
6/29 13：30～17：00金 6/30 10：00～17：00土 7/1 10：00～16：00日

福祉機器展示・相談・各種セミナー

主催●高知ふくし機器展実行委員会・生き活きサポートセンターうぇるぱ高知・社会福祉法人高知県社会福祉協議会

入場料●無料（※この機器展の運営は、ガイドブックへの広告、Ｔシャツ等グッズの販売、寄付が大切な資金源になっております）

ふくし交流プラザ会場 tel.088-844-9271
高 知 県 社 会 福 祉 協 議 会 い き い き ラ イ フ 推 進 課
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「支援者の皆様へ」

福祉用具ユーザーにとって、支援者の知識・技術は

その方の生活を変える大きな力となります！

高知ふくし機器展では機器の展示のみならず、

介護相談や支援者向けのスキルアップセミナーも行っています。

これからの高知のケアや「その人らしく」を支える支援を一緒に

考えていきませんか？

一人ひとりに合った機器・用具を一緒に探していきましょう。

「どんなときも、自分らしく！」

「見て！触れて！試して！」

来場して下さった皆さんにとって本当に必要な物を

見つけることができるように、メーカー別ではなく、

機器・用具の種類毎に分けて展示しています！

一人ひとりに合った、可能性を拡げる機器や

用具を一緒に探していきましょう。

●総合相談　1F

迷ったら、困ったらまず

総合相談ブースにお越

しください。福祉用具の

ことだけでなく、介護の

ことや制度のこと、専門

のスタッフがゆっくり

お話をお伺いします。

会場のご案内　すべてのブースでご相談をお受けしております

●くらすま＆おふろ　1F

手すり・スロープ・段差を解消する機器・

入浴用リフト・シャワーチェアー・シャワー

キャリー・浴槽台など

「工夫したらずいぶん楽になったよ！」そん

な声のために！住まいを暮らしやすくする用

具、工夫をスタッフが一緒に考えていきます。

●おしりまわり　1F

おむつ各種・ポータブルト

イレ・排泄用具・ストーマ

関連用品・スキンケア用品・

衣類など

健康を守る排泄のために、

その人らしい快適な排泄ケ

アを一緒に考えていきます。

●福祉車両　1F

リフト車・回転シート車・スローパー車・

福祉車両改造パーツなど

様々に使いやすく配慮された車の体験乗

車、使用や購入に関するご相談等お受け

しております。また、交通事故を防ぐ為

の活動や、万一事故にあった時の為のご

相談コーナー等も設置しています。

●車いす　2F

車いす各種・クッション・歩行器・杖・靴など

座る姿勢は日常生活の様々な場面に影響しま

す。また、歩行器や杖、そして靴の選択、調

節もとても重要です。使う方に合わせて調節

出来る車いすや歩行補助具などが体験出来ま

す。自分らしく健康的に座り、歩くことを一

緒に考えます。

スタッフ約300人！「自分らしく」を応援します!

