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高齢者と障害者の自立のための

第 41 回国際福祉機器展 Int. Home Care & Rehabilitation Exhibition 2014
会
期：2014（平成 26）年 10 月 1 日(水)～3 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 530 社・団体、海外 55 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

15 か国・1 地域からの 585 社による出展社ブースはさらに充実！
第 41 回目を迎える国際福祉機器展 H.C.R.2014 は、介護・福祉機器の分野ではアジア最大、海外でも、ア
メリカの Medtrade、ドイツの REHACARE に次ぐ、世界トップクラスの規模の展示会です。
今年は、15 か国・1 地域から 585 社が出展し、高齢者・障害者が使いやすい食器・衣類から先端技術を積
込んだ福祉車両や電動車いすなどまで約 20,000 点の機器が展示されます。出展社の多くが展示ブースを拡大
し、総展示面積 1,917 小間（昨年の 1,793 小間より 124 小間増）という、充実の規模で開催いたします。
＜開催内容＞(予定、
【 】の数字はプログラム№です)
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（10 月 2 日）
【 WEB にて参加申込を受付中です！】
【1】ヨーロッパ諸国の認知症政策の現状を踏まえ、課題に挑む
～認知症への理解拡大と日本の支援活動の充実のために
③H.C.R.セミナー（10 月 1～3 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／東京ビッグサイト・会議棟 6F、共通資料（1 部 1,000 円）配付〕
【2】高齢者の住まいについて ～基礎知識と選び方
【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
【4】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
【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】社会福祉施設等を元気にする生物資源の活用~高齢者の生活の質の向上から野生動物の皮革の利用まで
〔会場／東京ビッグサイト・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
⑤H.C.R.特別企画
〔会場／東京ビッグサイト・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】高齢者・障害者の生活支援用品コーナー ～旅を楽しむ「10 のコツ！」と便利なグッズ展
【12】福祉機器開発最前線【 本紙にて出展製品リストをご紹介します！ 】
【13】アルテク講座 2014 ～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
【14】被災地応援コーナー
その他にも、多彩なプログラムを実施予定
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福祉機器開発最前線のご案内 ～ 注目の最新機器を集中展示・デモンストレーション！
高齢者・障害者の自立と介護を支援する福祉機器は、
今や日常生活のさまざまな場面に浸透してきています。
特に、ここ数年は、最新のテクノロジーを活用した福祉機器の開発がますます盛んになり、また、ロボット
技術を生かした機器の研究も進められるなど、高齢者・障害者の行動や自立生活の可能性を拡げてきました。
H.C.R.2014 では、こうした動向を踏まえ、今年も福祉機器開発の最前線を紹介していきます。
今年は、経済産業省の「ロボット介護機器開発・導入促進事業」の対象製品 12 点、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 2 点の合計 14 点の注目の機器をリストアップしました。社会的な
問題となりつつある認知症への対策を想定した機器をはじめ、さまざまなニーズに応える新製品について、各
企業のご協力のもと、集中展示やデモンストレーションを行うなど、最先端の研究・開発に関する情報が発表
される予定です。

