み な み た ま

ふ く し き き て ん
自分ひとりで立てなくて車
いすを使っている人も立て

体験コーナーを回っ

る電動車いすなど試し乗り

たこどもにはクジ引

できるよ！

き・景品があるって
うわさだよ？？？
パラリンピックの陸上競技
ナイショだよ

にもなる乗り物や義足の体

世界中

F1と か好 きな 人 の間で

験ができるよ！

有名 な絵 描 きさ んが、
すごいスポーツアート
を描いたTシャツが限定
販売されてるらしいよ

試して買えるクッション・杖・靴・歩行器等のコーナー

健康測定コーナー

おかあさまへ

身体の不自由な人がべんり

災 害時に役 立つ

に暮らせるために工夫した

液 体 ミ ル ク

いろんな道具が試せるよ！

サンプル配布！

災害が起きて水も電気も家具もない避難所に
行ったらどうやって生活すればいいの？

電動ベッドや医療機器を使って
いる人のおうちで停電が起き
た！

どうしたらいいの？

手すりや福祉用具が必要な
人のお部屋が車の中にある
よ。車 の 中 も 探 検 で き る
よ。

段ボールのトイレや机、遊具や車い
すのおもちゃもあるよ！

急病人を助けしたり、災害
時の避難に活躍しているほ
んものの救急車がやってく
るよ。災害の時に動けない
人を救助するデモもある
し、中も見れるんだって！

階段を上り下りする機械があると、
車いすの人も避難できるんだって！

災害対策リハ工学セミナー

一般社団法人 日本リハビリテーション工学協会主催
第3回災害対策リハ工学セミナー

―災害時の福祉機器・生活支援技術を学びあう―
2019年11月16日（土） 12:00～15:00
第40回八王子いちょう祭り L会場 イーアス高尾

1F正面駐車場

雨天時： １F東口入口 こもれび広場左奥

参加 無料
10:00

セミナー関係者集合

11:00

開場
セミナー受付

11:30

一社）日本リハビリテーション工学協会 災害対策委員会委員長 前会長

開会あいさつ

神奈川リハビリテーション病院 リハ工学科科長

沖川 悦三

①停電時に備える医療・福祉機器対策

司会： 日本身障運転者支援機構 理事長

佐藤 正樹

停電時の難病者等支援

八王子市健康部 保健対策課 課長補佐 保健師

片岡 幸子

保健所の業務 災害時個別支援計画策定について

同上 課長補佐 保健師

加藤 てるみ

発電機の給付事業について（在宅人工呼吸器使用者災害対策事業等）

㈱アクティオ 営業部専任部長 兼 発電部営業課長

佐藤 進

大規模停電時の対応依頼と実情・BCPの必要性 発電機自家設置の課題

合同会社ユーアイディー 代表

長谷川 房彦

医療機関・公共施設を支援拠点としたバッテリー供給の提案

パラマウントベッド㈱ 施設改善インストラクター 係長

船橋 和浩

電動ベッド・エアーマットレス停電時の対応

12:00

12:15

12:30

停電時の非常電源

停電時のベッド回り対策

ベッド・マットレス業界における停電時対応の今後

12:45

台風災害支援と病院救急車

三幸製作所 総合業務部 営業企画

遠藤 昭和

吸引機のバッテリー 足踏式・手動式吸引機の紹介

医療法人社団永生会 南多摩病院 救急救命士 係長

大橋

被災時患者搬送実務の紹介（台風15号、19号ほか） 紹介

同 救急救命士

聖子

金子 翔太郎

座位がとれない／拘縮のある被災者搬送デモ
救急車内の版装備品紹介

②災害時の移動を支援する用具・介助技術

司会： 八王子市あんしん相談センター高尾 センター長

斎藤 健一

八王子市障害者福祉課 主査

加藤 博之

㈱サンワ 営業部 産業車輌課 係長

鳥居 裕樹

可搬型階段昇降機

アビリティーズ・ケアネット㈱ 八王子営業所長

平沼 祐次

非常用階段避難車

アビリティーズ・ケアネット㈱

大竹 真一

車いす用階段避難車

13:00

災害時障害者サポートマニュアルの紹介
八王子市 災害時障害者サポートマニュアルのご紹介
障害特性に応じた支援対応
13:15

災害時の移動支援機器紹介①

各種操作デモンストレーション

13:30

災害時の移動支援機器紹介②

㈱アイム

福祉用具課

13:45

災害時の車いす介助技術

一社）啓成会

車いす安全整備士・シーティングエンジニア

同上
14:00

銘苅 剛

災害用ストレッチャー等の操作デモ

輪渕 遥介

プライバシーに配慮した簡易トイレの紹介

片石 任

災害時車いす介助法の紹介とデモンストレーション

沖川 悦三

車いす種別・部品に応じた把持部解説

災害対策用品紹介

均整きぃとす リハ工学協会

島川 弘美

北海道北海道胆振東部地震での電源喪失、災害対策用品紹介

電動車いす利用者の課題

リハ工学協会前理事

麩澤 孝

電動車いす利用者が感じていること

リハ工学協会 災害支援活動の紹介

東洋大学教授 リハ工学協会前会長

繁成 剛

リハ工学協会災害対策委員会の活動紹介

セミナー前半閉会挨拶

同上

沖川 悦三

段ボール ミニテーブル製作実習

