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H.C.R. NEWS  2019

H.C.R. 2019では、福祉機器利用者と家族、福祉施設役職員、企業関係者を対象に、
セミナーや特別企画をもって福祉・介護に関する最新情報を紹介しました。
さらに国際シンポジウムや福祉機器開発最前線など国際的な福祉課題や福祉機器情報を 
グローバルな観点から提供しました。

H.C.R. 2019 開催イベント 
国際シンポジウム・H.C.R.セミナー・特別企画展示等の報告

国際シンポジウム

9月26日（木）13:00〜 16:00

�認知症高齢者にやさしい�
まちづくり
〜その実践と、アートを活用した支援にみる可能性〜

  シンポジスト

⃝英国／マリア・パーソンズ 氏
Creative Dementia Arts Network 理事

英国の介護施設等におい
て実践されている認知症
高齢者のためのアート活
動事例等を紹介

⃝日本／杉山　美香 氏
東京都健康長寿医療センター研究所 研究員

認知症高齢者を含む地域
の居場所づくりと相談支
援、住民の互助機能によ
るまちづくり活動を紹介

  チューター

塚田　典子 氏
日本大学商学部教授、 
一般財団法人 保健福祉広報協会  
理事

1  9月25日（水）13:30〜 16:00

�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〜

高齢者福祉分野

① 福祉機器と“共に生きる”
社会福祉法人 友愛十字会 
特別養護老人ホーム 砧ホーム（東京都世田谷区）

②車椅子メンテナンスを広げる取り組み 
〜職員の意識を高めるアイデア〜
医療法人 財団立川中央病院 
介護老人保健施設 アルカディア（東京都武蔵村山市）

③スタッフが働きやすい環境を作る！ 
〜離職者を出さない施設の取り組みと効果について〜
社会福祉法人 堺福祉会 
特別養護老人ホーム ハートピア堺（大阪府堺市）

④理想の排泄ケアを実現する用具開発 
〜開発用具を使用した事例紹介〜
社会福祉法人 正吉福祉会 特別養護老人ホーム  
世田谷区立きたざわ苑（東京都世田谷区）

⑤まちと共に 未来をともに
社会福祉法人 正和会 （奈良県五條市）

司会進行： 湯川　智美 氏　 
社会福祉法人 六親会 常務理事

障害者福祉分野

①すべては「人を大切にすること」からはじまる 
〜「人を大切にする」経営の九つのキーワード〜
社会福祉法人 雲南ひまわり福祉会（島根県雲南市）

②職場における企業在籍型ジョブコーチの効果的か
つ具体的な支援内容について
社会福祉法人 阪神福祉事業団（兵庫県西宮市）

③農福連携を取り入れた工賃向上に向けての取り組み
〜地域における農福連携の可能性〜
社会福祉法人 ラーフ 障害福祉サービス事業所やまもも

（香川県観音寺市）

共同受注窓口を活かした農福連携〜香川県モデル〜
NPO法人 香川県社会就労センター協議会 

（香川県高松市）

④ノーリフトケア〜リフト等の介護機器活用と効果〜
社会福祉法人 すぎのこ村  
障害者支援施設 ひばり〜ヒルズ（大分県日田市）

H.C.R.セミナー

⑤災害支援を行う意義 
〜社会福祉法人 南山城学園の実践〜
社会福祉法人 南山城学園（京都府城陽市） 

司会進行： 久木元　司 氏　 
社会福祉法人 常盤会 理事長

2  9月26日（木）10:30〜 12:00

�世界に羽ばたく日本の介護・福祉
ベンチャーイノベーション
経済産業省ヘルスケア産業課医療・福祉機器産業室、 
ヘルスケアベンチャー国際展開事業者、等

3  9月26日（木）10:30〜 12:00

新卒人材確保にかかる最新動向と
広報のあり方について
東郷　こずえ 氏
株式会社マイナビ リサーチ&マーケティング部  
HRリサーチ1課 課長

福祉人材の確保・定
着に役立つ、企業の
人材採用傾向やその
取り組みを紹介

4  9月26日（木）13:30〜 15:00

�『働き方改革』のねらいと�
働きやすい職場づくり
〜介護福祉分野を中心に〜

齋藤　直路 氏
株式会社 スターパートナーズ／ 
一般社団法人 介護経営フォーラム 代表
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5  9月27日（金）10:30〜 12:00

