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     H.C.R. 2015 プレスリリース №4 発行：2015/09/15 

http://www.hcr.or.jp 
   
高齢者と障害者の自立のための 

 第 42 回国際福祉機器展 Int. Home Care & Rehabilitation Exhibition 2015  
   会  期：2015（平成 27）年 10 月 7 日(水)～9 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：522 社・団体（日本 461 社・団体、海外 61 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、【 】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国際シンポジウムを開催（10 月 8 日） 定員に達したため、参加申込受付を締切りました！ 

【1】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 

③H.C.R.セミナー（10 月 7 ～9 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】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 
【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】高齢者むけの住まいの種類と選び方 ～有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など 
【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 
【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 
【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 

〔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〕 

【8】はじめての福祉機器 選び方・使い方セミナー 
【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］ 

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／東京ビッグサイト・東展示ホール、先着順にて自由参加〕 

【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 
【11】障害児のための「子ども広場」   【12】ふくしの相談コーナー 
【13】高齢者・障害者の生活支援用品コーナー ～いつまでも元気に働く「10のコツ！」展 

【14】福祉機器開発最前線  本紙にて出展企業名をご紹介いたします！  

【15】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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H.C.R.2015  出展社プレゼンテーションのお知らせ 
 H.C.R.2015 への出展企業・団体による「出展社プレゼンテーション」も、会期中 3日間、製品の展示や各

