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回リハ工学カンファレンス

大会長ごあいさつ

第
32

第 32 回リハ工学カンファレンス in 神戸へご参加いた
だきありがとうございます。
神戸での開催は、第 1 回の舞子ビラ、第 7 回の今回
と同じ神戸国際会議場、第 21 回の神戸学院大学に続
き、4 回目となります。今回は第 7 回のときと同じ会場
にて、同じように他の会議との併催としての開催となり
ました。第 7 回のときは日本リハビリテーション医学
会と同時開催し、翌日にはバイオメカニズム学会との共
催 で REIS-92（Rehabilitation Engineering International
Seminar）を開催しましたが、今回は i-CREATe という、
アジア・オセアニアにおけるリハ工学と支援技術に関す
る国際会議との同時開催となりました。
神戸は今年開港から 150 周年を迎えていますが、開港
以前から、シーボルトやケッペルス、朝鮮通信使など多
くの海外からの海上交通の要所として栄えてきました。
オープンマインドで新しいことを取りいれてきた神戸の
街には、神戸ビーフや神戸スイーツ、灘の酒など美味し
いものが沢山ありますので、ぜひカンファレンスの合間
にお楽しみください。
世界の中で今、もっとも活気があるのがアジアです。

神戸へようこそ！

in

また、社会が急速に高齢化している地域でもあります。
文化的にも共通する部分が多いアジアの皆様が、日本に
おけるリハ工学の 30 余年にわたる経験を感じていただ
ける場となればと思っています。同時に、我々にはガラ
パゴス化することなく、グローバルな視野を持ちながら
地域で活動することの意味を感じる機会になることと思
います。
残念ながら財政上、完全な相乗りにはできませんでし
たが、双方の参加者が少しでも触れ合い、情報交換がで
きる場を提供できれば幸いです。
第 32 回リハ工学カンファレンス in 神戸
大会長

相良二朗

（神戸芸術工科大学

-2-

第 32 回リハ工学カンファレンス in 神戸

教授）

実行委員会委員長ごあいさつ

第 32 回リハ工学カンファレンス in 神戸へご参加いた
だきありがとうございます。
今回も 110 件の演題をご登録頂きました。本当に有難
うございます。
神戸での開催は神戸学院大学で行われた第 21 回以来
の 11 年ぶり、そして関西での開催は大阪市中央公会堂
で開催された第 26 回依頼の 6 年ぶりの開催となります。
今回は i-CREATe2017 という、アジア・オセアニアに
おけるリハ工学と支援技術に関する国際会議との同時開
催となり、一部の共同企画のイベントを設けております。
特別講演として、盲ろう者で、世界盲ろう者連盟でも
活動をされている、福田暁子さまにご講演をいただきま
す。また、一般公開講座として、WHO 神戸センターか
ら講演いただくとともに、日本からアジアに対し国際支
援を行なっている団体からの報告を行います。
リハ工学カンファレンスでは、特別支援教育に関する
シンポジウムや、事者オーガナイズドセッション、視覚
障害者の支援技術に関するトピックスや、電動車椅子使
用歴の長いレジェンドとともに、リハ工学の変遷とこれ
からを一緒に考える「レジェンドに聞け！」など様々な
企画を用意しています。
また、企画展示として、パラスポーツに関するパネル
展や、歴史的な車椅子展示なども企画しておりますので、
是非ご覧ください。
今回のテーマは ,i-CREATe2017 との共通テーマである
“Powerfu Asis” とあわせ ” 支える技術でつながる

みん

なと社会 “ としています。
このカンファレンスが様々な専門職や障害当事者と、
そして世界とつながる機会の一助となれば幸いです
今回は平日の開催となりました、日曜日まで神戸に滞
在いただき、見どころや美味しいものたっぷりの神戸を
堪能していただければと思います。
第 32 回リハ工学カンファレンス in 神戸
実行委委員会委員長

中村俊哉

（兵庫県立福祉のまちづくり研究所）

第 32 回リハ工学カンファレンス in 神戸
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■今年の一押し企画
i-CREATe 2017 共同企画

特別企画

■特別講演

8 月 22 日（火曜）

8 月 23 日（水）12:30 〜 14:00

メインホール

11:30 ～ 12:00

テーマ：盲ろう者とテクノロジー ー可能性と限界ー

●ファーストタイマーズ・セッション

講師：福田暁子氏

内容：リハ工学カンファレンスの楽しみ方や、日本リハ
ビリテーション工学協会の活動についてご紹介し

（世界盲ろう者連盟事務局長 / 重複障害当事者）
※英語による講演・日本語同時通訳

ます。リハ工学カンファレンスに初めて参加され

内容：

る方は、ぜひご参加ください。

日本にはおおよそ 1 万 4 千人の盲ろう者が暮らしてい
ると言われている。見ることと聞くことの両方が困難で

13:30 ～ 15:00
●特別支援教育シンポジウム

あることは、
「コミュニケーションをとること」から「移

ケースから見た、学校生活でのチームアプローチと

動すること」に至るまで、日常生活のあらゆる場面にお

は？

ける制限につながる。それゆえに、盲ろう者は社会から
孤立し、排除されてしまいやすい。テクノロジーの進歩

内容：支援機器を通じた地域連携・多職種連携を、教員・
当事者家族・支援者と共に考えます。

は、盲ろう者にとって、一度は取りのこされてしまった
世界とつながる、もしくは再びつながる上で画期的なブ

8 月 23 日（水曜）

レイクスルーとなった。盲ろう者は国境さえをも越えて

9:30 ～ 11:00

つながることが出来るツールを得ることができた。しか

●当事者オーガナイズドセッション

しながら、テクノロジーがもたらした素晴らしさの反面

障害から、いつ・どのようにリカバリーしたか？

で、テクノロジーだけでは解決出来ない側面も明らかと

～リハ工学がもたらす可能性～

なっている。

内容：リハ工学を活用して生活する当事者ユーザーか
ら経験について発表を行い、「障害からのリカバ

■福祉機器展示・企画展示
（一般公開

12:00 〜 14:00

3F 展示会場
）

リー」について考えます。
16:00 ～ 17:30
●視覚障害児者の学修と暮らしを支える支援技術

■ WKC フォーラム

[ 公開講座 ]

日時：8 月 24 日（木）13:00 〜 15:00
会場：1 階・地下 1 階メインホール

～安全で心豊かな生活のために～
内容：視覚障害者の中での最近の話題をオムニバス形式
でお届けします。

高齢化するアジア、そして世界で期待される

• ホーム上の歩行の安全性を考える

福祉用具の役割

• 点字・拡大教科書と併用するための「音訳教材」

第一部

講演

• 画像認識を利用した「しゃべる地形模型」の開発

講演者：Mr. Henrik Hjorth, Creative Impact, Denmark

• 視覚障害者に iPhone ユーザーが増える理由

デンマーク人から見た ” 支援のある生活 ”
第二部

-- 高齢化にまつわる問題に着目して --

8 月 24 日（木曜）

報告

9:30 ～ 11:00
障害のある人への国際支援、

生活の中で活かされる福祉用具 in アジア
―福祉用具を活用した自立支援―
・奥平 真砂子氏：日本障害者リハビリテーション協会

●レジェンドに聞け！
～バリアフリーが夜明けを迎える 20 年前一人暮らしを
エンジョイする一人の男（頸髄損傷Ｃ４）がいた～
内容：エレベーターのない駅で電車に乗り、段差だらけ

・篠田

浩之氏：さくら車いすプロジェクト

の狭い喫茶店でコーヒーを飲む。１人で街をさま

・松本

和志氏：アジア姿勢保持プロジェクト（ASAP）

よう電動車椅子ユーザーが奇異の目で見られた時

※英語による講演・日本語同時通訳

代にタイムスリップ。当時から今日に至るまでの

内容：

アジアにおける、障害者リーダーの育成や、車

伝説の数々をレジェンド・田村辰男さんにシェア

椅子やシーティンに関する技術支援について報告頂きま

いただきます。これから２０年先の未来も語り合

す

いましょう。
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■タイムテーブル
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10

11

12

14

15

17

18

19

20

(1)

イブニング
セッション

スマート
デバイス

コミュニケー
ション

第２会場

401

16
当事者・家族
からの発表

特別支援教育
シンポジウム

開会式

第１会場

ファースト
タイマーズ

301

13

8 月 22 日（火）

第 2,4 会場

(1)

(2)

第 1,3 会場

機器開発

第４会場

機器開発

403

イブニング
セッション

(1)

車椅子・シー
ティング

車椅子・シー
ティング

第３会場

402

(2)

インタラク
ティブ展示

405

福祉機器コン
テスト展示

406

レセプショ
ンホール

3F

インタラクティブ
展示準備

福祉機器コンテスト
展示準備

企業展示・企画展示
準備

インタラクティブ展示

福祉機器コンテスト展示

企業展示・企画展示

メイン
ホール

1F

3F
B1F

受付

10：00 ～ 17：00

クローク

10：00 ～ 18：00

アリストンホテル神戸「カスティーリア」

交流会
第 32 回リハ工学カンファレンス in 神戸
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22

9

14

15

16

17

第 1,2 会場
イブニング
セッション

当事者・家族
からの発信

第 3,4 会場
災害対応・制度

(2)

(3)

インタラクティブ

インタラクティブ展示

インタラクティブ

(1)

19

イブニング
セッション

余暇・交通アク
セス

高齢者支援

(2)

インタラクティブ

インタラク
ティブ展示

405

18

視覚障害者の学
修と暮らしを支
える支援技術

当事者・家族
からの発信
学生・児童

総会

(1)

義肢装具・ロボッ
トテクノロジー

第４会場

403

13

特別支援教育

第３会場

402

12

社会参加・
就労支援

第２会場

401

11

当事者オーガナイ
ズドセッション
「障害からいつ・
どのようにリカバ
リーしたか」

第１会場

301

10

8 月 23 日（水）

福祉機器コン
テスト展示

406

福祉機器コンテスト展示

レセプショ
ンホール

3F

企業展示・企画展示

1F

メイン
ホール

特別講演
福田暁子氏
「盲ろう者とテ

クノロジー」

3F
B1F

受付

8：45 ～ 17：00

クローク

8：45 ～ 18：45

神戸ポートピアホテル「偕楽の間」
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同通
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iCREATe
Galadinner

20

9

11

16

17

18

19

20

閉会式

インタラク
ティブ展示

福祉機器コン
テスト展示

406

15

23
24

計測・評価

第４会場

405

14

住まいづくり

第３会場

403

交流セッション

第２会場

402

13

自助具

401

12
（４会場まとめ
て）

レジェンドに
聞け！

第１会場

301

10

8 月 24 日（木）

インタラクティブ
展示

福祉機器
コンテスト
展示

レセプショ
ンホール

3F

企業展示・企画展示

1F

メイン
ホール

WKC フォーラム
（公開講座）
同通

3F
B1F

受付
9：00 ～ 11：30
クローク
9：00 ～ 12：30

第 32 回リハ工学カンファレンス in 神戸
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■会場へのアクセス

会場：神戸国際会議場
〒 650-0046
神戸市中央区港島中町 6-9-1
Tel. 078-303-1101
鉄道でのアクセス

新幹線

新神戸

市営地下鉄

阪神高速 3 号神戸線

生田川 IC ～港島トンネル

阪神高速 3 号神戸線

京橋 IC ～神戸大橋

阪神高速 5 号湾岸線～港湾幹線道路～神戸大橋

JR 在来線

三宮

中国道山口 JCT ～阪神高速 7 号北神戸線箕谷 IC ～阪神
高速 32 号新神戸トンネル～港島トンネル

阪急電車
阪神電車

ポートライナー

会場付近には「市民広場」
、
「国際展示場」に有料駐車場
があります。

市民広場

航空機でのアクセス

神戸空港
ベイシャトル
南海 /JR

関空
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車でのアクセス
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大阪空港、関西空港からのリムジンバスには車椅子では
乗車できません。
大阪空港：モノレール～阪急宝塚線～阪急神戸線～ポー
トライナー
関西空港：連絡バス（ノンステップ）～ベイシャトル～
神戸空港～ポートライナー
南海電車～なんば～近鉄・阪神電車～ポートライナー
JR ～新大阪～新快速～ポートライナー
神戸空港：ポートライナー

会場周辺のレストランガイド

があります

神戸国際会議場 1 階にレストランがあります。

こころ

Restaurant 神戸餐館

078-303-3232

078-302-5288

会場から北へ徒歩 5 分

ランチ平均 1,000 円

鉄板焼き、お好み焼き、日替わりランチ 800 円から

神戸ポートピアホテル内には、いろいろなレストランが

家族亭ポートアイランド店

揃っていますが、ランチ平均で 3,000 ～ 7,000 円となっ

078-304-7737

ています。

医療センター駅北側徒歩 4 分（会場から南へ徒歩 12 分）

会場

そば・うどん
うどんのことのは
078-569-1154

タリーズコーヒー神戸市民病院店

会場から市民広場を抜けて東へすぐ

078-304-7886

神戸名物牛すじぶっかけうどん、他

医療センター駅北側徒歩 5 分（会場から南へ徒歩 11 分）
コーヒーの他にサンドイッチなど

桜井
050-3462-4230

キッチンプラネット

市民広場駅北口から北西へ徒歩 5 分

078-302-5310

ステーキハウス

市民広場駅西口徒歩 1 分

ランチ平均予算 1,500 円

神戸国際展示場 1 階（おすすめしません ( 笑 )）
華苑中国料理店
078-302-5506

会場周辺の見どころ

市民広場駅北口から北西へ徒歩 5 分

UCC コーヒー博物館

078-302-8880

会場から市民広場を抜けて南東へ徒歩 8 分
プラシャンティ

1981 年のポートピア 81 のときに「UCC 珈琲館」出展

078-303-0100

されましたが、1987 年から UCC コーヒー博物館として

中ふ頭駅徒歩 2 分（会場から東へ徒歩 10 分）

オープンしています。コーヒー好きな方どうぞ。

ホテルパールシティ神戸のレストラン＆カフェ
ランチ平均予算 1,300 円

神戸どうぶつ王国
花と鳥と小動物に触れ合える全天候型の施設です。

ビッグボーイ

ポートアイランド店

078-302-5598

ポートライナー京コンピュータ前徒歩 2 分にあるバリア
フリーの施設です。

みなとじま駅徒歩 2 分（会場から北へ徒歩 8 分）
ハンバーグ＆ステーキ

ランチ平均価格 800 円

ポートアイランド
六甲山系の西側の山を削り、ベルトコンベアと船で運ん

IKEA 神戸店レストラン

で埋め立てた人口島です。削ったところは住宅団地や学

0570-013-900

園都市、工業団地として整備され、同時に海の中に街

南公園駅徒歩 3 分（会場から徒歩 12 分）

ができました。1981 年に完成を記念して「ポートピア

スウェーデンのミートボール（8 個 599 円）が人気です。

81」という博覧会が開催され、大いに賑わいました。隣
には六甲アイランドも誕生しました。

ジ―ベックカフェ

阪神淡路大震災では液状化や連絡橋の落下で大きなダ

078-303-5604

メージを受けましたが、現在はスーパーコンピュータ京

中ふ頭駅徒歩 2 分（会場から東へ徒歩 10 分）

や医療産業都市として、また大学の街として賑わいを取

TOA 本社のジ―ベックホールのカフェです。パスタなど

り戻しています。

第 32 回リハ工学カンファレンス in 神戸

-9-

■会場見取り図

回廊からの出入り口は２階です

登録者のみが利
用できます。

※車椅子で使用できるトイレは B1F、１F、２F、３F、４F にあります。
※３F の女子トイレは 23 日の午後使用できなくなります。
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登録者のみが利
用できます。

