H.C.R. 2016 プレスリリース №4

発行：2016/09/21

http://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

【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 13 日）WEB にて来場者登録を受付中です！
【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 ～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 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・障害者等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

本紙にて出展企業名をご紹介します！

【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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H.C.R.2016 出展社プレゼンテーションのお知らせ
H.C.R.2016 への出展企業・団体による「出展社プレゼンテーション」も、会期中の 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 12 日（水）
》
時間

詳細
出展社名

11:30

１－A 会場（東２ホール）

（株）イデアクエスト

地域包括ケアを支える見守
りシステム
地域包括ケアシステムの真
の実現には、正確でプライシ
ーにも配慮した生体情報の
センシング技術が必要です。
内容
地域包括ケアシステムの基
盤となるセンシング技術と
見守りシステムをご紹介し
ます。
12:30 主 な 参 加 行政関係者、医療福祉施設関
係者、看護介護従事者
対象
テーマ

～

出展社名
13:30

～
14:30

15:30

～
16:30

（株）プラッツ

１－B 会場（東３ホール）

（株）アクセス
インターナショナル
成人・高齢者向けシーティン
グ・セミナー
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、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ま
す。
介護従事者、PT、OT、一般
仙台フィンランド
健康福祉センター
高齢者の自立生活をサポート
する製品・サービス
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します。

１－C 会場（東５ホール）

（株）富士データシステム
介護人材対策に。介護サービ
ス事業所の IoT 活用法
近年人材不足が問題となる
中、ペーパーレス化、外国人
雇用、介護ロボットなど、介
護現場に IoT 活用が求められ
ています。業務省力・介護人
材対策につながる介護カルテ
システムをご紹介します。
介護施設関係者、障害者・児施
設関係者

シルバー新報（環境新聞社）

腰と背を別々に動作できる
障害当事者の通所経営者が語
新型ベッドでの誤嚥予防
る自立支援と福祉用具
脳出血を発症し、一度は要介
佐賀大学医学部松尾准教授
護となった人が、2 年後に自ら
による、新たな背上げ機構
の経験をもとに、自立支援型
（腰と背を別々に調整可能）
内容
の通所介護を経営。そのノウ
を用いたベッドでの誤嚥、槈
ハウと想いを語ります。
そう対策、円背、呼吸器疾患
についての実演講演です。
主 な 参 加 介護従事者、福祉用具専門相 介護・福祉施設経営者、介護 介護従事者、リハビリテーシ
ョン関係者、福祉用具事業者
談員、高齢者福祉施設職員 従事者、福祉機器利用者
対象
アビリティーズ
出展社名 （株）キザキ
マッスル（株）
・ケアネット（株）
「2 本のポール」を利用した 介護ロボットとともに～ロボ 重度障害のある方の活動支援
テーマ
歩行障害対策
ヘルパーSASUKE～
プログラム MOVE の紹介
変形性股関節症における保 SASUKE はベッド⇔車いす 重度の障害を持った方が、生
存療法の第一人者である矢 間の移乗をアシストするロボ 活の中で希望する活動をでき
野英雄先生に「加齢による起 ット介護機器として活躍して るだけ早く実現するために、
内容
立歩行障害に有効なノルデ います。誕生した背景や、 体系的に支援していくプログ
ィック・ウォークと水中ポー SASUKE の特徴・使い方、介 ラムです。その概要とプログ
ルウォーキング」についてお 護現場の声等、詳しくご紹介 ラムに沿った機器の選択と活
話しいただきます。
します。
用についてお話します。
一般
一般、介護従事者、福祉機器 当事者・家族、障害児・者の
主な参加
利用者、福祉施設
支援に関わる医療・教育専門
テーマ

対象

職、福祉機器関係者
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《10 月 13 日（木）
》
時間