◇場所：東 3 ホール内「特設会場 A」
＜出展企業・団体と展示・デモンストレーション予定の製品＞
１．株式会社アイセック・ジャパン
２．RT ワークス株式会社

字幕付き電話（字幕電話）

電動歩行アシストカート

３．株式会社今仙技術研究所
４．株式会社エイビス

電動ロレータ「バンビ」
（段差および凹凸対応の歩行支援器）

高性能高齢者安全確保みまもりシステム

５．株式会社オリィ研究所

もうひとつの自分の身体 分身ロボット” OriHime”（眼球移動や

四肢不自由者用スイッチ等による遠隔操作を可能とする分身ロボットインターフェス）
６．CYBERDYNE 株式会社

移乗介助支援用ロボットスーツＨＡＬ

７．独立行政法人産業技術総合研究所
①高齢者動作模擬装置（高齢者アクティブ・ダミー人形） ②介護業務記録・分析支援システム
８．株式会社 CQ‐ S ネット

レーダーライト（レーダー技術を用いた安心見守りシステム）

９．株式会社スーパーリージョナル
10.TOTO 株式会社

楽チン見守り「ラクミ～マ」

①＜居室設置型移動式水洗便器＞ベッドサイド水洗トイレ
②＜浴槽設置型入浴支援機器＞バスリフト

11.富士機械製造株式会社
12.株式会社レイトロン

移乗介助用サポートロボット
カメラ組込み型画像認識システムを用いた見守りプラットフォーム
※企業名は五十音順
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2014 年度版 福祉機器ガイドブックを刊行（9 月 17 日より販売開始）
H.C.R.では、最新の福祉機器情報をユーザーの皆さまに幅広く提供するために、出展各社の製品情報、企業
情報や、福祉機器の関連情報を掲載した「福祉機器ガイドブック」を毎年発行しております。
本冊子は、H.C.R.インターネット情報サービスの「H.C.R.出展製品紹介ページ」内に掲載されている製品データ
を 1 冊にまとめたもので、企業名、製品区分(82 種類)、TAIS コードなどでの検索が可能となっています。
H.C.R.2014 に向けて、国内企業 320 社、海外企業 55 社からの約 1,800 点という、充実の最新福祉機器
情報を掲載し、9 月 17 日（水）に刊行、販売を開始いたしました。
出展企業ごとに H.C.R.会場の小間番号も記載されていますので、探したい製品を事前にチェックしたり、ご来場
の際に携帯いただくととても便利です。
本冊子は、H.C.R.会期中に会場の各ホール入口の「福祉機器ガイドブック販売所」で販売されるほか、H.C.R.
ホームページ内の「出版物のご案内」（http://www.hcr.or.jp/publish/index.html）からもお求めいただけます。

・Ａ４判：282 頁（カラー）
・価格 ：1,000 円（税込、送料別）
・発行 ：2014 年 9 月 17 日
※「送料」と、
「代金引換」もしくは「代金振込」に関わる手数料は申込者負担です

H.C.R.2014 新製品の紹介／福祉機器ガイドブックより
アイシン精機㈱
施設向け見守りシステム（仮称） 【コミュニケーション機器】
価格：未定
～安心・安全を提供する新システム～
●管理室から入居者の状態をリアルタイムで把握することができます。
●把握可能な状態は在床、離床、端坐
位、睡眠等。指定の状態で警告を発する設定も可能です。
●寝入、睡眠、起床の時間が分かるため、生活リズ
ム、体調の変化が分かり、入居者の健康管理に役立ちます。
●状態を確認して巡回できるので、プライバシー
確保と巡回の回数を減らすことが可能です。
アロン化成㈱
ポートブルトイレ ジャスピタ 【トイレ・おむつ用品】
価格：33,480 円～
～ドルフィンカットがあなたを「理想的な排泄姿勢」に導く～
ジャスピタは、あなたの排泄姿勢を理想的なものへ導きます。
イルカの口先のように、左右のくぼみ中央がふくらんだ形の便座が、
「浅座り」
「ななめ座り」
「股閉じ座り」などポ
ータブルトイレでの失敗の原因となる姿勢の崩れを防止することが期待できます。
イツミ㈱
電熱小型乾燥機 TD-050E 【福祉施設・住宅環境設備・用品】
価格：お問い合わせください
～少ない量を乾かしたい時、分けて乾かしたい時に～
●家庭用乾燥機と比べ、圧倒的に短時間での乾燥が可能です。
●処理量 5kg。少ない量を乾燥したい時、施設
などで私物を分けて乾燥したい時に便利です。
●機械を上下に重ねることができるので、スペースに合わせて
複数台の設置が可能。
●熱源は電気ヒーターなので、ガス配管工事は不要です。
㈱今仙技術研究所
ACSIVE（アクシブ） 【移動機器】
価格：お問い合わせください
～弱った歩きの調子を整えます～
無動力の歩行支援機です。受動歩行ロボットの原理を応用していますので効率的で重量が軽く静寂性が高いです。
バネと振り子の力だけで走行をアシストします。モータ、バッテリーを使用していないので、安全・安心。重量は
非常に軽量ですので身体的な負担を軽減します。名古屋工業大学の佐野教授との共同研究により開発されました。
ジャスピタは、あなたの排泄姿勢を理想的なものへ導きます。
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㈱ウィズ
イノボス-F（防水タイプ） 【移動機器】
価格：24,800 円（税抜）
～座面ボード付車いすクッション～
クッションの底面は特殊ボードになっていますので、シートのたわみを防ぎます。クッション部分は多層構造にな
っていて、ゲルと低中高反発のウレタン素材をバランスよく組み合わせています。優れた座位保持性と体圧の分散
性を持つ新しい機能を備えた車いす用クッションです。
ウチヱ㈱
楽チル（U 型シート／ヘッドレスト D 付き） 【入浴用品】
価格：156,600 円
～シートを傾けてゆったりできるコンパクトなシャワーキャリー～
・背もたれと座面の角度を保ったまま、座面ごとに後ろに倒すことができます。
（チルト機能）
・フットレスト
を前輪上部に取り付け可能。奥行 88.5cm とコンパクトに。
（短奥行仕様）
・片足でワンタッチロック。前輪キ
ャスターはダブルロック機能付き。
・ヘッドレスト D が取り付け可能。
㈱カワムラサイクル
WAVIT＋シリーズ 【移動機器】
価格：158,000 円
～介助者も操作しやすいことを考えた多機能モデル～
身体の S 字ラインに合わせた曲線フレームの WAVIT に多機能モデルが登場！
「使いやすさ」
の視点から脚部開閉、
肘部跳ね上げといった機能を見直し、操作性にこだわった、実用性とデザイン性を兼ね備えた車いすです。
木戸商会㈱
優々バス 【入浴用品】
価格：お問い合わせください
～高齢者に優しい扉付き浴槽～
自立入浴、介護入浴に合わせてお使いいただける浴槽です。
[優しい入口] 幅の広い開口部を設置。跨ぎの高さ
は 35cm。介助者と一緒に跨ぐことができます。
[優しい扉] 高齢者の方でも簡単な扉の付け外しです。
[経
済的に優しい設計] 扉開閉によるお湯の排出量を少なくするため、開口部の高さを 25cm としました。
㈱クラモト
New フリーライダー Luggie（ラギー） 【移動機器】
価格：お問い合わせください（非課税）
～折りたたみスクーターが新幹線に対応～
画期的な折りたたみモビリティスクーターが、新幹線などのデッキ付き車両に対応する改良型ハンドル型電動車い
すとして登場しました。重量わずか 27.5kg で、折りたためばコンパクトカーにも積載可能です。公共交通機関を
シームレスに活用し、トラベルや様々なアクティビティを楽しんでください。
㈱キザキ
コンパクト軽量折り畳みウォーキングポール 【移動機器】
価格：17,000 円
～収納時 34cm（L 時）でバックにスッキリ入る～
男性向け 100～115cm、女性向け 85～100cm の 2 サイズを用意いたしました。収納が 34cm と 36cm ですので、
非常にコンパクトになります。専用の収納ケース付きで、どこにでも持ち出したくなるウォーキングポールです。
㈲さいとう工房

