
企業・団体名 製品名 製品概要 製品ジャンル 製品画像

1

株式会社　竹虎 ロボットアシストウォーカー

RT.2

ロボット技術により坂道や傾いた道など路面状況を探知し、

自動でアシスト・ブレーキが動き、安心して歩行できる。ま

た、急発進など速度を感知すると自動的に減速ブレーキ、

転倒を予防、コンパクトかつシンプルな設計で通常の歩行

器としての使い勝手も実現。

ロボット技術を活

用した支援機器、

脳科学の成果を

応用した機器

2

アスカ株式会社 歩行補助ロボット　ＷＰ

ＡＬ－Ｇ

対麻痺者用歩行補助ロボット。車いすから立ち上がり自立

歩行ができます。立位安定性に優れ、両手を離してバラン

スを取ることが容易です。調節機構により複数の方に対応

できます。ユーザーに応じて最適な歩行パターンを作成でき

ます。短時間の訓練で立位、歩行ができます。

ロボット技術を活

用した支援機器、

脳科学の成果を

応用した機器

3

株式会社オフィス・ラボ ピタットチェアEX 脚が不自由な方、まひのある方向けの食堂用回転椅子。

９０度ごとに自動的にロックが

掛かるため、立ち座りの際の転倒事故を予防。また、座面

が前後にスライドする機能が

ありテーブルへの引き寄せ動作を軽い力で行うことができる。

スライド機能は前と後ろで

自動的にロックが掛かり安全。ロック解除は自立に役立つ前

方下部と介助者が操作する

後方にあり介護負担の軽減にもつながる。

肢体不自由者の

自立支援機器

4

株式会社ダイレオ ネオ・シエスタ 昇降(電動)付き車いす兼ベッド(ストレッチャー)で、就寝用

のベッドと高さを合わせて、1人で

水平移乗が出来る上に、車いすにして移動が出来る、その

為介護者の腰痛予防にもなり、離職率低くなると思われま

す。

肢体不自由者の

自立支援機器

5

株式会社北欧 歩行器付車椅子 歩行器の後部と車椅子の前部に連結用のパイプを取り付

け歩行器の内側に密接に車椅子の前部をX状に交差する

ように差し込みパイプ同士を組み合わせ連結用のピンを差し

込んで歩行器と車椅子を完全一体化させている。その為車

椅子の方向を変えると歩行器の車も同方向に動くのでス

ムーズである。又双方の連結ピンを抜くと車椅子と歩行器は

分離し乗り降り、折り畳み、運搬も簡単に出来る。

肢体不自由者の

自立支援機器

6

旭洋鉄工株式会社 車いす用テーブル

RightNow Select （K-

RightNowS)

RightNowSelectはあたなに合わせて「すぐにできる」を提

供する車椅子用テーブルです。

障害の程度によって、車椅子用テーブルに求められる機能

は違ってきます。そこで、最適な作業位置と高い強度をベー

スにテーブルの機能を選択できます。1つ目が持ち運びしや

すい小型テーブル、2つ目が視線入力に対応したPC固定台

です。

肢体不自由者の

自立支援機器

7

システムデザイン・ラボ テンプラー筋電車いすコン

トローラ(TW1)

側頭筋の筋電位で電動車いすを操作するためのコントロー

ラです。

YAMAHA社の簡易電動車のインターフェースBOXに接続

することにより機能します。

これにより手足、首の動きに障害があっても歯の噛み締めに

より電動車いすを操作することができます。

肢体不自由者の

自立支援機器
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企業・団体名 製品名 製品概要 製品ジャンル 製品画像

