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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
【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 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〕
【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 本紙にて出展企業名をご紹介いたします！
【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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H.C.R.2014 出展社プレゼンテーションのお知らせ
H.C.R.2014 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 1 日（水）
》
時間

詳細

１－A 会場（東２ホール）

一般社団法人 全国福祉用具
専門相談員協会
11:30
福祉用具サービス計画作成
テーマ
ガイドライン普及啓発シン
ポジウム
質の確保が課題の福祉用具
サービス計画。本会は、平成
25 年度に厚生労働省の助成
を受け、計画作成のガイドラ
内容
インを開発しました。本企画
は、この趣旨や具体的内容を
理解してもらうための企画
です。
12:30 主 な 参 加 福祉用具専門相談員、ケアマ
対象
ネージャー、メーカー
仙台フィンランド健康福祉
出展社名
センター研究開発館
高齢者の自立生活をサポー
テーマ
トする製品・サービス
13:30
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
内容
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 介護・福祉施設経営者、介護
対象
従事者、福祉機器利用者
一般社団法人 日本作業療法
出展社名
士協会
認知症の人の心と体、そして
テーマ
ご家族を支える作業療法
出展社名

～
～

15:30

～

世界的な問題となっている
認知症。その取り組みについ
て「病気」
「環境」
「生活史」
内容
の側面で整理し、認知症の
人、ご家族に対する作業療法
（生活支援）の視点を解説し
ます。
16:30 主 な 参 加 一般の方、医療・介護従事者
対象

１－B 会場（東３ホール）

(株)ビーシステム

１－C 会場（東５ホール）

㈱アクセスインターナショナル

-書く・読む・伝える-あなたの 高齢者の床ずれ予防と自立支
ケア記録に付加価値を
援のためのシーティング
ケア記録オプション「ファー
ストケア・ポータブル」は、
介護業務改善に繋がる有効な
ツールの一つです。導入によ
り介護施設における業務がど
のように変化するか、導入事
例も踏まえご紹介します。

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。

通所系サービス事業者、施設
系サービス事業者

高齢者・介護関係者、医療・リハビリ関
係者、高齢者・障害者本人及び家族

（有）でく工房
笑顔を引き出すシーティング
－ 子どもからお年寄りまで
快適に坐ることができる用具
を提供するには、日常の介助
や介護に携わる方々との協働
が不可欠です。その実際のプ
ロセスを紹介し、利用者の笑
顔を引きだすコツをお伝えし
ます。
福祉用具利用者及び家族、介護・リ
ハビリ従事者、福祉用具供給事業者

一般社団法人 日本福祉用具
供給協会
施設における福祉用具の活用
について
リハ専門職や介護職と福祉用
具専門相談員が連携して、施
設利用者に対して、自立支
援・在宅復帰に役立つ最適な
福祉用具をレンタルとして活
用するという先駆的な取り組
みについて鼎談を行います。
一般の方、福祉施設職員、福
祉用具専門相談員

アビリティーズ・ケアネット
ダブル技研（株）
（株）
なぜ病院にリフトが必要なの タブレット型専用コミュニケ
か、 佐久総合病院の事例
ーション機器・感染症・衛生
対策のおすすめ
長野県佐久総合病院におけ ・軽量で便利な新しいタブレ
る、リフト導入の経緯、導入 ット型コミュニケーション機
後の事例紹介をします。腰痛 器を複数紹介
防止だけでなく「患者の退院 ・生活環境を安心・清潔に保
後の在宅療養生活の支援」ま つ新しい除菌消臭剤「ダブリ
でを視野に入れ、リフトの導 ンス」
。感染者ゼロを実現した
入に取り組んでいます。
手法等を紹介
介護従事者、理学療法士、作 福祉機器利用者及び支援者、介護従
事者、理学療法士、作業療法士
業療法士、看護師
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《10 月 2 日（木）
》
時間

11:30

詳細

１－A 会場（東２ホール）

～

（株）光洋

テーマ

より良い排泄ケアをめざし 腰痛予防！ニーパロを使った みんなで実践しよう！効果的
て
「膝あて介助移乗」の実演
な口腔ケア

内容

モレのない「大人用紙おむ 腰への負担が大きいベッドか 専門職のみならず、様々な職
つ」のあて方や、あて方のポ ら車いすへの前方移乗。膝あ 種の方や在宅生活で口腔ケア
てパッドがあるニーパロは、 にお困りの方へ誰でも簡単
イントをご紹介します。
腰への負担がない後方介助移 に、かつ効果的な口腔ケアの
乗を可能にしました。自立移 重要性について、口腔ケアの
乗も含め考案者松尾先生より 基本と共に言語聴覚士がお伝
え致します。
理論と実践を紹介します。

～
15:30

～
16:30

ティーアンドケー（株）

介護従事者、一般の方

介護従事者（ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ、PT、 介護従事者、医療従事者
OT の方）
、福祉機器利用者、
居宅介護支援事業所、福祉用
具貸与事業所

出展社名

松本ナース産業（株）

（株）レゾナ

テーマ

歯科医が認めたこれぞ介護 R4 システムの有効活用
版お茶由来の洗口液の到来

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
液の誰でもができる使用方
法、効果、役割を紹介します。

主な参加
対象

14:30

（株）プラッツ

１－C 会場（東５ホール）

出展社名

12:30

13:30

１－B 会場（東３ホール）

ICF ステージングを活用した
新全老健版ケアマネジメント
方式 R4 システムを導入し、施
設内の多職種協働によるケア
の質を向上させるためにはど
うするべきか。