�日本の医療・介護産業による�
中国・ASEAN展開の状況と�
課題について
呉　冬梅 氏
日本貿易振興機構（JETRO）大連事務所 高級経理　

鈴木　将史 氏
株式会社メディヴァ 海外事業部 部長

6  9月27日（金）10:30〜 12:00

�障害者文化芸術活動の推進と展望
大塚　千枝 氏
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 企画課 
自立支援振興室 障害者芸術文化活動支援専門官

吉原　貞典 氏
文化庁地域文化創生本部事務局  
総括・政策研究グループ チーフ

柴崎　由美子 氏
障害者芸術活動支援センター ＠宮城（SOUP）代表

堤　康彦 氏
特定非営利活動法人 芸術家と子どもたち 代表　

7  9月27日（金）13:30〜 15:00

�施設で役立つ介護ロボット・ICT
の最新動向
五島　清国 氏
公益財団法人 テクノエイド協会 企画部長

8  9月27日（金）13:30〜 15:00

�障害のある人が社会参加しやすい
共生社会の実現
〜 2020年とそれ以降に向けた取り組みと課題〜

阿部　一彦 氏
日本身体障害者団体連合会 会長／ 
全国社会福祉協議会 障害関係団体連絡協議会 会長

9   はじめての福祉機器　 
選び方・使い方セミナー

 ● 9月25日（水）・住宅改修編
11:00〜 12:00 「トイレ・排泄用品」
13:00〜 14:00 「住宅改修」
15:00〜 16:00 「入浴機器」

 ● 9月26日（木）・基本動作編
11:00〜 12:00 「ベッド」
12:30〜 13:30 「リフト等移乗用品」
14:00〜 15:00 「杖・歩行器等補助用品」
15:30〜 16:30 「車いす」

 ● 9月27日（金）・自立支援編
11:00〜 12:00 「 福祉に役立つ情報機器・ 

電子機器」
13:00〜 14:00 「福祉車両」
14:30〜 15:30 「自助具」

10   高齢者の料理講座
〜総菜や加工食品をおいしくバランスアップ〜

 ● 9月25日（水）〜 27日（金）の各1時間
押田　京子 氏　虎の門病院栄養部 副部長
今　寿賀子 氏　虎の門病院栄養部 前部長

「高齢者向けの手軽な日々の食事」 
10周年記念セミナー

9月25日（水）14:00〜 15:00 
高齢者が健康な生活を維持するための 
栄養と食事を考える 
押田　京子 氏　虎の門病院栄養部 副部長 
今　寿賀子 氏　虎の門病院栄養部 前部長

9月26日（水）14:00〜 15:00 
摂食・嚥下の機能と誤嚥性肺炎 
礒　さおり 氏 
虎の門病院 リハビリテーション部 言語聴覚士

9月27日（金）14:00〜 15:00 
高齢者のフレイル対策〜低栄養予防における
保健事業と介護予防の一体的実施について〜 
田中　和美 氏　 
神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部栄養学科 教授

1   アルテク講座2019
〜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

9月25日（水）

 ● 11:00 〜 12:00
身の回りにあるテクノロジー（アルテク）が
支援技術に変わる　
－高齢者や障害のある人の生活支援－　
巖淵　守 氏　早稲田大学 人間科学学術院

 ● 13:00 〜 14:00　
声で生活環境をコントロールする　
－スマートスピーカーを活用した支援－　
巖淵　守 氏　早稲田大学 人間科学学術院

麸澤　孝 氏　（有）セカンドステージ

 ● 15:00 〜 16:00　
スマホやタブレットのアクセシビリティ
－障害のある人がスマホやタブレットを 
使いこなす－　
田代　洋章 氏　一般社団法人 日本支援技術協会

9月26日（木）

 ● 11:00 〜 12:00
見ることに困難のある人の 
スマホ・タブレット活用　
－アルテクを用いた視覚障害のある人の 
生活支援－
三宅　琢 氏　東京大学 先端科学技術研究センター

 ● 13:00 〜 14:00
身近な情報機器を用いた障害のある人や高齢
の人の生活支援　
－パソコンやスマートスピーカーの利用－
巖淵　守 氏　早稲田大学 人間科学学術院

