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南多摩福祉機器展 4th の開催にあたって 

毎年、秋には、国際福祉機器展が開催されます。特に今年は盛況でした。とはいえ、多摩地域から会場のある東

京ビックサイトまでは 2 時間近くかかります。 

南多摩福祉機器展は、「身近で福祉用具を体験できる機会が欲しい（神経難病当事者のご家族より）」という東

京都南多摩地域リハビリテーション支援事業での講習会アンケートから始まりました。今回で４回目を迎え、前回

同様、「べんりモノフェスタ」というテーマのもと、開催致します。 

　ポスター原画は、今回も躍動感あふれる素晴らしい作品となりました。作者は、四度の脳卒中を乗り越え、創作

活動を続ける国際作家である Mr. Tatsu Nakatsu です。 

前回開催時に講演頂いたウィールチェアーラグビーの日本代表チームは、見事、パラリンピックで銅メダルを獲

得しました。今回は、義足の陸上選手である村上清加さん、車椅子バスケ・パラリピアンの多智利枝さんに、ご講

演と競技体験の機会を頂く予定です。 

2017 年 3 月からの改正道路交通法の施行に伴い、認知機能検査が高齢運転者の免許更新時等に義務化されま

す。車が主な移動手段である多摩地区の高齢者にとり、特に切実な問題です。「高齢者の安全運転」セミナーは、

老年精神科を専門とする池田健医師らに貴重な情報を提供頂く機会となっております。 

看護・介護・リハビリ関連職も、給付・貸与制度の伝達や支援技術向上をはかるだけでなく、開発ニーズを地域

に伝え、福祉用具・医療機器の費用対効果を鑑みた活用普及・開発推進・産業振興に寄与する中間ユーザーとし

て、より地域のつながりを重視して活躍すべき時代になってきています。

今回、南多摩・西多摩地域リハ支援センター共催のもと、南多摩福祉機器展実行委員会による主催開催となりま

した。地域の福祉用具貸与事業者・メーカー・関連団体・医療機関・介護保険事業所・地域包括支援センター・障
害当事者の委員が共働し、みなさまに、楽しみ、交流し、まなびあいを深めて頂けますよう、スペースづくりを進

めております。
そして、第 37 回八王子いちょう祭りとも、前回に続き協力開催です。いちょう祭りは、今や50 万人超の参加者

を数え、地域のつながりが希薄になりやすい首都圏では稀有なる市民の自発的祭典です。ともすると、専門領域に

拘り、閉鎖的になりがちな医療・福祉・介護・工学・教育関係者が、南多摩福祉機器展による「協働」を通じ、多
様な市民団体・行政と、「無駄な垣根」のないグローバルなコミュニケ―ションをはかり、地域で、自然にはたら

きうる術を身につける端緒となりうるべく模索しています。

さらに、南多摩地域リハビリテーション支援センターの主要事業である「医療と介護と地域をつなぐ会・第 12 

回フォーラム」も、今回は、「市民リハビリテーション」というテ ーマで同時開催となっております。
隣友・相模原での痛ましい事件を二度と繰り返させぬための多様なふれあいの機会創出のため、いつ起こるとも

限らぬ災害への備え・支えあいの基盤づくりのため、世代や立場の違いを超え地域の結びつきが広がりますよう、

多くの方にお立ち寄り頂ければ幸いです。 

会場となる八王子市総合体育館・エスフォルタ・アリーナは、設立2年余です。本講習会をささやかなる契機と

して、世代・性別・障がい、そして国籍をも超え、だれもがスポーツ・健康増進活動を楽しみ、みなに親しまれる

ユニバーサルな体育施設へと発展していくことを期待しています。共に実践と経験を積み重ねていきましょう。

南多摩福祉機器展実行委員会 一同 
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【交通案内】 

【会場 エスフォルタアリーナ八王子 概要】 
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【南多摩福祉機器展会場(多目的室) 案内図】 

*南多摩福祉機器展の各セミナー受講は当日先着順とさせて頂きます。希望者多数の場合、受講者

を制限させて頂く場合もございます。

【南多摩 医療と介護と地域をつなぐ会 第 12回フォーラム 同時開催 のご案内】 

*フォーラムのワークショップは事前申込制、シンポジウムは自由参加となります。 
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セミナー

