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はじめにはじめにはじめにはじめに

第９回富山県福祉機器開発推進大会第９回富山県福祉機器開発推進大会第９回富山県福祉機器開発推進大会第９回富山県福祉機器開発推進大会

アイディアコンクール表彰式 　　　　　　　作品紹介 　　　　　　　　　特別講演

生き活きサポートセンターうぇるぱ高知代表

　　　　　　　理学療法士　下元　佳子氏

　　　「二次障害を作らないケアの実践へ

　　　　　  ～環境を考えた姿勢や動作のサポート～」

「豊かな暮らしを発見し、生活を支援する福祉用具」をテーマに、富山県福祉機器開発

推進会議と合同で、福祉用具・アイディアコンクールを開催し、アイディア部門、作品部

門、製品開発部門にわけて、福祉用具のアイディアや作品、新しく開発された製品を募集

しました。県内の福祉施設、医療機関の皆さんをはじめ、大学・専門学校の学生、高校生

の皆さん、そして県内企業から総数１４７点の応募をいただきました。応募いただいた作

品・製品はどれも、高齢者や障がい者の自立支援と介護負担の軽減を図る工夫がされてお

り、心温まる豊かな発想にあふれておりました。

本書は、コンクールで入賞された２０点の作品をはじめ、全応募作品について掲載し、

家庭や福祉・医療関係の施設などで介護・看護に携わる方だけでなく、多くの方々に、生

活に役立つ福祉用具への関心を寄せ、介護について身近に感じていただくために作成いた

しました。

おわりに、コンクールを実施するにあたり、企画運営及び審査を賜りました運営委員並

びに応募案内や広報にご協力いただきました関係各位に、心より感謝申し上げます。

平成２６年１１月

富山県介護実習・普及センター
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受賞作品受賞作品受賞作品受賞作品

イメージ図

アイディア部門アイディア部門アイディア部門アイディア部門

最優秀賞最優秀賞最優秀賞最優秀賞

作品名

出品者

現代的なくすりばこ現代的なくすりばこ現代的なくすりばこ現代的なくすりばこ

大川 咲季

【県立桜井高等学校 生活環境科】

[用途・特徴]

祖母が病院からもらってきた薬を飲むときに、「あれ、朝飲ん

だっけ？」などとよく聞くことがあったので考えた。

１週間分の薬が入れられて、もしお昼の薬の飲み忘れなどがある

と、音楽が流れて教えてくれる。

飲む時間になると点滅して教えてくれて、飲んだら暗くなる。
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受賞作品受賞作品受賞作品受賞作品

車いす自動ライト・足元灯車いす自動ライト・足元灯車いす自動ライト・足元灯車いす自動ライト・足元灯

田中 良典

【北陸ビジネス福祉専門学校 介護福祉学科】

アイディア部門アイディア部門アイディア部門アイディア部門

優秀賞優秀賞優秀賞優秀賞

作品名

出品者

作品名

出品者

もう、ひとりで動かん椀（ワン）もう、ひとりで動かん椀（ワン）もう、ひとりで動かん椀（ワン）もう、ひとりで動かん椀（ワン）

＋もう勝手に動かせないワニー＋もう勝手に動かせないワニー＋もう勝手に動かせないワニー＋もう勝手に動かせないワニー

Ｔｈｅ ＯＫ（桶）！！

岩本 力 桶家 永吏子 中嶋 友絵 手塚 拓臣 高木 映里

【北陸ビジネス福祉専門学校 介護福祉学科】

アイディア部門アイディア部門アイディア部門アイディア部門

優秀賞優秀賞優秀賞優秀賞

[用途・特徴]

実習で夜勤の体験をし、トイレに行こうと暗闇

の中で車いすに乗っておられる方を見て、自動車

のようにライトが付けば、安全に利用できるので

はないかと思い考えた。

アームサポートに移動時点灯ライトを取り付け、

明るさセンサーによりON/OFFをし、座面下の重

さセンサーで自動点灯する。また、キャスターに

は足元灯を取り付け、暗くなったら反応し、セン

サーで人が近くにいると、車いすの場所がわかる

仕組み。移動中には足元灯はつかない。

イメージ図

[用途・特徴]

実習の時、みそ汁のお椀が勝手に動きだし、

利用者の方に熱いみそ汁がかかりそうになり

ヒヤッとした。

お椀の高台に穴をあけ、空気が外に抜けて

勝手に動くのを防ぐ。ペンチ等で穴をあける

と割れてしまう可能性があるので、熱の力で

開ける。また、トロミ食や減塩食など、お椀

のマークを見ればわかるよう、穴の形を変え

られるようにする。

イメージ図
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受賞作品受賞作品受賞作品受賞作品

アイディア部門アイディア部門アイディア部門アイディア部門

入賞入賞入賞入賞

[用途・特徴]

