
※掲載内容は2月24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。

新型コロナウイルス感染症拡大防止策に努め、皆様のご来場をお待ちしております。

登録・
入場方法

公式WEBサイトより
事前来場登録を
行ってください。

来場者証を印刷し、
会場にご持参ください。

入場ゲートで
ホルダーを受け取り、
来場者証を入れて
ご入場ください。

事前来場登録をお勧めします。来場登録された際に
お送りする来場者証のプリントアウトを忘れた方、
当日会場での出力は、お待ちいただく場合がございます。

手指消毒・
検温の実施
会場入口への消毒液の設
置ならびに37.5度以上の
方は入場をお断りします。

消毒液

マスク着用
のうえ、十分な
間隔保持

可能な限りマスク着用を
お願いします。

会場内換気
次の方は展示会への
参加をお控えください
発熱、咳、咽頭痛、陽性者との
濃厚接触者、体調がすぐれない

場合など。

Osaka Metro・ニュートラム「中ふ頭」駅下車すぐ

～
▶

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〕主 催

看護未来展実行委員会〔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〕主 催

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

一般財団法人 在宅ケアもの・こと・思い研究所特別協力
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定員180名　公式サイトより事前登録が必要 受講無料

定員80名　公式サイトより事前登録が必要 受講無料

15：00～16：00

（一社）セルフケア・ネットワーク 代表理事
髙本 眞左子氏

イキイキと働くためのセルフケア
（社福）大阪府社会福祉協議会

11：00～12：30

ただひとつの
『いのち』との出逢い　
～患者・家族の想いを添えて～
書籍『あ～ちゃんの虹』著者
NPO法人好きと生きる 理事　
林 ともこ氏

（一社）大阪府訪問看護ステーション協会

11：00～12：00

『私とノルディック
 ウォーキングとの歩み』
健康寿命延伸を目指して
日本慢性期医療協会 理事
大阪府慢性期医療協会 顧問
慢性期医療展実行委員会 委員長
松谷 之義氏

13：00～14：30

介護における生産性の整理
～ノーリフト®の導入・実践・継続から考える～
●講演者
　・東京大学 大学院 工学系研究科 精密工学専攻／
 　同研究科 人工物工学研究センター 教授／センター長　淺間 一氏
　・（社福）弘陵福祉会 特別養護老人ホーム 六甲の館 理事長／
　 施設長　溝田 弘美氏
●司会・進行
　（一社）日本ノーリフト協会 
　代表理事　保田 淳子氏

（一社）日本ノーリフト協会

13：00～14：30

基調講演

厚生労働省 老健局 担当官

介護保険制度に関わる国の
最新動向について(仮)

（一財）大阪府地域福祉推進財団
11：00～12：30

日本慢性期医療協会 会長
橋本 康子氏

慢性期医療の課題と展望
日本慢性期医療協会

13：00～14：30

<国の施策動向の解説>
介護ロボットの開発・実証・普及のプラットフォーム事業
「ニーズ・シーズマッチング支援事業」の概要と取組状況について
（株）NTTデータ経営研究所 先端技術戦略ユニット アソシエイトパートナー 
HealthCare Implementationグループ グループ長　足立 圭司氏
<パネルディスカッション>
●コーディネーター
　（一社）シルバーサービス振興会 事務局長　久留 善武氏
●パネリスト
　・（株）NTTデータ経営研究所 先端技術戦略ユニット アソシエイトパートナー 
     HealthCare Implementationグループ グループ長　足立 圭司氏 
　・九州工業大学教授（工学博士） 大学院生命体工学研究科 
     人間知能システム工学専攻 専攻長　柴田 智広氏
　・（公社）関西シルバーサービス協会 理事長　記虎 孝年氏

介護ロボット開発における
ニーズ・シーズのマッチング支援
～介護現場の課題と技術開発現場の課題の双方の克服に向けて～

（公社）関西シルバーサービス協会
15：00～16：30

次期介護保険制度改正に
向けたケアマネジメントの
取り組み
（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

