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21世紀の高齢化社会を支援します。

日建リース工業株式会社 介護事業部
マスコットキャラクター レンタクマ

第 33 回

リハ工学カンファレンス in あつぎ
大会プログラム集
メインテーマ

神奈川の中心で、支援技術をかたる
～ そして、リハビリテーション工学の未来へ ～

大会長

沖川 悦三

（神奈川リハビリテーション病院 研究部 主任研究員）
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期】 2018 年 8 月 29 日（水）～ 8 月 31 日（金）
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Greeting
リハ工学カンファレンス in あつぎ へようこそ！

第 33 回
■ 大会長あいさつ

■ 実行委員長あいさつ
第 33 回リハ工学カンファレンス in あつぎへご参加いただきありがとうございます。

第 33 回リハ工学カンファレンス in あつぎ へご参加いただきありがとうございます。

神奈川での開催は、第 2 回の湯河原厚生年金会館、第 11 回の FORUM246、第 17

本カンファレンスでは、
一般口演 66 題、
当事者発表 13 題、インタラクティブ 28 題、

回のウィリング横浜に続き、4 回目となります。関東では他に 4 回開催しており、合

そして学生セッション 13 題（口演 6 題、インタラクティブ 7 題）
、計 120 演題と大

計 8 回目ということになります。

変多くの演題を応募いただきました。皆様のご協力に厚くお礼申し上げます。

リハ工学カンファレンスについてちょっと振り返ってみますと、第 1 回から 4 回

本カンファレンスは、
「神奈川の中心で、支援技術をかたる～そして、リハビリテー

までは、なんと夜 9 時までのスケジュールが組まれていて、会場に宿泊して朝まで議

ション工学の未来へ～」をテーマにしています。開催地である神奈川県厚木市は、神

論するということもありました。論文集も 17 回までは 1 演題につき最大 6 ページま

奈川県のほぼ中心に位置しています。今回、この厚木で生活や支援技術について熱く

で許されていましたので、分厚くて重く、持ち運ぶのがいやになったのを覚えていま

語り合えるように、アフターセッションを新たに設けました。各セッションの発表や

す。現在では CD-R になりましたので、軽いですがその場で見ることができなくなり

質疑応答の時間内で、語りきることができない思いや議論を交わす場として、ご活用

少し不便になりました。

いただければ幸いです。

発表会場も 2 回目までは 1 会場、5 回目までは 2 会場で運営し興味のある演題を

私がリハビリテーション工学と出会ったのは大学 4 年生の 2 月です。第 20 回リハ

あまり逃さず聴講できましたが、その後 3 会場以上で並行して進めるようになり、興

工学カンファレンス in SAGA の実行委員として参加したことは、今でも鮮明に覚えて

味のあるセッションが重なることもおきるようになりました。今回も 4 会場を使いま

います。生活をおこなう上で障害をもつ方が、リハビリテーション工学に携わる方々

すし、建物が古く多少のご不便をおかけしますがどうかお許しください。

と出会うことで、活動の幅が広がり、生活の選択肢が広がることに驚き、その気づき

さて、厚木市は神奈川県のほぼ中央に位置し、丹沢山地、大山の麓から相模川沿い

や視点に感動しました。同時に、リハビリテーション工学に携わる方に出会うことが

にある自然豊かな町です。古来より交通の要として発展してきたようで、現在でも東

できなかった方はどうなのか？という疑問も持つようになりました。しかし今回、実

名高速道路、小田原厚木道路、圏央道（首都圏中央連絡自動車道）のインターチェン

行委員長を任されることになり、リハビリテーション工学について改めて感じるのは、

ジがあり、国道 246 号、国道 129 号、国道 412 号のバイパスが整備され、鉄道では

カンファレンスに参加している人や携わっている全ての人が、これら情報発信のキー

小田急線の「本厚木駅」に特急電車も停車します。ただし、小田急線「厚木駅」は隣

パーソンであること、そしてこの繋がりは、常に新たなネットワークを構築し、広が

の海老名市にあり急行や特急電車は停車しないのでご注意ください。

りつづけています。そして、リハビリテーション工学の未来へ日々広がり続けるのだ

私の勤務する神奈川県総合リハビリテーションセンターは厚木市の北端、七沢温泉
郷の入口にあり 1973 年にオープンしました。その時「リハビリテーション工学」と

と思います。このことは、私だけでなく参加いただいた皆様も感じ取っていることだ
と思います。

いう名称を使って工学部門「リハビリテーション工学研究室」を組織し、日本で最も

本カンファレンスの特別企画では、就労支援や航空機利用をキーワードに、当事者

早くリハ工学を実践した病院でもあります。昨年 12 月 1 日に新病院棟がオープンし

と支援者、企業の立場の方にご登壇いただきます。また市民公開講座では、趣味や余

ましたのでお時間のある方はぜひ覗きに来てください。

暇を楽しむために活用できる福祉用具や生活支援ロボットをキーワードに、当事者と

今回はリハビリテーション工学に縁のある厚木市で開催できることに感謝し、多く
の皆様と神奈川の中心で支援技術について語り合えることを楽しみにしています。

開発者、企業、行政の立場の方にご登壇いただく予定です。当事者を交えた多職種で
の議論だけでなく、皆様から活発な意見をいただき、この特別企画や市民公開講座を
かたちづくり、発信していきたいと思います。
このカンファレンスの場がみなさまの新たな出会いの一助となれば幸いです。
また、熱い議論とともに、厚木の幸も是非ご堪能ください。

第 33 回リハ工学カンファレンス in あつぎ
大会長
（神奈川リハビリテーション病院

研究部

沖川悦三

リハ工学研究室）

第 33 回リハ工学カンファレンス in あつぎ
実行委員長
（神奈川リハビリテーション病院
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研究部

村田知之

リハ工学研究室）

第 33 回リハ工学カンファレンス in あつぎ
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Special Event 1
みんなが元気に働く  社会に向けて
特別企画
〜 障害者雇用と支援技術 〜
1 日時 8 月 29 日（水）16:00 ～ 17:30

障害をもって働いている当事者と支援する側の双方から、現場の声

会場

をお届けします。快適に働くための工夫や継続して働いていくために
心がけることなど、様々な角度から支援技術を議論しましょう。

第１会場（1F 小ホール）
パネリスト紹介

座長

：松 元

		（

健

神奈川リハビリテーション病院
リハ部 職能科

1. 支援者の立場から

）

パネリスト：堀込 真理子
津 田
貴
星
雄 隆
中川 翔次
渡辺 崇史

概要

（

堀込

3. 当事者の立場から

真理子

社会福祉法人東京コロニー IT 事業本部職能開発室 所長
東京都障害者 IT 地域支援センター センター長

）

完全在宅の IT 教育とその後の在宅就労支援に携わっ
ています。2018 年、講習生さん達は IT 機器を作業効
率アップの道具として、また個別の困難さをカバーする

道具として味方につけています。在宅就労も多様になり、
雇用以外にも自営や社会的就労（就労継続Ａ、Ｂ型）の
在宅利用も可能に。労働人生は変化しても、その都度、
相応に再選択ができます。その一方、労働中のヘルパー
制限や、技術過信の誤った合理的配慮など、現代的課題
も出てきています。
略歴

星

私は、進行性の難病により重度身体障害になりました。
リハビリや職業訓練を経て、通勤での就業（1 年）、特
例子会社での在宅勤務（1 年）
、
一般企業での在宅勤務（４
年目）と歩んできました。仕事の仕方については、病状
の進行に伴う身体機能の低下に合わせ就労環境をリハ専
門職の方とともに考え、工夫してきました。この経過に
ついて、結婚や子育てなどのプライベートなことも含め、
お話したいと思います。
略歴

これまで 3 つの会社に従事し、通勤・在宅就労ともに経験
2014 年より現職

1995 年 社会福祉法人東京コロニー 入職
ICT の活用と、テレワークを中心とした就労支援に携わる。
2004 年 東京都障害者 IT 地域支援センター センター長

2. 雇用者の立場から
概要

（株式会社 沖ワークウェル

津田

4. セラピストの立場から
中川

貴

代表取締役社長）

弊社は OKI の特例子会社で、障害者雇用を専門におこ
なっています。最大の特徴は、車いすを使用するなど通
勤の困難な重度肢体障害者の完全在宅勤務です。全国に
居住する約 50 名が、自宅でパソコンとネットワークを

活用して、ソフトウェア関連の業務をおこなっています。
在宅勤務でもバーチャルオフィスシステムを使うこと
により、オフィスに居るのと同じような業務が可能です。
約 20 年間継続している弊社の事例を紹介します。
略歴

1982 年 沖電気工業株式会社 入職
2004 年 株式会社沖ワークウェル設立に参画
2010 年より現職
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雄隆

（東急リバブル株式会社）

概要

5. エンジニアの立場から

翔次

概要

（日本福祉大学

健康科学部

渡辺

福祉工学科

崇史

教授）

自分に合った機器・道具 ( テクノロジー ) の利用は、
多様な生活や活動のためになくてはならないものです。

また、いろいろな経験や本人の気付きを促し、キャリア
を形成する重要な役割を担っているとも言えます。今回
は、障害のある子ども達や学生のキャリアを見据えた修
学支援のエピソードや、就労支援事例を通して、テクノ
ロジー利用者に求められる合理的配慮や基本的な視点、
導入のカンどころなどを共に考えてみたいと思います。
略歴

1987 年 ホシザキ株式会社中央研究所にて要素技術研究，製品
開発・設計に従事
1997 年 社会福祉法人名古屋市総合リハビリテーション事業団
リハエンジニアとして福祉用具の適合相談支援，生活支援機器
開発等に従事
2005 年 日本福祉大学福祉テクノロジーセンター助教授，なご
や福祉用具プラザ嘱託相談員
2008 年より現職 ( 日本福祉大学健康科学研究所 所長兼務 )

（株式会社 Gourd ひさご訪問看護リハビリステーション）

概要

2012 年頃、担当していた C4 完全頚髄損傷の方のパ
ソコン作業環境支援をきっかけに、肢体不自由者のパソ
コン操作支援に興味を持ちました。そして、その興味は
必然的に就労・在宅就労へと繋がりました。勉強目的で
関わりを深めていったこのテーマでは、リハビリテー
ションにおけるいくつかの反省すべき点と課題に出会い
ました。その中で考えたことをもとに取り組んできた内
容と、リハビリテーションが取り組むべき課題をお話し
します。
略歴

2004 年 神奈川県総合リハビリテーションセンター 入職
神奈川リハビリテーション病院
自立支援ホーム、地域リハビリテーション支援センターに作業
療法士として勤務
2018 年 現職および自費訪問型リハビリテーションサービス
R-selection 代表

第 33 回リハ工学カンファレンス in あつぎ

6

Special Event 2
航空機利用に伴う相
互理解
特別企画
〜 みんなのハッピーフライト 〜
2 日時 8 月 30 日（木）13:50 ～ 15:20

車椅子利用者が航空機を使用する際に起こりやすい事柄をパネリスト

会場

それぞれの立場から意見をいただき利用者、支援者、交通事業者、市民
（社会）の相互理解を深めていきます。

第１会場（1F 小ホール）
パネリスト紹介

座長

：剣

		

（

持

悟

一般社団法人日本リハビリテーション
工学協会 理事

コメンテーター：宮 野 秀 樹

		 （特定非営利活動法人ぽしぶる 事務局長）

パネリスト ：吉
黒
河
米

田
沢
嶋
田

哲
直
和
進

朗
子
子
一

1. 安心して、快適に移動
できる社会を目指して

）
概要

（

吉田

哲朗

公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団
バリアフリー推進部長

）

① エコモ財団の事業紹介
② 誰もが安心して、快適に移動できる社会を目指して
（ソフトとハードでの支援）

（１）障害者差別解消法
* 接遇と介助
（２）交通バリアフリー基準及びガイドラインの見直し
航空旅客ターミナル施設
● 航空旅客保安検査場の通路
● 航空旅客搭乗橋

リフト、タラップ、ランプ

航空機

2. 車いすでの
ご搭乗について

● 可動式ひじ掛け
● 機内用車椅子

● 運行用情報提供設備

黒沢

概要

直子

（JAL プライオリティ・ゲストセンター）

日本航空では専用の窓口を設け、病気や障がいにより、
ご搭乗の際にお手伝いが必要なお客さまからのご相談を
承っています。ご相談の内容は様々ですが、今回は特に
車いすでのご搭乗についてお話しします。ご予約時にお
伺いすること、空港でのご案内方法や車いすの取扱い方
法をメインに、航空会社における空港や機内でのサービ
スについてご紹介するとともに、お客さまに安心してご
搭乗いただくための取り組みについてもお話しします。
略歴

1999 年 10 月ＪＡＬプラザ入社
2007 年 4 月ＪＡＬパック出向
2009 年 4 月より現職

● トイレ

通路が 2 以上の航空機は車椅子対応トイレを
1 以上設ける

3. 航空機搭乗の諸課題の
改善提案

略歴

公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団（略称「エコモ
財団」）理事
趣味：スポーツ写真（マラソン、サッカーなど）
障害のある方との旅の経験：2000 年 目の不自由な方の聖地巡
礼の旅（ローマ、アッシジ、エルサレム、死海、ガラリヤ、テ
ルアビブ）、2002 年 ハンセン病回復者と中国のハンセン病回
復者の村を訪ねる旅

学会発表

概要

（早稲田大学大学院

河嶋

和子

人間科学研究科）

車いす利用者とその家族にとって、日本の空港は利用
に適している環境にあるとは言い難い現状があります。
車いす利用者が航空機に搭乗するには、さまざまな手続
きが必要とされていますが、事前に詳細を理解すること
は難しく、難色を示す者、躊躇する者、渡航を諦める者

1. 河嶋和子 , 土井幸輝 , 杉中拓央 , 畠山卓朗 : 2016 車いす利用者
の航空機搭乗に関する現状調査と改善課題．第３１回リハ工学会
カンファレンス
2. 河嶋和子 , 杉中拓央 , 可部明克 : 2017 車椅子利用者の国際線
航空機搭乗に関する諸問題と解決策検討．第３２回リハ工学会カ
ンファレンス
3. 河嶋和子 , 杉中拓央 , 可部明克 : 2017 車いす利用者の国際線航
空機搭乗に関する調査研究 . ATAC カンファレンス 2017

4. ハワイ旅行での私から
の気づきや感じたこと
米田

概要

進一

（兵庫頸髄損傷者連絡会）

完全四肢麻痺であり人工呼吸器を使用している私が、
5 泊 7 日のハワイ旅行にチャレンジしました。身体的な

制限から電動車椅子や人工呼吸器を使用しているため、
搭乗するまでに航空会社と綿密な打ち合わせを行いまし
た。出発当日にはハプニングもありましたが、無事に航
空機を利用することができました。予約から搭乗するま
での手続きや打合せ内容、航空機内の過ごし方などを踏

まえ、私からの気づきや感じたことをお話しします。
略歴

兵庫県明石市在住。2005 年の交通事故により頸髄を損傷。四
肢麻痺となり、人工呼吸器を 24 時間使用している。兵庫頸髄損
傷者連絡会に所属し、セルフヘルプ活動を実施している。

もいます。そこで本研究では、車いす利用者に対するア
ンケートとインタビュー調査により、航空機搭乗に関す
る調査を行ない、航空機搭乗の諸課題を検討し、その改
善提案を行っていきます。
略歴

2016 年 3 月 早稲田大学 人間科学部（通信課程）卒業
2018 年 3 月 早稲田大学大学院 人間科学研究科 修士課程 卒業
2018 年 4 月 早稲田大学大学院 人間科学研究科 博士課程 入学
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Open Lecture
市民
公開講座

趣味や余暇を活かす  リハ工学
日時
会場

8 月 31 日（金）13:30 ～ 15:30
第１会場（1F 小ホール）

福祉機器や生活を支援するためのロボットや AI は、どのような経緯で開発に至
り、どのように使用されるのか？多くの職種（ひと）の連携を深めて身体に何らかの
障害がある方々の生活を豊かにできるような社会に向けて、当事者、支援者、開発
者、社会それぞれの立場からの意見をいただき相互理解と生活向上を目指します。

パネリスト紹介
座長

：井 上

		（

剛伸

国立障害者リハビリテーションセンター
研究所 福祉機器開発部

パネリスト：内 田 享 子
山本  圭治郎
石井 純夫
上村 数洋

1.「ロボットと共生する社会」を
目指したこれからの展開

）
概要

（

内田

享子

神奈川県産業労働局 産業振興課
さがみロボット産業特区推進センター長

）

「さがみロボット産業特区」は、平成 25 年 2 月に国の
地域活性化総合特区として指定され、今年の 4 月から第
2 期計画期間に入りました。人口減少と超高齢社会の到

来を迎えての諸課題への対応や、オリパラ等の開催に向
けた安心・安全の推進のため、ロボットを活用した新た
な取組を進めます。
「ロボットと共生する社会」を目指し、
産業界や県民にとってのメリットを実感していただける
ような今後の展開を紹介します。
略歴

1982 年 神奈川県庁に入庁
2010 年 商工労働局平塚高等職業技術校次長
2013 年 産業労働局かながわ労働センター管理企画課長
2015 年 産業労働局 産業振興課
現在、さがみロボット産業特区推進センター長として勤務

２.装着型パワーアシスト
スーツの紹介
山本

概要

圭治郎

（神奈川工科大学名誉教授）

① 装着型パワーアシストスーツの紹介。エアバッグ、
ベローズを用いたパワーアシストスーツ、スーツ着

めて分かる課題、機器開発における倫理指針「かわ
さき基準」
。

略歴

神奈川工科大学にて平成２年より“介護者を力持ちにする”
パワーアシストスーツの開発を開始し、平成２０年よりリハ
ビリテーション用パワーアシストハンド・レッグの開発も進
めている。現在、神奈川工科大学名誉教授、スマートロボッ
ト開発研究センター顧問・客員研究員、株式会社パワーアシ
スト研究所代表取締役社長。

石井

概要

純夫

（セコム（株）IS 研究所 ヘルスケア G）

食事支援ロボット「マイスプーン」の研究開発の過程
を紹介し、
「機器の開発に必要なもの」を考察します。
「マ
イスプーン」は、手の不自由な人の食事をサポートする
機器です。2002 年に販売開始し、介護ロボットの「草
分け」と言えます。ユーザー、医療者、エンジニアの参
加があって成立した機器です。つまり、機器の開発には
「出会う場」と「コーディネータ」が必要と考えます。
第 33 回リハ工学カンファレンス in あつぎ

セコム（株）に入社
食事支援ロボットの研究を開始
食事支援ロボットの開発に参加
食事支援ロボット「マイスプーン」の営業支援
上肢機能支援ロボットの研究を開始
高齢者向け見守りサービスの研究を開始
現在に至る。

4. 障害者が心豊かに
暮らせる社会を願って

用による抱き上げ動作、等の紹介。
② パワーアシストハンド・レッグの紹介。ベローズを
用いた空気式リハビリハンド、ハンド着用によるリ
ハビリ効果、等の紹介。
③ 真に役立つ機器開発に向けて。試用してもらって初

3. 食事支援ロボット
マイスプーンの紹介
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略歴

1989 年
1991 年
2000 年
2002 年
2005 年
2010 年

上村

概要

数洋

（特定非営利活動法人「バーチャルメディア工房ぎふ」
）

1981 年、交通事故により頸髄損傷 ( 四肢完全麻痺 )
となりました。受傷後、転院先の病院でリハ工学エンジ
ニアと出会い支援を受ける中、環境制御装置はじめ特別

に開発された入力装置によりパソコンを駆使し、仕事や
執筆・CG 制作等をはじめ、講演 ･ 講師活動も行ってい
ます。現在、重度障害者の在宅就業支援に取り組む傍ら、
当事者として福祉機器の開発にも携わっています。受傷
後、再び社会の中に居場所を確保できたように、一人で
も多くの障害者等が、多職種 ･ 職域の連携の元、支援技
術の力を借り、心豊かに暮らせる社会の実現を願ってい
ます。
略歴