11 月 19・20 日 
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第 4回南多摩福祉機器展セミナー 2016年 11月 19日 

「大きな一歩」 

 長谷川体育施設所属 

村上 清加 選手 

名前 村上清加（むらかみさやか〉  

所属 長谷川体育施設 

血液型 B 型 

身長 156cm 

障害名 損傷による下肢機能障害 

〈右大腿 2 分の 1 以上欠横〉 

使用装具 大腿義足 

競技歴        陸上 6 年 ( 100m・走り幅跳び〉 

2015 年住界選手権ドーハ大会 日本代表 

自己ペスト  100m 17”59 ／ 走り幅跳び 3m38 

略歴 

2009 年 4 月、駅のホームを歩行中、貧血で倒れ線路に落ちた所に電車が来てひかれる。幸いにも命は助

かったが、右足切断と左足粉砕骨折の大けがを負う。 

一時は絶望したが、かつてのように自分も周りの人も笑顔になるためには、生き生きとした人生を送る

しかない、と思い目標を立てる。 

「きれいに歩けるようになって義足の歩行モデルになる」と家族・友達に宣言し、そこからリハビリを

懸命に行う。退院し、義足の友達が欲しいと思い切断者スポーツクラブに参加する。そこで、疾走用義

足（通称：板ﾊﾞﾈ）を使用して走る選手を見て、私も走りたいと思ったところから次第に陸上競技にのめ

り込んでいく。 

また、目標としていた義足メーカーの歩行デモンストレーションモデルとして、学会などに参加させて

もらうようになった。 

現在は来年の世界選手権、2020 年東京パラリンピック出場をめざし練習に励んでいる。 
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第 4回南多摩福祉機器展セミナー 2016年 11月 19・20日 

「日本における車椅子バスケット競技の現状」 

一社）日本車椅子バスケットボール連盟 GRACE所属 (多摩市） パラリンピアン 

多智 利枝 選手兼コーチ 

略歴 

車椅子バスケットボールの全日本のキャプテンとして、パラリンピック（ソウル・バルセロナ大会等）、

世界選手権に参加したほか、陸上競技で全国障害者スポーツ大会にも参加しました。 

また、東京都多摩障害者スポーツセンターに、総務として開設当初から 13年間勤めていました。その経

験の中で、スポーツの良さを感じ、さらに指導者がいかに大切かを理解しました。 

現在、東京都多摩障害者スポーツセンターでは、車椅子バスケットボール(東京グレース所属)やアーチェ

リーを、仲間とともに楽しんでいます。

このスポーツの楽しさを、車椅子バスケットボールを通して伝えるため、スポーツセンターの事業や地

域の学校等での体験会など、色々な所に出かけています。その体験会を通じて、参加した方々にスポー

ツの楽しさを理解してもらえればうれしく思います。

公益社団法人東京都障害者スポーツ協会「TOKYO障スポナビ」より引用 

http://tokyo-shospo-navi.info 

GRACE（旧：東京グレース） 

東京都を拠点とする最古（1975年設立）の車椅子バスケットボールの女子チーム 
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第 4回南多摩福祉機器展セミナー 「高齢者の安全運転」 2016年 11月 20日 

「加齢と認知機能」 

医療法人財団天翁会 新天本病院・老年精神科 医師 

池田 健 

略歴 順天堂大学医学部卒。 東海大学精神科教室臨床助手、正史会大和病院医局長、 

丹沢病院副院長を経て、現在、新天本病院病棟長、池田クリニック院長、立教大学、日本女子大

学、大妻女子大学、帝京大学、国際医療福祉大学大学院他非常勤講師。 

専門 老年精神医学、心療内科学、臨床心理学 

資格 精神保健指定医。精神科専門医・指導医。認知症臨床専門医。 

主要著書、監修書、翻訳書 

「 Essentials of  psychiatry」（単著） 

「What do  I work for? 」（単著） 

「疾患別にみるこころの看護」（単著） 

「ストレスとこころの病気」（単著） 

「心理学大図鑑」（監修） 

「精神保健福祉用語辞典」（共著） 

「精神科面接マニュアル」（共訳） 

など 

要旨 

近年の少子高齢化社会の到来に伴い、高齢者の運転及び事故の増加は見過ごすことの出来ない問題とな

っている。当日は老年精神医学、認知症全般を専門とする医師の立場から、反射神経や動体視力の衰え

など、加齢が運転に及ぼす影響について触れる。また、免許を返上し、散歩などを行うことにより新た

な生きがいを見出したケースを個人情報に配慮し修正を加えて呈示する。 
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第 4回南多摩福祉機器展セミナー 「高齢者の安全運転」 2016年 11月 20日 