11:30

～
12:30

13:30

詳細

１－A 会場（東２ホール）

１－B 会場（東３ホール）

パシフィックウェーブ（株）

一般社団法人
日本福祉用具供給協会

出展社名

アクションジャパン（株）

テーマ

高齢者の転倒・転落骨折の現 「ずれ」の対策をすれば介護 「軽度者の積極的な福祉用具
状と用具による対策
の環境が進化する。
の活用で重度化予防を！」

内容

転倒・転落による大腿骨頸部
骨折は年間 20 万人、寝たき
りの原因第 5 位です。データ
に基づいた現状分析と、転倒
しやすい人の判別方法、衝撃
を緩和する対策用具につい
てご説明します。

「ずれ」の力を吸収するマッ
トレスを活用すれば血流が安
定し、床ずれの発生が激減す
ることを、真夏を含む 6 カ月
間の使用例を基にステージⅣ
からの治癒事例とより良い介
護環境について説明します。

介護従事者、販売・貸与事業 介護従事者、福祉機器利用者
主な参加 者、医療従事者
対象
公益財団法人
静岡県産業振興財団

（一社）日本福祉用具供給協
会が平成 27 年度に実施した
自主事業に基づき、特に軽度
者における福祉用具の利用効
果に関する部分に重点を置い
てパネルディスカッションを
行います。
福祉機器利用者、介護従事者、
福祉用具専門相談員

一般社団法人
全国福祉用具専門相談員協会

出展社名

タカノ（株）

テーマ

業界団体主催 床ずれ防止 高齢者施設向け洗濯物の仕分 より専門的な福祉用具専門相
と対策用具の基礎知識
け支援装置のご提案
談員の配置に向けた動向

特養など高齢者施設におい
て、ヘルパーさんが洗濯物の
仕分けにまで関わり本来業務
ができない事がお困り事と聞
内容
き、開発をした製品です。障
害者の就労支援にも繋がる機
器として簡単操作にしまし
た。
14:30
介護従事者、販売・貸与事業 特別養護老人ホームの運営
者、障害者就労支援の関係者、
主な参加 者、医療従事者
洗濯物仕分けでお困りの施設
対象
関係者
国内最大の福祉用具業界団
体 JASPA 床ずれ防止用具部
会の公認講師陣によるセミ
ナーです。床ずれ防止用具の
最適な選択・使用方法やメン
テナンスの裏ワザ、実践研修
など盛り沢山な内容です。

～

15:30

１－C 会場（東５ホール）

出展社名

ダブル技研（株）

テーマ

脳血流を用いた意思伝達装 介護ベッドの事故と対策およ 高齢者介護施設での食事の自
置「新心語り」の紹介と事例 び 2015 年 JIS 規格概要
立を高める姿勢と椅子の話

～

長年実績のある重度障害者
用意思伝達装置「心語り」が
進化して新発売しました。そ
の新しい特徴や使い方を実
内容
際の装置を使用してご説明
します。また、現場での事例
や公費補助の現状等もご紹
介。
16:30
福祉機器利用者および支援
主な参加 者、リハビリテーション専門
対象
職、介護従事者

パラマウントベッド（株）

「より専門的な知識と経験を
有する福祉用具専門相談員」
を福祉用具貸与事務所に配置
することの意義や、福祉用具
専門相談員の研修体系の構築
について、有識者や専門家等
によるシンポジウムを開催し
ます。
福祉用具専門相談員、ケアマ
ネジャー、メーカー

医療・介護ベッドの事故の状
況、件数さらに事故防止対策
等について動画等を用いてご
説明します。また、2015 年度
版の JIS 規格についてもご紹
介します。

ケアスタディ（株）

介護が必要になっても美味し
い食事を自分で食べたい、こ
の願いを叶えるために工夫し
たいのが食事の姿勢です。高
齢者の体格と食事姿勢に必要
な条件を実物の家具を使用し
ながら解説します。

福祉用具専門相談員、介護従 介護施設経営者、介護従事者、
事者、高齢者・福祉施設職員 在宅介護のご家族
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《10 月 14 日（金）
》
時間

