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みんなが安心して移動できる視覚障
害者の誘導路（価格要問合せ）

錦城護謨（株）
（03-3433-2631）

視覚障がい者歩行誘導
ソフトマット  歩導くん

ガイドウェイ

002

人力車のように車椅子をけん引する
補助装置（49,800円/64,800円）

大和ハウス工業（株）
（03-5214-2270）

JINRIKI/JINRIKI QUICKⅡ

003

災害時等に最低1名のサポートで廊
下・階段を避難できる非常用階段避
難車（198,000円～）

（株）サンワ
（04-2954-6611）

キャリダン

004

排泄物を自動で個包装するポータブ
ルトイレ（92,500円）

日本セイフティー（株）
（0120-208-718）

自動ラップ式トイレ
ラップポン・ブリオ

005

排泄物を熱圧着により自動でラップす
るポータブルトイレ。肘掛が跳ね上げ
式で脚にキャスター付（128,000円）

日本セイフティー（株）
（0120-208-718）

自動ラップ式トイレ
ラップポン・エール2

006

電源のない場合や災害時でも使用で
きる車椅子用リフトを搭載したバイ
オトイレカー（10万円～）

（特非）やさしくなろうよ
（046-235-5200）

福祉バイオトイレカー

007

万一飲み込んでも体内で分解・消化
する歯磨き粉（1,200円）

プラス（株）
ジョインテックスカンパニー
（03-6205-8986）

オーラルピース

008

災害時も便利。会話に障害がある方
向けの防水型筆談絵本（4,000円）

（株）tree
（0238-21-6350）

コミュニケーション絵本

009

持ち運びに便利なリングノート形式
のホワイトボード（1,380円～）

欧文印刷（株）
（03-3817-5914）

ｎｕboard（ヌーボード）

010

意思伝達を支援するための指さした
いわ手帳（3,500円）

（特非）ゆずりはコミュニケーションズ
（03-6383-5364）

リソース手帳

011

難聴者の聞こえを支援する難聴者用
磁気ループ（17万円）

（株）シグマ映像
（045-750-1251）

難聴者用磁気ループ
（ヒアリングループ）

013

自宅のテレビに取り付け可能。誰も
が簡単に使えるテレビ電話
（2,950円／月）

（株）myJoice Japan
（090-2823-0765）

ジョイステレビ電話

014

誰でも簡単に操作できる分身型コ
ミュニケーションロボット
（価格要問合せ）

（株）オリィ研究所  （mail：info@
orylab.com　お問合せフォーム：
http://orylab.com/contact/）

OriHime

015

透明文字盤と”全く同じ感覚”で使え
る、新しい意思伝達装置（45万円）
補装具費支給制度実績あり

（株）オリィ研究所  （mail：info@
orylab.com　お問合せフォーム：
http://orylab.com/contact/）

デジタル透明文字盤 
OriHime eye

016

視線だけで文字を書いたり、メール、
インターネット、リモコン操作も可能
な視線入力装置（139万円）

（株）クレアクト
（03-3442-5401）

マイトビーI-15

017

撫でると本物の猫の声で鳴く猫型コ
ミュニケーションロボット
（5,980円）

トレンドマスター（株）
（044-422-1641）

おひざのうえで
なでなでねこちゃん DX

●介護保険適用製品　 ●介護ロボット対象製品

018

撫でると鳴き、呼ぶと応える犬型の
コミュニケーションロボット
（6,980円～）

トレンドマスター（株）
（044-422-1641）

なでなでワンちゃん

019

あやすと喜ぶ、話しかけるとお返事
する、赤ちゃん型コミュニケーション
ロボット（8,000円）

トレンドマスター（株）
（044-422-1641）

こんにちは赤ちゃん

020

人の心を豊かにするアザラシ型ロ
ボット（42万円）

（株）知能システム
（0763-62-8686）

アザラシ型ロボット・パロ

021

●介護保険適用製品　 ●介護ロボット対象製品

緊急時に患者を寝かせたまま搬送できる
マットレス（オープン価格）

パラマウントベッド(株)
（042-795-8800）

引きずり型避難マット
「ストレッチグライドR
（レスキュー）タイプ」

001

みんなに聴こえのよさを届けるスピーカー
（オープン価格）

（株）サウンドファン
（03-5825-4749）

MIRAI SPEAKER Curvy

012

2 3

「もしもの時にしっかりと備える」
意識を持つことが大切だと思います。

特 集

防災
引きずり型避難マット「ストレッチグライド
R（レスキュー）タイプ」を導入した理由や防
災に対する意識について、金井原苑の吉野
さんにお話しをお聞きしました。

Ｑ１． 引きずり型避難マット「ストレッチグ
ライドR（レスキュー）タイプ」を施設に導入
した理由を教えてください。
吉野さん：マットレスとしての性能の良さ
が１番の理由です。このマットレスは、体圧
分散に優れていることに加えて、独自の構
造により、身体が動きやすく、とても寝心地
が良くなっています。マットレスは、利用者
の方が常時、使用するものなので。まずは
利用者の方の「使い心地」が重要だと考え
ています。
Ｑ2． 「使い心地」の他に理由はありますか。
吉野さん：地震などの緊急時に利用者の方
をマットレスで包み込み、寝かせたまま搬送
できることも理由のひとつです。金井原苑
では、入所者の８割以上の方が歩行・移動

に介助が必要な方なので、災
害時の移動手段は、重要な検
討課題のひとつです。
今回は、「ストレッチグライド
Rタイプ」を１２枚導入しまし
たが、褥瘡リスクの高い方で、
特に車椅子への移乗に時間が
かかってしまう方に使用して
いただいてます。
Ｑ3． 今日は、実際に搬送してもらいました。
吉野さん：そうですね。マットレスで包み込
む時間がほとんどかからないので緊急時に
効果的だと思います。今日以外でも、金井原
苑では、避難訓練を年２回実施していて、そ
のなかで「ストレッチグライドR（レス
キュー）タイプ」を使用しました。
Ｑ4． 避難訓練で使用した感想を教えてく
ださい。
吉野さん：訓練では、実際に介護スタッフ
をマットレスで包み込んで、避難場所まで搬
送しましたが、「ほとんど衝撃を感じなかっ
た。」という感想がありました。また、マット
レスを使用して訓練を実施することで、職
員の「防災」に対する意識の向上にも役立っ
たと感じました。
利用者の方からの評判もよく、有意義な訓
練ができたと思います。

Ｑ5． 施設として、「防災」に対して意識して
いることを教えてください。
吉野さん：地震などの災害はいつ発生する
か分からないですが、多くの命を預かる施
設としては、普段から「もしもの時にしっか
りと備える」意識を持つことが大切だと思っ
ています。「ストレッチグライドR（レス
キュー）タイプ」は、その意味でも魅力のあ
る製品だと感じますね。

声や音がしっかりと「聞こえる」ことで
みんなと一緒のタイミングで
笑えることが嬉しいです。

特 集

会話

「MIRAI SPEAKER Curvy」を利用する
とどのような効果があるのか。
ケアネット 川崎サービスセンター利用者の
橋場勝男さん、園子さん夫妻にお話をお聞き
ました。

Ｑ１． 今日はどのようなプログラムに参加さ
れましたか。
勝男さん：音楽教室と機能訓練などに参加
しました。１日（午前、午後）のプログラムだっ
たので少し疲れましたが楽しめました。
Ｑ2． 普段、参加されているプログラムと何
か違いはありましたか。
勝男さん：いつもスタッフの方がはっきり
とした大きい声で、話してくれるので、聞こ
えやすいのですが、今日は一段とよく聞こえ
ましたよ。音や声がクリアなまますっと耳に
入ってくるような感じがしましたね。聞こえ
やすかったです。
園子さん：いつもは、主人が「さっきスタッ
フさんが言っていたことが聞こえなかっ
た。」と言うことがあるんですが、今日はそ
れが全くなかったですね。私もいつもよりよ
く聞こえたように感じました。
Ｑ3． 音や声がしっかりと「聞こえる」とレクリ
エーションなどへの参加意欲も変化しますか。
勝男さん：そりゃ全く違いますよ。最近は、聞