※車椅子で使用できるトイレは B1F、１F、２F、３F、４F にあります。
※３F の女子トイレは 23 日の午後使用できなくなります。
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■参加者のみなさまへ（当日のご案内）
１．参加手続きについて

５．交流会

当カンファレンスに参加される方は、会員・非会員を問
わず参加登録を行ってください。

8 月 22 日（火）午後 6 時から「アリストンホテル神戸」
（神戸国際会議場の北隣）宴会場にて開催します。当日

国際会議の i-CREATe2017 と同じ建物で同時に開催して

受付もございますので、みなさまのご参加をお待ちして

います。会場内には「第３２回リハ工学カンファレンス

おります。

in 神戸（JCAART2017）
」への参加登録者は、１万円の
追加料金で i-CREATe2017 へ１日のみ参加できます。会
期中のみの受付となります。この機会に i-CREATe2017
をご経験されてはいかがでしょうか。

６．日本リハビリテーション工学協会

新規ご入会

会期中、3 階総合受付付近に、日本リハビリテーショ
ン工学協会事務局の窓口を設置いたします。会員のみな
さまの年会費納入にも対応いたします。

２．受付
事前参加登録を済まされている方も受け付けにお越しく
ださい。参加証（名札）
、領収書および論文集（CD) をお
渡しします。

７．企業展示
3 階ラウンジおよびレセプションホールにて展示して
おりますのでご覧ください。ラウンジはタイ王国からの
出展です。

【場

所】 神戸国際会議場３階エレベータホール前

【日

時】 第１日

８月 22 日（火）10:00	～ 17:00

第2日

8 月 23 日（水） 8:45	～ 17:00

第3日

8 月 24 日（木） 9:00	～ 11:30

８．会場内での録音・撮影
カンファレンス運営委員会の許可のない録音および撮
影は禁止いたします。

【参加費】 下記表のとおりです
９．携帯電話等
３．クローク

会場内では携帯電話等の電源をお切りになるか、マ

【場

所】 神戸国際会議場地下 1 階リハーサル室

【日

時】 8 月 22 日（火）

10:00	～ 18:00

8 月 23 日（水）

8:45	～ 18:45

8 月 24 日（木）

9:00	～ 12:30

ナーモードに設定してください。
10．駐車場
市民広場地下、神戸国際展示場には有料の駐車場があ

※貴重品および傘のお預かり、日をまたいでのお預かり

ります。

はできません。
11．WiFi
４．会場内での呼び出し

会場内には無料の WiFi が設置されています。

会場内での呼び出しはできません。3 階エントランス

SSID：

ホールの総合受付横の伝言板をご利用ください。

PassKey：kobe2017

カテゴリー
日本リハビリテーション工学協会
正会員・協賛団体会員
非会員
学生
初めてリハ工学カンファレンスで障害当事者とし
て演題発表する人
初めてリハ工学カンファレンスで障害当事者の家
族として演題発表する人
介助者（障害者・高齢者の付き添いの場合）
公開講座（8 月 24 日午後）のみ参加する方
交流会参加（8 月 22 日）
i-CREATe2017 (1 日参加 )

i-create2017

事前登録
10,000 円

当日登録
備考
13,000 円 1 日参加は当日のみ 5,000 円

13,000 円
6,000 円
無料

15,000 円 1 日参加は当日のみ 6,000 円
6,000 円
無料

無料
3,000 円
-

無料
無料 事前登録できません
3,000 円 飲食しない介助者は無料
10,000 円 全日参加者のみ
（消費税込み）
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■セッション座長へのお知らせ

■一般演題（口頭発表）発表者へのお知らせ

・座長受付は行いません。

１．発表時間等

・セッション開始のアナウンスはいたしません。定刻に

１）発表時間は 10 分間、質疑応答は 4 分間です。また、

なりましたら、セッションを開始してください。
・ご担当されるセッションの開始 10 分前までに、次座
長席（会場右手前方）へご着席ください。
・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。
・発表終了の 2 分前に呼び鈴を 1 回、終了時に 2 回鳴ら
してお知らせします。
・プログラムの定時進行のため、時間厳守でお願いいた
します。
・発表者、
質問者等の敬称については「◯◯さん」を用い、
「◯◯先生」は原則として使用しないでください。
・口演時において、質問者へ、所属、氏名を名乗った上で、
質問を行うようアナウンスください。

演者交代時間は 1 分間です。
２）発表修了の 2 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。発表時間は厳守ください。
３） 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いたしま
す。
４） 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。
５） 各日の全一般演題終了後、一般演題の質疑応答で
十分に議論を尽くせなかったことや訊けなかった
ことなどについて、発表者、座長、参加者でざっ

やすい表現・用語を使用してください。専門用語を使

くばらんに議論し、発表者と参加者が交流するた

う場合には説明を加えるなど、初めて聞く方にも理解

めにイブニング・セッション（24 日のみ交流セッ

できるように配慮をお願いします。

ション）を実施します。

・各日の全一般演題終了後に行われる、イブニング・セッ

ご参加いただきますよう、よろしくお願いします。

ション（24 日のみ交流セッション）の座長をお願いし
ます。
・セッション終了時に、参加者に対しイブニング・セッ
ションへの参加を促してください。

２． 発表者の受付
１） 発表者受付は行いません。
直接発表会場にお越しいただき、発表会場に備え
付けの PC にメディアを挿入して発表をお願いしま
す。セッション当日の発表前の会場空き時間であ
れば、会場内に備え付けの PC で試写が可能です。
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持参ください。
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、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。
４） 発表データは、PC 本体を持参されるか、メディア
（USB フラッシュメモリー、CD-R 等）で持参くだ
さい。
５） 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 Power Point 2007/

2010/2013/2016
６） 動画を使用する場合や Micintosh で発表される方は
必ずご自身の PC を持参ください。また Windows
であっても、特殊なフォント、アプリケーション、

第 32 回リハ工学カンファレンス in 神戸
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案内

・異なる分野から多くの方が参加されますので、わかり

動画などがある場合も、ご自身の PC を持参くださ

【PC をお持込される場合】

い。

（Windows、Macintosh とも可能）
a)

３． 発表データについて

付コネクターを必要とする場合は、必ずご自身で

【メディアをお持込みされる場合】
a)

コネクターの形状は、ミニ D-sub15 ピンです。外
ご持参ください。また、AC アダプターは、必ずご

使用可能なメディアは、USB フラッシュメモリー、

用意ください。

CD-R、DVD-R のみです。CD-RW、MO、フロッピー
ディスクは一切受付できません。CD-R/DVD に書
込みの際にはハイブリッド（ISO9660）フォーマッ
トをご利用ください。パケットライト等の特殊な
書込み機能は読み込めないことがありますのでご
使用にならないでください。
b)

お持込みのメディアには当日発表されるデータ以
外は入れないようにしてください。

c)

b)

しないように設定してください。
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）
発表に使用する PC、プロジェクターの解像度は
XGA（1024 × 768 ピクセル）に統一いたします
ので、ご使用の PC の解像度を XGA に合わせてレ
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て
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。
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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)

のみとします。
d)

発表中にスクリーンセーバーや省電力機能が作動

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）を持参ください。

■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

j) 発表者、質問者等の敬称については「◯◯さん」を

会場はインタラクティブ・セッション会場（４階 405）

用い、
「◯◯先生」は原則として使用しないでくださ

です。

い。
k) 演者の方は、各パネル前に用意いたします「発表者

２．展示準備・展示・発表時間

リボン」をご着用の上、ご発表ください。

受付・展示準備 	 8 月 22 日 ( 火 ) 	10:30-13:30
展示

撤去・搬出

8 月 22 日 ( 火 ) 	13:30-17:30
8 月 23 日 ( 水 )

9:30-17:30

8 月 24 日 ( 木 )

9:30-11:30

8 月 24 日 ( 木 ) 	11:30-12:30

l) 発表者は、発表・コアタイムの 10 分前までにご自身
のポスター前に待機してください。
【展示方法】
a) 展 示 用 パ ネ ル は 右
図の通りです。

発表・コアタイム

b) パ ネ ル に は 事 務 局

インタラクティブ・セッション（1）
8 月 23 日 ( 水 ) 10:00-11:00
インタラクティブ・セッション（2）
8 月 23 日 ( 水 ) 14:15-15:15
インタラクティブ・セッション（3）
8 月 23 日 ( 水 ) 16:30-17:30

で予め演題番号
（20cm × 20cm）
を掲示します。
c) 演 題 名、 所 属、 氏
名（ 縦 20cm × 横
70cm）は各自にてご用意ください。ポスターはその
下（縦 160cm ×横 90cm）の展示スペースに展示し

３．発表方法
a) インタラクティブ・セッションは、発表ブースにて、
実物展示および実演を含む発表です。
b) 発表方法は、ポスター・実物展示・映像など方法は

てください。
d) 展示に必要な押しピンは事務局で用意いたします。
e) 演題登録時にご登録いただいた、電源及びテーブル
は事務局で用意いたします

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) 演者の方は、セッション開始前までに会場前の「イ
ンタラクティブ発表受付」にて受付をお済ませくだ

【搬入・搬出方法】
■宅配便で荷物を送られる場合は下記宛に 8 月 22 日
（火）
の午前着指定でお送り下さい。

さい。
e) 指定の時間に設営、撤収をお願いします。なお、発

■送り先：

表時間が終了しても、撤去・搬出時間までは撤去し

〒 650-0046

ないでください。

兵庫県神戸市中央区港島中 6-9-1

f ) 撤去時間を過ぎても撤去されなかったポスター等は、
運営事務局にて処分する場合がございますのでご了
承ください。

第 32 回リハ工学カンファレンス
インタラクティブ展示
神戸国際会議場「4F

405 会議室」宛

g) 発表・コアタイム時間以外に会場内に待機する必要
はありません。
h) 発表者は発表・コアタイム時間に会場内のそれぞれ
の発表ブース前に待機し、説明を行いながら、参加

第 32 回リハ工学カンファレンス in 神戸
インタラクティブ・セッション
演題番号（プログラム参照）・発表者名

者と自由に意見交換して下さい .
（一定の持ち時間で順番にプレゼンテーションを行う
発表方法ではありません）
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

■搬出日の宅配便は、ご自身にて手配ください。着払い
で良ければ、ヤマト運輸の着払伝票を
お渡しいたしますので、お荷物に貼りつけて小間の前
に置いておいてください。
（翌日以降の発送となります）

も理解できるように配慮をお願いします。

第 32 回リハ工学カンファレンス in 神戸
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■プログラム

2017 年 8 月 22 日（火）

第１会場（３０１）
ファーストタイマーズ・セッション

座長：宮野 秀樹（
（一社）日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ工学
協会）

11:30 ～ 12:00

リハ工学カンファレンスの楽しみ方と、日本リハビリテーション工学協会の活動を紹介します。

開会式

13:00 ～ 13:30
開会式

特別支援教育シンポジウム

座長：杉本 昌子（パシフィックサプライ株式会
社）

13:30 ～ 15:00

ケースから見た、学校生活での 支援機器を通じた地域連携・多職種連携を、教員・当事者家族・支援者と共に
チームアプローチとは？
考えます。
・特別支援学校教諭 金城 奈緒子
・特別支援学校教諭 澤岻 圭祐
・当事者／家族
圓井 陽子／美貴子
当事者・家族からの発信 (1)

15：15 ～ 16：15

座長：鈴木 太

22-1-DS1-1
22-1-DS1-2

こう見えて〜私がこれまで経験してきた事〜
船澤 和秀
重度障害者のＱＯＬ改善を目的としたシリアス 笹倉 克敏
ゲームの開発

22-1-DS1-3

現代の最先端を生きる！「頸髄損傷者達」
後藤 秀和
- 社会の動きを見抜く力 大学生活と一人暮らしにおける福祉サービスの現 油田 優衣
状と問題点

22-1-DS1-4

イブニングセッション

さくらライフ
ＮＰＯ法人 自立支援ｾﾝﾀｰおおい
た
京都大学 教育学部 教育科学科

16:30 ～ 17:30
イブニングセッション（第 3 会場にて）

第２会場（４０１）
コミュニケーション
22-2-1-1
22-2-1-2
22-2-1-3
22-2-1-4
22-2-1-5

22-2-2-2
22-2-2-3
22-2-2-4

座長：渡辺 崇史（日本福祉大学健康科学部）

失語症向け階層性コミュニケーションアプリの有
効性に関する基礎的研究
インターネット配信型コミュニケーションエイド
の特徴と可能性
多系統萎縮症に対する操作スイッチの試作
レスパイト入院を利用した ALS 者の重度障害者用
意思伝達装置の継続的使用への支援
仙台市内の重度障害者の入力装置の変遷

スマートデバイス
22-2-2-1

13：30 ～ 15：00

15：15 ～ 16：15

坊岡 峰子
大島 淳一
河合 俊宏
鈴木 康子
安齋 敬太

情報通信機器を操作するマクロコントローラの研 上野 忠浩
究
スマートデバイスに対する支援技術の有効性〜リ 柏原 康徳
ハビリテーション専門相談の事例から〜
16:30 ～ 17:30
イブニングセッション
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仙台市重度障害者ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ支援ｾﾝ
ﾀｰ

座長：伊藤 和幸（国立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ研
究所）

アナログの透明文字盤コミュニケーションを補完 高橋 宜盟
するデジタル文字盤の開発
支援者用口文字支援アプリの試作
高橋 俊史

イブニングセッション

県立広島大学 保健福祉学部 ｺﾐｭﾆ
ｹｰｼｮﾝ障害学科
富山県ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 こども支援
ｾﾝﾀｰ
埼玉県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ
埼玉県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

有限会社オフィス結アジア
東北福祉大学 情報福祉マネジメ
ント学科
横浜市総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ
神奈川ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
工学科

第３会場（４０２）
車椅子・シーティング（1） 13：30 ～ 15：00

座長：小林 博光（総合せき損ｾﾝﾀｰ）

22-3-1-1

北野 義明

石川県ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

加藤 佳子

国立病院機構

太田 智之

健和会補助器具ｾﾝﾀｰ

22-3-1-2
22-3-1-3
22-3-1-4

電動車椅子操作インタフェース取り付け具の現状
と課題
デュシェンヌ型筋ジストロフィーの電動車椅子チ
ンコントロールにおいて適合ポイントの違いがも
たらす影響
電動車椅子活用に向けた支援
〜地域包括ケアにおける縦断的リハ工学支援〜
各種バルブの空気漏れの量について

22

八雲病院

末澤佑一朗 パシフィックサプライ株式会社

車椅子・シーティング（2） 15：15 ～ 16：15

座長：新妻 淳子 ( 国立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ研
究所 )

22-3-2-1

江原 喜人

総合せき損ｾﾝﾀｰ 医用工学研究室

白銀 暁

国立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ研究所

半田 隆志

埼玉県産業技術総合ｾﾝﾀｰ

古井

大阪河﨑ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ大学

22-3-2-2
22-3-2-3
22-3-2-4

空気圧簡易チェッカーを用いた空気圧調整式クッ
ションの調整効果検証
車椅子座位における上部体幹姿勢と臀部せん断力
の計測のための予備的研究
車椅子およびシーティングに関する ISO 規格の新
規策定や改訂に向けた取り組み
本学における車いす座位姿勢計測研究の到達点

