どちらの手でも使うことができます。

アビリティーズ・ケアネット㈱ 5-13-10

楽らくハンド 
ロング・ショート・ミニ

先端のはさむ部分が 90°ずつ 360°回転するリーチャーです。つか
むものに合わせて回転でき、手首をひねらずに物をつかめます。長
さが 3 種類あり好みに合わせて使用できます。

㈱エーアイジェー 2-13-05

オムロン 音声付電子体温計 
MC-174V けんおんくん

音声で検温結果を知らせてくれる体温計です。
音声案内スイッチには、点字で「きく」と表記され、音量は、大・中・
小の 3 段階の切替が可能です。

（社福）日本点字図書館 ー

川崎化工　　
回転椅子ユーランド
ガード付き・ハイタイプ　
UG01

任意の高さ調節できる浴室用の椅子です。（31 ～ 45cm）
座ったときにだけ、自由に浴槽方向と洗い場方向に回転できます。

介援隊 5-09-09

スリー・アールシステム
LED 付マルチルーペ　
3R-LIGHT-04

スタンドルーペやライトとしても使用できる拡大鏡です。
様々な形に変形してもしっかり自立します。
また、ライト単体でも使用できます。

浴室洗いクリーナー
柄付きのバス掃除スポンジです。
クリーナー部分は角度調整ができ、柄を外せばハンディタイプ、パ
イプをつけると全長約 110cm で、天井のお掃除にも使用できます。

㈱サンコー 4-04-06

お風呂びっクリーナー
水だけでも湯アカもしっかり落とせるクリーナーです。
浴槽のスミズミまで毛先が届きます。
ハンディタイプとしても使用できます。

電子体温計 CTE709
高い音と低い音で検温結果を知らせてくれる体温計です。先端が柔
らかく曲がるので、わきにやさしくフィットします。

シチズン・システムズ㈱ ー

メロディスムーズ ST
大きな車輪でスムーズに動く横押しショッピングカートです。持ち
手部分の高さを、手元の操作で簡単に調節できます。

㈱島製作所 2-13-09

介護用昇降テーブル
「らくらくテーブル」
TN-202T

２つの天面の高さが、別々に調節可能なテーブルです。スペースの
取れない場所にもフィットします。また、リハビリテーブルとして
も最適です。

㈲テクノム 4-05-02

ルーツ（スモールタイプ）

狭いスペースでの立つ・座るの動作をサポートできる手すりです。
手すりの高さを 600/650/700mm の 3 段階に調整できます。
立ち上がり時に前傾姿勢が取りやすく、立ち上がり動作が楽にでき
ます。

㈱モルテン 2-10-08
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福祉機器開発最前線
特 設 会 場
Special Site

C

 ① 排泄を予知するウェアラブルデバイスDFree（ディーフリー）
DFree

排泄予知ウェアラブルデバイス “DFree（ディーフリー）”
　我々は「世界初」の排泄を予知する機器を開発しています。
　下腹部にセンサを当てることで体内の変化をとらえ、排泄のタイミ
ングをお知らせします。
　また、本体に通信機能を搭載することで、複数の尿量データを同
時に管理することを可能にしました。排泄には個人差（溜められる
上限、周期）がありますが、データを多く蓄積し、個人差を機械学
習させることで予測の精度をさらに向上させます。

　

トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社
Triple W Japan Inc

　

の製品概要

は、排泄までのタイミングを やタブレット端末等にお知らせする。
世界初の排泄予知ウェアラブルデバイスです。

氏名
排便
予測

排尿
予測

未排便
日数

特記

山田　一郎様
2時間後 30分後

便 P付
日中トイレ誘導

夜間オムツ

鈴木　二郎様
1時間後

尿 定時交換

佐藤　三郎様
40分後

便 ◯ ◯ ◯p
日中トイレ誘導

夜間オムツ

田中　四郎様
10分後

◯ ◯ ◯ 有
排便

有・無

高橋　五郎様 日中トイレ誘導
夜間オムツ

伊藤　六郎様 ◯ ◯ ◯ ◯ 日中定時・希望
時・夜間希望時

渡辺　七郎様
30分 刃部ただれ

注意

加藤　八郎様 Ｐ◯付 ◯
日中希望時・夜間
定時こえかけ・リ

小林　九郎様 定時交換

吉村　十様
1時間後

尿
二人介助を基本と

する

吉田　十一様
40分後

便 ◯無
定時・希望時・

トイレ誘導

佐々木　十二様 ◯

山口　十三様 尿 PC軟 ◯P
定時、希望時トイ
レ誘導・夜間Pトイ

松本　十四様 尿 PTOK 無
夜間ポータブルト

イレ使用

井上　十五様
30分後

◯
希望時誘導

夜間PT

木村　十六様 P◯ P◯ 定時トイレ誘導

斎藤　十七様
40分後

便 ◯ 有 布パンツ

佐々木　十八様
10分後

◯ 無 布パンツ

山口　十九様 無

清水　二十様 定時交換

氏名
排便
予測

排尿
予測

未排便
日数

特記

山田　一郎様
2時間後 30分後

便 P付
日中トイレ誘導

夜間オムツ

鈴木　二郎様
1時間後

尿 定時交換

佐藤　三郎様
40分後

便 ◯ ◯ ◯p
日中トイレ誘導

夜間オムツ

田中　四郎様
10分後

◯ ◯ ◯ 有
排便

有・無

高橋　五郎様 日中トイレ誘導
夜間オムツ

伊藤　六郎様 ◯ ◯ ◯ ◯ 日中定時・希望
時・夜間希望時

渡辺　七郎様
30分 刃部ただれ

注意

加藤　八郎様 Ｐ◯付 ◯
日中希望時・夜間
定時こえかけ・リ

小林　九郎様 定時交換

吉村　十様
1時間後

尿
二人介助を基本と

する

吉田　十一様
40分後

便 ◯無
定時・希望時・

トイレ誘導

佐々木　十二様 ◯

山口　十三様 尿 PC軟 ◯P
定時、希望時トイ
レ誘導・夜間Pトイ

松本　十四様 尿 PTOK 無
夜間ポータブルト

イレ使用

井上　十五様
30分後

◯
希望時誘導

夜間PT

木村　十六様 P◯ P◯ 定時トイレ誘導

斎藤　十七様
40分後

便 ◯ 有 布パンツ

佐々木　十八様
10分後

◯ 無 布パンツ

山口　十九様 無

清水　二十様 定時交換

※３件の 出願済

■サービスイメージ

② 健康王国レク for Pepper
kenko-oukokurec for Pepper

　Pepper が高齢者向け音楽療養コンテンツ「健康王国」を利用して、
楽しいレクリエーションを進行してくれるアプリケーションです。サー
ビス開始時には、利用者のニーズや状況に合わせることができるよう
約 40 分間のレクリエーションプログラムを、8 種類搭載しております。

