
出展社プレゼンテーション 1（1F）
【　】内は小間番号

月日 時間 1-A会場（東２ホール） 1-B会場（東３ホール） 1-C 会場（東５ホール）

10/1
（水）

11:30

〜

12:30

一般社団法人 
全国福祉用具専門相談員協会 【1-03-01】 (株)ビーシステム  【6-19-09】（株）アクセスインターナショナル 【4-05-03】

テーマ 福祉用具サービス計画作成ガイドライン普及啓発　　
シンポジウム

テーマ ─ 書く・読む・伝える ─　
　　　 あなたのケア記録に付加価値を。

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

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。

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。

【主な参加対象】福祉用具専門相談員、ケアマネージャー、メーカー 【主な参加対象】通所系サービス事業者、施設系サービス事業者 【主な参加対象】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

13:30

〜

14:30

仙台フィンランド健康福祉センター
研究開発館 【3-17-07】（有）でく工房 【4-05-01】 一般社団法人　

日本福祉用具供給協会 【5-09-01】

テーマ 高齢者の自立生活をサポートする製品・サービス テーマ 笑顔を引き出すシーティング─ 
　　　 子どもからお年寄りまで

テーマ 施設における福祉用具の活用について

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いたします。

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。

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。

【主な参加対象】介護・福祉施設経営者、介護従事者、福祉機器利
用者

【主な参加対象】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

【主な参加対象】一般の方、福祉施設職員、福祉用具専門相談員

15:30

〜

16:30

一般社団法人 日本作業療法士協会 【5-10-03】 アビリティーズ・ケアネット（株） 【2-14-06】 ダブル技研（株）  【5-13-16】

テーマ 認知症の人の心と体、そしてご家族を支える作業療法 テーマ なぜ病院にリフトが必要なのか、佐久総合病院の事例 テーマ ・タブレット型専用コミュニケーション機器　　　　 
・感染症・衛生対策のおすすめ

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」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。

長野県佐久総合病院における、リフト導入の経緯、導入後の事例紹
介をします。腰痛防止だけでなく、「患者の退院後の在宅療養生活
の支援」までを視野に入れ、リフトの導入に取り組んでいます。

・軽量で便利な新しいタブレット型コミュニケーション機器を複数
紹介！・生活環境を安心・清潔に保つ新しい除菌消臭剤「ダブリ
ンス」。感染者ゼロを実現した手法等を紹介。

【主な参加対象】一般の方、医療・介護従事者 【主な参加対象】介護従事者、理学療法士、作業療法士、看護師 【主な参加対象】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、言語聴覚士

10/2
（木）

11:30

〜

12:30

（株）光洋 【2-10-05】（株）プラッツ 【1-01-07】 ティーアンドケー（株） 【5-17-03】 

テーマ より良い排泄ケアをめざして テーマ 腰痛予防！ニーパロを使った「膝あて介助移乗」の実演 テーマ みんなで実践しよう！効果的な口腔ケア
もれのない「大人用紙おむつ」のあて方や、あて方のポイントをご
紹介します。

腰への負担が大きいベッドから車いすへの前方移乗。膝あてパッド
があるニーパロは、腰への負担がない後方介助移乗を可能にしまし
た。自立移乗も含め考案者松尾先生より理論と実践を紹介します。

専門職のみならず、様々な職種の方や在宅生活で口腔ケアにお困り
の方へ誰でも簡単に、かつ効果的な口腔ケアの重要性について、口
腔ケアの基本と共に言語聴覚士がお伝え致します。

【主な参加対象】介護従事者、一般の方 【主な参加対象】介護従事者（ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ＰＴ、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

