
「介護・福祉」+「慢性期医療・高齢者医療」+
「看護・訪問看護」+「在宅医療」の総合見本市
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4月18日（木）▶20日（土） インテックス大阪Osaka Metro・ニュートラム「中ふ頭駅」下車すぐ

バリアフリー展／慢性期医療展／看護未来展／在宅医療展事務局
〒540-0008　大阪市中央区大手前1-2-15　（株）テレビ大阪エクスプロ内　TEL：06-6944-9913　FAX：06-6944-9912　E-mail：infobmk2019@tvoe.co.jp
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※会期中は駐車場が非常に混雑するものと予想されます。できる限り公共交通機関をご利用ください。
※身体障がい者用の優先駐車場があります（スペースに限りがございます）。
　4月20日（土）は16：00までのご利用となります。
※Osaka Metro・ニュートラム「コスモスクエア駅」より無料シャトルバス運行。 
　リフト付福祉車両もございます。 満席の場合はご乗車いただけません。

インテックス大阪
〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-5-102 会場案内
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●おむつコーナー 〈主催：むつき庵・（株）はいせつ総合研究所〉　　●福祉用具相談コーナー 〈協力：（一社）ナチュラルハートフルケアネットワーク/（一社）日本ノーリフト®協会〉
●低糖質食品・高たんぱく食品コーナー 〈協力：サラヤ（株）〉　
●言語聴覚士（ST）による摂食・嚥下、コミュニケーションの相談コーナー 〈協力：（一社）大阪府言語聴覚士会〉　
●在宅医療展企画コーナー 〈協力：（一財）在宅ケアもの・こと・思い研究所〉

2
号館

●起震体験コーナー 〈協力：大阪市消防局〉　●高齢者・障がい者のネイル体験コーナー 〈協力：NPO法人日本福祉ネットワーク協会〉
●飲食コーナー

スカイ
プラザ

●世界のバリアフリー機器コーナー 〈協力：NPO法人日本アビリティーズ協会〉 ●認知症の家族支援コーナー 〈協力：（公社）認知症の人と家族の会 大阪府支部〉
●認定NPO法人福医建研究会 快居の会／住まいのバリアフリー相談 ●書籍販売コーナー （※1号館にも設置）

3
号館

●要援護者の防災コーナー 〈協力：プチハウスなな／LLPユニバーサルデザイン企画〉
●大阪市援助技術研究室（特別展示：生活に便利な用具たち！～身近なものでできる工夫と最新技術の応用～）
●「かかりつけ薬剤師」を知っていますか？ 〈協力：（一社）大阪府薬剤師会〉
●自助具相談コーナー 〈協力：NPO法人自助具の部屋〉　　　　　 ●ICT広場 〈協力：（一社）日本支援技術協会〉
●リハビリテーション相談コーナー 〈協力：（公社）大阪府理学療法士会〉　●介護保険・ケアマネジメント相談コーナー 〈協力：（公社）大阪介護支援専門員協会〉
●生活の中のちょっと困ったこと相談コーナー 〈協力：近畿作業療法士連絡協議会〉　●高齢者作品展示コーナー 〈協力：NPO法人日本福祉ネットワーク協会〉
●大阪府内 障がい者施設商品のバザー 〈（社福）大阪府社会福祉協議会／大阪授産事業振興センター〉
●高齢者・障がい者の権利擁護コーナー 〈（社福）大阪府社会福祉協議会　大阪後見支援センター〉

4
号館

●目の見えない方・見えにくい方のための展示コーナー 〈企画：（社福）日本ライトハウス〉　　●介護ロボット情報コーナー

5
号館

インテックス
プラザ

福祉車両　　車いす　　杖　　歩行器・歩行車　　住宅設備　　手すり・建材　　スロープ　　リフト・昇降機　　入浴機器
トイレ　　家具　  介護予防・リハビリ機器・健康機器　  口腔ケア　  介護用品　  おむつ　  排せつ関連　　靴・衣類　  ユニフォーム　　
自助具　  食器　　ベッド・マット・クッション　　コンピュータシステム　　補聴器　　視覚障がい者向け製品　　介護ロボット　　
コミュニケーション機器　　見守り・ナースコール　　介護食・療養食・高機能食品　　配食サービス　　介護関連サービス　　書籍　　
医療用機器　　在宅医療用製品　　ジェネリック薬品　　寝具　　腰痛予防用品　　介助者・看護師向け製品　　施設用資材　　
施設用設備　　除菌・消臭関連　　セキュリティ関連製品　　防災対策製品　　検定試験　　病院・施設・学校・協会PR　など

▼イベントステージ タイムスケジュール●安心・安全の車いす相談点検コーナー
　〈協力：（一社）日本福祉用具・生活支援用具協会（JASPA）（車いす・姿勢保持部会）、
 （一社）日本福祉用具評価センター（JASPEC）、車いす安全整備士養成講座実行委員会〉
●プラネット福祉用具アワード受賞製品コーナー 
　〈協力：福祉用具プランナー研究ネットワーク（プラネット）〉

●ダイエー補助犬ふれあい教室
　〈協力：（株）ダイエー、認定NPO法人全国盲導犬施設連合会、（社福）日本ライトハウス、
　　　 （社福）日本聴導犬協会、（社福）日本介助犬協会 （順不同）〉
●セミナー「車椅子の安心安全点検と利用方法、福祉車両の安心安全利用について」
　〈協力：（一社）日本福祉用具・生活支援用具協会（JASPA）（車いす・姿勢保持部会）、
 （一社）日本福祉用具評価センター（JASPEC）、（一社）日本自動車工業会 福祉車両部会〉
●プラネット福祉用具アワード受賞製品プレゼンテーション
　〈協力：福祉用具プランナー研究ネットワーク（プラネット）〉