8

徳武産業株式会社 ダブルマジックⅢ 足に悩みを抱える方からのたくさんの声より生まれるケア

シューズ「あゆみ」。

「あゆみ」の定番 “ダブルマジックⅢ”は甲部分が大きく開き、

履きやすく、安心の履き心地です。長さ調整付ベルトで腫れ

や・むくみ、甲高の方にもご好評をいただいております。

肢体不自由者の

自立支援機器

9

朝日産業株式会社 Behome　自動採尿器 尿を自動に検知し、採尿（尿を吸引）する装着型の集尿

器の試作品を展示させて頂きます。

肢体不自由者の

自立支援機器

10

株式会社 トマト 自立型　電動昇降式トイ

レベッド　わかば　（TMT-

1904-F/S）

座敷トイレに変わる電動昇降式トイレベッド。様々な便器と

組み合わせでき、便器開口に合わせてベッド面に穴が開い

ている。無段階で43.5㎝～83.5㎝まで電動昇降の為、

様々な車椅子の高さに合わせる事が可能。車椅子をセット

できるトランスファーテーブル仕様。自立にてベッド面への移

乗が可能。角度が変わる背上げマットを使用し座位姿勢を

保持する事が可能。

肢体不自由者の

自立支援機器

調整中

11

やまと産業株式会社 車椅子用クッション 実用新案取得済みの特殊なカットで、臀部の体圧分散と

左右方向への倒れこみを防ぎ、かつ前方へのずり落ちを防

ぎます。

大腿部裏側への適度な反発力で立ち上がりがしやすいクッ

ションです。

肢体不自由者の

自立支援機器

12

株式会社ＪＩＮＲＩＫ

Ｉ

着脱けん引式車いす補助

装置　JINRIKI QUICK

今お使いの車いすにワンタッチで装着、テコの原理で前輪を

軽く持ち上げ、車いすを引くことで、これまで

走行が困難だった階段、砂利道、雪道、砂浜、ぬかるみ等

の不整地が走行できるようになる。

これまで困難とされた災害時の避難や、バリアフリー化されて

いない観光地への外出を可能にする。

肢体不自由者の

自立支援機器

13

有限会社山田木工所 昇降式窓付きリクライニン

グテーブル

車いすやベットで寝姿勢のまま、絵やタブレットを見る事がで

きます。窓部に蓋板をはめれば、テーブルとしても、傾斜台と

してもご使用して頂けます。天板や窓の大きさは、ご希望に

沿ったサイズで作製致しますが、安全性を考慮しご希望に

添えないこともございます。

高さは、レバー昇降脚を使用しているので、ご使用状況で

調節して頂けます。

障害者のコミュニ

ケーション、レクリ

エーション活動を

支援する機器

14

株式会社エンサウンド 抱っこスピーカー・ハグミ― 「ハグミー」は耳の聞こえない人も、聞こえる人も音楽を楽し

むことのできる、円筒形の抱き枕型スピーカー。特許技術に

より、スピーカーから出てくる音を振動でも楽しめるよう工夫し

てあります。

　ぬいぐるみのような肌触りのスピーカーは、今までの振動ス

ピーカーでは味わえなかった細かな振動と、音質の良さで、

家庭でもコンサートでも、癒やし分野でもご活用いただけま

す。

障害者のコミュニ

ケーション、レクリ

エーション活動を

支援する機器
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15

一般社団法人 日本言語

聴覚士協会

聴覚、発声・発語のコミュニケーション障害者や嚥下障害者

を支援する言語聴覚士の職能団体です。

自立支援機器を使用される方と開発される企業との橋渡し

を担います。

コミュニケーション障害による生活のしづらさの解消についての

相談なども行います。

障害者のコミュニ

ケーション、レクリ

エーション活動を

支援する機器

16

アドプラス 耳鼻科受診絵カード（仮

称）

自閉症・発達障害の方は治療を受けるのにどのような事をさ

れるのかわからず不安を抱くことが多いようです。

治療の手順や機器の使い方をイラストにして説明すること

で、少しでも不安を軽減するのが目的です。わかりやすいよ

