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１日目 ８月２０日（土） 
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Zoom1 

カンファレンス 

Zoom2 

特別企画（オープンカンファレンス） 

開会式  

9:25～10:25 

セッション１ 

「モノづくり A」 

<P5> 

9:25～10:45 

当事者座談会１ 

抱え上げない介護 

<P21> 

10:55～11:55 

セッション 2 

「事例研究 A」 

<P7> 

10:55～12:15 

当事者座談会 2 

楽しみ拡がる 3D プリンタのはじめの一歩 

<P21> 

  

14:40～15:40 

セッション 3 

「モノづくり B」 

<P9> 

14:40～16:00 

当事者座談会 3 

障害があってもなくても、離れていても 

繋がれる、それがミニ四駆？ 

<P22> 

16:10～17:10 

セッション 4 

「調査報告 A」 

<P11> 

16:10～17:30 

当事者座談会 4 

自立生活に必要な機器  

～環境制御装置とスマートコントローラー

～ 

<P22> 
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２日目 ８月２１日（日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom1 

カンファレンス 

Zoom2 

特別企画（オープンカンファレンス） 

9:10～10:10 

セッション 5 

「モノづくり C」 

<P13> 

9:10～10:30 

当事者座談会 5 

車椅子選びのための考え方 

<P23> 

10:40～11:40 

セッション 6 

「事例研究 B」 

<P15> 

10:40～12:00 

当事者座談会 6 

子どもにとっても、お得な腹臥位姿勢 

<P23> 

  

13:30～14:30 

セッション 7 

「コミュニケーション」 

<P17> 

13:30～14:50 

当事者座談会 7 

障害当事者こそが変える！ 

人手不足の介護現場 

「福祉用具を使おう！」 

<P24> 

15:15～16:03 

セッション 8 

「調査報告 B」 

<P19> 

15:15～16:35 

当事者座談会 8 

障害児の入浴支援 

「おうちのお風呂に入ろう」 

<P24> 

福祉機器コンテスト表彰式 
 

閉会式 
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１日目 ８月２０日（土） 

9:25～10:25  

セッション１ モノづくり A 

座長：片石 任 氏（株式会社フロンティア、乗り物 SIG） 

 

 

演題番号 

演題名 

所属機関 

発表者 

1-1 

頸髄損傷者のための食事動作支援機器の開発 

吉備高原医療リハビリテーションセンター 

六名 泰彦 

1-2 

下顎トラッキングによるポインティングデバイスの試作と評価 

総合せき損センター 医用工学研究室 

小林 博光 

1-3 

特別支援教育におけるコミュニティ活動への遠隔参画の検討 

湘南工科大学 

中茂 睦裕 

1-4 

IoT を活用した環境制御装置の導入支援と関連機器開発に関する検討 

日本福祉大学 健康科学部 

渡辺 崇史 

1-5 

新しいパラスポーツ体験機器の開発 

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 研究部 

辻村 和見 
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1-1 頸髄損傷者のための食事動作支援機器の開発  

吉備高原医療リハビリテーションセンター 六名 泰彦 

麻痺による筋力や上肢の可動域に制限のある頸髄損傷者は、上肢装具を用いることで食事を実現している。今回、頸髄

損傷者が食事動作を行う時、使用者への装着を簡便に行え、無理の無い上肢の動きにより、スムーズに手が口元付近へ

確実に到達できる支援機器の開発を行った。さらに、介助者の機器設置や調整も軽減できるよう、機器本体を軽量、コン

パクトにしたので報告する。 

 

1-2 下顎トラッキングによるポインティングデバイスの試作と評価  

総合せき損センター 医用工学研究室 小林 博光 

顎の動きで操作する非接触のポインティングデバイスを開発している。顎に貼り付けたマーカ（反射シール）を web カメラで

捉え、その動く方向によりカーソルを移動させる。眼を別の web カメラで捉え、その開閉具合に応じてマウスクリックさせる。

本試作機を顎や頭頚部でマウスカーソルを操作している頚髄損傷者と健常者により定量的な評価を行った。 

 

1-3 特別支援教育におけるコミュニティ活動への遠隔参画の検討  

湘南工科大学 中茂 睦裕 

本研究は、身体的なハンデがありコミュニティ活動への参画が困難な特別支援学校の生徒を対象とし、遠隔地から社会の

協調活動へ参加するためのシステム開発を目的とする。特別支援教育の現場における協調活動として掃除に着目し、視

線入力によって遠隔地からロボット掃除機を制御するアイデアを立案した。立案したアイデアをプロトタイプシステムに実装

し、その動作を検証したので報告する。 

 

1-4 IoT を活用した環境制御装置の導入支援と関連機器開発に関する検討  

日本福祉大学 健康科学部 渡辺 崇史 

環境制御装置(ECS)は，肢体不自由の障害がある人の生活に重要な役割を果たしているが，現在，ECS専用機の

新規導入や現行機の継続利用が難しい状況にも直面している．一方，スマートスピーカーやスマート家電などの IoT活

用は，誰もが利用できるようになりつつある．そこ本研究では，ECS専用機に替わる IoT関連機器の導入を通じて，今

後求められるであろう，人的・物的サポートや新たな機器開発ニーズの発掘に向けた検討を行った． 

 

