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関係機関・団体 御中

公益財団法人テクノエイ ド

常務理事 長 田 信

「介護 ロボッ ト全国フ ォーラム」開催のご案内

及び周知のお願いについて

拝啓 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より、当協会の事業実施にあたりましては、格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼

申し上げます。

さて、当協会では、福祉用具・介護ロボットの開発普及に係る取り組みとして、厚生労働

省老健局から「福祉用具・介護ロボット実用化支援事業」を受託 し、各種事業を実施 してい

るところですが、本事業の一環として、別添のとおり「介護ロボット全国フォーラム」を開催する

ことと致しました。

つきましては、本フォーラムヘの参加をご検討いただきますともに、貴団体等の関係者に

対 して、周知をいただきますようよろしくお願いいたします。

なお、何かご不明な点がございましたら事務局までお問い合わせください。

敬具

◇フォーラムの主な内容

|:示凩皆素3「こし窯3じ I言畠橿
談

※開催の詳細は、当協会のホームページに掲載 しています。

公益財団法人テクノエイ ド協会 httoノwww techno― ads orio`

【本研修会等に関するお問い合わせ】

公益財団法人テクノエイ ド協会 企画部

担当者 :谷 田・松本・根石

東京都新宿区神楽河岸 1-1 セントラルプラザ 4階
TEL:03-3266-6883
FAX:03-3266-6885



「介護ロボツト全国フオーラム」は、既に商品化あるヽ )は、近 商々品化2予症しKいう食護旦ボ
ット等のデ玉シストL/ コ ンをする機会を設けるとともに、厚生労働省と経済産業省が連携し

【行う館 ロボットに係う各種事業の進捗報肯を行い、さらには開発:普及に期 な取
組事例の紹介等を行います。

高齢者や障害者の在宅および施設サ

「

ビスに従事され

…

、地漿 普及を目指

す行政の方々、この分野への新規参入や機器開発を検討されてぃる企業
=職

究機関の当様にお

かれましては、是非ともご参加いただければ幸いです。

※シンポジウムは、オンラインによるリアルタイム配信も行います。(ァーヵィブ視聴は予定しておりません。)

2参加費(会場。オンライン)

無料

3内容 「別紙」のとおり

4参加申込みの方法

○テクノエイド協会のホームページより、事前登録をお願いします。

会場へね越しJ2左墜KB]拠 J丞型祭lこ必要になります。

テクノエイド協会ホームページ:http:〃 www techno― aids orjp/

5参加人数

○会場参加 1,000名 (先着順 )

新型コロナウイルス予防の観点から、時間帯によつて、

入場を制限させていただく場合があります。

○オンライン こよる視聴 最大1,000名
ウェビナーを予定していますが、定員オーバーの場合には、

視聴できませんのでご容赦ください。

6事務局

公益財団法人テクノエイド協会 企画部 谷田 松本・根石・五島

162-0823東 京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ4階

新型コロナウイルス

感染拡大防止にご協力ください

今年度は、最新機器の体験やデモを可能する会場開催を基本としますが、シンポジウムにつき

TOC有明 (東京都江東区有明 )※男」添参照

4階コンベンシヨンホール WESTおよびEASTホール

h ttp:三二ww、■:上QC― ariake jρ l

¬¬:00-16:30令和4年 1月 26日
(水 )

電話番号 03(3266)6883

厚生労働省「福祉用具・介護ロボツト実用化支援事業」

介護ロボツト全国フオ■ラム

【開催場所】TOC有明4階コンベンシヨンホール
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別紙

介護Elボット全国フォーラム ～開催プログラム～

ηO:00受付開始

11:00開場

最新機器の展示、体験、デモ、相談 (¬ ¬:00 ¬6

>排泄支援

30)

高齢者や障害者の自立や介助、介護者の業務を支

援する介護ロボツトを中心に、製品化された実機の

展示・説明 本目談ほか約30社の実機を展テ)

>移乗介助         卜入浴支援

め

| 八 >見守り・

コミュニケーション

鉾 ‐
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>介護業務支援

>移動支援

|,‐

‐
 ●・

※上記以外の分野の機器も展示します。詳しくは協会HPをご覧ください。

シンポジウム (13:00-16:¬ 0)

介護ロボツトに係る重点政策及び、事業の成果、先進事例の報告等を行います。(入退室自由)

※ さ せ いただき、参加申込を ていない方は、入 ません。来)入場制限あ

13:00
開会

挨拶 公益財団法人テクノエイド協会 理事長 大橋 謙策

司会 公益財団法人テクノエイド協会

13:10-13150
(各 20分 )

御 躍 日

「厚生労働省におけるロボツト政策(仮称 )」

厚生労働省 老健局 高齢者支援課 課長 須藤 明彦 氏

「経済産業省におけるロボツト政策(仮称 )」

経済産業省 商務コ
1青報政策局 ヘルスケア産業課 医療 ネ昌祉機器産業室

室長補佐 岡崎 健― 氏

13:50-14:00 く休 憩 >

14:00-14:40
(各20分 )

畦 ヨ 日

「福祉用具・介護ロボット実用化支援事業の実施についてJ

公益財団法人テクノエイド協会 企画部 谷田 良平

「介護ロボツト開発・普及・実証のプラツトフオーム事業について」

株式会社エヌ テイ テイ データ経営研究所

情報未来イノベーション本部 先端技術戦略ユニツト 山内 勇輝 氏

14:4014150 く休 憩 >

14:50-16:10
(各20分 )

岬

「歩行トレーニングロボツトのモニターに参加して確認できたこと(仮称 )」

スミリンケアライフ株式会社 ドマーニ神戸 ケアセンター センター長 福本 ‖原子

「コロナ禍において、介護の可能性を広げるIoTシステムの実践について(仮称 )」

リハ・ハウス来夢 矢代 虎太郎

「アルゴスリープ介護用見守リセンサーの開発とレポート機能について(仮称)」

株式会社ツカモトコーポレーション 」ヽ林 孝路
「排泄検知システムの開発と介護施設での利用状況(仮称)」

新東工業株式会社 開発本部開発グループ 鈴木 誉久

氏

氏

氏

氏

16:10 閉会 公益財団法人テクノエイド協会

16:30 閉会

EAS丁ホール



別 添

(会場地図 )

会場:TOC有明 4階コンベンションホール WEST・ EASTホール

○会場の住所

東京都江東区有明3丁目5番7号 有明 4階コンベンションホール WESToEAS丁ホール

電 話  03-5500-3535

0電車でのアクセス

リんかい線「国際展示場」駅より徒歩 3分

ゆ りかもめ「東京ビツクサイト」駅「有明」駅より徒歩 4分

○車でのアクセス

首都高速湾岸線「有明」「臨海副都心」出口より約 5分、同台場線「台場」出口より約 5分

1レインポープリッジ

震

鰺


