
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）

10/5
（水）

11:30

～

12:30

㈱シルバー産業新聞	 【5-08-06】
テーマ「介護保険改正と福祉用具サービス　～『個別

援助計画』義務化の中で～」
福祉用具事業者に「個別援助計画」を指定基準（義務化）
とする方向で調整が進められています。これにより、福
祉用具事業者はどのような対応を求められるのか、また、
その効果・影響について。
【主な参加対象】ケアマネージャー、福祉用具事業者、福祉機器利用者

㈱ヤマシタコーポレーション	 【6-19-08】
テーマ「実際の事例に学ぶ！ 福祉用具モニタリング

の必要性！」
ご利用者・ご家族に正しく福祉用具を使い、満足する生
活を送っていただく。実際のご契約で作成された福祉用
具個別援助計画書とモニタリングシート。必要とされる
スキルが確認出来る検討会です。
【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

日本ビーエックスアイ㈱	 【5-13-09】
テーマ「ポータブルトイレと感染予防」
ポータブルトイレは「手洗い」が主流で、感染の面で大
変危険です。液体を瞬時にゲル化し液体の漏れ、拡散を
防ぎ感染のリスクを軽減する新製品、中敷袋のご紹介と
感染予防についてお話しします。

【主な参加対象】医療・介護従事者、ケアマネージャー、福祉施設・病院運営者

13:30

～

14:30

パンテーラ・ジャパン㈱	 【3-21-01】
テーマ「最軽量車椅子『パンテーラ X』の魅力」
スウェーデン　パンテーラ AB 社の社長　ニッケサルネス
自らがパンテーラ X を紹介。世界が注目するフルカーボ
ン車椅子の魅力にせまる！

【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

（一社）全国福祉用具専門相談員協会	【6-19-07】
テーマ「トークイベント『福祉用具個別援助計画』義務化へ !!」
福祉用具個別援助計画は義務化へ向け議論されています。
各界を代表する識者から「何故必要なのか」を含め提言
を頂き、福祉用具サービスのあり方を考えてみたいと思
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

（公財）テクノエイド協会	 【5-09-11】
テーマ「福祉用具の個別援助計画と新しい教育体制について」
来年度から始まる個別援助計画、現状の福祉用具専門相
談員講習では担保されていない。今後の専門相談員教育
について、特に計画書作成指導について、厚労省検討会
委員の東畠弘子氏が語る。

【主な参加対象】福祉用具貸与事業者

15:30

～

16:30

㈱アクセスインターナショナル	 【3-17-08】
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」
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・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

ヤバネスポーツ㈱	 【2-12-02】
テーマ「プロファンド（profhand）について」
プロファンドの特徴として、歩けない方でも両足でこぐ
ことができ、楽しく無理のない筋肉トレーニングが可能
です。前輪駆動、後輪ステアリングの採用で、その場で
くるっと旋回できます。

【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

㈱誠や	 【2-06-01】
テーマ「北欧発！ スウェーデンのアパレルはデザインが違う」
その人らしさを大切にするスウェーデンより「出掛ける」
が楽しくなる洋服がやってきました。デザイナーも初来
日。ブランドコンセプトの紹介と一緒にユニークな着脱
方法を体験して頂けます。

【主な参加対象】一般の方

10/6
（木）

11:30

～

12:30

アクション ジャパン㈱	 【6-19-12】
テーマ「転倒骨折の現状とヒッププロテクター各メーカーの特性」
年間約 20 万例の大腿骨頸部骨折は、寝たきりの原因第 3
位です。要因の一つである転倒時の衝撃を分散するヒッ
ププロテクターメーカー団体が、転倒骨折の現状と各製
品の特性についてご説明いたします。

【主な参加対象】介護スタッフ、看護師、介護用品販売業

㈳東京都理学療法士会	 【5-08-01】
テーマ「『トランスファーガイド』－運搬的介助から誘導へ－」
力に頼らない移動介助法の考え方を講座・デモ形式でご
紹介します。身体の動く仕組みや、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

㈱光洋	 【5-13-10】
テーマ「よりよい排泄ケアを目指して・・・」
もれのない紙おむつのあて方をご紹介します。

【主な参加対象】介護従事者

13:30

～

14:30

日本福祉用具・生活支援用具協会（JASPA）	【5-09-13】
テーマ「丸わかり！ 床ずれ防止用具の得手不得手、選び方の基本」
主だった床ずれ防止用具メーカーが共同で作成した資料
を基に、床ずれ防止用具の素材ごとの得手不得手、車い
すクッションや体位保持用具の選び方と、床ずれ最新情
報を分りやすくご説明します。
【主な参加対象】福祉機器利用者、福祉機器販売業者、介

