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老人と障害者の自立のための 

40 周年記念   40th 国際福祉機器展 Int. Home Care & Rehabilitation Exhibition 2013  

   会  期：2013（平成 25）年 9 月 18 日(水)～20 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：585 社・団体（日本 526 社・団体、海外 59 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 
 
【開催内容】(予定) 

①福祉機器約 20,000 点を総合展示  WEB にて来場者登録を受付中です！ 

②国際シンポジウム（9 月 19 日） WEB にて参加申込を受付中です！ 

【1】「活力ある高齢化と世代間連帯へのドイツの挑戦～公的年金をめぐるパラドックスの解決策となるか？」 

③H.C.R.セミナー（9 月 18～20 日）WEB にて参加申込を受付中です！ 

福祉職から一般、福祉利用者、家族までをそれぞれ対象として、以下をテーマに連日開催。 

〔会場／会議棟 6F、共通資料（1 部 1,000 円）配付〕 

【2】介護で腰痛にならないための基本技術を学ぶ～ボディメカニクスの理解と活用 
【3】福祉施設の実践事例発表～役立つ活かせる実践研究、工夫とアイデア 
【4】超高齢社会のまちづくり～柏市豊四季台地域での取り組みをつうじて 
【5】福祉施設での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 
【6】再生可能エネルギーの活用による障害者雇用の促進～エネルギーの地産地消に貢献する福祉施設 

〔会場／東展示ホール、先着順にて自由参加〕 

【7】はじめての福祉機器 選び方・使い方セミナー 
【8】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 

④出展社によるプレゼンテーション 本紙にて詳細をご紹介いたします！ 

⑤H.C.R.特別企画  

〔会場／東展示ホール、先着順にて自由参加〕 

【9】 障害児のための「子ども広場」   【10】ふくしの相談コーナー 
【11】知っているとこんなに便利！～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 
【12】高齢者・障害者の生活支援用品コーナー～生活に便利なグッズ、その知られざる歴史とノウハウ「目からウロコ展」 

【13】福祉機器開発 前線 本紙にて出展企業名をご紹介いたします！  【14】被災地応援コーナー 

⑤40 周年特別企画 
  H.C.R.40 周年記念パネル展示 
 
その他にも、多彩なプログラムを実施予定。 
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H.C.R.2013  出展社プレゼンテーションのお知らせ 

 H.C.R.2013 出展企業・団体による「出展社プレゼンテーション」も、期間中 3 日間、展示会や各プログラムと

並行して以下の各会場・時間帯で行われます。 

 各企業・団体が自ら企画したプレゼンテーションでは、各社の日頃の製品開発・研究の状況や新製品の情報など

を知ることができます。興味のあるテーマや内容をチェックいただき、ご参加ください。 

 