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） 

《10 月7 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 全国福祉用具

専門相談員協会 ㈱アクセスインターナショナル アルボット㈱ 

11:30 
テーマ 制度改正、福祉用具専門相談

員制度はどう変わる？！ 
成人・高齢者向けシーティン

グ・セミナー 
IoT による介護の可視化・改善

と機器導入効果の把握 

～ 内容 

今年度から、福祉用具専門相

談員には「自己研鑚の努力義

務」が課されました。これは

専門性向上に向けた資格制

度見直しの第一歩。これから

どう変わるのか。ヒントはこ

のワークショップにありま

す。 

適切なシーティングによって

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、介護軽減に

欠かせない車いすシーティン

グのセミナーです。 

IoT を用いた介護業務分析や

機器導入効果評価の実例をご

紹介します。実際に使用した

介護者位置計測システム等の

ご紹介もします。介護作業の

改善や効果評価にご興味のあ

る方、ご参加ください。 

12:30 主な参加

対象 
福祉用具専門相談員、ケアマ

ネージャー、メーカー 
介護従事者、医療従事者、福

祉機器利用者・家族 
介護施設関係者、介護ロボッ

ト・機器メーカー、行政関係者 

  
出展社名 ㈱福祉新聞社 ㈱アシスト 仙台フィンランド健康福祉 

センター 

13:30 
テーマ 活用すればこれだけ変わる

～先進施設の事例から学ぶ 
新しい姿勢保持の時代へ～介

助労力軽減と姿勢の安定へ～ 
高齢者の自立生活をサポート

する製品・サービス 

～ 内容 

リフト、調整機能付き車い

す、3モーター式ベッドを使

い、安全・安楽な移乗ケアや

自立度を高める姿勢ケアを

行う埼玉県の特養・吹上苑。

在宅ケアにも役立つユニッ

ト型施設の先進事例を学び

ます。 

「キャスパー・アプローチ」

は、徹底的に問題改善を目指

した末に行き着いた、今まで

とは発想の違うシーティング

理論です。介護の現場で「結

果」を求める方、是非ともお

越しください！  

高齢者の自立支援、福祉施設

の環境改善につながる製品や

サービスについて、フィンラ

ンドの福祉思想に基づいた当

センターにおける取り組みの

事例を交えてご紹介いたしま

す。 

14:30 主な参加

対象 
施設経営・管理者、介護従事

者、行政職員 
介護従事者（ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ﾍﾙﾊﾟｰ）理学療

法士、作業療法士、福祉機器販売業者 
介護・福祉施設経営者、介護

従事者、福祉機器利用者 
  出展社名 ティーアンドケー㈱ 大和ハウス工業㈱ ㈲長友工務店 

15:30 
テーマ 

共有したい口腔ケアと口腔

リハビリ食べる為に必要な

事 

大和ハウス工業のロボット事

業 導入をご検討の皆様へ 
移動リフトは、一人で移乗 移
動 排泄のサポートが出来る 

～ 内容 

介護予防も含め、いつまでも

美味しく安全に食べ続けら

れるために必要な口腔器官

の清潔保持と機能向上につ

いて言語聴覚士が実演も交

えて説明します。 

医療・介護分野での導入が進

むロボット福祉機器。2008年

から販売を続けてきた当社の

経験を活かして、分かり易く

ご説明します。現在導入をご

検討されている介護施設の皆

様はご参加下さい。 

「愛愛母おんぶ」は、手、足

に障害のある方の移乗、移動、

排泄の大変な作業を所定の場

所で、重労働を軽労働に、介

助を会話に変えてマネジメン

ト力の向上のとモチベーショ

ン向上の双方に有効です。 
16:30 主な参加

対象 
医療従事者、介護従事者 医療・介護施設経営者、医療・

介護施設従事者 
介護施設・医療従事者、ケア

マネージャー、一般 
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《10 月8 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 国立障害者リハビリテーション