イブニングセッション

透

16:30 ～ 17:30
イブニングセッション

機器開発（1） 13：30 ～ 14：30

座長：大森 清博（兵庫県立福祉のまちづくり研
究所）

22-4-1-1

国産杉材を使った大型遊具のデザインと開発

繁成 剛

22-4-1-2

安価な視線計測センサを用いた簡易キャリブレー 菊池 武士
ション法
筋電位制御型人工喉頭の制御パラメータの改良
大惠 克俊

22-4-1-3
22-4-1-4

振動により音源方向を呈示する耳かけ型聴覚補助 仮屋 孝二
システム

東洋大学 ライフデザイン学部 人間
環境デザイン学科
大分大学理工学部
第一工業大学
第一工業大学

機器開発（2） 15：15 ～ 16：15

座長：辻村 和見（神奈川県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ）

22-4-2-1
22-4-2-2
22-4-2-3

座位バランス訓練装置の開発 (4)
活動的に動くことができる椅子脚部の開発
無電力起立訓練補助器具の開発

長尾 哲男
村田 知之
牛見 宣博

22-4-2-4

路面凍結時の転倒予防を目的とした歩行補助シス 泉谷 諭司
テムの開発—路面凍結判別方法の検討—

イブニングセッション

西九州大学
神奈川県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ
九州産業大学 理工学部 機械工
学科
北海道科学大学 大学院 工学研
究科 医療工学専攻

16:30 ～ 17:30
イブニングセッション（第 3 会場にて）

アリストンホテル神戸「カスティーリア」
交流会

18:00 ～ 19:30
交流会（参加費 3,000 円）
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プログラム

第４会場（４０３）

■プログラム

2017 年 8 月 23 日（水）

第１会場（３０１）
当事者オーガナイズドセッション
23-1-0S1-1
23-1-0S1-2
23-1-0S1-3
23-1-0S1-4
23-1-0S1-5

9：30 ～ 11：00

Sayaka 流、頸損生活の楽しみ方
中途障害者の挑戦
社会参加のきっかけとなったアメリカ留学と現在
の生活
住環境整備がもたらした、” 本当の意味での ” バリ
アフリーな生活
脳性麻痺学生の大学生活について

ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰ：島本

卓（兵庫頸髄損傷者連絡会）

関根 彩香
大向 優貴 フジ住宅株式会社
竹村美紀子
田上

香

鶴崎 彩乃

特定非営利活動法人ユニバーサル
サービスアカデミー
特定非営利活動法人ユニバーサル
サービスアカデミー

当事者・家族からの発信（学生・児童）14：15 ～ 15：45

座長：油田あゆみ（北九州ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ学院）

23-1-DSK-1
23-1-DSK-2
23-1-DSK-3

片山 煌世
川田 晃夫
構井 遼

東京都立光明学園
東京都立光明学園

松井 繰樹
藤井 亮利

堺市立城山台小学校
西宮市立甲武中学校

23-1-DSK-4
23-1-DSK-5
特別企画

ぼくの伝わる
スイッチ一つで世界が広がる
筋電位を使ったコミュニケーション機器の事例報
告
生活や学校で僕が困っていること
『弱視のしんどさをわかってほしい』（学校編）

16:00 ～ 17:30

座長：岡田 弥（日本ライトハウス情報文化ｾﾝﾀｰ）

内 容： 視 覚 障 害 者 の 中 で の 最 近 の 話 題 を オ ム ニ バ ス 形 式 で お 届 け し ま す。
• 画像認識を利用した「しゃべる地形模型」の開発（日本ライトハウス・金子 研一）
• 点字・拡大教科書と併用するための「音訳教材」
（日本ライトハウス・久保田 文）
•
視覚障害者に
iPhone
ユーザーが増える理由
( 日本ライトハウス・松本 一寛 )
～安全で心豊かな生活のために～
• ホーム上の歩行の安全性を考える
（日本ライトハウス・岡田 弥 ）
視覚障害児者の学修と
暮らしを支える
支援技術

イブニングセッション

17:45 ～ 18:45

イブニングセッション（第 3 会場にて）
※『当事者・家族からの発信（学生・児童）』はイブニングセッションを行いません。
第２会場（４０１）
社会参加・就労支援
23-2-1-1
23-2-1-2
23-2-1-3
23-2-1-4
23-2-1-5

カリフォルニア大学バークレー校での印刷物障害
に対する支援 Alternative Media Center 調査報告
第９回 国際アビリンピック フランス・ボルドー大
会 参加報告
障害者就労未来予想図 Part2
私 た ち の 福 祉 機 器 展「 バ リ フ リ Ｂ Ｏ Ｘ 」 の 挑
戦
北海道への難病（特定疾患）患者の集中政策の意
義と問題点

余暇・交通アクセス
23-2-3-1
23-2-3-2
23-2-3-3
23-2-3-4

-18-

9：30 ～ 11：00

16：00 ～ 17：30

企業と団体の共同による児童の活動支援
旅行を快適にする機器・用具の提案
−重度四肢麻痺者の立場から− その 2
電動車椅子使用者の海外旅行報告 〜学生ボラン
ティアの視点から〜
車いす利用者の国際線航空機搭乗に関する諸問題
と解決策検討

第 32 回リハ工学カンファレンス in 神戸

座長：糟谷 佐紀（神戸学院大学）
渡辺 崇史

日本福祉大学健康科学部

笹川 友彦

熊本総合医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学院

大屋 正子 パシフィックサプライ株式会社
圓井美貴子 徳島県肢体不自由児者父母の会連
合会
香田 潤 香田事務室
座長：北川博巳（兵庫県立福祉のまちづくり研
究所）
松田靖史
宮野 秀樹

川村義肢 ( 株 )
特定非営利活動法人ぽしぶる

木田 翔大

神戸学院大学総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部
社会ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科
早稲田大学大学院人間科学研究科

河嶋 和子

23-2-3-5

電動車椅子での航空機利用に関するセミナー開催 剣持
報告

イブニングセッション

悟 （一社）日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ工学協会

17:45 ～ 18:45
イブニングセッション
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第３会場（４０２）
特別支援教育
23-3-1-1
23-3-1-2
23-3-1-3
23-3-1-4
23-3-1-5
23-3-1-6
高齢者支援
23-3-2-1
23-3-2-2
23-3-2-3
23-3-2-4

9：30 ～ 11：00
学生が思う運動障がいのある子どもへの支援
下肢の運動障害を併せ持つ高等部生徒への健康指
導について
特別支援学校における取組 その２
特別支援学校における作業療法士の支援について
特別支援学校（知的障害）におけるコミュニケー
ションエイド STalk2 の使用（第 2 報）
機械学習を用いた読み書き困難の評価〜有効な支
援に向けて〜
14：15 ～ 15：15

23-3-DS2-4

16：00 ～ 17：00

利便性を向上させる電動車椅子の制作事例
頸損父ちゃんの備忘録
「つながろう！〜みんなで考える車椅子ユーザーの
住まいづくり〜」
重度身体障害者の自立生活を支える機器活用の工
夫

イブニングセッション

淳（大和大学）

高原 光恵
木澤 健司

鳴門教育大学
東京都立墨東特別支援学校

佐藤 裕子
小林 郁
廣冨 哲也

横浜市立中村特別支援学校
神奈川県立相模原中央支援学校
島根大学大学院総合理工学研究科

巖淵

東京大学先端科学技術研究ｾﾝﾀｰ

守

座長：長倉 寿子（順心ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院）

認知症ケアにおける Technology Probe:
タブレットを用いたライフストーリーの導出
大きく変わる排泄介護 ポータブルトイレを検証
する
介護保険における高齢者への最適な福祉用具提供
に向けて
地域高齢者向けテクノロジーを使ったごみの分別
支援

当事者・家族からの発信 (2)
23-3-DS2-1
23-3-DS2-2
23-3-DS2-3

座長：北山

金築

遥

島根大学大学院総合理工学研究科

武藤 俊之

NPO 法人ｹｱﾘﾌｫｰﾑシステム研究会

竹嶋 理恵

帝京科学大学 医療科学部 作業療法
学科
神戸大学大学院保健学研究科

野田 和恵

座長：岡野 善記（株式会社 766）
土田 浩敬
鈴木 太
神田 憲治
島本

特定非営利活動法人 ぽしぶる
所属機関なし
ＮＰＯ法人 自立支援ｾﾝﾀｰおおい
た
卓	  特定非営利活動法人ライフサポー
トはりま

17:45 ～ 18:45
イブニングセッション

第４会場（４０３）
義肢装具・ロボットテクノロジー
23-4-1-1
23-4-1-2
23-4-1-3
23-4-1-4

9：30 ～ 10：30

片側大腿切断者の歩容異常に対する歩行アシスト
の有効性
板ばね内蔵型空気袋を用いた CPM 装置の開発
上肢装具を用いた頸髄損傷者の食事動作 − すくう
動作の解析 −
ＣＦＲＴＰを活用した装具の再調整方法の検討と
評価

座長：谷口 公友（株式会社モルテン）
只津 美紀

兵庫県立ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ中央病院

佐藤 地洋
六名 泰彦

大分大学大学院工学研究科
吉備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

千原 健司

岐阜県工業技術研究所

第 32 回リハ工学カンファレンス in 神戸
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制度・災害対応
23-4-3-1

23-4-3-2
23-4-3-3
23-4-3-4

16：00 ～ 17：00

座長：岩崎 満男（株式会社ファースト・ウェル
フェア）

認知症高齢者を対象とした介護保険制度の住宅改 鈴木 基恵
修と福祉用具に対する要望 - 介護支援専門員への
アンケート調査から 重度障害者用意思伝達装置の補装具費支給制度に 井村 保
おける種目構造のあり方：市町村等へのアンケー
ト調査から
ワークショップツールを用いた障害者・高齢者の 硯川 潤
防災意識の比較
熊本地震における「支援物資としての福祉用具」吉田 泰三
に関する研究

イブニングセッション

横浜市総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

中部学院大学
部

看護ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学

国立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ研究所
日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ工学協会災害対策
委員会

17:45 ～ 18:45
イブニングセッション（第 2 会場にて）

インタラクティブ展示会場（４０５）
インタラクティブ・セッション（1） 10：00 ～ 11：00
23-IS-1-1
23-IS-1-2
23-IS-1-3

排泄関連自助具作製の取り組み〜片手で自己導尿 水本 雄介
するために〜
市販皿を用いた回転プレートの試作と院内利用に 片本 隆二
向けた調査
モジュラー型座クッションの開発
石濱 裕規

兵庫県立ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ中央病院
総合せき損ｾﾝﾀｰ

医用工学研究室

松本 成将
東

平成ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門学校

23-IS-1-8

装飾性を考慮した骨格構造上腕能動義手の製作
−第２報−
オーダーメイドの食事用自助具に対する効果の検
討
３D スキャンデータを使用したカスタムメイド
クッションの開発 —第２報—
高齢者・障害者の姿勢を動的に支持するエアクッ
ションの開発
〜入手性を高めるために〜
書字・食事用自助具の実用化に向けた取り組み

医療法人社団永生会
ｰ
川村義肢株式会社

23-IS-1-9

適応型把持機能を有する量産型電動義手の開発

中村 秀正

23-IS-1-4
23-IS-1-5
23-IS-1-6
23-IS-1-7

真紀

辻村 和見
小林 博光
松田 健太

研究開発ｾﾝﾀ

神奈川県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 神奈
川リハ病院 リハ工学科
総合せき損ｾﾝﾀｰ
神奈川県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ リ
ハ工学科
兵庫県立福祉のまちづくり研究所

インタラクティブ・セッション（2） 14：15 ～ 15：15
23-IS-2-1
23-IS-2-2
23-IS-2-3
23-IS-2-4
23-IS-2-5
23-IS-2-6
23-IS-2-7
23-IS-2-8
23-IS-2-9

-20-

当法人のデイサービスセンターと保育園のでの口
腔衛生教育について
簡易型 EMG バイオフィードバック装置のホームプ
ログラムへの使用経験
公共空間に求められる手すりについての一考察
ちょっと楽が心を癒す「ちょい楽バンド」の検証

佐々木正光 社会福祉法人
鈴木 里砂

恵友会

常葉大学健康科学部

西平貴代美 手すりについて考える会
圓井美貴子 徳島県肢体不自由児者父母の会連
合会
大型キーボードによるタブレット端末への文字入 田中 芳則 なごや福祉用具プラザ
力の試み
重度脳性麻痺者へのウェアラブルセンサを用いた 山本 暁生 神戸大学大学院保健学研究科
タブレット端末の利用例
介護ロボットを活用した介護技術開発支援モデル 長束 晶夫 なごや福祉用具プラザ
事業の報告
ポジショニングを支援するための PAS システムを 岩崎 優
島根大学大学院総合理工学研究科
用いた不随意運動解析
地域生活 20 年、電動車いすの変遷から考える生活 麸澤 孝
全国頸髄損傷者連絡会
と活動
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インタラクティブ・セッション（3） 16：30 ～ 17：30
23-IS-3-1

チェアスキー・エキスパートモデルの市販化

23-IS-3-2
23-IS-3-3

活動的に動くことができる椅子の評価
浅田 晴之
重度運動機能障害者向けジェスチャ認識スイッチ 伊藤 和幸
インタフェースの開発 その３
サーボモータを使用したボタン押し装置の応用事 藤記 拓也
例

23-IS-3-4
23-IS-3-5
23-IS-3-6
23-IS-3-7
23-IS-3-8

電話機能に特化したスマートフォン操作支援装置
の開発第２報 〜 iOS への対応〜
脳波制御ロボットによる意思伝達システムの開発
と臨床応用
簡便な認知機能評価に向けた点打ち課題ソフト
ウェアの試作
障がい者の主体的な取組みを促し、同時にリハビ
リ効果を得るためのギター演奏補助装置の開発

沖川 悦三

神奈川県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ リハ
工学研究室
株式会社岡村製作所
国立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 研究
所
横浜市総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

寺師 良輝

総合せき損ｾﾝﾀｰ

中村 美子
亀井 大作

( 国研 ) 産業技術総合研究所 人間情
報研究部門
四條畷学園大学 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部

熊谷 志子

三重大学工学研究科

			
1 階・地下 1 階

メインホール（英語での講演ですが日本語同時通訳があります）

特別講演（i-CREATe 合同企画）
福田 暁子氏
盲ろう者とテクノロジー
世界盲ろう者連盟事務局長
全国盲ろう者協会国際情報
委員

－可能性と限界－
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■プログラム

2017 年 8 月 24 日（木）

第１会場（３０１）
特別企画

9:30 ～ 11:00

レジェンドに聞け！

座長：岡村 英樹（有限会社 サニープレイス）
エレベーターのない駅で電車に乗り、段差だらけの狭い喫茶店でコーヒーを飲む。

～バリアフリーが夜明けを迎える 20 １人で街をさまよう電動車いすユーザーが奇異の目で見られた時代にタイムス
年 前 一 人 暮 ら し を エ ン ジ ョ イ す る リップ。当時から今日に至るまでの伝説の数々をレジェンド・田村辰男さんにシェ
一 人 の 男（ 頸 髄 損 傷 Ｃ ４） が い た ～ アいただきます。これから２０年先の未来も語り合いましょう。

交流セッション

11:15 ～ 12:00
交流セッション

閉会式

12:00 ～ 12:30
閉会式

第２会場（４０１）
自助具

10：00 ～ 11：00

24-2-1-1

座長：野上 雅子（特別養護老人ホーム 万寿の家）

スプレー使用時の力を軽減する自助具の開発

藤澤 義範
報工学科
間欠式バルーンカテーテル用自助具の開発
難波 邦治
3D プリンティング技術を用いた食事用自助具の試 渡辺 崇史
作
失調症状を呈した小児に対する三指つまみ自助具 一木 愛子
の導入の試み

24-2-1-2
24-2-1-3
24-2-1-4
交流セッション

国立高専機構長野高専 電子情
吉備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ
日本福祉大学健康科学部
社会福祉法人神奈川県ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
事業団 地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ支援ｾﾝﾀｰ