多機能モジュール型電動車椅子 レル・ライト 【移動機器】
価格：1,250,000 円（オプション含まず、非課税）
～廊下で旋回できる小回性と屋外にも強く、サイズも選択可～
狭い日本家屋で力を発揮する小回り性と、屋外でも段差に強い HB サスペンションを装備した 6 輪型です。ティル
ト・リクライニング・座角変換・サスペンションキャスター・フリップアップアーム、サイズや座高を選択できる
モジュラー式を採用。オプションも電動フットサポート・クワドリンク他、カラーも多種用意しています。
シーホネンス㈱
C-MAX（シーマックス マットレス） 【ベッド用品】
価格：96,800 円
～「寝かせきり介護」ゼロを目指して～
褥瘡対策としてエアーマットレスが推奨されてきましたが、柔らかすぎると身動きがとりづらく、寝たきり状態を
生み出してしまう危険性があります。
C-MAX は体が沈みこまず、動きを阻害しない体圧分散性の高いマットレスです。安定した端坐位姿勢がとれるよ
うに広く硬いサイドエッジを採用。さらに形状工夫により後傾位を防ぎます。
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㈱シナノ
フラミンゴ（仮称） 【移動機器】
価格：未定
～デザイン性に優れた杖用フック～
ステッキの次は、付属品にもこだわりたい。優美な曲線が印象的な、デザイン性に優れた杖用フック。お店のカウ
ンターやテーブルにフックを引っ掛けることで、杖の転倒を防止します。
杖に取り付けたフックを使用した際のシルエットが、翼を広げ 1 本足で自立する鳥を連想させたため、
『フラミン
ゴ』の名称がつけられました。
新光産業㈱
PRISM C-450 【移動機器】
価格：お問い合わせください
～コンパクトで高性能な天井走行リフト～
多彩なレールシステムとコンパクトで高性能なリフトとの組み合わせで、様々なニーズに対応します。防滴使用の
ハンドスイッチやバッテリー残量やリフトの状況を液晶表示。電動走行リフトは充電ポイントに自動で戻るオート
ターン機能を標準装備。
㈱シンドウ工業
ホタル 【福祉施設・住宅環境設備・用品】
価格：お問い合わせください
～人感センサーで自動点灯～
停電時の暗闇のなかでも、乾電池式なので人感センサーが反応し、自動で足元を照らし、安全にエスコートします。
積水ホームテクノ㈱
Wells「リフト付シャワーキャリー」 【入浴用品】
価格：お問い合わせください
～脱衣室から入浴までそのままサポート可能なシャワーキャリー～
移動から洗体・入浴といった一連の動作を脱衣室からバスタブまで一度も立ち上がるスムーズに移動ができ、介助
者の腰痛予防や入浴者の快適な入浴をサポート。浴室へ工事不要で簡単に設置できます。
龍野コルク工業㈱
Cubeads キュッキュシリーズ 【移動機器】
価格：お問い合わせください
～腰にあてて左右に引くだけで背中や腰をサポートします～
長時間椅子に座っていると腰が痛くなったり、疲れるといった方のための腰用のビーズクッションです。
左右に引っ張ることで瞬時に身体と背もたれの隙間を埋め、さらに側地の縮む力で、腰を引き締めて身体を支えて
くれます。本年は薄型の新型モデル＜Furni スリム＞が登場。車椅子に腰かけ、もたれるだけですぐにポジション
が決まります。
Let’s Do Easy（レッツドゥイージー）VOCA：参考出展 【コミュニケーション機器】
価格：98,800 円
～録音した音声をタブレットで再生できます～
お父さんやお母さん、学校の先生が設定しやすいよう、シンプルなコミュニケーションソフトになっています。各
ギャラリーボタンから画像選択が、各音声録音ボタンから音声録音がカンタンにできます。4 枚の画像を表示させ、
同時に音声も再生できます。 ※スマホやタブレットで撮影した写真も表示が可能
ダブル技研㈱

