第 37 回国際福祉機器展 H.C.R. 2010

出展社ワークショップのご紹介
出展社ワークショップⅠ
月日

時間

～

11:30

１－ A 会場（東２ホール）
㈲ハッピーおがわ

【

１－ B 会場（東３ホール）

【5-13-11】 キユーピー㈱

テーマ「高反発素材を利用した床ずれケアの効能」

１－ C 会場（東５ホール）

【6-18-07】 ㈱ウィズ

テーマ「やさしいキッチン講座」

高反発による床ずれケア。除圧・除湿等の環境改善と動 「キユーピー やさしい献立」を使った、やわらかく食べ
き易さによる身体機能の維持及び改善。そして、介護負 やすい献立を提案いたします。 実際に先生の調理をご覧
担の軽減について事例を交えて紹介します。
いただき、試食していただきます。

】内は小間番号

【4-03-08】

テーマ「福祉用具・住環境整備の個別援助計画（実例の紹介）」

ご利用者が望んでおられる生活を実現するための福祉用
具・住環境整備の個別援助計画。実際の事例でご利用者
の自立支援に繋がったケースを動画でご紹介いたします。

12:30
【主な参加対象】介護従事者、福祉用具販売・貸与事業者

（水）

13:30
～

9/29

14:30

～

15:30
16:30

～

11:30
12:30

パンテーラ・ジャパン㈱

【2-13-01】 大和ハウス工業㈱

テーマ「世界最軽量車椅子 「パンテーラＸ」がやってきた！」

スウェーデン、パンテーラ社のナンバーワンセールスマ
ンにして、元チェアスキーメダリストのローニィ・パー
ソンが自らパンテーラＸを操りながら、その魅力を紹介。
世界が注目するフルカーボン車椅子の誕生までの、胸躍
る開発プロセスが明らかに！
【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

㈱アクセスインターナショナル

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、
身体障害者本人及び家族

（木）

～

9/30

14:30

転倒は誰が、いつ、どのようにしやすいのか？ 豊富な
データを基に分析。その対策と転倒時の衝撃吸収を目的
にしたヒッププロテクターのタイプ別特長について、業
界団体が総論として解説します。

ピーエス㈱

～
～
～
14:30

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。150 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。

酒井医療㈱

15:30
16:30

嚥下障害の研究者としても名高い山部一実医師との共同 この秋よりご紹介する新製品の特徴と最適の利用方法を
開発である吸引スポンジによる誤嚥性肺炎の予防、ルピ ご紹介。更にトビー・コミュニケーターによる実物の玩
ナス社の吹き戻しでの口腔リハビリへの効果的な活用法 具や Web カメラ、ゲーム等の操作画面の作成のコツなど、
を具体的な例を用いてご紹介。
フル活用法をご紹介します。
【主な参加対象】リハビリテーション職従事者、介護医療
従事者、一般の方
【主な参加対象】介護従事者、福祉機器利用者、医療関係者

【6-17-10】 ㈱ルピナス

障害者や高齢者をはじめ、要介護者のお口の中は変化し
やすいので安全・安楽で効率の良い効果的な口腔ケア方
法を一緒に考えましょう。ポイントや注意点も交えてお
伝えします。

【主な参加対象】ケアスタッフ、介護家族・ご本人、一般

【6-16-04】

テーマ「固定化除菌力持続可能な Etak クリーンエバーの紹介」

広島大学大学院の二川浩樹教授が開発された固定化でき
る除菌消臭剤です。消毒薬と接着成分が合体した新しい
エトキシシラン系の化合物で、現在国際特許出願中の感
染症のリスクを軽減する除菌剤です。
【主な参加対象】医療・介護従事者、一般の方

【4-05-16】 羽立工業㈱

【5-11-02】

テーマ「介護者・入浴者が喜ぶ浴室環境づくりのポイント」
介護施設を新設される方や入浴介護でお困りの介護施設
職員様などへ、安全・衛生などをキーワードとした事例
をまじえた問題解決のヒントをご紹介いたします。