うに本人が治療を受けるときの目線でイラストを作成していま

す。

障害者のコミュニ

ケーション、レクリ

エーション活動を

支援する機器

調整中

17

レデックス株式会社 感覚・動作アセスメント 多くの子どもが持ち、生活や社会での円滑な活動を阻害す

る「感覚の困り」と「不器用」の有無を診断し、対処法を助

言するインターネット・サービスです。感覚と動作に関する複

数の質問が用意され、支援者や親が対象者の観察に基づ

いて回答すると、レポートが出力されます。その内容は、感

覚の困りの範囲とタイプ（過敏、低反応、感覚探求等）、

動作の困りの範囲とタイプ（書字や姿勢、両側運動等）

それぞれの評価と支援方法です。

障害者のコミュニ

ケーション、レクリ

エーション活動を

支援する機器

18

株式会社ヒューマンテクノシ

ステム東京

自分の声ソフトウェア ボイ

スター

キーボード等から入力したテキストを「自分の声」で再現する

音声合成ソフトウェアです。

・ 録音した声を、加工せずに利用する技術により、高い本

人性の再現が可能です。

・ 声を失われる方の、失声後の代用音声としてご利用いた

だけます。

・ 視線入力装置と組み合わせて使うことができます。

障害者のコミュニ

ケーション、レクリ

エーション活動を

支援する機器

19

株式会社　日立ケーイーシ

ステムズ

伝の心 伝の心は、四肢麻痺で発話が困難な重度障害者を対象

にした意思伝達装置です。

・身体の一部をわずかに動かしスイッチ操作を行うことで、文

字入力し身近な人と音声合成音でコミュニケーションがとれ

ます。

・学習リモコンでＴＶやエアコン等身の回りの環境を自ら操

作でき、患者さんのＱＯＬ(生活の質)の向上を支援しま

す。

・メール等でこれまでの仕事を継続する、新しい活動を始め

るなど、患者さんの積極的な社会参加を支援します。

障害者のコミュニ

ケーション、レクリ

エーション活動を

支援する機器

20

有限会社オフィス結アジア 指伝話コミュニケーション

パック

従来の五十音表による意思伝達装置とは異なるアプローチ

で、「楽んで使える」機能とコンテンツが一体となったiPadで

使うソフトウェアパッケージです。指伝話の絵カード機能を中

心にし、タップやスイッチで操作します。流暢な合成音声によ

る日常生活の会話だけでなく、AIスピーカーへの指示、メッ

セージやメールなど他のアプリの呼び出し機能を使うことで、

難しい操作を簡単に行うことができる拡張性あるアプリコンテ

ンツです。

障害者のコミュニ

ケーション、レクリ

エーション活動を

支援する機器
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21

株式会社ソリック 業務用使い捨て袋状エプ

ロン（STHE-1）

業務用使い捨て袋状エプロンは介護施設や病院等での介

護作業軽減や感染症予防に供与する。　本エプロンは、

テーブルの外周に手すりが付いた物、又は、同等テーブルに

より使用する物で、手すりにエプロン固定具を取付けエプロン

袋部を固定、食べこぼしや吐しゃ物を確保する。

食事後エプロン上部の紐で袋上部を締め付け汚物に触れ

る事なく臭気も閉じ込め一括回収が出来る。使い捨ての為

エプロンの洗浄や個別管理が不要。安価である。

障害者の支援を

行いやすくする機

器

22

株式会社ミハマ 介護リフト：寝たきりの方

の高速移乗『アルファロー

ラ・７』

バッテリー駆動で、ベッドに寝た状態から30秒で車イス移乗

を目標とする。

移動を敏速に行うセントラルロックキャスターを使用します。

障害者の支援を

行いやすくする機

器

23

特定非営利活動法人

ウェル・クラフト

介助者操作型車いす電

動化ユニット

バランススクーターを手動車いす後部に取り付け駆動装置に

した電動化ユニットです。介助の方が乗って操作することで、

車いすを押す必要が無くなり楽に移動ができます。電動車

