平成24年度

福祉用具適合講習会

Minami-tama Home Care and Rehabilitation Exhibition 2nd

参加無料

●福祉用具・住宅改修・リハビリ機器
展示15社 利用相談 パネル発表

●健康を測る

測定：先着60名様 (両日共）

生活習慣病・転倒・骨折予防・バランス測定

平成25年

3月16日（土）～17日（日）
16日 11時～18時 17日 9時～18時

八王子市学園都市センター 11・12階
ＪＲ八王子北口・京王八王子駅徒歩５分

●介護技術等セミナー
移乗・排泄介助・褥瘡予防・口腔ケア・自助具・住環境整備・リハビリ機器・福祉用具安全利用

●ランチョンセミナー「人に優しいデザインを色使いと共に考える 」
武者廣平 氏

17日 12：00-13：00
武者デザインプロジェクト代表／NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構理事長 内閣総理大臣表彰他受賞多数

＊第8回 医療と介護と地域をつなぐ会フォーラム 17日同時開催

主

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

共催：

社団法人東京都理学療法士会 東京都作業療法士会

後援：

経済産業省関東経済産業局 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 稲城市 多摩市 八王子市 日野市 町田市 社団法人東京都医師会
東京都言語聴覚士会 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 一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会
一般社団法人日本福祉のまちづくり学会 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 日本福祉用具・生活支援用具協会

http://www.c-rehab.com/
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「地域包括ケア ～私たちの医療と介護の街づくり～」
病院施設

新天本病院理事長 天本 宏 先生 他

紹介
17日

フォーラム会場 17日同時開催 無料・当日参加可

八王子学園都市センター
（東急スクエアビル内）
協力

アニマ㈱ オージー技研㈱

㈲オフィス結アジア オムロンヘルスケア㈱ ZIECOR INTERNATIONAL, INC

㈲十字会ケアステーション 電動車いす安全普及協会

パシフィックサプライ㈱ ㈱ピーテック

ビーンスターク・スノー ㈱

ライオン歯科材㈱ 八王子市地域包括支援センター 公益財団法人共用品推進機構 一般社団法人日本生活習慣病予防協会

会場案内

平成２４年１２月 21 日
平成２４年度

福祉用具適合講習会

開催のご案内
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
センター長 宮崎 之男
拝啓
霜月の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より、地域保健・医療・福祉・産業、
そしてリハビリテーションの振興につきましては、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、私共南多摩地域リハビリテーション支援センターは、これまでに５回の福祉用具適合講習会、
福祉機器展、車いすデータベースの提供等の事業を実施してまいりました。
そこで、平成 24 年度は、南多摩地域の生活環境に適した福祉用具・住宅改修に関する情報交流と意
見交換の場の提供のため、八王子市学園都市センターを会場として、福祉用具適合講習会『第２回南多
摩福祉機器展』の開催を多職種からなる事務局にて企画し、準備を進めております。
特に、本年度は、地域事業者中心の福祉用具・住宅改修展示に加え、介護・医療の現場で役立つ技術
セミナーやランチョンセミナーの開催、利用実例や開発品等パネル発表等の充実を企画しております。
地域市民・利用者のニーズへの理解を深め、新しい製品の開発やより優れた支援サービスの充実につな
げる機会としていきたいと考えております。多くの皆様の御参加をお待ちお願い申し上げます。
敬具
記
日

時： 平成 25 年 3 月 16 日（土）～17 日（日）
＊17 日は、第 8 回

場

16 日 11 時～18 時

17 日 9 時～18 時

医療と介護と地域をつなぐ会フォーラム（学術集会）と同時開催

所： 八王子市学園都市センター ギャラリーホール（11 階）および各セミナー室（12 階）等
ＪＲ八王子北口・京王八王子駅徒歩５分

〒192-0083 東京都八王子市旭町 9 番 1 号
http://www.hachiojibunka.or.jp/gakuen/

参加費： 無 料 （出展・発表含む）
テーマ： 平成 24 年度 福祉用具適合講習会『南多摩福祉機器展』
内

容：●福祉用具・住宅改修の展示・出展
●介護技術講習等各種セミナー
●福祉用具・住宅改修の適合事例報告・試作開発品展示
●福祉用具・住宅改修利用の相談・健康計測等
●ランチョンセミナー：ユニバーサルデザインに関する講演
URL: http://www.c-rehab.com/

主

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

後

援：

各自治体、関連学術団体、関連専門職団体・協議会等（予定）

平成 24 年 12 月吉日
平成２４年度

福祉用具適合講習会

Minami-tama Home Care and Rehabilitation Exhibition

2nd

御発表のお誘い
１．

希望発表内容
福祉用具・住宅改修等の適合事例
愛用している福祉用具等
生活環境整備・リハビリテーションに役立つ試作品・開発製品

２．

発表募集期間
平成 24 年 12 月 24 日（月）～平成 25 年 3 月 1 日（金）

３．

対象者
南多摩・近隣地域に居住・通学・勤務されており、福祉用具・生活環境整備に関心のある方

４．

発表形式
ポスター発表：横 900 ㎜×縦 1700 ㎜程度の枠内（複数枚可） およびポスターＰＤＦ
展示発表
：愛用品、試作品、開発製品等の出展（紹介文・ポスター等含む）

５．

応募方法
①発表タイトル
②発表者氏名、所属（職種・お立場）および自治体区分（町田市等）
④ポスター枚数・展示品内容・サイズ概要
⑤発表ポスターＰＤＦデータ、ないし発表内容紹介文（Ａ４一枚以内）（抄録集印刷可の場合）
以上を締切日迄に事務局宛（下記）に、郵送・ＦＡＸ・E-mail のいずれかでご提出下さい。
＊当事者・ユーザー本人・家族の発表にかかるポスター製作費は事務局で負担させて頂きます。

＜参考＞過去の同発表報告は、下記ＵＲＬで閲覧可能です。
http://www.c-rehab.com/course/fukushiyougu/
http://www.c-rehab.com/pdf/assembly/no06/rep/conference_forum_no06.pdf

（抄録集）

事務局
〒193-0942 東京都八王子市椚田町 583-15 （永生病院地域リハビリ支援事業推進室）
担当： 石濱裕規、星本諭、渡邉要一
℡ 042‐661‐4108 fax. 042‐66６‐5881
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 URL: http://www.c-rehab.com/
E-mail: chiiki-riha@eisei.or.jp

