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HCR NEWS 2014

第40回 国際福祉機器展
H.C.R. 2013報告

	 1	 オープニングセレモニー
　第40回国際福祉機器展 H.C.R. 2013は、多数の来場者や後援・協賛団体の
関係者がお集まりのなか、全国社会福祉協議会 斎藤十朗会長の開会宣言によ
り3日間の幕を開けました。引き続き行われたH.C.R.40周年を記念する「くす玉
オープン」には、斎藤会長、H.C.R.海外コーディネーターのベン・アポロ・ラスム
ンセン氏〔ヨーロッパ担当〕、トム・ボーチャディング氏〔北米担当〕、髙井康行本
会理事長のほか、かつて海外コーディネーターとしてご助力いただいたアラン・
クック氏、マーク・パトリック氏にも参加をいただいて、開場の運びとなりました。
○日時： 9月18日（水）  9:50 〜　　○場所： 東2ホール前

	 2	 16か国・1地域から585社・団体が出展
　国内企業・団体の出展は526社・団
体（うち、新規出展は109件）、海外
からは15か国・1地域より59社・団体
が出展し、昨年度よりも全体で37社
増による開催となりました。
　総面積51,380㎡の会場に、20,000点
を超える福祉機器、介護用品が総合展
示されました。
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	 長年出展協力をいただいた

	 	 企業・団体に感謝状を贈呈
　H.C.R.では今年は40周年を記念して、40回全ての展示会にご出展いただいた
2社と、これまでに30回以上ご出展いただいた16社に対して特別感謝状をお贈
りすることとし、これらの企業に、例年実施している「本展示会への出展が15回
目を迎える企業・団体に対する感謝（海
外6社・国内7社）」を加えた計31社・
団体を展示会開催初日である9月18日

（水）に「特設会場A」のステージに
お招きして、感謝状の贈呈式を行い
ました。

H.C.R.
2013
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	 来場者数は12万人を超え、	
	 	 121,044人に
　第40回国際福祉機器展H.C.R. 2013の来場者数は、昨年度を12,539人上回
る、のべ121,044人となりました。
　来場者の分類では、一般の方が32%と最も多く、続いて福祉施設の16%、
販売業の14%、在宅サービスの11%の順となりました。昨年度との比較では、
一般の方の来場の割合が大幅に増加しています。

	 5	 出展製品
国 名 社 数 国 名 社 数

アメリカ 10 デンマーク 7
イギリス 3 ドイツ 6
オランダ 1 トルコ 1
カナダ 2 日本 526
韓国 2 ノルウェー 1
スイス 1 フランス 2
スウェーデン 8 マレーシア 1
台湾 12 メキシコ 1
中国 1

●	40回出展感謝状贈呈企業
　（国内2社）

アビリティーズ・ケアネット㈱
スズキ㈱

※社名五十音順　

●	30回以上出展感謝状贈呈企業
	（国内16社）

㈱アマノ
㈱いうら
㈱今仙技術研究所
オージー技研㈱
㈱ガット・リハビリィ
㈱光洋
酒井医療㈱
大邦機電㈲
㈱デベロ
日進医療器㈱
パシフィックサプライ㈱
パラマウントベッド㈱
ピジョン タヒラ㈱
フットマーク㈱
㈱松永製作所
明電興産㈱ ※社名五十音順　

●	15回出展感謝状贈呈企業
	（海外6社		国内7社）
Convaid （U.S.A.）
Garaventa Lift （Canada）
The Hygenic Corporation（U.S.A.）
The ROHO Group （U.S.A.）
THERA-Trainer a registered 
trademark of medica  
Medizintechnik GmbH （Germany） 
VELA （Denmark）
㈱ウエルハーモニー
エムズジャパン㈱
㈱シルバー産業新聞社
澄建設㈲
徳武産業㈱
㈱ハーツエイコー
㈱LIXIL

