
H.C.R. 2009　出展社ワークショッププログラム
入場無料／参加自由	 ●会場：A：東５ホール、B：東６ホール、C：東３ホール、各ホールの入口横特設会場　●プログラム内容は変更する場合がありますのでご了承ください。

H.C.R. 2009　出展社セミナープログラム
入場無料／参加自由	 ●会場：東３ホール上の２階会議室　●プログラム内容は変更する場合がありますのでご了承ください。

【　】内は、小間番号

月日 時間 会場A（東5ホール） 会場B（東6ホール） 会場C（東3ホール）

9/29
（火）

11:30


12:30

全国福祉用具専門相談員協会 【6-20-07】 日本リハビリテーション工学協会 【6-17-08】 （有）ハッピーおがわ 【6-22-06】
テーマ 「ふくせん特別セミナー『福祉用具貸与事業者の選び方』」
講師の木間昭子先生は、元国民生活センター調査室長。現在は「介護
サービス情報」を活用した質の高い事業者選びの方法を研究されていま
す。先生の示す事業者選びのポイントをぜひお聞き下さい。

【主な参加対象】 介護支援専門員、福祉機器利用者、福祉用具専門相談員

テーマ 「電動車いすの味わい方！ コダワリのチェックポイント」
「選択と適合」と「開発やモノづくり」双方の現場からみた、電動車い
すのさまざまな仕様や性能、機能や整備性などこだわりの視点で、展
示会での楽しみ方・味わい方などをお話しいたします。

【主な参加対象】 障害を持つ当事者、介助者、支援者、その他電動車いすに興味のある方  

テーマ 「ハッピー高反発クッションの有効性」
高反発性の特性を生かした自立支援製品。使用例をまじえ説明、紹
介致します。快適。清潔。床ずれ防止。

【主な参加対象】 介護従事者

13:30


14:30

（株）ヤマシタコーポレーション 【6-20-08】 羽立工業（株） 【6-19-07】 （株）アクセスインターナショナル 【3-14-02】
テーマ 「まずはちゃんとした福祉用具貸付業者をみつけよう。」
介護の担い手が減りつつある中、介護環境を変える福祉用具を利用
する時に何を基準で事業者をまた、用具を選びますか？ ちゃんとした
事業者として必要な考え方を検証します。

【主な参加対象】 介護支援専門員、福祉用具専門相談員、福祉機器利用者

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）」
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ニューの実践を学ぶこと
ができます。　講師：静岡大学の中野美恵子教授

【主な参加対象】 介護予防事業担当者、リハビリ、PT、OT

テーマ 「障害児の変形防止のためのシーティング」
障害児として生まれたら変形・拘縮・脱臼を二次障害と諦めていません
か。姿勢と重力の関係を知り、シーティング等の姿勢保持を適切に行
うことで二次障害の防止が可能になります。

【主な参加対象】障害者、障害者の関係者 

15:30


16:30

積水ホームテクノ（株） 【4-05-06】 フランスベッド（株） 【6-22-04】 パンテーラ・ジャパン（株） 【3-10-10】
テーマ 「様々な入浴ケアに対応。施設向け新浴室のご紹介」
加齢とともに変化する利用者のＡＤＬに合わせた入浴方法を選択可
能。個室用から個浴まで、「可変性」で介助負担軽減と運営効率改善
を両立する、高齢者向けユニットバスの新商品をご提案します。

【主な参加対象】 施設運営事業者、介護従事者、設計事務所

テーマ 「誰もが安全に行えるベッドへの移乗」
一日の時間の中でベッドのご利用者に対して様々な方が移乗介護をさ
れ、思わぬ事故が起こりやすくなっています。安全で負担のない移乗を
いろんなケースからご説明いたします。

【主な参加対象】 介護従事者、福祉機器利用者、介護・福祉施設職員  

テーマ 「シーティングと床ずれ対策 —スウェーデンの最新情報」
スウェーデン福祉分野最前線より、理学療法士がシーティングの実際
を紹介。また、リハブ・ステーション・ストックホルムの現役職員が、最
新情報として座位による床ずれの予防・ケアを紹介する。