センター研究所 パシフィックサプライ㈱ ㈱パシフィックウエーブ 

11:30 
テーマ 

障害者の防災対策支援 私たちのVOCA との歩み。そ

してこれから．．． 
究極のずれ吸収機能素材を活

用した床ずれ対策と快眠 

～ 内容 

障害者の防災対策を進める

上で考慮すべき問題は多岐

に渡り、多職種の連携と協働

が欠かせません。本セミナー

では，平時の備えから発災時

の行動支援に至る、当研究所

での取り組みを紹介します。 
 

VOCA というコミュニケーシ

ョンツールを、幼少期から約

20年間使用してきた経験とそ

の過程、そして思い描いてい

る「夢」に関して、今回は

VOCA ユーザーの方にお話頂

きます。 

世界トップクラスのずれ吸収

機能を有する、ジェルトロン

の活用によって治癒した床ず

れの実例報告とずれ吸収実験

をご覧頂き、介護における快

眠による自然治癒力保持の重

要性について紹介します。 

12:30 
主な参加

対象 

介護従事者、行政、福祉機器

利用者 
ご家族、施設職員、教職員 介護従事者、福祉機器利用者 

  
出展社名 公益社団法人 

日本理学療法士協会 
日本福祉用具･ 
生活支援用具協会（JASPA） ㈱メトス 

13:30 
テーマ 

抱えない介助で、腰痛予防! 福祉用具に潜む危険（移動機

器編）～初心者の方へ～ 
「個浴と機能訓練」～広がる

日々の暮らし 

～ 内容 

腰に負担がかからない介助

方法とは、「持ち上げないこ

と」「自分の体の動かし方を

理解する」ことにあります。

「腰痛予防」をしながら「自

立支援」を促す介助の方法を

理学療法士が提案します。 

福祉用具を利用するとき、ど

んな危険が潜んでいるのか、

初心者の方にも解りやすく解

説します。 
今回は、シルバーカー・手動

車いす・電動車いす３種目の

気をつけたいポイントをお話

しします。 
 

身体状況は人それぞれ、入浴

方法で暮らしが変わる。入浴

中心に生活リズムを整え、機

能訓練でのADL 向上。そして

個浴での入浴。日々の暮らし

をサポートする個浴の機能に

注目する。 

14:30 
主な参加

対象 

行政関係者、施設関係者、介

護従事者 
福祉用具利用者・家族、介護・

医療従事者・ケアマネージャ

ー、福祉用具専門相談員 

施設運営者、デイサービス事

業者、理学療法士 

  
出展社名 松本ナース産業㈱ 一般社団法人 

日本福祉用具供給協会 ㈱光洋 

15:30 
テーマ 

歯科医が認めたこれぞ介護

版お茶由来の洗口液の到来 
福祉用具の効果的な活用のた

めに 
より良い排泄ケアをめざして 

～ 内容 

介護現場においての口腔ケ

アは、歯ブラシ、舌ブラシな

どが使用されておりました。

歯科医の神戸洋子先生が、実

際の訪問診療でお茶の洗口

液の誰もができる使用方法、

効果、役割を紹介します。 
 

福祉用具を利用することの効

果として「ADL の向上」に注

目し、「介護者の負担の軽減」

にも繋がる効果的な利用の為

の条件やポイントについて業

界を代表する識者によるシン

ポジウムを行います。 

モレのない「大人用紙おむつ」

のあて方や、あて方のポイン

トをご紹介します。 

16:30 
主な参加

対象 

介護従事者、販売店、一般 福祉用具専門相談員、介護従

事者、福祉機器利用者 
介護従事者、一般 
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《10 月9 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 ヤマハ発動機㈱ シーホネンス㈱ 川村義肢㈱ 