 ● 15:00 〜 16:00
最新の情報技術を利用した 
これからの生活支援
－AI（人工知能）やIoTの利用－
巖淵　守 氏　早稲田大学 人間科学学術院

大島　友子 氏　日本マイクロソフト株式会社

9月27日（金）

 ● 10:30 〜 11:30
身の回りにある情報機器を読み書きなどの 
学びのツールに変える
－アルテクを用いた学習障害や 
認知障害のある人の支援－
平林　ルミ 氏　東京大学 先端科学技術研究センター

 ● 12:00 〜 13:00
障害のある人や高齢の人のテクノロジー活用
－アルテクを楽に使いこなすための 
アイデアと工夫－
渡辺　崇史 氏　日本福祉大学

 ● 13:30 〜 14:30
学校や職場における障害のある人の支援と 
テクノロジー利用
近藤　武夫 氏　東京大学 先端科学技術研究センター

特別企画
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2   子ども広場
〜子どもの福祉機器と相談コーナー〜

1．福祉機器展示コーナー（製品展示及び説明）
9月25日（水）〜 27日（金）

2．相談コーナー（療育相談及び福祉機器相談）
9月25日（水）〜 27日（金）　1日3回　各1時間

3． 現在も未来も大切です！子どもの住まい 
（肢体不自由・医療的ケア・知的障害・発達障害） 
相談コーナー
9月25日（水）〜 27日（金）の 
各日13:30 〜 16:00

4． ひとやすみコーナー
会期中3日間、保育士が常駐

3   福祉機器開発最前線

障害のある人たちが先端科学技術を駆使したア
シスト機器を使って、日常生活に必要な動作で
競う国際競技大会サイバスロンを、デモンスト
レーションや試乗などで紹介。

講義

 ● 9月25日（水）〜 27日（金）14:00 〜 15:00
サイバスロンと福祉の心
富田　豊 氏　慶応義塾大学 名誉教授

4   日常生活支援用品コーナー 
「十人十色展」

高齢者や障害者の生活を便利にする福祉用具や
用品を、衣食住に関係するカテゴリーに分類し
て紹介。

7   ふくしの相談コーナー 
（福祉機器や自助具に関わる相談）

技師、作業療法士などの専門家が、福祉機器や
自助具に関わる来場者の相談に対応。

8   被災地応援コーナー

災害に見舞われ、復興に取り組みながら生産活
動に取り組む障害者就労支援施設・事業所の製
品を販売。

5   補助犬コーナー

「盲導犬」「介助犬」「聴導犬」を説明やデモンス
トレーション等で紹介。

6   CareWare Japan

デンマークで開発された福祉機器評価手法を活
用する方法も学べる、福祉・介護業界の経営層
とソリューションを持つ企業とのビジネスマッ
チングイベントを開催。今回は「ソリューショ
ンが経営を変える〜介護職員が活きる職場づく
り〜」をテーマに実施。

H.C.R.への出展15回目を迎えた10の企業・団体に
感謝状を贈呈！

H.C.R. 2019／ 15回出展感謝状贈呈企業（10社）

アタム技研株式会社
アルジョ・ジャパン株式会社
エア・ウォーター株式会社
株式会社オーヤラックス
キューピー株式会社

株式会社トンボ
一般社団法人日本リハビリテーション工学協会
株式会社日立システムズ
フジホーム株式会社
プロト・ワン有限会社

※社名五十音順

H.C.R. では毎年、出展が 15 回目を迎えた企業・団体に対して
感謝状を贈呈しています。今年は 10 社が贈呈の対象となり、会
期の初日にあたる 9 月 25 日（水）に展示会場内にて贈呈式を行い、
古都賢一本会理事長より感謝状を贈呈いたしました。

本紙の紙面上において感謝状贈呈の対象となった 10 社全ての
会社名をご紹介するとともに、これまでの H.C.R. への長年にわ
たるご協力に対してあらためまして感謝を申しあげます。

H.C.R. では、今後も福祉機器の一層の普及と
最新情報の発信に努めてまいります。

地域共生社会の実現に向け、引き続き関係者の皆さまのご支援、 
H.C.R. へのご参加を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。