（レクリエーションプログラムは定期的に追加する予定です。）
　レクリエーションプログラムには、Pepper の動きやセリフに合わせ
て楽しむことができる体操、懐かしのニュース映像やクイズなど、介
護の現場でご活用頂ける楽しいコンテンツが多数搭載されています。
　介護現場の課題となっている「人材」と「コンテンツ」の不足を解消し、
利用者の機能改善及び維持のサポートに役立ちます。

株式会社エクシング／ソフトバンクロボティクス株式会社
XING Inc. ／ SoftBank Robotics Corp.

▼アプリアイコン
アプリの仕組み

・自律排泄をサポート
・失禁の予防
・空振り軽減

・適切な排泄ケアタイミングをお知らせ
・帳票作業の軽減

■ DFree でできること。

14

HCR 2016 イベントのご案内

③ ④

⑤

⑩

⑨

⑧

⑦

①排泄を予知するウェアラブルデバイス
DFree（ディーフリー）
トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社

②健康王国レク for Pepper
株式会社エクシング／
ソフトバンクロボティクス株式会社

寄り添いロボット
サンヨーホームズ株式会社

介護施設向け見守りシステム装置・
Mi-Ru（ミール）
株式会社ブイ・アール・テクノセンター／
ミユキエレックス株式会社

音声つぶやきによる
介護の気づき支援システム
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学
内平・平石研究室

⑥排泄支援装置
シェルエレクトロニクス株式会社／
兵庫県立福祉のまちづくり研究所
ロボットリハビリテーションセンター

キューレット
アロン化成株式会社

服薬支援ロボ
KR-1000A
クラリオン株式会社

知的障害のある方の支援ソフト
だれでもワークプロ
株式会社マイクロブレイン

Mobile Motion Visualizer
鑑（AKIRA）
株式会社システムフレンド



■展示製品紹介

　④ 介護施設向け見守りシステム装置・Mi-Ru（ミール）
Ｍｉ－Ｒｕ

　介護施設向け見守りシステム装置・Mi-Ru（ミール）は、介護施設に
おける入居者のベッド離床予兆を検知し、瞬時に職員の携帯端末へ通
知を行うシステムです。画像解析技術を用いたセンサーを利用してお
り、プライバシーに配慮した映像記録及び再生機能を有しております
ので、後日、事故後の解析にも利用が可能です。
　携帯端末を通じた、複数居室情報の一元管理機能及び、職員から入
居者へ、声掛け、通話する機能が御座いますので、職員の負担軽減に
繋がります。非接触式センサーにより入居者へ優しい設計となってお
ります。　センサーは脱着可能となっておりますので、入居者の入居
退去に応じて、容易に居室変更が出来ますので、必要数量で効率的な
運用が可能です。

株式会社ブイ・アール・テクノセンター／ミユキエレックス株式会社
VR Techno center,Inc. ／ MIYUKI ELEX　CO.,LTD.

経済産業省　ロボット介護機器開発・導入促進事業

⑤ 音声つぶやきによる介護の気づき支援システム
Awareness Support System by Smart Voice Messaging

「気づき」は良いサービスの出発点。従来なら消えていた「気づき」
を音声つぶやきにより簡単に補足し、それをチームで活用すること
で、介護サービスの効率と質を高めます。また、介護初心者の気づ
き力の向上にも効果があります（気づき組織学習）。

・音声で「つぶやく」だけで介護サービスの気づきを簡単に収集
・収集された「つぶやき」は，記録・連絡・情報共有・業務分析に活用
・ケア連携品質向上（ケアスタッフのサービス業務中の状況共有支援）
・ケア記録品質向上（ケアスタッフ間の引き継ぎ，情報共有支援）
・ケア業務品質向上（業務改善ミーティングでの振り返り・分析支援）
・仲間の気づきを参考にすることで組織としての気づき力が向上

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学　内平・平石研究室
Japan Advanced Institute of Science and Technology, Uchihira/Hiraishi Laboratory

③ 寄り添いロボット
”yorisoi” robot

・ 転倒を察知（速度）すると、天井から吊るされたモータがブレーキを
かけ緩やかに転倒させてくれます。

・ 歩行不安があっても骨折の恐れが低減されれば、思い切って歩くこと
ができるため、筋力やバランス力の低下を防ぎます。

・ 日常動作に追随してくれるので、トイレのドアの開け閉めや、キッチ
ン作業などの回転を伴う動作や腰掛けるときに起こりやすい骨折事
故の軽減にも繋がります。

・ ジャケットの中にはセンサーが組みこまれ、日々の脈拍、呼吸を記録
します。また転倒した場合、ご家族等にお知らせすることが出来ます。

サンヨーホームズ株式会社
Sanyo Homes Corporation

経済産業省　ロボット介護機器開発・導入促進事業

　⑥ 排泄支援装置　
Excretion Support Device

　排泄は生命維持のために非常に重要なことですが、肢体不自由児・者
では、体幹部の麻痺などにより、自然排泄が困難になることがあります。
そのため、尿道へカテーテルを挿入し、排尿（自己導尿）することや肛
門へ浣腸液を入れて排便を促す必要があります。従来は手鏡と懐中電灯
の組み合わせで排泄訓練を行ってきましたが、鏡を使用すると患者さん
と医療スタッフが同じ視野を共有することが出来ませんでした。本装置
は撮像方向の調整が可能なカメラと照明機能を搭載し、タブレットＰＣ
を組み合わせることで、患者さんと医療スタッフが同じ視野を共有しな
がら排泄訓練・動作が出来るようになっています。

