
2019年11月14日（木）→16日（土）
西日本総合展示場  新館

会  期

会  場
●10：00～17：00（最終日は16：30まで）

北九州市小倉北区浅野3-8-1（JR小倉駅新幹線口より徒歩5分）
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PPC2019 The 21th West Japan International Welfare Equipment & Devices Fair

第
21
回

入場無料

毎日

粗品進呈！
200先着 名様に

10月下旬より
ブース面談
予約受付開始

（予定）

北九州市は
「SDGs未来都市」及び

「自治体SDGsモデル事業」に
選定されました。

※詳しくは本紙5頁参照

特別企画展
東京2020応援プログラム

障がい者スポーツの祭典
　近年、国際的な障がい者スポーツ大会
が計画される中、誰もがスポーツ競技に
触れられる企画展を開催するものです。
参加団体：
オリンピック・パラリンピック等経済界協議会、
福岡県、北九州市 他

ヘルスケア食品展2019
健康食品、健康食材、菓子、サプリメント…

同時開催

※写真はイメージです。

主　催／西日本国際福祉機器展実行委員会

地下有料駐車場割引券のご案内

西日本国際福祉機器展事務局（公財）北九州観光コンベンション協会内
TEL.093-511-6800  FAX.093-521-8845

http://www.ppc-fukushi.net/
〒802-0001 北九州市小倉北区浅野3-8-1お問い合わせ先

検索西日本福祉詳しくはこちらまで

出展関係者記入欄

お車でご来場のお客様でAIM地下駐車場（西日本総合展示場新館地下駐車場）をご利用のお客
様については駐車料金2時間600円のところを300円でご利用いただける割引券を販売いたし
ます。お手持ちの駐車券を会場内インフォメーションにご呈示の上、割引券を購入下さい。
※注意：AIM地下駐車場以外の駐車場は対象外です。 西日本国際福祉機器展開催中のみ利用可

九州経済産業局、福岡県、北九州市、国立研究開発法人新エネルギー・ 産業技術総合開発機構関西支部、
（独）日本貿易振興機構北九州貿易情報センター、北九州商工会議所、（社福）福岡県社会福祉協議会、
（社福）北九州市社会福祉協議会、（公財）北九州産業学術推進機構、（社福）北九州市福祉事業団、
（公財）北九州観光コンベンション協会（順不同） 

［構成団体］

開催記念セミナー

http://www.ppc-fukushi.net/ TEL. 093-511-6800 FAX. 093-521-8845検索西日本福祉

西日本総合展示場新館 特設会場【会場】 聴講申込方法 事前にPPC2019第21回西日本国際福祉機器展ホームページよりお申し込み下さい。

特2特1 特3経済産業省における福祉・
ロボット介護機器に関する取組

（予定）
（予定）

河 島 秋 人

経済産業省 商務・サービスグループ 
医療・福祉機器産業室 係長

高齢化社会の進展を見据え、福祉機器・
ロボット介護機器分野における経済産業
省の取組についてご紹介します。

次世代ヘルスケア産業の創出に
向けて

木 俣  宏 隆

経済産業省 商務・サービスグループ
ヘルスケア産業課 係長

生涯現役社会の構築と次世代ヘルス
ケア産業の創出に向けた経済産業省の
取組（特に認知症対策）についてご説明
させていただきます。

介護現場における業務改善・
介護ロボット等の活用について

長 倉  寿 子 氏 氏氏

厚生労働省 老健局
高齢者支援課 福祉用具・住宅改修指導官
介護ロボット開発・普及推進室 室長補佐

高齢化の進展に伴い介護ニーズが増大
する一方、介護現場の人材不足は深刻
な状況にあります。この状況においても、
介護サービスの維持・向上がなされるよう、
現在国が行っている施策や現場での業務
改善、介護ロボット・ＩＣＴの活用例について
紹介します。

●10：30～11：25
１１月14日（木）

●11：30～12：00
１１月14日（木）

●12：00～12：30
１１月14日（木）

１１月16日（土）ＮＰＯ法人ケアマネット２１ 公開セミナー
地域共生社会におけるケアマネジメントの機能を考える ●10：00～16：20

お申し込み
お問い合わせ先

NPO法人ケアマネット２１
FAX 093-562-1155TEL 090-7398-0168 【（株）フジケア マネジメントセンター内】【 理事　 伊東 寿賀子 】

FAX 093-562-1155
NPO法人ケアマネット２１

9：30～ 受 付
10：00　 主催者挨拶

10：10～12：00

13：30～16：20

基調講演
「地域共生社会における
    ケアマネジメントの役割」

シンポジュウム

【講師】
一般社団法人 
日本ケアマネジメント学会 理事

NPO法人 ケアマネット21副代表

【座長】

【シンポジシスト】
ひびき法律事務所 弁護士

服部 万里子 氏

稲冨 武志 氏 河原 一雅 氏
北九州市保健福祉センター 部長 三井 敏子 氏
島原市医師会 居宅介護センター 山本 まや 氏

生活困窮者の支援者等 （調整中）

一般社団法人日本ケアマネジメント学会理事
奥田 龍人 氏

2040年に向けて、いかなる雇用形態であっても企業に働く人が全員加入できる「全世代型勤労者皆保険制度」の創設が
提案されました。そこで、全世代を対象とした「地域共生社会」の実現に向けた基調講演及び行政・司法・ケアマネジャーを
交えてのシンポジュウムを開催いたします。