イベントステージ

11：30～13：00

13：30～14：30

セミナー「車椅子の安心安全点検と利用方法」

15：00～16：30

10：30～11：30

12：00～13：30

14：00～15：00

15：30～17：00

栄養ケア・口腔ケア
ゾーン

施設設備ゾーン

感染対策ゾーン

健康増進ゾーン

リハビリ・ヘルスケア
ゾーン

ホスピタルゾーン

看護支援システム
ゾーン

ご家庭で眠っている食品をインテックスプラザへお持ちください。（注）
ご提供いただいた食品は、福祉施設などへの支援に活用させていただきます。

フードドライブ開催！
（注）常温保存ができ、賞味期限まで
　　1カ月以上あるもので未開封のもの協力：(株)ダイエー、認定NPO法人ふーどばんくOSAKA

詳しくはホームページへ。

※掲載内容は2月21日現在のものです。事前の予告なく内容を変更または中止する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
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見守り支援ゾーン 介護ロボットゾーン

ダイエー補助犬ふれあい教室

ダイエー補助犬ふれあい教室

ダイエー補助犬ふれあい教室

ダイエー補助犬ふれあい教室

プラネット福祉用具アワード
受賞製品プレゼンテーション

セミナー「車椅子の安心安全点検と利用方法、
福祉車両の安心安全利用について」

4/18（木） 4/19（金）・4/20（土）
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社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会・テレビ大阪・テレビ大阪エクスプロ
一般財団法人 大阪府地域福祉推進財団

主 催
共 催

主 催

主 催

慢性期医療展実行委員会〔日本慢性期医療協会・テレビ大阪・テレビ大阪エクスプロ〕

公益社団法人 大阪府看護協会・一般社団法人 大阪府訪問看護ステーション協会
テレビ大阪・テレビ大阪エクスプロ

看護未来展実行委員会

2019
第9回

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

ロカボ食品とは…
適正な糖質量を摂取することで血糖上昇
を抑え、「おいしく、楽しく食べて健康にな
れる食事法＝ロカボ」をいつもの食事と置
き換えることでカンタンに実現できる低糖
質な食品のことです。
詳しくは2号館
「低糖質食品・高たんぱく食品コーナー」へ



会議室F（6号館 2階） 定員120名　公式サイトより事前登録が必要特別講演 受講無料 （一部除く）

ホールG
（6号館 ５階）

定員200名　公式サイトより事前登録が必要

特別講演

国際会議ホール 定員300名　公式サイトより事前登録が必要 受講無料特別講演

日本慢性期医療協会セミナー（1号館セミナー会場） 定員180名　公式サイトより事前登録が必要 受講無料
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（一社）日本作業療法士協会 会長　
中村 春基氏

第2会場（1号館）

在宅生活での、自立支援を支える
介護ロボットのアイディアとは！！
～日本作業療法士協会における、
介護ロボットのニーズ・シーズ
連携協調協議会全国設置・運営業務の報告～

（一財）在宅ケアもの・こと・思い研究所

専門職としての
ナラティブ看護の実践に
向けて
～物語る認知症ケア倫理のススメ～

●パネリスト
　・厚生労働省 老健局高齢者支援課 担当者（予定）
　・（一社）全国福祉用具専門相談員協会 理事長  岩元 文雄氏
　・（公社）大阪介護支援専門員協会 会長  濵田 和則氏
　・（公社）関西シルバーサービス協会 理事長  記虎 孝年氏
●コーディネーター
　横浜市総合リハビリテーションセンター
　地域リハビリテーション部 部長  渡邉 愼一氏

介護保険における施策動向（仮）

2019年これからの介護保険、
福祉用具の活用について

（株）あおいけあ 代表取締役　

加藤 忠相氏

介護する・される関係から“おたがいさま“へ
～あおいけあ流 介護の世界～

神戸学院大学 
総合リハビリテーション学部 教授　
備酒 伸彦氏

生きるを支えるケア
～今のケアを疑ってみる、考えてみる～

厚生労働省
社会・援護局障害保健福祉部企画課
自立支援振興室　
福祉用具専門官

障害保健福祉施策の
動向と補装具費支給制度

桜美林大学大学院老年学研究科 教授
（一社）全国福祉用具専門相談員協会 理事　
白澤 政和氏
（一社）神奈川県作業療法士会 顧問
（一社）全国福祉用具専門相談員協会 理事　
渡邉 愼一 氏　　　　他

ふくせんシンポジウム2019
「福祉用具専門相談員への提言」 
～平成30年度制度改正と
更新研修（ふくせん認定）を通して～

（公財）テクノエイド協会　
企画部長  
五島 清国氏

福祉用具・介護ロボットに係る
取り組み、最新情報

（一社）ナチュラルハートフル
ケアネットワーク 代表理事 
（一社）日本ノーリフト®協会 理事　
下元 佳子氏　　他

排泄用具の情報館むつき庵 
所長　浜田 きよ子氏
副所長　熊井 利将氏

ノーリフトとポジショニングで
自立支援と廃用性予防の実践

山口県立大学 副学長 
山口県立大学大学院 
健康福祉学研究科 教授　 
田中 マキ子氏

ポジショニング入門
～ポジショニングセレクターってなに？～

13：00～　映画上映
「徘徊 ママリン８７歳の夏」
14：30～　講演
「認知症がやってきた！（仮）」

おむつを詳しく学び、
おむつ検定に挑戦

琉球大学医学部附属病院 
地域医療部 臨床倫理士
（倫理コンサルタント）　
金城 隆展氏

（一社）日本ノーリフト®協会 
代表理事　保田 淳子氏
デンマークの作業療法士 
Brehms Spilerdug社
副社長
Helle Buggeskov（ヘレ・ボッケスコウ）氏