11:15 ～ 12:00
交流セッション（第 1 会場にて）

第３会場（４０２）
住まいづくり
24-3-1-1
24-3-1-2

9：30 ～ 11：00

24-3-1-3
24-3-1-4
24-3-1-5

交流セッション

座長：鈴木 基恵（横浜市総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ）

車いす使用者の住宅改修
公営住宅の車椅子使用者向け住戸のキッチン整備
の実態と使いやすさ評価
家族の介護負担の軽減を目指した住宅改修
生活導線を変えることで生まれる QOL
知的障害や発達障害のある子どもに対するテレビ
への安全対策
多職種協働による福祉用具活用相談について
〜（一社）福祉用具活用相談センターの設立とそ
の取り組み〜

吉村 純一
室崎 千重

株式会社武藤技建
奈良女子大学

神崎 嘉博

株式会社 神崎工務店

西村

横浜市総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

吉川 和徳

11:15 ～ 12:00
交流セッション（第 1 会場にて）
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顕

一般社団法人福祉用具活用相談ｾﾝﾀ
ｰ

第４会場（４０３）
計測・評価

10：00 ～ 11：00

24-4-1-1
24-4-1-2
24-4-1-3
24-4-1-4
交流セッション

座長：神沢信行（元 甲南女子大学）

脳性麻痺の子供の身体と重心軸
膝当て移乗動作の研究（３）回転盤と膝当てを使っ
た移乗方法の検討
頸髄損傷者の体温簡易モニタリング技術の開発に
向けた口腔温と皮膚温の関連性に関する研究 −
パイロット実験−
嚥下調整食機能評価への嚥下音及び筋電図の応用

太田 博巳
松尾 清美
三上 功生
中村 孝文

石川県立いしかわ特別支援学校
佐賀大学医学部地域医療科学教育
研究ｾﾝﾀｰ
日本大学生産工学部
岡山県立大学
福祉学科

保健福祉学部保健

11:15 ～ 12:00
交流セッション（第 1 会場にて）

24

１階・地下 1 階メインホール （英語での講演ですが日本語への同時通訳があります）
WKC フォーラム（公開講座） 13:00 ～ 15:00

開会挨拶

主催：WHO 神戸センター／
i-CREATe2017 大会運営事務局／
第 32 回リハ工学カンファレンス in 神戸
実行委員会

Dr. Sarah Louise Barber, WHO 神戸センター所長

第一部
講演

デンマーク人から見た ” 支援のある生活 ”
-- 高齢者にまつわる問題に着目して --

Mr. Henrik Hjorth, Director, Creative Impact,
Denmark

第2部
報告

障害のある人への国際支援 生活の中で活かされ 奥平真砂子氏 日本障害者リハビリテーション
る福祉用具 in アジア
協会
－福祉用具を活用した自立支援―
篠田 浩之氏 さくら車いすプロジェクト
アジアにおける、障害者リーダーの育成や、車椅 松本
子やシーティングに関する技術支援についてご報
告いただきます。

和志氏 アジア姿勢保持プロジェクト
(ASAP)
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■演題概要
第１会場（３０１号室）

2017 年 8 月 22 日（火）
9:30 〜 11：00

障害から、いつどのようにリカバリーした？
～リハ工学がもたらす可能性～
座長：島本 卓（兵庫頸髄損傷者連絡会）
23-1-0S1-1 関根 彩香
Sayaka 流、頸損生活の楽しみ方
13 歳の時、スポーツ事故で頸損 (C3.4) になった私。
外に出ていくきっかけをくれたライブとの出逢い、ホノ
ルルマラソンやチェアスキーの挑戦など、最初の一歩を
踏み出したら世界が広がった。知らない世界を知れるっ
て楽しい！障害があっても私らしく人生を楽しんでいる
様子を紹介する。

脳性麻痺学生の大学生活について
脳性麻痺によって、幼少期より車いすで生活している。
18 歳のとき、社会福祉を学びたいという思いから、福
祉系の大学に入学した。入学後は、生活面では、トイレ
介助にヘルパーが必要なため、大学と事業所に契約して、
休憩時間に入ってもらうことができた。また、学習面に
おいては、教科書を電子書籍化し、身体の負担軽減をす
ることができ、周囲の協力もあり、国家資格取得ができ
た。大学生活について報告する。
第１会場（３０１）

  

当事者・家族からの発信（1）
座長：鈴木

23-1-0S1-2 大向 優貴（フジ住宅株式会社）
中途障害者の挑戦
新しいことを始めるのは誰にとっても挑戦である。特
に、障害を負ってからは、新しいことに挑戦する不安や、
一歩を踏み出す恐怖心は今まで感
じたことのないものだった。それでも挑戦してみること
で、復学や１人暮らしなどの多くのことを実現すること
ができた。私が考える挑戦に必要なことは、自分自身を
理解することと挑戦を楽しむことだと考える。障害が
あっても挑戦に対する気持ちを大切にしてもらいたい。
23-1-0S1-3 竹村 美紀子
社会参加のきっかけとなったアメリカ留学と現
在の生活
15 才の時、交通事故により頸髄を損傷 (C6)。前向き
な気持ちになれな い自分を変えたい気持ちから 22 才の
時、
単身アメリカ留学。その 後 8 年間滞在。それにより、
心を開き視野を広げられ、自分のあり方 や考え方にも変
化。現在は週２回ヘルパーに主に掃除を手伝ってもら い
ながら、調理、入浴、起居などは福祉用具や自助具を使
いながら一人で生活している。週に 4 回ほどは近隣の小
中学生に英会話を教えている。
23-1-0S1-4 田上 香
（特定非営利活動法人ユﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｻｰﾋﾞｽｱｶﾃﾞﾐｰ）
住環境整備がもたらした、” 本当の意味での ”
バリアフリーな生活
幼少期に発症し進行していたと思われる、Krabbe( ク
ラッベ ) 病という難病により、18 歳時に歩行困難や手の
振戦などの症状が顕著となり、身体障害を認識する。10
年後に確定診断を受けるまで、病名は判明しないまま、
進行性の障害と診断される。その後、24 歳時にリハビ
リ及び車いすと出会い、その上で安心して暮らせる環境
を整備することで、” 自分らしい生活 ” を手に入れるこ
とができた。その住環境整備について紹介する。
23-1-0S1-5 鶴崎 彩乃
（特定非営利活動法人ユﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｻｰﾋﾞｽｱｶﾃﾞﾐｰ）
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15:15 〜 16：15
太

22-1-DS1-1

船澤 和秀

こう見えて

ー私がこれまで経験してきた事ー

私は、すれ違う人からは何もわかっていないように見
えるかもしれない。これまで相手が話しかけてくれるの
を待ったり「誰も話しかけてくれない」と考えていたが、
それは違っていた。自分から機器で話しかけ、やり取り
できる人と認識してもらえて初めて言葉のキャチボール
に繋がるのだ。私のように話せなくても心に沢山の思い
を溜めている障害児童やその家族にコミュニケーション
の楽しさを広めて希望を持つきっかけを作りたい。
22-1-DS1-2

笹倉 克敏

（さくらライフ）

重度障害者のＱＯＬ改善を目的としたシリアスゲームの
開発
ＡＬＳ患者などの重度障害者は体を動かす事ができな
いほか、声を出す事や食事も口から摂る事もできない。
そのため、ストレスがたまりやすいにも関わらず、発散
できる方法が非常に限られる。そこで、ストレス発散で
きるコンピュータゲームを作成し、その効果を客観的・
主観的に測ることで QOL 向上効果を検証した。
22-1-DS1-3

後藤 秀和
（NPO 法人 自立支援センターおおいた）

現代の最先端を生きる！「頸髄損傷者達」
〜社会の動きを見抜く力〜
頸髄損傷者の多くは中途障害者である。それは、健常
者として経験を積み、いつの日からか障害者としての道
を歩むことになるのである。頸髄損傷者にとって健常者
で生きた感覚は、時には絶望感に襲われる。それを幾度
も繰り返し、新たな自分の生きる希望を取り戻し大きな
力を手に入れる。そして人・物・社会をじっくりと観察
している。講座を通じて、心のゆとり、社会への気づき
を感じて頂ければと考える。
22-1-DS1-4

油田 優衣
( 京都大学 教育学部 教育科学科 )

大学生活と一人暮らしにおける福祉サービスの現状と問

題点

的にレスパイト入院を利用し、重度障害者用意思伝達装

十分な福祉サービスが保証されることは、重度肢体不

置（以下、意思伝達装置）の操作練習、スイッチ変更に

自由障害のあるものが自立するためには必須である。昨

関わった症例を経験した。この経験から、継続した支援

年、京都大学に進学し一人暮らしを始め、24 時間の介

の提供について考える機会を得たので報告する。

22

護サービスを利用する一当事者として、大学内と私生活
における福祉サービスの現状と問題点を報告する。

22-2-1-5

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）

第２会場（４０１）

   13:30 〜 15：00

ALS 等の進行性神経難病患者は、様々ある入力装置（ス

コミュニケーション
座長：渡辺 崇史（日本福祉大学健康科学部）
22-2-1-1

仙台市内の重度障害者の入力装置の変遷

坊岡 峰子

（県立広島大学 保健福祉学部 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ障害学科）
失語症向け階層性コミュニケーションアプリの有効性に
関する基礎的研究
欧米を中心に失語症者向けのコミュニケーションアプ
リが開発されはじめている．しかし，失語症は発語だけ
ではなく，文字の理解，カテゴリーの理解など言語機能
に関して多様な障害を有し，さらに高齢であることが多
い．そこで，そのような失語症者が，単語を検索するた
めの階層性アプリを開発し，８名の失語症者が家族に課

イッチ）を厳選、駆使し、意思の表出ができるよう工夫
を凝らしており、病状の進行に伴い、使いやすいスイッ
チをその都度検討し続けている。支援者が患者の意見に
耳を傾け、病状に合ったスイッチを考案、設置すること
は、患者の QOL 向上に直結すると考える。今回は、仙
台市重度障害者コミュニケーション支援センターが対応
している対象者の方々のスイッチの変遷を報告する。
第２会場（４０１）

15:15 〜 16：15

スマートデバイス
座長：伊藤 和幸 ( 国立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ研究所 )

題語を伝達する場面を設定した．その結果より，本アプ

22-2-2-1

高橋 宜盟

（有限会社オフィス結アジア）

リの活用の有効性や今後実用化向けた課題を報告する．

アナログの透明文字盤コミュニケーションを補完するデ
ジタル文字盤の開発

22-2-1-2

大島 淳一

ALS 当事者や支援者の協力を得て、透明文字盤が苦手

( 富山県ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院・こども支援ｾﾝﾀｰ 研究企画課 )

な人でも簡単に扱えるタブレット上の文字盤を開発し

インターネット配信型コミュニケーションエイドの特徴

た。現在は介助者が関わって使用する対話型での利用だ

と可能性

が、１つのスイッチだけを使用し一人で操作できるバー
ジョンへの更新を行なっている。開発及びリリース後の
ユーザ評価を得てわかったことは、追求すべき課題は技

ば各種ネット端末をコミュニケーションエイドとして使

術そのものではなく、利用者に寄り添って気持ちを理解

用可能になり、ユーザにとって使用機器の選択の幅が広

しその要求に応える技術の使い方だと考えるに至った。

くなった。また試用の準備や導入初期やメンテナンスの
負担が軽減される。さらに支給、判定、供給など制度的、

22-2-2-2

社会的コストの大幅な削減が期待できる。

支援者用口文字支援アプリの試作

高橋 俊史
（東北福祉大学

22-2-1-3

河合 俊宏

( 埼玉県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ )

多系統萎縮症に対する操作スイッチの試作
多系統萎縮症の特徴である錐体外路症状、運動失調、

情報福祉ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科）

東北福祉大学が実践する ICT 支援者養成過程にて、
ALS 患者から学生へ、支援者用口文字支援アプリのニー
ズが挙げられ、試作を行った。本アプリは、タブレット

自律神経障害は、在宅生活を送るには課題となる。自発

が 50 音を読み上げ、支援者が対象者の合図に合わせて

的なコミュニケーション機能が一旦失われると、機器的

文字を確定し、言葉を綴るものである。制作を通し、読

な支援が有効とされる例は極めて少ない。動かない「無

み上げや操作ガイドなどの技術にて支援の差を減らした

動」に対しては課題であるが、運動時に伴う「振戦」に

い患者の想いと、操作を担う支援者の主体性を確保し、

関しては、これまでも運動計測がされてきた。緊急時の

人と人との関わりを残すことの重要性が課題となった。

呼び出しのみから、より拡大操作できることを目的に試
作したので、紹介する。

22-2-2-3

上野忠浩（横浜市総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ）

情報通信機器を操作するマクロコントローラの研究
22-2-1-4

鈴木 康子

( 埼玉県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ )

情報通信機器（パソコン、タブレット、スマートホン

レスパイト入院を利用した ALS 者の重度障害者用意思伝

など）を操作するための「マクロコントローラ」の研究

達装置の継続的使用への支援

である。進行性疾患のある対象者は最初、一般のキーボー

当センターでは、神経難病を主に平成 20 年から介護

ドやマウスなどの入力装置が利用できていたとしても身

休暇を目的としたレスパイト入院を実施している。継続

体機能の変化によって徐々に操作力や操作範囲が制限を
第 32 回リハ工学カンファレンス in 神戸
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HTML5 と java を使いインターネット配信型コミュニ
ケーションエイドを作った。これにより通信環境があれ

受け、小型で軽作動力の入力装置に変更を余儀なくされ

ある。しかし、在宅生活支援の制度的枠組みでは、利用

る。本研究ではその操作能力に応じて設定により入力方

者の生活プランやケアプランに対して技術的介入の可能

法を可変できるキーボードを試作したので報告する。

性を追求し、具体化を図ることは容易でない。その対策
として、当院ではリハ専門医を中心としたチームによる

22-2-2-4

柏原 康徳

訪問事業を行っている。今回は、事例を通して本事業に

（神奈川ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ工学科）

おける合意形成プロセスや支援内容について報告する。

スマートデバイスに対する支援技術の有効性〜リハビリ
テーション専門相談の事例から〜

22-3-1-4

リハビリテーション専門相談では、相談内容により作

末澤 佑一朗

（ﾊﾟｼﾌｨｯｸｻﾌﾟﾗｲ株式会社）

各種バルブの空気漏れ量について

業療法士や理学療法士などが、生活している場所に訪問

現在、車椅子・自転車のタイヤに使用されているバル

し支援している。近年スマートフォンやタブレットなど

ブは英式バルブと呼ばれ、3 種類のタイプがある。それ

のスマートデバイスの普及に伴い、スマートデバイスの

らの構造的違い等で性能が異なるかを確認する。本調査

操作支援ついて相談が増えている。今回、iPad の操作支

で使用するタイヤは空気量の確認をするため、内圧が計

援をきっかけに、徐々にできることが増え、生活の質が

測できる米式バルブのタイヤと繋ぎ合わせた。また、空

向上した事例を通じてスマートデバイスに対する支援技

気量の変化を確認するため、各英式バルブに対して、静・

術の有効性を経験したため経過とともに報告する。

動荷重試験を実施する。

その変化量の結果で、車椅子

に適している英式バルブを報告する。
第３会場（４０２）

13:30 〜 14：30
第３会場（４０２）

車椅子・シーティング（1）
座長：小林 博光（総合せき損センター）
22-3-1-1

北野 義明

 	

（石川県ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝ

  15:15 〜 16：15

車椅子・シーティング（2）
座長：新妻 淳子 ( 国立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ研究所 )