（財）テクノエイド協会

国内最大級の福祉用具メーカー団体 JASPA の床ずれ防止 高齢者が自立して生活するための「自立体力」4 つの能
用具部会が、製品のタイプ別に得手な部分、あまり言い 力に効果期待大！日々現場で悩んでいる運動機能向上メ
たくない不得手な部分、対象者と効果的な遣い方につい ニューの実践を学ぶことができます。講師：静岡大学の
てご説明します。
中野美恵子教授
【主な参加対象】床ずれ防止用具ご利用者、ケアマネー
ジャー、流通事業者
【主な参加対象】介護予防事業担当者、リハビリ、ＯＴ、ＰＴ

【2-06-07】 ㈱カワムラサイクル

【2-11-02】 日本リハビリテーション工学協会

テーマ「介護者を支援する立場から見えてくること」

日刊ゲンダイで介護コラムを掲載中の（社）全国介護者
支援協議会会長 上原喜光氏が、在宅介護から地域見守
りまで、支援する立場から見えてくる様々なお話をいた
します。
【主な参加対象】介護ショップ、レンタル事業者

【4-05-18】 アビリティーズ・ケアネット㈱

【4-04-02】

テーマ「本音で話そう考えよう今の福祉機器これからの福祉機器」

今では福祉機器も一般化多様化多機能化して本当に進歩
しました。しかし、ユーザーが必要とする機器が開発、
商品化しているでしょうか？ユーザー・研究者が本音で
福祉機器について考えます。
【主な参加対象】福祉機器ユーザー、研究・開発者、福祉
機器販売者、一般

【3-17-11】 ㈱ピーエーエス

テーマ「介護保険での階段移動用リフトの安全確保とケアプラン」 テーマ「デイサービスでの記録管理システム導入の様々な効果」

【5-08-01】

テーマ「スヌーズレン 心地よさから始めるリハビリテーション」

昨年度より介護保険貸与品目に追加された階段移動用リ PDA を用いた記録管理システムちょうじゅは柔軟なカス 欧米ではあらゆるリハビリ施設で日常的に使われている
フトのケアプランへの導入と安全確保について。（講師： タマイズ機能を有し、業務省力化や働きやすい職場環境 多重感覚空間スヌーズレン。その考え方、使い方、具体
厚生労働省老健局主査・山下陽子、テクノエイド協会普 をサポートします。デイサービスにおいての様々な導入 例について、最新情報をまじえて、作業療法士がわかり
及部長・寺光鉄雄）
効果をご紹介します。
やすく御紹介します。
【主な参加対象】介護支援専門員、福祉機器利用者、福祉
用具供給事業者
【主な参加対象】デイサービス経営者、福祉サービス事業主 【主な参加対象】福祉施設職員、福祉用具販売員、当事者とその家族

㈱メトス

【2-05-08】 産業技術連携推進会議 医療福祉技術分科会 【5-08-05】 trre 絵本プロジェクト

テーマ「施設が求める３つの事実～リフォーム・衛生・安定運営」 テーマ「新しい特別支援教育グッズと新素材床ずれ予防クッション」
●大浴場での介護における弊害とリフォーム事例
●居室における匂いの問題
●施設運営者が求める安定経営
各施設での実践事例をご紹介致します。

【主な参加対象】介護従事者、福祉機器利用者、施設経営者

～

10/1

（金）

13:30

【5-08-09】

テーマ「専用グッズによる誤嚥性肺炎の予防と口腔リハビリ」 テーマ「新製品のご紹介、およびトビー製品のフル活用方法」

【1-01-12】 日本福祉用具 ･ 生活支援用具協会

【主な参加対象】介護従事者、設計事務所

12:30

【6-18-08】 トビー・テクノロジー・ジャパン㈱

テーマ「インフルエンザ０（ゼロ）を目指して～施設の適切な加湿方法～」 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」 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）」

16:30

11:30

【5-14-08】

テーマ「介護する側される側、現場での手荒れに朗報。」

筑波大学大学院教授の山海嘉之先生が開発されたロボッ パーマ液やシャンプーで手荒れに苦しむ美容師さんの強
トスーツＨＡＬ。身体機能に障害がある方への自立動作 い要望で生まれたハンドプロテクトクリーム。手荒れの
支援、介護支援用ロボットとして、国内での導入が進ん 酷い介護、看護の現場からも強い支持を得て今回より多
でおり、その概要を紹介します。
くの方々に体験して頂きたく参加しました。
【主な参加対象】医療・介護施設の理事長・院長・施設長、整形外科・ 【主な参加対象】介護従事者、看護師、看護される側の人々で
脳外科・リハビリテーション科の医師、理学療法士・作業療法士
手荒れやカカトのカサツキに苦しんでいる方。