1981 年 12 月、交通事故により頸髄損傷 ( 四肢完全麻痺 ) と
なる。以後、リハビリテーション工学の支援の下に、特別に
開発された幾つかの福祉用具・装置を駆使し、家庭復帰・社
会参加を目指すなか、口にくわえた電子ペンでパソコンを操
作し、執筆やＣＧの制作にも取り組んでいる。現在は、岐阜
県の障害者社会参加支援事業の中で、ピアカウンセラーとし
て当事者の立場から相談・支援の取り組みに関わると同時に、
一般就労が困難な重度障害者のための、ＩＣＴを活用した在
宅就業支援団体（厚生労働大臣登録）を立ち上げ取り組んで
いる。岐阜県の情報技術研究所ならびに、全国の研究開発機
関において、当事者の立場より研究開発の場に参加し、福祉
用具・機器の製品化にも携わっている。

第 33 回リハ工学カンファレンス in あつぎ
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Contest
福祉機器コンテスト

30 周年
シンポジウム

Timetable
■ タイムテーブル

福祉機器コンテストの
歴史を振り返る

第 1 会場

（1F 小ホール）

〜 これまでの 30 年、これからの 30 年 〜
日時 8 月 30 日
（木）
11:10 ～ 12:10

（

一般社団法人日本リハビリテーション
工学協会 理事

シンポジスト：田 中 理
中村 茂美
麸澤 孝

プロフィール

シンポジスト紹介

1.コンテストを創めた
経緯など歴史を振り返る
田中

プロフィール

理

（福祉機器コンテスト委員長 1992 ～ 1994）

東北大学工学部機械工学第二学科卒。1973 年神奈川
県総合リハビリテーションセンター開設にあたりリハビ
リテーション工学研究室を創設、現場サイドからの福祉

用具の研究開発と利用者への個別サービスを軸にした工
学的リハビリテーションを模索し、障害児者のリハビリ
テーションに工学の関与が効果的であることを実証して
きた。1987 年横浜市総合リハビリテーションセンター
に転職。工学的リハビリテーションサービスの定着に努
め、臨床工学サービスや障害者 ･ 高齢者住環境サービス
を事業化した。チェアスキー、車いす、電動車いす、簡
易移乗機、階段昇降機など多くの福祉機器の開発や、福
祉機器の標準化（車椅子の ISO や JIS 原案作成）に貢献
した。現在クオルトン研究所代表理事として中国のリハ
ビリテーション、福祉ビジネスの発展に協力するため日
中間のコンサル事業を展開中。日本リハビリテーション
工学協会顧問をはじめ横浜市総合リハビリテーションセ
ンター顧問、日本福祉用具評価センター理事長などを務
めている。
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（アール医療福祉専門学校

中村

第 4 会場

（3F 302 会議室）

（B2 展示室）

行って来ました。作成された自助具から、学内で学生審
査と 30 人以上の教職員の投票により優秀作品を選出し、
10 数年にわたり福祉機器コンテストに応募して来ました。

3.これからの福祉機器コン
テストや福祉機器開発に
求めること
孝

11：30 ～ 12：00
ファーストタイマーズセッション

「リハ工学カンファレンスの楽しみ方」

12:00

12：00 ～ 開会式

12：20 ～ 17：30

12：20 ～ 13：40

13:00

一般口演 1
「コミュニケーション
（１）
」

12：20 ～ 14：00

座長：伊藤 和幸

座長：早川 康之

学生セッション

14:00

一般口演 4
「評価計測（１）」

アフターセッション

展示企業プレゼン①
テクノツール株式会社

展示企業プレゼン③
株式会社 766

展示企業プレゼン④
インターリハ株式会社

14：20 ～ 15：05

14：20 ～ 15：05

14：20 ～ 15：05

座長：上野 忠浩

座長：藤記 拓也

座長：玉垣 努

一般口演 2
「コミュニケーション（２）」

15:00

12：40 ～ 13：40

座長：硯川 潤

アフターセッション

（全国頸髄損傷者連絡会）

アフターセッション

一般口演 3
「特別支援教育」

アフターセッション

一般口演 5
「評価計測（２）
」

アフターセッション

インタラクティブ
展示

13：00 ～ 14：00
インタラクティブ
セッション 1
座長 1：中村 俊哉
座長 2：安田 秀一

14：20 ～ 15：20

12：20 ～
17：30

座長：松田 靖史

企業展示・
福祉機器
コンテスト
展示

インタラクティブ
セッション（学生）

展示企業プレゼン②
本田技研工業株式会社

15：50 ～学生優秀賞授与式

83 年、第 4 頸髄完全損傷によって四肢マヒになる。

92 年頃からリハ工学に興味を持ち、リハ工学カンファ
レンスに参加。
97 年より都内で支援機器、福祉サービスを組み合わせ
た地域生活を開始。
居宅介護 ( 有 ) セカンドステージ 代表
日本リハビリテーション工学協会 理事

受付開始 11：00 （1F大ホールホワイエ）

11:00

茂美

生活機能学という授業で環境因子の勉強をしています。
特に自宅内で活用する福祉用具は国際福祉機器展で実際
に検討し、また対象者のニーズを考えた自助具の作成を

プロフィール

インタラク
ティブ会場

10:00

作業療法学科長）

麸澤

企業展示

（B2 展示室）

9:00

2. コンテストに応募する
ための学生の指導方法
や工夫点など

）

第 2 会場

会場 第１会場
（1F 小ホール）

ユーザーから生活状況を聞きながら、機器開発に向けたヒントを得たいと思
います。また、
これらを生かして福祉分野の質の向上につなげていきましょう。
：山形 茂生

8 月 29 日（水）

第 3 会場

（4F 集会室 B）

（4F 集会室 A）

福祉機器コンテストを振り返り、これからどのように福祉機器と向き合い、

司会

1 日目

16:00

17:00

12：20 ～ 17：30

16：00 ～ 17：30

インタラクティブ
展示

特別企画①

「みんなが元気に働
く社会に向けて
〜障害者雇用と支援技術〜」
座長：松元 健氏

18:30

レンブラント
ホテル厚木

18：30 ～
交流会

第 33 回リハ工学カンファレンス in あつぎ
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Timetable

2 日目

第 1 会場

（1F 小ホール）

第 3 会場

第 2 会場

（4F 集会室 B）

（4F 集会室 A）

9：30 ～ 10：30

11:00

一般口演 6
「スポーツ」

一般口演 7
「機器開発（１）」
座長：岩崎 満男

アフターセッション

アフターセッション

アフターセッション

展示企業プレゼン⑤
日進医療器株式会社

展示企業プレゼン⑧
アロン化成株式会社

11：10 ～ 12：10

一般口演 8
「制度」

座長：岩下 航大

9：00 ～
9：30

9：45 ～ 10：45

11:00

12:00

全員退場
インタラクティブ
展示

13:00

企業展示・
福祉機器
コンテスト
展示

特別企画②

14:00

17:00

18:00
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SIG 代表者
会議

展示企業プレゼン⑬
タカノ株式会社

10：00 ～ 10：45

一般口演 17
「車椅子・シーティング（１）
」
座長：小林 博光

アフターセッション

9：30 ～ 12：40

展示企業プレゼン⑫
株式会社エスケーエレクトロニクス

展示企業プレゼン⑭
株式会社今仙技術研究所

11：20 ～ 12：05

11：20 ～ 12：20

インタラクティブ
展示

座長：麸澤 孝

一般口演 16
「国際セッション」
座長：畠中 規

一般口演 18
「車椅子・
「車椅子・シーティング（2）
」

アフターセッション

座長：北野 義明

9：30 ～
13：30
企業展示・
福祉機器
コンテスト
展示

アフターセッション

開場13：10
受付開始

13：30 ～ 15：30
市民公開講座

「趣味や余暇を
活かすリハ工学」
座長：井上 剛伸

座長：剣持 悟

15:00

展示企業プレゼン⑥
ヤマハ発動機株式会社

15：40 ～ 16：40
一般口演 9
「機器開発（２）」

15：55 ～ 16：40

座長：辻村 和見

一般口演 12
「住まいづくり」

アフターセッション

アフターセッション

アフターセッション

展示企業プレゼン⑦
株式会社ADSムラカミ

展示企業プレゼン⑨
株式会社エルエーピー

展示企業プレゼン⑩
株式会社オカムラ

17：20 ～ 18：20

17：20 ～ 18：20

17：20 ～ 18：20

座長：土田 浩敬

座長：岡田 英志

9：00 ～
9：30

9：30 ～
18：40

13：50 ～ 15：20

当事者セッション 1
「社会参加と自立」

一般口演 15
「自助具」

第 4 会場

（3F 302 会議室）

12：50 ～ 閉会式

〜みんなのハッピーフライト〜」

16:00

（B2 展示室）

（B2 展示室）

アフターセッション

アフターセッション

9：30 ～ 18：40

社員総会

15：40 ～ 16：40

インタラク
ティブ会場

展示企業プレゼン⑪
パシフィックサプライ株式会社

一般口演 14
「旅」

座長：飯島 浩

アフターセッション

企業展示

アフターセッション

11：20 ～ 12：20

「航空機利用への
相互理解

15:00

当事者セッション 3
「人生観・
アクティビティ」

9：30 ～ 10：45

座長：岡野 善記

11：10 ～ 11：55

12：45 ～ 13：35

第 2 会場

8 月 31 日（金）

受付開始 9：10（開場 9：15）

9:00

10:00

座長：橋本 美芽

第 3 会場

（4F 集会室 B）

（4F 集会室 A）

支部代表者
会議

（終わり次第入替15分）

14:00

第 4 会場

（3F 302 会議室）

9：45 ～ 10：30

（入場開始12：25～）

13:00

インタラク
ティブ会場

3 日目

第 1 会場

（1F 小ホール）

（B2 展示室）

一般口演 11
「まちづくり」

福祉機器コンテスト
30 周年シンポジウム

12:00

9：30 ～ 10：30

Timetable

企業展示

（B2 展示室）

受付開始 9：10（開場 9：15）

9:00

10:00

8 月 30 日（木）

当事者セッション 2
「エンパワメント
（気持ち・意識）」

一般口演 10
「機器開発（３）」

座長：鈴木 太

座長：石濱 裕規

アフターセッション

アフターセッション

第 33 回リハ工学カンファレンス in あつぎ

座長：松尾 清美

一般口演 13
「取組・チーム
アプローチ」

座長：河合 俊宏

16：00 ～ 17：00
インタラクティブ
セッション 2
座長１：鈴木 聖貴
座長２：佐々木 誠

14：00 ～
18：40
福祉機器
コンテスト
2018
選考会

16:00

（関係者のみ）

17:00
9：30 ～ 18：40
インタラクティブ
展示

18:00

アフターセッション

第 33 回リハ工学カンファレンス in あつぎ
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Floor Map

Floor Map

■ フロアマップ

1F

4F

第１会場

ボランティア控え室

屋外駐車場で企業展示と

小ホール

和室
さつき

北玄関
リハーサル室
G階段

F階段

楽屋
203

楽屋
202

F階段

1Fへ

C階段
A階段

大ホール受付

C階段

集会室B

警備室

正面玄関

E.V.（4F、3F）
E.V.（4F、3F、B2）

ホワイエ

多目的室

※フロア間の移動は、
A階段をご利用ください。

第 3 会場

楽屋 楽屋
104 105

受付
B階段

A階段

茶室

キッチンカーを設けます。

ホワイエ

舞台

水屋

大ホール

集会室A

休憩スペース
（飲食可 )

受付・総合案内

（クローク、座長・パネリスト・演題受付）

第 2 会場

3F

B2F

E階段

インタラクティブセッション会場

カンファレンス本部
F階段

B1Fへ

企業展示会場

1Fへ
A階段

301
会議室

302
会議室

第 4 会場

303
会議室

C階段

304
会議室

C

B1Fへ

大ホール

B
展示室

A

1Fへ

Ｇ階段

F階段

1Fへ

B階段

B1Fへ
E階段

15
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福祉機器コンテスト会場

第 33 回リハ工学カンファレンス in あつぎ
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Access

Notice for Participants

■ アクセス

■ 参加者の皆様へ（当日のご案内）
至大和

警察署

至新宿
交番
２４６

R

南口

文化会館前

厚木市
文化会館前

郵便局

小
田
急
線

ガスト

〒243-0032 神奈川県厚木市恩名 1 - 9 -20
TEL046-225-2588 FAX046-223-1439

北口

南合同庁舎
１２９

厚木市文化会館

厚木市文化会館

横浜銀行
ミロード１

厚木郵便局前

本
厚
木
駅

ミロード２

R

中町四丁目

ハリカ
神奈川
トヨタ

本厚木駅南口
14 番のりば

１. 参加手続きについて

5. 交流会

おこなってください。

テル厚木」にて交流会を開催します。

なお、企業展示と市民公開講座については、無料で参加

当日の受付もございますので、皆様奮ってご参加くだ

できますので、参加登録は不要です。

さい。

2. 受付

6. 企業展示・福祉機器コンテスト

当カンファレンスに参加される方は、受付で参加登録を

事前参加登録を済まされている方も受付にお越しください。
参加証（名札）
、領収書および論文集（CD）をお渡しします。
【場
【日

きらぼし銀行

ＧＳ
至平塚
東名厚木IC

至小田原

小
急 田急
行
）4 線
0
分

小

（

線
急
分
田 50
）
行
急

（

ほんあつぎ

本厚木駅

「厚木IC」
から

文化会館まで10分

徒歩ルート

【日

ス
バ
行 間
時
1

40

分

町田駅

［ 新 宿 駅 か ら］ 小田急線小田原行で本厚木駅下車（急行約 50 分）

（注）町田からの小田急線は
前方車両に乗車してください。 羽田空港
新横浜駅
後方車両は途中駅で切り離し
江ノ島行きとなることがあります。

会場内での呼び出しはできません。

［ 小田原駅から］ 小田急線新宿行で本厚木駅下車

（約 40 分）

1 階ホールの伝言板をご利用ください。

歩

空港利用

［ 羽田空港から］ 本厚木行直行バス、12 番乗り場

（約 13 分）
  

ガソリンスタンド

第１駐車場
(203台収容)

小ホール・展示室
搬入口

北玄関

第 2 駐車場

［ 利用時間］ ８：００～１８：００

※ 18 時以降に催事がある場合は催事が終了した 30 分後に閉門します。

大ホール
搬入口

246

(76台収容)

南玄関

駐車場・駐輪場のご案内

129

ガスト

厚木市文化会館

［ 駐 車 場］ 360 台 ( 普通乗用車 ) 収容
身障者用駐車スペース 3 台

※貸切バスでご来館される場合は、主催者を通じ事前の連絡が必要です。
※電気自動車用急速充電器完備（有料）

東名厚木 IC
方面

［料
駐車場入口

17

駐輪場

文化会館前
( 自転車・バイク)

第 33 回リハ工学カンファレンス in あつぎ

カンファレンス実行委員の許可の無い録音および撮影は
禁止いたします。

厚木市文化会館の駐車場は、無料でご利用いただけます。

10. 日本リハビリテーション工学協会 新規ご入会

会期中、1 階大ホールホワイエ内に一般社団法人日本リ

4. 会場内での呼び出し

参加種別

9. 駐車場

ハビリテーション工学協会事務局窓口を設置いたしま
す。会員の皆様の年会費納入にも対応いたします。

当日参加申込

日本リハビリテーション工学協会正会員

13,000 円

参加種別

金］ 無料

※当館駐車場が満車となった場合は近隣の有料駐車場をご利用ください。
なお、割引券などの発行は行っておりません。

当日参加申込

3,000 円

学生

協賛団体会員

（1 日のみ参加：5,000 円）

非会員

● 同行者（障害者・高齢者の付添い）
● 初めて当カンファレンスで演題発表す
る障害当事者、およびその家族
（1 日のみ参加：6,000 円）
● 市民公開講座・機器展示の参加

（論文集なし）

15,000 円

無料
（消費税込）

（約 60 分）
  

［中央高速相模湖インターから］ 国道 412 号で厚木方面へ（約 60 分）
相模原
方面

※貴重品のお預かり、日をまたいでのお預かりはできません。

（約 40 分）

［東名高速厚木インターから］ 国道 129 号で厚木市街方面へ
（約 10 分）
(81台収容)

2日目：8月30日
（木）
9時10分 ～ 19時

［ 横 浜 駅 か ら］ 相鉄線で海老名駅下車。
小田急線小田原行で本厚木駅下車

車利用

第 3 駐車場

時】1日目：8月29日
（水）   11時 ～ 18時

（約 40 分）

徒

7. 会場内での録音・撮影

モードに設定してください。

所】1階大ホールホワイエ内

［ 新横浜駅から］ JR 横浜線で町田駅下車。
小田急線小田原行で本厚木駅下車

［ 本厚木駅北口から］ 地図上点線

ご覧いただけます。是非ご参加ください。

会場内では、携帯電話等の電源をお切りになるか、マナー

3日目：8月31日
（金）
9時10分 ～ 16時

バス利用

地下 2 階展示室と屋外駐車場で開催しています。無料で

8. 携帯電話等

3. クローク
【場

［ 本厚木駅から］ 「本厚木駅南口」14 番のりばから
神奈中バス  東京農業大学行（厚 109）で
「厚木市文化会館前」下車
（約 7 分）
  

直

（ JR 横
町
田 浜線
か （
ら 町
）小 田
田 へ
急 ）
線

東名高速

2日目：8月30日
（木）
9時10分 ～ 18時40分

【参加費】下記表のとおりです。

鉄道利用

小田原駅

時】1日目：8月29日
（水）   11時 ～ 17時30分

3日目：8月31日
（金）
9時10分 ～ 12時30分

交通アクセス
新宿駅

所】1階大ホールホワイエ内

8 月 29 日（水）午後 6 時 30 分より「レンブラントホ

生涯学習のポイントについて
＜公益社団法人日本理学療法士協会会員の皆様へ＞

認定理学療法士および専門理学療法士制度の履修ポイントの対象となります。申請方法については、下記日本理
学療法士協会ホームページの 3、履修情報登録審査へのお申し込み方法の箇所をご参照ください。

http://www.japanpt.or.jp/members/lifelonglearning/point/
＜一般社団法人日本作業療法士協会会員の皆様へ＞

2 日間、
または 3 日間の学会参加により生涯学習教育基礎研修 2 ポイント（1 日参加は 1 ポイント）になります。
また発表の場合には、1 演題につき 1 ポイントとなります。申請方法については、下記日本作業療法士協会ホー
ムページをご参照ください。

http://www.jaot.or.jp/
第 33 回リハ工学カンファレンス in あつぎ
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Notice for Chairperson & Presenter
■ セッション座長へのお知らせ

■ 口述発表発表者へのお知らせ

◆ 座長は、当該セッション開始前までに参加手続きと座

1. 発表時間

長受付（1 階大ホールホワイエ内）をお済ませください。
◆ ご担当されるセッションの開始 10 分前までに、会場

へお越しいただき次座長席にてお待ちください。
◆ セッション開始のアナウンスはいたしません。定刻に

なりましたら、セッションを開始してください。
◆ 各セッションの発表時間は以下の通りです。
発表時間

10 分間

質疑応答

4 分間

演者交代時

1 分間

発表時間

8 分間

質疑応答

3 分間

演者交代時

1 分間

インタラクティブ
セッション

発表時間

5 分間

質疑応答

2 分間

インタラクティブ
セッション（学生）

発表時間

5 分間

質疑応答

2 分間

一般口演、
当事者セッション

学生セッション

◆ 発表終了の 1 分前に呼び鈴を 1 回、終了時に 2 回鳴

らしてお知らせします。質疑応答の時間が終了した際
には、呼び鈴を 3 回鳴らします。
◆ プログラムの定時進行のため、時間厳守でお願いいた

します。
◆ 発表者、質問者等の敬称については「◯◯さん」を用

い、
「◯◯先生」は原則として使用しないでください。
◆ 発表者への質問は、所属、氏名、氏名を名乗った上で

行うようアナウンスしてください。
◆ 異なる分野から多くの方が参加されますので、わかり

やすい表現・用語を使用してください。専門用語を使
う場合には説明を加えるなど、初めて聞く方にも理解
できるように配慮をお願いします。
◆ 各口述発表終了後に行われる、アフターセッションの