いすが支給されない重度の障害者の方でも車いすでの移動

の介助が楽になれば、外出の機会が増えることも期待され

ます。走行試験を進めながら、特区を活用した規制緩和を

目指しています。特区が認められれば、公道や観光施設で

の実証実験を進めていきます。

障害者の支援を

行いやすくする機

器

24

あい工房 ポケットinブリーフ 病気や事故・ケガ等でオストメイト（人工膀胱・人工肛門

造設者）になられた方々の便利で機能的に考慮した下着

（特許取得）です。社会生活において特に排泄問題は全

ての人間の尊厳に関わる大切な事であるとの観点からオスト

メイトQOL向上と衣生活（排泄）のバリアフリーを実現しオ

ストメイトの社会活動をめざすための下着です。

障害者の支援を

行いやすくする機

器

25

フランスベッド株式会社 ウェイテッドふとん・ひざかけ

―認知機能の障害児・者

の睡眠を支援する寝具

ウェイテッド ブランケットと呼ばれる重量と触感のある寝具

は、睡眠困難のある認知機能の障害児・者に、精神的な

落ち着きや安眠をもたらすことが多く見出され、北欧を中心

に給付対象の福祉用具として普及している。「ウェイテッドふ

とん・ひざかけ」は、平成２８・２９年度障害者自立支援

機器等開発促進事業での研究および、その後の改良と評

価を経て日本の風土・文化になじむように開発した商品化

に向けたモデルである。

障害者の支援を

行いやすくする機

器

26

地方独立行政法人大阪

産業技術研究所

車いすからの離座・転倒

防止警報システム

車いすを利用する障害者や高齢者の着座状況を、サイド

ガードの複数個所に設置された非拘束センサから情報を

サーバに送信し、個人別姿勢動作の履歴データとして保存

する。そして、これを基に動作パターンモデルを作成し、動作

分類毎にラベリング処理され、判別情報として蓄積する。日

常は、検知した情報と判別照合して危険度を早期に判定

し、警報を介護者に伝えることで、安心な生活の実現を目

指す見守り支援システムである。

障害者の支援を

行いやすくする機

器

27

株式会社Ｅ＆Ｉ スイッチテレコールサービス 外部スイッチをジャックに接続してすぐに使える携帯型通報

サービスです。

携帯電話のサービスエリアでほぼ利用可能です。

通報はE-Mail/LINE/SMS/電話コールにて受信可能で

す。

通報（スイッチ動作）記録の閲覧や管理ができ、複数通

報者、複数受信者の設定ができます。

総合せき損センターとの共同開発製品です。

障害者の支援を

行いやすくする機

器
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28

株式会社アテックス 寝床内環境制御マット

送風・除湿パッド　車椅子

／バギー用

①車いすと身体の間に風を通して汗を抑え、ムレを低減しま

す。シート内に風を通して、ムレや温度の上昇を抑えるジュ

ニアサイズのシートです。充電式なので、移動中も使用でき

ます。

②マット内部に空気を流す多層構造マットで寝床内環境を

整えます。マット内に風を通して、ムレや温度の上昇を抑え

るマットです。寝汗を抑え、健やかな眠りを導きます。

障害者の支援を

行いやすくする機

器

29

株式会社マイクロブレイン だれでもワークプロ　For

iPad

知的障害者の就労を視覚的な支援をするiPad型アプリ

ケーションソフト。

作業工程やマニュアルなど視覚的に支援が必要な知的障

害者の就労を促進するために、アナログ式絵カートをタブレッ

トに装備してデジタル絵カードとして支援をするソフトウェア。

障害者の就労を

支援する機器

30

株式会社コネクトドット ToT: Tag of Things も

のタグ　（通称「ものタグア

プリ」）

「ものタグ」アプリは、詰替え用のシャンプーやCDケースなど、

手触りだけでは見分けがつきにくい物に、ICタグを付けて識

別するIphone専用アプリです。