【主な参加対象】 セラピスト、福祉用具供給事業者、福祉機器利用者  

9/30
（水）

11:30


12:30

（株）ルピナス 【4-05-01】 冨田商事（株） 【2-02-06】 （財）テクノエイド協会 【6-17-07】
テーマ 「インフルエンザ対策に複合塩素除菌剤・Vアイナック」
高レベルの塩素濃度を保ちながらも、その性能は、無味･無臭・無漂
白・無腐食・無毒トリハロメタンや耐性菌を生成しません。スプレー法
で使用し、人体・素材に対して腐食変質を与えず作用する。

【主な参加対象】 介護施設・医療従事者、福祉用具販売従事者、一般来場者

テーマ 「コンパクト収納で、くり返し使えるエアバッグ式担架」
炭酸ガスで瞬時に膨張し、担架として使用できる他、静養ベッドや浮
き輪がわりにもなります。小さくたたんで専用バッグに収納でき、持ち
運びにも便利でくり返し使えるので緊急時にも活躍します。

【主な参加対象】 介護従事者、施設管理者

テーマ 「新しい時代の腰痛予防─介護従事者とリフト導入─」
森ノ宮医療大学上田喜敏先生講演「新介護文明開化〜時代は変わる
ぜよ〜」（及び介護労働者設備等整備モデル奨励金制度に伴い当協会
が認定機関として実施する「リフトリーダー養成研修」のご案内）

【主な参加対象】 介護従事者、福祉機器利用者  

13:30


14:30

（株）メトス 【5-12-04】 日本福祉用具・生活支援用具協会 【6-18-11】 tree 絵本プロジェクト 【5-15-03】
テーマ 「事例発表：普通の暮らしを支える入浴環境とは」
浴室環境についての最新の研究成果の発表と共に小規模多機能型居
宅介護事業所での実践事例をご紹介します。
講師：茨城大学准教授　齋藤芳徳氏、ふれんどりぃ代表　筒井すみ子氏

【主な参加対象】 介護従事者、福祉機器利用者

テーマ 「床ずれ防止用具これだけは知っておきたい得手・不得手」
国内最大級の福祉用具メーカー団体JASPAの床ずれ防止用具部会
が、製品のタイプ別に得手な部分、あまり言いたくない不得手な部分、
対象者と効果的な使い方についてご説明します。

【主な参加対象】 床ずれ防止用具ご利用者、ケアマネジャー、流通業者

テーマ 「誰でも簡単にできるコミュニケーションを考える」
デジタル商品や、高価で操作のむずかしいコミュニケーション機器に
頼らず、誰にでも簡単に意思を伝達できる絵本の紹介。また、頭部保
護と脱毛症で髪を失くした方のための付け髪のついた帽子の紹介。

【主な参加対象】 対象家族、介護・看護従事者、ST・PT・OT、療育関係 

15:30


16:30

（株）日本セイフティー 【5-15-07】 （株）パシフィックウエーブ 【6-22-08】 （株）ザ・シカゴ・トーキョー・グループ 【6-20-03】
テーマ 「新製品発表『ラップポン・キュービー』」
ポータブルトイレの臭いやお手入れの負担を軽減する自動ラップ式ト
イレに新しく、介護用木製ラップポン・キュービーが加わります。排泄
をサポートする次世代型トイレを是非ご体感ください。

【主な参加対象】福祉機器取扱業者、福祉機器利用者、介護従事者

テーマ 「床ずれ防止に役立つ『睡眠環境改善』のすすめ」
床ずれ防止のためには体圧分散としての床ずれ発生危険部位の除圧
と、良肢位保持につながる自然な寝姿勢の保持が重要です。これらを
解決するための「睡眠環境改善」の具体策をご紹介します。