「高齢者の自動車免許制度」 

NPO)日本身障運転者支援機構・理事長 

佐藤 正樹 

略歴 1963年生まれ 53歳。東京都青梅市在住。 

2007年「障害者と自動車運転」をメインテーマとしたボランティア団体を設立し、現在に至る。 

要旨 多摩地区では、公共交通網が希薄であり、日常生活のための自動車運転が欠かせない地域です。

他方、高齢ドライバーによる自動車事故が急増している現実もあり、大きな社会問題となってい

ます。本講演では、来年施行される改正道路交通法、特に高齢ドライバーの免許更新手続きにつ

いてお話をさせて頂きます。また、免許証の自主返納制度やそれに伴う各種福祉サービスの提供

の現状などについてもわかりやすく解説させて頂きます。 

（資料抜粋） 
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第 4回南多摩福祉機器展 ＜デモンストレーション＞ 2016年 11月 20日

介助犬のはたらき 

社会福祉法人日本介助犬協会 

日本介助犬協会のあゆみ 

1995年 7月 任意団体「介助犬協会」発足 ※東京都八王子市 

2004年 4月 社会福祉法人「全国介助犬協会」設立 

2006年 8月 社会福祉法人「日本介助犬協会」へ名称変更 

2009年 5月 介助犬総合訓練センター ～シンシアの丘～ 開所 ※愛知県長久手市 

（本部：東京都八王子市） 

2012年 10月 本部 神奈川県横浜市へ移転 

～はじまり～ 

1992 年アメリカから一人の女性が介助犬を連れ帰り、それをサポートしようと集まったボランティアに

より「介助犬協会」が発足されました。 

～社会福祉法人設立～ 

多くの介助犬を希望される方のために安定したかたちで介助犬の育成・提供し、継続したサポート体制

を築くために 2004年に「社会福祉法人」を設立しました。 

～シンシアの丘開所～ 

数名の職員とボランティアで活動していた東京都八王子市の賃貸 5階建てビルにはエレベーターが無く、

障がい者の方を招くことができない環境であったため「介助犬使用者・希望者の方に来てもらえる施設

を建てたい！」と多くの方々の協力を得て、介助犬を専門にした総合訓練センターとしては日本で唯一

の存在となる「～シンシアの丘～」を 2009年 5月 愛知県長久手市に開所しました。 

社会福祉法人「日本介助犬協会」ＨＰより 

http://s-dog.or.jp/ 
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パネル発表 

11月 19・20日 
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オットーボック・ジャパン株式会社