100名募集人員

参加費・資料代

【参加申し込み】

※事前申し込みをお願いいたします（会員・非会員とも）

3000円

新館3階 302～304会議室新4

参加ご希望の方は（氏名、事業所名、職種、
電話・FAX）を下記までFAXください。

詳細はNPO法人ケアマネット21HPを
ご参照ください。受講証明書を発行いたします。

小倉駅より徒歩5分

ミクニワールド
スタジアム北九州

トヨタ、日産自動車各社から福祉車両が一堂に介し、展示が行われます。
すべての方の乗り降りにやさしいクルマを是非、会場でご体感下さい。

※ご来場はできるだけ公共交通機関のご利用をお願いします。西日本総合展示場新館へのアクセス
博多駅 小倉駅17分（新幹線）

小倉駅 新大阪駅2時間15分（新幹線）

小倉駅 新北九州空港 羽田空港2時間05分

小倉駅 新北九州空港30分（バス）

会場アクセス
トヨタ、日産自動車各社から福祉車両が一堂に介し、展示が行われます。

福祉車両展示ブースのご案内福祉車両展示ブースのご案内

※写真は前回の様子です。

介護・支援お困り事の
解決伝言板

豪華景品の当たる
スタンプラリーお楽しみ抽選会

会期中、インフォメーション横に業界関係者を対象にした情報
交流ボードを新設します。詳しくは事務局までお問い合わせ下さい。
※一般個人の方はご遠慮下さい。

※抽選会の景品内容は、
　ホームページにて掲載予定です。

【日時】
【会場】

１１月１4日（木）～１6日（土）１０：00～１７：00最終日は１６：３０まで
PPC2019 第21回西日本国際福祉機器展会場内

（西日本総合展示場新館）

お昼はキッチンカーでお食事を！会場内にて軽食・スウィーツ等を出店予定。

主催：NPO法人 ケアマネット21



※出展社、出展内容は都合により変更やキャンセルが生じる場合があります。
　あらかじめご了承下さい。

2 3

西日本国際福祉機器展 出展社一覧第 回21 《50音順》 西日本国際福祉機器展 出展社一覧第 回21 《50音順》

(株)アースフルコーディネーション ラテックスを使用した褥瘡対策に優れた高反発
素材の商品です。

健幸ライフ（株） 座りすぎ対策！5分で約1000歩。簡単に座った
まま歩行不足を補える。

(株)ジー・エス・ティ 欧州で50年以上の歴史と実績を持つ手動運転補助装置
「Guidosimplex（グイドシンプレックス）」を展示。

ふくおか医療福祉関連機器
開発・実証ネットワーク

(株)ノアコンツェル 介護施設での薬の渡し間違いや、忘れといった
誤薬を防ぐシステム。

ふくおか医療福祉関連機器開発・実証ネットワーク
会員企業の展示。

（有）直方メディカルサービス 自立支援型　介護見守りロボット　A.I  Viewlife

（株）フジケア 介護保険相談コーナー。

（公社）福岡県介護福祉士会 介護･認知症の相談（※14・15日のみ）。

九州抱え上げない介護
プロジェクト 抱え上げない介護技術指導、各地域の活動情報。

（株）ｃｏｃｏｔａｍａ

（有）三電

住友理工（株）

（株）プラッツ

協力 （株）クローバー
介護職の離職防止に向けて、労働衛生の視点から
職場のマネジメントのためのセミナープログラム紹介。

介護リフト体験。

姿勢の変化、心地よさをＳＲセンサーで体験
新製品 ＳＲソフトビジョン足圧版紹介。

ポジショニングベッド体験（技術体験コーナー使用ベッドの提供）
新製品 食事介助のしやすいオーバーテーブル紹介。

移乗機器（スタンディングマシーン）の体験。　

（公社）福岡県作業療法協会 作業療法の紹介やビーズ細工の体験、リハビリ相談等。

福岡大学 被介護者の身体的･精神的負担を軽減できる移乗
介護リフトです。

（特非）ＮＰＯ福祉用具ネット 排せつケア用品の紹介・膝にやさしい靴の紹介・　
抱えあげない看護・介護に向けた活動紹介。　

福岡県立大学
福祉用具研究会 ２０年間の福祉用具研究会の活動紹介。

（株）ＶＩＰグローバル 血行促進用医療器具の実演体験。

(株)トップラン 腰痛をはじめとする休職・離職問題を低コストで
解決するベルト！

豊丸産業(株) 42インチタッチパネル液晶を搭載した次世代食卓
テーブル。

(株)内外 業界唯一！　直進機能搭載ベッドサイド・オーバー
テーブル

(株)タカラ 屋内移動自由自在。前後左右、上下昇降機能付き、
電動座椅子。

（株）ダイドーフォワード 抗酸化陶板浴とカプセルが融合したパーソナル
陶板浴。

(株)つえ屋 京都生まれの京都ブランド、こだわりの杖・ステッキ
専門店。

韓国リハビリテーション＆
シニアケア（KORECA2020）

韓国リハビリテーション＆シニアケア（KORECA2020）
のプロモーション。

広洋産業(株) 車いす階段昇降機、車いす段差解消機の展示、
実演、試乗。

特定非営利活動法人
セルプセンター福岡

県内の障がい者支援事業所による自主商品の展示
即売。『働く障がいのある方を応援します！』

(株)オーエックスエンジニアリング 日常用車いす、電動、子供用、競技用車いす、その他
用品など。

ＡＬＵ建築システム研究所 感覚統合運動訓練遊具

（株）インボディ・ジャパン 体成分分析装置InBody

(株)インテリア フルモリ 可動のパーティションでプライバシーを確保。その
他インテリア全般。

（有）ジドウシャ工房 肢体不自由者が思い切り投球できるようなボウリ
ング専用車いす。

（株）ジョリーグッド 人手不足、早期離職を解決。「現場力」をＶＲでトレー
ニング。

（株）シルバー産業新聞社 高齢者介護の専門紙「シルバー産業新聞」。

（一社） 
障害者雇用基準認定協会

障がい者の雇用・就労継続率向上等のためのマネ
ジメント教育。

トヨタ自動車(株) トヨタの福祉車両（ウェルキャブ）の展示・体感。

(株)ニシウラ ふわふわフィットパンツ（ホルダーパンツ）

東洋羽毛九州販売(株) 羽毛布団･ムートン・家庭用医療機器

アロン化成（株） 排泄、入浴用品を中心に最新の介護用品を展示
いたします。
HCRで発表の新商品やおすすめの歩行器、歩行車
を展示します。
居室からお風呂まで抱え込みなし。腰痛予防をかな
える機器を展示。

介護する日常で使いやすい、操作しやすい車いすを
展示しています。
免許は必要ありません。電気で動きます。消費税は
非課税です。

（株）イーストアイ

（株）いうら

（株）カワムラサイクル

九州スズキ販売（株）

九セラ（株）

(株)ケープ

(株)幸和製作所

シーホネンス(株)

使いやすさを工夫した食器や箸、カトラリーを展示。

褥瘡予防用具や車いす用クッション等を展示して
おります。

サンティノ　テイコブリトルワゴンミニ　他

安全を形に、優しさを機能に、願いを込めて製品を
お届けします。

歩行車や杖などの移動用品を中心に多様な介護
用品をご案内します。

みまもり支援製品i-coco・i-cocoケアシューズ

初日、2日目は紙媒体でのご案内、最終日に実機
展示致します。

(株)竹虎

ネクストシステム
ラボラトリーズ(有)
ハカルプラス(株)

（株）オリズン／
（株）エクストラン

スマホ搭載ロボ‘liberuka’の遠隔操作で離れた
場所でも表情を交え意思伝達。

(株)カムラック スマホ搭載ロボliberukaとカムラックデザイナーの
共演。

久留米工業大学 人工知能を搭載した対話可能な自動運転電動
車いす「パートナーモビリティ」。

（株）クローバー 電動カート、電動車いす、歩行器、階段昇降機、移動
用リフト

九州工業大学 人間機能代行
システム研究室

和田研究室の福祉情報工学（人間機能代行シス
テム）の紹介。

（社福）北九州市手をつなぐ
育成会 福祉バザー

北九州市立大学 梶原研究室 日々のヘルスケアや転倒など見守りを行うワイヤ
レスセンサを展示。

九州エア・ウォーター(株） シャワー式入浴装置

九州工業大学：アンビエント・
ヒューマン・センシング

九工大のAI・センサ関連技術で介護・福祉現場の
課題を解決！

（株）ウッドランドパス 業務効率化のためのリハビリ業務支援システム

有園義肢（株） 足病変患者の為のインソール及び短下肢装具

（一社）北九州おたがいさま推進事業協会
（社福）もやい聖友会

「おたがいさまで笑顔がいっぱい」の多世代地域
共生社会を目指した取り組みをご紹介します。

パナソニック
エイジフリー(株)

新歩行サポート手すりその他、レンタル品、入浴
用品、排泄用品。
蒸れ軽減も、簡単な操作も。両方で選ぶなら断然、
ここちあ利楽。
マルチな時代に対応するマルチなスタンダード
ベッド。

介護の負担を軽減。ぐっすり眠れる介護ベッド。

安全で安心してご利用できる車いす作りに取り
組んでおります。

耐荷重130ｋｇまで対応できる大型車いすＫＪＰ-5。

3D除圧・お知らせ機能で安全安心を追求した
高機能エアマットレス。
介護する側される側、共に楽な介護を実現させる
ためのご提案。

パラマウントベッド(株)

(株)プラッツ

フランスベッド(株)

(株)松永製作所

(株)ミキ

(株)モルテン

矢崎化工(株)

ガードナー（株） ルームシャンプー
座ったまま寝たままでも３分で洗髪ができます。

看護・介護職等の腰痛予防対策商品
試作品『腰曲り姿勢お知らせ器』
バイタルを分析し、健康リスクを注意喚起する健康
管理システム。
新型フレーム！軽快な乗り心地はこの車椅子でしか
味わえない！
「もう一度、自分で字が書きたい」をかなえる筆記
補助具です。

