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リハ工で縁活！



大会長挨拶 

 

 

労働者健康福祉機構 総合せき損センター 

院長 芝啓一郎 

 

第４回リハ工学カンファレンスを担当させて頂きまして

から 23年、第 27回の本会を開催させて頂きます。この間の

リハビリテーション工学の発展はめざましく、およびその取

り巻く環境も大きく変化し続けています。一方では、高齢化

社会が更に勢いを増す中、生活環境も変化し、「孤独死」な

ども取り上げられております。血縁も地縁も弱くなった無縁

社会とまで言われるようになった今日、身近な縁づくりを求

めて活動する、いわゆる「縁活」も叫ばれるようになりまし

た。人は「縁」なしでは生きていけません。 

 今回の大会のテーマは「リハ工で縁活〜技術と知識がつながる機会〜」です。本カ

ンファレンスを通して、リハビリテーション医療、福祉や介護に従事されている方々を

はじめ、関係する企業や団体、大学、学生、市民、さらには障がいをお持ちの方々が出

会い、身近なつながりを持ち、お互いの技術と知識を披露し、議論し、いっそうの利用

者の視点に立った技術や知識が共有されることを願っています。高齢者や障がいをお持

ちの方にとっては社会参加は「生きがい」に、私達にとっては「やりがい」に繋がるこ

とになるでしょう。 

 「住宅」「コミュニケーション」「トレーニング機器」「義肢・装具」「乗り物」など

の多くの演題を頂きました。また、障がい者ご自身の社会復帰への貴重な体験談も予定

されております。 

 真夏の福岡での開催ですが、さらに暑く語らいましょう。多くの皆様の参加をお願

いします。 



実行委員長挨拶 

 

 

労働者健康福祉機構 総合せき損センター 

医用工学研究部 寺師良輝 

 

甲子園に代わり、リハ工学カンファレンスが夏の終わりを告げる、それが私にとっ

て 26回目になります。夏といえば宿題、今年の夏の宿題を次のように仕上げました。 

事前参加申込の値引き額を 1,000 円→2,000 円に拡大し、期限を７月末→８月６日

までに遅らせました。学生参加費を 8,000 円→3,000 円にしました。負担軽減を図り

ました。カンファレンス日程を一般演題の２日間と公開講座だけの１日とすることで、

２日＋１日の形態にしました。参加日程計画の立てやすさに配慮しました。関心のあ

る分野、発表演題の記入欄がある大きな名札を用意しました。「縁活」に役立ててくだ

さい。プログラム集に演題の 200字概要を掲載しました。参加セッション選びに役立

ててください。同一時間帯のセッションを３セッションまでにしました。さらに同一

日に同一分野セッションを集約するプログラムにしました。多くの会場参加者との「縁

活」をお楽しみください。イブニングセッションを同一会場に集約しました。席を立

って、隣のセッションでも「縁活」をお楽しみください。イブニングセッションとウ

ェルカムパーティを融合しました。着席での議論の延長で歓談をお楽しみください。

当事者発表枠（初回発表者は参加費無料）を設け、当事者の一般演題発表での参加を

しやすくしました。障がいのある人とサポートする人の「縁活」の場になることを期

待しています。市民向けを強く意識した公開セミナーを企画しました。リハ工学に関

心を持たれる方が増えることを期待しています。特別講演に日本リハビリテーション

工学協会誌「リハビリテーションエンジニアリング」にも執筆いただいている熊谷晋

一郎 氏（東京大学先端科学技術研究センター 特任講師・小児科医）をお迎えします。

待望の講演をお楽しみください。 

8月 23日の福岡の日の入りは 18時 55分です。暗くなるまで、暗くなってからも福

岡での「縁活」をお楽しみください。 

 

 

 

  

 



特別企画・公開セミナー 

 

 

特別企画 ミニセミナー（一般公開） 8 月 25 日（土） 9:30～10:50 大会議室 

＜車いすＳＩＧ＞ 

「車いすって大変？楽しい！～こども達が自律移動を体感する意義と効果～」 

松田靖史：川村義肢株式会社 エンジニア 

松尾清美：佐賀大学 大学院医学系研究科 医学部附属地域医療科学教育研究センター 准教授 

 小中学校での車いす体験授業に、子供用車いすを活用すると、先生らの思惑とはかなり方向性の異なる児童や生徒の

感想（たのしかった！また乗ってみたい！）が聞こえます。また、学齢期前の自分の身体を動かせない障がい児が、車

いすを入手するまでの導入用機器である移動遊具で遊び、移動方法を学び、自律的・自発的移動を確保すると、精神的・

身体的能力の成長も加速していくようです。障がいがあっても無くても、こども時代に車いすの適合や自律移動を体

感・経験することの意義やその効果について、お話ししたいと思います。 

＜ＳＩＧ姿勢保持＞ 

「最新の障害児用車いす・姿勢保持具のデザイン」 

繁成剛：東洋大学ライフデザイン学部 人間環境デザイン学科 教授 

 最近 3年間で開催された国際シーティングシンポジウムおよびキッズフェスタを視察して、そのなかで展示や事例報

告のあった障害児を対象とした車いすや姿勢保持具について、特色のあるコンセプトやデザインの機器をを中心に、最

新の情報を提供します。 

「障がいがある子どもにとって動くということ」 

辻清張：福井県こども療育センター相談・訓練課長 理学療法士 

 地球上に生息する生き物はすべて重力下にあります。障がいがある子どもたちは何らかの原因で重力に抗することが

できず、結果として合目的姿勢を保持することが難しくなっています。今回、動くための前提となる姿勢についてフロ

アと一緒に考えます。 

 

特別講演（一般公開）  8 月 25 日（土） 11:00～12:30 大会議室 

「自他のあわいに位置する道具について」 

熊谷晋一郎氏：東京大学先端科学技術研究センター 

幼少期からの道具との付き合い方を振り返りながら、道具との関係がどのように世界体験

を書き換えるかについて、お話しようと思います。 

【演者プロフィール】1977 年生まれ。東京大学先端科学技術研究センター特任講師、小児科医。新生児仮死の後遺

症で、脳性マヒに。以後車いす生活となる。小中高と普通学校で統合教育を経験。大学在学中は地域での一人暮らし

を経験。また全国障害学生支援センターのスタッフとして、他の障害をもった学生たちとともに、高等教育支援活動

をする。東京大学医学部卒業後、千葉西病院小児科、埼玉医科大学小児心臓科での勤務、東京大学大学院医学系研究

科博士課程での研究生活を経て、現職。他の障害をもつ仲間との当事者研究をもくろんでいる。 

 著書に『発達障害者当事者研究――ゆっくりていねいにつながりたい』（綾屋紗月との共著）、『リハビリの夜』（第

9回新潮ドキュメント賞受賞）、『つながりの作法』（綾屋紗月との共著）。 

※協会誌 vol.26 No.2（2011 年 5 月発行）、vol.27 No.2（2012 年 5 月発行）の特集に関連記事掲載。 



会場までの交通手段と周辺地図 

 

＜会場＞ アクロス福岡 〒810-0001 福岡市中央区天神１丁目１番１号 

 TEL：092-725-9113  http://www.acros.or.jp 

 

● 福岡空港から天神まで地下鉄空港線で 11 分 

● JR 博多駅から天神まで地下鉄空港線で 5分 

● 地下鉄空港線天神駅から徒歩 3 分（16 番出口からアクロス福岡地下 2階へ直接入館可能） 

● 地下鉄七隈線天神南駅 5 番出口から徒歩 3 分 

● 西鉄福岡天神駅から徒歩 10 分 

● バス停から徒歩 市役所北口から 0分 

 天神 4丁目から 3分 

 中央郵便局前から 5分 

 

有料駐車場（地下：約 100台） 

【利用時間】 7:00-22:30（入口は市役所側） 

【料金】 最初の 1時間/400円 

 以降 30分毎/200円 

※22:30～翌 7:00は 1,050円の 1泊料金加算 



会場案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【諸注意について】会場内での飲食はご遠慮ください。また、ホールや通路などを含め会場内は禁煙です。 

７階 

大会議室 

一般演題発表
 

ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞｾｯｼｮﾝ
 

公開セミナー
 

 

703室 
事務局 

クローク 

701室 
ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ 

ｾｯｼｮﾝ 

702室 
福祉機器 

ｺﾝﾃｽﾄ( 展示)  

 

機器展示 

総合案内・発表者受付 

参加受付 

エレベータ 多目的トイレ トイレ 

エスカレータ 

搬入・搬出用エレベータ 

６階 

607室 

一般演題発表 

608室 

一般演題発表 

601室 

ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞｾｯｼｮﾝ 

605室 
福祉機器ｺﾝﾃｽﾄ 
（選考会場） 

エレベータ 多目的トイレ トイレ 搬入・搬出用エレベータ 

エスカレータ 



プログラム日程

大会議室 ７０１室 ６０１室 ６０７室 ６０８室

12:30～

13:00
　～13:30

【開会式】

13:30
　～15:00

姿勢保持 住まいづくりａ 計測・評価ａ

15:10
　～16:40

義肢装具 住まいづくりｂ 計測・評価ｂ

16:50
　～18:20

英語セッション 褥そう・座圧

18:30
　～20:00

【イブニングセッション】 (準備) (準備)

09:30～

09:40
　～10:10

インタラクティブ
セッション７０１

インタラクティブ
展示

10:10
　～11:40

車いす・乗り物ａ
インタラクティブ
セッション６０１

コミュニ
ケーションａ

11:40
　～13:00

【総会】

13:00
　～14:30

車いす・乗り物ｂ
コミュニ

ケーションｂ
自助具

14:40
　～16:10

車いす・乗り物ｃ
コミュニ

ケーションｃ
社会参加ａ

16:20
　～17:50

（撤収） （撤収）
コミュニ

ケーションｄ
社会参加ｂ

18:00
　～20:00

09:15～ （受付／ロビー）

09:30
　～10:50

＜ミニセミナー＞
車いすＳＩＧ

ＳＩＧ姿勢保持

11:00
　～12:30

＜特別講演＞

「自他のあわいに位置する道具
について」

熊谷晋一郎　氏
（東京大学先端科学技術

研究センター）

３日目

8/25(土)

７階会場 ６階会場

１日目

8/23(木)

（受付／ロビー）

２日目

8/24(金)

（受付／ロビー）

インタラクティブ
展示

インタラクティブ
展示

＊各セッションは枠内の時間で実施されます

 

 

が、開始・終了時間が異なります。詳しく

 

 

は、セッションプログラムでご確認ください。

 

 

＊発表者の許可を得ない撮影や録音はご遠慮

 

  

ください。

 

 

 

イブニングセッション＆ウェルカムパーティー



【８月２３日（木）：１日目】

会場
セッション
（座長）

演題
番号

演題名 所属 発表者

607-1-1 介護職者の腰痛予防と移乗機器の出来る事
介護老人保健施設 アメニティ国
分リハビリテーション課

松本多正

607-1-2
頚髄損傷不全麻痺者の家族への移乗介助習得に向け
た取り組み

総合せき損センター
リハビリテーション科

小宮雅美

607-1-3 浴槽出入り用補助具の開発（２）
九州栄養福祉大学リハビリテー
ション学部 作業療法学科

長尾哲男

607-1-4
重度身体障害者の自立生活を支える玄関、オート
ロックの開閉システム

首都大学東京
健康福祉学部理学療法学科

大津慶子

607-1-5
障害のある子どもの在宅環境の現状と課題（その
８）―「子どもの安全入浴ガイドブック」の作成―

国立保健医療科学院
生活環境研究部

阪東美智子

607-1-6 車いす使用者が使いやすいキッチン計画の提案
兵庫県立福祉のまちづくり研
究所

室崎千重

607-1-7
東日本大震災における被災地支援の報告
その１被災地における障害者の入浴の状況と被災地障がい者
センターの入浴支援

聖学院大学
人間福祉学部 人間福祉学科

野口祐子

607-1-8
東日本大震災における被災地支援の報告
その２岩手県障害者用仮設住宅の現状とニーズへの対応例

横浜市総合リハビリテーショ
ンセンター 研究開発課

西村顕

607-1-9
車いす利活用に関するロードマップ作成に向けての
検討

石川県リハビリテーションセ
ンター

北野義明

607-1-10 住環境整備のプロの早期介入とチームアプローチ
パナソニック エイジフリー
ショップス株式会社

上中学

607-1-11
高齢者等居住安定化推進事業を通して得られた障害
児・者に対する住宅改修の課題と提案

横浜市総合リハビリテーショ
ンセンター

鈴木基恵

607-1-12
住環境整備のための記録用紙の項目に関する研究
―入院から訪問調査までに使用する「事前調査用」に必要と
する項目―

首都大学東京大学院
人間健康科学研究科
作業療法科学域 博士後期課程

澤田有希

607-1-13
Field-based innovation for solutions for an aged
society － Development of an information support robot
for the elderly with cognitive disabilities

Research Institute, The National
Rehabilitation Center for
Persons with Disabilities

Takenobu
Inoue

607-1-14
An electromechanical game for elderly people
and the development for challenged people

Hiroshima International
University

Keiko
ISHIHARA

607-1-15
Developing a preventive wheelchair cushion
against pressure sores

Hiroshima International
University

Shigekazu
Ishihara

607-1-16
Measurement of joint angles using the Kinect
for the rehabilitation training program