11：00～12：00

千里リハビリテーション病院 
言語聴覚士チーフ　名古 将太郎氏

食べることを
諦めないリハビリ

14：30～15：30

日本慢性期医療協会 副会長
矢野 諭氏

慢性期医療に必要な
総合診療医と特定看護師

13：00～14：00

(医)富家会 理事長　
富家 隆樹氏

外国人人材の雇用と活用

15：00～16：30

「自分らしい生き方とは」
ともに考える人生会議
●「人生会議」の普及啓発にかかる
　府の取組み
大阪府健康医療部保健医療室
保健医療企画課　担当者

●元気なうちに「もしものとき」を
　考えるACP（人生会議）
（医）綾正会かわべクリニック 
看護師　川邉 綾香氏

（公社）大阪府看護協会

川邉 綾香氏

11：00～12：00

芳珠記念病院 理事長　
仲井 培雄氏

慢性期医療での
IoT機器とロボット活用

14：30～15：30

内田病院 理事長　
田中 志子氏

身体拘束ゼロの
認知症ケア

13：00～14：00

日本慢性期医療協会 副会長
池端 幸彦氏

2024年度診療・介護報酬
同時改定の大予想

13：30～14：30

日本慢性期医療協会 副会長
井川 誠一郎氏

急性期医療と慢性期医療・
進化する病病連携

15：00～16：00

日本介護医療院協会 会長　
鈴木 龍太氏

介護医療院ってどんなところ？

溝田 弘美氏淺間 一氏 保田 淳子氏
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定員80名　公式サイトより事前登録が必要 受講無料

定員100名　公式サイトより事前登録が必要

13：00～16：00

参加無料

ドキュメンタリー映画監督　信友 直子氏

（一財）大阪府地域福祉推進財団

映画上映会と
講演会

定員30名　当日会場受付 受講無料

トーテックアメニティ（株）
スマートコミュニティ
事業推進室
星澤 有紀氏/中村 悟氏

見守りライフ　
～今のベッドにとりつけ
　さらなる安全・安心へ～

トーテックアメニティ（株）

住まいと
介護研究所 所長
谷口 昌宏氏

移乗サポートロボット
Hugについて

（株）FUJI

アーバンテック　
辻 和宏氏

アーバンテック
認知症徘徊の
見守りについての
ご提案

13：00～ 映画上映会 「ぼけますから、よろしくお願いします。～おかえりお母さん～」
15：00～ 講演会　　 「母が命懸けで教えてくれたこと～認知症の母を看取って～」

13：00～14：00

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

補装具費支給制度
について

13：00～14：30

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
～これからの
　高齢者ケアを考える～

11：00～12：30

・(一社)日本介護支援専門員協会 副会長　濵田 和則氏
・横浜市総合リハビリテーションセンター 
 副センター長　渡邉 愼一氏
・(一社)全国福祉用具専門相談員協会 
 理事長　岩元 文雄氏

(仮) ２０２２年度老健事業から
「福祉用具貸与におけるPDCA
サイクル推進と多職種連携」を図るには？

（一社）全国福祉用具専門相談員協会
15：00～16：30

・安全なケア研究所 代表、
 理学療法士　上田 喜敏氏
・福祉用具プランナー
 管理指導者、
 排泄アドバイザー　
 堺谷 珠乃氏

生活を支える福祉用具
～福祉用具・福祉用具プランナーとは～

福祉用具プランナー研究ネットワーク（プラネット）

13：00～14：30

・排泄用具の情報館 むつき庵・
 （株）はいせつ総合研究所 所長
 浜田 きよ子氏
・排泄用具の情報館 むつき庵・
 （株）はいせつ総合研究所 副所長
 熊井 利将氏

おむつを学び「おむつ検定」に挑戦！
～杜撰なおむつの選択は心身への悪影響
　だけでなく、環境にも優しくない～

11：00～12：30

・大阪市援助技術研究室 室長 作業療法士、
 リハ・エンジニア　米﨑 二朗氏
・大阪市援助技術研究室 
 研究員（作業療法士）　池田 真紀氏
・大阪市援助技術研究室 
 研究補助員（作業療法士）　久山 圭子氏
・ゲスト：利用者