◇出展社プレゼンテーション１（１Ｆ） 

《9 月18 日（水）》 

時間 詳細 １－A 会場（東２ホール） １－B 会場（東３ホール）  １－C 会場（東５ホール） 

  
出展社名 

一般社団法人 日本福祉用具

供給協会 

一般社団法人 全国福祉用具

専門相談員協会 
名古屋工業大学 

11:30 

テーマ 

使ってみるとこんなに便利

～福祉用具をもっと身近に

～ 

福祉用具専門相談員の研修ポ

イント制度がスタ―ト！！ 
動力なしでシンプル！歩行ア

シストが身近になります 

～ 内容 

「福祉用具の日」推進協議会

による「福祉用具の活用」に

ついての業界を代表する識

者等による鼎談を行います。

福祉用具専門相談員として従

事する上で求められるスキル

アップを支援する仕組みづく

りが必要とされています。本

企画は研修ポイント制度を通

してのキャリアパスのあり方

を考える内容です。  

受動歩行ロボットの技術を応

用した歩行支援機を紹介しま

す。動力がなくてシンプルな

ので、安全性が高く、軽量で、

低コストです。リハビリや日

常生活で気軽に利用できるこ

とを目指しています。 
12:30 主な参加

対象 

一般の方、介護従事者、介護

支援専門員 
福祉用具専門相談員、福祉機

器関係者、介護支援専門 
理学療法士、歩行障がいのあ

る方、リハビリ関係者 

  
出展社名 長崎県 ティーアンドケー（株） 

一般社団法人 日本リハビリ

テーション工学協会 

13:30 
テーマ 

長下肢装具を用いた脳卒中

後の早期歩行訓練について 
キレイにするケア・食べるた

めの口になるケア 
難病患者の社会参加と支援技

術 

～ 内容 

脳卒中発症後のリハビリと

して早期の歩行訓練が有効

です。県の支援を受け産学連

携で開発した、軽量で装着し

やすいカーボン製片側支柱

の長下肢装具を用いた歩行

訓練のやり方をご紹介いた

します。 

口腔ケアの意義からキレイに

するケア、食べるための口に

なるケア、口が開かない方へ

の口腔ケアの対応、そして口

腔ケアのキーワード「加湿と

保湿」について 

"今年4月より障害者の定義に

障害固定のない難病患者等が

追加され、補装具費等の障害

福祉サービスの対象になりま

した。制度を利用することで

の社会参加に至る可能性と留

意事項等を解説します。 

14:30 主な参加

対象 

介護従事者、PT・OT、PO
（義肢装具士）、医療従事者

介護従事者、医療従事者 ケースワーカー、作業療法士、

保健師 
  出展社名 （株）福祉新聞社 テルモ（株） TOTO（株） 

15:30 
テーマ 

築 30 年施設、改修か建替え

か？法人の選択 
手軽にできる！介護現場のに

おい対策・転倒予防策 
「『ベッドサイド水洗トイレ』

開発の取り組み」 

～ 内容 

頻発する震災に入居者を守

る施設の防災、安全対策が急

務。改修、建替えの方法とメ

リットについて、耐震検査か

ら工事のノウハウ、補助金、

融資の活用方法などを実例

で紹介。 

介護・医療・福祉の現場にお

ける「におい対策」及び「高

齢者の転倒予防」について、

事例紹介を交えながら、関連

の新製品（消臭専用機・転倒

予防くつ下等）をご紹介致し

ます。 

"ベッドサイドに後付けしや

すく、利用者のADL に応じて

場所移動ができる水洗トイレ

の開発の取り組みを紹介。住

宅・施設向け商品。 

16:30 主な参加

対象 

社会福祉施設役職員 介護従事者、一般（介護中の

方）、医療従事者 
介護従事者、施設経営者、行

政担当者 
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《9 月19 日（木）》 

時間 詳細 １－A 会場（東２ホール） １－B 会場（東３ホール）  １－C 会場（東５ホール） 

  
出展社名 （株）タマツ （株）光洋 東海ゴム工業（株） 

11:30 
テーマ 

玄関上がり框の昇降と床か

らの立ち上がり 
よりよい排泄ケアを目指し

て。 
SR センサ応用福祉機器によ

る新しい介護の提案 

～ 内容 

和式生活特有動作の中から、

玄関での昇降動作と床から

の立ち上がり動作について

理学療法士が分かりやすく

解説します。 

モレのない「大人用紙オムツ」

のあて方や、あて方のポイン

トをご紹介します。 

今年、体圧検知センサ「SR ソ

フトビジョン」を発売開始し、

今後数値表示型など SR ソフ

トビジョンシリーズや離床セ

ンサなどを発売します。これ

ら新福祉機器活用法を紹介し

ます。 
12:30 

主な参加

対象 

福祉機器利用者、在宅サービ

ス事業者、福祉施設・病院関

係者、住宅関連事業者 

介護従事者、一般の方 福祉施設の方・介護従事者、

レンタル業者、一般の介護を

されている方 

  