1-5 新しいパラスポーツ体験機器の開発  

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 研究部 辻村 和見 

当院では、チェアスキーシミュレーターを開発し、チェアスキーの普及だけでなく、リハビリ訓練にも取り入れてきた。また、チェア

スキー以外のパラスポーツで使用する車椅子や身体に障害がある方の使用する用具を使用した、ゲームコントローラーやス

イッチなどを開発し、リハビリ訓練に応用している。開発した機器を使用した e スポーツを新たなパラスポーツ「パラ e スポー

ツ」として提案し、活動を行っているので報告する。 
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１日目 ８月２０日（土） 

10:55～11:55  

セッション２ 事例研究 A 

座長：桂 律也 氏（社会医療法人社団三草会クラーク病院、車いす SIG） 

 

 

演題番号 

演題名 

所属機関 

発表者 

2-1 

ICT訪問相談からはじまる障害者への日常生活支援 

社会福祉法人 名古屋市総合リハビリテーション事業団 なごや福祉用具プラザ 

田中 芳則 

2-2 

頸髄損傷者の受傷後の復職・復学の実態と課題  

―頸髄損傷者の自立生活と社会参加に関する実態調査 2020 より― 

the Light on Design Project 

金井 謙介 

2-3 

支援機器の利用効果に関する 6 つの重要課題 

－GAATO AT利用効果 グランドチャレンジ 2022 の結果より 

国立障害者リハビリテーションセンター研究所 

井上 剛伸 

2-4 

安全な屋外走行を想定した電動車椅子導入に必要な視点 

花はたリハビリテーション病院 

居山 圭介 

2-5 

携帯用移動介護補助具「ちょい楽ばんど」の役割の検証 

まるいラボ 

圓井 美貴子 
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2-1 ICT訪問相談からはじまる障害者への日常生活支援  

社会福祉法人 名古屋市総合リハビリテーション事業団 なごや福祉用具プラザ  田中 芳則 

ICT(情報通信技術)訪問相談をきっかけに ICT以外にも利用者本人の困りごとを拾い上げ、生活を豊かにするために工

夫した事例を紹介する。50代男性(頸髄損傷)への訪問相談では、パソコン操作環境の整備から入浴用クッションの製作

へと広がった。一方で、うまくいかなかった事例もあったが、利用者本人の環境に目を配り、ニーズを引き出して在宅生活を

維持すること、関係機関との連携が重要であることが示唆された。 

 

2-2 頸髄損傷者の受傷後の復職・復学の実態と課題  

―頸髄損傷者の自立生活と社会参加に関する実態調査 2020 より― 

the Light on Design Project 金井 謙介 

頸髄損傷者の受傷後の復職・復学状況について検討を行った結果、退職・退学した割合が最も高く、就労中に比べて就

学中のほうが元の環境に復帰した割合が高かった。就労では正規雇用より非正規のほうが退職した割合が高い。性別ごと

では、就学中では男性より女性のほうが同じ学校に復学した割合が高く、男性は退学または別の学校に移る割合が高い。

就労中では男性より女性のほうが退職した割合が高いことがわかった。 

 

2-3 支援機器の利用効果に関する 6 つの重要課題 

－GAATO AT利用効果 グランドチャレンジ 2022 の結果より－ 

国立障害者リハビリテーションセンター研究所 井上 剛伸 

支援機器の利用効果をいかに測るかは、国際的に重要な問題となっている。それを受けて、支援機器に関する国際的な

連携機関である GAATO では、世界規模でのワークショップを開催し、支援機器の利用効果に関する重要課題を抽出す

る試みを行った。この取り組みには、57 カ国、9言語、307人が参加した。その結果、ニーズの測定、インプットの文書化、

利用効果の測定、データの共有、政策への情報提供の 6 つが重要な課題として抽出された。 

 

2-4 安全な屋外走行を想定した電動車椅子導入に必要な視点  

花はたリハビリテーション病院 居山 圭介 

電動車椅子導入にあたり安全に屋外走行ができるための評価と実動作練習を経験した.身体機能評価より,NEO(OX

社製)に JWX-1PLUS+(ヤマハ社製)を装着したものを選定した.電動車椅子で屋外を安全に走行するにあたり,信号の

ない横断歩道の横断や段差昇段可能かの判断に時間を要した.電動車椅子の導入は、中間ユーザーが使用する環境も

見据え,実生活に沿った操作練習を繰り返しすることで利用者が安全に使用できる車椅子になると考えた. 

 

2-5 携帯用移動介護補助具「ちょい楽ばんど」の役割の検証  

まるいラボ 圓井 美貴子 

2018年春に商品化した携帯用移動介護補助具「ちょい楽ばんど」は、多くの障がい児者の家族や関係者から望まれ、翌

年、お風呂用「ちょい楽ばんどメッシュ」も製作し、現在、頻発する災害の備えとしての防災品としても有効とされている。ま

た、本品は単に介護負担の軽減のみならず、心をサポートするものでもありそうだ。「ちょい楽ばんど」の役割を、科学的分析

も含め様々な角度から検証し、福祉用具のあり方に一石を投じたい。 
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１日目 ８月２０日（土） 

14:40～15:40  

セッション３ モノづくり B 

座長：笹川 友彦 氏（熊本総合医療リハビリテーション学院、義肢装具 SIG） 

 

 