ﾀｰ）

22-3-2-1

電動車椅子操作インタフェース取り付け具の現状と課題

空気圧簡易チェッカーを用いた空気圧調整式クッション

当センターの電動車椅子適合支援において、メーカー

江原 喜人（総合せき損ｾﾝﾀｰ 医用工学研究室）

の調整効果検証

標準品の操作インタフェース取り付け具を適用できない

我々は、体重から算出した内圧値により空気圧調整式

場合がある。その要因は、重度障害のあるケースの身体

クッション（ロホクッション）の調整と管理が可能なこ

特性に応じた配置調整や生活環境に対応した開閉機能、

とを明らかにした。その際、同じ体重でも臀部形状の違

車椅子構造との干渉等に適応できないからである。これ

いが調整に影響することも分かった。現在、同種のクッ

らの課題について、地元メーカーと連携して個別対応を

ションでは適正空気量を調整する「空気圧簡易チェッ

図るとともに一般化に向けて製品化を試みており、その

カー」が販売されている。しかし、臀部形状の影響の考

経過をもとに、取り付け具のあり方について考察する。

慮など不明な点もある。そこで、その効果についての確
認を、ユーザーでの検証もふまえて行い報告する。

22-3-1-2

加藤 佳子

（国立病院機構 八雲病院）

デュシェンヌ型筋ジストロフィーの電動車椅子チンコン

22-3-2-2

トロールにおいて適合ポイントの違いがもたらす影響に

車椅子座位における上部体幹姿勢と臀部せん断力の計測

ついて

のための予備的研究

デュシェンヌ型筋ジストロフィー ( 以下 DMD) の電動

白銀 暁 ( 国立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ研究所 )

車椅子利用者の褥瘡発生要因の一つとして、臀部接触

車椅子操作では、機能障害の進行により困難をきたす。

面に作用するせん断力が挙げられる。しかし、その計測

進行した DMD に対するチンコントロールの有効性はリ

の難しさから、作用する力の大きさや向き、そして座位

ハ工カンファレンス 2014 で報告した。操作は顎関節や

姿勢との関係は十分明らかにされていない。これに対し、

舌、口唇の微細な動きを利用するため適合作業が欠かせ

我々は、深度センサ付き RGB カメラを応用した座位姿勢

ない。適合ではコントローラと操作部位の距離、操作ノ

計測装置と、超薄型せん断力センサを用いた計測システ

ブの形状、コントローラ配置角度が重要なポイントだと

ムを構築した。今回、これを用いて健常者を対象とした

考えており、今回それらの違いが与える操作への影響を

予備試験を行ったので、その結果を報告する。

検証した。
22-3-2-3
22-3-1-3

太田 智之

（健和会補助器具センター）

電動車椅子活用に向けた支援〜地域包括ケアにおける縦
断的リハ工学支援〜

半田 隆志

（埼玉県産業技術総合ｾﾝﾀｰ）

車椅子およびシーティングに関する ISO 規格の新規策定
や改訂に向けた取り組み
ISO 規格は、各国国内規格（JIS 等）の基礎となるもの

在宅における電動車椅子活用に向けた支援は、取得か

であるから、これを理解することは重要である。発表者

ら実用化までソフト・ハード両面のアプローチが必要で

らは、この ISO 規格のうち、特に車椅子分野およびシー
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ティング分野のものに対して、規格の新規策定や改訂に

のより優れた特性を持つパラメータを導出したので，そ

協力している（バックデータとしてのエビデンス構築や、

れを用いた人工喉頭について述べる

国際ミーティングへの参加と議論等）
。そこで、本発表
では、これら我々の取り組みを紹介するとともに、最新

22-4-1-4

仮屋 孝二

（第一工業大学）

の ISO 規格の概要を報告する。

振動により音源方向を呈示する耳かけ型聴覚補助システ
ム

22-3-2-4

古井 透     

（大阪河﨑ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ大学）

本学における車いす座位姿勢計測研究の到達点

感音性片耳難聴患者は従来の補聴器では音源方向を特
定できないため，コミュニケーションや危険察知などの

2010 年から 8 年間、大阪河﨑リハビリテーション大

際に不便を感じることが多い．我々はこれらの患者のた

学はバリアフリー展において車いす座位姿勢計測ソフト

め，振動により音源の方向情報のみを患者に呈示する聴

“rysis” を用いた計測ブースを出展し，毎年 30 〜 50 名

覚補助システムの開発を行ってきた．これはマイク，振

の車椅子ユーザーが参加し「自分の座っている姿をこの

動体を内蔵した耳かけユニットと音源方向を導出し呈示

ように見るのは初めてだった」と評され、本学学生や卒

信号を発生する駆動ユニットから構成される．本報告で

業生にとって貴重な学びの場で、33 本の卒業論文が提

は，これらのシステムの試作と評価について述べる

出された。そこで今回は「何がどこまで分かってきたの
か」車いす座位姿勢計測研究の現在の到達点を明らかに

第４会場（４０３）

する。

機器開発（2）

第４会場（４０３）

  13:30 〜 14：30

機器開発（1）
座長：大森 清博（兵庫県立福祉のまちづくり研究所）
22-4-1-1

繁成 剛

15:15 〜 16：15

座長：辻村 和見（神奈川県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ）
22-4-2-1

長尾 哲男

（西九州大学）

座位バランス訓練装置の開発 (4)
我々はこれまでバランス訓練を行うための訓練機器を
試作し、昨年度は機構の見直しと臨床での訓練報告を

（東洋大学 ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝ学部 人間環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科）
国産杉材を使った大型遊具のデザインと開発

行った。今回は機器からのさらなる正確なデータ抽出と
自動で座面が傾斜を戻す座位バランス訓練の自動化プロ

2007 年から国産木材とアルミ製ジョイントを使って

グラムを試作したので、機器の動きによる健常者の身体

椅子のフレームや遊具などを開発してきた。これまでは

的反応を併せて報告する。なお平成 28 年度北九州ロボッ

４×６cm の角材を使ったので大型のフレームを作成し

トフォーラムの補助金の助成を受けて実施した。

た時の剛性が不足していた。今回、剛性を高めるため８
×８cm の国産杉を使い 1.5 × 1.5 × 1.8m のフレームに

22-4-2-2

ブランコや肋木などの組み合わせた遊具を試作し、障害

活動的に動くことができる椅子脚部の開発

児施設で PT と OT に遊具の試用と評価を依頼したので、
その結果をまとめて報告する。

村田 知之

（神奈川県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ）

近年、ワークステーションの在り方が変化しており、
作業に伴う座位での短距離移動を強いる場面も注目され
てきている。しかしワークステーションでは、ＶＤＴ作

22-4-1-2

菊池 武士

（大分大学理工学部）

業等については配慮されているものの移動については、

安価な視線計測センサを用いた簡易キャリブレーション

具体的な対応がなされていない状況である。そこで屋内

法

用 6 輪車椅子の構造に着目し、4 脚や 5 脚に変わる活動
重症心身障がい児の視線計測を目的として，安価な視

線計測装置として EyeTribe を用いた簡易キャリブレー

的に動くことができる椅子脚部の構成を開発することを
目的とする。今回は、設計要件の検討について報告する。

ション法を提案する．通常は９点程度の画面全体を使っ
たキャリブレーションが必要であるが，ただ一点の注視
でキャリブレーションする方法である．その精度等につ
いて検証したので報告する．

22-4-2-3

牛見 宣博
（九州産業大学 理工学部 機械工学科）

無電力起立訓練補助器具の開発
起立訓練は，従来，セラピストにより下肢筋力の強化

22-4-1-3

大惠 克俊

（第一工業大学）

筋電位制御型人工喉頭の制御パラメータの改良

へ非常に有効なリハビリテーションとして実施されてい
る．一方で，高齢者や回復傾向にある患者の方が，この

ピッチ周波数を任意に変更できる人工喉頭は，従来の

起立訓練を一般家庭において実施するためには補助器具

ものと比較して明瞭度の点で明確な優位性を持つ．そこ

の開発が望まれている．本研究では，モータなどの電動

で我々は，このピッチ周波数制御に喉頭舌骨筋の筋電位

アクチュエータを使用しないコードレスで，単純な運動

信号を用いた人工喉頭の開発を行ってきた．これまでに

機構によって起立運動を繰り返し行うために簡易型の起

検出した筋電位信号を制御用信号に変換するパラメータ

立訓練補助器具を開発する．

の改良を進めており，本報告では従来用いられてきたも
第 32 回リハ工学カンファレンス in 神戸
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22-4-2-4

泉谷 諭司

（北海道科学大学 大学院 工学研究科 医療工学専攻）
路面凍結時の転倒予防を目的とした歩行補助システムの
開発

—路面凍結判別方法の検討—

高齢者の転倒は骨折などの大きなリスクとなる。北海
道などでは冬季間、路面凍結によりそのリスクは高まる
が、路面が濡れているのか凍っているのかの判断が難し
く、常に意識して歩行する必要がある。そこで本研究で
は、歩行時に路面状況を判別できる機構を開発し、冬季
間の歩行補助を行うことを目的とした。今回は、路面状
況判別のための機構を提案し、判別精度について検討し
た。

2017 年 8 月 23 日（水）

第１会場（３０１）

  14:15 〜 15：45

当事者・家族からの発信（学生・児童）
座長：油田あゆみ（北九州ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ学院）
23-1-2DSK-1

片山 煌世

（東京都立光明学園）

ぼくの伝わる
ぼくの伝わった２月８日ぼくの机の上には iPad がおい
てあった。指伝話でぼくは「トイレに行きたいです」を
押した。ぼくの先生が戻ってきてもう一度聞かせてくだ
さいと笑顔で言った。すぐにトイレに行った。成功した。
ぼくのタッチがみんなの笑顔に変わった。僕の伝わるも
変わった。本来の「伝える。伝わる。」ぼくの気持ちや
やりたいことを自分から発信できた瞬間になった。ぼく
の伝わる記念日になった。
23-1-2DSK-2

川田 晃夫

（東京都立光明学園）

スイッチ一つで世界が広がる
僕は筋肉の病気のため、寝たきりの状態で日常生活や
学校生活などを家族や先生などの介助を受けて過ごして
います。ところが、iPad と押しボタンのスイッチを利用
することで、電話や SNS による離れた人との会話、読書
や勉強を一人で簡単にできるようになり、僕だけの世界
が広がりました。iPad とスイッチで僕の世界がどのよう
に広がったかを実際にご紹介したいと思います。
23-1-2DSK-3

構井 遼

筋電位を使ったコミュニケーション機器の事例報告
我が家の三男は脳性麻痺、四肢麻痺、体幹機能障害で
体を自由に動かす事ができません。五年前にテンプラー
筋電位スイッチと出会い、こめかみの動きでパソコンを
動かす事ができ、何もできないから、自分で出来るよう
になり、喜びと達成感で、どんどん使いこなしています。
今後も電動車椅子を動かす事に挑戦します。四肢麻痺で
もパソコンを使い社会進出を目指します。
23-1-2DSK-4

松井 繰樹

（堺市立城山台小学校）

生活や学校で僕が困っていること
ぼくは視力が 0.04 の弱視の小学生です。学校生活や
学習にいろんな器具を使っています。学校では拡大読書
器と iPad、単眼鏡を使っていて、外を歩く時には白杖を
使っています。一番困っていることは、家で使っている
使い方を学校では同じようにできないことです。また、
ぼくは歩けますが外を歩くのはとても怖いです。今回は、
このような一つずつの器具のいいところや困っているこ
とを発表したいと思います。
23-1-2DSK-5

藤井 亮利

（西宮市立甲武中学校）

『弱視のしんどさをわかってほしい』（学校編）
僕は弱視の中学生で地域の中学校に通っているが、地
域の学校で勉強するにあたり、プリントを拡大しても
らったり、テストの時間を長くしてもらうなどの配慮を
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してもらっている。しかし勉強するにあたってそれだけ

画を盛り込んだ、機器と情報と遊びの広場「バリフリＢ

では十分ではないと感じていて、学校での先生の対応や

ＯＸ 2016」と、これからの挑戦を発表します。

補助の仕方、黒板の書き方、電子黒板の問題など困って
いることはまだまだある。そこで、今回は学校生活にお

23-2-1-5

香田 潤

( 香田事務室 )

ける弱視のしんどさについて発表する。

北海道への難病（特定疾患）患者の集中政策の意義と問
題点

第２会場（４０１）

9:30 〜 11：00

北海道人口に対する患者率は全国平均に比し、多発性硬

社会参加・就労支援
座長：糟谷 佐紀（神戸学院大学）
23-2-1-1

渡辺 崇史

統計的に、北海道には、神経筋・難病疾患患者が多い。

       
（日本福祉大学健康科学部）

カリフォルニア大学バークレー校での印刷物障害に対す
る支援 Alternative Media Center 調査報告
高等教育機関での合理的配慮の１つとして，授業で
使用する本や資料などをデジタルデータ化し，個々の
学生に応じたメディアで提供することがある．今回は
多様な学生を有するカリフォルニア大学バークレー校に
訪 問 し，Disabled Students’ Program(DSP) と， 学 生 の
特性に応じて印刷物等のメディア変換を支援している，
Alternative Media Center(AMC) にて調査を行ったので，
特に印刷物障害のある学生支援について報告する．

化症 57 パーセント、重症筋無力症 21 パーセント、脊
髄小脳変性症 35 パーセント多く、旧 56 特定疾患の総
数比でも全国平均に比し 19 パーセント多い。難病患者
の北海道集中には、医療政策の歴史的背景があり、国策
として集中化させたと言っても過言ではない。この医療
政策の歴史的意義を評価するとともに問題点を明らかに
する。
第２会場（４０１）

  16:00 〜 17：30

余暇・交通アクセス
座長：北川 博巳（兵庫県立福祉のまちづくり研究所）
23-2-3-1

松田 靖史

( 川村義肢 ( 株 ))

企業と団体の共同による児童の活動支援
3-2-1-2
第９回

笹川 友彦

（熊本総合医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学院）

国際アビリンピック

フランス・ボルドー大会

参加報告

障害児童の集まりは成長に伴う世代交代で情報の偏り
が著しい。企業は多様な情報や機会提供が可能であるが
個人情報保護の観点から誘導型イベントは難しい。我々

2016 年 3 月にフランス・ボルドーで開催された第９

は患者会や地域団体との共同作業により障害児童に独自

回国際アビリンピックに義肢製作種目・国際審判員とし

性の高いイベントを提供している。四肢障害児童への手

て参加した。国内・国際アビリンピックについてその概

と爪のケア＆ネイルや、地域に根ざしたアクティビティ

要を述べる。国際アビリンピックの模様及び審査・結果

（スキー）支援などである。それらの成功事例と今後の

について、様々な障害を持ちながらも、懸命にいろいろ

課題を報告することで、全国への水平展開を期待する。

な課題に取り組む参加者と、帯同しながらそれを審査す
る側として参加した今回の経験を報告する。

23-2-3-2

宮野 秀樹      ( 特定非営利活動法人ぽしぶる )