※社名五十音順／アルファベット順　

行政 2%
福祉団体  5%

福祉施設 16%

在宅S 11%

病院・リハ 5%

研究機関  2%製造業
10%

販売業
14%

建築・設計
3%

一般 32%  

［3日間来場者割合］

【製品別出展社数】
移動機器
1 手動車いす 56
2 車いす関連用品 79
3 電動車いす 33
4 電動三輪・四輪車 15
5 自転車 5
6 介助車 15
7 歩行器・歩行補助車 52
8 杖 42
9 ストレッチャー等移動器具 7
10 移乗補助機器 27
11 床走行リフト 19
12 固定式・据置式リフト 16
13 介助・歩行補助ロボット 8
14 障害者用自動車運転装置 9
15 車いす等用福祉車両 17
16 入浴用特殊車両 2
17 福祉施設等業務用自動車・エコカー 1
ベッド用品
18 ベッド 33
19 マットレス・床ずれ防止製品 66
20 サイドテーブル 19
21 介護用シーツ 20
22 その他 25
入浴用品
23 浴槽 15
24 入浴用チェア 24
25 滑り止め用品 14
26 浴槽台 13
27 入浴用リフト 9
28 その他 11
トイレ・おむつ用品
29 ポータブルトイレ 23
30 便器・便座 13
31 防臭剤・消毒剤 10
32 トイレ関連用品 33
33 おむつ関連用品 20
34 自動排泄処理装置 8
衣類・着脱衣補助用品
35 衣類 30
36 靴 18
37 帽子・保護帽・かつら 4
38 着脱衣補助具 0
コミュニケーション機器
39 補聴器 5
40 緊急通報・見守り装置 24

41
障害者用ワープロ・コンピュータ、
点字プリンタ

14
42 ＯＡ入力・操作補助具
43 障害者用ソフトウェア
44 障害者用 AV 機器 4
45 拡大読書器 4
46 活字文書読上げ装置 3

47 福祉電話、ＦＡＸ、携帯会話補助器 5
48 視覚障害者用誘導システム 0
49 コミュニケーション関連ロボット 8
50 その他 18
建築・住宅設備
51 スロープ 25
52 手すり 38
53 エレベーター 3
54 段差解消機 13
55 階段昇降機 14
56 その他 22
リハビリ・介護予防機器
57 歩行等訓練機器 31
58 リハビリ用教材・機器 45

59
筋力トレーニング機器、身体機能訓
練機器

37

60 口腔ケア用品 15
義肢・装具
61 義肢・装具 23
日常生活用品
62 自助具 27
63 障害者用スポーツ・レクリエーション 9
64 介護関連用品 48
65 その他 23
介護等食品・調理器具
66 食事用品・食器 17
67 キッチン 2
68 調理器 2
69 高齢者・障害者向け食品 14
福祉施設・住宅環境設備・用品
70 施設用床材・壁材 8
71 自然エネルギー・省エネルギー技術 5
72 再資源・水浄化処理装置 0
73 洗濯機・乾燥機 9
74 いす・座位保持／立ち上がり補助用品 31
75 テーブル

2476 家具
77 洗面台
78 火災報知設備、自動消火設備 3
79 防災・避難用品 11
80 自家発電・蓄電装置 1
81 介護従事者用衣類 11
82 その他 22
感染症等予防用品

83
消毒器・脱臭器・空気清浄器・感染
症等予防用品

21

84 その他 20
在宅・施設サービス経営情報システム
85 福祉事業関係コンピュータシステム 40
出版・福祉機器情報

86
福祉・介護・リハビリ・保健関係書籍、
情報誌、新聞、放送通信、福祉機
器関連ＷＥＢサイト

31
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	 6	 年金問題を中心としたドイツの	 	 高齢者政策についての国際シンポジウムも盛況

　H.C.R.では、諸外国とわが国に共通する福祉・介護分野の課題をテーマとし、
海外から専門家を招いて当該国の取り組み事例や課題を紹介する国際シンポジ
ウムを、国際福祉機器展と併せて開催しています。
　H.C.R. 2013では、今後わが国の少子高齢化が急進し、年金や医療・介護、
子育てなどの需要に対する供給の確保が急務となりつつあるのを踏まえ、来年
4月からは消費税の引き上げによる財源確保が予定されているほか、介護ニー
ズの急増を受けて現状8.9兆円の2倍相当の介護保険の財源をはじめ、介護人
材の100万人もの増員が必要とされている実態などに焦点をあて、同シンポジウ
ムを企画することといたしました。
　そこで、こうした課題に対して、1994年に介護保険を導入したドイツから講
師を招き、同国やEU諸国での介護や高齢者福祉の現状と、今後の高齢化の
さらなる進行により深刻化が予想される高齢者政策の方向について具体的なレ
ポートをいただき、それを基に超高齢化へと向かうわが国の介護・医療などの
社会保障制度の改革の動きとあり方についての考察を行いました。参加者は
267名でした。
●	H.C.R.	2013国際シンポジウム

