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第３４回リハ工学カンファレンス in さっぽろ 

大会長挨拶 

第 34回リハ工学カンファレンス inさっぽろにご参加いただき、大変ありがとうご

ざいます。札幌での開催は、2004年の第 19回以来、15年ぶりになります。 

今回のテーマは「リハ工と看護・介護」です。地域包括ケアシステムも動き出し、

看護師、保健師、介護職員の方々が、在宅でリハビリテーションにかかわる機会も多

くなります。その中で、多くの支援機器が活躍していることを観ていただけるものと

思われますし、工学的支援をすることで大きく生活が変わる可能性を持つ方にもお会

いすることになります。機器を活用して、自律／自立した生活基盤を確立させること

で、外出、旅行などの余暇活動、就労など社会参加が可能となります。このような自

立生活実現のための様々な事例もご発表いただけます。 

特別講演として、厚生労働省の田上様より「障害者の支援機器開発～現状と課題～」

について、お話しいただくことになりました。介護ロボットなどの介護支援と、支援

機器による自立支援は、表裏一体のものとして、介護力不足の現状を支えていく大き

な柱となるものです。 

今後のお仕事や生活に生かせるよう、あるいは様々な情報の収集機会として、本カ

ンファレンスをご利用いただきたいと考えています。 
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大会長講演 

21日（1日目）第 1会場 12：10～13：00 

Noといわないリハ工学 

～リハ工学の歴史から今後の展望を探る～ 
 

桂 律也 クラーク病院 

1. はじめに 

 身体機能障害のある方を支援する道具として最初

に登場したのは「杖」だとされています。杖らしきも

のを使っているレリーフは、紀元前 2800年ごろと推

測されるものがエジプトで見つかっています。明ら

かに障害のある人が杖を使っているものに限定すれ

ば、紀元前 1500年ごろと推測されるエジプトの石碑

に、片足が下垂足になっている人が棒状の杖を使っ

ている姿が描かれています。その後、義肢装具が使わ

れ、16世紀からは車椅子も使われるようになりまし

た。これらのうち多くは、障害のある当事者自らが、

自らの機能を補うために、工夫し、創作し、改良を加

えていったものでした。周囲からは、無理、できない

などと言われたかもしれませんが、彼らは自らを否

定することなく（Noと言わず）、自らの可能性を見出

していきました。障害のある人たちの可能性を見出

すところからリハ工学はスタートしています。 

 

2. 近代リハ工学 

2.1 車椅子の進歩 

 重工業、蒸気機関を主とする第一次産業革命、内燃

機関や電気を主とする第二次産業革命がおこった 19

世紀後半以降、リハ工学の分野にエンジニアが関与

するようになってきました。20世紀初頭には、英国

でバースチェアのメーカーに自転車のエンジニアが

協力して、今日のハンドサイクルにつながる障害者

用上肢駆動式三輪車（レバー駆動とアームクランク

駆動）が開発されました。第一次世界大戦による戦傷

兵が多数帰還すると、障害者用三輪車は屋外移動手

段として活用され、1910年代にはモーターや原動機

がつけられ、障害者の移動範囲が拡大しました。アメ

リカでは脊髄損傷となった鉱山技師のエベレストの

要望で、友人のエンジニアであるジェニングスが今

日の車椅子の原型となる金属製折たたみ車椅子を開

発されました。二人はエベレスト＆ジェニングス（E

＆J）社を設立しました。 

第二次世界大戦では、医学の進歩により戦傷者の

救命率が向上し、切断や脊髄損傷など、多くの障害兵

が帰還しました。英国では、1948年ストーク・マン

デビル病院でアーチェリーの大会が開かれ、後にパ

ラリンピックへとつながる車椅子スポーツ大会が始

まりました。同じころ米国では退役軍人病院に入院

中の傷病兵たちが半ば自発的に車椅子バスケットボ

ールを始めました。人気はすぐに拡大し、やがて 1万

人規模の観客を集める競技になりました。 

英国でもネットボールというバスケットボールに

似た競技が行われていました。当時英国では、木製座

席で前方大車輪型の車椅子が使われていました。

1950 年、米英の対戦が実現しましたが、E&J の車椅

子に乗る米国の優位性は圧倒的でした。 

 選手たちの創意工夫で車椅子操作能力は向上し、

遠征のための公共交通機関の利用など社会参加能力

も拡大し、一部の選手は就労し社会復帰を果たすま

でになりました。道具によって障害のある人の生活

が大きく変わることが改めて確認されましたが、そ

こには、車椅子の軽量化やスポーツへの参加に Noと

言わず、障害のある人たちの可能性を探る精神が存

在していました。 

2.2 「リハ工学」の誕生 

カナダ空軍のエンジニアであったマクローリンは、

退役後の1949年にトロントの退役軍人病院の義肢装

具研究部門のエンジニアに就任し、それまで実用的

な義足歩行は不可能であるとされていた股関節離断

の人のためのカナダ式股義足をはじめ、いくつかの

義肢装具の開発に成功しました。その後、彼は米国に

招聘され、義肢装具開発委員会（CPOD）の主要メンバ

ーとなり、後に北米リハ工学協会発足に重要な役割

を果たしました。日本でも、1969年に中部労災病院
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内に労災義肢センターが開設され、義肢の研究開発

がはじめられました。 

エンジニアが、リハビリテーションの臨床現場で

リハチームとともに工学技術の研究開発にあたるこ

との重要性が認識され、1971年にカリフォルニア州

ダウニーのランチョ・ロス・アミーゴ医療センターと

フィラデルフィアのモス・リハビリテーション病院

に Rehabilitation Engineering Center（REC）が開

設されました。この時、Rehabilitation Engineering

という言葉が初めて使われました。これは、リハビリ

テーション工学と翻訳され、1973年には加藤、土屋

らによって日本に紹介されています。同年開院した

神奈川リハビリテーション病院にはリハ工学研究室

が併設されました。 

2.3 可能性の拡大 

車椅子バスケットボールは、米国で国内リーグが

開催され、ストーク・マンデビル大会でも採用されま

し、後に第 1回パラリンピックとされる 1960年のロ

ーマ大会から、パラリンピック種目に採用されまし

た。E&J社の規格品の車椅子では、選手の潜在的な能

力を発揮するには不十分となり、選手自らが車椅子

に改良を加えていきました。キャンバ、駆動輪車軸の

前出し、固定フレームなど後に活動的ユーザーの日

常使用される車椅子に取り入れられる多くの機構が、

1960～70年代にかけて選手たちによって開発されま

した。 

1970 年代半ばに固定フレーム車椅子 Quadra を開

発したミネブレーカーは、その優位性を示すために

76年にアウトドア走行やテニス行う短編映画を作成

しました。その映像を見たバークスがミネブレカー

とともに車椅子テニスを競技化しました。Quadra以

降、クイッキー、クッシャール、パンテーラ、などの

新しいタイプの車椅子が、ユーザーの要望にこたえ

る形で開発され、車椅子メーカーとして起業される

に至りました。また、シット・スキー（日本ではチェ

アスキー）など、少数ユーザーの希望（ウオンツ）を

実現させる形で、様々なスポーツが用具とともに開

発されていきました。 

 

3．リハ工学の現在 

 1981年の国際障害者年とその後の障害者のための

10年を通じ、障害者の社会参加が拡大すると、町づ

くりや交通手段が大きな課題となりました。同じこ

ろ、座位保持装置をはじめとする姿勢保持装置もリ

ハ工学の重要な分野になりました。寝たきりゼロ政

策に伴い、移乗機器や褥そう防止もリハ工学の重要

な要素となりました。第 3次産業革命とされる IT革

命によって、視聴覚障害者や外出が著しく困難な重

度障害者の情報獲得、情報発信が大幅に改善しまし

た。特別支援教育の分野でもリハ工学は不可欠な存

在となっています。義肢装具・車椅子・自助具は、常

に障害者に沿った開発が続けられています。これら

すべてが、医療だけでは不可能なことを実現させる

ための工学技術の活用に他なりません。 

 

4．リハ工学の展望 

 現在、超高齢化社会を迎え、介護力不足が深刻化し

ている現状で、介護、看護分野へのリハ工学の関与は

非常に重要です。国主導の介護量軽減の介護ロボッ

トや自立支援のためのニーズ・シーズマッチングが、

2025年問題など必要な時期に間に合うかどうかは不

確定です。新しい技術の開発や適用と並行して、現状

の技術で可能性を造ることが重要だと考えています。 

介護ロボットに限らず、ロボットや AIに代表され

る第 4 次産業革命は、障害者や高齢者も含めた生活

を大きく変えるものと期待されていますが、認知症

をはじめとするウオンツを表現できない人々や、ユ

ーザーの可能性を探求することに不慣れな新しい技

術提供者に対して、当事者とともにリハ工学が関与

していくことが非常に重要だと考えています。 
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障害者の支援機器開発～現状と課題～ 

田上 未来 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 

企画課自立支援振興室 

1. はじめに 

 障害者の支援機器という用語は、平成 19年に当時

の社会・援護局局長が主導して開催した生活支援技

術革新ビジョン勉強会において、従来の義手義足等

を中心とした制度等、福祉用具の枠にとどまらず、今

後の新たな可能性を拓く意味を込め用いられた。厚

生労働省では、この勉強会を機に、障害者の自立と社

会参加を支援することを目的に、支援機器の開発を

促進する取り組みを平成 21年より始めている。障害

者自立支援機器等研究開発プロジェクトを補正予算

で実施し、平成 22年より障害者自立支援機器等開発

促進事業を開始した。約 10年に渡り支援機器を開発

する企業等に開発補助を行ってきた。本講演では、当

該事業からみた支援機器開発の現状と課題を中心に

話を進める。 

 

2. 障害者自立支援機器等開発促進事業 

 本事業は、障害者の自立や社会参加を促進する観

点から、障害者のニーズに応じた支援機器等の開発

促進を目的に、自立支援機器の開発事業とシーズ・

ニーズマッチング強化事業の 2つの事業内容を柱に

取り組んでいる（図１）。

 

図１．障害者自立支援機器等開発促進事業の概要 

 

2.1. 自立支援機器等開発促進事業 

 本事業では、これまでに 83件の開発企業等を採択

し開発補助を行ってきた（平成 30年度補助事業終了

実績）。このうち、38件が製品化に成功している（事

業終了後 3年以内の製品化率は 46%）（図 2）。この結

果は、介護ロボット等に比べ市場規模の小さい当分

野においては、決して悪くはない成果だと認識して

いる。しかしながら、製品化後、市場規模の拡大に難

渋し、販売を中止する企業等が無いわけではない。本

事業への参画企業への調査結果によると、基礎研究

を含め開発計画の再検討が必要となった事例や、補

装具費支給制度等の申請を含めた出口問題、特許等

の取得が問題となり製品会に至らなかった事例もあ

る（図 3）。 

 

図 2．製品化状況（平成 30年度実績） 

 

図 3．未製品化の要因（平成 29年度実績） 
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これらをふまえ、平成 30年に支援機器等の開発に携

わる人材等が参加する学会にご協力いただき、支援

機器等の開発における課題についてアンケートを実

施した（未発表）。その結果から、既知の課題と思わ

れる課題が浮き彫りなり、本事業において今後取り

組むべき道筋をつける一助となった。尚、講演では、

アンケート結果についても紹介をする。 

 

2.2. シーズ・ニーズマッチング強化事業 

障害者の支援機器開発には、障害者のニーズと開

発者等のシーズの適切なマッチングが欠かせない。

本事業では、採択した開発企業等に限らず、支援機器

等の開発企業と障害当事者団体等が参加し、シーズ

とニーズのマッチングを促進するため、平成 26年よ

りシーズ・ニーズマッチング交流会を開催している。

この交流会は、当初、大阪と東京を開催地としていた

が、平成 29年より福岡会場を追加し、全国 3カ所で

開催しており、例年継続して出展する企業や、行政関

係者等の参加者数も増えている。しかし、近年、テク

ノロジーが著しく発展しているのに反し、支援機器

開発等に新規参入する企業の出展数は減少しており、

また、ニーズをもつ障害当事者やその支援者である

家族及び医療福祉関連職等の来場者数も十分とは言

い難い（図４）。本年度は、交流会の企画・運営に新

たな工夫をこらし、より実効性のあるシーズとニー

ズがマッチする交流会を目指し取り組む予定である。 

 

図 4．来場者内訳（平成 30年度実績） 

 

3. 障害者自立支援機器普及アンテナ事業 

開発された支援機器の普及（導入）促進には、自

治体等の積極的な関わりも不可欠となる。そのた

め、地域の実情を把握している都道府県が主体とな

って事業を行う地域生活支援事業に、理学療法士や

作業療法士などの支援機器に知見を有する専門職の

アウトリーチによる支援などが行えるよう、障害者

自立支援機器普及アンテナ事業を本年度新たに創設

した。本事業は、先に述べた専門職等を事業統括者

とし、地域にある支援機器に関するニーズや課題を

把握する他、医療・障害福祉サービス事業所に訪問

を行い支援機器の利活用事例を普及する、また地域

の支援機器取扱い事業者等と連携し、支援機器の試

用ができる機会を提供する事業などを想定してい

る。これら地域における支援機器に係わる情報等

は、厚生労働省に事業成果として報告され、障害者

自立支援機器等開発促進事業をはじめ、今後の支援

機器に関わる行政の取り組みの一助となることを期

待している。 

 

4．関連する調査研究事業 

先に述べた事業の他、支援機器の開発のみならず

普及における課題を解決すべく、厚生労働科学研究

費などの調査研究費を活用し、現在 3つの調査研究

事業を実施している。これらの調査研究は、令和 4

年度までのロードマップを作成し進めており、得ら

れた成果は障害者自立支援機器等開発促進事業に順

次取り入れる仕組みを考えている。これら重層的な

取り組みにより、支援機器の開発から利活用までを

より効率的、効果的に進めるためのプラットフォー

ム構築を目指している。 

 

5. 最後に 

 障害者の支援機器の開発普及における課題は多岐

にわたり、課題は山積している。はじめに述べた、生

活支援技術革新ビジョン勉強会の報告書には、これ

からの支援機器を考える視点として、社会全体のフ

レームづくり、基礎研究、技術開発、産業政策、人材

育成、教育、国・地方・企業の役割等、すでに多くの

課題が列挙されている。本講演依頼を機に、改めて目

を通し思ったことは、この 10年あまりでこれらの課

題をどこまで解決し社会実装できたのかということ

である。これらの課題を、行政と支援機器の開発等に

携わるプレーヤーとで、より早期に解決し社会実装

を目指すための意見交換が行われることを強く望む。 
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大会長特別企画 リハ工学と看護・介護 

下元 佳子 一般社団法人ナチュラルハートフルケアネットワーク 

石濱 裕規 医療法人社団永生会 

宮野 秀樹 全国頸髄損傷者連絡会 

松尾 清美 合同会社 KT福祉環境研究所 

持ち上げない介護によって、介護者の腰痛や負担を軽減し、介護職の離職率を低下し、居宅介護を可能に

し、介護される側の褥瘡や拘縮の防止を可能としている状況を実践されている皆様にお話ししていただきま

す。 

座長 岩崎 満男（株式会社ファーストウェルフェア） 

講演 麸澤 孝 （有）セカンドステージ（電動車いすユーザー） 

司会 木之瀬 隆 日本車椅子シーティング財団 

桂 律也  クラーク病院 

 

テーマ導入 木之瀬 隆 

シンポジスト 

片石 任  一般財団法人啓成会 啓成会高等職業技術専門校 

川畑 善智 有限会社パムック 取締役相談役 

 

リハ工学と看護・介護 1，2   21日（1日目）第 4会場 13：10～14：40 14：50～16：20 

持ち上げない介護 

リハ工学と看護・介護 4       22日（2日目）第 4会場 14：40～16：10 

シンポジウム 

電動車椅子による自立支援の促進に向けて 

リハ工学と看護・介護 3       22日（2日目）第 4会場 10：40～11：40 

電動車いすでどこでも行こう！ 

〜ローカル線を乗り鉄旅〜 
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大会長特別企画 リハ工学と看護・介護 

問題提起    秦 千穂  社会医療法人三草会 クラーク病院 作業療法士 

コメンテーター 村田 知之 神奈川リハビリテーション病院 

鈴木 基恵 横浜市総合リハビリテーションセンター 他 

回復期病棟で働き、身体機能障害のある高齢者に対する居宅介護支援については経験がある作業療法士

でも、認知症者の介護支援については環境整備、支援技術も含めて十分な知識も、経験不足し、どこに相談

したらよいのかさえわからない状態です。「こんなことが知りたい」という問題提起をしていただき、それ

に対してリハ・エンジニアがコメントを提供していく試みです。 

座長 繁成 剛 東洋大学 ライフデザイン学部   

講演 桂 律也 リハビリテーション工学協会 国際担当理事 

 ＷＨＯ（世界保健機構）が提唱する最重要支援機器 50品目について解説し、日本における現状と問題点に

ついて解説します。 

 

リハ工学と看護・介護 6       23日（3日目）第 4会場  9：30～11：00 

どんな福祉用具が求められているのか？～ 

WHO GATE（世界的支援技術連携）の提唱する最重要福

祉用具 50品目 

リハ工学と看護・介護 5       22日（2日目）第 4会場 16：20～17：50 

認知症者の介護を支援する支援技術 
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支部セッション 

 

 

 

テーマ：関東・甲信越支部の活動状況と来年度の活動について 

概要：関東・甲信越支部はまだ設立したばかりでしっかりした活動計画がありません。2018年度は厚木市で

リハ工学カンファレンスを開催しましたのでその運営のお手伝いをしました。 

 今回の支部セッションでは、そうした活動の報告と 2019 年度からどのような活動を進めていくかを参加

いただいた皆さんと一緒に考えたいと思います。 

 大規模災害への対応などについても話せたらいいなと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

テーマ：今後の中部支部の活動を考える(フリーディスカッション) 