詳細
出展社名

11:30

～
12:30

テーマ

内容

１－A 会場（東２）
（株）インフィック
・コミュニケーションズ

１－B 会場（東３）
川村義肢（株）

１－C 会場（東５）
国立障害者リハビリテーション
センター研究所

介護事業者が提案する IoT 装具の基礎セミナー。知って、 支援機器イノベーション創出
機器による見守り環境
触って、着けてみよう！
を目指して
『Care Eye』は、介護事業
運営ノウハウを活かし、在宅
/施設での見守り環境を IoT
機器群を使用し、構築・提案
する新サービスです。現場で
の実例を踏まえてご説明し
ます。

装具は、QOL 向上に役立つ支
援機器。多職種に知ってもら
いたい装具の基礎を紹介しま
す。地域での義肢装具士の役
割と、採型から完成までの製
作工程。実際に装着して装具
を身近に感じて下さい。

介護従事者（介護支援専門員 一般および介護従事者
、介護事業者（経
主な参加 の方など）
営者、施設管理者の方など）
、
対象
一般の方

支援機器イノベーション創出
を目指した 3 つのテーマ、1）
支援機器情報データベースの
構築、2）当事者参加型の情報
創発基盤の構築、3）人材育成
基盤の構築、の各取り組みを
ご紹介します。
研究・開発企業、支援機器ユ
ーザ、教育関係者、福祉関連
行政担当者

出展社名

国立研究開発法人新エネル 公益財団法人
ギー・産業技術総合開発機構
テクノエイド協会

テーマ

高齢者が日常生活で感じる 福祉用具プランナー研究ネッ 使われるより使いたい！移乗
介助と介護支援型ロボット
不便さに関する調査 報告 トワークの活動について
会

内容

「介護保険制度における給
付対象ではないが、日常生活
に不便を感じる高齢者」のお
困りごとについて、専門家や
高齢者ご本人とその家族を
対象とした調査の結果を報
告します。講演：矢野経済研
究所

13:30

～

福祉用具専門教育の中で、最
高峰である福祉用具プランナ
ー研修の修了者は、OT・PT
をはじめとする多職種（約
13,000 名）で、その彼らが自
己研鑽のために構築した団体
「プラネット」の活動を報告
します。

公益社団法人
日本理学療法士協会

移乗に関する福祉機器を使用
するにあたり、必要な介護技
術を再認識し、より良く活用
するためのヒントを提供しま
す。上手く機器を使いこなす
ための介助技術を見直してみ
ませんか？

14:30 主な参加 福祉機器の開発企業、官公 福祉機器関係者（貸与事業者、 介護従事者、福祉機器利用者、
庁、一般
メーカー、住宅改修事業者等） 一般
対象
出展社名

（株）ダイワ
コーポレーション

パンテーラ・ジャパン（株）

アイリスチトセ（株）

洗濯設備は買わずにレンタ パンテーラ最新モデルのご紹 圧倒的な集客の通所施設実例
リース～施設事例をご紹介 介
人気施設が取組む 5 つのポイ
ント
15:30
医療・介護・福祉の現場で毎 基本モデル S2 の販売から 14 他施設との差別化を図るた
日使う洗濯機・乾燥機。レン 年の時を経て、新たに開発さ め、これからの施設が取り組
タリースを活用することで れた次世代モデル（S3.S3short. むべきポイントを、自ら施設
感染対策、衛生管理の徹底、 S3short low.U3)について特徴や 運営とコンサルティングを行
内容
業務効率アップ、経費削減に 魅力をご説明します。
っている株式会社オールスタ
つながります。施設での活用
ーラボと共に最近の事例を踏
事例を交えてご紹介しま
まえてご紹介します。
す！
16:30
医療・介護・福祉施設の経営 セラピスト、福祉用具供給事 介護施設経営者、介護施設介
主な参加
護士
者、医療・介護・福祉施設の 業者、福祉機器利用者
対象
従事者
テーマ