11:30 
テーマ 

車いすシーティングと走行

性 
歯科衛生士から学ぶ「ベッド

上での正しい口腔ケア」 
義肢装具、車椅子の修理とメ

ンテナンス 

～ 内容 

NPO 日本シーティング・コ

ンサルタント協会理事長木

之瀬隆氏をお招きし、車いす

シーティングによる自立支

援の事例を踏まえながら、片

マヒ者などに簡易型電動車

いす導入の重要性を講演頂

きます。 

ベッド上での正しい口腔ケア

方法を摂食嚥下リハビリテー

ション認定歯科衛生士に指導

していただきます。 
また口腔ケアグッズの正しい

使用方法も学びます。 

義肢装具、車椅子のよくある

破損事例と販売店の対応事

例。破損が発生する前の危険

信号の紹介。ユーザーによる

セルフメンテナンス方法のご

案内。 

12:30 
主な参加

対象 

作業療法士、理学療法士等の

専門職、又は専門職を志す学

生、福祉用具専門相談員、ケ

アマネージャー 

介護従事者、福祉機器利用者、

介護福祉医療、施設関連全般 
福祉機器利用者、福祉機器利

用者家族、介護従事者 

  
出展社名 羽立工業㈱ ㈱ヤマシタコーポレーション アビリティーズ・ケアネット㈱ 

13:30 
テーマ 

簡単・効果期待！自立体力ト

レーニング＆体力評価（実

践） 

訪問看護と福祉用具を中心と

した在宅介護・医療連携 
医療機関における移乗リフト

の活用 

～ 内容 

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

で悩んでいる運動機能向上

メューの実践を学ぶことが

できます。 
講師：静岡大学 中野 美恵子

教授 

ケアマネ、福祉用具専門相談

員、訪問看護師、地域連携室

の方々により、実際の現場で

医療・介護の関係機関が連携

し、包括的に自立支援の為の

在宅医療・介護を提供する際

のポイントを討議します。 

介護の現場だけでなく、医療

の現場へも広がる移乗リフト

の活用を紹介します。ケアや

リハビリにと、リフトの活躍

の場は広がっています。 

14:30 
主な参加

対象 

介護予防担当者、健康づく

り・体力づくりに関心がある

方 

福祉用具専門相談員、ケアマ

ネージャー、医療関係者 
介護従事者、理学療法士・作

業療法士、看護師 

  出展社名 テクノツール㈱ 一般社団法人 
日本福祉車輌協会 パラマウントベッド㈱ 

15:30 
テーマ 

上肢装具ＭＯＭＯシリーズ

の概要とユーザー事例の紹

介 

車いすマークと手動運転補助

装置 
医療・介護ベッドの事故とそ

の対策について 

～ 内容 

取り扱いが容易なＢＦＯ型

上肢装具ＭＯＭＯは食事や

仕事、趣味、授業と様々な目

的で使われています。そのよ

うなユーザー事例を映像や

写真を用いて紹介します。 

車いすマーク（アクセシブル

アイコンプロジェクト）の推

進と脱着が容易な手動運転補

助装置。 

医療・介護ベッドの事故の状

況、件数及び事故防止対策等

について説明します。 
また、注意喚起の動画をご紹

介します。 

16:30 
主な参加

対象 

福祉機器利用者、リハビリテ

ーション従事者（OT、PT な

ど）、介護従事者 

自操式運転補助装置付車ご利

用の方、介護従事者、福祉車

輌利用者 

福祉用具専門相談員、福祉用

具メーカー、高齢者・福祉施

設職員 
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◇出展社プレゼンテーション２（２Ｆ） 

《10 月7 日（水）》 

時間 会場 出展社名 テーマ 内容 主な参加対象 

11:30 
 

～ 
 
12:30 

２－Ａ 
岡山県産業振

興財団 

弱酸性次亜塩素酸

水溶液の特徴と使

用事例 

弱酸性次亜塩素酸水溶液は次亜塩素酸ナトリウムの

PHを弱酸性に調整した除菌消臭用水です。各種ウィ

ルス・細菌の対策で効果があり悪臭物質の分解も可

能で、医療福祉分野にて活用されています。 

介護・看護 従事者、福

祉機器販売者、建築・設

計関係者 

２－Ｂ 
日本セイフティ

ー㈱ 

自動ラップ式トイ

レ「ラップポン」勉

強会＆新商品発表 

自動ラップ式トイレ「ラップポン」の使い方やメンテナン

ス方法などの勉強会と今後発売予定のラップポンをご

紹介。 
販売店 

２－Ｄ 
㈱シルバー 
産業新聞社 

介護保険と自立支

援のための福祉用

具活用 

福祉用具をきっちりと活用することで、その人の自立

支援を図ることができます。また、介護する人の負担

軽減にもつながります。介護保険制度での福祉用具

サービスの意義についても解説します。 

ケアマネジャー、介護事

業者（介護職） 

13:30 
 
～ 
 

14:30 

２－Ａ いいね・ 
にっぽん㈱ 

ご利用者の輝く笑

顔を引き出すフラ

ワーアレンジメン