（公社）関西シルバーサービス協会

（社福）大阪府社会福祉協議会 （一社）全国福祉用具専門相談員協会

（公財）結核予防会複十字病院
呼吸ケアリハビリセンター付部長　
千住 秀明氏

呼吸リハビリテーションの
普及に向けて

大阪市援助技術研究室

(株)ウィードメディカル

酒井 章子氏

（一財）大阪府地域福祉推進財団

（公社）大阪府看護協会

あなたは最期を
どこで迎えたいですか 
～人生の終わりの願いごと～
淀川キリスト教病院
緩和医療内科 
主任部長  
池永 昌之氏

（一社）大阪府訪問看護ステーション協会
平成30年介護報酬改定のその後
（一社）日本介護支援専門員協会 副会長 兼 事務局長
（公社）大阪介護支援専門員協会 会長　濵田 和則氏

（公社）大阪介護支援専門員協会

基調講演

厚生労働省 老健局担当官（予定）

次期介護保険法等の
改正の動向について

（一財）大阪府地域福祉推進財団

●参加費 : 2,000円
※当日会場でのお支払いとなります。

１．基調講演（１５：００～）

２．パネルディスカッション（１５：４５～）
厚生労働省 老健局高齢者支援課 担当者（予定）

座長 ：
平成リハビリテーション専門学校　
専任教員 
青木 崇氏

講師 ：
世田谷記念病院 言語聴覚士
堺 琴美氏

サルコペニアと嚥下障害
嚥下リハビリテーションの
新しい視点

有料 無料

有料

定員100名　当日会場受付 受講無料

セミナー
4
月
18
日
㊍

15：30～16：30

長尾クリニック 院長　
長尾 和宏氏

第3会場（1号館）

町医者が語る
在宅医の選び方

日本慢性期医療協会

日本慢性期医療協会 会長  
武久 洋三氏

超高齢化社会での医療介護
体制を考える

デンマークと日本における
医療・介護職の腰痛予防対策
協力 ： 豊島（株）
後援 ： （公社）関西シルバーサービス協会
（以下50音順）
（株）いうら、（株）ウェルパートナーズ、シーマン（株）、
積水ホームテクノ（株）、（株）ダイレオ、（株）帝健、
（株）プラッツ、（株）ミクニライフ＆オート、（株）モリトー

（一社）日本ノーリフト®協会/
（一社）ナチュラルハートフルケアネットワーク

ノルディックウォーキングで
健康寿命を延ばそう！ 
日本ノルディック・ウォーク学会 会長 
松谷 之義氏
天理大学 体育学部 教授 
中谷 敏昭氏

日本慢性期医療協会

　  

●参加費 : 無料
●資料代 : 500円（会員）1500円（非会員）
●お問合せ／お申込み
　（公社）大阪介護支援専門員協会 事務局
　TEL：06-6943-0577（平日：10：00～18：00）
　http://www.ocma.ne.jp/

●検定受験料 : 500円
※テキスト代含む。
当日会場でのお支払いとなります。本来検定料は1,500円
ですが、今回はテキスト代も含めて500円です。

福祉用具プランナー研究ネットワーク
理事
（株）仁済　取締役
依田 学氏

福祉用具で劇的に変える安全な環境 
～福祉用具使用時に起こる対象者と
ケアスタッフへの影響～

福祉用具プランナー研究ネットワーク

住まいと介護研究所 所長
谷口 昌宏氏

福祉用具の選択と福祉用具を
活用した楽な介助方法を
学びましょう。

リハビリセミナー

座長 ：
博愛記念病院 リハビリテーション部長
池村 健氏

講師 ：
平成リハビリテーション専門学校　
専任教員  
細川 雄平氏

今後の排泄リハビリテーションは
作業療法士・理学療法士が
鍵を握る！！

リハビリセミナー

座長・講師 ：
多摩川病院 理事長
矢野 諭氏

講師 ：
岸和田平成病院 看護師長
竹田 久美氏

看護師特定行為研修　
課題と展望

特定看護師セミナー

座長 ：
医療法人社団和恵会 理事長  
猿原 大和氏

講師 ：
富家病院 理事長　
富家 隆樹氏

介護分野での
新たな期待　
介護外国人の未来

外国人技能実習セミナー

座長 ：
新仁会病院 院長 
鹿島 洋一氏

講師 ：
TMGあさか医療センター 
脳卒中・てんかんセンター センター長 
久保田 有一氏

超高齢社会の
てんかんを考える

認知症セミナー

座長 ：
平成医療福祉グループ 診療本部長  
井川 誠一郎氏

講師 ：
小豆畑病院 病院長　
小豆畑 丈夫氏

超高齢化社会における
新しい地域医療のあり方
在宅医療と救急医療の連携について

慢性期救急セミナー

座長・講師 ：
日本介護医療院協会 会長　
鈴木 龍太氏

講師 ：
日本介護医療院協会 副会長　
猿原 大和氏

介護医療院の役割と未来
介護医療院セミナー

堺 琴美氏 細川 雄平氏 矢野 諭氏 富家 隆樹氏 久保田 有一氏 小豆畑 丈夫氏 鈴木 龍太氏

映画上映会と講演会

かとう　 ただすけ



ワークショップ　第1会場（1号館） 定員100名　当日会場受付 受講無料

ワークショップ　第2会場（1号館） 定員100名　当日会場受付 受講無料

ゾーン　プレゼンテーションセミナー（5号館） 定員30名　当日会場受付 受講無料

4
月
18
日
㊍

12：30～13：30

介護ロボット介護ロボット介護ロボット
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ワークショップ　第3会場（1号館） 定員100名　当日会場受付 受講無料