演題番号 

演題名 

所属機関 

発表者 

3-1 

3D プリンタ製触読数字ブロックの紹介 ボランティアとの協同事例 

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 

長束 晶夫 

3-2 

3D プリント自助具のための FreeCAD API を利用した組み合わせ設計ソフトウェアの開発 

千葉工業大学大学院 工学研究科 機械電子創成工学専攻 

清水 太智 

3-3 

抗菌 TPU を用いて３D プリントした自助具の満足度に関する比較研究 

一般社団法人 ICT リハビリテーション研究会 

林  園子 

3-4 

ベッドコントロールが困難になった患者に対する 3D プリント自助具を用いた介入 

神奈川県総合リハビリテーションセンター 

松田 健太 

3-5 

リコーダーの演奏ができるようになりたいと願う片麻痺児への関わり 

神奈川リハビリテーション病院 

一木 愛子 
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3-1 3D プリンタ製触読数字ブロックの紹介 ボランティアとの協同事例  

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 長束 晶夫 

なごや福祉用具プラザでは自助具製作をボランティアグループと協同で行なっている。今回視覚に障害のある方から、電話

時の電話番号をメモするために、また趣味の競馬の予想ができるように触読できる数字ブロックの相談を受けた。新しく加わ

ったボランティアと協同して３D プリンタで製作した自助具について事例を通して紹介する。 

 

3-2 3D プリント自助具のための FreeCAD API を利用した組み合わせ設計ソフトウェアの開発  

千葉工業大学大学院 工学研究科 機械電子創成工学専攻  清水 太智 

自助具作製に 3D プリント技術を活用する際、要求に応じて形状データの調整が簡易に出来ることが重要である。これま

でに筆者らは、基礎的な形状要素の組み合わせと調整で、多様な自助具形状を容易に設計する手法を提案してきた。

本報告では、FreeCAD（オープンソース）の API を用いて同手法を実装・評価した。本手法を用いることで、形状要素

の選択と数値入力による寸法調整により、形状調整が可能なことを確認した。 

 

3-3 抗菌 TPU を用いて３D プリントした自助具の満足度に関する比較研究  

一般社団法人 ICT リハビリテーション研究会   林  園子 

個別性の高い自助具製作のため、３D プリンタを活用する試みが増えている。TPU など、柔軟性のある素材の活用も増

えているが、製品の品質が明確化されているものが少ない現状がある。素材への不安感は、3D プリンタで製作する道具の

使用への心理的ハードルに繋がる可能性もある。抗菌性があり、柔軟性の高い TPU を用いて 3D プリントされた自助具

は、使用者の満足度が高く、道具の使用促進に繋がるのか検証したので報告する。 

 

3-4 ベッドコントロールが困難になった患者に対する 3D プリント自助具を用いた介入 

神奈川県総合リハビリテーションセンター 松田 健太 

筋活動の低下によりベッドのギャッジアップ操作が困難になった脊髄性筋萎縮症の児に対して、3D プリンタを用いてわずか

な力で操作が可能な自助具を製作したのでその概要を報告する。ベッドコントローラーに樹脂の特性を活かした単純な構

造の自助具を取り付けた。操作が上手くいかずにギャッジアップした状態で朝を迎えることがあるなど不安があったが、操作が

容易になったことで安心して過ごすことができるようになった。 

 

3-5 リコーダーの演奏ができるようになりたいと願う片麻痺児への関わり 

神奈川リハビリテーション病院  一木 愛子 

小学校 3年生になると、学校ではリコーダーを使った音楽の授業が始まる。誰もが上手く弾きたいと願い、友達と一緒に演

奏したいと思っている。しかし身体機能に障害がある場合笛を安定させ、穴をしっかりと指で塞ぎ音を出すことが難しく、限ら

れた音での演奏に留まることも少なくない。今回リコーダーの付属部品の作成や特殊リコーダーの導入により、演奏が可能に

なった片麻痺児への関わりを紹介する。 
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１日目 ８月２０日（土） 

16:10～17:10 

セッション４ 調査報告 A 

座長：植田 瑞昌 氏（日本女子大学、SIG住まいづくり） 

 

 

演題番号 

演題名 

所属機関 

発表者 

4-1 

脊髄梗塞により車椅子利用者のとなった症例に対し限られた条件下での段差昇降自立に向けた家屋改修 

医療法人社団 苑田会 花はたリハビリテーション病院 

木幡 茉季 

4-2 

重度身体障害者に対する賃貸住宅の借りづらさの状況 

神戸学院大学総合リハビリテーション学部 

糟谷 佐紀 

4-3 

自動車用前照灯の照射特性が及ぼす視野障害への影響 

第一工科大学 工学部 機械システム工学科 

仮屋 孝二 

4-4 

盲唖院関連資料の管理・記録・運用方法について 

川村義肢株式会社 

剣持 悟 

4-5 

重度心身障がい者の環境と資源の分析～0歳から 30歳～ 

徳島県肢体不自由児者父母の会連合会 

圓井 美貴子 
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4-1 脊髄梗塞により車椅子利用者のとなった症例に対し限られた条件下での段差昇降自立に向けた家屋

改修 

医療法人社団 苑田会 花はたリハビリテーション病院 木幡 茉季 

玄関の段差解消は 1/12勾配のスロープや段差解消機の設置が一般的である。脊髄梗塞による車椅子利用者の家屋

改修にあたり、玄関周囲が狭く前述した方法が困難であった。家屋調整の結果、ステップ台・手すり・段差解消スロープを

設置し、手すりを引っ張り昇降する方法で玄関改修を行った。また、最大限可能な段差昇降能力の評価をしたうえで寸法

を確定した。正確な家屋情報と身体機能評価を行うことで玄関の出入りが獲得された。 

 