シェルエレクトロニクス株式会社／
兵庫県立福祉のまちづくり研究所ロボットリハビリテーションセンター

SHELL ELECTRONICS CO., LTD. ／
Robot Rehabilitation Center in The Hyogo Institute of Assistive Technology
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服薬支援ロボ
KR-1000A
クラリオン株式会社

知的障害のある方の支援ソフト
だれでもワークプロ
株式会社マイクロブレイン

Mobile Motion Visualizer
鑑（AKIRA）
株式会社システムフレンド



■展示製品紹介

⑩ Mobile Motion Visualizer 鑑（AKIRA）
Mobile Motion Visualizer AKIRA

関節可動域測定装置「MMV 鑑 (AKIRA)」は、リハビリ現場のニーズか
ら生まれた医療機器です。動作に不自由のある患者の関節可動域を角度
計で測定することは困難で、測定者による誤差も課題となっています。
また、リハビリの効果は姿勢や体幹の傾きなど体全体の状態で判断する
必要があります。
MMV 鑑（AKIRA）で計測した全身の 3 次元データは、「リハビリ経過の
エビデンス」「患者へのインフォームドコンセント」「医師によるカンファ
レンス形式での診断」などに活用できます。
3 次元計測を容易にし、普及させることで、
患者のモチベーションの維持・向上や新しい
効果的なトレーニング手法の開発を促進。リ
ハビリ現場にイノベーションを起こすことを
目的としています。

株式会社システムフレンド
System Friend,Inc.

⑨ 知的障害のある方の支援ソフト だれでもワークプロ
Autistic job navigation

　だれでもワークプロは、知的障害のある方が働く就労場所での業務
に活用できる、iPad 専用の作業手順書作成・閲覧ソフトです。
　写真やイラストを読み込んで作る自作カードや、さまざまな機能を
実現する多機能なカードを組み合わせた直感的な作業手順書で、就労
現場での迷いや混乱を軽減し、視覚的な支援を基に作業当事者への達
成意欲や業務への意欲向上を目指すシステムです。
　画像とテキストを組み合わせたスライドショー形式解説のほか、作業・
職務中に発生する判断と分岐、また日ごとに異なる反復回数カウントな
ど、業務を組み立てるあらゆる要素のマニュアル化を実現します。
　iPad で作成した作業手順書を iPhone の専用アプリに送信し、再生
することも可能です。

株式会社マイクロブレイン
Microbrain Co.,ltd.

⑦ キューレット
Ｑ－ let

　キューレットは、排泄介護用品として定着しているポータブルトイ
レに、水洗機能を付加したトイレです。
　新幹線のトイレと同様の原理で真空吸引力を利用し排泄物をトイレ
から吸い取り、直接汚水配管または室内密閉容器に流すことができ、
臭気低減に大きな効果を発揮します。またトイレは居室内を自由に移
動させることができます。
　真空吸引ユニットは屋外設置型と室内配置型の２つの仕様がありま
す。屋外設置型は排泄物処理が不要になること、室内配置型は工事が
要らないことが特徴であり、ご利用者のニーズに合わせて選択いただ
けます。

アロン化成株式会社
ARONKASEI CO.,LTD.

⑧ 服薬支援ロボ KR-1000A
Medication Support Robot

服薬支援ロボは、お薬の時間をお知らせし、正しいお薬のみが取り出せ
ることで、飲み過ぎ、飲み忘れ、飲み間違いを防ぐ、介護ロボットです。
　ポイント① お薬の飲み忘れを予防：画面と音声でお知らせします。
　ポイント② お薬の間違いを予防：正しいお薬のみが取り出せます。
　ポイント③ お薬の飲み過ぎを予防：時間外は取り出せません。
　ポイント④ 服薬管理をデータ管理：最大 4 週間分のデータを保存・管理可能。
履歴をデータ管理することで、服薬コンプライアンスの改善や残薬管理
もサポートします。また、ご本人の服薬管理の自立を促すとともに、医
師やケアマネージャ、訪問看護師、ご家族の方々のスムーズな連携を支
援します。

クラリオン株式会社
Clarion Co., Ltd

援します。

厚生労働省　障害者自立支援機器等開発促進事業

経済産業省　ロボット介護機器開発・導入促進事業経済産業省　ロボット介護機器開発・導入促進事業
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⑩
⑨
⑧

⑦



事業の内容
目的・概要
●高齢者の自立支援、介護実施者の負担軽減に資するロボット介護機器の開発・
導入を促進します。

●介護現場等のニーズを踏まえ、厚生労働省と連携して策定した「ロボット技術の
介護利用における重点分野」のうち、平成 28 年度は、屋内移動支援及び入浴支援
分野のロボット介護機器を開発する企業等に対し補助を行うとともに、介護現
場への導入に必要な基準作成等の環境整備を行っています。

●平成 25 年度から平成 29 年度までの 5 年間の事業であり、平成 28 年度は予算
20.0 億円もの予算を確保し取り組んでいます。

事業イメージ

●ロボット技術の介護利用における重点分野
　（平成 24 年 11 月 経産省・厚労省公表、平成 26 年 2月改訂）

条件（対象者、対象行為、補助率等）

連絡先
　〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
　経済産業省　製造産業局産業機械課ロボット政策室
　TEL:03-3501-1049

Ⅰ．重点分野のロボット介護機器の開発補助

●安全・性能・倫理の基準を作成し、効果の高いロボット介護機器を評価・選抜し、
介護現場での実証試験実施や導入を促進します。

Ⅱ．介護現場への導入に必要な環境整備

国  

民間企業等 

（

国
研）

日
本
医
療
研
究
開
発
機
構

 

 

 
 

大学・企業等
で構成する
コンソーシアム 

 

補助上限額：1億円 

 

