
月日 時間 2 － A 会場 2 － B 会場  2 － C 会場  ２－ D 会場

10
月
10
日

（水）

10:30
～

11:30

トリプル・ダブリュー・ジャパン（株）AUTOLIFT S.r.l. （株）シルバー産業新聞社
3-20-14 2-10-08 4-06-07

QOL 向上を目指した排泄個別ケア
〜DFreeを活用した効果的な自立排泄支援〜

障害のある人を安全にプールの出入を
可能にするリフト

「上限設定」開始！福祉用具と自立支援・
重度化防止

QOL 向上を目指した、排泄支援とは・尿失禁の疫学
的背景・現状の排泄ケア・排尿に関する基本的なメカ
ニズム DFree 製品説明・DFree 活用したアセスメン
ト・個別排泄支援活用例との効果について

安全にプールの入出水ができるリフトをご紹介しま
す。誰もが気軽に来られるプールへと環境整備できる
移動式プール用リフトです。

自立支援・重度化防止に向けた取り組みを評価する介
護保険制度が始まりました。福祉用具サービスへの注
目が高まっています。介護保険での福祉用具貸与「上
限設定」などとともに解説します。

【主な参加対象】介護従事者、一般 【主な参加対象】介護従事者、福祉機器利用者、一般 【主な参加対象】介護従事者、福祉用具メーカー、流通、
一般、その他

12:30
～

13:30

スマイルファクトリー（有） medica Medizintechnik GmbH ROPOX
4-07-02 2-11-06 2-11-03

高齢者のための遊具で楽しく
リハビリテーション

画像ソフトで楽しみながら運動できる
リハビリ機器

美しく機能性の高いデザインの
水周り機器シリーズ

高齢者のリハビリテーションに特化した遊具を紹介し
ます。大勢でもお一人でも遊べる遊具をいくつか実際
に、会場内で用いてレクリエーションを行い、体を動
かすことで実感していただきます。

自分で動かす、動かし続けることが難しい方には他動
運動がおすすめです。車いすのままでも使用できる使
いやすい設計です。急性期の早期リハビリ、回復期、
介護予防にも活用されています。

障がいがあっても自立度を高めるという理念で設計さ
れたトイレ、浴室などの手すり、洗面器などの水周り
機器。昇降式アイランド型キッチンにも注目の製品で
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、その他一般

【主な参加対象】介護従事者、福祉機器利用者、一般 【主な参加対象】介護従事者、福祉機器利用者、一般

14:30
～

15:30

Performance Health OM INTERACTIVE LIMITED ROHO, Inc. LIFTUP A/S
2-09-06 2-10-08 2-10-07 2-11-05

簡単に取り組める、ゴムの弾性を
活用したリハビリ機器

映像システムをリハビリに活用した
画期的システム

世界中で普及、床ずれ予防ロホクッション
とマットレス

床から人力で抱え上げず、安全に
起き上げ可能なリフト

ゴムの弾性を利用することで容易に抵抗運動が可能で
す。色分けされた伸縮抵抗レベルで運動の強さを選べ
ます。一人でも、大勢でも、それぞれのレベルで無理
なく取り組めます。

視覚の刺激だけでなく、動作で映像に変化を起こすこ
とができる双方向タイプの映像システム。感覚統合療
法に有効。小児から認知症リハビリまで活用できます。

日本でも 1987 年の発売以来、毎年ユーザーが増え
続けている、その好評の理由、機能をご紹介します。
障害福祉制度による給付と介護保険制度のレンタルで
も利用できます。

転倒した方、床やマット上の方などの抱き起こしは腰
痛の発症原因のひとつ。床に横になっている姿勢から、
いすに座った状態にバッテリーで持ち上げます。その
場で組み上げるので持運びにも便利です。

