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6/24 13：30～17：00金 6/25 10：00～17：00土 6/26 10：00～16：00日

福祉機器展示（防災関係の展示あり）・相談・各種セミナー

第15回

高知ふくし
機器展

年をとっても、障害を持っても「自分らしく暮らしたい！」そんな

当たり前の想いが実現できる高知を目指して、

高知福祉機器展は開催されています。

主催●高知福祉機器展実行委員会・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

事務局
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福祉車両ブース
屋外プラザ東屋根付駐車場

「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！

高知福祉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。

●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

紙一枚でできる簡便なものから、ハイテ
ク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。

「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、就学
や就労のことなど、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

●おふろ1F
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

「家のおふろが一番 !!」誰
もがそう思えるように、入
浴用具のことから入浴方法
まで、スタッフが一緒に考
えていくブースです。

●おしりまわり1F
おむつ各種・ポータブル
トイレ・ストーマ関連機
器・スキンケア用品など

「その方に合った排泄用具
の選び方や、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、杖や歩行器の調節も
とても大事です。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。

シーティングクリニック2F
あなたの座り方一度チェックしてみませ
んか？車いす、本当に体に合っています
か？〝座りにくい、不安定、体が崩れる、
操作がしにくい、褥瘡ができた〟買い替
えや作り替えにも専門スタッフが対応し
ます。お尻の圧測定も行えます !! お気軽
にご相談ください。

●らくらく介護2F
ベッド、マット、移乗用具、リフ
ト、ポジショニングピローなど

「介護者がしんどいと介護を受
ける人もしんどいよね」を知っ
てもらいたい！「楽」な介助
で「楽しい」生活を実現する
ブースです。

●防災2F
防災お役立ちグッズ、防災時に役立つ福祉機器など

南海トラフ大地震…あなたは備えてますか？　今見
ておく、知っておく、考えておくだけで、その時の
対応は必ず変わります。防災関連の福祉機器展示、
日常生活用品を使った防災知識、震災後を生き抜く
術の提案、防災ミニセミナー行います。ブース内で
一緒に考え、備え、自分のいのち、みんなのいのち
を守りましょう。

●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。

●キッズ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。

イチオシ

スタッフ約 300 人！「自分らしく」を応援します !

●暮ら住ま1F
手すり・スロープ・段
差解消機・床材など

暮らしやすい住まいを
目 指 し て！ 実 物 を 見
て、触れていただき、
よりよい住宅環境のた
めに一緒に考えます。

●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。

●つどいの
スペース５F
メッセージツリー
希望の樹

みんなで集いあえ
るスペースです。
みんなの夢や希望
で「希望の樹」を
大きく育てよう！

●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。

●口腔ケア3F
歯ブラシ、スポンジ、保湿剤など
口腔ケア用品

人生最大の楽しみの食事を大切に、
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。



❶床ずれ防止用具の正しい選択と
使用方法
●時間：14：00 ～ 15：30
●講師：JASPA 床ずれ防止用具部会  加盟各社選抜講師
●定員：50 名　●受講料：2000 円
床ずれ防止用具は、ご利用者様の身体状況や介護環境、体動能
力などに応じて適切に選択・使用をしなければいけません。床
ずれ防止用具の代表的な素材の長所だけではなく、短所も含め
た特性や選択方法、メンテナンスの裏ワザ、実践研修など盛り
沢山な内容でお届けします。

❷知って欲しい！中鎖脂肪酸
〜認知症にもメタボにも大切なのは油だった！〜
●時間：13：30 ～ 14：30
●講師：日清オイリオグループ（株）　鈴木秀樹氏
●定員：40 名　●受講料：500 円
油って、あんまり食べない方がいいと思っていませんか ? すで
に病院でも使われている新しい油の機能について一緒に聞いて
みませんか。

❸一連の排泄動作を考える　
〜ポータブルトイレ使用編〜
●時間：14：00 ～ 15：30
●講師：高知福祉機器展おしりまわりブーススタッフ
●定員：30 名　●受講料：1500 円

「排泄動作」とはどこから始まるのでしょう ? 尿意・便意を感じ
た時です。使用する方をポータブルトイレに合わせるのではな
く、ポータブルトイレを使用する方に合わせて調節する方法や
姿勢、動作、介助方法など実技を交えながらお伝えしていきます。
☆動きやすい服装でお越しください。