座長をお願いします。
◆ セッション終了時に、発表者と参加者に対しアフター

セッションの参加を促してください。

７）動 画 を 使 用 す る 場 合 や Macintosh で 発 表 さ れ る

１）一般口演、当事者セッションの発表時間は 10 分間、
質疑応答は 4 分間、演者交代時間は 1 分間です。
２）学生セッションの発表時間は 8 分間、質疑応答は 3
分間、演者交代時間は 1 分間です。
３）発表終了の 1 分前に呼び鈴を 1 回、終了時に 2 回
鳴らしてお知らせします。発表時間は厳守でお願い
します。質疑応答の時間が終了した際には、呼び鈴
を 3 回鳴らします。
４）異なる分野から多くの方が参加されますので、わか

プレゼンテーションを推奨します。

3. 発表データについて
【メディアをお持込みされる場合】

CD-R、DVD-R のみです。CD-RW、MO、フロッピー

専門用語を使う場合には説明を加えるなど、初めて

みの際にはハイブリット（ISO9660）フォーマット

聞く方にも理解できるように配慮をお願いします。

をご利用ください。パケットライト等の特殊な書込

「◯◯さん」を使用し、
「◯◯先生」は原則として使
用しないでください。
６）各セッションの口述発表終了後、口述発表の質疑応
答で十分に議論を尽くせなかったことや聞けなかっ

み機能は読み込めないことがありますのでご使用に
ならないでください。
b ）お持込みのメディアには当日発表されるデータ以外
は入れないようにしてください。
初期コーデックで再生可能なもの（WMV 形式推奨）

に議論し、発表者と参加者が交流するための「アフ

のみとします。

ご参加いただきますよう、よろしくお願いします。

XGA（1024 × 768 ピクセル）に統一いたしますの
アウトの確認をしてください。

１） 発表者は、当該セッション開始前までに参加手続きと
演題受付（1 階大ホールホワイエ内）をお済ませください。
２）発表者は、発表開始の 10 分前までに次演者席（会
場左手前方）に着席ください。
３）発表は、直接発表会場にお越しいただき、発表会場
に備え付けてある PC にメディアを挿入し、発表を
お願いします。セッション当日、発表前の空き時間
であれば、会場内に備え付けてある PC で試写が可
能ですので、会場係にお申し出ください。なお試写
で使用したデータの管理は、ご自身でお願いします。
会場備え付け PC のデスクトップへの保存はできま
せんので、必ず発表時にデータをご持参ください。
４）発表は、PC プレゼンテーションのみです。35mm
スライドやビデオテープは使用できません。
５）発表データは、PC 本体をご持参されるか、メディア
（USB フラッシュメモリー、
CD-R 等）ご持参ください。
６）会場に設置する機材スペックは下記の通りです。
( ア ) OS：Microsoft Windows

付コネクターを必要とする場合は、必ずご自身でご
持参ください。また、AC アダプターは、必ずご用
意ください。
  b ) 発表中にスクリーンセーバーや省電力機能が作動し
ないように設定してください。
c ) 電源のオプションを「常にオン」もしくは「プレゼ
ンテーション」にしてください。
d ) スリープからの復帰時、起動時のパスワードは解除
しておいてください。
e ) ご自身の PC と共に、バックアップ用のデータ（USB
フラッシュメモリー、CD-R）をご持参ください。

d ）発表に使用する PC、プロジェクターの解像度は
で、ご使用の PC の解像度を XGA に合わせてレイ

2. 発表者の受付

】
【PC をお持込される場合（Windows、Macintosh とも可能）

c ） 動画データがある場合、Windows Media Player の

たことなど、発表者、座長、参加者でざっくばらん
ターセッション」を実施します。

遠慮ください。

a ) コネクターの形状は、ミニ D-sub15 ピンです。外

ディスクは一切受付できません。CD-R/DVD に書込

５）発表、質疑及びディスカッションの際は、敬称には

k ) スムーズな進行のために、発表者ツールの使用はご

ション、動画などがある場合は、ご自身の PC での

りやすい表現・用語を使用してください。

2007/2010/2013/2016
第 33 回リハ工学カンファレンス in あつぎ

Windows であっても、特殊なフォント、アプリケー

a ） 使用可能なメディアは、USB フラッシュメモリー、

( イ ) ソフトウェア： Microsoft PowerPoint
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方 は 必 ず ご 自 身 の PC を ご 持 参 く だ さ い。 ま た

演者名等）にしてください。

e ） 使用フォントは、特殊なものでなく、OS:Windows
標準搭載のものをご使用ください。
日本語推奨フォント：
MS ゴシック、MSP ゴシック、MS 明朝、MSP 明朝
など
英語推奨フォント：
Arial、Arial Black、Century、Century Gothic、
Times New Roman など
f ） 保存時のデータファイル名は、「演題番号 _ 演者名」
としてください。

g ）メディアを介したウィルス感染の事例がありますの

アフターセッションについて
１．アフターセッションの時間

一般口演、当事者セッションの終了後に、続けてア
フターセッションをおこないます。
時間は 20 分を予定しています。

２．進行

進行は各セッションの座長にお任せします。口述発
表の質疑応答で十分に議論を尽くせなかったことや
聞けなかったことなどについて、発表者、座長、参
加者でざっくばらんに議論し、発表者と参加者の交
流の場としてご活用ください。

で、最新のウィルス駆除ソフトでチェックしたもの
をご持参ください。
h ）コピーミスを防ぐため、データコピー作成後、他の
パソコンで正常に動作するかチェックしてください。
i ） 発表用データに他のデータ（動画・静止画・グラフ
等）をリンクさせている場合は、
リンクしているファ
イルをパワーポイントファイルと同一フォルダに保
存し、他の PC での動作確認を行ってください。

j ) 発表スライドの 1 枚目は、表題スライド（演題名・
第 33 回リハ工学カンファレンス in あつぎ
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Notice for Interactive session presenter
■ インタラクティブセッション発表者へのお知らせ
１．展示・発表会場

会場はインタラクティブセッション会場（地下 2 階
展示室）です。

受付・展示準備・展示・撤去
第１日目 8 月 29 日（水） 11：00 ～ 12：00
第１日目 8 月 29 日
（水） 12：20 ～ 17：30
展示
撤去

質疑応答 2 分間の持ち時間で順番にプレゼンテー
ションをおこなっていただきます。発表や質疑応答

■ 交流会のご案内
カンファレンス初日の 8 月 29 日（水）夜に、交流会

【搬入・搬出方法】

◆ 宅配便で荷物を送られる場合は下記宛に 8 月 29 日

（水）の午前着指定でお送りください。

と自由に意見交換してください。
i  ) 発表・コアタイム時間以外に会場内に待機する必要
はありません。

  j) 異なる分野から多くの方が参加されますので、わか

◆ 送り先： 〒 243-0032

神奈川県厚木市恩名 1-9-20

厚木市文化会館

地下 2 階展示室

インタラクティブ会場宛

りやすい表現・用語を使用してください。専門用語

第 3 日目 8 月 31 日
（金） 09：30 ～ 12：40

を使う場合には説明を加えるなど、初めて聞く方に

ご依頼主の氏名欄には、演題番号（プログ

も理解できるように配慮をお願いします。

ラム参照）
・発表者名をご記入ください。

k ) 発表者、質問者等の敬称については「◯◯さん」を

発表・コアタイム

用い、「◯◯先生」は原則として使用しないでくだ

インタラクティブ
セッション（学生）

8 月 29 日（水） 14：20 ～ 15：20

インタラクティブ
セッション（１）

8 月 29 日（水） 13：00 ～ 14：00

インタラクティブ
セッション（２）

8 月 30 日（木） 16：00 ～ 17：00

３．発表時間

a ) インタラクティブセッション、インタラクティブ

４．発表方法

a ) インタラクティブセッションは、発表ブースにて、
実物展示および実演を含む発表です。
b ) 発表は、ポスター・実物展示・映像など方法は問い
c ) 各発表者ブースにはパネルを用意いたします。

a ) 展示用パネルは、200cm × 200cm です。
b ) パネルには事務局で予め演題番号（20cm × 20cm）
を掲示します。
c ) 演 題 名、 所 属、 氏 名（ 縦 20cm × 横 70cm） は 各
自 に て ご 用 意 く だ さ い。 ポ ス タ ー は そ の 下（ 縦
180cm ×横 90cm）の展示スペースに展示してく
ださい。
d ) 展示に必要な押しピンは事務局で用意いたします。
e ) 演題登録時にご登録いただいた、電源及びテーブル
は事務局で用意いたします。
f ) テーブルをご利用の方は、展示物を配慮したサイズ
でポスターを貼付してください。テーブルの高さは
70cm、奥行きは 45cm を予定しています。
200cm
100cm
20cm

演題 演題名・所属・氏名
番号 をご用意ください。

20cm

e ) 発表者は、発表・コアタイムの 10 分前までにご自
f  ) 指定の時間に設営、撤収をお願いします。なお、発

〒 243-0018
		 神奈川県厚木市中町二丁目 13 番 1 号
		 TEL．046-221-0001
		 ● 小田急本線本厚木駅（北口）より徒歩 5 分
		 ● 厚木市文化会館から車で約７分です。

の際には、会場係にお訪ねください。また、搬出準備
が整った荷物も会場係の指示にしたがってください。

至大和

警察署

レンブラントホテル厚木
厚木中央公園

【展示方法】

階大ホールホワイエ内）をお済ませください。
身のポスター前に待機してください。

場：レンブラントホテル厚木

水引

ません。
d ) 演者の方は、当該セッション開始前までに受付（1

会

180cm

100cm
演題 演題名・所属・氏名
番号 をご用意ください。

■ 学生セッション、インタラクティブセッ

至新宿

ション（学生）発表者へのお知らせ

交番

「口述発表発表者へのお知らせ」
、
「インタラクティ
ブセッション発表者へのお知らせ」をそれぞれご確
認ください。

a ) 学生セッションの発表演題については、審査員によ

厚木郵便局前

北口

南口

南合同庁舎
R

２．学生セッション、インタラクティブセッション
  
（学生）の優秀演題表彰について

ミロード２
横浜銀行
ミロード１

R

１．発表について

文化会館前

郵便局

小
田
急
線

鈴を 3 回鳴らします。

時：1 日目（8 月 29 日） 午後 6：30 ～

ガスト

いします。質疑応答の時間が終了した際には、呼び

日

１２９

回鳴らしてお知らせします。発表時間は厳守でお願

参加費：5,000 円

本
厚
木
駅

b ) 発表終了の 1 分前に呼び鈴を 1 回、終了時には 2

リボン」をご着用の上、ご発表ください。

送迎バスの準備を予定しています。

厚木市文化会館

は 2 分間です。

◆ 搬出日の宅配便は、ご自身にて手配ください。ヤマト

運輸の着払伝票のみ、こちらで準備いたします。必要

l  ) 演者の方は、各パネル前に用意いたします「発表者

※カンファレンス会場からレンブラントホテル厚木へ

２４６

セッション（学生）の発表時間は 5 分間、質疑応答

さい。

ぜひとも万障お繰り合わせの上、ご参加くださいます

第 33 回リハ工学カンファレンス in あつぎ

第 2 日目 8 月 30 日
（木） 09：30 ～ 18：40
第 3 日目 8 月 31 日
（金） 12：40 ～ 13：30

の開催を予定しております。
ようお願い申し上げます。

は、座長が司会・進行をします。発表後には参加者

２．展示準備・展示・発表時間
展示準備

ター等の前で待機してください。発表時間 5 分間、

Notice of exchange meeting

中町四丁目

ハリカ
神奈川
トヨタ

きらぼし銀行

ＧＳ
至平塚
東名厚木IC

至小田原

る審査により優秀演題を選出し、表彰を行います。
b ) 優秀演題発表審査委員が、当日の発表後、厳正な審
査を行い決定します。
c ) 優秀演題の表彰は 1 日目 8 月 29 日（水）15：50 ～
第 1 会場にて行います。

70cm

＜演題＞

発表内容を
貼付してください。

＜演題＞

発表内容を
貼付してください。

表時間が終了しても、撤去・搬出時間までは撤去し
ないでください。
g ) 撤去時間を過ぎても撤去されなかったポスター等
は、運営事務局にて処分する場合がございますので
ご了承ください。
h ) 発表者は発表・コアタイム時間には、それぞれポス
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Program

1 日目

■ プログラム

第１会場（1F 小ホール）

12：20～13：40 一般口演１
1-1-1

1-3-2

スイッチ利用者のiOS操作を使いやすくする新しい指伝話メモリ（アプリ）

1-3-3

在宅難病患者向け緊急通報装置の機器支援

1-3-4

■ 河合

1-1-5

峰子（県立広島大学

コミュニケーション（2） 座長：上野

康子（埼玉県総合リハビリテーションセンター）

博光（総合せき損センター 医用工学研究室）

多様なポインティングデバイス操作に対する
肢体不自由者向けカーソル移動制御ソフトウェアの開発
■ 渡辺

崇史（日本福祉大学 健康科学部）

第２会場（4F 集会室Ａ）
12：20～14：00
1-2-S1

1-2-S3
1-2-S4

1-2-S6

喜人（宇都宮大学大学院 工学研究科）
賢太（滋賀県立大学

千里（県立広島大学 保健福祉学部 コミュニケーション障害学科）

友子（国際医療福祉大学 成田保健医療学部 作業療法学科）
海路（神奈川工科大学 ロボットメカトロニクス学科）

振動フィードバックを用いた視線入力訓練効果の検証
祥悟（島根大学 総合理工学部 機械・電気電子工学科）

14：20～15：05 一般口演３

1-3-5
1-3-6

特別支援教育

直樹（神奈川リハビリテーション病院 研究部）

中枢神経障害による麻痺手へのスプリント装着の有無での歩行の変化
■ 對間

泰雄（神奈川リハビリテーション病院 研究部）

座長：藤記

インタラクティブセッション１
座長：中村

1-P-1
1-P-2

悟（川村義肢株式会社）

簡易重心動揺計の開発
■ 玉垣

拓也（横浜市総合リハビリテーションセンター）

隆二（総合せき損センター 医用工学研究室）

大東市内の施設・店舗におけるバリアフリー情報について
■ 剣持

1-P-7

將文

回転プレートの院内利用 ～自立度を高める組合わせ選択肢～
■ 片本

1-P-6

崇史（日本福祉大学 健康科学部）

ペットボトル用キャップオープナーとその製作方法
■ 井手

1-P-5

和見（神奈川リハビリテーション病院 研究部）

デジタルファブリケーションを活用した協同型支援機器データベースへの取組み
■ 渡辺

1-P-4

忠浩（横浜市総合リハビリテーションセンター）

ゲーム機を使用した自動車運転補助装置シミュレーターの開発
■ 辻村

1-P-3

努（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）

座長：安田

視覚障害に対応した教材作成のコツに関するデータベース化の試み

1-P-9

俊哉（兵庫県福祉のまちづくり研究所）

リクライニング機能付き障害児用ブランコの試作
■ 上野

裕子（横浜市立中村特別支援学校）

第 33 回リハ工学カンファレンス in あつぎ

努（神奈川県立保健福祉大学 作業療法学専攻）

裕規（医療法人社団永生会 研究開発センター）

健司（東京都立墨東特別支援学校）

光恵（鳴門教育大学）

座長：玉垣

不全型脊髄損傷者に対する免荷式歩行器を用いた歩行練習の効果
■ 浅井

1-3-7

評価計測（２）

生体と非生体に対する各種座クッション使用時の圧分布応答特性
■ 石濱

1-P-8

■ 高原
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貴大（相澤病院 リハセラピスト部門）

14：20～15：05 一般口演５

特別支援学校における取組 その３
■ 佐藤

1-2-3

■ 鳥山

特別支援学校における視線入力機器の導入と実践事例について
■ 木澤

1-2-2

機械システム工学科）

パワーアシストハンドを用いたリハビリテーションシステムに関する研究

■ 長井

1-2-1

工学部

OT学生が地域で暮らす重度頸損者の介助に携わって

■ 高橋

歩行練習にロボットスーツHAL福祉用を併用した脊髄障害の一症例

康之（北海道科学大学保健医療学部）

アプリの使用に向けた階層構成版とスクロール版の比較 〜記憶障害・純粋失読の場合〜

■ 多田

1-2-S5

座長：早川

介助用移動支援機器のためのイージオーダ型電動化ユニットの試作

■ 柴崎

健太（神奈川リハビリテーション病院 研究部）

インタラクティブ会場（B2 展示室）

移動制約者のニーズの捉え方について：
個人の場合と不特定多数の場合の類似点と相違点について

■ 福地

敬太（特定非営利活動法人せんだいアビリティネットワーク仙台市重度障害者コミュニケーション支援センター）

〜ロボットを併用した理学療法介入の取り組み〜

13：00～14：00

学生セッション

■ 土橋

1-2-S2

忠浩（横浜市総合リハビリテーションセンター）

仰臥位で使用するスマートフォン操作用マウススティックとその使用環境
■ 小林

紳一（神奈川工科大学大学院 工学研究科）

充（神奈川リハビリテーション病院・リハビリテーション部 作業療法科）

ALS者のコミュニケーション支援のための地域スタッフとの連携 ～スイッチの変更～
■ 鈴木

1-1-8

その６

潤（国立障害者リハビリテーションセンター研究所）

3Dプリンタで製作した三指つまみ自助具の効果検証 〜筆圧測定分析システムの評価〜
■ 松田

俊宏（埼玉県総合リハビリテーションセンター リハビリテーション工学科）

座長：硯川

8 月 29 日（水）

重度障害者用筋電位測定プログラム「KindenMonitor」の開発
■ 安齋

宜盟（有限会社オフィス結アジア）

評価計測（１）

1 日目

漸増運動負荷時の心拍数増加動態の再現性について
■ 渡邉

コミュニケーション障害学科）

芳則（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）

14：20～15：05 一般口演２

1-1-7

保健福祉学部

重症心身障害をもつ子どもに対するスイッチ操作の獲得に向けた支援
■ 岩瀬

1-1-6

12：40～13：40 一般口演４

名古屋市における視線入力装置の導入事例

■ 高橋

1-1-4

第３会場（4F 集会室B）
1-3-1

■ 田中

1-1-3

和幸（国立障害者リハビリテーションセンター研究所）

Program

失語症者のアプリ使用には，階層構成版よりスクロール版の方が有効か？
■ 坊岡

1-1-2

コミュニケーション（１） 座長：伊藤

8 月 29 日（水）

秀一（金沢福祉用具情報プラザ）

リハケア用生体モデルの開発
■ 石濱

裕規（医療法人社団永生会 研究開発センター）

松葉杖長推計法の妥当性の検討
■ 永崎

孝之（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）
第 33 回リハ工学カンファレンス in あつぎ
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Program
1-P-10