【主な参加対象】介護従事者、医療従事者

13:30

〜

14:30

松本ナース産業（株） 【1-06-09】（株）レゾナ 【6-20-05】 公益社団法人 日本理学療法士協会 【 5-09-08】

テーマ 歯科医が認めたこれぞ介護版お茶由来の洗口液の　
到来

テーマ Ｒ４システムの有効活用 テーマ 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。

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。

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。

【主な参加対象】自由参加 【主な参加対象】介護老人保健施設職員、Ｒ４システムの導入を検
討されている福祉施設の職員

【主な参加対象】行政関係者、福祉施設関係者、介護従事者

15:30

〜

16:30

フランスベッド（株） 【1-05-06】 パシフィックサプライ（株） 【4-01-03】（株）ヤマシタコーポレーション 【1-01-05】

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

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。

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。

【主な参加対象】介護ベッド利用者、福祉用具貸与事業者、ケアマネー
ジャー

【主な参加対象】理学療法士、作業療法士、介護従事者、医療従事者 【主な参加対象】介護支援専門員、福祉用具貸与事業者、介護従事者

10/3
（金）

11:30

〜

12:30

（株）リブドゥコーポレーション 【2-10-04】（株）メトス 【3-21-10】 一般社団法人 
日本リハビリテーション工学協会 【4-01-09】

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

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。

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？

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。

【主な参加対象】一般の方、介護従事者、医療従事者 【主な参加対象】福祉施設経営者、設計事務所、福祉系コンサルタント 【主な参加対象】行政職員、ケアマネージャー、OT、PT等の中間ユーザー、
福祉用具販売店、レンタル業者、メーカー等、関心のある方すべて

13:30

〜

14:30

ピーエス（株） 【2-13-06】 日本福祉用具･生活支援用具協会
（JASPA） 【5-09-09】 タケモトデンキ（株） 【5-13-17】

テーマ インフルエンザ０を目指して　　　　　　　　　　　
〜福祉施設の適切な加湿方法〜

テーマ 福祉用具に潜む危機（移動機器編）気をつけたい　　
ポイント

テーマ 介護現場でのさりげない見守りでヒヤリハット減へ!!

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。日本初の加湿器メーカーとしての５０年
以上の経験から、福祉施設の適切な加湿方法について解説します。

福祉用具を利用するとき、どんな危険が潜んでいるのか、初心者の
方にも解りやすく解説します。今回は、杖、シルバーカー、手動車いす、
電動車いす４品目の気をつけたいポイントをお話しします。

福祉施設・在宅での見守り介護環境改善へ…対象者に意識させない
非接触超音波センサーで動きを検知！コンセントにさすだけで離床
徘徊通知専用機が簡単設置！次世代型介護機器Care愛！

【主な参加対象】福祉施設経営者、介護従事者、建築設計者 【主な参加対象】福祉用具利用者・家族、介護従事者・ケアマネー
ジャー、福祉用具専門相談員

【主な参加対象】福祉施設関係者、ケアマネージャー、福祉用具販
売関係者

15:30

〜

16:30

（株）ミキ 【4-01-05】 (株)福祉新聞社 【4-07-09】 羽立工業(株) 【5-16-01】

テーマ 脳性麻痺専用車椅子の特徴と指導法(ABS) テーマ 抱え上げないケアの環境づくり 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）
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物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。

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

【主な参加対象】介護従事者、福祉機器利用者及びその家族、医療
関係者

【主な参加対象】福祉施設役職員 【主な参加対象】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

第41回 国際福祉機器展H.C.R. 2014

出展社プレゼンテーション・プログラム



時間 会場No. 開催内容

11:30

〜

12:30

2−A

（株）ミカサ 【6-17-06】
テーマ　身体に柔軟性を与えるための"ひねり"トレーニング実演
身体に柔軟性を与えるための"ひねり"トレーニング器具を用いて上肢に"ひねり"を加え、筋肉を
伸ばすことによって、短時間（5分前後）で柔軟性を与えることが出来る。又その実演を行う。

【主な参加対象】自由参加

2−B

（株）クリエ・ココ 【6-19-11】
テーマ　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。

【主な参加対象】介護従事者、医療従事者、介護系事業全般

2−C

公益財団法人 静岡県産業振興財団 【5-15-12】
テーマ　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
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をご紹介します。是非お手に取ってご覧ください。

【主な参加対象】福祉機器利用者、福祉機器販売代理店、一般の方

2−D

川村義肢（株） 【3-18-04】
テーマ　在宅での装具の適合評価と社会保障など制度の活用
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。