利用者の“人生の地図”を支える
福祉用具支援サービス
～大阪市援助技術研究室の29年間の
　活動報告と今後の方向性について～

大阪市援助技術研究室
15：00～16：30

（公財）テクノエイド協会 
企画部長　五島 清国氏

福祉用具・
介護ロボットに係わる
取り組み、最新情報

上田 喜敏氏 堺谷 珠乃氏

（一財）日本バランス
ポスチャリスト財団 
理事（博士：健康科学）
邵 基虎氏

世界初！LOFEアーチ
サポートとHALを併用した
運動療法について

（株）ジョイライフ

有料

●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。

マッスル（株） ヘルスケア部 部長　
尾形 成美氏 

SASUKEと一緒なら一人でも大丈夫！
お互いの顔を見ながら、
要介護者に優しい安全安楽な
移乗介助を行ってみませんか？

マッスル（株）

15：00～16：30

住まいと介護研究所 
所長　谷口 昌宏氏

知っているようで知らない
〝福祉用具の選び方と使い方〟

11：00～12：30

（一社）ナチュラルハートフルケアネットワーク
代表理事　下元 佳子氏
（他ナチュラルハートフルケアネットワークメンバー）

ケアの質向上のための組織作り・地域づくり
～ナチュラルハートフルケアネットワークの
　取り組み～

（一社）ナチュラルハートフルケアネットワーク

池田 真紀氏 浜田 きよ子氏

熊井 利将氏

米﨑 二朗氏

久山 圭子氏

11：00～11：30 12：00～12：30 13：00～13：30

（株）FUJI

マッスル（株）

トーテックアメニティ（株）

（株）ジョイライフ

（株）FUJI

ー

ー

アーバンテック

マッスル（株）

14：00～14：30

トーテックアメニティ（株）

トーテックアメニティ（株）

（株）ジョイライフ

15：00～15：30

マッスル（株）

（株）ジョイライフ

（株）FUJI
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定員80名　公式サイトより事前登録が必要 受講無料

定員80名　公式サイトより事前登録が必要 受講無料

14：00～15：00

12：30～13：30

（株）コンパス 代表取締役
永耒 努氏

摂食嚥下と姿勢
（一社）大阪府言語聴覚士会

11：00～12：00

11：00～12：00

講師調整中
タイトル未定
（公社）大阪介護福祉士会

アフターコロナの今
「うたと音楽のチカラ」で
笑顔があふれ出す
～「通いの場」の生きがいづくりと
　「おまかせ」できる有効な
　レクリエーション～

（株）第一興商
11：00～12：00

医療・介護ベッドの
事故と対策　
介護ベッドにできること

14：00～15：00

（一社）日本福祉用具・
生活支援用具協会 安全安心部会

福祉用具に潜む危険
（初めて使う人への注意事項）

（一社）日本福祉用具・
生活支援用具協会（JASPA）

14：00～15：00

（医）功徳会 
大阪晴愛病院 
リハビリテーション科 
主任　打越 慶一郎氏

自立支援に向けた
介護技術講習会

15：30～16：30

JASPA 床ずれ防止用具部会 
業界団体 公認講師

床ずれ防止用具の
正しい選び方と使い方

12：30～13：30

（一社）日本認知症予防協会 
代表理事 MCI専門士　
佐々木 誠氏

認知機能の変化に気づくポイント 
～MCI段階からの認知症予防～

（一社）日本認知症予防協会
15：30～16：30

（公社）大阪府歯科衛生士会
理事　德留 美緒氏

新たな日常を支える
口腔ケア

（公社）大阪府歯科衛生士会

JASPA 床ずれ防止用具部会

・藍野大学 医療保健学部 作業療法学科      
 助教（認定作業療法士）　
 中井 秀昭氏
・（医）弘英会 
 さくらテラス  施設長　
 小室 雅紀氏

ええやん！農作業
～作業療法における農作業の可能性を考える～

（一社）大阪府作業療法士会 （公社）大阪府理学療法士会

医療・介護ベッド安全普及協議会
15：30～16：30

車いすにおける座位での着付け
～研究からわかったこと～
・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
・京都きもの学院 
 京都本校 副学院長　
 増倉 智子氏

12：30～13：30

福祉技術研究所（株） 
代表　市川 洌氏

介護リフトを導入すると
介護はどの様に
変化するのか

（一社）日本福祉用具・
生活支援用具協会（JASPA）

10：30～11：00

（社福）市原寮 特別養護老人ホーム 
花友にしこうじ ユニットリーダー 
ノーリフティングケア委員会 
介護福祉士　八田 貴史氏／谷本道男氏

多職種連携で
ノーリフティングケアを
取り組んだ施設の
成果と課題

10：30～11：15

電動車椅子の
種類・選択方法
サンライズメデイカル 
クリニカルサポート部 
クリニカルスペシャリスト/
理学療法士　
林 寛人氏

NPO法人日本アビリティーズ協会

ユニバーサルな社会の為の街づくり/
障がい者の移動手段

ノーリフティングケア

NPO法人日本アビリティーズ協会

15：30～16：30

（医）和幸会 
介護老人保健施設 
パークヒルズ田原苑 
施設長・管理医師　
大野 悦子氏

介護老人保健施設は
在宅生活支援のために
どこまで機能を拡大できるか？

在宅生活支援の取り組み/施設の取り組み

NPO法人日本アビリティーズ協会

11：30～13：00

・アビリティーズ・ケアネット（株）
 一級建築士事務所バリアフリー設計
 建築研究所 2級建築士　
 後藤 初枝氏
・照明塾（（有）プロト商品計画）
 代表　橋田 裕司氏