こえが悪くなってきて補聴器を使
用しているんですが、聞こえが悪
いと何をしていいのか分からない
こともありますからね。
やっぱり音や声がよく「聞こえる」
とやる気がでます。
それと、会話やレクリエーション
で声や音が聞こえないとみんな
と一緒のタイミングで笑えないで
すから。聞こえることでみんなと
一緒に笑えることが嬉しいですね。
来週参加する健康体操などのプログラムで
も使用して欲しいと思いますね。
園子さん：主人がいつもより楽しんでレク
リエーションに参加しているように感じまし
た。また、私も一緒に笑うことができて凄く
楽しめました。
Ｑ4． MIRAI SPEAKER Curvyの感想
を教えてください。
勝男さん：デザインもカッコいいですし、
こんなによく「聞こえる」なら家に１台欲し
いですね。
最近、テレビを見るときに、家族と同じ音
量に設定するとはっきり聞こえないので、
音量を大きくするんですけど、「テレビの
音が大きい」と妻に怒られることが増えて
きて（笑）
園子さん：最近は、本当にテレビの音量が
大きいです（笑）
勝男さん：このスピーカーを使用すると小
さい音も大きく聞こえて、不思議な感じがし
ました。感覚では、「MIRAI SPEAKER 

Curvy」を使用しない時は７～８割の聞こ
えが、使用すると９割近くになったように感
じました。今度、同じ場面でどのくらい聞こ
えが違うか実験してみたいですね。
Ｑ5． 最後に一言お願いします。
勝男さん：「MIRAI SPEAKER Curvy」が
色々な場所で設置されるといいと思います。

インタビューに御協力いただきました
特別養護老人ホーム「金井原苑」の
事務長  吉野さん

機能訓練：ケアネット 川崎サービスセンター



話す側から聴こえの支援ができる
対話支援機器（オープン価格）

大和ハウス工業（株）
（03-5214-2270）

コミュニケーション・サポートシステム
comuoon（コミューン）

022

聴きたいときだけ耳に当てれば大き
く聞くことができる音声拡聴器
（9,800円）

（株）伊吹電子
（044-888-3796）

クリアーボイス

023

直接聴覚器官に振動を伝える骨伝
導耳掛け式音声拡聴器
（19,800円）

（株）伊吹電子
（044-888-3796）

ボン・ボイス

024

電池不要。充電式の海外でも利用で
きる音声拡聴器（15,000円）

（株）伊吹電子
（044-888-3796）

i.スマートボイスⅡ

025

相手の声が大きくはっきり聞き取れ
る骨伝導の音声拡聴器（12,000円）

（株）伊吹電子
（044-888-3796）

ｉ（あい）

026

口元と耳元をつけずに小さな声で会
話が可能なコミュニケーション支援
器（1,000～3,500円）

ケアホン協会合同会社
（0120-933-543）

ケアホン

027

自閉症の子供向け絵カードとスケ
ジュールボード（33,000円～）

（株）古林療育技術研究所
（045-903-0885）
https://www.kobarite.co.jp/

コバリテ視覚支援
スタートキット

028

認知症とともに生きる・語りあうコ
ミュニケーションツール（1,800円）

（株）クリエイティブシフト
（contact@ml.creativeshift.co.jp）

旅のことばカード
（認知症とともによりよく
生きるためのヒントカード）

029

直感的な操作性とシンプルな機能構成
で、誰もが簡単にホームページを製作で
きるソフトウェア（法人  2,000円／月）

ダンウェイ（株）
（044-740-8837）

ICT治具

030

スウェーデンで開発された認知症の
予防・症状緩和等に効果のある楽器
（42,000円～）

ブンネジャパン（株）
（03-6427-0872）

ブンネ・メソッド
スウィングバーギター

031

スマートフォン等の操作時、指先に巻
き付け使用できるタッチペン
（1,620円）

VECTOR（株）
（050-5865-9895）

スマートフィンガー

032

生体電位信号を感じ取って動作する
世界初のサイボーク型ロボット
（価格要問合せ）

CYBERDYNE（株）
（029-869-8448）

ロボットスーツHAL®シリーズ

034

Moff Bandで楽しく機能訓練する介
護予防プログラム（価格要問合せ）

（株）Moff
（03-4405-5216）

モフトレ

035

ゲーム感覚で運動・発声・脳トレがで
きる介護予防システム
（オープン価格）

（株）ラッキーソフト
（0463-23-7830）

TANO（タノ）
リハビリテーション
トレーニングツール

036

あなたの「歩き」を見える化する
歩行解析デバイス（15,000円～）

（株）早稲田エルダリーヘルス事業団
（03-5447-5470）

歩行解析デバイス
AYUMI EYE

037

身体能力を向上させる体幹訓練機器
（181,440円）

トランクソリューション（株）
（03-6801-8471）

トランクソリューション

038

手指間接の屈伸運動を継続的に行うリハ
ビリテーション補助機器（コントロール
ボックス43万8千円  グローブ3万5千円）

（株）エルエーピー
（046-204-9343）

パワーアシストハンド

039

上肢機能が低下した人に向けたアー
ムサポート（価格要問合せ）

テクノツール（株）
（office@ttools.co.jp）

MOMOシリーズ

040

低筋力の方の上肢の運動をサポート
する介護ロボット（21万6千円）

（株）佐々木製作所
（06-6911-8076）

バランサーⅡ

041

●介護保険適用製品　 ●介護ロボット対象製品●介護保険適用製品　 ●介護ロボット対象製品4 5

発話者の発言をテキストに自動変換してリ
アルタイムで情報共有できるソフトウェア
（20万円）

（株）富士通ソーシアルサイエンス
ラボラトリ

FUJITSU Software LiveTalk

033

話し手側の配慮で「聴こえやすい」を、
みんなのあたりまえに。

特 集

会話

対話を支援する機器comuoonを使うと
どのように聞こえが良くなるのか、元気な
キクさんとケアマネジャーの植松さんに
聞きました。

Ｑ１. comuoonをお使いいただいてい
ますが、使うことで植松さんや他の方の声
は聴こえやすくなりましたか？
キクさん：使う前も、大きな声で耳元で
ゆっくり話していただければ聞こえていま
したよ。comuoonを使うと、耳元に近づ
かずにゆっくり話していただければ聞き
取れます。
Ｑ２.comuoon を使用することで何か
変化はありますか？
植松さん：キクさんとお話をするときは
いつも、耳元で大きな声ではっきりと話し
かけていましたけど、comuoonを使用す

ると、近くに寄らなくてもキクさんとお話
しをすることができるようになったんで
す。私からの問いかけに対しても、頷くだ
けでなくお返事が返ってくるのでしっかり
と、聴こえてらっしゃるんだなと感じます。
使うのと使わないのとでは、全然違うよう
に思いますね。
Ｑ３. comuoonは今どんな時にお使い
ですか？
キクさん：今は1日１回も使ってませんよ。
植松さん：キクさん、私たち毎日使ってま
すよ（笑）。キクさんのベッド脇のテーブル
に置いているので、夜間のお薬を飲む際
や食事のお声がけの際に毎日使用してい
ます。もしかしたら自然に聞こえているの
で、comuoonを通してお話ししていると
は感じてらっしゃらないのかも。
Ｑ４. キクさんは、comuoonを使ってお
話しされるのと近くで大きな声で話しさ
れるのとどちらがいいですか？
キクさん：大きな声でもcomuoonでも
どちらも聞こえますけど、顔は見て話せた
方が良いですね。
植松さん：私はcomuoonだとキクさん
のお顔見ながらお話しできるのが良いな
と思います。

Ｑ５. テレビを御覧になるのがお好きと聞
きましたが？
キクさん：テレビはよく見ますよ。ただ、
どうしても音が大きくなってしまい、他の
お部屋にまで聞こえてしまうのでテレビ
の音はほとんど聴いていません。　
植松さん：comuoonはテレビにもつな
げられると聞いたので一度試してみまし
た。音は聞こえるとキクさんも仰ってくれ
たのですが、会話が速くてなかなか音は
聞こえても言葉は聞取りづらかったそう
です。これから、少しずつ慣れていただく
と良いなと思います。
Ｑ６. comuoonを使って、もっとお話し
をしたいと思いますか？
キクさん：特に誰と何を話したいという
ことまでないですけど、おしゃべりは好き
なのでこれからもしていきたいですね。