公益社団法人 日本理学療法
士協会
介護予防で元気を呼ぼう！介
護予防運動の考え方・作り方
介護予防事業における、運動
器機能向上トレーニングのつ
くり方とその運動方法を、理
学療法士の視点からお伝えし
ます。

どなたでも、ご参加いただけ 介護老人保健施設職員、Ｒ４ 行政関係者、福祉施設関係者、
主な参加
ます。
システムの導入を検討されて 介護従事者
対象
いる福祉施設の職員
出展社名

フランスベッド（株）

テーマ

医療・介護ベットの事故とそ 24 時間姿勢管理の提案～生活 ケアプラン見直しに必要な評
の対策について
改善を目的として～
価表とモニタリングシート

内容

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致しま
す。また、当協議会にて作成
した注意換起動画をご紹介
させていただきます。

パシフィックサプライ（株）

臥位姿勢・移乗・座位姿勢な
ど日常生活の一場面を切り取
って評価・改善をしていませ
んか？実は様々な姿勢が繋が
りあって影響しあっているの
です。現状の問題をまずは一
緒に考えてみましょう。

（株）ヤマシタコーポレーション

国はケアプラン見直しのため
に必要な「評価表」の活用手
引を作成しました。適切なプ
ラン見直しを「見える化」す
るため、この「評価表」と福
祉用具モニタリングシートの
活用を解説します。

介護ベッド利用者、福祉用具 理学療法士、作業療法士、介 介護支援専門員、福祉用具貸
主な参加
貸与事業者、ケアマネージャ 護従事者、医療従事者
与事業者、介護従事者
対象
ー
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《10 月 3 日（金）
》
時間

詳細

１－A 会場（東２）

出展社名

（株）リブドゥコーポレーション

テーマ

小児から青年期における紙 3 年、5 年先を見据えた入浴機
おむつ使用の実態について 器の選び方

11:30

～

内容

今年 3 月実施のアンケート
調査より、乳幼児から紙おむ
つを使い続けている人々の
悩みや困りごとの実態が浮
かび上がってきました。紙お
むつ選びや使い方のヒン
ト・情報をご紹介します。

１－B 会場（東３）
（株）メトス

利用者にとって良い入浴と
は？介護スタッフにとって楽
な入浴とは？経営者にとって
メリットのある浴槽選定と浴
槽配置とは？

１－C 会場（東５）
一般社団法人 日本リハビリテ
ーション工学協会
福祉機器の公的支給制度の正
しい理解と効果的利用のすす
め
福祉機器等をいかに入手する
か、費用がいくらかかるかは
障害者等の自立には重要な課
題となる。それには福祉機器
等に係る公的支給制度の正し
い理解とその効果的な活用が
何より重要となる。

12:30

～

一般の方、介護従事者、医療 福祉施設経営者、設計事務所、 行政職員、ケアマネージャー、
従事者
福祉系コンサルタント
OT・PT 等の中間ユーザー、
主な参加
福祉用具販売店、レンタル業
対象
者、メーカー等、関心のある
方すべて
日本福祉用具･生活支援用具
出展社名 ピーエス（株）
タケモトデンキ（株）
協会（JASPA）
インフルエンザ 0 を目指し 福祉用具に潜む危機（移動機 介護現場でのさりげない見守
て～福祉施設の適切な加湿 器編）気をつけたいポイント りでヒヤリハット減へ！！
テーマ
方法～
13:30
家庭用加湿器を何台も使っ 福祉用具を利用するとき、ど 福祉施設・在宅での見守り介
ているにも関わらず、効果が んな危険が潜んでいるのか、 護環境改善へ・・・対象者に
あまりないという例が多く 初心者に方にも解りやすく解 意識させない非接触超音波セ
あります。日本初の加湿器メ 説します。今回は、杖、シル ンサーで動きを検知！コンセ
内容
ーカーとしての５０年以上 バーカー、手動車いす、電動 ントにさすだけで離床徘徊通
の経験から、福祉施設の適切 車いす 4 品目の気をつけたい 知専用機が簡単設置！次世代
型介護機器 Care 愛！
な加湿方法について解説し ポイントをお話しします。
ます。
14:30

15:30

～
16:30

福祉施設経営者、介護従事 福祉用具利用者・家族、介護 福祉施設関係者、ケアマネー
主な参加
者、建築設計者
従事者・ケアマネージャー、 ジャー、福祉用具販売関係者
対象
福祉用具専門相談員
(株)福祉新聞社

出展社名

（株）ミキ

テーマ

脳性麻痺専用車椅子の特徴 抱え上げないケアの環境づく 簡単・効果期待！自立体力ト
と指導法(ABS)
り
レーニング＆体力評価（実践）

内容

小児用車椅子は、脊損対麻痺
用車椅子の小型版が主流で、
脳性麻痺の姿勢や運動特性
を考慮されたものではあり
ませんでした。ABS 脳性麻
痺専用設計の車椅子の特徴
と導入方法について紹介し
ます。

厚労省が 19 年ぶりに改訂し
た腰痛予防対策指針の徹底を
はかるには、リフトなどの活
用が不可欠。本セミナーでは
福祉機器を活用してケアの質
の向上に取り組む実践例を紹
介。