【主な参加対象】装具をご利用の方、介護従事者、医療従事者

13:30

〜

14:30

2−A

（株）エス・エム・エス 【5-16-04】
テーマ　【ケアマネさん向け】カイポケの業務改善事例をご紹介
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。

【主な参加対象】居宅介護支援事業所、ケアマネージャー

2−B

吉備の国クラスター協議会 【2-08-06】
テーマ　高齢者に特化したリハビリテーション用の遊具の紹介
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。

【主な参加対象】高齢者

2−C

Sunrise Medical Technologias S.A. de C.V.（Mexico） 【4-05-03】
テーマ　車いすのシーティングの3要素:姿勢・機能性・皮膚の保護
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。

2−D

（有）ハッピーおがわ 【1-03-02】
テーマ　今話題の高反発で新しい褥瘡ケアを…
・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

【主な参加対象】ケアマネージャー、PT・OT、介護従事者

15:30

〜

16:30

2−A

TOTO（株） 【2-12-04】
テーマ　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
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。

【主な参加対象】高齢者施設関係者、介護関係者、建築・設計関係者

2−B

（株）特殊衣料 【3-19-07】
テーマ　ABS（アクティブバランスシーティング）骨盤サポート
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。

【主な参加対象】介護従事者、福祉機器利用者

2−C

ファイン（株） 【1-05-05】
テーマ　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。

【主な参加対象】介護従事者、医療従事者、歯科従事者

2−D

国立大学法人 信州大学 【6-18-03】
テーマ　〝着る〟福祉ロボット「curaraTM」の開発と展望

「curaraTM」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。

【主な参加対象】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）

時間 会場No. 開催内容

11:30

〜

12:30

2−A

（株）エヴァ 【1-03-04】
テーマ　対処→予防へ！オールラウンドで安全なバリア型除菌剤
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？

【主な参加対象】各病院・施設等の感染対策委員、福祉機器取扱者、行政等

2−B

（株）アクセスインターナショナル 【4-05-03】
テーマ　障害児・者の二次障害防止のためのシーティング
変形等の二次障害は避けられないと諦めていませんか？姿勢と重力の関係を知り、シーティングによる姿
勢保持を適切に行うことで二次障害を防止し、残存機能を最大限に発揮することが可能です。

【主な参加対象】障害児（者）関係者、医療・リハビリ関係者、身体障害者本人及び家族

2−C

アイリスチトセ（株） 【3-17-03】
テーマ　90%稼働を生みだす人気施設の5つのポイントと家具選定
高齢者住宅・施設に適した家具の選び方を弊社新商品を通じてご提案致します。また、2015年の介護
保険法の改正を前に施設の高稼働率を実現するポイントを事例を踏まえてご説明致します。

【主な参加対象】福祉施設経営者および運営者、高齢者住宅、福祉施設開所予定者、介護従事者

13:30

〜

14:30

2−A

ムラテックシステム（株） 【5-12-08】
テーマ　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
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。

【主な参加対象】福祉機器利用者・販売関係者、福祉施設関係者、建築・設計者

2−B
Sunrise Medical Ltd.（U.K.） 【4-05-03】
テーマ　車いす背もたれのための新素材：カーボン
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。

時間 会場No. 開催内容

11:30

〜

12:30

2−A

公益財団法人 静岡県産業振興財団 【5-15-12】
テーマ　不器用な子どもたちの発達を促すQシリーズの使い方
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。

【主な参加対象】特別支援学校教員、福祉用具利用者とその家族、介護従事者

2−B

（株）日本テレソフト 【5-13-13】
テーマ　視覚障害者用“スマホカード”の提案
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。

【主な参加対象】自由参加

2−C

（株）日本ケアコミュニケーションズ 【6-20-11】
テーマ　訪問看護ST業務効率化！ iPad対応の業務支援システム
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!

