
プログラム                           第２日目（2017 年 8月 23 日） 

 

第１会場（３０１） 

当事者オーガナイズドセッション 9：30 ～ 11：00    ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰ：島本 卓（兵庫頸髄損傷者連絡会） 
23-1-0S1-1 Sayaka流、頸損生活の楽しみ方 関根 彩香  

23-1-0S1-2 中途障害者の挑戦 大向 優貴 フジ住宅株式会社 

23-1-0S1-3 社会参加のきっかけとなったアメリカ留学と現在の生活 竹村美紀子  

23-1-0S1-4 住環境整備がもたらした、”本当の意味での”バリアフリーな生活 田上 香 特定非営利活動法人ユニバーサルサービスアカデミー 

23-1-0S1-5 脳性麻痺学生の大学生活について 鶴崎 彩乃 特定非営利活動法人ユニバーサルサービスアカデミー 

当事者・家族からの発信（学生・児童） 14：15 ～ 15：45    座長：油田あゆみ（北九州ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ学院） 

23-1-DSK-1 ぼくの伝わる 片山 煌世 東京都立光明学園 

23-1-DSK-2 スイッチ一つで世界が広がる 川田 晃夫 東京都立光明学園 

23-1-DSK-3 筋電位を使ったコミュニケーション機器の事例報告 構井  遼  

23-1-DSK-4 生活や学校で僕が困っていること 松井 繰樹 堺市立城山台小学校 

23-1-DSK-5 『弱視のしんどさをわかってほしい』（学校編） 藤井 亮利 西宮市立甲武中学校 

特別企画 16:00 ～ 17:30    座長：岡田 弥（日本ライトハウス情報文化ｾﾝﾀｰ） 

視覚障害児者の学修と 

暮らしを支える 

支援技術 

～安全で心豊かな生活のために～ 

内容：視覚障害者の中での最近の話題をオムニバス形式でお届けします。 

• 画像認識を利用した「しゃべる地形模型」の開発（日本ライトハウス・金子 研一） 

• 点字・拡大教科書と併用するための「音訳教材」 （日本ライトハウス・久保田 文） 

• 視覚障害者に iPhoneユーザーが増える理由    (日本ライトハウス・松本 一寛) 

• ホーム上の歩行の安全性を考える        （日本ライトハウス・岡田 弥 ） 

イブニングセッション 17:45 ～ 18:45 
イブニングセッション（第 3会場にて） 

※『当事者・家族からの発信（学生・児童）』はイブニングセッションを行いません。 

第２会場（４０１） 

社会参加・就労支援 9：30 ～ 11：00    座長：糟谷 佐紀（神戸学院大学） 

23-2-1-1 
カリフォルニア大学バークレー校での印刷物障害に対する支援 

Alternative Media Center 調査報告 
渡辺 崇史 日本福祉大学健康科学部 

23-2-1-2 第９回 国際アビリンピック フランス・ボルドー大会 参加報告 笹川 友彦 熊本総合医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学院 

23-2-1-3 障害者就労未来予想図 Part2 大屋 正子 パシフィックサプライ株式会社 

23-2-1-4 私たちの福祉機器展「バリフリＢＯＸ」の挑戦 圓井美貴子 徳島県肢体不自由児者父母の会連合会 

23-2-1-5 北海道への難病（特定疾患）患者の集中政策の意義と問題点 香田 潤 香田事務室 

余暇・交通アクセス 16：00 ～ 17：30    座長：北川博巳（兵庫県立福祉のまちづくり研究所） 

23-2-3-1 企業と団体の共同による児童の活動支援 松田靖史 川村義肢(株) 

23-2-3-2 
旅行を快適にする機器・用具の提案 

−重度四肢麻痺者の立場から− その 2 
宮野 秀樹 特定非営利活動法人ぽしぶる 

23-2-3-3 電動車椅子使用者の海外旅行報告 〜学生ボランティアの視点から〜 木田 翔大 神戸学院大学総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部 社会ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科 

23-2-3-4 車いす利用者の国際線航空機搭乗に関する諸問題と解決策検討 河嶋 和子 早稲田大学大学院人間科学研究科 

23-2-3-5 電動車椅子での航空機利用に関するセミナー開催報告 剣持  悟 （一社）日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ工学協会 

イブニングセッション 17:45 ～ 18:45 
イブニングセッション 

  