概要：中部支部の皆さん，こんにちは！ご存知の通り中部支部は，東海地方から北陸地方までカバーしてい

るため，一同に集まって活動することがなかなか難しい…のが現状です． 

そこでこのセッションでは，皆さんと顔を合わせての情報交換や，今後の支部活動などについて，ざっく

ばらんにお話できたらと思っています．例えば，現在取り組んでいる活動，興味のある分野やテーマの紹介，

そして，支部活動として取り組めればいいなと思っていることなどを意見交換したいと思います． 

また，今後の支部の運営についても考えたいと思います．ぜひご参加ください！ 

 

 

 

 

 

 

 

テーマ：北九州でのリハ工学カンファレンスへの期待とアイディア 

概要：２０２０年は北九州市でリハ工学カンファレンスが開催されます。「こんな

イベントがあると楽しい！」、「カンファレンスはこうあるべきだ！」などの意見

や要望、実現可能性を意識したアイディアについて、情報交換したいと思います。 

過去に実行委員を経験した方は、経験談を聞かせていただけるとありがたいです。昔のリハ工学カンファレ

ンスを知る方は、思い出話をお聞かせください。スマホ世代の若い方は、新しいテクノロジーを活用したア

イディアなど提案してください。できるかどうかは分かりませんが、挙がった意見をできるだけ反映できる

ように創意工夫したいと思います。右上の QRコードまたは下の URLの掲示板もご利用ください。 

https://6208.teacup.com/koy/bbs 

関東・甲信越支部 22日（2日目）第 1会場 9：30～10：30 

中部支部 22日（2日目）第 2会場 9：30～10：30 

九州支部 22日（2日目）第 3会場 9：30～10：30 
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支部セッション 

 

 

 

 

テーマ：関西支部のこれまでの活動報告 ＆ 今後の活動について考える会 

概要：関西支部としての活動を開始して 9年。これまでの活動の振り返りを通して、本支部会員や各支部と

情報共有し、課題解決を図る。また、参加者とのフリーディスカッションにより、今後の活動のヒントと取

り組みについて共に検討する。関西支部会員はもちろんのこと、各支部においても多くの参加を期待する。 

＜これまでの主な活動＞ 

2010年度 関西支部設立記念シンポジウム「生きていく」上映会＆ディスカッション 

2011年度 みんなで語ろう、車椅子の歴史からみる ひと・もの・くらし 

2014年度 車いすトーク 

2017年度 ワタシ達が社会に出るのになにが要るの 

2018年度 バリアフリー・ユニバーサルデザインの一歩先の展開 

 

 

 

テーマ：今後の支部運営についてのミーティング 

 

概要：中四国支部は設立したばかりで決まった活動計画がありません。4 月に香川で実施した合同シンポジ

ウムを実施しましたので、その報告と、今後、中四国地域の中で皆様とつながって活動につなげることがで

きればと考えておりますので、ぜひご参加ください。今後の運営方針、活動を検討したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマ：今後の支部運営についてのミーティング 

概要：東日本支部について、これまでの経緯を説明し、今後の運営方法を皆様で検討したいと思います。積

極的にご参加下さい。 

 

 

 

 

 

 

関西支部 22日（2日目）第 1会場 13：30～14：30 

東日本支部 22日（2日目）第 3会場 13：30～14：30 

中国・四国支部 22日（2日目）第 2会場 13：30～14：30 
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障害者・高齢者に優しい観光 in 北海道 

吉田拓哉 

株式会社ＨＫワークス 

1. 北海道の障害者・高齢者観光の現状 

今、日本の人口の 28.1％（3,558万人）が 65歳以

上の高齢者であり、何らかの障害を有している方は

約 7.4％である。高齢者数、障害者数ともにその数は

今後さらに増えることが予想されている。 

そのような日本の現状がある中で、北海道の観光入

込客数（観光地を訪れた観光客をカウントした数）は

145,758千人で、そのうち道外客が 46,720 千人で、

道内客が 99,038千人である。また国内旅行客で一番

北海道を訪れている年代は 60代となっている。 

北海道を訪れる旅行者の多くが、国内からの旅行

者であり、その旅行者の多くが今後高齢化してくる

ことを考えると、北海道の旅行者の高齢化も必然的

に進んでくることが考えられる。 

 

2.  北海道におけるバリアフリー観光の取り組み 

 障害者・高齢者に関する観光については、国土交通

省観光庁が「ユニバーサルツーリズム」という形で普

及促進を行っている。「ユニバーサルツーリズムとは、

すべての人が楽しめるように創られた旅行であり、

高齢や障害等の有無にかかわらず、誰もが気兼ねな

く参加できる旅行を目指しています」と定義されて

いるが、今現在、北海道ではバリアフリー観光もユニ

バーサルツーリズムも同じような意味で捉えられる

ことが多い。 

具体的な取り組みについては、北海道は平成 30年

7月に「バリアフリー観光推進方策」を策定し、それ

に基づき現在バリアフリー 観光を進めている。過去

には「ユニバーサルツーリズムサポーター育成事業

（平成 26年度 北海道経済部観光局）」を皮切りに毎

年バリアフリー観光関連の事業を行っている。札幌

市は平成 21 年度から 23 年度にかけて札幌市バリア

フリー観光推進事業を実施。その他にも滝上町、せた

な町、乙部町、奥尻町など、自治体が中心となって取

り組んでいる例もあるがまだまだその数は少ない。 

民間事業者では、札幌、旭川、函館、小樽、釧路、

帯広、弟子屈など地域でバリアフリー観光の推進や

受入れ整備に努めている事業者もいる。しかし、北海

道においては大手の旅行会社でバリアフリー観光に

積極的に取り組んでいるところはなく、小さな団体

が独自にまたは他の地域と連携しながら地道に活動

を行っているのが現状である。 

また一般的な観光情報は非常に多いが、バリアフ

リー観光に関する情報は少なく、案内窓口など相談

できる場所がほとんどない。そんな中で民間の旅行

会社株式会社ＨＫワークスが札幌にて平成22年にバ

リアフリー観光のワンストップサービスを目指し相

談窓口を事務所内に設置。その後、一般社団法人日本

ＵＤ観光協会が設立され平成24年に相談業務が移譲

された。相談窓口設置当初から北海道の玄関口であ

る新千歳空港への相談窓口設置の必要性を訴えるも

いま現在も設置は行われてはいない。しかし行政も

その必要性を認識し、北海道、札幌市、公益社団法人

北海道観光振興機構、一般社団法人札幌観光協会の

支援の下、JR札幌駅構内に平成 27年 12月バリアフ

リー観光専門の相談窓口「北海道ユニバーサル観光

センター・札幌」が設置された。現在は NPO 法人北

海道ユニバーサルツーリズム推進協議会が運営を行

い、事務局を一般社団法人日本ＵＤ観光協会が担当

している。北海道ユニバーサル観光センター・札幌で

は、バリアフリー観光情報の案内の他に、有償での車

いす、ベビーカーのレンタルサービスを行っている。

平成30年度は、年間で1,673件の問い合わせがあり、

レンタルサービスについては、車いす 238 件、ベビ

ーカー107件のレンタルがあった。 

 

3.  障害者・高齢者に優しい観光地とは 

障害者・高齢者に優しい観光地というのは、どうい

う観光地であるだろうか。それは階段ではなくスロ

ープがあることだろうか。多目的トイレが充実して
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いるところだろうか。ハード面の設備は整っていて

も、そこに行きたいと思う素晴らしい景色、体験、人

などの観光資源がなければ、残念ながらそこは観光

地にはならない。例えば、誰でも利用できるようにハ

ードが整った海水浴場があっても、その海が汚れて

いたら果たして観光客は訪れるであろうか。誰もが

行ってみたくなるような素敵な海があって、初めて

人はそこに行きたいと思うのであって、ハードの整

備が全てではないし、ましてや完璧なバリアフリー

という言うものは存在しなく、障害の種類や身体の

状況は人それぞれで、全ての人に対応できるバリア

フリー観光というものは存在しない。 

障害者・高齢者に優しい観光地というのは、ハード

の整備だけではなく、一緒にバリアを超えることを

考えてくる、一緒にバリアを超えるのを助けてくれ

る優しい人がいる観光地のことを言うのではないだ

ろうか。障害者・高齢者に優しい観光を進めていくた

めにも、地域にそのような人材をどんどん増やして

いく必要がある。 

 

4.  北海道の優しい観光の事例 

 北海道は他の県に比べまだまだハード面、ソフト

面共にバリアフリー対応が進んでないと言われてい

るが、北海道各地に工夫しながら受入れを行なって

いるところがいくつもある。 

せたな町では、三本杉海水浴場という日本でも最

高ランクの水質を誇る海水浴場にスロープを設置し

て、車いす利用者でも砂浜まで移動できるようにす

るとともに、水陸両用車いすのレンタルを行い、車い

す利用者の方、視覚に障害のある方も、海水浴を楽し

んでもらえるよう工夫している。 

 

写真 1 水陸両用車いす（水陸両用車いすで海水浴を楽

しんでいる写真） 

札幌市の札幌市時計台の館長は、視覚に障害のあ

る方のガイドの際に、時計台の模型を触ってもらい

ながら施設の説明をしたり、1時間ごとに鳴る鐘の音

を利用して、音と振動で楽しんでもらう工夫をして

いる。 

そして、北海道において一番の人気コンテンツは

温泉であり、高齢になり、また障害があり、温泉から

遠のいていた方が、介助者たちと協力して一緒に温

泉に入れることができると「何年ぶりかに温泉に入

ることができた」「初めて露天風呂に入ることができ

た」という喜びの声が上がる。 

これは一部の事例で、バリアフリー対応したラフ

ティング、グライダー、乗馬のようなアクテビティな

ど素晴らしい事例はたくさんある。そしてそのよう

な情報をフリーペーパーとして発行している団体も

ある（一般社団法人日本ＵＤ観光協会発行の「バリア

フリー観光ガイドくるくる北海道」など）。 

 

5.  優しい観光に取り組むための初めの一歩 

 北海道には障害者・高齢者の旅をサポートするサ

ポーターやサポーターを育成するための資格制度や

研修がある。例えば、一般社団法人日本ＵＤ観光協会

では、観光介助士という旅行・観光と介護・福祉の知

識とスキルを持った人材の育成を行なっている。ま

た、北海道三助倶楽部を立ち上げ高齢者の温泉入浴

をサポートするサポーターを育成している。 

しかし、地域において一番大切なのはまずは受入

れてみるという姿勢である。ちょっとしたサポート

があれば旅行できる観光客を受入れずに終わってし

まうケースがまだまだ多い。人はだれしも年をとり、

身体は衰えてくるものである。また、いつ事故や病気

で障害を持つかもわからない。自分がそうなった時、

もう旅行をあきらめるしかないのだろうか。それよ

りも相手の立場になって「お互い様」だからと一緒に

バリアを乗り越えることはできないだろうか。「何か

困ったことはありませんか？」と声をかけることは

できないだろうか。私たちが推進しているバリアフ

リー観光は何か特別なことをすることではなくて、

ただ「旅がしたい人に旅をあきらめさせない」「どう

やったら旅ができるか」を一緒に考えて、行動するこ

とである。そして、それがバリアフリー観光であり、

障害者・高齢者に優しい観光であると考えている。 
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 会場案内 
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 会場案内 
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 ご参加の皆様へ（当日のご案内） 

(1) 参加手続きについて 

当カンファレンスに参加される方は、受付で参加登録を行ってください。事前登録をお済ませの方

は、参加登録は不要ですので、事前送付の参加証をスタッフが確認できるところにご携帯ください。 

 なお、企業展示と市民公開講座、学生特別企画については、無料で参加できます。 

 

(2) 受付 

[場 所]E棟 1階 

[時 間]1日目：8月 21日(水)11:00～17:00 

2日目：8月 22日(木) 9:00～17:00 

3日目：8月 23日(金) 9:00～13:30 

[参加費]下記表のとおりです。 

(3) クローク 

[場 所]E棟 3階 E306 

[時 間]1日目：8月 21日(水)11:00～18:00 

2日目：8月 22日(木) 8:30～18:00 

3日目：8月 23日(金) 8:30～15:40 

※ 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。 

 

(4) 会場内での呼び出し 

会場内でのお呼び出しはできません。4階伝言板をご利用ください。 

 

(5) インターネット環境ついて 

会場内は eduroam（国際学術無線 LANローミング基盤）に対応していますが、一般の WiFi環境は整

っておりません。ネット環境のご利用を希望される方は、ご自身でのご対応をお願いいたします。 

 

(6) ご昼食 

会場周辺に飲食店はございません。ご昼食は次の施設が利用できます。 

HITプラザ    10:30～14:00 

A棟 HUSテラス  12:00～14:00 

参加種別 当日参加申込 参加種別 当日参加申込 

日本リハビリテーション工学

協会正会員・協賛団体会員 

13,000 円 
（1日のみ参加：

7,000円） 

学生 
3,000円 

（論文集なし） 

非会員 
15,000 円 

（1日のみ参加：

8,000円） 

・介助者（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 

・市民公開講座・機器展示のみの参加 

無料 

                                                                           （消費税込） 
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 ご参加の皆様へ（当日のご案内） 

なお、お弁当をお持ちの方は、E棟休憩スペース、上記 HITプラザ、HUSテラスなどでのお食事が可

能です。 

 

(7) コンビニエンスストア 

大学構内のコンビニエンスストアは、以下の時間営業しています。 

ローソン    8:30～16:30 

 

(8) 交流会 

8月 21日(水)18:00より、大学構内 HITプラザにて交流会を開催します。当日の受付もございます

ので、皆様ふるってご参加ください。 

 

(9) 企業展示 

企業展示を E棟前と E404で開催いたします。無料でご覧いただけますので、ぜひご参加ください。 

 

(10) 福祉機器コンテスト 

福祉機器コンテストを E305 で開催いたします。無料でご覧いただけますので、ぜひご参加くださ

い。 

 

(11) 学生特別企画 

カンファレンス期間中、E 棟 1 階で北海道科学大学学生が企画する障害者スポーツ体験、イベント

を開催いたします。無料でご参加いただけますので、ぜひご参加ください。 

21日（水）13：00～17：00           ボッチャ体験会 

22日（木） 9：00～12：00、13：30～17：00  チェア スラローム 

23日（金） 9：00～12：00          義足体験会 

各イベントとも、事前お申し込み、参加料不要ですので、どしどしご参加ください。 

※  チェア スラローム参加の条件は車輪のついた椅子（車椅子、電動車椅子も OK）でトライする

ことです。一般の方には車輪のついた椅子などをお貸しいたします。上位入賞者には、超豪華

な賞品をご用意しています。閉会式で表彰します。 

 

(12) 会場内での録音・撮影 

カンファレンス実行委員会の許可のない録音および撮影は禁止いたします。 

 

(13) 携帯電話等 

会場内では、携帯電話等の電源をお切りになるか、マナーモードに設定してください。 

 

(14) 駐車場 

大学の来客用駐車場を無料でご利用いただけます。西門よりお入りいただき、警備員にお声がけく 
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 ご参加の皆様へ（当日のご案内） 

ださい。ご移動が難しい方用に 10 台分の優先スペースを確保しておりますが、満車の場合、第 2 駐

車場にご案内する可能性がございますのでご了承ください。 

 

(15) 介護タクシー送迎について 

開催期間中、手稲駅とカンファレンス会場の間を介護タクシーの送迎を致します。ご利用は原則

として予約制といたしますので、カンファレンス実行委員会アドレス 

 34thconf@gmail.com 

まで、メールにてお申し込みください。開催期間中は、いつでも利用が可能です。会

場と手稲駅間の利用にお使いいただけますが、時間などでご希望に添えない場合もご

ざいますのでご了承ください。 

 

(16) 日本リハビリテーション工学協会事務局 

会期中、1 階受付に一般社団法人日本リ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。 

 

(17) 生涯学習のポイントについて 

以下団体の生涯学習ポイントの申請が可能です。詳細は各団体の登録方法をご確認ください。 

 

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、マイページよりログイン頂き、履修情報登録・認証のページに掲載の

「履修情報登録・認証の手引き」の手順にしたがってご申請ください。 

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。 

日本作業療法士協会 http://www.jaot.or.jp/ 

 

公益社団法人日本義肢装具士協会会員の皆様～ 

生涯学習システムの単位認定の対象となります。申請方法については、協会ホームページより

各種申請書ダウンロードに進み、単位申請書をダウンロードしてご確認ください。 

https://www.japo.jp/ 
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 座長・ご発表の皆様へ（当日のご案内） 

1 セッション座長へのお知らせ 

a) 座長は、当該セッション開始前までに参加手続きと座長受付（1 階ホール）をお済ませください。 

b) 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。 

c) 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。 

d) 各セッションの発表時間は以下の通りです。 

一般口演、 

当事者セッション 

発表時間 10 分間 

質疑応答 4 分間 

演者交代時間 1 分間 

学生セッション 

発表時間 8 分間 

質疑応答 3 分間 

演者交代時間 1 分間 

e) 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。 

f) 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。 

g) 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。 

h) 発表者への質問は、所属、氏名を名乗った上で行うようアナウンスしてください。 

i) 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。 

j) 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。 

k) 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。 
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 座長・ご発表の皆様へ（当日のご案内） 

2 口述発表者へのお知らせ 

(1) 発表時間 

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。 

５） 発表、質疑及びディスカッションの際は、敬称には「◯◯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

なかったことなど、発表者、座長、参加者でざっくばらんに議論し、発表者と参加者が交流する

ための「アフターセッション」を実施します。ご参加いただきますよう、よろしくお願いしま

す。 

 