稲本キクさん（右）：現在comuoonをお使いの特別養
護老人ホーム「みんなと暮らす町」のめったに風邪もひか
ないお元気なご入居者さま。
植松佳子さん（左）：インタビューに御協力いただきま
した「みんなと暮らす町」の笑顔の素敵なケアマネジャー。

聞こえのバリアを乗り越える
特 集

平成３０年１１月１７日（土）にかわさき宙と緑の科学館内のプラネタリウムにて、KIS認
証福祉製品のLiveTalkを利用して、聴覚障害のある方に生解説をお楽しみいただく
「聞こえのバリアを乗り越えるプラネタリウム体験会」を実施しました。

体験会では、メガネ型ウェアラブル端末「b.g.」に、LiveTalkで瞬時に文字化した生解説
を表示することで、星空と生解説を同時に鑑賞いただきました。
幅広い年齢の方が、一緒に来場されたご家族とプラネタリウムを鑑賞され、鑑賞後に感想
を共有できる楽しみも生まれたとの感想をいただきました。
今後も製品が活用できる場面を広げていきたいと考えています。

「将来、プラネタリウムでメガネ型ウェアラブル端末による
字幕サービスが始まったら利用しますか」の問いに
　　　　　 の方が「是非利用したい」と回答されました。 

西山さん：字幕が表示される位置は丁度良く、負担感はほと
んどなかったです。
もし、将来的にサービスが始まったら利用したいと思いました。
メガネ型ウェアラブル端末についても、斬新で驚きました。
かけ心地も良かったです。

プラネタリウム体験会の
アンケートに御協力いただいた
西山さん（写真右女性）

シシ ンンーシケーニケコミミュニ シ ンンミュュニニニケコミ シケコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション

　　　　 87％87％
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れいんぼう川崎
長澤さん

ケアハウス青田風
丹羽さん

柿生アルナ園
岩渕さん

みんなと暮らす町
戸中さん

6 7

福祉製品はどう選んで、どう使う？ ベテラン  職員さんにそれぞれの重視している点をお聞きしました。

移動移乗機かーるくん

ルナナース（離床センサ）

楽匠FeeZ・FeeZ

モーリフトスマート150

座 談会

特 集特 集
ベテラン職員さんベテラン職員さん

それぞれの施設で福祉製品を選ぶ際に
重視していることや導入する際に工夫
していること、施設で導入しているかわ
さき基準（ＫＩＳ）認証福祉製品をどう
使っているかなど、４名のベテラン職員
さんにポイントをお聞きしました。

長澤さん：「何に困っているか」、「何に
不具合があるか」を明確することが大
事だと思っています。
丹羽さん：製品の導入しやすさ、利用
者の方に合っているということに加え
て、施設の雰囲気を壊さないという
「デザイン性」を重視しています。
岩渕さん：「使用目的にかなっている
か」また、「使いやすさはどうか」を重
視しています。
戸中さん：課題を明確にすることに加
えて、「多くの職員が使えるか」を重視
しています。

長澤さん：福祉製品は、困っているこ
とを解決するひとつの手段なので、日
常的に困っていることを考えておいて、
「あったらいいな」ではなくて、しっか
りと「困っていることを解決できる」製
品を選ぶようにしています。
丹羽さん：まず、利用者の方にしっか
りと合っていることが大前提です。そ
の上で、ケアハウス青田風では、入居者
アンケートでも施設の清潔さが１位に
上がっていて、「施設の雰囲気」を大事
にしているので、「デザイン性」をより
重視して福祉製品を選ぶようにしてい
ます。
岩渕さん：最近では、介護経験がない
新規の介護職員が凄く増えているんで
す。そのため、未経験の職員でも「使い
やすい」、「分かりやすい」福祉製品を
選ぶように気をつけています。そのこ
とが働きやすい職場作りにも繋がると
思っています。
戸中さん：介護の技術は、職員によっ
て異なります。福祉製品は、その技術
の差を埋めてくれるものだと思ってい

ますので、「誰が使用しても同じような
介護が利用者の方に提供できる」製品
を選ぶことで、より高い効果があると
考えています。

長澤さん：「何のためにこの福祉製品
を使用するのか」をしっかりと伝達す
るように注意しています。
丹羽さん：実際に福祉製品を検証し
て、「現場に合っている」製品かをしっ
かりと確認するようにしています。
岩渕さん：デモ機を使用して「フロア
リーダーを中心に使い勝手などを確認
する」ようにしています。
戸中さん：「必要な時にすぐ使える」
ような環境を整えることを意識してい
ます。

長澤さん：福祉製品を導入した理由
が曖昧になると「（福祉製品が）あるこ
とが当たり前」になってしまって、道具
の使用方法だけが伝達されてしまう
恐れがあります。
れいんぼう川崎では、様々な福祉製品
を導入していますが、必ずこの福祉製
品を「何のために」導入したかを伝達
するようにしています。
丹羽さん：福祉製品は、製品だけで問
題を解決するものではなくて、「介護
職員の手助け」をしてくれるものです。
実際に製品を多くの職員で使用して、
製品の良い点、悪い点の他に「職員に
浸透するか」まで、しっかりと話し合っ

た上で、導入するようにしています。
岩渕さん：現場の職員にとって、今ま
でのやり方を変えるというのは、凄く
エネルギーが必要なことなんです。そ
のため、まずフロアリーダーが率先し
て新しい製品を使ってみて、どこが良
くて、どこが悪いのかを職員に分かり
やすく工夫して、伝達するようにしてい
ます。
戸中さん：福祉製品は、必要な時に使
えないと効果がありません。そのため、
適切な場所でいつでも最高の状態の
製品が使用できるように意識していま
す。例えば、各フロアに設置している製
品をどのフロアでも同じ場所に配置す
るなどの工夫をしています。
あと、福祉製品は不具合があると危険
なので、そこも注意していますね。

長澤さん：れいんぼう川崎では「移動
移乗機かーるくん」を導入しています。
丹羽さん：ケアハウス青田風では、昨
年、「ルナナース」を導入しました。
岩渕さん：柿生アルナ園では、昨年
「モーリフトスマート１５０」を導入しま
した。

戸中さん：みんなと暮らす町では「楽
匠FeeZ」を導入しています。

長澤さん：「移動移乗機かーるくん」
は、下衣の上げ下ろしが含まれる移乗
介助に限定して使用しているのですが、
下衣の上げ下ろしに必要な立位補助を
してくれるので、１人でトイレ介助がで
きます。大変、助かってますね。
丹羽さん：昨年、「ルナナース」を導入
したのですが、導入前のセンサーマッ
トだと対象者の方が避けてしまって、
転倒などの危険もありました。「ルナ
ナース」は全く見守りセンサだと気づ

かないことと、デザイン性が良いので
部屋の雰囲気を壊さないことが素晴ら
しいと思います。
岩渕さん：「モーリフトスマート１５０」
は、車椅子から入浴ストレッチャーへの
移乗で使用しています。これまでは、２
人体制で行っていた業務を１人で行える
ようになって、手が空いた職員が他の業
務をできるようになったので効果が
あったと思います。
戸中さん：「楽匠FeeZ」の導入前は、
認知症の方に床にマットレスを敷いて
寝ていただいていたので、特に起き上が
り介助に伴う負担がありました。「楽匠
FeeZ」は超低床で、起き上がり介助の
際にベッドの高さを調節できますので
利用者の方の負担が減ることに加えて、
介護者の負担も減りましたね。

福祉製品を選ぶ時に重視している
ことを教えてください。

福祉製品の導入後に注意している
点などを具体的に教えてください。

導入されている福祉製品の
良い点を教えてください。

具体的に教えてください。

福祉製品を導入するにあたって
工夫している点などを
教えてください。

皆さんの施設で導入している
かわさき基準認証製品を
教えてください。

貴重なお話をいただきありがとうございました！！
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様々な厚みのテーブル・机に簡単に
取り付け可能な姿勢保持用肘置台
（1万4千円～）

