
モノの活用で生活をもっと豊かに

KAWASAKI
Innovation standard

かわさき基準に基づく認証福祉製品

 かわさき基準（KIS）8つの理念
かわさき基準（KIS）では、新たな福祉製品の創出・活用、さらには活用から生じる価値の
創造・発信の循環が広く社会に伝播していくために向き合うべき根源的な理念として、
「自立支援」を中心概念とする８つの理念を「かわさき基準の理念」としています。

人格・尊厳の
尊重

利用者の人格や尊厳が尊重されていること

ニーズの
総合的把

利用者の心理的・身体的・社会的
ニーズを総合的に捉えていること

利用者の
意見の反映

サービス提供システムや福祉製品の開発過程に
利用者が参加し、その意見が反映されており、
利用者が利用したくなるような福祉製品であること

自己決定
あらゆるサービスがサービスの提供の各過程において、
十分な説明と理解がなされ、
本人の自己決定に基づいて行われること

活動能力の
活性化

利用者の残存能力を引き出し、
心理的・身体的・社会的活動能力が
活性化されるように配慮されていること

利用しやすさ
必要なサービス・相談・アフターフォローが
利用者の身近なところで
速やかに提供されていること

安全・安心
サービス提供の全ての過程において、
安全・安心か保障されていること

ノーマライ
ゼーション

どのようなニーズを抱えていても、
できうる限りの住み慣れた環境で
社会生活を営むことができるよう
に配慮されていること

川崎市経済労働局イノベーション推進室
TEL：044-200-2513　 FAX：044-200-3920



超音波センサーで膀胱の変化を捉えること
で排泄のタイミングを予測するウェアラブル
デバイス（個人向け）（49,880円）

トリプル・ダブリュー・ジャパン（株）
（0120-922-959）

排泄予測デバイス
「DFree Personal

(ディー・フリー・パーソナル)」
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高い走行性、直感的な操作性に加え、８色か
ら選べる優れたデザイン性を備えた新しい
パーソナルモビリティ（450,000円）

WHILL（株）
（0120-062-416）

WHILL Model C
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●介護保険適用製品　 ●介護ロボット対象製品　 ※製品価格は2019年10月１日以降変更になる可能性があります。●介護保険適用製品　 ●介護ロボット対象製品　 ※製品価格は2019年10月１日以降変更になる可能性があります。

DFree Personalを使用するとどのよう
なことが分かるのか。
また、そのことでどんな「コト」が生み出さ
れるのか。
DFree Personalを使用された七川さ
んにお話をお聞きしました。

Ｑ１． DFree Personalを使用した方を
教えてください。
七川さん：７歳の娘がDFree Personal
を使用しました。
Ｑ2． お子様にDFree Personalを使用
してみようと思った理由を教えてください。
七川さん：娘は、便意は曖昧ながらあって、
「うんこ」と言ったり、サインを出したりして
くれるのですが、尿意の意思表示は全くな
く、これまでトイレトレーニングも上手く
いってなかったので、少しでも尿の溜り具合
が分かればいいなぁと思って使用しました。
Ｑ3． DFree Personalを使用すること
で分かったことを教えてください。
七川さん：DFree Personalは、尿の溜り
具合を１０段階で表示してくれるのですが、
娘の場合はメモリ「６」の時にオマルに座る
と尿を出すことができて、メモリ「７」、「８」
だとオムツに尿が出ていることが分かりま
した。また、朝起きた時に尿が凄く溜まって
いることも大きな発見でしたね。
Ｑ4． 尿の溜り具合が分かることでどのよ
うな「コト」がありましたか。
七川さん：娘にとっては、オマルに座って