(2) 発表者の受付 

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階ホール）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、USB フラッシュメモリーをご持参ください。 

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 

( イ) ソフトウェア： Microsoft PowerPoint  2007/2010/2013/2016 
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 座長・ご発表の皆様へ（当日のご案内） 

７） 動画を使用する場合や MacOSで発表される方は必ずご自身の PC をご持参ください。また

Windows であっても、特殊なフォント、アプリケーション、動画などがある場合は、ご自身の PC 

での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】 

a) 使用可能なメディアは、USB フラッシュメモリーのみです。CD-R、DVD-R、CD-RW、MO、フロッ

ピーディスクは受付できません。 

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。 

c) 動画データがある場合、Windows Media Player の初期コーデックで再生可能なもの（WMV 形式

推奨）のみとします。 

d) 発表に使用する PC、プロジェクターの画面サイズはワイド画面 16：9です。標準 4：3もご使

用になれますが画面が小さくなります。ご使用のデータのサイズを合わせてレイアウトの確認

をしてください。 

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・演者名等）にしてください。 

k) スムーズな進行のために、発表者ツールの使用はご遠慮ください。 

【PC をお持込される場合（Windows、MacOS とも可能）】 

a) コネクターの形状は、ミニ D-sub15 ピンまたは HDMI です。外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。 
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 座長・ご発表の皆様へ（当日のご案内） 

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。 

 

3 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について 

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。時間は発表

演題数によって異なりますので、日程表をご確認ください。 

 

(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。 

 

4 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（E305）です。 

(2) 展示準備・展示・発表時間 

受付・展示準備・展示・撤去 

展示準備 第１日目 8月 21日（水） 11：00～12：00 

展示 

第１日目 8月 21日（水） 12：00～17：40 

第 2日目 8月 22日（木） 9：30～17：30 

第 3日目 8月 23日（金） 9：30～12：00 

撤去 第 3日目 8月 23日（金） 12：00～12：40 

 

発表・コアタイム 

インタラクティブセッション 1 8月 22日（木） 10：40～11：40 

インタラクティブセッション 2 8月 22日（木） 14：40～15：30 

インタラクティブセッション（学生） 8月 22日（木） 14：40～15：30 

インタラクティブセッション 3 8月 22日（木） 15：30～16：20 
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(3) 展示準備・展示 

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ません。 

c) 各発表者ブースにはパネルを用意いたします。 

d) 本年度は掲示パネルに電子黒板を利用します。印刷物を持ち込まず、ＰＤＦ掲示（ＵＳＢメモリ

使用）、ＰＣ（ＨＤＭＩ端子）による投影も利用できます。 

e) 演者の方は、当該セッション開始前までに受付（1階ホール）をお済ませください。 

f) ＰＤＦ掲示をご希望の場合、受付時に実行委員会が用意したＵＳＢメモリにデータを入れてご

投影ください。カンファレンス終了後、実行委員会にて回収し、データを再生できない形で消去

いたします。お持ち帰りにならないよう、ご注意ください。 

g) 指定の時間に設営、撤去をお願いします。なお、発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。 

h) 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しますのでご了承く

ださい。 

 

(4) 発表 

a) 発表者は当該セッション時間には、それぞれポスター等の前で待機していただき、参加者と自由

に意見交換してください。 

b) 当該セッション時間以外に会場内で待機する必要はありません。 

c) 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。 

d) 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。 

e) 演者の方は、各パネル前に用意いたします「発表者リボン」をご着用の上、ご発表ください。 

(5) 展示方法 
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 座長・ご発表の皆様へ（当日のご案内） 

a) 展示用パネルは、縦 120 ㎝×横 180 ㎝の電子黒板で

す（右図）。 

b) パネルには事務局で予め演題番号（11cm × 11cm）

を掲示します。 

c) 演題番号の横に掲示する、演題名、所属、氏名（縦 11cm 

×横 65cm）は各自にてご用意ください。または、展

示用パネルへの投影部（右図の投影部分）左上に掲示

してください。 

d) ポスターは演題名等の下、縦 110 ㎝×横 177 ㎝（地

面からの高さ 90㎝）のスペース（右図の投影部分）

に展示してください。ＰＤＦなどの投影も同スペー

スとなります。 

e) 投影の際の解像度は横 1920×縦 1200です。パワーポ

イントでは、右図の矢印幅がワイド画面サイズにな

ります。 

f) 各展示パネルには投影用の電源をご用意いたしま

す。 

g) 掲示用パネルへの押しピンの使用はできません。ポ

スターなどの展示に必要なマグネット、投影用のＵＳＢメモ

リは事務局で用意いたします。 

h) 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。 

i) 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

ーを作成してください。テーブルの高さは 70cm、奥行きは

45cm、幅 180㎝です。 

 

(6) 搬入・搬出方法 

a) 宅配便で荷物を送られる場合は下記宛に 8 月 20 日（水）の

午後着指定でお送りください。 

b) 送り先： 

〒006-8585 北海道札幌市手稲区前田 7 条 15 丁目 4-1 北海道科学大学 E 棟 E305  

第 34回リハ工学カンファレンス in さっぽろインタラクティブ会場 宛 

ご依頼主の氏名欄には、演題番号（プログラム参照）・発表者名をご記入ください。 

使用する電子黒板 

ＵＳＢメモリ接続部 
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 座長・ご発表の皆様へ（当日のご案内） 

c) 搬出日の宅配便は、ご自身にて手配ください。佐川急便の着払伝票のみ、こちらで準備いたしま

す。23日（金）14：00～15：30 に業者に待機してもらいます。必要の際には、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。 

 

5 学生セッション、インタラクティブセッション(学生)発表者へのお知らせ 

(1) 発表について 

「2 口述発表者へのお知らせ」、「3アフターセッションについて」、「4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。 

【27】　第34回リハ工学カンファレンス in さっぽろ



 社員総会・代表者会議 

1 社員総会について 

以下の日程で開催いたします。 

 

８月２２日（木）   

社員総会 12：30～13：20 ４Ｆ Ｅ４０５ 

 

2 代表者会議について 

以下の日程で開催いたします。 

 

８月２２日（木）   

支部代表者会議 8：50～ 9：20 ３Ｆ Ｅ３０４ 

ＳＩＧ代表者会議 17：55～18：55 ４Ｆ Ｅ４０５ 
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日程表

1日目　8月21日（水）

13:00

14:00

15:00

16:00

14：50～15：35
一般口演4
車椅子2

座長：北野　義明

16：30～17：15
一般口演8

コミュニケーション2
座長：伊藤　和幸

16：30～17：15
一般口演7
評価・研究

座長：中島　康博

13：10～13：55
一般口演3

住まいづくり／街づくり1
座長：鈴木　基恵

～14：20
アフターセッション

～14：40
アフターセッション

13：10～14：10
一般口演1
車椅子1

座長：江原　喜人

16：30～17：00
一般口演9

住まいづくり／街づくり2
座長：植田　瑞昌

～17：20
アフターセッション

16：30～17：15
一般口演10
義肢装具1

座長：笹川　友彦

第1会場
（4F E401）

第3会場
（3F E303）

第4会場
（4F E405）

第2会場
（4F E403）

18:00

10:00

11:00
受付開始　11時00分

12:00

11：30～12:00
ファーストタイマーズ

セッション

12:00～開会式

13：10～14：40
大会長特別企画

リハ工学と看護・介護1
持ち上げない介護Ⅰ

下元　佳子
石濱　裕規
宮野　秀樹
松尾　清美

14：50～16：20
大会長特別企画

リハ工学と看護・介護2
持ち上げない介護Ⅱ

下元　佳子
石濱　裕規
宮野　秀樹
松尾　清美

17:00

～17：40
アフターセッション

～17：40
アフターセッション

～17：40
アフターセッション

12:10～13:00
大会長講演

「Noといわないリハ工学」
座長：沖川　悦三
講演：桂　律也

13：10～14：10
一般口演2
自助具1

座長：田中　栄一

～16：20
アフターセッション

～14：40
アフターセッション

14：50～15：50
一般口演5

コミュニケーション1
座長：上野　忠浩

～16：00
アフターセッション

～16：00
アフターセッション

14：50～15：35
一般口演6

特別支援教育
座長：油田　優衣

交流会　18:00開始　（学内食堂　HITプラザ）
19:45終了（予定）
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クローク
（3F E306）

11:00～18:00
クローク

E棟1階フロア
企業展示会場

（4F E404）
インタラクティブ＆福祉機器

コンテスト（3F E305）

受付後～12:00
準備

11:00

12:00

14:00

15:00

10:00～12:00
搬入

設置・準備

12：00～17：40
企業展示

12：00～17：40
インタラクティブ展示

福祉機器コンテスト展示
13:00～17:00

学生企画
ボッチャ体験会

17:00

10:00

18:00

交流会　18:00開始　（学内食堂　HITプラザ）
19:45終了（予定）

13:00

16:00
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日程表

2日目　8月22日（木）

～16：10
アフターセッション

14：40～16：10
大会長特別企画

リハ工学と看護・介護4
シンポジウム　電動車椅子による

自立支援の促進に向けて
司会　木之瀬　隆・桂　律也

シンポジスト：片石　任・
　　　　　　　　　川畑　善智

14：40～15：40
一般口演15

バイオメカニクス
座長：松尾　清美

9：30～10：30
支部セッション

九州支部

～17：30
アフターセッション

～12：10
アフターセッション

～17：30
アフターセッション

10：40～11：40
大会長特別企画

リハ工学と看護・介護3
「電動車いすでどこでも行こう！

〜ローカル線を乗り鉄旅〜」
座長：岩崎　満男　演者：麸澤　孝

10：40～11：40
一般口演12

住まいづくり／街づくり3
座長：糟谷　佐紀

13：30～14：30
支部セッション
東日本支部

～12：10
アフターセッション

12：30～13：20
社員総会

9：30～10：30
支部セッション

関東・甲信越支部

9：30～10：30
支部セッション

中部支部

14：40～15：40
一般口演14

コミュニケーション3
座長：田中　芳則

17：55～18：55
SIG代表者会議

16：20～17：05
一般口演18

学生セッション
座長：敦賀　健志

16：20～17：05
一般口演17

コミュニケーション4
座長：井村　保

16：20～17：20
一般口演16
姿勢保持

座長：本郷　俊弥

～17：50
アフターセッション

16：20～17：50
大会長特別企画

リハ工学と看護・介護5
認知症者の介護を支援する

支援技術
問題提起：秦 千穂

コメンテーター：村田　知之・
　　　　　　　　　鈴木　基恵

　　　　他

13：30～14：30
支部セッション
中国・四国支部

16:00

14:00

15:00

13:00

18:00

17:00

～16：10
アフターセッション

10：40～12：10
特別企画

「障害者の支援機器開発
～現状と課題～」
座長：桂　律也

講演：田上 未来

13：30～14：30
支部セッション

関西支部

14：40～15：40
一般口演13

当事者セッション
座長：小谷　晴子

～16：10
アフターセッション

第1会場
（4F E401）

第2会場
（4F E403）

第4会場
（4F E405）

第3会場
（3F E303）

11:00

12:00

10：40～11：40
一般口演11

車椅子3
座長：小林　博光

9:00
受付開始　9時00分

10:00
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13：30～17：00
福祉機器コンテスト

2019
選考会

（関係者のみ）

14：40～15：30
インタラクティブ

セッション2＆学生

15：30～16：20
インタラクティブ

セッション3

13：30～17：00
チェアスラローム

インタラクティブ展示
福祉機器コンテスト展示

9：30～17：30
インタラクティブ展示

福祉機器コンテスト展示

インタラクティブ展示
福祉機器コンテスト展示

9：00～17：30
企業展示

9:00

10:00

11:00

12:00

8:30～18:00
クローク

13:00

14:00

15:00

16:00

18:00

17:00

1階フロア
クローク

（3F E306）
企業展示会場

（4F E404）
第5会場

（3F E304）
インタラクティブ＆福祉機器

コンテスト（3F E305）

8:50～9:20
支部代表者会議

10：40～11：40
インタラクティブ

セッション1

9：00～12：00
チェアスラローム
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日程表

3日目　8月23日（金）

14:00

15:00

9：30～11：00
大会長特別企画

リハ工学と看護・介護6
どんな福祉用具が

求められているのか？～
WHO　GATE（世界的支援技術連携）
の提唱する最重要福祉用具50品目

座長：繁成　剛
講演：桂　律也

13:00

9:00

10:00

12:00

11:00

11：10～11:55
一般口演23

自助具2
座長：岡田　英志

11：10～11：55
一般口演24
義肢装具2

座長：松田　靖史

～11：00
アフターセッション

～11：00
アフターセッション

～11：00
アフターセッション

11：10～11:55
一般口演22
調査研究2

座長：桂　律也

開場12:50
受付開始

12:30～　閉会式

9：30～10：30
一般口演21

住まいづくり／街づくり4
座長：橋本　美芽

9：30～10：30
一般口演20

スポーツ・乗り物
座長：岩崎　満男

9：30～10：30
一般口演19
調査研究1

座長：中村　俊哉

第3会場
（3F E303）

第4会場
（4F E405）

第2会場
（4F E403）

第1会場
（4F E401）

受付開始　9時00分

～12：20
アフターセッション

～12：20
アフターセッション

～12：20
アフターセッション

13：10～15：10
市民公開講座

「障害者・高齢者に優しい観光
in 北海道」

座長：剣持　悟
講演：吉田　拓哉
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9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

インタラクティブ＆福祉機器
コンテスト（3F E305）

クローク
（3F E306）

企業展示会場
（4F E404）

E棟1階フロア

8:30～15:40
クローク

9：00～12：00
義足体験会

13：10～15：30
撤収

9：30～12：00
インタラクティブ展示

福祉機器コンテスト展示
9：00～13：10

企業展示

12：00～12：40
撤収
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 プログラム ２１日（水） 

８月２１日（水） 

第１会場（４Ｆ Ｅ４０１）  

12：00～12：10 開会式 

12：10～13：00 大会長講演 

 座長：沖川 悦三 

（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） 

 「Ｎｏと言わないリハ工学」 

桂 律也（クラーク病院） 

 

13：10～14：10 一般口演 1 車椅子１  

 座長：江原 喜人（総合せき損センター医用工学研究室） 

1-1-1 三肢体幹麻痺者に対する姿勢安定性と駆動，移乗のしやすさに配慮した車い

すの事例報告 

浅井 直樹（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） 

1-1-2 脊柱側彎症を有する脊髄損傷症例に対する車椅子の適合事例 

村田 知之（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） 

1-1-3 重度四肢麻痺者の生活にあう電動車椅子の作成と工夫 

島本 卓（特定非営利活動法人ライフサポートはりま） 

1-1-4 脳性麻痺者における運動能力向上と可能性： 

成木 冬威（金沢星稜大学） 

【一般口演１ アフターセッション】 

  

14：50～15：35 一般口演４ 車椅子２  

 座長：北野 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） 

1-1-5 電動車いすのジョイスティックの形状と角度と位置の工夫 

～体幹や上肢の支持とのバランス～ 

小林 博光（総合せき損センター） 

1-1-6 重複障害児用電動移動補助器の開発 

秀島 圭和（佐賀大学医学部医学系研究科） 

1-1-7 電動車いすの転落事故防止のためのアシストシステムの開発 

牛見 宣博（九州産業大学） 

【一般口演４ アフターセッション】 
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 プログラム ２１日（水） 

16：30～17：15 一般口演７ 評価・研究  

 座長：中島 康博（北海道立総合研究機構 産業技術研究本部 工業試験場） 

1-1-8 頸髄損傷者のための体位変換支援装置の開発 

難波 邦治（吉備高原医療リハビリテーションセンター） 

1-1-9 座圧分布特性とトータルコンタクトの関連性の検討 

石濱 裕規（医療法人社団永生会 研究開発センター） 

1-1-10 体圧分布測定記録情報の多職種共有化への取り組み 

江原 喜人（総合せき損センター医用工学研究室） 

【一般口演７ アフターセッション】 

  

第２会場（４Ｆ Ｅ４０３） 

13：10～14：10 一般口演２ 自助具１  

 座長：田中 栄一（国立病院機構八雲病院） 

1-2-1 頸髄損傷者の盲腸瘻による順行性浣腸動作への自立支援－自助具の作製につ

いて－ 

廣田 祐樹 

（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） 

1-2-2 日常的なポータブルスプリングバランサーの使用が食事動作能力の向上に繋

がった不全頚髄損傷一症例 

廣島 拓也（苑田会花はたリハビリテーション病院） 

1-2-3 脊髄損傷者のためのマウススティックとその利用環境整備 

田中 芳則（なごや福祉用具プラザ） 

1-2-4 自発的なお絵描きに向けた三指つまみ自助具の導入－自助具のあり方とは－ 

一木 愛子（社会福祉法人神奈川県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） 

【一般口演２ アフターセッション】 

  

14：50～15：50 一般口演５ コミュニケーション１ 

 座長：上野 忠浩 

（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） 

1-2-5 視線入力装置を利用した意思伝達支援の試み 

安齋 敬太（仙台市重度障害者コミュニケーション支援センター） 

1-2-6 ALS 当事者の社会参加が保障される条件――地方在住当事者への ICT 活用に

よる遠隔地ヘルパー登録という手法から 

天畠 大輔（日本学術振興会特別研究員(PD)/株式会社 Dai-job high） 

1-2-7 在宅難病患者向け緊急通報装置の機器支援 その 7 

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） 
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 プログラム ２１日（水） 

1-2-8 側頭筋を使った入力装置による電動車いす操作の実例 

杉本 義己（システムデザイン・ラボ） 

【一般口演５ アフターセッション】 

  