ワークショップ　第4会場（1号館） 定員100名　当日会場受付 受講無料

ワークショップ（2号館） 定員60名　当日会場受付 受講無料
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日本マイクロソフト（株）
技術統括室　
プリンシパルアドバイザー  
大島 友子氏

AIが変える障害のある人の生活

（公財）浅香山病院
認知症看護認定看護師
三好 豊子氏

副会長 
道明 雅代氏

家族のための認知症ケア
～認知症の方が安心できる
コミュニケーションについて～

（株）タムラプランニング＆オペレーティング
代表取締役 
田村 明孝氏

高齢者住宅・施設の現状と課題

神戸学院大学 総合リハビリテーション学部 
作業療法学科 教授  
古田 恒輔氏

自立支援と福祉用具による環境整備　
ー片麻痺の移乗動作と環境整備ー

高齢者に関わる介護職が
知っておきたい
薬の基礎知識

（株）ワイズトライン　
やわらリハビリ訪問看護ステーション　
代表取締役兼所長　
山崎 貴峰氏

介護者のお身体にも
配慮した介護技術講習会

営業事業部 課長　
髙田 良平氏

介護ICT、IoTの現状と
今後のあるべき姿

品川 博之氏

IoT事業部 所長　信國 隆氏

スマートスピーカーと視覚障害者  
声のコミュニケーションが変える
ライフスタイル

（社福）聖風会 
千種川リハビリテーションセンター
千種川ナーシングホーム
地域福祉課 リハビリテーション係　
係長 理学療法士
唐内 康行氏

(株）第一興商 大阪支店　
谷 英昭氏

（株）バリオン 
介護環境研究所 代表取締役 
金沢 善智氏

うたと音楽を活用した
介護予防教室・関西自治体に
おける先進事例について

人と機器の協働　
～身体に負担の少ない支援を目指して～

住環境整備と福祉用具
サービス計画書の書き方

経営戦略局クリエイティブ事業部
シニアプロデューサー
青木 雄志氏

VRが変えるソーシャルスキルトレーニング
～発達障害者支援における
マネジメントコスト削減事例～

ＮＰＯ法人日本アビリティーズ協会 会長、
アビリティーズ・ケアネット（株） 
代表取締役会長 兼 社長、
（一社）障がい者差別の禁止・解消を推進する
全国ネットワーク会長、
元内閣府・障がい者政策委員会 差別禁止
部会副部会長、元・早稲田大学客員教授　
伊東 弘泰氏

障がい者差別解消法とバリアフリー化の対策

ＮＰＯ法人バリアフリーカー・
コンサルタント 理事長　
藤野 康典氏
トリックス（株） 技術研究所
マネージャー　
五家 秀樹氏

福祉車両と未来のもの創り

役員室 代表取締役社長　
山本 富造氏

『ゼッタイあなたを喜ばせる
元気になる情報満載！』
新規格『健康寿命延伸は
体調改善機器が必須』

長尾クリニック 院長
長尾 和宏氏

町医者が語る在宅医の選び方
業界団体理事／アクションジャパン（株）
西村 健司氏

転倒・転落骨折の現状と
衝撃緩和用具による対策

ヒヤリハットを知り事故を防ごう
（自立支援用具編）

医療・介護ベッドの事故と対策　
介護ベッドにできること

（株）ライフケア 代表取締役　
一谷 勇一郎氏

デイサービスの組織改革が
生き残り戦略に？！
～「仕組み」と「IT」で
組織は変わり、結果が変わる～

主任研究員　米﨑 二朗氏、
池田真紀氏
その他：ゲスト予定

「見たい、聞きたい！ 訪問看護の世界」
～訪問看護の魅力とは？
新卒育成プログラムのご紹介、
若手ナースからのメッセージ～

生活に便利な用具たち！
～身近なものでできる工夫と最新技術の応用～ 梅花女子大学 食文学部

管理栄養学科　
西村 智子氏主任研究員　米﨑 二朗氏、

池田真紀氏
その他：ゲスト予定

「もっと日本で働きたい」
～外国人労働者の期待と不安～
認定特定非営利活動法人　
外国人看護師・介護福祉士
教育支援組織 理事 
蔵本 孝治氏

（一社）大阪府訪問看護ステーション協会　理事
（株）人といのちの自然学校 
訪問看護ステーションゆいか　
代表取締役
錦織  法子氏

～誰もが馴染みの場所で暮らし続けられる
未来のために～
「これからの入退院支援のあり方」

生活に便利な用具たち！
～身近なものでできる工夫と最新技術の応用～

代表取締役
J.アライ氏

転ばぬ先のボール
～転倒しない
足裏づくり～

（医）清心会 八尾こころのホスピタル
臨床心理士　花輪 祐司氏

福祉事業部 統括管理運営責任者　正分 ゆい氏
（株）キザキ 代表取締役　
木崎 秀臣氏

営業部　吉本 勝彦氏

認知症状・前頭葉の
いきいき度チェックPCシステム 狙いと評価

水中ポールの効果効能について

凸版印刷（株） 生活・産業事業本部 
販売促進本部商品企画部 課長
松澤 由紀子氏
（一財）在宅ケアもの・こと・
思い研究所 事務局長　森田 朝子氏

在宅ケアにおけるモノやことの
課題を考えるトークセッション

代表取締役　
田中 啓介氏

これからの介護用マットレスに
求められる世界基準の機能とは!?