これからの介護を変える
心の住まい空間づくり

在宅生活支援の取り組み/住環境

NPO法人日本アビリティーズ協会
13：30～14：30

大阪大学 
人間科学研究科 教授
山中 浩司氏

大学における
バリアフリーについて
～課題と未来～

ユニバーサルな社会のための街づくり/インクルーシブ教育/障がい者の社会参加

NPO法人日本アビリティーズ協会
15：00～16：00

（公財）兵庫県障害者スポーツ協会 
兵庫県ユニバーサル推進課 理事長
（障害者スポーツ推進専門員） 
増田 和茂氏

ユニバーサルなまちづくりに
パラスポーツの実践

NPO法人日本アビリティーズ協会

11：00～12：00

（一社）兵庫県理学療法士会/
神戸市立医療センター
中央市民病院 
リハビリテーション技術部 
主査　岩田 健太郎氏

内部障害患者に対する
再入院・重症化予防　
～急性期から生活期までの
　一体的なリハビリテーション

リハビリテーションの展望 

NPO法人日本アビリティーズ協会
12：30～13：30

（一社）兵庫県
作業療法士会 
地域ケア推進委員会 
認知症対策委員会 
自動車運転支援委員会 
副会長 理事　小南 陽平氏

活動・参加へ働きかける
地域リハビリテーションと
福祉用具の可能性

NPO法人日本アビリティーズ協会

ユニバーサルな社会のための街づくり/共生社会 

15：15～16：15

アビリティーズ・ケアネット（株） 
一級建築士事務所 バリアフリー
設計建築研究所 所長　
末永 浩一氏

ホテルのバリアフリー化
について

NPO法人日本アビリティーズ協会

14：00～15：00

愛媛県立医療技術大学 
保健科学部 看護学科 
准教授　窪田 静氏

デンマークのポリシーと
移乗機器のチカラ
「寝たきり老人のいない国」
からの30年余の
学びと実践から

海外の福祉現場と用具の可能性

NPO法人日本アビリティーズ協会

11：45～12：15

NPO法人日本アビリティーズ協会 会長/
元・内閣府障害者差別禁止部会 
副部会長　伊東 弘泰氏

障害者差別禁止法の目的と現状
NPO法人日本アビリティーズ協会

要約筆記あり

12：15～12：45

大阪市 福祉局 障がい者施策部 
障がい福祉課

障がい者差別解消に向けた
取組について

NPO法人日本アビリティーズ協会

要約筆記あり

13：45～14：15

兵庫県 産業労働部 観光局 観光振興課

兵庫県における
ユニバーサルツーリズムの
推進について

NPO法人日本アビリティーズ協会

要約筆記あり

12：45～13：15

国土交通省 近畿運輸局 交通政策部 
バリアフリー推進課

交通バリアフリー化への
取組について

NPO法人日本アビリティーズ協会

要約筆記あり

14：15～14：45

兵庫県 まちづくり部 都市政策課

兵庫県における福祉の
まちづくりの取組について

NPO法人日本アビリティーズ協会

要約筆記あり

要約筆記あり要約筆記あり
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定員80名　公式サイトより事前登録が必要 受講無料