●キッズ（姿勢・発達）　2F

子ども用の車いすや歩行器、ポジショニンググッ

ズなど“移動・生活・遊 び”をテーマに展示し

ます！色々な用具の違いを体験したり、”選び方・

使い方・効果”も紹介します!また、子どもさ

んが楽しく遊べるスペースもあります。ここで

は、遊びを通して子どもさんのからだの使い方

や感覚などのご相談を受けたり、それらに関す

る機器の体験やご紹介をさせていただきます。

●コミュニケーション　2F

人の「心と心」を繋ぐコミュニケーション支援機

器、機器入力のスイッチ、発達支援のグッズなど。

紙一枚で出来る簡便なものから、ハイテクノロ

ジー技術を使ったコミュニケーション機器まで

幅広く展示しております。ぜひ実際に手に取り体

感してみてください。

●自助具　3F

箸、スプーン、食器、調理

用具や文具など

「自分でできる、やりやすく

なる！」食べる、調理する、

着替えるなど、生活のあれ

これを補助する小さな福祉

用具を集めています。

●口腔ケア　3F

歯ブラシ、スポンジブラシ、保湿剤など

口腔ケア用品

人生最大の楽しさの食事を大切に、在宅、

施設、病院など　生活の場に適した口腔

ケア商品、使用の方法の提案。口腔機能

を考えた病態別の口腔ケア、訪問口腔ケ

アなどのよろず相談お受けしています。

●防災　2F

発災時、あなたは本当に生き延びることができますか？発

災時に取るべき行動は一人ひとり違います。揺れから身を

守ることができるか？安全な場所に避難することが本当に

できるか？救助が来るまでに必要な最低限の備蓄がある

か？などなど、本当に災害が起こったことを想定して、自

分が取るべき行動を一緒に考えてみましょう。防災関連の

福祉機器の展示、日常生活用品を使った防災知識、防災ミ

ニセミナーなど。防災相談も受け付けています。

●栄養・飲み込み　3F

高カロリー食品、栄養補助食品、とろみ調整剤、ソフト食、

介護食など

栄養補助食品、とろみ調整剤、ソフト剤、介護食など「良

い人生は食から」家族や友人達と一緒に食卓を囲み、楽しく、

おいしく、安全な食生活を皆様送れるようお手伝いします。

家庭でできる簡単レシピの紹介、咀嚼や飲み込み、栄養の

取り方について相談をお受けします。試食もできますよ。

●視覚・聴覚　2F

音声付き便利グッズ、バリ

アフリー図書、補聴器など

「見えない見えづらい、聞

こえない聞こえづらい」を

サポートする用具を展示し

ています。ぜひ手に取って

体験してください。

●ノーリフティング＆
　ポジジョニング　2F

ベッド、マットレス、移乗用具、リフト、

ポジショニングピローなど

「押さない、引きずらない、抱え上げない」

ノーリフティングと快適な眠りをぜひ、体

験してみませんか？

主催●高知ふくし機器展実行委員会・生き活きサポートセンターうぇるぱ高知・社会福祉法人高知県社会福祉協議会

協力団体（予定）●高知県鍼灸マッサージ師会・高知県聴覚障害者協会・高知県聴覚障害者情報センター・高知点字図書館・日本福祉用具供給協会四国支部

後援団体（予定）●高知県・高知県教育委員会・高知市・高知市教育委員会・高知県医師会・高知県医療ソーシャルワーカー協会・高知県介護支援専門員連絡協議

会・高知県介護福祉士会・高知県栄養士会・高知県眼科医会・高知県看護協会・高知県言語聴覚士会・高知県作業療法士会・高知県歯科医師会・高知県歯科衛生士

会・高知県視覚障害者協会・高知県肢体障害者協会・高知県社会福祉士会・高知県視力障害者の生活と権利を守る会・高知県身体障害者連合会・高知県精神保健福

祉士協会・高知県ホームヘルパー連絡協議会・高知県理学療法士協会・高知県リハビリテーション研究会・高知県薬剤師会・バクバクの会～人工呼吸器とともに生

きる～・日本福祉用具供給協会　高知県ブロック会・高知医療学院・高知開成専門学校・高知学園短期大学・高知県医師会看護専門学校・高知県立大学・高知県立

幡多看護専門学校・高知大学・高知中央高等学校・高知病院附属看護学校・高知福祉専門学校・高知リハビリテーション学院・四国医療工学専門学校・土佐リハビ

リテーションカレッジ・平成福祉専門学校・龍馬看護ふくし専門学校・高知新聞社 RKC 高知放送・NHK 高知放送局・KUTV テレビ高知・KSS さんさんテレビ・高