1-P-15

喜人（総合せき損センター 医用工学研究室）

大二郎（タカノ株式会社 ヘルスケア部門 開発課）
邦治（吉備高原医療リハビリテーションセンター）

■ 小林

第１会場（1F 小ホール）
9：30～10：30
2-1-1
2-1-2
2-1-3
2-1-4

博光（総合せき損センター 医用工学研究室）

1-P-S1

インタラクティブセッション
（学生） 座長：松田

2-1-A2

歩行速度と使用者からの距離に適応した歩行車制御用ブレーキパターンの生成

2-1-A3

簡易重心動揺計の精度に関する研究

2-1-A4

■ 金澤

1-P-S2

■ 秋山

1-P-S3

■ 藤田

1-P-S4
1-P-S5

紘熙（中央大学）

電動式手袋による手指麻痺者の生活改善に関する研究
大知（中央大学）

腰痛リスク姿勢を検知して即時に知らせる装着型腰痛予防装置
■ 西村

潤子（中央大学）

秀樹（特定非営利活動法人ぽしぶる）

高位頚髄損傷者のチェアスキー指導法と注意点

聖貴（川村義肢株式会社／日本大学大学院 総合社会情報研究科）

パラリンピック

英暉

冬威（金沢星稜大学 経済学部 経済学科）

重度障害者の自立生活 （みんなこうすれば自立生活できるかもよ）
裕二（Cafeゆうじ屋）

勇太

大輔（一般社団法人 結ライフコミュニケーション研究所）

貴久

生きる希望 ～もっとよくなりたい～
■ 国広

幸恵

第２会場（4F 集会室Ａ）

一般口演７ 機器開発（１）

2-2-5

第 33 回リハ工学カンファレンス in あつぎ

規（横浜市総合リハビリテーションセンター）

清美（佐賀大学 医学部 地域医療科学教育研究センター）

一般口演８ 制度

座長：飯島

浩（横浜市総合リハビリテーションセンター）

福祉用具に関わる制度の現状と課題
■ 松清
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清美（佐賀大学 医学部 地域医療科学教育研究センター）

足駆動椅子（Weltz-self)の適用対象に関する考察
■ 松尾

11：10～11：55

寿彦（滋賀県立大学 工学部 機械システム工学科）

UNI-CUBβをベースにした新しい移動機器の開発
■ 畠中

2-2-4

満男（株式会社ファーストウェルフェア）

障がい児用電動移動装置（DonDonIkooo)使用事例の生活の変化
■ 松尾

2-2-3

座長：岩崎

DIYで製作できる幼児用電動移動ベース
■ 安田

2-2-2

太（愛媛頸髄損傷者連絡会）

「ALS」と共に歩むリハビリテーションに望む事
■ 真下

2-2-1

座長：鈴木

今日からのリハビリ（明日からと言わず）
■ 城本

9：30～10：30

エンパワメント（気持ち・意識）

（これからの）意思伝達装置に求められること ～意思だけでなく気持ちも共に～
■ 山崎

2-1-A8

浩敬（兵庫頸髄損傷者連絡会）

日向子（横浜市立東俣野特別支援学校 中学部1年）

17：20～18：20 当事者セッション２

2-1-A7

座長：土田

特別支援教育から社会に向けてするべき行動

■ 実方

2-1-A6

社会参加と自立

12年間の学校生活を振り返って ～車椅子、PC等について当事者として考えてきたこと、提言～

■ 成木

2-1-A5

スノーボード競技と義肢装具

友彦（熊本総合医療リハビリテーション学院）

最初、誰もこんなことが出来ると思わなかった ～スイッチから始まったこと～

■ 金子

千穂（介護老人保健施設   あさひな）

志紀也（岩手大学大学院 総合科学研究科 理工学専攻）

■ 小原

1-P-S7

直也（島根大学大学院 総合理工学研究科）

運動努力に応じた多様な指運動を可能とする上肢リハビリ用電動グローブシステム
■梶

1-P-S6

汐里（神奈川工科大学大学院 工学研究科）

舌インタフェースの高度化による舌操作型電動車いすの操作性向上
■ 中居

第四番頸髄損傷者のチェアスキーチャレンジ 蔵王編

■ 亀尾

大学生に対するキャンパス内のAEDの設置場所や使用に関する認知度調査

航大（公益財団法人鉄道弘済会 義肢装具サポートセンター 理学療法士）

正樹（日本身障運転者支援機構）

15：40～16：40 当事者セッション１

靖史（川村義肢株式会社）

座長：岩下

8 月 30 日（木）

身障ドライバー用レース車輌の開発

■ 鈴木

2-1-A1
14：20～15：20

一般口演６ スポーツ

■ 笹川

スイッチ押しロボットの入力インターフェース開発

2 日目

■ プログラム

■ 宮野

間欠式バルーンカテーテル用箱型自助具の開発
■ 難波

Program
■ 佐藤

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3報～
■ 末田

1-P-14

公友（EIGHT HANDS）

３Ｄプリンタによる車いすレース用グローブの作成
■ 江原

1-P-13

晶夫（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）

３Dプリンタを用いた電動車いす用ジョイスティックのカスタマイズ製作
■ 谷口

1-P-12

8 月 29 日（水）

見守り介護ロボットのアセスメント活用
■ 長束

1-P-11

1 日目

あゆみ（東京大学 先端科学技術研究センター 人間支援工学分野 近藤武夫研究室）
第 33 回リハ工学カンファレンス in あつぎ
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Program
2-2-6

暁（国立障害者リハビリテーションセンター 研究所）

車いすの技術革新と日本の制度的遅れ
■ 香田

2-2-10

孝二（第一工業大学 工学部 機械システム工学科）

閑子（フランスベッド株式会社 営業企画本部 メディカル商品企画課）

忠彦（日建リース工業株式会社 福岡支店 介護事業部）

17：20～18：20 一般口演１０

2-3-10

裕規（医療法人社団永生会 研究開発センター）

2-P-1

筋電位信号を用いた食道発声法訓練デバイスの提案

2-P-4

克俊（第一工業大学 工学部 機械システム工学科）

2-3-1

2-P-5

公共交通機関における海外と日本のバリアフリーを比較して
■ 島本

卓（特定非営利活動法人ライフサポートはりま）

重症心身障害児（者）の外出先排泄環境に関する事例報告と問題点
■ 植田

瑞昌（日本大学大学院 理工学研究科 博士後期課程）

2-3-4
2-3-5

清美（佐賀大学 医学部）

純一（株式会社武藤技建［NPO法人ケアリフォームシステム研究会］）
俊之（NPO法人ケアリフォームシステム）

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
福祉用具専門相談員へのアンケート調査から
■ 鈴木
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座長：松尾

事故補償と住まい
■ 武藤

2-3-6

住まいづくり

車いす使用者のケアリフォーム事例 〜工務店による在宅生活のサポート〜
■ 吉村

隆二（総合せき損センター 医用工学研究室）

和枝（国際医療福祉大学 成田保健医療学部 理学療法学科）

智之（神奈川リハビリテーション病院 理学療法科）

アクティブユーザー向け車椅子用座クッション(アウルアクティブ)の開発
歩美（横浜市総合リハビリテーションセンター）

軽量・コンパクトな電動リクライニング・ティルト式電動車椅子の製品化（第２報）
雅之（株式会社今仙技術研究所）

障害児向け高機能クッション（アウルキッズ アジャスタブル）の開発
■ 児玉

真一（横浜市総合リハビリテーションセンター）

座長：佐々木
2-P-8

■ 安田

2-P-9

基恵（横浜市総合リハビリテーションセンター）

第 33 回リハ工学カンファレンス in あつぎ

2-P-11

和幸（国立障害者リハビリテーションセンター研究所）

脳波による購買行動支援システム開発可能性の検討

美子（産業技術総合研究所人間情報研究部門ニューロテクノロジー研究グループ）

新型トーキングエイドにおける操作性と新機能に関する評価
■ 中園

2-P-14

義己（システムデザイン・ラボ）

Arduinoマイコンを利用したマウス代替装置

■ 中村

2-P-13

勝令（独立行政法人 労働者健康安全機構 吉備高原医療リハビリテーションセンター）

筋電マウスの開発と事例

■ 伊藤

2-P-12

寿彦（滋賀県立大学 工学部 機械システム工学科）

大浴場における頸髄損傷者の移動補助機器の製作
■ 木下

2-P-10

誠（岩手大学理工学部）

kids Loco Project における移動体験のための電動移動支援機器の開発と普及の試み

■ 杉本

15：55～16：40 一般口演１
２

聖貴（川村義肢株式会社［関東本部］）

剛（東洋大学）

顕（横浜市総合リハビリテーションセンター 研究開発課）

〜主に電動車椅子使用者の立場から〜
2-3-3

2-P-7

座長：鈴木

脊柱側弯を伴う脊髄損傷者に対する褥瘡再発予防における
硬式バックサポートとラテラルサポートの効果について

■ 間山

知的障害や発達障害がある子ども1,164人からみた公共トイレの利用実態
■ 西村

2-3-2

美芽（首都大学東京）

祐馬（神奈川リハビリテーション病院）

腹臥位への姿勢変換機能付き車椅子の活用とその課題

■ 佐藤

座長：橋本

満男（株式会社ファースト・ウェルフェア）

車いすとくっつくスライディングボード ～敷き込み不要でズレにくい～

■ 森田

雄一郎（兵庫県立福祉のまちづくり研究所 ロボットリハビリテーションセンター）

一般口演１１ まちづくり

耕平（神奈川リハビリテーション病院 研究部）

ダイナミックシーティングを応用したシートのデザインと評価

■ 森井

2-P-6

9：45～10：30

多職種チームによる看護外来の取り組み

佳子（神奈川リハビリテーション病院 看護部）

インタラクティブセッション２

■ 片本

健司（岐阜県工業技術研究所 複合材料部）

第３会場（4F 集会室B）

）

延長ペダルを導入した運転免許取得への関わり

■ 繁成

2-P-3

■ 本田

埼玉県総合リハビリテーションセンター
リハビリテーション工学科

インタラクティブ会場（B2 展示室）

淳一（富山県リハビリテーション病院・こども支援センター テクノエイド人材育成部 研究企画課）

ロボットリハビリテーションセンターの開発スキームにより実用化した
排泄支援装置の開発事例

俊宏

2016熊本地震への復興支援報告 ～災害対策委員会での2年間を振り返って～

■ 牧野

CFRTP製下肢装具の実用化

■ 大惠

2-2-15

座長：石濱

（

座長：河合

8 月 30 日（木）

神奈川リハビリテーションセンターにおける筋電義手への取り組み

■ 岩崎

2-P-2

■ 千原

2-2-14

2-3-9

オフライン機能付きエンチャント文字盤の開発
■ 大島

2-2-13

機器開発（３）

取組・チームアプローチ

当院における

■ 丸田

16：00～17：00

泰彦（吉備高原医療リハビリテーションセンター）

2 日目

～かながわリハビリロボットクリニック（KRRC）について～

和見（神奈川リハビリテーション病院 研究部）

頸髄損傷者の巻き爪撮影機器の製作
■ 六名

2-2-12

2-3-7

背上げ時のズレによるせん断力の軽減を目的とした多層式静止型マットレスの開発
■ 松村

2-2-11

座長：辻村

自動寝返り支援ベッドの開発
■ 山内

17：20～18：20 一般口演１
３

2-3-8

振動により音源方向を呈示する耳かけ型補聴システム
■ 仮屋

2-2-9

機器開発（２）

Program
■ 矢後

潤（香田事務所）

15：40～16：40 一般口演９
2-2-8

8 月 30 日（木）

補装具費支給制度における車椅子および座位保持装置の支給決定件数の推移
■ 白銀

2-2-7

2 日目

正吾（日本支援技術協会）

自分の生きる道
■ 古林

翼

第 33 回リハ工学カンファレンス in あつぎ
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Program

3 日目

■ プログラム

第１会場（1F 小ホール）
9：45～10：45
3-1-A1

当事者セッション３ 人生観・アクティビティ

頸髄損傷者のアクティビティー
■ 神野

3-1-A2
3-1-A3

第３会場（4F 集会室B）
3-3-1

空編

幸康（神奈川県頸髄損傷連絡会）

3-3-2

亜砂子

孝（全国頸髄損傷者連絡会）

3-1-1

3-1-4

浩敬（兵庫頸髓損傷者連絡会）

3-3-4

秀樹（特定非営利活動法人ぽしぶる）

3-3-5

進一（兵庫頸髄損傷者連絡会）

■ 片石

3-3-6
3-3-7

3-2-1

一般口演１５ 自助具

車椅子の航空機輸送時の損傷を予防する用具開発

英志（ヒューマン代表）

愛子（社会福祉法人神奈川県総合リハビリテーション事業団 地域リハビリテーション支援センター）
謙介（the Light on Design Project）

潤（国立障害者リハビリテーションセンター研究所）

正樹（日本身障運転者支援機構）
義範（長野工業高等専門学校）

11：20～12：05 一般口演１
６

国際セッション

座長：畠中

規（横浜市総合リハビリテーションセンター）

Effects of Trunk Stabilization Exercise Using IMU Sensor
in Patient with Chronic Low Back Pain
■ Lee

3-2-7

真一（横浜市総合リハビリテーションセンター）

脊髄性筋萎縮症児のための支援機器の開発
■ 藤澤

3-2-6

裕生（パシフィックサプライ株式会社）

脳卒中後遺症の自動車運転再開における
運転補助装置等の工学的アプローチの必要性について
■ 佐藤

3-2-5

任（一般財団法人啓成会 啓成会高等職業技術専門校）

障害者在宅支援における3Dプリンタ活用に向けた課題抽出
■ 硯川

3-2-4

一郎（訪問看護ステーションおたすけまん）

松葉杖使用者の生活を豊かにする松葉杖付属品の提案
■ 金井

3-2-3

義明（石川県リハビリテーションセンター）

頚髄損傷者に対する三指つまみ自助具と補助部品の導入の試み
■ 一木

3-2-2

座長：岡田

座長：北野

電動車椅子の有償定期点検サービスの実施報告（第３報）

■ 児玉

9：30～10：45

車椅子・シーティング（２）

新開発車椅子座面プレートによる滑り座り予防効果の検証

■ 岡田

太（愛媛頸髄損傷者連絡会）

第２会場（4F 集会室Ａ）

浩敬（兵庫頸髓損傷者連絡会）

機器が変われば姿勢が変わる、姿勢が変われば人生が変わる
■ 高橋

多様性に満ちた箱根の旅
■ 鈴木

浩之（株式会社 今仙技術研究所）

11：20～12：20 一般口演１
８

完全四肢麻痺及び呼吸器使用者の初めてのハワイ旅行チャレンジ
■ 米田

義明（石川県リハビリテーションセンター バリアフリー推進工房）

孝（全国頸髄損傷者連絡会）

高位頸髄損傷者の海外旅行に必要なサポート
■ 宮野

3-1-3

座長：麸澤

ロサンゼルス旅行記
■ 土田

3-1-2

旅

博光（総合せき損センター）

電動車椅子の工夫と可能性
■ 土田

11：20～12：20 一般口演１
４

座長：小林

8 月 31 日（金）

在宅での利用を考慮した軽量・コンパクトな電動リクライニング・ティルト式
電動車椅子の開発（第３報）〜走行機構の検討〜
■ 後藤

3-3-3

車椅子・シーティング（１）

3 日目

在宅での利用を考慮した軽量・コンパクトな電動リクライニング・ティルト式
電動車椅子の開発（第２報）〜製品化をめざした設計仕様〜
■ 北野

頸髄損傷35年、過去を振り返って今言えること
■ 麸澤

Program
10：00～10：45 一般口演１
７

海編

四肢麻痺、コミュニケーション障害を持ったことによる、気づきと願い
■ 松本

3-1-A4

善記（株式会社766）

幸康（神奈川県頸髄損傷連絡会）

頸髄損傷者のアクティビティー
■ 神野

座長：岡野

8 月 31 日（金）

Hyun-Ju（康陽大学 医学部 理学療法科）

Classification and Terminology of Assistive Products
- Current topics of ISO9999 and ICF

■ Takenobu Inoue（Research Institute, NRCD）

3-2-8

Seminar for Aviation Staff on Handling Wheelchairs
■ Satoru Kemmochi（Rehabilitation Engineering Society of Japan）
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■ 演題概要

1 日目
8 月 29 日（水）
第１会場（1F 小ホール）
一般口演１

コミュニケーション（１）

座長：伊藤 和幸
1-1-1

坊岡

12：20～13：40

国立障害者リハビリテーションセンター研究所

峰子

県立広島大学 保健福祉学部
コミュニケーション障害学科

失語症者のアプリ使用には、階層構成版より
スクロール版の方が有効か？
失語症者に単語検索アプリを導入する際の、適正を評価
するためのアプリを開発中である。これまで開発・改良
してきたアプリは階層構成であった。しかし、中～重度
の失語症はカテゴリー分類能力も低下する傾向にある。

そこで、本研究ではカテゴリー依存の少ないスクロール
版が有効ではないかと考え開発・検討した。その結果、

四肢麻痺・音声障害を重複してもつ患者や障害者には、
緊急通報が出来ない実態がある。これまで試作を継続し
てきたものを、複数台試作することが出来た。量産する
までの課題を明らかにし、今後の普及をどうすればよい
のかを、検討したので、報告する。
1-1-5

岩瀬

神奈川リハビリテーション病院・
リハビリテーション部 作業療法科

充

重症心身障害をもつ子どもに対する
スイッチ操作の獲得に向けた支援
今回、重症心身障害児の一例に対して指サックやスポン
ジで作製した手指用の握りセンサを用いて、空気圧セン
サスイッチの入力動作訓練を行った。訓練時における肢
位の調整とともにアプローチを行った結果、手指の自発

動作が増加し、スイッチの入力動作能力が向上した。現
在は携帯用会話補助装置による意思表出拡大についても
検討している。今回実施したアプローチ内容、および本
児の経過について考察を加えて報告する。

一概にスクロール版の方が有効とはいえず、スクロール
版使用の困難さやハード面での改良点が示された。
1-1-2

田中

芳則

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

名古屋市における視線入力装置の導入事例
筆者は名古屋市身体障害者更生相談所と連携して、重度
障害者用意思伝達装置を必要とする難病等の方々への訪
問相談と支援を行ってきた。その中でも原則、スイッチ

が使用できる方々は選定・適合を経て意思伝達装置を導
入するが、重度化でスイッチ使用が困難と判断された場
合には、視線入力による方法を検討している。今回、平
成 25 年度から 29 年度までの 5 年間で関わった名古屋
市における視線入力装置の導入事例について報告する。
1-1-3

高橋

宜盟

有限会社オフィス結アジア

スイッチ利用者の iOS 操作を使いやすくする
新しい指伝話メモリ（アプリ）
2014 年から発売している指伝話メモリは絵カードタイ
プの iOS 用アプリで、絵カードや文を選択して合成音
声で意思を伝える。最新バージョンでは、スイッチコン
トロールのハイライトメニューを使わずにメール・SMS
など他のアプリを呼び出すことができる。Apple 社の
Workflow を呼び出す機能もあり、音楽をかける・音
量を調整するといったことも可能。操作性は従来通りシ
ンプルなまま。スイッチ操作を行う人の操作が楽になる。
1-1-4

河合

俊宏

埼玉県総合リハビリテーションセンター
リハビリテーション工学科

在宅難病患者向け緊急通報装置の機器支援 その６
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1-1-8

一般口演２

座長：上野
1-1-6

鈴木

14：20～15：05

コミュニケーション（２）

忠浩

康子

横浜市総合リハビリテーションセンター

埼玉県総合リハビリテーションセンター

ALS 者のコミュニケーション支援の
ための地域スタッフとの連携 ～スイッチの変更～
当センターでは、神経難病を主に平成 20 年から介護休
暇を目的としたレスパイト入院を実施している。昨年、
継続的にレスパイト入院を利用し、重度障害者用意思伝
達装置（以下、意思伝達装置）の操作練習、スイッチ変
更に関わった症例を経験し、カンファレンスで継続した
支援の提供について報告した。この経験から得られた、
コミュニケーション支援の医療と地域との連携の必要性
について報告する。
1-1-7

小林

博光

総合せき損センター

医用工学研究室

仰臥位で使用するスマートフォン操作用
マウススティックとその使用環境
障害の程度にかかわらず、ベッド上での仰臥位ではス
マートフォンを手に持ち、上肢を上げたまま保持するこ
とは困難である。そこで、入手可能性を意識したマウス
スティックとスマートフォン固定スタンドを作製した。
スマートフォンを操作する特殊なデバイスの開発も重要
と思うが、今ある材料と誰でも購入できる素材で低価格
に作製する手法の有効性等についても報告する。