澄建設（有）
（048-482-5472）

姿勢保持用肘置台　
SUNSUMI（サンスミ）

061

快適な姿勢保持が可能な、移動性、
移乗性、安全性に優れた多機能椅子
（手動）（170,000円～）

アビリティーズ・ケアネット（株）
（03-5388-7200）

ワーキングチェア ユニ21
（手動）

073

移動性に優れ、作業にあわせて座面
高が電動で昇降する高級椅子
（電動）（327,800円～)

アビリティーズ・ケアネット（株）
（03-5388-7200）

ワーキングチェア ユニ21EL
（電動）

074

床ずれ予防効果と姿勢保持を優先し
た空気構造のクッション
（4万7千円）

アビリティーズ・ケアネット（株）
（03-5388-7200）

ロホ・クァドトロセレクト

071

座位能力が著しく低下した方でもリラック
スした姿勢で座ることが出来る、ウレタン
製室内座位保持装置（6万4千円～9万円）

（株）シーズ
（0957-22-6350）

クッションチェア・エアー

072

部屋側・廊下側のどちらから押しても
開く両折れ戸。省スペースで大きな開
口を実現（22万円～）

（株）ノダ
（03-5687-6236）

ユニバーサルデザインドア
ケアシスト

078

はさみ部分の360度回転により手首
をひねらず拾う・掴むができるリー
チャー（3,800円）

（株）インタージェット
（06-6393-3622）

楽らくハンド  ロングタイプ・
ショートタイプ・ミニタイプ

076

軽い力で動作する片手で洗濯物が挟
める洗濯ばさみ（571円～）

Image Craft（株）
（0574-42-6016）

ありがとうシリーズ

077

身支度のためのリーチャーと靴ベラ
の両機能を有する商品（2,500円）

アビリティーズ・ケアネット（株）
（03-5388-7200）

靴べらリーチャー

070

片麻痺の方向けの歯磨き左右兼用
生活用具（1,800円）

福祉用具機器研究開発の会
（046-285-0509）

パラリンコップ

063

お粥やとろみ食を上手にすくって食
べられるスプーン（278円）

プロンプター甲斐（有）
（0229-26-2958）

ADL向上  自助具  スプーン
　（お粥  スプーン）

062

洋服感覚で着用できる、食事を楽し
むためのポケット付きエプロン
（3,200円）

フットマーク（株）
（03-3634-0507）

うきうきシャツエプロン

064

手持ちの愛用ネクタイを簡単にワン
タッチネクタイに（1,000円）

タイアップのアオキ
（090-7475-1010）

ワンタッチネクタイ止め具
「タイアップ」

065

車椅子に座ったままスピーディーに
着脱可能な防寒・撥水の両面コート
（下：10,500円～  上：17,000円～）

アソシエCHACO
（044-900-8844）

防寒＆撥水  車椅子用コート

069

片麻痺の方や指・腕が動きにくい方
も片手で装着できるネクタイ
（2,890円～）

アソシエCHACO
（044-900-8844）

らくらくKAWASAKIネクタイ

066

ボタンをはずすと一枚布状になる寝
たままでも着脱可能なベスト＆ひざ
掛け（19,600円～）

アソシエCHACO
（044-900-8844）

らくらくベスト＆ひざ掛け

067

指や肩が動かしにくい方でも羽織るだ
けの着やすいボレロタイプ。マグネット
ボタンで、らくらく開閉（８,９８０円）

アソシエCHACO
（044-900-8844）

着やすいボレロ＆マフラー

068

表面に滑りにくい塗装を施し、快適
な歩行に配慮した日本転倒予防学会
推奨の木質床材（15,540円/㎡）

（株）ノダ
（03-5687-6236）

衝撃吸収フロア  ネクシオ

075

●介護保険適用製品　 ●介護ロボット対象製品●介護保険適用製品　 ●介護ロボット対象製品8 9

介護リフトが標準装備された震災時
に避難できない方の命を守るシェル
ター（168万円）

（株）トマト
（054-349-2180）

介護リフト付シェルター
ANNE（安寝）

042

さらに安心感を高める“超”低床ベッ
ド（オープン価格）

パラマウントベッド（株）
（042-795-8800）

楽匠FeeZ・FeeZ

043

「ベッド」と「車椅子」が融合。重度要
介護者を抱き上げなしで移乗できる
新発想ロボット（定価９０万円）

パナソニック エイジフリー（株）
ケアプロダクツ事業部
（06-6908-8122）

リショーネPlus

044

昼は介護ベッド、夜はお布団。万が一
落ちても安心超低床ベッド
（42万5千円）

フランスベッド（株）
（046-265-5180）

超・超低床フロアーベッド

045

「体圧分散」と「ずれ軽減」全く新しい
ベッド連動型エアマットレス
（21万円）

パラマウントベッド（株）
（042-795-8800）

ここちあ結起

046

ライフリズムで「家族が見守る」新し
いカタチ
（機器29,000円～　月額1,000円）

（株）インタープロ
（0985-20-5051）

みまもりステーション

056

ひとり暮らし高齢者向けみまもりシス
テム（通信料込レンタル料：3,980円
／月より）

ハイブリッドシステム（株）
（03-5875-9821）

Smyline（TypeX）

055

赤外光センサーと人工知能を用いた、
被介護者を非接触・無拘束でスマホで
見守れるシステム（35万円：本体のみ）

（株）イデアクエストイノベーション
（044-201-4882）

OWLSIGHT（アウルサイト）
福祉用

052

心拍・呼吸・体動を検知する非接触
型見守りシステム（8万円）

（株）ワイヤレスコミュニケーション
研究所
（042-444-4794）

スリープモニター

053

起床、端座位、離床を検知可能。清潔
感と安心感のあるデザインの離床セ
ンサー（価格要問合せ）

AI TECHNOLOGY（株）
（03-6695-1801）

ルナナース（離床センサ）

054

かつてない身体にやさしい起き上が
りを支援する電動介護用ベッド
（オープン価格）

パラマウントベッド（株）
（042-795-8800）

楽匠Z

047

進化した背上げ機能で、早期離床を
助ける電動介護用ベッド
（オープン価格）

パラマウントベッド（株）
（042-795-8800）

メーティスPRO

048

自立・安全・暮らしを考えた在宅電動
介護用ベッド（オープン価格）

（株）ランダルコーポレーション
（048-475-3662）

リライフベッド100cm幅

049

4つのセンサが利用者の動作を検知
する離床センサ内蔵型ベッド
（オープン価格）

フランスベッド（株）
（046-265-5180）

見守りケアシステム  M2

050

離床状況をシルエット画像で把握で
きるプライバシーに配慮した見守り
システム（30万円）

キング通信工業（株）
（03-3705-8540）

シルエット見守りセンサ

051

利用する方の高さに合わせてそれぞ
れに天板の高さが調整できる介護用
昇降テーブル（26万円）

（有）テクノム
（0428-21-3611）

介護用昇降テーブル
「らくらくテーブル」

059

肘をしっかり置けて、良い姿勢での
「食べる」「休む」「作業する」ができる
接触嚥下テーブル（2万8千円）

（株）ニシウラ
（0858-85-0601）

ヨッコイショテーブル

060

薬の過剰摂取や飲み忘れを防止する
服薬支援ロボット（12万円～）

ケアボット（株）
（03-6222-1062）

服薬支援ロボ

057

お水を飲む感覚で錠剤薬やサプリメ
ントが服用できるコップ（1,500円）

さくら工房3124
（有）環健社内（078-651-5268）

片手でラクラク！！
「おくすりこくり」

058

川崎市のウェルフェアイノベーションの
取組を伝える     つのムービー

「外出をもっともっとスムーズに楽しむ
可能性が広がるまち」

次世代型モビリティとUD（ユニバーサルデザイン）タクシー
を組合せたサービスをカッコよく活用していくことで、足腰が
弱くなったとしても、「外出をもっともっとスムーズに楽しむ
可能性が広がるまち」としての日常生活をイメージして作成
しました！！