【主な参加対象】 床ずれ・不眠に関心のある方すべて、介護従事者

テーマ 「男性の尿漏れ・頻尿の管理：外出に適した製品の選択」
多くの中高年男性が尿漏れと頻尿で悩んでいる。体が元気なのに尿が心配で外出を控えてしまう
と楽しみだけでなく外出に伴う刺激も運動も失う。外出に適した尿管理製品を紹介します。

【主な参加対象】 １．一般の方（尿漏れや頻尿で悩んでいる男性またはその男性の家族）
　　　　　　　　　　２．介護従事者（特に介護の予防および自立の支援に取り組んでいる方々）
　　　　　　　　　　  ３．販売店（上記のような男性を対象にしている福祉・介護機器などを 販売している業者）

10/1
（木）

11:30


12:30

ティーアンドケー (株） 【5-09-09】 DIPPERホクメイ（株） 【4-07-03】 パシフィックサプライ（株） 【3-11-05】
テーマ 「要介護者の口腔ケア〜最後までお口から〜」
利用者さんやご家族は勿論、施設や在宅で関わるケアスタッフなど多
職種とも深い信頼関係を築き、在宅医療介護でご活躍されている歯科
医師にこれからの口腔ケアの有り様とその心をご講演戴きます。

【主な参加対象】 ケアスタッフ、介護家族・本人、一般

テーマ 「ベスポジH₂O立ち上りから歩行へ大きく変わりました」
転倒骨折を防ぐことがADLを維持するポイントになります。移動起点
から目的地への移動を壁面に囚われないH型連結で復元することで、
立ち上りから移乗、移動まで安全に行うことができます。

【主な参加対象】 ケアマネージャー、その他介護職従事者、
　　　　　　　 福祉用具指定事業者、一般利用者 

テーマ 「新しい移動用リフトと車いすシーティングについて」
介助技術や移動用リフトを適切に使用すると、介助者の腰痛や頸腕
症候群を予防し、安全で快適な介助を提供できます。また車いすシー
ティングは、使用者に合わせて座位姿勢を安定、快適に致します。

【主な参加対象】 介護従事者、リハビリスタッフ、福祉機器利用者・販売者  

13:30


14:30

中国地域次世代中核産業形成プロジェクト 【4-03-11】 シルバー新報（環境新聞社） 【6-18-12】 髙島屋スペースクリエイツ（株） 【2-04-05】
テーマ 「聴覚障がい者外出支援ツール『モバイルFAX』」
通話が困難な聴覚障がい者様は離れた人と連絡を取る時FAXは重要
な連絡手段です。しかし外出時には困ります。そこで弊社は「FAXを携
帯で受信出来るサービス」を開発しました。

【主な参加対象】 聴覚障がい者、聴覚障がい者の支援者、福祉機器利用者  

テーマ 「介護で支える自然死−看取りケアのエビデンスがここに」
特養ホームで医療の専門家でない介護職が死期を把握するにはどうし
たらいいかなど日常ケアのあり方を専門家からあらゆる介護の現場の
方や一般の方に広めるものとします。

【主な参加対象】 介護従事者、ご家庭で介護されてる方、一般来場者  

テーマ 「上野文規による　これで“排泄のケアが変わる”」
排泄がどのように成立するかは、人として自尊心を保てるか否かの分
水嶺。トイレでの排泄が可能とされる介護技術と、さらに具現化され
る機器「FUNレストテーブル」を使った介護法を紹介します。

【主な参加対象】 介護従事者・施設経営者、一般、設計者（施設・病院・住宅）

15:30


16:30

一般社団法人 全国介護者支援協議会 【6-17-09】 （株）日本テレソフト 【5-16-08】 （株）エクセルエンジニアリング 【6-17-01】
テーマ 「在宅介護向け住宅改修の申請手続の簡易化」
住宅改修の現状と現在の申請手続の問題点を改善する方策等の提
案。