【主な参加対象】介護従事者、福祉機器利用者、一般 【主な参加対象】介護従事者、　福祉機器利用者、工務
店、建材業者、一般　

【主な参加対象】介護従事者、福祉機器利用者、一般 【主な参加対象】福祉・介護専門職、施設管理者、従事者、
福祉機器従事者

10
月
11
日

（木）

10:30
～

11:30

神戸医療産業都市 RIFTON EQUIPMENT Handicare Bathroom Safety BV（株）ザオバ
6-17-02 2-10-08 2-09-09 5-13-11

神戸医療産業都市神戸市内企業のご紹介 人間工学的な自然な歩行姿勢を元にした
歩行訓練機器

シンプルデザインで安全性に留意した
水周り製品

平成 30 年介護保険法改正対応！ 
介護施設の収益改善

神戸医療産業都市ブース内参加企業のご紹介 歩行時の骨盤の動きを制限せずに自然な歩行姿勢がと
れるペーサーは、様々な機能と豊富なアクセサリーに
より歩行訓練をより効果的に行うことができます。

人間工学に基づいた機能性と安全性、デザイン性を備
えた握りやすい手すりだけでなく、背もたれや小物置
きなど、トイレ・洗面室を快適に水周り製品をご紹介
します。

☆平成 30 年法改正の影響と今後の展望
☆稼働率アップのためのプロモーション手法
☆リハビリマシン格安導入法大公開

【主な参加対象】福祉機器利用者とその家族、福祉・
介護専門職

【主な参加対象】介護従事者、福祉機器利用者、一般 【主な参加対象】介護従事者、福祉機器利用者、一般 【主な参加対象】介護施設経営者、従事者、福祉機器
利用者、一般

12:30
～

13:30

羽立工業（株） （株）ワイズマン Pressalit A/S
5-12-06 7-04-11 2-09-07

地域住民主体の介護予防実現！のための
攻略法

介護老人保健施設 カトレアにおける
IT 導入とその成果

利用者にあわせ、任意に高さや幅を
変えられる手すり

地域を巻き込み前期高齢者の人材活用で総合事業のお
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を交えた実証研究事
例についてお話しします。

ワイズマンのケア記録システムや MeLL+（メルタス）
を導入し、多職種間の情報共有のスピードや質を高め
ると共に、業務効率化による時間短縮などの成果を実
現している取り組みをご紹介します。

ホテルなど、様々な障害のある方が利用する施設で、
それぞれの利用者に最適なポジションが設定でき、デ
ザイン性に優れた水周り機器。一流ホテルでの採用が
進んでいる注目の製品です。

【主な参加対象】健康づくり・介護予防に関心のある方、
自治体の介護予防事業担当者

【主な参加対象】介護・福祉施設・在宅サービス・病院・
リハセンターの職員、医療法人・社会福祉法人の経営
者・責任者、自治体・医師会の医療・介護担当部門の
職員

【主な参加対象】介護従事者、福祉機器利用者、一般

14:30
～

15:30

羽立工業（株） （株）シナノ Excellent Systems A/S CHANGZHOU WONSH RAMP 
INDUSTRY CO., LTD.

5-12-06 7-03-06 2-10-05 2-09-08
簡単・効果期待！自立体力トレーニング
＆体力評価実践

ポールウォーキング体験会 部材の組み合わせで段差を解消、
「ブロックビルド」

設置場所に応じ部品の組み合わせで作る
スロープ

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
上メニューを実践で学ぶことができます。
講師：静岡大学の中野美恵子名誉教授

２本のポールを持って歩く手軽な全身運動「ポール
ウォーキング」。効果的な歩き方や、運動効果のご紹
介のほか、実際にポールを使って歩く体験を行います。

玩具のブロックのような部材を組み合わせ、手軽に段
差を解消できる新方式のシステム。食品包装にも使用
される安全なポリエチレン製。トラックが乗っても壊
れないほど強固。再利用も可能です。