ト 

女性のほか男性や片麻痺のあるご利用者をも夢中に

させる工夫をしています。お花を選ぶ自由、挿し方自

由、挿し直し自由で、完成時には輝く笑顔が満開で

す。さらに楽しく観賞できる工夫で笑顔再来！ 

介護施設従事者、福祉

団体・ボランティア関係

者、作業療法士（OT） 

２－Ｂ 吉備の国クラス

ター協議会 

高齢者に特化した

遊具を使ったリハ

ビリテーション 

高齢者の為に企画した専用のリハビリテーション用遊

具で、実際に一緒にご利用いただいて体感していた

だけます。体を動かしながら頭を使うことで、より効果

があります。 

作業療法士、介護施設

のレクリエーション担当

者 

２－Ｃ アイリスチトセ㈱ 
90％稼働を生み出

す人気施設の 5 つ

のポイントと家具

選定（仮） 

高齢者住宅の施設に適した家具選びと、介護保険法

の改正を受けて施設の高稼働率を実現するポイント

を事例を踏まえてご紹介いたします。 

福祉施設経営者、運営

者、高齢者住宅・福祉施

設開設予定者、介護従

事者 

２－Ｄ 

一般社団法人 
日本リハビリテ

ーション工学 
協会① 

床ずれ～ひとりで

悩みを抱え込まな

いで！ 

障害者の自立生活に制約をかけてしまう床ずれ。自

己診断に頼らず、日常生活動作や姿勢保持を見直す

ことが必要です。障害当事者が語る体験談や専門家

のアドバイスを通して悩みを解決しましょう。 

障害のある当事者、介助

者、支援者 

15:30 
 
～ 
 

16:30 

２－Ａ 羽立工業㈱① 

総合事業対応型！

ボランティア育成

事業の成功法（実

践） 

地域を巻き込み前期高齢者の人材活用で総合事業

のお悩みを解決！高齢者の健康作り・体力作りの実

践的指導が出来るボランティア育成事業の成功事例

と方法を学ぶことができます。 

介護予防担当者、ボラン

ティア養成に関心のある

方、健康づくり教室運営

に関心のある方 

２－Ｂ LEVO AG 
（Switzerland） 

Levo Summit EL

―スイスデザイン、

「ABC」方式、ア

クティブスタンデ

ィング車いす 

40 年の経験から新しい手動スタンディング車いすを

紹介します。アクティブで最新鋭技術を搭載した革新

的なデザイン。どんな姿勢からでも完全な立ち姿勢

に。最軽量、最高の機能性をお届けします。 

介護従事者 
福祉機器利用者 

 

《10 月8 日（木）》 

時間 会場 出展社名 テーマ 内容 主な参加対象 

11:30 
 
～ 
 

12:30 

２－Ａ ダブル技研㈱ 今冬のインフルエン

ザ総合対策 

新型インフルエンザ等の発生に対する危機管理及び

対策。 講師 元国立感染症研究所 医学博士 中

山幹男先生  

介護従事者、福祉機器

利用者、福祉施設・病院

施設管理者 

２－Ｂ 

Sunrise 
Medical 
Home Health 
Care Group 
（U.S.A.） 

小児用シーティング

とモビリティー 

小児のシーティングとモビリティーへの取り組みは、

早い段階から行うことがとても重要になります。ここで

は、メインとなる基本理念と問題解決手法について考

えます。 

 

２－Ｃ 三協エアテック

㈱ 

感染症ゼロ！正しい

加湿器の選び方、使

い方 

インフルエンザ予防のために必要不可欠な加湿器。

広い共用部での湿度管理に苦労していませんか。全

国延べ 1 万 1,000 台の実績と実例をもとに湿度アッ

プの方法をご紹介します。 

医療従事者、設計事務

所 
 

２－Ｄ 羽立工業㈱② 
超高齢社会対応型！

前期高齢者活用の健

康まちづくり 

健康まちづくりを地域を巻き込み前期高齢者の人材

活用でお悩みを解決！高齢者の健康作り・体力作り

の実践的指導ができるボランティア育成事業の成功

事例と方法を学ぶ事ができます。 

介護予防担当者、ボラン

ティア養成に関心のある

方、健康づくり教室運営

に関心のある方 
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13:30 

 
～ 
 

14:30 

２－Ａ ㈱ミドリ 
地域での胃がん患者

さまの現状。自動注

入機導入後の生活 

地域医療の例を挙げながら現状を説明し、厚生労働

省から得た情報を基にした今後の流れと課題につい

て話す。 

自由参加 
 

２－Ｂ 
Sunrise 
Medical Ltd. 
(U.K.) 

様々な電動車いす―

利用者に最大の機能

性と達成感を 

モビリティーは人の本能的欲求です。電動車いす技

術のアセスメントと処方に携わる方々のための戦略を

お話します。ホイールベースの選び方、電動シート

のオプション、電子機器/ドライブインプット・セレクショ

ンなどに言及し、対象者が電動車いすに適するかの

評価プロセスを紹介します。 

 