～
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◇出展社プレゼンテーション２（２Ｆ）
《10 月 12 日（水）
》
時間

会場

出展社名

テーマ

内容

施設での服薬業務を、薬を受け取ってから利用
（株）ノアコンツ 配薬業務、システム 者様が口にする直前までシステム化することが
２－Ａ
化への挑戦
ェル
できれば、現場でどのような変化を起こすことが
できるのか、詳しくご説明します。
11:30
～

どうなる？

２－Ｂ

主な参加対象
介護施設の経営に関わ
る方、介護施設の管理
者、介護施設の服薬業
務に関わる職種の方（看
護師など）

社会保障制度改革の議論は大幅な給付抑制が検討

（ 株） シ ル バ ー
されています。18 年改正論議において、「軽度者」の 介護事業者、家族介護
軽度者の生活援
生活援助・福祉用具サービスは「原則自己負担（一部 者、福祉用具事業者
産業新聞社
助・福祉用具
補助）」になるでしょうか。

12:30
立上がらせる、寝か

倒れた人をその場で起こす、立位の人を床や畳に安

簡単調理で嚥下食
を作ろう

ミキサーを使って嚥下食の作り方を実演します。

２－C

LIFTUP A/S
せるが容易にでき 全に寝かすなど、日本の生活様式にマッチした画期 一般
（デンマーク）
るリフトのご紹介
的なリフトをご紹介します。

２－Ｄ

旭（株）

給食関係者
福祉用品製造者、輸入

一 般 財 団 法 人 安全・安心な福祉用 製品安全協会の業務と SG マーク制度を紹介し、福祉 者および販売者、福祉
２－Ａ
具のために
用具の SG 基準について紹介します。
機器利用者、地方自治
製品安全協会
体の福祉担当者など

２－Ｂ
13:30

一般社団法人
受賞者・福祉機器コンテ
福祉機器コンテスト 2016 の表彰式を行います。選考
日本リ ハビ リ テ 福祉機器コンテス
スト関係者、日本リハビリ
委員会にて選考された機器開発部門と学生部門の優
ト 2016 表彰式
テーション工学協会会
ーション
秀な作品を発表・表彰し、受賞者の栄誉を称えます。
員、福祉用具関連業者
工学協会

羽立工業（株）

健康まちづくりで
健康寿命をのば
す！人材育成＆体
力測定プロジェク
ト

健康まちづくり！地域を巻き込み前期高齢者の人材
活用でお悩みを解決！高齢者の健康づくり・体力づく
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。健康診断プラス体力診断で健康の見える化クラ
ウドシステムによる最新活用事例を学ぶことができま
す。

行政介護予防・健康づく
り担当部署、健保組合、
健康づくりに関心のある
方

エレクター（株）

“感染予防”と“経
費削減”を両立させ
る新しい方法

手洗器「ハイジア」は水道水から 2 つの機能水を生
成。手洗い用として、また施設内の除菌用として効果
を発揮します。洗剤や薬剤を一切必要としないため、
経費削減にも繋がります。

施設経営・管理者、介護
従事者、介護施設職員

書籍、書類などを読み取り、音声で読み上げます。高
感度カメラと最新ソフトで高い認識率を誇り、取り扱い
も簡易です。障害者差別解消法に対応する大変に便
利な機器です。

行政機関の 福祉担当
者、視覚障害者関連の
法人担当者、図書館業
務従事者

～
14:30

２－Ｃ

２－Ｄ

印刷物を読み上げ

（株）日本テレソ
２－Ａ
る視覚障害者向け
フト
最先端ＯＣＲ機

コンセントを用いずにその場で水素を作って発電し、
15:30

２－Ｂ

ます。

～
16:30

京都大学 平尾 コードレス充電機 バッテリーに充電する事が可能な燃料電池搭載電動 福祉機器利用者、一般、
能付電動車いす
車いすを中心に、水素利用技術についてもご紹介し 開発メーカー
研究室