【2-11-05】 ティーアンドケー㈱

【主な参加対象】福祉施設経営者、介護従事者、建築設計者

15:30

【4-05-14】 ㈱花田

テーマ「年間２０万人の転倒骨折！その対策を分かりやすく解説」 テーマ「お口の渇きは命の渇き、お口の潤いは人生の潤い」

【主な参加対象】介護従事者、看護師、介護施設スタッフ

13:30

【主な参加対象】ケアマネージャー、介護従事者、行政介護保険関係

テーマ「ＨＡＬが切り拓く 医療・介護の新しいステージ」

【2-10-07】 ファイン㈱

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」

アクションジャパン㈱

【主な参加対象】一般消費者、介護従事者

レデックス㈱

【5-09-08】

テーマ「デジタルに頼らぬ意思伝達。帽子と付け髪で心も明るく。」

地方公設研究機関から新開発技術の御紹介です。１．発 ●在日外国人を含む、会話障がい者のための心通うコミュ
達障害・脳性麻痺児童に配慮しデザインしたシリコン素 ニケーションツールのご提案です。●一時的に頭髪を失っ
材の動作補助具。２．粉体の流動特性を利用した硬さを た方の頭部保護と不安解消を目的とした付け髪を組み合
変えられる床ずれ予防クッション。
わせた帽子のご紹介です。
【主な参加対象】一般の方々、特に新しい技術の福祉用具 【主な参加対象】介護・看護・カウンセラー、ＳＴ・ＯＴ・
への適用に関心のある方
ＰＴ、特別支援学校・療育関係

【5-10-01】 パラマウントベッド㈱

【4-03-06】 国立障害者リハビリテーションセンター研究所【4-05-01】

テーマ「発達障害児の高次脳機能改善を支援するタッチパネル」 テーマ「介護ベッドのＪＩＳ改正とその後の業界動向」

テーマ「座位保持装置・車いすの基礎講座―強度と規格―」

橋本圭司医師（国立成育医療研究センター・リハ科医長）による 業界団体であるＪＡＳＰＡと医療介護ベッドの安全普及 福祉機器は壊れないための強度が必要です。故障破損事
講演。高次脳機能（知能）の構造とその発達を支援する新しいツー 協議会を招き介護ベッドのＪＩＳ改正とその後の業界動 例の解析から分かった必要な機械強度の知識や使用状況
ルの解説。発達障害児（自閉症、ADHD 等）への応用の可能性。 向並びに実際の事故事例を基にベッドの安全な使用方法 に合わせた規格等、座位保持装置・車いす作製に必要な
強度と規格について解説します。
【主な参加対象】福祉機器利用者（知的障害・自閉症・学習障害・ について説明します。
ＡＤＨＤ・アスペルガー等）、特別支援学校（学級）関係者、療育センター 【主な参加対象】介護従事者（ケアマネージャー）、福祉
関係者、小児科医、リハビリ医、言語聴覚士、作業療法士、理学療法士
機器利用者、福祉機器貸与事業者
【主な参加対象】車いす製作事業者、車いすを処方するリハ関係者

出展社ワークショップⅡ
時間

会場No.

【

】内は小間番号

開催内容

11:30
～

９月２９日（水）

12:30

Sunrise Medical Ltd (UK)

【5-12-05】

テーマ「高齢者の方の安否確認・みまもりシステムのご提案」

２－Ｂ ご利用者の方は何もする必要は全くありません。日常生活動作をセンサーで

捕らえ「元気信号」として管理し、途絶えた時に支援者の方へ連絡をし、万
が一の緊急事態に備える装置です。
【主な参加対象】在宅介護従事者、電話販売・通信事業関連企業、不動産企業