㈱チェリー・BPM
GP シューズ＋GP キューブ 【日常生活支援用品】
価格：お問い合わせください
～シニア向けシューズの踵部分に GP キューブを組み込みました～
認知症の方が徘徊してしまっても、足元から発信される信号をもとに、どこにいるかすぐに検索可能です。
位置情報の検索を行えば、簡単に地図に表示され、あらかじめ登録された方々へ連絡することもできます。連絡を
受けた方も地図で確認することができます。
「楽 sulu」車いす用雪上移動アタッチメント 【移動機器】
価格：お問い合わせください
～雪上で車いす利用者の送迎が楽に行えます～
(1)雪上で車いす利用者の送迎が楽に行えます。
(2)車幅に合わせるアジャスター付ですので、多くの種類の車い
すに対応します。
(3)コンパクト設計なので、車に入れて持ち運びできます。
鶴岡メディカルビジネスネット
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DIPPER ホクメイ㈱
ベストポジションバー 玄関用手すりレギュラー 【建築・住宅設備】 価格：97,200 円
～高い位置で姿勢保持ができ、玄関での動作をサポート～
玄関のかまちや屋内の段差で、場所を取らずに設置できます。段差の昇降や立ち座り、立位の保持まで安定した姿
勢を支持できる手すりです。40cm までの段差に設置可能で、安全に玄関段差の上り下りができます。
東海機器工業㈱