9月19日（木） 13:00 〜16:00　
「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？〜」
○講　師 Manfred Wienand（マンフレッド・ヴィーナント）氏

SRHハイデルベルク大学　社会法教授、
元ドイツ公私福祉連盟事務局長

○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

○会　場 会議棟6F　605 〜 608会議室

	 7	 H.C.R.セミナー
　H.C.R.には毎年、福祉サービスの利用者やそのご家族、保健・福祉・介護
の関係者などに来場いただいていますが、介護・福祉機器の展示と併せて、関
連する制度の動向や現在の課題、福祉サービスの質や経営をめぐる最新の情
報などについての理解を図るために、H.C.Rセミナーを開催しました。
　いずれのセミナーにも関心が高く、一般の来場者をはじめ、介護支援専門員、
社会福祉施設役職員、ホームヘルパー、社協役職員など専門職も含めたのべ
2,614人が参加し、それぞれのテーマに対する理解を深めました。

（1）	一般、福祉利用者・家族向け
①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

会　場 会議棟6F　605 〜 608会議室
日　時 9月18日（水）11:00 〜 12:30
講　師 青柳　佳子 氏　目白大学短期大学部 生活科学科 専任講師

②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

会　場 会議棟6F　605 〜 608会議室
日　時 9月19日（木）10:30 〜 12:00
講　師 辻　哲夫 氏　東京大学高齢社会総合研究機構　特任教授

③はじめての福祉機器　選び方・使い方セミナー
 （会場:東3ホール　特設会場A）
　「基本動作編」「自立支援編」「住宅改修編」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した。
日程 時間 テーマ 講師

18日
（水）

11:00 〜 12:00 住宅改修
橋本　美芽 氏　首都大学東京大学院
　　　　　　　 人間健康科学研究科准教授

13:00 〜 14:00 トイレ・排泄用品 牧野美奈子 氏　NPO法人日本コンチネンス協会  

15:00 〜 16:00 入浴機器
加島　　守 氏　高齢者生活福祉研究所所長／
　　　　　　 　理学療法士

19日
（木）

11:00 〜 12:00 ベッド
古田　恒輔 氏　神戸学院大学総合リハビリテーション学部
　　　　　　    医療リハビリテーション学科教授

12:30 〜 13:30 リフト等移乗用品
古田　恒輔 氏　神戸学院大学総合リハビリテーション学部
　　　　　　    医療リハビリテーション学科教授

14:00 〜 15:00
杖・歩行器等
補助用品

加島　　守 氏　高齢者生活福祉研究所所長／
　　　　　　 　理学療法士

15:30 〜 16:30 車いす
堀家　京子 氏　公益財団法人武蔵野市福祉公社
　　　　　　　　作業療法士

20日
（金）

11:00 〜 12:00 福祉車両

熊倉　良雄 氏　国立障害者リハビリテーション
　　　　　　　　センター自立支援局自立訓練部
　　　　　　　　機能訓練課自動車訓練室長
吉田由美子 氏　国立障害者リハビリテーション
　　　　　　　 センター主任理学療法士

13:00 〜 14:00
コミュニケーション
機器

中邑　賢龍 氏　東京大学先端科学技術研究センター
　　　　　　　 人間支援工学分野教授

15:00 〜 16:00 自助具
岡田　英志 氏　ヒューマン ユニバーサルデザイン
　　　　　　　  オフィス代表

④ 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
　高齢者の一人暮らしや高齢者夫婦世帯が増えています。こうした世帯
では、長寿化が進むにつれ、毎日の食生活のために料理をつくること
も、栄養バランスを考えて手間をかけることも大変なこととなり、そのため、
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ます。
　そこで、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し
て、ひと工夫を加えることによって、簡単で、豊かに、かつ、栄養のバラ
ンスがとれる毎日の食事のつくり方を、実演を交えて紹介しました。