16：30～17：15 一般口演８ コミュニケーション２ 

 座長：伊藤 和幸（国立障害者リハビリテーションセンター研究所） 

1-2-9 各障害に対応したダンスアプローチ 

高橋 俊二（ヨジゲンズ、モータルコンバット） 

1-2-10 高齢者施設でのタット運動の実施と考察 

高橋 俊二（ヨジゲンズ、モータルコンバット） 

1-2-11 触覚により音の方向を提示する耳かけ型聴覚補助システムの改良 

仮屋 孝二（第一工業大学） 

【一般口演８ アフターセッション】 

  

第３会場（３Ｆ Ｅ３０３） 

13：10～13：55 一般口演３ 住まいづくり／街づくり 1  

 座長：鈴木 基恵（横浜市総合リハビリテーションセンター） 

1-3-1 家で暮らす。家族と住まいの “ちから” AI アシスタントを取入れた自律

支援 

神崎 嘉博（ＮＰＯ法人ケアリフォームシステム研究会、株式会社神崎工務店） 

1-3-2 夫婦とも脳性麻痺・運動機能障がい者の老後を考えた住まいづくり 

武藤 俊之（株式会社武藤技建） 

1-3-3 脊髄損傷者の住環境整備後の生活実態調査 

植木 千尋（総合せき損センター） 

【一般口演３ アフターセッション】 

  

14：50～15：35 一般口演６ 特別支援教育 

 座長：油田 優衣（京都大学教育学部教育科学科） 

1-3-4 特別支援学校における取組その 4 

佐藤 裕子（横浜市立左近山特別支援学校） 

1-3-5 指文字・手話の学習支援教材の開発 

藤澤 義範（国立高専機構長野高専） 

1-3-6 重症心身障害児（者）における視運動性眼振検査のプログラミングを用いた

システム化の試み 

山際 英男（東京都立東部療育センター） 

【一般口演６ アフターセッション】 

 

【39】　第34回リハ工学カンファレンス in さっぽろ



 プログラム ２１日（水） 

16：30～17：00 一般口演９ 住まいづくり／街づくり２ 

 座長：植田 瑞昌（ 国立障害者リハビリテーションセンター研究所） 

1-3-7 認知症高齢者の生活空間における困りごとと対応 ―排泄に関して― 

鈴木 基恵（横浜市総合リハビリテーションセンター） 

1-3-8 海外製電動車椅子利用頸損者のドア事情 

鈴木 太 

【一般口演９ アフターセッション】 

  

第４会場（４Ｆ Ｅ４０５） 

13：10～14：40 大会長特別企画 リハ工学と看護・介護１ 

持ち上げない介護Ⅰ 

下元 佳子（一般社団法人ナチュラルハートフルケアネットワーク） 

石濱 裕規（医療法人社団永生会） 

宮野 秀樹（全国頸髄損傷者連絡会） 

松尾 清美（合同会社 KT福祉環境研究所代表） 

  

14：50～16：20 大会長特別企画 リハ工学と看護・介護２ 

持ち上げない介護Ⅱ 

下元 佳子（一般社団法人ナチュラルハートフルケアネットワーク） 

石濱 裕規（医療法人社団永生会） 

宮野 秀樹（全国頸髄損傷者連絡会） 

松尾 清美（合同会社 KT福祉環境研究所代表） 

  

16：30～17：15 一般口演１０ 義肢装具１ 

 座長：笹川 友彦（熊本総合医療リハビリテーション学院） 

1-4-1 頚髄損傷不全麻痺患者に対する長下肢装具と短下肢装具を用いた BWSTT によ

る一症例 

野崎 和昭（花はたリハビリテーション病院） 

1-4-2 両側股関節離断者に対する装飾義足の製作とその機能 

今井 大樹（国立障害者リハビリテーションセンター研究所） 

1-4-3 不全対麻痺者に Honda歩行アシストを使用した経験 

鳥山 貴大（相澤病院リハセラピスト部門） 

【一般口演１０ アフターセッション】 
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 プログラム ２２日（木） 

８月２２日（木） 

第１会場（４Ｆ Ｅ４０１）  

9：30～10：30 支部セッション 関東・甲信越支部 

  

10：40～12：10 特別企画 

座長：桂 律也（クラーク病院） 

 「障害者の支援機器開発～現状と課題～」 

田上 未来 

（厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部企画課 自立支援振興室） 

  

13：30～14：30 支部セッション 関西支部 

  

14：40～15：40 一般口演１３ 当事者セッション 

 座長：小谷 晴子（特定非営利活動法人 札幌アシストセンターマザー） 

2-1-1 ICT機器は、私たちのコミュニケーションを豊かにする 

大神 和子 

2-1-2 指伝話 私の代わりのメッセンジャー 

杉浦 忍（日本 ALS協会北海道支部 支部長） 

2-1-3 私とリハビリ 

勝間 柚香 

2-1-4 障害当事者が伝える、ユニバーサル社会の啓発 DVDの製作に携わって 

竹村 美紀子（NPO法人ユニバーサルサービスアカデミー講師 英会話教室講師） 

【一般口演１３ アフターセッション】 

  

16：20～17：20 一般口演１６ 姿勢保持 

 座長：本郷 俊弥（MONGO DESIGN） 

2-1-5 重度の側弯と呼吸障害を有する成人 SMA2 型患者の座位保持装置製作の事例

報告 

中村 詩子（北九州市立総合療育センター） 

2-1-6 重度四肢麻痺者へのタット運動の身体的な治療効果の考察 

角田 槙司（株式会社とびら） 

2-1-7 車椅子の座角・座背角の違いが姿勢に及ぼす影響 

坂下 智哉（花はたリハビリテーション病院） 

2-1-8 姿勢保持具の工夫による成人重症心身障害者の機能的変化(10年間の報告） 

鈴木 みほ（東京小児療育病院 理学療法士） 

【一般口演１６ アフターセッション】 
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 プログラム ２２日（木） 

第２会場（４Ｆ Ｅ４０３）  

9：30～10：30 支部セッション 中部支部 

  

10：40～11：40 一般口演１１ 車椅子３ 

 座長：小林 博光（総合せき損センター医用工学研究室） 

2-2-1 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４報） ～生活場面を考慮した走行性の実現～ 

北野 義明（石川県リハビリテーションセンター） 

2-2-2 車いす推進の身体活動負荷 アクティブタイプと標準型の比較 

徳田 良英（帝京平成大学） 

2-2-3 簡易モジュラー車椅子の背角度・フットサポート位置の比較調査 

片石 任（一般財団法人啓成会） 

2-2-4 医療機関におけるシーティング・チームに関する調査 

木之瀬 隆（一般財団法人日本車椅子シーティング財団） 

【一般口演１１ アフターセッション】 

  

13：30～14：30 支部セッション 中国・四国支部 

  

14：40～15：40 一般口演１４ コミュニケーション３ 

 座長：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） 

2-2-5 頚部筋電位信号により制御を行う人工喉頭の制御手法の改良 

大惠 克俊（第一工業大学） 

2-2-6 「スマートスピーカー」の活用方法の考察 

上野 忠浩（横浜市総合リハビリテーションセンター 研究開発課） 

2-2-7 重症児の心拍変動を用いた原初的コミュニケーションに関する研究 

秀島 圭和（佐賀大学医学部医学系研究科） 

2-2-8 補装具費支給制度における借受けの課題に関する調査報告 

井村 保（中部学院大学） 

【一般口演１４ アフターセッション】 
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 プログラム ２２日（木） 

16：20～17：05 一般口演１７ コミュニケーション４ 

 座長：井村 保（中部学院大学 看護リハビリテーション学部） 

2-2-9 当センターのレスパイト入院への作業療法について 

鈴木 康子（埼玉県総合リハビリテーションセンター 作業療法科） 

2-2-10 新潟市障がい者 ITサポートセンターの実践報告（2008-2018） 

林 豊彦（新潟大学工学部人間支援感性科学プログラム） 

2-2-11 話すだけが会話ではない、QOLを高める指伝話メモリの新機能 

高橋 宜盟（有限会社オフィス結アジア） 

【一般口演１７ アフターセッション】 

  

第３会場（３Ｆ Ｅ３０３）  

9：30～10：30 支部セッション 九州支部 

  

10：40～11：40 一般口演１２ 住まいづくり／街づくり３ 

 座長：糟谷 佐紀（神戸学院大学） 

2-3-1 相対湿度 50％における頸髄損傷者の至適温度範囲の再検討 

三上 功生（日本大学 生産工学部 建築工学科） 

2-3-2 片まひ者の防火戸通行時の課題～把手形状の違いによる実験を通して～ 

西村 顕（横浜市総合リハビリセンター） 

2-3-3 家屋環境の再現度が高いトイレ・浴室評価室について 

岩島 和香奈（神奈川リハビリテーション病院 作業療法科） 

2-3-4 障害のある子どものおむつ使用状況と排泄環境整備の実態 

植田 瑞昌（元日本大学大学院理工学研究科 博士後期課程建築学専攻） 

【一般口演１２ アフターセッション】 

  

13：30～14：30 支部セッション 東日本支部 

  

14：40～15：40 一般口演１５ バイオメカニクス 

 座長：松尾 清美（合同会社 KT福祉環境研究所） 

2-3-5 ベッド上での体位変換介助における介助者の足部配置と腰部負荷の関係 

松本 光司（九州工業大学大学院生命体工学研究科） 

2-3-6 マイオモーションを利用した健常者の脱衣動作分析 

玉垣 努（神奈川県立保健福祉大学作業療法学専攻） 

2-3-7 クワドピボッド・トランスファーの三次元動作解析～習熟度による違い～ 

平田 学（神奈川リハビリテーション病院 理学療法科 ） 

2-3-8 車いすの身体支持形態の違いによる影響評価のための力学シミュレーション 

塚田 敦史（名城大学） 

【一般口演１５ アフターセッション】 
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16：20～17：05 一般口演１８ 学生セッション 

 座長：敦賀 健志(北海道科学大学保健医療学部） 

2-3-9 VRを用いたチェアスキーシミュレータの設計と開発 

樋田 嵩斗（金沢工業大学） 

2-3-10 歩行の安定を図る室内用歩行介助機器の設計と試作 

笠井 秀（金沢工業大学） 

2-3-11 足裏の触覚を利用したスマートインソールによる移動支援の検討 

山畑 篤海（第一工業大学） 

【一般口演１８ アフターセッション】 

  

第４会場（４Ｆ Ｅ４０５）  

10：40～11：40 大会長特別企画 リハ工学と看護・介護３ 

電動車いすでどこでも行こう！ 〜ローカル線を乗り鉄旅〜 

座長 岩崎 満男（株式会社ファーストウェルフェア） 

講演 麸澤 孝 （有）セカンドステージ（電動車いすユーザー） 

  

12：30～13：20 社員総会 

  

14：40～16：10 大会長特別企画 リハ工学と看護・介護４ 

シンポジウム 電動車椅子による自立支援の促進に向けて 

司会 木之瀬 隆 日本車椅子シーティング財団 

桂 律也  クラーク病院 

テーマ導入 木之瀬 隆 

シンポジスト 

片石 任  一般財団法人啓成会 啓成会高等職業技術専門校 

川畑 善智 有限会社パムック 取締役相談役 

  

16：20～17：50 大会長特別企画 リハ工学と看護・介護５ 

認知症者の介護を支援する支援技術 

問題提起  秦 千穂 社会医療法人三草会 クラーク病院 作業療法士 

コメンテーター 村田 知之 神奈川リハビリテーション病院 

鈴木 基恵 横浜市総合リハビリテーションセンター 他 
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 プログラム ２２日（木） 

インタラクティブ会場（３Ｆ Ｅ３０５） 

10：40～11：40 インタラクティブセッション１ 

2-4-1 せき損式スライディングボードの差し込みのためのデザイン 

片本 隆二（総合せき損センター） 

2-4-2 脳卒中片麻痺者に対するヒールオフアシスト短下肢装具の開発 

昆 恵介（北海道科学大学） 

2-4-3 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

３報） 

後藤 浩之（株式会社今仙技術研究所） 

2-4-4 電動車椅子の有償定期点検サービスの実施報告（第 4報） 

岡田 裕生（パシフィックサプライ（株）） 

2-4-5 松葉杖長適合基準の妥当性の検討 

永崎 孝之（東北文化学園大学医療福祉学部リハビリテーション学科理学療法学専攻） 

2-4-6 足底圧情報による起立介助者の足部位置推定法の提案 

北川 広大（九州工業大学大学院生命体工学研究科） 

  

14：40～15：30 インタラクティブセッション２＆学生 

2-4-7 福祉用具・介護ロボットの開発等相談 

長束 晶夫（なごや福祉用具プラザ） 

2-4-8 脳波解読による認知機能評価システムの開発 

中村 美子（（国研）産業技術総合研究所） 

2-4-9 SNS利用の遠隔通報システムの開発 

寺師 良輝（総合せき損センター） 

2-4-10 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実用化 

伊藤 和幸（国立障害者リハビリテーションセンター研究所） 

2-4-11 機械学習を用いた空中手書き文字認識の検討 

花房 大佑（福井工業大学大学院 応用理工学専攻） 

  

15：30～16：20 インタラクティブセッション３ 

2-4-12 口文字盤コミュニケーション時の読みとり文字の保存について 

伊藤 和幸（国立障害者リハビリテーションセンター 研究所） 

2-4-13 チェアスキーの開発と普及 ―40年の歴史と今― 

沖川 悦三（神奈川リハビリテーション病院 研究部 リハ工学研究室） 

2-4-14 頸髄損傷者のための上肢動作支援機器の開発 

六名 泰彦（吉備高原医療リハビリテーションセンター） 

2-4-15 脳血管疾患患者の安全な経口摂取を目的にシーティングを行った一症例 

木幡 茉季（花はたリハビリテーション病院） 
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 プログラム ２２日（木） 

2-4-16 強化段ボール製ポータブルトイレの開発 

繁成 剛（東洋大学 ライフデザイン学部） 
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 プログラム ２３日（金） 

８月２３日（金） 

第１会場（４Ｆ Ｅ４０１）  

9：30～10：30 一般口演１９ 調査研究１ 

 座長：中村 俊哉（兵庫県立福祉のまちづくり研究所） 

3-1-1 メディカル “Who R U?” vs 当事者 “Who am I?” ～すれ違う〈障害・

介助者〉観～ 

油田 優衣（京都大学教育学部教育科学科） 

3-1-2 バイオフィードバック・リハビリテーションの実現を支えるメディアデザイ

ンとシリアスゲーム 

長嶋 洋一（静岡文化芸術大学） 

3-1-3 頸髄損傷者の体組成算出のための計測手法の考察 

木下 勝令（吉備高原医療リハビリテーションセンター） 

3-1-4 車いす用直進補助キャスターデバイスの試用 

佐藤 義文（札幌渓仁会リハビリテーション病院） 

【一般口演１９ アフターセッション】 

  

11：10～11：55 一般口演２２ 調査研究２ 

 座長：桂 律也（社会医療法人社団三草会 クラーク病院） 

3-1-5 障害者の命の尊さについての判例研究 横田弘.著「障害者殺しの思想」以降

の障害者殺し判例について 

香田 潤（香田事務室長・札幌市障がい者パソコンボランティア） 

3-1-6 支援機器開発における少数例試験において科学性を高めるための方法論に関

する調査 

白銀 暁（国立障害者リハビリテーションセンター研究所） 

3-1-7 強化段ボールを使った被災地支援活動 

繁成 剛（東洋大学 ライフデザイン学部） 

【一般口演２２ アフターセッション】 

  

12：30～12：40 閉会式 

  

13：10～15：10 市民公開講演 

 座長：剣持 悟（川村義肢株式会社） 

 「障害者・高齢者に優しい観光 in 北海道」 

吉田 拓哉（㈱HKワークス 観光戦略統括部長） 
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 プログラム ２３日（金） 

第２会場（４Ｆ Ｅ４０３）  

9：30～10：30 一般口演２０ スポーツ・乗り物 

 座長：岩崎 満男（株式会社ファーストウェルフェア） 

3-2-1 第四番頸髄損傷者のチェアスキーチャレンジ 蔵王再挑戦編 

宮野 秀樹（特定非営利活動法人ぽしぶる） 

3-2-2 高位頸髄損傷者のチェアスキー指導法と注意点（第２報） 

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 人間科学専攻） 

3-2-3 ジョイスティック車での運転獲得までの支援 

高橋 大樹（神奈川県総合リハビリテーションセンター） 

3-2-4 航空関係者向け車椅子・電動車椅子取扱いセミナーが契機となった取り組み 

児玉 真一（横浜市総合リハビリテーションセンター） 

【一般口演２０ アフターセッション】 

  

11：10～11：55 一般口演２３ 自助具２ 

 座長：岡田 英志（ヒューマン） 

3-2-5 作業療法士が作製する手作り自助具の分析～3D プリンタを活用した自助具

作製に向けて～ 

澤田 有希（帝京科学大学） 

3-2-6 3D プリンタで製作した三指つまみ自助具の効果検証 －頸髄損傷者を対象

とした筆圧測定－ 

松田 健太（神奈川リハビリテーション病院 研究部 リハ工学研究室） 

3-2-7 通所リハビリテーション利用者の身体機能の変化に合わせた環境調整 

冨田 藍（花はたリハビリテーション病院） 

【一般口演２３ アフターセッション】 

  

第３会場（３Ｆ Ｅ３０３）  

9：30～10：30 一般口演２１ 住まいづくり／街づくり４ 

 座長：橋本 美芽（首都大学東京） 

3-3-1 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 第２報 

剣持 悟（川村義肢株式会社） 

3-3-2 所有形態別にみる既存住宅のバリアフリー整備状況 

糟谷 佐紀（神戸学院大学総合リハ学部） 

3-3-3 脊髄損傷者のための在宅復帰支援に向けた住環境データベース(DB)の構築 

植村 正敏（総合せき損センター 

3-3-4 ご当地グルメの旅におけるアクセス・バリアフリー調査 

土田 浩敬（特定非営利活動法人 ぽしぶる） 

【一般口演２１ アフターセッション】 
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 プログラム ２３日（金） 