出展社名 

公益社団法人 日本理学療法

士協会、公益社団法人 東京

都理学療法士協会 

アクション ジャパン（株） 
日本福祉用具･生活支援用具

協会（JASPA） 

13:30 
テーマ 

暮らしに活かす移乗介助技

術・理学療法士からの提案 
床ずれ防止の基礎知識と用具

の適切な選び方・使い方 
福祉用具に潜む危険（移動編）

安全安心な利用のために 

～ 内容 

力に頼らない移乗介助法の

考え方を理学療法士の視点

でご紹介します。身体の動く

仕組みや簡単な介助のコツ

を知ることで、移乗の介護が

楽に出来るようになります。

JASPA 床ずれ防止用具部会

主催です。ベッドや車いすで

の床ずれ防止の基礎知識と、

床ずれ防止用具を適切に選

択・ご使用いただくため、主

な 5 素材に分け、それぞれの

長所短所をご説明します。 

福祉用具を安心して使用する

ためには福祉用具にどんな危

険が潜んでいるのか、利用者

や福祉用具を扱う初心者の皆

様に解説します。今回は、電

動車いす・手動車いす・シル

バーカーの基本事項です。 
14:30 

主な参加

対象 

介護従事者、一般、医療従事

者 
介護従事者、福祉用具販売業

者、医療関係者 
福祉用具利用者、福祉用具初

心者の方（介護従事者、ケア

マネジャー等） 

  
出展社名 

公益財団法人 テクノエイド協

会 
（株）ナレッジデザイン （株）メトス 

15:30 
テーマ 

腰痛予防対策指針と福祉用

具（階段昇降機等）の役割 
人に寄り添う優しさが介護用

品をより良く進化させる。 
浴室プランでケアが変わる―

業態別浴室設備の 適化― 

～ 内容 

在宅や施設での腰痛予防対

策としての福祉用具の有効

性と利用者の生活の質の向

上について腰痛予防対策指

針の改訂に関わった岩切一

幸氏が解説する。また、福祉

用具を活用した成功例を紹

介する。 

人々に支持される介護用品と

は、安心安全の機能設計、誰

にでも使い易く、人に優しい

事の 3 要素が不可欠です。介

護現場の方々の「こんなもの

が欲しかったシリーズ製品」

のご意見反映セミナーです。

浴室配置・寸法を 適化する

ことで、導線短縮と中間浴タ

イプの個浴台数を抑える。重

度化、看取りまで対応可能な

浴槽をラインナップすること

で寝浴利用を 小化し、利用

者の入浴感を向上させる。 

16:30 主な参加

対象 

福祉用具利用者、福祉用具貸

与事業者 
介護従事者、病院・施設関係

者、販売業者 
介護施設経営者、介護従事者、

設計士 
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《9 月20 日（金）》 

時間 詳細 １－A 会場（東２） １－B 会場（東３）  １－C 会場（東５） 

  出展社名 エレクター（株） （株）ヤマシタコーポレーション パシフィックサプライ（株） 

11:30 
テーマ 

施設内の 2 次感染を防ぐま

ったく新しい仕組み 
多職種の視点から見た在宅生

活への福祉用具導入 
電動リフト導入事例の紹介。

機器導入から定着に至るまで

～ 内容 

通常の洗濯で残る残留物。そ

れらは雑菌のエサとなり、2
次感染を引き起こす原因に

もなります。「我電創水クリ

ッパー」で生成した水は、薬

剤・洗剤を使うことなく洗

浄・除菌・漂白ができ、残留

物を一切残しません。感染対

策の一環として導入する施

設が増えています。 

在宅生活に福祉用具を適切に

導入するために、ケアマネ・

介護職・供給事業者等はどの

ように連携すべきか、それぞ

れの職種から見た福祉用具に

ついて、ディスカッションを

行います。 

腰痛予防対策指針が改訂さ

れ、介助用電動リフト導入の

必要性が高まる昨今、電動リ

フトの導入、定着にいたる施

設での取り組み事例を実際の

機器を利用している福祉施設

より発表頂きます。 

12:30 
主な参加

対象 

介護従事者、経営者 福祉用具利用者・利用検討者、

ケアマネジャー・介護従事者、

福祉用具供給事業者 

介護従事者、医療従事者、医

療・福祉施設の経営者 

  出展社名 タケモトデンキ（株） 福祉技術研究所（株） （有）でく工房 

13:30 
テーマ 

離床転倒事故を防げ！！次

世代型介護機器のご提案 
車いすでのファッションコー

ディネート＆着物着付け 
目的別シーティング ― 子ど

もからお年寄りまで 

～ 内容 

対象者に意識させない画期

的な離床センサー。次世代型

介護環境へ…離床履歴・分布

機能で生活パターンの把握

も可能。介護スタッフの声を

集めてできた超音波離床検

知システムCare 愛。 