日　時 9月18日（水）〜 20日（金）の各13:00 〜 14:00の時間帯

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

（2）	福祉職向け
① 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
 1）福祉施設におけるマネジメントと地域貢献の取り組み

会　場 会議棟6F　605 〜 608会議室

日　時 9月18日（水）13:30 〜 16:00

事例発表者

事例発表①
社会福祉法人における研修制度の変遷
〜特別養護老人ホームでのアンケートおよび現況調査を検証して〜
社会福祉法人 正仁会　特別養護老人ホームなごみの郷

事例発表②
エーデル土山のリスクマネジメントシステム  　
社会福祉法人あいの土山福祉会
特別養護老人ホームエーデル土山

事例発表③
美しい地域社会を築こう誠幸園の取り組み
社会福祉法人 至誠会 救護施設誠幸園

事例発表④
施設の特色を活かす地域貢献
社会福祉法人芳香会　介護老人保健施設青嵐荘ケア・アシスタンス

事例発表⑤
社会福祉懇談会における日本経営品質賞勉強会の取り組み
社会福祉懇談会　経営品質向上活動委員会

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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② 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
 2）ケアの場面における創意・工夫

会　場 会議棟7F　701 〜702会議室

日　時 9月18日（水）13:30 〜 16:00

事例発表者

事例発表①
乳幼児用座位保持用具の工夫と製作
−空箱段ボールと紙管（ラップフィルム芯）で作製−
愛媛県立中央病院

事例発表②
おいしい!　安全!　粥ゼリー
〜口腔ケア後の嚥下調整食への取り組み〜
社会福祉法人さくま　特別養護老人ホームさくまの里

事例発表③ ショートステイ奮闘記〜娘宅に来たような〜
社会福祉法人恭和会　ケアハウス四季が丘短期入所生活介護事業所

事例発表④ 1年間の生活について〜たくさんの笑顔をありがとう〜
社会福祉法人カナン　特別養護老人ホームあんり

事例発表⑤
ヘルパーの痰吸引対応について〜みんなで手をつないで〜
社会福祉法人大阪府社会福祉事業団　
特別養護老人ホーム光明荘ヘルパーステーション

司会進行 久木元　司 氏　社会福祉法人常盤会　理事長

③ 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 会議棟6F　605 〜 608会議室
日　時 9月20日（金）11:00 〜 12:30
講　師 小坂　健 氏　東北大学大学院 歯学研究科 副研究科長

④ 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 会議棟6F　605 〜 608会議室

日　時 9月20日（金）13:30 〜 15:30

プログラム

基調講演
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
　　　　　　一般財団法人地球・人間環境フォーラム　理事長

事例発表
①水木　伸明 氏　北陸グリーンエネルギー研究会　事務局長
②古川　正司 氏　株式会社さいかい産業　取締役
③本多　佳美 氏　NPO法人 あおぞらポコレーション　代表

司会・進行 社会福祉施設等の環境の取り組みに関する研究会

	 8	 H.C.R.特別企画	
  （講座・常設展示・相談・デモンストレーション）

①障害児のための「子ども広場」（東3ホール　特設会場A）
　子どもたちと来場されたご両親が広いホール内を子ども向けの機器を探して
移動する負担を少しでも軽減するため、「子ども広場」を会場内に設置して該当
する福祉機器を総合展示するとともに、福祉機器の利用や療育に関する相談
コーナーや、保育士が常駐する「ひとやすみコーナー」などを設けました。
　また、新企画の「親子で楽チン！ワクワク！入浴グッズ体験コーナー」では、
子ども向けのお風呂用具を集中展示し、説明員による解説のほか、比較体験
などをしていただきました。