尿を出すこと自体が初めての「コト」でした。
そこから、朝起きてすぐにオマルに座って
尿を出す習慣ができて、学校の先生から
「ご自宅でのトイレトレーニングが上手く
いってますね。」と褒められました。娘と一
緒に私も喜んでましたね（笑）
Ｑ5． 娘様にも何か変化がありましたか。
七川さん：現在では、オマルに尿を出せる回
数も増えてきて、排尿の際にお腹を叩いたり、
少しずつ意思表示するようになってきました。
また、以前は、尿に関して無関心だった娘が
「おしっこ出る？」と聞くと「うん」と曖昧なが
ら返事をしたり、オマルにおしっこが出せる
と「喜んだり」と尿に関する意識が変化して
きたと感じます。母親として本人の変化が一
番嬉しいです。
Ｑ6． 日常生活以外で何かよかった「コト」
がありましたか。
七川さん：家族旅行でもDFree  Pe r-
sonalがあってよかったなぁと感じましたね。
Ｑ7． それはなぜでしょうか。
七川さん：先日、石川県に家族旅行に行っ
たのですが、旅行先ではトイレがどこにあ
るか分からないので、特に心配になります。
今回の旅行では、DFree Personalを持

参したので、メモ
リが「５」になっ
たらトイレを探す
と決めて、尿が出
る前に行動を起
こすことができ
て、普段の旅行よ
り楽しめました。
観光を忘れて、娘
と一緒にトイレ

を探すことに夢中になっていたこともあり
ました（笑）
Ｑ8． 最後に一言お願いします。
七川さん：娘のように障害による排尿不安
があり、なかなかトイレトレーニングが上手
くいかない方は多くいると思います。そうい
う方にDFree Personalで尿の溜り具合
を知ってもらうことで、少しでもよい「コト」
があるといいなと思います。

WHILL（ウィル） Model Cは、
「私に一歩を踏み出す勇気」を与えてくれます。

特 集

移動
WHILL Model Cを使用することで日常
生活にどのような変化が起こるのか。
また、その変化からどんな「コト」が生み出さ
れるのか。
WHILL Model Cを使用されている藤本
さんにお話をお聞きしました。

Ｑ１. WHILL Model Cを使用するように
なったきっかけを教えてください。
藤本さん：私は、以前、自走式の車椅子を
使用していたのですが、マンションエントラ
ンスのスロープが急で登れないなど移動に
不便を感じていました。
そのことを当時、通所していたれいんぼう川
崎のスタッフさんに相談したところ、WHILL 
Model Cを勧めていただいたことがきっか
けです。
Ｑ2. WHILL Model Cを使用するように
なって良かったことを教えてください。
藤本さん：「１人で外出できるようになっ
た」ことがWHILL Model Cを選んで最も
良かったことですね。WHILL Model Cは、

高い走行性に加えて、回転半径がコンパクト
で小回りがきくので、電車やバスに乗っても
すぐに幅寄せができます。他の人に迷惑を
かけずに移動することができることで格段
に行動範囲が広がりました。今日もWHILL 
Model Cに乗って、一人で中原区の自宅から
宮前区のれいんぼう川崎まで来ましたよ。
Ｑ3. バス停かられいんぼう川崎までの道
のりには、長い急坂がありますが登ってこら
れたのですか。
藤本さん：全く問題なく登ってきましたよ
（笑）自宅から電車を使って埼玉県まで行く
こともありますからね。WHILL Model C
を使用することで0が１にも、２にもなるよ
うなアクティブな生活を送っています。
Ｑ4. WHILL Model Cを使用するように
なって、奥様の反応はいかがでしたか。
藤本さん：自走式の車椅子を使用していた
時は、れいんぼう川崎までの急坂を妻に押
してもらって登っていました。今では、私の
移動をサポートしてくれていた時間を家事
にあててもらっていて、ゆとりができたと

言ってくれています。私も「自分で
できることは自分でやる」気持ち
でいます。
Ｑ5. 他に良い点があれば教えてく
ださい。
藤本さん：スタイリッシュなデザ
インも気にいっています。また、サ
イドカバーを付け替えることがで
きるので、ホワイト、ブラック、パー
ルピンクをローテーションで３ヶ
月ごとに付替えて、楽しんでいます。
見た目が変わると心もリフレッ
シュされますからね。これも前向き