Daegu University Gun Jae Ryu

607-1-17
Design of Active Exercise Device for Wrist
Rehabilitation based on Air-pressure Control

Dong-eui University
Ju-hwan Bae
Inhyuk Moon

608-1-1
超磁歪素子を用いた車いす駆動力計測システムによ
る計測と評価

職業能力開発総合大学校
研究課程 機械専攻

野中昌平

608-1-2 小型・軽量化した車いす漕ぎ数計測装置の開発
吉備高原医療リハビリテー
ションセンター

難波邦治

608-1-3
ペルチェ素子を用いたうつ熱予防のための抜熱シス
テムの基礎的評価

日本大学大学院
理工学研究科 医療福祉工学専攻

藤本翔

608-1-4 尿漏れセンサ検知器の開発
北里大学 医療衛生学部
リハビリテーション学科

幅田智也

608-1-5
脊髄損傷者の深部体温モニタリングに関する研究
－頸髄損傷者の口腔温と皮膚温の関係について－

日本大学
生産工学部 建築工学科

三上功生

608-1-6
リアルタイム姿勢測定装置を用いた食事動作の快適
さ調査

兵庫県立福祉のまちづくり研
究所

本田雄一郎

608-1-7 頸髄損傷者のチェアスキーの動作分析
神奈川県立保健福祉大学リハビ
リテーション学科作業療法学専攻

玉垣努

608-1-8
介護予防のための新しい体感トレーニングマシンの
開発と実用化

九州大学病院
リハビリテーション部

藤吉大輔

608-1-9
動画によるフィードバックが動作に影響を及ぼした
一症例

りんくう総合医療センター 藤野文崇

608-1-10
水平・垂直型ディスプレイを用いたパッシブ型下肢
リハビリ支援システム

福井工業大学
工学部 機械工学科

古荘純次

608-1-11
E-SAM(:Eisei-Spastic Ankle Measure）を用いた痙
縮筋自主トレーニング機器の効果検証

医療法人社団永生会
研究開発センター

石濱裕規

608-1-12 クッションとおしりのあいだに・・・
浅ノ川総合病院
リハビリテーション部 作業療法室

北村祐樹

608-1-13 車いす座圧分布に及ぼす座位姿勢の影響
日本福祉大学
健康科学部 教育センター

藤田ひとみ

608-1-14
神奈川リハ病院における座圧分布計測サービスの状
況調査

神奈川県総合リハビリテー
ションセンター 神奈川リハビ
リテーション病院
リハビリテーション工学科

松田健太

608-1-15
体圧センサを内蔵したフィードバック制御式エア
マットレスの開発

九州大学病院
リハビリテーション部

高杉紳一郎

608-1-16
ニーズを把握する試み
－個人適応とユーザを満足させる視点－

国立障害者リハビリテーショ
ンセンター  研究所

新妻淳子

608-1-17 車いす使用者のための自動車用クッションの開発
総合せき損センター
医用工学研究部

江原喜人

６０７室

住まい
づくりａ

13:30～
15:00

（鈴木基恵
横浜市総合ﾘ
ﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ｾﾝﾀｰ）

住まい
づくりｂ

15:10～
16:40

（糟谷佐紀
神戸学院
大学）

英語
セッション

16:50～
18:05

（Inhyuk
Moon　Dong-
eui Univ.）

６０８室

計測・
　評価ａ

13:30～
14:45

（石濱裕規
永生会研究
開発ｾﾝﾀｰ）

計測・
　評価ｂ

15:10～
16:40

（難波邦治
吉備高原医
療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮ

ﾝｾﾝﾀｰ）

褥そう
　・座圧

16:50～
18:20

（廣瀬秀行
国立障害者ﾘ
ﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝ
ﾀｰ研究所）



700-1-1
特別養護老人ホームにおける車いすに関する調査研
究　第五報

東北福祉大学 関川伸哉

700-1-2
頚部が不安定な小児へのシーティングの取り組み ～
i2i Head & Neck Positioning & Support Systemを使用した
症例を通じて～

鳥取大学大学院
医学系研究科 保健学専攻

宇山幸江

700-1-3
積層低反撥マットレスとポジショニングアプローチ
による筋緊張制御がADL改善に与える影響

医療法人社団 竹口病院
リハビリテーション科

青木將剛

700-1-4 通気性を考慮した座位保持装置の評価 川村義肢株式会社 牧田秀昭

700-1-5
書見台が前後にスライドする学習机の設計と作製に
ついて

東京都立墨東特別支援学校 木澤健司

700-1-6 人工呼吸器搭載カートの試み
横浜市総合リハビリテーショ
ンセンター

今瀧賢

700-1-7 手綱式短下肢装具GSReinの構造
徳島大学大学院
環境創生工学専攻

松田靖史

700-1-8 スポーツの動きを再現した下肢装具の提案 川村義肢株式会社 野村 友樹子

700-1-9 Rein（手綱）機構による短下肢装具の試作
川村義肢株式会社
技術推進部　K-tech

鈴木淳也

700-1-10

凍結路面での大転倒を防ぐ試作歩行用ステッキ・重
症筋無力症患者のためのノルディックウォーキング
ストックの形状についての考察

香田事務室 香田潤

700-1-11 上肢切断者用のアーチェリー用装具
川村義肢株式会社
製造本部本社製造部 義肢課

松本成将

700-1-12 犬義足製作報告
川村義肢株式会社
東京営業所

幸村久弥

【８月２４日（金）：２日目】

会場
セッション
（座長）

演題
番号

演題名 所属 発表者

607-2-1
転倒リスクを持つ高齢者の下肢運動機能で操作でき
るWiiリモコン用ゲーム入力補助装置

佐賀大学
高等教育開発センター

井手將文

607-2-2
頸髄損傷者へのレーザー投影式キーボード導入の試
み

神奈川県総合リハビリテー
ションセンター リハ工学研究室

村田知之

607-2-3
電動車椅子のチンコントローラを用いたマウスシス
テムの実現と評価

佐賀大学
工学系研究科

谷岡稔真

607-2-4 頸髄損傷者のためのあご操作マウスの改良
吉備高原医療リハビリテー
ションセンター

六名泰彦

607-2-5
重度肢体不自由者に対する多機能携帯電話用インタ
フェースの検討

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　研究開発課

上野忠浩

607-2-6
コミュニケーション機器、環境制御装置等のフォ
ローアップ対応

横浜市総合リハビリテーショ
ンセンター 研究開発課

畠中規

607-2-7 操作スイッチの適合技術について 川村義肢株式会社 日向野和夫

607-2-8 在宅難病患者向け緊急通報装置の機器支援
埼玉県総合リハビリテーショ
ンセンター 相談部 福祉工学担当

河合俊宏

607-2-9 電動車いす操作に使用した操作力の不要なスイッチ
滋賀県立大学
工学部 機械システム工学科

安田寿彦

607-2-10 表面筋電位を用いたスイッチシステムの開発
兵庫県立福祉のまちづくり研
究所

杉本義己

607-2-11 筋ジストロフィー患者のための呼び出し機器の開発
東洋大学 ライフデザイン学部
人間環境デザイン学科

高橋良至

607-2-12
重度運動障害者のナースコールに関するアンケート
調査（２次調査報告）

アイホン株式会社
商品企画室

玉木克志

607-2-13
ろう者向け携帯端末による文字変換ソフトの開発
2012

有限会社エヌ・エム・シィー 安田喜一

607-2-14
名古屋市における視覚障害者用音声ICタグレコーダ
の申請状況について

社会福祉法人名古屋市総合リ
ハビリテーション事業団なご
や福祉用具プラザ

田中芳則

607-2-15 聴覚障がい学生支援における一考察
早稲田大学
人間科学学術院

畠山卓朗

607-2-16
認知症者の日付把握支援における電子カレンダーの
有効性評価

国立障害者リハビリテーショ
ンセンター　研究所

石渡利奈

607-2-17 （キャンセル）

607-2-18
コミュニケーション支援における多職種との連携 ～
ALSの一症例を通して～

埼玉県総合リハビリテーショ
ンセンター 相談部 地域支援担当

鈴木康子

607-2-19
重度障害者用意思伝達装置の継続利用のための支援
と課題

中部学院大学
リハビリテーション学部

井村保

607-2-20
ＭＳエクセルで作るコミュニケーションエイド
「しゃべる文字盤」とネットラジオ

富山県高志リハビリテーショ
ン病院 研究開発部

大島淳一

607-2-21
多様な個別支援事例に基づくコミュニケーション機
器操作方法の整理分析

日本福祉大学
健康科学部

渡辺崇史

607-2-22
持続可能な重度障害者用意思伝達装置の販売と利用
支援の体制に関する研究

国立障害者リハビリテーショ
ンセンター　研究所

丸岡稔典

大会議室

姿勢保持

13:30～
15:00

（繁成剛
東洋大学）

義肢装具

15:10～
16:40

（坊岡正之
広島国際
大学）

６０７室

コミュニ
ケーション

ａ

10:10～
11:40

（渡辺崇史
日本福祉
大学）

コミュニ
ケーション

ｂ

13:00～
14:30

（井村保
中部学院
大学）

コミュニ
ケーション

ｃ

14:40～
15:55

（伊藤和幸
国立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘ

ﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ)

コミュニ
ケーション

ｄ

16:20～
17:35

（田中芳則
なごや福祉用具

プラザ）



608-2-1 「手の力の弱い人のための食事用具」の開発 2
HUMAN universal design
office

岡田英志

608-2-2 車椅子における服のリフォーム 小城左貴

608-2-3 自作マウススティックによるスマートフォンの活用 全国頸髄損傷者連絡会 麸澤孝

608-2-4
脊髄損傷者に対するスマートフォン利用のためのス
タイラスペンの製作

川村義肢株式会社 片山和彦

608-2-5
おひとり様って楽しい！
～C1頚椎損傷の私が一人で出かける理由

箕輪弘美

608-2-6 指先の宇宙 早川幸希

608-2-7
美術・芸術活動を通じた視覚障害のある子供と家族
への支援活動
～the Light on Design Projectの活動報告～

the Light on Design Project 金井謙介

608-2-8
感覚統合訓練器具スペースホッパーの新たな試み
第２報

川村義肢株式会社 尾崎泰司

608-2-9
公的介護サービスの居住地外給付に関する自治体の
運用手法に関する調査

神戸学院大学
社会リハビリテーション学科

糟谷佐紀

608-2-10
デュシェンヌ型筋ジストロフィーにおける運動機能
障害の重度化に伴う支援技術の変遷について

国立病院機構八雲病院 田中栄一

608-2-11
NPPV（非侵襲的陽圧換気療法）を活用した私（Ｃ２
頸髄損傷）の生活

島本敬士

608-2-12 車椅子の介護士
D＆Mコーポレーション　デイ
サービスいやしの杜

半田康祐

608-2-13 道具のくふうでかわってきた僕の生活
生き活きサポートセンター
うぇるぱ高知

小林海斗

608-2-14 頸椎損傷（C6B2）の歯科医師としての社会復帰 中尾彰宏

608-2-15
一緒に学び、一緒に生きるための私の取り組み１、
２、３

圓井陽子

700-2-1
重症筋無力症患者のリハビリテーション自転車
－特注自転車機材と評価装置

香田事務室 香田潤

700-2-2 ハンドバイク駆動特性の検討（第２報） 有限会社　岩崎 岩崎満男

700-2-3
立位歩行と座位移動を併せ持つモビリティデバイス
の改良

職業能力開発総合大学校 鈴木重信

700-2-4
ティルト時に重心変化の少ないティルト機構を有す
る車椅子の開発

新潟工科大学
工学部 機械科

寺島正二郎

700-2-5
ＣＴ操舵のスポーツ車いす“ヘパイストス２ｂｙ
２”