移乗介助（装着、非装着） 移動支援（屋外、屋内）

認知症の方の見守り（施設、在宅）排泄支援 入浴支援

経済産業省　ロボット介護機器開発 ･導入促進事業

厚生労働省における障害者自立支援機器等の開発促進に向けた取り組み
障害者のニーズをより的確に反映した自立支援機器の開発が促進されるよう取り組んでいます。

「障害者の支援機器開発を直接援助いたします」
障害者自立支援機器等開発促進事業

　
目的
●マーケットが小さく事業化が困難である、あるいは技術開発は終了しているが
経費的な問題からモニター評価（被験者による評価試験をいう。以下同じ。）が行
えないといった理由から、実用的製品化が進まない機器について、障害当事者に
よるモニター評価等を義務付けた実証実験等を行うことで、障害当事者にとっ
て使いやすく適切な価格で販売される機器を、企業が障害当事者と連携して開
発する取組みに対して助成を行い、もって、障害者の自立や社会参加の促進に資
することを目的としています。

「支援機器で解決できるニーズをいつでも受け付けます」
福祉用具ニーズ情報収集・提供システム

http://www7.techno-aids.or.jp

●障害をお持ちの方や介護される方から、福祉用具に関するご意見やご要望をお
聞きし、安全で、使い易い良質な福祉用具の研究開発に繋げます。

●例えば、最近の障害者の福祉用具に関するご要望・アイデアでは
　・簡易昇降機の提案　
　・難聴児のための消音キャップの要望　などがあります。

連絡先：公益財団法人テクノエイド協会企画部　03-3266-6883

応募資格者
●障害者の自立を支援する機器の実用的製品化開発、普及を目指す国内の民間企業
であって、実用的製品化開発を行う能力及び開発体制を有し、その経理が明確で
かつ経営の安定性が確保されている法人（以下「開発機関」という。）です。

対象分野（参考：平成28年度テーマ）
１ 肢体障害者の日常生活支援機器
２ 視覚障害者の日常生活支援機器
３ 聴覚障害者の日常生活支援機器
４ 盲ろう者の日常生活支援機器
５ 難病患者等の日常生活支援機器
６ 障害者のコミュニケーションを　
     支援する機器

７ 障害者のレクリエーション活動を支援
     する機器
８ 障害児の生活を豊かにするための支援
     機器
９ ロボット技術を活用した障害者向け支援機器
10 脳科学の成果を応用した支援機器
11 その他

補助額（補助率）
●１／２（厚生労働大臣が必要と認めた額（対象経費の実支出額）を基準とする。）

連絡先
　〒１００－８９１６　東京都千代田区霞ヶ関１－２－２
　厚生労働省　社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室
　TEL:０３－３５９５－２０９７
　Mail:syougaikiki@mhlw.go.jp

「企業などの技術と障害者のニーズのお見合いの場です」
シーズ・ニーズマッチング強化事業

（障害者自立支援機器等開発促進事業）
目的
●民間企業、学術団体等の研究機関及び障害当事者の知識・技術を結集し、個別具体的な
障害者のニーズを的確に反映した機器開発をスタートさせる機会を設けるとともに、
開発中の機器について、実証実験の場を紹介すること等により、機器開発分野への新た
な企業の参入促進を通じた適切な価格で障害者が使いやすい機器の製品化・普及を図
ることを目的としています。

実施団体
●公益財団法人テクノエイド協会
みんなで考えよう！ 障害者自立支援機器 　「シーズ・ニーズマッチング交流会 2016」
～ 作る人と使う人の交流会 ～
http://www.techno-aids.or.jp/needsmatch/index.shtml

【大阪開催】
日時： 平成 29 年 1月 19 日（木）
時間： 10：00 ～ 16：00
会場： 大阪マーチャンダイズマート

連絡先：公益財団法人テクノエイド協会企画部　03-3266-6883

【東京開催】
日時： 平成 29 年２月３日（金）
時間：10：00 ～ 16：00
会場： TOC有明コンベンションホール　
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H.C.R.2016  東 3 ホール特設会場 C
「福祉機器開発最前線」デモンストレーションプログラム

展示製品 担当企業・団体名 10月12日（水） 10月13日（木） 10月14日（金）

寄り添いロボット サンヨーホームズ株式会社 11：00～ 11：10 14：30～ 14：40 11：40～ 11：50

介護施設向け見守りシステム装置・
Mi-Ru（ミール）

株式会社ブイ・アール・テクノセンター／
ミユキエレックス株式会社 11：15～ 11：25 14：45～ 14：55 11：55～ 12：05

音声つぶやきによる介護の気づき
支援システム

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学
内平・平石研究室 11：40～ 11：50 15：10～ 15：20 12：10～ 12：20

排泄を予知するウェアラブルデバイス
DFree（ディーフリー） トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社 11：55～ 12：05 15：25～ 15：35 11：00～ 11：10

キューレット アロン化成株式会社 12：10～ 12：20 15：40～ 15：50 11：15～ 11：25

高齢者の料理講座 13：00～ 14：00 13：00～ 14：00 13：00～ 14：00

服薬支援ロボ KR-1000A クラリオン株式会社 14：30～ 14：40 11：00～ 11：10 15：10～ 15：20

排泄支援装置
シェルエレクトロニクス株式会社／
兵庫県立福祉のまちづくり研究所ロボット
リハビリテーションセンター

14：45～ 14：55 11：15～ 11：25 15：25～ 15：35

Mobile Motion Visualizer 鑑
（AKIRA） 株式会社システムフレンド 15：10～ 15：20 11：40～ 11：50 15：40～ 15：50

知的障害のある方の就労支援ソフト　
だれでもワークプロ 株式会社マイクロブレイン 15：25～ 15：35 11：55～ 12：05 14：30～ 14：40

健康王国レク for Pepper 株式会社エクシング／
ソフトバンクロボティクス株式会社 15：40～ 15：50 12：10～ 12：20 14：45～ 14：55