トイレではロールペーパーが一般的だが、

手が不自由な方は紙を切ることができない場

合があるので、巻いていない紙をトイレで使

う事を思いついた。

障がい者用トイレに、ロールタイプではな

い水に流せるトイレットペーパーを入れた棚

を設置する。棚には透明な窓をつけ、中身の

量を確認でき、中身は重量により底上げでき

るようになっている。

イメージ図

[用途・特徴]

おばあちゃんが髪を乾かす時に、扇風機を

利用していたのを見て考えた。ドライヤーは

時間がかかり、長い時間腕を上げていなけれ

ばならないのは負担であると思った。

羽がないので、髪がからまる心配はない。

普通のドライヤーと同じように温風・冷風の

切り替えができ、一度に広い面積を当てるこ

とができるので、すぐに乾く。

イメージ図

作品名

出品者

アイディア部門アイディア部門アイディア部門アイディア部門

入賞入賞入賞入賞

巻かないペーパー巻かないペーパー巻かないペーパー巻かないペーパー

株式会社アルト 研究開発室

作品名

出品者

楽ラク楽ラク楽ラク楽ラク ドライヤードライヤードライヤードライヤー

横田 蘭

【県立桜井高等学校 生活環境科】
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受賞作品受賞作品受賞作品受賞作品

アイディア部門アイディア部門アイディア部門アイディア部門

入賞入賞入賞入賞

[用途・特徴]

実習の際、ガーグルベースが非常に持ちにくい

ことに気が付き、自立支援をしたいのに、利用者

の方が持てず介護者が持つことに疑問を感じた。

また、歯を磨いたのち歯ブラシを中に入れてそこ

にうがいをして吐き出すことは不衛生だと感じた。

シリコン素材でやわらかく、耐熱性もあるため

食器乾燥機にて乾燥、消毒が可能。持ち手がつい

ているので自立支援につなげることができ、歯み

がき終了後には、歯ブラシを立ててうがいができ

るため、衛生的にもよい。

イメージ図

[用途・特徴]

祖母が祖父を介護をしていて、枕が高すぎ

ても低すぎても首が痛くなり、その人に合っ

た高さの枕がほしいと言っていたのがきっか

けで考えた。

枕の高さがスイッチとリモコンの両方で３

段階に変えられて、寝ながら自分に合った高

さを探すことができる。低反発なので首の負

担が少なく、寝心地もよい。

イメージ図

シリコン製シリコン製シリコン製シリコン製 やわらかガーグルベースやわらかガーグルベースやわらかガーグルベースやわらかガーグルベース

（歯ブラシ立て・持ちて付）

横内 美雪

【北陸ビジネス福祉専門学校 介護福祉学科】

アイディア部門アイディア部門アイディア部門アイディア部門

入賞入賞入賞入賞

作品名

出品者

作品名

出品者

電動式電動式電動式電動式 低反発まくら低反発まくら低反発まくら低反発まくら

岩崎 茜音

【県立桜井高等学校 生活環境科】
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受賞作品受賞作品受賞作品受賞作品

イメージ図

作品部門作品部門作品部門作品部門

最優秀賞最優秀賞最優秀賞最優秀賞

作品名

出品者

移動らくらくポータブルトイレ移動らくらくポータブルトイレ移動らくらくポータブルトイレ移動らくらくポータブルトイレ

神本 正秋

【特別養護老人ホームきらら】

[用途・特徴]

横移動や体の回転が難しい方にも、保有能力を生かした方法でト

イレを利用してほしいと思い、また、介助する職員の身体にかかる

負担の軽減を目的にキャスターをつけてポータブルトイレを改良し

た。

片手で素早く動かせるため、立つ動作と座る動作で安全に排泄が

できる。便座に座って重みが加わると、キャスターが引っ込み脚が

床について固定する仕組み。さらにブレーキをかけることにより、

トイレが動くことなく、使用時の安全性が確保できる。
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受賞作品受賞作品受賞作品受賞作品

作品部門作品部門作品部門作品部門

優秀賞優秀賞優秀賞優秀賞

[用途・特徴]

身体がベッド柵に当たって傷つくのを防ぐ

ため、カバーを作った。

ベッドカバーの布2枚をミシンで縫い合わせ、

キルト布を写真の枠に切り取り縫い付けて、

カードケースを入れる。ベッド柵にカバーを

かぶせ、飾りたい写真をカバーのポケットに

入れて使用する。寝ながらいつでも写真が見

られる。

イメージ図

[用途・特徴]

ウエスト部分から通していた尿カテーテルのラ

インを抜去する事故があり、カテーテルの違和感

をなくしたいと思い作成した。

ルート交換しやすいように股下をチャックにし、

チャックを開き、尿カテーテルのラインを通す。

チャックを閉めると中に縫い付けた靴下が袋状に

なり、ラインや連結部分が直接肌に触れるのを防

ぐ。車いすに乗った際は足元からルートを通しか

ごに入れることで、逆流もなく見た目にもすっき

りと見える。

イメージ図

作品部門作品部門作品部門作品部門

優秀賞優秀賞優秀賞優秀賞

作品名

出品者

いつも見てるよいつも見てるよいつも見てるよいつも見てるよ

ヤシの木

杉下 千晶 水野 あゆみ 田中 歌子

【富山市医師会看護専門学校 准看護学科】

作品名

出品者

バルーン用改造ズボンバルーン用改造ズボンバルーン用改造ズボンバルーン用改造ズボン

たぶの里 しあわせ4丁目

【特別養護老人ホームつまま園】
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受賞作品受賞作品受賞作品受賞作品