社会参加実現に大切な装いに

ついて、今回は車いす利用者

の方に対して個々に合わせた

テクニックを実演いたしま

す。 

シーティングとは気持ちよく

坐ってもらうための技術やノ

ウハウのことです。それを必

要とする方の身体状況だけで

はなく生活の現場にも適合し

ていなければなりません。具

体的に事例を紹介します。 
14:30 

主な参加

対象 

福祉施設関係者（施設長・生

活相談員など）、ケアマネジ

ャー、福祉用具販売関係者 

車いす利用者、ご家族の方、

車いすでの着物気付け・また

は車いすでのファッションコ

ーディネートに関心がある方

福祉用具利用者および家族、

介護従事者およびセラピス

ト、福祉用具供給事業者 

  
出展社名 

仙台フィンランド健康福祉

センター研究開発館 
羽立工業（株） （株）富士データシステム 

15:30 
テーマ 

高齢者の自立を支えるコミ

ュニケーション・見守り機器

簡単・効果期待！自立体力ト

レーニング＆体力評価（実践）

記録システム導入による介護

業務プロセスの変化の考察 

～ 内容 

震災時には高齢者が正確な

情報を得られないなどコミ

ュニケーションに関する

様々な課題が露呈した。高齢

者の自立生活を支えるコミ

ュニケーション・見守り機器

を紹介することで課題の解

消を目指す。 

高齢者が自立して生活するた

めの「自立体力」4 つの能力に

効果期待大！日々現場で悩ん

でいる介護予防事業の実践メ

ニューを学ぶことができま

す。講師：静岡大学の中野美

恵子教授 

ちょうじゅ記録システムを導

入することにより、介護施設

における業務がどのように変

化するか？システム導入前後

の現場業務について、調査研

究機関に調査していただいた

結果を報告します。 

16:30 
主な参加

対象 

介護従事者、介護事業所経営

者、福祉機器利用者 
市町・介護予防事業担当者、

地域包括支援センター、社会

福祉協議会 

通所介護・通所リハビリ事業

所、福祉施設・老健施設 
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◇出展社プレゼンテーション２（２Ｆ） 

《9 月18 日（水）》 

時間 会場 出展社名 テーマ 内容 主な参加対象 

福祉施設経営者 

福祉機器利用者 

福祉機器販売代理店
２－Ａ 

（株）ナノオプトニク

ス・エナジー 

新型車いすの開発

企業による介護支

援の役割とは？ 

電車内の移動、雪道での移動、狭いエレ

ベーターへの乗入れ、玄関の段差問題

等、お困りでないでしょうか？ 弊社

UNIMO シリーズによる最新移動機器ソリュ

ーションをご紹介させていただきます。  

福祉、介護関係者 

医療、リハビリ関係者

11:30 

 

～ 

 

12:30 
２－B 

（株）アクセスインタ

ーナショナル 

高齢者の床ずれ予

防と自立支援のた

めのシーティング

適切なシーティングで高齢者の車いす上

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します。 

身体障害者本人およ

び家族 

福祉施設関係者 

福祉機器利用者 
２－Ａ （株）日本テレソフト 

Bluetooth キーボ

ード RiVO につい

て 

タッチパネル操作が苦手な視覚障害者向

けのキーボードです。iPhone 等にご使用

頂け、アプリの操作はもちろん、これまで

できなかった文字入力も可能となりました。

持ち運びにも便利です。 

  

  

作業療法士 

理学療法士 

地域公共団体関係者２－Ｂ 
LEVO AG 

(Switzerland) 

立ち上がる車いす

スタンディング車

いすの効果と活用

立ち上がることのできない車いす使用者

の立位を可能にするスタンディング車い

す。その、医学的・作業的・経済的・精神的

効果について解説。様々なタイプのスタン

ディング車いすもご紹介します。  

福祉施設経営者 

介護従事者 
２－Ｃ ピーエス（株） 

インフルエンザ０

を目指して～施設

の適切な加湿方法

～ 

家庭用加湿器を何台も使っているにも関

わらず、効果があまりないという例が多くあ

ります。日本初の加湿器メーカーとしての

50 年以上の経験から、福祉施設の適切な

加湿方法について解説します。 

建築設計者  

 

13:30 

 

～ 

 

14:30 

２－Ｄ 
Alu Rehab AS 

(Norway) 
（確認中） （確認中） 

  

  

２－Ａ 

Sunrise Medical 

Home Health Care 

Group 

(U.S.A.) 