介護従事者、福祉機器利用者 福祉施設役職員
主な参加 及びその家族、医療関係者
対象
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羽立工業(株)

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！日々の現場で
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 中野
美恵子教授
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、健康づくり事業
担当者

◇出展社プレゼンテーション２（２Ｆ）
《10 月 1 日（水）
》
時間

会場

２－B

出展社名

テーマ

内容

(株）クリエ
・ココ

クラウド型で洗
練された『ゆめさ
きな介護記録』シ
ステム

介護施設職員の声を反映した新しい介護記録サービ
ス！洗練された機能に特化したことにより、使いやすさ
を重視。介護現場で即記録。簡単、そしてお手軽な価
格で介護記録を作ることができます。

あなたの個性を
引き立てるマグ
ネシウム合金杖
のご紹介
在宅での装具の
適合評価と社会
保障など制度の
活用
【ケアマネさん
向け】カイポケの
業務改善事例を
ご紹介
高齢者に特化し
たリハビリテー
ション用の遊具
の紹介

株式会社マクルウから、スタンダードな形とさりげ
なくオシャレなデザインがあなたの個性を引き立
てるマグネシウム合金杖のご紹介します。是非
お手に取ってご覧ください。

福祉機器利用者

医療機関から在宅に戻られた装具装着者には身体状
況や生活環境の変化から装具適合の再評価が必要で
す。社会保障の活用方法や安全のためのチェックポイ
ントなどを CSW と義肢装具士が提案します。

装具をご利用の方

11:30
～

２－Ｃ

12:30

２－Ｄ

２－Ａ

川村義肢（株）

（株）エス・
エム・エス

２－Ｂ

吉備の国クラ
スター協議会

２－Ｃ

Sunrise
Medical
Technologias
S.A. de C.V.

車いすのシーテ
ィングの３要
素：姿勢・機能
性・皮膚の保護

（有）ハッピー
おがわ

今話題の呼応反
発で新しい褥瘡
ケアを…

13:30
～
14:30

公益財団法人
静岡県産業
振興財団

２－Ｄ

２－Ａ

２－Ｂ
15:30

TOTO（株）

ABS（アクティ
ブバランスシー
（株）特殊衣料
ティング）骨盤サ
ポート

～
16:30

２－Ｃ

２－Ｄ

ベッドサイド水
洗トイレのメリ
ットと最新導入
事例紹介

ファイン（株）

国立大学法人
信州大学

アセスメントやケアプラン、提供票などの作成や国保
連への請求など作業に追われてしまってお困りだとよ
く伺います。カイポケのデジタル機器を使った業務改
善を実際の例をもとにご紹介します。

座ったままでも片手でも利用でき様々なリハビリ
テーションにご使用頂ける遊具類をご紹介しま
す。実際に遊んで頂きながら、商品の狙いを説
明いたします。
車いす用クッションのための技術は、年々市場
に登場する新しい製品とともに進化してきてい
る。ここでは、よい姿勢保持と、確かな皮膚保護
と、さらに充実した機能を併せ持つデザインに注
目します。
高反発マットレス「ハッピーそよかぜ」１０年の歩
み／代表 小川吉房
高反発を利用することでポジショニングが簡単
に！つくらないケア、治すコツ。実際に体感して
みましょう！／橋本富士男
2013 年に発売したベッドサイド水洗トイレは、既
に多数の在宅介護や福祉施設の現場に採用頂
いています。その導入事例と当商品の開発背
景・特徴・メリットを詳しくご紹介します。
標準型車椅子は使用者の姿勢保持や運動への配慮
が十分になされていませんでした。ABS 骨盤サポート
は車椅子に取り付けることによって座りを飛躍的に向
上させます。特徴と活用法を紹介します。

誤嚥性肺炎は人
災？！見逃せな
い口腔ケアの裏
ワザ！！

嚥下障害が与えるあらゆる悪影響は、口腔ケア
によって改善、機能向上に繋がります。肺炎の
減少、認知症の遅延、口臭激減等、生命の維
持・増進に直結します。実践的悩み解決法を中
心にお話しします。

〝着る〟福祉ロ
ボット「ｃｕｒａ
ｒａ(TM)」の開
発と展望

「ｃｕｒａｒａ(TM)」は着るような感覚で身に着けられ
る行動アシストロボットです。開発の経緯及び状
況から今後の展開について説明し、実際に装着
をしてデモンストレーションを行います。
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主な参加対象
介護従事者
医療従事者
介護系事業全般
福祉機器販売代理店
一般の方

介護従事者
医療従事者
居宅介護支援事業所
ケアマネジャー

高齢者等

ケアマネジャー

PT・OT
介護従事者
高齢者施設関係者
介護関係者
建築・設計関係者
介護従事者
福祉機器利用者
介護関係者
医療従事者
歯科従事者
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）

《10 月 2 日（木）
》
時間

会場

２－Ａ

出展社名

テーマ

内容

主な参加対象

作業後、乾燥してからも 24 時間以上除菌し続
けるバリア型除菌剤！細菌・ウィルス・カビ・苔
類まで対応で、腐食・脱色も無く、素材を気に
せず使用可能！強力で優しく持続性もある特
許技術とは？