❹口の中はふしぎがいっぱい！
お口の機能を考えよう！
●時間：18：30 ～ 20：30
●講師：国立モンゴル医科大学客員教授（歯科医師）　岡崎好秀氏　
●定員：70 名　●受講料：2000 円

「謎解き口腔機能学」の著者で高知県の障がい者診療にも携わっ
ていただいている先生です。食べる（噛む）ことの可能性、摂
食指導など、支援者、家族が知っておきたい基礎知識を一緒に
学んでみませんか。お口に関する質問にもお答えいただきます。

❺用具を使ってらくらく介助
●時間：9：00 ～ 12：30
●講師： 別府リハビリテーションセンター　作業療法士　山形茂生氏
らくらく介助ブース出展メーカー・スタッフ
●定員：40 名　●受講料：2000 円
スライディングシートやグローブ、ボードなどの福祉用具を使
えばだれでもすぐに快適な介助ができます。対象者の方も気持
ちよく健康に過ごせる体を保つために必要なケアを一緒に学び
ましょう。

❻「移乗用具は簡単！快適だね！」を
伝えよう
●時間：9：00 ～ 12：00
●講師：別府リハビリテーションセンター　作業療法士　山形茂生氏　
●定員：20 名　●受講料：3000 円
●対象：病院、施設、在宅のケア現場や学校などで使い方を伝
える機会がある方、福祉用具業者の方など
リフトや移乗ボード、職場でも使って欲しいけど、広まらない。
買ったけど使われてない、こんなことで悩んでいませんか？講
義と実技を通して相手の心を動かし用具の活用へつなげる伝え
方のポイントを学びませんか？ 

❼認知症の方の排泄ケア
●時間：10：00 ～ 12：00
●講師：高知福祉機器展おしりまわりブーススタッフ
●定員：40 名　●受講料：2000 円
●対象：医療・福祉関係の専門職の方
おしっこ、うんちのサインを見逃すな ! その方にあった排泄ケ
アを考えていけるよう、事例検討やグループワークを行いなが
ら学んでいきます。

❽本人の力を最大限に引き出す
強化の原理
〜注意せず、やる気とモチベーションを高める方法〜
●時間：11：00 ～ 12：30
●講師：須崎くろしお病院　言語聴覚士 / 高知言語教育 ABA 研
究会代表　森下浩充氏
●定員 100 名　●受講料：1500 円
褒めてのばす！近年よく聞かれますが、単純に褒めるだけでは
その効果を実感できないことがよくあります。明日から使える
具体的な知識や、褒める技術を学び「褒めてのばす」を実現し
ませんか？

❾生き生きと過ごすシニアライフ
〜サルコペニアについて〜
●時間：13：00 ～ 14：00
●講師：ネスレ日本（株）ネスレヘルスサイエンスカンパニー　林篤男氏
●定員：40 名　●受講料：500 円
筋肉が減ってくるサルコペニア。食事と運動の関係からサルコ
ペニア予防について一緒に考えてみましょう。お達者人生を送
るために、今からできる対策をお伝えします。

❿重度障害者の意思伝達装置、
入力スイッチとその導入手順
●時間：13：00 ～ 15：00
●講師：パナソニックエイジフリー株式会社　ケアプロダクツ
事業部　松尾光晴氏
●定員：30 名　●受講料：1500 円
難病、脳機能障害、交通事故などで話したり書いたりすること
が出来なくなった方のコミュニケーション手段のひとつ「重度
障害者用意思伝達装置」その導入には入力スイッチの適合など
様々な課題があります。入力スイッチの適合・練習方法と、様々
なコミュニケーション機器の紹介と選定方法について分かりや
すく紹介します。

⓫褥瘡・創傷・足病予防のための地域
作り※このセミナーは高知福祉機器展と土佐足研究会のコラボセミナーです！
●時間：14：00 ～ 17：00
●講師：高岡駅南クリニック院長　塚田邦夫氏
　総合医療希望クリニック院長　堀田由浩氏
　高知赤十字病院形成外科部長、土佐足研究会代表　中川宏治氏
●定員：100 名　●受講料：3000 円
褥瘡創傷を治療することはもちろん、それだけでなく地域へ飛
び出し「地域力」をあげるために活動されている３名の先生方
のお話を聞きます。この３名の先生のお話を一度に聞けるめっ
たにないチャンスです！ 