崇史

日本福祉大学

健康科学部

脊多様なポインティングデバイス操作に対する
肢体不自由者向けカーソル移動制御ソフトウェアの開発
先行研究では、ポインティングデバイス操作に困難さを
もつ利用者の障害や操作特性に応じて、カーソルポイン
タの動きを制御するソフトウェアを開発し、その有効性
を明らかにした。今回は、自動クリック ( ホバリング )
ソフトウェアを利用可能とする機能面の充実と、各種制
御モード設定方法やテストモードの改善を行うことでポ
インティングデバイス操作の様子を比較評価でき、適合
支援時の検討ツールとしても活用できるようにした。

第２会場（4F 集会室Ａ）

12：20～14：00

学生セッション

座長：早川

康之

土橋

喜人

1-2-S1

第１会場（1F 小ホール）

渡辺

北海道科学大学保健医療学部

宇都宮大学

大学院

工学研究科

移動制約者のニーズの捉え方について

～個人の場合と不特定多数の場合の類似点と相違点について～

ニーズの把握については、様々なアプローチがある。個
人が特定できている場合には、専門家が本人に対して実

証実験等を行いながら行うことが多く、ニーズを的確に
把握しやすい。不特定多数の場合は対象が明確ではない
ため、ニーズの把握が困難であり、アンケート調査、パ
ブリックコメント、等による様々なアプローチの組み合
わせがなされている。本論では移動制約者に関して、
ニー
ズの捉え方の課題と可能性を明らかにする。
1-2-S2

福地

賢太

工学部

滋賀県立大学
機械システム工学科

介助用移動支援機器のための
イージオーダ型電動化ユニットの試作
運動機能障がいで、自力移動できない子どもたちがいる。
そのような子どもは電動移動支援機器で移動体験をする
ことが自身のハビリテーションに有用とされている。普
段から利用している介助用移動支援機器で移動体験を可
能にする電動化ユニットが提案されている。本研究では
電動化ユニットの主要部をユニット化し、組立て時に寸
法を調整し利用者の介助用移動支援機器に合わせること
が可能な新電動化ユニットの試作をした。
1-2-S3

柴崎

千里

県立広島大学 保健福祉学部
コミュニケーション障害学科

中の単語検索アプリの階層構成版とスクロール版を用い
て使用特性を分析した。課題語の検索場面より、各障害
に由来する操作の混乱や誤り、選択肢となる単語やイラ
ストの認識の困難さが示された。本研究の結果では、記
憶障害に対してはスクロール版が、失読症に対しては階
層構成版が有効である傾向が示された。
1-2-S4

多田

友子

国際医療福祉大学
成田保健医療学部 作業療法学科

OT 学生が地域で暮らす
重度頸損者の介助に携わって
地域で暮らす重度の頸髄損傷者（C4）の介助アルバイ
トをはじめて 1 年が経過した。当初は着替えやリフト操
作などに戸惑い、介助の難しさを実感したが、その中で
頸髄損傷者の合併症予防や自己決定の大切さも学んだ。
学生という立場だからみえる支援機器を中心としたケア
システムや将来の作業療法士としての思いを発表する。
1-2-S5

高橋

神奈川工科大学
ロボットメカトロニクス学科

海路

パワーアシストハンドを用いた
リハビリテーションシステムに関する研究
運動障害における手部のリハビリ機器として、空気圧を使
用したパワーアシストハンドが開発されている。本研究で
は、画像認識ボードとマイクロプロセッサにより手部の動
きに応じてパワーアシストハンドを動かすシステムを提案
する。
1-2-S6

長井

祥悟

総合理工学部

島根大学
機械・電気電子工学科

振動フィードバックを用いた視線入力訓練効果の検証
近年、新たな入力機器として普及されるようになってき
た視線入力装置は、入力速度、入力効率ともに、これま
での入力機器に比べ効率がよい。しかし難点として、操
作が難しいことや、入力したことに対する、触覚への
フィードバックがないことが挙げられる。そこで我々が
開発した視線入力訓練ソフトと、振動フィードバック装
置を用いて訓練することで、視線入力効率における訓練
効果を検証した。

第２会場（4F 集会室Ａ）
一般口演３

座長：藤記

拓也

木澤

健司

1-2-1

14：20～15：05

特別支援教育

横浜市総合リハビリテーションセンター

東京都立墨東特別支援学校

アプリの使用に向けた階層構成版と
スクロール版の比較 〜記憶障害・純粋失読の場合〜

特別支援学校における
視線入力機器の導入と実践事例について

記憶障害者および失読症者各 1 名を対象に、現在開発

特別支援学校における視線入力装置の導入について報
第 33 回リハ工学カンファレンス in あつぎ
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告を行う。使用した視線入力機器は tobii eye tracker
4c、アプリケーションは EyeMot を使用した。対象の
児童生徒は、視線入力のみで操作する環境設定（環境設
定１）と、
「ポインティング操作」を視線入力で行い「確
定操作」をスイッチ入力する環境設定（環境設定２）で

各種座クッション使用時の圧分布応答特性を検討した。
X センサを用いた経時的計測により、生体と非生体との
間で、圧力時間曲線に異なる傾向が認められること、ま
た座クッション素材によっても異なることが示された。
本結果より、長時間の座位による圧集中には生体内因子

操作を行った。複数の事例を報告し、視線入力装置の環
境設定についての考察を行う。
1-2-2

佐藤

裕子

横浜市立中村特別支援学校

特別支援学校における取組 その３
数年前から、特別支援学校において、視線入力装置を活
用した指導実践が多く報告されています。遅ればせなが
ら、本校でも、教員や生徒に対して体験会を行い、さっ
そくの反響がありましたが、本校は校務分掌や教育課程
の再編中で、ＩＣＴ機器の活用を推進する部署はなく、
実践は教員個人に任されています。そこで、指導の継続
を目指し、校内の組織的なＩＣＴ活用推進に向けて、有
志の教員による指導事例と連携や工夫を報告します。
1-2-3

高原

光恵

鳴門教育大学

視覚障害に対応した
教材作成のコツに関するデータベース化の試み
教育の場では既製の教材教具だけではなく日常的に自作
教材が取り入れられている。多様な子どもたちが学ぶ学
校現場では、個に応じた教材作成のニーズは尽きること

がない。しかし作成のコツは経験に基づく細やかなもの
も多く、教員間の引継ぎ事項に含めるには負担も高い。
そこで今回、視覚障害のある児童生徒へ用いる教材作成
時のコツについて、配慮点や使用されやすい素材の特徴
など、データベース化を試みたので報告する。

第３会場（4F 集会室B）
一般口演４

座長：硯川

潤

12：40～13：40

評価計測（１）

国立障害者リハビリテーションセンター研究所

1-3-2

安齋

特定非営利活動法人せんだいアビリティ
ネットワーク 仙台市重度障害者
コミュニケーション支援センター

敬太

重度障害者用筋電位測定プログラム
「KindenMonitor」の開発
筋電位を利用した既製のコミュニケーション機器を適切
に使用するためのモニターアプリケーションとして、筋
電位の検出が可能な開発キットを利用した筋電位測定プ
ログラム「KindenMonitor（筋電モニター）」を開発し

た。仙台市重度障害者コミュニケーション支援センター
が継続的に支援をしている ALS 患者数名に対し、筋電
モニターの評価試験を実施した。今回は、筋電モニター
の仕様や使い方をはじめ、評価試験の結果を報告する。
1-3-3

松田

神奈川県
総合リハビリテーションセンター

健太

3D プリンタで製作した三指つまみ自助具の効果検証
〜筆圧測定分析システムの評価〜

3D プリンタで製作した三指つまみ自助具は使用者の主
観では良い評価を得ているが、客観的な評価がされてい
ない。そこで筆圧測定分析システムを用いて三指つまみ

自助具の効果を検証する。検証に用いる筆圧測定分析シ
ステムは愛知淑徳大にて開発された筆圧感知式タブレッ
ト用のソフトウェアである。筆圧、速度、時間などを測
定することができる。今回、そのソフトウェアを評価し
たので、頸髄損傷者での実施例と合わせて報告する。
1-3-4

鳥山

貴大

相澤病院

リハセラピスト部門

歩行練習にロボットスーツ HAL 福祉用を
併用した脊髄障害の一症例
〜ロボットを併用した理学療法介入の取り組み〜

ロボットスーツ HAL による機能改善治療・機能再生治
療は脊髄再生医療とも併用されていき、新たな治療・評
価の基盤となる医療技術へと発展していくことが期待さ
れている。今回、急性大動脈解離後に不全対麻痺を呈し
た症例に対し、歩行練習の一部に HAL 福祉用を使用し
た。本症例を通じて、ロボットを併用した歩行練習介入
の有効性を実感したので、実践例として報告する .

1-3-1

渡邉

紳一

神奈川工科大学

大学院

工学研究科

漸増運動負荷時の心拍数増加動態の
再現性について
露木たちが提案した、最大下運動負荷での心肺予備能評
価が可能な運動時心拍数増加曲線勾配（I-ECOH）がよ
り有用な指標として利用されるためには、高い再現性
を示すことが重要である。そこで 22 名の健常者に対し
て、午前と午後に運動負荷試験を別日程で実施し、酸素
摂取量の増加に対する心拍数の増加動態から算出した
I-ECOH の再現性を検証した結果、I-ECOH は計測時間
帯によって影響されないことが示唆された。
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第３会場（4F 集会室B）
一般口演５

座長：玉垣
1-3-5

石濱

努
裕規

が寄与していることが示唆された。
1-3-6

浅井

直樹

神奈川県総合リハビリテーションセンター
研究部 リハビリテーション工学研究室

不全型脊髄損傷者に対する
免荷式歩行器を用いた歩行練習の効果
免荷式歩行練習については、不全型脊髄損傷者への有効
性の検討は十分でない。そこで男性慢性期脊髄損傷者 9
名を対象に、免荷式歩行練習の効果について、三次元動
作分析装置、床反力計、表面筋電計を用いて検討した。
免荷式歩行練習後では骨盤前傾が改善し、前遊脚期から
遊脚期の筋活動がより機能的になり、最大歩行速度が増
加した。免荷式歩行練習は不全型脊髄損傷者の歩行練習
として有用であることが示唆された
1-3-7

對間

泰雄

神奈川県総合リハビリテーションセンター
リハビリテーション局 作業療法科

中枢神経障害による麻痺手への
スプリント装着の有無での歩行の変化
脳損傷や脊髄損傷などの中枢神経障害による麻痺手で
は、痙性による筋緊張の亢進が上肢の運動性を阻害す
る。特に歩行時の連合反応による麻痺手全体の筋緊張亢
進は、上肢の運動性だけでなく歩行自体にも悪影響を及
ぼす。今回、脳損傷者と頚髄損傷者へ痙性抑制目的に麻
痺手へスプリントを装着すると歩行に伴う上肢の連合反

応が抑制され、歩行自体にも良好な変化が見られたため、
三次元動作解析装置で分析したので報告する。

インタラクティブ会場（B2 展示室）13：00～14：00

インタラクティブセッション（１）

座長：中村

俊哉

上野

忠浩

兵庫県福祉のまちづくり研究所

14：20～15：05

評価計測（２）

神奈川県立保健福祉大学

医療法人社団永生会

作業療法学専攻

研究開発センター

生体と非生体に対する
各種座クッション使用時の圧分布応答特性
リハケア用生体モデルを用いて、生体と非生体に対する

1-P-1

1-P-2

リクライニング機能付き障害児用ブランコの試作
重度の肢体不自由や発達障害を持つ障害児が利用できる
遊具の一つとして「リクライニング機能付きブランコ」
の製作の要望が療育スタッフより提案された。今回療育
スタッフとエンジニアが協働して仕様を検討し、リクラ
イニング機能と移動機能のある障害児用ブランコを試作
したので報告する。

和見

神奈川リハビリテーション病院
研究部 リハビリテーション工学研究室

ゲーム機を使用した
自動車運転補助装置シミュレーターの開発
身体に障害を持った方の移動手段は多数ある。公共交通
機関はバリアフリー化が進んでいるが、自動車は重要な
移動用具となる。現在、自動車運転補助装置を使用する
ことにより、運転が可能とされる障害者は多く、思い込
みや情報不足で運転をあきらめている方が多い。このシ
ミュレーターは、これらの課題の解決の他、ゲームを通
して、レジャーやレクレーション、コミュニケーション
の支援など多くの目的をもって開発したので報告する。

1-P-3

渡辺

崇史

日本福祉大学

健康科学部

デジタルファブリケーションを活用した
協同型支援機器データベースへの取組み
現在、3D プリンティング技術などのデジタルファブリ
ケーションを支援機器の製作改造に活用している。今回
は、各地域において利用者個々の身体状況やニーズに応

じた機器・道具が提供できるように、クラウド型データ
ベースを利用して、機器・道具のデジタルデータ ( 形状
や各部寸法に関する設計情報 ) に加え、利用者や支援者
の経験や知識が付加できる協同型データベースを試作し
たので、その機能や活用方法について紹介する。

1-P-4

井手

將文

ペットボトル用キャップオープナーとその製作方法
キャップオープナーは、多くの種類のものが市販されて
いるが、(1) 握力を必要とする、(2) 使用時に手指の巧
緻性や手首の複合動作を必要とする、等で使えない方も

いる。本品は握力が低下しかつ視力や認知力も低下した
高齢者や、つまみや握り動作が困難な方が、キャップに
簡単にセットでき、シンプルな「押す」動作で使用でき
るキャップオープナーであり、ボランティアでも制作で
きるよう作製方法についても開示する。
1-P-5

横浜市総合リハビリテーションセンター

辻村

片本

隆二

総合せき損センター

医用工学研究室

回転プレートの院内利用

～自立度を高める組合わせ選択肢～

食べたいものを、食べたい順番で食べられるものとして
考案した「回転プレート」は、当院病室で運用されてい
る。その食事に立ち会う中で、水分補給など属性の異な
る課題を認識し、対策した。ここでは回転プレートを中
心に、改良と組合せとして院内で実践的に採用された機
器を報告する。
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1-P-6

剣持

悟

川村義肢株式会社

大東市内の施設・店舗における
バリアフリー情報について
我々は 2 年に渡って、大東市内の 2 つの駅周辺の施設・
店舗に対してバリアフリー情報の調査を行い、マップの
形にして配布を行ってきた。対象エリア内にあり、日中、
不特定多数が利用する可能性がある店舗や施設をリスト
アップし、マップへの掲載許可が得られたところを調査
した。掲載項目に加えて、調査後に身体障害者補助犬法
や障害者差別解消の認知度についてもアンケートを実施
したので、合わせて報告する。
1-P-7

玉垣

努

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

簡易重心動揺計の開発
近年、高齢者の転倒予防や障がい者のバランス能力の評
価としての客観性が高い重心動揺計のニーズは高まって
きている。しかし、重心動揺計は高価でかつ重量が重く
安易に持ち運べるものではなく地域やリハビリテーショ
ン訓練室レベルでの購入も難しい。今回、持ち運びやす
く安価な重心動揺計を目標に、体重計に用いられるひず

みセンサーを利用し、WIFI で接続して、スマートフォ
ンなどでも計測できる簡易重心動揺計を開発した。

1-P-10

1-P-8

石濱

秀一
裕規

研究開発センター

リハケア用生体モデルの開発
リハビリテーション、移乗・排泄ケアなどの介護実習教
育、福祉機器の性能評価等に多用途に活用可能な生体モ
デルの開発を進めた。座位・立位姿勢の変換が容易で、
麻痺や関節可動域制限様の状態の再現が可能となるヒト
と同程度の重量の生体モデルを、骨標本をベースにして
試作したので、展示報告する。
1-P-9

永崎

孝之

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

松葉杖長推計法の妥当性の検討
松葉杖は歩行能力低下時に汎用される福祉用具である。松
葉杖利用者の安全で十分な歩行能力を確保するためには、

松葉杖を適切な長さに調節する必要がある。臨床では様々
な松葉杖長推計法が提案されているが、推計法の中には適
切な松葉杖長と比較して長いなどの問題点も指摘されてい
る。よって本研究では松葉杖長推定法の妥当性について検
討すると共に、より適切な松葉杖長推定法を提案したい。
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1-P-14

難波

邦治

吉備高原医療リハビリテーションセンター

間欠式バルーンカテーテル用箱型自助具の開発

介護ロボットの活用の促進として見守り機器の導入で介
護報酬加算の要件の見直しが行われる等、介護ロボット
の効果的な活用について様々な取り組みが行われてい
る。なごや福祉用具プラザでは、開発メーカー、介護施
設と協力して見守り機器を利用者のアセスメントに活用

間欠式バルーンカテーテルを用いて排尿管理を行ってい
る頸髄損傷者の中には、自己導尿は可能であるが、カテー
テル先端のバルーンを膨らます操作と、チューブを挟む
ように閉じるクランプの操作が困難で、その操作を介助

するための検討を行った。あわせて見守り機器アプリ
ケーションのアセスメント機能強化について提言し、開
発メーカーが改良に取り組んでいるので報告する。

1-P-11

谷口

公友

EIGHT HANDS

３D プリンタを用いた
電動車いす用ジョイスティックのカスタマイズ製作
電動車いすにおけるジョイスティックには、コの字型、T
型、お椀型をはじめとする既製品が数種類あるが、ユー
ザーの残存機能を最大限に引き出すための微調整ニーズ

を満たすことは出来ない。今回、ユーザー個々の要望に
合わせたジョイスティック製作を 3D プリンタを使って
行った。今後、ジョイスティックのカスタマイズに取り

組むことで電動車いすの操作性向上につなげていきたい。

江原

喜人

総合せき損センター

医用工学研究室

３Ｄプリンタによる
車いすレース用グローブの作成

金沢福祉用具情報プラザ

医療法人社団永生会

晶夫

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

見守り介護ロボットのアセスメント活用

1-P-12

座長：安田

長束

Subject Overview Day 1

マラソンやトラック競技などの車いすレースを行う際、
熱可塑性の樹脂を用いて手作りしたグローブを使用して
いる選手は多い。その際、左右同じ形状のグローブを作
成することが困難であること、思った形状のグローブを
作り上げるのに数か月を要するなど非常に苦労している
のが現状である。そこで、今回、３Ｄプリンタを用いて
グローブ作成の期間短縮を試みたので報告する。

1-P-13

末田

大二郎

タカノ株式会社
ヘルスケア部門 開発課

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 3 報〜
これまで、短時間で利用者に合ったカスタムメイドクッ
ションを作成する為、簡易採型器と 3D スキャナを用い
たクッション作成支援システムの開発を行ってきた。今
回ベースクッションやオプションパーツ設定の為に臀部

形状データを収集する中で、臀部形状データより弊社車
いす用クッション（クッション R・タイプ 4）の形状確
認を行い、また、新たなユーザーを想定した別タイプの
試作作成、評価を行ったので報告をする。

者が行っている場合がある。前回我々は、注射器とラッ
チを用いた自助具を開発し報告した。今回は、バルーン
を膨らます操作とクランプを閉じる操作が一度で行える
箱型の自助具を新たに開発したので報告する。
1-P-15

小林

博光

総合せき損センター

医用工学研究室

スイッチ押しロボットの入力インターフェース開発
IoT スイッチ押しロボットの入力インターフェースを開
発したので報告する。PC 電源、
ドアホンなど物理スイッ
チの操作支援に、安価で入手できる IoT スイッチ押しロ
ボットが利用できると利便性が高まるが、スマートフォ
ンを入力装置とするため、スマートフォンを操作しない
方、操作に支障がある方は利用できない。試作した入力