各病院・施設等の感
染対策委員

（株）エヴァ

対処→予防へ！オ
ールラウンドで安
全なバリア型除菌
剤

２－Ｂ

（株）アクセスイン
ターナショナル

12:30

２－Ａ

アイリスチトセ
（株）

ムラテック
システム（株）

福祉施設経営者
および運営者

Z-WAVE という新しい無線技術を使った
スマートウェルネスホームや施設内等のト
イレ事故防止システムなど、安定・安心・安
全に関する多様な用途開発事例をご紹介
します。
超軽量車いす利用者のための最適な背も
たれを考えます。カーボン製背もたれの
効用と、使い心地についてご紹介します。
紙オムツにおいて最も質問の多いモレに
ついて、なぜモレるのか、どうすればモレ
ないのかをマネキンによる排尿実験を交
えて説明します。お困りの点をお聞きし、
解決方法をご提案いたします。

福祉機器利用者・販売
関係者

介護・医療の現場で手軽に導入できるニ
オイ対策や高齢者の転倒予防、口腔ケア
について事例紹介を交えながら関連商品
をご紹介致します。

介護従事者
一般(介護中の
方)
介護従事者

スマートウェルネ
スホームやトイレ
事故防止への無線
技術

Sunrise Medical 車いす背もたれの
ための新素材：
Ltd.
(U.K.)
カーボン

２－Ｃ

紙オムツ使用時の
モレのメカニズム
を知る。

２－Ｄ

カミ商事（株）

び家族

高齢者住宅・施設に適した家具の選び方
90% 稼働を生み
を弊社新商品を通じてご提案致します。ま
だす人気施設の 5
た、2015 年の介護保険法の改正を前に
つのポイントと家
施設の高稼働率を実現するポイントを事
具選定
例を踏まえてご説明致します。

２－Ｂ

～
14:30

障害児・者の二次 ていませんか？姿勢と重力の関係を知り、
障害防止のための シーティングによる姿勢保持を適切に行う 医療・リハビリ関係者
ことで二次障害を防止し、残存機能を最大 身体障害者本人及
シーティング
限に発揮することが可能です。

２－Ｃ

13:30

行政等

変形等の二次障害は避けられないと諦め 障害児（者）関係者

11:30
～

福祉機器取扱者

テルモ（株）

手軽にできる介護
中のニオイ対策＆
転倒予防＆口腔ケ
ア

tree 絵本
プロジェクト

認知症情動検査と が抑制できることが解ってきました。情動
認知機能改善に向 機能を数値で判定できる新しい認知症検
査のご紹介と、認知機能の改善に向けた
けた取り組み

高齢者住宅、福祉
施設開所予定者

介護従事者

福祉施設関係者
建築・設計者

介護従事者
在宅介護者
福祉機器販売者

情動を刺激することで認知症の問題行動 認知症関係介護従事者

２－Ａ

15:30

２－Ｂ

長崎県

呼吸弱者の自発呼
吸を楽にする器具
の開発について

～
16:30
２－Ｃ

２－Ｄ

エレクター（株）

TOTO（株）

施設内の 2 次感染
を防ぐまったく新
しい仕組み

高齢者施設の水ま
わりに最適な、お
すすめ新商品紹介

取り組みをご紹介します。
呼吸機能の低下には理由があります 。
県の支援を受け、産学連携で開発した呼
吸機能サポート・改善器具ＳＵＳ（スース）
を用いた、口腔筋のトレーニングと呼吸機
能改善のメカニズムを紹介します。
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。

地域包括支援センター
関係者
在宅介護支援センター
関係者
介護従事者、高齢者施
設従事者介護事業者

医師、歯科医
救急救命関係者

介護施設経営者

介護施設従事者

高齢者施設の浴室・トイレ用の最新設備 高齢者施設関係
機器の特徴や使い方を詳しくご紹介しま 者
建築・設計関係者
す。
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《10 月 3 日（金）
》
時間 会場
出展社名
２－Ａ

11:30

２－B

テーマ

公益財団法人
静岡県産業
振興財団

不器用な子どもたち
の発達を促す Q シ
リーズの使い方

（株）日本
テレソフト

視覚障害者用“スマ
ホカード”の提案

～
12:30

２－Ｃ

２－Ｄ

２－Ａ

（株）日本ケア
訪問看護 ST 業務効
コミュニケーショ 率化！iPad 対応の
ンズ
業務支援システム

内容
不器用さがある子どもや大人の方の，学習や生
活を支援する Q シリーズを紹介する。各製品
は、発達段階や障がい特性を見据えて開発さ
れており、適切に使用することで、各発達を促
す機能がある。
２次元コードやＩＣチップ入りのカードに文字情
報を入れ、スマホでその内容を文字化するとと
もに音声で出力する。目の不自由な人が音声
により簡易に情報を入手でき、建物等のガイド
に活用できる。
iPad 対応！新規開設ステーションで導入率急
上昇中！介護・医療保険請求対応の「ASP 型
訪問看護ステーション業務支援サービスココナ
ース」のご紹介。訪問先からのタイムリーな記録
で業務効率 UP!