アプリを使って、テキストを記録したり、自分の声を録音する

ことができます。

自分の持ち物にICタグを付けるだけでなく、他人に渡す

（贈る）ものにICタグを付けて、メッセージを記録することが

できるので、視覚障害者のコミュニケーション基盤を提供でき

ます。

聴覚障害者・視

覚障害者・盲ろう

者の自立支援機

器

31

株式会社アイセック・ジャパ

ン

遠隔情報保障サービス

AI mimi（仮）

従来の聴覚障がい者向け遠隔情報保障サービス　e-ミミの

文字表示の部分を人手によるものではなく、音声認識と人

手のハイブリッド化したもので、表出の速さと正確性を一段と

向上させた。

聴覚障がい者が参加する授業や講演会・セミナーなどに広く

活用が期待される。

従来の人手だけのものに比べ提供価格の低減が期待でき

る。

聴覚障害者・視

覚障害者・盲ろう

者の自立支援機

器

32

京　自助具館 弱視児用書見台 一般の書見台よりも就学前の弱視児でも使えるように軽量

化とシンプルな使い方を重視した。弱視児の特別教室から

の依頼で何度も試作を重ねて製作された物。小学校に進

級しても使えるように耐久性も重視した。

聴覚障害者・視

覚障害者・盲ろう

者の自立支援機

器

33

株式会社インテック GRUS ボイス GPS ウォッ

チ

6か国語対応の世界初のアナログタイプのGPS音声腕時

計。視覚障害があってもいつでも正確な時間がわかります。

当事者から要望の多かった明るさセンサー機能付き。スタイ

リッシュなデザイン。最新型2モータームーブメント搭載。瞬時

に時刻修正をおこないます。弱視の方も使いやすい、視認

性の良い文字盤と針。

聴覚障害者・視

覚障害者・盲ろう

者の自立支援機

器

34

株式会社インハウスDS The-Braille（ザ・ブレイ

ル）〔プロトタイプ〕

the-Brailleは、スマートフォンを使用する視覚障害者にとっ

て障壁になっている文字の入力を、従来の点字の形状を応

用したタッチ操作で行えるようにするキーボードアプリケーショ

ンです。通常のキーボードと切り替えて使うことができるため、

点字の形状を知っていれば、SNSなどのアプリケーションでも

タップやスワイプといった画面上の指先の動作だけで文字を

入力できます。

聴覚障害者・視

覚障害者・盲ろう

者の自立支援機

器
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35

ゴールデンダンス株式会社 骨伝導集音器イヤーソニッ

クイン（型番：GD-B-

SB）

従来の骨伝導補聴器は、1)3kHz以上の音を発生し難く

音質が悪い、2)皮膚に強く密着させるため不快感が強く長

時間の使用が困難、3)汗による故障が多い、等の欠点が

ある。また外耳道狭窄・閉鎖症等の伝音性難聴には、一

般に用いられる気導式補聴器では対応できない。上記の

課題を一挙に解決する振動子（日、米、中、韓で特許取

得済）を開発、骨導集音器の製品化に成功した。

聴覚障害者・視

覚障害者・盲ろう

者の自立支援機

器

36

株式会社SOBAプロジェク

ト

複数情報伝達モードを備

えたユニバーサルな電話リ

レーサービス

パソコンやタブレット、スマートフォンなどで、ろう者と聴者がお

互いに相手の表情やジェスチャを直接確認したり、手話や

手話通訳者を介したり、または複数の情報伝達モードを用

いて、意思疎通を図ることが可能な、気軽に利用できるサー

ビス

聴覚障害者・視

覚障害者・盲ろう

者の自立支援機

器

37

舞鶴高専電気情報工学

科

視覚障害者の単独歩行

を実現する歩行支援装置

本学科では、学生とともに視覚障害者の単独歩行を実現

するための歩行支援装置に関する研究を進めている。これ

までにも、白杖にセンサー類を搭載することで前方における

静止障害物を検出するシステムを構築した。しかしながら、

動的障害物を検出するためには限界があり、新たにカメラと