担当企業・団体連絡先一覧表
担当企業・団体名 所在地 TEL Fax HP

①トリプル・ダブリュー・ジャパン
　株式会社

〒 108-0071
東京都港区白金台 2-26-12 03-5459-1295 ー http://dfree.biz/

②株式会社エクシング 〒 105-0011
東京都港区芝公園 2-4-1 8F 03-6848-5001 ー www.xing.co.jp

③サンヨーホームズ株式会社 〒 550-0005
大阪市西区西本町一丁目 4 番 1 号 06-7670-3412 06-6536-2008 http://www.sanyohomes.co.jp/

④ミユキエレックス株式会社 〒 664-0891
伊丹市北園 3 丁目 10 番地の 1 072-785-9665 072-785-9695 http://www.miyukielex.co.jp/

⑤国立大学法人北陸先端科学技術大学院
　大学　内平・平石研究室

〒 923-1292
石川県能美市旭台 1-1 0761-51-1783 0761-51-1783 http://www.jaist.ac.jp/ks/mot/

JSTservice/

⑥兵庫県立福祉のまちづくり研究所
　ロボットリハビリテーションセンター

〒 651-2181
兵庫県神戸市西区曙町 1070 078-925-9283 078-925-9284 http://www.assistech.hwc.or.jp/

kenkyu/index.html

⑦アロン化成株式会社
〒 105-0003
東京都港区西新橋 2-8-6
住友不動産日比谷ビル 8F

03-3502-1454 03-3502-1453 www.aronkasei.co.jp

⑧クラリオン株式会社 〒 330-0081
埼玉県さいたま市中央区新都心 7-2 048-601-3546 048-601-3834 http://clarion.com/

⑨株式会社マイクロブレイン
〒 337-0053
埼玉県さいたま市見沼区大和田町
1-958-1 KCC3 ビル 3 階

048-687-9841 048-687-9716 http://www.microbrain.jp

⑩株式会社システムフレンド 〒 731-5125
広島市佐伯区五日市駅前 3-3-14 082-943-9530 082-943-9531 http://www.systemfriend.co.jp
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月日 時間 １－ A 会場（東２） １－ B 会場（東３）  １－ C 会場（東５）

10
月
12
日

（水）

11:30

12:30

（株）イデアクエスト （株）アクセスインターナショナル （株）富士データシステム
2-14-13  3-20-01 5-11-04

地域包括ケアを支える見守りシステム 成人・高齢者向けシーティング・セミナー 介護人材対策に。介護サービス事業所の IoT 活用法
地域包括ケアシステムの真の実現には、正確でプライバシーに
も配慮した生体情報のセンシング技術が必要です。地域包括ケ
アシステムの基盤となるセンシング技術と見守りシステムをご
紹介します。

適切なシーティングによって高齢者の車いす上での床ずれ予
防と再発防止は可能です。離床時間の延長、残存機能の発揮、
自立支援、そして介護軽減に欠かせない車いすシーティング
についてお話します。

近年人材不足が問題となる中、ペーパーレス化、外国人雇用、
介護ロボットなど、介護現場に IoT 活用が求められています。
業務省力・介護人材対策につながる介護カルテシステムをご
紹介します。

【主な参加対象】行政関係者、医療福祉施設関係者、看護介護従
事者

【主な参加対象】介護従事者、PT、OT、一般 【主な参加対象】介護施設関係者、障害者・児施設関係者

13:30

14:30

公益財団法人静岡県産業振興財団 仙台フィンランド健康福祉センター シルバー新報（環境新聞社）
 4-03-12  6-19-05  5-14-15

高齢者施設向け洗濯物の仕分け支援装置のご提案 高齢者の自立生活をサポートする製品・サービス 障害当事者の通所経営者が語る自立支援と福祉用具
特養など高齢者施設において、ヘルパーさんが洗濯物の仕分
けにまで関わり本来業務ができない事がお困り事と聞き、開
発をした製品です。障害者の就労支援にも繋がる機器として
簡単操作にしました。

高齢者の自立支援、福祉施設の環境改善につながる製品や
サービスについて、フィンランドの福祉思想に基づいた当セ
ンターにおける取り組みの事例を交えてご紹介します。

脳出血を発症し、一度は要介護となった人が、2 年後に自ら
の経験をもとに、自立支援型の通所介護を経営。そのノウハ
ウと想いを語ります。

【主な参加対象】特別養護老人ホームの運営者、障害者就労支
援の関係者、洗濯物仕分けでお困りの施設関係者

【主な参加対象】介護・福祉施設経営者、介護従事者、福祉機
器利用者

【主な参加対象】介護従事者、リハビリテーション関係者、福
祉用具事業者

15:30

16:30

（株）キザキ マッスル（株） アビリティーズ・ケアネット（株）
2-13-02  3-17-14 5-13-10

「2 本のポール」を利用した歩行障害対策　 介護ロボットとともに～ロボヘルパー SASUKE ～ 重度障害のある方の活動支援プログラム MOVE の紹介
変形性股関節症における保存療法の第一人者である矢野英
雄先生に「加齢による起立歩行障害に有効なノルディック・
ウォークと水中ポールウォーキング」についてお話しいただ
きます。

SASUKE はベッド⇔車いす間の移乗をアシストするロ
ボット介護機器として活躍しています。誕生した背景や、
SASUKE の特徴・使い方、介護現場の声等、詳しくご紹介
します。

重度の障害を持った方が、生活の中で希望する活動をできる
だけ早く実現するために、体系的に支援していくプログラム
です。その概要とプログラムに沿った機器の選択と活用につ
いてお話します。

【主な参加対象】一般 【主な参加対象】一般、介護従事者、福祉機器利用者、福祉施
設

【主な参加対象】当事者・家族、障害児・者の支援に関わる医療・
教育専門職、福祉機器関係者

10
月
13
日

（木）

11:30

12:30

アクションジャパン（株） （株）パシフィックウェーブ　 一般社団法人日本福祉用具供給協会
2-10-04 1-06-09 5-14-03

高齢者の転倒・転落骨折の現状と用具による対策 「ずれ」の対策をすれば介護の環境が進化する。 「軽度者の積極的な福祉用具の活用で重度化予防を！」
転倒・転落による大腿骨頸部骨折は年間 20 万人、寝たきりの
原因第 5 位です。データに基づいた現状分析と、転倒しやすい
人の判別方法、衝撃を緩和する対策用具についてご説明します。