川村義肢株式会社
技術推進部　Ｋ-Ｔｅｃｈ

松田靖史

700-2-6 自転車型歩行補助器「kappo」の開発
有園義肢株式会社
企画開発部

境洋輔

700-2-7 障害児の電動車いす操作能力と発達指標の関連
鳥取大学大学院
医学系研究科　保健学専攻

宇山幸江

700-2-8
重度身体障害児の自立移動を目指した簡易移動機の
開発

佐賀大学 医学部
地域医療科学教育研究センター

松尾清美

700-2-9
特別なニーズを持つ子ども達のための前輪駆動型電
動車いすの試作

滋賀県立大学大学院
工学研究科

沼田晋

700-2-10 電動車いす旋回走行特性の検討
石川県リハビリテーションセ
ンター

北野義明

700-2-11 ＳＭＡ患者用ロボットストレッチャーの開発
九州産業大学
工学部 バイオロボティクス学科

榊泰輔

700-2-12
静電容量式スライダセンサを用いた電動車いすの操
作系の開発

東京大学 大学院
工学系研究科

二瓶美里

700-2-13 胸郭下支持付座位保持用アタッチメントの効果
青森県立保健大学 健康科学部
理学療法学科

長門五城

700-2-14
骨盤サポート付き新開発車いすと標準型車いすにお
ける座位姿勢比較

北海道大学 大学院
保健科学院

浮田徳樹

700-2-15
特別養護老人ホームにおける傾斜角度計測器の臨床
使用

特別養護老人ホーム浅草 古賀洋

700-2-16
病院における座位適合時の傾斜角度計測器を用いた
簡易計測の試み

竹の塚脳神経リハビリテー
ション病院

井筒隆文

700-2-17
学校における姿勢改善
～こどもの何が変化するのか～

石川県立いしかわ特別支援学
校

太田博巳

700-2-18
ニーズ把握に基づいたシーティング適合サービスの
FIMによる効果判定

医療法人社団永生会
研究開発センター

石濱裕規

６０８室

自助具

13:00～
14:00

（繁成剛
東洋大学）

社会参加ａ

14:40～
16:10

（麸澤孝　全
国頸髄損傷者

連絡会）

社会参加ｂ

16:20～
17:35

（畠山卓朗
早稲田
大学）

大会議室

車いす・
　乗り物ａ

10:10～
11:40

（辻村和見
神奈川県総
合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮ

ﾝｾﾝﾀｰ）

車いす・
　乗り物ｂ

13:00～
14:30

（中村俊哉
兵庫県福祉
のまちづく
り研究所）

車いす・
　乗り物ｃ

14:40～
16:10

（北野義明
石川県ﾘﾊﾋﾞﾘ
ﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ）



【８月２４日（金）：２日目】

会場
セッション
（司会）

演題
番号

演題名 所属 発表者

701-1 サーボモータを利用したボタン押し装置の試作
横浜市総合リハビリテーショ
ンセンター

藤記拓也

701-2
特別支援教育向けスイッチ対応学習型赤外線リモコ
ンの開発

仙台高等専門学校 竹島久志

701-3 片麻痺者用ギター演奏補助システムの開発
石川工業高等専門学校
機械工学科

堀純也

701-4
バネ構造をバックサポート内部に持つ座位保持装置
「ツイストイージーズ」の事例報告

北九州市立総合療育センター 中村詩子

701-5 二次元移動方向に基づく文字認識エンジンの展開
福井工業大学
電気電子情報工学科

西田好宏

701-6
６点タイプライター入力式簡易メモ装置の開発およ
び実用化

国立障害者リハビリテーショ
ンセンター　研究所

伊藤和幸

701-7
静電容量式タッチパネルの画面に貼り付けて用いる
外部スイッチシステムの開発

兵庫県立福祉のまちづくり研
究所

中村俊哉

701-8

アンドロイドアプリケーションによる携帯電話（ス
マートフォン）呼び出し装置（ナースコール）の開
発

北里大学 医療衛生学部
リハビリテーション学科

幅田智也

701-9
高齢者、幼児ともに使用できるレクレーション性を
備えた機器の開発

社会福祉法人　恵友会 佐々木正光

601-1
背や臀部のずれを生じないギャッチアップ機構と電
動ベッドの開発

佐賀大学 医学部
地域医療科学教育研究センター

松尾清美

601-2
モジュラージョイントシステム（JOSY）を使った遊
具の研究開発　第３報

東洋大学 ライフデザイン学部
人間環境デザイン学科

繁成剛

601-3 手綱式短下肢装具GSReinの装用性とデザイン 川村義肢株式会社 野村 友樹子

601-4 短下肢装具GSReinに必要な足関節制御要素の検討
川村義肢株式会社 製造本部
本社製造部 生産技術課

剣持悟

601-5
キャンセル

601-6 画期的な移乗方法が可能な電動車いすの開発
九州大学病院
リハビリテーション部

上島隆秀

601-7 新型電動スタンドアップ車いすの開発－第２報－
神奈川県総合リハビリテー
ションセンターリハ工学研究室

沖川悦三

601-8 新しい車いすスポーツ“ヘパイストス２ｂｙ２”
川村義肢株式会社
千葉営業所

井上友希

601-9
前方移乗のための常設型トランスファーボードと脚
上げ補助装置

総合せき損センター
医用工学研究部

片本隆二

601-10 電動式歩行アシスト訓練器
KYB株式会社 技術本部
事業開発推進部 熊谷駐在

鳥屋部樹

601-11
ソフトアクチュエーターを用いた医療・福祉用具等
の開発 －筋電義手ハンドへの新素材誘電アクチュエータの
活用－（第二報）

横浜市総合リハビリテーショ
ンセンター 研究開発課

児玉真一

601-12 足趾伸展足関節背屈補助ベルトの実用化
株式会社コーポレーション
パールスター 専務取締役

新宅光男

601-13 取り外し、交換が可能な車いす駆動トルク計測装置
神戸学院大学 総合リハビリテー
ション学部 医療リハビリテーショ
ン学科 作業療法学専攻

中川昭夫

601-14 腋窩支持松葉杖調節穴間隔の妥当性の評価
九州看護福祉大学 看護福祉学部
リハビリテーション学科

永崎孝之

601-15
ロボットスーツHALを用いた慢性期片麻痺患者に対す
る効果的な介入方法の検討

医療法人　吉栄会　吉栄会病
院

西之原隆宏

７０１室

インタ
ラクティブ
セッション

７０１

09:40～
10:10

（田中栄一
八雲病院）

６０１室

インタ
ラクティブ
セッション

６０１

10:40～
11:30

（古田恒輔
神戸学院大

学）



演題概要 

 

８月２３日（木）：１日目 

 

【住まいづくりａ 13:30～15:00 会場：607室】 

607-1-1 松本多正 

介護職者の腰痛予防と移乗機器の出来る事 

2 年前、デイケア介護職員の腰痛に対して「介護予防チ

ェックリスト」を用いて評価を行った。その結果、多くの

介護職員が入浴やトイレ動作等の介護動作によって腰痛

を抱えている実態が明らかとなった。そこで、デイケア内

の机などのレイアウトの変更・介護方法の再検討を行い、

介護方法を検討する上で移乗機器の導入を試みた。それか

ら 2年後、デイケアでの腰痛は皆無となった。これらの過

程を今回紹介したい。 

607-1-2 小宮雅美 

頚髄損傷不全麻痺者の家族への移乗介助習得に向けた取

り組み 

 今回、頚髄損傷不全麻痺者の自宅退院支援を行う中で家

族が可能な移乗の介助方法を模索した。対象者は改良

Frankel分類 C1で OTRの介助では容易に立位が可能な状態

であるが、家族（妻）の介助技術習得が困難であった。家

族の介助技術を補うために、プラッツ社のベッドグリップ

「ニーパロ」と「ニーパロ・パッド」を導入した。これら

を使用しベッドへの移乗介助を可能にした。 

607-1-3 長尾哲男 

浴槽出入り用補助具の開発（２） 

【はじめに】自立用バスボードと簡易手すりの試作を昨年

報告したが、浴槽壁への負担と、ボードの据え置き動作の

負担とが問題となっていた。【改善方法】手すりの固定部

上端を手すり方向に延長し安定できた。バスボードに低反

発材を貼り付けることで最後まで保持する必要がなくな

り、体幹に負荷のかかる上肢動作を減らすことができた。

【結論】これらにより入浴動作をより安全なものに近づけ

ることが出来た。 

607-1-4 大津慶子 

重度身体障害者の自立生活を支える玄関、オートロックの

開閉システム 

重度身体障害者が自立生活を送る際には、へルパーや訪

問看護師の出入りが煩雑であり、誰にも頼らずに１人で通

常のドア及びオートロックが開けられることにより、より

自立した生活を確立することができる。緊急時の対応でも

オートロック開閉は重要であり、電動車いすで自室玄関ド

アの出入りが１人で可能であれば介護者も不要であり現

状とシステムの利用による質的な条件を事例で考察する。 

607-1-5 阪東美智子 

障害のある子どもの在宅環境の現状と課題（その８）―「子

どもの安全入浴ガイドブック」の作成― 

肢体不自由児の入浴介助に関する一連の研究成果を還

元し、安全で快適な入浴を推進することを目的に、保護者

などに向けた啓発用パンフレットを作成した。本稿では、

その作成意図と内容について解説する。入浴介助にともな

う事故やヒヤリハットの経験者は多く、その主たる要因が

「抱きかかえ介助」であることから、特に抱きかかえ介助

の見直しに焦点をあて子どもの成長に合わせた入浴介助

の方法の検討を促す内容とした。 

607-1-6 室崎千重 

車いす使用者が使いやすいキッチン計画の提案 

車いす使用者が快適に料理をすることができるキッチ

ン計画を行った。近年増えている対面式キッチンとし、で

きるだけ理想的な形態を実現するためフルオーダーとし

た。一連の調理動作、食器や調理器具の収納など総合的に

検討した。動作検証は、理学療法士、作業療法士、建築士、

車いす使用者が参加して行った。キッチン業者との打合せ

時の課題、車いす使用者が使いやすいキッチンとするため

の提案を整理して報告する。 

 

【住まいづくりｂ 15:10～16:40 会場：607室】 

607-1-7 野口祐子 

東日本大震災における被災地支援の報告 その１被災地

における障害者の入浴の状況と被災地障がい者センター

の入浴支援 

岩手県被災地で障害者 8名に調査を行ったが、仮設住宅

の浴室はバリアが多く、入浴が困難な障害者は少なくない。

被災地障がい者センターかまいしは、2011 年 10 月より、

仮設住宅に住む障害者に入浴サービスを実施しているが、

ボランティア体制に左右され、ニーズに対応することが難

しかった。そこで、業者の協力を得て浴室にリフトを設置

した。今回の支援を機に、入浴の観点から地域支援のあり

方について考察をする。 

607-1-8 西村顕 

東日本大震災における被災地支援の報告 その２岩手県

障害者用仮設住宅の現状とニーズへの対応例 

岩手県大船渡市のバリアフリー型仮設住宅への訪問調

査および支援を実施した。この仮設住宅は身体障害者がい

る世帯に限って入居でき段差をなくした通路やスライド

式の玄関など、車椅子の利用者が移動しやすいよう配慮が

なされている。訪問調査では入居者のニーズを整理し、被

災地障がい者センターおおふなとを通して、電動車いすや

インターホン等を導入した。福祉用具の観点から被災地支

援のあり方について考察をする。 

607-1-9 北野義明 

車いす利活用に関するロードマップ作成に向けての検討 

 厚労省科学研究プロジェクト「障害者の自立を促進する

福祉機器の利活用のあり方に関する研究」の一環として、

車いすの利活用に関する課題や解決策そして平成 35 年へ

のロードマップを、利用者、適合支援者、供給事業者等の

ステークホルダーで構成されるワーキンググループで検

討を進めている。実生活をイメージして利活用を促進でき

る人材の育成や拠点の整備等、これまで議論してきた内容

を提示することで、広く意見を求める。 

607-1-10 上中学 

住環境整備のプロの早期介入とチームアプローチ 

医療から介護保険へのバトンタッチとなる退院支援に

おいて、住環境整備のプロが早期介入することにより回復



期セラピストと在宅スタッフ、専門職域の垣根を越えたチ

ームアプローチを行い、より高いＱＯＬと目標のある生

活・ケアプランの道筋を描く事で患者と家族のゆれる心を

支え、生活を改善した事例である。患者の退院後の経過を

関わった専門職達が振り返り、回復期スタッフ等へフィー

ドバックする地域連携チーム構築をめざす。 

607-1-11 鈴木基恵 

高齢者等居住安定化推進事業を通して得られた障害児・者

に対する住宅改修の課題と提案 

みんなにやさしい横浜の住生活モデル事業（国土交通省

高齢者等居住安定化推進事業）ではソフト面で医療と建築

の連携、ハード面で APDL や障害状況変化を見据えた環境

整備を目的に住宅改修を実施している。一方、横浜市では

障害児・者の身体状況や家屋環境等に適合した住宅改修の

助言と費用の一部を助成する住環境整備事業を実施して

きた。モデル事業より得られた知見を基に関係職種との連

携や既事業の課題整理ならび提案を行う。 

607-1-12 澤田有希 

住環境整備のための記録用紙の項目に関する研究―入院

から訪問調査までに使用する「事前調査用」に必要とする

項目― 

【目的】本研究は，入院から訪問調査までに使用する「事

前調査用」の記録用紙について，詳細な項目を検討するた

めの調査を行うことを目的とした．【方法】作業療法士 64

名，理学療法士 37名に対してアンケートを実施した．【結

果】「家族記入用」は家屋状況を記入する部分と写真の提

供について説明をする部分が必要とされていた．「セラピ

スト記入用」は病前の ADL状況や家族状況等について記入

する部分が必要とされていた． 

 

 

【英語セッション 16:50～18:05 会場：607室】 

607-1-13  Takenobu Inoue 

Field-based innovation for solutions for an aged 

society － Development of an information support robot 

for the elderly with cognitive disabilities 

Development of assistive technologies can encounter 

difficulties in matching users' needs and 

technological seeds.  Especially, the development 

process begins with technological seeds.  In this 

presentation, we propose field-based innovation method 

using observation, discussion and data collection in 

the utilization fields, for fixing the concept of the 

novel assistive technology, and discuss an example of 

the development of an information support robot system 

for the elderly with dementia, MCI or a mild level of 

cognitive disabilities.  

607-1-14  Keiko ISHIHARA 

An electromechanical game for elderly people and the 

development for challenged people 

An electromechanical game was developed for elderly 

and challenged people so that they could have an 

enjoyable way to train their cognitive functions. 