省エネでコスト削減！～取組みの
ポイントと支援策のご紹介～

おおさかスマートエネルギーセンター

大阪府環境農林水産部エネルギー政策課
主査　前田 俊行氏

（株）ソフトアップJ （一社）全日本ノルディック・ウォーク連盟 豊島（株）

J-サーキット（株） 凸版印刷（株）

Brehms Spilerdug ApS社 作業療法士
Helle Buggeskov氏
豊島（株） 理学療法士 フェルデンクライス・プラクティショナー
伊藤 亮子氏

スライディングシート「スピラドゥ」で変わる看護

認知症ケアに活かす心理学
（一社）日本認知症コミュニケーション協議会

進化する人に優しい機能的ステッキ
（株）つえ屋

技術開発部第2課　中根 伸幸氏

代表取締役CEO　吉藤 健太朗氏

移乗サポートロボットHugのご紹介
（株）FUJI

もうひとつの自分の身体、OriHimeでの社会参加の方法
（株）オリィ研究所

アーバンテック

トレンドマスター（株）

アーバンテック

（株）メリハット アーバンテック

（株）FUJI トレンドマスター（株）

マッスル（株） （株）メリハット

（株）メリハット

マッスル（株）

（株）FUJI

アーバンテック

（株）FUJI

マッスル（株）

トレンドマスター（株）

（株）オリィ研究所

（株）オリィ研究所

（一社）大阪府薬剤師会

（株）富士データシステム

大阪府支部 副代表　
西川 勝氏

となりの認知症
～ともに生きる希望～

（公社）認知症の人と家族の会

高齢者転倒・転落ダメージ対策協議会

（株）エス・エム･エス

セールス統括部  
大江 竜太氏

今から考えるべき、
2021年介護報酬改定への対策
～最新情報を整理し、在宅サービス
に求められる対応を紐解く。
人材定着や利益UPの成功事例もご紹介～

（株）エス・エム･エス

（株）さくらの杜 事務長
郷田 篤司氏

訪問看護ステーション
開設シミュレーション
～訪問看護を利用した
介護経営戦略とは？～

（株）エス・エム･エス

（公社）大阪介護福祉士会

（株）パシフィックウエーブ

大阪市援助技術研究室(一社)大阪府訪問看護ステーション協会
身体の栄養、食品の栄養

大阪市援助技術研究室

副会長　永来 努氏

地域包括ケアシステムと
言語聴覚士の役割について

（一社）大阪府言語聴覚士会

日本福祉大学　
金森 克浩氏
兵庫教育大学 
小川 修史氏

障害のある児童生徒への
合理的配慮と支援技術

（一社）日本支援技術協会 （一社）日本リハビリテーション工学協会
日豪ヘルスアンドケアワーカーズ協会 理事　
國分 春美氏

こうしゅくを作らせないオーストラリアでのケア方法
（一社）こうしゅくゼロ推進協議会

（一社）こうしゅくゼロ推進協議会 代表理事　
松尾 清美氏

これからの日本における
ケアの考え方について

理事　
麸澤 孝氏

電動車いすでどこでも行こう！　
～ローカル線を乗り鉄旅～

ＪＡＳＰＡ安全安心部会 医療・介護ベッド安全普及協議会

食品事業開発本部 管理栄養士
沢目 晃誠氏

動けるカラダは、遊べるカラダ
～食べたいものを食べるという栄養～

サラヤ（株）

（公社）大阪府理学療法士会

（株）ジョリーグッド（一社）全国福祉用具専門相談員協会

ＮＰＯ法人バリアフリーカー・コンサルタント（社福）日本ライトハウス 山本化学工業（株）

（株）第一興商 /（一社）日本音楽健康協会

（一社）日本作業療法士協会 会長　中村 春基氏

在宅生活での、自立支援を支える
介護ロボットのアイディアとは！！
～日本作業療法士協会における、介護ロボットの
ニーズ・シーズ連携協調協議会全国設置・
運営業務の報告～

（一財）在宅ケアもの・こと・思い研究所

ＮＰＯ法人日本アビリティ―ズ協会

ＮＰＯ法人日本アビリティ―ズ協会

関西学院大学・神戸女子大学・兵庫大学
非常勤講師
光田 豊茂氏

ストレスから心と体を守ろう
～”今、この瞬間の自分”に
気づくきっかけ  マインドフルネス～

日本社会福祉士会近畿ブロック （公社）大阪府看護協会

（一社）日本支援技術協会

高齢化社会に向けたシンガポールの
医療・介護の現場の変化と進化
International Health and Care 
Collaboration, Co-Founder 
Healthway Japanese Medical 
Centre, Medical Doctor　
佐藤 健一氏