２－Ｃ

２－Ｄ

Sunrise
Medical Ltd.
（イギリス）

アクティブ車いす
ユーザーのための
シーティング評価
と車いす選択

最新の特別仕様車いすフレームを用いたシーティン
グとその機能の解説。オーストラリアやアメリカの学校
で採用されているシーティング評価法とアクティブ・ユ
ーザーの車いす選択法の紹介。

一般、アクティブ車いす
ユーザー

（株）ザオバ

競争激化＆淘汰の
時代の介護ビジネ
ス生き残り法

・2018 年介護・医療同時改正を見据えた事業運営
・介護施設生き残りチェックポイント
・短期稼働率アップ実践法
・介護サービス向け注目プログラム紹介
・リハビリマシン格安導入事例の紹介

介護従事者、介護事業
への参入を検討している
方、病院関係者
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《10 月 13 日（木）
》
時間

出展社名

テーマ

内容

主な参加対象

２－Ａ

羽立工業（株）

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
についてお話します。

行政介護予防・健康づく
り担当部署、健保組合、
健康づくりに関心のある
方

２－Ｂ

ペルモビール 最新スマホアプリと はリハビリ計画によく組み込まれます。しかし、患者が PT、OT、医師、福祉機
シーティング
家に戻った後は？ペルモビールとピッツバーグ大学 器従事者
（株）

会場

座位変換による体圧分散や姿勢変換による血流改善

11:30

がスマホアプリで解決策をご提案します。

～
12:30 ２－Ｃ Panthera AB アクティブ車いすの
（スウェーデン） ための新しい基準

歯科衛生士から学ぶ

パンテーラ AB はこれまでの市場にはなかった新し
いそして革新的技術を基礎として車いすの新世代を
築いてきました。画期的な方法で、活動的なユーザ
ーの日々の生活を向上させる完全に新しい機能とコ
ンセプトをご紹介します。
ベッド上での正しい口腔ケア方法を摂食嚥下リハビリ

一般、車いすユーザー

介護従事者、福祉機器

シーホネンス
テーション認定歯科衛生士に指導していただきま
２－Ｄ
「ベッド上での正し
利用者、医療・介護・福
す。また口腔ケアグッズの正しい使用方法も学びま
（株）
い口腔ケア」
祉施設関連全般
す。

『変形をはじめとする二次障害は避けられない』と諦

㈱アクセスイン 小児向けシーティン めていませんか？姿勢と重力の関係を知り、シーティ 介護従事者、PT、OT、
２－Ａ
ングによる姿勢保持を適切に行うことで二次障害の 一般
ターナショナル グセミナー
防止と残存機能の発揮は可能です。

13:30
～

「持ち上げない」介

２－Ｂ

どこから手を付けていいのかわからない、という声の

障害者施設運営者、経

（ 株） ケ ア フ ォ
多い「持ち上げない」介護への取り組み。実践し効果 営者、介護施設運営者、
護の実践と費用対効
を実感している施設様の具体的な事例紹介を行いま 経営層、施設介護従事
ース
果の事例紹介
す。海外事例も紹介予定。

者

14:30
国立研究開発 ＮＩＣＴ情報バリア 情報通信研究機構（ＮＩＣＴ）の平成２７年度の情報バ
リアフリー助成の対象となった５事業の事業者による 福祉機器利用者、福祉
２－Ｃ 法人情報通信 フリー助成事業の成
成果発表、およびＮＩＣＴの福祉関連の研究成果につ 施設、一般
果発表について
研究機構
いて、概要をご紹介します。

２－Ａ

国立大学法人
トロボット
信州大学
「curara®」

２－Ｂ

一般社団法人
日本リハビリテ
ーション
工学協会

電動車いすで旅にで
よう
電動車いすで飛行機
に乗るには

以前に比べ車いすでの旅行も楽になりましたが、重
度障害者の旅行にはまだ課題があります。 今回は、
電動車いす利用者の旅行の課題の中から、航空機
の利用やその取組について焦点を絞って考えます。