旅行を快適にする機器・用具の提案
23-2-1-3

大屋 正子

       
（ﾊﾟｼﾌｨｯｸｻﾌﾟﾗｲ株式会社）

障害者就労未来予想図 Part2

−重度四肢麻痺者の立場から−

その 2

第 30 回リハ工学カンファレンスでは、重度四肢麻痺

社内にて障がい者就労支援活動を行ってきて 6 年目と

者である自身の経験を通じて、旅行を快適にする機器・

なる。この 6 年間で 60 数名の実習生を受け入れてきた。

用具への提案を行った。今回は、その後の旅行を通じて

特に最近は精神障害、発達障害、知的障害の実習生が増

生じた航空機利用時の問題やベッドから車椅子へ移乗を

えてきている。就労事例において、携帯用会話補助装置

支援する用具を主に、旅行を快適にする機器・用具への

(VOCA) を利用した働き方や、コミュニケーションのあ

現状の課題と提案を述べる。

り方ついて発表する。並びに支援員、家族、職場の変化
についても述べてみたい。

23-2-3-3

木田 翔大
（神戸学院大学 総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部

23-2-1-4

圓井 美貴子
（徳島県肢体不自由児者父母の会連合会）

私たちの福祉機器展「バリフリＢＯＸ」の挑戦
障害児者の家族である私たちが欲しいものを、私たち

社会ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科）
電動車椅子使用者の海外旅行報告

〜学生ボランティア

の視点から〜
電動車椅子使用の重度身体障害者（高位頸髄損傷者）

の手で集めよう。難しいならいろんな人と繋がろう。そ

の海外研修旅行に、介助ボランティアとして学生数名が

の当事者家族の思いが、初めての企画「バリフリＢＯＸ」

同行した。出発前の介助練習、国際線航空機の搭乗、現

の実現へと動きました。本県の障害児者の医療、福祉の

地での移動、食事、宿泊とすべてが初めての体験の中で、

情報拠点である徳島赤十字ひのみね総合療育センターの

学生ボランティアをして感じたこと、考えたことを報告

共催と様々な関係機関の協力を得て、私たちでこその企

する。それぞれの場面での工夫や課題の報告、そして、
第 32 回リハ工学カンファレンス in 神戸
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今後より多くの重度障害者が安心して旅行を楽しむため

する。

に必要なことを学生の視点から提案する。
23-3-1-3
3-2-3-4

河嶋 和子（早稲田大学大学院人間科学研究科）

車いす利用者の国際線航空機搭乗に関する諸問題と解決
策検討

佐藤 裕子

（横浜市立中村特別支援学校）

特別支援学校における取組 その２
昨年は、特別支援学校の取組について、校内（自立活
動部と学級担任）や校外（関係諸機関）での連携という

車いす利用者、高齢者が航空機を利用して海外に渡航

視点でご紹介しました。今回は、具体的なケースを通し

するためには、さまざまな事前申請を要する。そうした

て、障害のある子どもたちへの工学的支援について、学

手続は、航空会社や空港管理会社の Web を閲覧するだ

校教員はどのような形でかかわったのかを振り返り、今

けでは理解し難く、海外旅行に難色を示す者も多い。そ

後の取組にいかしていきたいと考えています。

こで本研究では、航空機搭乗に必要とされる航空券の手
配や空港への移動、及びターミナル内での移動に関する

23-3-1-4

問題点を文献的に検討し、彼らが快適に海外旅行をする

特別支援学校における作業療法士の支援について

ための提案を行う。

小林 郁

（神奈川県立相模原中央支援学校）

近年、特別支援学校に専門職としてリハスタッフが採
用されてきている。神奈川県では、作業療法士を含む４

23-2-3-5

剣持 悟    (（一社）日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ工学協会 )

電動車椅子での航空機利用に関するセミナー開催報告
電動車椅子使用者が航空機を利用する場合は、本人の

つの専門職（理学療法士、言語聴覚士、臨床心理士）が
自立活動教諭として採用され、常勤職員として学校で働
いていている作業療法士である筆者は、授業支援の他、

身体状況のほかに、バッテリーの保安検査や車椅子の輸

車椅子などの福祉用具やコミュニケーション機器・タブ

送に関して注意が必要である。また、事前に確認しなけ

レット等の支援機器導入にも関わっているため、学校内

ればならないことが不足したり、手続きの時間がかか

での支援機器導入や活用の現状を報告する。

りすぎて搭乗できないこともある。今回は障害者差別解
消法と合わせて、交通バリアフリーに関して考えるセミ

23-3-1-5

廣冨 哲也

ナーを開催し、交通事業者を含めて航空機の適切な利用

（島根大学大学院総合理工学研究科）

方法について考えた。アンケート結果と合わせて報告す

特別支援学校（知的障害）におけるコミュニケーション

る。

エイド STalk2 の使用（第 2 報）
特別支援学校（知的障害）では、障害児と教員間のコ

第３会場（４０２）

   9:30 〜 11：00

カードやそれらを画面に表示するモバイルアプリ等のコ

特別支援教育
座長：北山
23-3-1-1

淳（大和大学）

高原 光恵

（鳴門教育大学）

学生が思う運動障がいのある子どもへの支援
運動障害に関する授業科目を受講する学生 121 名に
「運動障害のある子へ考えられる支援」について調査を
行った。その結果、授業前には物理的環境整備や支援体
制の整備、障害理解教育の実施等の回答が得られた。子
どもの日常生活の動画視聴含む授業後には、本人の気持
ちや願いの重視や自立に向けての関わりが強調されたも
のが多く見られ、具体的な子どもの姿を知ることにより、
本人の意思尊重への気づきが促されることが示された。
23-3-1-2

木澤 健司

（東京都立墨東特別支援学校）

下肢の運動障害を併せ持つ高等部生徒への健康指導につ
いて
足関節の可動域制限、体重超過、ならびに、高血圧と
いう成人習慣病を併せ持つ特別支援学校に在籍する過年
の生徒
（20 代半ば）
に、
健康指導を実施した。指導にあたっ
ては本人が使用している血圧手帳を基にしながら、健康
状態や適切なエクササイズ、そして、身体の変化等につ
いて継続的に評価している。本発表では、その経過を報
告するとともに、今後の自己管理への課題について考察
-30-

ミュニケーションにおける拡大・代替手段として、写真
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ミュニケーションエイドが使用されている。発表者らは、
モバイルアプリ「STalk2」を開発し、2012 年 11 月か
ら 2017 年 3 月まで島根県内の特別支援学校を中心に導
入・運用してきた。本研究では、導入校における STalk2
の使用事例を報告する。
3-3-1-6

巖淵 守

（東京大学先端科学技術研究ｾﾝﾀｰ）

機械学習を用いた読み書き困難の評価〜有効な支援に向
けて〜
本 研 究 で は， 読 み 書 き 障 害 の 診 断 テ ス ト で あ る
URAWSS のデータを利用し，ランダムフォレスト法を利
用した機械学習による読み書きの困難評価の自動化の可
能性について検討した。小学校１年から中学３年の 168
名のテストデータからの専門家による判断と機械学習に
よる予測の比較を行った。その結果，機械学習を用いる
ことで，従来の URAWSS の基本データである読み書き
速度偏差値からのみよりも専門家からの判断に近い予測
が得られた。
第３会場（４０２）

  14:15 〜 15：15

高齢者支援
座長：長倉 寿子（順心ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院）
23-3-2-1

金築 遥 	 （島根大学大学院総合理工学

研究科）

髄を損傷し肩から下は動かすことが出来ず、感覚も無い。

認知症ケアにおける Technology probe: タブレットを用

その様な身体で体幹を保持して、座位を保つことは困難

いたライフストーリーの導出

である。快適に車椅子上で過ごすにはどうすればいいか。

認知症ケアにおいて、写真等のコンテンツを用いて高
齢者のライフストーリー（LS）を引き出す回想法が実

様々な方の車椅子を参考にさせていただき、自らの案も
盛り込み作成した車椅子を紹介したいと思う。

施されている。本研究では、介護老人保健施設と特別養
護老人ホームにタブレットを導入し、操作ログを記録す

23-3-DS2-2

鈴木 太

る機能を備えた写真提示システムを用いた Technology

頸損父ちゃんの備忘録

probe を実施した。LS 導出の成否によってシステムの使

19 歳で頸髄を損傷し 20 年。4 歳の息子を授かり楽し

い方にどのような違いがあるのかを分析し、LS 導出を促

く毎日を過ごしています。息子の成長を楽しみながらも、

すために必要な機能を明らかにした。

動かない手足に葛藤しながらの毎日です。どのように接
するべきか、父としてあり方を模索中です。子育てグッ

23-3-2-2

武藤 俊之

（NPO 法人ｹｱﾘﾌｫｰﾑｼｽﾃﾑ研究会）

大きく変わる排泄介護 ポータブルトイレを検証する
介護最大の問題、排泄介護でベッドの横に置くことで、

ズ、周りの福祉機器を活用し、息子とのふれあいから必
要であるもの、機器の可能性、それらを生活に取り入れ
た日常を紹介します。

自立と介護負担の軽減を考えたポータブル水洗トイレが
数社から開発された。商品の価格、仕様内容、使い勝手

23-3-DS2-3

神田 憲治

工事方法などを検証することで、利用者にとって使いや
すいものをアドバイスできるようにする。

（NPO 法人

自立支援ｾﾝﾀｰおおいた）

「つながろう！〜みんなで考える車椅子ユーザーの住ま
いづくり〜」

23-3-2-3

竹嶋 理恵

住環境整備には、当事者とそれを支援する医療関係者、

（帝京科学大学

医療科学部

作業療法学科）

福祉用具業者、工務店など関係者の連携が非常に重要で

介護保険における高齢者への最適な福祉用具提供に向け

あるにも関わらずどこに相談すれば、要望に応えてもら

て

えるのか、どのような住環境にすれば生活しやすいのか
我々は、介護保険システムにおいて実際に福祉用具が

等の当事者や家族が必要とする情報は十分に行き届いて

どのよう選択されているかを見極めるため、ケアマネ

おらず、また相談の窓口についても十分に周知されてい

ジャーを中心に面接を行い意思決定の過程ついて探って

ないのが 現状です。 重度四肢麻痺者である自身の経験

きた。今回は、その結果を我々がこれまでに行った更生

を通じて、課題と提案を述べる。

相談所における専門職チームの福祉用具選択の過程と比
べ、それぞれの特徴を明らかにするとともに、介護保険

23-3-DS2-4

における福祉用具選択のあり方について考察する。

島本 卓

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

23-3-2-4

野田 和恵

( 神戸大学大学院保健学研究科 )

地域高齢者向けテクノロジーを使ったごみの分別支援

重度身体障害者である筆者が、福祉機器を使用しなが
ら自立生活を始めて 1 年になる。重度身体障害者の自立

環境問題解決のために、現代ではごみを分別して回収

生活には、住環境だけでなく福祉機器などを取り入れた

しており、分別や回収にはルールがある。しかし、高齢

生活が重要である。自らの経験ではあるが、福祉機器や

者の多くは、新しいルールやシステムを覚えることや実

その他の機器を取り入れることにより、快適な生活環境

行することが苦手で、問題が起こっている。そこで、テ

を実現させるための手段について述べる。重度身体障害

クノロジーを使ってごみの分別問題を解決することをめ

者が、自立生活で取り入れやすい福祉機器の開発と要望

ざし、新しいコンセプトを構築したので紹介する。これ

について述べる。

は、自動で使える・うながすことをめざす・支援者が在
宅障害者であるという３つの特徴を持つものである。
第３会場（４０２）

16:00 〜 17：00

当事者・家族からの発信（2）
座長：岡野 善記（株式会社 766）
23-3-DS2-1

土田 浩敬 ( 特定非営利活動法人 ぽしぶる )

利便性を向上させる電動車椅子の制作事例

第４会場（４０３）

  9:30 〜 10:30

義肢装具・ロボットテクノロジー
座長：谷口 公友（株式会社モルテン）
23-4-1-1

只津 美紀

（兵庫県立ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ中央病院）

片側大腿切断者の歩容異常に対する歩行アシストの有効
性
本研究では、片側大腿切断者の義足歩行における左右

以前使用していた車椅子と比較し、新しく作成する車

対称性を促す目的で Honda 製歩行アシストを用いた練

椅子に求めたもの、そして作成してどうであったのか。

習が有用であるかを検討した。症例の歩行は立脚初期か

比較して理想の車椅子を考えたいと思う。私は第 4 番頸

ら中期における前方への推進力低下および立脚後期の股
第 32 回リハ工学カンファレンス in 神戸
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関節伸展角度の不足により、義足側立脚期の短縮や歩幅

福祉用具に関する現行制度への要望をまとめたので報告

の不同を認めていた。1 週間の介入前後での歩容の変化

する。

をダートフィッシュにて解析を行った結果、義足側立脚
後期の股関節伸展角度が拡大し、歩幅と歩行率も増加し

23-4-3-2

井村 保 	( 中部学院大学 看護ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部 )

た。

重度障害者用意思伝達装置の補装具費支給制度における
種目構造のあり方：市町村等へのアンケート調査から

23-4-1-2

佐藤 地洋 	

（大分大学大学院工学研究科）

板ばね内蔵型空気袋を用いた CPM 装置の開発

補装具費支給制度では、基準にない新しい方式の装置
等は特例補装具として支給されることがある。重度障害

脳卒中発症直後の急性期は絶対安静であるため，ベッ

者用意思伝達装置の場合は、視線入力により文字決定を

ドに寝たままであることが多く，また弛緩性麻痺を発症

行う装置が市販され、その購入の申請も多くなり、基準

している．既存のモータ等の電動装置による手指用 CPM

化の検討が必要な状況になってきている。そのため、適

装置では，大きく，重量があるためベッド上での使用は

合判定を行う身体障害者更生相談所、支給決定を行う市

困難である．そこで我々は，軽量かつ柔軟性がある板ば

区町村に対するアンケート等により、支給・判定の実態

ねを内蔵した空気袋を用いてベッド上で使用可能な手指

および課題等を調査した。

CPM 装置の開発を行った．本稿では，我々が開発した手
指 CPM 装置について報告を行う．

23-4-3-3

硯川 潤 	（国立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 研究所）

ワークショップツールを用いた障害者・高齢者の防災意
23-4-1-3

六名 泰彦   	 ( 吉備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ )

上肢装具を用いた頸髄損傷者の食事動作
− すくう動作の解析 –

識の比較
筆者らはこれまでに障害者が自身に必要な災害時の備
えを確認するためのワークショップキットを開発してき

上肢に重度の障害のある頸髄損傷者にとって、上肢装

た．同キットの使用結果を障害者と健常高齢者との間で

具は、食事動作の自立を支援する有効な機器である。こ

比較することで，両者の防災意識の違いを明確にするこ

れまでに我々は、頸髄損傷者の食事動作に関する計測と

とを試みた．その結果，障害者に比べて高齢者は自身の

可視化手法について報告してきた。ここでは、頸髄損傷

現状の備えに肯定的な認識を有する傾向が強いことなど

者が上肢装具を用い、
食事動作を行った時の食べ物を「す

がわかった．今後本キットを地域社会に展開するために

くう」動作について解析を行ったので報告する。

は，このような防災意識の差異に留意する必要がある．

23-4-1-4

23-4-3-4

千原 健司

（岐阜県工業技術研究所）

ＣＦＲＴＰを活用した装具の再調整方法の検討と評価
炭素繊維強化熱可塑性プラスチック（ＣＦＲＴＰ）は、
再加熱により材料が軟化し再成形できることから、人体

吉田 泰三
（日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ工学協会災害対策委員会）

熊本地震における「支援物資としての福祉用具」に関す
る研究

に合わせた調整を必要とし軽量化が望まれる装具に有効

平成２８年熊本地震において、日本リハビリテーショ

と考えられる。本講演では、本材料を使用した下肢装具

ン工学協会は早期から「支援物資としての福祉用具」の

試作の一部分を再加熱して再成形することにより形状を

提供に関する活動を行った。しかし、被災者のニーズを

調整する方法、及びクーポン試験片を用いた再調整後の

拾い上げ、それに沿った支援を具現化することは困難で

材料特性を評価した結果について報告する。

あった。被災者がどこにいて、どのようなニーズを持っ
ているのかを把握することが困難であったためである。

第４会場（４０３）

16:00 〜 17：00

の声を基に、災害時の福祉用具支援の方法を検討する

制度・災害対応
座長：岩崎 満男（株式会社ファースト・ウェルフェア）
23-4-3-1

鈴木 基恵 	

( 横浜市総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ )

認知症高齢者を対象とした介護保険制度の住宅改修と福
祉用具に対する要望 〜介護支援専門員へのアンケート調
査から〜
介護保険制度における住宅改修は目的を移動の円滑化
と転倒予防としており、顕著な身体機能低下が認められ
ない認知症高齢者を想定していない。そこで、介護保険
制度の実務中心者である介護支援専門員に対し、認知症
高齢者の住環境整備の取り組みに関する現状と意識の把
握を目的に調査を行った。調査期間は 2016 年 11 〜 12
月。配布数 647 通、回収数 130 通。今回、住宅改修と
-32-

そこで、本研究では、実際に協会が支援した被災者の生
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（４０５）

  10:00 〜 11：00

インタラクティブセッション（1）
23-IS-1-1

水本 雄介

（兵庫県立ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ中央病院）

排泄関連自助具作製の取り組み
〜片手で自己導尿するために〜
既往に胸髄損傷による対麻痺と今回脳出血により左片
麻痺を呈し、三肢麻痺となった事例に対し、片手で自己
導尿を行うための自助具の開発を行った。車椅子上で自
己導尿するためには片手で下衣を下げ、もう片手でカ
テーテルを挿入する動作が必要である。下衣を下げる片
手の代わりとなる自助具を使用することにより自己導尿

の動作が自力で可能となったため、開発の経緯と今後の
展望について報告する。

採型した臀部形状を 3 次元データ化し、短時間で臀部
形状に近いクッションを使用条件や要望に応じて、利用
者独自のカスタマイズが行えるクッション製作支援シス

23-IS-1-2

片本 隆二（総合せき損ｾﾝﾀｰ 医用工学研究室）

テムの開発を行っている。目的のクッション作成の一連

市販皿を用いた回転プレートの試作と院内利用に向けた

の流れは確認できた。現在、臀部形状のデータを収集し、

調査

ベースクッションやオプションパーツの検討を行ってい

テーブルを回転させさせることで、食べたい皿を手前
に移動できる「回転プレート」を報告する。その目的は

る。また、そのデータを身体の基礎的なデータとしての
活用方法も検討しているので報告をする。

非骨傷性頚髄損傷者の食事支援で、特徴はワンウェイク
ラッチによる逆回転防止である。今回新たに、コスト面

23-IS-1-7

から市販皿を用いること、より多くの方にとって使いや

高齢者・障害者の姿勢を動的に支持するエアクッション

すいように触覚表示を実装した。本報告では院内利用に

の開発〜入手性を高めるために〜

よりフィードバックを得ること目指し実施した、観察や
聞き取り結果を示す。

小林 博光

（総合せき損ｾﾝﾀｰ）

ベッド上での姿勢の調整を行うポジショニングクッ
ションが市販されているが、そのノウハウを体得するこ
とは困難である。また、体位変換は、介護者・被介護者

23-IS-1-3

石濱 裕規

ともに負担が少なくない。そこで、大きさを任意に変え

（医療法人社団永生会 研究開発ｾﾝﾀｰ）
モジュラー型座クッションの開発
座クッションは、本来、個々人の体型・骨盤形状・座
位姿勢・利用目的等に応じた調整がなされるべきである

たり、一定時間ごとに膨縮したりする機能を持つエアポ
ジショニングクッションを開発している。今回は、より
多くの人が入手できるようにするため、市販化とそれ以
外の方法について検討し試作したので報告する。

が、個別調整機能を有した製品に乏しかった。今回、立
体格子状ジェルと脱膜ウレタンフォーム材等の複合利用

23-IS-1-8

松田 健太

により、通気性・除圧性・支持性・耐久性に優れ、かつ
骨盤・下肢保持部品の前後・左右位置・パッド形状・サ
イズ・高さを利用者に応じて可変できる構造を有した座
クッションの開発を進めたので、ここに報告する。

（神奈川県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ ﾘﾊ工学科）
書字・食事用自助具の実用化に向けた取り組み
昨年の本カンファレンスにおいて 3D プリンタを用い
た書字自助具作製の取り組みを紹介した。その自助具を
損傷レベルや身体状況の異なる頸髄損傷者に使用しても

23-IS-1-4

松本 成将      	 ( 川村義肢株式会社 )

らうことで、自助具使用の効果との関係性がみえてきた。

装飾性を考慮した骨格構造上腕能動義手の製作

また、必要に応じて部品を追加することで適応範囲が広

ー第２報ー

がる可能性が示唆されたことから、追加部品を検討・評

昨年、
「装飾性を考慮した骨格構造上腕能動義手の製
作」として発表した。使用者の意見を基に、能動ケーブ

価を継続している。今回、開発の経過と合わせて自助具
を紹介する。

ルの走路・方式の見直し、及び前腕部の挙上アシストパー
ツの追加によって、より操作性の良いものを目指し、改

23-IS-1-9

中村 秀正

良型の製作を試みたので、
今回 ｢第２報｣ として報告する。

（兵庫県立福祉のまちづくり研究所 )
適応型把持機能を有する量産型電動義手の開発

23-IS-1-5

東 真紀

( 平成ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門学校 )

オーダーメイドの食事用自助具に対する効果の検討

本研究では、簡単に製造できる簡易な構造により様々
な把持形状を取れる装飾性に優れた電動義手であるスケ

頚髄損傷を呈し、後遺症として手指機能が全廃してい

ルトン型電動義手について、量産化を念頭により実用的

る症例を担当している。食事用自助具を用いて動作自立

なものへ仕様変更や改良を行っている。 ここでは、スケ

していたが、長年の使用により劣化した為、同型自助具

ルトン型電動義手を量産仕様へ変更した内容について、

の購入を検討した。しかし既製品が合わなかった為、本

直動型ステップモータと義手機能に合わせた新しいグ

人専用の自助具を熱可塑性が高いプラスティック粘土を

ローブを取り入れた量産型試作機の試作と、ユーザーに

使用し作成した。作成時の工夫点や食事動作への影響に

よる動作検証によりその効果を確認したので報告する。

ついて検討した結果を述べる。また、本発表は本人・家
族への説明と同意、院内倫理委員会の承認を得ている。
23-IS-1-6

辻村和見

（神奈川県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 神奈川ﾘﾊ病院 ﾘﾊ工学科）
３D スキャンデータを使用したカスタムメイドクッショ
ンの開発

—第２報—

（４０５）

14:15 〜 15：15

インタラクティブセッション（2）
23-IS-2-1

佐々木 正光

	 （社会福祉法人

恵友会）

当法人のデイサービスセンターと保育園のでの口腔衛生
教育について
当法人の老人デイサービスセンターと保育園に於いて
第 32 回リハ工学カンファレンス in 神戸
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は口腔ケア教育の重要性、必要性を認識し、実践してい

23-IS-2-6

る。このたび、さらにそれを進めるためにどうしていけ

重度脳性麻痺者へのウェアラブルセンサを用いたタブ

山本 暁生

（神戸大学大学院保健学研究科）

ばよいかの考察、試みについて言及していく。

レット端末の利用例
タブレット端末が普及して、車いす上での操作を希望

23-IS-2-2

鈴木 里砂

（常葉大学健康科学部）

する事例が出始めている。アテトーゼ型脳性麻痺児・者

簡易型 EMG バイオフィードバック装置のホームプログ

では緊張の変動に伴う不随意運動が生じると、設定され

ラムへの使用経験

たスイッチの位置をずらしてしまうこともあり、導入に

本研究では , スマートフォンを利用した村岡の開発装

難渋することが少なくない。薄く柔軟なストレッチセン

置による EMG バイオフィードバック訓練を患者自身が

サを入力スイッチとして応用し車いす上でのタブレット

実施し，家庭での実践状況と効果を検討した．対象は膝

操作支援に利用できるか検討を行った。ウェアラブルセ

疾患患者３名．ホームプログラムとして内側広筋への筋

ンサを用いたスイッチ操作の課題について議論する。

電バイオフィードバック訓練を 2 週間のベースライン期
間をとり，計 2 回の 4 週間実施した．平均実施率は 69%

23-IS-2-7

であり，装置を利用した自宅訓練を患者自身が実施する

介護ロボットを活用した介護技術開発支援モデル事業の

ことが可能であった．本発表では装置と共に実施結果を

報告

報告する．

長束 晶夫

（なごや福祉用具ﾌﾟﾗｻﾞ）

昨今、介護人材不足等の問題から介護ロボットの活用
が期待されている。今後さらに介護ロボットの導入・活

23-IS-2-3 西平 貴代美	 ( 手すりについて考える会 )

用を進めていくには、開発のみならず現場に即した導入

公共空間に求められる手すりについての一考察

支援や活用方法の確立と事例の共有が求められる。昨年

駅や公園などの公共空間における手すりの中には、デ

度介護ロボットを活用した介護技術開発支援モデル事業

ザイン性重視など、手すりを必要とする人にとって使い

において介護施設等に見守り機器の導入を行い、介護ロ

づらいものが存在する。そこで障害当事者が中心となり、

ボットを活用した介護技術の整理、活用事例の蓄積、効

手すりの形状や設置位置など、使いづらい手すりについ

果検証及びメーカー等への提言を行ったので報告する。

て調査した。現状の問題点や課題を提示することで、よ
り安全で使いやすい手すりの整備に貢献したい。

23-IS-2-8

岩崎 優（島根大学大学院総合理工学研究科）

ポジショニングを支援するための PAS システムを用いた
23-IS-2-4

圓井 美貴子

不随意運動解析

( 徳島県肢体不自由児者父母の会連合会 )
ちょっと楽が心を癒す「ちょい楽バンド」の検証

制御不能な筋収縮やその他の異常な運動パターンであ
る不随意運動は、コンピュータの入力機器の操作を妨げ

ノーリフトの時代。できれば 100% 抱え上げずに介護

る。PAS システムは、モーションセンサを取り付けた身

したい。人的資源や機器も活用する。でも、私達の日常

体部位の不随意運動について、解析した結果を画面に提

の介護はそれで全てまかなえないのが現状だ。当事者で

示することにより、入力機器の操作に適した姿勢を決定

こそ解るその現状と願いに、
「ちょっと楽」を提供すべ

するポジショニングを支援する。本研究では、これまで

く「ちょい楽バンド」を製作した。手軽でコンパクトな

に計測したデータを用いて、PAS システムの使用方法を

抱っこ紐は携帯に便利で、一番心配な災害時にも有効だ。

紹介する。

抱っこ移乗が必須な重度障害児者介助の「ちょっと楽」
と「ほっと安心」を生む「ちょい楽バンド」を検証する。

23-IS-2-9

麸澤 孝

 	

（全国頸髄損傷者連絡会）

地域生活 20 年、電動車いすの変遷から考える生活と活
23-IS-2-5

田中 芳則

（なごや福祉用具ﾌﾟﾗｻﾞ）

大型キーボードによるタブレット端末への文字入力の試
み

動
重度頸損となり病院、施設生活を終え、地域に出て生
活をはじめたのは 1997 年 5 月。当時は高位の頸損は家

肢体不自由者がタブレット端末を使って文字入力等を

族介護か施設という選択肢か無く地域でて生活をするこ

行う場合、画面に直接 ( キーガードの使用を含む ) 触れ

とは本当にまれでした。1 度の引っ越しを経験し、福祉

て入力する方法と、もう１つは画面に触れずにアクセシ

サービス、住環境、バリアフリーなど大きな変化あり、

ビリティ機能を利用して各種スイッチと文字走査によっ

特に電動車いすを中心とした支援機器の利活用は大きく

て入力する方法があり、現状で他の選択肢はない。そ

生活を向上させた。生活の中での電動車いすの変遷から、

こで新たな選択肢としてトーキングエイドα用大型キー

頸損の生活、旅行、活動について発表する。

ボードを Arduino 及び bluetooth 機器とつなぎ、タブレッ
ト端末用の入力装置として使う試みを行ったので、報告
する。

（４０５）
インタラクティブセッション（3）
23-IS-3-1
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沖川 悦三

（神奈川県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ ﾘﾊ工学研究室）

電話の発信、着信応答するにも多くの操作ステップを要

チェアスキー・エキスパートモデルの市販化

する。試作した支援装置は電話機能に特化しており、長

チェアスキーの開発は 1975 年に神奈川リハで始められ

押しによる１カ所発信、着信応答をスイッチ操作で可能

た。その後、様々な研究開発を継続し、2014 年のソチ

としている。

パラリンピックまえにエキスパートモデルの原型となる
チェアスキーを完成させ、第 29 回リハ工学カンファレ

23-IS-3-6

中村 美子

ンスでその経過を発表した。今回は、その経過を含め選

(( 国研 ) 産業技術総合研究所 人間情報研究部門 )

手の要望を組み入れて市販化したエキスパートモデルを

脳波制御ロボットによる意思伝達システムの開発と臨床

紹介する。

応用
我々は重度の運動機能障がい者のために脳波による意

23-IS-3-2

浅田 晴之

（株式会社岡村製作所）

活動的に動くことができる椅子の評価

思伝達装置「ニューロコミュニケーター」の開発を行っ
ている。現在、本システムの高度化の一環として、従来

急速な高齢化により、高齢者の働く場へ進出が顕著に

のＣＧアバターによる言語情報の伝達に加えて、ロボッ

なってきた。国も高齢者雇用継続のための施策を進め、

トアバターによる非言語情報（ジェスチャー等）の伝達

働く労働者の環境整備や制度設計に注力している。車い

の可能性を検討している。本研究では、このシステムを

すづくりのノウハウを生かしながら、座り心地のよい椅

用いた臨床応用の取り組み、特に脳波解読精度に関わる

子として、座りながら足を使ったスムーズな移動を可能

被験者内要因について報告する。

にしつつ、オフィスに溶け込む洗練されたデザインのも
のを試作した。今回は、様々なユーザーに体験させ、使

23-IS-3-7

亀井 大作（四條畷学園大学 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部）

用シーンや課題について検討した。

簡便な認知機能評価に向けた点打ち課題ソフトウェアの
試作

23-IS-3-3

伊藤 和幸

上肢の巧緻動作や協調動作は加齢や認知症などの認知

（国立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 研究所）

機能の低下と関連するとされる．東大式協調性検査の下

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

位検査の点打ち課題は的の中心に毎秒 1 回のペースで点

フェースの開発 その３

を打つ検査である．単調かつ視線が移動しにくいため，

意思伝達装置等の操作が困難な重度運動機能障害者向

高齢者の脳波測定時の課題や協調性の測定に有用である

けに、簡易な動作でスイッチ操作を可能にするインタ

が，原版は各打刻点に関する詳細データが取れない．そ

フェースの研究開発を行っている。市販の画像距離セン

こで許可を得てソフトを作成したため，原版との比較や

サを用いることで安価な非接触・非拘束なスイッチイン

加速度や脳波の測定結果等とともに有用性を報告する．

タフェースとしている。開発の一環として、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、

23-IS-3-8 熊谷 志子

（三重大学工学研究科）

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

障がい者の主体的な取組みを促し、同時にリハビリ効果

センサの置き場所に対応出来るようなシステムとした。

を得るためのギター演奏補助装置の開発

23-IS-3-4

に、ギター弦を押すことを補助する装置を開発した。健

脳性まひなどで、手先の動きの制御が困難な人のため
藤記 拓也（横浜市総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ）

