
 

 

様式１（専門職によるアドバイス支援事業 依頼書） 
 

平成29年9月30日 

 

公益財団法人テクノエイド協会 殿 

 

（依頼者） 

                  〒163-1105 

住所 東京都新宿区西新宿6-22-1 

新宿スクエアタワー5階 

事業者名 フランスベッド株式会社 

担当者所属 メディカル商品企画課 

担当者名 山内 閑子 

電話番号 03-6894-2350 

電子メールアドレス yamauchi_nodoka@francebed.jp 

 

専門職によるアドバイス支援事業 依頼書 

 

貴法人が福祉用具・介護ロボット実用化支援事業の一環として行う、介護ロボット等の「専門職によるアド

バイス支援事業」について、下記の書類を提出して依頼します。 

 

 

記 

 

１．専門職によるアドバイス支援事業 依頼概要書（別紙） 

 

２．会社概要（任意様式） 

 

３．これまでの福祉用具・介護ロボットの開発実績がわかる書類（任意様式） 

※実績がない場合は、提出不要 

 

 

 

（書類の取り扱い等について） 

○ ご提出いただく「専門職によるアドバイス支援事業 依頼概要書（別紙）」は、介護施設等とのマッチン

グのために公開いたします。公開可能な範囲において、できる限り記載してください。 

○ 「専門職によるアドバイス支援事業 依頼概要書（別紙）」は、介護施設等とのマッチングに際して、イ

ンターネット等を通じて登録協力施設等へ情報提供します。 

○ 依頼する案件について、適切なアドバイスが行える介護施設又は団体等が現れない場合には、実施できな

い場合もあることを予めご承知ください。 

 

 

 

 

企業等 
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（別紙） 

平成２９年９月３０日 

 

専門職によるアドバイス支援事業 依頼概要書 

 

１．事業の種類（いずれか希望する方に○印を付けるか、事務局までご相談ください。） 

１．介護職員等との意見交換  

２．専門職によるアドバイス支援 ○ 

 

２．依頼者の概要 

企業名 フランスベッド株式会社 

担当者名 山内閑子 

担当者連絡先 

住所 
〒163-1105 

東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー5階 

電話 03-6894-2350 

電子メールアドレス yamauchi_nodoka@francebed.jp 

主たる業務 介護関連商品の製造販売および福祉用具貸与事業の展開 

主要な製品 介護ベッド、車いす、歩行器 

希望する施設等の

種類・職種等 

認知症に関して積極的に取り組んでいる介護施設。（民間有料老人ホーム、認知

症のグループホーム等） 

その他 
 

 

３．機器開発コンセプトあるいは試作機の概要（可能な範囲でご記入ください） 

機器の名称（仮称） 非接触型離床センサー（仮） 

試作機の有無及び 

機器のコンセプト 

（試作機あれば写真

を添付） 

試作機の有無 １．有り  ・  ２．無し 

機器の目的及び特徴 

認知機能の低下のご利用者のベッドでの離着床動作を、熱画像センサーで感知

し、介護者へお知らせする、非接触型の離床センサーです。 

本体機器と受信機から構成されています。熱画像センサを内蔵した本体機器が

ご利用者の体温を感知することで、人体の抽出と移動方向判定処理後、離着床判

定を行います。その後、無線で受信機を通して介護者へお知らせします。センサ

ー本体と受信機間の情報伝達は、判定後、1秒以内に報知されます。 

照明ON/OFFに一切影響無く、夜間や暗がりでの赤外線照明も不要です。熱画像

は低解像度であり、モニター画像も高いプライバシー性を持っています。可搬型

の受信機は、充電池式で電池交換の必要はないので、経済的且つ廃棄物を発生さ

せません。 

従来の床置きマットタイプの離床センサーは、利用者がマットやコードにつま

づいたり、車いすを横付けするとマットを踏んでしまう問題がありましたが、本

機器は、フットボードに取付けるだけのコンパクトな機器のため、これまでのベ

ッド周りの環境をあまり変えることなく、スッキリと違和感なく過ごすことがで

きます。 

mailto:yamauchi_nodoka@francebed.jp
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[ 左：本体ユニット 右：受信機 ] 

 

仕様 

[本体ユニット]サイズ：幅 6.7×奥行 2.7×高さ 12cm、重量：100g、電源 ACアダ

プター 

[受信機]サイズ：幅 8×奥行 2.9×高さ 13.5cm、重量：210g、電源：充電式リチ

ウム電池 

[付属取付ブラケット]：幅 6.8×奥行 4.5×高さ 12cm、重量：100g 

 
想定する使用者及

び使用方法、使用

環境 

使用者、使用方法、使用環境 

主な使用対象者は、認知機能の低下およびそれに伴う周辺症状のある高齢者で

す。介護ベッドからの離床検知としての使用を想定しております。 

現在の開発状況と

課題 

現在、試作を終了し、試作段階から量産設計への移行期にあります。実際に現場

で使用するにあたっての使い勝手と、本機器の使い方によるリスクの特定を行う

ことが課題です。また、ご利用者の見守りのための画像モニター機能についてご

意見を頂きたいと思います。 

特にアドバイス

（意見交換）を希

望している事項 

当該機器の在宅及び施設での利用の普及に向けて、上記に示した具体的な機器の

仕様に関する課題の他、対象者と適用範囲、および適合方法や、本機器の使い方

によるリスクの特定について専門職の知見を伺いたいと思います。 

その他  

（注）必要に応じて記載欄を増やしてください。 
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本社所在地 〒163-1105 東京都新宿区⻄新宿6丁⽬22-1 新宿スクエアタワー5階 
TEL.03-6741-5555 / FAX.03-6741-5556

（本店所在地） 〒196-0022 東京都昭島市中神町1148番地5 
TEL.042-543-3111 / FAX.042-543-3114

設⽴ 昭和21年6⽉5⽇（1946年6⽉5⽇）

資本⾦ 56億450万円

従業員数 1,374名

事業内容 ベッド、家具類、寝装品、健康機器、療養ベッド・福祉⽤具・リネン等の
製造・仕⼊、レンタル・⼩売及び卸売

取締役および監査役 代表取締役社⻑ 池⽥ 茂

代表取締役副社⻑ 統括事業本部⻑ ⾨⽥ 和⼰

専務取締役 統括事業本部副本部⻑ 兼 東⽇本事業部⻑ 押⽊ 明

常務取締役 管理本部⻑ 島⽥ 勉

常務取締役 法⼈事業部⻑ 兼 リネンサービス営業部⻑ 兼 ホテル病院営業担当 東島 悟

常務取締役 営業企画本部⻑ 池⽥ ⼀実

取締役 営業企画本部副本部⻑（海外輸出担当） ⽥原 啓佐

取締役 ⽣産開発本部⻑ 上⽥ 隆司

監査役 ⽊村 昭仁

監査役 中尾 純⼆

監査役 渡邊 ⽂雄

社⻑挨拶

会社概要

沿⾰

インテリア健康事業の
はじまり

メディカルサービス事業の
はじまり

事業所⼀覧

ショールーム・ショップ

番組提供⼀覧

TVCM動画

総合研修センター

関連会社

決算情報

リンク

お問い合わせ

採⽤情報

採⽤情報

事業・組織の紹介

社員インタビュー⼀覧

新卒採⽤

キャリア採⽤
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