（株）Fujitaka 病院福祉施設で人と共に優しさをもって解決へ。
配膳車・昇降機展示。

リハプラン デイサービスのためにつくったリハビリ支援
サービス。

(株)ホーマーイオン研究所 こんな横着な筋トレマシーン見た事ない！
その名も「パルスケア」

(株)メルシー 「エスコート・エイチ」
日本製フットケア機器の体感スペース。

みやび工務店 車椅子用降車補助装置

（株）ヤマト スペースヤマト

（株）リバティソリューション 自動排泄処理装置･簡単掃拭装置･簡易入浴装置

（株）ラクティブジャパン 乳酸オリゴマー粉末体及び液体環状重合乳酸・
環境保全濃縮液

九州地域バイオクラスター
推進協議会

「食で健康に貢献しよう」という元気な企業や商品
を紹介します。

熊本県中小企業団体中央会 ものづくり補助金の事業成果になります

肌美和（株） 馬油・馬プラセンタを原料とした健康食品

（株）グランヒル大阪 脳機能改善や健康長寿にお役立ちのサプリメントを
ご紹介！

抗酸化食品（株）／
(株)ライヴス

ビタミン、ミネラル等栄養豊富な食材である米ヌカ
を出展。

(株)コルケム スーパーフード「モリンガ」サプリメント提案。

東和薬品(株) 飲みやすい工夫をしたジェネリックのご紹介。
服用感見本の体験も。

補完医療製薬(株) ぼんやり、うっかり、物忘れ、徘徊のケアに。
認知症予防サプリ。

マイコロジーテクノ（株） 世界で唯一のキノコ、越後白雪茸を主原料とした
サプリメント。

森永乳業九州（株） 森永乳業で培った健康を支える商品を多数ご用意
しております。

(株)ロッテ ロッテによる「噛むこと」の回数などがわかる体験
ができます。

（株）九研

芙蓉開発（株）
（株）ヨシズカシステム
プロダクト
（有）ラック

ユニ・チャーム（株） 新商品『軽い便モレパッド』の紹介。　　　　　　　

ニシキ（株） 布パンツ・軽失禁用下着の紹介。
新製品 履くシーツ紹介。

朝日産業（株） ・集尿器『Ｍｒ，ユリナー』 ・『ダンディユリナー』
・新商品『介護用おむつセンサー』の紹介。

日本セイフティ（株） 自動ラップ式トイレ　「ラップポン・エール2」
移乗しやすい肘の跳ね上げタイプ。

三島光産（株） 試作品　介護施設・病院用　お尻洗浄器　　　　
『さらり洗浄』の紹介。　　　　　　　　　　　　

（株）タイカ
新商品 災害備蓄用高機能マットレス　緊急時に担架代わりになる『αPLA  R』 
避難用簡易保護帽 『でるキャップ』。
子供用 『でるキャップfor kids』 『でるキャップ for school』。

日本セイフティ（株） 災害対応 新商品 組立てトランク型自動ラップ式トイレ
『ラップ・トレッカーＷＴ－4』。

三島光産（株） 参考出品  災害対応  簡易浴槽とシャワー。

北九州市立総合療育センター  こどものひろば

公益財団法人 くまもと産業支援財団

熊本県中小企業団体中央会

一般社団法人 日本福祉用具供給協会

特定非営利活動法人NPO福祉用具ネット

抱
え
上
げ
な
い
介
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技
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体
験
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つ
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介
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災
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品
紹
介

ふくおか医療福祉関連機器開発・実証ネットワーク

ヘルスケア食品展2019 出展社一覧

出 展 社 出 展 内 容 出 展 社 出 展 内 容 出 展 社 出 展 内 容 出 展 社 出 展 内 容

出 展 社 出 展 内 容

《50音順》昭和貿易(株) こども用の歩行器・バギー・座位保持装置を出展
します。

(株)ミキ バギースタイルの軽量車いす。

Hello！（ハロー）は小さなお子様のための小さな
車いす。(株)ジェーシーアイ

学齢期前の子ども向け移動支援機器及び電動ティ
ルト式電動車椅子。(株)今仙技術研究所

服を着たまま瞬速洗髪水をこぼさず5分で完了！
次世代洗髪機。日建リース工業(株)

小児用車椅子及び電動アシスト装置(株)峰製作所

電動座位保持装置・座位保持装置・バギー(株)有薗製作所

こども用バギー・車いす(株)きさく工房

着やすくて着せやすい工夫のある肌着や服～防寒
グッズ等のご紹介。ぷるちーの合同会社

アビリティーズケアネット(株) 成長対応付き小児用車いすとクッション

パンテーラ・ジャパン(株) 小児用車いす

ペルモビール(株) 幼児用車いす、電動車いす

ヤマハのJWシリーズなら体に合わせた電動車いす
がつくれます。ヤマハ発動機(株)

ノット(株) 赤ちゃんと子どもの食事用エプロン。

（有）アイユー 使いやすいお皿やカップ

palette ibu. 服と生活用品

磁器専門工房　
陶來（てまるプロジェクト） 使いやすいお皿やカップ

（有）ディーエムシー 使いやすいスプーンやフォーク

日産自動車(株)／
(株)オーテックジャパン

日産の福祉車両、ライフケアビークルを展示
します。

ウルトラシリーズにゆったりサイズが追加され
ました。日進医療器(株)

福岡ひとにやさしい
介助を考える会 キネステティクス®の紹介  毎日体験講座開催。

おしゃれな歩行車、シルバーカーを多数、展示して
います。ウィズワン(株)

熊本県中小企業団体中央会 ものづくり補助金の事業成果になります

熊本県中小企業団体中央会

韓国大田広域市 東京通商
事務所 大田広域市の介護福祉企業を紹介します。

歩行器・シルバーカー・サイドカー・ステッキなど(株)島製作所

（株）タイカ 床ずれ防止用具とポジショニングクッション体験。
　



ヘルスケア食品展2019
介護予防、健康長寿を促すための各種健康食品や菓子、サプリメント等による展示会です。 今回の出展各社より、新製品・本展初出展の製品をピックアップしてお知らせします。

同時開催

《ヘルスケア食品展2019》新製品・初出展紹介コーナー

東京2020応援プログラム

障がい者スポーツ体験プログラム

体験時間

10：00～10：45

11：00～12：00

13：00～14：30

14：30～16：00

11／14（木） 11／15（金） 11／16（土）

《特別企画展》障がい者スポーツの祭典

（株）グランヒル大阪出展社

思いやりのＰＱＱ製品名称

健康長寿にお役立ちの注目の成分を配合!!

（株）コルケム出展社

「奇跡の木」モリンガ　
粉末＆ジュレ

製品名称

90種類を超える栄養素が含まれた
スーパーフード。試食＆試飲出来ます。

東和薬品（株）出展社

OD錠服用感体験製品名称

水なしでも服用できる
ＯＤ錠見本を体験。

マイコロジーテクノ（株）出展社

越後白雪茸粉末、エキス　
iBestＡ、iBestＬ

製品名称

エビデンス豊富な希少キノコ。

補完医療製薬（株）出展社

フェルラ酸＆
ガーデンアンゼリカ

製品名称

物覚えや、うっかりが気になる方にお勧め。

抗酸化食品（株）
（株）ライヴス

出展社

AOF米ヌカパウダー製品名称

特許製法。食べる！米ぬか。豊富な栄養成分

森永乳業九州（株）出展社

ミルク生活製品名称

今話題沸騰中の商品！大人の為の粉ミルク!!