な気持ちで外出できるひとつの理由になっ
ていますね。
Ｑ6. 最後に一言お願いします。
藤本さん：私は、「まず一歩を踏み出すこ
と」が大事だと思っています。一歩踏み出す
ことができれば、その後は自然とついてく
るものですから。WHILL Model Cは、「私
に一歩を踏み出す勇気を与えてくれるもの」
であり、日常生活のパートナーです。WHILL 
Model Cを勧めてくれたれいんぼう川崎の
スタッフさんに改めて「一歩を踏み出すきっ
かけをくれてありがとう」と言いたいですね。

かわさき基準（KIS）プレミアム認証福祉製品
～「モノ」の活用により生まれる「コト」による新たな価値の創造・発信～ 「コト」の実現性

かわさき基準（ＫＩＳ）では、製品（モノ）の評価を行っているこれまでの認証に加え、２０１７年
度から認証製品のなかから新たな評価項目に基づき、「モノ」の活用から生活の質の向上が
促進されるといった「コト」を生み出す製品を「かわさき基準（KIS）プレミアム認証福祉製
品」として認証する取組を行っており、２年間で４製品を認証しています。

母親として、娘の尿に関する意識が変化してきたことが
一番、嬉しいです。

特 集

排泄

～「コト」を生み出している実現性～る実現性～生み出している～「コト」をを生

定量化訴求力具現化価値創造

「コト」の将来性
～「コト」を広め、さらに新たなコトを生み出す将来性～来性～を生み出す将来らに新たなコトを～「コト」を広め、さらら

持続可能性拡張性普及促進社会モデル

尿の溜まり具合をスマートフォンで確認



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）東京支社

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
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人力車のように車いすをけん引する
補助装置（49,800円/64,800円）

大和ハウス工業（株）
（03-5214-2270）

JINRIKI／JINRIKI QUICK Ⅱ
（JINRIKI QUICK マルチバック付）
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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
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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（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
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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
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電源のない場合や災害時でも使用で
きる車いす用リフトを搭載したバイ
オトイレカー（100,000円～）

優成サービス(株)
（046-235-6069）

福祉バイオトイレカー
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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
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避難所でも対応。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
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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）
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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）

会話支援のための
リソース手帳
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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）
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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
非課税）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
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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
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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）
mail：info@creact.co.jp

マイトビーI-15
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撫でると本物の猫の声で鳴く猫型の
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）

なでなでネコちゃん
ＤＸ シリーズ

●介護保険適用製品　 ●介護ロボット対象製品　 ※製品価格は2019年10月１日以降変更になる可能性があります。
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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
（8,148円）

トレンドマスター（株）
（044-422-1641）

なでなでワンちゃん
秋田犬
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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

022

人の心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
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●介護保険適用製品　 ●介護ロボット対象製品　 ※製品価格は2019年10月１日以降変更になる可能性があります。

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」
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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
MIRAI SPEAKER Moby
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視線や目・瞼の動きで、コール機器や環
境制御装置(TV/照明等)や意思伝達装
置の操作ができます。（198,000円）

（株）エンファシス
（03-6410-7571）
mail：eyeswitch_cust@emfasys.co.jp

視線や目・瞼の動きで操作する
eyeSwitch
（アイスイッチ）
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MIRAI SPEAKER Curvy MIRAI SPEAKER Moby

「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
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福祉製品はどう選んで、どう使う？      それぞ   れの施設様で重視している点をお聞きしました！
座 談会

特 集特 集
 介護施設・

福祉施設職員さん
 介護施設・

福祉施設職員さん

◀ OriHime

スマートケアリンク・    
ライフアセスみぃるも ▶

（クラウド版）    

▼ リショーネPlus

▲ JOYSOUND FESTAシリーズ
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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名の職員さんにポイン
トをお聞きしました。