護スタッフ、看護スタッフ

ナブテスコ㈱	 【2-09-06】
テーマ「福祉用具事故の実態と対策」
重大事故に直結する可能性が高い可搬型階段昇降機、ま
た介護ベッドや電動四輪車の事故の実態と対策について、

（独）製品評価技術基盤機構、可搬型階段昇降機安全推進
連絡会より報告する。

【主な参加対象】ケアマネージャー、介護従事者、福祉機器貸与事業者

コンビウェルネス㈱	 【5-13-08】
テーマ「簡単にできる口腔機能向上～口腔訓練器具の使用事例」
埼玉本庄市の飯塚歯科医院ではラビリントレーナーを
使った口腔介助予防、嚥下リハビリ等を日々実践してお
り、多くの高齢者に効果をあげている。今回はその方法
や具体的な効果について紹介する。
【主な参加対象】福祉施設、老健施設、病院・リハセンター、

PT・ST・OT・ケアマネージャー、販売店

15:30

～

16:30

㈱大塚商会	 【3-17-12】
テーマ「介護施設における調達・購買業務の課題と解決策！」
介護施設における購買管理は経営に直結する重要事項で
す。高価な管理ソフトは不要！「たのめーる」ならコス
ト削減・業務改善・情報の可視化・ルール統制が実現可
能です。購買管理者必聴です！

【主な参加対象】介護施設の管理者及び経営者

旭㈱	 【2-07-15】
テーマ「業務用ミキサーを使用して施設や家庭でも作れる嚥下食」
家庭用ミキサーでは完全にペーストにする事が難しい料
理を業務用ミキサーで違いを説明しながら固形補助食品
とソフト食型を使用して、見た目もおいしい簡単な嚥下
食の作り方を実演いたします。
【主な参加対象】介護従事者、高齢者施設運営関係者、ケ

アマネージャー、栄養士、調理関係者

国立障害者リハビリテーションセンター研究所	 【5-09-05】
テーマ「車いすの処方時や製作時に役立つ強度の知識」
臨床現場での使い勝手や臨床への適合のための追加加工
が車いすの強度を低下させることがあります。車いすの
強度に関する基礎知識と追加加工の強度低下への影響に
ついて解説します。
【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、その他

10/7
（金）

11:30

～

12:30

ダイヤ工業㈱	 【2-07-07】
テーマ「身体の動きを支援するパワーアシストウェアの開発」
弊社は岡山大学と空気圧人工筋を用いたパワーアシスト
装置の共同研究を行い、サポーター製造で培った技術を
応用することで、服のように手軽に着られるパワーアシ
スト装置を開発中です。

【主な参加対象】頸髄損傷者、脊髄損傷者、上肢不自由者、ＰＴ、ＯＴ

ユニチャーム・ヒューマンケア㈱	【5-14-02】
テーマ「『尿吸引ロボヒューマニー』による新しい排泄ケア」
夜間や長時間のおむつやトイレでお悩みの方に適した尿
吸引ロボの使用方法や活用事例について、実演を交えて
ご案内します。

【主な参加対象】介護従事者、一般の方

㈱メトス	 【4-04-09】
テーマ「介護施設、高齢者住宅の命を繋ぐ看取り援助の効用」
社会、制度が求める看取り援助とは？
システム説明と、個別事例による高齢者本人、家族の満
足度と、介護職員の達成感を検証する。事例発表者：特
養ハピネスあだち施設長・小林利久、㈱生活科学運営・
蛭田寿子

【主な参加対象】福祉施設関係者、公的機関、建築・設計

13:30

～

14:30

パシフィックサプライ㈱	 【3-13-02】
テーマ「ALS 者のコミュニケーション障害への支援体制整備」
神奈川県作業療法士会は日本作業療法士会の助成を受け

「ＡＬＳ者のコミュニケーション障害に対する作業療法士
を中心とした支援体制整備の実践」をしました。その事
業報告をさせていただきます。発表者：㈳神奈川県作業
療法士会（木村修介氏）
【主な参加対象】セラピスト、介護従事者、福祉機器利用者

羽立工業㈱	 【2-07-10】
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）」
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
ニューの実践を学ぶことができます。講師：静岡大学の
中野美恵子教授　先着で本プレゼント
【主な参加対象】介護予防担当者、行政の健康づくり課、

長寿介護課、保健師

ピーエス㈱	 【5-10-16】
テーマ「インフルエンザ０を目指して ～施設の適切な加湿方法～」
家庭用加湿器を何台も使っているにも関らず、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。