九州地域バイオクラスター推進協議会
出展社

『減塩 アカモク のり佃煮』西嶋海苔製品名称

第21回西日本国際福祉機器展

間仕切 プレイス
「PLACE」

FR FX

イタリア

添加物を使わない、減塩にこだわり有明海の
アカモクを使った美味しい佃煮。国立循環器
病研究センターの「軽しお認定」商品です。

（公財）くまもと産業支援財団

11月11日は「介護の日」
12：00～18：00

北九州市戸畑区汐井町1-6　ウェルとばた〒８０４-００６７
TEL.（093）873-5001　FAX.（093）873-5002

第16回北九州チャンピオンズカップ
国際車いすバスケットボール大会 第39回大分国際車いすマラソン

令和元年11月16日（土）～17日（日）【会　期】
2019年11月22日（金）～24日（日）【会 期】

2019年11月8日（金）【日 時】
ウェルとばた 中ホール【会 場】
講演会、研究発表、スピーチコンテスト【内 容】 大分市内【開催地】

大分国際車いすマラソン事務局
TEL.（097）533-6006

北九州チャンピオンズカップ
国際車いすバスケットボール大会実行委員会事務局

お問い合わせ先公益社団法人  北九州高齢者福祉事業協会お問い合わせ先 お問い合わせ先

TEL.（093）922-1432

開催予告

14B（車いすバスケ）

14D（ふうせんバレー）

北九州チャンピオンズカップ
実行委員会事務局

15A（ブラインドサッカー）
特定非営利活動法人

北九州スポーツクラブACE

15B（ブラインドサッカー）
特定非営利活動法人

北九州スポーツクラブACE

14A（ボッチャ）
オリンピック・パラリンピック

等経済界協議会

14C（ボッチャ）
オリンピック・パラリンピック

等経済界協議会

15D（ボッチャ）
オリンピック・パラリンピック

等経済界協議会

16B（ボッチャ）
オリンピック・パラリンピック

等経済界協議会

16D（ボッチャ）
オリンピック・パラリンピック

等経済界協議会
（注意）種目の入れ替えのため、開始時間が変わる場合があります。また、種目が変更になる場合もありますのでご了承ください。

※誰もが体験できる障がい者スポーツ体験コーナーです。体験人数は種目により制限がありますので、会場でお尋ねください。

日本ふうせんバレーボール協会

15C（ふうせんバレー）
日本ふうせんバレーボール協会

16C（ディスコン）
浅生まちづくり協議会

事前申込不要

３Ｄゾーンケア
マットレス Plus
天然ラテックスを使用
した高反発マットレス。

製品名

（株）アースフルコーディネーション

可動パーティションでプライバシー
を確保。

製品名

（株）インテリア フルモリ

FR/FX
軽量な新型固定式日常用
車いす。

製品名

（株）オーエックスエンジニアリング

ブランコ等、多種の遊具を一体化した
大型遊具。

製品名

ＡＬＵ建築システム研究所

「liberuka」
(遠隔操作型スマホ搭載ロボ)
(株式会社 オリズン・株式会社 エクストラン共同開発中)

liberukaでどこにでも行ける！

製品名

（株）オリズン／（株）エクストラン

北九州市立大学 梶原研究室

プッシュタイプ 
エレクトロニックアクセル
リング＆ブレーキレバー

Guidosimplex（グイドシンプレックス）

両手で運転出来る、手動運転補助装置。

製品名

（株）ジー・エス・ティー
ボウリング専用
スポーツ車いす

ボウリング競技用スポーツ
車いす

製品名

（有）ジトウシャ工房

Josy Play Land 
（ジョシープレイランド）

バイタルセンサ
普段の生活の中で健康状態
やストレスを検知。

製品名

九州工業大学：アンビエント・
ヒューマン・センシング
読唇技術の
デモンストレーションアプリ

製品名

（株）ジョリーグッド
介護研修ＶＲサービス
「ケアブル」
介護の「現場力」をＶＲで
トレーニング。

製品名

製品名

（株）今仙技術研究所
北九州市立総合療育センター こどものひろば

Bady Loco
座位保持椅子が電動化で
自在に移動可能に。

製品名

（株）ジェーシーアイ
北九州市立総合療育センター こどものひろば

小児用車いすHello！
Hello！はお子様の為の小さ
な車いす。

製品名

ぷるちーの合同会社
北九州市立総合療育センター こどものひろば

防寒フットマフ
冬でも車椅子ごと包みこむ
防寒フットマフ。

（株）ダイドーフォワード

パーソナル陶板浴「ひだまり」
良質な空気環境で体を芯から
温める温熱機器。

製品名

500mm

500mm

座
面
高
さ
は
任
意

屋内移動昇降機能付
座椅子

これまでにない屋内移動
昇降機能付座椅子。

製品名

（株）タカラ

スマホで読唇。
会話を支援します。

FR

　2020年に開催を控える国際的なスポーツ大会の開催に向けて、障がい者も健常者も
含め、誰もがスポーツ競技に触れられる企画展を開催することで、地域市民のスポーツに関する
認知を図るものです。また、「障害者差別解消法」や「障害者差別解消条例」の施行とともに、
ユニバーサルな視点から誰でも支障なく自由に参加できる体験型のイベントです。
【参加団体】
福岡県、北九州市、オリンピック・パラリンピック等経済界協議会、北九州チャンピオンズカップ実行委員会
事務局、日本ふうせんバレーボール協会、特定非営利活動法人北九州スポーツクラブACE　他

　日本に車椅子ソフトボールが普及して8年。これまでの歩み
と今後の展望をお話します。特に普及当時から北九州では、
大学生が中心となって普及活動に取り組み、全国大会を開催
してきました。
　全日本選手権に優勝し、日本代表を毎年輩出出来るように
なるまでの拝見と取り組み、そして北九州からパラリンピック
正式種目になる後押しをしていこうと思います。

東京2020応援プログラム
障がい者スポーツの祭典 開催記念講演会B4 セミナー会場B

【講師名】

1975 誕生
1992 事故で脊損になる
2001 車イステニスを始める
2010 車イステニスでワールドチームカップに日本代表で出場
2013 車イスソフトボールを始める
2015 車イスソフトボールでワールドシリーズに日本代表で出場
2019 5年連続ワールドシリーズに日本代表で出場 アメリカに初勝利し世界一

《概要》

《略歴》

西日本国際福祉機器展では、出展社との面談希望の方に向けた
事前の予約を受け付けます。面談予約をされると、会期中の商談
がスムーズに行えます。ホームページからお申し込みください。