佐竹　光江

オットーボック社は 1988 年ソウル大会より、夏季・冬季パラリンピック大会の期間中に参加選手が

競技で使用する義肢、装具、車いす等の機器を修理するテクニカルサポートを提供しています。パラ

リンピックでは選手が使用する機器が重要な役割を果たしています。そのような機器に不具合が生じ

ると最悪の場合は競技に参加できない恐れがあります。また、選手村内などで使用する日常用の機器

に不具合が発生して競技に集中できなくなることもあります。

オットーボックはオフィシャルサービスプロバイダーとして、全ての選手に最高のパフォーマンスを

発揮してもらうため、競技用だけでなく、日常用の機器の修理を大会期間中に無償で提供しています。

2016 年のリオ大会では、義肢装具士、車いす技術者、溶接のスペシャリスト等、29 ヵ国から派遣さ

れた100名のチームで修理を実施しました。総修理件数もロンドン大会より346件多い2408件になり、

134ヵ国、1,162名の選手にサービスを提供しました。日本からも技術者2名とレセプション1名がチー

ムに加わり、24 時間体制でサポートを行いました。私もレセプショニストとして参加しました。

選手村内の修理センターは朝 7：30 から夜の 11：00 までオープンし、選手からのリクエストに応え

ました。選手からの依頼は義肢、装具、車いすだけでなく、開会式の車いすの聖火ランナーが聖火を

運ぶためのホルダーの製作や砲丸投げ、ややり投げ用の椅子を競技の規則に合わせるために加工する

など多岐にわたりました。

毎日、選手のリクエストに応え、修理に追われる忙しい毎日でしたが、修理が完了した後の選手の笑

顔を励みに仕事に臨みました。選手の中には、何度も足を運んでくれる選手もいて、選手村内で会う

と声をかけてくれる選手もいて、修理サービスという技術を超えた選手との一体感を感じる毎日でし

た。今回はレセプショニストとしてパラリンピックに参加できたことで各国の選手と触れ合うという

大変貴重な経験をすることができました。

Passion for Paralympics

パラリンピックを支えるオットーボックのテクニカルサポート

14



15



16



起立支援装置付き電動車椅子 

横倉三郎、香椎正治  (明星大学 ) 

Saburo YOKOKURA、 Masaharu KASHII、 Meisei University、 2-1-1 Hodokubo Hino shi、 Tokyo 

１．はじめに 

介護労働安定センターで行った平成 26 年度介

護労働実態調査(2015)によれば、介護サービス従

事者は仕事にやりがいを感じ、今後も仕事継続の

意志を有している一方で、離職率が高い。この要

因の一つとして「身体的負担が大きい（腰痛や体

力不安）」ことが考えられる。また、全国労働組合

総連合による「介護施設で働く労働者のアンケー

ト」と「ヘルパーアンケート」の報告集(2014)で

も、上記報告と同様に、介護サービス従事者は腰

痛や肩こりなど疲労回復しない状況で従事し、こ

うした健康状態が離職を 8 割の者が考える要因と

密接な関係にあるとしている。このことから厚生

労働省は、移乗介助等における抱上げやベッドサ

イドの介護・看護作業に伴う前屈・ひねり等不自

然な姿勢について「職場における腰痛予防対策指

針(改訂)」を平成 25年 6月に改訂し、そのリスク

回避・低減措置等を明示している。その一方で、

介護従事者の負担軽減観点から、厚生労働省は経

済産業省と、日本再興戦略において「ロボット介

護機器 5カ年計画」に取り組み、「ロボット技術の

介護利用における重点分野（平成26年2月改訂）」

を特定し、移乗介助・移動支援等の分野のロボッ

ト介護機器開発・導入の支援を行うことにより、

要介護者の自立促進や介護従事者の負担軽減の実

現を目指している。 

本研究は上記に鑑み、介護者の負担軽減を目的と

した電動式移乗機能を備えた電動車椅子を開発し

た。 

２．起立支援装置付き電動車椅子 

移乗機能は、図 1 に示す走行状態のシートが降

下を開始し、フットプレー

トが床まで下降し停止する。

この状態で、座面及び背も

たれが連動して、図 2-a に

示す位置まで座面と背もた

れが起き上がり、非介護者

を起立姿勢状態まで起す。

非介護者の起立後は、フットプレートが図 2-b に

示す位置まで回転する(図 3)ことにより、非介護者

をベッドや椅子などに容易に移乗できる姿勢まで

移動する。また、起立姿勢から車椅子への移乗は、

上記と逆の順序で行われる。 

図 2 起立姿勢状態とフットプレートの回転 

図 3 フットプレートの回転のようす 

３． おわりに 

介護従事者にとって移乗介護等が大きな身体的負

担となっている。こうした身体的負担を軽減する

目的から“移乗機能付き電動車椅子”の開発を行

ったところ、安全で操作も簡便である。したがっ

て、施設や家庭での介助作業の負担軽減に大いに

期待できると考える。 

図 1 走行状態

前 
前 

回転 
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被介護者を簡単にベッドから室内トイレに移動させる為の介護椅子 