「モノの受け手を作り手に転換する」
川崎市では、3Dプリンタを使用して障害のある方の生活を支援する
自助具づくりにチャレンジしています。そのなかで障害当事者や作業
療法士などの支援者とともに実施したワークショップにおける実践
課程と将来展望を「モノの受け手を作り手に転換する」意味を込めて
制作しました！！

「多様な人が混ざり合いながら、自ら望む場で
安心して暮らし続けることのできる地域へ」

団塊の世代が75歳に到達する2025年に向けて、地域包括
ケアシステムの構築が求められており、川崎市では「誰もが
住み慣れた地域や自ら望む場で安心して暮らし続けることの
できる地域の実現」を目指して取組を続けています。これは、
2025年の地域社会像を具体的にイメージした動画です。

「「混混ざざざりりり合い、支えあい、活躍する」 2025年ののの将将来来像像像「混ざり合い、支えあい、活躍する」 2025年の将来像

川崎市では「Colors, Future! いろいろって未来」と多彩な魅力と都市の将来像を
ブランドメッセージとして策定し、この映像を通して、人・まち・モノに多彩な魅力があふれ、

 が現実化していくことに一歩ずつ歩みを進めていきたいと考えています。

   
いろ て未
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モレにくさと当てやすさに工夫した
テープ型紙おむつ（オープン価格）

（株）光洋-ディスパース
（045-781-1870）

ディスパース  オンリーワン
幅広テープ

085

ズボンにしみない、目立たない男性
用軟失禁パッド（オープン価格）

ユニ・チャーム（株）
（03-6722-1015）

ライフリー  さわやかパッド
男性用

092

スルッとはけてピタッとフィットする
うす型軽快パンツ（オープン価格）

ユニ・チャーム（株）
（03-6722-1015）

ライフリー
うす型軽快パンツ

095

新感覚！布下着みたいな紙パンツ
（オープン価格）

大王製紙（株）
（03-6856-7593）

アテントスポーツパンツ

093

前後どちらでも履け、横モレにも強い
かんたん装着大人用紙パンツ
（オープン価格）

（株）光洋-ディスパース
（045-781-1870）

ディスパース  オンリーワン
パンツ前後フリー

086

脚まわりが細い方の股モレも安心。
脚まわりにフィットするテープ式タイ
プの紙おむつ（オープン価格）

花王（株）
（0120-062-110）

リリーフ
股モレ安心テープ式

087

昼間はパンツ、夜間はテープ式おむつと
して１枚で対応できる2WAYタイプの紙
製パンツタイプおむつ（オープン価格）

花王（株）
（0120-062-110）

リリーフ
テープ式にもなるパンツ

088

スリム吸収対・柔らか超うす素材でま
るで下着のような履き心地の紙製パ
ンツ（オープン価格）

花王（株）
（0120-062-110）

リリーフ
超うす型パンツ
まるで下着2回分

094

横漏れし難く・洗濯後の乾燥が早い
軟失禁下着（2,000円～）

帝人フロンティア（株）
（03-6402-7010）

軽失禁下着 ウェルドライ®

091

布製ホルダーと紙パッドを組み合わ
せた股がゴワゴワしにくい布パンツ
（2,800円）

ニシキ（株）
（092-273-1808）

オープンスタイル

089

必要な時に設置でき、排泄時の安定
した前屈姿勢に最適な座位姿勢が保
てる姿勢補助手すり（60,000円）

イデアライフケア（株）
（0266-24-3377）

姿勢補助手すり  楽助さん

083

工事不要。排便時の転倒防止ができ
る姿勢保持補助具（91,800円）

（株）サンライテック
（ライオン事務器お客様相談室：
0120-074-416）

姿勢保持補助具
＜すっきりアーム＞

084

介護ロボット（排泄支援）水洗ポータ
ブルトイレ（価格要問合せ）

アロン化成（株）
（0120-86-7735）

キューレット

080

コンパクトで機能が充実したモ
ジュール型ポータブルトイレ
（23,500円～）

アロン化成（株）
（0120-86-7735）

ポータブルトイレFX-CP
“ちびくまくん”

081

理想的な排泄姿勢へ導き尿こぼれを
防ぐポータブルトイレ
（31,000円～）

アロン化成（株）
（0120-86-7735）

ポータブルトイレジャスピタ

082

簡単装着で安心！おむつに貼るヒッ
ププロテクター（オープン価格）

（株）光洋-ディスパース
（045-781-1870）

オンリーワンパンツにはるだけ
ほねガード

096

ポリ袋に練りこまれた消臭成分が
98%以上の臭いをカットするおむつ
を処理袋（オープン価格）

（株）マルアイ
（055-272-1114）

消臭袋
大人の紙おむつ用BOX

097

素早く、ウイルスや細菌の除去を可能にした、
二酸化塩素配合の処理剤です（2,500円
（ボトル単価）/300円（アルミパック単価））

（株）環境衛生
（03-6268-9407）

嘔吐物・汚物スピード処理剤
「オブツポイポイ」

098

化学の力でノロウィルス等の病原体
の接触感染を予防するテーブルカ
バーフィルム（10,000円／枚～）

パナック（株）
（03-5442-8782）

VIRtechテーブルカバー
フィルム（透明/単色/木目）

099

化学の力でノロウィルス等の病原体
の接触感染を予防する手すりカバー
フィルム（2,000円／m～）

パナック（株）
（03-5442-8782）

VIRtech手すりカバー
フィルム（透明/単色/木目）
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ボトルタイプ 250ｇ アルミパック 30ｇ

排尿前後のお知らせ＆排尿の見える化で個
別排泄ケアをサポート（オープン価格）

トリプル・ダブリュー・ジャパン（株）
（03-5459-1295）

排泄予測デバイス
「DFree（ディー・フリー）」

090

オストメイトの排泄処理等、排泄ケアがしや
すい温水洗浄前広便座（11万円～）

片倉工業（株）
（0120-369-085）

前広便座
「いい安座（e-anza）」

079

10 11

尿量とトイレのタイミングが見える化されることで
心配がなくなり、やりたいことが増えました。

特 集

排泄

排尿のタイミングを予知してお知らせする機
器DFreeを使って、どんな生活の変化が起
きたのか、「福寿かわさき高津」御入居者で
ユーザーの首藤さん、看護師の佐藤さん、開
発メーカーの草西さんに聞きました。

Ｑ１． 製品の開発経緯について教えてくださ
い。
草西さん：社長がうんちを漏らした経験から、
排泄に困ってる方向けに開発しました！
Q２. この製品を初めて見たときはどう思わ
れましたか？
首藤さん：最初は「なんだこりゃ」。ただ説明
を受けると、こりゃいいな！と。これまでス
タッフの方を呼んだとしても、必ずしもトイレ
に行くのが間に合うわけではなく、失禁して
しまうこともあったけど、DFreeによって自分
のトイレのタイミングが３～４時間くらいと
掴めるようになったので漏らすことも今はな
くなったね。
佐藤さん：私も画期的なものだと思いました。
それまでの１～２時間おきに御利用者さんを
トイレに誘導するケアは、必ずしも御利用者
さん本位ではないものでしたので、個々のタ
イミングに合わせた排泄ケアが実現できるよ
うになれば素晴らしいなと。