【主な参加対象】訪問看護ステーションスタッフ（介護サービス事業者）、ケアマネージャー、看護師、医師

2−D

Sunrise Medical Home Health Care Group（U.S.A.） 【4-05-03】
テーマ　電動車いすの屋外活動における操縦性
コンパクトなデザインを維持しつつ、長距離移動も可能にし、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ンを探求します。

【主な参加対象】自由参加

13:30

〜

14:30

2−A

（株）NBCメッシュテック 【3-18-10】
テーマ　介護福祉施設におけるノロウイルス対策のご提案
新規ウイルス対策技術「Cufitec®（キュフィテック）技術」を活用し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。

【主な参加対象】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

2−B

（株）メトス 【3-21-10】
テーマ　高齢者の行動から考える共同居住としての住環境とは？
老人ホーム等の高齢者の住まいにおいて、ADLのばらつき、重度化にも対応する住環境の押さ
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環境とは？

【主な参加対象】福祉施設経営者、設計事務所、PT・OT

2−C
一般社団法人 日本リハビリテーション工学協会 【4-01-09】
テーマ　福祉機器コンテスト2014表彰式
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

【主な参加対象】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

2−D

一般社団法人 日本ガス石油機器工業会 【2-12-02】
テーマ　ガス・石油燃焼機器の安心、安全な使い方
ガスコンロや石油ストーブによる事故原因の多くは消費者のうっかりミスによるもの。特にご高齢の方は
注意が必要です。最近の事故事例などを交え、正しく安全な使い方について解説します。

【主な参加対象】一般消費者、介護従事者（ペルパー、ケアマネージャー）、介護を学ぶ学生の方

15:30

〜

16:30

2−A

（株）シルバー産業新聞社 【4-08-01】
テーマ　試される福祉用具の実力（自立支援と介護負担軽減）
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。

【主な参加対象】福祉用具使用者、家族、福祉用具メーカー、その他

2−B

SFA Japan（株） 【2-11-06】
テーマ　ポータブルトイレはもう古い！カンタン取付水洗トイレ
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 ！

【主な参加対象】介護従事者、福祉機器利用者、介護施設オーナー

2−C

（株）766 【4-04-07】
テーマ　海外の高齢者向け車いすとシーティングの動向
・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。
【主な参加対象】高齢者施設の方、レンタル会社、車いす利用者

2−D

（株）アシスト 【4-03-09】
テーマ　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
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。

【主な参加対象】介護従事者、福祉機器販売、理学療法士、作業療法士

13:30

〜

14:30

2−C

カミ商事（株） 【2-09-08】
テーマ　紙オムツ使用時のモレのメカニズムを知る。
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。

【主な参加対象】介護従事者、在宅介護者、福祉機器販売者

2−D

テルモ（株） 【6-24-04】
テーマ　手軽にできる介護中のニオイ対策＆転倒予防＆口腔ケア
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。

【主な参加対象】介護従事者、一般（介護中の方）、医療従事者

15:30

〜

16:30

2−A

tree絵本プロジェクト 【5-14-06】
テーマ　認知症情動検査と認知機能改善に向けた取り組み
情動を刺激することで認知症の問題行動が抑制できることが解ってきました。情動機能を数値
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取り組みをご紹介します。

【主な参加対象】認知症関係介護従事者、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

2−B

長崎県 【5-15-08】 
テーマ　呼吸弱者の自発呼吸を楽にする器具の開発について
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。

【主な参加対象】介護従事者、高齢者施設従事者、医師、歯科医、救急救命関係者

2−C

エレクター（株） 【3-18-08】
テーマ　施設内の2次感染を防ぐまったく新しい仕組み
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。

【主な参加対象】介護施設経営者、介護施設従事者

2−D
TOTO（株） 【2-12-04】
テーマ　高齢者施設の水まわりに最適な、おすすめ新商品紹介
高齢者施設の浴室・トイレ用の最新設備機器の特徴や使い方を詳しくご紹介します。

【主な参加対象】高齢者施設関係者、建築・設計関係者

10 月 3 日（金）

10 月 2 日（木）

10 月1日（水）

出展社プレゼンテーション 2（2F）

【　】内は小間番号

【　】内は小間番号

【　】内は小間番号
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