11：10～11：55 一般口演２４ 義肢装具２ 

 座長：松田 靖史（川村義肢株式会社） 

3-3-5 選手が求める義肢装具支援体制 パラ卓球の最前線から 

友野 稜子（神戸学院大学 総合リハビリテーション学部 理学療法学科） 

3-3-6 プリプレグパッチを積層した炭素繊維強化熱可塑性プラスチックの装具への

利用の可能性について 

早川 康之（北海道科学大学） 

3-3-7 ＣＦＲＴＰのプラスチック製短下肢装具への応用 

千原 健司（岐阜県産業技術総合センター） 

【一般口演２４ アフターセッション】 

  

第４会場（４Ｆ Ｅ４０５）  

9：30～11：00 大会長特別企画 リハ工学と看護・介護６ 

どんな福祉用具が求められているのか？～ 

WHO GATE（世界的支援技術連携）の提唱する最重要福祉用具 50品

目 

座長 繁成 剛 東洋大学 ライフデザイン学部 

講演 桂 律也 リハビリテーション工学協会 国際担当理事 
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演題概要２１日（水） 

１日目 ８月２１日（水） 

 

第１会場（4F E401） 13：10～14：10 

一般口演１ 車椅子１  

座長：江原 喜人（総合せき損センター医用工学研

究室） 

1-1-1 浅井 直樹 
（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） 

三肢体幹麻痺者に対する姿勢安定性と駆動，移

乗のしやすさに配慮した車いすの事例報告 

右上肢および両下肢の完全麻痺，体幹の重度不

全麻痺を呈した 10 代男性に対して，日常生活

の自立を目指してオーダーメイド車いすを作

成した．座位姿勢の安定性，駆動・除圧動作の

際の運動性，圧分散性，移乗の容易さを考慮し，

車いすフレーム形状，バックレスト，クッショ

ンを工夫した．機能訓練と並行してこれらの車

いすの検討を実施し，院内における移動・移乗

は自立した． 

 

1-1-2 村田 知之 
（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） 

脊柱側彎症を有する脊髄損傷症例に対する車

椅子の適合事例 

当院では、平成 25 年より脊髄出血による両下肢

不全麻痺を呈した児のリハビリテーションを実

施してきた。歩行が困難であったため移動手段と

して車椅子を用いていたが、成長に伴い胸椎の右

凸側彎の進行が認められた。今回、右凸側彎症に

対して日常生活における安定し、座位耐久性の向

上を目的とした車椅子座位を考慮し適合をおこ

なったので報告する。 

 

1-1-3 島本 卓 
（特定非営利活動法人ライフサポートは

りま） 

重度四肢麻痺者の生活にあう電動車椅子の作

成と工夫 

筆者は重度四肢麻痺であるが、電動車椅子を使用

しながら賃貸マンションで自立生活を行ってい

る。電動車椅子使用者である私が快適な生活を行

うためには、住環境を考慮して電動車椅子の機能

を検討することが重要である。本発表では、電動

車椅子使用者である私が今回作成を依頼するに

あたり、以前使用していた電動車椅子との機能を

比較し、新規に要望した機能とこれから電動車椅

子に求めたい機能について意見と提案を述べる。 

1-1-4 成木 冬威 
（金沢星稜大学） 

脳性麻痺者における運動能力向上と可能性： 

今日、リハビリ関係者の間では脳性麻痺は重い障

害とされ、現状維持のリハビリしかさせていない

のが現状だ。しかし、運動の経験値や意識を与え

ていくことで将来の活動範囲は大きく広がって

いく。脳性麻痺である自分の経験も含めてこれか

らのリハビリのあり方について提案する。 

 

 

  

第１会場（4F E401） 14：50～15：35 

一般口演４ 車椅子２  

座長：北野 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） 

1-1-5 小林 博光 
（総合せき損センター） 

電動車いすのジョイスティックの形状と角度

と位置の工夫～体幹や上肢の支持とのバラン

ス～ 

頚髄損傷者の電動車いすのジョイスティックの

形状を入手しやすい素材で作製し、その角度と位

置を微調整するための小改造を数例経験した。安

定した体幹サポートを実現しながら、ジョイステ

ィックを操作する上肢の支持とある程度の自由

度の確保が重要であることもわかった。また、ア

ームサポートテーブルの効果も確認したい。 

 

1-1-6 秀島 圭和 
（佐賀大学医学部医学系研究科） 

重複障害児用電動移動補助器の開発 

松尾チームが開発した電動移動補助器である

「DonDonIkoo」の電動ユニットに PP ハニカム製

のフレームを取り付けて小型化し、バギーに乗っ

たまま容易に載せられ、座位保持いすの重心位置

の直下に駆動輪を設置した。その結果、短時間で

取り付けられ、旋回半径が小さくなったことで操

作性の向上が図れたので報告する。 

 

1-1-7 牛見 宣博 
（九州産業大学） 

電動車いすの転落事故防止のためのアシスト

システムの開発 

長距離の自立歩行が困難な高齢者がハンドル形

電動車いすを利用する機会が増えている．しかし

ながら，電動車いすの普及とともに事故が多発

し，安全の確保が重要な課題となっている．電動

車いすの死亡事故の主な原因に，電動車いすごと
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あぜ道などから転落する事故がある．本研究で

は，電動車いすの利用者に転落事故の危険性を知

らせるアシストシステムを提案し，試作によりそ

の有効性を検証した． 

 

 

 

第１会場（4F E401） 16：30～17：15 

一般口演７ 評価・研究 

座長：中島 康博（北海道立総合研究機構 産業技術

研究本部 工業試験場） 

1-1-8 難波 邦治 
（吉備高原医療リハビリテーションセン

ター） 

頸髄損傷者のための体位変換支援装置の開発 

褥瘡予防のために就寝時に体位変換が必要な

頸髄損傷者は、介助者が定期的に体位変換を行

っている場合がある。近年、就寝中に自動で体

位変換を行う寝返り機能付きベッドやエアー

マットレスが開発されている。頸髄損傷者の中

には、自分の意志で体位変換を希望する場合が

あることから、今回、アクチュエータを用いて、

頸髄損傷者がベッド上で位体位変換を行うこ

とが可能な体位変換支援装置を開発したので

報告する。 

 

1-1-9 石濱 裕規 
（医療法人社団永生会 研究開発センタ

ー） 

座圧分布特性とトータルコンタクトの関連性

の検討 

使用者の臀部形状に適合するような調整機構を

有したモジュラー型座クッションを用い、トータ

ルコンタクト形状が最適な除圧効果をもたらす

かどうかを検討した。ヒトならびに生体モデルを

対象とし、非荷重状態で臀部形状に全面接触する

よう形状調整した座クッションにおける荷重時

の圧分布特性を圧分布測定装置（Xsensor）を用い

て経時的に計測した結果、ならびに臀部支持形状

を変更調整した際の結果につき、報告する。 

  

1-1-10 江原 喜人 
（総合せき損センター医用工学研究室） 

体圧分布測定記録情報の多職種共有化への取

り組み 

当センターでは、車いすの調整を行う場合、車い

すクッションやベッドマットレスを選定する場

合に看護師やセラピスト、エンジニアなど複数の

職種が関わって体圧分布測定を行うことが多い。

今回、電子カルテ内に体圧分布測定結果を記録す

るフォーマットを作成し、車いすシーティングや

マットレス選定に関わる情報を院内の多職種で

共有する試みを行ったので報告する。 

 

 

 

第２会場（4F E403）13：10～14：10 

一般口演２ 自助具１ 

座長：田中 栄一 （ 国立病院機構八雲病院） 

1-2-1 廣田 祐樹 
（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） 

頸髄損傷者の盲腸瘻による順行性浣腸動作へ

の自立支援－自助具の作製について－ 

脊髄損傷患者は、膀胱直腸障害によって、排便の

コントロールが困難となり、患者の社会参加、QOL

に支障をきたしている．なかでも頸髄損傷患者

は、上肢・手指機能障害を呈し、作業療法士によ

って動作訓練、環境調整、自助具の適応支援が行

われる．今回、一人の頸髄損傷患者の経肛門的洗

腸、盲腸瘻による順行性浣腸動作に対し、看護師

と連携して、機器の改造、自助具を作製し、自立

に至った症例を報告する。 

 

1-2-2 廣島 拓也 
（苑田会花はたリハビリテーション病院） 

日常的なポータブルスプリングバランサーの

使用が食事動作能力の向上に繋がった不全頚

髄損傷一症例 

ポータブルスプリングバランサー（以下、PSB）を

使用し、食事動作の効率向上を認めた症例を報告

する。症例は頚髄損傷による四肢麻痺を呈した 70

歳代女性。受傷より 6ヶ月後に当院転入院した。

入院当初、食事は全介助であったが、受傷より 11

ヶ月時点で PSB を食事場面で導入し、3 食自己摂

取となった。その後、受傷より 21ヶ月時点では、

食事動作が円滑になった。PSB は日常的な継続利

用により、上肢機能の訓練効果があったと考え

る。 

 

1-2-3 田中 芳則 
（なごや福祉用具プラザ） 

脊髄損傷者のためのマウススティックとその

利用環境整備 

脊髄損傷の方から今まで外付けの感圧式タッチ

パッドをパソコンに接続して、マウススティック

で操作してきたが、そのパッドも入手が困難とな

った。これを機にパソコンと、検討しているタブ
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レット端末の両方の操作に対応できるマウスス

ティックを作ってほしいと依頼があった。そこ

で、この両方の機種に対応し、感圧式タッチパッ

ドの感覚を残したマウススティックを試行錯誤

しながら、本人との意見交換を通じて製作したの

で報告する。 

 

1-2-4 一木 愛子 
（社会福祉法人神奈川県リハビリテーシ

ョン事業団 地域リハビリテーション支

援センター） 

自発的なお絵描きに向けた三指つまみ自助具

の導入－自助具のあり方とは－ 

子どもの発達過程において、お絵かきは創造性を

伴った自己表現の１つである。線や曲線等を書く

ことから始まり、自分の手や腕の運動をコントロ

ールする方法を体得することで、自発的にかな文

字を習得していくと言われいる。今回筆圧が低く

書くことを嫌う男児に対し、今後の就学を視野に

三指つまみ自助具の導入を試みた。導入をきっか

けに、自発的に書くことや文字の学習につなげる

ことができたので、その経過について報告する。 

 

 

 

第２会場（4F E403） 14：50～15：50 

一般口演５ コミュニケーション１ 

座長：上野 忠浩（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） 

1-2-5 安齋 敬太 
（仙台市重度障害者コミュニケーション

支援センター） 

視線入力装置を利用した意思伝達支援の試み 

近年、ALS をはじめとする難病患者等から視線入

力に関する問い合わせが増えている。そこで、仙

台市重度障害者コミュニケーション支援センタ

ーでは、継続的に支援を行っている ALS患者に、

既製の視線入力システムを試行し、視線入力が上

手に利用できた事例とそうではない事例の比較

検討を行った。本報告では、ALS 患者が視線入力

システムを試行した際の事例報告及び、視線入力

システムを利用するための使用環境と使用方法

を提案する。 

 

 

 

 

 

 

1-2-6 天畠 大輔 
（日本学術振興会特別研究員(PD)/株式会

社 Dai-job high） 

ALS 当事者の社会参加が保障される条件――地

方在住当事者への ICT活用による遠隔地ヘルパ

ー登録という手法から 

本研究は、ALS当事者が社会参加する事例として、

インターネットテレビ電話「Skype」やコミュニケ

ーションアプリ「Line」等の ICT活用の実態を紹

介する。具体的には、富山県在住の ALS当事者が、

自薦ヘルパーの登録事業所がないために、自立生

活の実現が困難になっていたが、ICT を活用して

東京都の事業所に遠隔地登録をした事例を取り

上げる。そしてこの事例から、ALS 当事者の社会

参加が保障されるための条件の洗い出しを行っ

た。 

 

1-2-7 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 7 

四肢麻痺と音声障害とを重複して、在宅生活を送

っている患者や障害者は、緊急時に自ら発信がで

きないという支障がある。家族から緊急通報装置

を用いたい要望があるため、数年にわたって開発

を継続してきた。メール・SNS とメディアの変更

に伴い、ハードウェアの試作・クラウド・遠隔操

作をすることで在宅支援の可能性が高まったた

め、実証実験を行った。ALS患者の例を紹介する。 

 

1-2-8 杉本 義己 
（システムデザイン・ラボ） 

側頭筋を使った入力装置による電動車いす操

作の実例 

重度の肢体不自由者（脳性まひ）と側頭筋の筋電

位による PC のマウス操作の開発を行ってきまし

た。その技術を応用して筋電位による電動車いす

の操作システムを開発しました。左右のコメカミ

付近の筋電位を乾式電極で計測し、積分筋電位を

車いす側のコントローラに無線で接続して電動

車いすを操作します。2ch の筋電位による操作方

法と安全制御について報告します。当事者による

電動車いすの操作状況を報告します。 
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演題概要２１日（水） 

第２会場（4F E403） 16：30～17：15 

一般口演８ コミュニケーション２ 

座長：伊藤 和幸（国立障害者リハビリテーション

センター研究所） 

1-2-9 高橋 俊二 
（ヨジゲンズ、モータルコンバット） 

各障害に対応したダンスアプローチ 

我々ヨジゲンズはダンスで人を幸せに出来ると

本気で考えています。ブレイクダンスやタットダ

ンス、コンテンポラリー、エクスペリメンタルな

どメジャーからマイナーまで数多くのダンスジ

ャンルの特徴を把握しています。障害も一括りに

できないようにダンスジャンルも様々です。各々

の障害に最適なダンスジャンルを提案し、まずは

精神的に楽しんでもらいその結果として身体的

なリハビリテーションに繋がると信じて活動を

しています。 

 

1-2-10 高橋 俊二 
（ヨジゲンズ、モータルコンバット） 

高齢者施設でのタット運動の実施と考察 

タットとはエジプト象形文字を模倣し直角や四

角形を腕や手首を多用し表現する上肢を用いる

ダンスです。主に指で表現するのものをフィンガ

ーダンスとも呼びます。外的刺激の大きな運動に

較べて自身でストップのかけやすい安全な運動

として、加えて複数人で行う指ダンス「指あやと

り」では精神面の賦活化にも効果が期待できる。

この上肢ダンスをタット運動と称して高齢者施

設にてリクリエーションで導入した結果と考察

の報告です。 

 

1-2-11 仮屋 孝二 
（第一工業大学） 

触覚により音の方向を提示する耳かけ型聴覚

補助システムの改良 

片耳難聴の患者は音の来る方向の判別が難しい

ため，コミュニケーション時に不便であるだけで

なく，危険察知能力も低下する．そこで我々は，

振動を用いて音源方向を提示する耳かけ型聴覚

補助デバイスの開発を行ってきた．これまでに前

後正面以外の音源方向の判別に成功し，また掛け

心地の良好な耳かけユニットの形状・素材に関す

る研究を進めている．本発表では，これらの性能

向上に関しての報告を行う． 
 

 

 

 

 

第３会場（３Ｆ Ｅ３０３） 13：10～13：55 

一般口演３ 住まいづくり／街づくり 1 
座長：鈴木 基恵（横浜市総合リハビリテーション

センター） 

1-3-1 神崎 嘉博 
（ＮＰＯ法人ケアリフォームシステム研

究会、株式会社神崎工務店） 

家で暮らす。家族と住まいの “ちから” AI 

アシスタントを取入れた自律支援 

本人は 55 歳、母、妻、子供 2 人の 5 人家族であ

る。職場と自宅の移動中、バイクの転倒事故によ

り頸椎の損傷を受け四肢麻痺（完全）となる。頸

椎椎体骨折（C-4）の手術を受け、入院にてリハビ

リを行う。一年後の退院に向け、相談があり改修

工事の依頼を受ける。住まいは山中にあり、敷地

までの私道、築 60 年を超える木造 2 階建で、段

差も多く、部屋も暗く寒い。今後、どうすれば良

いか在宅に向けて環境整備を行った事例である。 

 

1-3-2 武藤 俊之 
（株式会社武藤技建） 

夫婦とも脳性麻痺・運動機能障がい者の老後を

考えた住まいづくり 

ご夫婦ともに 50代後半、脳性麻痺で歩行障害・言

語障害があります。今、住んでおられる家は築 50

年以上経ち、いろんなところに不安不便を感じて

おられ、今後の体力の低下などを考え安心して老

後に備える住まいをリフォームしたいとのご要

望があり将来のことを考えたリフォーム,施工後

大変満足していただいた事例です。 

 

1-3-3 植木 千尋 
（総合せき損センター） 

脊髄損傷者の住環境整備後の生活実態調査 

当院にて退院の転機に至った 5例を対象に、住環

境整備後の生活実態の訪問調査を実施した。調査

項目は、主に(1)住環境整備箇所の使用状況、(2)

退院後の追加・手直し工事の有無、(3)生活状況の

変化等を中心に聞き取りを実施した。結果とし

て、住環境整備箇所を含めた自宅環境への適応に

時間を要し、何らかの追加・手直し工事を必要と

した。また、整備箇所も含めた自宅環境が退院後

の ADLに大きく影響することが本調査事例から伺

えた。 
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演題概要２１日（水） 

第３会場（３Ｆ Ｅ３０３） 14：50～15：35 

一般口演６ 特別支援教育 

座長：油田 優衣（京都大学教育学部教育科学科） 

1-3-4 佐藤 裕子 
（横浜市立左近山特別支援学校） 

特別支援学校における取組その 4 

昨年は、前任校で視線入力装置を購入し、有志の

教員の協力により、活用に向けて取り組んだこと

を発表した。今回は、その事例の 1人について、

その生徒と相談しながら、首の動き、絵カードや

書字、タブレット端末や視線入力 PCなど、いろい

ろな手段を使い分け、学習活動の充実やコミュニ

ケーション手段の獲得を目指した 1年間を報告す

る。 

 