定員80名　公式サイトより事前登録が必要 受講無料

定員80名　公式サイトより事前登録が必要 受講無料

10：30～11：30

NPO法人日本ダイバージョナルセラピー協会
理事長　芹澤 隆子氏

豊かな介護を取り戻そう！ ～コロナで得たもの、失ったものを活かして～

12：00～13：00

大阪市援助技術研究室 室長　米﨑 二朗氏、 
大阪市援助技術研究室　池田 真紀氏、 大阪市援助技術研究室　久山 圭子氏

利用者の“人生の地図”を支える
福祉用具支援サービス
～大阪市援助技術研究室の29年間の活動報告と
　今後の方向性について～

大阪市援助技術研究室

16：00～17：00

（株）シルバー産業新聞社 編集部

介護保険改正と福祉用具の今後
～テクノロジー活用と「見える化」の推進～

（株）シルバー産業新聞社

16：00～17：00

（株）FAMORE 代表取締役　
武田 拓也氏

介護と認知症に備えるお金の基礎知識

NPO法人日本ダイバージョナルセラピー協会

11：00～12：00

生産性向上に向けたあるべき姿
（他施設の取り組みをご紹介）

トーテックアメニティ（株）

11：00～12：00

高齢者住宅支援事業者協議会 
会長　菊地 通晴氏

10年先、20年先の
『未来型高齢者住宅』を
高齢者関連メーカーが組織する団体
「高支協」から提案

高齢者住宅支援事業者協議会
14：00～15：00

コミュニティヘルス
研究機構 機構長・理事長/
慶應義塾大学医学部衛生学
公衆衛生学教室 講師　
山岸 暁美氏

地域BCPのススメ
～スタッフ・利用者、そして住民の
　いのちと生活を守るために～

LLPユニバーサルデザイン企画

12：30～13：3011：00～12：00

関西初上陸！視覚障がい者の
移動をサポートする
～アプリ『shikAI』を使った
　ナビゲーションシステムの可能性
リンクス（株） 取締役・相談役　
小西 祐一氏

日本ライトハウス情報文化センター
本格化する
訪問看護のDX 
～令和6年5月から始まる
　オンライン請求・
　オンライン資格確認と
　DXの必要性について考える～

（株）eWeLL

トーテックアメニティ（株） 
スマートコミュニティ事業推進室
星澤 有紀氏

12：30～13：30

立位トレーニングジム
　　×車いすメーカー
～立位を語る～

（一社）日本リハビリテーション工学協会

三貴ホールディングス（株） 
FORCE事業部部長　芝崎 泰造氏

15：30～16：30

井上雅人法律事務所 弁護士
（大阪弁護士会所属）
井上 雅人氏

知って安心！　
成年後見制度・基礎講座

12：30～13：30

（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

社会環境変化で
どう変わる？
有料とサ付き

15：30～16：30

超高齢社会に必須の家庭用
医療機器と健康増進機器の
概要を一挙公開
（一社）日本ホームヘルス
機器協会 
会長　山本 富造氏

（一社）日本ホームヘルス機器協会

14：00～15：00

24時間常温赤外線で
カラダを温める＝
健康寿命延伸の秘訣

山本化学工業（株）

山本化学工業（株） 
代表取締役社長　山本 富造氏

15：30～16：30

認知症の本人からの
メッセージ

（公社）認知症の人と家族の会 大阪府支部

（公社）認知症の人と
家族の会 大阪府支部
『おれんじドアおおさか』の
メンバー

14：00～15：00

経過措置期間終了まであと少し！
事業継続計画（BCP）策定のススメ
～介護施設・事業所における
　取り組み～
ミネルヴァベリタス（株） 
代表取締役　松井 裕一朗氏

11：00～12：00

オーラルフレイル
（口腔機能低下）にご注意！
～身体に必要な
　たんぱく質を摂るには～

（公社）大阪府栄養士会

14：00～15：00

ケアタウン総合研究所 
代表　高室しげゆき氏
（ケアプラン評論家）

利用者の「やる気スイッチ」を探せ！
～意欲を引き出すケアプランの作り方～

シルバー新報／環境新聞社

12：30～13：3011：00～12：00

新型コロナ後の
シンガポールの医療事情
Nippon Medical Care 
Medical Doctor　
佐藤 健一氏

（公社）大阪府栄養士会 
地域活動部会 参与　
橋本 通子紀氏

ICTアクセシビリティアドバイザー
になりませんか

（一社）日本支援技術協会

帝京大学 教育学部 教授 
ICTアクセシビリティアドバイザー
認定委員会 委員長
金森 克浩氏

12：30～13：30

手の不自由な方の
入力スイッチの選定と
適合方法のご紹介

（一社）日本支援技術協会

アクセスエール（株） 
代表取締役　
松尾 光晴氏

15：30～16：30

コープ住宅（株） 福祉介護リフォームチーム チーフ
二級建築士　福祉用具専門相談員
兵庫県福祉のまちづくりアドバイザー　
村上 享氏

＼新人さんじゃなくても必見／
高齢者になっても、「ずぅ～と自宅」で暮らしたい！
手すり取付け３つのPoint+実例解説付き

15：30～16：30

生産性向上政策と介護ロボット
プラットフォーム事業のご紹介
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
経営研究所 先端技術戦略ユニット 
アソシエイトパートナー 
HealthCare Implementation 
グループ グループ長　足立 圭司氏