【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

～

16:30

東京都作業療法士会・神奈川県作業療法士会連合	【1-03-10】
テーマ「東日本大震災後の地域リハビリテーション活動」
東日本大震災で大きな被害を受けた気仙沼市において、
復興支援のために「気仙沼地域リハビリテーション支援
チーム」が発足した。今回は現地でのリハビリ活動につ
いてご報告させていただきます。発表者：㈳東京都作業
療法士会（大場秀樹氏）
【主な参加対象】介護従事者、福祉機器利用者、医療従事者

越後工業㈱	 【2-13-01】
テーマ「介護者の腰痛防止『画期的楽々移乗介護システム』実演」
介護者の作業を軽くし、腰を痛めない。持ち上げない介護、
そしてベッドに楽々移乗できるシステム。車いす介助の
概念を覆し、介護する側・される側に、質の高い優しい
移乗介護をご体験下さい。

【主な参加対象】介護従事者、福祉機器利用者、医療・介護施設経営者

フランスベッド㈱	 【6-20-04】
テーマ「介護ベッドのＪＩＳ改正とその後の業界動向」
業界団体であるＪＡＳＰＡと医療介護ベッド安全普及協
議会を招き介護ベッドのＪＩＳ改正とその後の業界動向
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
ついて説明します。
【主な参加対象】介護従事者（ケアマネージャー）、福祉機

器利用者、福祉機器貸与事業者
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１０月５日（水） 【　】内は小間番号

時間 会場No. 開催内容

11:30

～

12:30

２－Ｂ

Sunrise Medical Tecnologias S.A. de C.V.	 【3-17-08】
テーマ「『適切なシートクッション選び』～科学的に考えるとは～」
クッション素材の圧力分散、姿勢保持サポート、シーティング・姿勢偏差・
床ずれなど皮膚トラブルの基本原理を概観し、製品の用途や分類を理解しま
す。臨床専門家が利用者のシートクッションを選ぶ際にも有効です。

【主な参加対象】自由参加

２－Ｃ

ちゅうごく地域福祉機器関連産業クラスター	 【3-19-07】
テーマ「デイサービスで利用する高齢者のためのリハビリ遊具」
施設の職員や高齢者と一緒に企画した商品群を直接触って遊んでいただくた
めに、いくつか一緒に遊んでいただきます。今回は地元の大学との産学連携
企画も紹介します。

【主な参加対象】デイサービスのレクリエーション担当、OT

13:30

～

14:30

２－Ａ

㈱日本テレソフト	 【5-14-13】
テーマ「2 次元バーコードを使ったスマートフォンアプリの紹介」
世界一番の保存量を誇るボイスアイコードは、スマートフォンから読み取る
ことで、文字情報や音楽などを自動で保存でき、視覚障害者の為に音声出力、
拡大など多様な便利機能の提供が可能です。

【主な参加対象】福祉機器利用者、福祉機器販売者

２－Ｂ

三力工業㈱	 【1-04-10】
テーマ「インナーマッスルトレーニングでリハビリを効率的に」
大学と共同開発されたトレーニング器具アームツイスタは、これまでになく
手軽で効率的にインナーマッスルを鍛えることが可能です。インナーマッス
ルとアームツイスタの使用方法をご説明します。

【主な参加対象】介護従事者、福祉サービス事業者、一般

２－Ｃ

tree 絵本プロジェクト	 【4-03-06】
テーマ「災害時におけるコミュニケーション問題・つけ髪付帽子」
東日本大震災に学ぶ、障がい者および在日外国人とのコミュニケーションに
おける問題点とご提案。他、病傷により一時的に頭髪を失った方へのつけ髪
と帽子のご紹介。

【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

２－Ｄ

TOTO ㈱	 【4-04-07】
テーマ「公共トイレのユニバーサルデザイン」

「バリアフリー新法」の施行以降、バリアフリー化が進められています。車椅
子使用者だけでなく、高齢者や子ども連れなど幅広い方々への配慮を「水ま
わり検証」の紹介含め分りやすく解説します。

【主な参加対象】介護従事者、福祉機器利用者、一般の方

15:30
～
16:30

２－Ｂ

一般社団法人　日本リハビリテーション工学協会	 【3-15-08】
テーマ「支援技術の可能性 ＝ Q. O. L. 向上について学ぼう＝」
車いす、姿勢保持装置、床ずれ防止装置、義肢装具についての基礎講座。当
協会の分科会（SIG）から派遣された講師より、支援機器の説明と最近の情報
についてお話しします。

【主な参加対象】福祉機器利用者、介護従事者、医療関係者

２－Ｃ

㈱ピーエーエス	 【2-08-06】
テーマ「モールドシート　美しい姿勢と快適さと機能性の仕組み」
高齢者の姿勢の崩れの多くは、身体の構造上の難しさによる習慣的な動きの
積み重ねによるものである。モールドシートの 3 次元形状は、姿勢・運動の
パターンを変え、利用者の生活に変化を与える。