【主な参加対象】 ケアマネージャー、住宅改修を手がける工務店等  

テーマ 「視覚障害者をサポートする新音声コードの発表説明会」
2次元バーコードに、テキストデータを入力し、音声で再生するシステム。新聞や
書籍、各種のパンレットに音声コードを印刷することで、視覚障害者や高齢者
がその内容を読むことができる。従来の音声コードより、数倍の情報量を持ち、
パソコンや携帯型の装置でも再生できるシステムの仕組みやその効果を発表。

【主な参加対象】 視覚障害者、福祉団体  

テーマ 「施設内総合安全管理・徘徊・転倒防止に対応！」
介護施設等で急務の課題であるご入居者の安全確保・事故防止を
トータルにサポートするシステムを紹介します。入出管理から徘徊・転
倒防止まで。施設内安全管理の必須アイテムです。

【主な参加対象】 介護施設経営者、介護施設福祉用具ご担当者

時間 セミナー
会場No. 開催内容

12:30


13:45

S-1
中国地域次世代中核産業形成プロジェクト 【4-03-11】
テーマ 「デイサービスで使うレクリエーション用遊具」
デイサービスで利用されるレクリエーション用遊具を、現物を使って一緒に遊びながら紹介します。

【主な参加対象】 デイサービスのレクリエーション担当者、作業療法士等

S-2

ピーエス（株） 【5-14-10】
テーマ 「インフルエンザゼロを目指して　PSの施設用加湿システム」
家庭用加湿器を何台も使っているにも関わらず、効果があまりないという例が多くあります。100を
超える福祉施設で湿度環境をつくってきた経験から、その適切な加湿方法について解説します。

【主な参加対象】 福祉施設経営者、介護従事者、建築設計者

S-3

（社）日本理学療法士協会 【6-19-14】
テーマ 「『トランスファーガイド』−運搬的介助から誘導へ−」
力に頼らない移動介助法の考え方を講座形式でご紹介します。　身体の動く仕組みやちょっとし
た「コツ」を知ることで、驚くほど楽に動かすことが出来るようになります。

【主な参加対象】 介護従事者、福祉機器利用者、学生、一般

S-4

積水ホームテクノ（株） 【4-05-06】
テーマ 「ノーリフティングポリシーによる入浴介助のすすめ」
介護施設では入居者の重度化による負担増加が問題となっています。日本ノーリフト協会保田代表か
ら、ノーリフトの紹介と負担軽減につながるを入浴介助について事例を交えて説明してもらいます。

【主な参加対象】 施設運営事業者、介護従事者、設計事務所

9月29日（火） 【　】内は、小間番号

時間 セミナー
会場No. 開催内容

14:00


15:15

S-1

（株）アメディア 【5-15-14】
テーマ 「アメディア・ビジョン説明会」
自身全盲のアメディア社長望月優が、充実した人生を送る秘訣を参加者と共有し、成長しながら生
きる障害者の生き方を支援する株式会社アメディアの中期ビジョンをお話します。

【主な参加対象】 自分探しをしている方、障害児者の保護者、アメディアに関心のある方

S-2

一般社団法人 日本補聴器工業会 【5-16-11】
テーマ 「補聴器供給と市場の現状」
聴力の障害を補う機器として「補聴器」があります。本セミナーでは、補聴器に関係する方 を々対象に補聴器市場の現状や
補聴器供給のプロセス、販売に関する自主認定制度並びに最近の補聴器にまつわる話題などを易しく解説します。

【主な参加対象】 補聴器利用者、介護従事者、一般

S-3
（有）ハッピーおがわ 【6-22-06】
テーマ 「次世代のハッピー高反発クッションの画期的自立支援」
高反発クッションを利用した被介護者の自立支援を促進し快適なケアを実現する。

【主な参加対象】 自由参加

S-4
（株）カワムラサイクル 【3-09-07】
テーマ 「車いす・保守整備講習会① （初級〜中級）前編」
車いすの安全点検項目や基本的なメンテナンス方法など、実際に作業を交えながら習得していただきます。