 有限会社 飯田精密 

 飯田秀雄 

「寝たきりや体が不自由な人をベッドから室内トイレに移動させたい、紙オムツの中ではなくて室内

トイレに座らせてあげたい。でも、被介護者は重いので体力の無い年配者・女性では大変です。」と言う

声を聞いて、簡単に被介護者をベッドから室内トイレ等の場所に移動させる為の介護椅子を作りました。 

 脚部が横から見て 

「 コ 」の字形で 

座椅子がベッドに乗り 

上げれば移動が楽に 

出来ると考えました。 

 座部が自由に回転 

して背もたれが自由に 

倒れたら・・ 

座椅子がベッドに乗り 

上げれば移動が楽に 

出来ると考えました。 

 背もたれがベッドと 

同じ高さになれば！ 

当社の 

『 楽々移動椅子』です。 

脚部が横から見て

コの字形なのでベッド

に乗ります。

ベッドの上で背も

たれを倒せます。 

ベッドから楽々移

動椅子へ簡単に移

動出来ます。 

楽々移動椅子から室

内各所へ移動 幸せな

事 が 多くなります。 

製品の高さ 

床から座面まで    約４６ｃｍ 

床から座面の下まで 約２９．５ｃｍ 

床から手押しバー   約９１ｃｍ 

製品の幅 

座面と背もたれ部分 約５２ｃｍ 

肘掛け部分   約６６ｃｍ 

製品の前後長さ  約７７ｃｍ 

製品重量  約３１ｋｇ 

製造・販売 

（有） 飯田精密 

〒１９３－０８２６ 

東京都 八王子市 

元八王子町 ３－２５０４ 

  代表 飯田 秀雄 

ホームページ

http://ozone.main.jp/rak

u

ホームページアドレス

http://ozone.main.jp/raku/

体重がある人でも

大丈夫です。 

頑丈な構造です。 

（特許出願中） 
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楽々リハちゃん（ラクラクリハチャン） 

―不自由になってしまった手・腕・指の機能回復のお手伝いに－ 

佐藤工機株式会社 佐藤良子 金井茂 
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株式会社　菊池製作所　　顧問　 　井口　竹喜

■体感できる始作でスタート

当初、食事の際に手の振え（本態性振戦）を軽減する肘装着ロボットの開発が

進められていた。その時,腕に巻きついたスパイラルフレームを手に巻きつけ

て書字に使いたいとの被験者の要望から生まれた。

　ＮＥＤＯ新エネルギー・産業技術総合開発機構
イノベーション推進事業　課題解決型実用化開発助成

テーマ：「個人の体型に合わせた高年齢のふるえ（本態性振戦）を抑える手首装具」

■現場からの一括一環の開発

■機能＋感性の特徴

■福祉用具＆筆記用具

■ユーザーが実感できる実証調査

従来のメーカーによる機能重視の開発に対して使われる現場のユーザーから

の発想と売った後もフォローするモノづくりによる支援機器を目指した。

・手のサイズや形状に自分で合わせられる。

・装着に負担が少なくかっこいいシンプルデザイン。

・書字がラクに楽しく書く意欲が出る。

・手に取って説明することでコミニュケーションが向上する。

・書字やぬり絵

・マウスやプッシュホン操作。

・スプーンやホークの保持。

・編み棒操作。

・ケンショウ炎の防止。

・日利き手（左手）での所持。（パイロットコ―ポレーションと連携）

・病院やケアセンターで本態性振戦やパーキンソン方の計測調査。

　（電気通信大学と連携）
楽書

加速度センサー

22



より衛生的で介護労力を大幅に軽減できる機器の有効活用（案） 

株式会社エコルス 北林 光也 
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「新型介護タクシーの機材と環境」 