サーボモータを使用したボタン押し装置の応用事例

常者と同じ方法でギター演奏することを目的とし、ギ

肢体不自由者が家電製品などをそのままでは使用でき

ター弦を押さえる機能と、押さえる位置を任意に選択で

ないとき、家電製品を改造することで対応する場合があ

きるという機能を有する。指先にわずかな力があれば弦

るが、改造が法的などの理由で不可能、あるいは、技術

を押すことができ、理学療法士の監督のもと、楽器の練

的に著しく困難な際に、人間の指の代わりをするデバイ

習を重ねることで、同時に上肢の回復を目的としたリハ

スを家電製品に貼り付けることで、使用できるようにす

ビリ効果を得ることができる装置であることを検証す

る方法がある。筆者らは、サーボモータを応用して指の

る。

代わりをするデバイスを作成し、過去数例に適用した事
例を紹介する。
23-IS-3-5

寺師 良輝

（総合せき損センター）

電話機能に特化したスマートフォン操作支援装置の開発
第２報〜 iOS への対応〜
電話機能に特化したスマートフォン操作支援装置 iOS
対応モデルを試作したので報告する。スマートフォンの
入力支援機器が存在するが、多機能操作を指向しており、

第 32 回リハ工学カンファレンス in 神戸

-35-

■演題概要

2017 年 8 月 24 日（木）

第２会場（４０１）

10:00 〜 11：00

自助具

第３会場（４０２）

   9:30 〜 11：00

住まいづくり

座長：野上 雅子（特別養護老人ホーム 万寿の家）
24-2-1-1

藤澤 義範

座長：鈴木 基恵（横浜市総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ）
24-3-1-1

( 国立高専機構長野高専 電子情報工学科 )
スプレー使用時の力を軽減する自助具の開発

吉村 純一

（株式会社武藤技建）

車いす使用者の住宅改修
車いすを利用している方が自宅の住環境を整えること

我々はスプレーを指先で押して使用できない人たちの

によって外出や排泄など日常生活動作が安全になり、安

ための自助具を開発した．これは，2015 年の福祉機器

心した生活ができるようになった事例を工務店の立場か

コンテスト学生部門で優秀賞を受賞している．てこの原

ら説明します。本人の自立を促し、介護者の負担の軽減

理を利用して手でスプレーを握ることで指先の力がな

を図る住宅リフォームを心掛けています。事例を通して、

くともスプレーを使用することを可能としている．今回

住環境整備のあり方を検討できればと考えます。

我々は，この自助具の開発の経緯について述べるととも
に，定量的にどの程度の力でスプレーを押すことができ

24-3-1-2

室崎 千重

（奈良女子大学）

ているのかについて計測したので，その結果について述

公営住宅の車椅子使用者向け住戸のキッチン整備の実態

べる．

と使いやすさ評価
近年、公営住宅の車椅子使用者用住戸の整備は進んで

24-2-1-2

難波 邦治   	 ( 吉備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ )

間欠式バルーンカテーテル用自助具の開発

いるが、自治体担当者はその使用実態を把握していない。
そこで、本研究では H 県営住宅の自立車椅子使用者向け

脊髄損傷者の排尿管理は、QOL（生活の質）の向上に

住戸に居住する 2 名の当事者のキッチンの使用実態調査

重要な課題である。間欠自己導尿法により排尿を行って

を行い、今後の改善につながる当事者の使用する際の工

いる脊髄損傷者の中には、夜間の就寝時や外出時などは、

夫点と課題を明らかにする。実態調査からは、収納に関

間欠式バルーンカテーテルを膀胱内に留置して排尿が行

わる課題、キッチンの高さに関わる課題が捉えられた。

われている。今回は、間欠式バルーンカテーテル先端の
バルーンを膨らます操作と、バルーンが収縮しないよう

24-3-1-3

神崎 嘉博       	 ( 株式会社 神崎工務店 )

クランプを閉じる操作支援を目的とした間欠式バルーン

家族の介護負担の軽減を目指した住宅改修
生活導線を変えることで生まれる QOL

24-2-1-3

渡辺 崇史

  ( 日本福祉大学健康科学部 )

3D プリンティング技術を用いた食事用自助具の試作

今回、「弟の介護を助けながら、プライバシーも守り
つつ、姉弟三人で楽しく暮らしたい」との依頼から、改

3D プリンティング関連技術を活用することで，複雑

修工事を行う事となった。脳性麻痺である本人は、移動

な形状を有するオーダーメイド品などをデータ化するこ

に関しては車いすが必要。改修前の住まいは、入浴や洗

とができ，再現性のある製作や形状の異なるモデル製作

面への移動と介助に不便を強いられていた。姉達のプラ

ができるようになる．このように “ 多様な個別性に対応

イバシーに配慮し、介護負担の軽減と本人の QOL の向

する ” という，支援機器に求められる課題に対して対応

上を目指し、住まいの機能性を合わせ、設計した施工事

できる可能性をもっている．今回は，実際の食事用自助

例である。

具の製作相談に 3D プリンターを活用した事例を紹介し，
関連技術の有効な活用方法について考察する．

24-3-1-4

西村 顕   	

( 横浜市総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ )

知的障害や発達障害のある子どもに対するテレビへの安
4-2-1-4

一木 愛子

全対策
(( 社福 ) 神奈川県ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業団

知的障害や発達障害のある子どもの中にはテレビ（TV）

地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ支援ｾﾝﾀｰ )

に対する興味や執着がみられる。TV を視聴中に興奮し

失調症状を呈した小児に対する三指つまみ自助具の導入

て画面を叩いてしまったり、衝動的に TV を落としたり

の試み

する行動がみられる場合もある。このような行動が著し

臨床場面において、書字や食事で三指つまみが出来る

い場合は、子どもの安全を守るために TV への安全対策

既成の自助具がないかと探すが良い物が見つからない。

が必要になる。本報告では、これまでに TV 収納を製作

今回、昨年のリハビリテーション工学カンファレンスで

したり、TV を壁面上部に設置したりした事例を検証し、

発表した、３D プリンターを使用し作製した書字や食事

子どもの行動変化や親の対応等について考察する。

などに使える自助具を、それぞれの動作場面で道具操作
時の失調症状で動作困難となっている６歳の女児に導入
を試みた。その結果、それぞれの動作で変化が見られた
ため、自助具の試用効果と今後の課題について報告する。
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24-3-1-5

吉川 和徳
( 一般社団法人福祉用具活用相談ｾﾝﾀｰ )

多職種協働による福祉用具活用相談について

〜（一社）福祉用具活用相談センターの設立とその取り

24-4-1-4

組み〜

中村 孝文
（岡山県立大学 保健福祉学部保健福祉学科）

福祉用具や住宅改修サービスにおける，
相談支援（ソー
シャルワーク）機能，専門相談（コンサルテーション）

嚥下調整食機能評価への嚥下音及び筋電図の応用
嚥下調整食の評価系に嚥下音と筋電図の応用を試み

機能，供給や整備及び施工（サプライ）機能，看護や介

た。甲状軟骨部から嚥下音を、右側顎二腹筋から表面筋

護（ケアワーク）機能，を担うサービス提供者（専門家）

電図を記録した。健常男性 6 名に水、ポタージュ、ヨー

同士，及びそれらサービス提供者とサービス利用者，を

グルト、プリン、ゼリー及び市販の嚥下補助食を嚥下さ

つなぐプラットホームとして，一般社団法人「福祉用具

せた。嚥下音パワーは固形成分の強いゼリー以外は嚥下

活用相談センター」を設立した．リハビリテーション専

対象物の「硬さ」の増加に伴い減少したが、筋活動量は

門職共同利用事業などの取り組みについて報告する．

各嚥下対象物間に差はみられなかった。嚥下音パワーに
よる評価系は流動的食品の評価になりうると考えられ

第 4 会場（４０３）

  10:00 〜 11：00

た。

24

計測・評価
座長：神沢 信行（元 甲南女子大学）
24-4-1-1

太田 博巳 （石川県立いしかわ特別支援学校）

脳性麻痺の子供の身体と重心軸
脳性麻痺の子供へのスパイダーの取り組みから、
「自
らの足で体幹を支え立つの経験がない状態で成長してき
た。」事に気付かされる。体重増で発達が滞るとされて
きたが、自ら重心軸を制御する事を経験しない状態で歩
行補助具の使用が始まり、身体は最も効率的な状態（＝
道具に寄りかかっての軸を作る）に適合する。この延長
上に自立歩行は存在しない。三年間「重心軸をつくる」
という視点で取り組んできた事例の報告。
24-4-1-2

松尾 清美
( 佐賀大学医学部地域医療科学教育研究ｾﾝﾀｰ )

膝当て移乗動作の研究（３）回転盤と膝当てを使った移
乗方法の検討
下肢で安全に歩けない人は、車いすを使えば移動する
ことができ、ベッドから車椅子などへの移乗方法を獲得
すれば自立あるいは介護負担を軽減することができる。
移乗動作時に、膝当てが適切な高さと位置にあれば、前
方へ転落しない安全な移乗を獲得でき、介助者の介助負
担の軽減につながることに着目して、膝当て移乗動作の
研究を継続している。今年度は、膝当てと回転盤を組み
合わせた移乗方法の検討を行ったので報告する。
24-4-1-3

三上 功生      	

( 日本大学 生産工学部 )

頸髄損傷者の体温簡易モニタリング技術の開発に向けた
口腔温と皮膚温の関連性に関する研究

−パイロット実

験−
頸損者が環境の影響による体温変動を起こす事を防ぐ
為には、体温を継続的に測定監視する必要があるが、現
実的に不可能に近い。そこで、測定が容易である皮膚温
から頸損者の口腔温を推定できる可能性を、1 名の被験
者を対象とした人工気候室実験により検討を行った。そ
の結果、頸損者の口腔温と頸部及び胸部皮膚温間との相
関係数が大きかった事から、頸損者の口腔温は頸部及び
胸部皮膚温から推定できる可能性がある事が示唆され
た。
第 32 回リハ工学カンファレンス in 神戸
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「最先端人支援技術」により、誕生しました。
CYBERDYNE株式会社は免荷機能付歩行器オールインワン
の日本総販売代理店です。

〒３０５−０８１８ 茨城県つくば市学園南D25街区１

℡ ０２９−８６９−８４４８
FAX ０２９−８５５−３１８１

%   &#%  &#%0/,.+1-&#%    &#%0/,.+1-  &#
% &#%"  ! &*#    )('$

www.cyberdyne.jp

素晴らしい未来は、適切なテクノロジーによって築かれる 。

CYBERDYNE社は、人とテクノロジーが相互に支援し合うテクノ・ピアサポートを推進する
未来開拓型企業として、これからも挑戦を続けていきます。

広告

www.cyberdyne.jp

CYBERDYNE株式会社
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＆
モジュラー式＆チルリク
⾃操型⾞椅⼦

円背対応 背折れ機能付き
３次元⽴体シーティング

●おくだけシリーズ

ヤザキが 提 案 する抱 え 上 げ ない 介 助

たちあっぷ ® ひざたっち C

２人介助を1人介助ヘ！
者の負担を軽減します！
助
介
し
く
な
を
助
介
げ
上
抱え

特 長 ●介助負担の軽減と腰痛予防

利 用 者が前に倒れる心配がなく、
抱え上げ介 助が不要に
なります。介助者負担を大幅に軽減でき1人介助が実現し、
どなたでも同じ水準で負担の少ない介助ができます。

●ひざ折れの心配なし

クッション付きのひざ当てにより、利用者のひざ折れの心配が
なく、安心して立位保持や移乗ができます。

●様々なシーンで使用可能

コンパクトで丸いベースのため、角度を変えてもベースの角が
ないので、利用者の使いやすい位置に設置できます。
ベッドサイドやトイレなど様々なシーンで使用可能です。

■本社 福祉介護機器部
〒422-8519

静岡県静岡市駿河区小鹿2ー24ー1

▲ 回転式

▲ 固定式

お問い合わせ・
製品案内はこちらから
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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、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、兵庫県、神戸市、
一般社団法人兵庫県理学療法士会、一般社団法人兵庫県作業療法士会、一般社団法人兵庫県言語聴覚士会、兵庫県社
会福祉協議会、神戸市社会福祉協議会、社会福祉法人日本ライトハウス、神戸学院大学、神戸芸術工科大学（順不同）

協

賛

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）、ＴＲＥＡＴＳ（台湾リハビリテー
ション工学協会）、公益社団法人日本リハビリテーション医学会、一般社団法人ライフサポート学会、一般社団法人
日本生体医工学会、一般社団法人日本機械学会、一般社団法人日本ロボット学会、公益社団法人計測自動制御学会、
一般社団法人日本義肢装具学会、バイオメカニズム学会、一般社団法人日本特殊教育学会、日本生活支援工学会、特
定非営利活動法人ヒューマンインタフェース学会、日本地域福祉学会、公益社団法人日本理学療法士協会、一般社団
法人日本作業療法士協会、公益社団法人日本社会福祉士会、公益社団法人日本看護協会、一般社団法人日本言語聴覚
士協会、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、特定非営利活動法人 DPI
日本会議、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
頸髄損傷者連絡会、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（順不同）

同時開催
i-CREATe 2017
ＷＫＣフォーラム

企画展示協力
公益財団法人 兵庫県障害者スポーツ協会
日本リハビリテーション工学協会車いす SIG

協

力

世界保健機構健康開発総合研究センター（ＷＨＯ神戸センター）
神戸ユニバーサルツーリズムセンター

-42-

第 32 回リハ工学カンファレンス in 神戸

実行委員会
【大会長】
相良

二朗 （神戸芸術工科大学／兵庫県立福祉のまちづくり研究所／（一社）日本リハビリテーション工学
協会

顧問）

【実行委員長】
中村

俊哉 （兵庫県立福祉のまちづくり研究所／（一社）日本リハビリテーション工学協会

理事）

【実行委員】
北川

博巳 （兵庫県立福祉のまちづくり研究所）

大森

清博 （兵庫県立福祉のまちづくり研究所）

福元

正伸 （兵庫県立福祉のまちづくり研究所）

野上

雅子 （
（社福）兵庫県社会福祉事業団

島本

卓

土田

浩敬 （兵庫頸髄損傷者連絡会）

松田

靖史 （川村義肢株式会社）

杉本

昌子 （パシフィックサプライ株式会社／（一社）日本リハビリテーション工学協会

増田

和茂 （公益財団法人 兵庫県障害者スポーツ協会）

神沢

信行 （元 甲南女子大学）

金井

謙介 （The Light on Design Project ／（一社）日本リハビリテーション工学協会

鈴木

寿郎 （
（一社）日本福祉用具評価センター）

野田

和惠 （神戸大学医学部保健学科）

糟谷

佐紀 （神戸学院大学／（一社）日本リハビリテーション工学協会

特別養護老人ホーム

万寿の家）

（兵庫頸髄損傷者連絡会）

理事）

理事）

関西支部事務局長）

黒田大治郎 	 ( 明石市地域自立支援協議会／障害程度区分認定審査会／（一社）日本リハビリテーション工学
協会
長倉

関西支部長 )

寿子 （医療法人社団

順心会

順心リハビリテーション病院／（一社）兵庫県作業療法士会

東山なおみ （株式会社

NHK グローバルメディアサービス）

岡村

英樹 （有限会社

サニープレイス）

岡田

弥

（社会福祉法人

代表理事）

日本ライトハウス情報文化センター）

（順不同）
【大会オブザーバー】
（一社）日本ﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ工学協会

カンファレンス担当理事

剣持

悟

（川村義肢株式会社）

宮野

秀樹 （兵庫頸髄損傷者連絡会／ NPO 法人 ぽしぶる）

i-CREATe2017 大会事務局長
赤澤

康史 （兵庫県立福祉のまちづくり研究所）
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