【主な参加対象】 介護従事者、福祉機器利用者、福祉機器販売店

 【　】内は、小間番号
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時間 セミナー
会場No. 開催内容

10:30


11:45

S-1

tree絵本プロジェクト 【5-15-03】
テーマ 「心の通った意思伝達。帽子と付け髪で心も明るく！」
会話障害があっても自分の気持ちを伝えたい。理解してほしい方への提案と、一時的に髪を
失った方への頭部保護と不安解消のための、付け髪を組合せることのできる帽子の紹介。

【主な参加対象】 介護、看護従事者、ST、OT、PT、療育関係

S-2

（株）カワムラサイクル 【3-09-07】
テーマ 「介護保険の今後と福祉用具市場の展望」
介護保険は今後どのように変わっていくのでしょうか。また福祉用具市場の将来性はどのようにな
るのでしょうか。

【主な参加対象】 介護従事者

S-4

ティーアンドケー（株） 【5-09-09】
テーマ 「摂食嚥下障害者に対する口腔ケアと口腔リハビリ」
STとしての食支援。機能機向上を目指す口腔ケア+口腔リハビリを実施します。具体的には舌の運
動・口唇の運動・頬の運動を引き出すストレッチ方法などをご紹介します。

【主な参加対象】 ケアスタッフ、介護家族、ご本人、一般

12:30


13:45

S-1

クリエイト（株） 【5-15-12】
テーマ 「重さを調整できる4点支持杖」
軽量化が先行している中で、本体重量570グラムの軽量化に成功。さらに重りを付ける事で50グ
ラム単位最大770グラムまで調整する事が可能になり、また低重心バランスで歩行が出来ます。

【主な参加対象】 病院、リハビリ関係、介護従事者、販売業

S-2
（株）カワムラサイクル 【3-09-07】
テーマ 「福祉用具の安全性について」
福祉用具に求められる安全性の基準・制度・試験内容等をお話いたします。

【主な参加対象】 介護従事者

S-3

ティーアンドケー（株） 【5-09-09】
テーマ 「キレイな口から美味しく食べる〜口腔ケア〜」
口腔ケア＝口の中を清潔に保つことであるが口腔ケアが肺炎予防に効果があるのはなぜか？
機能向上を目指す口腔ケアと口腔リハビリをご紹介致します。

【主な参加対象】 ケアスタッフ、介護家族、ご本人、一般

S-4

積水ホームテクノ（株） 【4-05-06】
テーマ 「介護用可変ユニットバスによる腰痛予防」
入浴者のADLに合わせて入浴方法が選べる可変式ユニットバスの使い方を紹介。日本ノーリフ
ト協会保田代表による介護職員の腰痛予防につながるノーリフティングポリシーと絡めてご説
明します。

【主な参加対象】 施設運営事業者、介護従事者、設計事務所

14:00


15:15

S-1

（株）アクセスインターナショナル 【3-14-02】
テーマ 「車いすで床ずれを治す。予防再発防止のシーティング」
床ずれ予防と再発防止の為のシーティングはベッドで行うよりも車いすに起した方が、より簡単で
効果も倍増です。最新シーティング機器を用いながら、数々の処方事例をお見せ致します。

【主な参加対象】 福祉・介護関係者、医療・リハビリ関係者、身障者本人及び家族

S-2

日本リハビリテーション工学協会 【6-17-08】
テーマ 「意思伝達装置の基礎知識〜選定のポイントや事例〜」

「重度障害者用意思伝達装置」を安定して使い続けるために、機器の導入時における選定・適合時の
ポイント、困難事例などと、公正・適切な判定のためのガイドライン概要についてご紹介します。

【主な参加対象】 ケースワーカー、理学療法士・作業療法士、支援者

S-3

パンテーラ・ジャパン（株） 【3-10-10】
テーマ 「スウェーデンの座位における床ずれ対策」
座位による床ずれをいかに予防・ケアするか。当事者、医療者から家族の役割も含めた多角的な
対策は画期的な成果をあげる。スウェーデンの医療専門家の指導も行っている第一人者の来日。