Q３． 使用してみていかがでしたか？
首藤さん：トイレに行くタイミングを忘れて
いても、そろそろ行った方が良い時間にス
タッフの方が来てくれるようになって良かっ
たですね。
佐藤さん：私達がトイレに御案内するタイミ
ングがわかったこともありますが、DFreeで
膀胱にどれくらいのタイミングでどれだけの
尿が溜まるということを、スタッフだけでなく
御本人にも御確認いただくことで、「そろそろ
トイレに」というコールをいただけるようにな
りました。
Q４. 現在夜間はどうされているのですか？
佐藤さん：首藤さん御自身で、コールでス
タッフを呼んでくださっています。夜間のトイ
レのタイミングも首藤さん御自身でつかまれ
ていて。尿取りパットは一応つけていますが、
トイレに行ってくださっています。
Q５. 首藤さんは「良いと思ってくださったよ
うですが」他の方はいかがでしたか？
佐藤さん：首藤さんはつけて４日目にくらい
には「これはいいね」という反応で慣れてくだ
さったのも早かったのですが、他の方々も同
じように好評で、その後使ってらっしゃらない
方からも私もやりたい！という方が多くて好
評です。
Q６. 使用する際に何か気にされたことはあ
りましたか
佐藤さん：やはりプライバシーには一番配慮
しました。
使う際にも、まず御家族の方にご説明して合
意をいただくことはもちろんですけど、御本人

にも何度も何度もヒアリングをしまして納得
いただいた上で行いました。
Q７． DFreeを使うことで期待することは何
ですか？
首藤さん：神宮球場に大好きなスワローズの
応援にまた行きたいなと思いました。今年は
弱かったから、来年は行きたいね！
佐藤さん：DFreeを使うことで最終的にお
むつが外れるまでになって要介護度が５から
１にまで変わった方がいます。首藤さんの野
球観戦もですが、御利用者さんが目標を持つ
ようになられたことは大きいと思います。そ
れと、介護する側としては負担も減りますし、
御家族のおむつの費用負担が減るというの
も大きいですね。
草西さん：御利用者のことを知るためのツー
ルとして使って欲しいです。最終的には、その
人への愛あってこその製品だと思います！

前広便座「いい安座（e‐ａｎｚａ）」を設置し
ている中原区役所の総務課 小路谷（こうじ
たに）さんにお話をお聞きしました。

Ｑ１． 中原区役所に前広便座を設置した経緯
を教えてください。
一般社団法人 バリアフリー推進協会様か
ら「施設のトイレを利用する健常者や排泄
障害者の方へ、快適な排泄環境を提供した
い。」という趣旨のもと、前広便座の寄付の
お話があって、庁内で設置の募集があった
ので、設置を希望しました。
Q２. 設置場所を教えてください。
区役所本館西側３階の男子トイレと女子ト
イレに１台ずつ設置しています。
Q３． 設置を希望した理由を教えてください。
前広便座では、オストメイト（※大腸がん手
術等により人工肛門や人工膀胱を持つ人）
の方が座ってパウチ処理ができるので、足
腰への負担や衣服などが汚れてしまうリス
クの軽減に繋がります。オストメイトの方の
なかには、トイレが原因で外出しにくい方
もいらっしゃるというお話を聞くこともあ

るので、そういった方で
も安心して区役所に来
庁いただけるように設
置を希望しました。
Q４. 設置して良かった点を教えてください。
前広便座は、高齢者や障害のある方でも安
心して使用できるように深く腰掛けられる
工夫がされており、オストメイトの方以外の
来庁者でも使用できることも良い点だと思
います。区役所の職員も使用することがあり
ますが、「最初は今までにない便座だったの
で少し驚きましたが、使用しているうちにす
ぐ慣れました。」との声もありました。
Q５. 前広便座について御意見等があれば教
えてください。
中原区役所以外でも前広便座を設置されて
いる川崎市内の介護・福祉施設があって、
「様々な介護場面で利用されている。」との
お話をお聞きしました。色々な施設やご家
庭で設置が増えると良いと思います。

Q6. 最後に一言お願いします。
今後とも利用しやすい庁舎づくりに取り組
んでまいります。

オストメイトの方にも安心して
区役所に来庁していただきたいです。

特 集

排泄

中原区役所



1mの廊下でもUターンでき、屋外に
も強い多機能6輪電動車椅子
（155万円～）

（有）さいとう工房
（03-3621-0508）

レル・ライト

103

起立・着座を補助する座面昇降機能
付車椅子（11万8千円）

キョウワテクノス（株）
（0120-913-073）

ヘルパー歩

102

トラベルスクーター
【ブギ・ウギ・ラギー】（34万8千円）

（株）クラモト
（03-3994-2861）

ラギー

113

転倒を防ぐ、前後安心車椅子
（17万8千円）

フランスベッド（株）
（044-430-0294）

転ばなイス

106

段差10cm、溝15cmまで対応。悪路、
草地、砂利道、雪道でも走行可能なク
ローラー式電動車椅子（85万円）

（有）クエストエンジニアリング
（03-5913-8445）

ユニモ
（クローラー式電動車椅子）

105

手動車椅子に取り付けることで電動
化が可能になる商品（価格要問合せ）

あい・あーる・けあ（株）
（03-5660-7701）

チェアーライダー

104

デザイン性と安全性を兼ね備えた車
椅子用階段昇降機（価格要問合せ）

広洋産業（株）
（03-3984-5640）

車椅子用階段昇降機
『シンフォニー』

117

階段が車椅子用段差解消装置に変
形する製品（価格要問合せ）

広洋産業（株）
（03-3984-5640）

車椅子用段差解消階段
『フレックスステップ』

118

昇降時に階段形状に合わせてイス座
面の向きを旋回できる曲線階段用階
段昇降機（140万～170万円）

ティッセンクルップ・アクセス・
ジャパン（株）
（03-5575-3071）

曲線階段用階段昇降機
“フロー２”

119

自動旋回により安全な方向を向いて
止まれる直線階段用階段昇降機
（50万～80万円）

ティッセンクルップ・アクセス・
ジャパン（株）
（03-5575-3071）

直線階段用階段昇降機　
“ジョイス”

120

屋外対応。手動旋回により安全な方
向を向いて止まれる直線階段用階段
昇降機（80万～90万円）

ティッセンクルップ・アクセス・
ジャパン（株）
（03-5575-3071）

直線階段用階段昇降機
“レバントアウトドア”

121

屋外対応。急傾斜、急カーブ、らせん
階段等ほとんどの階段に設置可能な
車椅子式階段昇降機（350万円～）

オットーリフト（株）
（044-750-0716）

車椅子式階段昇降機オメガ

107

椅子の2段階回転により安全・スムー
ズな乗降が可能ないす式階段昇降
機（63万円～）

クマリフト（株）
（045-322-1744）

いす式階段昇降機
「自由生活」直線型

109

大きな改修工事が不要の車椅子用
段差解消機（価格要問合せ）

アビリティーズ・ケアネット（株）
（03-5388-7200）

アルティラ

110

直線階段用超コンパクトタイプのい
す式昇降機（63万円）

（株）スギヤス
（0566-53-1126）

スーパーレーターβスリム

111

シンプルな構造で家具のようなデザ
インの曲線型いす式階段リフト
（120万円～）

オットーリフト（株）
（044-750-0716）

オットーリフト（曲線型）

108

床埋め込み不要で設置できる段差
解消機（55万2千円～）

（株）メイキコウ
（03-3555-9001）

段差らく～だAF600
（アクティブレーター4）

114

ステンレス製で耐久性に優れたオー
ダーメイド型段差解消機
（価格要問合せ）

（株）ハーツエイコー
（045-984-1882）

もちあげくん

115

TPOに合わせて色柄・機能を付け加
えて使える着せ替え車椅子シート
（5,690円～）

アソシエCHACO
（044-900-8844）

着せかえCHACOシート

116
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高いデザイン性、走行性、直感的な操作性を
備えた新しいパーソナルモビリティ
（99万5千円）

WHILL（株）
（0120-062-416）

WHILL Model A

112

12 13

歩行困難な方でもどちらかの足が少し動
かせれば自力で自由に移動できる足こぎ
車椅子（32万9千円）

（株）TESS
（022-353-9707）

COGY（コギー）

101

外に出たい気持ちが増えて、
実際に外出の機会が増えました

特 集

外出

WHILLがある生活で、どんなストーリー
が生まれてくるのか、ユーザーのお一人で
ある有田さんにお話を聞きました。

Ｑ１. WHILLが来て大きく変わったことは
何ですか？
外に出たい気持ちが増えて、実際に外出の
機会が多くなりました。また外出時の動き
が早くなり、体に負担もないので、一度の
外出で多くの場所に行けるようになりまし
た。そして外出の機会自体が増えたため、
歩く機会も増えました。行きたい所に比較
的自由に行けるので、外食のバラエティー
にも興味を持つようになり、役所や金融機
関の用事も苦にならなくなりました。
Ｑ２. なぜWHILLを選んだのですか？
「街中を気分よく走れる、かっこいい車椅
子」を、福祉機器展などに行って探したりし
ていました。たまたまインターネットで見つ
けたのが「WHILL」でした。従来の車椅子
のイメージを全く変えたもので、私達のリ
クエストにぴったりでしたので急ぎ飛びつ
きました。