知ケーブルテレビ・エフエム高知・朝日新聞高知総局・産経新聞社高知支局・毎日新聞高知支局・読売新聞高知支局・共同通信社高知支局・時事通信社高知支局

●発表：２０１８年６月２９日（金）～７月１日（日）　●場所：高知県立ふくし交流プラザ（高知市朝倉戊 375-1）

●発表方法：掲示のみ

●ポスター：一般的な模造紙サイズ～ 90 センチ×150 センチまで（縦型１枚）作成は自由形式

●対象者：ユーザーご自身・ご家族、現場でケアに携わっている方、学校の先生、

　学生、その他ユーザーを取り巻く方々、福祉用具を取り扱っている方等、日本全国どこからでも受け付けます！

●賞金：機器展来場者、講師の方々、出展メーカーの方々に見て頂き、投票形式で決定します。

1 位 ★ 3 万円　 2 位 ★ 2 万円　 3 位 ★ 1 万円

※その他、多数のメーカー賞もいただいています！！　　受賞は、７月１日　午後 3 時半発表！！　（過去のメーカー賞：マットレス・歩行器・

膀胱容量測定器・トランスファーシートｅｔｃ）　※お申込み後、ポスター作成や、展示の方法などについて、追ってご連絡させていただきます。

●申込締切：６月８日金曜日！！（発表希望の方は必ず申し込みをお願いします。）

●お問合せ：高知ふくし機器展実行委員会 2018 事務局　〒 780-8567　高知県高知市朝倉戊 375-1

　高知県社会福祉協議会　いきいきライフ推進課内　TEL088-844-9271　FAX 088-844-9411 

　E-mail kaigohukyu@pippikochi.or.jp　担当：岡本・服部

バリアフリーフェスティバル 2018

『ポスター発表』
大募集!!

「こんな福祉用具を使用することでこの人がこんなに変わった！！」

「ケアの方法を見直したらこんなに変わった！」

「施設でこれを導入して介護が変わった！利用者が変わった！スタッフが変わった！」

などなど、多数お寄せ下さい。

発表ポスターは機器展来場者の投票にて、さらなる現場の改善に

役立てさせていただくために賞金を準備しています。

その他、出展メーカーさんからメーカー賞もたくさんいただいています！

参加費

無料！

豪華メーカー

賞多数 !!調査・研究

実践報告

ケアの方法

事例紹介



⓫歯と足の指からつくる
　元気なカラダ学
昔から歯科医院は「歯が悪くなったら行くところ」と思われてき

ましたが、最近になって「歯が悪くなるのを防ぐために行くとこ

ろ」と考える人が、徐 に々増えてきました。

しかし現代の歯科医学は、さらにその先「行けば行くほど健康

になる歯科医院」の境地にまで達しています。

できるだけ周囲の世話にならず、自分の力で元気にいきるには？

失った体力・健康を、少しでも取り戻すには？

口・歯・呼吸そして足と全身の関係や、細菌学・栄養学的見地

からのアンチエイジング歯科医療など、最新のヘルスプロモー

ション型歯科医院の実際をお伝えしたいと思います。

●日時：７月１日（日）１０：００〜１１：３０

●対象：どなたでも

●定員：30名

●受講料：1500 円

●講師：アポロニア歯科クリニック　院長　日野　謙一郎氏

※午後は口腔ケアブースにて、講師による歯科相談コーナー

があります。

⓬言葉にならない想いをくみ取る
　コミュニケーションを拡げる考え方
　～子どもの AAC から難病や
　　失語症、認知症まで～
私たちは、あたりまえに毎日誰かと言葉を交わしコミュニケー

