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福祉用具・介護ロボット実用化支援事業
介護ロボット普及モデル事業について

なごや福祉用具プラザ事業紹介

　昨年11月に発行しました暮らしほっとワークVol.50でご案内しました「介護ロボット普及

モデル事業」について、今回は、なごや福祉用具プラザが今年度実施している研修会等の様子を

ご紹介したいと思います。

　昨年12月～1月にかけて市内の介護施設に出

向き、介護施設の職員向けに体験研修会を開催し

ました。この体験研修会では、介護ロボットとい

う新しい発想を知り、実際に体験し、介護ロボッ

トや福祉用具の新たな情報を提供する機会とし

て、介護ロボットの開発等の重点分野でもある

「移乗介助」と「認知症の方の見守り」に重点を置

き開催しました。

　また、現時点で導入・使用実績がある福祉用具

の体験として、移乗用リフトやスライディング

シート等の体験研修会についても福祉用具プラ

ザで開催しました。

　自立した生活への意欲向上と介護する方の負担軽減を
目的として、体の自然な動きに合わせて起立と着座をサ
ポートする介護ロボットです。使用する方の起立する力
を検出して、ロボットがサポートする力を一人ひとりに
あった設定に変更することができます。

　介助の中で身体的な負担が大きい移乗動作について、
福祉用具プランナーに協力してもらい、リフトを使用した
移乗動作の確認をしました。初めてリフトを使用する方も
おり、リフトで吊り上げたときの乗り心地も体験してもらい、
介助する側、される側のどちらも体験していただきました。

　主にベッド上での体の移動（上下左右）や移乗、体位
変換等で使用します。筒状に縫製されており、キャタピ
ラのように回転しながら、少しの力でスライドし、移動・
移乗を容易にし、体にかかる負担を軽減します。

体験研修会

スライディングシートスライディングシート移乗用リフト移乗用リフト

サポートロボットサポートロボット
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展示会（事業団設立25周年記念事業）

　なごや福祉用具プラザの展示スペースに新たに介護ロボットコーナーを新設し、来館者の方や講座

に参加される方等に体験等をしていただいています。

　昨年10月に社会福祉法人

名古屋市総合リハビリテー

ション事業団の設立25周年

記念事業が中区役所ホール

で開催しました。障害者が住

み慣れた地域で自分らしく

いきいきとした生活を送る

ため、リハビリテーションに携わる私たちはどう

すればより良い支援ができるのか。支援に携わる

みなさんとともに考えることをテーマに、特別講

演会、座談会やシンポジウム等を開催しました。

　同時開催として福祉用具展示会を開催しまし

た。歩行アシストロボットや自動排泄処理装置等

を展示しました。

　また、この暮らしほっとワークが発行される時

には終了していますが、3月7日に展示会を開催

しましたが、その内容につきましては、次回の暮

らしほっとワークでご報告します。

常設展示

▲マインレット爽

▲ロボットスーツ
　ＨＡＬ

※『CYBERDYNE』、『ROBOT SUIT』、『ロボットス
ーツ』、『ROBOT SUIT HAL』、『ロボットスーツ
HAL』、『HAL』、『Hybrid Assistive Limb』 は、
CYBERDYNE株式会社の登録商標です。

※『マインレット』『MINELET』は株式会社エヌ
ウィックの登録商標です。
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新ネタ発信
なごや福祉用具プラザ追加常設品のご紹介です。

その他ご紹介できなかった半年間の
期間限定の新製品、追加常設品もあります。
是非一度プラザまで足をお運びください。

参考価格

特　　徴

ヘッドガード

15,500円（非課税）

誰でも手軽に装着でき、
転倒時による衝撃から頭
部をしっかり保護する頭
部保護帽です。高密度ウ
レタンの衝撃吸収力によ
り頭部を保護。かぶり深
さ調節ベルト付き。

参考価格

特　　徴

ワイドベルトワッフル

2,800円（税抜）

むくみや腫れ、甲高・幅広
の方に対応した室内用の
靴です。幅の広い甲ベル
トで簡単に調整できます。
履かせやすく、脱がせや
すいです。

参考価格

特　　徴

ズレないクッションＲ（両面）

5,000円（税抜）

滑りにくくピタッと動かな
い、車いす用クッションで
す。カバー(水に強いウェ
ットスーツ地)ごと丸洗い
できます。厚さ５cmのウ
レタンフォームで快適な
座り心地です。