電動車いす特殊コ

ントロール・電動

ポジショニング入

門 

電動車いすのジョイスティックを使えない

方でも操作が可能になる様々な特殊コント

ロール。姿勢の変更や除圧に必要な電動

ポジショニング。その選択から設定・調整ま

でを詳しくご説明いたします。 

自由参加 

  

 

  

  

福祉用具メーカー 

介護サービス事業

者、ケアマネジャー ２－Ｂ 
（株）シルバー産業

新聞社 

軽度者の介護保険

給付外しと福祉用

具 

社会保障制度改革国民会議で提起された

要支援者の保険給付外化がもたらす介護

サービスへの影響について、福祉用具サ

ービスを中心に解説します。 介護サービス利用

者、家族  

介護関係者 

２－Ｃ 

ちゅうごく地域福祉

機器関連産業クラ

スター 

転倒予防対策とし

ての転倒予防くつ

下の効果の報告 

高齢者の転倒事故対策として広島県立安

芸津病院で３年間にわたる調査結果を発

表。 

医療従事者 

  

  

手動車いすユーザー

舗装具業者 

15:30 

 

～ 

 

16:30 

２－Ｄ ヤマハ発動機（株） 

新開発の電動アシ

ストユニット

「JWX-2」のご紹

介 

今年 8 月に発売しました新商品について

ご紹介します。専用ソフト「JWSmartTune」

により、個々の症状や使用環境などに合

わせて、アシスト力や左右バランスを設定

できるのが特徴です。 

福祉用具貸与事業所
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《9 月19 日（木）》 

時間 会場 出展社名 テーマ 内容 主な参加対象 

福祉・介護関係者

医療・リハビリ関係

者 ２－Ａ 
（株）アクセスイン

ターナショナル 

障害児・者の二次

障害防止のための

シーティング 

変形等の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

ことで二次障害を防止し、残存機能を最大

限に発揮することが可能です。 
身体障害者本人

および家族 

     

11:30 

 

～ 

 

12:30 

     

２－Ａ 

Sunrise Medical 

Technologias S.A. 

de C.V.  

(Mexico) 

床ずれ予防再発防

止のための最適な

クッションの選び

方 

車いす使用者の床ずれ予防・再発防止に

最適なクッション選択のポイントついて、使

用者のリスク評価から、最適なクッションの

材質、除圧素材、形状の選択、そして調整

についてお話しします。 

自由参加 

２－Ｂ 
Alu Rehab AS 

(Norway) 

日本で初の快適な

車いすの紹介 

日々のケアで行う口腔ケアを通じて口腔

機能維持につなげ、口から食べられた症

例を中心に、口腔ケアの必要性と短時間

でできる口腔ケアの方法を言語聴覚士が

お伝え致します。 

自由参加 

市町、介護予防

事業担当者 

地域包括支援セ

ンター 

２－Ｃ 羽立工業（株） 

いつまでも自分の

足で歩こう！最新

ロコモ対策！ 

最新ロコモ対策！関節・維持力トレーニン

グ（実践編）を学ぶことができます。 

ポイント 1...関節をスムーズに動かす。 

ポイント 2...自分のカラダを支える力。 
社会福祉協議会 

13:30 

 

～ 

 

14:30 

２－Ｄ     

２－Ａ 

Sunrise Medical 

Ltd. 

(U.K.) 

代理店希望者向け

サンライズメディ

カル最新製品ご紹

介 

世界中の人々に使われている手動・電動

車椅いす・クイッキー、床ずれ予防クッショ

ンとシーティング製品のジェイなど幅広い

サンライズ製品をご紹介します。代理店希

望の方はぜひご参加ください。 

自由参加 

  

 

  

  

介護事業者 

福祉用具取扱者 
２－Ｂ （株）エヴァ 

非生体用除菌剤ノ

ロノット世界各国

で次々と特許を取

得 

英国バイオトロール社独自の技術により、

耐性菌を作らず長期間持続する画期的な

除菌・抗菌剤が誕生した。ノロウイルス～

細菌～カビ・コケ類まで対応。インターバ

ルを置きながらの維持が可能に！ 

 

介護ベッド利用者

福祉用具貸与事

業者 
２－Ｃ 

パラマウントベッド

（株） 

医療・介護ベッド

の事故とその対策

について 

介護ベッドの事故の件数、状況、発生場所

さらに事故防止対策等について説明いた

します。また、当協議会にて作成した注意

喚起動画をご紹介させていただきます。 
ケアマネージャー

介護従事者 

医療従事者 

15:30 

 

～ 

 

16:30 

２－Ｄ 
ティーアンドケー

（株） 

口腔乾燥の疑似体

験、ならびに口腔

ケア体験 

口腔ケア実践セミナー -ＳＴがお伝えす

る口腔ケアと口腔リハビリ- 基礎的な口

腔ケアの実施方法についてＳＴが直接、

皆様へお伝えいたします。明日からの

現場で即、実践可能な方法です。 
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《9 月20 日（金）》 

時間 会場 出展社名 テーマ 内容 主な参加対象 

２－Ａ 

Altimate 

Medical, Inc. 