4-2 重度身体障害者に対する賃貸住宅の借りづらさの状況  

神戸学院大学総合リハビリテーション学部 糟谷 佐紀 

障害者差別解消法が 2013年に制定されて約 10年が経過する。これまで、様々な取り組みが進められてきた。しかし、

障害を理由とした入居拒否は差別であるが、入居拒否を経験する障害者は現在においても多い。重度身体障害者の住

宅選択は、家主による入居拒否だけでなく、物理的に入居できない賃貸住宅も多く、より困難となっている。頸損解体新

書 2020 のアンケート調査や公的調査の結果などを用いて、入居拒否の実態を明らかにする。 

 

4-3 自動車用前照灯の照射特性が及ぼす視野障害への影響  

第一工科大学 工学部 機械システム工学科 仮屋 孝二 

近年、高齢者の交通事故が社会問題となっており、視野障害と交通事故の関連性について様々な研究が進められてい

る。本研究では、多種多様な車両の照射特性を調査分析し、有効視野との関係性を明らかにすることで高齢者や視野

障害者の交通事故削減と交通バリアフリーの実現を目指す。今回は、ハイビームとロービームの照射特性と検査基準との

関係性について発表する。 

 

4-4 盲唖院関連資料の管理・記録・運用方法について  

川村義肢株式会社 剣持 悟 

京都盲唖院は明治 11年に創立され、日本で最初の公立の盲唖院として、今日の特別支援教育の原点とされている。

2018年に教育資料など 3000点の関連資料が重要文化財として指定されたことを受け、資料の記録・管理を進めてき

た。また、同様の貴重な記録は、日本で３番目に古い盲学校があった新潟県上越市にも存在しており、合わせて保管、

運用・活用方法の見直し、検討を行ってきたので報告する。 

 

4-5 重度心身障がい者の環境と資源の分析～0歳から 30歳～  

徳島県肢体不自由児者父母の会連合会 圓井 美貴子 

出生時の低酸素脳症によって重度の心身障がいを負った子どもが大人になるまでの 30年間について、本人の成長と、本

人を取り巻く環境、物的資源、人的資源の変化を分析した。重い障がいのある子の乳幼児期、幼少期、学童期、青年

期、成人期において、成長に伴い実践してきたことと得てきたモノとヒトを、時系列で明確化することで、各ステージで重要だ

ったことを論じる。そして更に、これから重要となることが何かを考えてみる。 
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２日目 ８月２１日（日） 

9:10～10:10 

セッション５ モノづくり C 

座長：児玉 真一 氏（SIG姿勢保持） 

 

 

演題番号 

演題名 

所属機関 

発表者 

5-1 

Arduino を用いた電気式人工喉頭制御ユニットの改良 

日本文理大学 工学部 機械電気工学科 

大惠 克俊 

5-2 

体温調節障害のための頸部冷却システムの使用感評価 

千葉工業大学 工学研究科 機械電子創成工学専攻 

山下 将輝 

5-3 

「スイッチブースター」の導入事例と導入後の使用状況 

横浜市総合リハビリテーションセンター 研究開発課 

上野 忠浩 

5-4 

スリングシート形状が利用者の身体に及ぼす影響 

医療法人社団永生会 

石濱 裕規 

5-5 

重度障害児用シャワーチェアの開発 ーモニター調査による評価と分析ー 

長野大学 

繁成 剛 
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5-1 Arduino を用いた電気式人工喉頭制御ユニットの改良  

日本文理大学 工学部 機械電気工学科 大惠 克俊 

われわれは頚部の筋電位信号を用いた電気式人工喉頭の制御に関する研究を行ってきた．これまでに PC を用いてオン

オフ制御および発声音の高さ制御を行い，オンオフに関してはほぼ 100%．高さに関しては 80%程度の精度での制御に

成功した．今回は昨年度報告した制御用マイコンとして Arduino を用いた制御ユニットを改良し，実際に電気式人工

喉頭のオンオフと高さの制御に成功したので，その成果について報告する． 

 

5-2 体温調節障害のための頸部冷却システムの使用感評価  

千葉工業大学 工学研究科 機械電子創成工学専攻 山下 将輝 

頸髄損傷などが原因で、発汗を含む体温調節機能に障害が発生することがある。我々はこれまでに、暑熱環境下での体

温上昇抑制のために頸部冷却ベルトを開発してきた。本報告では、頸部冷却ベルトの使用感評価のために、13人の回

答者（うち 2名は障害を有する）から使用後の主観評価を取得した内容を報告する。個人によって装着感や冷却の感

じ方に差が見られた。また、小型化や着脱の簡易化などの実用上の課題が指摘された。 

 

5-3 「スイッチブースター」の導入事例と導入後の使用状況  

横浜市総合リハビリテーションセンター 研究開発課 上野 忠浩 

2020年 12月に発売されたスイッチインタフェース「スイッチブースター」はこれまでに５名の方に導入してきた。今回各対象

者に対して導入後の使用状況を訪問や聞き取りで調査した。その結果と今後の取り組みについて報告する。 

 

5-4 スリングシート形状が利用者の身体に及ぼす影響  

医療法人社団永生会 石濱 裕規 

目的 スリングシート形状の違いによるリフト移乗時の圧迫・せん断力発生と身体動揺を評価すること。方法 複数のスリング

シート形状がリフト移乗時の身体に及ぼす影響を、生体モデルを用い、仙骨部周囲のシリコン系素材の形状変化、せん断

力センサ、体圧分布測定装置測定、移乗時の加速度計測により検討した。結果 スリングシート形状は各指標に変化を

もたらした。考察 身体状況に応じたスリングシート選択の重要性が示唆された。 

 