出展ブース面談予約の
受付を始めます。

10月下旬受付開始予定です。

http://www.ppc-fukushi.net/

車イスソフトボール
ロサンゼルスパラリンピックの
正式種目を目指して
１１月16日（土）●13：30～15：00

100名
募集人員

お申し込み先
お問い合わせ先

TEL 093-511-6800 FAX 093-521-8845
http://www.ppc-fukushi.net／

西日本国際福祉機器展事務局
事前にPPC2019 第21回西日本国際福祉機器展ホームページよりお申し込み下さい。

検索西日本福祉

車いすソフトボール
ワールドシリーズ 
日本代表

氏米田 正人 

西日本福祉 検 索
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（株）ノアコンツェル

福岡大学

（株）ホーマーイオン研究所

（株）ニシウラ

第21回西日本国際福祉機器展

リハプラン（株）リバティソリューション

コンパクトに折りたためる紳士
向け歩行車。

（株）幸和製作所
サンティノ製品名

すべてがワイドな安心ゆったり設計。

製品名

「あと少し」をつなぐ安心の
置き型手すり。

製品名

介助する人の腰痛などの回避。

製品名

誤薬防止と業務効率化を
支援する「服やっくん」。

製品名

被介護者にやさしい移乗
介護リフトです。

製品名

パルスケア
こんな横着な筋トレマシーン
見たことない！

製品名

誰でもカンタンに納得のリハビリを。

製品名

被災地で活躍したラップポンの
最新機種。

製品名

下着に少量つく程度の便もれに
最適なパッド。

製品名

モレないは心のゆとり。履くだけ
カンタン防水の履くシーツ。

製品名

頭にのせて押すだけの簡単装着。 
いざという時に安全を確保！

製品名

大きな天板で食事介助を
しやすい形状。

製品名

手軽に足圧分布や立位
バランスの計測可能！

製品名

おむつが濡れるとスマホに
通知するセンサー。

製品名

尿とりパッドの保持を目的とした
パンツです。

製品名

ベッドから本体への移乗が簡単に
行えます。

製品名

蒸れ軽減と簡単操作を
実現、新型エアマット

製品名

製品名

（株）ヨシズカシステムプロダクト
ふくおか医療福祉関連機器開発・実証ネットワーク

FA02（エフエーゼロツー）
新型フレームでより安全で快適な
走りを実現。

製品名

ガードナー（株）
ふくおか医療福祉関連機器開発・実証ネットワーク

タイタン
ワンタッチ調節可能、骨盤サポート
ベルト。

日本セイフティ（株）
特定非営利活動法人 ＮＰＯ福祉用具ネット

ユニ・チャーム（株）
特定非営利活動法人 ＮＰＯ福祉用具ネット

ニシキ（株）
特定非営利活動法人 ＮＰＯ福祉用具ネット

（株）タイカ
特定非営利活動法人 ＮＰＯ福祉用具ネット

（株）プラッツ
特定非営利活動法人 ＮＰＯ福祉用具ネット

朝日産業（株）
特定非営利活動法人 ＮＰＯ福祉用具ネット

住友理工（株）
特定非営利活動法人 ＮＰＯ福祉用具ネット

ラップポン・
トレッカーWT-4

ライフリー さわやか
軽い便モレパッド

履くシーツ

避難用簡易保護帽
でるキャップ

オーバーテーブル
（90cm幅/83cm幅切替式）

SRソフトビジョン
足圧版

介護用おむつ
センサー

ふわふわ
フィットパンツ（ホルダーパンツ）

（株）いうら
一般社団法人日本福祉用具供給協会

乗せかえ装置付
ストレッチャー：HS-260

パラマウントベッド（株）
ここちあ利楽

一般社団法人日本福祉用具供給協会

一般社団法人日本福祉用具供給協会

（株）島製作所
一般社団法人日本福祉用具供給協会

一般社団法人日本福祉用具供給協会

シンフォニーワイド SPⅡ
色柄：Bグレー
PPC初出展　2018年12月発売。

リハプラン
介護用自動排泄処理装置　
リバティひまわり。

製品名 リバティひまわり

テレスコピックブーム型
介護リフト

服薬支援システム
｢服やっくん」

（株）Fujitaka

車椅子用降車補助装置

みやび工務店

伸縮つながるくんXP
矢崎化工（株）

製品名

アロン化成（株）
一般社団法人日本福祉用具供給協会

楽らく開閉
シャワーベンチS
誰でも簡単に開閉できる
シャワーベンチです。

製品名

九州スズキ販売（株）
一般社団法人日本福祉用具供給協会

セニアカー
安全機能が増した新型セニアカー。

製品名

ウィズワン（株）
一般社団法人日本福祉用具供給協会

ヘルシーワンレジェール
ヘルシーワンのロータイプが
仲間入り！

製品名

日進医療器（株）
一般社団法人日本福祉用具供給協会

NA－U２W・BG
ウルトラシリーズのゆったり
サイズ。

製品名

（株）ケープ
一般社団法人日本福祉用具供給協会

車いす用クッション　
FOLIO（フォリオ）
・超通気性
・洗濯機で丸洗い出来る。

製品名

（株）竹虎
一般社団法人日本福祉用具供給協会

・ハッピーⅡトール
・ハッピーミニトール
ハッピーシリーズにトールタイプ
登場。

製品名

ハカルプラス（株）
一般社団法人日本福祉用具供給協会

CAREai 床マット
「ふむふむセンサー」
①コードレス　②薄さ 2ｍｍ
③耐過重 500ｋｇ

製品名

ネクストシステムラボラトリーズ（有）
一般社団法人日本福祉用具供給協会

i-coco（アイココ）ケア
シューズⅢ
i-cocoケアシューズ待望の新作！

製品名

パナソニックエイジフリー（株）
一般社団法人日本福祉用具供給協会

歩行サポート手すり
「スムーディ」
軒先・階段に設置出来る歩行
サポート手すり。

骨盤サポートベルト 
Dr．GEAR
介護看護時の膝腰の負担を
一瞬でサポート!!

製品名

（株）トップラン
元気はつらつ
トレパチ！テーブル
楽しく認知症予防！機能訓練
等に効果抜群！

製品名

豊丸産業（株）

直進機能搭載
ベッドサイド・オーバー
テーブル
業界唯一！直進機能搭載！

製品名

（株）内外

国産品いす式階段昇降機で設置
実績No.1。

製品名
いす式階段昇降機
「楽ちん号」

※写真はLS-500

6 7

新製品・初出展紹介コーナー
Lumone 
ルモーネ
高品質な羽毛
『HARUO ＤＯＷＮ』

製品名

東洋羽毛九州販売（株）



西
日
本
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示
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日14月11 木 日15月11 金 日16月11 土

セミナー
会場
A

セミナー
会場
B

特設会場

AIM3階
（311～313）
会議室

新館3階
（301～304）
会議室

C1 ●10：30～16：30 ※最終日は15：15までＮＰＯ福祉用具ネットのブース内セミナーセミナー
会場C

地域共生社会における
ケアマネジメントの機能を考える

TEL 092-643-7555
E-mail  info@comeluck.jp

FAX 092-643-7700
株式会社カムラック 〒812-0044福岡市博多区千代4-1-33西鉄千代県庁口ビル3階

8 9

西日本国際福祉機器展 イベント・セミナーのご案内第 回21

A5 ●10：30～11：00
きたきゅう体操・ひまわり太極拳
の実演紹介

A7 ●13：00～14：30
プロが教える役に立つ
介護技術と介護用品
～根拠のある介護と手軽に作れる
   介護用品の紹介～

A4 ●15：30～16：30

ご案内
イベント・セミナー 詳細

検索西日本福祉詳しくはこちらまで

参加無料 ※一部有料あり

西日本国際福祉機器展第 回21

AIM1 ●13：00～16：30（311・312会議室）

B3 ●10：30～12：00
手の不自由な方、お話しが困難な方の
ための電子機器と入力スイッチの世界　
～定番から最新機器まで～
B4 ●13：30～15：00

A6 ●11：15～12：00
病気になっても年をとっても
健康を保つ秘けつ

B2 ●13：00～14：30
オーラルフレイルの怖さと
噛むことの重要性

特5 ●10：30～12：00

A2 ●15：30～16：30
福祉用具のヒヤリ･ハット
～事例を知り事故を防ぐ～
（移動機器編）

A1 ●13：00～14：30

もやいの繋活セミナー

新4 ●10：00～16：20（302～304会議室）
ＮＰＯ法人ケアマネット２１公開セミナー

新3 ●13：30～15：00（303・304会議室）
食の宝庫・九州から、健康を考える
～地元の特産品を活用したヘルスケアの取組～

AIM2 ●14：30～16：30（312・313会議室）

A3 ●13：30～14：30

ひざが痛い方必見！人の健康は靴選びから
～膝にやさしいシューズの紹介～

抱え上げない看護・介護の実践のポイント
【パート1】【パート2】

専門家による「これから」を
考えるセミナー

B1 ●13：00～16：00

新2 ●10：30～12：30（301会議室）

午前の部Aコース
キネステティクス®技術体験講座

新2 ●13：30～15：30（301会議室）

午後の部Bコース
キネステティクス®技術体験講座

新2 ●10：30～12：30（301会議室）

午前の部Cコース
キネステティクス®技術体験講座

新2 ●13：30～15：30（301会議室）

午後の部Dコース
キネステティクス®技術体験講座

新2 ●10：30～12：30（301会議室）

午前の部Eコース
キネステティクス®技術体験講座

■主催：一般社団法人日本福祉用具・生活支援用具協会

福祉用具のヒヤリ･ハット
～事例を知り事故を防ぐ～
（移動機器編）

A2

FAX 03-3437-2624TEL 03-3437-2623
お問い合わせ先 一般社団法人日本福祉用具・生活支援用具協会

〒105-0002 東京都港区愛宕1-6-7愛宕山弁護士ビル

※尚、参加は当日先着順としますので、事前申し込みは不要です。 

100名
募集人員

１１月14日（木）●15：30～16：30
　本セミナーは「シルバーカー」「手動車いす」「電動車いす」の、重大事故につながるリスク
のある「ヒヤリ・ハット」と対応策を、経験豊富な講師陣が動画を交えて解説します。
　特に福祉用具の初心者の方にお薦めです。

セミナー会場A

■主催：株式会社ジョリーグッド

VRで変わる
介護の現場教育と早期離職リスク

新1

株式会社ジョリーグッド
申し込みWEBフォーム：https://is.gd/bek8GZ

120名
募集人員１１月14日（木）●13：30～14：30

教育不足が原因で、利用者様や職員との関わりに自信をなくし、退職
を選ぶ職員は後を絶ちません。ですが、現場には新入職員に教育に
十分な体験を安全にさせてあげる余裕がないのも事実です。もしも
VRで成功、失敗体験を安全に繰り返せたら？先輩職員の教育時間や、
新入職員の基礎教育時間を削減し、少しでも余裕を生み出すことができ
れば、現場は何か変わるだろうか？テクノロジーの力を使った、今まで
にないVR体験学習サービスをご紹介します。

新館3階302～304会議室

■主催：特定非営利活動法人 ＮＰＯ福祉用具ネット

■主催：特定非営利活動法人 ＮＰＯ福祉用具ネット

■協力：アシックス商事株式会社

ひざが痛い方必見！
人の健康は靴選びから

～膝にやさしいシューズの紹介～     

AIM1

TEL/FAX 0947-42-2286 e-mail npo-fukusiyougunet@sage.ocn.ne.jp　
お問い合わせ先 特定非営利活動法人 NPO福祉用具ネット事務局