電動車いす使用者、支
援者、企業

Sunrise
Medical
２－Ｃ Home Health
Care Group
（アメリカ）

子供のシーティン
グ。成功のための評
価戦略

子供ユーザーのためのシーティング選びの評価戦
略についての講習会。問題への様々なアプローチ。
利用者のリスク分析と詳細評価により必要とされる保
護度合い／姿勢バランスを決めていきます。より良い
理解のため事例発表形式を取り入れます。

一般、子供の車いすユ
ーザーの家族、介助者、
専門職

“穿く”歩行アシス

15:30
～
16:30

福祉機器利用者（歩行補
助機器利用者）、福祉施
設従事者（PT、OT、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）

“衣服のように着る”歩行アシストロボットの研究開発
を し て き た 「 curara® 」 。 今回は “ 穿く ” タ イ プ の
「curara®」を紹介、また、装着デモンストレーション
を行います。

日本福祉用具･ 福祉用具に潜む危険 福祉用具を利用するときどんな危険が潜んでいるの 福祉用具の利用者、ご
か、初心者の方に向けて解りやすく解説します。今回 家族、介護・医療従事
２－Ｄ 生活支援用具 「移動機器編」～初
は、シルバーカー、手動車いす等の「移動機器」の気 者、ケアマネジャー、福
協会（JASPA） 心者の方へ～
をつけたいポイントをお話します。
祉用具専門相談員

6

《10 月 14 日（金）
》
時間

会場

出展社名

テーマ

内容

11:30
～
12:30

２－Ｃ

Guldmann A/S
（デンマーク）

腰痛予防に活用さ
れるリフトのご紹
介

リフトは世界中で使用され、利用者と介助・看護者の安
心・安全な移乗をサポートしています。介助・看護者の腰
痛予防にも活用されるリフトを紹介いたします。

介護浴槽における

介護施設様におけるリスクマネジメントについて、施設内

２－Ａ

オージー技研
福祉施設管理者、
リスクマネジメン の体制構築や、職場で実施できる危険予知に関するワー
介護従事者
（株）
トセミナー
クショップの提案をします。

２－Ｃ

VELA
（デンマーク）

VELA Tango チ
ェアー
家庭や職場での自
立を支援

利用者の家庭、職場、学校における自立を革新的な方法
でサポートします。Tango チェアーは、通常介助者に頼
んでいた「移動介助」と「動作介助」の両方を提供すること
が可能です。

２－Ｃ

medica
介護予防に最適で
可能な方から車いすの方まで、ペダルを漕ぎながら楽し
一般
Medizintechnik 効果的なペダル式
みながら簡単に行える介護予防トレーニングの機器をご
GmbH （ドイツ） 訓練機のご紹介