インターフェースは、スマートフォン、通信回線を使用
することなく IoT スイッチ押しロボットを操作できる。

インタラクティブ会場（B2 展示室）14：20～15：20

インタラクティブセッション（学生）

座長：松田

靖史

金澤

汐里

1-P-S1

川村義肢株式会社

神奈川工科大学

大学院

の AED に関する認知度調査を行なったところ、使用方
法や効果はほとんどの対象が知っていたが、対象の約
7 割は設置場所を知らなかった。一方、約半数の対象が
AED による救命処置には自信がないと回答したことか
ら、継続的な AED を用いた救命講習の実施や設置場所
の確認方法の工夫が必要であることが示唆された。

直也

島根大学大学院

1-P-S3

藤田

千穂

介護老人保健施設 あさひな

簡易重心動揺計の精度に関する研究
近年、重心動揺計を用い、重心動揺の比較から治療効果
の判定指標としている報告が多くみられる。しかし、重
心動揺計はコスト面から導入が難しい。現在、玉垣は簡
易重心動揺計の開発を行っている。実際に臨床で使用す
ることを考慮した場合、対象者を乗せた状態での重心変
動を計測することが求められる。そのため重心変動にお
いて、精度の高い重心動揺計と比較し、どの程度誤差が
生じるか検証した。
1-P-S4

中居

志紀也

岩手大学大学院
総合科学研究科 理工学専攻

舌インタフェースの高度化による
舌操作型電動車いすの操作性向上
本研究では、
「口の中の手」とよばれるほど自由度が高く、
頸髄損傷においても機能が残存しやすい「舌」に着目し
たインタフェースを開発している。本手法は、人工知能
を用いることで、顎下部の筋活動パターンから舌運動を
識別し、電動車いす操作を実現するものである。ただし、
筋電センサを装着するたびに、キャリブレーションが必

工学研究科

自動体外式除細動器（AED）へのアクセスの遅延は蘇
生率を低下させる。大学生 88 名を対象とした大学内

秋山

実験データを用いブレーキ制御の精度を評価した。

要であり、わずらわしさがあった。本発表では、キャリ
ブレーションフリーな新手法について紹介する。

大学生に対するキャンパス内の AED の
設置場所や使用に関する認知度調査

1-P-S2

容）は体格や運動機能により異なり個人の歩容に合わせ
た自動ブレーキをかけることが難しい。そこで、高齢者
の 20 ～ 30m の平地歩行を学習し、歩行速度と使用者
からの距離に応じて自動ブレーキを制御するブレーキパ
ターンの生成手法を提案する。高齢者９名、学生８名の

総合理工学研究科

1-P-S5

梶

紘熙

中央大学

運動努力に応じた多様な指運動を可能とする
上肢リハビリ用電動グローブシステム
筋活動入力で作動し、複雑な指運動を可能とする革製電
動グローブを片麻痺患者 1 名の上肢機能回復訓練に適用
した。訓練内容は５指伸展運動 20 分間、拇指と示指に
よるピンチ動作 20 分間の計 40 分間で、介入期間は 2
週間とした。評価は Box&BlockTest、ARAT、脳卒中片
麻痺 10 秒テストにより実施した。その結果、いずれも良
好な機能回復効果を示すデータが得られたので報告する。
1-P-S6

小原

大知

中央大学

歩行速度と使用者からの距離に適応した
歩行車制御用ブレーキパターンの生成

電動式手袋による
手指麻痺者の生活改善に関する研究

高齢者の転倒を予防するため自動でブレーキをかける歩
行車が開発されている。しかし、高齢者の歩き方（歩

本研究では手指麻痺者の ADL 改善および就労支援を目
的とした電動式革手袋の開発とその有効性検証を行っ
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た。ADL 改善の評価として対象被験者 1 名に 126 日間
に渡り自宅で使用していただき、2 週間ごとのアンケー
トを実施した。また就労支援の有効性検証のために、実
在する業務の模擬作業環境を構築して複数の対象被験者
にモデル作業を実施してもらい、健常被験者との作業効

あるが、今までの義足開発の取り組みや現在のトレンド
などを、パラリンピックの解説を交えながら報告する。

率を比較することで、手袋の就労支援への有用性につい
て検証した。
1-P-S7

西村

潤子

中央大学

腰痛リスク姿勢を検知して即時に知らせる
装着型腰痛予防装置
次の３つの特徴を有する腰痛予防装置の開発に取組んで
いる。１）腰痛リスクが高い体幹姿勢を検知し即時に通
知することで本人の気付きを促す。２）衣服の上から測
定可能な筋収縮センサを導入し装置の着脱が容易であ
る。３）従業員の安全管理に有益な腰痛リスクデータを

事業者に提供できる。試作した装置を介護スタッフ 1 名
に適用し 1 日の業務においてデータを収集したところ、
想定どおり腰痛リスク姿勢を検出できることが確認され
た。

２日目
8 月 30 日（木）
第１会場（1F 小ホール）
一般口演６

座長：岩下
2-1-2

佐藤

航大
正樹

9：30～10：30

スポーツ

公益財団法人鉄道弘済会
義肢装具サポートセンター 理学療法士

日本身障運転者支援機構

身障ドライバー用レース車輌の開発
当会では２０１２年より身障ドライバーを対象にした自
動車レースチームを運営しており、年間 3 戦、最長 12
時間の耐久レースに 5 年間参加している。このチーム
の最大の特徴は、ドライバーの障害部位を限定せずに参
加が可能な点である。これを実現するためには、1 台の
車輌に様々な障害に合わせた運転装置や機器を組込む必
要性があり、試行錯誤の中で開発を行ってきた。本発表
では車輌開発の概要についてご紹介させて頂く。
2-1-2

宮野

秀樹

2015 年に行ったチェアスキーチャレンジでは、頸髄損
傷による完全四肢麻痺の私が寒冷地におけるスポーツを
「楽しむ」ことを経験し、リハ工学カンファレンス in お

きなわにて報告を行っている。しかし、この時は初心者
に適したな緩やかな傾斜地での滑走にとどまった。今回、
多くの関係者のサポートを受け、中級者以上のコースが
用意された蔵王スキー場山頂からの滑走に挑戦した。事
前準備や当日のサポートを含め報告を行う。

鈴木

聖貴

川村義肢株式会社／
日本大学大学院 総合社会情報研究科

高位頚髄損傷者のチェアスキー指導法と注意点
高位頚髄損傷者がチェアスキーを行う上で必要な装備
（シーティング）
・安全対策・指導法を確立することによ
り初めてスキーが可能となる。この３つの観点から、こ
れまでの高位頚髄損傷者のスキー経験を通じて報告す
る。シーティングについては重力加速度とのバランス、
安全対策では搭乗者とサポーターの必要な知識と技術の
報告を行い、指導法については自立滑走に向けてのアプ
ローチを紹介する。
2-1-4

笹川

友彦

パラリンピック
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座長：土田
2-1-A1

亀尾

浩敬
日向子

社会参加と自立
兵庫頸髄損傷者連絡会

横浜市立東俣野特別支援学校
中学部 1 年

最初、誰もこんなことが出来ると思わなかった
～スイッチから始まったこと～

スノーボード競技と義肢装具

い。自分のあるがままを発信することで生きづらい世の
中を変える風穴を開けられると強く信じている。

第１会場（1F 小ホール）
当事者セッション２
座長：鈴木

太

17：20～18：20

エンパワメント（気持ち・意識）
愛媛頸髄損傷者連絡会

最初、父が簡単なスイッチを作りました。それを見た小
学校の先生が、iPad にスイッチをつなげて使えるよう
にしてくれました。そして今は指伝話を使っています。
私は iPad の画面を指でタップするのは得意ではないけ
れど、スイッチがあれば自由自在です。宿題をしたり、

（これからの）意思伝達装置に求められること

ています。まだ将来のことはわからないけど、いろいろ
な人や世界に出会って夢を膨らませています。

私は筋ジストロフィーという病気です。１６年に気管切
開をしました。声を失い、同時に筋力が低下しパソコン

ビデオを編集したり、
絵を描く練習をしたり。楽しく使っ

2-1-A2

金子

英暉

12 年間の学校生活を振り返って

～車椅子、PC 等について当事者として考えてきたこと、提言～

12 年間の学校生活を通じて僕自身の障害は変わらない
のに、学校の設備や担任の先生次第で自分のやれること
が大きく変わる事に疑問を感じて来た。学校にいつで
も相談できる PT、OT、ST そして ICT の専門の先生が
いれば、成長期による身体の変化に応じて車椅子や ICT
等の対応もとれ、同じ QOL を維持しながら学校生活を
送れたのではと思う。自分の経験を通して、その問題点
と改善点を提言したいと思う。
2-1-A3

成木

冬威

金沢星稜大学

経済学部

経済学科

特別支援教育から社会に向けてするべき行動
現代の社会は障害のある方たちが一般の企業で働けるよ
うなシステムに少しずつ移行してきている。だが依然障
害のある方たちが社会の中で活躍できる環境も僕たち当
事者たちも工夫出来ていないのが現実だ。いつまでも周
りの人達が配慮をしてもらうのを待ち続けるわけには行
かない。教育の中で僕達が能力を発揮するために必要な
ことを発表する。

熊本総合医療リハビリテーション学院

平昌パラリンピック・スノーボード種目において３名の
日本人選手が出場した。義肢装具の調整やブーツ・ボー
ドのセッティングなどもまだ試行錯誤しているところで
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当事者セッション１

15：40～16：40

特定非営利活動法人ぽしぶる

第四番頸髄損傷者のチェアスキーチャレンジ 蔵王編

2-1-3

第１会場（1F 小ホール）

思われがちな私は養護学校卒業の十九歳のときから一人
暮らしだ。かれこれ四十年程になる。料理が大好きで、
電動車椅子で自家製ケーキの移動販売とカフェを営んで
いる。「裕二さんだからできる」と言われることもある。
だが障害者だからと言って生き方を選べないわけではな

2-1-A4

実方

裕二

Cafe ゆうじ屋

重度障害者の自立生活
（みんなこうすれば自立生活できるかもよ）
重度の身体障害と発話障害があり、自立生活など無理と

2-1-A5

山崎

勇太
～意思だけでなく気持ちも共に～

操作が困難になり伝の心を使用しています。今年からは
ＱＯＬを高めるために指伝話を使用しています。意思を
伝えるだけの装置ではなく可能性や生きがいを与えてく
れます。指伝話には多くの可能性があることを伝えたい
です。発表の際は事前に収録したビデオでの参加を考え
ています。
2-1-A6

城本

大輔

一般社団法人
結ライフコミュニケーション研究所

今日からのリハビリ（明日からと言わず）
リハビリテーション工学関係者が、私たちの生活の質を
向上させるために、日々さまざまな工夫をしてくださっ

ていることに感謝しています。未来は明るいと思えるこ
とがたくさんあります。しかし、今日、いま、この目の
前にある不便を解消することが私の望みです。いつかで
きる機器を夢に見て待つのではなく、現実的な解決策を
いま必要としている人が何も言えずに待っていることも
是非知っていただきたい。どうぞ力を貸してください。
2-1-A7

真下

貴久

「ALS」と共に歩むリハビリテーションに望む事
リハビリを行うにあたっては、共に闘うチームとして心、
技、体、信頼関係を持ち取り組みたいです。ＡＬＳと共
に生きるという事は、いつまでもリハビリを続ける事に
なるものと考えています。心、技、体さらに信頼関係が
一体となり前向きにリハビリに臨める体制が出来れば、
症状が進行しても目標を変化させながら互いに投げ出さ
ずに、いつまでもリハビリを続けることが可能になりま
す。一体感を持ち取り組みたいと考えています。
第 33 回リハ工学カンファレンス in あつぎ
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2-1-A8

国広

幸恵

生きる希望 ～もっとよくなりたい～
希望があれば、リハビリも頑張れる。生きていける。高
校２年の時、小脳出血で倒れました。幸い順調に回復し、
自動車の運転や就職もできました。そして７年後に勤務
先で２度目の小脳出血。手術を受け、長い意識不明が続
きました。もう助からない、社会復帰できないと何度も
何人にも言われましたが、医師、言語聴覚士など医療関
係者と家族の支えによって快方に向かい、在宅療養中で
す。人の役に立つこと、それがいまの私の希望です。

第２会場（4F 集会室Ａ）
一般口演７

座長：岩崎
2-2-1

安田

満男
寿彦

9：30～10：30

機器開発（１）

株式会社ファーストウェルフェア

滋賀県立大学
工学部 機械システム工学科

DIY で製作できる幼児用電動移動ベース
運動機能のハンディキャップのために、自力で移動でき
ない子どもにとって、電動移動支援機器で早期から移動
体験をすることは、その子のハビリテーションのために

有用である。しかしながら、ハンディキャップのある子
ども達が幼少期から使用する電動移動支援機器は少な
く、
また、
子ども達への適応にも課題がある。そこで、ホー
ムセンターやインターネットを利用して集めた部品や工
具だけで自作できる電動移動ベースを紹介する。
2-2-2

松尾

清美

医学部

佐賀大学
地域医療科学教育研究センター

障がい児用電動移動装置（DonDonIkooo)
使用事例の生活の変化
2015 年 4 月に、歩行できない重度身体障害児の自立を
支援する障がい児用電動移動装置（DonDonIkooo) を
開発し、市販化した。その後 , 電動移動装置を入手して
使用している障がい児とその家族、あるいは特別支援学
校の教師より、使用状況についての報告や様々な相談が
ある。その児の使用後の生活の変化についてまとめたの
で報告する。
2-2-3

畠中

規

横浜市総合リハビリテーションセンター

UNI-CUB βをベースにした新しい移動機器の開発
本田技研工業株式会社が開発中の UNI-CUB（ユニカブ）
は座席に座って、重心移動だけで前後・左右・斜め・旋
回の直観的な操作が可能な新しい電動の移動機器であ
る。高齢者や障害者が利用できるように、利用者の意見
に基づいて改造を行い、試作機で利用者評価を行ったの
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で報告する。操作の楽しさを損なわずに、乗降のしやす
さと転倒防止の面が改善されたが、さらなる改善が必要
であることが明らかになった。
2-2-4

松尾

清美

医学部

佐賀大学
地域医療科学教育研究センター

足駆動椅子（Weltz-self ) の適用対象に関する考察
立ち座り動作や移動時の転倒や腰痛などを防ぐための環
境整備の一つとして、我々は屋内での移動に特化した屋
内用 6 輪車椅子の構造に着目し、屋内で活動的に動く
ことができる椅子の開発を行い、昨年、Weltz-self と

言う名前で発表し、様々な方へ試乗して頂いている。今
年度は、この椅子と使用対象者について考察し報告する。

第２会場（4F 集会室Ａ）

一般口演８

座長：飯島
2-2-5

松清

浩

11：10～11：55

東京大学 先端科学技術研究センター
人間支援工学分野 近藤武夫研究室

福祉用具に関わる制度の現状と課題
福祉用具の支給に関するアンケート調査では、判定者側
や補装具業者を対象としたものが多く、当事者側のニー
ズに適応する福祉用具の選定段階や、制度利用するまで

の情報へのアクセス、支給後の状況に至るまで、一連の
流れを統括した実状の報告はされていない。よって今回、
福祉用具申請経験のある 16 名（平均 24.3 歳）、身体障
害 15 名、視覚障害１名）を対象に実情把握するための
調査を行い、現行制度の課題を検討した。
2-2-6

白銀

暁

国立障害者リハビリテーションセンター
研究所

補装具費支給制度における車椅子および
座位保持装置の支給決定件数の推移
補装具費支給制度で供給される車椅子や座位保持装置
は、移動が困難な者にとって重要な福祉機器である。同
制度は数年毎に見直されるが、その参考資料として支給

件数の長期的推移の把握も必要である。そこで、福祉行
政報告例を元に過去 20 年の支給決定件数を調査した。
結 果、2016 年 の 件 数 は、1997 年 比 で 車 椅 子 33%、
電動車椅子 80%、座位保持装置 145%、座位保持椅子
385% であり、車椅子は減少、座位保持装置は増加する
傾向を示した。
2-2-7

香田

潤

には届かない。この法制度の壁を解明する。

第２会場（4F 集会室Ａ）
一般口演９

座長：辻村

和見

仮屋

孝二

2-2-8

制度

横浜市総合リハビリテーションセンター

あゆみ

めとする日本の法制度もインフラも旧態依然の旧ＪＩＳ
規格に基づく「第２世代車いす」の「自走用標準型車い
す」を基本とし、ユーザーが「第３世代車いす」を容易
く利用できる状態とは言い難い。いかに優れた車いすを
製造してもこれを阻む法制度があってはユーザーのもと

香田事務室

車いすの技術革新と日本の制度的遅れ
障害者が専ら自走に用いる「第３世代車いす」は１９７６年
に登場し、世界の標準になった。しかし、補装具をはじ

15：40～16：40

機器開発（２）

神奈川リハビリテーション病院

工学部

研究部

第一工業大学
機械システム工学科

振動により音源方向を呈示する
耳かけ型補聴システム
我々は振動により音源方向を使用者に呈示する補聴シス
テムに関する研究を行ってきた。これまでの成果として、
音波の到達時間差から音源方向を判断するデバイスと、
マイクおよびバイブレータを内蔵する耳かけ型振動呈示
デバイスの試作を行った。本報告では、これまでの耳か
けデバイスを改良し、より小型で軽量なデバイスを３D
プリンタを用いて作製したので、その試作および性能評
価について述べる。
2-2-9

山内

閑子

フランスベッド株式会社
営業企画本部 メディカル商品企画課

自動寝返り支援ベッドの開発
自動寝返り支援ベッドは、従来の３モーターベッドが持
つ機能（背上げ、脚上げ、ハイロー）に加えて、床板面
が左右に傾く体位変換機能により介護負担軽減と利用者
の良質な睡眠をもたらすことを目的に開発された電動介
護ベッドである。特殊養護老人ホームにおいてモニター
評価を行い、介護負担感の軽減、睡眠の改善、機器の満
足度について、介護者と利用者への機器の利用効果と使
い勝手を検証した。
2-2-10

松村

忠彦

日建リース工業株式会社
福岡支店 介護事業部

背上げ時のズレによるせん断力の軽減を
目的とした多層式静止型マットレスの開発
床ずれ防止用具（静止型マットレス）は、介護保険下に
おいて床ずれのリスクが高い方へ体圧分散を目的に提供
されている。しかし、これらのマットレスを用いた場合
でも仙骨周囲に発赤がみられる場合もある。この原因の
1 つに、背上げ時に身体とベッドの回転軸のズレが挙げ
られる。そこで体圧分散と背上げ時のせん断力軽減、そ
れによる腹圧の軽減を目的とした多層式の静止型マット
レスを開発したので、検証結果を含め報告する。

2-2-11

六名

吉備高原医療
リハビリテーションセンター

泰彦

頸髄損傷者の巻き爪撮影機器の製作
頸髄損傷者は、日常生活において立位姿勢を取る機会が
少ないため、足の指に荷重がかからず、巻き爪を発症す
る場合が多い。症状が進行すると、爪の周りの皮膚を圧
迫され損傷し、感染症になる場合がある。医療現場では、
巻き爪の症状を進行させない予防法の確立と、その状態
の把握が課題である。今回我々は、巻き爪の状態を把握
することを目的に、足の指を前額面方向と水平方向から
画像計測する計測装置を製作したので報告する。

第２会場（4F 集会室Ａ）
一般口演１０

座長：石濱
2-2-12

大島

裕規
淳一

17：20～18：20

機器開発（3）

医療法人社団永生会

研究開発センター

富山県リハビリテーション病院・
こども支援センター
テクノエイド人材育成部 研究企画課

オフライン機能つきエンチャント文字盤の開発
通信環境があればパソコン、スマホ、タブレット等各種
端末がそのままコミュニケーションエイドとして利用でき
るエンチャント文字盤に改良を加えて通信環境のないオ