「ずれ」の力を吸収するマットレスを活用すれば血流が安定
し、床ずれの発生が激減することを、真夏を含む 6 カ月間の
使用例を基にステージⅣからの治癒事例とより良い介護環境
について説明します。

（一社）日本福祉用具供給協会が平成 27 年度に実施した自
主事業に基づき、特に軽度者における福祉用具の利用効果に
関する部分に重点を置いてパネルディスカッションを行いま
す。

【主な参加対象】介護従事者、販売・貸与事業者、医療従事者 【主な参加対象】介護従事者、福祉機器利用者 【主な参加対象】福祉機器利用者、介護従事者、福祉用具専門
相談員

13:30

14:30

タカノ（株） （株）プラッツ 一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会
3-21-05  1-04-05  5-14-13

業界団体主催　床ずれ防止と対策用具の基礎知識 腰と背を別々に動作できる新型ベッドでの誤嚥予防 より専門的な福祉用具専門相談員の配置に向けた動向
国内最大の福祉用具業界団体 JASPA 床ずれ防止用具部会の
公認講師陣によるセミナーです。床ずれ防止用具の最適な選
択・使用方法やメンテナンスの裏ワザ、実践研修など盛り沢
山な内容です。

佐賀大学医学部松尾准教授による、新たな背上げ機構（腰と
背を別々に調整可能）を用いたベッドでの誤嚥、槈そう対策、
円背、呼吸器疾患についての実演講演です。

「より専門的な知識と経験を有する福祉用具専門相談員」を
福祉用具貸与事務所に配置することの意義や、福祉用具専門
相談員の研修体系の構築について、有識者や専門家等による
シンポジウムを開催します。

【主な参加対象】介護従事者、販売・貸与事業者、医療従事者 【主な参加対象】介護従事者、福祉用具専門相談員、高齢者福
祉施設職員

【主な参加対象】福祉用具専門相談員、ケアマネジャー、メー
カー

15:30

16:30

ダブル技研（株） パラマウントベッド（株） ケアスタディ（株）
3-16-05  2-08-05 4-05-01

脳血流を用いた意思伝達装置「新心語り」の紹介と事例 介護ベッドの事故と対策及び 2015 年 JIS 規格概要 高齢者介護施設での食事の自立を高める姿勢と椅子の話
長年実績のある重度障害者用意思伝達装置「心語り」が進化
して新発売しました。その新しい特徴や使い方を実際の装置
を使用してご説明します。また、現場での事例や公費補助の
現状等もご紹介。

医療・介護ベッドの事故の状況、件数さらに事故防止対策等
について動画等を用いてご説明します。また、2015 年度版
の JIS 規格についてもご紹介します。

介護が必要になっても美味しい食事を自分で食べたい、この
願いを叶えるために工夫したいのが食事の姿勢です。高齢者
の体格と食事姿勢に必要な条件を実物の家具を使用しながら
解説します。

【主な参加対象】福祉機器利用者および支援者、リハビリテー
ション専門職、介護従事者

【主な参加対象】福祉用具専門相談員、介護従事者、高齢者・
福祉施設職員

【主な参加対象】介護施設経営者、介護従事者、在宅介護のご
家族

10
月
14
日

（金）

11:30

12:30

（株）インフィック・コミュニケーションズ 川村義肢（株） 国立障害者リハビリテーションセンター研究所
2-14-12  1-04-13  5-13-12

介護事業者が提案する IoT 機器による見守り環境 装具の基礎セミナー。知って、触って、着けてみよう！ 支援機器イノベーション創出を目指して
『CareEye』は、介護事業運営ノウハウを活かし、在宅 / 施設で
の見守り環境を IoT 機器群を使用し、構築・提案する新サービ
スです。現場での実例を踏まえてご説明します。

装具は、QOL 向上に役立つ支援機器。多職種に知ってもら
いたい装具の基礎を紹介します。地域での義肢装具士の役割
と、採型から完成までの製作工程。実際に装着して装具を身
近に感じてください。

支援機器イノベーション創出を目指した 3 つのテーマ、1）
支援機器情報データベースの構築、2）当事者参加型の情報
創発基盤の構築、3）人材育成基盤の構築、の各取り組みを
ご紹介します。

【主な参加対象】介護従事者（介護支援専門員の方など）、介
護事業者（経営者、施設管理者の方など）、一般の方

【主な参加対象】一般および介護従事者 【主な参加対象】研究・開発企業、支援機器ユーザ、教育関係者、
福祉関連行政担当者

13:30

14:30

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総
合開発機構 公益財団法人テクノエイド協会 公益社団法人日本理学療法士協会

 1-03-12  5-14-01  5-13-13
高齢者が日常生活で感じる不便さに関する調査　報告会 福祉用具プランナー研究ネットワークの活動について 使われるより使いたい！移乗介助と介護支援型ロボット

「介護保険制度における給付対象ではないが、日常生活に不
便を感じる高齢者」のお困りごとについて、専門家や高齢者
ご本人とその家族を対象とした調査の結果を報告します。
講演：矢野経済研究所

福祉用具専門教育の中で、最高峰である福祉用具プラン
ナー研修の修了者は、OT・PT をはじめとする多職種（約
13,000 名）で、その彼らが自己研鑽のために構築した団体

「プラネット」の活動を報告します。

移乗に関する福祉機器を使用するにあたり、必要な介護技術
を再認識し、より良く活用するためのヒントを提供します。
上手く機器を使いこなすための介助技術を見直してみません
か？

【主な参加対象】福祉機器の開発企業、官公庁、一般 【主な参加対象】福祉機器関係者（貸与事業者、メーカー、住
宅改修事業者等）

【主な参加対象】介護従事者、福祉機器利用者、一般

15:30

16:30

（株）ダイワコーポレーション パンテーラ・ジャパン（株） アイリスチトセ（株）
 4-04-14 3-21-07 4-01-01

洗濯設備は買わずにレンタリース
～施設事例をご紹介～

パンテーラ最新モデルのご紹介 圧倒的な集客の通所施設実例　
人気施設が取組む 5 つのポイント

医療・介護・福祉の現場で毎日使う洗濯機・乾燥機。レンタリー
スを活用することで感染対策、衛生管理の徹底、業務効率アッ
プ、経費削減につながります。施設での活用事例を交えてご
紹介します！