～

者の介護負担の軽減は、高反発素材から
【主な参加対象】介護従事者、福祉用具、販売、貸与事業者

テーマ「入浴介護に革命！

ティーアンドケー㈱

自体を、患者を乗せたまま形状を変化させる発想で、たった２回の平行移動
で入浴ができる様になりました。
【主な参加対象】福祉機器利用者、販売代理店希望者

13:30
14:30

アビリティーズ・ケアネット㈱

２－Ｂ 介護保険制度や障がい者制度に伴い高齢化重度化がますます進み床ずれ予防
やシーティングの意識も高まり、最新のクッションの活用術やシーティング
対応として圧力分布を見ながら効果を紹介します。
【主な参加対象】医療従事者、介護従事者、福祉機器販売事業所

ティーアンドケー㈱

２－Ｃ 病院・在宅・地域リハビリを担当している言語聴覚士の立場から歯科医師や
歯科衛生士以外の多職種のスタッフでも可能で、かつ多職種連携可能な簡単
口腔ケアについて実演を交えてお話します。
【主な参加対象】ケアスタッフ、介護家族、ご本人、一般

タッフが簡単にできる口腔ケア、及び食事につながるリハビリの方法を講義
と実技を交えてお話致します。
【主な参加対象】ケアスタッフ、介護家族、ご本人、一般

山中歯科医院

【4-06-01】

２－Ｄ 2012 年実施の改正介護保険法の議論が本格化しています。福祉用具サービス
ではコストと安全性の両立がテーマとなります。「福祉用具のあり方検討会」
の議論を中心に説明します。
【主な参加対象】ケアマネジャー、福祉用具事業者、用具利用者・ご家族など

パラマウントベッド㈱

【4-03-06】

テーマ「北欧の最先端移動・移乗用具～活用事例のご紹介～」

２－Ａ 医療法人社団東北福祉会 せんだんの丘 作業療法士 齋藤宏樹氏をお招きし、実

２－Ａ

越後工業㈱

～

ティーアンドケー㈱

【6-17-10】

テーマ「食につなげる口腔ケア（応用編）
」

２－Ｄ 介護施設様には、弊社新商品・新技術と私共の取組みをプレゼン。販売事業者・提携メー

カー様には、弊社の事業・販売方針と、販売特約システムのご説明を行います。
【主な参加対象】医療・介護施設の従事者の方々、医療・介護機器販売会社様、
個人の介護者、機器ご利用の方々

１０月１日（金）
時間

ユニ・チャーム ヒューマンケア㈱
11:30
12:30

ＴＯＴＯ㈱

【3-19-03】

テーマ「高齢者施設の水まわりと消防設備について」

ち上げない・運ばない・ねじらない）をキーワードに、看護・介護職の腰痛
予防対策システムを構築。
【主な参加対象】介護従事者、医療従事者、福祉施設・病院運営者

～

パンテーラ・ジャパン㈱

テーマ「シーティングの考え方と実際」

テーマ「ファッションデザイナー・横森美奈子の “介護デイズ ” から」

引き起こすこともあります。シーティングの考え方を明らかにし、車椅子へ
の具体的な適応事例などを紹介します。
【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

ピンク」や、NHK 講師も。10 年にわたる認知症の両親の介護生活から、明る
く前向きな介護論を。
【主な参加対象】介護従事者、医療従事者

日本リハビリテーション工学協会

【4-05-07】

テーマ「福祉機器コンテスト 2010 表彰式」

テーマ「介護保険制度の見直しの行方～福祉用具を中心に～」

９月３０日（木）
時間

会場No.

【

13:30
14:30

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
害の防止と残存機能の発揮は可能です。
【主な参加対象】福祉・介護関係者、医療・リハビリ関係者、身体障害者本人及び家族

クリエイト㈱

【2-10-07】

【5-09-16】

テーマ「オストメイトの皆様が安心して暮らせる日常生活」

２－Ｂ パウチ内の排泄物処理について、家庭内での処理に今まで困っていた方に必
15:30
～

～

【2-10-07】

２－Ｄ 「変形をはじめとする二次障害は避けられない」と諦めていませんか？姿勢と

テーマ「活発な子どもたちのための移動手段の提案と認知発達に及ぼす移
動の影響。子どもたちが早期にひとりで移動することの利点について」

子どもたちはみなひとりで移動ができるようになりたいと強く思っています。
また、その思いをかなえることはセラピストの心からの願いでもあります。
２－Ｂ 成長の早い段階においてひとりで移動することは、認知能力および社会性の
発達において非常に重要です。子どものために、電動または手動の移動機器
をどのように導入すればよいか、また、子ども向けの訓練や教育関連テクノ
ロジーなどについて、この業界の最新動向をお知りになりたい方に最適のワー
クショップです！
【主な参加対象】自由参加