【主な参加対象】 セラピスト、福祉用具供給事業者、福祉機器利用者

S-4

パラマウントベッド（株） 【6-23-06】
テーマ 「北欧の用具を活用した移乗技術」
介護従事者の身体的負担の中で、移乗における介助負担は非常に大きいようです。この移乗介助に
ついて、北欧の移乗機器メーカーによる用具を活用した、負担の少ない移乗技術をご紹介します。

【主な参加対象】 医療従事者、介護従事者

10月1日（木） 【　】内は、小間番号

時間 セミナー
会場No. 開催内容

10:30


11:45

S-1

（株）シルバー産業新聞社 【6-19-12】
テーマ 「福祉用具と安全性〜 2012年改正を見据えて〜」
福祉用具JIS制度など安全性に関する諸制度のうごきを解説します。また、福祉用具レンタル価格帯
通知など、業界人の影響と今後の対応、2012年法改定に向けたうごき等についても解説します。

【主な参加対象】 ケアマネージャー、福祉用具メーカー事業者、一般

S-2

ティーアンドケー（株） 【5-09-09】
テーマ 「明日から出来る口腔ケアの実践〜軽症の方を中心に〜」
最後まで口から食べたい・食べさせたいはご本人・家族・介護者共最大の望み。口腔ケアはその願
いをかなえる基本です。口腔ケアから口腔リハビリまで効率よく行えるポイントをお話致します。

【主な参加対象】 ケアスタッフ、介護家族、ご本人、一般

S-3

積水ホームテクノ（株） 【4-05-06】
テーマ 「ノーリフティングポリシーによる介助負担の軽減」
施設では職員の腰痛対策がクローズアップされています。日本ノーリフト協会保田代表から、労働
環境サポートシステムと介助負担低減について、入浴介助の実例を交えながら説明してもらいます。

【主な参加対象】 施設運営事業者、介護従事者、設計事務所

S-4

（独）情報通信研究機構 【5-15-09】
テーマ 「視覚障害者向け通信・放送役務提供・開発事業の成果」
情報通信研究機構で行なっている「高齢者・障害者向け助成金制度」を利用し、平成20年度に
研究開発や役務提供等を行なった、主に視覚障害に係る事業の成果をご紹介いたします。

【主な参加対象】 福祉関係従事者、福祉機器利用者、研究者

12:30


13:45

S-1

羽立工業（株） 【6-19-07】
テーマ 「これならできる！ 介護予防事業の実践事例と活用法」
介護予防事業をどのように進めたらよいか？ 日々現場で悩んでいる介護予防担当様の悩みを解
決する実践事例をわかりやすく解説。簡単・安全・費用をおさえ成果をあげる方法。

【主な参加対象】 介護予防事業担当者、地域抱括支援センター、保健師、リハビリ、PT、OT、ケアマネ

S-2

（株）日本テレソフト 【5-16-08】
テーマ 「弱視者のための拡大読書器の紹介と使い方」
文字を拡大、あるいは色変換により、弱視や色覚の障害者のかたが、楽に本などを読めるようにサポー
トする最新の拡大読書器の紹介と使い方の説明会。黒板の文字など遠くのものも、見やすくなる機器や
外出先でも使用できる携帯型の機器などをすべて揃えて、その紹介と使い方をコーチする。

【主な参加対象】 視覚障害者（弱視）、福祉団体

S-4

（独）情報通信研究機構 【5-15-09】
テーマ 「聴覚障害者向け通信・放送役務提供・開発事業の成果」
情報通信研究機構で行なっている「身体障害者向け通信・放送役務提供・開発推進助成」の平成20
年度に助成を行なった、主に聴覚障害に係る事業の成果をご紹介いたします。

