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高齢者と障害者の自立のための

第 43 回国際福祉機器展 Int. Home Care & Rehabilitation Exhibition 2016
会
期：2016（平成 28）年 10 月 12 日(水)～14 日(金)
会
場：東京ビッグサイト 東展示ホール（東京都江東区有明）
出展社数：527 社・団体（日本 457 社・団体、海外 70 社）※見込み
開場時間：午前 10 時～午後 5 時
入 場 料：無料（登録制：当日または事前）
主
催：全国社会福祉協議会 保健福祉広報協会

17 か国・1 地域から 527 社が集結！
多くの出展社がブースをますます拡充して開催！
10 月 12～14 日の 3 日間、国際福祉機器展 H.C.R.2016 が東京ビックサイトで開催されます。
介護・福祉機器の分野の展示会として、海外でも、アメリカの Medtrade、ドイツの REHACARE と並び、
アジア最大級の規模といわれる H.C.R.では、2016 年は 17 か国・1 地域からの 527 社が出展、約 20,000 点の
最新の福祉機器が集中展示されます。
出展社の多くが前年よりも展示ブースを広げ、さらに展示規模を拡充させて開催されます。

【開催内容と会場での配付物につきまして】
Ⅰ 福祉機器約 20,000 点を総合展示
出展社・団体の一覧、会場図（展示ホール内の小間番号やブース位置）などについては、
「H.C.R.
ニュース開催号」をご覧ください
Ⅱ H.C.R.2016 イベント＜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＞
展示会と併催する H.C.R.イベント（次頁より概要を紹介）の詳細な内容、場所、時間などに
ついては、
「H.C.R.2016 イベントのご案内」をご覧ください
Ⅲ 取材前に、ぜひ「H.C.R.アプリ」をスマートフォンにダウンロードしていただき、出展製品や
イベントなどのチェックにご活用ください。
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１．国際シンポジウム
障害者の権利の擁護のこれまでとこれからについてデンマークと日本の報告から考察します！
【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ №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英同時通訳 手話通訳
§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
§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．H.C.R.セミナー〔会議棟６F にて開催、共通資料（1 部 1,000 円）あり〕
一般の方々、福祉サービス利用者や家族、施設関係者、企業関係者などに最新の情報を提供！
10 月 12 日（水）

10：30～12：00
【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ№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手話通訳
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
【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ№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
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≫
(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
社会福祉法人 六親会
(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 あいの土山福祉会 エーデル土山
(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
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
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
(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
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≪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 ～
社会福祉法人 北ひろしま福祉会 機能訓練センター
社会福祉法人 阪神福祉事業団 ななくさ育成園
(2) TEACCH プログラムを活用したアプローチ
(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

10 月 13 日（木）

10：30～12：00
【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ№4】介護ロボットの活用で未来を拓く手話通訳
主な参加対象者：高齢者およびその家族
講師：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
【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ№5】一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手話通訳
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
【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ№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
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
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
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14：30～16：00
【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ№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
主な参加対象者：福祉施設関係職員者など
講師：小坂 健 氏 東北大学大学院 歯学研究科 副研究科長

※ 各セミナーへの参加をご希望の方は、各プログラム開始 30 分前より当日の参加申込の受付をいたします。

３．H.C.R.セミナー〔東ホール内にて開催、資料を販売・配付、事前申込不要〕
特設会場 A（東 6 ホール内）
【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ№8】はじめての福祉機器 選び方・使い方セミナー手話通訳
「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。

《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）
【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ№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］ 手話通訳
高齢者の一人暮らしや高齢者夫婦世帯などでは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
いることを踏まえ、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、ひと工夫を加えることに
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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。
会場で配布するテキストには、レシピと食事づくりのポイントをわかりやすく説明、掲載しています。
「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。
）

＊「高齢者の料理講座」の会場では、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
2009～2012 年、②2013～2016 年の 2 種）を一部 700 円で販売する予定です。

４．H.C.R.特別企画（東 6 ホール／特設会場 A・B、東 3 ホール／特設会場 C・D、東 1 ホールなど）
注目の最新機器、便利グッズや子どもむけ製品など、テーマごとの展示や相談・講座・プレゼン
特設会場 B（東 6 ホール内、ガレリア入口横）
【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ№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手話通訳
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、高齢者や障害のある人々の生活や学習支援に活かすためのさまざまなアイデアについて
紹介します。

【講座テーマ】
《10 月 12 日（水）
》
①Windows 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
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
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特設会場 A（東 6 ホール内）
【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ№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

特設会場 C（東 3 ホール内）
【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ№12】障害児のための「子ども広場」
１．福祉機器展示コーナー
終日展示。
「イベントのご案内」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。
２．相談コーナー
「イベントのご案内」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。
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。
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＜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。
【１～３への協力】
横浜市総合リハビリテーションセンター
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。
【４の運営協力】東京都社協保育士会

【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ№13】福祉機器開発最前線（デモンストレーションに 手話通訳）
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やブース
での説明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以下の合計 10 点をご紹介いたします。
◇場所：東 3 ホール内「特設会場 C」
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】
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

※国内企業は五十音順
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＊特設会場 C の特設ステージでの講座・デモンストレーション開催予定表
【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ№9】高齢者むけの手軽な日々の食事［高齢者の料理講座］、【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ№13】福祉機器開発最
前線のセミナー・デモンストレーションについては、会期中 3 日間、以下のように開催します。
11：00～12：30
福祉機器開発最前線
デモンストレーション

13：00～14：00
高齢者むけの手軽な日々の食事
[高齢者の料理講座]

14：30～16：00
福祉機器開発最前線
デモンストレーション

※自由参加、先着順にご案内いたします。

特設会場 D（東 3 ホール入口）
【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ№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
【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ№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。

注 1）題名の横に手話通訳マークのついたプログラムは、手話通訳を行います。
注 2）各プログラム名の後の【 】内の数字は、プログラム№です。会場内でプログラムについてお尋ねの際
などには、№の数字をお申し出ください。
注 3）取材について
①会期中の 10：00～17：00 の時間帯で可能です（東 1 ホール前に「プレス受付」を設置します）
。
②事前に、H.C.R.WEB サイト（https://www.hcr.or.jp）の「出展社の方へ」内の「取材について」の内容を
ご確認ください。
③取材にあたっては、
「プレス資料室」
（東 1 ホール 2F「商談室２」
）もご用意しております。
H.C.R. 2016 事務局
(一財)保健福祉広報協会
〒100-8980

東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル 5F

TEL. 03-3580-3052 FAX. 03-5512-9798 https：//www.hcr.or.jp
【H.C.R.開催期間中の東京ビックサイト内での事務局ご連絡先】
TEL. 03-5530-1180 FAX. 03-5530-1600
※10 月 10 日（月）10：00 ～10 月 14 日（金）17：00 の期間となります。
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