マットレス消毒機「燦 クリーンキーパー」 【福祉施設・住宅環境設備・用品】
価格：お問い合わせください
～施設内の感染防止・介護保険下でのサービス事業に～
●加熱蒸気システムで医療法のリネン・寝具類等の消毒基準に準じた処理ができます。
●脱 EOG、脱ホルマ
リン。利用者はもちろん、作業者の安全を第一に。
●トラブル時はエラーメッセージ表示で女性も安心。
●福祉用具レンタル商品の処理や施設内感染予防に最適な商品です。
㈱豊通オールライフ
片手で折りたたみシャワーベンチ GR 【入浴用品】
価格：22,000 円
～片手で簡単に折りたためる、使いやすいコンパクト仕様！～
商品名にあるように、片手で簡単に折りたたみができますので、狭い浴槽でも楽に使っていただけます。また、や
わらかいクッションシートを採用、座った時の衝撃を吸収します。価格もリーズナブルに抑え、使用する人にやさ
しいシャワーベンチです。
㈱ナノオプトニクス・エナジー
UNiBO 【移動機器】
価格：お問い合わせください
～行動が格段に広がる『クローラー走行』が可能に～
クローラー技術の先端を行く『ユニボ』は、別途開発により車いす等の既成シートの取付が可能です。4 輪の電動
車いすやシニアカーでは難しかった段差、凹凸道、圧雪道も走行ができ、登坂能力もバツグン。介助板なしでの電
車の乗り入れ、その場での 360 度旋回も可能です。産業用ロボット分野への導入も期待されています。
ナブテスコ㈱
介助用電動アシスト車いす アシストホイールライト【移動機器】
価格：未定（非課税）
～電動車いす史上 ダントツの“最軽量”
・ダントツの“低価格”～
車いすでの介護負担を感じていながらも、重量や価格の面で電動車いすのご利用を諦めていた方に、ダントツの“最
軽量”
“低価格”で介助用電動アシスト車いすがご利用いただけるようになります。独自のグリップセンサーで介助
者の負担を検知し、上り坂ではアシスト、下り坂では自動的にブレーキが働いて、安心して介護ができます。
日産自動車㈱
日産デイズルークス アンシャンテ助手席スライドアップシート 【福祉車両・関連機器】
2014 年 7 月に新登場。軽スーパーハイトワゴンの日産デイズルークスに、助手席が電動で回転・昇降するスライ
ドアップシートを装備。ゆとりのある室内高と広いドア開口によって、背の高い方でも安心してお使いいただけま
す。
パイオニアホームエレクロニクス㈱

耳かけ型デジタル補聴器 イヤーパートナー 【コミュニケーション機器】
価格：75,000 円（非課税）
～シーンに合わせた聞こえ方で、日常をもっと楽しく～
軽度から中等度難聴者に対応した耳かけ型補聴器「PHA-B51」
。聞きたい声に集中できる「スピーチフォーカス機
能」や、
「会話」｢テレビ鑑賞｣「お出かけ」のシーンに最適化した聞こえ方を選択できる機能を搭載。日常生活をも
っと謳歌する楽しさをお届けします。
パラマウントベッド㈱
アクセスポート 【移動機器】
価格：お問い合わせください
～立ち上がりや室内移動をサポート～
立ち上がりや移乗、立位保持・歩行補助など、さまざまな使い方に対応する楽匠 Z シリーズ専用の手すりです。楽
匠 Z シリーズのフレームに固定するので、安定感があります。用途にあわせて垂直ポールや歩行用手すりで機能を
拡張できます。
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ピジョン タヒラ㈱
尿便おしりにひろがらないシート 【トイレ・おむつ用品】
価格：378 円
～尿や便がおしりにひろがらないから、おむつ交換がラクになる～
●いつもお使いのパッドに、シートを敷いて使うだけ。
“プラス 1 枚”で排泄ケアが変わります！
●排泄する
とシートのポケットが汚れをキャッチ。左右にひろげず、パッドに吸収させるので、尿便のひろがりやモレを防ぎ
ます。
●汚れがひろがらないので、尿や便が肌に付着する面積が狭くなり、肌への刺激が少なくなります。
㈱ビッグ・バン
バスストレッチャー 【入浴用品】
価格：お問い合わせください
～腰を曲げることなく、ラクラク介助！～
当社製品のバスキャリーのリクライニング機能に加え、脚部にチルト機能を付加させて併用することによってチェ
アーがフラットになり担架としてもお使いいただけます。また、キャリアの部分を高く調整したことにより（再校
80cm）
、介助者の腰に負担をかけずに洗身・洗髪できます。
福祉住環境サポート（FJK グループ）

トイレ付きシャワーユニット 【介護等食品・調理器具】
価格：お問い合わせください

～手すり付きケアサポートキッチン～
車椅子や椅子に座ったままで、ご利用できるケアサポートキッチンです。
天井高さは身体に優しい低めの 73cm、見た目が美しい人工大理石仕様、安全な 1 口 IH ヒーター、浅めのシンク&
シングルレバー混合水栓が標準装備。楽な姿勢で、お茶の準備や軽食づくりに最適です。
フランスベッド㈱