フラインでも利用できるようにした。これにより外出時や
移動中など活用場面はさらに広がり利便性の向上が期待
できる。そのほか起動高速化や通信費節約などの効果も

ある。またこの機能向上のためのユーザ負担は全くない。
2-2-13

千原

健司

岐阜県工業技術研究所

複合材料部

CFRTP 製下肢装具の実用化
当研究所では、加熱により再成形ができ、軽量、高強
度、高剛性の特長をもつ熱可塑性炭素繊維複合材料
（CFRTP）が、人体に合わせた調整が必要で軽量化が望
まれる装具に有効と考え、これを活用した下肢装具の開
発を進めている。これまで CFRTP の設計／成形／評価
技術を確立し、平成 28 年度からは具体的な医療・福祉
ニーズに基づいた開発に取り組んでおり、この内 2 点
の CFRTP 製下肢装具が実用に至ったので報告する。
2-2-14

大惠

克俊

工学部

第一工業大学
機械システム工学科

筋電位信号を用いた
食道発声法訓練デバイスの提案
喉頭癌等で声帯を含む喉頭を摘出した患者は発声が不可
能となる。発声障害者が用いる代用発声法の一つに食道
発声法がある。これは器具を使う必要が無く音質も良い
が、その訓練方法が確立されておらず、習得が困難であ
る欠点を持つ。そこで我々は効率の良い訓練のためのデ
第 33 回リハ工学カンファレンス in あつぎ
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バイスの開発を目指す。本報告では、訓練デバイスの指
標として用いるために、筋電位を用いて食道発声に関わ
る筋の動きを解析したので紹介する。
2-2-15

本田

兵庫県立福祉のまちづくり研究所
ロボットリハビリテーションセンター

雄一郎

ロボットリハビリテーションセンターの開発スキーム
により実用化した排泄支援装置の開発事例
臨床現場のニーズを元に開発を進めた排泄支援装置につ
いてロボットリハビリテーションセンターでの開発ス
キームにより開発がどのように進み実用化に至ったかの
事例紹介を行う。脊髄損傷患者などがトイレで自己導尿

による排尿訓練を行う補助道具として排泄支援装置の開
発を進めた。しかし、現場での試用を重ねるうち、排尿
に限らず排便時においても利用されるようになってきて
おり、本装置の利用用途が拡大している。

2-3-3

植田

一般口演１
１

座長：橋本
2-3-1

西村

美芽
顕

9：45～10：30

まちづくり

知的障害や発達障害がある子ども
1,164 人からみた公共トイレの利用実態
「洗浄ボタンと間違えて非常呼び出しボタンを押した」
、
「ハンドドライヤーの音を怖がる」等、知的障害や発達障
害のある子どもやその保護者から公共トイレの利用に関
してさまざまな問題を聞くことがある。しかし、その利
用実態はほとんど把握されていない。本調査では、1,164
人の保護者の声を分析し、その成果を「公共トイレハン
ドブック発達障害編」としてまとめた。2016 年度公益
財団法人 LIXIL 住生活財団の助成を受けて実施した。
2-3-2

島本

卓

特定非営利活動法人ライフサポート
はりま

公共交通機関における海外と日本のバリアフリー
を比較して 〜主に電動車椅子使用者の立場から〜
TOKYO2020 に向けて、国内でのバリアフリー化が各
所で進められている。しかし電動車椅子で街に出ればバ
リアを感じる場面はまだ多い。海外旅行では、移動の不
便が少なく、日本も参考にすべき点が多いと考える。本
発表では、電動車椅子使用者である私の海外旅行の経験
から、電動車椅子での公共交通機関利用について日本と
海外の状況を比較し、国内で公共交通機関を快適に利用
するための課題と提案について述べる。

41

第 33 回リハ工学カンファレンス in あつぎ

瑞昌

重症心身障害児 ( 者）は日常生活動作全般に介助が必要
であり、外出時の排泄姿勢の確保や狭いトイレ内でのお
むつ交換等は困難な場合が多い。そこで、外出時の排泄
についてヒアリング調査を行った。その結果、排泄方法

や機能面等から現在の多機能トイレでは不十分であり、
例えば大型ベッドがないと下に敷くための段ボールを借
りる、外のトイレは使わず自家用車内でおむつ交換をす
るなど、不便を感じている人が多いことが分かった。

第３会場（4F 集会室B）
一般口演１
２

2-3-4

吉村

清美
純一

住まいづくり
佐賀大学

医学部

株式会社武藤技建
（NPO 法人ケアリフォームシステム研究会）

～工務店による在宅生活のサポート～

在宅で車いすを使って生活をするために、住環境を整備
することは必要不可欠である。身体状況、家屋状況など
様々で整備の仕方も多種多様である。当社ではひとりひ
とりの状況に合わせて行う介護リフォームの事を ｢ケア
リフォーム｣ と呼んでいる。今回、過去の車いす使用者
のケアリフォーム事例を報告する。
2-3-5

武藤

俊之

NPO 法人ケアリフォームシステム

事故補償と住まい
身体が不自由になる原因にいろんな事故があります。保
険会社の補償の項目に大きく２つあり、障害部分、後遺
障害部分に分かれます。後遺障害部分には住宅改造費が
含まれていますが、どのように改造費の書類を作成した
らよいのかあまり知られていません。改造費に関しては
保険会社の基準ではなく、当事者としてどのように作成
したらよいのかの報告
2-3-6

鈴木

基恵

に携わる福祉用具専門相談員に対し認知症高齢者の住宅
改修と福祉用具に対する意識調査を実施した。調査期間
2017 年 1 ～ 2 月。配布数 1526 通、
有効回答数 378 通。
今回、住宅改修と福祉用具に関する現行制度への要望を
報告する。

第３会場（4F 集会室B）
一般口演１３

座長：河合
2-3-7

横浜市総合リハビリテーションセンター

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
福祉用具専門相談員へのアンケート調査から
2012 年のわが国の認知症高齢者は 476 万人と推計さ
れ約半数が在宅生活している。在宅生活継続の支援策と
して介護保険制度の住宅改修費給付制度があるが認知症
高齢者を想定していない。そこで、介護保険制度で実務

矢後

17：20～18：20

取組・チームアプローチ

俊宏

佳子

埼玉県総合リハビリテーションセンター
リハビリテーション工学科

神奈川リハビリテーション病院

当院は脊髄損傷者の利用が多く、看護外来では皮膚・排
泄ケア認定看護師が医師の指示のもと排泄ケアや褥瘡ケ
アの指導等を行っている。今回、褥瘡発生後の利用者に

対してリハエンジニアやセラピストなどの多職種と協力
し、圧力測定や電動車椅子の設定、シーティングを行い、
褥瘡ケア・予防について介入した事例を報告する。
2-3-8

丸田

耕平

神奈川リハビリテーション病院
研究部 リハビリテーション工学研究室

神奈川リハビリテーションセンターにおける
筋電義手への取り組み

～かながわリハビリロボットクリニック
（KRRC）について～

平成２９年度から当センターに、リハビリでロボットを
積極的に活用する目的で、かながわリハビリロボットク

リニック（以下 KRRC）が開設された。上肢切断者に使
用する筋電義手が対象となり、主に前腕切断者の筋電義
手の処方、訓練を行うこととなった、既に３例の前腕欠
損のケースの操作訓練を開始している。現在までの経過
報告と、筋電義手を日常生活場面で評価するための貸出
使用など、今後の展開について述べたい。
2-3-9

岩崎

満男

2-3-10

牧野

祐馬

神奈川リハビリテーション病院

延長ペダルを導入した運転免許取得への関わり
軟骨無形成症により四肢短縮を呈したケースを担当し、
運転免許取得の為に延長ペダルを導入した。延長 ( 嵩上
げ ) ペダルとは身長が低い方も運転できるよう、既設の
ペダルに取り付けて各ペダルを延長したものである。神
奈川県では延長ペダルを使って運転免許を取得した初事
例だったこともあり、運転免許試験場での適性検査や自
動車教習所への入校まで様々な問題が生じた。今回は、
その経過とともに反省も含めて報告する。

看護部

当院における 多職種チームによる
看護外来の取り組み

15：55～16：40

車いす使用者のケアリフォーム事例

首都大学東京

横浜市総合リハビリテーションセンター
研究開発課

日本大学大学院
理工学研究科 博士後期課程

重症心身障害児
（者）
の外出先排泄環境に関する
事例報告と問題点

座長：松尾

第３会場（4F 集会室B）

Subject Overview Day 2

株式会社ファースト・ウェルフェア

2016 熊本地震への復興支援報告

～災害対策委員会での 2 年間を振り返って～

2016 年 4 月 14 日の前震、16 日の本震と、熊本県を
中心に大規模な地震に見舞われた。日本リハビリテー
ション工学協会としては、支援期間を 2016 年 4 月 23
日（土）から 2 年間として、熊本県全域に対して、本
協会の災害対策委員会を設置して、必要に応じて物資の
支援を行うとともに、高齢者並びに障害者支援を総合的
に行ったので活動報告を行う。

インタラクティブ会場（B2 展示室）16：00～17：00

インタラクティブセッション（２）

座長：鈴木
2-P-1

繁成

聖貴
剛

川村義肢株式会社［関東本部］

東洋大学

ダイナミックシーティングを応用した
シートのデザインと評価
近年、車椅子や座位保持装置に長時間座るユーザーに対
して、一定の姿勢に固定せず、ユーザーの動きに合わせ

てサポート部位が可変するダイナミックシーティングの
考え方が再評価されている。今回は高齢者や事務的な仕
事で椅子に長時間座る人を対象に、骨盤をサポートした
状態で体幹と前傾および後傾できるシートをデザイン
し、製品化している。その効果について動作分析や座圧
分布の変化によって評価したので報告する。
2-P-2

片本

隆二

総合せき損センター

医用工学研究室

車いすとくっつくスライディングボード
～敷き込み不要でズレにくい～

被介助者が自立して車いす間を移乗できる簡便な車いす
間移乗補助装置を提供する。
ベッドなどへの移乗に用いる。
介助の補助具としても活用可能。従来であれば、臀部の
下へ敷き込む難易度の高い動作が必要であるため、身体
状況によっては介助が必要であった点、加えて、従来の
車いす間を橋渡しした両側の設置面の滑り止めは、ゴム素
材によるものであり固定力は強くはない点を解決した。
2-P-3

森井

和枝

国際医療福祉大学
成田保健医療学部 理学療法学科

腹臥位への姿勢変換機能付き車椅子の
活用とその課題
体位変換は気道クリアランスの維持、肺許容量・ガス交
換の改善、下側肺機能障害や褥瘡予防のために有用で、
第 33 回リハ工学カンファレンス in あつぎ
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Subject Overview Day 2
特に体動の乏しい重症心身障害児・者にとっては重要か
つ不可欠な介護行為となる。しかし、成長し体重が重く
なると介護行為は大変さを増し、ことに車椅子上では困
難となる。これまでにも腹臥位への姿勢変換機能付き車
椅子の開発について紹介してきたが、今回はその活用状
況と今後の課題について報告する。
2-P-4

森田

智之

神奈川リハビリテーション病院
理学療法科

脊柱側弯を伴う脊髄損傷者に対する
褥瘡再発予防における硬式バックサポートと
ラテラルサポートの効果について
大転子部に褥瘡発生を繰り返す脊髄損傷者に対し、褥瘡
再発予防を目的に評価と対応を行った。評価の結果、車
椅子上座位において体幹正中位では脊柱側弯により褥瘡
発生部の圧力が高く、体幹側方傾斜位では褥瘡発生部の
圧力が軽減することが分かった。圧力が軽減する座位姿

勢を保持するために車椅子に硬式バックサポートとラテ
ラルサポートを使用したところ褥瘡が再発しなくなっ
た。今回はこれらの一連の評価と対応について報告する。
2-P-5

間山

歩美

横浜市総合リハビリテーションセンター

アクティブユーザー向け車椅子用座クッション
( アウルアクティブ ) の開発
活動的に屋内外で車椅子を使用するアクティブユーザー
の中で、特に褥瘡の心配がある方は、座クッションに空
気室構造やジェルと硬質ウレタンの組合せの輸入製品を

選択する方が多い。それらは有効なクッションとして活
用されてきたが、調整や耐久性に課題があった。今回、
調整が不要で同等の圧分散性に優れた座クッション（ゆ
るやかなモールド形状のウレタンベース上にゲルシート
を重ねたクッション）を共同開発したので報告する。
2-P-6

佐藤

雅之

株式会社今仙技術研究所

軽量・コンパクトな電動リクライニング・ティルト式
電動車椅子の製品化（第２報）
在宅環境等で自立的な生活を実現するため、ユーザ自身
で姿勢変換及び移動が可能な電動車椅子の開発を進めて
きた。製品化をめざし、対象ユーザの姿勢保持や移乗動
作、在宅環境及び屋外にも対応した走行条件等を整理し、
1 次試作を行った。今回、１次試作機のモニター評価や
機能試験を踏まえ、実用性や耐久性、生産性などの観点
から見直しを図り、２次試作を行った。この試作機の機
構及び性能について具体的に紹介する。

2-P-7

児玉

真一

Subject Overview Day 2-3

横浜市総合リハビリテーションセンター

障害児向け高機能クッション
（アウルキッズ アジャスタブル）の開発
障害児の車椅子上の不良姿勢に対応するには、骨盤・大
腿部の安定性を担保する機能を持ち、かつ彼らに関わる
医療職らが現場で容易に調整できる機能を備えた車椅子
用インターフェースの開発が必要不可欠である。今回、
我々は既製品の小児用クッションより障害が重度のこど
も向けの姿勢保持クッションを開発したので報告する。
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伊藤

和幸

Arduino マイコンを利用したマウス代替装置
比較的安価な Arduino マイコンを利用して、スイッチ
操作、タッチ操作、音声認識モジュールを併用した音声
操作によるマウス操作が可能なデバイスを試作した。少
数の電子部品と個人でもチャレンジできる範囲のソース
の書き換えでマウス操作が実現できる。
2-P-12

中村

美子

座長：佐々木
2-P-8

安田

誠
寿彦

岩手大学理工学部

工学部

滋賀県立大学
機械システム工学科

kids Loco Project における移動体験のための
電動移動支援機器の開発と普及の試み
自立移動が困難な子ども達の早期移動体のために、さま
ざまな電動移動支援機器を開発してきた。さらに、開発
した機器の普及のために、製作ワークショップを開催し
て、理学療法士や作業療法士、あるいは家族の方に製作
していただき、施設や家庭で使用していただくことを試
みてきた。これらの試みを紹介する。
2-P-9

木下

勝令

独立行政法人 労働者健康安全機構
吉備高原医療リハビリテーション
センター 研究情報

大浴場における頸髄損傷者の移動補助機器の製作
日常生活が自立している頸髄損傷者の中には、温泉や大
浴場での入浴を希望する場合がある。この場合、脱衣所
から浴室内の移動はプッシュアップ動作で行うため、臀
部、下肢の果部や踵部などに擦り傷を生じる可能性があ
る。今回我々は、これらの部位の擦り傷防止と移動を容易
にするために、移動時のせん断力と床との摩擦を軽減する
ことを目的に、臀部と足部を保護した移動補助機器を製
作したので報告する。
2-P-10

杉本

義己

システムデザイン・ラボ

筋電マウスの開発と事例
重度脳性まひ児童が自分で宿題ができるようになりたい
との要望から開発をはじめました。筋電位による入力は
身体に電極を装着すると必要がありますが、装着してし
まえば姿勢に影響されない利点があります。安価、安定

る。そこで我々は、脳の関心度を反映する脳波成分に着
目して脳内での製品選択を解読するシステムを試作し
た。本研究では、実用化に向けた最初のステップとして
の健常者対象の実証実験の結果について報告する。

中園

正吾

日本支援技術協会

新型トーキングエイドにおける操作性と
新機能に関する評価
「トーキングエイド for iPad」をベースにした専用機の
開発にあたり、ハードウェアが iPad から Windows タ
ブレットに変更になっても、現行の iPad 版トーキング
エイドの操作性と同様の性能が得られるものか、iPad
版トーキングエイドと同様のタッチ調節機能やスイッチ
入力補助機能などの入力による操作性の新旧比較試験と
新しく追加された機能についてのユーザビリティ調査の
結果について報告する。
2-P-14

古林

第１会場（1F 小ホール）
当事者セッション３

座長：岡野

善記

神野

幸康

3-1-A1

産業技術総合研究所人間情報研究部門
ニューロテクノロジー研究グループ

重度運動機能障がい者の「生活の質」を向上させるため
には、介護や感情種を言語的に表現するための意思伝達
支援だけでなく、ユーザーの感性に基づいて日常生活に
関わる製品選択を支援するシステムの開発も重要であ

2-P-13

3 日目
8 月 31 日（金）

国立障害者リハビリテーションセンター
研究所

脳波による購買行動支援システム開発の
可能性の検討

動作、増幅度１倍の筋電アンプの開発。筋電スイッチ及
び筋電スイッチとワンキーマウスの組合せた筋電マウス
について報告します。また当事者の使用事例、当事者に
よる工夫、ゲームを含む使用ソフト等を報告します。
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2-P-11

翼
自分の生きる道

私のモットーは自由に生きることである。何かに縛られ
ず自分らしく生きていくことが大切だと感じている。頸

髄損傷となり、リハ病院で身体との付き合い方を学ん
だ。それに加えて足となる電動車椅子の操作の鍛錬に励
んだ。リハ病院を退院した後は、新しい生活をスタート
し、職場への復帰を果たした。最近ではアメフトのコー
チとしてチームに携わることができている。やろうと思
えば何でもできる！そんな事を伝えたいと考えている。

9：30～10：45

人生観・アクティビティ
株式会社766

神奈川県頸髄損傷連絡会

頸髄損傷者のアクティビティー 海編
度身体障害者と言われる頸髄損傷者でも、色々なアク
ティビティーを楽しむことが可能です。近年、障害を持っ
た方々の受け入れてくれるスポーツ施設やレジャー施設
も増えてきました。今回、スキューバーダイビングに挑
戦しました。準備や経験したこと、サポートについて感
想を交えながら皆さんにお伝えします。この発表をきっ
かけに多くの頸髄損傷者がスポーツやアクティビティー
に挑戦し、一緒に楽しめることを期待しています。
3-1-A2

神野

幸康

神奈川県頸髄損傷連絡会

頸髄損傷者のアクティビティー 空編
毎日仕事をしながら生活するなかで、米国において障が
い者の活動を学ぶための研修に参加する機会を得まし
た。そこでは皆自分のしたいことを主張しアグレッシブ
に挑戦する姿を見ることができました。帰国後何かに挑
戦したいという気持ちが湧き起こり、
「そうだ、空を飛
ぼう」と、車椅子ユーザーが利用できるパラグライダー

を見つけ、体験してきました。その時の体験を中心に私
の経験をみなさんにご紹介したいと思います。
3-1-A3

松本

亜砂子

四肢麻痺、コミュニケーション障害を
持ったことによる、気づきと願い
私は 35 年前、13 歳の時に交通事故に巻き込まれて受
傷しました。当時と今とでは、障害者の生活環境は大き
く変わりました。私の動きと言葉を復活させた技術は、
受傷当時にはありませんでした。いまは念願の自立生活
をし、働く機会も得ました。これまでの 35 年間の歩み
の中で感じた、不便に思うこと、改善したいことをお伝
えし、今後のリハビリテーション工学が生み出す技術に
役立てていただきたいと思います。
3-1-A4

麸澤

孝

全国頸髄損傷者連絡会

頸髄損傷 35 年、過去を振り返って今言えること
今年 3 月のプレカンファレンスでは未来の頸損者の生
活を考えてきた。スマートホーム、ロボットが期待され
第 33 回リハ工学カンファレンス in あつぎ
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る中、障害を持って生きてきた過去、改めて 35 年間を
振り返る。支援機器の広がり、インターネット、バリア
フリー、福祉制度も大きく変わり、病院、施設、地域と
生活スタイルも変わった。受傷から障害に対する思い、
リハビリテーション、現在の生活、モチベーションなど、
リハ工学との出会いや活動も含め、発表する。