医療・介護における腰痛を
ゼロにするためには？！

（一社）日本ノーリフト®協会
（一社）ナチュラルハートフルケアネットワーク

（一社）日本福祉用具評価センター（JASPEC） 管理部長
西山 輝之氏
（一財）日本品質評価機構(JQA) 次長
上手 敏彦氏

介護保険貸与品のメンテナンスにおける
安全性評価システムの構築

（公社）関西シルバーサービス協会

福祉技術研究所（株）
代表　市川 冽氏

あなたの知らない
介護リフトの世界

JASPA介護リフト普及協会

公認講師陣

床ずれ防止の基礎知識と
用具の選び方

JASPA床ずれ防止用具部会

関西医科大学
看護学部・看護学研究科 教授　
三木 明子氏

在宅ケアの場におけるハラスメント、
暴力の予防と対応
～安全な地域づくりのために～

（公社）大阪府看護協会

企画部 代表　
栂 紀久代氏

日常の延長線上にある防災
～備えあれば憂いなし～（一社）京都府作業療法士会　

認知症支援委員会　
委員長　森  志勇士氏
委員　吉川 友氏

認知症の方の支援から考えるバリアフリー
－認知症カフェ × 作業療法－

介護支援専門員
（公社）日本歯科衛生士会認定歯科衛生士
摂食嚥下リハビリテーション
在宅療養指導・口腔機能管理　
山下 政代氏

口腔健康管理の視点から
～オーラルフレイルの予防から
要介護者の口腔ケアまで～

（公社）大阪府歯科衛生士会

専務取締役本部長　
中野 裕太氏　　他

さまざまな場面での
スキンケア実施による
ケアサービスクオリティの向上

介護医療向けスキンケアブランド「ARA」
（（株）フェニックス）

フォカッチャグループ　
オートモーティブ（イタリア）
輸出責任者  前田 裕氏

移動のバリアフリーを実現する
ヨーロッパの最新福祉車両

ＮＰＯ法人日本アビリティ―ズ協会

在宅医療展セミナー

羽立工業（株） 
ウェルネス事業部 係長　
内藤 寿子氏

健康づくりと
コンディショニング

（一社）全日本ノルディック・ウォーク連盟

11：30～12：10

（一社）日本健康予防医学会 常任理事　
西 武胤氏

健康寿命は姿勢バランスが決め手！
（一社）全日本ノルディック・ウォーク連盟

12：40～13：20

常務取締役　北村 亜沙子氏
訪問看護の売り上げをUPする方法（仮）
（株）eWell

ゼット（株） ボディー・ケア　
加圧トレーニング・
スペシャルインストラクター　
五十嵐 利弘氏

毛細血管は最大の臓器　
健康に欠かせないもの

（一社）全日本ノルディック・ウォーク連盟

（公社）大阪府栄養士会

（一社）大阪府作業療法士会

iTSUMO取扱希望の方へ

ヘルスケア部 部長　尾形 成美氏

代表取締役社長　中田 敦氏

（株）メリハット
介護ロボット　SASUKEが
やってきた日から何かがかわった

営業企画部 係長　奥崎 功祐氏

～映像を使った確かな見守り～
『みと～ね』ができる安否確認・進化版

マッスル（株）

高齢者福祉用コミュニケーション
ロボットの現状と今後の展望

トレンドマスター（株）

（一社）大阪府訪問看護ステーション協会

在宅医療展セミナー
事前登録
公式サイトより

事前登録
公式サイトより

事前登録
公式サイトより

プチハウスなな/
LLPユニバーサルデザイン企画

16：00～17：00

（株）第一興商
エルダー事業開発部
執行役員 部長
（一社）日本音楽健康協会 
専務理事　
戸塚 圭介氏

うたと音楽を活用した介護予防
～楽しみながら知らずのうちに健康に～

（株）第一興商 /（一社）日本音楽健康協会



ア行
アーバンテック
（株）アイティアイ
アイリスチトセ（株）
アクションジャパン（株）
アサヒシューズ（株）
（株）アスティコ
アズワン（株）
アタム技研（株）
アビリティーズ・ケアネット（株）/NPO法人日本アビリティーズ協会
（株）アマノ
アルトンジャパン（株）
（株）アルバジャパン/福祉カーゴ
安寿/アロン化成（株）
（株）アンツ
（株）イーアス
（株）eWeLL
（株）イーストアイ
（株）いうら
（株）インタージェット
インターリハ（株）
（株）インフォ・テック
（株）インボディ・ジャパン
（株）ウィードメディカル
（株）ウィズ
ウィズワン（株）（旧社名：象印ベビー（株））
（株）ウェルケアベッド
（株）ウェルパートナーズ
（株）ウエルハーモニー
（株）ウェルファン
ウェルベル（ゲルクリーム）
ウチヱ（株）
（株）内田洋行/（株）エステム
エア・ウォーター（株）
エーケービジネス（株）
エクスジェル/（株）加地
SFA JAPAN
（株）エス・エム・エス
（株）エヌ・エイチ・ケイ 日本ハウス神戸
NDソフトウェア（株）／NISSHA（株）
（株）エンファシス
（株） オーエックスエンジニアリング
（公社）大阪介護支援専門員協会
　（介護保険・ケアマネジメント相談コーナー）
（公社）大阪介護福祉士会
大阪河﨑リハビリテーション大学
大阪市援助技術研究室
　（特別展示：生活に便利な用具たち！
　～身近なものでできる工夫と最新技術の応用～）
（公財）大阪市都市型産業振興センター
おおさかスマートエネルギーセンター
（公社）大阪府看護協会
（一社）大阪府言語聴覚士会
　（言語聴覚士（ST）による摂食・嚥下、
　コミュニケーションの相談コーナー）
（公社）大阪府歯科衛生士会
（社福）大阪府社会福祉協議会 大阪後見支援センター
　（高齢者・障がい者の権利擁護コーナー）
（社福）大阪府社会福祉協議会／大阪授産事業振興センター
　（大阪府内障がい者施設商品のバザー）
（一社）大阪府訪問看護ステーション協会
（一社）大阪府薬剤師会（「かかりつけ薬剤師」を知っていますか？）
（公社）大阪府理学療法士会（リハビリテーション相談コーナー）
OG Wellness / オージー技研（株）
（株）オーシン
（株）小笠原

