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     H.C.R. 2016 プレスリリース №5 発行：2016/09/28 

https://www.hcr.or.jp 
  
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地域からの527社による出展社ブース、イベントともに、さらに充実！ 

今年で第 43 回目を迎える国際福祉機器展H.C.R.2016 は、介護・福祉機器の分野ではアジア最大級、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。 
 H.C.R.2016 は、17 か国・1 地域から 527社が出展し、高齢者・障害者を対象とした食器・衣類から先端技

術を活かした福祉車両、車いす、見守りセンサーや排泄機器などまで約 20,000 点の機器が展示されます。 
多くの出展社が昨年度よりさらに展示ブースを拡大させ、総展示面積 1,888 小間（前年比 74 小間増）と、

より充実した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 13 日）【WEB にて来場者登録を受付中！ 締切り間近です！】  

【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 

③H.C.R.セミナー（10月 12～14 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】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 
【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】介護ロボットの活用で未来を拓く 
【5】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 
【6】2020年東京大会の理想とレガシー(遺産) ～ 環境と福祉の統合、社会への定着を目指して 
【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 

〔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 ～総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 
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 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 
【11】高齢者・障害者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 

【12】障害児のための「子ども広場」  【13】福祉機器開発最前線  本紙にて出展製品リストを紹介します！ 

【14】ふくしの相談コーナー   【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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 福祉機器開発最前線のご案内 ～ 注目の最新機器の集中展示と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、日常生活のさまざまな場面に浸透しています。 
とりわけ、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して、高齢者・障害者の自立生活の可能性を拡充してきました。 
こうした動向を踏まえ、H.C.R.2016 では、今年も福祉機器開発の最前線を紹介してまいります。 
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 4 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 1 点を含めた計 10 点の注目の最新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による徘徊に対処するための機器をはじめ、排泄、転倒察知、コミュニ

ケーションなどといった多様ななニーズに対応する新製品について、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つうじて最先端の機器の研究・開発についての情報を発表いたします。 
 
◇場所：東3 ホール内「特設会場C」 

＜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． 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 
 
 
 

 2016年度版 福祉機器ガイドブックを刊行 ～ 9月15日より販売開始   

 
H.C.R.では、最新の福祉機器に関する情報をユーザーの皆さまに幅広く知っていただくために、出展各社の

製品や企業の情報、福祉機器の関連情報を掲載した「福祉機器ガイドブック」を毎年発行しています。 
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 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 コードなどによる検索が可能です。 
 H.C.R.2016 を来月に控え、国内企業 285 社、海外企業 70 社からの約 1,700 点の最新の福祉機器の情報

を掲載して 9月 15 日（木）に刊行、販売を開始しました。 
 
 H.C.R.展示ホールの小間番号も出展企業ごとに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. 
H.C.R.Web サイト内の「書籍のご案内」（https://www.hcr.or.jp/useful/publish）からもお求めいただけます。 
 

・Ａ４判：248頁（カラー） 

・価格 ：1,000円（税込、送料別） 

・発行 ：2016年 9月 15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.スマホ用アプリを開発しました！ ～ ご来場の前にダウンロードください   

 
H.C.R.では、展示会当日だけでなく、普段から福祉機器を身近に感じてもらえるようにスマートフォン用アプリ

を導入しました。 アプリの利用方法、主な仕様や機能は以下のとおりです。 
HCR アプリを使えば、H.C.R.と福祉機器がもっと身近に。ぜひダウンロードいただき、ご活用ください。  

 
【主な仕様・機能】  
・iOS, Android 対応  
・展示会やイベント、福祉機器の新着情報を随時配信！  
・展示会へのアクセスや場内マップ、イベントなどの情報をスマホでいつでも確認可能！  
・H.C.R.Web サイトの「展示製品情報」ページに簡単アクセス！  
・事前に入場登録すれば、当日の受付は専用レーンで楽々入場！ 
 
【利用方法】 
H.C.R.web サイト（https://www.hcr.or.jp）からダウンロード（トップ画面 ⇒ HCR アプリ ⇒ 「HCR アプリの

ご案内」にQR コードを掲載）できます。 
 
 
 

H.C.R.2016 新製品の紹介／福祉機器ガイドブックより 

 
旭工業㈱  RATEK‐楽てく【移動機器】                   価格：お問い合わせください 
～自立型 3輪杖『RATEK』 新しい歩行補助具です～ 