参考価格

特　　徴

スライディンググローブ

2,800円（税抜）

体位変換やベッド上の移
動がらくにできる移乗用
グローブです。様々な目
的に使用でき、簡単に介
助負担を軽減します。親
指と人差し指を挟むこと
により、グローブが抜けに
くく操作性がよくなります。

参考価格

特　　徴

紳士前開き5分袖

2,300円（税抜）

ボタンをかける手間を解消したマ
ジック式のワンタッチ肌着です。丸
型マジックなので、「ボタンの角に
体が当たって痛い」ということもあ
りません。生地の重なる部分の起
伏を抑えた平らな縫い目（フラット
シーマー）を採用し、着用時の不快
な肌触りを緩和します。

9,800円（税抜）

車いす用のレインコートです。
足台まですっぽりかぶせるの
で、足が濡れません。前掛けス
タイルで座面側に入れこまず、
座ったままで装着できます。

参考価格

特　　徴

ケアレイン（セパレートタイプ）

9,500円（税抜）

着脱が簡単なフルオープンファス
ナーの、つなぎタイプのねまきで
す。マグネットホック（ひまわりオー
プン）でワンタッチ開閉でき、不都
合な行為を防ぎます。

参考価格

特　　徴

プライムコンビネーションⅡ（フルオープン型）

参考価格

特　　徴

ぐりーんまっと

5,800円（税抜）

設置場所の材質を問わず
使用可能なすべり止めマ
ットです。吸盤がつかない
浴槽（すべり止め加工付
き、木製など）はもちろん、
畳やフローリングの上な
ど様々なシチュエーション
にもご使用いただけます。
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なごや福祉用具プラザでは、年2回の常設品展示の選定と
毎月の新製品展示の選定を行っています。
新しい機能や工夫がある福祉用具が増えています。
是非、一度ご覧になってお確かめください。

※「特徴」の項目は、申請企業の説明文を転記しております。 ※試用体験や製品に関するお問合せは、なごや福祉用具プラザのカウンターまでどうぞ。

参考価格

特　　徴

簡単ベッドメイキング防水シーツ

7,500円（税抜）

130℃までの乾燥
機に対応した防水シ
ーツです。面倒なマ
ットレスの巻き込み
は不要。マットの四
隅にゴムを留めるだ
けのらくらくタイプ。

参考価格

特　　徴

側地脱着ポケットコイルマットレス　SM-CLポケット

48,000円（税抜）

介護用スプリングマ
ットレスです。体の凹
凸に合わせて各スプ
リングが独自に反応、
自然な寝姿勢でムラ
なく体を支えます。
側地をはずして洗う
ことができます。

参考価格

特　　徴

でんでんマグカップ

720円（税抜）

つかみやすく、折れにくい
取っ手が特長のマグカッ
プです。積み重ねること
もできます。底部はエラ
ストマー使用で滑りにく
いです。

参考価格

特　　徴

タッチメモ

38,000円（非課税）

シールにタッチするだけ
で録音・再生のできるタッ
チ式ボイスレコーダーで
す。約30万秒録音可能で、
薬や衣類等に便利です。

参考価格

特　　徴

受話音量増幅器

オープン価格

電話機／FAXに接続して
受話音量を大きくする増
幅器です。ダイヤル式で
かんたんに音量を調節で
きます。大きな音声が入
っても適度な音量へ自動
で制御します。

参考価格

特　　徴

押しかげん

680円（税抜）

傾けた状態でフタを押す
と定量(約３cc)出てくる、
しょう油さしです。分量が
わかりやすいので、入れ
すぎを防ぐことができま
す。

参考価格

特　　徴

福祉用椅子

56,000円（税抜） ※2脚入

杖立て掛け機能付きの福祉用椅子
です。右の肘掛けにシリコンゴムの
ストッパーを取り付けたので、杖が
倒れる心配もなく、安全な収納が
できます。肘掛けが短く、足が当た
りにくいため、車いすからの移動が
スムーズです。重ねて収納できま
す。

参考価格

特　　徴

レスキュースライダー

180,000円（税抜）

コンパクトで操作性の良い階段避
難車です。緊急時に避難困難者を
乗せて平地や階段を迅速に搬送で
きます。動力を必要とせず、介助者
一人の力で運用可能。

参考価格は税抜表示となり、購入時は表示価格に加え、消費税が必要となります。
消費税率は、2014年3月31日までは5％、4月以降は８％が適用されます。
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製作・改造事例の紹介
　プラザのご利用者さんへ道具を提供し、ご本人の生活が豊かになった例を紹介します。