音でお知らせリモコン対応 ヒューマンケアベッド 低床型 【ベッド用品】
価格：538,000 円～（非課税）
～ご利用者に最適な背上げ角度をチャイム音でお知らせします～
ポーン♪と鳴ってリモコンから手を離すと、ピタッと設定角度で止まります。あらかじめ設定しておいたご利用者
に最適な背上げ角度をチャイム音でお知らせ。液晶画面を見なくても、背上げ操作がラクラクできます。
プロト・ワン㈲
アイウォーク・フリー 【移動機器】
価格：29,160 円
～両手が自由になる！ひざを支える杖～
怪我をする前は問題なく歩行できた方で、片足のみひざから下を怪我されている方におすすめの、全く新しいタイ
プの杖です。両手を自由に使えますので、アクティブに日々の生活を送ることができます。中央にあるひざパッド
から上と、ひざパッドから下の 2 か所で長さ調節が可能です。
ヤマハ発動機㈱
電動アシスト車いす「JW スウィング」 【移動機器】
価格：363,000 円～（非課税）
～自分で漕げる、行ける、できる“スマートパワー”を届けたい～
JW スウィングは、人がハンドリムを漕ぐ力をモーターが補助する電動アシスト車いす。まるで誰かに背中を押さ
れているみたいに、上り坂でも驚きの「軽さ」と「なめらかさ」で操作できます。スイスイいける夢の翼、JW ス
ウィングがあなたの「もっと」をアシストします。
＊上記の製品は、H.C.R.2014 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。

見どころが満載！～国際シンポジウム・H.C.R.セミナー・特別企画
１．国際シンポジウムに多数の参加申込、事前受付は〆切となりました
1 頁目でご紹介したとおり、わが国のこれからの認知症政策をテーマとする今年の国際シンポジウムは、
8 月中旬から開始した事前の参加申込は満席に達し、受付を締め切らせていただきました。
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締め切り後に参加を希望される方については、当日（10 月 2 日）12：30 からのキャンセルによる空席分
のみの申込を受け付けることになります。
◆開催日時：平成 26 年 10 月 2 日（木）13：00～16：00
◆会 場：東京ビッグサイト会議棟 6F
◆参加者：高齢社会の課題や政策・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：
【ヨーロッパ諸国の状況報告】
George W Leeson（ジョージ・W・リースン）氏
オックスフォード大学高齢者研究所副所長、同大学ケロッグカレッジ上級研究員、
コペンハーゲン大学客員講師
【日本の状況報告】
服部 安子 氏
社会福祉法人 浴風会 浴風会ケアスクール校長
◆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
２．H.C.R.セミナーでは、老後の住まいや、障害者の雇用・就労につながる生物資源の活用などもテーマに
H.C.R.セミナー（1 頁参照）では、今年は、年々多種多様化が進む高齢者の住まいをいかに適切に選んで
いくかの解説や、環境問題と障害者の雇用・就労を上手にマッチさせて、効果的な成果を生みはじめている
取り組み事例の紹介なども予定されています。
10 月 1 日（水）11:00～12:30／会場：東京ビッグサイト・会議棟 6 階「605-608 会議室」
高齢者の住まいについて ～基礎知識と選び方 【手話通訳あり】
◆講師：灰藤 誠 氏 公益社団法人 全国有料老人ホーム協会 理事・事務局長
10 月 3 日（金）13：30～15：30／会場：東京ビッグサイト・会議棟 6 階「605-608 会議室」
社会福祉施設等を元気にする生物資源の活用～高齢者の生活の質の向上から野生動物の皮革の利用まで
◆基調講演：社会福祉施設等を元気にする生物資源の活用
炭谷
茂 氏 社会福祉法人 恩賜財団済生会 理事長
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
一般財団法人 地球・人間環境フォーラム理事長
◆講演 1：老人施設入所者の生活の質を高める野菜栽培
永井 伸一 氏 獨協医科大学 名誉教授
◆講演 2：野生動物の皮革を有効活用することで広げる障害者の就労機会
田中 正幸 氏 岡山県セルプセンター 事務局長
◆講演 3： MATAGI プロジェクトの目指す障害者の働く場づくり
山口 明宏 氏 皮なめしの老舗・山口産業専務取締役、MATAGI プロジェクト事務局長
※注 1：内容や日程は予告なく変更する可能性がありますので、ご来場の際は最新情報をご確認ください。
※注 2：各プログラムへの最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. 2014 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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