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

電動車いすの屋外活 動も可能にし、なおかつ、多くの機能を備え持
つ、そんな電動車いすのための新しいデザイ
動における操縦性

（株）NBC
メッシュテック

高齢者福祉施設にお 新規ウイルス対策技術「Cufitec 技術」を活用し
けるノロウイルス対 たノロウイルス対策製品（マスク、カウンタークロ
ス、拭き取りシート等）をご紹介いたします。(仮)
策のご提案（仮）

（株）メトス

高齢者の行動から考 ADL のばらつき、重度化にも対応する住環境
える共同居住として の押さえ所とは？また、10 年後の利用者像を
ふまえ、二拍子の生活を変える共同居住の住
の住環境とは？

２－Ｂ

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 福祉機器コンテスト 2014 選考会で選考された
優秀な作品を表彰しその栄誉を称える。
2014 表彰式
ガスコンロや石油ストーブによる事故原因の多

２－Ｄ

２－Ａ

15:30

２－Ｂ

一般社団法人 ガス・石油燃焼機器 くは消費者のうっかりミスによるもの。特にご高
日本ガス石油機 の安心、安全な使い 齢の方は注意が必要です。最近の事故事例な
どを交え、正しく安全な使いかたについて解説
器工業会
方

（株）シルバー
産業新聞社

SFA Japan
（株）

試される福祉用具の
実力（自立支援と介
護負担軽減）
ポータブルトイレは
もう古い！カンタン
取付水洗トイレ

～
16:30

２－Ｃ

２－Ｄ

（株）７６６

（株）アシスト

福祉用具利用者とそ
の家族
介護従事者

全ての人
訪問看護ステーションス
タッフ（介護サービス事
業者）

ケアマネジャー
看護師、医師

全ての人

ンを探求します。

環境とは？

～
14:30

特別支援学校教員

コンパクトなデザインを維持しつつ、長距離移

老人ホーム等の高齢者の住まいにおいて、

13:30

主な参加対象

海外の高齢者向け車
いすとシーティング
の動向
骨盤部に隙間ができ
ず胸が自然に上がる
不思議な座布のご紹
介

します。
福祉用具サービス計画作成により、ますます注
目される自立支援や介護負担軽減の効果。将
来を見据えて、国でもロボット介護機器の介護
保険制度適用 の検討に入っています。制度改
正とともに、解説します。
フランス発、56 年の歴史がある SFA の排水粉
砕圧送ポンプを使えば、今までトイレがなかっ
た場所にも、普通の水洗トイレがカンタンに設
置できます！もうポータブルトイレで我慢しない
で OK！
・サンライズ・メディカルの PT 又は、スタッフを
お招きして海外での高齢者が使用する車いす
の動向やお客様に合ったセッティングが出来る
車いすの紹介。
・高齢者向け車いすレンタルのご案内。
新しいシーティング理論「キャスパーアプロー
チ」により、「頭が下がる」「座圧が集中する」「前
ずれが止まらない」などの高齢者シーティング
の問題を改善することを目指して開発した座布
を紹介します。
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介護従事者（施設長、
事務局長、看護師、介
護士等）
医療従事者
福祉関係商社・卸、福
祉用具販売店・ﾚﾝﾀﾙ店
福祉施設経営者
設計事務所
PT、OT
コンテスト受賞者
協賛企業関係者
リハ工学協会関係者
自由参加
一般消費者
介 護従事 者（ ペ ル パ
ー、ケアマネジャー）
介護を学ぶ学生の方
福祉機器使用者、家族
福祉機器メーカー
その他

介護従事者
福祉機器利用者
介護施設オーナー

高齢者施設の方
レンタル会社
車いす利用者

介護従事者
福祉機器販売
理学療法士、
作業療法士

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」
。H.C.R.2014 の
出展企業をご紹介します。
＜出展予定企業・団体＞
㈱アイセック・ジャパン、RT ワークス㈱、㈱今仙技術研究所、㈱エイビス、㈱オリィ研究所、
CYBERDYNE㈱、(独)産業技術総合研究所、㈱CQ‐S ネット、㈱スーパーリージョナル、TOTO㈱、
富士機械製造㈱、㈱レイトロン
※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.2014 新製品の紹介／福祉機器ガイドブックより
㈱アシスト
キャスパー ZAFU【移動機器】
価格：S サイズ 36,000 円、M サイズ 37,000 円
～高齢者のシーティング、今話題の新方式、新体感クッションです～
新しいシーティング理論により「頭が上がる」
「座圧分散」
「前ずれが止まる」などの高齢者のシーティングの問題
を改善することを目指して開発されました。
普通型の車いす「押し手パイプ」に吊り下げて装着する新発想（特許出願中）のキャスパー ZAFU（座布）です。
アトラス ark㈱
aqua シリーズ iQ（動作補助手すり） 【建築・住宅設備】
価格：お問い合わせください
～デザインと手触りを追求した半卵型ブラケットの動作補助手すり～
フランス人によるデザインと京都の品質を融合させたアトラス ark の新型手すり aqua シリーズ iQ。
手すりの基本
性能にデザイン、手触り、クオリティへのこだわりを高次元で実現しました。製造・組立は日本の古都、京都。ブ
ラケットのツートンカラーの選択も可能にし、選ぶ楽しみをプラスしました。より空間に合う新型手すり iQ をお
選び下さい。
アビリティーズ・ケアネット㈱