渡辺福祉株式会社 渡邊正憲 

福祉タクシーの仕様について 

全長が 5ｍ８３ｃｍ 幅１ｍ８８ｃｍ 高さ２ｍ２６ｃｍもあります。通常のロングボディとは一回りも大きく見えま

す。長いので揺れを抑え、幅も広いので横揺れ・風の揺れには改善していますので、高速道路で遠方までの移送、ストレ

ッチャーでの移送、痛みのある方には最適です。車内の仕様は多様有り、Ｄタイプを選択しています。車いすだけですと

４脚、ストレッチャーと車いす２脚同時に搭載できる多彩なバージョンです。車内は広々していますので、退院、転院の

際などは、広い空間の病室から狭い空間の車内に変わるので、圧迫感がありますが少しでも軽減できます。 

エンジンも、２７００ｃｃのガソリン車なので、他車と比較にならない程静かです。また力があるのでゆとりの走行が

可能になります。わかりやすいのは出発時・坂道・高速道路では違いがはっきり分かるほどです。特にベッドに横になっ

ていた方が車で揺らされるわけですから、衝撃は少ないに越したことはありません。 

リフトは、３００ｋｇまで対応できるので電動車いすも楽々上がります。昇降時の音もとても静かです。今回は車いす

を固定するフック部にセンサーが付きました。きちんと収まっていないと警告音が流れるので、安全度が上がっています。 

対応する障害や病気など 

私どもの「福祉・介護タクシー」を利用できる方は、要支援 1以上、要介護 1以上の方ならば自

立歩行ができる方でもどなたでもご利用になれます。 

この車両ではクベース（新生児）から自身専用設計車いす、電動車いす、競技用車いす、リクラ

イニング車いす、ストレッチャーまで対応でき、車内も広いので圧迫感が少なく快適です。また、

酸素、点滴、バルーンをつけたままでも移動・搬送ができます。搬送中は、心電図、痰吸入器、輸

液ポンプ、シリンジポンプといった電気機器を使用できるようになっています。１２Ｖ➡１００ｖ

に変換するインバーター低圧変換機を装備。これは安定した電圧が得られます（インバーター）。タ

ップは医療緊急用を準備していますので安心です。 

私どもが採用したリクライニング＆ティルト＆ベンチレーティグはミキ製でティルト式では横幅が１番小さいサイズで

すので、在宅での移動も考えられた設計です。利用目的：足を怪我して伸ばせない、関節が固まって伸ばせない、背骨を

損傷して座った時に圧力をかけたくない、褥瘡がある方、座位が取りにくい方、横に身体が傾かないようにしたい方等に

効力を発揮します。 

機器の説明・改良点 

車両専用ストレッチャーは骨組みが太く変更され、揺れ。きしみが軽減されました。利用

者の方には大きな改良点です。高さ調整ができるので、ベッドの高さに合わせて変えられま

す。➡移乗事故の軽減。 

車いす ：通常自走式 幅が４２ｃｍあるので男性でもゆったり座れます。 

介助用車いす ：メリット ひざ掛けが動くので移乗際にスムーズ足置きが回転、取り

外しができるのでギリギリまでベッドに近づける為に移乗事故の軽減、

利用者の負担軽減につながる、１６インチのタイヤで小回りができ、室内介助時に効力を発揮 

車両に関して ：車内は一利用ごとに清拭・殺菌・除菌・抗菌をしているので安心してご利用になれます。随所に花

を置いていますので、心なごんでご乗車できます。 

営業エリアと実績 

平成２８年２月に営業したばかりの新しい会社です。実践での経験は少ないですが、真心こめて対応させていただいています。平成２８年４月 「一般社

団法人 東京福祉限定輸送協会」入会。毎月の勉強会にて知識と経験を学んでいます。営業エリアは「東京出発」か「東京終点」であれば全国どこまででも

行きます。通常の運行でも広々空間なので快適ですが、長距離移動の際には揺れが少なくなるのでご利用者の方の負担が軽減されます。主な活動区域は八王

子市・日野市・多摩市・府中市・立川市の多摩エリアになります。 
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自動車用体幹サポートクッション「ユニバケ」の開発 