1-3-5 藤澤 義範 
（国立高専機構長野高専） 

指文字・手話の学習支援教材の開発 

指文字や手話の学習にはイラストなどが用いら

れており，習得者が手本をみせながら学習する

が，これでは独りでの学習は難しい．そこで，学

習者が独りでも学習可能な教材を開発すること

で学習機会を増やし，結果として短時間での習得

につながると考えた．我々は，眼鏡型ウェアラブ

ルデバイスと複合現実を用いた学習支援を提案

している．複合現実を用いることで，学習者に実

際に目の前に手本があるかのような世界を提供

できる． 

 

1-3-6 山際 英男 
（東京都立東部療育センター） 

重症心身障害児（者）における視運動性眼振検

査のプログラミングを用いたシステム化の試

み 

重症心身障害児・者の療育のために、視聴覚機能

評価が重要であり、私たちは利用者の視覚機能評

価のため自作縞指標による視運動性眼振検査

（OKN）を実施してきた。本法の簡便性と再現性の

課題を認識していたため、今回、プログラミング

言語 vvvvを用い、簡便性、再現性に加え、汎用性

を有する OKN評価システムの開発を試み、21名で

評価を行った。両検査の一致率は 86％、更に反応

を得やすくなった症例が 5名あり、有用性を確認

できた。 
 

 

 

 

第３会場（３Ｆ Ｅ３０３） 16：30～17：00 

一般口演９ 住まいづくり／街づくり２ 

座長：植田 瑞昌（ 国立障害者リハビリテーション

センター研究所） 

1-3-7 鈴木 基恵 
（横浜市総合リハビリテーションセンタ

ー） 

認知症高齢者の生活空間における困りごとと

対応 ―排泄に関して― 

認知症高齢者の在宅生活において居住環境に関

連して生じる困りごとと BPSD（行動・心理症状）

の把握を目的とし、福祉用具専門相談員を通じて

事例を収集した。記入用紙には事例の基本情報の

ほか、困りごとの選択肢を提示し、該当項目の選

択およびその詳細について自由記載を求めた。本

報では居室を中心とした生活空間で生じた困り

ごとで、排泄行為がみられるなど特徴的な行動が

把握されたので報告する。 

 

1-3-8 鈴木 太 

海外製電動車椅子利用頸損者のドア事情 

自由に出かけたい、ストレス無く毎日の生活を送

りたい、と思っていても頸髄を損傷し電動車椅子

で生活するとなると日常には多くのバリアが存

在します。それが海外製の電動車椅子となるとさ

らに多くのバリアが存在する現実があります。一

つの要因であるドアを、海外製電動車椅子利用者

の住宅・乗り物など日常に存在する様々なドア事

情、住宅玄関用自動ドアの導入で変わる生活を紹

介します。 

 

 

 

第４会場（４Ｆ Ｅ４０５） 16：30～17：15 

一般口演１０ 義肢装具１ 

座長：笹川 友彦（熊本総合医療リハビリテーショ

ン学院） 

1-4-1 野崎 和昭 
（花はたリハビリテーション病院） 

頚髄損傷不全麻痺患者に対する長下肢装具と

短下肢装具を用いた BWSTTによる一症例 

近年、不全脊髄損傷者は増加し歩行再獲得を目標

とする例が多い。また歩行速度低下は ADL低下と

密接に関与することが明らかになっている。脳卒

中後の歩行速度向上には麻痺側下肢の推進力が

影響し指標として Trailing Limb Angle(以下、

TLA)が用いられる。今回、短下肢装具で歩行が自

立した不全頚髄損傷者に対し BWSTTに加え、装具

の種類の違いが歩行速度や TLAに及ぼす影響を検
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演題概要２１日（水） 

証したことを報告する。 

 

1-4-2 今井 大樹 
（国立障害者リハビリテーションセンタ

ー研究所） 

両側股関節離断者に対する装飾義足の製作と

その機能 

一般に「義足」は立位や歩行のために製作され、

装飾義手と比較しても「装飾義足」はその存在が

あまり認知されていない。今回我々は両側股離断

者に対し自走式車椅子乗車時に装着する装飾目

的の義足を製作した。当初、装飾目的ならば軽量

化が重要と考えたが、両側下肢の損失により車椅

子乗車時の重心は後方に位置するため、装飾とは

言え車椅子の安定性を確保するためある程度の

重量が必要であることが分かった。 

 

1-4-3 鳥山 貴大 
（相澤病院リハセラピスト部門） 

不全対麻痺者に Honda歩行アシストを使用した

経験 

Honda 歩行アシストは「倒立振子モデル」に基づ

く効率的な歩行をサポートする歩行訓練機器と

して開発された。今回、不全対麻痺を呈した症例

に Honda歩行アシストを用いた歩行練習を実施し

た。2 次元動作解析ソフトを用い Honda 歩行アシ

スト装着時、非装着時のトレッドミル上の歩行評

価を実施した。課題指向型トレーニングとしての

有効性を実感したので、使用経験と歩行評価の結

果に若干の考察を踏まえ報告する。 
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 演題概要２２日（木） 

２日目 ８月２２日（木） 

 

第１会場（４Ｆ Ｅ４０１） 14：40～15：40 

一般口演１３ 当事者セッション 

座長：小谷 晴子（特定非営利活動法人 札幌アシス

トセンターマザー） 

2-1-1 大神 和子 

ICT機器は、私たちのコミュニケーションを豊

かにする 

私は産業医大で 16 年 9 ケ月前に ALS の告知を受

けた。治療法はない進行性、声が出なくなる疾患

と説明されて絶望し、転院を繰り返した。初めて

の PCはローマ字綴りから覚え、その後伝の心は、

病院では事務員さんに見て貰った。支援者がおら

ず下関自立センターに 6年間行き、2年前福岡市

に帰って来た。神経内科の医師によるリハが出来

て嬉しい。今は友達とスカイプで交流する。iPad

で指伝話を使う。ICT機器はコミュニケーション

ツールだ。 

 

2-1-2 杉浦 忍 
（日本 ALS協会北海道支部 支部長） 

指伝話 私の代わりのメッセンジャー 

ALSの私が会話が辛くなりつつある頃に指伝話に

出会いました。動く指で伝えたい事はメールの文

章を他の人に読んでいただき伝えてましたが、

iPhoneが読み上げてくれるのが楽なんです。人前

で話す時も大いに役立つんです。何より開発者の

高橋さんにお会いして開発の経緯を知った事で、

更に興味を惹かれました。私はまだ会話のために

しか使用していませんが、アプリはどんどん進化

しています。おもちゃで遊ぶ子供の様に使いたい

です。 

 

2-1-3 勝間 柚香 

私とリハビリ 

私は交通事故にあい ICUと HCUの記憶はありませ

ん。PTは「意識は戻らない」と言われた私を立た

せて歩かせてくれました。今は意識が戻って少し

なら歩けるようになりました。大好きなブレイク

ダンスも私はあきらめてません。みんな「かわい

そう」と言いますが私はかわいそうではありませ

ん。できない事はありません。助けてもらうとで

きます！少し不便なだけです。私はこれからも前

を見て全力で笑顔で一生懸命生きていきます。 

 

 

 

2-1-4 竹村 美紀子 
（NPO法人ユニバーサルサービスアカデミ

ー講師 英会話教室講師） 

障害当事者が伝える、ユニバーサル社会の啓発

DVDの製作に携わって 

兵庫県が進める、ユニバーサル社会の啓発ＤＶＤ

の製作と内容について報告する。自治体では一般

的手法である、学識経験者や施設職員などの意見

をマニュアル化するのではなく、障害当事者が主

体となり、健常者では気付き難い日常のリアルな

現状を周知してもらうことから、障害者理解の促

進を図る、新たな取組み事例を紹介する。また、

多様な障害者が出演し、互いに繋がり合うユニバ

ーサル社会のイメージも紹介している。 

 

 

 

第１会場（４Ｆ Ｅ４０１） 16：20～17：20 

一般口演１６ 姿勢保持 
座長：本郷 俊弥（MONGO DESIGN） 

2-1-5 中村 詩子 
（北九州市立総合療育センター） 

重度の側弯と呼吸障害を有する成人 SMA2 型患

者の座位保持装置製作の事例報告 

重度の側弯と呼吸障害を有する患者の座位保持

に対応するには、モールド型や張り調整型の姿勢

保持方法だけでは難しいことが多い。今回、張り

調整ベルトをジョイント金具とアームを用いて

３軸方向に調節可能にし、座面および体幹支持面

に体圧分散効果の高い素材を用いてみた。この方

法によって、側弯と呼吸障害に対応でき、座位時

間が延長できた事例を報告する。 

 

2-1-6 角田 槙司 
（株式会社とびら） 

重度四肢麻痺者へのタット運動の身体的な治

療効果の考察 

座位で安全に行うことができるタット運動の身

体的な治療効果について良好な結果が得られた

ので報告する。重度四肢麻痺１９歳の女性は ADL

に全て中等度介助を要し、ベッド上端座位には手

の支持が必要。ダンサーによる１回６０分のセッ

ションの前後で客観的評価を行った。結果、両側

肩関節屈曲の ROMと左股関節の外旋内旋の MMTに

改善を認めベッド端座位では両手挙上が可能と

なる。これは予測的姿勢制御による姿勢筋の賦活

と考えた。 
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2-1-7 坂下 智哉 
（花はたリハビリテーション病院） 

車椅子の座角・座背角の違いが姿勢に及ぼす影

響 

車椅子は身体に合わせて選定することが重要で

ある。本発表では、頸椎硬膜外膿瘍による対麻痺

症例に対し、鉛直に対するバックサポートパイプ

の傾斜角度が同一だが、座背角・座角の異なる車

椅子に乗車した際の身体角度を比較した。身体角

度は、座位姿勢計測用ソフトウェア“rysis”を用

いて計測した。結果、鉛直に対する体幹角度に大

きな差は見られないが、座角が大きいほど骨盤の

後傾が生じ窮屈な姿勢となった。 

 

2-1-8 鈴木 みほ 
（東京小児療育病院 理学療法士） 

姿勢保持具の工夫による成人重症心身障害者

の機能的変化(10年間の報告） 

2007年第 22回リハビリテーション工学カンファ

レンスにて「施設で現実的に使える姿勢ケアマッ

トの検討」の口述発表を行った。その後、保持具

を日常で使用することで筋緊張のコントロール

や脊柱の後側彎変形に変化が現れ、摂食機能の維

持向上を可能としている症例の 10 年間の変化に

ついて報告する。経年の機能低下はやむを得ない

と考えがちな成人の重症心身障害者において機

能維持向上を可能にした姿勢保持具の有用性に

ついて述べる。 

 

 

 

第２会場（４Ｆ Ｅ４０３） 10：40～11：40 

一般口演１１ 車椅子３ 

座長：小林 博光（総合せき損センター医用工学研

究室） 

2-2-1 北野 義明 
（石川県リハビリテーションセンター） 

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４報） ～生活場面を考慮した走行性の

実現～ 

重度障害者の在宅生活の自立を目指し、自身で姿

勢変換や移動が可能な電動車椅子開発のための

設計条件を技術支援から導出した。そのうち走行

性については、在宅内狭所や生活上必要な屋外

（小段差・傾斜路、車両乗込等）への対応を図る

べく試作とモニター検証を進めた。当初の前輪駆

動モデルでは安定性に、後輪駆動モデルでは旋回

性に課題があり、この解決のため中輪駆動モデル

の開発に取り組み、実現に至ったので報告する。 

 

2-2-2 徳田 良英 
（帝京平成大学） 

車いす推進の身体活動負荷 アクティブタイ

プと標準型の比較 

目的:車いす駆動時の運動強度を評価する.方法:

第 11 胸髄損傷者 1 名に研究協力の同意を得て行

った.課題は呼気ガス分析装置装着下で,適合の

アクティブタイプと汎用の標準型それぞれの車

いすを駆動した.結果:アクティブタイプは標準

型に比べ METsおよび Borg指数が低かった.考察:

乗車時の身体アライメント,駆動輪の車軸位置の

違いが影響したと考える. 

 

2-2-3 片石 任 
（一般財団法人啓成会） 

簡易モジュラー車椅子の背角度・フットサポー

ト位置の比較調査 

本評価は一般成人に対し簡易モジュラー車椅子

の背角度とフットサポート位置の異なる 2 台に

座り比べて比較を目的としたものである。 対象

者の身長・体重・下腿長を事前計測し、フットサ

ポート長とアームサポート高さのみを調整し評

価を行ったものである。バックサポートの張り調

整部分は評価中変更することなく同じ条件にて

使用した。先入観を与えぬ様車椅子の調査順番等

を変えて調査し基本座位姿勢に近い車椅子に好

評価が多く出た。 

 

2-2-4 木之瀬 隆 
（一般社団法人日本車椅子シーティング

財団） 

医療機関におけるシーティング・チームに関す

る調査 

2017 年に厚生労働省保険局医療課から公表され

た診療報酬の疑義解釈資料より、疾患別リハビリ

テーション料に「シーティング」が入り算定が可

能になった。また、2018年 4月には医療法の改正

と介護保険制度においても地域包括ケアシステ

ム移行する年となった。今回、医療機関における

シーティング・チームのあり方についてパイロッ

トスタディ調査を行ったので報告する。 
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第２会場（４Ｆ Ｅ４０３） 14：40～15：40 

一般口演１４ コミュニケーション３ 

座長：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） 

2-2-5 大惠 克俊 
（第一工業大学） 

頚部筋電位信号により制御を行う人工喉頭の

制御手法の改良 

我々は頚部の筋電位信号によりオンオフとピッ

チ周波数制御を行う人工喉頭についての研究を

行ってきた．これまでに行ってきた制御手法は将

来的なピッチ周波数の無段階制御を視野に入れ

たものであったが，現場からの指摘を受け，より

現実に則した制御手法についての検討およびそ

の手法を用いた制御実験を実施した．今カンファ

レンスでは，この新しい制御手法と実験結果につ

いての報告を行う． 

 

2-2-6 上野 忠浩 
（横浜市総合リハビリテーションセンタ

ー 研究開発課） 

「スマートスピーカー」の活用方法の考察 

最近、「スマートスピーカー」が注目されている。

このスピーカーは WiFi 環境下で設定すると操作

者の音声命令語を認識し、音楽、ニュース情報、

天気解説などスピーカーによる音情報のフィー

ドバックを行う。また赤外線リモコン端末や電源

リレーなどとリンクさせることにより家電製品

の操作も可能である。このスピーカーを対象者の

ニーズに応じて活用するにはどのような工夫や

配慮が必要なのかについて考察する。 

 

2-2-7 秀島 圭和 
（佐賀大学医学部医学系研究科） 

重症児の心拍変動を用いた原初的コミュニケ

ーションに関する研究 

重症児の教育では コミュニケーション関係の形

成があらゆる指導の基盤となる。本研究では、

iPad(R)とパルスオキシメーター(iSpO2(R))を組

み合わるシステムを用いて表出が少ない重症児

の心拍定位反応を把握した。特別支援学校におい

てこのシステムを用いた授業介入を行い学習内

容の違いによって一過性心拍の変動が観察され

た 2例について報告する。 

 

 

 

 

 

2-2-8 井村 保 
（中部学院大学） 

補装具費支給制度における借受けの課題に関

する調査報告 

平成 30 年度より、障害者総合支援法に基づく補

装具費は、省令において借受けによることが適当

である場合に限り、補装具の購入に替えて借受け

を選択できることになった。しかし、現在のとこ

ろ、その実績はほとんどない。そこで、全国の市

区町村を対象に、借受けの実施状況とその課題等

を郵送にて照会した。本報告では、市区町村が考

える、借受けが、浸透しない理由や、借受けを実

施する上での課題と考えられる内容を報告する。 

 

 

 

第２会場（４Ｆ Ｅ４０３） 16：20～17：05 

一般口演１７ コミュニケーション４ 
座長：井村 保（中部学院大学 看護リハビリテー

ション学部） 

2-2-9 鈴木 康子 
（埼玉県総合リハビリテーションセンター 

作業療法科） 

当センターのレスパイト入院への作業療法に

ついて 

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。各病院で実施しているレスパイト入院で

のかかわり方は異なっている。そこで、今回、当

センターでのレスパイト入院の状況について調

査し報告する。 

 

2-2-10 林 豊彦 
（新潟大学工学部人間支援感性科学プロ

グラム） 

新潟市障がい者 IT サポートセンターの実践報

告（2008-2018） 

地域の障害者に対する IT サポートは、社会福祉

に不可欠な機能のひとつであるが、日本ではその

専門家（ATスペシャリスト）が職業として成立し

ていない。その問題を解決するために、新潟市は

新潟大学工学部・福祉人間工学科と協力して「新

潟市障がい者 ITサポートセンター」を 2008年に

設立し、地域の病院、学校、障害者団体などと協

力しながら、ITサポートの社会資源化を目指して

きた。10年間の活動と実績について報告する。 
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2-2-11 高橋 宜盟 
（有限会社オフィス結アジア） 

話すだけが会話ではない、QOLを高める指伝話

メモリの新機能 

指伝話メモリは、カードをタップして流暢な合成

音声でことばを伝える iPad のアプリです。重度

難病、事故等で身体の動きが制限されている方

が、スイッチを使って操作し易いインタフェース

になっている他、利用者や介助者が機能拡張を行

い易い仕組みを備えています。新機能では、音声

による会話だけでなく、メッセージやメールを送

ったり音楽をかけたり情報を記録したりする機

能があります。 

 