5-5 重度障害児用シャワーチェアの開発 ーモニター調査による評価と分析ー  

長野大学 繁成 剛 

重度障害児の入浴介助について在宅訪問による調査を行った結果、狭い浴室で洗体がしやすく、収納や保守に満足のい

くシャワーチェアが少ないことがわかった。そこで事前調査のニーズに基づきシャワーチェアを試作し、在宅訪問での使用評価

で明らかになった課題を改良したモデルを製作し、現在は PT とモニタリングを進めている。製品化に向けて開発中のシャワー

チェアについて、その経過とモニター評価の結果をまとめて報告する。 
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２日目 ８月２１日（日） 

10:40～11:40 

セッション６ 事例研究 B 

座長：新妻 淳子 氏（国立障害者リハビリテーションセンター、SIG褥そう防止装置） 

 

 

演題番号 

演題名 

所属機関 

発表者 

6-1 

ベッド上座位姿勢における褥瘡予防への取り組み 

総合せき損センター 医用工学研究室 

江原 喜人 

6-2 

車椅子漕ぎ数カウンタによる脊髄損傷者の消費エネルギーの算出 

吉備高原医療リハビリテーションセンター 

難波 邦治 

6-3 

パーキンソン病患者の小字症について 

埼玉県総合リハビリテーションセンター 作業療法科 

鈴木 康子 

6-4 

健常小児における把握力調整能力の発達的変化 

東京都立東部療育センター 

山際 英男 

6-5 

コロナ禍における老朽化した剣道・居合道道場の床の消毒に関する研究 

香田事務室 

香田 潤 
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6-1 ベッド上座位姿勢における褥瘡予防への取り組み  

総合せき損センター 医用工学研究室 江原 喜人 

当センターでは、ここ数年ベッド上座位における尾骨部の褥瘡発生が問題となっている。そこで、ベッド上座位における体圧

分布を調べたところ、尾骨部への圧集中が見られた。車いすの背もたれ角度に比べ、ベッドの背上げ角度が浅く、座位姿勢

をとった時に骨盤が後傾しやすいことが原因であると考えられた。そこで、市販や試作の背もたれを用いた骨盤後傾および尾

骨部への褥瘡発生防止への取り組みを行ったので報告する。 

 

6-2 車椅子漕ぎ数カウンタによる脊髄損傷者の消費エネルギーの算出  

吉備高原医療リハビリテーションセンター 難波 邦治 

これまで我々は脊髄損傷者の車椅子による活動量を捉えることを目的として、車椅子を漕いだ時の回数を強中弱の三段

階の強さごとに分類して計測することが可能な車椅子漕ぎ数カウンタを開発している。今回は脊髄損傷者 27人を対象

に、車椅子を三種類の一定速度で 6分間漕いだ時の呼気ガスと車椅子の漕ぎ数を計測し、呼気ガスから算出した消費

エネルギーを用いて車椅子を漕いだ回数から消費エネルギーを算出する手法を開発した。 

 

6-3 パーキンソン病患者の小字症について  

埼玉県総合リハビリテーションセンター 作業療法科 鈴木 康子 

当センターでは、パーキンソン病（以下 PD）患者のブラッシュアップ入院を実施している。PDには、小字症が現れる場合

がある。書字の様相は様々であり、書いているうちに小さくなる小字症の他にも、最初から文字が小さい、文字の輪郭がはっ

きりしない、読めない等がみられる。それにより日常生活活動に不便さを感じている。そこで、今回、PD患者に、同じ文章を

書いていただき、記載された文字を比べてみたので、報告する。 

 

6-4 健常小児における把握力調整能力の発達的変化  

東京都立東部療育センター 山際 英男 

日常生活において、機能的に把握動作を実施するためには、握力のみならず、最大出力に満たない力で物の形・重さ・材

質に応じて把握力を調整する能力（以下、把握力調整能力）が必要となるといわれている。本研究は健常な４歳から

９歳の小児の把握力調整能力について調査し、発達的な変化を明らかにすることを通して、発達性協調運動障害の小

児における手指巧緻性の評価と支援に関する示唆を得ることを目的とした。 

 

6-5 コロナ禍における老朽化した剣道・居合道道場の床の消毒に関する研究  

香田事務室 香田 潤 

≪課題≫剣道・居合道では座礼で床からの接触感染リスク高く、ガイドライン（全剣連令和 2年 6月 11日）に床の清

掃・消毒規定あり、水拭きに耐えない床のワックスを棄損させず有効な低濃度アルコール製剤を検討。≪検証≫床材を日

局消毒用エタノール、66vol％、60vol％、50vol％濃度で拭き 24時間後に再度拭く検証を続行。≪結果≫日局エタノ

ールと 66vol％はワックスを棄損、60vol％と 50vol％は 100日目でも目立った劣化なし。 
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２日目 ８月２１日（日） 

13:30～14:30  

セッション７ コミュニケーション 

座長：渡辺 崇史 氏（日本福祉大学、コミュニケーション SIG） 

 

 