ションしています。あたりまえ過ぎて、あまり意識もしていないか

もしれません。では、言葉が使えなくなったらどうなるでしょう。

今回はコミュニケーションの「言葉」に注目し、言葉を獲得す

る前の子どもさんや、言葉では上手く伝えることができなくなっ

た方とのコミュニケーションを拡げる方法について一緒に考えて

いきたいと思います。目の前の方とのコミュニケーション方法を

探している方、AAC（拡大代替コミュニケーション）に興味のあ

る方、ぜひ、ご参加お待ちしています！

●日時：7月1日（日）10：00 〜12：00

●対象：どなたでも

●定員：30名

●受講料：1500 円

●講師：コミュニケーションブーススタッフ

⓭排泄用具の情報館
　むつき庵の「おむつ検定」
～もっと「おむつ」のことを知ってみませんか？～

京都の排泄用具の情報館むつき庵が「おむつ検定」テキスト

を作成し、検定テストを行なっています。

「おむつ」は知っているけど、どんな構造？種類は？ありすぎ

て何を選んだらいいか分からない……「おむつ」のことを詳し

く知っていますか？「おむつ」の歴史から構造、種類、選び方、

あて方の基本など、知っておいてほしい！というおむつの基礎

知識を学び、講義後、検定テストを行ないます。

●日時：７月１日（日）１０：００〜１２：００

　（講義 80 分、検定テスト30 分）

●対象：どなたでも

　（一般の介護者やおむつを取り扱う方、医療・福祉専門職）

●定員：30名

●受講料：1800 円（おむつ検定テキスト300 円を含む）

●講師：おしりまわりブーススタッフ

⓮車いすシーティングの知ってて
　当たり前！ 基本を学ぶ！！　
　その車いす本当に合っていますか！？
多くの車いす利用者がその方に合っていない車いすを使用してい

たり、車いす自体が調節されていないことがあります。車いす

座位における様 な々姿勢の変化を体験し、シーティングの重要

性・基本的知識を再認識するセミナーです。車いすに潜む問題

点や調節の仕方・クッションの必要性などを学び、快適な座位

姿勢で快適な生活が送れるよう支援していきましょう。

●日時：７月１日（日）１３：００〜１５：００

●対象：どなたでも

●定員：36人

●受講料：2000 円

●講師：車いすブーススタッフ

⓯ノーリフティングで繋ぐ
　急性期から地域まで
現在、高知県が宣言しているノーリフティング。「押さない、引

きずらない、抱え上げない」を当たり前にしようと全国的にも

大きな動きがみられています。そんな中、日本ノーリフト協会®

理事でもある長野県佐久市佐久総合病院の医師、北澤彰浩先

生を講師に迎え、急性期から地域医療までのノーリフティング

を通した取り組みをお話しして頂きます。佐久総合病院は院内

にテクノエイドセンターを構えて急性期からノーリフティングに取

り組んでいる病院です。貴重なお話が聞けること間違いなしで

す！！

●日時：７月１日（日）１４：００〜１５：３０

●対象：どなたでも

●定員：50名　●受講料：3000 円

●講師：佐久総合病院　地域ケア科　医長 /日本ノーリフト協会

　理事　北澤　彰浩氏

❶みんなで作ろう！　
　災害時の個別計画！！
障害をお持ちの方！地域の担当の方！災害時の個別計画、一

緒に考えてみませんか？

要支援者への必要な支援はそれぞれ異なっています。

15歳のときに、交通事故で頚椎損傷のため24 時間介護

を必要とする生活を強いられながら、親からの自立をめざ

し、現在一人暮らしをしている村田一平さんがは自分自身で

個別計画を作成しました。その経験から「一度は自分自身で

個別計画を作る必要がある」と実感しています。この様子は

NHK教育テレビバリバラ～障害者情報バラエティー～でも紹

介されました。

あなたが今している災害対策で生き延びることは本当に可能

でしょうか？災害が起こったことを想定してシュミレーション

し、あなただけの災害個別計画づくりを通して必要な防災や

日頃の生活での備えを考えてみましょう！災害時の要支援者

への支援について、当事者の方、支援者の方、行政の方など、

様 な々立場を超えて考える機会になればと考えています。

●日時：６月２９日（金）１４：００〜１５：３０

●対象：どなたでも

●定員：50名

●受講料：1000 円（当事者・付き添いの方は無料）

●講師：自立生活センターアライズ×高知県立大学　

　減災ケアの共創プロジェクト

　自立生活センターアライズ代表　村田一平　

❷「大人と子供を笑顔にする法則」
　～叱られても同じことを
　　繰り返す理由～
今回は、私たちが日常生活で色 な々行動をする中で、「何故

そのような行動をするのか？」を細かく紐解いていきたいと考

えています。また、教育現場や百貨店などの色 な々場面で叱

られている子供達をよく目にする事があります。子供の発達

を促進していく中で「褒めて関わる」事と「叱って関わる」事

はどちらが効果的なのかについて応用行動分析学という学問

を使用してお話しさせて頂きます。

●日時：６月２９日（金）１４：００〜１６：００

●対象：どなたでも

●定員：40名

●受講料：1500 円

●講師：社会医療法人仁生会細木病院　言語聴覚士 /

　高知言語教育ABA研究会　川村　立氏

　