〒825-8585　福岡県田川市大字伊田4395番地 （担当／大山）

60名
募集人員

申込不要
無 料

１１月14日（木）●13：00～14：00

●14：30～16：30

膝の痛みの原因となる変形性膝関節症は、日本人の4人に1人、40歳以上に
なると2人に1人が罹患すると推計されています。今回、共同研究により開発した、
「ひざに優しいシューズ；ニーズアップ」を中心に、中高年者のQuality of life 
を高めるシューズ開発について、実験データに基づき解説します。　　

AIM3階311・312会議室

専門家による「これから」を
考えるセミナー

１１月14日（木）
今話題の「家族信託・民事信託・親愛信託」とは？
●13：00～16：00

●13：00～13：50

B1

100名
募集人員

FAX 093-562-0105TEL 093-562-0030
お申し込み先
お問い合わせ先 専門家による無料相談会実行委員会

一般社団法人よ・つ・ば親愛信託普及連合 特定行政書士 松尾 陽子 氏
手遅れにならないために早めの対策。今やらなければならないこと、
できることは何なのか。
税理士が伝える経営の３つのコツ●14：00～14：50

ふしはら税理士事務所 税理士 節原 隆男 氏
勝ちぐせ企業に成長していくポイントとは？
明日からできる介護予防フットケア●15：00～16：00

一般社団法人フットヘルパー協会 代表理事 奥田 晶子 氏
介護現場・在宅におけるフットケアの重要性と簡単なケアの方法を紹介します。

セミナー会場B

介護施設で実際に
医療管理レベルアップと
省力化に成果を上げている
 ICT システムについて

A4

FAX 092-452-0782TEL 092-471-8585

お申し込み先
お問い合わせ先

芙蓉開発株式会社
〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王1丁目10番29号

100名
募集人員

１１月15日（金）●15：30～16：30

【講師】日本遠隔医療介護協会（JTCC）理事長 
芙蓉グループ代表 前田 俊輔 氏

「実はICT化は紙に比べ非効率」「システムで医療管理レベルアッ
プなんて無理」という今までの常識を覆す取り組みが、産官学の
取り組みにより、着々と実績とエビデンスを出しています。10 年
前に福岡の現場から生まれ、長年現場に揉まれた、真に実践的な
「 ICT 健康管理システム」の仕組みと運用実態をご紹介致しま
す。（令和 1 年度厚生労働科学研究、九州厚生局モニター事業）」

■主催：芙蓉開発株式会社 医療法人 芙蓉会
参加者には、遠隔医療が
高齢者医療救う(PHP社）
を差し上げます。

《希望者のみ》

セミナー会場A

■主催：株式会社インテリア フルモリ

「インテリアデザインが
　介護分野にできること」

A3

TEL ① 090-9728-3170／②093-941-5848 FAX ③093-941-5835

お問い合わせ先
お申し込み先 株式会社インテリア フルモリ

〒802-0056 北九州市小倉北区黒住町23-25
①から③のいずれかでお願いします。

100名
募集人員１１月15日（金）●13：30～14：30

　ご利用者様はもちろん、ご家族やスタッフすべての方にとって、心地よいインテリアは
そこで過ごす時間の「質」に大きく影響します。女性インテリアデザイナーの視点からあなたの
生活にも役立つ情報をお伝えします。

セミナー会場A

代表取締役 古森 健一

～あなたの生活にも役立つ
12のエレメント～

【講師】（株）Cocoon～コクーンデザイン～
代表取締役

株式会社カムラック
代表取締役

壹岐尾 恵美 氏

賀村　研 氏

クリエイティブ事業部
ビジネスプロデューサー

窪田 英司 氏

京都橘大学 健康科学部 教授 村田 　伸 氏

抱え上げない看護・介護の実践のポイント
～マネジメント支援の取り組みとは～

【パート1】

（一社）福岡ナチュラルハートフルケアネットワーク 代表 （OT）櫻木 美穂子 氏
抱え上げない看護・介護実践のポイント～目標設定・行動計画とは！～　　【パート2】

（株）ｃｏｃｏｔａｍａ ＮＰＯ法人心の卵 代表 (NPO福祉用具ネット監事) （産業カウンセラー）佐々木 寿生 氏
【パート1】・【パート2】は受講費用500円（資料代等） 事前申込必要　
ＮＰＯ福祉用具ネットホームページより入手して下さい。　いずれか一つの受講でも受講費用は変わりません。　

セミナー会場B

「インテリアデザインが介護分野にできること」
～あなたの生活にも役立つ12のエレメント～

介護施設で実際に医療管理レベルアップと
省力化に成果を上げている
 ICT システムについて

皆さんの疑問に答えます！
地域(外来・在宅・施設)で
高齢者心不全をどう診る？

福祉用具（介護ロボットを含む）
サービスにおける多職種連携
特6 ●13：00～16：00
拘縮は日本だけ？
ノーリフティングケアの効果と
事例紹介

特4
●13：30～14：30

ITを活用した仕事で障がい者の雇用の場を
創出し続ける「カムラック」の取り組み
～障がい者の支援・雇用から自立まで～実現できる秘訣とは

特1 ●10：30～11：25
介護現場における業務改善・
介護ロボット等の活用について
特2 ●11：30～12：00
経済産業省における福祉・
ロボット介護機器に関する取組（予定）
特3 ●12：00～12：30
次世代ヘルスケア産業の創出
に向けて（予定）

お申し込み先
お問い合わせ先

特4 特設会場１１月15日（金）
●13：30～14：30

ITを活用した仕事で
障がい者の雇用の場を
創出し続ける「カムラック」の取り組み
～障がい者の支援・雇用から自立まで～
実現できる秘訣とは

～背景と実態から考える障害者雇用の現在と未来～

●15：30～16：15

一般社団法人 障害者雇用基準認定協会の設立
第二部

第一部

第一部

●15：30～16：15
一般社団法人 
障害者雇用基準認定協会の設立
～背景と実態から考える障害者雇用の現在と未来～

第二部

新1 ●13：30～14：30（302～304会議室）
VRで変わる
介護の現場教育と早期離職リスク

お問い合わせ先 社会福祉法人 もやい聖友会

A1

100名
募集人員

セミナー会場A

「地域は心温か大家族」基調講演

～自分たちの地域は
自分たちで創る・守る～

総務省地域力創造アドバイザー
株式会社まちづくり計画研究所
代表・笑談師

もやいの繋活セミナー
「地域共生社会をめざして！」

１１月14日（木）●13：00～14：30

講師：今 泉 重 敏 

講演主催

氏
ファシリテーター

社会福祉法人 もやい聖友会

松 本 麻 子氏

前地方創生室長）

（八幡在宅医療・介護連携支援センター）

（東京海上日動火災保険北九州支店長

（権頭クリニック 院長）

磯 田 　 賢氏

権 頭 　 聖氏

（社会福祉法人もやい聖友会 理事長）権頭喜美惠氏

2018年より「身体障害者」「知的障害者」に加え、「精神障害者」も障害者雇用義務の
対象に入り、その流れから法定雇用率も引き上げの動きにあります。
障害者雇用にはまだまだ多くの課題が残されていますが、障害者雇用をされる企業や
団体の皆さまが、障害をお持ちの方々と一緒に働く上で最も重要なこと、それは「過度
でもなく、無関心でもない企業（組織）内共生」を行うことである、と私たちは考えています。
障害者を戦力として活用できるように「企業向け障害者マネジメント教育」を行い、障害
者雇用・マネジメントに関する一定レベルのノウハウを持つ企業を認定することで、真に
適正な障害者雇用を実現できる企業を１社でも多く生み出すお手伝いをさせていただく
当団体の設立経緯や目的についてお話しさせていただきます。

福岡市で就労移行支援事業所、就労継続支援A型事業所を
運営する株式会社カムラックは、企業・政治家の方、障がいをお持ちの
当事者、そのご家族ご親戚、福祉関係事業者と幅広い方々の見学者
の訪問が毎日のように絶えません。最近ではテレビや雑誌、Web
媒体での取材も増えてきているほどです。
その理由は、主に就労継続支援A型でITを活用した仕事を通じ、
売上・賃金・支援内容共にある一定の成果を出している点が評価
されていると認識しています。
この度はそんなカムラックの"カムラックグループの取り組み"についてご紹介をさせて
いただきます。