演題番号 

演題名 

所属機関 

発表者 

7-1 

多系統萎縮症における意思伝達装置導入に関する調査 ～住宅型施設の療養者を対象として～ 

有限会社 仁 リハビリテーション部 

白井 誠 

7-2 

多系統萎縮症療養者向け意思伝達装置操作中のスイッチ操作支援について 

国立障害者リハビリテーションセンター 研究所 

伊藤 和幸 

7-3 

重度障害者用意思伝達装置の導入における販売店の対応と負担 

中部学院大学 看護リハビリテーション学部 

井村 保 

7-4 

補装具装用訓練等支援事業を通した支援技術の必要性 

石川県リハビリテーションセンター 

北野 義明 

7-5 

重度障害者用意思伝達装置の装用訓練に関する事例調査と訓練マニュアルの作成 

横浜市総合リハビリテーションセンター 

畠中 規 
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7-1 多系統萎縮症における意思伝達装置導入に関する調査 ～住宅型施設の療養者を対象として～  

有限会社 仁 リハビリテーション部 白井 誠 

住宅型施設の多系統萎縮症療養者を対象に意思伝達装置導入に関しての後方視調査を実施し、導入の阻害要因を

探った。意思伝達装置を試用した 5名を対象とした。評価項目は入力方式、導入可否、スイッチ種別・入力動作、練習

場面の状況、生活場面の状況、阻害要因とした。結果では走査入力式は 4名中 2名、視線入力式は 2名中 0名が

導入可能であった。阻害要因は発動性低下、眼瞼痙攣、眼球運動障害、頚部ジストニアであった。 

 

7-2 多系統萎縮症療養者向け意思伝達装置操作中のスイッチ操作支援について  

国立障害者リハビリテーションセンター 研究所 伊藤 和幸 

多系統萎縮症療養者が自動走査式の意思伝達装置を導入する際の阻害要因としてスイッチ操作時の振戦の発現と発

動性の低下が挙げられる。どちらの要因も ALS療養者の運動症状とは異なり、スイッチ操作に困難をきたし、対応が必要

となる。意思伝達装置を使用中のスイッチ操作の状況を加速度センサを用いて計測し、振戦の程度を計測するとともに発

動性の低下に対するシステムの提案を行う。 

 

7-3 重度障害者用意思伝達装置の導入における販売店の対応と負担  

中部学院大学 看護リハビリテーション学部 井村 保 

重度障害者用意思伝達装置においては視線検出式入力装置のよる操作が可能になったことで、コミュニケーション以外の

目的でのＰＣ操作を可能にしたものが増加している。これは、販売店における負担の増加にもつながり、結果として適切な

導入に至らないことも危惧される。そのため、これらを取り扱う販売事業者に対して、導入支援に対する実施状況等を照会

し 13製品について、50社から回答を得た。その実態から課題を検討した。 

 

7-4 補装具装用訓練等支援事業を通した支援技術の必要性  

石川県リハビリテーションセンター 北野 義明 

令和３年度、厚労省が実施した重度障害者用意思伝達装置（以下、装置）の補装具装用訓練等支援事業に取り

組み、的確な支援を県内に広げるため、装置の整備、協力機関との連携、技術向上に向けた研修等を行った。事業を進

め、利用者が真に望む生活を実現するには、生活の各場面を見渡した支援技術の提供が重要となる。本事業により社会

参加や活動の拡大に繋がった事例を通して、事業の成果や支援技術の必要性について考察する。 

 

7-5 重度障害者用意思伝達装置の装用訓練に関する事例調査と訓練マニュアルの作成  

横浜市総合リハビリテーションセンター 畠中 規 

補装具の重度障害者用意思伝達装置の機器の選定や入力装置の適合判断に必要な装用訓練は、高い専門性と最

新の知識を持つ作業療法士、ソーシャルワーカー、リハエンジニアなどの専門職のチームで取り組むことが必要である。令和

3年度厚生労働省の補装具装用訓練等支援事業により、昨年度まで４年間の意思伝達装置の導入事例をもとに、ノ

ウハウの蓄積と共有を行うために装用訓練マニュアルを作成したので報告する。 
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２日目 ８月２１日（日） 

15:15～16:03  

セッション８ 調査報告 B 

座長：高原 光恵 氏（鳴門教育大学、特別支援教育 SIG） 

 

 

演題番号 

演題名 

所属機関 

発表者 

8-1 

きょうだい構成による障害児の排泄環境整備に関する保護者の意識 

国立障害者リハビリテーションセンター研究所 

植田 瑞昌 

8-2 

頸髄損傷者に対する間欠自己導尿動作の獲得へ向けた作業療法士としての関り 

埼玉県総合リハビリテーションセンター 作業療法科 

金井 美樹 

8-3 

必要な機能を必要な分だけ 

 

岡田 功志 

8-4 

頸髄損傷者の排泄に関する課題－頸髄損傷者への排泄基礎調査の結果から－ 

全国頸髄損傷者連絡会 

宮野 秀樹 
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8-1 きょうだい構成による障害児の排泄環境整備に関する保護者の意識  

国立障害者リハビリテーションセンター研究所 植田 瑞昌 

障害児の家族向けに排泄環境アセスメントツールの開発を行った。これを利用した評価のためにアンケート調査を実施し

た。その結果、多くはおむつ使用などトイレ以外で排泄していたが、障害児が末子やきょうだいなしの家族において、本ツール

により排泄環境の改善に取り組む意識が強くなる傾向があった。 

 

 