Ｑ３. WHILLの気に入ってるところはどん
なところですか？
色々とありますが、順番に列挙すると、操
作性、４輪駆動のパワー、小さな回転性能、
安定した走行性、乗っている時の爽快感、
そしてスタイリッシュなデザインですね。
Ｑ４. WHILLを使うようになって実際に出
かけられるようになった場所はどんな場所
がありますか？
近隣の公園、喫茶店、レストラン、スーパー、
コンビニなどはもちろんのこと、地下鉄を
利用して１～２駅先のショッピングモール
などに行動範囲が広がりました。
Ｑ５. 周りのご家族やご友人の反応はいか
がですか？
外出時に同行した人は、歩行に気遣う必要
がなく、乗っている方も移動スピードも速
くなるので、解放感が高まって快適だと感
じます。またデザインがおしゃれなので、周
りの光景に溶け込み、周辺の方々も違和感
がないようです。

Ｑ６. どんな方にお勧めしたいと思われま
すか？
歩行が困難な老人や障害者だけではなく、
健常者でも自転車のような手軽な移動体
（パーソナルモビリティ）としての利用を勧
めたいです。
Ｑ７. どんな施設やシチュエーションで普及
すると良いと思われますか？
特定の施設での限定的普及ではなく、自転
車と同じ感覚で乗るなど、自由な乗り方が
できることが望みです。そのためには、エ
レベーターの大きさや、駐輪場、電車内で
の車椅子等の専用スペースの確保、駅や公
共施設でのマップに段差や階段のない
ルートの明示など、きめ細かい社会インフ
ラが充実していくと良いですね。

「また大好きな車椅子陸上に参加できるかも
しれない」という希望が持てました！！

特 集

移動

足こぎ車椅子「COGY」を使用することで、ど
のような効果があったのか「川崎市れいんぼ
う川崎」の村上さんと担当職員の松沼さんに
お話を聞きました。

Ｑ１． 「COGY」を使用するきっかけを教え
てください。
村上さん：私は、COGYに出会う前からス
ポーツが大好きで、車椅子陸上をしていた
んです。でも、足に痛みが出てきて、車椅子
陸上ができなくなってしまって。
「もう大好きなスポーツはできないのか
なぁ。」って半分諦めていました。
松沼さん：秋頃にれいんぼう川崎にCOGY
が届いたんですが、村上さんには、足を伸ば
す動きをしてもらいたくてCOGYに乗って
もらいました。
Q２. 「COGY」を使用した感想を教えてくだ
さい。
村上さん：最初は「私にCOGYが乗れるの
かなぁ」と少し不安な気持ちもあったんで
すけど、実際にCOGYに乗ってみるとペダ
ルが軽いからいくらでも漕ぐことができる
んです。乗っている感覚はないのにどんど
ん進めるので、気がついたら施設の廊下を
４周している時もあります。

松沼さん：乗りすぎて少
し心配になることもあり
ます（笑）
Q3.「COGY」の一番の魅
力は何だと思いますか。
村上さん：一番の魅力は
「楽しんで乗ることができ
る」ことだと思います。
COGYに乗っていると元
気が湧いてくるし、楽しい
からまた次も乗りたいと
思えるんです。乗り終わっ
てすぐに「早くCOGYに乗りたいなぁ」と思
うこともあるくらいです（笑）
松沼さん：最近では、村上さんが自分から
「COGYに乗りたい。」と言ってくれて。笑顔
でペダルを漕いでいる村上さんの姿を見る
と私も自然と笑顔になります。COGYには、
実際に乗っている方だけではなくて、その
周りの人も笑顔にする魅力があると思いま
す。他の方もCOGYを利用されていますが、
利用者の方もその家族の方もみんな笑顔
になっています。
村上さん：こんなに楽しく訓練ができるこ
とが嬉しいです。
Q4. 今後の目標を教えてください。
村上さん：COGYに出会えて「もしかしたら、
また大好きな車椅子陸上ができるかもしれ
ない、「大好きなスポーツができるかもしれ
ない」という希望が持てました。これからも
頑張って訓練して、もう一度、「大好きな車
椅子陸上に参加すること」が今の目標です。

松沼さん：村上さんは今、病院で痛みの治
療を受けています。運動を併用することで
治療にもいい効果がでているんです。村上
さんの夢である車椅子陸上に向けて、私も
一緒に応援していきたいと思っています。