Because our players were not familiar with electronic 

games, we proposed constraints and requirements to the 

game so that they were able to play the game and were 

willing to play repeatedly. The authors report the 

proposed game, "Ikiiki-pom," which was tested at a 

meeting of elderly people, and at care facilities for 

the physically and developmentally challenged. 

607-1-15  Shigekazu Ishihara 

Developing a preventive wheelchair cushion against 

pressure sores 

Wheel-chaired persons spend larger part of the day 

on their wheelchairs.  Thus, preventing pressure sore 

is the large requirement for wheel chair cushion. 

BreathAir, which manufactured by Toyobo has 

3-dimensional structure of interwoven Polyester fiber.  

Since BreathAir has numerous variations of fiber 

diameter, density and thickness, we have selected best 

material for cushion by evaluation experiment with 

disabled and not-disabled subjects.  5 candidate 

cushions made of different BreathAir and 8 market 

available wheel chair cushions were used for evaluation 

experiment. Body pressure was measured with FSA seat 

pressure measurement system. 10 wheel chaired person 

were participated in the experiment.  The measurement 

result shows that one variation of BreathAir has the 

best evaluation (7 of 10 participants have smaller peak 

pressure than 32mmHg).  At all subjective evaluation 

questions, this candidate was belonged to a highly 

evaluated sample group. From this result, the BreathAir 

cushion has hit the market on spring of 2009. 

607-1-16  Gun Jae Ryu 

Measurement of joint angles using the Kinect for the 

rehabilitation training program 

In this study, a new measurement method of human joint 

angles using the Microsoft Kinect device for 

development of the rehabilitation training program is 

introduced. The Kinect can effectively measure the 3-D 

behavior of human legs and arms using an image sensor 

and two IR sensor. 

607-1-17 Ju-hwan Bae / Inhyuk Moon 

Design of Active Exercise Device for Wrist 

Rehabilitation based on Air-pressure Control 

This paper proposes a design of active exercise 

device for wrist rehabilitation. The load for active 

exercise is controlled by air-pressure of a pneumatic 

cylinder used for wrist motion. The load controller is 

designed based on a statics analysis between a wrist 

joint moment and the air-pressure of the cylinder. 

Experimental results show that the proposed active 

exercise device for wrist rehabilitation is feasible. 

 

 

【計測・評価ａ 13:30～14:45 会場：608室】 

608-1-1 野中昌平 

超磁歪素子を用いた車いす駆動力計測システムによる計

測と評価 

先行研究にて，超磁歪素子を用いて軽量，コンパクトと

し，無拘束で駆動力と移動速度を計測，記録できるシステ

ムを一輪試作した．ユーザの駆動能力を定量的に計測でき



ることから，車いすの処方やリハビリテーションの評価な

どに活用できると考える．本研究では，この駆動力計測シ

ステムを両輪で計測できるようにし，左右協調性も評価で

きる様々な走行環境における駆動能力，操作能力の計測を

行った結果を含め報告する． 

608-1-2 難波邦治 

小型・軽量化した車いす漕ぎ数計測装置の開発 

手動車いすを使用している脊髄損傷の運動不足の解消

や肥満を予防するためには、脊髄損傷者の日常の活動量を

把握することが重要である。これまでに、自転車用の走行

距離計やＧＰＳセンサ、加速度計を用いた車いす活動量の

計測はされている。今回、加速度計を用いて、車いすを漕

いだ時の強度や回数を長時間計測し、リアルタイムに情報

を確認することが可能な、小型・軽量化した車いす漕ぎ数

計測装置を開発した。 

608-1-3 藤本翔 

ペルチェ素子を用いたうつ熱予防のための抜熱システム

の基礎的評価 

本研究では，肢体不自由者に多く見られるうつ熱（体内

への熱の異常蓄積）を予防するための抜熱システムを提

案・試作し，その熱的基本特性を評価する．保冷剤などに

よる急性的な身体冷却措置を，電動車いすに搭載できる接

触式の抜熱システムで置き換え，うつ熱の発症自体を予防

することを目指す．これまでに，試作したシステムの吸熱

特性を評価するとともに，健常者を被験者として同システ

ムの体温調節機能の原理確認を行った． 

608-1-4 幅田智也 

尿漏れセンサ検知器の開発 

脊髄損傷者や四肢の運動困難な方の排泄管理は重要で

す。感覚障がいがある場合常に失禁や集尿機器トラブルの

察知の遅れを心配する状態となります。排便より回数の多

い排尿管理は社会進出の障壁の一つとなっています。本研

究では排尿の自己管理を援助する福祉機器を開発しまし

た。基本方針は安価で単純な仕組みの尿漏れ検知機器とし

ました。センサ部分は人体に影響を与えず侵襲的危険性が

ない水分検知方法で開発したので報告します。 

608-1-5 三上功生 

脊髄損傷者の深部体温モニタリングに関する研究 －頸

髄損傷者の口腔温と皮膚温の関係について－ 

頸髄損傷者が、温熱環境の影響によりうつ熱、低体温に

陥ることを未然に防ぐためには、深部体温を継続的にモニ

タリングする必要がある。しかし、直腸温等を継続的にモ

ニタリングすることは、現実的に不可能である。そこで、

過去の人工気候室実験のデータを基に検討したところ、特

定の属性及び生活習慣を持つ頸髄損傷者は、特定の皮膚表

面温度をモニタリングすることにより、深部体温の状態を

推測できる可能性があることがわかった。 

 

【計測・評価ｂ 15:10～16:40 会場：608室】 

608-1-6 本田雄一郎 

リアルタイム姿勢測定装置を用いた食事動作の快適さ調

査 

本研究では自らの力で腕を動かすことが困難となった

被験者を対象に、食事動作中の体幹を基準とした腕と肘の

位置・角度の測定より、食事動作の快適さを比較調査した

結果を報告する。これまでに筆者らは、弱い力で利用可能

なフォークの開発、腕動作を補助する自助具、姿勢のリア

ルタイム測定器を順次作成してきた。これらの開発成果お

よび当事者の日々の工夫を数値化することで、食べやすく

なる姿勢のエッセンスの抽出を試みる。 

608-1-7 玉垣努 

頸髄損傷者のチェアスキーの動作分析 

近年、頸髄損傷者からチェアスキーに対する需要が高ま

っている。少ない残存機能を利用してのチェアスキー操作

は非常に困難である。頸髄損傷者のスキー習熟のため、熟

練者と初心者ではどのような違いがあるのかを検討する

ため実施した。両者の滑走時の動作を、カメラ固定装置を

作成し背面から撮影し、２次元動作分析ソフトを利用して

分析を行った。比較する中で、熟練者のスキー技術を解析

し、支援に繋げていく。 

608-1-8 藤吉大輔 

介護予防のための新しい体感トレーニングマシンの開発

と実用化 

我々は、NEDOからの助成により産学共同で「介護予防の

ための筋力向上トレーニングロボットシステム」を開発し

た。その特徴は、1）レッグプレス/リフトオフ運動（レッ

グプレスの運動方向を反転）が可能、2）往路、復路とも

求心性収縮運動、3）1台で上下肢のトレーニングが可能で

移乗動作は 1回のみ、が挙げられる。試作を重ね、ゲーム

機能を持つ普及機「スマートトレーナー」が完成し 2011

年 6月から市場に投入されたので紹介する。 

608-1-9 藤野文崇 

動画によるフィードバックが動作に影響を及ぼした一症

例 

動画や動作解析装置を用いた評価は一般的に行われる

ようになってきている。今回、撮影した動画をもとにフィ

ードバックし再度、同じ動作を行わせた結果、動作改善が

得られた症例を経験した。これは、自己の動作を客観的に

観察し問題点を的確に捉えた結果、運動イメージに変化が

起こったものと考える。この方法を理学療法の手段として

利用することで運動学習の新たな方法となる可能性が示

唆された。 

608-1-10 古荘純次 

水平・垂直型ディスプレイを用いたパッシブ型下肢リハビ

リ支援システム 

古荘研究室では、上肢リハビリ支援システムの経験を活

かして、下肢リハビリ支援システムの研究を行っている。

今回開発するシステムはディスプレイを見ながら下肢の

リハビリ支援を行うものである。ディスプレイとしては、

水平用と垂直用の２つがあり、両方もしくはどちらかを、

リハビリ訓練の内容に応じて使い分ける。 

608-1-11 石濱裕規 

E-SAM(:Eisei-Spastic Ankle Measure）を用いた痙縮筋自

主トレーニング機器の効果検証 

【目的】足関節痙縮筋自主トレーニング機器の効果を定量

的に検証すること。【方法】脳卒中痙性麻痺者の足関節随

意性向上を図る動作支援型簡易自主トレーニング機器を

試作・試用頂き、その効果を神経筋痙縮測定機器（E-SAM）

により検証した。【結果】同装置試用後、足関節底屈筋伸

張性向上、クローヌスの減少、足関節背屈筋随意性向上が

認められた。【考察】痙縮筋の可動性・随意性向上に本自

主トレーニング機器は有効である。 



【褥そう・座圧 16:50～18:20 会場：608室】 

608-1-12 北村祐樹 

クッションとおしりのあいだに・・・ 

近年、高齢者介護の現場では離床の弊害として座らせ放

しにより尾骨部に褥瘡が発生する例が増加傾向であると

いわれている。褥瘡患者の 88%に便失禁、83%に尿失禁があ

るといわれており失禁ケアのためのオムツや尿取りパッ

ドなどが使用されているが、尾骨の褥瘡発生リスクとオム

ツとの関係に着目し、車いす座位での座面でのオムツの位

置を体圧分布測定し、その結果、湿潤のみならず体圧上昇

が関係していると考えたので報告する。 

608-1-13 藤田ひとみ 

車いす座圧分布に及ぼす座位姿勢の影響 

【目的】座位姿勢がどのように座圧に影響するのかを調べ

る。【方法】健常成人 20名を対象に車いす座位における座

圧と下肢の角度を計測した。【結果】矢状面における骨盤

傾斜と座面上の最高座圧（体重で補正）の関係、骨盤傾斜

と膝関節角度との関係をまとめる。 

608-1-14 松田健太 

神奈川リハ病院における座圧分布計測サービスの状況調

査 

褥瘡予防に対する車いすユーザーの意識を高めること

は重要である。本人の座圧分布状況や、除圧動作による圧

分布変化を視覚的に確認できる座圧分布計測システムの

活用はユーザーにとっても中間ユーザーにとっても褥瘡

予防に対する意識を高めるのに有効だと考えている。神奈

川リハ病院では日常的な臨床サービスとして座圧分布計

測をおこなっているが、今回、最近 2年間（合計 303件）

の状況をまとめたので報告する。 

608-1-15 高杉紳一郎 

体圧センサを内蔵したフィードバック制御式エアマット

レスの開発 

現状の褥瘡予防エアマットレスは，個人の体格や体型，

脊柱変形や骨突出，臥床位置等に正確に対応した圧調整が

出来ない．我々は，１）全身体圧を常時センシングできる

ＳＲセンサを内蔵し，２）100 個を超えるエアセルを格子

状に配置して各セル内圧を独立制御し，３）体圧データに

応じてセル内圧をリアルタイム調節できるエアマットレ

スを開発し実証試験を行っており，体圧分散効果として最

大体圧の減少と接触面積の増加を確認した． 

608-1-16 新妻淳子 

ニーズを把握する試み－個人適応とユーザを満足させる

視点－ 

今回の報告では、対象者個人のニーズを明確化する際に

必要な要素項目の抽出を目的とする。具体的な福祉機器

（機能）を、褥瘡予防機器（除圧機能）として設定した場

合に、過去の適合例において、成功例と並んで、中断例も

保有している。これらの適合を終了した過去の無記名デー

タに基づき、ニーズ把握の過程を報告する。 

608-1-17 江原喜人 

車いす使用者のための自動車用クッションの開発 

車いす利用者が自動車を運転する時のクッション使用

状況調査を行った結果、車いす用クッションをそのまま自

動車で使用することには問題もあること、それ故にクッシ

ョンの必要性を感じながらも使用しない人がいることな

どが分かり、昨年のカンファレンスにおいて報告した。本

年は、自動車での使用に適した専用クッションを開発する

ことを目標として、自動車用クッションの試作を行い、ユ

ーザーによる試用評価を行ったので報告する。 

 