【主な参加対象】 福祉関係従事者、福祉機器利用者、研究者

14:00


15:15

S-1

（株）アクセスインターナショナル 【3-14-02】
テーマ 「立てない人を立ち上がらせるスタンディングの効用」
立位のできない人を立ち上がらせることは、種々の効果が現れます。立つ事の医学的・作業的・精
神的・経済的効果について、新開発の製品を使用しつつ、事例を挙げながら説明を致します。

【主な参加対象】 介護従事者、医療・リハビリ関係者

S-2
（株）カワムラサイクル 【3-09-07】
テーマ 「車いす・保守整備講習会③ （中級〜上級）前編」
車いすの主要部品の交換方法や注意点など、実際に作業を交えながら習得していただきます。

【主な参加対象】 介護従事者、福祉機器利用者、福祉機器販売店

S-3

パンテーラ・ジャパン（株） 【3-10-10】
テーマ 「わが国のシーティング—これまでとこれから」

「座位保持装置」という言葉が生まれる前から、個々に合わせた椅子を作ってきた。その過程と変遷を
振り返る時、今後の課題が明らかになる。シーティングの可能性はどこまでも尽きない。

【主な参加対象】 セラピスト、福祉用具供給事業者、福祉機器利用者

S-4

（独）情報通信研究機構 【5-15-09】
テーマ 「就労支援向け、通信・放送サービス充実研究開発の成果」
情報通信研究機構で行なっている「情報バリアフリー助成事業の制度」を利用し、平成20年度に研究
開発や役務提供を行なった、主に就労支援に係る事業の成果をご紹介いたします。

【主な参加対象】 福祉関係従事者、福祉機器利用者、研究者

9月30日（水） 【　】内は、小間番号

時間 セミナー
会場No. 開催内容

15:30


16:45

S-1

ティーアンドケー（株） 【5-09-09】
テーマ 「明日から出来る口腔ケアの実践〜重症の方を中心に〜」
最後まで口から食べたい・食べさせたいはご本人・家族・介護者共最大の望み。口腔ケアはその願いを
なえる基本です。口腔ケアから口腔リハビリまで効率よく行えるポイントをお話致します。

【主な参加対象】 ケアスタッフ、介護家族、ご本人、一般

S-2
（株）カワムラサイクル 【3-09-07】
テーマ 「車いす・保守整備講習会④ （中級〜上級）後編」
オプションパーツの使用方法や取り付け方法などを詳しく解説します。

【主な参加対象】 介護従事者、福祉機器利用者、福祉機器販売店

S-3

日本リハビリテーション工学協会 【6-17-08】
テーマ 「福祉機器コンテスト2009表彰式」
日本リハビリテーション工学協会が主催している福祉機器コンテスト2009の入賞作品の発表と受
賞者の表彰を行います。

【主な参加対象】 受賞者、受賞関係者、どなたでも

S-4

クリエイト（株） 【5-15-12】
テーマ 「当事者による人工肛門・膀胱に関する知識の普及」
オストメイト当事者による　※ストーマケアの基礎知識　※オストメイトの日常生活　※安心して
暮せる社会を目指して！　※オストメイト対応トイレ普及促進と社会的認知拡大

【主な参加対象】 福祉団体、施設関係者、公的機関

時間 セミナー
会場No. 開催内容

15:30


16:45

S-2

ティーアンドケー（株） 【5-09-09】
テーマ 「効果的に効率よく口腔ケア・口腔リハビリを行うために」
言語聴覚士の源間隆雄が効果的に効率よく口腔ケアを行う為の道具をご紹介致します。唾液腺マッサー
ジの方法なども含めて口腔リハビリや口腔ケアの方法を実技を中心にご紹介致します。

【主な参加対象】 ケアスタッフ、介護家族、ご本人、一般

S-4
（株）カワムラサイクル 【3-09-07】
テーマ 「車いす・保守整備講習会② （初級〜中級）後編」
オプションパーツの使用方法や取り付け方法などを詳しく解説します。

【主な参加対象】 介護従事者、福祉機器利用者、福祉機器販売店

9月29日（火） 【　】内は、小間番号 9月30日（水） 【　】内は、小間番号
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