プログラム                           第２日目（2017 年 8月 23 日） 

 
第３会場（４０２） 

特別支援教育 9：30 ～ 11：00            座長： 北山 淳（大和大学） 
23-3-1-1 学生が思う運動障がいのある子どもへの支援 高原 光恵 鳴門教育大学 

23-3-1-2 下肢の運動障害を併せ持つ高等部生徒への健康指導について 木澤 健司 東京都立墨東特別支援学校 

23-3-1-3 特別支援学校における取組 その２ 佐藤 裕子 横浜市立中村特別支援学校 

23-3-1-4 特別支援学校における作業療法士の支援について 小林  郁 神奈川県立相模原中央支援学校 

23-3-1-5 
特別支援学校（知的障害）におけるコミュニケーションエイド 

STalk2の使用（第 2報） 
廣冨 哲也 島根大学大学院総合理工学研究科 

23-3-1-6 機械学習を用いた読み書き困難の評価〜有効な支援に向けて〜 巖淵 守 東京大学先端科学技術研究ｾﾝﾀｰ 

高齢者支援 14：15 ～ 15：15       座長：長倉 寿子（順心ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院） 

23-3-2-1 
認知症ケアにおける Technology Probe:  

タブレットを用いたライフストーリーの導出 
金築  遥 島根大学大学院総合理工学研究科 

23-3-2-2 大きく変わる排泄介護 ポータブルトイレを検証する 武藤 俊之 NPO法人ｹｱﾘﾌｫｰﾑシステム研究会 

23-3-2-3 介護保険における高齢者への最適な福祉用具提供に向けて 竹嶋 理恵 帝京科学大学 医療科学部 作業療法学科 

23-3-2-4 地域高齢者向けテクノロジーを使ったごみの分別支援 野田 和恵 神戸大学大学院保健学研究科 

当事者・家族からの発信(2) 16：00 ～ 17：00          座長：岡野 善記（株式会社 766） 
23-3-DS2-1 利便性を向上させる電動車椅子の制作事例 土田 浩敬 特定非営利活動法人 ぽしぶる 

23-3-DS2-2 頸損父ちゃんの備忘録 鈴木  太 所属機関なし 

23-3-DS2-3 「つながろう！〜みんなで考える車椅子ユーザーの住まいづくり〜」 神田 憲治 ＮＰＯ法人 自立支援ｾﾝﾀｰおおいた 

23-3-DS2-4 重度身体障害者の自立生活を支える機器活用の工夫 島本  卓  特定非営利活動法人ライフサポートはりま 

イブニングセッション 17:45 ～ 18:45 
イブニングセッション 

 

第４会場（４０３） 

義肢装具・ロボットテクノロジー 9：30 ～ 10：30         座長：谷口 公友（株式会社モルテン） 
23-4-1-1 片側大腿切断者の歩容異常に対する歩行アシストの有効性 只津 美紀 兵庫県立ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ中央病院 

23-4-1-2 板ばね内蔵型空気袋を用いた CPM装置の開発 佐藤 地洋 大分大学大学院工学研究科 

23-4-1-3 上肢装具を用いた頸髄損傷者の食事動作 − すくう動作の解析 − 六名 泰彦 吉備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

23-4-1-4 ＣＦＲＴＰを活用した装具の再調整方法の検討と評価 千原 健司 岐阜県工業技術研究所 

 

制度・災害対応 16：00 ～ 17：00     座長：岩崎 満男（株式会社ファースト・ウェルフェア） 

23-4-3-1 
認知症高齢者を対象とした介護保険制度の住宅改修と福祉用具に対

する要望 -介護支援専門員へのアンケート調査から- 
鈴木 基恵 横浜市総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

23-4-3-2 
重度障害者用意思伝達装置の補装具費支給制度における種目構造の

あり方：市町村等へのアンケート調査から 
井村 保 中部学院大学 看護ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部 

23-4-3-3 ワークショップツールを用いた障害者・高齢者の防災意識の比較 硯川 潤 国立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ研究所 

23-4-3-4 熊本地震における「支援物資としての福祉用具」に関する研究 吉田 泰三 日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ工学協会災害対策委員会  

イブニングセッション 17:45 ～ 18:45 
イブニングセッション（第 2会場にて） 

  