❸足のトラブルを予防する
　正しい靴の選び方！
自分の足のサイズを正しく計測したことはありますか？多くの

方が自分自身の正しい足サイズを知らず、大きすぎる靴を履

いており、痛みや転倒などの危険性を高めています。快適に

歩くために、靴は非常に大切です。セミナーでは、足に合わ

ない靴が起こすトラブルと、それを予防する正しい靴の選び

方をご紹介します。　

●日時：６月30日（土）１０：００〜１２：００

●対象：どなたでも

●参加人数：30名　●受講料：1500 円

●講師：車いすブーススタッフ/ふくいの訪問看護ステーション

　フットケアトレーナー・理学療法士　相原　一輝

❹意思伝達装置　操作スイッチ
　適合技術の基礎から実践まで
神経・筋難病の方々や、重度の肢体不自由の方などの、意

思伝達装置や安全を確保するためのコール、パソコンを操作

するためなどの操作スイッチの選定は、非常に苦慮するとこ

ろです。しかし、その操作スイッチの適合で生活が大きく変

わる方がいらっしゃるのも事実です。今回は、『意思伝達装

置　操作スイッチ適合マニュアル』の著者、日向野和夫氏

が操作スイッチ適合のすべてについてお話し下さいます！

日向野氏は、当事者が真に使いやすく、誰でも設置できる

操作スイッチの適合と機器の開発を目指し、全国各地で操

作スイッチ適合に携わって来られました。1980 年代後半か

ら年間 45～100 例の全国の患者様に操作スイッチの適合

を行ってきた実績から具体的な事例の紹介も数多く聞けます。

また、あなたが今抱えている操作スイッチ適合の相談もでき

ます！

●日時：6月30日（土）10：00 〜12：00

●対象：どなたでも

●定員：30名　●受講料：2000 円

●講師：元パシフィックサプライ株式会社 /川村義肢株式会社

　日向野　和夫（ひがのかずお）氏

❺事例からおむつの漏れを考える
病院や施設、在宅ではおむつからの漏れはケアを受ける側も

ケアを行なう側も非常に困ることです。漏れないためにはど

うすればいいのでしょうか？　しっかりとした情報収集や漏

れの原因は何かのアセスメントを行ない、漏れないための対

策を考える事が大切です。事例を通してグループワークを行

ないながら、現場での排泄ケアに落とし込んでみませんか？

●日時：６月３０日（土）１０：００〜１２：００

●対象：医療・福祉専門職

●定員：30名　●受講料：1000 円

●講師：おしりまわりブーススタッフ

❻口腔機能を考えた食事介助
　（相互実習）
最後まで安全に食べるために、食事介助について色 な々食形

態や食材によって、口腔内に入れる位置やアプローチの角度

が違います。お箸？スプーン？どっちがいいの？在宅での食具

や、食器について家族に伝え方など。実技を相互実習で体

験してみませんか？体験することで、利用者さんに寄り添い

安全にたべて頂くテクニックを習得しましょう。

日時：６月30日（土）１０：３０〜１１：３０

●対象：どなたでも　

●定員：30名　●受講料：2000 円（材料費含む）

●講師：口腔ケアブーススタッフ/認定歯科衛生士

　（【認定分野Ａ】在宅療養指導（口腔機能管理）・

　高知県糖尿病療養指導士）川村　智津

❼ストーマの正しい知識と
　ケアを学ぶ　
病院や施設、在宅でストーマケアを行なっている、もしくはこ

れから行なう介護者を対象にストーマとは何か、ストーマケ

アの方法、ストーマトラブルに気付く観察のポイントをわかり

やすく、ストーマ用品を実際に使って学べるセミナーです

●日時：６月30日（土）１３：００〜１６：００

●対象：医療・福祉専門職

●定員：30名　●受講料：2000 円

●講師：高知さくらんぼの会 /高知大学医科大学付属病院　　

　皮膚・排泄ケア認定看護師　岡本　節氏

❽続・発達障がいの身体特性と
　行動の理解
発達障がい児・者に関して多くの書籍やニュース、テレビ番

組を目にするようになり、以前と比べその知名度は格段に変

化していっています。それにより教育機関での支援体制や放

課後等デイサービスの増加がみられますが、一方、発達障が