２－Ｃ ㈱日本テレソフ

ト 
点字プリンターの世

界 

当社の点字プリンターの機能の解説、使われ方、印

刷の方法などをガイダンス・実演する。点字と墨字が

印刷できる DOG マルチ、両面同時印刷の DOG プ

ロ、個人用のブレイル・パーソナルの３機種。 

自由参加 
 

２－Ｄ カミ商事㈱ 紙おむつの効果的な

あて方体験講座 

モレのメカニズム、紙おむつ装着時のポイントを知る

ことでモレは減らせます。マネキンへの装着体験を

通じて、効果的なあて方を勉強しましょう。 

介護従事者、在宅介護

者 

15:30 
 
～ 
 

16:30 

２－Ａ 国立大学法人

信州大学 
〝着る〟福祉ロボッ

ト「ｃｕｒａｒａ®」 

着用型の動作アシストロボット「ｃｕｒａｒａ®」についての

講演と装着デモンストレーション、及び開発中の上

肢・下肢一体型モデルの紹介を行います。 

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）、学術

機関在籍者（ロボット工学、リ

ハ工学など） 

２－Ｂ TOTO㈱ 
高齢者施設の水まわ

りに最適な、おすす

め新商品紹介 

高齢者施設向けに、高齢者・車いす使用者・介助者

に配慮した最新設備機器の車いす対応洗面の特徴

や使い方を詳しくご紹介します。 

高齢者施設関係者、建

築・設計関係者 

２－Ｃ 
公益財団法人 

テクノエイド 
協会 

福祉用具プランナー

ネットワークが目指

すもの 

昨年、プランナーの全国組織(プラネット)が発足。事

業は①研究大会②Web による情報提供③優良福祉

用具の表彰④地区大会だ。これから福祉用具相談の

専門団体として、どこへ向かうか報告する。 

介護従事者、福祉施設

利用者 

 