12：30～13：30

（株）甲南医療器研究所 
代表取締役　前田 悟氏　

【むせずに食べる・誤嚥性
肺炎予防・吸引を減らす】
側臥位の使い方

（株）甲南医療器研究所
11：00～12：00

樫木 裕美氏

樫木裕実 
カーヴィー
特別講演 
～膝・肩・腰 編～

（株）日本コンピュータ
コンサルタント

14：00～15：00

本部と現場の生産性を
向上させるペーパーレス
～人手不足を解消するスタッフとの
　コミュニケーション～
（株）SmartHR マーケティンググループ
セールスマーケティング　佐藤 珠奈氏

（株）SmartHR

14：00～15：00

（一社）こうしゅくゼロ推進協議会 
代表理事　松尾 清美氏

脊損となった時に生きる力を
与え、高齢者となった私の
生活を支えてくれる
福祉用具達

（一社）こうしゅくゼロ推進協議会

（一社）日本重度化予防ケア
推進協会 理事長　
香川 寛氏

重度化はこれで予防できる！
～見過ごされている重度化の要因と
　予防のためのケア方法～

（一社）日本重度化予防ケア推進協会
15：30～16：30

池田 真紀氏米﨑 二朗氏 久山 圭子氏
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ア行
アース製薬(株)
アーバンテック
RT.ワークス(株)
【ICTアクセシビリティ パビリオン】
　(一社)日本支援技術協会
　アクセスエール(株)
　(株)オレンジアーチ
　テクノツール(株)
　日本マイクロソフト(株)
　(株)日立ケーイーシステムズ
　(株)ユープラス
(株)アイン
アズワン(株)
(有)アトリエケー
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
(株)イーアス
(株)eWeLL
(株)イーストアイ
(株)いうら
(株)今仙技術研究所
(株)インタージェット
インターリハ(株)
(株)ウィズ
ウィズワン(株)
(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（(株)ベルマン）
ウチヱ(株)
(株)エイチ・ピー・アイ
Evolution Technologies
(株)エルエーピー
(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
(公社)大阪介護福祉士会
大阪市援助技術研究室
大阪府
(公社)大阪府栄養士会
(公社)大阪府看護協会
(一社)大阪府言語聴覚士会
(公社)大阪府歯科衛生士会
(社福)大阪府社会福祉協議会
(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)
(社福)大阪府社会福祉協議会 地域福祉部 権利擁護推進室
(一社)大阪府訪問看護ステーション協会
(公社)大阪府理学療法士会
【おむつコーナー】
　排泄用具の情報館　むつき庵／はいせつ総合研究所
　朝日産業(株)
　王子ネピア(株)
　花王(株)
　カミ商事(株)
　(株)光洋
　(株)サンシャインポリマー
　三和薬品(株)
　(株)総合サービス
　大王製紙(株)
　(株)近澤製紙所
　(株)ニシウラ
　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
カイポケ経営支援サービス
花王(株)
カネタコーポレーション(株)
(株)がまかつ
河淳(株)
(株)カワムラサイクル
吉備高原医療リハビリテーションセンター
牛乳石鹸共進社
九セラ(株)
(株)共伸製作所
近畿作業療法士連絡協議会
(医)錦秀会
クックデリ(株)
(株)クレアクト
(株)クレッセント
黒田(株)床ずれナース
(株)ケアコネクトジャパン
ケアショップハル
(株)ケアファッション
ケアフォート(株)
ケアメディックス(株)
ケイ・ホスピア(株)
(株)ケープ
(一社)こうしゅくゼロ推進協議会
(株)甲南医療器研究所
神戸学院大学　総合リハビリテーション学部
神戸市
ココトブミ製作所
(株)コムラ製作所
サ行
(一財)在宅ケアもの・こと・思い研究所
(株)サギサカ
(株)サンコー
三和紙工(株)
シーホネンス(株)
シーマン(株)
JTEKT
NPO自助具の部屋(自助具相談コーナー)
(株)島製作所
(株)シモヤマ
(株)ジョイライフ
(株)シルバー産業新聞社
シルバー新報／環境新聞社
(株)シンエンス
新光産業(株)
(株)スギヤス(Bishamon)
SK8INSOLL(株)
(株)SmartHR
(株)星光医療器製作所
積水ホームテクノ(株)
セザックス(株)
(一社)全国福祉用具専門相談員協会
(株)総合サービス
ＳＯＭＰＯケア／ＳＯＭＰＯケアフーズ
タ行
(株)第一興商
タカノ(株)
宅配クック123
(株)竹虎
龍野コルク工業(株)
Chatwork(株)
(株)つえ屋
TUNAGUdé