スタンディングマシーン イージーアップ 【移動機器】
価格：380,000 円（非課税）
～トイレなど、狭い場所での移乗をサポートに便利な「リフト」～
ご利用者は機器ベース部に足を載せたままの姿勢で、膝を支点に臀部を電動リフトが持ち上げます。足で体重を支
えた状態ですので、安定した移乗動作のほか、立たせた状態での処置にも活用できます。狭い場所、特にトイレ介
助のサポートに活躍します。低床ベッドにも使用可能なベース高 6cm です。スリングシートは別売りです。
㈱アメディア
ワイヤレス通信整音器「ボイスダイレクト」 【コミュニケーション機器】
価格：35,000 円
～テレビの音を離れた場所で聞けます～
テレビの音声出力を送信機のワイヤレスマイクロフォンに接続して、整音器で受信して離れた場所で聞くことがで
きます。送信機はマイクも搭載していますので、講演会などでも使用できます。また、整音器は集音器として単体
で利用することもできます。いろいろなシーンで活用いただけます。
㈱伊吹電子
音声拡聴器「ｉ あい」 【コミュニケーション機器】
価格：お問い合わせください
～骨伝導対応型・オシャレでコンパクトな難聴用補助具～
小型でオシャレなスタイル。加齢とともに鼓膜の機能が低下し聴き取り難い方に、骨を通して聴き取る骨伝導にも
対応している商品で一層鮮明に聴き取れる。マイク・ボリュームはイヤホン部分に取り付けコスレ音などを解消、
電池交換なしの充電式で便利で経済的設計。
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LLP アトムプロジェクト パワーアシストハンド「夢をつかむ」
【リハビリ・介護予防機器】 価格：321,840 円～
～不自由になってしまったあなたの手を安全にアシスト～
手指関節の外転・伸展運動をアシストするリハビリ補助機器です。脳の障害や骨折などからの動作回復・筋力回復
リハビリを補助します。ベローズ（空気袋）機構を採用し、安心・安全なリハビリを補助します。施設でのリハビ
リにプラスしての利用も想定されます（担当医等にご相談ください）
。本年 6 月に発売した新製品です。
㈱大沢商会
ISUN おしゃれステッキ 【移動機器】
価格：未定
～外出が楽しくなる「おしゃれステッキ」～
手に優しい、柔らかな EVA 素材をグリップに使用。スリムネックとの併用で女性向けにホールド感が良く、長時
間利用しても疲れにくいステッキです。ポールのデザインも斬新でプリントだけではなく、彫刻仕様もあり「おし
ゃれな外出」を演出します。
㈱オフィス・ラボ
ラクタッチチェア LT-141BR【福祉施設・住宅環境設備・用品】
価格：22,680 円
～立ち上がりを補助する「楽立っち肘」～
立ち上がりを補助する「楽立っち肘」がポイント。抗菌・耐アルコール張り地。杖ホルダー「つえポン S」付属。
脚裏フェルト付属。どちらも両面テープでの後付。3 脚まで積み重ね可能。
キヨタ㈱
ヘッドガード フィット 【衣類・着脱衣補助用品】
価格：17,000 円（非課税）
～サイズ調節が自由、軽量で通気性にすぐれ丸洗いができます～
転倒時による衝撃から頭部を保護します。頭頂部と後頭部で自由にサイズ調節ができます。内側は伸縮性がありフ
ィット感が抜群です。内部は 2 層構造で衝撃吸収力を高めています。軽量で通気性にもすぐれそのまま丸洗いでき
ます。蒸れにくく屋外でも室内でも入浴時でもかぶれます。保護範囲は前頭部、側頭部、後頭部、頭頂部です。
㈱ケープ
キュブレナクッション【移動機器】
価格：42,984 円
～エアセルとウレタンキューブを組み合わせた高機能クッション～
●オリジナル構造のバルブが自動で調圧
●新構造のエアセルが抜群の体圧分散性能を発揮。
●高硬度ウレ
タンベースが座位姿勢をアシスト
●前側と後側で異なるウレタンフォームを採用することで前ずれを防止
●左右に独立したエアセルが身体の横方向の安定にも配慮
㈱総合サービス
トイレ処理袋 ワンズケア【日常生活支援用品】
価格：3,900 円（30 枚入）
～ポータブルのバケツに最適サイズで吸収量ＵＰ～
ポータブルトイレの受けバケツに被せる排泄物処理袋。サニタクリーンワンズケアよりシートの吸収量がアップし
て、約 1.2 リットルの尿を吸収・凝固。さらに袋の大きさもバケツにピッタリサイズ。袋の色も中の汚物が見えに
くい黄色へ。これで毎日のバケツ洗浄作業がなくなり、大変便利です。是非、お試しください。
ワイヤレスケアコールシステム「ココヘルパ N」
【コミュニケーション機器】
価格：お問い合わせください
～ケア対応記録も残せる最先端のケアコールシステムです～
[無線式で設置や増設が簡単] 古くなったナースコールの入れ替えにも最適です
[スタッフが効率的に動ける] どこにいても利用者様の呼出や離床等がわかるだけでなく、
『誰が対応中か』が他の
スタッフにすぐに伝わります。
[対応内容が簡単に残せる] 対応内容がスタンプで簡単に残せ、面倒な作業を軽減することができます
ジーコム㈱