基本モデル S2 の販売から 14 年の時を経て、新たに開発さ
れた次世代モデル（S3.S3short.S3short low.U3) につい
て特徴や魅力をご説明します。

他施設との差別化を図るため、これからの施設が取り組むべ
きポイントを、自ら施設運営とコンサルティングを行ってい
る株式会社オールスターラボと共に最近の事例を踏まえてご
紹介します。

【主な参加対象】医療・介護・福祉施設の経営者、医療・介護・
福祉施設の従事者

【主な参加対象】セラピスト、福祉用具供給事業者、福祉機器
利用者

【主な参加対象】介護施設経営者、介護施設介護士

出展社プレゼンテーション 1（1F）

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜
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月日 時間 2 － A 会場 2 － B 会場  2 － C 会場  ２－ D 会場

10
月
12
日

（水）

11:30

12:30

（株）ノアコンツェル （株）シルバー産業新聞社 LIFTUP A/S （デンマーク） 旭（株）
 4-06-05  5-12-16 5-14-06 3-16-17

配薬業務、システム化への挑戦 どうなる？軽度者の生活援助・福祉用具 立上がらせる、寝かせるが容易にできる
リフトのご紹介

簡単調理で嚥下食を作ろう

施設での服薬業務を、薬を受け取ってから利用者様が
口にする直前までシステム化することができれば、現
場でどのような変化を起こすことができるのか、詳し
くご説明します。

社会保障制度改革の議論は大幅な給付抑制が検討され
ています。18 年改正論議において、「軽度者」の生
活援助・福祉用具サービスは「原則自己負担（一部補
助）」になるでしょうか。

倒れた人をその場で起こす、立位の人を床や畳に安全
に寝かすなど、日本の生活様式にマッチした画期的な
リフトをご紹介します。

ミキサーを使って嚥下食の作り方を実演します。

【主な参加対象】介護施設の経営に関わる方、介護施
設の管理者、介護施設の服薬業務に関わる職種の方（看
護師など）

【主な参加対象】介護事業者、家族介護者、福祉用具
事業者

【主な参加対象】一般 【主な参加対象】給食関係者

13:30

14:30

一般財団法人 製品安全協会 一般社団法人 
日本リハビリテーション工学協会 羽立工業（株） エレクター（株）

 5-14-14  3-21-02  6-20-07  4-04-12
安全・安心な福祉用具のために 福祉機器コンテスト 2016 表彰式 健康まちづくりで健康寿命をのばす！

人材育成＆体力測定プロジェクト
“ 感染予防 ” と “ 経費削減 ” を両立させる
新しい方法

製品安全協会の業務と SG マーク制度を紹介し、福祉
用具の SG 基準について紹介します。　

福祉機器コンテスト 2016 の表彰式を行います。選
考委員会にて選考された機器開発部門と学生部門の優
秀な作品を発表・表彰し、受賞者の栄誉を称えます。

健康まちづくり！地域を巻き込み前期高齢者の人材活
用でお悩みを解決！高齢者の健康づくり・体力づくり
の実践的指導ができるボランティア育成事業の成功事
例。健康診断プラス体力診断で健康の見える化クラウ
ドシステムによる最新活用事例を学ぶことができます。

手洗器「ハイジア」は水道水から 2 つの機能水を生成。
手洗い用として、また施設内の除菌用として効果を発
揮します。洗剤や薬剤を一切必要としないため、経費
削減にも繋がります。

【主な参加対象】福祉用品製造者、輸入者および販売者、
福祉機器利用者、地方自治体の福祉担当者など

【主な参加対象】受賞者・福祉機器コンテスト関係者、日
本リハビリテーション工学協会会員、福祉用具関連業者

【主な参加対象】行政介護予防・健康づくり担当部署、
健保組合、健康づくりに関心のある方

【主な参加対象】施設経営・管理者、介護従事者、介
護施設職員

15:30

16:30

（株）日本テレソフト 京都大学 平尾研究室 Sunrise Medical Ltd. （イギリス）（株）ザオバ
 1-02-09  3-19-09 3-20-05 6-20-05

印刷物を読み上げる視覚障害者向け
最先端ＯＣＲ機

コードレス充電機能付電動車いす アクティブ車いすユーザーのための
シーティング評価と車いす選択

競争激化＆淘汰の時代の介護ビジネス
生き残り法

書籍、書類などを読み取り、音声で読み上げます。高
感度カメラと最新ソフトで高い認識率を誇り、取り扱
いも簡易です。障害者差別解消法に対応する大変に便
利な機器です。

コンセントを用いずにその場で水素を作って発電し、
バッテリーに充電する事が可能な燃料電池搭載電動車
いすを中心に、水素利用技術についてもご紹介します。

最新の特別仕様車いすフレームを用いたシーティング
とその機能の解説。オーストラリアやアメリカの学校
で採用されているシーティング評価法とアクティブ・
ユーザーの車いす選択法の紹介。

・2018 年介護・医療同時改正を見据えた事業運営
・介護施設生き残りチェックポイント
・短期稼働率アップ実践法
・介護サービス向け注目プログラム紹介
・リハビリマシン格安導入事例の紹介

【主な参加対象】行政機関の福祉担当者、視覚障害者関
連の法人担当者、図書館業務従事者

【主な参加対象】福祉機器利用者、一般、開発メーカー
　

【主な参加対象】一般、アクティブ車いすユーザー 【主な参加対象】介護従事者、介護事業への参入を検
討している方、病院関係者

10
月
13
日

（木）

11:30

12:30

羽立工業（株） ペルモビール（株） Panthera AB （スウェーデン） シーホネンス（株）
 6-20-07  5-14-11 3-21-07 2-11-03