⓬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？〜
●時間 14：00 ～ 15：35
●講師：高知福祉機器展おしりまわりブーススタッフ（おむつフィッター）
●定員：30 名　●受講料：1800 円
おむつの事、まずはこれだけは知っておいてほしい！おむつの
基礎知識を身につけよう。

⓭住み慣れたおうちで暮らす
〜住環境における安心安全な生活動線とは?〜
●時間：15：00 ～ 16：00
●講師：矢崎化工株式会社　高松支店　吉本隆志氏
●定員：40 名　●受講料：500 円
どうして転倒は起こるの ? 家の中で安全にそして、安心した生
活を送っていただけるように、住環境整備について福祉用具や
事例紹介を交えて解説します。
 

⓮（株）タイカプレゼンツ　
　清水宏保氏講演会
●時間：10：00 ～ 11：30
●講師：元スピードスケート金メダリスト　清水宏保氏　
●定員：100 名　●受講料：1000 円
現在、デイサービス・訪問看護ステーションを運営する元五輪
金メダリスト清水宏保さん。アスリートのノウハウを活かした
地域包括ケアとは？！

⓯重い障がいのある人のコミュニ
ケーション支援を考える
〜より良い支援の実現を目指して〜
●時間：10：00 ～ 12：00
●講師：早稲田大学 人間科学学術院 教授　畠山卓朗氏
●定員：40 名　●受講料：2000 円
人と人を繋ぐコミュニケーションの本当の意味での大切さ。重
い障害があってもコミュニケーションができる！その実現方法
を長年のコミュニケーション支援の経験からご紹介させていた
だきます。

⓰重度障害と共に…自分らしく生きる！
〜１人暮らし・仕事・活動・その気になれば何でもできる〜
●時間：13：00 ～ 15：30
●講師：NPO 法人ぽしふる事務局長　宮野秀樹氏
　自立センターアライズ　村田一平氏
●定員：100 名
●受講料：2000 円（当事者とその家族、学生は無料）
頸髄損傷で重度障害を持ちながら一人暮らし…それだけでなく
仕事など、日々活躍されているお二人にどのように生活してい
るのか具体的なお話をお聞きします。お二人からメッセージを
いただきながら、みんなでディスカッションしたいと思いま
す！それぞれの可能性を拡げるためにぜひご参加ください。

⓱摂食・嚥下障害への援助　
〜急性期、回復期、維持期、在宅までの関わり〜
●時間：13：00 ～ 15：00
●講師：栄養飲み込みブース言語聴覚士
●定員：40 名　●受講料：2000 円
こんな関わり方があるの ? 入院→退院→在宅までのそれぞれの
ステージで食べる・飲み込みが難しい方に対して、言語聴覚士
がどのように関わっているかを一緒に勉強しませんか ?

⓲車いす座位の理解と姿勢の直し方
〜車いす調節の考え方〜
●日時：6 月 25 日（土）13：30 ～ 15：00
●日時：6 月 26 日（日）13：30 ～ 15：00
●講師：高知福祉機器展　車いすブーススタッフ
●定員：40 名　●受講料：2000 円
車いすに座った方の姿勢を意識し、考えたことがありますか？
あなたの気づきで、対象者の人生を変えることが出来るかもし
れません！！姿勢を正すことで車いす利用者の方が楽に過ごせ
ることを実感してください。私たちと一緒に基本的な車いす調
節の考え方を学んでみませんか？（２日間同じ内容です）

主催●高知福祉機器展実行委員会・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・日本リハビリテーション工学協会
後援団体●高知県・高知県教育委員会・高知市・高知市教育委員会・安芸市・香美市・香南市・南国市・土佐市・いの町・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・高知シティエフエム・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・近森病院附属看護学校・高知開成専門学校

※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。また、全てのセミナーが
事前申込制となっております。詳細については、個別セミナー案内チラシをご覧ください。

対象；❻❼をのぞき一般の方・どなたでも受講できます。※会場は全て県立ふくし交流プラザです　

高知福祉機器展セミナーのご案内

6 月 25日（土）

複数日程

6月 24日（金）

6月 26日（日）