【主な参加対象】介護従事者、福祉機器利用者、販売店

１０月６日（木） 【　】内は小間番号

時間 会場No. 開催内容

11:30

～

12:30

２－Ａ

㈲さいとう工房	 【2-14-04】
テーマ「屋内、屋外を問わないモジュール型電動車いすの紹介」
様々なサイズや機能が選択できます。最小回転直径は８２ｃｍ、REL ティルト
の標準装備、６ｃｍの段差も衝撃なく超え、床迄の座面昇降や傾斜地走行も
座面を水平に保つ機能も選択できる電動車いすです。

【主な参加対象】電動車いすユーザー・ご家族、車いす業者、ケアマネージャー、
PT、OT、行政関係者

２－Ｂ

㈱ウィズ	 【5-15-11】
テーマ「福祉用具の個別援助計画とモニタリング作成について」
来年 4 月から始まると思われる福祉用具貸与の個別援助計画とモニタリング
について当社の行っている書式を具体的な事例を基に計画の建て方とモニタ
リングのポイントを紹介します。 

【主な参加対象】介護従事者、ケアマネジャー、福祉用具貸与事業者、一般の方

11:30

～

12:30
２－Ｃ

Sunrise Medical Ltd.	 【3-17-08】
テーマ「『すべての人に移動する力を』～超軽量車いすから最先端電動車いす～」
車いす移動に関心ある方のために、手動車いすにおける新技術、電動車いす
での移動性の発展、ベースサスペンションや電動シーティングの機能性、情
報入力機器の進化、などについて説明します。

【主な参加対象】自由参加

13:30

～

14:30

２－Ａ

㈱アクセスインターナショナル	 【3-17-08】
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

２－Ｂ

羽立工業㈱	 【2-07-10】
テーマ「これならできる！ 介護予防事業の実践事例と活用法」
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防担当様のお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】介護予防担当者、行政、健康づくり課、長寿介護課、保健師

15:30

～

16:30

２－Ａ

Bodypoint, Inc.	 【3-17-08】
テーマ「ボディーポイント社によるシーティングへの試み」
重度障がい者にとって、姿勢保持ベルトの適切な使用は、車いす利用の際
に不可欠です。ここでは胴体保持、筋緊張緩和、自立支援における姿勢保
持ベルトの役割についてディスカッションし、新製品のベルトを紹介しま
す。

【主な参加対象】セラピスト、介護従事者、福祉機器利用者

２－Ｂ

㈱特殊衣料	 【3-17-01】
テーマ「人体衝撃耐性に関する知見に基づき開発した頭部保護帽」
㈶日本自動車研究所との共同開発によって生まれた安全性ならびに快適性の
高い頭部保護帽。頭部傷害指標（HIC）を用いた衝突安全性の評価方法と頭部
保護帽アボネットの今後の展開について

【主な参加対象】福祉機器利用者、福祉機器販売業者、介護従事者

１０月７日（金） 【　】内は小間番号

時間 会場No. 開催内容

11:30

～

12:30
２－Ａ

LEVO AG	 【3-17-08】
テーマ「 - QOL（Quority of Life）の理解／ - 医療とセラピー（治療）」
立つことにより、床ずれリスクが解消され、自立的な日常生活をおくること
が促進されます。生活環境に適した正しい製品を選び、適切な評価と調節を
することが立ち上がり車いすの有効利用の基本です。

【主な参加対象】自由参加

13:30

～

14:30

２－Ａ

パンテーラ・ジャパン㈱	 【3-21-01】
テーマ「新型車椅子の発表」
新しく生まれ変わる新型の発表。国内未公開の新型に乞うご期待！

【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

２－Ｂ

Sunrise Medical Home Health Care Group	 【3-17-08】
テーマ「『適切なヘッドサポート選び』～何から始めればいい？～」
ここでは、ウィットマイヤー・ヘッドレストシステムの使い方について、体
位保持評価の実演から製品の選び方までを各部品の担う特徴に注目しながら
説明します。臨床専門家が利用者の製品を選ぶ際にも役立ちます。

【主な参加対象】自由参加

２－Ｃ

一般社団法人　日本リハビリテーション工学協会	 【3-15-08】
テーマ「福祉機器コンテスト 2011 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 2011 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】受賞者、受賞関係者、どなたでも

２－Ｄ

アビリティーズ・ケアネット㈱	 【4-02-08】
テーマ「施設の現場ニーズに合わせ開発された記録管理システム」
施設の環境問題として様々な形態が見られる様になりました。施設における
業務効率・記録管理の簡素化・間接業務コストの削減・残業の軽減など記録
管理システム導入で解決するポイントを解説。

【主な参加対象】デイサービス、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設

出展社ワークショップⅡ