　本人は、あごや口を使って電動車いすの操作や道具を使用している男性です。携帯電話

からスマートホンに買い替えをしたので、電動車いすで使えるようにスマートホンを取

り付けられるような道具を作ってほしいと来所されました。本人からは、予備用もほしい

と要望されたため、合計で4個作ることにしました。

既存の材料で作ることができます。

　透明アクリル板をホットプレートで温め、柔らか
くなったところで端を曲げ、スマートホンが保持で
きるように加工します。電動車いすのパイプには固
定具を取り付けます。

● 透明アクリル板  適量
● ねじ  12個

材料費は4つで2,000円程度

作り方

　本人は、あごで電動車いすのジョイスティック操作を行い移動していますが、ジョイスティック操作のじ

ゃまにならず、かつスマートホンの操作ができるように隣どうしに設置しました。またスマートホンの取り

外しや取り付け角度が調整できるように工夫しました。なお、本人はスタイラスペンを口にくわえて、スマ

ートホンを操作することができたので、携帯電話と比べて、その操作をヘルパーに手伝ってもらうことが少

なくなり、自分でできることがとてもうれしいと大変喜んでおられました。

使い方

材料リスト

　なごや福祉用具プラザでは福祉用具の製作・改造を通じて、ご本人やご家族等の生活を豊かにす
るお手伝いをします。お気軽にご相談ください。

プラザのご利用者さんに道具を提供し、
ご本人の生活が豊かになった例を紹介します。

操作の様子製作したホルダ
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福祉用具リサイクル相談事業部は…なごや福祉用具プラザ内にあります。
昭和区御器所通3-12-1　御器所ステーションビル3F なごや福祉用具プラザ内
TEL052-851-0059  FAX052-851-0159
営業時間：火曜日から日曜日　10：00～18：00
休業日：月曜日、祝休日、年末年始（月曜日が祝休日の場合、火曜日も休み）
【 E-mail 】recyclesodan@aju-cil.com

社会福祉法人 AJU自立の家
自立生活情報センター 
リサイクル相談事業部

AJUリサイクル相談事業部で
はリサイクル相談他、福祉用具
の販売とレンタル、様々な福祉
情報を提供しています。
お気軽におたずね下さい。

●バリアフリー度については身体、障害状況によって判断が異なります。ご利用の際は、各施設へ備品、設備についてお問い合わせください。●

新しい息吹を感じる季節、花々と緑いっぱい
の日本庭園はいかがでしょう。今回はバリアフ
リーの美術館、レストランもある散策スポット
をご案内します。

●徳川園では、季節のイベントやコンサート・祭りなど、徳
川園の魅力を楽しむイベントを多数開催しています。四
季を通じて徳川園ではたくさんの花々が楽しめます。
●地元の食材を中心に選んだフランス料理と300種類の
ワインが楽しめる「ガーデンレストラン徳川園」もありま
す（電話：052-932-7887）。
●「こだわり」を持ち「本物」を目指す食の出店者が、料理
の楽しさ、食べる楽しさを提案する徳川園黒門市が徳川
美術館前広場・中央園路にて行われます（日程は変更と
なる場合がありますのでHPで確認をお願いします）。

徳 川 園

リサイクル
相談事業部より
バリアフリーの散策スポット

電　話
H　P

開園時間

休園日

入園料

住　所

駐車場

愛知県名古屋市東区徳川町1001　　
052-935-8988
http://www.tokugawaen.city.nagoya.jp/
午前9時30分から午後5時30分
（入園は午後5時まで）
月曜日(祝日のときは直後の祝日でない日）
年末年始（12月29日から1月1日）
一般 ￥300
市内在住の高齢者（６５歳以上） ￥１00
中学生以下は無料。
身体障害者手帳などの関係する手帳をお持ち
の方は、ご本人様と介護者2名様の入園料が全
額免除になります。 
82台（30分120円）

※車いすの貸出（無料）有り

※車いす利用の方、身体に障害のある方は、黒門口に
戻る場合等は、観仙楼に設置しているエレベーター
を利用するとスムーズに移動できます。