 

 

第３会場（３Ｆ Ｅ３０３） 10：40～11：40 

一般口演１２ 住まいづくり／街づくり３ 

座長：糟谷 佐紀（神戸学院大学） 

2-3-1 三上 功生 
（日本大学 生産工学部 建築工学科） 

相対湿度 50％における頸髄損傷者の至適温度

範囲の再検討 

著者は過去の研究より、重篤な体温調節障害を持

つ頸髄損傷者（以下頸損者）の至適温度範囲を 24

±1℃（但し湿度 50％）と求めた。しかし、湿度

50％における室温 22,26℃での頸損者の体温調節

反応は不明なため、それらを把握することを目的

とした人工気候室実験を行い、湿度 50％での頸損

者の至適温度範囲について再検討を行った。その

結果、湿度 50％での頸損者の至適温度範囲は 23

～26℃であることが示唆された。 

 

2-3-2 西村 顕 
（横浜市総合リハビリセンター） 

片まひ者の防火戸通行時の課題～把手形状の

違いによる実験を通して～ 

防火戸は基本的に押し開けて通行（避難）するも

のであるが、廊下に設置する場合は引き開けて通

行するケースもあり得る。この点に着目した実験

的研究である。本研究では、片まひ者を対象とし

た防火戸（実験用に製作し実験室に設置）を引き

開けて通行する実験を行なった。その際、把手を

数種類用意し、実験とアンケートを行い、形状に

よる掴みやすさや通行しやすさの確認、通行所要

時間の計測などを行い、その違いを考察した。 

 

 

 

2-3-3 岩島 和香奈 
（神奈川リハビリテーション病院 作業

療法科） 

家屋環境の再現度が高いトイレ・浴室評価室に

ついて 

当センターの再整備事業による新病院建設に伴

い，以前より望まれていたトイレ・浴室評価室を

作製した．より自宅の家屋環境に近い状況での評

価や，改修案を具体的に確認できる構造にするた

め，模型などを利用し幾度となく検討を重ねた．

完成した評価室の目盛り付き可動式壁や吸盤に

よる移動式便器などは，家屋環境の再現度が高

く，且つ女性でも操作しやすく工夫されている．

現在，有効活用されているこの評価室について紹

介する． 

 

2-3-4 植田 瑞昌 
（元日本大学大学院理工学研究科 博士

後期課程建築学専攻） 

障害のある子どものおむつ使用状況と排泄環

境整備の実態 

障害の重い子どもは排泄介助の負担が大きくお

むつに頼る傾向がある。そこで、障害のある子ど

もの排泄状況及び排泄環境整備の実態を明らか

にするためアンケート調査を行った。18 歳未満

612人より回答が得られた。重度・重複障害のあ

る子どもの多くはおむつを使用する一方で、排泄

に関する住宅改修をほとんど行っていないこと

が分かった。子どもの排泄環境整備には、成長に

合わせ適切な時期に適切な環境を整えることが

重要と考える。 

 

 

 

第３会場（３Ｆ Ｅ３０３） 14：40～15：40 

一般口演１５ バイオメカニクス 
座長：松尾 清美（合同会社 KT福祉環境研究所） 

2-3-5 松本 光司 
（九州工業大学大学院生命体工学研究科） 

ベッド上での体位変換介助における介助者の

足部配置と腰部負荷の関係 

本研究では介護者の腰痛防止を目的として、実施

の頻度が多く腰痛の要因となりやすいベッド上

での体位変換介助に着目し、腰部負荷軽減に効果

的な足部配置について検討した。実験では、4人

の被験者に３つの足部配置で体位変換介助を行

わせ、動作中における脊柱起立筋・大腿直筋・ハ

ムストリングスの筋電図を計測し、統計的に比較

した。実験の結果、介護者の両足を前後に開いた

足部配置は腰部負荷を軽減できる可能性が示さ
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れた。 

 

2-3-6 玉垣 努 
（神奈川県立保健福祉大学作業療法学専

攻） 

マイオモーションを利用した健常者の脱衣動

作分析 

動作を支援のため動作分析を行うが，光学的な手

法では，更衣動作のように反射マーカーが隠れて

しまう動作の分析は困難である．今回，空間位置

情報をモーションセンサーを利用して抽出する

ため， 光学的には測定困難な更衣動作を分析す

ることとした．特に，脱衣動作に注目し，動作を

タイプ分けし，必要な関節可動域を計測した．こ

のことが脱衣動作支援のための指標になると考

え，実験を行い，知見を得られたので報告する． 
 

2-3-7 平田 学 
（神奈川リハビリテーション病院 理学

療法科 ） 

クワドピボッド・トランスファーの三次元動作

解析～習熟度による違い～ 

異なる習熟度の介助者による膝固定移乗介助法

の相違を分析した。20 代健常男性を被介助者と

し、リハビリテーション専門職 3名が介助を行っ

た。介助者は端座位の被介助者の膝を自分の膝で

固定し、中腰まで持ち上げ約 3秒間静止し、端座

位へと戻る介助を各々3回ずつ行い、三次元動作

解析装置と床反力計にて記録した。離殿～静止状

態までの変化を比較したところ、習熟度により股

関節、膝関節の角度変化に差異が認められた。 

 

2-3-8 塚田 敦史 
（名城大学） 

車いすの身体支持形態の違いによる影響評価

のための力学シミュレーション 

本報告では，車いすの身体支持形態の違いが身体

支持に及ぼす影響を比較評価するために，2次元

力学シミュレ－ションを行った．軟組織を含めた

骨盤－大腿部の身体モデルと車いすモデルを構

築した．車いすモデルは，標準型車いすと ABS仕

様として座王の 2種類の車いすを対象とした．ク

ッション下に付与されるプレ－トの有無などの

条件を設定し，各条件における接触面圧やクッシ

ョン内応力の違いを力学的に比較して検証した． 
 

 

 

 

第３会場（３Ｆ Ｅ３０３） 16：20～17：05 

一般口演１８ 学生セッション 

座長：敦賀 健志（北海道科学大学保健医療学部） 

2-3-9 樋田 嵩斗 
（金沢工業大学） 

VR を用いたチェアスキーシミュレータの設計

と開発 

本研究では、チェアスキーの普及を目的とした臨

場感あるシミュレータを開発した。この装置はス

キー場の斜面を再現させる機器(斜面再現装置)

と、左右に傾けられるチェアスキーのシート(チ

ェアスキーコントローラ)の 2 つからなる。そし

て、VR内の斜面の角度に対して斜面再現装置が決

められた角度を生成できること、またチェアスキ

ーの左右の傾きに応じて VR 内でターンができる

ことを確認した。 

 

2-3-10 笠井 秀 
（金沢工業大学） 

歩行の安定を図る室内用歩行介助機器の設計

と試作 

パーキンソン病などの病気により自力で安定し

た歩行が困難な人がいる．既に，パワーアシスト

機能やブレーキ機能などの歩行支援を有する歩

行器の開発が行われているが，使用者の姿勢や歩

行時の体の安定性が保たれるものではない．そこ

で，本研究では歩行時の不安を軽減し，安定した

歩行ができる室内用歩行介助機器の設計と試作

を行った． 

 

2-3-11 山畑 篤海 
（第一工業大学） 

足裏の触覚を利用したスマートインソールに

よる移動支援の検討 

本研究課題は様々な外界からの情報を収集・統合

し，足裏に装着した触覚提示デバイスが使用者に

情報を伝えることで，使用者の「安全な移動」を

提供するシステム「スマートインソール」の実現

を目的とする．具体的には，GPS や環境に埋め込

まれた RFID タグ等の位置・環境情報および加速

度，高度等の携帯端末内蔵センサデータから状況

を判断し，触覚・痛覚等の皮膚感覚を利用して使

用者へ伝達する． 
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 演題概要２２日（木） 

インタラクティブ会場（３Ｆ Ｅ３０５）10：40～11：40 

インタラクティブセッション１ 

2-4-1 片本 隆二 
（総合せき損センター研究部 医用工学研

究室） 

せき損式スライディングボードの差し込みの

ためのデザイン 

せき損式スライディングボードの特徴のひとつ

は、車いすのタイヤを避けて臀部の下へ差し込め

る形状である。有効な使用シーンとして、介助者

1名がせき損式スライディングボードの Lサイズ

を用いて、車いすから移乗を介助する場面が考え

られる。現在、以下をキーワードに検討を進めて

いる。角の研磨、強度計算、使用上のポイント、

車いすロングブレーキとの干渉、商用化など。今

回、差し込みのためのデザインを中心に報告す

る。 

 

2-4-2 昆 恵介 
（北海道科学大学） 

脳卒中患者のためのヒールオフアシスト短下

肢装具の開発 

脳卒中片麻痺者の多くはロッカー機能を消失し

歩行困難となることから装具が活用される．既出

の装具では３つのロッカー機能のうち，ヒールロ

ッカーとアンクルロッカーに注目され開発され

ているが，フォアフットロッカーを再現した装具

は現存しない．フォアフットロッカーはターミナ

ルスタンス相と一致し非麻痺側 1 歩の重心獲得

により転倒予防に寄与する．本研究はターミナル

スタンスを支援するための装具を開発したので

報告する． 

 

2-4-3 後藤 浩之 
（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３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

の製品化に向けて試作及び検証を繰り返してき

たが、遂に最終段階に入った。走行性能の安定化

やサスペンション性能、安全に対して耐久性の評

価など、第 2報で報告した課題点を踏まえ改良し

てきた点について詳細に報告する。また、商品化

において最終製品のデザインについても入念に

検討を重ねてきたので合わせて報告する。 

 

 

 

 

2-4-4 岡田 裕生 
（パシフィックサプライ(株)） 

電動車椅子の有償定期点検サービスの実施報

告（第 4報） 

川村義肢（株）では、2014年 1月より電動車椅子

の有償定期点検サービスを実施している。2017年

7月から 1年間の点検受注・関連受注の総受注金

額は 5,940千円に達し、その後も前年を上回るペ

ースで規模が拡大している。今回、定期点検サー

ビスのこれまでの経過を紹介すると共に、今後事

業として定着させ、川村義肢（株）以外の会社も

サービス展開していくための課題に関して検討

を行ったので報告する。 

 

2-4-5 永崎 孝之 
（東北文化学園大学医療福祉学部リハビ

リテーション学科理学療法学専攻） 

松葉杖長適合基準の妥当性の検討 

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

獲得するためには、松葉杖を適切な長さに調節す

る必要がある。現在、松葉杖長は松葉杖長適合基

準を用いて決定するのが一般的である。しかし、

松葉杖適合基準の妥当性について検討した研究

は渉猟した限り見当たらない。よって、本研究で

は松葉杖適合基準の妥当性について検討を行っ

た。 

 

2-4-6 北川 広大 
（九州工業大学大学院生命体工学研究科） 

足底圧情報による起立介助者の足部位置推定

法の提案 

起立介助者の腰部負荷は介助者自身の足部位置

に影響される．本研究では介助者に腰部負荷を軽

減する足部位置を知らせるシステム開発の第一

段階として，装着型の圧力センサによる足底圧情

報から機械学習によって両足間の前後幅を推定

する手法を提案し，その有効性を調べた．実験結

果から，両足間の前後幅の推定誤差は身長比 5%未

満の長さであり，提案手法が有効であると考え

た． 
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 演題概要２２日（木） 

インタラクティブ会場（３Ｆ Ｅ３０５）14：40～15：30 

インタラクティブセッション２＆学生 

2-4-7 長束 晶夫 
（なごや福祉用具プラザ） 

福祉用具・介護ロボットの開発等相談 

なごや福祉用具プラザでは主に一般市民等のニ

ーズ側への相談支援を行なっている。近年は国の

福祉用具・介護ロボット開発・実用化支援が行わ

れていることもあり、企業等のシーズ側から開発

や普及に関する相談が多くなってきた。福祉用

具・介護ロボットの開発・普及においてはニーズ

とのマッチングが重要である。当所がこれまで行

なってきた開発等の相談状況について報告する。 

 

2-4-8 中村 美子 
（(国研)産業技術総合研究所） 

脳波解読による認知機能評価システムの開発 

認知症の判定など認知機能の評価は、言語反応や

筆記等で回答してもらう方法が一般的である。し

かしこれらの方法では、運動機能に障がいのある

方や運動機能が低下しがちな高齢者の認知機能

を正確に測定できない懸念がある。我々は、注意

の瞬間的な高まりを反映する脳波成分（事象関連

電位）を指標とし、定量的に認知機能を評価する

システムを開発した。本研究では健常成人を対象

とした予備実験を行ったのでその結果を報告す

る。 

 

 

2-4-9 寺師 良輝 
（総合せき損センター） 

SNS利用の遠隔通報システムの開発 

遠隔通報システムが双方向であると、通報者の安

心が高まる。この実現のために LINE を利用した

遠隔通報システムを開発したので報告する。本シ

ステムは、１～３個のスイッチで肯定、否定を表

現する２種の LINE スタンプ送信と、通話を可能

とするものである。 

 

2-4-10 伊藤 和幸 
（国立障害者リハビリテーションセンタ

ー研究所） 

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実用化 

重度運動機能障害者向けに、簡易な動作でスイッ

チ操作を可能にするインタフェースの研究開発

を行っている。市販の画像距離センサを用いるこ

とで安価な非接触・非拘束なスイッチインタフェ

ースとした。システムの起動時に動作の様子を学

習する機能を付加することで、日々変動する体調

や一定の位置に配置できない画像距離センサの

置き場所に対応出来るようなシステムとしてい

る。報告では実用化例について紹介する。 

 

2-4-11 花房 大佑 
（福井工業大学大学院 応用理工学専攻） 

機械学習を用いた空中手書き文字認識の検討 

クラウドコンピューティングの発達に伴い、空中

手書き文字入力システムの検討を行っている。今

回はその技術を用いて、対話でのコミュニケーシ

ョンが困難な方を支援する文字認識システムの

検討を行う。利用者はカメラに向かって空中で文

字を筆記し、その筆跡を絶対的な位置情報である

画像情報と、相対的な移動方向情報に変換して出

力する。出力された情報を基に、機械学習を用い

て文字を判定するアプリケーションを提案する。 

 

 

 

インタラクティブ会場（３Ｆ Ｅ３０５）15：30～16：20 

インタラクティブセッション３ 

2-4-12 伊藤 和幸 
（国立障害者リハビリテーションセンタ

ー 研究所） 

口文字盤コミュニケーション時の読みとり文

字の保存について 

口文字コミュニケーションを行う際に読み取っ

た文字を保存する方法に関して、母音の特定と子

音のスキャンに合わせた操作に合わせて負担な

くできる操作方法と支援機器を検討する。確定し

た文字をスマートフォンに入力し記憶作業を代

行することで読みとり者の負担を軽減する。 

 

2-4-13 沖川 悦三 
（神奈川リハビリテーション病院 研究

部 リハ工学研究室） 

チェアスキーの開発と普及 ―40 年の歴史と

今― 

日本におけるチェアスキーの開発は 1976 年から

始まっている。当時は「車いすの人たちがスキー

をするなんて、どうしてそんな危ないことを考え

るの？」と言われる時代であった。最初はソリに

近いものであったが、チェアスキーヤーの技術上

達とともに用具に研究を加え、現在ではパラリン

ピックやワールドカップで使われ、好成績を残す

までになった。今回、この開発の 40 年を振り返

り、まとめて報告したい。 
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 演題概要２２日（木） 

2-4-14 六名 泰彦 
（吉備高原医療リハビリテーションセン

ター） 

頸髄損傷者のための上肢動作支援機器の開発 

頸髄損傷者の中には、麻痺による筋力や可動域の

低下から、上肢装具を用いて食事動作を行う場合

がある。これまでに、３次元動作分析装置を使用

して、頸髄損傷者が上肢装具を用いて食事動作を

行った時の上肢の動作分析を行い、机面と平行な

面において肘と手を水平に移動させることによ

り「すくう」動作を実行していることを明らかに

している。今回我々は、頸髄損傷者の上肢の水平

移動を支援する機器の開発を行ったので報告す

る。 

 

2-4-15 木幡 茉季 
（花はたリハビリテーション病院） 

脳血管疾患患者の安全な経口摂取を目的にシ

ーティングを行った一症例 

本症例は多発性の脳梗塞により、左片麻痺、高次

脳機能障害、意識障害また嚥下機能障害を呈して

いた。徐々に嚥下機能の向上がみられたが、姿勢

の崩れや覚醒のムラにより誤嚥のリスクがあっ

た。そのため「安全な経口摂取」を目的にシーテ

ィングを行った。チルト・リクライニング型車椅

子、ラテラルサポート、ヘッドサポートを使用し、

頚部が正中位～前屈位になるよう調整した。結

果、嚥下機能が向上し、三食経口摂取に至った。 

 

 

2-4-16 繁成 剛 
（東洋大学 ライフデザイン学部） 

強化段ボール製ポータブルトイレの開発 

地震や台風などの自然災害で避難生活を余儀な

くされたときに、住民が集まる避難所ではトイレ

に課題が多いことが明らかになっている。そこで

備蓄品や支援物資として活用できる強化段ボー

ル製のポータブルトイレをデザインし、企業と実

用化に向けて開発を続けている。今回は北海道地

震の被災地でモニター評価をした結果をまとめ

て報告したい 
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３日目 ８月２３日（金） 

 