新しいコンセプトに基づいた自立型の杖です。タイヤが付いているため持ち上げることなく前に進めます。杖に

体重をかけた時にブレーキがかかります。高さ調節ができるため男女問わず使うことができます。多少左右に傾け

ても前輪 2輪、後輪 1輪の 3 点が接地する機構になっています。 
 
安寿／アロン化成㈱  歩行車 ショッピングターン【移動機器】          価格：48,000 円（非課税） 
～買い物カゴが載せられて、歩行車のまま買い物できる～ 

「ショッピングカートではなく、歩行車に買い物カゴを載せて買い物をしたい」という声を受けて開発された「買

https://www.hcr.or.jp/useful/publish
https://www.hcr.or.jp/
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い物カゴが載せられる歩行車」。姿勢保持ベルトを後ろ側に回転させることで、座面前方にカゴを置くスペースがで

き、スーパーの買い物カゴを置いて店内でそのまま買い物をすることができます。 
 
イー・アーム㈱  e-arm 手動レバー式車いす駆動装置【移動機器】            価格：213,840 円 
～自走式車いすの車輪に装着可能な手動レバー式車いす駆動装置～ 

ハンドリム径より長いレバー操作により、ハンドリム式よりも少ない身体付加（小さな力）で車いすの移動がで

きます。 
レバー操作は前進・後退・その場旋回と車いす装着のバンドブレーキを効かせて停止も可能。これにより下肢障

害で、上肢筋力も不足している高齢者や障害児／者等ハンドリム操作が困難な方たちにご使用いただけます。 
 
㈱ウェルパートナーズ  歩行車 friend・friend plus／ラビット歩行補助車【移動機器】 

    価格：72,800 円～84,000 円（非課税） 
～新しい形の前腕支持台型歩行車が加わりました～ 

前腕支持台型歩行車ラビットに新しい仲間 friendと firiend plusが加わりました。ラビットの機能はそのままで、

操作し、見た目がスタイリッシュに。Friend plus はさらに段差越え機能を標準装備。段差 2～４cm程度なら楽々

越えられます。ぜひブースにて体感してみてください。 
 
ウチヱ㈱  湯チェア 16（肘あり・レッド）【入浴用品】                  価格：27,864 円 
～ワンクッションで折りたたみ！コンパクトなシャワーチェアー～ 

・肘は左右ともはね上げ式。肘の下に障害物がないので横移乗が楽に行えます。 
・座面下のロックを引きながら座面を持ち上げるだけで簡単に折りたたみが可能。肘掛けも一緒に上がるのでワン

アクションで折りたたみができます。 
・折りたたんでも自立しますので場所をとりません。 
 
SFA  Japan㈱  サニコンパクト【トイレ・おむつ用品】          価格：193,320 円～236,520 円 
～粉砕圧送ポンプ一体型の小型トイレ～ 

サニコンパクトは粉砕圧送ポンプ一体型トイレ。粉砕圧送ポンプで汚物とトイレットペーパーを粉砕してから、

汚水を細いVP25 の管で圧送します。排水管の工事も楽になり、お好きなところに「流せる」水洗トイレが簡単に

増設できます。 
 
㈱エナジーフロント  LIFTY(リフティ)持ち手つきクッション【ベッド用品】    価格：19,000円（非課税） 
～ベッドから車いすへの移乗介助が楽！ 撥水でシャワーも！～ 

クッションとして常時使用し、起立介助や移乗介助の時に、側面の持ち手を引くことで、腰に負担をかけずに被

介助者を起立・移乗可能です。 
生地は撥水処理され、シャワー介助にも使えます。 
腕や腰の力でなく、体重移動を用いた「てこの原理」で持ち上げます。立位保持が困難な方には付属品ピーヴォ

をあわせてご使用ください。 
 
㈱オーシン  ドリームエアーパッド 110【ベッド用品】                  価格：10,800 円 
～通気性と高反発の軽量敷きパッド～ 

・11ｍｍ厚のソフト立体構造で通気性抜群。 ・体圧分散にもすぐれた軽量敷きパッド。  ・四隅ゴム付。 
 
㈱カワムラサイクル  Flatia【移動機器】                   価格：220,000 円（非課税） 
～安全・安心に外出をサポートする歩行車～ 

登坂時や荷物積載時等はセンシングにより傾斜に応じたアシストが働き、軽い力でグリップ操作ができます。 
登坂時も自動で後輪に負荷がかかり、ゆっくりと歩行することができます。 
また、つまずき等により歩行車と利用者の身体の距離が一定以上開いた場合も自動でブレーキがかかる安心機能