8-2 頸髄損傷者に対する間欠自己導尿動作の獲得へ向けた作業療法士としての関り  

埼玉県総合リハビリテーションセンター 作業療法科 金井 美樹 

当センターでは頸髄損傷者の間欠自己導尿（以下、導尿）の動作獲得への取り組みは医師・看護師が主体で作業療

法士の関りは少なかった。自己での移乗が困難な症例はベッド・車椅子上で尿器を使用した導尿動作の獲得、頸髄損傷

者では介助を前提とした関りが多かった。今回、症例の動作練習を通じて自助具等の作成・提案を実施した。作業療法

士として頸髄損傷者の導尿動作へ関わる必要性や多職種連携の重要性について報告する。 

 

 

8-3 必要な機能を必要な分だけ    

岡田 功志 

2歳半で急性脳症になり、体幹が弱く座位が安定しないなか、自作の座位保持椅子を改造し、リビングでトイレトレーニン

グを開始。身体の成長に合わせて大がかりな機能が必要になる一方、発達により出来ることが増えた。その「成長・発達」に

合わせた、簡易でありつつも必要な機能をもった半分自作の器具を導入。自宅や学校でもトイレで排泄をできるようになる

までに使った器具や、その導入のきっかけ、利用方法を紹介する。 

 

 

8-4 頸髄損傷者の排泄に関する課題－頸髄損傷者への排泄基礎調査の結果から－  

全国頸髄損傷者連絡会 宮野 秀樹 

頸髄損傷という障害を負ったとき、誰もが直面するのが「尊厳を奪われる」ことであり、その理由のひとつとして挙げられるのが

排泄の問題である。この問題は、頸髄損傷者の社会参加を大きく阻んでいる。2021年 12月に、全国頸髄損傷者連絡

会が頸髄損傷者の排泄の実態を把握し、排便や排尿の介助についての課題を明らかにすることを目的とした調査を行っ

た。本調査の結果から、問題解決のために取り組むべき課題を示し、提言を述べる。 
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オープンカンファレンス１日目 

 

当事者座談会１ 

時間 9:25～10:45  

テーマ 「抱え上げない介護」 

パネリスト 

〇久留井真理氏（広島頸損ネットワーク） 

〇古 田 恒 輔 氏（神戸学院大学、作業療法士、移乗機器 SIG代表）  

〇青木久美子氏（作業療法士、移乗機器 SIG事務局） 

〇金 城 知 子 氏（社会福祉法人おもと会 本部、作業療法士、移乗機器 SIG役員）  

内容 

頸髄損傷者 1 名（C5 レベル、広島県在住）の移乗に関わる 3 要素（身体状況、住宅環

境、介護者）についてモデルケースを紹介します。マンションという住宅環境で、どのような工夫

をしているのか、困っている点など、このモデルケースを基に移乗機器の専門家の方々と話し合

います。また、当日はお時間の許す限り参加者間で「他の人はリフトをどのように使っているのだ

ろうか？」などの意見交換の場にしたいと考えております。どうぞ皆様お誘いあわせの上、ご参加

ください。 

 

当事者座談会 2 

時間 10:55～12:15  

テーマ 「楽しみ拡がる 3D プリンタのはじめの一歩」 

パネリスト 

〇一木愛子氏（神奈川県総合リハビリテーションセンター） 

〇渡辺崇史氏（日本福祉大学、コミュニケーション SIG） 

〇田中栄一氏（国立病院機構北海道医療センター） 

〇硯 川 潤 氏（国立障害者リハビリテーションセンター研究所） 

〇岡田英志氏（ヒューマン） 

〇松田健太氏（神奈川県総合リハビリテーションセンター） 

内容 

近年では、３Ｄプリンタを利用して自助具製作を行うケースがみられるところであり、デジタル

技術の活用は、人手不足の解決と実用的な自助具の普及・啓発、さらには迅速な自助具製

作・提供を可能にするものとして、大きな期待が寄せられている。今回はリハ工会員のさまざま

な立場から体験的事例紹介を行い、３Ｄプリンタを活用した自助具製作が、新しい物作りツ

ールとして受け入れられるようになることを期待する内容である。 
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当事者座談会 3 

時間  14:40～16:00  

テーマ 「障害があってもなくても、離れていても繋がれる、それがミニ四駆？」 

パネリスト 
〇愛媛頸髄損傷者連絡会 

〇三ツ井真平氏（CIL星空） 

内容 

CIL星空とは障害者自身が中心となり、一人でも多くの障害者が地域で生活を行えるようにす

るための支援、サービスを行っている団体です。 

そんな障害者団体とミニ四駆がなぜ結びついたのか、ミニ四駆を通してどう展開していったのかな

ど、これまでにない新たな取り組みへの挑戦についてお伝えしたいと思います。当日は実際にレー

スを中継して行います。私たちがミニ四駆とともに走り続ける姿を是非ご覧ください。 

 

 

当事者座談会 4 

時間  16:10～17:30  

テーマ 「自立生活に必要な機器 ～環境制御装置とスマートコントローラー～」 

パネリスト 

〇渡辺崇史 氏（日本福祉大学、コミュニケーション SIG） 

〇上野忠浩 氏（横浜市総合リハビリテーションセンター、コミュニケーション SIG） 

〇上村数洋 氏（特定非営利活動法人 バーチャルメディア工房ぎふ） 

〇福島寿道 氏（一般社団法人 ナチュラルハートフルケアネットワーク） 

〇高橋一郎 氏（訪問看護ステーションおたすけまん） 

内容 

自立生活に必要な福祉機器として、コミュニケーション機器では環境制御装置があります。また

昨今、一般商品としてスマートコントローラーなどの IoT機器は環境制御装置・意思伝達装置

と同じように福祉機器として利用できる可能性を秘めています。これらのコミュニケーション機器を

上手に利用しながら、当事者の方のニーズに合わせた生活へとつなげていくために、事例をもと

に参加者の皆さまとディスカッションしたいと思います。 
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オープンカンファレンス２日目 