昭和貿易㈱
EXELLE 【移動機器】
価格：300,000 円～（非課税）
～イタリアの車いすメーカー PROGEO 満を持して登場！～
世界の自転車メーカーのなかでも最新のテクノロジーを誇るイタリアが、その技術を車いすに集結。軽量な折りた
たみフレームでありながら剛性を高め、抜群の転がりを再現。パーツも 100％ Made in Italy にこだわり、精度の
高い仕上がりに。スイングアウェイフットサポートの選択も可能です。
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住友理工㈱（東海ゴム工業㈱）
SR ソフトビジョン（無線版） 【移動機器】
価格：375,840 円
～スマートフォン・タブレットで体圧分布をらくらく計測～
「SR ソフトビジョン（無線版）
」は、
「SR ソフトビジョン（数値版）
」と「無線化キット」のセット商品です。
無線での接続、お手持ちのスマートフォン・タブレットで簡単に計測ができます。データは、パソコン版ソフト
（Windows）と共通形式。計測はスマホ、データ解析はパソコンと、シーンに応じて使い分け可能です。
大商産業㈱
電動ベッド用 畳マットレス【ベッド用品】
オープン価格
～電動ベッドの動きにフィットした畳マットレス～
40mm 厚の畳を 4 枚仕様にして、電動ベッドの動きに合わせてフレキシブルに動くマットレス。い草の香りがリラ
ックス効果を生みます。
※当社の電動ベッドのみ対応となっています。
ダイハツ工業㈱

タントウェルカムシート（昇降シート車） 【移動機器】
価格：1,556,000 円～1,813,000 円
（非課税）
～ミラクルオープンドアが、お出かけをもっと身近に～
ミラクルオープンドアが実現する大開口で乗り降り快適、介助もラクラク。ゆとりの頭上スペースと足元空間を実
現しました。より上質でスタイリッシュなカスタムグレードもご用意しております。
㈱高須製作所
BAR PUS 【移動機器】
価格：未定
～横向きのハンドルで押すのが楽らく～
車いすの車輪をご希望の高さにワンタッチでアジャストすることができます。また、最適な乗り心地を味わってい
ただくために、座席幅もミリ単位でカスタマイズ調整が可能です。
㈱竹虎ヒューマンケア事業部
レッツゴーミニ【移動機器】
価格：38,880 円
～洗練されたデザインのコンパクトな室内専用歩行車～
●小柄な方や、狭い廊下などでも扱いやすいコンパクトモデルです。
●ちょっとしたものを運ぶのに便利なト
レイ付き。
●折りたためばスリムに。狭い隙間にも収納できます。
●フレームはスタイリッシュなシルバ
ーとシックなブラックの組み合わせ。
●安全性を重視した SG マーク付き製品。
津田駒工業㈱
車いす用携帯スロープ「パラレール 120C」 【移動機器】
価格：118,800 円
～車内に収まり超軽量なフルカーボン製 120cm 長さ～
2 段程度の高段差に対応し、自家用車内に収まる 120cm 長さ。フルカーボン製とすることで耐荷重 300kg でも超
軽量約 4kg を実現。外出先へ持ち運べる使い易いデザインです。狭い間口にも設置でき、ご希望により付属の連結
ベルト（3 種長さから選択）を付ければワンタッチで設置・位置決めできます。
㈲でぐ工房
ＰＲ‐１【移動機器】
オープン価格
～腹臥位を保持したままで楽々移動～
移動用の腹臥位保持装置です。通常の座位では呼吸が困難な方、舌根沈下や唾液誤飲などを起こしやすい方には腹
臥位が安心できる姿勢といえます。身体サイズに適応できるモジュラータイプ。
㈲デジタルメディア企画

ゲーム感覚の訓練法「物忘れ改善システム」 【リハビリ・介護予防機器】
価格：お問い合わせください
～ゲーム感覚で「脳トレ」を行い、認知症の予防・早期発見～
「物忘れ改善システム」は、タッチパネルに触れ、ゲーム感覚でアタマの体操をしていただくシステムです。簡易
知能評価スケールで「物忘れ度」をチェック、また、簡易な計算や記憶の課題に取り組み「アタマの体操」を行い、
認知症の予防や早期発見に役立てるシステム。認知症短期集中リハビリ加算の適用も受けられます。
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㈱デベロ
新型浴槽 FB-12F【入浴用品】
価格：お問い合わせください
～自宅浴槽で入浴が困難な方へ～
自宅の浴槽で入浴が困難な方の入浴を可能にする訪問入浴介護用浴槽 2 分割タイプです。
従来浴槽の縁を立ち上げ、
タンカ枠がずれる危険を解消し、全長を伸ばすことで、大柄な方でも仰向けでゆったりと入浴できます。仰臥姿勢
での入浴により、水圧による心肺の負担を極力軽減できるおもいやり設計です。
㈱特殊衣料
防災用保護帽 【衣類・着脱衣補助用品】
価格：お問い合わせください
～たためて軽い防災用保護帽。災害時の危険から頭を守ります～
災害時には落下物や転倒などによる危険から頭を守る必要があります。
そこで欠かせないのがヘルメット。
しかし、
普通のヘルメットは保管に大きなスペースを要します。重さや不快感が、ヘルメットをかぶり慣れない避難者の妨
げになる可能性もあります。この防災用保護帽は、省スペースの備蓄で、誰にでも手軽に使うことができます。
㈱ノダ
LACLINE 電動ベッド【ベッド用品】
価格：未定
～木のぬくもりを感じるインテリア性の高い 3 モーターヘッド～
身体をサポートするリクライニング機構をそなえ、気持ちをやわらげる木をふんだんに使ったリラックスベッド。
ヘッドボードは 2 種類から選べ、シェルフタイプは身の回りのものがあれこれ収納できて便利です。木の丸棒のデ
ザインは、温かみがあり、握りやすく、掛けやすいうえに、掴みやすくて立ち上がりのサポートにもなります。
パナソニック㈱
離床アシストベッド「リショーネ」
【ベッド用品】
オープン価格
～介助者一人だけで簡単・安全・スムーズに移乗介助できる～
「リショーネ」は、電動ケアベッドと電動リクライニング車いすを融合した新たな概念のロボット介護機器です。
●介助を受ける方を持ち上げずに移乗でき、転落の心配が無く、安全。
●移乗支援中は、介助を受ける方から
目を離すことなく操作でき、安心。
●ベッドと車いすの分離・合体操作は、ひとりで楽々とできる簡単操作。
プロンプター甲斐㈲
スプーン・フォーク グリップらくらく 【日常生活支援用品】
価格：300 円
～標準スプーン・フォークに差し込むだけで握りがらくらく～
15cm から 17cm の標準スプーン・フォークに【スプーン・フォーク グリップらくらく】を差し込むだけで握りが
楽にできます。材質は発泡ウレタン。リュウマチの手指変形や片麻痺、手指の欠損や握力が低下した方の食事の自
立向上に繋がります。もちろん、お子様にも最適。
㈱前田製作所