高橋さん：特別養護老人ホーム陽だまり
の園では、利用者様や介護スタッフが
「笑顔になる福祉製品を選ぶ」ようにして
います。
広瀬さん：安全性・介護負担軽減・使い
やすさの３つが大事だと考えていますが、
特に「負担軽減」を重視しています。
濱口さん：使用者の「自立促進と社会参
加を目標に福祉製品を選ぶ」ようにして
います。
山口さん：特別養護老人ホーム金井原
苑では、「現場の課題解決に役立つ」福祉
製品を選ぶようにしています。

高橋さん：福祉製品は、現場で困ってい
ることを解決するひとつの手段ですから
ね。まずは、「利用者様がやりたいことが
できるために何が必要か」を考えて、福
祉製品を導入するようにしています。不

安だったり、不便に感じることを解決し
て、みんなが笑顔になる。これが一番、大
事なことだと思っています。
広瀬さん：介護老人福祉施設すみよし
では、平均介護度が４．４と重度化してお
り、介護負担が課題になっています。そ
のため、福祉製品を導入する際には、代
表の職員でプレゼンテーションを実施し
て、「職員の介護負担軽減に繋がるかを
しっかり検討する」ようにしています。
濱口さん：川崎市北部リハビリテーショ
ンセンターでは、「どうすると自宅で快適
に過ごせるか」や「どうすれば仕事や遊び
に出かけることができるか」など、当事者
が自分らしく生活したり、社会に参加す
るために、最も適した福祉製品は何かを
しっかりと考えるようにしています。
山口さん：福祉製品は、課題を１００％
解決するものではありません。重要なこ
とは、「少しでも課題解決に繋がる製品で
ある」ことだと思っています。少しでも課
題解決に役立つ製品であれば、できる限
り導入して、福祉製品に対する視点や考
え方を養うようにしています。

高橋さん：「陽だまりの園に一番合った
使い方を考える」ようにしています。
広瀬さん：「現場の職員に使い方を分

かりやすく伝える」ことを意識していま
すね。
濱口さん：「当事者は何がしたいのかを
確認する」ことを大切にしています。
山口さん：導入する「福祉製品に決して
過大な期待をしない」ように注意してい
ます。

高橋さん：現場の環境や利用者様の状
況は施設ごとに違いますからね。「現場
や利用者様に合った工夫を常に考えて
実施する」ようにしています。少しでも笑
顔になってもらえるようにとにかくやる
ことをやりきること！！これが大事だと
思っていますから。
広瀬さん：現場の職員は、取扱説明書な
どをゆっくり見る時間がなかなか取れな
いので、すぐに使い方が分かるように取
扱説明書から必要部分を抜き出して、「施
設に合うように加工した画像やフローを
使ったマニュアル」を作成しています。な
かなか好評ですね（笑）。
濱口さん：リハビリテーションは、病気
や事故などによって制限を受けている方
がその人らしさを取り戻すために実施し
ますので、当事者がやりたいことによっ
て必要な福祉製品が変わってきます。そ
のため、「当事者の好みや価値観、生活歴
などをしっかり確認して、目標とするご本
人らしさをしっかり考える」ようにしてい
ます。
山口さん：福祉製品は課題解決のひと
つの手段であって、課題の全てを解決す
るものではないので、過大な期待をして
しまうと使用頻度も減ってしまいます。
何のために福祉製品を導入したのかを
現場でしっかり共有した上で、必要な時
に必要な福祉製品を使用するようにして
います。

高橋さん：特別養護老人ホーム陽だまり
の園では、「JOYSOUND　FESTA２」
を導入しました。
広瀬さん：介護老人福祉施設すみよし
では、「リショーネPlus」を２台導入して
います。
濱口さん：川崎市北部リハビリテー
ションセンター在宅支援室の利用者様
に「OriHime」と「デジタル透明文字盤
OriHime eye」を導入しました。
山口さん：特別養護老人ホーム金井原
苑では「スマートケアリンク・ライフアセ
スみぃるも（クラウド版）」を導入してい
ます。