ラズベリーパイを用いてリアルタイム画像における障害物の特

定と通知を可能とするシステムを構築した。

聴覚障害者・視

覚障害者・盲ろう

者の自立支援機

器

38

株式会社エクシオテック ①音声標識ガイドシステム

②聴覚障がい者向け緊急

情報システム

③多目的・多機能トイレ

用音声案内装置

（M.F.T. DUO）

④シグナルエイド（歩行時

間延長信号機用小型送

信機）

①常に反応する音声案内と違い、必要なときに必要な音響、音

声案内を受けられます。

自立生活支援用具給付対象品であるシグナルエイドを持っている

利用者が、押しボタンスイッチを押すことにより電波が送信され、音

声標識ガイドシステムが受信すると具体的な音声案内が放送され

ます。

②目視による緊急情報の確認が可能となり災害から避難するた

めの援助を行います。

地震警報設備や火報設備等の防災システムより発信する警報

情報を利用し、緊急時のサイレン音の代わりに文字表示装置の

「文字情報」と、回転灯やフラッシュランプの「光」で、緊急警報情

報提供を行います。

③多目的・多機能トイレ内を入室から退室まで、2つのユニットより

音声でサポートします。

多機能・多機能トイレの入口と便座付近の2箇所に設置されたユ

ニットから、鍵のかけかた（開けかた）、便座の位置と音声案内が

流れるユニットの位置およびブース内の細やかな説明を放送するこ

とにより、視覚障がい者の様々なストレスを解消し気持ちに寄り

添った音声案内を実現します。

④常に反応する音声案内と違い、必要なときに必要な音響、音

声案内を受けられます。

自立生活支援用具給付対象品であり、エクシオテック製音声標

識ガイドシステム以外にも用途があり、音響式信号機および歩行

時間延長信号機の操作ボタンを押すことなく、利用者が携帯する

シグナルエイドから遠隔操作で同様の効果を得ることができます。

聴覚障害者・視

覚障害者・盲ろう

者の自立支援機

器

39

（株）ソナール ・車載（バス・乗用車

等）型ヒアリングループ

・新ヒアリングループ受信機

（音声認識アプリ対応

型）

・バスや移動体にヒアリングループを設備することで、難聴者

の聞こえを支援し社会参加を促進する。

・新型ヒアリングループ受信機はループよりの音声を難聴者

が聞きながら、さらに手元のスマホ（タブレット）で音声認識

ソフトを活用し、話者の声を文字として確認できる二役の機

能があります。

聴覚障害者・視

覚障害者・盲ろう

者の自立支援機

器
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40

株式会社　画像聴覚化研

究所

画像聴覚化装置（SVP-

01）

画像を音変換するソフト（OTDS オトダス）を用い、画面

サイズの触図を併用して聴覚と触覚に感覚代行して視覚

情報を表現する。搭載するプログラムは地図・天文図・理療

図・絵画など広範に及び、使用者は自らページを操作して

画面を選択する。

触図上の凸線は一般印刷物上に描いたものを使用するこ

とができるため、健常者が「電子図鑑」として情報収集する

こともできる。

聴覚障害者・視

覚障害者・盲ろう

者の自立支援機

器

41

株式会社ＱＤレーザ 網膜走査型レーザアイウェ

ア

ロービジョンの方を支援します。主に角膜や水晶体に起因す

る方の視力改善を想定しています。さらに網膜投影による

総合的な視覚支援の実現を目指します。特別な設計の光

学系が、角膜や水晶体(レンズ)の状態に左右されにくく、視

力やピント位置にほぼ関係なく鮮明な画像を提供します。ま

た、「肉眼の映像」と「投影した映像」が自然に重なり、SF

の世界のような新しいAR 体験を実現します。

聴覚障害者・視

覚障害者・盲ろう

者の自立支援機

器

42

株式会社KOSUGE  みちびきを利用した歩行

経路案内、信号機カメラ

NEDO事業にて開発してきた、視覚障害者が同行援護で