抱え上げない看護・介護に役立つ

抱え上げない看護・介護に役立つ

抱え上げない看護・介護に役立つ

抱え上げない看護・介護に役立つ

抱え上げない看護・介護に役立つ

出演パネラー

TEL 093-631-2100

東京2020応援プログラム
障がい者スポーツの祭典 開催記念講演会
車イスソフトボール
ロサンゼルスパラリンピックの
正式種目を目指して

お問い合わせ先
お申し込み先

100名
募集人員

「地域共生社会をめざして！」



拘縮は日本だけ？
ノーリフティングケアの効果と事例紹介

●13：00～16：00
200名
募集人員

主催／お問い合わせ先

セミナーに参加される方は、下記内容を明記して協議会宛てにメールをお願いします。
申込方法：メールにて受付：

■主催：一般社団法人こうしゅくゼロ推進協議会

info@conzero.org 参加費：
（当日現金のみ）
1,000円／人

●プログラム：

●背景とセミナー内容

●テーマ

13：00～13：20
講演内容
「拘縮は日本だけ？ 過緊張ケアが拘縮を作る！？」

　2025年問題。医療介護職の人材不足は30万人とも50万人ともいわれている
が、現場では、人力による抱え上げケアによる腰痛問題もあり、また、収入不足、
人間関係の悪化など満足感の得られない業務内容もあり離職率は１７％と高止まり
状態であり、人手不足はさらに加速しそうな勢いである。
　解決策として、海外人材の開拓もあるが腰痛という病気になることを解決して
おかなければならない。
　何故なら、海外では抱え上げケアは原則禁止であるからだ。
　これに対して、日本では、高知県では特養の約9割が人力による抱え上げ介護を
しない「ノーリフティングケア」に取り組み、腰痛だけでなく、32％の施設で拘縮が
改善し、離職率の改善などにも素晴らしい結果が生まれている。九州においても
昨年から大分県が本格的に取り組み、佐賀県では労働局の支援もあり、ノーリフ
ティングケアの施設が増え良い結果が生まれている。
　よって、このセミナーでは各県から実際にノーリフティングケアに取り組み、効果
を上げている施設の取り組み内容を紹介してもらい、一つでも多くの施設がこれに
取り組むきっかけを作り、2025年問題への打開策を共有する場としたい。

（一社）こうしゅくゼロ推進協議会　副代表演者：
石橋弘人氏

13：20～13：45
【事例紹介】

演題「リフトと車いすの活用による拘縮の改善事例紹介」
有料老人ホーム かわそえ 施設長

（介護福祉士、SAGAあたりまえケアネットワーク会員）

演者：
本村裕子氏

13：45～14：10
演題「4年間事故ゼロ、ノーリフティングケアの

ケアの取り組みについて」
社会福祉法人 大翔会 
Greenガーデン富士見が丘 施設長代行

（介護福祉士、ノーリフトケアコーディネーター 大分ほっとケアネットワーク副代表）

演者：

14：10～14：50
演題「ノーリフティングケアを活用した人づくりと

外部サポートの方法と意義について」

田崎真一氏

10 11

お申し込み先
お問い合わせ先

１１月14日（木）

１１月15日（金）

１１月16日（土）

ご希望のコースを一つ選んでお申し込みください。所定の
申込用紙あり。ＮＰＯ福祉用具ネットホームページより入手可能。
http://npofukusiyougu.sakura.ne.jp

新2
キネステティクス®
抱え上げない看護・介護に役立つ

技術体験講座

特定非営利活動法人NPO福祉用具ネット
事務局（担当：大山） TEL/FAX 0947-42-2286又は
E-mail  npo-fukusiyougunet＠sage.ocn.ne.jp

事前申込必要 受講費用７００円
申込み締切１１月6日（水）厳守

午前の部Ａコース

午前の部Cコース

午前の部Eコース

午後の部Bコース

午後の部Dコース

新館３階301会議室

●10：30～12：30
●13：30～15：30
●10：30～12：30

●10：30～12：30
●13：30～15：30

■主催：ＮＰＯ福祉用具ネット■協力：福岡ひとにやさしい介助を考える会

募集人員

（先着順）
15名各

C1

4030 名～約
募集人員

お申込み先
お問い合わせ先

TEL/FAX 0947-42-2286（担当：大山）
E-mail  npo-fukusiyougunet@sage.ocn.ne.jp

〒825-8585　福岡県田川市大字伊田4395番地
特定非営利活動法人 NPO福祉用具ネット事務局

（ブース内セミナーは申込不要 参加無料） 

１１月16日（土）

１１月15日（金）

●10：30～11：30

NPO福祉用具ネット理事 （OT）

（PT）

山形 茂生氏

腰痛対策講座 医療・福祉業界の働き方改革
～抱え上げない看護・介護で魅力的な職場に！～　　

１１月14日（木）

ＮＰＯ福祉用具ネットのブース内セミナー

腰痛対策講座 抱え上げない看護・介護技術①
グローブでの圧抜き　　　　

●11：45～12：45

ＳＡＧＡあたりまえケアネットワーク(佐賀)岩本 幸子氏

腰痛対策講座 抱え上げない看護・介護技術③
座位姿勢と姿勢修正

●14：15～15：15

腰痛対策講座 抱え上げない看護・介護技術②
スライディングシートの使い方　　　　　　

●13：00～14：00

セミナー会場C

福祉用具（介護ロボットを含む）
サービスにおける多職種連携

特5

200名
募集人員

１１月16日（土）●10：30～12：00

TEL 0946-21-4700 FAX 0946-21-4701

お申し込み先
お問い合わせ先

一般社団法人 日本福祉用具供給協会 
セミナー受付事務局 太陽シルバーサービス株式会社

【講師】

受講費／無料
参加ご希望の方は（所属・氏名・職種・電話番号）を下記までFAXください。

渡邉  愼一 氏

　社会保障費の抑制が図られる中、介護保険による福祉用具サービスの
質の向上が課題となっています。
　より一層、福祉用具サービスを利用者の自立の支援、生活の安全、活動性
を高めるものとするには、多職種連携が重要です。

特設会場

横浜市総合リハビリテーションセンター　
地域リハビリテーション部長
厚生労働省老健局参与（介護ロボット担当）

一般社団法人 日本福祉用具供給協会
福岡県ブロック

■主催：

100名
募集人員

きたきゅう体操・
ひまわり太極拳の実演紹介

A5

１１月16日（土）●10：30～11：00

TEL 093-951-8760お問い合わせ先

※事前申込は不要です。
福岡県作業療法協会
百万人の介護予防事務局

福岡県作業療法協会 百万人の介護予防事務局
（所管課：保健福祉局認知症支援・介護予防センター）

■主催：

北九州市が独自に開発した介護予防運動（ご当地体操）を紹介します。

セミナー会場A

TEL 090-2853-6964
お申し込み先
お問い合わせ先

株式会社 リライブ

病気になっても年をとっても
健康を保つ秘けつ

A6

100名
募集人員

１１月16日（土）●11：15～12：00

　「日々の心がけひとつで健康になれる」その仕組みと秘訣を
詳しくお伝えいたします。

■主催：公益社団法人 福岡県作業療法協会
【講師】 公益社団法人福岡県作業療法協会 理事

株式会社リライブ 作業療法士 田中 　聡 氏

担当／田中

セミナー会場A

TEL 096-289-3116 FAX 096-286-3929

お申し込み先
お問い合わせ先 公益財団法人くまもと産業支援財団

（九州地域バイオクラスター推進協議会事務局）
産学連携推進室

食の宝庫・九州から、健康を考える
～地元の特産品を活用したヘルスケアの取組～

新3

60名
募集人員１１月15日（金）●13：30～15：00

　九州地域にある様々な特産品を発掘・活用し、「健康」をキーワー
ドに商品開発・販路開拓に取り組む協議会会員の取組みおよび
当クラスターの支援について。

■主催：九州地域バイオクラスター
推進協議会

【講師】 九州地域バイオクラスター推進協議会
　　　 クラスターマネージャー 池田 　透 氏

新館3階 
303・304会議室

皆さんの疑問に答えます！
地域(外来・在宅・施設)で
高齢者心不全をどう診る？

AIM2

TEL 092-451-9025

90無 料
参加費

名
募集人員

■主催：福岡県保険医協会

■主催：

【体験コーナー】
九州抱え上げない看護・介護推進メンバー（技術認定チェック合格者）
が技術指導致します。　

特定非営利活動法人 ＮＰＯ福祉用具ネット
■協力：九州抱え上げない看護・介護推進チーム・ブース内出展企業

１１月16日（土）●14：30～16：30

お申し込み先
お問い合わせ先

　超高齢化社会によって心不全の増加は確実とされており、これまで以上に心不全を
地域(外来・在宅・施設)で診る必要があります。普段、心不全を現場で診ている聴衆
からの些細な疑問にもお答えしていきたいと思います。