《10 月9 日（金）》 

時間 会場 出展社名 テーマ 内容 主な参加対象 

11:30 
 
～ 
 

12:30 

２－Ａ ㈱ケアフォー

ス 

認知症の方向けイ

ンテリアプログラ

ム「メモリアーナ」 

ドイツ№1 介護ベッドメーカーと大学が共同研究した

認知症の方でも快適に暮らせ、位置認識が向上する

エビデンスに基づいたインテリアプログラムをご紹介

します。海外事例も加えた実践的な内容です。 

インテリアデザイナー、

建築事務所・ゼネコンほ

か建築関連職、介護施

設運営者 

２－B ㈱NBC メッシ

ュテック 
感染症とその対策

について 

昨今、問題となっているウイルスや細菌などの感染

症。本セミナーでは、感染症対策について、感染症の

専門家の方からご説明いただきます。 

介護従事者、医療従事

者、商社、福祉用具販売

店、レンタル店、製造業

者 

２－Ｃ 
㈱日本ケア 
コミュニケーシ

ョンズ 

記 録 と 請 求 が 連

動！タブレット対

応システムで効率

化 

業界最高レベル、柔軟なカスタマイズが魅力のタブレ

ット対応型記録システムと請求ソフト「キャンビル」が連

動。ケアプランから記録、請求・管理まで一連の業務

をクラウド型システムで効率化！  

介護サービス事業者、ケ

ア記録・請求業務に関わ

る施設、在宅介護の従事

者 

13:30 
 
～ 

14:30 

２－Ａ 
一般社団法人 
日本ガス石油

機器工業会 

ガス・石油燃焼機器

の安心、安全な使い

方 

ガスコンロや石油ストーブによる事故原因の多くは消

費者のうっかりミスによるもの。特にご高齢の方には注

意が必要です。最近の事故事例など交え、正しく安全

な使い方について解説します。 

一般消費者、介護施設

従事者（ヘルパー、ケア

マネジャー）、介護を学

ぶ学生の方 

２－Ｂ 一般財団法人 

製品安全協会 
安全・安心な福祉用

具のために 

「安全と安心、基準と認証」について説明を行うと共

に、福祉用具の SGマーク制度を紹介する。  

福祉用品製造者・輸入者

及び販売者、福祉用品

使用者、地方自治体の

福祉担当者など 

２－Ｃ 

㈱アクセスイン

ターナショナ

ル 
 

小児向けシーティ

ングセミナー 

「変形をはじめとする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の防

止と残存機能の発揮は可能です。 

介護従事者、医療従事

者、福祉機器利用者、ま

たはその家族 

２－Ｄ ダイヤ工業㈱ 
機能性とデザイン

性を両立した電動

ハンド finch 

既存の義手が抱える高コスト、使いにくさ等のデメリッ

トを解決し、思わず使いたくなるようなデザインを追求

した全く新しい電動ハンド「finch」。その開発経緯と製

品の魅力をご紹介します。 

病院、リハビリテーショ

ン、福祉施設、老健施

設、販売業 
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15:30 
 
～ 
 

16:30 

２－Ａ 羽立工業㈱③ 
前期高齢者が地域

福祉の担い手とし

て即戦力に！ 

ボランティア育成の成功法！PDCA サイクルで健康

づくりの好循環を。地域を巻き込んだ健康まちづくり

の事例と成功法をご紹介します。 

介護予防担当者、ボラン

ティア養成に関心のある

方、健康づくり教室運営

に関心のある方 

２－Ｂ 

一般社団法人 

日本リハビリテ

ーション工学

協会② 

福祉機器コンテス

ト2015 表彰式 

福祉機器コンテスト 2015 で選考された優秀な作品を

発表・表彰し、受賞者の栄誉を称えます。  

受賞者、福祉機器コンテ

スト関係者、日本リハビリ

テーション工学協会会

員、一般入場者 

 

 

「福祉機器開発最前線」の出展企業（予定）が決定しました！ 

企業・研究機関による福祉機器の研究開発、試作状況などの情報提供や紹介の場として最新の製品の展示や

デモンストレーションを実施し、毎年好評・注目をいただいている「福祉機器開発最前線」のH.C.R.2015 の

出展企業が、以下のように決まりました。 
ロボットから歩行・移動、見守り、排泄、義足など、多岐にわたる最新機器の展示にご期待ください。 

 

＜出展予定企業・団体＞ 
RT.ワークス㈱、NK ワークス㈱、㈱岡田製作所、キング通信工業㈱、ソフトバンク／フューブライト・

コミュニケーションズ㈱、ソニーコンピュータサイエンス研究所／㈱Xiborg、㈱タカラトミー、 

ナブテスコ㈱、㈱日本アシスト、㈱ネットワーク21、兵庫県総合リハビリテーションセンター 

[以上、国内11 社] 

Danish Technological Institute（デンマーク）[以上、海外１社]         ※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.2015 新製品の紹介／福祉機器ガイドブックより 