きない場合に、安全に、迷子になることを防ぐように、予め晴

眼者と共に歩行して登録した歩行経路を、i-Phoneの振

動する方向に案内してもらい、もしくはルートから外れた時に

腕に付けたリストバンドに振動を発生させて、正しい方向に

案内させる。信号機の場所では、音声にて連絡するととも

に、i-Phoneに組み込んだ信号機カメラにて、色を音声にて

案内する。

聴覚障害者・視

覚障害者・盲ろう

者の自立支援機

器

43

株式会社テクノスジャパン MCTOS FX （ CBS-

FX）

ALSなどの進行性難病の方に対応した重度障害者用意

思伝達装置です。

額や手足などに電極を装着し、一定レベル以上の生体信

号を検出すると音で答える事ができます。感度やレベルは個

人別に細かい調整が可能です。

難病・障害児の

自立支援機器
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1

株式会社システムネットワー

ク

没入型VRによる視空間

認知障害者のためのADL

自立促進システム

ＶＲゴーグルを活用した半側空間無視（高次脳機能障

害）の方、向けのＡＤＬ支援システム。

これまでは、二次元的な評価に留まっていた部分を三次元

的にかつ客観的に評価し、遠位・近位での評価をすることが

可能です。またスリットシステムを活用することで無視領域の

軽減を図ることが可能となり、ＡＤＬ場面を想定した訓練

も可能となっています。

ロボット技術を活

用した支援機器、

脳科学の成果を

応用した機器

2

CYBERDYNE株式会社 体幹トレーニング支援機

器

身体に障害を持つ方が自宅で自主的に行う体幹トレーニン

グを支援する機器です。座圧を計測するセンサの上に座り、

モニターを見ながら座圧中心を移動させる身体の動かし方を

トレーニングすることができます。使用者の体幹機能の向上

による排便・排泄の調整支援や座位・立位時のバランスの

安定化を促し、さらに自宅以外でのロボットスーツHAL®を

使用したトレーニングを組み合わせて行うことで障害者の自

立促進が期待されます。

ロボット技術を活

用した支援機器、

脳科学の成果を

応用した機器

3

シェルエレクトロニクス株式

会社

排泄支援装置 二分脊椎症や脊髄損傷患者等の排尿時の自己導尿の

際に、局部をカメラとタブレットPCやスマホにて映像を移しだ

すことで排泄作業をサポートする装置です。病院での自己

導尿訓練指導や在宅での使用に非常に便利です。ベッド

上と洋式トイレで使えるように専用アタッチメントを付属して

いますので、背中や臀部の褥瘡チェックや排便時の座薬挿

入にも使用可能です。

肢体不自由者の

自立支援機器

4

株式会社今仙技術研究

所

低年齢児向け移動支援

機器

座位保持椅子、障害児用バギー（車椅子の手押し型

B）を電動化するためのユニット。移動が目的の電動車椅

子とは違い、移動することによる心理面、社会性の発達に

寄与する製品

難病・障害児の

自立支援機器

5

社会福祉法人 兵庫県社

会福祉事業団　福祉のま

ちづくり研究所

食器用自助具 主に筋電義手を利用している１８歳以下の子どもを対象と

した、家庭や学校給食で使用するお椀や皿などの食器を筋

電義手で把持しやすいようにするための取っ手状の器具。

食器を加工することなく取り付け及び取り外しができる。ま

た、本器具の使用によって両手を使った食事動作が可能と

なることで、子どもの発育及び自立の促進を図る。

難病・障害児の

自立支援機器

令和元年度障害者自立支援機器等開発促進事業　開発機関　大阪会場出展一覧【令和元年１０月７日現在】

RU01： 進捗報告

20190805 R.SHIRAISHI 54

座圧中心

モニター

圧力センサシート

（ 手すり）

（ ベッドや椅子）
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