【5-11-02】

介護予防事業の実践事例と活用法」

テーマ「障害児・者の二次障害防止のためのシーティング」

のご提案と、一時的に頭髪を失った方の頭部保護と不安解消を目的とした付
け髪を組合わせた帽子のご紹介です。
【主な参加対象】介護、看護、カウンセラー、ＳＴ、ＯＴ、ＰＴ、特別支援学校、療育関係

12:30

テーマ「これならできる！

㈱アクセスインターナショナル

【5-09-08】

２－Ａ 在日外国人を含む、会話障がい者のための心通うコミュニケーションツール

Sunrise Medical Home Health Care Group (U.S.A)

羽立工業㈱

防担当者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、リハビリ、ＰＴ、ＯＴ

テーマ「デジタルに頼らぬ意思伝達。帽子と付け髪で心も明るく」

11:30

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

２－Ｃ 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

】内は小間番号

開催内容

tree 絵本プロジェクト

【4-04-02】

２－Ｂ 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 2010 の
～

の分析を行うシルバー産業新聞編集長の安田勝紀氏を迎え、福祉用具を中心
に制度見直しの行方についてお話を伺います。
【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

【2-13-01】

２－Ａ 従来の普通型車椅子では長時間快適に座り続けることは困難で、二次障害を

２－Ｃ DC ブランドの「メルローズ」「ハーフムーン」、現在ワールド社の「スマート・

２－Ｄ 介護保険制度の見直し議論が進む中、本会では、独自の取材力で制度や市場

【3-17-07】

結型スプリンクラーについてご説明します。
【主な参加対象】介護従事者、施設経営者

【1-01-04】

全国福祉用具専門相談員協会

【6-17-10】

２－Ｄ 今後も増加傾向にある高齢者施設のお勧め水まわり設備と安心安全の水道連

２－Ｂ 「腰痛は職業病であってはいけない」 ノーリフト（押さない・引かない・持

ナガイレーベン㈱

ティーアンドケー㈱

腔リハビリが可能なのか実演を交えながらお話致します。
【主な参加対象】ケアスタッフ、介護家族、ご本人、一般

テーマ「ノーリフティングポリシーによる腰痛予防対策事例」

16:30

お使いいただくための工夫なども合わせてご案内いたします。
【主な参加対象】自由参加

２－Ｃ 臨床の中で実際に困っている症例を通じて、どのようにすれば口腔ケアと口

車いすユーザーの日常生活の自立度や QOL の変化について、車いすの移乗・
移動・姿勢という３機能で分析して解説する。
【主な参加対象】車いす使用者及び関係者、リハビリテーション医療関係者、リハビリテーション関連教員

15:30

２－Ｂ 尿吸引ロボヒューマニーの使用方法や活用事例をご紹介します。また上手に

テーマ「皆でできる口腔ケアと口腔リハビリ（基礎編）」

２－Ａ 日本に車いすが入ってきた 85 年ほど前から現在までの車いす発展の変遷から、

積水ホームテクノ㈱

【5-10-06】

テーマ「尿吸引ロボヒューマニーを活用した排泄ケアのご紹介」

～

【4-04-02】

【2-10-02】

座り心地と快適さ追求の理想クッションの全貌をプレゼンします。
【主な参加対象】医療・介護施設の従事者の方々、医療・介護機器販売会社様、
個人の介護者、機器ご利用の方々

２－Ｄ 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、

テーマ「車いすの歴史が語る生活と車いすの変遷」

開催内容

２－Ａ 楽々乗り降りの車椅子「輪助」を世に問うた越後工業から、満を持して登場。体を支え、

【4-05-03】

日本リハビリテーション工学協会

会場No.