【姿勢保持 13:30～15:00 会場：大会議室】 

700-1-1 関川伸哉 

特別養護老人ホームにおける車いすに関する調査研究 

第五報 

特別養護老人ホームの使用車いすと身体適合に関する

調査を行い，現状の具体的問題点を調査した．その結果，

全ての利用者が身体寸法に合わない車いすを利用してい

る現状が明らかとなった．前回までに，施設内講義支援，

現状の課題とスタッフの意識調査，高齢者の車いす提供に

関する事例検討について報告してきた．今回は，今までの

調査及び事業について総合的にまとめ課題を整理したの

で報告する． 

700-1-2 宇山幸江 

頚部が不安定な小児へのシーティングの取り組み～i2i 

Head & Neck Positioning & Support System を使用した症

例を通じて～ 

頚部が不安定な症例に i2i Head & Neck Positioning & 

Support System(i2i）を導入しシーティングした症例を通

じて、i2iの有効性を報告する。 

気管切開症例では呼吸状態が安定した座位の提供を可能

にし、屋内外の活動参加を獲得した。座位保持困難な脳性

麻痺児については摂食機能や上肢操作に余裕を示し介助

量の軽減につながった。 

I2i は頚部が不安定な症例の潜在能力を引き出すアプロー

チを可能にするヘッドサポートであると思われた。 

700-1-3 青木將剛 

積層低反撥マットレスとポジショニングアプローチによ

る筋緊張制御が ADL改善に与える影響 

低反撥マットレスを積層しポジショニング訓練を行っ

たところ、容易に筋緊張制御ができることを発見し、長時

間効果を持続させることにも成功した。 

訓練を 1群一般的マットレスと 2群積層底反撥マットレス

の環境に分け合計 47名に行い U検定する。2群結果に p＜

0.01で有意差が証明された。 

臥位からの筋緊張制御は姿勢、seating、ADL等を改善し持

続もした。以上から、seating 等の姿勢保持制御は座位か

らではなく臥位から行うべきである。 

700-1-4 牧田秀昭 

通気性を考慮した座位保持装置の評価 

モールドタイプの座位保持は支持性に優れるが、密着部

位面積が大きい為、蒸れや発汗の問題が生じる場合がある。

また、中枢神経の障がいのあるユーザーには、体温調整が

難しい方も多く、夏場や長時間の使用に不向きと言える。

そのような環境下において、通気性クッション材や、空冷

ファンの体表面温度に与える影響を測定し、空調機能の効

率及び効果を評価する。 

700-1-5 木澤健司 

書見台が前後にスライドする学習机の設計と作製につい

て 

【目的ならびに方法】肢体不自由特別支援学校の児童を対

象に、体幹を伸展した座位姿勢で学習活動を行うため、前

後にスライドする書見台つき学習机を設計し作製を行っ



た。【結果】体幹を伸展しての学習活動が可能となり、児

童の視機能の特徴に合わせて前後に書見台を移動して活

用した。【考察】肢体不自由児は視覚障害を併せ持つこと

が多く、書見台を前後にスライドし距離を調整することは

学習活動をすすめるために有効であった。 

700-1-6 今瀧賢 

人工呼吸器搭載カートの試み 

独歩可能かつ人工呼吸器を装着する重度呼吸障害児の

場合、移動の際に母親または保育士が人工呼吸器を運搬す

る。しかし呼吸器回路が、誤って踏まれることや児童自身

の身体に巻きつく等の危険な場面が散見される。また、母

親と保育士に余分な労力を掛けるという問題も生じてい

る。そこで、児童自身が運搬可能な「人工呼吸器搭載カー

ト」を製作し、児童に対する危険の回避、母親と保育士の

負担の軽減が確認されたので報告する。 

 

 

【義肢装具 15:10～16:40 会場：大会議室】 

700-1-7 松田靖史 

手綱式短下肢装具 GSReinの構造 

手綱式短下肢装具 GSRein は足関節にかさ張る部品を持

たず、ケーブルにより足関節の動きを制御ユニットに伝え

る。そのために従来の下肢装具では難しかった背屈方向の

支援も可能となった。本発表では GSRein の構造と足関節

の底背屈制御が歩行に示す優位性、それらが下肢障害者の

ＱＯＬの改善にいかに寄与しているかを報告する。 

700-1-8 野村 友樹子 

スポーツの動きを再現した下肢装具の提案 

小児の短下肢装具ユーザーにおいて、装具を装着し健常

者と一緒にスポーツをする事例を元に、着脱時間短縮等を

目的とした装具の改善を行った。 

また、底背屈方向の動きに加えて内反り外反り方向への自

由度を持たせ、左右の動きを持つ各種の運動にも使用が可

能な継ぎ手を開発・試作した。 

両者の結果と利便性について報告する。 

700-1-9 鈴木淳也 

Rein（手綱）機構による短下肢装具の試作 

足関節の動きをケーブルにより離れた制御ユニットに

伝える Rein（手綱）機構の短下肢装具は足関節周辺がコン

パクトな装具が製作可能であり、制御や制限が必要な利用

者や、下腿部や足部が細小な利用者に有為である。また既

存の短下肢装具は制御機能が単一で変更できるものは無

い。Rein（手綱）機構は制御要素の内容（強弱や種類）の

変更も容易である。 

今回これらの特徴をより活かすべく試作した小児用下肢

装具の報告を行う。 

700-1-10 香田潤 

凍結路面での大転倒を防ぐ試作歩行用ステッキ・重症筋無

力症患者のためのノルディックウォーキングストックの

形状についての考察 

札幌では冬季の転倒により毎年千件近く救急搬送され

ている。凍結路での転倒防止ステッキを試作試用し、1 シ

ーズン一度も転倒しなかったため報告する。転倒を恐れず

歩行できるとしてノルディックウォーキングが重症筋無

力症患者の間でささやかなブームになっているようであ

るが、市販ストックは病態と適合しない。スキー・登山ス

トック部品を流用し、素材特性・重量・病態を考慮した形

状の物を試作試用し、良好だったため報告する。 

700-1-11 松本成将 

上肢切断者用のアーチェリー用装具 

障がいを持つ人の社会参加の一環として、スポーツの競

技者人口が増加してきている。充実した余暇を過ごしたい

と考えるのは障がいの有無にかかわらず共通の思いであ

るが、道具を使用するスポーツは障がいを持つ人にとって

取り組みにくいのも現状である。今回、上肢切断者に対し、

アーチェリー用装具の試作を試みたので報告する。 

700-1-12 幸村久弥 

犬義足製作報告 

中型犬右後足の足関節部での脱却の症例、体験用の義足

のソケット製作と義足本体の製作を行ことで、本義足製作

する際の足の角度・方向などの確認が行えることで、仮合

わせを行う事なく一発で製作ができる。調整機能を加え静

的アライメントと動的アライメントを比較し歩行観察を

行う。 

 

 

８月２４日（金）：２日目 

 

【コミュニケーションａ 10:10～11:40 会場：607室】 

607-2-1 井手將文 

転倒リスクを持つ高齢者の下肢運動機能で操作できる Wii

リモコン用ゲーム入力補助装置 

両足を乗せる広さを持つ天板と、同様の広さの底板、

其々の板の中央部をユニバーサルジョイント付リンクで

連結し、リンクを中心にその前後左右にベローズ状の伸縮

機構を配置したゲーム入力補助装置を開発した。本装置に

リモコンを縦置きした時には、左右の足の踏込み具合で左

右のロール角、つま先とかかとの踏込み具合で前後のピッ

チ角の調整が、更に回転機構を備えることでリモコンの向

き（ヨー角）の調整が可能となった。 

607-2-2 村田知之 

頸髄損傷者へのレーザー投影式キーボード導入の試み 

レーザー投影式キーボード（Magic cube）は、投影され

たキーに触れることで入力が可能である。そのため、キー

を押して入力する既存のキーボードでは、入力時に左手で

体幹を支持しながら右手で入力を行うなど、体幹の非対称

性が認められた。しかし、レーザー投影式キーボードでは、

体幹の非対称性は減少し、キーボードを左右の手で使い分

けて操作を行うなどキーボードの選択によって入力動作

の違いを経験したので報告する。 

607-2-3 谷岡稔真 

電動車椅子のチンコントローラを用いたマウスシステム

の実現と評価 

我々は、電動車いすを操作するためのチンコントローラ

から信号を取り出し、マウスポインタを移動させるマウス

システムを実現した。マウスシステムと既存の音声入力シ

ステムを組み合わせることにより、対象者はよりスムーズ

に PC を操作できるようになった。脳性麻痺の対象者がチ

ンコントローラを利用する場合、一般には二次障害が心配

される。対象者は 6年間利用しているが、新たな障害は起

きていない。 



607-2-4 六名泰彦 

頸髄損傷者のためのあご操作マウスの改良 

上肢、あるいは手指に麻痺のある頸髄損傷者は、一般的

なマウスなどの入力デバイスを操作することが困難な場

合がある。これまでに、上肢でのコンピュータ操作が困難

な頸髄損傷者が、あごを使って操作を行うあご操作マウス

の開発を行ってきた。ここでは、頭部の可動域に制限のあ

る頸髄損傷者が、水平方向のマウスカーソルの操作を快適

に行えるように、あご操作マウスの改良を行ったので報告

する。 

607-2-5 上野忠浩 

重度肢体不自由者に対する多機能携帯電話用インタフェ

ースの検討 

多機能携帯電話（スマートホン）は基本的な音声通話や

メール機能以外に、アプリケーションをインストールする

ことにより様々な機能を付加することが可能である。操作

方法は画面をタッチすることで行うため、従来の押しボタ

ン操作より押下力は少なく済む反面、細かいタッチ操作が

要求されるため、肢体不自由者にとって必ずしも操作しや

すいとは限らない。本報告では、肢体不自由者が操作しや

すい方法について検討した。 

607-2-6 畠中規 

コミュニケーション機器、環境制御装置等のフォローアッ

プ対応 

昨年発表した操作スイッチ等の標準化の続報である。前

回の報告に対する議論から、標準化の検討の前に、その必

要性を事例を通して検証する必要があることが分かった。

そこで約半年間当センターのエンジニアが対応した設置

や故障対応の事例を通して、操作スイッチ、支持具、その

他の周辺機器にどのような問題があったのかを報告する。

この取り組みは継続して実施し、事例を蓄積し、標準化の

検討に役立てる予定である。 

 

 

【コミュニケーションｂ 13:00～14:30 会場：607室】 

607-2-7 日向野和夫 

操作スイッチの適合技術について 

意思伝達装置等に用いる操作スイッチの適合技術を理

論的な背景を付加することで技術の伝承や適合技術に関

する共通認識を得るために論理的、理論的検証を多数の事

例を通して提起をする。従来の経験と勘の世界の適合技術

から共通した視点による技術の集積と拡大を目的とした

理論構築の基礎的な提案である。 

607-2-8 河合俊宏 

在宅難病患者向け緊急通報装置の機器支援 

四肢麻痺・音声障害を重複している筋萎縮性側索硬化症

に代表される難病患者の中には、日々のケアでも緊急発信

をすることが困難となる場合がある。年間の症例数として

は多いとは言えないが、本人・家族から緊急時用に、通報

装置を設置したいという要望がある。企業や病院で対応し

にくい要望に応じて、機器を接続してきた。今回事例を通

して、具体的な機器支援例を報告する。 

607-2-9 安田寿彦 

電動車いす操作に使用した操作力の不要なスイッチ 

電動車いすを操作して移動をしたい子ども達の中には、

たとえば、わずかに指を動かすことができる子ども達いる。

このような子ども達は、たとえわずかであっても、スイッ

チをオンにするために操作力が必要である場合にはスイ

ッチを操作できない場合がある。本論文では、光センサを

用いた「操作力を必要としないスイッチ」とその応用によ

って実現した「わずかな力で操作できるレバー式スイッ

チ」を紹介する。 

607-2-10 杉本義己 

表面筋電位を用いたスイッチシステムの開発 

重度肢体不自由者は残された機能を用いてスイッチ操

作を行い、身の回りの機器の制御を行っている。これに対

し表面筋電図を信号とする方法があるが、市販の筋電アン

プが高額で、スイッチとして用いるには別に回路や装置が

必要になるため普及していない。本研究では表面筋電図を

スイッチ動作として用いる事を想定し、アナログ出力に加

えてスイッチ出力も可能なスイッチシステムを提案する。

今回第一次試作を行ったので報告する。 

607-2-11 高橋良至 

筋ジストロフィー患者のための呼び出し機器の開発 

筋ジストロフィー患者のための，弱い力と少ないストロ

ークで操作することができるスイッチを有する，無線式の

呼び出し機器の開発を行った．今回開発した機器は，使用

者本人の希望も取り入れて，ベッド上，車いす上でも使用

可能なものとし，外観のデザインにも配慮を行った． 

607-2-12 玉木克志 

重度運動障害者のナースコールに関するアンケート調査

（２次調査報告） 

重度の運動障害のため通常のナースコールが使用でき

ない患者に対する対応について、ナースコールシステム外

の問題に焦点を当てて 2次調査を行った。今回の対象施設

では、ナースコール以外のスイッチ接続のための改造は多

く行われており、情報共有もされていた。経験の少ない施

設のための対応マニュアル作成、責任所在の問題について

の周知を今後の課題とした。 

 

 