(U.S.A.) 

スタンディングの効

果とイージースタン

ドの活用方法 

世界中で活用されているスタンディング機器「イ

ージースタンド」。リハビリ、運動、作業など、立

ち上がることで得られる様々な効果について、

施設、学校での活用例を中心にお話しします。 

自由参加 

ケアマネジャー 

ＯＴ、ＰＴ ２－B 横浜ゴム（株） 
車いすシーティング

講習会 

元パラリンピック車いす陸上選手の千葉祗暉氏

による、体に合った車いすの選び方とクッション

の選び方を、実技を交え、分り易く講義します。 看護師 

車いすユーザー 

車いす販売店 
２－Ｃ 

ペルモ ビール

（株） 

ペルモビール 第 3

回技術セミナー 

通常、つくば本社ショールーム内で行われてい

る弊社製品の技術セミナーを HCR 会場内にて

行います。全国のディーラー様、この機会にぜ

ひ参加ください。 

理学療法士／医療従事

者 

自由参加 

 

11:30 

 

～ 

 

12:30 

２－Ｄ アイ・レーベル

介護者の負坦を無く

す、自力自立の移

乗・移動の歩行器 

日常生活で車椅子が必要な方対象。リハビリに

も利用出来る歩行器の紹介です。ベッドからの

移乗や移動、トイレに行く際に介護者の手を借

りることなく、自力での行動を可能にしました。  

ｹｱﾏﾈ、ﾍﾙﾊﾟｰな

ど介護従事者 
施設保安、安全管理者２－Ａ 

一般社団法人 

日本ガス石油機

器工業会 

ガス・石油機器の安

全な使用方法とＵＤ

対応製品の紹介 

家庭内や施設でのコンロや石油ストーブの火災

事故事例から、製品の誤った使い方や不注意

による事故を分析、正しい使い方を学ぶと同時

に、最新の高齢者や障がい者にも使いやすい

機器を紹介します。 
一般高齢者 

介護従事者（施設長、事

務長、介護士、ケアマネ

ージャーなど） 

福祉用具販売者、レン

タル店 

２－Ｂ 
（株）NBC メッシ

ュテック 

老人ホームでノロウ

イルスを拡散させな

いために！ 

社会福祉法人鶴朋会 特別養護老人ホーム も

りの郷における「ノロウイルスを拡げないため」

の取り組みと、本施設における Cufitec 製品の

導入事例についてご紹介いたします。 
製造業者 

受賞者とその関係者 

リハ工学協会関係者 
２－Ｃ 

一般社団法人 

日本リハビリテ

ーション工学協

会 

福祉機器コンテスト

2013 表彰式 

福祉機器コンテスト 2013 で選考された優秀作

品６作品（機器開発部門、学生部門、それぞれ

最優秀賞１作品、優秀賞２作品）を表彰して、そ

の栄誉を称える。 

どなたでも 

福祉施設経営者・管理

者 

建築・設計者 

13:30 

 