NPO法人日本身障運転者支援機構 理事長 佐藤正樹 

■ 事業の背景

近年、病気や障害が原因の重大な自動車事故が社会問題となっており、平成２６年に改正された道

路交通法では、これまで暴走行為や飲酒運転等に限定されていた「危険運転致死傷罪」が、病気や障

害が原因となる事故に適用される法改正が行われた。この法改正後、当会では身障ドライバーの運転

中の交通事故の頻度や原因について、６００名の会員を対象に調査を実施し、結果として、身障ドラ

イバーが起こす自動車事故の最も多い原因の一つが、運転中に座席からの転倒によることが判明した。

特に、下肢で体を支えることが困難なドライバーは、走行中に上半身に発生する前後左右の慣性力に

対して、腕の力で体を支えねばならないが、両腕は手動運転装置やハンドル操作で筋力を発揮しなけ

ればならず、大きな慣性力が体に加わった際には、座席からの転倒や、適切な運転補助装置の操作に

支障をきたす。このような場面は例えば、「交差点の右左折時」「高速道路のインターチェンジのカー

ブ」「事故回避のための緊急ブレーキや急ハンドル」時に発生し、事故を回避するために急ハンドルを

切ったところ、ドライバーが座席から転倒し、結果として事故を回避できなかったり、より重篤な事

故に発展してしまう等、調査により実際に報告された。 

■ 開発

下肢に障害のある方が、安全に自動車運転するためには、運転中の座位保持をサポートする製品が必

要と考え、自動車用クッション製造メーカと共同での開発を行った。

■ 開発の状況

複数の試作品を当会会員に試用して頂き、座位保持性能と、個々の体形や障害の部位、程度に適合す

る最適なクッション位置を模索し、最終製品版では、縦方向の位置調整及び横方向の幅調整が可能な

仕様とした。また、サポート力を

2段階で調整可能とし、重度障害の運転者以外にも、同乗する

重度障害者にも対応できるよう後部座席への取付可能となるよ

う、取付方法を見直した。

■ 効果

当会会員組織や各種展示会等を利用して、多くの方に試乗

して頂きよい感想を頂戴した。また、開発時点では想定し

ていなかった、障害のある子供さんの需要や介護施設等で

の送迎サービスでの需要があることが判明した。

■ 将来展望

本クッションを基本構造とする、障害別の専用品の

開発を、各福祉機器メーカに呼びかけたいと考え

ている。
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東　京　杉

～地産地消を目指し東京の森の温もり届けます～

東京都の総面積の 1/3 は森林です。 東京の西側 ：多摩地域では現在でも材木市が行われており質

の良い木材があります。 そんな東京の森の代表的な木材＝【杉】 の木目を活かした家具 ・雑貨です。

デザイン ：伊　藤　洋　平

制作 ：八王子現代家具工芸学校

❖不等厚成形合板による東京杉のダイニングチェアー❖

材：杉 （柾目）　　／　　サイズ ：幅４２０　奥行５２０　高さ９６０
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東　　京　　杉

八王子現代家具工芸学校

【杉×柾目】

木質の柔らかさと真直ぐに伸びた木目の線が日本特有の美しさを兼ね備えています。

【杉×不等厚成形合板による曲げ加工】

必要な強度 （接合部分での十分な木の太さと貼り合せのため無垢材より木として強くなる） ・

動きのある曲線と人の体に沿った曲線 ・軽さも備えるための削りこみなどがイスとして杉を使う

ことのデザイン性と強度の問題点を解決しています。

杉材の温もりと軽さをいかし、 強度的な問題点は不等厚成形合板と言う方法で曲げることにより、

その曲線がイスとしての強度を保ち、 座りやすさを作り出し、 優雅な美しさも兼ね備えて見ても

楽しめるイスとなっております。 全て無垢材を使っておりますが年配の方にも優しい軽いイスです。

＊不等厚成形合板 ：

1 枚 1枚の板の端から端までの厚みを変えて曲げることにより、 下は太く上の先端は細くなる無垢材の削り出しでは難しい強度を保ちながら繊細なラインを作り出せる曲げ加工の方法です。
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資 料 

介護保険と福祉用具 

介護保険は、介護を必要とする状態となっても、自立した生活が送れるよう、高齢者の介護を国民全体で支える制度で

す。また、介護を必要としない方に対しても、従来の生活を続けられるように、介護予防を通じて支援する仕組みでも

あります。介護保険 は、40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されており、その運営主体（保険者）は、市町

村・東京23区です。サービスを受けられるのは、65歳以上の方と、40～64歳で特定の疾病により介護が必要と認めら

れた方です。 

介護サービス利用までの流れ 

市区町村に申請し、要介護・要支援の認定を受けると介護保険サービスを受けることができます。 

要介護（要支援）認定を受けた方は、介護支援専門員（ケアマネジャー）等の助言を受けながら、どのような介護サ

ービスが必要か相談し、一緒に介護（介護予防）サービス計画（ケアプラン）を作ってもらうことができます。（ご

自分で作成することもできます。） 

資料提供 一般社団法人福祉用具専門相談員協会 

http://www.zfssk.com/kaigo/index.html 
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介護保険と福祉用具 「レンタル・販売対象種目」 

福祉用具貸与・販売サービスは、介護保険制度の居宅サービスの一つとして位置付けられています。原則レンタル支

給ですが、再利用に心理的抵抗感が伴うもの、使用により形態・品質が変化するものは「特定福祉用具」として販売

対象になります。 

要介護度によって使用できる種目に制限がありますのでご注意下さい。 

＊特例として使用が認められる場合もあります。詳しくは「軽度者に対する福祉用具レンタル」をご参照下さい。 

～福祉用具レンタルの対象種目(厚生労働省告示より抜粋）～ 
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介護保険と福祉用具 「軽度者に対する福祉用具レンタル」 