】内は小間番号

テーマ「理想のクッション新製品『えちご式リラックッション』紹介」

テーマ「『トランスファーガイド』－運搬的介助から誘導へ－」

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できるようになります。
【主な参加対象】介護従事者、福祉機器利用者、学生・一般

【

越後工業㈱

２－Ｃ 病院・在宅・地域リハビリを担当している言語聴覚士の立場から多職種のス
タッフが簡単にかつ効果的に、大きな負担がなく日常のケアの中でできる摂
食嚥下リハビリと口腔ケアについてお話します。
【主な参加対象】ケアスタッフ、介護家族、ご本人、一般

（社）
東京都理学療法士会

【2-10-02】

テーマ「『やさしさ技術』を形に。介護現場と開発の車いすご紹介」

２－Ｂ 昨年流行した新型及び季節性インフルエンザの感染者がでたが、施設内の感

14:30

【6-17-10】

も実施可能でかつ多職種連携可能な口腔ケアの応用について実演を交えてお話します。
【主な参加対象】ケアスタッフ、介護家族、ご本人、一般

16:30

【1-01-09】

染拡大を阻止！手洗い・うがい・マスク着用以外の「施設内における感染予
防対策」の実例 講師：（財）予防環境協会
【主な参加対象】病院経営者・従事者、介護施設経営者・従事者、福祉機器利用者

口腔ケア用吸引機並びに電動歯ブラシを用いて楽に確実に行なえる口腔ケアについて
【主な参加対象】医療、介護従事者全般、要介護者の家族等

15:30 ２－Ｃ 病院・在宅・地域リハビリを担当している言語聴覚士の立場から多職種のスタッフで

テーマ「誰も教えてくれないインフルエンザ感染予防実例」

13:30

【5-10-03】

テーマ「明日からはじめる口腔ケア（応用編）」

際の活用事例をご紹介します。ご利用者・介護者双方に負担の少ない移乗・
移動とは？－皆さんと一緒に考えたいと思います。
【主な参加対象】医療・介護従事者

バイオセーフティテクノ㈱

ケア事業部

テーマ「要介護者への口腔ケア」

ティーアンドケー㈱
～

テーマ「2012 年介護保険改正法実施と福祉用具」

【6-17-10】

テーマ「明日からはじめる口腔ケア（基礎編）」

２－Ｃ 病院・在宅・地域リハビリを担当している言語聴覚士の立場から多職種のス

㈱シルバー産業新聞社

【3-17-11】

テーマ「最新のクッションを活用したシーティングと床ずれ予防」

【6-17-10】

テーマ「食につなげる口腔ケア（基礎編）
」

【2-08-02】

抱え上げての移動が不要」

２－Ａ 通常の入浴介護では、６～８回の患者の移動が必要です。楽楽湯は介護用具

～

ちゅうごく地域福祉機器関連産業クラスター

12:30

２－Ｃ 床ずれケアでの除圧・除湿効果はもちろん、身体機能の維持及び向上、介護

㈱楽楽湯

このワークショップでは、福祉施設で使用する電動車いすおよび付属品の選び方
２－Ａ とその使用方法についてご説明致します。内容としては、どのような方々が電動
車いすを必要とするか、どの程度の技術が必要とされるか、そのような技術をど
のようにすれば容易に福祉施設に導入することができるか、などが含まれます。
テーマは、基本タイプ、電子部品、スタッフトレーニングについてなどです。
【主な参加対象】自由参加

【5-13-11】

テーマ「高反発素材を利用した床ずれケア」

【2-10-07】

テーマ「電動車いすの使用に関する評価戦略」

11:30

㈲ハッピーおがわ

16:30

見。個人向けオストメイト対応温水洗浄システム機器を紹介致します。
【主な参加対象】医療従事者、一般、介護従事者

ティーアンドケー㈱

テーマ「皆でできる口腔ケアと口腔リハビリ（応用編）」

【6-17-10】

２－Ｃ 臨床の中で実際に困っている症例を通じて、どのようにすれば口腔ケアと口
腔リハビリが可能なのか具体例とともに実演を交えながらお話致します。
【主な参加対象】ケアスタッフ、介護家族、ご本人、一般