第１会場（1F 小ホール）

11：20～12：20

一般口演１
４

座長：麸澤
3-1-1

土田

孝

旅

全国頸髄損傷者連絡会

3-1-4

鈴木

太

愛媛頸髄損傷者連絡会

多様性に満ちた箱根の旅
旅行に出かける楽しみは人それぞれです。自然、食、体
験、テーマパーク・・好きな場所へ好きな乗り物で出か
けることが出来ます。しかし、車椅子を利用する当事者
にとっては旅行に少なからずともハードルが存在しま
す。2013 年に海外製電動車椅子を使い三世代箱根家族
旅行を行いました。そこで箱根からもらった思い出と感
動、多様性に満ちた世界を紹介します。

第２会場（4F 集会室Ａ）

浩敬

座長：岡田

3 月、
ロサンゼルス旅行を計画した。以前から行きたかっ
た場所であったが、私は頸髄損傷 C4 レベルの完全麻痺。
日常生活は、チンコントロールタイプの電動車椅子を常
時使用。簡単に旅行を楽しむことは出来ないが、事前準
備をしっかりすることにより、重度障害者でも海外旅行
という可能性が拓けてくる。今回は事前準備からロサン
ゼルスでの様子、そして良い旅行をするには、今後どの
ようにすればいいのか、皆さんと考えたいと思う。

宮野

秀樹

特定非営利活動法人ぽしぶる

高位頸髄損傷者の海外旅行に必要なサポート
高位頸髄損傷者等の電動車椅子使用者が海外旅行をする
場合、身体的な制約が多いことから、多くの福祉用具が
必要となる。しかし、移動・移乗を解決するためのもの
を含め、総ての用具を持ち運ぶことは困難であることか
ら、旅先では様々なサービスや支援が必要となる。今回、
重度四肢麻痺者である私が、人工呼吸器使用者の海外旅
行をサポートした。その経験から、旅行を快適にする機
器・用具への要望と必要なサポートを提案する。
3-1-3

米田

進一

兵庫頸髄損傷者連絡会

完全四肢麻痺及び呼吸器使用者の
初めてのハワイ旅行チャレンジ
完全四肢麻痺であり人工呼吸器を使用している私が、5
泊 7 日のハワイ旅行にチャレンジした。身体的な制限
や医療機器を使用していることから、多くの関係機関へ
連絡・調整・確認が必要だった。振り返るとハプニング
もあったが、充実したハワイ旅行だった。初めて体験し
たことも多く、電動車いすや移乗機器においては新たな
気づきがあった。今後、同じ立場の人が安心・快適に海
外旅行ができる機器や用具の開発を要望したい。
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9：30～10：45

一般口演１
５
英志
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3-2-1

一木

自助具

医療法人社団永生会

ロサンゼルス旅行記

3-1-2
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愛子

研究開発センター

社会福祉法人神奈川県
総合リハビリテーション事業団
地域リハビリテーション支援センター

頚髄損傷者に対する三指つまみ自助具と
補助部品の導入の試み
臨床場面において、頸髄損傷者で手指機能が全廃してい
るレベルの方の場合、手部に装着する自助具は市販され

ているが、動作時に手関節がぐらつき、動作の妨げとな
る現状がある。そこで上位の頸髄損傷者でも安定して動
作が行えるように、昨年の本学会で報告した、三指つま
み自助具と合わせて使用する 2 種類の補助部品を作製し
た。今回その補助部品の概要と試用効果、そして今後の
課題について報告する。
3-2-2

金井

謙介

松葉杖をはじめとする杖使用者は、傘を差したりカップ
やペットボトル、携帯電話等を持ち運ぶなどの、移動時
に手を使う生活行為に不便を感じている。現状の福祉機
器市場を見ると、車椅子付属品は多く存在するが、杖使
用者の生活行為を改善する杖付属品はほとんど開発も市
販もされていない。そこで、松葉杖使用者の生活上の問
題の解決に向けて、既存製品を活用した松葉杖付属品の
試作と試用評価を行ったので報告する。

硯川

潤

3-2-4

佐藤

正樹

日本身障運転者支援機構

脳卒中後遺症の自動車運転再開における
運転補助装置等の工学的アプローチの必要性について
近年、脳卒中後遺症の方の退院後の自動車運転について、
認知機能に焦点を当てた病院の取組みが進んでいる。他
方片麻痺用の運転補助装置という観点では、既存の装置
の組み合わせによって構成され、特に肢体不自由と認知
機能低下が重複するドライバーや、加齢の影響を想定し
た運転補助装置は存在しない。本発表では実際の運転場
面の動画をご覧頂ながら、脳卒中後遺症に特化した運転
補助装置のあり方や必要性について問題提起したい。
3-2-5

藤澤

義範

長野工業高等専門学校

Takenobu Inoue

3-2-7

Research Institute, NRCD

Classification and Terminology of Assistive Products
- Current topics of ISO9999 and ICF -

ISO9999 is the international standard about
classification and terminology of assitive
products. The ICF also describes classification
and terminology of assitive products as the
environmental factors. ISO/TC173/SC2 has been
discussing harmonization of ISO9999 and ICF.
In this presentation, some current topics of their
work and ICF revision work.

Satoru Kemmochi

3-2-8

Rehabilitation Engineering Society of Japan

Seminar for Aviation Staff on Handling Wheelchairs
The aging and the independence of disabled
people and social participation are advanced,

本講演では、我々が支援している脊髄性筋萎縮症（以下、
SMA) 児のために開発している機器について説明する。
支援対象児は、生後 6 ヶ月頃に発症した SMAI 型に分

and wheelchair (WC) users are getting more and
more riding on airplanes. However, when using
an aircraft in a WC (especially EWC), it is prone
to be avoided as a procedure is necessary after
depositing a WC which is a part of the body.

開発したスイッチとアプリの概要、対象児の変化などに
ついて紹介する。

rehabilitation engineers, etc. gathered and
exchanged information, trying to resolve each
other's problems.

脊髄性筋萎縮症児のための支援機器の開発

類され、普通小学校に通う低学年の女児である。我々は
対象児が使用するスイッチを開発し、そのスイッチで動
作する様々な支援アプリの開発を行ってきた。今回は、

Therefore, we reported on airline / airport /
transport staff, wheelchair users / manufacturers,

the Light on Design Project

松葉杖使用者の生活を豊かにする
松葉杖付属品の提案

3-2-3

プリンタ導入に着目し、実現に向けた課題を当事者が参
加するデザインワークショップを通して抽出した。在宅
生活を送る 8 名の障害当事者が、自身の生活ニーズを
満たす自助具のデザイン試行に参加し、その体験を踏ま
えたグループインタビューの内容を分析した。

国立障害者リハビリテーションセンター
研究所

障害者在宅支援における
3D プリンタ活用に向けた課題抽出
近年 3D プリンタの低価格化などに伴い、障害者が用い
る個別性の高い福祉用具への応用が期待されている。本
研究では、障害者在宅支援における自助具製作への 3D

第２会場（4F 集会室Ａ）

国際セッション

一般口演１６

座長：畠中
3-2-6

規

11：20～12：05

横浜市総合リハビリテーションセンター

Lee

康陽大学

Hyun-Ju

医学部

理学療法科

Effects of Trunk Stabilization Exercise Using IMU
Sensor in Patient with Chronic Low Back Pain
The research was conducted to compare lumbar
stabilization exercise with and without IMU
sensor on non-specific low back pain patients. By
comparing the difference between pre and post

intervention via trunk muscle activity, the significant
differences were identified. These factors determine
that IMU sensor based exercise is more effective
intervention in clinical field.

第３会場（4F 集会室B）
一般口演１７

車椅子・シーティング（１）

座長：小林

博光

北野

義明

3-3-1

10：00～10：45

総合せき損センター

石川県リハビリテーションセンター
バリアフリー推進工房

在宅での利用を考慮した軽量・コンパクトな電動
リクライニング・ティルト式電動車椅子の開発（第２報）
～製品化をめざした設計仕様～

在宅環境等での自立的な生活をめざし、ユーザ自身で除
圧や血圧調整、作業に応じた姿勢変換が行え、在宅内の
狭所移動が可能な電動車椅子の開発を進めている。モニ
ター評価を重ねながら姿勢保持や移乗動作、操作性等、
対象ユーザに必要な条件を整理するとともに身体寸法
データを踏まえ、フレーム構造や姿勢支持要素、姿勢変
換機構等の設計仕様を導出した。この仕様に基づいた試

第 33 回リハ工学カンファレンス in あつぎ
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作機でモニター検証し、有用性を確認したので報告する。
3-3-5
3-3-2

後藤

浩之

株式会社

今仙技術研究所

在宅での利用を考慮した軽量・コンパクトな電動
リクライニング・ティルト式電動車椅子の開発（第３報）
～走行機構の検討～

在宅環境等での快適な自立生活をめざし、第２報で報告
した座位姿勢や姿勢変換等の設計条件を満たした上で、
在宅内の狭所移動を実現する旋回性に加え、送迎サービ
スの利用やショッピング等の屋外移動にも対応可能な段
差乗り越え機能や傾斜路の登坂性、走行時の安定性をと
もに実現するよう、後輪駆動と中輪駆動の２タイプの試
作機を製作し、走行試験及びモニター検証により比較す
ることで、製品仕様を導き出したので報告する。
3-3-3

土田

電動車椅子の工夫と可能性
電動車椅子の工夫と可能性は計り知れない。今回は、私
が電動車椅子を利用するなかで、快適に過ごすための工

夫と、これからの電動車椅子はこうだったらいいのに、
といった電動車椅子の未来予想図を、発表させていただ
きたいと思う。頸髄損傷 C4 レベル、重度の障害があり、
手足が動かない私の可能性は、電動車椅子によりどんど
ん広がる。電動車椅子の可能性を自由に考え、皆さんと
一緒に共有して行きたいと思う。

第３会場（4F 集会室B）

高橋

一郎

3-3-4

11：20～12：20

車椅子・シーティング（２）

義明

石川県リハビリテーションセンター
バリアフリー推進工房

訪問看護ステーションおたすけまん

機器が変われば姿勢が変わる、
姿勢が変われば人生が変わる
支援機器は姿勢を改善する・気持ちを伝えるなど、ユー

ザーの生活をより良くするために利用される。しかし支
援者側だけの視点では使用場面が限られていたり、また
前後の変化だけ着目しがちである。今回支援機器を導入
するにあたり、本人と経験を共にし、本人が楽・快・可
能性を感じることで自身のことをより深く理解し、それ
によって意識も変化した。そして周りの環境（人や物）
をも変えることができるようになった事例を報告する。
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一般財団法人啓成会
啓成会高等職業技術専門校

新開発車椅子座面プレートによる
滑り座り予防効果の検証
高齢者入所施設にて施設備品である標準型車いすを日常
使用する高齢者が増加する中、現場では滑り座りによる
悪い座位姿勢と、それに伴う二次障害が問題となってい
る。今回発表する座面プレートは標準型車いすに使用す

ることを前提とし、最小限の厚み・安価・取扱いが簡単
という条件を満たしたうえで、滑り座りの防止に役立つ
ことを目的として開発したものである。健常者において
その効果を検証する実験を行ったので結果を発表する。
3-3-6

岡田

裕生

パシフィックサプライ株式会社
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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、公益財団法人テクノエ
イド協会、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人情報通
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、一般社団法人日本福
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、公益財団法人交通エコロ
ジー・モビリティ財団、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
具評価センター、一般社団法人神奈川県作業療法士会、神奈川県 ( 順不同 )
協賛団体

（第３報）

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）
、

川村義肢では 2013 年 11 月より、電動車椅子の定期点
検サービスを実施しており、2015 年 2016 年のリハ
工学カンファレンスにて点検実施の有効性が確認できた

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）
、

ことを報告した。本サービスは開始より 4 年が経過し、
延べ点検件数は 323 件と順調に増加している。今回、
前回報告までの点検実施データに、新規データ 181 件
を追加し分析を行ったところ、定期点検の有効性が前回
報告よりも明確化したため報告する。
3-3-7

座長：北野

任

電動車椅子の有償定期点検サービスの実施報告

浩敬

一般口演１8

片石

Supporters & Sponsoring Organization

児玉

真一

横浜市総合リハビリテーションセンター

車椅子の航空機輸送時の損傷を予防する用具開発
我々は、平成 27 年から手動車椅子を保護する用具の開
発を開始し、先行研究において一定の成果を得た。今回
はこの研究をさらに進め、車椅子梱包具の最終型の試作
と航空機による輸送実験および衝撃試験を行った。これ
により車椅子梱包具の有効性を確認できたので、その経
過と結果を報告する。

公益社団法人日本リハビリテーション医学会、一般社団法人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、一般社団法人日本義肢装具学会、バイオメカニズム学会、一般社団法
人日本特殊教育学会、一般社団法人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、公益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、公益社団法人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
車椅子シーティング協会、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、特定非営利活動法人日本シーティング・コンサルタント協会、日本身体障害者補
助犬学会、一般社団法人日本福祉のまちづくり学会、一般社団法人日本人間工学会、視覚障害
リハビリテーション協会、一般財団法人全日本ろうあ連盟、全国頚髄損傷者連絡会、公益社団
法人全国脊髄損傷者連合会、一般社団法人日本筋ジストロフィー協会、一般社団法人日本 ALS
協会、特定非営利活動法人日本バリアフリー協会、一般社団法人全国肢体不自由児者父母の会

Confe
in Atsrence
ugi

連合会、福祉用具プランナー研究ネットワーク、公益社団法人神奈川県理学療法士会 ( 順不同 )
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Sponsoring Company

Next Conference
次 回 開 催 予 定 の ご 案 内

協賛企業
NPO法人ケアリフォームシステム研究会、WHILL株式会社、アロン化成株式会社、インターリ

ハ株式会社、カナヤママシナリー株式会社、株式会社766、株式会社ADSムラカミ、株式会社今
仙技術研究所、株式会社エスケーエレクトロニクス、株式会社エルエーピー、株式会社オーエッ
クスエンジニアリング、株式会社オカムラ、株式会社グロリアツーリスト、株式会社ニコ・ドラ

イブ、株式会社フタミ、株式会社フロンティア、株式会社ミクニライフ＆オート／サンライズメ
ディカルジャパン株式会社、株式会社モリトー、株式会社ライフステップサービス、近鉄スマイ

第 34 回

リハ工学 カンファレンス
in さっぽろ

ルライフ株式会社、クリスタル産業株式会社、合同会社アクティブ・ショップまる、写真家 清
水一二、就労継続支援A型事業所Scopo、タカノ株式会社、テクノツール株式会社、トヨタハー

トフルプラザ横浜、日建リース工業株式会社、日進医療器株式会社、日本ジェル株式会社、日本
精工株式会社、日本バイナリ―株式会社、パシフィックサプライ株式会社、花菱縫製株式会社、
日本光電工業株式会社、本田技研工業株式会社、三菱プレシジョン株式会社、矢崎化工株式会

社神奈川支店、ヤマハ発動機株式会社、有限会社木村義肢工作研究所、有限会社AMTI JAPAN
（五十音順）

大

企業展示会場

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
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株式会社エルエーピー
日本精工株式会社
株式会社オカムラ
タカノ株式会社

クリスタル産業株式会社
アロン化成株式会社

株式会社フロンティア

日建リース工業株式会社
テクノツール株式会社
株式会社７６６

インターリハ株式会社
日進医療器株式会社

カナヤママシナリ―株式会社

株式会社今仙技術研究所
株式会社ミクニ ライフ＆オート／
サンライズメディカルジャパン株式会社
近鉄スマイルライフ株式会社

③
②

2019 年 8 月 21 日（水）～ 23 日（金）

会

場

北海道科学大学

北海道札幌市手稲区前田 7 条 15 丁目 4-1

JR 手稲駅から

⑧ ⑬

⑲

⑨ ⑭

⑳

⑩

㉑

⑪

⑮

手稲駅北口より JR バスをご利用いただき、バス
停「北海道科学大学」で下車してください。所要
時間は約 9 分です。
5 分です。

㉒

徒歩の場合の所要時間は約 25 分です。

㉓

⑫

JR 手稲駅まで

㉔

札幌駅から約 10 分です。

㉕
出入口

地下鉄宮の沢駅から
㉗

北側駐輪場

屋外展示スペース
小ホール

ホワ
イエ
リハーサル
室

株式会社エスケーエレクトロニクス
花菱縫製株式会社

トヨタハートフルプラザ横浜 ※屋外展示は、8 月 29、30 日のみ展示いたします。

稲

穂

駅

函館

ホワイエ

大ホール

JR バスをご利用いただき、バス停「北海道科学
大学」で下車してください。所要時間は約 25 分

本線

二十

四軒

新千歳空港駅から約 50 分です。

日本ジェル株式会社

パシフィックサプライ株式会社

至小樽

小樽駅から約 22 分です。

㉖

株式会社 ADS ムラカミ

セイコー
マート

下手稲通

タクシーをご利用いただいた場合の所要時間は約

株式会社オーエックスエンジニアリング

第 33 回リハ工学カンファレンス in あつぎ

期

最寄り駅からのアクセス

⑯ ⑰ ⑱

①
EV

康之（北海道科学大学）

〒 006-8585

⑥

④

会

インタラクティブ
ポスター展示

⑦
⑤

早川

曙通

15.

日本バイナリー株式会社

福祉機器
コンテスト
会場

実行委員長

手稲区
体育館

手稲

車道

手稲
病院

手稲鉄北小

手

線

自動

北洋
銀行

手稲
郵便局

前田 5-11

手稲
区役所

国道 5 号

札幌

北海道科学大学
前田中

通

稲

手稲本町 2-3
手稲
中央小

です。
※時間帯や道路状況により異なる場合があります。

車でお越しの方

樽川通

14.

本田技研工業株式会社

律也（社会医療法人社団三草会 クラーク病院）

稲
通

株式会社モリトー

桂

手

ヤマハ発動機株式会社

2.

長

石
狩

1.

会

手稲 IC

駅

西友

手稲稲積公園

稲

積

公

園

駅

至札幌

来客用駐車場がありますのでご利用ください。
第 33 回リハ工学カンファレンス in あつぎ
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働きたい！ 想いをかなえる ワーキングチーム
就労継続支援 A 型事業所
ワーク・ライフ・バランスを実現しています

Scopo は、障害を持つ人々が積極的に働くための場とし
て、平成 27 年 9 月に開設しました。
障害の状況に関わらず、個々の特性に応じて能力を発揮
できる就労環境の整備や働き方の工夫で、障害者の可能性
を広げます。実際の受託業務で経験を積みながら、業務能
力アップと自己管理能力を養うことができます。
Scopo では、ワーク・ライフ・バランス（業務の遂行と
体調保持との調和）が可能となる『働き方』を一緒に考え、
仕事に就く喜びと潤いある生活を応援していきます。

■ 業務内容

チラシ、リーフレット、冊子、案内状

などの制作および印刷・製本を含めた
印刷物全般を取り扱っております。
◆ CAD

Scopo では在宅勤務も取り入れ、「時間・場所・力量」
を考慮したフレキシブルな働き方を提供します。
更なるスキルアップと業務対応能力を向上させ職業
人としての自立を支援します。
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図面制作

◆ Web

建築図面や給排水工事図面な
ど、様々な図面を制作してい
ます。また、建物・内装、家
具什器などの立体的な図面も
承っております。

サイト制作

新規ホームページの立上げや
リニューアルに際し、お客様
に適した企画、提案を行い、
ご意向を尊重した Web サイ
トを制作いたします。

◆その他

Scopo の特徴
就労継続支援 A 型事業所 Scopo は、社員と共に働
く集団を目指します。

◆ DTP・デザイン制作

データ入力、システム構築、画像編集、
音声動画の字、出張教育（講師派遣）、
など各種ご相談に応じます。

● お問い合わせ
就労継続支援 A 型事業所

TEL & FAX

03-6413-0098

http://www.scopo.or.jp/

〒 158-0098 東京都世田谷区上用賀 3-14-17   グラン・ペルフェクティオ 1 階
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