福祉用具メンテナンステーブル らくらくリフター80 セレクト 【福祉施設・住宅環境設備・用品】
価格：259,200 円～
～重量のある福祉用具のメンテナンスに最適～
・ユニットの組み合わせで用途に合わせてお選びいただけます。
・回転テーブルは福祉機器を回転させて、そ
の場でメンテナンスできます。
・大型テーブルはベッド部品等のサイズの大きなものに最適です。
・中間
棚は工具や外した部品を置いておけます。
是非、弊社ブースにてご覧下さい。
ヤマダ㈱
車椅子用テーブル：KT29K（キッズ＆ジュニア用）
【移動機器】
価格：26,670 円
～脱着が容易・軽量・頑丈な車椅子用テーブル（調整可能タイプ）～
車椅子のアームレスト（丸型タイプ）に抜き差しだけで脱着でき、また、セットパイプ（アームレスト挿入部）が
折りたため、専用の携帯バッグを使用すれば携帯及び収納に便利です。KT29K（キッズ＆ジュニア用）については、
アームレスト間隔に合わせて調整可能なので、お子様の成長に合わせて買い替えの必要がなく経済的です。
㈱ユーエスマネジメンツ
Foldawheel PW-777LC 【移動機器】
価格：200,000 円
～折りたたみ電動車椅子でもっとも安い～
PW-777LC は最も経済的で強力なパワーを持つ優れた品質です。
市場に出回っている鉛蓄電池電源の車椅子に比べて軽量であり、手頃な価格・耐久性に優れた構造・パワフルで機
能的、優れた品質の車椅子です。
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㈱ユーキ・トレーディング
TWBL-FSC 【移動機器】
価格：48,600 円
～2 関節とボールジョイントを持つ最高レベルの体幹サポート～
TWBL は The World Best Laterals の略でその名の通り世界最高レベルのラテラルサポートです。御利用者様の
様々なニーズにお応えするため、人間の手、脇、手首の動きを模倣できるように設計されています。特にパット部
分はボールジョイントになっているので、様々な角度でのサポートを可能にしました。
㈱リッチェル
サンポルテ【移動機器】
価格：未定
～杖替わりにもなる高齢者向けショッピングカート～
外出時にシルバーカーを使いたくないという方へ。
歩くことに支障はないが、支えになるようなものがあると安心。軽い力で操作できる横押しタイプ。ブレーキ＆ロ
ック付。買い物に便利な収納バッグ付（保冷機能付）です。
㈱リンディー・セールス
センサーや IP カメラを無線拡張装置に接続した緊急通報システム 【コミュニケーション機器】
価格：お問い合わせください
～センサー、IP カメラと無線拡張装置で異常時に即時に緊急通報～
ベッドサイドや、部屋の出入り口、玄関に設置したマットセンサーで離床・徘徊を検知し、無線拡張装置を経由し
て緊急通報電話機から通報します。様々なセンサーを利用して早期に検知することにより、介護負担の軽減へ繋が
ります。また、留守中でも外出先や設定した連絡先へお知らせすることも可能です。配線工事費用が不要です。
㈱ルピナス

訓練用 吹き戻し 長息生活 トライアルセット【感染症等予防用品】
価格：レベル 0＝950 円、レベル 1＝929 円、レベル 2＝950 円
～楽しく遊びながら口腔機能の向上を～
腹式呼吸の訓練、口呼吸の防止、口周囲筋や言語障害のリハビリなどに！ティッシュペーパーを 1 枚吹いて揺らす
程度で吹けるレベル 0（1 本線）日常会話をしっかり話せる程度の呼気圧で吹けるレベル 1（1 本線）
、ロウソクの
火を吹いて消す程度で吹けるレベル 2（2 本線）のお試しトライアルセット。
㈱ワイズマン

医療・介護連携サービス メルタス 【在宅・施設サービス経営情報システム】
価格：お問い合わせください
～医療と介護の情報共有と多職種間のコミュニケーションを支援～
ワイズマンの「Mell+（メルタス）
」は、電子カルテなどの医療システム、そして、介護システムの必要な情報をデ
ータベース化して、医療従事者は介護情報を、介護従事者は医療情報をいつでもスピーディに閲覧でき、患者様・
利用者様に役立てられる医療・介護連携サービスです。多彩な機能が医療・介護連携をスムーズに実現します。

＊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。

※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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