※2月24日現在
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(株)テイクネット
(株)帝健/帝人フロンティア(株)/(株)コーポレーションパールスター
(株)テクノスジャパン
テクノム
(株)東海技研工業
(株)東経システム
東洋羽毛関西販売(株)
東洋エンジニア(株)
トーテックアメニティ(株)
(株)トップ通商
Tobii Dynavox
トヨタ自動車(株)
(株)豊通オールライフ
ナ行
(一社)ナチュラルハートフルケアネットワーク／関西キッズ機器展実行委員会
　(キッズ相談コーナー／福祉用具相談コーナー)
ナック商会(株)
日進医療器(株)
日本カルミック(株)
ニプロ(株)
NPO法人日本アビリティーズ協会(ユニバーサルな街づくり～2025万博へ向けて～)
(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)日本コンピュータコンサルタント
(公社)日本社会福祉士会 近畿ブロック
NPO法人日本ダイバージョナルセラピー協会
(社福)日本聴導犬協会
(株)日本トリム
(一社)日本認知症予防協会
(一社)日本ノーリフト®協会
(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)
(一社)日本ホームヘルス機器協会
日本慢性期医療協会
(株)ニホン・ミック
(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
ハ行
(有)ハーティー・メッセージ
(株)バイオシルバー
ハカルプラス(株)
パナソニック エレベーター
パナソニック(株)
パンテーラ・ジャパン(株)
(株)P＆A
ピジョンタヒラ(株)
(株)VIPグローバル
ビューティサポー(株)
兵庫県立福祉のまちづくり研究所
(株)フォラケア・ジャパン
認定特定非営利活動法人福医建研究会 快居の会
(株)ＦＵＪＩ
FREE Bionics Japan(株)
(株)ブルーオーシャンシステム
(株)ブルークロス・エマージェンシー
平成リハビリテーション専門学校
(株)ベネフィットジャパン
マ行
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)
丸菱工業(株)
(株)ミキ
(株)ミクニライフ＆オート

ミナト医科学(株)
(株)ムーンスター
(株)名優
(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)Ashirase
　(株)インテック
　(株)コネクトドット
　(株)システムギアビジョン
　シナノケンシ(株)
　国立大学法人筑波技術大学
　(有)テイクス
　東海光学(株)
　東洋インキ(株)
　日本ライトハウス情報文化センター
　日本ライトハウス盲導犬訓練所
　(株)日本テレソフト
　(同)ブラインド・ソリューション
　(同)フロッグワークス
　リンクス(株)
　レハ・ヴィジョン(株)
(株)メルシー
(株)モリトー
ヤ行
山崎産業(株)
(株)ヤマト
山本化学工業(株)
ユーバ産業(株)
ユーピーアール(株)
(株)ユメロン黒川
【要配慮者のSDGs 防災を考えるコーナー】
　朝日電器(株)
　荒木産業(株)
　LLPユニバーサルデザイン企画
　新和工業(株)
　(株)総合サービス
　(株)帝建
　(株)モリモト医薬
　ライフクリエイトワークスココン
ラ行
(株)ランダルコーポレーション
リフォームレシピ
(株)ロングライフ
ワ行
(株)ワム21
海外
ヴィケア
マックスケア
Dongguan Smarfody Mobility Technology Co.,Ltd  
Formosa Cultural Corporation
Fudakang
GIMER Medical Co., Ltd.
Goang Hann Enterprise Co., Ltd
Guangdong Prestige Technology Co., Ltd
Jarrar General Trading
JGT DUBAI
MAXTEK Go-Go Co., Ltd.
Metz Enterprise Co., Ltd
Shanghai Brisafe Technology Co., Ltd
SPRO Medical Products (Xiamen) Co., Ltd
Sunjoy Enterprises Ltd.
Tay Hua Furniture Corp.
Vision Sports Enterprise Co., Ltd
Zhenjiang Assure Medical Equipment Co., Ltd.