岡村プロテックス（株）
沖縄県
オットーボック・ジャパン（株）
（株）おとなの学校
おむつコーナー
　排泄用具の情報館 むつき庵
　ウチヱ（株）
　王子ネピア（株）　　　　　　　　　　　　　　　
　花王（株）　　　　　　　　　　　　　
　カミ商事（株）
　（株）光洋-ディスパース
　（株）サンシャインポリマー
　シカゴ東京メディカル（株）
　（株）総合サービス
　大王製紙（株）
　（株）近澤製紙所
　ニシキ（株）
　日本製紙クレシア（株）　　　　　　
　白十字（株）
　（株）ハレルヤワークス
　（株）リブドゥコーポレーション
　渡嘉毛織（株）   　　　　       
カ行
花王　消臭ストロング
（株）カナミックネットワーク
カナヤママシナリー（株）
ガロー（株）
河淳（株）
（株）カワムラサイクル
関西大学
漢和物産日本（株）
（有）衣川木工所
吉備高原医療リハビリテーションセンター
caps
九セラ（株）
（株）協栄製作所
近畿作業療法士連絡協議会
　（生活の中のちょっと困ったこと相談コーナー）
（医）錦秀会
近鉄スマイルライフ（株）
Guidosimplex Japan
クックデリ（株）
クマリフト（株）
クリロン化成（株）
（株）クレアクト
（株）クレッセント
黒田（株）/旭化成アドバンス（株）
グンゼ（株）
ケアショップハル
（株）ケアファッション
ケアメディックス（株）
コヴィディエンジャパン（株）
（一社）こうしゅくゼロ推進協議会
広洋産業（株）
コーキマテリアル（株）
（株）コムラ製作所
（株）コンダクト
サ行
（一財）在宅ケアもの・こと・思い研究所
（株）ザオバ
酒井医療（株）
サラヤ（株）（低糖質食品・高たんぱく食品コーナー）
三栄メディシス（株）
（株）三恵
（株）サンコー
（株）サンスター

（株）サンプラス
三和紙工（株）
（一社）幸せ介護創造ファクトリー
シーホネンス（株）
シーマン（株）
J-サーキット（株）
医療法人財団慈強会 松山リハビリテーション病院/
（独）新居浜工業高等専門学校
（株）シコク
NPO法人自助具の部屋（自助具相談コーナー）
シチズン・システムズ（株）
（株）シニアライフクリエイト
（株）島製作所
（株）シモヤマ
（株）シューマン
（株）ジョイライフ
城東テクノ（株）
（株）笑和
（株）ジョリーグッド
シルバー産業新聞社
シルバー新報/環境新聞社
（株）シロクマ
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
　（有）オフィス結アジア・指伝話
　（株）オリィ研究所
　トリプル・ダブリュー・ジャパン（株）
　（株）プリムラモデスタ
　（株）レイトロン
　レデックス（株）
（株）シンエンス
新光産業（株）
須恵廣工業（株）
（株）スギヤス／Bishamon
スズキ（株）
（株）スマイル工房（スマイルKOBO）
住商モンブラン（株）
住友理工（株）
（株）スミロン
（株）星光医療器製作所
精工技研（株）
（株）世界文化社
積水ホームテクノ（株）
（一社）全国福祉用具専門相談員協会
（一社）全日本ノルディック･ウォーク連盟
（株）総合サービス
（株）ソフトアップJ　エントレリハ
タ行
（株）第一興商/（一社）日本音楽健康協会
（株）ダイエー
（株）タイカ
ダイハツ工業（株）
（株）竹虎　ヒューマンケア事業部
（株）ダスキン
龍野コルク工業（株）
玉川衛材（株）
（株）タマツ
（株）つえ屋
（株）津島鉄工所
（株）テイクネット
帝人フロンティア（株）/（株）帝健/インフォコム（株）
（有）ティティメディカル
（公財）テクノエイド協会
（株）テクノスジャパン
天寿会／奈良工業高等専門学校
東海機器工業（株）
（株）東経システム

東神実業（株）
東邦ホールディングス（株）
東洋羽毛関西販売（株）
東洋紡STC（株）
東和薬品（株）
トーテックアメニティ（株）
徳武産業（株）
（有）徳毛レジン
凸版印刷（株）
（株）トップ通商
豊島（株）
トヨタ自動車（株）
豊丸産業（株）
トリックス（株）
トレンドマスター（株）
ナ行
NURSERY（ナースリー）
（一社）ナチュラルハートフルケアネットワーク／
　（一社）日本ノーリフト協会（福祉用具相談コーナー）
（株）ニシウラ
日建リース工業（株）
日産自動車（株）
日進医療器（株）
日東工器（株）
日本カルミック（株）
ニプロ（株）
（株）ニホン・ミック
NPO法人日本アビリティーズ協会
　（世界のバリアフリー機器コーナー）
（一社）日本介護美容セラピスト協会
（社福）日本介助犬協会
（株）日本ケアサプライ
日本ケアミール（株）
（株）日本コンピュータコンサルタント
（一社）日本支援技術協会（ICT広場）
（公社）日本社会福祉士会 近畿ブロック
日本セイフティー（株）／ラップポン
（株）日本トリム
（一社）日本認知症コミュニケーション協議会
NPO法人日本福祉ネットワーク協会
　（高齢者作品展示コーナー）
（一社）日本福祉用具・生活支援用具協会（JASPA）
　（車いす・姿勢保持部会）／
　（一社）日本福祉用具評価センター（JASPEC）／
　車いす安全整備士養成講座実行委員会
　（安心安全の車いす相談点検コーナー）
日本慢性期医療協会
（一社）日本リハビリテーション工学協会
（公社）認知症の人と家族の会　大阪府支部
　（認知症の家族支援コーナー）
認定特定非営利活動法人福医建研究会 快居の会／
　住まいのバリアフリー相談
濡れない足湯 山路製陶工房
（株）ノアコンツェル
脳梗塞集中リハビリセンター
（株）ノダ
ハ行
（株）ハイビックス
（株）ハイレックスコーポレーション
ハカルプラス（株）
箸ぞうくん　ウインド
パシフィックウエーブ・ジェルトロン
橋本エンジニアリング（株）
パナソニック
パラマウントベッド（株）
NPO法人バリアフリーカー・コンサルタント
パンテーラ・ジャパン（株）
（株）Ｐ＆Ａ
（株）ビーウェル
ＰＨＣ（株）