高橋さん：主に入居者様のレクリエー
ションで使用していますが、地域交流ス
ペースに設置していますので、様々な方
に利用してもらって「笑顔」になっても
らっています。
広瀬さん：拘縮のある体格が大きい方
や座位保持が難しい入居者様に利用し
ています。ベッドからそのまま食堂やお
風呂にお連れできるので、大変助かって

いますよ。
濱口さん：ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化
症）の方のコミュニケーションツール、仕
事やスポーツ観戦など社会参加ツールと
して使用しています。ご本人は読書など
の趣味にも活用されています。
山口さん：在宅での訪問看護で使用し
ています。特に生活リズムが一定でない
方の夜間の状態を把握することに大変
役立っています。

高橋さん：８００種類以上のコンテンツ
が入っていて、「やりたい時にやりたいこ
とができる」ことが大きな魅力だと思い
ますね。そして、何より楽しい！！スタッフ
も利用者様と一緒になって楽しんでいま
すから。また、機能訓練などは、説明から
実施までやってくれるので、介護スタッフ
の負担軽減にも役立っています。
広瀬さん：これまでは、「２人体制で行っ

ていた移乗介助を１人で、しかも負担なく
行える」ことが最も良い点だと思います
ね。また、抱き上げ等の移乗介助がない
ので利用者様にも負担がなく、事故の危
険性も大幅に減ることも大きな魅力だと
感じます。
濱口さん：なかなか外出できないＡＬＳ
（筋萎縮性側索硬化症）の方がロボット
を介して、社会参加できることが大きな
魅力だと思います。感情等をロボットで
表現することができるので、円滑なコ
ミュニケーションをとることができます
しね。また、デジタル透明文字盤自体が
動いてくれるので、当事者に使用しやす
い点もよいです。
山口さん：複数のセンサーを設置しても
「利用者の方が違和感なく生活できるこ
とが良い点ですね。また、センサーから取
得できる情報をもとに作成される生活分
析グラフによって、利用者様の生活が見
える化されるので、効果的なケアプラン
の作成にも繋がってます。

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。

福祉製品を導入するにあたって
工夫している点や注意している点
などを教えてください。

具体的に教えてください。

利用方法・利用場面などを
教えてください。

導入製品の「良い点」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。

具体的に教えてください。

貴重なお話をいただきありがとうございました！！

陽だまりの園
髙橋さん

金井原苑
山口さん

すみよし
広瀬さん

川崎市北部リハビリ
テーションセンター

濱口さん
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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）