犯罪・災害対策から日頃のそなえまで
リスク・危機管理の最先端を発信 2023

ご
出
展
・
ご
来
場

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
！！

2 0 2 3C H I L D C A R E

保育園・幼稚園・認定こども園の新たなステージを目指す専門展

6/8 -9木 金 インテックス大阪 ナレッジキャピタル
コングレコンベンションセンター

8月24日 25日金木

（グランフロント大阪内）
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お問い合わせ

新大阪 梅　田

西梅田

コスモスクエア

ハイアット
リージェンシー
大阪

天王寺・なかもず方面

徒歩

徒歩

徒歩

Osaka Metro御堂筋線

Osaka Metro四つ橋線

Osaka Metro
中央線

空港バス

JR関空快速

空港リムジンバス

空
港
バ
ス

Osaka Metro
ニュートラム

住之江公園

大阪国際
空港

関西国際
空港

本
　
町

な
ん
ば

弁
天
町

大
国
町

中
ふ
頭

イ
ン
テ
ッ
ク
ス
大
阪

※会期中は駐車場が非常に混雑すると予想されます。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21日（金）は16：00までのご利用となります。

インテックス大阪
〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-5-102

出展ジャンル

●おむつコーナー
〈主催：むつき庵・（株）はいせつ総合研究所〉

●キッズ相談コーナー／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／関西キッズ機器展実行委員会〉

●ユニバーサルな街づくり～2025万博へ向けて
〈協力：NPO法人日本アビリティーズ協会〉

●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〉

●ICTアクセシビリティ パビリオン
〈協力：（一社）日本支援技術協会〉

●自助具相談コーナー
〈協力：NPO自助具の部屋〉

●要配慮者のSDGs 防災を考えるコーナー
〈協力：LLPユニバーサルデザイン企画〉

●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〉

車いす　　杖　　歩行器・歩行車　　自転車　　住宅設備　　手すり　　スロープ　　リフト・昇降機・エレベーター　
入浴機器　　トイレタリー用品　　トイレ関連　　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　　自助具　　食器　　ベッド・マット・クッション　　寝具　　
コンピュータシステム　　労務管理・業務効率化システム　　介護ロボット　　パワーアシスト　　
コミュニケーション機器　　見守り関連　　感染対策製品　　介護食・療養食・高機能食品・嚥下補助剤　　
配食サービス　　動画制作サービス　　介護・福祉関連サービス　　書籍・新聞　　医療用機器　　
パルスオキシメーター　　体温計・血圧計　　吸引機　　腰痛予防用品　　介助者・看護師向け製品　　
施設用設備　　感染対策・消臭関連　　防災・セキュリティ関連　　熱中症対策　　病院・施設・学校・協会PR　など

4・5
号館

スカイ
プラザ

インテックス
プラザ

6号館B

2号館
1号館

6号館A

西
ゲ
ー
ト

屋上有料駐車場入口2階 国際会議ホールア
ジ
ア
太
平
洋

ト
レ
ー
ド
セ
ン
タ
ー

ニュートラム
中ふ頭駅

東
ゲ
ー
ト2階 会議室F

5階 ホールG

インテックス
プラザ

スカイ
プラザ

セ
ン
タ
ー
ビ
ル

ロ
ー
タ
リ
ー

タクシーのりば

バスのりば
看護室

5号館
4号館

3号館
セミナー会場

インテックス
プラザ

インテックス
プラザ

スカイ
プラザ
スカイ
プラザ

イベントステージプラネット福祉用具アワード
受賞製品コーナー
安心・安全
の車いす
相談点検
コーナー

献血コーナー

起震体験
コーナー

飲食コーナー

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（平日9：00～17：00）　E-mail：infobmk2023@tvoe.co.jp　

●起震体験コーナー 〈大阪市消防局〉　　●飲食コーナー　　●献血コーナー

▼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・光洋 補助犬ふれあい教室
〈協力：（株）ダイエー、（株）光洋、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）

イベントステージ

11：00～12：15

12：30～13：30

14：30～15：15

プラネット福祉用具
アワード

JASPA
車いすセミナー
15：30～16：45

補助犬
ふれあい教室

補助犬
ふれあい教室

11：00～12：15

12：45～13：30

15：00～16：15

JASPA
車いすセミナー

補助犬
ふれあい教室

補助犬
ふれあい教室

11：00～12：15

12：45～13：30

15：00～16：15

JASPA
車いすセミナー

補助犬
ふれあい教室

補助犬
ふれあい教室
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