いへの正しい理解がされておらず、結果として発達障がい児・

者の方々にとって辛い対応をされている場面や、「どのように

対応したらよいか分からない」といった現場の声を聞くこと

もしばしばあります。昨年の高知ふくし機器展において、セ

ミナーを行っていただいた、特別支援教育に関する実践での

第一人者として幅広く活動されておられる増本利信先生を再

びお招きし、前回ではお伝えすることができなかった内容や、

更に多くの実例を用いて、発達障がい児・者の方 を々理解し

ていただける時間になればと思います。

●日時：６月30日（土）１３：３０〜１５：３０

●対象：どなたでも　●定員：50名　●受講料：2000 円

●講師：長崎県時津町立時津北小学校教諭 /

　特別支援教育士 SV/ 臨床発達心理士 /ビジョン

　トレーニングインストラクター　増本　利信氏

❾みんなでつくる、みんな役立つ、
　防災マップ
近年、公開型・参加型地理情報システム（GIS)の普及によっ

て最新のバリアフリーマップの開発が進んできています。利

用することで、災害時でも、自分でも、地図を書き換えるこ

ともできるようになりました。その基本的な使い方などを学べ

ば、日頃は高知の観光や交通などの情報共有や自分のため

の地図づくりをしたり、災害時にはみんなに必要な情報を知

らせることができるようになり、「支援を受ける」「支援する」

の両方に役立ちます。このセミナーでは地図利用の基礎や簡

単な方法を具体的な例で一緒に学び、どう役立つか考えてい

きます。専門的な知識は必要ありません。スマートフォンで

近所の災害時に役立つバリアフリーな施設など地図にのせた

いものを写真に撮ってきていただいたり、ノートパソコンやス

マートフォンを持参をして頂けると演習が効果的です。もちろ

んなくても大丈夫ですし、ＩＴが苦手な方も大歓迎です。

●日時：６月30日（土）１３：３０〜１５：３０

●対象：どなたでも　●定員：30名　

●受講料：1000 円（当事者・付き添いの方は無料）

●講師：自立生活センターアライズ×高知県立大学　

　減災ケアの共創プロジェクト共同代表 /高知県立大学

　教授　神原　咲子氏

❿自立支援のための自助具の
　選び方～実際に作ってみよう～
自助具とは身体の不自由な人が日常の生活動作をより便利

に、より容易にできるように工夫された道具のことを言います。

多数ある自助具の中から実際にその方にあった自助具を選ぶ

ためには身体の状況や環境、その方の要望等を知ったうえで

検討する必要があります。今回のセミナーでは、自助具の選

び方や実際に自助具の作成を通して、対象の方が少しでも自

分で自分のことができるように支援していくことを伝えたいと

思います。（作成する自助具は数種類の中から、選んでいた

だきます。）

●日時：６月３０日（土）１４：００〜１６：００

●対象：どなたでも

●参加人数：20名　●受講料：1000 円（材料費込み）

●講師：自助具ブーススタッフ

６月 29日（金）セミナー ６月 30日（土）セミナー

７月１日（日）セミナー セミナーの申し込み

Memo

○下記記載と内容や日程などの変更がある場合がございます。ご了承ください。○全てのセミナーが事前申込制となっております。

高知ふくし機器展セミナーのご案内

セミナー申し込みは電話・メール・FAX で受け付けております。
お申し込みの際は：

❶受講希望セミナー番号　❷氏名　❸職種　❹所属　❺住所　

❻連絡のとれる電話番号　❼ FAX 番号をお知らせください。

　セミナー申込締切：6 月 3 日（土）

★申込受付後、受講決定通知を送付します。

★申込者多数の場合は、受講をお断りせざるを得ない場合があります。

★参加申込みにより知り得た個人情報は、研修運営及び管理にのみ使用します。

●セミナー申込先 : 高知ふくし機器展事務局　高知県社会福祉協議会  いきいきライフ推進課

Tel 088-844-9271　Fax 088-844-9411
email kaigohukyu@pippikochi.or.jp
　