ＰＨＣメディコムネットワークス（株）
（株）ピーエーエス
ヒカル自動車工業（株）
ピジョンタヒラ（株）
（株）ＶＩＰグローバル
兵庫県立福祉のまちづくり研究所
ファイテン（株）
（株）フェニックス
（株）フォーライフメディカル
福祉訪問美容サービス「髪や」（株）ジェイアンドシー
（株）ＦＵＪＩ
（株）富士データシステム
福祉用具プランナー研究ネットワーク
　（プラネット福祉用具アワード受賞製品コーナー）
フジホーム（株）
（株）プラッツ
フランスベッド（株）
（株）ブルークロス・エマージェンシー
（株）プロアシスト
フローラ協会
平成医療福祉グループ
平成リハビリテーション専門学校
（株）平和テクノシステム
（株）ベテル
（株）ベネフィットジャパン
ペルモビール（株）
（有）ホームケア渡部建築
本田技研工業
マ行
（株）マキテック
増田樹脂化学工業（株）
マッスル（株）
（株）松永製作所
松本ナース産業（株）
松吉医科器械（株）
丸菱工業（株）
（株）ミキ
（株）ミクニ ライフ＆オート
三菱日立ホームエレベーター（株）
ミナト医科学（株）
MovingLife Japan
ムーンスター
（株）メディカル・コンシェルジュ
（株）MEDIK
（株）メトス
目の見えない方・見えにくい方のための展示コーナー
　（株）アイフレンズ
　（株）インサイト
　（株）インテック
　MDSiサポート/（株）Do itプランニング
　企業組合カトレア・サービス
　（株）キザキ
　河野医科機械（株）
　シナノケンシ（株）
　（有）尚学社
　SINKA（株）
　（株）つえ屋
　（有）テイクス
　東海光学（株）
　トーワ（株）
　（株）ナイツ
　（株）日本テレソフト
　（社福）日本ライトハウス
　（一社）日本視覚障害者遠隔援護協会
　（株）ベネフィットジャパン
　HOYA（株）
（株）メリハット
（株）メルシー
（株）モリトー
（株）モルテン

ヤ行
（株）ヤナセオートシステムズ
山崎産業（株）
（株）ヤマト
ヤマハ発動機（株）
山本化学工業（株）
ユーバ産業（株）
ユーファースト
ユニ・チャーム（株）
（株）ユメロン黒川
要援護者の防災コーナー
　Life create works COCON
　朝日電器（株）
　アルペジオ（株）（荒木産業（株））
　（有）エムケイ技研
　大阪市消防局
　加賀産業（株）
　カシダス（株）
　（株）輝章
　（株）総合サービス
　プチハウスなな
　（株）武揚堂
　（株）モリモト医薬
ラ行
（株）ラリーフォース
（株）ランダルコーポレーション
（株）Rehab for JAPAN
（株）龍角散
（株）リリアム大塚
（株）ロングライフ
海外
Co-Ace International Co., Ltd.
E-Lead Electronic Co., Ltd. 
Formosa Cultural Corporation
Hansoms Global Hygienic Products Co., Ltd
Huizhou Foryou Medical Devices Co.,Ltd
Jiaxing Recare Furniture Co., Ltd.
Lain Hong Shing Yeh Co., Ltd
medtrade 2019
SPRO Medical Products （Xiamen） Co., Ltd
Suzhou Sweetrich Vehicle Industry Technology Co., Ltd
Tai Chung Weave Co., Ltd
Taiwan External Trade Development Council 
　(Service Industry Promotion Center)
　Apixu Industrial Corporation
　Aplus Hardware Corp
　Hkcare Co., Ltd.
　Joson-Care Enterprise Co., Ltd.
　Kaohsiung Medical University Affiliated Healthcare System
　Taipei Medical University（TMU）
　Weirei International Co., Ltd
Taiwan Medical Care Assistive Technologies Association
Zcare Design Inc.
世界のバリアフリー機器コーナー
　AutoLift S.R.L
　ByAcre
　Excellent Systems as
　Focaccia
　Garaventa Lift
　Handicare Bathroom Safety BV
　Pressalit A/S
　Rifton
　Roll-A-Ramp
　Ropox
　Ruedamann(Wonsh)
　WFSI

※3月18日現在出展者一覧
2019

歌と音楽を活用した介護予防・機能訓練体験会を実施中!!

参加者にはノベルティプレゼント

展示ブースにて