度者（要支援１・２、要介護１、自動排泄処理装置（尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く）における軽度者

は要介護 ２・３の者も含む）の方は、車いす（付属品含む）、特殊寝台（付属品含む）、床ずれ防止用具、体位変換

器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト、自動排泄処理装置（尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く）の利

用は原則認められていません。しかし、一定の条件に該当する方は、例外的に利用が認められます。 
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主 催 南多摩福祉機器展実行委員会 

共 催 南多摩保健医療圏地域リハビリテーション支援センター 

西多摩保健医療圏地域リハビリテーション支援センター 

後援 

経済産業省 関東経済産業局 

稲城市 多摩市 八王子市 日野市 町田市 

八王子市教育委員会 

公益財団法人 テクノエイド協会 

公益財団法人 東京都福祉保健財団 

公益財団法人 共用品推進機構 

公益社団法人 東京都障害者スポーツ協会 

公益財団法人 東京都中小企業振興公社 

公益社団法人 東京都医師会 

公益社団法人 東京都理学療法士協会 

一般社団法人 東京都作業療法士会 

一般社団法人 日本リハビリテーション工学協会 

一般社団法人 日本車椅子シーティング協会 

一般社団法人 日本福祉のまちづくり学会 

一般社団法人 首都圏産業活性化協会 

一般社団法人 全国福祉用具専門相談員協会 

一般社団法人 日本福祉用具供給協会 

地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター 

NPO法人 東京都介護支援専門員研究協議会 

NPO法人 日本シーティングコンサルタント協会 

NPO法人 日本身障運転者支援機構 

NPO法人 カラーユニバーサルデザイン機構 

日本福祉用具・生活支援用具協会 

東京都言語聴覚士会 

特別協力 

八王子いちょう祭り祭典委員会 

東京都医工連携 HUB機構 

出展 ㈱アイム アビリティーズ・ケアネット㈱ エーアンドエー・システム㈱ ㈱エース･E & L ㈱

エコルス ㈲オフィス結アジア ㈱菊池ハイテクサプライ 奏 ㈱ケイアイ ㈱玄人 佐藤工機㈱ ㈲十

字会ケアステーション ㈱柴橋商会 ㈱トーカイ （NPO)たくみ 21 ㈲でく工房 （NPO)日本身障運転者

支援機構  ㈱日本メディックス 八王子自助具工房 ㈲フジオート フランスベッド㈱ 渡辺福祉㈱

協力 ㈱アサヒテックコーポレーション 医療法人社団永生会 オットーボック・ジャパン㈱ （NPO)カラーユニバーサ

ルデザイン機構(CUDO) 川村義肢㈱ 医療法人社団 KNI・北原国際病院 杏林大学保健学部 日本車椅子バスケットボー

ル連盟（JWBF）（一社）全国肢体不自由児者父母の会連合会 首都大学東京 医療法人社団清智会・清智会記念病院 全

国頸髄損傷者連絡会 （公財）鉄道弘済会 医療法人財団天翁会・新天本病院  公財）東京都中小企業振興公社 ㈱766 

日本オートランニングシステム㈱ （一社）日本福祉用具供給協会 （一社）日本リハビリテーション工学協会 パシフ

ィック・サプライ㈱ 長谷川体育施設㈱ 八王子現代家具工芸学校 八王子補聴器相談室 八王子市地域包括支援センタ

ー 八王子保険生活協同組合・城山病院 (株)明治 明星大学・連携研究センター 南多摩医療と介護と地域をつなぐ会・

協力施設・団体 
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南多摩福祉機器展 実行委員会 

東京都 南多摩保健医療圏 地域リハビリテーション支援センター 事務局 

医療法人社団永生会内 

地域リハビリテーション支援事業推進室 

センター長 飯田達能

石濱裕規・神藤由利・木野田典保 

〒193-0942 

東京都八王子市椚田町 583-15 

Tel. 042-661-4108 （代） 

Fax. 042-666-5881 

e-mail： mhcr4th@gmail.com

発行 平成 28年 11月 19日 
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