13:30
～
14:30

15:30
～
16:30

主な参加対象
一般

一般

誰でも楽しみながら継続して行える介護予防を、歩行が

紹介します。

「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.2016 の
出展企業が、以下のように決まりました。
ロボットから見守り、排泄、転倒察知、コミュニケーションなど、多岐にわたる最新の機器の展示にご期待
ください。
＜出展予定企業・団体＞
アロン化成株式会社、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、クラリオン株式会社、
サンヨーホームズ株式会社、株式会社システムフレンド、Triple W Japan 株式会社、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、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、国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学、株式会社マイクロブレイン
[以上、10 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.2016 新製品の紹介／福祉機器ガイドブックより
㈱アクセスインターナショナル
サルサ M2 Mini【移動機器】
価格：お問い合わせください
～世界最小幅の電動チルト型中輪駆動車いす！～
全幅 52cm のスリムなボディは日本の生活環境にフィットするコンパクトサイズ。スーパーマーケットの細い通
路も混雑した道もスイスイ。駅の自動改札だって通れます。重量はたったの 97ｋｇ（最小構成時）でホームエレベ
ーターの乗降もラクラク。中輪駆動の優れた回転能力は狭い屋内でも自由に方向転換できます。
㈱アルバジャパン
イーフィックス E35 アクション【移動機器】
価格：お問い合わせください
～最新イーフィックスユニットを装着した次世代型電動車いす～
●登坂能力 12 度超のパワー ●脱着式ノイズフリー駆動車輪 ●エネルギー回生モーター ●超軽量リチウム
イオンバッテリー（2kg） ●TFT カラー画面薄型コントローラ ●ジャッキアップ式転倒防止 ●マグネット式
電源コネクター（ワンタッチ接続） ●手動電動簡単切替 ●多機能型本体フレーム（耐荷重 125kg／HD160kg）
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㈱イーストアイ
セーフティーアームロレータキャリー【移動機器】
価格：32,400 円
～生活の中の「運ぶ」と「歩く」をサポートする歩行補助車～
箱ティッシュやトイレットペーパー等のかさばる荷物はもちろん、灯油やペットボトル等の重たい荷物を持ち運
ぶのに便利。買い物カゴを載せて、ショッピングカートとしてのご使用にも。特大かごの最大積載量は 25kg まで。
幅はスリムな 50cm、かごを外して折りたたみ、自立可能。合計 8 ヶ所の反射板で、夕暮れ時や夜間の歩行にも安
心。
昭和電工㈱
床置式 見守りケアシステム【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
～ベッド全体を見守り、利用者の動作に合わせた設定が可能～
ベッド上の利用者の動作を検知するセンサです。センサ上にベッドキャスターや脚を乗せて使用します。離床だ
けでなく動き出し、起上がり、端座位が見守り可能です。睡眠状態、体重、呼吸、脈拍の情報により生活パターン
が把握できます。ナースコールへの接続が可能です。無線 LAN 通信機能を内蔵しています。
㈱ケープ
急速ポンプ KURO【ベッド用品】
価格：オープン価格
～エアマットレスを 30 秒で急速充填～
強力モーターを採用し、ケープ製エアマットレスを 30 秒で膨らますことが可能になりました。小型で重さもわ
ずか 1kg と軽量で、持ち運びにも便利。送風・吸引も 1 台で行えます。エアマットレス設置・回収時にぜひご活用
ください。
（対応機種：インフィニティ・ネクサス R・ラグーナ・ネクサス）
㈱タイカ
体位変換器 ウェルピーHC【ベッド用品】
価格：お問い合わせください
～優しく体位変換ができるポジショニングクッション～
●従来製品に比べ、20％ほど広い面積で身体を支えます。 ●ハンディポケットを使うと、体位変換が楽に行え、
身体への刺激を軽減したポジショニングが可能です。 ●安定性と耐久性に優れた特殊加工のウレタンチップを使
用。 ●丸洗いできて清潔。
東海機器工業㈱
燦マットレス抗菌消臭乾燥機 NBC【福祉施設環境設備・用品】 価格：お問い合わせください
～施設内の感染防止・乾燥消毒サービス事業に～
●車載タイプで様々なサービス事業に。感染症対策に。 ●サンクリーンシャワーシステムを装備。ノズルから
抗菌剤をスプレーし、寝具を丸ごと長期間抗菌。 ●操作部はキーシート操作パネルを搭載。処理時間の設定等カ
スタマイズ可能。 ●荷物を傷めない 1 分 1 度の上昇システム。 ●疥癬・ダニ・虫対策に
山崎産業㈱
楽起（らっきぃ）狭所用波型【建築・住宅設備】
価格：51,840 円
～狭いスペースでも設置可能な床置き式手すりです～
マンションや共同住宅の段差があまり無い玄関口でちょっとつかまるものがほしい、トイレにトイレ用手すりが
付かない、座位から前傾姿勢で立ちたい等の要望に対応した狭いところでも設置可能な床置き式手すりです。立位・
座位両方で使用できるように手すりを波型にして高低差を設けました。

＊上記の製品は、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。

※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
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