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H.C.R. 2016へのご来場・ご協力、
本当にありがとうございました。
心からお礼を申し上げます。

第43回目を迎えた国際福祉機器展H.C.R. 2016は、10月
12日（水）～14日（金）の3日間を会期に東京ビッグサイトにお
いて開催されました。会期中は天候にも恵まれ、11万人を
上回る皆さまにご来場をいただきました。
展示ホール内には17か国・1地域からの527の出展社（国

内457社、海外70社）による約20,000点の福祉機器が展示
され、会期通算の来場者数は112,752人となりました。
出展社ブースのほかにも、主催者では、国際シンポジウ
ム、H.C.R.セミナー、さらに、特別企画として、障害児の
ための「子ども広場」、福祉機器開発最前線、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）、アルテク講座2016、ふくしの相談コーナー、
被災地応援コーナーなどを開催し、企画ごとのテーマに沿っ
た製品の特設展示やプレゼンテーション、講座、相談など
を実施しました。
本会では、H.C.R. 2016の経験を糧に、これからも福祉機
器の開発と普及に努力してまいります。ご来場者、出展企業・
団体をはじめ、関係者の皆さまのご支援・ご協力に心より
深謝申しあげます。
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H.C.R. 2016では、国際シンポジウムやH.C.R.セミナーなど、15のセミナー・講座・特別企画
などを開催し、一般の来場者の方々に日々の介護に役立つノウハウや社会保障制度の動向を、また、
福祉・保健・介護などに日頃から携わっている方々に職場での実践に活かせる知識や情報を知って
いただく場として主催者プログラムを実施し、延べ5,633人に参加をいただきました。また、出展
企業・団体によるプレゼンテーション54本が開催され、多数の来場がありました。

H.C.R. 2016のイベント（シンポジウム・セミナー・特別企画など）の概要

1 	10月13日（木）13:00～16:00　

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［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

2 	10月12日（水）10:30～12:00

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

3 	10月12日（水）13:30～16:00　

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

A会場／高齢者施設における工夫事例

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
②�地域と施設の協働　
� ～買い物支援の取り組み
③�人材確保対策室の取組
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
⑤�オランダ研修旅行から学んだこと

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

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�～

②�TEACCHプログラムを活用したアプローチ
③�BCPの実践�
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

国際シンポジウム
●参加者：253名

H.C.R.セミナー
●参加者：3,312名

⑤�地域の特性を活かした地域貢献活動��　　　　

司会進行：��久木元　司�氏　�
社会福祉法人�常盤会�理事長

4 	10月13日（木）10:30～12:00　

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

5 	10月14日（金）10:30～12:00　

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

6 	10月14日（金）10:30～12:00

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

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		
社会福祉施設等の環境の取り組みに関する研究会	委員
長、社会福祉法人	恩賜財団済生会	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
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特別企画・
デモンストレーション
●参加者：2,068名

  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

7 	10月14日（金）14:30～16:00

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

8   はじめての福祉機器　 
選び方・使い方セミナー
●10月12日（水）
11:00～12:00 「トイレ・排泄用品」
13:00～14:00 「住宅改修」
15:00～16:00 「入浴機器」

●10月13日（木）
11:00～12:00 「ベッド」
12:30～13:30 「リフト等移乗用品」
14:00～15:00 「杖・歩行器等補助用品」
15:30～16:30 「車いす」

●10月14日（金）
11:00～12:00 「福祉に役立つ一般製品」
13:00～14:00 「福祉車両」
15:00～16:00 「自助具」

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

10月12日（水）～14日（金）の各1時間

  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

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

10月12日（水）
●12:00～13:00　
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

●14:00～15:00
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

●15:30～16:30　
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）
●10:30～11:30　

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

●13:00～14:00　
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

●15:00～16:00
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）
●12:00～13:00　
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

●14:00～15:00　
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

●15:30～ 16:30　
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

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

12  障害児のための「子ども広場」
1. 福祉機器展示コーナー（製品展示及び説明）
 10月12日（水）～14日（金）
	 1日3回　各1時間

2.	相談コーナー（療育相談及び福祉機器相談）
　 10月12日（水）～14日（金）
	 1日3回　各1時間

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
	 	10月12日（水）～14日（金）の各日14:00～
16:30

4.	ひとやすみコーナー
	 	会期中3日間、保育士が常駐

13  福祉機器開発最前線
＜出展社名と展示製品＞

1. アロン化成株式会社　
 …	キューレット【排泄介護用品】

2. 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　
 …	健康王国レク	for	Pepper

3. クラリオン株式会社　
 …	服薬支援ロボ	KR-1000A

4. サンヨーホームズ株式会社　
 …	寄り添いロボット
 【転倒の察知、事故の軽減】

5. 株式会社システムフレンド　
 …	Mobile	Motion	Visualizer	鑑
 　 （AKIRA）【関節可動域測定装置】
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6. Triple W Japan株式会社　
 …	DFree-ディーフリー
	 【排泄予知ウェアラブルデバイス】

7. 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　
 …	排泄支援装置

8. 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　
 …	介護施設向け見守りシステム装置・	
	 　	Mi-Ru（ミール）

9. 国立大学法人　北陸先端科学技術大学院大学
　 …	音声つぶやきシステムによる
	 　	気づきプラットフォーム
10.	株式会社マイクロブレイン　
 …	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
	 ※企業名五十音順

14  ふくしの相談コーナー
（福祉機器相談、自助具相談）

15  被災地応援コーナー

会期 平成29（2017）年9月27日（水）～ 29日（金）

会場 東京ビッグサイト　東ホール（東京都江東区有明）

出展募集予定 平成29（2017）年2月1日（水）～

　次回のH.C.R.�2017は、平成29年9月27日（水）～29日（金）の3日間、

東京ビッグサイトで開催いたします。

　H.C.R.では、今後も福祉機器の一層の普及と関連情報の発信に努めてまい

りますので、引き続き関係者の皆さまのご支援、ご参加を賜りますよう、よろ

しくお願い申しあげます。

次回
開催

Information

第44回国際福祉機器展　H.C.R. 2017

H.C.R.への出展
15回目を迎えた企業・団体に

感謝状を贈呈！

　H.C.R.では毎年、出展が15回目を迎えた企業・団体に対して
感謝状を贈呈しています。今年は国内20社（海外については該
当企業なし）が贈呈の対象となり、会期の初日にあたる10月12
日（水）に展示会場内にて贈呈式を行いました。
　ついては、本紙の紙面上において、贈呈式に欠席された出展
社を含む、感謝状贈呈の対象となった20社全ての会社名と式典
の模様をご紹介するとともに、これまでのH.C.R.への長年にわ
たるご協力に対してあらためまして感謝を申しあげます。

H.C.R. 2016／15回出展感謝状贈呈企業　
（国内20社）

アイシン精機（株） セコム（株）

（株）ウェルパートナーズ （株）タイカ

（株）エースシステム 竹中エンジニアリング（株）ヘルスケア事業部

NDソフトウェア（株） 公益財団法人 東京都福祉保健財団

M&Rる～む （株）東経システム

広和（株） （株）東和モータース販売

（株）サンコー （株）日本コンピュータコンサルタント

シーユーピー（株） 富士通（株）

新光産業（株） （株）富士データシステム

（株）諏訪田製作所 マツ六（株）

※社名五十音順