を搭載しています。 
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京都大学 平尾研究室  リフト付き電動車いす（燃料電池搭載） KC400【移動機器】  価格：未定（開発品） 
～燃料電池搭載の高リフト付き電動車いすです～ 

座面が電動で昇降する自走式電動車いすです。 
座面が床から 350～700mm の範囲で調節できるので棚のものを取ったり、美術館などでの鑑賞にも便利です。

この車いすに燃料電池を搭載しました。メリットは(1)充電作業が必要ありません。 (2)低圧水素利用技術で安全

です。 (3)災害時も補助電源として利用できます。 
 
キヨタ㈱  杖先くるりん【日常生活支援用品】                      価格：1,944 円 
～杖先ゴムをワンタッチで屋外用／室内用に瞬時に切り替えます～ 

杖先ゴムを触らずに反転させて設置する面を変えることができます。これにより、屋外で使用した杖をそのまま

室内でも使えるようになり、お手入れの軽減、屋外用／室内用といった杖の2本持ちの必要がなくなります。 
・現在お使いの杖に取り付けて使用できます。（16～19ｍｍ径の杖に取り付け可能） 
・杖先ゴム部分は簡単に交換可能です。（杖先ゴム部分のみの替えゴムも別売でご用意） 

 
㈱クレアクト  マイトビーｌ-15【コミュニケーション・見守り機器】      価格：1,390,000 円（非課税） 
～ただ見るだけで会話ができる重度障害者用視線入力意思伝達装置～ 

一体型の視線入力装置。利用者の前にマイトビーを置くだけで、視線だけで文字を書いたり、メールをしたり、

インターネットやSNS、リモコン操作までの視線のみで操作が可能です。一体型のため設定不要で、パソコンの知

識がある人もない人もすぐにコミュニケーションからパソコン操作まで可能です。特例補装具費適応。 
 
ケアメディックス㈱  すべり止めマットV【入浴用品】            価格：お問い合わせください 
～置くだけカンタン！足もと安心入浴！～ 

●マットの裏面に滑り止め効果の高い「Hyper V」を採用し、石けんや入浴剤が付着しても高い滑り止め効果を発

揮します。 
●ステンレスはもちろん、木製、樹脂製、人工大理石製等、幅広い材質の浴槽に対応しています。 
●自沈式でありながら、約 900g と軽量です。 
●材質に配合された硫黄成分がカビの発生を抑えます。  ●日本製 
 
コニカミノルタジャパン㈱  ケアサポートソリューション【コミュニケーション・見守り機器】 

    価格：お問い合わせください 
～センサーとスマートフォンが介護のワークフローを変革します～ 

入居者の起床、離床、転倒転落、呼吸による体動異常をセンサーが察知し、スタッフが持つスマートフォンへ映

像付きでお知らせします。 
また、スマートフォンからの介護記録の入力を可能にすることにより、介護の現場業務から記録業務までワンス

トップで業務効率化し、介護業務の労働生産性（介護力）を向上します。 
 
㈱サンゲツ  メディウォーク（4.5 ミリ厚フロア）【建築・住宅設備】              価格：未定 
～転倒時の衝撃を吸収するフロア～ 

全厚 4.5mm のうち 3.6mmが発泡層になっており、クッション性のある下地材などを施工しなくても、高い衝撃

吸収性を発揮します。また、表面はワックスフリーコーティングを施しており、ワックスがけが不要。長く美しい

床面を保ちます。（10月発売予定） 
 
シーホネンス㈱  口腔ケアスポンジ「シ～ホDE ケア」【感染症等予防用品】         価格：2000 円 
～美味しく楽しく安全に食べるための口腔ケア～ 

口腔機能が改善されると自分で栄養を取れるようになりQOL の向上が期待できます。 
シーホネンスは、ヘッドレスト機能付きベッドと組み合わせることで、更なる誤嚥リスク軽減を目指し口腔ケア

ブランド「シ～ホDE ケア」を立ち上げました。 
口腔ケアがトータルケアの一環として、早期離床に繋がることを願っています。 
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㈱竹虎 ヒューマンケア事業部  リハビリ支援シューズ【衣類・着脱衣補助用品】       価格：3,888 円 
～安定した歩行をサポートする履き心地に優れたケアシューズ～ 

●甲の両サイドから出るストラップが足をしっかりサポート 
●カップ状のかかとが、あしをしっかりとホールド。 
●底面には軽量で滑りにくい素材を使用。 
●中敷は取り外し可能。サイズ調整等に便利。 
 