前期高齢者が地域福祉の担い手として
即戦力に！

最新スマホアプリとシーティング アクティブ車いすのための新しい基準 歯科衛生士から学ぶ
「ベッド上での正しい口腔ケア」

ボランティア育成の成功法！ PDCA サイクルで健康づく
りの好循環を。地域を巻き込んだ健康まちづくりについ
てお話します。

座位変換による体圧分散や姿勢変換による血流改善は
リハビリ計画によく組み込まれます。しかし、患者が
家に戻った後は？ペルモビールとピッツバーグ大学が
スマホアプリで解決策をご提案します。

パンテーラ AB はこれまでの市場にはなかった新しい
そして革新的技術を基礎として車いすの新世代を築い
てきました。画期的な方法で、活動的なユーザーの日々
の生活を向上させる完全に新しい機能とコンセプトを
ご紹介します。

ベッド上での正しい口腔ケア方法を摂食嚥下リハビリ
テーション認定歯科衛生士に指導していただきます。
また口腔ケアグッズの正しい使用方法も学びます。

【主な参加対象】行政介護予防・健康づくり担当部署、
健保組合、健康づくりに関心のある方

【主な参加対象】PT、OT、医師、福祉機器従事者 【主な参加対象】一般、車いすユーザー 【主な参加対象】介護従事者、福祉機器利用者、医療・
介護・福祉施設関連全般

13:30

14:30

（株）アクセスインターナショナル（株）ケアフォース 国立研究開発法人 情報通信研究機構

非公開

 3-20-01  2-10-10  5-12-17
小児向けシーティングセミナー 「持ち上げない」介護の実践と

費用対効果の事例紹介
ＮＩＣＴ情報バリアフリー助成事業の
成果発表について

『変形をはじめとする二次障害は避けられない』と諦
めていませんか？姿勢と重力の関係を知り、シーティ
ングによる姿勢保持を適切に行うことで二次障害の防
止と残存機能の発揮は可能です。

どこから手を付けていいのかわからない、という声の
多い「持ち上げない」介護への取り組み。実践し効果
を実感している施設様の具体的な事例紹介を行いま
す。海外事例も紹介予定。

情報通信研究機構（ＮＩＣＴ）の平成２７年度の情報
バリアフリー助成の対象となった５事業の事業者によ
る成果発表、およびＮＩＣＴの福祉関連の研究成果に
ついて、概要をご紹介します。

【主な参加対象】介護従事者、PT、OT、一般 【主な参加対象】障害者施設運営者、経営者、介護施
設運営者、経営層、施設介護従事者

【主な参加対象】福祉機器利用者、福祉施設、一般

15:30

16:30

国立大学法人 信州大学 一般社団法人 
日本リハビリテーション工学協会

Sunrise Medical Home Health 
Care Group （アメリカ）

日本福祉用具 ･ 生活支援用具協会
（JASPA）

5-15-05  3-21-02 3-20-01 5-14-02
“ 穿く ” 歩行アシストロボット「curara®」電動車いすで旅にでよう

電動車いすで飛行機に乗るには
子供のシーティング。成功のための評価
戦略

福祉用具に潜む危険「移動機器編」
～初心者の方へ～

“ 衣服のように着る ” 歩行アシストロボットの研究開
発をしてきた「curara®」。今回は “ 穿く ” タイプの

「curara®」を紹介、また、装着デモンストレーショ
ンを行います。

以前に比べ車いすでの旅行も楽になりましたが、重度
障害者の旅行にはまだ課題があります。　今回は、電
動車いす利用者の旅行の課題の中から、航空機の利用
やその取組について焦点を絞って考えます。

子供ユーザーのためのシーティング選びの評価戦略に
ついての講習会。問題への様々なアプローチ。利用者
のリスク分析と詳細評価により必要とされる保護度合
い／姿勢バランスを決めていきます。より良い理解の
ため事例発表形式を取り入れます。

福祉用具を利用するときどんな危険が潜んでいるの
か、初心者の方に向けて解りやすく解説します。今回
は、シルバーカー、手動車いす等の「移動機器」の気
をつけたいポイントをお話します。

【主な参加対象】福祉機器利用者（歩行補助機器利用者）、
福祉施設従事者（PT、OT、福祉専門学生など）、学術
機関在籍者（ロボット工学、リハ工学など）

【主な参加対象】電動車いす使用者、支援者、企業 【主な参加対象】一般、子供の車いすユーザーの家族、
介助者、専門職

【主な参加対象】福祉用具の利用者、ご家族、介護・
医療従事者、ケアマネジャー、福祉用具専門相談員

10
月
14
日

（金）

11:30

12:30
非公開 非公開

Guldmann A/S （デンマーク）

非公開

5-13-09
腰痛予防に活用されるリフトのご紹介
リフトは世界中で使用され、利用者と介助・看護者
の安心・安全な移乗をサポートしています。介助・
看護者の腰痛予防にも活用されるリフトをご紹介し
ます。

【主な参加対象】一般

13:30

14:30

オージー技研（株）

非公開

VELA （デンマーク）

非公開

4-01-02 5-14-09
介護浴槽における
リスクマネジメントセミナー

VELA Tango チェアー 
家庭や職場での自立を支援

介護施設様におけるリスクマネジメントについて、施
設内の体制構築や、職場で実施できる危険予知に関す
るワークショップの提案をします。

利用者の家庭、職場、学校における自立を革新的な方
法でサポートします。Tango チェアーは、通常介助
者に頼んでいた「移動介助」と「動作介助」の両方を
提供することが可能です。

【主な参加対象】福祉施設管理者、介護従事者 【主な参加対象】一般

15:30

16:30
非公開 非公開

medica Medizintechnik GmbH
（ドイツ）

非公開

5-13-04
介護予防に最適で効果的なペダル式訓練
機のご紹介
誰でも楽しみながら継続して行える介護予防を、歩行
が可能な方から車いすの方まで、ペダルを漕ぎながら、
楽しみながら簡単に行える介護予防トレーニングの機
器をご紹介します。

【主な参加対象】一般

出展社プレゼンテーション 2（2F）

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜


