
H.C.R. 2008　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：東2ホール、東3ホール、東5ホール入口横	特設会場　●プログラム内容は変更する場合がございますのでご了承ください。

H.C.R. 2008　出展社セミナープログラム

H.C.R. 2008　出展社セミナープログラム
入場無料／参加自由	 ●会場：東展示ホール	2階会議室　●プログラム内容は変更する場合がございますのでご了承ください。

時間 セミナー
会場No. 開催内容

12:30


13:45

S-1

ハートフルビジネスおかやま （財）岡山県産業振興財団 【1-05-11】
テーマ 「遊具を利用した、楽しみながら介護予防とリハビリ」
さまざまな遊具を利用して、遊びを通して行う介護予防について紹介します。実際にいくつか
のサンプルで体を動かして頂きます。

【主な参加対象】 自由参加、リクリエーション担当者、作業療法士、介護事業者

S-6

社団法人　日本理学療法士協会 【6-19-11】
テーマ 「生活のひろがりを生み出すアプローチ」
日本理学療法士協会では、「高齢者の活動的な地域生活の営みを獲得できたか」という視点
で評価表を作りました。イキイキとした地域生活の維持・向上に役立ちます。

【主な参加対象】 自由参加、介護予防に関わるスタッフ

14:00


15:15

S-1

ハートフルビジネスおかやま （財）岡山県産業振興財団 【1-05-11】
テーマ 「患者の動きがここまで診れる。表面筋電図の新たな臨床思考。」
臨床で行う筋機能的評価として表面筋電図（EMG）は極めて有効な道具である。本セミナーでは筋
機能を時間・空間・力の要素に集約し、具体的事例を供覧しながら最近のEMG事例を紹介する。

【主な参加対象】 リハビリテーション関係者・スポーツトレーナー、理学療法士、
 作業療法士、義肢装具士、病院・施設のリハビリテーション

S-2

NPOたくみ21 【1-05-14】
テーマ 「福祉用具・自助具とものづくり集団NPOたくみ21の価値」
意志伝達用具と口腔ケアの重要性。脳卒中などの障害での会話障害や、口腔ケアなど重要な
役割である介護家族に役に立つコミュニケーションツールと安全性を追求した歯磨剤の話です。

【主な参加対象】 意志伝達でお悩みの方、会話障害でお悩みの方、要介護者、子供・老人

S-3

（株）シルバー産業新聞社 【6-20-05】
テーマ 「福祉用具と介護保険について」
 09年度制度見直しを目前に、介護保険での福祉用具活用の今後と、求められる福祉用具サー
ビスについて。また、社会保障費削減の中の介護保険の方向性について解説。

【主な参加対象】 自由参加、ケアマネージャー、福祉用具メーカー、流通、事業者、介護サービス事業者

【　】内は、小間番号

ふくしの相談コーナー
　H.C.R. 2008ふくしの相談コーナーでは、医師、技師、作業療法士などの専門家が来
場者の福祉機器、リハビリ、自助具に関わる相談に無料で応じます。
場所：東京ビッグサイト東展示5・6ホール　　参加：自由　　参加費：無料
内容：①福祉機器相談　②リハビリ相談　③自助具相談

ガイドブック、企業要覧のご案内
◦ H.C.R. 2008福祉機器ガイドブック

福祉機器に関する情報や製品約1,500点を掲載しています。

A4判308ページ（カラー）
価格1,000円（税込み）

第35回国際福祉機器展 H.C.R. 2008
主　催	 全国社会福祉協議会　保健福祉広報協会
後　援	 厚生労働省　経済産業省　総務省　国土交通省　東京都　海外参加国大使館
協　賛	 NHK厚生文化事業団、読売光と愛の事業団、毎日新聞東京社会事業団、
	 産経新聞厚生文化事業団、日本経済新聞社、東京新聞、東京新聞社会事業団、朝日新聞厚生文化

事業団、福祉新聞社、日本赤十字社、福祉医療機構、鉄道弘済会、東京都社会福祉協議会、全国
心身障害児福祉財団、長寿社会開発センター、シルバーサービス振興会、テクノエイド協会、日本
理学療法士協会、日本作業療法士協会、日本アビリティーズ協会、日本障害者リハビリテーション
協会、日本リハビリテーション医学会、新エネルギー・産業技術総合開発機構、みずほ教育福祉財
団、キリン福祉財団、清水基金、みずほ福祉助成財団、松翁会、丸紅基金、三菱財団、損保ジャパン
記念財団、中小企業基盤整備機構

会　期	 平成20年9月24日（水）〜26日（金）　午前10時〜午後5時
会　場	 東京国際展示場「東京ビッグサイト」東展示ホール

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

9/24
（水）

11:30


12:30

（株）日本テレソフト 【2-10-02】 日本福祉用具・生活支援用具協会 【6-18-08】 パシフックサプライ（株） 【4-04-06】
テーマ 「点字カラオケシステムの発表」
点字ディスプレーを使い、視覚障害者がカラオケを楽しむことができるシ
ステムを発表、デモンストレーションを行い、実際に体験して頂きます。

【主な参加対象】 視覚障害者・視覚障害者関連団体・各地方自治体、
 学校関係者

テーマ 「床ずれ防止用具の対象者ごとの効果的な使い方について」
日本福祉用具・生活支援用具協会（ JASPA）床ずれ防止用具部会か
ら、床ずれ防止の基礎知識や、製品のタイプ別に対象者と効果的な使
い方について、企業間の垣根を越えてご説明致します。

【主な参加対象】 福祉機器（床ずれ防止用具）利用者・介護従事者・ケアマネージャー

テーマ 「移乗用具と車いすシーティングシステムの紹介」
介助技術や移乗用具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Vトラックは、長時間の座位姿勢を安定、快適にいたします。

【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

13:30


14:30

（株）ヤマシタコーポレーション 【1-01-03】 （株）アクセスインターナショナル 【4-02-02】 （株）トップコーポレーション 【3-21-11】
テーマ 「本当の福祉用具の生かし方！全国福祉用具専門相談員協会」
これから要介護者が、介護を遠慮しない生活を送ることができるか。
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活用の
重要性について、皆様と検証してみたいと考えています。

【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 「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から変形・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

テーマ 「安心・安全・環境を考えた滑らない！ 水を透す接着剤！？」
優れた透水性・通気性がある驚異の接着剤を使用して施工した事例
や商品の特徴。施工の方法等をご紹介させていただきます。

【主な参加対象】 福祉機器販売事業者・施設関係者・一般

15:30


16:30

ハートフルビジネスおかやま （財）岡山産業振興財団【1-05-11】 住環境テクノロジージャパン（株） 【5-12-06】 （株）エクセルエンジニアリング 【2-11-15】
テーマ 「障害者（車いす）用カスタマイズ衣料」
障害を持たれた方でも自由におしゃれが楽しめる様に工夫された衣料
を紹介します。

【主な参加対象】 車いす利用者・PT・OT

テーマ 「空間の消臭と除菌。安全で安心な空間対策」
空間における無臭の除菌方法をデモンストレーションにて実演します。
施設の出入口や各部屋が新鮮なクリーンエアーなる方法をご紹介いた
します。

【主な参加対象】 介護従事者・施設関係者  

テーマ 「施設内安全管理のトータルサポート」
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
ベッドからの転落防止から入室管理までトータルにサポートできるシス
テムをご紹介します。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・建築設備・病院  

9/25
（木）

11:30


12:30

（株）フレスコ 【1-02-01】 髙島屋スペースクリエイツ（株） 【5-14-06】 日本リハビリテーション工学協会 【6-19-06】
テーマ 「新しい健康産業として─ふとん丸洗いの可能性─」
ふとんを清潔にするには丸ごと水洗いしかありません。繰り返し洗浄
しても繊維の風合いを損なわないフレスコウォッシングシステム機器を
ご紹介します。フレスコから寝具の未来が変わります。

【主な参加対象】 ご来場者全員（施設関係者・福祉機器利用者）  

テーマ 「FUNレストテーブル実演セミナー」
下肢の筋力が低下した方でも、トイレ（便座）への移乗、排泄が安全で
安心に行える様に考えられた介助技術法と、排泄のための良い環境づ
くりのご提案を上野文規先生が行います。

【主な参加対象】 介護従事者・福祉機器利用者・老健施設事業主

テーマ 「間違いだらけの床ずれ予防」
床ずれ予防を介助者任せにしていませんか？ 車いすクッションやエア
マット等、使っているものは合っていますか？ 自分に合った選択を事
例紹介や用具の活用を通してもう一度見直してみよう。

【主な参加対象】 障害のある当事者・介助者・支援者  

13:30


14:30

（株）ビューホップ 【1-06-14】 国立身体障害者リハビリテーションセンター研究所 【6-18-07】 ウエルテック（株） 【6-20-01】
テーマ 「筋力リハビリゲーム『桃太郎の桃狩りゲーム』」
 2個のエアバッグを左右の手で握ることによりパソコン画面上のキャ
ラクターを上下、左右に移動させ、画面上に配置された桃を狩るゲー
ムを解説します。BGMがはいり、点数も表示されます。

【主な参加対象】 介護施設（老人ホームなど）・リハビリ病院・介護従事者 

テーマ 「福祉用具の安全を考える」
ここでは福祉用具の安全について、機械的要因、利用者要因、適合要
因の観点から解説します。有用性の高さや利用者の個別性など、福祉
用具特有の問題をふまえた上での安全性を一緒に考えましょう。

【主な参加対象】 福祉用具利用者・福祉用具に関わる専門職・福祉用具の規格に関係する人

テーマ 「在宅高齢者・有病者の方への口腔ケア実践テクニック」
高齢者や有病者の口腔内は、自浄作用の低下により乾燥し汚れやすく
なっています。明日からお役立て頂ける「口腔用保湿剤」を用いた効率
的で実践的な口腔ケアテクニックについてお話させていただきます。

【主な参加対象】 看護師・介護従事者・歯科衛生士  

15:30


16:30

（株）ルピナス 【1-05-07】 （株）マスターマインド 【5-12-06】 日本作業療法士協会 【4-06-04】
テーマ 「今日から取り組む口腔ケアの基礎知識と実習」
成功率の高い口腔ケアの導入法などの基礎知識を実習を交えご紹介
します。講師（有）エイチエムズコレクション・代表取締役・歯科衛生士・
濵田真理子。定員80名様へ口腔ケア図解入冊子無料で配布。

【主な参加対象】 介護・医療従事者・一般在宅介助の方  

テーマ 「消臭と除菌と加湿ができる空間対策機器」
消臭と除菌と加湿が同時にできるエアークリーナーをご紹介いたしま
す。自動運転で快適空間をご提案いたします。

【主な参加対象】 施設関係者

テーマ 「障害者IT支援─作業療法士が関わるとこうなります─」
作業療法士が行う利用者の心身機能や障害特性にあわせたIT活用支
援の実際を事例を通して紹介する。その中で“できる”IT活用支援につ
いて参加者と共に考えていく。

【主な参加対象】 福祉機器利用支援者・福祉機器利用者・福祉機器関係者

9/26
（金）

11:30


12:30

フランスベッドメディカルサービス（株）【1-05-10】 （株）ウェルパートナーズ 【4-06-02】 （株）パシフィックウェーブ 【1-02-03】
テーマ 「健康のために今日から私も『うつぶせ寝』」
注目され始めた「うつぶせ寝」は、看護・介護の現場から始まった、信
頼のおける健康法です。正しい方法を学べば、どなたでも、いつからで
も、手軽に始められます。ぐっすり眠れるようになります。

【主な参加対象】 医療従事者・介護従事者・一般介護者  

テーマ 「ラビット歩行器の導入が活動に及ぼす影響について」
車いす、クッション等の調整変更によりADLが改善したという報告は
ない。弊社歩行器を通所デイケアに導入し短期間でFIM、介護度が
改善した3症例を本人家族の了解を得て発表報告する。

【主な参加対象】 介護従事者・福祉機器利用者・施設病院関係者 

テーマ 「床ずれ防止は快眠環境を整えることが大切！」
床ずれ防止のためには「体圧分散」を高めることよりも「寝姿勢を正し
く保つことが大切。本来の立位格子型グミ状ジェルのマットレスによ
るか快眠環境保持と「寝返り」のウソ・ホントについて伝えます。

【主な参加対象】 床ずれ・不眠を心配されている方すべて・介護従事者、福祉機器利用者  

13:30


14:30

（株）メトス／ダイワ化成（株） 【2-13-08】 パンテーラ・ジャパン（株） 【4-02-03】 アイシン精機（株）キープエイブル 【1-01-02】
テーマ 「ふつうの暮らしを支えるための入浴環境」
●介護施設設計と入浴環境について…設計者の目線から語る●高齢
者介護と入浴環境について…運営者の目線から語る●ユニバーサル
浴槽（個粋）について…研究者の目線から語る

【主な参加対象】 高齢者施設の運営者・介護従事者・施設設計者（設計事務所）

テーマ 「スウェーデンの理学療法士によりシーティングセミナー」
身体にフィットし、目的に合う車椅子を選び、正しく座ることによって
利用者の人生は大きく変わるでしょう。利用者にとっては車椅子に座
ることは日々の生活そのものなのですから…。

【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  

テーマ 「介護予防・転倒予防の運動器機能向上トレーニング」
星城大学大学院健康支援学研究科科長植松教授により“ヒゲ松式運
動機器機能向上トレーニング”の講演と実践に役立つツール「歩ビゲ
ーター（新発売）」のご紹介

【主な参加対象】 デイケア関係者・地域包括支援センター・PT、OT

15:30


16:30

NPOたくみ21 【1-05-14】 大塚薬品工業（株） 【5-12-06】 （有）ハッピーおがわ 【3-19-08】
テーマ 「体験から生まれた生活リハビリ用品の開発のご紹介」

「使う人の為に創意・工夫」①片麻痺の歯磨きは、なぜコップ ②会話障
害を絵本でサポート ③片手でOKペーパー、トイレットホルダー ④ミー
ハー美歯は、重曹と、キシリトールが主成分。

【主な参加対象】 リハビリ医療従事者・本人、家族、友人、知人・介護従事者  

テーマ 「ノロウイルスの感染予防策をご提案いたします」
施設内における対策方法を実施することで、外部よりの感染を予防す
ることができる具体策をご紹介いたします。薬品会社のプロ対策が安
全で安心をご提供いたします。

【主な参加対象】 施設関係者  

テーマ 「高反発クッションの自立支援機能の優秀性」
自立支援を快適にサポートできる高反発クッション。医学的・人間工
学的に臨床された優位性を製品化しました。マットレス・シート・枕・イ
ンソール等実感ください。

【主な参加対象】 介護従事者、福祉機器利用者、医療機器利用者

時間 セミナー
会場No. 開催内容

14:00


15:15

S-4

パンテーラ･ジャパン（株） 【4-02-03】
テーマ 「早わかりシーティング」
脊柱のカーブは、立位から台の上に腰をおろしたとたんに変化します。そのメカニズムを平易
に説明し、車椅子で快適な座位を得るためのノウハウをご紹介します。

【主な参加対象】 自由参加、福祉用具供給事業者、セラピスト（PT・OT）、福祉機器利用者

S-5

ラックヘルスケア（株） 【5-11-02】
テーマ 「安全・安心の立ち上がりサポート機器の活用法」
立ち上がりのサポートは、介助者にとって負担が大きいだけでなく、転倒リスクも生じます。本
人の残存能力を活かしながらの立位保持と移動が可能な立ち上がりサポート機器をご紹介い
たします。

【主な参加対象】 自由参加、医療従事者、介護従事者

S-6

日本リハビリテーション工学協会 【6-19-06】
テーマ 「補装具としての重度障害者用意思伝達装置の基礎知識」
日常生活用具から補装具に移行された「重度障害者用意思伝達装置」の基本的な理解と制度
の適切な運用のためにまとめたガイドラインを通してその基本的機能や公費負担との関係を
説明します。

【主な参加対象】 自由参加、ケースワーカー、作業療法士、保健師

15:30


16:45
S-3

積水ホームテクノ（株） 【3-21-06】
テーマ 「介助労力を軽減、介護・高齢者向け『個浴室』のご紹介」
介護施設や高専賃等の浴室は、入居者の加齢により介助負担増加が問題となります。JNS保
田代表によるノーリフティングポリシーの説明を中心に、介助負担軽減の為の浴室空間をご
提案します。

【主な参加対象】 自由参加、介護施設従事者、病院関係者、建築設計士

9月24日（水） 【　】内は、小間番号

時間 セミナー
会場No. 開催内容

10:30


11:45

S-3

（株）カワムラサイクル 【4-01-06】
テーマ 「車いすの安全な使い方と選び方」
より安全に、より快適に車いすをお使い頂けるようシーティングを中心に適合、選定を追及します。

【主な参加対象】 福祉用具販売店、介護従事者

S-4

ティーアンドケー（株） 【5-11-10】
テーマ 「キレイな口から美味しく食べる〜口腔ケアの重要性（基礎）」
在宅でも施設でも高齢者の方の一番の楽しみは食事です。美味しく食べて頂くためにも機能的でキレ
イな口が必要です。次第に全身の機能が落ちる中、いかに食べる機能をケアしたら良いか（基礎実習）

【主な参加対象】 自由参加、医療従事者、介護従事者、福祉従事者および御家族一般

S-6

（独）情報通信研究機構 【2-09-01】
テーマ 「情報バリアフリー研究開発等支援事業の成果」
情報通信研究機構で行っている、高齢者や障害者向け助成金制度を利用し、平成19年度に
研究開発や役務提供等を行った事業の成果をご紹介いたします。

【主な参加対象】 自由参加、福祉関係従事者、福祉機器利用者、研究者

12:30


13:45

S-1

（株）ワールドパイオニア 【2-11-03】
テーマ 「『聞こえ』のバリア解消への提言」
日本には軽度の難聴者を含めると現在、約600万人以上の「聞こえ」に不便を感じている人々がい
ます。そのバリア解消に役立つ機器の紹介と、社会的・精神的・経済的効果について説明します。

【主な参加対象】 自由参加、「聞こえ」に関心のある方

S-2

（株）日本テレソフト 【2-10-02】
テーマ 「点字カラオケシステムの発表とデモンストレーション」
点字ディスプレーを使い、視覚障害者がカラオケを楽しむことができるシステムを発表致します。
これにより健常者と同様に歌を選曲後、点字化されたデータを読むことでカラオケを楽しめます。

【主な参加対象】 視覚障害者、視覚障害者関連団体、各市町村などの自治体・学校関係者

S-3

（株）カワムラサイクル 【4-01-06】
テーマ 「車いすの安全な使い方と選び方」
より安全に、より快適に車いすをお使い頂けるようシーティングを中心に適合、選定を追及します。

【主な参加対象】 福祉用具販売店、介護従事者

S-4

ティーアンドケー（株） 【5-11-10】
テーマ 「キレイな口から美味しく食べる〜口腔ケアの重要性（応用）」
在宅でも施設でも高齢者の方の一番の楽しみは食事です。美味しく食べて頂くためにも機能的でキレ
イな口が必要です。次第に全身の機能が落ちる中、いかに食べる機能をケアしたら良いか（応用実習）

【主な参加対象】 自由参加、医療従事者、介護従事者、福祉従事者および御家族一般

S-5

羽立工業（株） 【6-21-04】
テーマ 「簡単・効果期待！ 自立体力トレーニング&体力テスト（実践）」
高齢者が自立して生活するための「自力体力」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・中野美恵子教授。先着でトレーニング本プレゼント。

【主な参加対象】 高齢者施設の介護予防担当者、市町村（行政）の介護予防事業担当者、リハビリスタッフ

S-6

（独）情報通信研究機構 【2-09-01】
テーマ 「高齢者・障害者向け通信・放送サービス充実研究開発成果」
情報通信研究機構で行っている「高齢者・障害者向け通信・放送サービス充実研究開発助成」
の平成19年度に助成を行った事業の成果をご紹介いたします。

【主な参加対象】 自由参加、福祉関係従事者、福祉機器利用者、研究者

14:00


15:15

S-1

NPOたくみ21 【1-05-14】
テーマ 「福祉用具・自助具とものづくり集団NPOたくみ21の価値」
片麻痺片手シリーズ　日本三大疾病の、脳卒中障害者への自立の為の自助具福祉用具づくり
の集団は、何故頑張れるのか、誰のために今後の進み方、用具の捉え方などの話です。

【主な参加対象】 リハビリ医療・従事者、本人、家族、知人、介護従事者、福祉機器利用者、
 病院・鉄道・船舶の身障者マークのトイレ利用者

S-2

（株）バンダイナムコゲームス 【1-06-15】
テーマ 「リハビリテインメントマシンによる効果と実例」
リハビリテインメントマシンを使用する事によって施設運営の安定化へ向けての運用管理システムのご紹介を行います。

【主な参加対象】 自由参加、介護従事者、福祉機器利用者、施設運営者

S-3

積水ホームテクノ（株） 【3-21-06】
テーマ 「介助労力を軽減、介護・高齢者向け『個浴室』のご紹介」
介護施設や高専賃等の浴室は、入居者の加齢により介助負担増加が問題となります。JNS保田代
表によるノーリフティングポリシーの説明を中心に、介助負担軽減の為の浴室空間をご提案します。

【主な参加対象】 自由参加、介護施設従事者、病院関係者、建築設計士

S-4

（株）アクセスインターナショナル 【4-02-02】
テーマ 「車椅子で床ずれを治す、予防再発防止の為のシーティング」
床ずれ予防と再発防止は正しいシーティングを行うことはベッドで行う事より車椅子におこした方が、
簡単でより効果的です。最新シーティング機器と座圧分布測定装置による実証によりお話致します。

【主な参加対象】 福祉・介護関係者、医療・リハビリ関係者、本人及び家族

S-5

和光堂（株） 【1-05-04】
テーマ 「口腔ケア〜口からおいしく食べる為に〜」
口腔ケアの必要性は理解していても「実際にどのようにしたら良いの？」と悩んでいる方は多いのではない
でしょうか。本セミナーでは歯科衛生士 丸山みど理氏に口腔ケアの重要性と手技についてお話頂きます。

【主な参加対象】 自由参加、医療従事者、介護従事者、一般

S-6

（独）情報通信研究機構 【2-09-01】
テーマ 「視覚障害者向け通信・放送役務提供・開発推進事業の成果」
情報通信研究機構で行っている「身体障害者向け通信・放送役務提供・開発推進助成」の平成
19年度に助成を行った主に視聴障害者向けの成果をご紹介いたします。

【主な参加対象】 自由参加、福祉関係従事者、福祉機器利用者、研究者

時間 セミナー
会場No. 開催内容

15:30


16:45

S-1

ピーエス（株） 【5-11-07】
テーマ 「インフルエンザ０を目指して〜福祉施設の加湿方法〜」
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
を越える福祉施設で湿度環境を作ってきた経験から、その適切な加湿方法について解説します。

【主な参加対象】 自由参加、福祉施設の運営者、介護従事者、施設設計者

S-4

The ROHO Group（アビリティーズ・ケアネット） 【5-12-05】
テーマ 「ロホクッション─ご利用別に考えた使い分け・座り比べ」
ご利用者の身体状況に応じて様々な種類からお選び頂けるロホクッションの各々の選択の目
安をご紹介し、実際に座り比べて頂きます。

【主な参加対象】 自由参加、車いすユーザー、ディーラー、専門家

S-5

ティーアンドケー（株） 【5-11-10】
テーマ 「在宅の笑顔を支える口腔ケア〜食べられる口づくり〜」
患者の帰宅当初は在宅にとって急性期であり正に大変です。少しでも回復を願ってリハビリし懸命にケ
アする家族やスタッフ。現場の笑顔を支えて来た口腔ケアの基準を明らかにし、必要十分を伝えたい。

【主な参加対象】 医療従事者、介護従事者、福祉従事者および御家族

S-6

（独）情報通信研究機構 【2-09-01】
テーマ 「聴覚障害者向け通信・放送役務提供・開発推進事業の成果」
情報通信研究機構で行っている「身体障害者向け通信・放送役務提供・開発推進助成」の平成
19年度に助成を行った主に聴覚障害者向けの成果をご紹介いたします。

【主な参加対象】 自由参加、福祉関係従事者、福祉機器利用者、研究者

9月25日（木） 【　】内は、小間番号

時間 セミナー
会場No. 開催内容

12:30


13:45

S-1

クリエイト（株） 【2-12-02】
テーマ 「人工肛門・膀胱に関する知識の普及（当事者による）」
①ストーマケアの基礎知識 ②オストメイトの日常生活（当事者による体験談等） ③日本オスト
ミー協会の概況（主な活動状況・オストメイト対応トイレ設置の普及） ④その他

【主な参加対象】 自由参加、公的機関、福祉団体、施設関係者

S-3

積水ホームテクノ（株） 【3-21-06】
テーマ 「介助労力を軽減、介護・高齢者向け「個浴室」のご紹介」
介護施設や高専賃等の浴室は、入居者の加齢により介助負担増加が問題となります。JNS保田代
表によるノーリフティングポリシーの説明を中心に、介助負担軽減の為の浴室空間をご提案します。

【主な参加対象】 自由参加、介護施設従事者、病院関係者、建築設計士

S-4

（株）アクセスインターナショナル 【4-02-02】
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、種々の効果が生まれます。スタンディングの医学
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ながら、お話致します。

【主な参加対象】 自由参加、介護従事者、医療・リハビリ関係者

S-5

ティーアンドケー（株） 【5-11-10】
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（基本）」
社会の高齢化に対応するため口腔ケアと口腔リハビリテーションは既に必須のスキルとなっています。原
因や状態の異なる各々の摂食嚥下障害者に対する効果的かつ効率的なケア方法を基礎から学びます。

【主な参加対象】 自由参加、医療従事者、介護従事者、福祉従事者および御家族一般

14:00


15:15

S-1

（株）アメディア 【2-10-04】
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、自社製品の紹介に留まることなく、生きがいの持てる生活、
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】 自由参加、自分探しをしてる方、障害者の保護者、アメディアに関心のある方

S-2

（株）システムウェーブ 【6-18-16】
テーマ 「福祉総合システムSWAN地域生活支援システムについて」
福祉総合システムSWANの自立支援給付管理システム導入先である自治体へ新商品である地
域生活支援システムの導入を促す為のアプローチ方法とシステム概要紹介。

【主な参加対象】 弊社販売代理店、クローズド（非公開）セミナー希望

S-3

（株）ムーンスター 【3-18-02】
テーマ 「足と靴と健康&装具対応靴のポイント」
足の構造と靴の関係や、装具に必要な靴の条件などを専門的家がわかりやすくアドバイスいたします。

【主な参加対象】 自由参加、どなたでも自由にご来場できます

S-4

有限責任中間法人 日本補聴器工業会 【2-10-16】
テーマ 「補聴器供給と市場の現状（変更もあり）」
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、販売に関する自宅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】 自由参加、補聴器利用者、介護従事者、一般

S-5

ティーアンドケー（株） 【5-11-10】
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（実践）」
社会の高齢化に対応するため口腔ケアと口腔リハビリテーションは既に必須のスキルとなっています。原
因や状態の異なる各々の摂食嚥下障害者に対する効果的かつ効率的なケア方法の実践を学びます。

【主な参加対象】 自由参加、医療従事者、介護従事者、福祉従事者および御家族一般

S-6

日本リハビリテーション工学協会 【6-19-06】
テーマ 「福祉機器コンテスト2008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2008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】 自由参加、受賞者、受賞関係者、どなたでも

9月26日（金） 【　】内は、小間番号

◦ H.C.R. 2008福祉機器企業要覧
福祉機器企業530社の情報を掲載しています。
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