積水ホームテクノ㈱  「多機能コア」KGSB シリーズ【建築・住宅設備】    価格：お問い合わせください 
～入浴と排泄、介護の二大負担を軽減できるシャワーブース～ 

トイレとシャワーをひとつのユニットに集約し、スペースを有効活用した「多機能コア」。左右開閉式のアームレ

ストは連続導線を可能にし、トイレへの移乗性がアップしました。伝い歩きや車いす使用、介助等幅広いニーズに

対応し、入浴と排泄といった介助の二大負担を軽減します。 
 
㈱タマツ  ステップバー框 03【建築・住宅設備】                    価格：84,780 円 
～蓄光付き踏み台で安心、玄関上がりかまち用手すり～ 

玄関の上がりかまちを乗り越える「踏み台」と体のふらつきを抑える「手すり」が一緒になった据え置き型手す

りです。片手すり専用のため場所を取らず、低重心で高い安定性、手すり、踏み台ともに工具不要の簡単調節。業

界初の蓄光付き踏み台は、薄暗い玄関でも安心して使用できます。（介護保険レンタル対象） 
 
チャップリン【サン・ビーム㈱】  イージーフィット上部無段階可動式【移動機器】 
                          価格：12,960 円～（※ 下部無段階可動式：15,120 円～） 
～簡単・自由自在の長さ調整式ステッキ～ 

１mm単位で（１mm～９cm）で、靴の高さや体調に合わせて、どなたでも簡単に長さを調整可能。上部ネジを

回転させるだけでピッタリフィットします。すべて折りたためるステッキです。 
 
㈲テクノム  介護用昇降テーブル「らくらくテーブル 新製品 TNA シリーズ」【福祉施設環境設備・用品】 

    価格：お問い合わせください 
～高さ調整幅が 200mmにアップして、足元は更に広々～ 

新製品の TNA シリーズは、介護施設や障害者支援施設からのご要望を形にしました。昇降範囲が 2 倍以上（当

社比）、足元スペースが大幅にアップしました。身体の小さな方から大きな方まで、そしてほとんどのタイプの車い

すにも対応できます。利用者や職員どなたにも嬉しいテーブルを目指しました。 
 
㈱テレウス  スプラコール スティムライトクッション“コントァ”【ベッド用品】 

 価格：お問い合わせください 
～スティムライト®ハニカム（ハチの巣状）テクノロジー～ 

・柔軟性のあるハニカム構造で、圧力を吸収し、効果的に広い面積に分散させる特徴を持っています。 
・多孔質のハニカム組織は、ほかには見られないような通気性を持っています。 
・洗濯機や乾燥機にかけることができます。 
 
西川リビング㈱  ハッピースリープ ピロー【ベッド用品】                価格：10,800 円 
～リクライニング専用枕 枕がズレ落ちない～ 

介護ベッド等、リクライニング機能が付いたベッドで背もたれ部分を上げた時に、枕がズレ落ちることを防ぎ、

毎回枕の位置を変えることが無く、いつも同じ位置で使用することができるリクライニング専用枕です。専用ピロ

ケース付き。 
 
パナソニック㈱  離床アシストベッド リショーネ plus【ベッド用品】    価格：900,000 円（希望小売価格） 
～「ベッド」と「車いす」が融合 新発想ベッド～ 

進化して新登場 
①ベッドから車いすへの移乗介助が 1人でできる（2人⇒1人介助に、移乗介助時間が半減） 
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②ケアスタッフの負担が大幅改善できる（身体・心理負担を 80％以上改善） 
③離床で生活範囲が拡大し、利用者のQOL（生活の質）の向上がはかれ、より魅力的な施設にできる（2017 年

1 月発売予定） 
 
ピジョン タヒラ㈱  ケアしてあげるスポンジブラシ 60本入り【感染症等予防用品】     価格：2,592 円 
～リボン状のスポンジで汚れがかき出しやすい～ 

●スポンジにジェル溝があり、口腔保湿ジェルが乗せやすい。 
●スポンジは汚れ落としやジェルの塗布に適した硬さで、凹凸形状です。 
●軸は水に強いプラスチック。 
●軸は操作しやすい断面六角形形状ですが、口元に近づくと断面が円形状になります。 
●個包装です。  ●ほかに 10 本入（540 円）、120本入（9,180円）があります。 
 