第１会場（４Ｆ Ｅ４０１） 9：30～10：30 

一般口演１９ 調査研究１ 
座長：中村 俊哉（兵庫県立福祉のまちづくり研究所） 

3-1-1 油田 優衣 
（京都大学教育学部教育科学科） 

メディカル “Who R U?” vs 当事者 “Who am 

I?” ～すれ違う〈障害・介助者〉観～ 

入院中の重度訪問介護利用が 2018 年度より認可

され、私もこの制度を利用し介助者を伴っての入

院生活を送った。院内で感じたのは、障害者運動

で広められた障害観や介助者観と、病院の医療関

係者のそれとのズレであった。今回は、介助者と

の入浴や代筆による自己決定が認められないな

どの具体的なエピソードをもとに、当事者の視点

からそのズレを報告する。さらに、このようなズ

レが生じる理由と解決の可能性についても考え

てみたい。 

 

3-1-2 長嶋 洋一 
（静岡文化芸術大学） 

バイオフィードバック・リハビリテーションの

実現を支えるメディアデザインとシリアスゲ

ーム 

生体情報センシング技術とメディアアートとス

ケッチング(物理コンピューティング)をバイオ

フィードバック(BF)に生かした研究を進めてい

る。本発表では、(1)認知症リハビリに有効なシス

テムを実現した事例紹介、(2)触覚/触感センサに

より内受容感覚に着目した新しい BF手法の提案、

(3)欧州が先導しているシリアスゲーム(役に立

つ Game)に関して 4 カ国の国際会議で発表

/Tutorial 開催/議論してきた世界先端状況の報

告を行いたい 

 

3-1-3 木下 勝令 
（吉備高原医療リハビリテーションセン

ター） 

頸髄損傷者の体組成算出のための計測手法の

考察 

脊髄損傷者は生活習慣病が多く、その治療にはエ

ネルギー必要量の把握が欠かせないが、そのため

に必要な基礎代謝量や体組成のデータを算出す

るのは容易ではない。我々は 2015年本学会にて、

インピーダンス法を使用した市販の体組成計に

おける姿勢の影響を報告した。今回、頸髄損傷者

において市販の体組成計と DXA法による部位別体

組成のデータを比較することで、体組成計での算

出法について有益な情報を得たので報告する。 

 

3-1-4 佐藤 義文 
（札幌渓仁会リハビリテーション病院） 

車いす用直進補助キャスターデバイスの試用 

脳卒中や脳性麻痺など、片麻痺や左右差のある両

麻痺によって、片手駆動車いすが必要なケースが

存在する。ワンハンド駆動車いすには、ダブルリ

ングやレバーアーム駆動式などがあるが、いずれ

も駆動練習が必要となる。「ワンハンド駆動の方

法（選択肢）拡大」「既存の車椅子でワンハンド駆

動が出来ないか」「小児でも容易に駆動させたい」

という視点から、キャスターに直進性を加えた。

症例によっては、実用可能な方法と思われた。 

 

 

 

第１会場（４Ｆ Ｅ４０１） 11：10～11：55 

一般口演２２ 調査研究２ 
座長：桂 律也（社会医療法人社団三草会 クラーク

病院） 

3-1-5 香田 潤 
（香田事務室長・札幌市障がい者パソコン

ボランティア） 

障害者の命の尊さについての判例研究 横田

弘.著「障害者殺しの思想」以降の障害者殺し判

例について 

障害者福祉発展途上の１９７０年代、母親が障害

児を殺す事件が相次ぎ、母親への無罪放免運動が

発生。これに対し脳性麻痺者の横田弘らは障害者

の命を軽視する「障害者殺しの思想」を指摘。罪

は罪として裁くよう求め、母親は執行猶予付きの

有罪となった。それから４０年以上を経て障害者

福祉は進展したが、同様の痛ましい事件は未だ数

多く、相模原殺人事件も発生した。昨今の障害者

殺し判例を検証し、障害者の命の尊さを説く。 

 

3-1-6 白銀 暁 
（国立障害者リハビリテーションセンタ

ー研究所） 

支援機器開発における少数例試験において科

学性を高めるための方法論に関する調査 

医学分野の介入評価では無作為化比較試験を頂

点とした研究デザインが推奨されるが、当事者数

が少なく研究規模も小さい支援機器開発におい

ては困難なことが多い。一方、この問題は希少疾

患に対する創薬や医療機器開発にも共通する部
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分があり、その改善に向けた方法論の一部は支援

機器にも応用できる可能性がある。そこで本研究

は同領域で先行する米国と EU の状況を調査し、

支援機器分野において参考となり得る情報を抽

出・整理した。 

 

3-1-7 繁成 剛 
（東洋大学 ライフデザイン学部） 

強化段ボールを使った被災地支援活動 

2011年の東日本大震災、2016年の熊本地震、2018

年の北海道胆振東部地震の各被災地において、避

難所や仮設住宅に非難している住民に対し、強化

段ボールを使って座卓、座椅子、棚などを製作し

て提供することによって、住環境を改善する支援

活動を継続してきた。今回はそれらの成果と今後

の課題について発表する予定である。 

 

 

 

第２会場（４Ｆ Ｅ４０３） 9：30～10：30 

一般口演２０ スポーツ・乗り物 
座長：岩崎 満男（株式会社ファーストウェルフェア） 

3-2-1 宮野 秀樹 
（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 

蔵王再挑戦編 

完全四肢麻痺で体幹機能や体温調節機能に障害

がある頸髄損傷である私が、寒冷地におけるスポ

ーツを楽しむことは、クリアすべき身体的・環境

的な制約が多く困難な場合が多い。リハ工学カン

ファレンスでは、これまでに 2度チェアスキーチ

ャレンジの報告を行ったが、2018年の挑戦は、天

候不良による蔵王スキー場山頂からの滑走断念

の報告となった。今回、蔵王スキー場山頂からの

滑走に再挑戦した。私のチャレンジの報告を行

う。 

 

3-2-2 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 人間科学専攻） 

高位頸髄損傷者のチェアスキー指導法と注意

点（第２報） 

2018 年のカンファレンスにおいて高位頸髄損傷

者のスキーの指導法と注意点として、シーティン

グ、安全対策、指導法について報告をおこなった。

安全対策にかかわる各種のデータは１症例であ

るため標高における血中酸素飽和度等のデータ

は単一実験に過ぎず、比較するものはなかった。

今回も同一の被験者で各種データを計測したこ

とにより、妥当性の確認に有効であったのでスキ

ーへの実践を踏まえて報告する。 

 

3-2-3 高橋 大樹 
（神奈川県総合リハビリテーションセン

ター） 

ジョイスティック車での運転獲得までの支援 

脊髄損傷と右腕神経叢損傷により、３肢完全麻痺

を呈した症例に対し、自動車運転の再獲得を目指

し評価・訓練を実施した。運転に必要な動作訓練

を行いながら、アクセル・ブレーキ・ステアリン

グを左手のみで行えるようジョイスティックを

用いた手動運転装置を改良。またリフト付きの福

祉車両を購入し、運転席をパワーシートに改修す

ることで自動車運転が自立した。身体機能に合わ

せた運転方法の検討経過について報告する。 

 

3-2-4 児玉 真一 
（横浜市総合リハビリテーションセンタ

ー） 

航空関係者向け車椅子・電動車椅子取扱いセミ

ナーが契機となった取り組み 

我々は航空関係者向け車椅子・電動車椅子取扱い

セミナーを主要空港で定期的に実施し、毎回多数

の航空関係者の参加と車椅子・電動車椅子（以下、

車椅子等）メーカーの出展を得ている。車椅子等

の空輸に関する課題を航空関係者からメーカー

が聞き取る、相互交流の場もある。メーカー数社

は相互交流を発端として、車椅子等の空輸の安全

をサポートする情報提供を自社ＨＰに掲載する

取り組みを開始したので、経緯について紹介す

る。 

 

 

 

第２会場（４Ｆ Ｅ４０３） 11：10～11：55 

一般口演２３ 自助具２ 
座長：岡田 英志（ヒューマン） 

3-2-5 澤田 有希 
（帝京科学大学） 

作業療法士が作製する手作り自助具の分析～

3Dプリンタを活用した自助具作製に向けて～ 

3D プリンタを用いた自助具活用の可能性を探る

ため、2009～2018年の間に日本作業療法学会で発

表された「自助具」に関する抄録 64 件を分析し

た。結果、2017 年に 3D プリンタを用いた自助具

について初めて発表されていた。コミュニケーシ

ョンに関わる自助具を多く作製していた。これら

の中には 3Dプリンタで代用できる自助具もあり、
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3D プリンタは作業療法士が自助具を作製する一

手段となる可能性が示唆された。 

 

3-2-6 松田 健太 
（神奈川リハビリテーション病院 研究

部 リハ工学研究室） 

3D プリンタで製作した三指つまみ自助具の効

果検証 －頸髄損傷者を対象とした筆圧測定

－ 

三指つまみによる道具の把持を補助する自助具

を開発した。その自助具の効果や特性の検証のた

め、筆圧測定分析システムを用いて評価した。頸

髄損傷者（残存機能 C6~C7レベルの完全麻痺およ

び不全麻痺）を対象として、ユニバーサルニュー

カフ、万能カフを使用した場合、もしくは自助具

を使用しない場合と比較した。その結果、三指つ

まみ自助具を使用することで安定した筆圧を得

られることが示唆されたので、考察と合わせて報

告する。 

 

3-2-7 冨田 藍 
（花はたリハビリテーション病院） 

通所リハビリテーション利用者の身体機能の

変化に合わせた環境調整 

生活期では緩やかに身体機能は変化する。その変

化に合わせて環境設定の変更も必要であり、変更

時は利用者の動作指導や家族・介護ヘルパーへの

介助指導も重要であると考る。本発表は、生活期

にて身体機能の変化がみられ玄関の段差昇降が

困難となった症例に対し、福祉用具を使用した環

境設定の提案と介護ヘルパーへの介助指導を行

い介助量の軽減を図った経緯を報告する。 

 

 

 

第３会場（３Ｆ Ｅ３０３） 9：30～10：30 

一般口演２１ 住まいづくり／街づくり４ 
座長：橋本 美芽（首都大学東京） 

3-3-1 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 第２報 

我々は 3年に渡って調査を行い，大東市および四

條畷市の全ての駅周辺のバリアフリー情報を集

約した。これにより，自身の障害に合わせて施設，

店舗を選べるようになった。合わせて，障害者差

別解消法や身体障害者補助犬法の認知度調査も

行った。認知度と受け入れ態勢との関係や他のエ

リアとの比較などにより，明らかになったことを

報告する。 

 

3-3-2 糟谷 佐紀 
（神戸学院大学総合リハ学部） 

所有形態別にみる既存住宅のバリアフリー整

備状況 

身体障害者や高齢者の在宅生活を支える基盤と

なるのは、その身体機能に適合した物的環境を持

つ住宅である。在宅生活を送る重度肢体不自由者

は増加、介助者と共に親元から離れ独立世帯を形

成する者も増えてきた。独立世帯形成には、住宅

確保が必要であるが、持家を購入できない者も多

く、借家居住となる。既存住宅のバリアフリー整

備状況を、「住宅・土地統計調査」のミクロデータ

を用いて、所有形態別に比較した結果を報告す

る。 

 

3-3-3 植村 正敏 
（総合せき損センター） 

脊髄損傷者のための在宅復帰支援に向けた住

環境データベース(DB)の構築 

脊髄損傷者の在宅復帰支援には、ADL 及び住居、

経済状況等の情報を含めた適切な住環境整備が

必要不可欠である。そのためには、医学情報（ADL

等）や建築情報（住居等）、費用等の情報取得及び

共有化が患者と病院及び施工業者に切望されて

いる。そこで本研究は、医学・建築学的観点から

住環境のデータベースを構築し、情報公開を目的

とする。適切な住環境整備計画を提案し、円滑な

支援を行うことで、医療費削減にも寄与できる。 

 

3-3-4 土田 浩敬 
（特定非営利活動法人 ぽしぶる） 

ご当地グルメの旅におけるアクセス・バリアフ

リー調査 

電動車椅子利用者である私が、公共交通機関を利

用しそのアクセス状況と、行く先々でのバリアフ

リー状況を調査して、現地ではどうなっていたの

か報告する。私が電動車椅子で行ったことのない

場所に、あえて公共交通機関を利用し時間をかけ

て行ってみた。利用してみた感じやスタッフの対

応など、私自身が行ってみてどう思ったのか、ど

のようにすれば今後も利用しやすくなるのか検

証したいと思う。 
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第３会場（３Ｆ Ｅ３０３） 11：10～11：55 

一般口演２４ 義肢装具２ 
座長：松田 靖史（川村義肢株式会社） 

3-3-5 友野 稜子 
（神戸学院大学 総合リハビリテーショ

ン学部 理学療法学科） 

選手が求める義肢装具支援体制 パラ卓球の

最前線から 

パラ卓球では、障がいを補うために義肢装具を着

用してプレーする選手が存在する。日本代表選手

の国際大会に同行する過程から、選手は世界ラン

クをあげるために競技の技術向上に取り組むが、

義肢装具についての関心が低い傾向にあること

が分かった。今回、競技に特化した義肢装具着用

による競技パフォーマンス向上に取り組んだ 2人

の日本人選手を紹介し、今、選手が求めている義

肢装具支援体制ついて報告する。 

 

3-3-6 早川 康之 
（北海道科学大学） 

プリプレグパッチを積層した炭素繊維強化熱

可塑性プラスチックの装具への利用の可能性

について 

炭素繊維強化熱可塑性プラスチック（CFRTP）は、

再加熱による形状変更が可能で、金属と比較し比

強度が高く、装具構成要素として有用な材料であ

る。しかし、賦形性の問題があり、実用が難しい。

我々は、曲げ加工時の層間剥離の低減を目標に、

パッチ状のプリプレグを積層した CFRTPについて

検討している。今回、曲げ試験による機械的特性

のほか、賦形性について確認したので報告する。 

 

3-3-7 千原 健司 
（岐阜県産業技術総合センター） 

ＣＦＲＴＰのプラスチック製短下肢装具への

応用 

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、軽量化を望まれる装具材料として有効と考

え、これを活用した下肢装具の開発を進めてお

り、これまで CFRTPの設計／成形／評価技術を確

立し、数点の CFRTP製下肢装具を実用化した。今

回、シミュレーションによる設計技術を活用して

CFRTP を既存のプラスチック製短下肢装具の補強

用途として活用したので報告する。 
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後援・協賛 

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、北海道教育委員会、札幌市教育委員会、

社会福祉法人北海道社会福祉協議会、公益社団法人北海道理学療法士会、公益社団法人北海道作業療法

士会、公益社団法人日本義肢装具士協会北海道支部、北海道新聞社(順不同) 

 

 

協賛団体 

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、日本生活支援工学学会、特定非営利活

動法人ヒューマンインターフェース学会、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、一般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連合会、福祉用具プランナー研究ネットワーク、認定 NPO法

人 ＤＰＩ日本会議(順不同) 

 

協賛企業 

花菱縫製株式会社、カナヤママシナリー株式会社、株式会社アサヒテックコーポレーション、株式会社

テレウス、日本ジェル株式会社、株式会社共和電業、株式会社７６６、株式会社特殊衣料、株式会社ラ

イフステップサービス、ダイハツ北海道販売株式会社、北海道トヨペット株式会社、株式会社今仙技術

研究所、インターリハ株式会社、オットーボック・ジャパン株式会社、北海道コカ・コーラボトリング

株式会社(順不同) 
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① 特殊衣料 

② 株式会社７６６ 

③ 株式会社テレウス 

④ 花菱縫製株式会社 

⑤ インターリハ 

⑥ 株式会社今仙技術研究所 

⑦ オットーボック・ジャパン株式会社 

⑧ 株式会社共和電業 

⑨ 株式会社アサヒテックコーポレーション 

⑩ カナヤママシナリー株式会社 

⑪ 日本ジェル株式会社 

⑫ 北海道ヘルスケア・ロボット協会 

⑬ 北海道災害リハビリテーション推進協議会 

※ フリードリンク（北海道コカ・コーラボトリン

グ株式会社） 

⑥ 

⑭ 札幌トヨペット 

⑮ ダイハツ北海道販売株式会社 
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第３５回リハ工学カンファレンスin北九州 
会期予定　2020年10月24日（土）～10月26日（月） 
会場予定　AIM（アジアインポートマート）/ 西日本総合展示場 新館 
                  福岡県北九州市小倉北区浅野3丁目8番1号 

大 会 長　 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） 
実 行 委 員 長　  中村 詩子（北九州市立総合療育センター） 

　１９８９年の第４回大会以来、３１年ぶりに北九州市での開催となります。この間のICT
やロボット工学を始めとするテクノロジーの進歩は目覚ましく、リハ工学の分野も大きな変
貌を遂げました。北九州市は新日鉄、安川電機、TOTOといった日本の工業技術を推し進め
た各界を代表とする企業を創業した工業地帯です。一方で九州労災病院、産業医科大学、総
合療育センターといったリハビリテーションや療育の魁となった医療機関も誕生しています。
最近は門司港レトロなど映画のロケ地や観光地としても注目され、国内外、特にアジアへの
アクセスも良く、海と山の織りなす自然環境も豊かな土地で、子育て世代・高齢者の住みや
すい街として注目を集めています。このような背景を活かして実行委員一同で魅力的なカン
ファレンスのプログラムを企画します。皆様のご参加をこころよりお待ちしています。

福岡空港 北九州空港

１時
間40分

１時
間30分

2時間
11分

徒歩5分 (動く歩道)

＜開場予定＞
AIM 3階・西日本総合展示場 新館

高速バス
35分地下鉄

5分
高速バス

80分

16分60分 60分
小倉駅博多駅熊本駅鹿児島

中央駅 広島駅 岡山駅 新大阪駅

新幹線 高速バス
地下鉄 徒歩

＜開催予定地 ＞ AIM ３階

安川電機みらい館

TOTOミュージアム

観光地 門司港レトロ

各地からのアクセス 
(※) 新幹線(博多駅→小倉駅)を利用した最速の時間。

博多駅から21分、福岡空港から26分(※) 、新大阪駅から2時間16分
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