2015
14か国・1地域の522社・団体による
最新の福祉機器20,000点を総合展示！
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14か国・1地域の522社・団体による
最新の福祉機器20,000点を総合展示！
ご来場ありがとうございます。
総面積5万平方メートルを超える6つのホールに、
約20,000点の福祉機器が展示されています。
ご覧になりたい機器のゾーンから順に見学してください。

石踊 達哉 氏「薄雲」

瀬戸内寂聴現代語訳
「源氏物語」より

H.C.R. 2015・イベントプログラムの概要〔会場はいずれも東京ビッグサイト内〕
H.C.R. 特別企画 （講座・製品展示・相談・デモンストレーション、いずれも自由参加）

【プログラム No.1】 国際シンポジウム : 介護サービス従事者をいかに確保するか？
〜ドイツ、米国、日本の比較から今後の課題とその対策を考える
日 時 2015 年 10 月 8 日（木）13:00 〜 16:40《会期 2 日目》
会 場 会議棟 6F
講 師 【シンポジスト】
①ドイツ／

3. 東 6 ホール内

【プログラム No.10】アルテク講座 2015

〜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
3

ヨーロッパ・ヘルスケア・リサーチ＆社会経済研究所
サイエンス分野担当部長

米国リーディング・エイジ・センター事務局長、元 Dr. Grit Braeseke 氏
ホワイトハウス副次官補佐（障害者・高齢者・介護
政策担当）
、元米国保健福祉省次官補代行

〔特設会場 C〕

【プログラム No.12】ふくしの相談コーナー

〔特設会場 C〕

【プログラム No.14】福祉機器開発最前線

Dr. Robyn Stone 氏

4. 東 5 ホール内

【プログラム No.15】被災地応援コーナー

③日本（施設現場の立場から）／

④日本（研究者の立場から）／
日本大学商学部教授、本会理事

〔特設会場 C〕
〔特設会場 C〕

〔東 5 ホール内、小間番号：5-09-08〕

5. 出展社プレゼンテーション

社会福祉法人 六親会常務理事、
本会監事

純五郎 氏

〔特設会場 B〕

【プログラム No.11】障害児のための「子ども広場」

〜いつまでも元気に働く「10 のコツ !」展

ロビン・ストーン氏（Dr. Robyn Stone）

【チューター】近藤

3

【プログラム No.13】高齢者・障害者等の生活支援用品コーナー

②アメリカ／

塚田 典子 氏

3

		

グリット・ブレセケ氏（Dr. Grit Braeseke）

湯川 智美 氏

3

湯川 智美

氏

塚田 典子

※ 本紙は出展社の情報〔企業・団体名リスト、
各社のブースの場所（会場図）
〕を掲載したものです。
本展示会のイベントプログラムの詳細については、別冊「H.C.R. 2015 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」をご参照ください。

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

福祉機器展示ゾーン（本紙の4～7ページをご覧ください）
東1～3ホール

H.C.R. セミナー
1. 会議棟 6・7F にて、共通資料（1 部 1,000 円）でのセミナー

移動機器
（車いす）

【プログラム No.2】 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

東4～6ホール

移動機器
（杖・歩行器）

移動機器
（リフト）

福祉車両・
関連機器

ベッド用品

入浴用品

トイレ・
おむつ用品

【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（2 会場分割講義）

リハビリ・
介護予防機器

【プログラム No.4】 高齢者むけの住まいの種類と選び方

日常生活
支援用品

介護等食品・
出版・
調理器具
福祉機器情報

建築・住宅設備

福祉施設・
住宅環境設備/用品

感染症等
予防用品

〜有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など

【プログラム No.5】 一般家庭における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

義肢・装具

【プログラム No.6】 障害者に対する差別の禁止と合理的配慮

〜障害者雇用促進法の改正および障害者差別解消法の制定を受けて

在宅・施設サービス
経営情報システム

第42回国際福祉機器展 H.C.R. 2015

【プログラム No.7】 ユニバーサルでエコなまちの創生

〜 2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会に向けて

2. 東 3・6 ホール内にて、先着順・自由参加でのセミナー

主 催

全国社会福祉協議会

後 援

厚生労働省 経済産業省 総務省 国土交通省 東京都、海外参加国大使館（順不同）

協 賛

NHK厚生文化事業団、読売光と愛の事業団、毎日新聞東京社会事業団、産経新聞厚生文化事業団、日
本経済新聞社、東京新聞、東京新聞社会事業団、朝日新聞厚生文化事業団、福祉新聞社、日本赤十字
社、福祉医療機構、鉄道弘済会、東京都社会福祉協議会、全国心身障害児福祉財団、長寿社会開発セ
ンター、シルバーサービス振興会、テクノエイド協会、日本理学療法士協会、日本作業療法士協会、日
本アビリティーズ協会、日本障害者リハビリテーション協会、日本リハビリテーション医学会、新エネ
ルギー・産業技術総合開発機構、みずほ教育福祉財団、キリン福祉財団、清水基金、みずほ福祉助成財
団、松翁会、丸紅基金、三菱財団、損保ジャパン日本興亜福祉財団、中小企業基盤整備機構（順不同）

期 日

平成27年10月7日
（水）
〜10月9日
（金）
【3日間】午前10時〜午後5時

会 場

東京国際展示場「東京ビッグサイト」東展示ホール（東京都江東区有明3-11-1）

【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.9】 高齢者むけの手軽な日々の食事

コミュニケーション
機器

衣類・
着脱衣補助用品

〔東 3 ホール・特設会場 A〕

〜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、東 6 ホール・特設会場 C〕
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保健福祉広報協会