蛇腹構造により、常に着地面に接地
し吸着力に優れた杖の先ゴム
（3,200円）

アビリティーズ・ケアネット（株）
（03-5388-7200）

フレキシフット

144

シンプルで安全安心な歩行補助器
（22,100円）

クリスタル産業（株）
（052-821-4416）

Uラインウォーカー

136

脚の高さが68mmの、低床ベッドに
も利用可能な床走行リフト
（38万円）

アビリティーズ・ケアネット（株）
（03-5388-7200）

 サンリフト ミディ低床（電動） 
※床走行リフト

148

なめらかな装着性と装着感を備えた
座位から座位へのリフティング用ス
リングシート（63,500円～）

アビリティーズ・ケアネット（株）
（03-5388-7200）

スリングシート ベーシック

149

乗せたまま衣類の脱着ができるトイ
レ介助に最適な移動移乗機
（33万8千円～）

（有）早川テクノエイド研究所
（0467-58-6126）

移動移乗機かーるくん

150

「支える」をカタチにした1点杖
（8,100円）

クリスタル産業（株）
（052-821-4416）

‘Elepaio （エレパイオ）

141

「支える」をカタチにした４点杖
（9,400円）

クリスタル産業（株）
（052-821-4416）

‘Elepaio Quad Cane 
（エレパイオ クォードケイン）

142

角度に合わせて杖先が360度可動
するステッキ（16,000円～）

フジホーム（株）
（03-3523-1631）

かるがも４ポイントステッキ

139

立ちと座りがしやすい補助グリップ
付４点杖（8,000円）

フジホーム（株）
（03-3523-1631）

四点杖補助グリップ付

140

滑り止め機能の付いた3つ足で杖や
歩行器の接地を支える先ゴム
（2個入り  3,160円～）

アビリティーズ・ケアネット（株）
（03-5388-7200）

あたっ地面土

143

工事不要。接地場所に合わせて組み
立てられるタイル型スロープ（タイル
1枚当たり800円～2,600円）

アビリティーズ・ケアネット（株）
（03-5388-7200）

ブロックビルド

132

ハイグレードアルミで超軽量。巻き取
り収納が可能な段差解消製品
（8万円～）

アビリティーズ・ケアネット（株）
（03-5388-7200）

スロープビルド

133

耐衝撃・視認性に優れた軽い折り畳
み式の白杖（6,560円～）

（株）KOSUGE
（050-3372-3002）

MyCane®Ⅱ

138

各部パーツの組み合わせができる
オーダーメイドロフストランドクラッ
チ（15,000円）

クリスタル産業（株）
（052-821-4416）

オーダーメイド
ロフストランドクラッチ

137

シンプルな曲線美のデザインでス
ムーズな重心移動を促す起立補助具
（オープン価格）

（有）岩手電機製作所
（044-877-5561）

TOMBO（とんぼ）

153

シャワールーム、洗面所・トイレなど
に設置する折り上げ式手すり
（8万7千円～18万円）

アビリティーズ・ケアネット（株）
（03-5388-7200）

マルチサポートアームプラス

154

おしゃれな頭部保護帽シリーズ
（4,800～9,800円）

キヨタ（株）
（03-3798-3617）

おでかけヘッドガードシリーズ

160

転倒時の大腿骨頸部への衝撃を和
らげるヒッププロテクター
（14,800円）

ソルブ（株）
（045-476-3005）

セーフヒップ アクティブ

159

高齢者の躓きを予防。つま先を持ち
上げる機能を持つ靴下（1,500円）

（株）コーポレーションパールスター
（0846-45-0116）

転倒予防くつ下
どんどんウォーク

155

自力で靴を履くことが難しい方に便
利なワンタッチ式シューズ
（3,500円）

ビタミン愛
（0297-84-6577）

あっとマイシューズ

156

水に濡れてもリムをしっかりグリップ
する車椅子用グローブ（3,700円～）

エヌワイ  ヘルスケア
（043-497-3868）

グリップマスター
クルットロング・ショート・5

（ファイブ）

157

手の平の痛みを和らげるロフストラ
ンドクラッチ用衝撃吸収手袋
（3,700円）

エヌワイ  ヘルスケア
（043-497-3868）

ソフティショック

158

ハンドル裏側にアクセルリングを取
り付けた自動車運転補助装置
（32万円～）

Guidosimplex Japan
（042-718-5935）

Guidosimplex/916R Ghost
（ゴースト）エレクトロニックアクセル
リング ＆ 907ブレーキレバー

123

ハンドル手前にアクセルリングを取
り付けた自動車運転補助装置
（32万円～）

Guidosimplex Japan
（042-718-5935）

Guidosimplex/906V プッシュ式
エレクトロニックアクセルリング ＆

ブレーキレバー

124

アクセルリング横にレバー式のブレーキ
を取り付ける子どで両手での運転操作を
可能にする手動装置（工賃込50万円～）

（合）東洋モータース
（045-620-8936）

アクセル／ブレーキ、スマート
手動装置  ガスリングK4、K5 ＆

ブレーキレバー

下肢障害者のドライバー自身で簡単
に着脱できる携行型着脱式手動運
転補助装置（18万2千円）

（株）今野製作所
（03-3890-3406）

携帯型着脱式手動運転装置
SWORD（ソード）

126125

軽くて丈夫  車椅子用折り畳み式ス
ロープ（9万8千円）

（株）ミスギ
（044-431-1134）

FREE-SLOPE
（フリースロープ）

129

杖に装着するショルダーベルト
（9,800円）

（株）発明ラボックス
（03-6273-9360）

ARUKUTOMO

145

簡単に高さ調整可能な段差解消ス
ロープ（3,500円）

（株）ミスギ
（044-431-1134）

安心スロープ

130

置くだけ簡単！車椅子用アルミス
ロープ（7万円～）

（株）ミスギ
（044-431-1134）

車椅子用  アルミスロープ

131

コンパクトで機能性に優れた防水型
床走行リフト（490,000円）

パシフィックサプライ（株）
（03-5635-5015）

モーリフトスマート150

147

テーブルなどに取り付けて使用する
ステッキホルダー（3,800円）

プラス（株）
ジョインテックスカンパニー
（03-6205-8986）

ステッキjam®

146

運転席、助手席、セカンドシートに取
り付け可能な後付け式昇降式回転
シート（工賃込55万円～）

（合）東洋モータース
（045-620-8936）

自動車汎用回転シート
システム  ターニーエヴォⅡ

127

設置位置を仕様に合わせて自由に選
択出来る車椅子収納リフト
（工賃込33万円～）

（合）東洋モータース
（045-620-8936）

車椅子収納システム
カロリフト40/60/6900

シリーズ

128

無動力の歩行支援機
（片脚18万円～）

（株）今仙技術研究所
（058-379-2727）

歩行支援機「ACSIVE（アクシブ）」
「ACSIVE Easy fit

（アクシブ イージーフィット）」

135

車椅子もスムーズに移動可能。表面に
水玉模様の凹凸を配した滑り止め性
の高いステンレス床（価格要問合せ）

ナスエンジニアリング（株）
（03-6892-9800）

ポルカプレート

134

電機を一切使わず、簡単で軽い力で
操作できる手動式入浴リフト
（140万円～）

精工技研（株）
（03-3716-5142）

手動式入浴リフト
バスラック

151

デザイン性に優れた持ち上げない介
護の為の移乗用ボード
（15,000円～）

VECTOR（株）
（050-5865-9895）

らくらくボード

152

●介護保険適用製品　 ●介護ロボット対象製品●介護保険適用製品　 ●介護ロボット対象製品

脱着簡単。足が不自由な方がお好きな車を
すぐに運転できる手動式アクセルブレーキ
（手動運転装置）（10万8千円）

（株）ニコ・ドライブ
（044-712-7025）

nikodrive
ハンドコントロール

122

14 15

持ち運べる！簡単に着脱できる！
運転補助装置「ハンドコントロール」は
私の世界観を変えてくれました。

特 集

運転

ハンドコントロールでクルマを運転する生活
について、ユーザーの室住（むろずみ）さんと
（株）ニコ・ドライブの東方（とうほう）さんに
お話をお聞きました。

Ｑ１. 室住さんは自動車の運転を始められて
どれくらい経ちますか？
室住さん：19歳で免許を取得したので50年
くらい運転しています。当時の川崎も道路は
舗装されていましたが、初めての運転では近
所の駄菓子屋まで通うのが精一杯でした。ど
んどん先に先にと行けるようになりましたね。
Ｑ２. ハンドコントロールとの出会いを教え
てください。
室住さん：川崎市で開催されたアンプティ
サッカー大会会場の展示がきっかけでした
ね。とてもシンプルな装置だったので、第一印
象は「これで良いの？」と。しかし取り外しが
出来てどこへでも持って行けるので「これはレ
ンタカーに使えるな」と心惹かれました。
Q3. ハンドコントロールは簡単に取り付け
取り外しができる装置との事ですが、操作性
に違和感はありませんでした？
室住さん：後日オフィスに伺い、ハンドコント
ロール体験運転を実施して頂きました。外周
を2周する頃には慣れましたね。ブレーキの
効き方とアクセルの感覚がつかめてしまえば

問題ありません。
東方さん：体験運転では、私が助手席から操
作のアドバイスをさせてもらうのですが、すぐ
に「もう操作には慣れました」と仰っていただ
くケースが多いですね。
Ｑ４. 自動車への取り付けについてはいかが
ですか？
室住さん：5分くらいで簡単で取り付けでき、
外れることもないので安心です。
東方さん：ペダルへの装着方法にダブル
ナット構造を採用しており、緩み止めも万全
ですよ。
Q5. 室住さんは自動車の運転がお好きなん
ですか？
室住さん：はい。先日電気自動車の3日間試
乗モニターというのがありまして、これはハ
ンドコントロールで運転しようと迷わず申し
込みました。今までは新車が発表されても試
乗というのはできなかったんですね。ずっと
色々な車を試乗してみたくて。これもハンド
コントロールでできるようになった事の一つ
ですね。
Q6. 室住さんにとって車に乗るという事は
どういう事ですか？
室住さん：爆発的に自分の世界観を変える
事です。車に乗る事を通じて、色々なものに
接する機会が増え、見える世界観が桁違いに
変わります。何より、自分の意思で行きたい
ところに行けるというのが一番大きいです。
福祉車両タクシーや手動装置付きレンタ
カーの配備数も少ないため、下肢障害がある
方にとって「外出」のハードルは非常に高い。

自分の都合ではなかなか外出ができません
からね。
Q7. 車に乗る生活は、どのように価値観を変
えていきますか？
室住さん：今まで介助や介護をされる側
だった方が、自分で運転をして、他の人を車に
乗せてどこかへ連れて行ってあげられるとい
うのは、世界観が180度変わると思います。
人の役に立っているんだと生きて行く上です
ごく自信になると思います。自分が行きたい
時に行きたいところへ出かけられるのは幸
せですね。
東方さん：ハンドコントロールは、ただの運
転補助装置ではなく、ひとりひとりの人生、
世界を広げるためのツールだと私どもは考え
ております。ハンドコントロールで多くの方
に移動の自由を叶えて頂きたいですね。