a.	福祉機器展示コーナー
　親子が参加して試せる子ども向けの福祉機器の常設総合展示と製品説明
を行いました。

11:00 〜 12:00 13:00 〜 14:30 15:00 〜 16:00
9月18日
（水）

○いす・カーシート
○食事用具・食器／衣類・靴

○学習機器／
　コミュニケーション機器

○車いす
○バギー・歩行器

9月19日
（木）

○車いす
○バギー・歩行器

○いす・カーシート
○食事用具・食器／衣類・靴

○学習機器／
　コミュニケーション機器

9月20日
（金）

○学習機器／
　コミュニケーション機器

○車いす
○バギー・歩行器

○いす・カーシート
○食事用具・食器／衣類・靴

（製品説明タイムスケジュール）

b.	相談コーナー（無料、療育相談と福祉機器相談）
　3日間とも、11:00 〜 12:00、13:00 〜 14:30、15:00 〜 16:00の3回

（協力:横浜市リハビリテーションセンター）

c.　ひとやすみコーナー
　保育士が常駐し、広場のおもちゃを使って子どもたちと遊んだり、保護者
のみなさんと子育てについてお話しする場として設けました。

（協力:東京都社協保育士会）

②ふくしの相談コーナー
　作業療法士や技師などの専門家が来場者の福祉機器、自助具に関わる相談
に無料で応じました。

（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）

③知っているとこんなに便利！
　身の回りにあるテク

3 3 3 3

ノロジー（アルテク
3 3 3 3

）で創る豊かで楽しい生活多くの人の
身の回りにあるテク

3 3 3 3

ノロジー（アルテク
3 3 3 3

）を用いることで、障害がある人の生活
が大きく変わります。誰もが日常活用しているスマホ、タブレット、ICレコーダ
などのICT（情報通信技術）製品を、障害のある人の生活や学習支援に活かす
アイデアとともに紹介しました。

9月18日
（水）

12:15 〜 12:45
重度障害のある人の意思を読む
−キネクトOAKを用いたわずかな動きの活用や呼吸のモニタリング−

巖淵　守 氏　東京大学先端科学技術研究センター

14:15 〜 14:45
障害のある子どもの学びや生活を支える魔法の道具
−魔法のプロジェクトから見えたタブレットやスマホが創る新しい生活− 

中邑　賢龍 氏　東京大学先端科学技術研究センター

15:15 〜 15:45 視覚障害のある人がタブレットやスマホを使ってみると
−iPhone,iPadが創る新しい生活−　　　　　  三宅　琢 氏　Gift Hands

9月19日
（木）

12:15 〜 12:45 知って得する標準アクセシビリティ機能−最新タブレット／スマホ編
田代　洋章 氏　NPO法人e-AT利用促進協会

13:15 〜 13:45
重度障害のある人の意思を読む
−キネクトOAKを用いたわずかな動きの活用や呼吸のモニタリング−

巖淵　守 氏　東京大学先端科学技術研究センター

15:15 〜 15:45
読み書きの難しい人に使えるアルテク
−デジタル書籍や新聞を読んでICレコーダやデジカメで記録する−

巖淵　守 氏　東京大学先端科学技術研究センター

 9月20日
（金）

12:15 〜 12:45
障害のある人とのコミュニケーションに使えるアルテク
−トーキングエイドアプリやカメラを活用する−

田代　洋章 氏　NPO法人e-AT利用促進協会

14:15 〜 14:45
障害のある子どもの学びや生活を支える魔法の道具
−魔法のプロジェクトから見えたタブレットやスマホが創る新しい生活−

中邑　賢龍 氏　東京大学先端科学技術研究センター

15:15 〜 15:45
重度障害のある人の意思を読む
−キネクトOAKを用いたわずかな動きの活用や呼吸のモニタリング−

田代　洋章 氏　NPO法人e-AT利用促進協会

④高齢者・障害者等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」〜
　（東6ホール　特設会場C）
　福祉機器には、障害のある人や高齢者などの自立や介助を支援するための研
究や工夫の歴史が詰まったモノが沢山あります。そこで、最初は障害のある人
のために開発されたものが、今では一般化され、多くの人が便利に使っている
モノ、利き手に関係なく使えるモノなど、普段接しているモノに詰まったいろい
ろな工夫を紹介し、手にとって体験していただく展示を行いました。

（企画・監修・運営ご協力:共用品推進機構、協力:テクノエイド協会）

⑤福祉機器開発最前線（東6ホール　特設会場C）
　高齢者や障害者の自立や介護の支援に大きな役割を果たす福祉機器の、企
業・研究機関での製品の研究開発、試作状況などの情報提供や紹介の場として、
最新の機器の集中展示と製品の説明、デモンストレーションなどを行いました。