 

当事者座談会 5 

時間  9:10～10:30 

テーマ 「車椅子選びのための考え方」 

パネリスト 

〇北野義明氏（石川県リハビリテーションセンター、車いす SIG） 

〇中村俊哉氏（兵庫県立福祉のまちづくり研究所、車いす SIG） 

〇辻村和見氏（神奈川県総合リハビリテーションセンター、車いす SIG） 

内容 

車椅子ってどのように選べばいいのでしょう？ 

一口に車椅子と言っても、リラックスして座りやすいものやアクティブに動きやすいものなどさまざま

なタイプがあるばかりか、形状やサイズもいろいろあります。そんな中から選ぶヒントとなるのが、車

椅子の３機能と言われる姿勢、移動、移乗というポイントです。利用者が望む生活にとって、こ

の３機能がどうあるべきかを考えていくことで、おのずと生活に寄り添った車椅子が見えてきます。

このコーナーでは、そのような車椅子選びの基本的な考え方を簡単に解説します。 

 

当事者座談会 6 

時間  10:40～12:00 

テーマ 「子どもにとっても、お得な腹臥位姿勢」 

パネリスト 

〇濱田知加氏（当事者家族） 

〇窪 田 静 氏（愛媛県立医療技術大学） 

〇繁 成 剛 氏（長野大学、SIG姿勢保持） 

〇篠 原 勇 氏（与謝の海特別支援学校） 

内容 

腹臥位療法は、これまでその効果について、様々紹介・実践されています。新型コロナ感染症

の治療に取り入れられたことで、あらためて腹臥位（うつ伏せ）が注目され見直されてきていま

す。その中で、以前から子どもの成長・発達支援の段階においても取り組まれ、様々な腹臥位

保持具が作られてきました。乳児期におけるうつ伏せのリスクも注意喚起されているところです

が、重度心身障害児における腹臥位のメリットについて、看護師・デザイナー・教員・家族の立

場から、事例を提示しながらディスカッションいたします。 
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当事者座談会 7 

時間  13:30～14:50  

テーマ 「障害当事者こそが変える！人手不足の介護現場「福祉用具を使おう！」」 

パネリスト 

〇宮野秀樹氏（NPO法人ぽしぶる） 

〇福島寿道氏（一般社団法人ナチュラルハートフルケアネットワーク） 

〇鈴 木 太 氏（愛媛頸髄損傷者連絡会） 

〇谷口公友氏（広島国際大学、義肢装具 SIG） 

内容 

少子高齢化に伴い介護人材の不足・高齢化は年々深刻になってきています。介護者を守るた

めにも、そして障害当事者の暮らしのクオリティーを確保継続するためにも福祉用具ケアは必須

です。頚髄損傷当事者である宮野秀樹さんに、福祉用具を駆使した生活や活動をお話しいた

だき、介護負担の軽減や生活の質向上についてみんなで考える時間を持ちたいと思っていま

す。ぜひ多くの皆さんの参加をお待ちしております。 

 

 

当事者座談会 8 

時間  15:15～16:35 

テーマ 「障害児の入浴支援「おうちのお風呂に入ろう」」 

パネリスト 

〇西 村 顕 氏（横浜市総合リハビリテーションセンター） 

〇濱田知加氏（当事者家族） 

〇豊田好美氏（横浜市旭区医師会 旭日訪問看護リハビリステーション） 

〇西川まり子氏（訪問看護ステーションおたすけまん） 

内容 

障害児の在宅での入浴を可能にする用具や方法を横浜リハビリテーションセンター西村顕さん

にお話しいただきます。濱田知加さんに「奈那ちゃんのおうちのお風呂」を、そして、在宅で障害

キッズの入浴にかかわる豊田好美さん、西川まり子さんに課題や取り組みを伝えていただきま

す。障害キッズが、安全に快適に自宅のお風呂に入れるように、ご家族や関わる専門職に知っ

てもらいたいと思います。ぜひご参加ください！！ 
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実行委員 

 

【大会長】 

鈴木太 （愛媛頸髄損傷者連絡会） 

 

【実行委員長】 

谷口公友（広島国際大学） 

 

【実行委員】 

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） 

杉本昌子（パシフィックサプライ株式会社） 

高橋一郎（訪問看護ステーションおたすけまん） 

福島寿道（一般社団法人ナチュラルハートフルケアネットワーク） 

 

【カンファレンス担当理事】 

山田賀久（日進医療器株式会社） 

 

【監事】 

加賀野井博美（一般社団法人ナチュラルハートフルケアネットワーク） 
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【問合せ先】 

〒739-2695 広島県東広島市黒瀬学園台 555-36  

広島国際大学 リハビリテーション学科 3806 研究室内 

第 36 回リハ工学カンファレンス実行委員会 

 

TEL 0823-70-4851(代表) ， FAX 0823-70-4852(代表)  

E-mail conf-36@resja.or.jp 

URL https://www.resja.or.jp/conf-36/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