プログラム                           第２日目（2017 年 8月 23 日） 

 
インタラクティブ展示会場（４０５） 

インタラクティブ・セッション（1） 10：00 ～ 11：00 
23-IS-1-1 排泄関連自助具作製の取り組み〜片手で自己導尿するために〜 水本 雄介 兵庫県立ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ中央病院 

23-IS-1-2 市販皿を用いた回転プレートの試作と院内利用に向けた調査 片本 隆二 総合せき損ｾﾝﾀｰ 医用工学研究室 

23-IS-1-3 モジュラー型座クッションの開発 石濱 裕規 医療法人社団永生会 研究開発ｾﾝﾀｰ 

23-IS-1-4 装飾性を考慮した骨格構造上腕能動義手の製作 −第２報− 松本 成将 川村義肢株式会社 

23-IS-1-5 オーダーメイドの食事用自助具に対する効果の検討 東  真紀 平成ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門学校 

23-IS-1-6 
３Dスキャンデータを使用したカスタムメイドクッションの開発 —第

２報— 
辻村 和見 神奈川県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 神奈川リハ病院 リハ工学科 

23-IS-1-7 
高齢者・障害者の姿勢を動的に支持するエアクッションの開発 

〜入手性を高めるために〜 
小林 博光 総合せき損ｾﾝﾀｰ 

23-IS-1-8 書字・食事用自助具の実用化に向けた取り組み 松田 健太 神奈川県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ リハ工学科 

23-IS-1-9 適応型把持機能を有する量産型電動義手の開発 中村 秀正 兵庫県立福祉のまちづくり研究所 

インタラクティブ・セッション（2） 14：15 ～ 15：15 
23-IS-2-1 当法人のデイサービスセンターと保育園のでの口腔衛生教育について 佐々木正光 社会福祉法人 恵友会 

23-IS-2-2 簡易型 EMG バイオフィードバック装置のホームプログラムへの使用経験 鈴木 里砂 常葉大学健康科学部 

23-IS-2-3 公共空間に求められる手すりについての一考察 西平貴代美 手すりについて考える会  

23-IS-2-4 ちょっと楽が心を癒す「ちょい楽バンド」の検証 圓井美貴子 徳島県肢体不自由児者父母の会連合会 

23-IS-2-5 大型キーボードによるタブレット端末への文字入力の試み 田中 芳則 なごや福祉用具プラザ 

23-IS-2-6 
重度脳性麻痺者へのウェアラブルセンサを用いたタブレット端末の

利用例 
山本 暁生 神戸大学大学院保健学研究科 

23-IS-2-7 介護ロボットを活用した介護技術開発支援モデル事業の報告 長束 晶夫 なごや福祉用具プラザ 

23-IS-2-8 ポジショニングを支援するための PAS システムを用いた不随意運動解析 岩崎 優 島根大学大学院総合理工学研究科 

23-IS-2-9 地域生活 20年、電動車いすの変遷から考える生活と活動 麸澤 孝 全国頸髄損傷者連絡会 

インタラクティブ・セッション（3） 16：30 ～ 17：30 
23-IS-3-1 チェアスキー・エキスパートモデルの市販化 沖川 悦三 神奈川県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ リハ工学研究室 

23-IS-3-2 活動的に動くことができる椅子の評価 浅田 晴之 株式会社岡村製作所 

23-IS-3-3 
重度運動機能障害者向けジェスチャ認識スイッチインタフェースの開発 

その３ 
伊藤 和幸 国立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 研究所 

23-IS-3-4 サーボモータを使用したボタン押し装置の応用事例 藤記 拓也 横浜市総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

23-IS-3-5 
電話機能に特化したスマートフォン操作支援装置の開発 

第２報 〜iOSへの対応〜 
寺師 良輝 総合せき損ｾﾝﾀｰ 

23-IS-3-6 脳波制御ロボットによる意思伝達システムの開発と臨床応用 中村 美子 (国研)産業技術総合研究所 人間情報研究部門  

23-IS-3-7 簡便な認知機能評価に向けた点打ち課題ソフトウェアの試作 亀井 大作 四條畷学園大学 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部 

23-IS-3-8 
障がい者の主体的な取組みを促し、同時にリハビリ効果を得るための

ギター演奏補助装置の開発 
熊谷 志子 三重大学工学研究科 

 