大型から小型まで場所にあわせて、スロープ面、手す
りなどの部品の組み合わせで、長い距離でもどんなサ
イズでも作れるスロープ。解体、再利用も可能です。

【主な参加対象】健康づくり・介護予防に関心のある方、
自治体の介護予防事業担当者

【主な参加対象】介護従事者、地域包括支援関係者、
一般

【主な参加対象】介護従事者、福祉機器利用者、工務店、
建材業者、一般

【主な参加対象】介護従事者、福祉機器利用者、一般

10
月
12
日

（金）

10:30
～

11:30

( 有 ) パムック Roll-A-Ramp Garaventa Lift
5-12-01 2-10-03 2-10-06

シーティングが拓く未来・これからの
在宅生活を考える

必要時に広げ、不要時には巻いて収納が
できるスロ―プ

屋内、屋外の階段や段差に設置できる
階段・段差解消機

診療報酬に認められ、今後在宅生活においても離
床から QOL 向上に様々な場面で活用が期待される
シーティング技術。今セミナーではシーティングの
活用事例を紹介し、その普及促進を図ります。

米国ロール・ア・ランプ社のスロープは航空機の機
体に使用される頑丈なアルミ合金製。さらに巻き取
り式で省スペースに収納可能。ブリッジ型、山型に
も使用できます。

車いす利用者にとっては障害（バリア）である段差・
階段の通行を可能にします。誰もが行きたい場所に
行けることを実現します。学校など公共施設で設置
が進んでいます。

【主な参加対象】ケアマネージャー、PT・OT・ST 等、
セラピスト、訪問看護の看護師

【主な参加対象】介護従事者、福祉機器利用者、一般 【主な参加対象】介護従事者、福祉機器利用者、一般

12:30
～

13:30

アビリティーズ・ケアネット（株）FOCACCIA GROUP
AUTOMOTIVE

2-10-08 2-10-08
給水、排水の埋設工事が不要の
バリアフリートイレ

車いすごと乗りこみでき、
最大 7 人のスロープ付 VW 車

配管工事を必要とせず、柔軟なチューブを天井内部に
設置し、強力な圧送ポンプで汚物を送り出します。工
事は一日で完了、費用も低額。避難所、学校、家庭な
ど、どこにでも設置できます。

スロープを架装することで、車いす利用者が容易に乗
降できます。車いす乗降設備付きのフォルクスワーゲ
ン車です。

【主な参加対象】施設管理者、設備担当者、行政 【主な参加対象】介護従事者、福祉機器利用者、一般

14:30
～

15:30

羽立工業（株） トーテックアメニティ（株） Langhøj ApS Wheelchair Friendly Solutions Inc.
5-12-06 3-21-02 2-11-04 2-10-04

健康づくりのやる気のスイッチ ON ！ ICT 利用による介護の変革 車いすの走行性を高める
レバー式駆動システム

砂浜など歩きにくい場所でも車いすで
移動可能なマット

地域づくりによる介護予防。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
について成功事例を交えてお話しします。

介護サービスを利用する高齢者は年々増加傾向にあり
ます。スタッフの人員不足や負担増大といった課題が
多くなる中、「人」と「ICT」が連携することによる
最適な介護サービスをご紹介します。

ハンドリムを漕ぐよりも軽い力、正しい姿勢で操作が
できる車いす用レバー式駆動システムのご紹介しま
す。操作が容易になると外出が楽しくなります。車い
すに後付ができます。

ロール状のマットを広げていくことで、歩きやすい通
路ができ、車いすの移動も容易になり、波打ち際に近
づけます。水上車いすも併せてご紹介します。

【主な参加対象】健康づくり・介護予防に関心のある方、
自治体の介護予防事業担当者

【主な参加対象】介護・福祉・医療施設関係者、介護・
福祉・医療従事者、介護流通関係者（レンタル卸、販売店）

【主な参加対象】介護従事者、福祉機器利用者、一般 【主な参加対象】介護従事者、福祉機器利用者、一般

出展社プレゼンテーション 2（2F）