～ 

14:30 

２－Ｄ TOTO（株） 
高齢者施設 水まわ

りセミナー 

入居者、スタッフのアンケートやヒアリングなど

独自の調査・分析を基に、より快適な水まわり空

間の設計に役立つ情報や現場事例などをご紹

介します。  

福祉機器（歩行補助機

器）利用者 

福祉施設従事者（理学

療法士、作業療法士、

福祉専門学生など） 

２－Ａ 
国立大学法人 

信州大学 

同調制御を用いた非

外骨格型ロボティッ

クウェアの開発 

外骨格リンクではなく人体の骨格系を利用した

装着型ロボティックウェアは、同調制御で装着

者の動きに合わせたアシストが可能。その開発

に関する説明とデモンストレーションをおこな

う。 学術機関在籍者（ロボッ

ト工学、リハ工学など） 

一般の方 

医療福祉職 
２－Ｂ 

一般社団法人 

日本作業療法

士協会 

ひとは作業をするこ

とで元気になれる！

高齢期になると老化などにより様々な生活行為

（更衣や掃除等）に支障を生じる時期です。今

回、高齢期のニーズなどを紹介しながら生活の

支障に対する工夫点を紹介します。   
医療・リハビリ専門職 

看護・介護職 
２－Ｃ （株）ウォンツ 

失声後も「あの声、

あの口調」で！「ボ

イスタ—」概要 

ボイスターは、文字から「あの声、あの口調」の

声を作りだすソフトで、喉頭摘出される方、進行

性難病の方にご提供してまいりました。ここでは

インタビューを中心に概要･事例を紹介します。 

一般（ 発話障害者の

QOL に興味のある方）

15:30 

 

～ 

 

16:30 

２－Ｄ 

ちゅうごく地域

福祉機器関連

産業クラスター

寝たきりや意識障害

の方を減らして早期

離床を支援する 

寝たきりや手術後の方を立位・歩行へ導くため

の端座位補助器です。完全背面開放型端座位

補助器はより高い効果と早い離床が期待されま

す。ICU や急性期の方に使える現在唯一の端

座位補助器です。 

医療・介護従事者



福祉機器開発最前線の出展企業（予定）が決まりました！ 

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 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、毎年好評・注目の「福祉機器開発 前線」。H.C.R.2013 の出展企業をご紹介します。 
 

＜出展予定企業・団体＞ 
㈱イデアクエスト、NK ワークス㈱、キング通信工業㈱、㈱スマートサポート、ソフトバンクモバイル㈱、

㈱テクノスジャパン、TOTO㈱、東リ㈱、ピップ㈱、富士機械製造㈱、マッスル㈱、㈱ルミナスジャパン 

                                                                                ※企業名は五十音順 

 
  なお、各社の出展製品などの情報については、次号でお伝えする予定です。 
 
H.C.R.2013 新製品の紹介／福祉機器ガイドブックより 

 
【ベッド用品】 
PMC‐DAIKI アルファースリームシリーズ床ずれ防止用具マットレス 241,500 円 
～独自の技術が生んだ新しい介護用床ずれ防止マットレスです～ 
CE 承認 FDA 許可日本では一般医療機器アルファースリームを創り変え介護用床ずれ防止マットレスを開発いた

しました。PMC 独自の専門技術を多彩に取り入れ床ずれの原因を見つめ直し、様々な角度から対応でき利用者様

と介護者様の負担をケアできる従来にない 新商品です。 
 
【移動機器】 
㈱イーストアイ  リハビリ足こぎ 3 輪車いすイーストライダー 7 周年モデル  140,000 円（非課税） 
～ペダルをこいで自走する「イーストライダー」にブレーキを装備～ 
「楽しくリハビリ」をコンセプトに、従来のイーストライダーの良いところはそのままに、ハンドルブレーキを

付けたことにより、自転車感覚でブレーキがかけられ、屋外での使用も可能に。これにより、介護保険レンタル対

象商品になりました。前輪を外して、足こぎ車椅子として、また、フットレストを付けて通常の車椅子としてもご

使用いただけます。 
 
㈱今仙技術研究所  デイリープラス【移動機器】  311,850 円～ 
～あなたの車いすを電動化、さらに行動範囲を広げます～ 
●既存や新規の手動車椅子にユニットを取り付けて電動化することができます。 
●高効率ギヤAC サーボモータの採用により静粛性がアップしました。 
●高性能マイコン内蔵型ニッケル水素電池を採用。 
●スタイリッシュなデザインを採用。おしゃれに乗りこなすことができます。 

 

＊上記の製品は、H.C.R.2013 福祉機器ガイドブックにお申込みいただいた新製品のなかから、掲載内容が確定したも

のを順次社名アイウエオ順で紹介したものです。特段の選考によるものではありません。 

 

※注1：この内容は平成25年8月23日時点での情報です。内容や日程は予告なく変更する可能性がありますので、

ご来場の際は 新情報をご確認ください。 
※注 2：各プログラムへの 新のご参加内容については、H.C.R. Web サイト(www.hcr.or.jp)で順次ご案内します。 
 

H.C.R. 2013 事務局 

(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 

http：//www.hcr.or.jp 
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