【コミュニケーションｃ 14:40～15:55 会場：607室】 

607-2-13 安田喜一 

ろう者向け携帯端末による文字変換ソフトの開発 2012 

ＮＥＤＯ福祉用具開発事業を行ったとき、ろう者に接す

る機会が多くあった。どんな時、一番困るか尋ねた。社会

生活で困る事は沢山あるが、公共施設で困ることも多いと

多数の方から伺った。タブレット型コンピューターや多機

能携帯電話を利用した音声認識文字変換、テレビ電話の活

用など、ろう者と聴者のコミュニケーションに関する事業

化に向けての開発途中経過を報告する。  

607-2-14 田中芳則 

名古屋市における視覚障害者用音声 IC タグレコーダの申

請状況について 

名古屋市では、平成 22年 4月より視覚障害者用音声 IC

タグレコーダが日常生活用具項目に追加された。今回、そ

の申請結果がまとまったので紹介する。1年間で 84件の申

請があり、年度初めの 4 月から 6 月までで申請全体の

66.7%(56 件)となり、多くの方々が待っていたことが伺え

る。また前回(2010年)の報告でご協力いただいたモニタ 8

名の方々へインタビューを行い、その後に入手されたかを

確認し、機能面での要望もまとめたので報告する。 



607-2-15 畠山卓朗 

聴覚障がい学生支援における一考察 

近年では大学など高等教育機関に在籍する聴覚障がい

学生にたいして，ノートテイクなどの情報保障が行われて

いる．筆者らは障がい学生支援を実際に経験することをと

おして，様々な解決すべき課題があることを学んだ．従来

から行われてきた情報保障の視点だけではけっして十分

ではないことにも気づくことができた．この経験を通して

気づいたこと，学んだこと，そして今後の課題を報告した

い． 

607-2-16 石渡利奈 

認知症者の日付把握支援における電子カレンダーの有効

性評価 

【目的】「認知症者が忘れがちな日付等の情報」を視覚的

に補う電子カレンダーの有効性を明かにする。【方法】12

名（81.8±5.8歳、CDR0.5～2）を対象に電子カレンダーを

導入し、介入前後の日付把握の自立度／困難度、介護負担

を評価した。【成績】導入 1ヶ月後の時点で 9名（75%）、3

ヶ月後で 8名（67%）の日付把握の自立度が向上した。【結

論】認知症者の日付把握支援における電子カレンダーの有

効性が示唆された。 

607-2-17 キャンセル 

 

【コミュニケーションｄ 16:20～17:35 会場：607室】 

607-2-18 鈴木康子 

コミュニケーション支援における多職種との連携 ～ALS

の一症例を通して～ 

当センターで実施している在宅身体障害者訪問相談事

業では、ＡＬＳのコミュニケーション支援が全体の半数以

上を占めている。症例は、保健所保健師の介入によって、

入院中には保健師と担当ＯＴへ、電話相談・来所相談を行

い、退院後は、引き続き訪問相談にて支援を行った。コミ

ュニケーション支援の継続によって、重度障害者用意思伝

達装置の円滑な導入ができた。導入のはかり方、多職種と

の連携のとり方について報告する。 

607-2-19 井村保 

重度障害者用意思伝達装置の継続利用のための支援と課

題 

ＡＬＳ患者が意思伝達装置を利用するには、継続して利

用し続けるための支援が大切である。しかし支援者の確保

については地域差が大きく、全国で統一した然るべき支援

者像を描くことは極めて困難であったる。その確保のため

に、支援者の経験不足を補うための情報交換や、経験の浅

い支援者に対する経験豊富な支援者など、都道府県レベル

を超えるある程度の広域的な連携による支援体制の有効

性などについて論点をまとめる。 

607-2-20 大島淳一 

ＭＳエクセルで作るコミュニケーションエイド「しゃべる

文字盤」とネットラジオ 

コミュニケーションエイドの主な目的は、周囲の人との

意思疎通である。しかし最近は日中の長い時間を一人で過

ごす人もすくなくない。また、目的を持って文章の作成に

取り組む人もいるが、こちらはそれほど多くはない。そこ

でコミュニケーションエイドの多様な使用に関して検討

を行った。そこで、昨年９月に始まった、ネットラジオ聴

取機能と放送局への投稿機能をもつ「しゃべる文字盤モジ

ュール」を試作したので報告する。 

607-2-21 渡辺崇史 

多様な個別支援事例に基づくコミュニケーション機器操

作方法の整理分析 

肢体不自由がある利用者の個別性に応じたコミュニケ

ーション機器操作を実現するためには，支援者は十分なア

セスメントを行い，入力デバイス，補助具，周辺機器等の

選定や製作改造，そして操作姿勢の検討等をすることが必

要である．本研究では，約 15 年間に行った数々の個別支

援事例を分析し，どのような場合にどのような対応を行っ

たかを，障害種別，身体機能，利用環境や操作姿勢の違い

等の観点から整理した結果を報告する． 

607-2-22 丸岡稔典 

持続可能な重度障害者用意思伝達装置の販売と利用支援

の体制に関する研究 

発声や書字、機器操作などが困難な重度肢体不自由者に

とって重度障害者用意思伝達装置は欠かせないコミュニ

ケーション手段の一つであり、その社会参加に大きく貢献

している。しかし、意思伝達装置の利用支援については制

度的裏付けの不足、ボランティア依存、地域格差などの課

題も指摘されている。本報告ではコミュニケーション支援

団体及び意思伝達装置販売事業者への調査をもとに、持続

可能な販売と利用支援のあり方を検討する。 

 

【自助具 13:00～14:00 会場：608室】 

608-2-1 岡田英志 

「手の力の弱い人のための食事用具」の開発 2 

本研究は、第２３回リハ工学カンファレンスで発表した

「手の力の弱い人のための食事用具の開発研究」で製作し

た『スティックフォーク』を元に、その完成形を模索した

取組みを報告する。筋ジストロフィーの方だけでなく、リ

ウマチや ALSなど、さらなる利用者に対応するための使い

やすいグリップ形状と重さの追求や、フォーク先端部の機

能性と安全性を追求した形状研究を通して、商品化に向け

ての実現性を目指した取組みを紹介する。 

608-2-2 小城左貴 

車椅子における服のリフォーム 

車椅子使用者にとって市販の服をそのまま快適に着用

できるとは限りません。最近は通信販売などで車椅子用の

服屋も出てきましたが、個々人に合うとも限りません。そ

こで、近所のお直し屋さんなどでも簡単にできる服のリフ

ォームの事例を紹介します。 

608-2-3 麸澤孝 

自作マウススティックによるスマートフォンの活用 

スマートフォンのタッチパネル（静電容量方式）の操作

にはマウススティックを加工工夫する必要がある。指と同

等の静電的な導電性のものである必要があり、制作にも時

間と費用を要した。スマートフォン購入後は操作性も良く、

音声認識をはじめ、ＳＮＳ、メール、アプリ等、四肢麻痺

の私も大いに活用している。また、東日本大震災での帰宅

困難時もスマートフォンが役立った体験も合わせて報告

する。 

608-2-4 片山和彦 

脊髄損傷者に対するスマートフォン利用のためのスタイ

ラスペンの製作 

近年、スマートフォンの普及には、目を見張るものがあ



る。脊髄損傷者の方々は、従来の携帯電話を使用する場合、

スティックなどを用いてボタン操作を行っていたが、スマ

ートフォンの操作は従来のスティック状の自助具では操

作できない。今回、スマートフォンが利用できるように導

電性のあるスタイラスを製作したのでここに報告する。 

 

 

【社会参加ａ 14:40～16:10 会場：608室】 

608-2-5 箕輪弘美 

おひとり様って楽しい！～C1 頚椎損傷の私が一人で出か

ける理由 

気切をし呼吸器をつけ家では寝たきりの私ですが、外出

は一人でします。母に支度と移乗をしてもらい、呼吸器と

吸引器を電動車椅子に積んで出かけます。危険だと言う人

もいますが子供じゃない私には普通の事だと思ってます。

リスクもあります。ひったくりにあったり、呼吸器のバッ

テリー残量が少なくなったり。全部自己責任だと思ってま

す。覚悟は必要です。でも嬉しい事も嫌な事もあって、い

ろんな気持ちになれる外出は楽しいです。 

608-2-6 早川幸希 

指先の宇宙 

日常には、人工呼吸器のリズムと、窓辺のベッドがあっ

て、それが動けない私の生活空間である。だけど、私は人

差し指で、パソコンを操作し、本を読み、恋をする。指先

から宇宙は広がり、毎日が紡がれていく。そんな私が考え

る、福祉とは、未来とは、生きるとは。小さな家を飛び出

して、ポケットいっぱいの小さな思いを、発表します。少

しだけ耳を傾けていただけると嬉しいです。 

608-2-7 金井謙介 

美術・芸術活動を通じた視覚障害のある子供と家族への支

援活動～the Light on Design Project の活動報告～ 

この活動は視覚障害児とその家族を対象とし、喜びと楽

しみの源である芸術活動を通じて子供の健やかなる成長

を育むことを目的としている支援活動である。“つくる”

を楽しむ、“できる”を見つける、家族への支援の 3 つの

目標の下に、それを達成するために芸術活動やものづくり

を楽しめる場の提供を中心に、キャンプやクライミング、

学習支援、家族懇談会など様々なプログラムを行っている。

本論文ではその概要と事例報告を行う。 

608-2-8 尾崎泰司 

感覚統合訓練器具スペースホッパーの新たな試み 第２

報 

昨年に報告したスペースホッパーの新たな試みの第２

報。前回の報告では前庭・固有刺激だけでなく、視覚・聴

覚への刺激も入力できるようにしたということであった

が、その結果、上下運動による前庭刺激によって、子ども

がどのように変化したのか、視覚・聴覚の刺激によって介

助者との間にどのようなコミュニケーションが生まれた

のか、臨床報告を行う。 

608-2-9 糟谷佐紀 

公的介護サービスの居住地外給付に関する自治体の運用

手法に関する調査 

本研究の目的は、日常的に介護を必要とする高齢者や障

害者が、旅行先でも公的介護サービスを受けられる可能性

を探ることである。5 都道府県の高齢者、障害者対応窓口

を対象に、居住地外利用の要望の有無、その時の対応、利

用した制度について尋ねた。高齢者より障害者からの要望

が多く、障害者の要望の約 9 割が認められたのに対して、

高齢者は約 6割程度しか認められていないことが分かった。 

608-2-10 田中栄一 

デュシェンヌ型筋ジストロフィーにおける運動機能障害

の重度化に伴う支援技術の変遷について 

平均死亡年齢が変化したデュシェンヌ型筋ジストロフ

ィー（以下ＤＭＤ）であるが、運動機能障害が重度化する

ことによって、例えば、車いすでは、手動車いすから電動

車いすへと、従来と同じような手段であり続けることが困

難となる。この変化は、DMD において、活動障害が生じて

くる年齢の差こそあれ、困難さの特徴は似通っている。今

回、移動やコミュニケーション面など、進行に伴う、道具

利用の変遷について検討する。 

 

 

【社会参加ｂ 16:20～17:35 会場：608室】 

608-2-11 島本敬士 

NPPV（非侵襲的陽圧換気療法）を活用した私（Ｃ２頸髄損

傷）の生活 

Ｃ２頸髄損傷の筆者が２年半の入院生活を経て、気道切

開をせずに、ＮＰＰＶ方式で人工呼吸器を利用し、家族と

ともに自律生活している。電動車いすや介助用車いす、シ

ャワーキャリーを利用した排泄や入浴、起立訓練装置や介

護用リフトなど、さまざまな福祉用具とそれらを活用する

住環境の中で、パソコンとインターネットを利用し書籍出

版やオンライン新聞への連載を実現した。 

608-2-12 半田康祐 

車椅子の介護士 

私は、20代初めに車の事故により中途障がい者となりま

した。現在、デイサービスで介護の仕事（生活相談委員）

をしています。障がいを持つ人＝介護、介助を受ける人と

思われがちですが、障がいを負ったからこそ見えること、

気付くこともあります。私が仕事をするなかで、感じた自

分の可能性などについて、紹介したいと思います。 

608-2-13 小林海斗 

道具のくふうでかわってきた僕の生活 

僕はのうせいまひで生活どうさは、全介助ですが、はた

け山先生やたくさんの方に技術しえんやじょうほうをも

らって、パソコンやデジカメのそうさができるようになり

ました。また、電動スタンディング車いすをつかって自分

でかじょうな筋きんちょうをおとしながら、長時間のデス

クワークがかのうになりました。みんなと同じ目線でカメ

ラもとれるようになりつつあります。将来はもっと自分で

できることをふやしたいです。 

608-2-14 中尾彰宏 

頸椎損傷（C6B2）の歯科医師としての社会復帰 

歯科医師の免許を得て 6年目に、事故で頸椎を損傷し四

肢麻痺（C6B2）の障害を持つ。１年半の入院生活を経て社

会復帰し、再び歯科医師としての活動を目指す。２年経過

した現在の、手が動かない歯科医師としての活動報告。 

608-2-15 圓井陽子 

一緒に学び、一緒に生きるための私の取り組み１、２、３ 

重度心身障害の私は義務教育を地元で受け、高校受検、

聴講選考にも挑んだが不合格。しかしその後 T高校で、私

が授業に参加できる学校開放の取り組みが始まった。一方、



障がいの有無に関わらず一緒に活動して人権を学ぶボラ

ンティア講座に継続参加し、バリアフリーマップや人権啓

発 DVDを作成した。今後も、みんなと学び生きる人生は変

わることなく、ＶＯＣＡも活用しながら私達を障害者にし

ている社会にもしなやかに飛び込んでいく。 

 

 