㈱プラッツ  超低床在宅介護用ベッド（仮称）【ベッド用品】         価格：オープン価格（非課税） 
～幅広い症状・体格に対応できるマルチタイプの新型介護用ベッド～ 

産学連携で研究開発された業界初となるハイバック機能により、ズレ力・誤嚥リスクを軽減します。 
床面高 15ｃｍの超低床や省スペースを実現する垂直昇降、収納式サイドレールホルダーなど、安全性・使いやす

さにも配慮しました。 
ロングタイプも登場し、パーツの組合せで幅広い症状、体格、環境に適応できるマルチタイプのベッドです。 

 
プロンプター甲斐㈲  あったか ポンチョ【日常生活支援用品】               価格：4,500 円 
～車椅子の外出に最適 受診・散策・デイの送迎に～ 

頭からすっぽり被ることができる、フード付ポンチョ、ブランケット。 
高齢者・障害者の方が車椅子の移動、外出の際の防寒用。受診、散策、デイサービスの送迎に最適。 
人工呼吸器・人口鼻の方も利用できる開襟タイプ。 
短距離の移動には、小雨、小雪も避けることができます。 

 
微笑（ほほえみ）㈱シコク  Z スロープ 微笑の朝顔【建築・住宅設備】          価格：293,760 円 
～新発想のカーブ型車いす用スロープ～ 

玄関入口に対して、上がりかまちが直角に位置する場合、スロープを設置するのにお困りではないでしょうか？

この「Z スロープ」の場合、省スペースでのスロープ設置が可能になります。 
設置場所に合わせて、曲がる方向を左右 2 種類より選べます。折りたたんで楽に持ち運びができ、コンパクトに

収納できます。 
 
マツ六㈱  エクレ 兼用取替バリアフリーレバー錠【建築・住宅設備】      価格：お問い合わせください 
～バリアフリー対応やグレード UPの取替に最適なレバーハンドル～ 

■チューブラ錠・円筒錠からも取替できます。 
■リウマチなどの方でも手のひらで操作できる使いやすく安心な独自のレバー形状！ 
■扉との間が狭いので、衣類のそでをひっかけにくい！ 
■「つままない」指 1本で施錠・開錠ができるつまみ！ 
■選ばれるレバー形状と高級感あふれるカラー。 
■バックセット 50・60mm 兼用の新機能チューブラっち。 
 
㈱安川電機  移乗アシスト装置【ベッド用品】                価格：お問い合わせください 
～介助者にも利用者にも優しい～ 

利用者のベッドと車椅子間の移乗介助を装置による抱え上げで行うことにより、介助者への負担を与えません。

移乗にはスリングシートを活用し利用者の体型にフィットしたリフトアップが可能です。 
抱え上げ部が旋回することにより、より正しい姿勢での移乗ができます。 
介助者 1人で移乗介助が可能で、移動や操作も簡単です。 
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㈱ユーキ・トレーディング  アクティブバック【移動機器】          価格：お問い合わせください 
～片手片足駆動等の動きの中で使用するバックサポート～ 

片手片足駆動等で車椅子を操作する方に合わせられる新しい考えのバックサポートです。体幹の動きを許容しな

がらお身体をサポートし、操作しやすい座位を保ちます。 
 
 

＊前記の製品は、H.C.R.2016 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。 

 

 

 国際シンポジウム・H.C.R.セミナー・特別企画など、イベントも見どころが満載！  

 
H.C.R.セミナー「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」の発表事例が確定いたし

ました。 
  10 月 12 日（水）13：30～16：00 に東京ビッグサイト・会議棟 6F で開催される上記のセミナーで発表

される事例が、以下のように決まりましたのでお知らせいたします。 
 
≪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 
 (2) オランダ研修旅行で学んだこと     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 
 (3) 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 
 (4) スタッフの人材確保対策『人材確保対策室の取組』 

社会福祉法人 あいの土山福祉会 エーデル土山 
 (5) 地域と施設の協働 ～ 買い物支援の取り組み ～    社会福祉法人 六親会 
 
≪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」障害者施設での 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 
 (2) ①『自閉症で重度の知的障がい者へ TEACCHプログラムを活用しアプローチ』 

～ ボクを見て、よく診てよ！ 白内障の取り組み ～ 

②『高齢の重度知的障がい者への医療的支援のアプローチ』 ～イレウスの対応と術後のケア ～ 
社会福祉法人  阪神福祉事業団  ななくさ育成園 

  (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 
 

※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. 2016 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 

https：//www.hcr.or.jp 