 
アイ・レーベル  AR-6【移動機器】                     価格：お問い合わせください 
～ペダル式の足こぎ車椅子～ 

足こぎタイプの車椅子。漕ぐことで下肢の筋力増加も期待できます。椅子を左右に動かすと方向転換ができます。 
 
㈱伊吹電子  耳掛け式骨伝導「ボン ボイス」【日常生活支援用品】       価格：お問い合わせください 
～コードレス、軟骨を伝わって聴き取る～ 

電源をON にして左右の耳に掛けるだけ。従来の様にイヤホンコードが無く、耳栓を耳穴に差し込まない、耳の

入口に当てるだけの設計。加齢とともに聴き取り難い方には最適な骨伝導式。経済的設計の充電式（充電器電圧は

海外対応 100～240V）。メガネ使用可。日本製。 
 
オージー技研㈱  テヌート HK-730【入浴用品】              価格： お問い合わせください 
～目標はおうちのお風呂のリラックス～ 

『テヌート』は、自立した入浴から、搬送車を使った入浴が、家庭のお風呂のように楽しめる介護浴槽です。施

設のさまざまな『お風呂事情』にお応えします。 
 
㈱ケアフォース  チューブメディック 3【ベッド用品】             価格：お問い合わせください 
～通気と体圧分散の両立、褥瘡予防に最適です～ 

コイルスプリングのように点で支える構造。点となるチューブもウレタン素材で、部分により硬さを調整してい

ます。耐圧分散を効率的に行い、抜群の通気性と合わせて褥瘡予防に貢献します。全て洗浄可能。衛生も褥瘡予防

の大切な要素です。 
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㈱サンコー  ポータブルコーナートイレ【トイレ・おむつ用品】        価格：お問い合わせください 
～普段は腰掛け、非常時はトイレに早変わり！～ 

コーナーに設置できるので、場所をとりません。エレベータの角に設置すれば、普段は思いやりのイスになりま

す。中に汚物袋などを収納しておくことで、非常時には簡易トイレとして役立ちます。また、トイレのないアウト

ドアのシーンや介護用のポータブルトイレにも便利です。 
 
仙台フィンランド健康福祉センター  立ち上がり補助椅子 タメルゴ社 アーミ・アクティブチェア 
                                           価格：178,000 円 
～フィンランドで人気の手動式起立補助チェア！～ 

高齢者をはじめ、立ち上がりの補助を必要とする方々が、自分の力で楽に立ち上がれるよう設計された椅子です。

独自の構造により、膝関節や股関節への負担が軽減される様になっており、椅子の使用者に運動をしようという気

持ちも起こさせます。北欧デザインでインテリア性も高く、自宅でより自立した生活を送るのに役立ちます。 
 
東海機器工業㈱  全自動車椅子／多目的洗浄消毒機「燦ラスカル」【福祉施設・住宅環境設備／用品】 

      価格：お問い合わせください 
～「泡＋高圧温水＋蒸気消毒」 泡で浮かせて洗浄、蒸気で消毒～ 

●洗浄と消毒を一工程で行うので作業が効率化。アルコール清拭作業が必要ありません。 
●泡で包み込み、ノズルがあたりにくい細部まで洗浄できます。 
●泡が浸透し、シート内部の臭いも除去。 ●車椅子以外にも歩行器やパーツ等も処理できます。 
 
ナブテスコ㈱  抑速ブレーキ付前腕支持型歩行車 コンパルリハモ【移動機器】   価格：89,000 円（非課税） 
～今話題の抑速ブレーキを搭載した前腕支持型歩行車です～ 

急加速時や下り坂でのみ自動的にブレーキがかかる今話題の「抑速ブレーキ」を前腕支持型歩行車に搭載しまし

た。大型アームレストパッドにて前腕部全体を支えるため、ハンドグリップが握れない方や体幹が不安定な方まで

利用できるようになり、歩行車での進みすぎによる転倒リスクを大幅に軽減することができます。 
 
プロト・ワン㈲  OPO ドットクラッチ折りたたみ【移動機器】           価格：9,500 円（非課税） 
～待望のクローズドカフの折りたたむクラッチができました！～ 

これまでなかった、折りたたみクラッチのクロズドカフタイプです。 
チャコールグレーとブルーの 2 色。グリップ上も 5 段階で長さ調節できます。ナイロンバッグ付。イタリア製。 

 
㈱レオン  みまもりバディ 2【コミュニケーション機器・見守り機器】     価格：お問い合わせください 
～大切な家族を 24時間見守ります～ 

人感センサーで検知した異常を、タブレット型受信機にお知らせします。高齢者の徘徊等を別の部屋で早期に確

認し、別途ルーター接続（インターネット経由）で、(1)遠隔地への通知もできます。(2)生活リズムを記録し、以上

をお知らせします（別途サービス）。 ※人感センサー、タブレット型受信器、親機各 1台セット 
 

＊上記の製品は、H.C.R.2015 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：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。 
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〒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 
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