サポート

③避難所等での生活支援用品展示紹介
14:15

小学生以下 保護者同伴

NPO)たくみ21

14:30

八王子自助具工房フレンズ

協力 モスト技研㈱

14:45

15:00

製作予備時間

実習片付け（予備時間）

15:15
16:00

終了
企画・運営責任者 一社）日本リハビリテーション工学協会理事 医療法人社団永生会 石濱 裕規

＜第 3 回災害対策リハ工学セミナー 参考資料/URL＞
「東京都在宅人工呼吸器使用者災害時支援指針
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/soshiki/hoken/shippei/oshirase/saigaijisiennsisinn.html
八王子市保健所 八王子市在宅人工呼吸器使用者災害対策事業
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/hoken/007/013/p024350.html
八王子市福祉部障害者福祉課 災害時障害者サポートマニュアル
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/welfare/005/011/001/p004165.html
一社）日本福祉用具・生活支援用具協会 JASPA 停電時に対する備え
http://www.jaspa.gr.jp/?page_id=249
一社）日本福祉用具供給協会 災害協定
https://www.fukushiyogu.or.jp/saigaikyoutei/
大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会
https://www.jrat.jp/
パラマウントベッド スマートハンドル
https://www.paramount.co.jp/product/detail/index/30/P0051678
足踏み式吸引機等（第 43 回日本重症心身障害学会学術集会 HP 掲載）
http://www.procomu.jp/smid2017/pdf/smid43_saigai.pdf
一社）陸用内燃機関協会 発電機を安全にお使い頂く為に
http://www.lema.or.jp/library/pdf/generator_leaflet.pdf
厚生労働省 災害医療
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000089060.html
㈱アクティオ 災害への取り組み
https://www.aktio.co.jp/company/csr/action.html
AMAT：All Japan Hospital Medical Assistance Team（全日本病院医療支援班）
https://www.ajha.or.jp/hms/amat/
南多摩病院医療技術部

https://www.minamitama.jp/medicalsupport/paramedic.html
㈱サンワ 階段昇降機
http://www.sunwa-jp.co.jp/
日進医療機器㈱ 災害時避難用 レスキューカー
http://www.wheelchair.co.jp/files/pam/pam_rescue.pdf
大川嗣雄・伊藤利之・田中理・飯島浩、車いす、医学書院、1987
http://www.igaku-shoin.co.jp/bookDetail.do?book=1084
東京都肢体不自由児者父母の会連合会
https://www.toushiren.or.jp/information
㈱明治 ママと赤ちゃんの備蓄防災マニュアル
https://www.meiji.co.jp/baby/milk-stock/necessary/
災害時に起こる栄養問題
https://www.meiji.co.jp/meiji-eiyoucare/products/nutritionfood/meibalance/stockpile.html
個人ブログ 摂食嚥下障害のあるお子さまのための災害用備蓄食品の情報まとめ
https://ameblo.jp/miwaringo428/entry-12534929380.html
㈱モスト技研 災害対策用品
http://157.205.179.141/menu_type/toilet/
ニッソーファイン㈱ スケットトイレ
http://nissofine.co.jp/produce/func002/
YAHOO ニュース 2019/11/1
ざこ寝、プライバシーなし……「避難所の劣悪な環境」なぜ変わらないのか
https://news.yahoo.co.jp/feature/1487
繁成剛・中村詩子：強化段ボールで作るテクノエイド、はる書房、2018
http://www.harushobo.jp/
一社）日本リハビリテーション工学協会 災害対策委員会
https://www.resja.or.jp/guidance/committee.html#saigai