024

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

025

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

026

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

027

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）

028

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）
（03-3545-2865）

ケアホン

029

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

031

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）

032

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

033

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

034

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ス
（1,620円）

VECTOR（株）
（050-5865-9895）

スマートフィンガー

064

発話をテキストに自動変換しリアル
タイムで情報共有できるソフトウェ
ア（19.5万円、2年目以降6万円/年）

（株）富士通ソーシアルサイエンス
ラボラトリ　https://www.fujitsu.
com/jp/group/ssl/products/livetalk/

FUJITSU Software 
LiveTalk

030

800種類以上の音楽療養コンテン
ツを提供するトータルヘルスケア支
援機器（1,280,000円）

（株）エクシング
（0120-141-224）

JOYSOUND FESTA
シリーズ

063

自然なリクライニング姿勢により誤
嚥・床ずれリスクを低減する超低床
ベッド（オープン価格）

株式会社プラッツ
（092-584-3433）

超低床介護用ベッド
「ラフィオ

ポジショニングベッド」

043

抱え上げない介護をサポートする自
動ロック式ベッド用グリップ
（60,000円）

株式会社プラッツ
（092-584-3433）

ベッド用グリップ
「ニーパロ＋（プラス）」

044

一日の生活環境・習慣を把握でき、客観的なアセス
メントが可能な見守りセンサー（本体・外部センサー
一式132,000円／月額サービス料金2,400円）

（株）アイオーティー
（03-6240-1812）

スマートケアリンク・
ライフアセスみぃるも
（クラウド版）

052

様々な療養環境に合わせやすい、デ
ザイン・機能を搭載した医療・介護向
けベッド（70万円）

パラマウントベッド（株）
（042-795-8800）

エスパシア

046

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）

035

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

036

「ベッド」と「車いす」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

037

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

038

「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

039

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

051

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

048

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

049

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）

050

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

040

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

041

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

042

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

045

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

047

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

053

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」

054

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

055

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

056

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）

ＴＡＮＯＴＥＣＨ（株）
（0463-73-5490）

TANO（タノ）

057

「歩きたい！」という意欲を引き出す
最先端の歩行評価ツール
（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

058

身体能力を向上させる体幹訓練機器
(168,000円：税別)

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

059

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５万９８００円）

（株）エルエーピー
（046-204-9343）

パワーアシストハンド

060

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

061

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

062

「顔を向き合わせて会話ができる」ことが
とても嬉しいです。

特 集

会話

対話支援機器Comuoonを使うとどのよう
な効果があるのか特別養護老人ホームみん
なと暮らす町の入居者様の松岡さんとケア
マネジャーの田口さんにお話をお聞きしま
した。

Ｑ１. コミュニケーション・サポートシステム 
Comuoon（コミューン）を使用するきっか
けを教えてください。
田口さん：松岡さんは、耳が全く聞こえない
というわけではなくて、お話をするのが好き
な方なのですが、最近は少し聞こえない時
があって、コミュニケーションが取れないこ
ともありました。去年、みんなと暮らす町に
Ｃomuoonが導入されたので、松岡さんに
私の声がしっかりと届くといいなぁと思って
使用しました。
松岡さん：最初は少し驚きました。
田口さん：そうですよね（笑）でも、次第に慣
れていきましたね。
Ｑ２. 効果はありましたか。
松岡さん：凄くありましたよ。
田口さん：はい。松岡さんには凄く効果が
あったと思います。
Ｑ3. 具体的に教えていただけますか。
田口さん：Ｃomuoonの使用前は、耳元
で大きな声で話すことで松岡さんが聞き

間違えないようにしていました。
Ｃomuoonがあると松岡さんの
聞こえがとても良いので、対面
で自然と話ができるようになり
ました。「顔を向き合わせて会話

ができる」ことがとても嬉しいですね。
松岡さん：私も田口さんのお顔を見ながら
お話できることが嬉しいですよ。
Ｑ4. 今日は松岡さんのお好きなコーヒーを
飲んでいらっしゃいますが、「よく聞こえる」
とコーヒーもおいしく感じますか。
松岡さん：お話しながらコーヒーを飲むと
おいしいですよ。（田口さんの）男前のお顔も
よく見えます。今は横で見えませんけどね。
田口さん：今は写真撮影してますからね
（笑）顔を向き合わせて会話することでコー
ヒーもおいしく感じますね。
Ｑ5. ケアマネジャーのお仕事にも変化はあ
りましたか。
田口さん：ケアプランの作成に変化があっ
たと思います。ケアプランを作成する際の質
問には日常的な会話に比べると複雑なもの
もあるので、「聞こえる」ことでより正しいケ
アプランが作成できるようになったと実感し
ています。松岡さんも「よく聞こえるから分か
りやすい」と言ってくれています。
Ｑ6. 最後に一言お願いします。
松岡さん：今日も田口さんの声がよく聞こえ
ました。たくさん、お話できてよかったです。
田口さん：松岡さん以外の方でも聞こえな
い時に反射的に頷いてしまう方や聞くことを
諦めてしまっている方がいらっしゃいます。

そういった方にＣomuoonで「聞こえること
の素晴らしさ」や「会話の楽しさ」を感じても
らいたいですね。そして、音のバリアフリー
化を実現できるといいなと思います。