AIM3階 312・313会議室

森永 　崇 氏

当日参加可

「地域(外来・在宅・施設)で
高齢者心不全をどう診る？」

【講師】（シンポジスト）
病 院 医 師： （小倉記念病院 循環器内科）

大塚 広昭 氏病院連携室： （小倉記念病院 医療支援総合サービス
  センター 退院調整看護師）

土倉 潤一郎 氏クリニック医師： （土倉内科循環器クリニック）
田中 三奈子 氏訪問看護師： （訪問看護ステーション「ファースト」）

４名の講師による発表の後、ディスカッション(聴衆より記入された質問内容にお答えする)を開催。

福岡県保険医協会

（介護福祉士）（OT）大分ほっとケアネットワーク 山形 茂生氏 大蔵 典子氏

（PT）ＳＡＧＡあたりまえケアネットワーク(佐賀) 塚原 大和氏

腰痛対策講座 抱え上げない看護・介護技術④
ベッド上ポジショニングの基礎　　　　　　　

●15：30～16：30

（PT）ＳＡＧＡあたりまえケアネットワーク(佐賀) 塚原 大和氏

●10：30～11：30

（おむつフィッター１級・介護福祉士）中尾 三枝子氏

排せつケア講座 【心地よいケアのために】
要介護者の排せつの心の声に気付いていますか！
排泄ケア対応商品紹介とおむつの当て方のポイント　　

●10：30～11：30
腰痛対策講座 抱え上げない看護・介護技術⑦
姿勢管理と抱え上げないケアの必要性と身体の使い方　

排せつケア講座 【何と、成人の約3割の人が便漏れを経験】
高齢者だけではない排せつの悩み
諦めていませんか！失禁は尿だけではない！
トイレに間に合わずに便による下着汚染
少量の便モレ対応商品が誕生！！　　　

●11：45～12：45

腰痛対策講座 抱え上げない看護・介護技術⑤
リフトの使い方

●14：15～15：15

腰痛対策講座
抱え上げない看護・介護推進のための
技術認定チェックの取り組み紹介

●13：00～14：00 ユニ・チャーム（株） 開発企画部 鈴木 未央氏

腰痛対策講座 抱え上げない看護・介護技術⑧
立ち上がり移乗 ボードの使い方

●11：45～12：45

HIGOよかけあネットワーク(熊本) 小林 智和氏

腰痛対策講座 抱え上げない看護・介護技術⑥
寝返りと起き上がり　　　　　　

●15：30～16：30

（OT）なちゅは福岡 白石 源成氏

（看護師）NPO福祉用具ネット理事大山 美智江氏 （OT）山形 茂生氏

大分ほっとケアネットワーク （OT）山形 茂生氏

（OT）なちゅは高知 安武 哲宏氏

（ヘルパー・福祉用具プランナー管理指導者）

腰痛対策講座 抱え上げない看護・介護技術⑨
スタンディングマシーンの選び方・使い方

●13：00～14：00

（OT）なちゅは高知 安武 哲宏氏
腰痛対策講座 抱え上げない看護・介護に役立つキネステ技術
～ひとにやさしい身体の動かし方とは！～　　　

●14：15～15：15

ＮＰＯ福祉用具ネット理事 （OT）海尾 美年子氏

手の不自由な方、
お話しが困難な方の
ための電子機器と入力スイッチの世界　
～定番から最新機器まで～

B3

40名
募集人員

１１月16日（土）●10：30～12：00

TEL 0120-365-887
電子メール matsuo.mitsu@jp.panasonic.com

FAX 06-6908-2414

お申し込み先
お問い合わせ先

パナソニック エイジフリー（株）
ケアプロダクツ事業部 ロボット・リハビリプロジェクト

【講師】パナソニック エイジフリー（株） 
ケアプロダクツ事業部 
ロボット・リハビリプロジェクト 松尾 光晴 氏

　身体の不自由な方でも使いやすい呼出コールからテレビリモコン、会話
装置、パソコンなどの電子機器について、広く普及している定番商品から
最新機器までご紹介します。同時に、それらの機器を様々な部位で操作する
ための入力スイッチの導入方法や活用できる補助金制度も解説致します。

セミナー会場B

　職能団体である本会が、ボディメカニクスを使った介護技術を
分かりやすく説明します。また、介護で使える100円均一の商品の
紹介や介護用品の簡単な手作り方法の紹介をいたします。

NPO福祉用具ネット、（一社）ナチュラルハートフルケアネットワーク福岡、
SAGAあたりまえケアネットワーク、大分ほっとケアネットワーク、
（一社）全国福祉用具専門相談員協会、（一社）日本福祉用具供給協会、
JASPA介護リフト普及協会

実務経験10年以上の講師陣が、現場の実用に沿った介護技術をお伝えします。
ご家族、利用者様の生活に寄り添う介護が提供できる一番身近な存在は、介護福祉士です。

プロが教える役に立つ
介護技術と介護用品

～根拠のある介護と手軽に作れる介護用品の紹介～

A7

お申し込み先

TEL 092-474-7015 FAX 092-436-5234
公益社団法人 福岡県介護福祉士会

100名
募集人員

■主催：
公益社団法人 福岡県介護福祉士会１１月16日（土）●13：00～14：30

●13：00～14：00 体験型介護技術

●14：10～14：30 介護で使える100円グッズの紹介
その他：介護の事なら何でもご相談下さい。（14日、15日相談コーナー設置）

（〇ベッド上での移動  〇床からの起き上がり）

【講師】福岡県介護福祉士会 介護技術講師陣
［講師紹介］

北九州市支部　担当：甲斐 健吾

セミナー会場A

〒861-2202 熊本県上益城郡益城町田原2081-10

特6 特設会場

森永 　崇 氏

土倉 潤一郎 氏

大塚 広昭 氏

田中 三奈子 氏

１１月16日（土）

担当：事務局長　石橋弘人 直通：090-1349-0825

一般社団法人こうしゅくゼロ推進協議会

15：40～16：00
演題「障害児(者)の自立と自律支援の考え方と事例紹介」

（一社）こうしゅくゼロ推進協議会　代表理事演者：

松尾清美氏

（作業療法士）

NPO法人
リハケアリング
ネットワーク 
代表理事

演者：

香川　寛氏
（介護福祉士）

社会福祉法人 三篠会 
特別養護老人ホーム
あすらや荘 副主任

演者：

田丸亜紀氏

15：00～15：40
演題「特養における看取りのあり方と

ノーリフティングケアの事例紹介

（主任看護師）

社会福祉法人 援助会
聖ヨゼフの園

演者： 社会福祉法人 援助会
聖ヨゼフの園

演者：

真鍋哲子氏

（介護福祉士、フロアリーダー）
天野慎也氏

【セミナー協力団体】

■主催：株式会社ロッテ

オーラルフレイルの
怖さと噛むことの重要性

B2

TEL 092-521-5461
お問い合わせ先 株式会社ロッテ 九州統括支店

〒815-0082 福岡県福岡市南区大楠2-12-9

100名
募集人員

１１月15日（金）●13：00～14：30

　オーラルフレイルは口腔機能の低下や食べる機能の障害、さらには心身の
機能低下にまでつながる「負の連鎖」です。これを予防する為に「噛む力」の重要性と
「噛むこと」の大切さをお話しします。

セミナー会場B

※事前申込は不要です。


	西日本国際福祉機器展2019_H04-01
	西日本国際福祉機器展2019_P02-03
	西日本国際福祉機器展2019_P04-05
	西日本国際福祉機器展2019_P06-07
	西日本国際福祉機器展2019_P08-09
	西日本国際福祉機器展2019_P10-11