認知症の方などへの、非接触・無拘束ベッド見守りシステム
（OWLSIGHT®） 株式会社イデアクエスト

3次元電子マット式見守りシステム NKワークス株式会社

〜介護者の目となり、要介護者をやさしく見守る〜 
シルエット見守りセンサ キング通信工業株式会社

スマートスーツ® 株式会社スマートサポート

アシストスマホ（仮称） ソフトバンクモバイル株式会社

高齢者包括支援システムTASCAL（たすかる） 株式会社テクノスジャパン

ベッドサイド水洗トイレ TOTO株式会社

発電無線マット離床センサー　イーテリアマット 東リ株式会社

見守りエージェント型ネットワークロボット ピップ株式会社

起立・着座動作を支援するアシストロボット 富士機械製造株式会社

ROBOHELPER SASUKE マッスル株式会社

上肢動作支援ロボット（アクティブギプス） 株式会社ルミナスジャパン

※社名五十音順

⑥被災地応援コーナー（東6ホール内　小間番号6-18-06）
  H.C.R.2011、2012に引き続き、東日本大震災で特に被害の大きかった東北3
県（岩手県、宮城県、福島県）のセルプ（障害者授産施設）の製品を販売するコー
ナーを設けました。
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時間 会場No. 開催内容

11:30
２-A （株）ナノオプトニクス・エナジー

テーマ： 新型車いすの開発企業による介護支援の役割とは？

2-B （株）アクセスインターナショナル
テーマ： 高齢者の床ずれ予防と自立支援のためのシーティング

13:30

2-A （株）日本テレソフト
テーマ： BluetoothキーボードRiVOについて

2-B LEVO AG（Switzerland）
テーマ： 立ち上がる車いすスタンディング車いすの効果と活用

2-C ピーエス（株）
テーマ： インフルエンザ０を目指して～施設の適切な加湿方法～

2-D Alu Rehab AS(Norway)
テーマ： コンフォート車いす利用者のためのシーティングシステム

15:30

2-A Sunrise Medical Home Health Care Group（U.S.A.）
テーマ： 電動車いす特殊コントロール・電動ポジショニング入門

2-B （株）シルバー産業新聞社
テーマ： 軽度者の介護保険給付外しと福祉用具

2-C ちゅうごく地域福祉機器関連産業クラスター
テーマ： 転倒予防対策としての転倒予防くつ下の効果の報告

2-D ヤマハ発動機（株）
テーマ： 新開発の電動アシストユニット「JWX-2」のご紹介

9月18日（水）

時間 会場No. 開催内容

11:30
2-A （株）アクセスインターナショナル

テーマ： 障害児・者の二次障害防止のためのシーティング

2-B 日本セイフティー（株）
テーマ： 自動ラップ式トイレラップポンの新製品発表会

13:30

2-A Sunrise Medical Technologias S.A. de C.V.（Mexico)
テーマ： 日本人のための、革新的なコンフォート車いすの発表

2-B Alu Rehab AS（Norway)
テーマ： 日本人のための、革新的なコンフォート車いすの発表

2-C 羽立工業（株）
テーマ： いつまでも自分の足で歩こう！ 最新ロコモ対策！

15:30

2-A Sunrise Medical Ltd.（U.K.)
テーマ： 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

2-B （株）エヴァ
テーマ： 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

2-C パラマウントベッド（株）
テーマ： 医療・介護ベッドの事故とその対策について

2-D ティーアンドケー（株）
テーマ： 口腔乾燥の疑似体験、ならびに口腔ケア体験

9月19日（木）

時間 会場No. 開催内容

11:30

2-A Altimate Medical, Inc.（U.S.A.）
テーマ： スタンディングの効果とイージースタンドの活用方法

2-B 横浜ゴム（株）
テーマ： 車いすシーティング講習会

2-C ペルモビール（株）
テーマ： ペルモビール　第3回技術セミナー

2-D アイ・レーベル
テーマ： 介護者の負坦を無くす、自力自立の移乗・移動の歩行器

13:30

2-A 一般社団法人 日本ガス石油機器工業会
テーマ： ガス・石油機器の安全な使用方法とUD対応製品の紹介

2-B （株）NBCメッシュテック
テーマ： 老人ホームでノロウイルスを拡散させないために！

2-C 一般社団法人 日本リハビリテーション工学協会
テーマ： 福祉機器コンテスト2013表彰式

2-D TOTO（株）
テーマ： 高齢者施設 水まわりセミナー

15:30

2-A 国立大学法人 信州大学
テーマ： 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

2-B 一般社団法人 日本作業療法士協会
テーマ： ひとは作業をすることで元気になれる！

2-C （株）ウォンツ
テーマ： 失声後も「あの声、あの口調」で！「ボイスタ―」概要

2-D ちゅうごく地域福祉機器関連産業クラスター 
テーマ： 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