【車いす・乗り物ａ 10:10～11:40 会場：大会議室】 

700-2-1 香田潤 

重症筋無力症患者のリハビリテーション自転車－特注自

転車機材と評価装置 

法的障害者欠格条項のない自転車利用。各種安全装置、

適切なハンドル、ブレーキ、サドル高、フレーム、クラン

ク、ギア、変速機等を吟味した特注車ならば、重症筋無力

症患者が安全かつ呼吸器や膝へ少ない負担で筋力残存部

位に適正負荷をかけて耐久性向上を期待できる運動器具

にして移動手段になる。GPS や心拍計等の計測機器を搭載

し電子記録し専門医による長期的監視下で運動プログラ

ムを通勤等日常的な移動を通じ実施可能である。 

700-2-2 岩崎満男 

ハンドバイク駆動特性の検討（第２報） 

近年、健常者のサイクリングと同様に、脊髄損傷者（以

下、脊損者）など車いす使用者の移動手段としてハンドバ

イクが注目されている。昨年の発表では駆動特性の基本的

な特性を明らかにした。今回、より可変的な駆動特性計測

のために、計測用ハンドバイク駆動装置の製作および計測

を行ったので報告する。 

700-2-3 鈴木重信 

立位歩行と座位移動を併せ持つモビリティデバイスの改

良 

本モビリティデバイスは対麻痺者の装具歩行を支援す

るための機器として開発した。車いす上で、介助なしに歩

行補助装具を装着し、起立し、装具歩行に移行する一連の

動作を支援する機能を簡易電動車いすに組み込み、比較的

長い距離は装具を装着したまま車いすで移動し、目的に応

じてシームレスに装具歩行へ移行できるものである。試作

機に装具膝関節の固定治具及び装具歩行時に使用する杖

の保管に関して改良したので報告する。 

700-2-4 寺島正二郎 

ティルト時に重心変化の少ないティルト機構を有する車

椅子の開発 

【目的】ティルト機能を有する車椅子はティルト時に後方

転倒の危険性が高くなる他，ホイルベースが長くなり取り

回しがし難くなる問題点を有する．【方法】そこで，４節

回転リンク機構を応用し，ティルト時においても後方転倒

の危険性が少ない車椅子を開発した．【結果】開発した車

椅子の仕様を示すと共に，ティルト機能による体圧分散の

効果について検討を行った．【結論】結果より，開発した

車椅子の有効性が示唆された． 

700-2-5 松田靖史 

ＣＴ操舵のスポーツ車いす“ヘパイストス２ｂｙ２” 

基本的に日常用車いすの前車輪は自由輪であり、キャス

ターはトレール＝オフセットの直立したキャスターヨー

クにより支えられ後輪操舵により自由に方向付けが可能

です。しかしキャスタ角がプラスになりトレール量が小さ

くなることで、自由度は無くなりキャスターヨークが傾い

た方向に導かれ進む操作特性をキャスターは持ちます。フ

レーム本体を傾けキャスター操舵による走行を楽しむの

が“ヘパイストス２ｂｙ２”です。 

700-2-6 境洋輔 

自転車型歩行補助器「kappo」の開発 

ｋａｐｐｏは自身の足で地面を蹴って移動する屋外用

自転車型歩行器である。残存能力を使用することでリハビ

リテーション効果を図ることができ、安全性や安定性を配

慮した設計で転倒の心配をせずに移動が可能である。自由

な歩行を取り戻すことで、外出意欲や行動範囲の向上・拡

大が期待できる。本稿では開発の経緯と大学病院との調査

結果、Ｇマークの受賞などについて報告をする。 

 

 

【車いす・乗り物ｂ 13:00～14:30 会場：大会議室】 

700-2-7 宇山幸江 

障害児の電動車いす操作能力と発達指標の関連 

本研究の目的は、電動車いす（EWC）使用の障害児を対

象とし各種発達指標と EWC 操作能力の関連を明らかにし、

EWC 交付の指針作成をすることである。結果、認知運動能

力などが EWC操作能力と高い相関を示し、言語理解能力な

どが 30 ヶ月相当以上の発達であれば適切なシーティング

の提供により、幼児でも EWC支給が可能であることが示さ

れた。よって、簡便な発達指標を用い、障害児への EWC交

付対象をスクリーニングできることが示された。  

700-2-8 松尾清美 

重度身体障害児の自立移動を目指した簡易移動機の開発 

下肢や体幹などに障害があり、座位保持や歩行ができな

い学齢期前の障害児は、抱っこやバギーでの介助移動だけ

が可能と考えられている。しかし、学齢期前に歩行に代わ

る移動を獲得すれば、学齢期には電動車いすなどで、安全

な自立移動が可能となるのではないかと考え、施設内など

の室内を簡単なスイッチ操作で安全に自立移動できる簡

易移動機の開発を行い、厚生労働省自立支援機器開発促進

事業の採択で市販化したので報告する。 

700-2-9 沼田晋 

特別なニーズを持つ子ども達のための前輪駆動型電動車

いすの試作 

自分一人では移動できない子どもたちがいる。このよう

な子ども達の単独での移動を支援し、移動体験を実現する

ために前輪駆動型の電動車いすを試作した。この車いすの

特徴は、３つの部分に分解して、自家用車などに容易に積

み込めること、前輪と後輪の間隔を調整して、子どもたち

の成長に適応できることである。さらに、操作能力の低い

子ども達の移動を支援するために、障害物との衝突を回避

する機能が付加されている。 

700-2-10 北野義明 

電動車いす旋回走行特性の検討 

電動車いすの適合を図る際、操作性や環境対応等におい

て旋回走行特性が大きな影響を与える。旋回走行特性は、

駆動輪配置やキャスタ構造、制御システム等によって変化

するため、それらが異なる機種について分析したところ、

各機種固有の旋回軌跡や旋回加速度等が示された。これら

のデータを比較検討するとともに、乗車者や走行操作に与

える影響を考察する。 

 



700-2-11 榊泰輔 

ＳＭＡ患者用ロボットストレッチャーの開発 

ＳＭＡ(脊髄性筋萎縮症)は筋力が進行的に低下し運動

障がいをおこす．我々はある患者から依頼を受け，自立移

動可能な電動ストレッチャーを開発している．対象者は常

に右側臥位で自力での体位変換は不可である．可動域と力

に大きな制限がある指に適した操作デバイスをストレッ

チャーに組込み，対象者に乗車してもらい操作性と視野を

調べた．今後，視覚系の補助機能を開発する予定である． 

700-2-12 二瓶美里 

静電容量式スライダセンサを用いた電動車いすの操作系

の開発 

上肢機能や巧緻性が低下しており，自走用車いすやジョ

イスティック操作が困難な高齢者や障がい者が，得意な動

作で，低負荷かつ上肢の運動器維持を両立することが可能

な入力インタフェースのプロトタイプを開発した．この入

力装置は，静電容量式のスライダセンサで，アームサポー

ト付近に取り付けられた左右のセンサユニット上で人が

手を動かすと，その接触位置を検出することで，電動車い

すの操作を行うことができる． 

 

【車いす・乗り物ｂ 13:00～14:30 会場：大会議室】 

700-2-13 長門五城 

胸郭下支持付座位保持用アタッチメントの効果 

普通型車いすにおける車いす座位に簡便な胸郭下支持

を付加した場合の効果・影響を評価した結果、呼吸機能や

安静座位時の経時的アライメント変化、VAS 疲労度等に良

好な結果が得られたので、簡単に普通型車いす等へ取り付

けでき、且つ応用範囲の広い胸郭下支持付座位保持用アタ

ッチメントを考案した。脳性麻痺等の小児から脳卒中等の

高齢者まで幅広く対応でき、座面調整（座クッションの改

良等）と併用すると、更に効果的である。 

700-2-14 浮田徳樹 

骨盤サポート付き新開発車いすと標準型車いすにおける

座位姿勢比較 

【目的】骨盤後傾座りを防ぐため、バックレストを後傾さ

せ骨盤サポートを付けた車いすを開発した。乗車姿勢の特

徴を調査するため、標準型車いすと比較を行った。【方法】

成人 17名に安静座位を取らせ、圧力分布、身体分節角度、

官能評価を行った。【結果】新開発車いすでは、座圧の減

少や背圧の増加、胸郭部の後傾、高い満足度が得られた。 

【考察】骨盤サポート付バックレストは体圧分散や胸郭下

部支持に重要な役割があると考えた。 

700-2-15 古賀洋 

特別養護老人ホームにおける傾斜角度計測器の臨床使用 

ISO16840－1 に準じた椅子・車いす上での座位姿勢計測

の為に『傾斜角度計測器(HORIZON)』が開発された。今回、

『傾斜角度計測器 （HORIZON）』を用いて、特別養護老人

ホームの車いす利用者の車いす座面上での骨盤と体幹傾

斜角度を計測し、座位姿勢の問題点を検討し、座位補助具

の効果を確認した。併せて、現場における傾斜角度計測の

問題点についても検討した。 

700-2-16 井筒隆文 

病院における座位適合時の傾斜角度計測器を用いた簡易

計測の試み 

当院では、車いす上で不良座位姿勢の方に対しては、良

肢位、ADL 向上のために座位補助具やモジュラー車いすを

取り入れている。車いす上における座位適合が十分に行え

ているかどうか判断するために非侵襲的計測方法の手段

として期待される傾斜角度計測器（HORIZON）を用いて、

簡易計測の試みを行ったので報告する。また設定した車い

すの計測や車いす上における座位姿勢における骨盤・体幹

の簡易計測時の問題点について検討した。 

700-2-17 太田博巳 

学校における姿勢改善 ～こどもの何が変化するのか～ 

重度重複障害のある児童生徒の増加に伴い、勤務する特

別支援学校に於いて、快適に日常生活がおくれることや、

学習意欲を高めることを目的にとした姿勢管理は、私が受

ける全相談件数の 2/3（200 件）以上を占めており、毎年

増加傾向にある。その中で側彎傾向の強い児童の早期対応

と、こぶ固定化傾向にある生徒の対応事例を取り上げ、車

椅子の調整や機種選択による姿勢管理で体調や活動が変

わっていく様子を事例報告する。 

700-2-18 石濱裕規 

ニーズ把握に基づいたシーティング適合サービスの FIMに

よる効果判定 

当院では、ニーズの把握に基づいたシーティング適合サ

ービスを 2007 年より 6 年間継続している。本報告では、

利用者ニーズの傾向と座位能力と目標設定との関連を示

す。また、同期間のシーティング・クリニック利用約 250

名における適合前後の ADL を、 FIM (Functional 

Independence Measure)を用いた評価により検討し、さら

に、同時期の当院入院患者全体約 4300 名の ADL 評価の推

移と比較し、シーティングが ADLに及ぶす効果を検証報告

する。 

 

【ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞｾｯｼｮﾝ 701 9:40～10:10 会場：701室】 

701-1 藤記拓也 

サーボモータを利用したボタン押し装置の試作 

上肢障害により、家電製品や電気設備などのスイッチが

押せない場合、内部を改造して外部のスイッチでコントロ

ールする場合があるが、機構上の問題や制度上の問題によ

り改造することができない場合がある。今回は、ラジコン

用サーボモータユニットで直接ボタンを押す方法により、

内部改造できないマンション設備のインターホンを、外部

から操作する装置を試作したので発表する。 

701-2 竹島久志 

特別支援教育向けスイッチ対応学習型赤外線リモコンの

開発 

特別支援学校では、操作スイッチで電気製品等を制御す

る活動（スイッチ活動）が実施されている。本研究では、

CD ラジカセ等の赤外線リモコンで操作できる装置をスイ

ッチ活動で使えるようにするために、スイッチ接続が可能

な学習型赤外線リモコンを開発した。開発した装置の製作

講座を開催し特別支援学校教員等に製作してもらい、アン

ケート評価を得た。開発した装置の紹介とアンケート評価

について発表する。 

701-3 堀純也 

片麻痺者用ギター演奏補助システムの開発 

本研究は，右半身麻痺の障害者が，かつての趣味であっ

たギター演奏を実現させる事を目的とする．この障害者が

一人でもギター演奏を行えるよう，既存のギターに後付す



る形の演奏補助システムを設計した．このシステムは，左

足のペダル操作により，本来右手で行う「弦を弾く動作」

を代替するものである．設計のために，ギター演奏に必要

な操作力や操作時の負荷を測定した．製作した装置を，実

際にこの障害者に評価をしてもらった． 

701-4 中村詩子 

バネ構造をバックサポート内部に持つ座位保持装置「ツイ

ストイージーズ」の事例報告 

近年、様々なメーカーからモジュラー型の座位保持装置

が発売され、身体支持部に可動機能がある高機能機種も増

えている。本発表ではオーダーメイドの座位保持装置を使

用している利用者に、バネ構造をバックサポート内部に持

つ座位保持装置「ツイストイージーズ」を試乗評価し、処

方した事例について報告する。 

701-5 西田好宏 

二次元移動方向に基づく文字認識エンジンの展開 

任意の空間に書いた文字を認識する検討を行っている。

空中で文字を書く場合には、各ストロークのペンのアップ

ダウン情報を検出するのは困難で、筆記の位置、大きさ、

スピードも千差万別である。そこで二次元の移動方向のみ

を利用して、１文字単位で一筆続け書き文字として認識す

る認識エンジン評価用アプリを開発した。今回、この認識

エンジン技術の応用展開を検討するためにインタラクテ

ィブセッションにてデモを行う。 

701-6 伊藤和幸 

６点タイプライター入力式簡易メモ装置の開発および実

用化 

平成 23年度障害者自立支援機器等開発促進事業により、

中・高齢になってから視力が低下し筆記行動に支障をきた

す中途視覚障害者を対象に、音声出力機能を有する簡易型

電子メモ装置を開発した。機器の特徴として、6 点入力方

式をベースに高度な機能は盛り込まず、音声フィードバッ

ク、簡易編集機能、入力済み文字のパソコン転送機能に機

能を絞り、小型軽量で操作性を追求した。 

701-7 中村俊哉 

静電容量式タッチパネルの画面に貼り付けて用いる外部

スイッチシステムの開発 

現在タッチパネルを用いた携帯電話やタブレット端末

が急速に普及している。タッチパネル操作は多くのユーザ

にとって直感的で容易であるが中には操作しにくいと感

じるユーザも存在する。最新機器を使える事はユーザが操

作を行なう意欲の向上のためにも重要である。今回上記の

課題に対し、単機能だが、複雑な設定や、改造を必要とせ

ず、取り付けが簡単で安価な静電容量式タッチパネル用の

外部入力システムを開発したので報告する。 

701-8 幅田智也 

アンドロイドアプリケーションによる携帯電話（スマート

フォン）呼び出し装置（ナースコール）の開発 

本研究は障がい者のスイッチ動作の信号を近くの介護

者に知らせる福祉機器システムの開発をした。通信方法は

ブルートゥースを用い携帯電話にアンドロイドアプリケ

ーションで受信させる形式とした。今回スイッチ動作信号

の送信機と受信ソフトを開発した。本システムによってコ

ミュニケーション障がいの方が、自分に合ったセンサスイ

ッチを操作することで意思表示の信号を介護者の携帯電

話に知らせることが可能となったので報告する。 

701-9 佐々木正光 

高齢者、幼児ともに使用できるレクレーション性を備えた

機器の開発 

高齢者デイサービスセンターと保育園を運営する当法

人では積極的に異世代間交流としてデイサービスセンタ

ー利用者のところに保育園のこどもたちが訪問する行事

を定期的に行っている。 このたび一歩すすんで、ただの

行事でなく、デイ利用者にも保育園のこどもたちにも有益

で、レクレーション性のある、楽しい訓練機器を提案する。 

 

【ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞｾｯｼｮﾝ 601 10:40～11:30 会場：601室】 

601-1 松尾清美 

背や臀部のずれを生じないギャッチアップ機構と電動ベ

ッドの開発 

これまでのベッドのギャッチアップでは、背上げすると

背や臀部がずれてしまう事が多かった。そのずれによる皮

膚のせん断方向の圧力は大きく、強い痛みを感じほどであ

る。自分で身体を動かせずその圧力を除去できない方では、

褥瘡の原因となることさえある。それを回避するため、介

助者が「背抜き」介助で圧を除去することが一般的である。

そこで、ギャッチしながら背抜きし、且つずれない機構を

開発したので報告する。 

601-2 繁成剛 

モジュラージョイントシステム（JOSY）を使った遊具の研

究開発 第３報 

昨年までモデュラージョイント・システム（JOSY）を用

いた遊具を、通園施設や特別支援学校で試用してきた。そ

の中から見出された課題を４号・５号モデルに反映して試

作した。今回の遊具は、従来のモデルより軽量・小型化し

て、就学前の幼児が遊びやすいように、シートの４隅に張

ったバンジーゴムのテンションを調節できるようにした

結果、よりダイナミックな遊びが観察できた。これらの結

果をまとめて報告したい。 

601-3 野村 友樹子 

手綱式短下肢装具 GSReinの装用性とデザイン 

足関節には張力がかかるワイヤーのみで制御用部品を

持たず、ケーブルにより足関節の動きを制御ユニットに伝

える手綱式短下肢装具 GSRein は意匠性に優れ装用性が高

い。本発表では GSRein の構造が従来の下肢装具に比べて

意匠性が高く、またそれらが装用性の改善にいかに寄与し

ているかを報告する。 

601-4 剣持悟 

短下肢装具 GSReinに必要な足関節制御要素の検討 

ケーブルにより離れた部分に足関節の制御機構が持つ

短下肢装具 GSRein は、従来の下肢装具では適わなかった

制御機能の変更が可能である。我々は歩行パターンや歩行

周期を考慮し下肢装具に必要な機能と強度を検討した。つ

まり、歩き方により、どのような力が足関節継ぎ手にかか

り、そのためにはどのような機構と強度が必要なのか考察

する。また、GSReinを構成する各機械要素の特性と歩行へ

の影響を検証した取組みを報告する。 

601-5 キャンセル 

601-6 上島隆秀 

画期的な移乗方法が可能な電動車いすの開発 

通常、車いすへの移乗では、転倒リスクや介助者負担が

少なくない。我々は、移乗が安全に行える電動車いすを開



発した。特徴として、１）前方移動することで移乗が可能

である、２）骨盤の前方滑りによる「仙骨座り」が起きに

くい、３）バックサポートがないため背部の除圧が可能で

ある、４）座面が電動で昇降する、などが挙げられる。移

動支援だけでなく、日常生活における前方リーチ、作業姿

勢としての座位姿勢改善にも有用である。 

601-7 沖川悦三 

新型電動スタンドアップ車いすの開発－第２報－ 

我々は 1982 年に起立機能を備えたスタンドアップ車い

すを商品化した。その後 30 年の間に 2 度の改良を加え、

昨年の本カンファレンスにて起立機構の改良でシート高

を下げたことを報告した。今回は、昨年の改良に加え細部

を見直し、電動駆動ユニットを加えて市販モデルとして試

作した。日常的な使用にもあまりストレスを感じない仕上

がりとなったので報告する。 

601-8 井上友希 

新しい車いすスポーツ“ヘパイストス２ｂｙ２” 

通常の車いすで自由輪である前キャスターは支えであ

り左右の後輪への２入力で駆動を得ます。ヘパイストス２

by２はフレームを傾ける１入力でキャスタートレールが

プラスの前キャスターで操舵し、手に持ったアウトリガー

で駆動力を得る新しい発想のスポーツ車いすです。従来の

車いすスポーツでは感じられない、身体を傾けたキャスタ

ー操舵により楽しめる車いすスポーツの新しい形を提案

します。 

601-9 片本隆二 

前方移乗のための常設型トランスファーボードと脚上げ

補助装置 

2010 年の脊髄損傷者の前方移乗のための研究を継続し、

具現化した２機種の仕様や評価、試行錯誤を発表する。ひ

とつは利用者が跳ね上げ収納でき、介助者の処置の邪魔に

ならないために常設が可能な「常設型トランスファーボー

ド」である。もうひとつは「脚上げ補助装置」で、足載せ

台の拡張や靴の送り出し機能を追加した。 

601-10 鳥屋部樹 

電動式歩行アシスト訓練器 

歩行訓練器を電動式にすることで身体的に足腰が弱く

なられた方、リハビリが必要な方の歩行時の補助やリハビ

リ訓練の支援に役立てることができるのではないかと考

えました。特徴は、移乗時及び立位状態に合わせ座面の上

下を電動式にして任意の位置に簡単に合わせられるよう

にしたことと、訓練器自体の移動を電動式にしてレバー1

本で前後左右に動かせスピードも変えられるようにした

ことで、簡単な操作で使用できます。 

601-11 児玉真一 

ソフトアクチュエーターを用いた医療・福祉用具等の開発 

－筋電義手ハンドへの新素材誘電アクチュエータの活用

－（第二報） 

われわれは軽量性や静音性の観点から電磁モーターに

変わる駆動装置である誘電アクチュエーターの特徴を活

かした筋電義手のハンド部分の研究開発に着手し、その試

作品を昨年のリハ工学カンファレンスにおいて第一報と

して報告した。今回は、デザインと機構の改変を加えたの

で第二報として進捗状況を報告する。なお、本研究開発事

業は NEDOの助成を受けておこなっている。 

 

601-12 新宅光男 

足趾伸展足関節背屈補助ベルトの実用化 

麻痺足状態にある方々において短下肢装具の着用の可

否判断の基準は難しいとされている。理由として、左右の

靴サイズが異なる、大げさ、室内で滑りやすい、等々の問

題が指摘されている。この問題に対処する事を目的とした

本商品は広島大学大学院保健学研究科 浦辺教授と共同開

発、問題解決を図る一方で新たな問題となっていた装着時

の操作性で簡便な装着を実現した商品の報告を行う。 

601-13 中川昭夫 

取り外し、交換が可能な車いす駆動トルク計測装置 

手動車いすの駆動トルク計測は、計測精度を高くするた

めに移動不可能なフレームに固定した車いすであったり、

計測専用の車いす等が用いられ、臨床で使用する個別のユ

ーザが使用する車いすでの実際の計測に用いることはで

きなかった。新しい通信技術を利用することで、計測シス

テムを組み込んだ車輪を、対象とする車いすに取り付ける

ことで、駆動トルクを計測することが可能になったので報

告する。 

601-14 永崎孝之 

腋窩支持松葉杖調節穴間隔の妥当性の評価 

腋窩支持松葉杖は下肢機能障害等による歩行能力低下

の際に用いる福祉用具である。対象者の十分な歩行能力を

確保するには松葉杖を最適な長さに調整しなければなら

ない。しかし現在流通している松葉杖は伸展棒および握り

用調節穴ともに、木製松葉杖の場合は 40mm間隔（JIS規格）、

アルミなどの金属製松葉杖は 1inch（25mm）間隔が一般的

である。これら松葉杖の調節穴間隔が日本人対象者に妥当

か否かを検討したので報告する。 

601-15 西之原隆宏 

ロボットスーツ HALを用いた慢性期片麻痺患者に対する効

果的な介入方法の検討 

CYBERDYNE 社製ロボットスーツ HAL 福祉用（以下 HAL）

を用いた慢性期片麻痺患者に対する歩行訓練の際，非麻痺

側下肢股関節伸展を意識させたことにより，歩行速度の向

上を認めた．これは HALの股関節屈曲運動の導出筋である

大腿直筋の過緊張が抑制され，麻痺側荷重応答期からの股

関節伸展運動が改善したと考えられた．協調的な歩行パタ

ーンを学習させたい場合，非麻痺側下肢への随意運動に意

識介入が必要であることが示唆された． 
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大会要綱 

 

第 27回リハ工学カンファレンス 

主催 一般社団法人 日本リハビリテーション工学協会 

 

＜開催日＞平成 24年 8月 23日（木）・24日（金）・25日（土） 

＜会場＞アクロス福岡 福岡市中央区天神１丁目１番１号 

＜後援＞内閣府、総務省、経済産業省、厚生労働省、文部科学省、国土交通省、福岡県、福岡市、北九州市、

公益財団法人 テクノエイド協会、独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人 情報

通信研究機構、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人 福祉医療機構、社会福祉法人 

全国社会福祉協議会、特定非営利活動法人日本障害者協議会、日本福祉用具・生活支援用具協会、一般社団法

人 シルバーサービス振興会、公益社団法人 福岡県介護福祉士会、福岡県言語聴覚士会、社団法人 福岡県

理学療法士会、公益社団法人 福岡県作業療法協会、社団法人 福岡県介護支援専門員協会、 

社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会（予定） 

＜協賛＞ＲＥＳＮＡ（北米リハビリテーション工学協会）、ＡＡＡＴＥ（欧州リハビリテーション工学協会）、

ＡＲＡＴＡ（豪州リハビリテーション工学協会）、ＲＥＳＫＯ（韓国リハビリテーション工学協会）、公益社団

法人 日本リハビリテーション医学会、ライフサポート学会、一般社団法人 日本生体医工学会、一般社団法人 

日本機械学会、一般社団法人 日本ロボット学会、公益社団法人 計測自動制御学会、日本義肢装具学会、バイ

オメカニズム学会、日本特殊教育学会、日本生活支援工学会、特定非営利活動法人ヒューマンインタフェース

学会、日本地域福祉学会、公益社団法人 日本理学療法士協会、一般社団法人 日本作業療法士協会、社団法人 

日本社会福祉士会、公益社団法人 日本看護協会、一般社団法人 日本言語聴覚士協会、日本義肢装具士協会、

日本教育工学協会、一般社団法人 日本車いすシーティング協会、臨床歩行分析研究会、感覚代行研究会、日

本リハビリテーション連携科学学会、(NPO)日本シーティング・コンサルタント協会、日本身体障害者補助犬

学会、日本福祉のまちづくり学会 

＜特別協賛＞独立行政法人労働者健康福祉機構 総合せき損センター 

 

大会運営 

 

大会長： 芝啓一郎（独立行政法人労働者健康福祉機構 総合せき損センター院長） 

実行委員長： 寺師良輝（独立行政法人労働者健康福祉機構 総合せき損センター医用工学研究部） 

第 27回リハ工学カンファレンス事務局：総合せき損センター医用工学研究部内 

〒820-8508 福岡県飯塚市伊岐須 550-4  TEL：0948-24-7500（内 160/161） FAX：0948-24-6533 

URL：http://www.resja.or.jp/conf-27 E-mail：conf-27@resja.or.jp 



advice to advance

愛知県瀬戸市坊金町271番地

TEL0561（85）7355　　FAX0561（85）7177

advice to advance

　TAPS　

　Ponseti　

　DARCO　

CEPA　

Rehabilitation

Foot Care

Orthopedic

Hyper-X Plus　








	3公開セミナー.pdfから挿入したしおり
	ページ 1

	5会場案内.pdfから挿入したしおり
	ページ 1

	6日程.pdfから挿入したしおり
	ページ 1

	10広告.pdfから挿入したしおり
	ページ 1
	ページ 2
	ページ 3
	ページ 4