9月20日（金）

9月18日（水）
会場 時間 開催内容

1-A会場
（東2）

11:30〜 12:30 一般社団法人 日本福祉用具供給協会
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～

13:30〜 14:30 長崎県
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

15:30〜 16:30 （株）福祉新聞社
テーマ： 築30年施設、改修か建替えか？ 法人の選択

1-B会場
（東3）

11:30〜 12:30 一般社団法人 全国福祉用具専門相談員協会
テーマ： 福祉用具専門相談員の研修ポイント制度がスタ―ト!!

13:30〜 14:30 ティーアンドケー（株）
テーマ： キレイにするケア・食べるための口になるケア

15:30〜 16:30 テルモ（株）
テーマ： 手軽にできる！ 介護現場のにおい対策・転倒予防策

 1-C会場
（東5）

11:30〜 12:30 名古屋工業大学
テーマ： 動力なしでシンプル！ 歩行アシストが身近になります

13:30〜 14:30 一般社団法人 日本リハビリテーション工学協会
テーマ： 難病患者の社会参加と支援技術

15:30〜 16:30 TOTO（株）
テーマ： 『ベッドサイド水洗トイレ』開発の取り組み

9月19日（木）
会場 時間 開催内容

1-A会場
（東2）

11:30〜 12:30 （株）タマツ
テーマ： 玄関上がり框の昇降と床からの立ち上がり

13:30〜 14:30 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
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

15:30〜 16:30 公益財団法人 テクノエイド協会
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

1-B会場
（東3）

11:30〜 12:30 （株）光洋
テーマ： よりよい排泄ケアを目指して。

13:30〜 14:30 アクション ジャパン（株）
テーマ： 床ずれ防止の基礎知識と用具の適切な選び方・使い方

15:30〜 16:30 （株）ナレッジデザイン
テーマ： 人に寄り添う優しさが介護用品をより良く進化させる。

 1-C会場
（東5）

11:30〜 12:30 東海ゴム工業（株）
テーマ： SRセンサ応用福祉機器による新しい介護の提案

13:30〜 14:30 日本福祉用具･生活支援用具協会（JASPA）
テーマ： 福祉用具に潜む危険（移動編）安全安心な利用のために

15:30〜 16:30 （株）メトス
テーマ： 浴室プランでケアが変わる―業態別浴室設備の最適化―

会場 時間 開催内容

1-A会場
（東2）

11:30〜 12:30 エレクター（株）
テーマ： 施設内の2次感染を防ぐまったく新しい仕組み

13:30〜 14:30 タケモトデンキ（株）
離床転倒事故を防げ!! 次世代型介護機器のご提案

15:30〜 16:30 仙台フィンランド健康福祉センター研究開発館
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

1-B会場
（東3）

11:30〜 12:30 （株）ヤマシタコーポレーション
テーマ： 多職種の視点から見た在宅生活への福祉用具導入

13:30〜 14:30 福祉技術研究所（株）
テーマ： 車いすでのファッションコーディネート＆着物着付け

15:30〜 16:30 羽立工業（株）
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）

 1-C会場
（東5）

11:30〜 12:30 パシフィックサプライ（株）
テーマ： 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

13:30〜 14:30 （有）でく工房
テーマ： 目的別シーティング―子どもからお年寄りまで

15:30〜 16:30 （株）富士データシステム
テーマ： 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

9月20日（金）

	 9	 出展社プレゼンテーション

（1）	出展社プレゼンテーションⅠ
● 会場：ガレリア東2ホール、東3ホール、東5ホール

（2）	出展社プレゼンテーションⅡ
● 会場：東展示ホール2階会議室