作品部門作品部門作品部門作品部門

入賞入賞入賞入賞

[用途・特徴]

患者さんの点滴の自己抜去を防ぎ、かつ穿

刺部が観察できるようにペットボトルでカ

バーを作成しようと考えた。

ペットボトルを切るとそのまま丸まってく

れるのを利用し、切り口にあたる部分をテー

プで保護し、腕に傷がつかないようにした。

切れ込みを入れることで太さを調整し、外れ

ないように固定できる。また、防寒効果もあ

る。

イメージ図

[用途・特徴]

夏に向け、要介護の利用者さんもよく着ておら

れる浴衣でユニバーサルデザインのものを考えた。

浴衣の下の部分と肘から先を切り、肘にニット

布地を縫い付け、胸元はマジックテープで簡単に

着脱できるようにする。切った下の部分の浴衣布

地は縫合し、ニットパンツに縫い付けて作った。

浴衣だと肘や膝、尻が張るので、ニット布地を

あてて伸縮性を持たせた。着脱できるポケットを

つけ、袖口は車いすのアームなどにひっかからな

いように、ニット布地で絞った。

イメージ図

作品部門作品部門作品部門作品部門

入賞入賞入賞入賞

作品名

出品者

ウデハメハーウデハメハーウデハメハーウデハメハー

きらり

安住 和美 岩田 美景 島田 雅由 中林 晃恵

【富山市医師会看護専門学校 准看護学科】

作品名

出品者

着心地最高、万能浴衣着心地最高、万能浴衣着心地最高、万能浴衣着心地最高、万能浴衣

メープルシロップ

池端 章浩 作田 栄治 白石 佳代 前原 楓 山本 和美

【富山短期大学 福祉学科】
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受賞作品受賞作品受賞作品受賞作品

作品部門作品部門作品部門作品部門

入賞入賞入賞入賞

[用途・特徴]

片麻痺の方のトイレ介助で、トイレット

ペーパーがうまくたためない様子を見て、ま

な板、ｉｐａｄスタンド、ものさしで作った

ものに、シリコンチューブと紙を切るための

カッター（刃）を取り付けた。

まな板を上に起こして、滑り止めをつけた

ものさしで固定して使う。

イメージ図

[用途・特徴]

うっかり杖を間違ったり間違われたり、杖

が安定せず倒れてしまったり、持ち手が硬

かったりするという問題を解決するために、

杖にソフト素材のシートで作ったカバーを付

けた。

持ち手がカラフルで、自分の杖が一目瞭然

で迷わない。また、クッション素材の滑り止

め効果で、どこにおいても倒れずにクッショ

ン素材が手に優しくなっている。

イメージ図

作品部門作品部門作品部門作品部門

入賞入賞入賞入賞

作品名

出品者

たため～るたため～るたため～るたため～る

関口 祐子

【富山短期大学 福祉学科】

作品名

出品者

私の杖私の杖私の杖私の杖

千谷 正美

【翠十字会ホームヘルパーステーション】
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受賞作品受賞作品受賞作品受賞作品

作品部門作品部門作品部門作品部門

入賞入賞入賞入賞

[用途・特徴]

首の支えが弱くなって頭部がそり返り、姿

勢の保持ができない人用に作成した。網ネッ

トとつっぱり棒を固定したものに、クッショ

ンを2つ合わせにしてコの字型に縫ったものを

かぶせ、車いすの背もたれ部に差し込み固定

する。枕にベルトを縫い付けたものをヘッド

レストに装着し、首のそり返りがみられる方

の頭部を支える。つっぱり棒を使用すること

で、長さを調整し車いすに固定できる。

イメージ図

[用途・特徴]

麻痺のある患者さんは、コップを使用して

もなかなか洗う事ができないため、片手でも

コップが洗えるような道具を作った。

ガラス、陶器、プラスチックの全てのコッ

プが洗えるよう、いろいろなスポンジをワイ

ヤーカゴに針金で取り付けて作った。洗い場

に吸盤で取り付け、汚れたコップを逆さまに

し回転させながら洗う。

イメージ図

作品部門作品部門作品部門作品部門

入賞入賞入賞入賞

作品名

出品者

手作り手作り手作り手作り ヘッドレスト＆枕ヘッドレスト＆枕ヘッドレスト＆枕ヘッドレスト＆枕

たぶの里 しあわせ４丁目

【特別養護老人ホームつまま園】

作品名

出品者

ＯｎｅＯｎｅＯｎｅＯｎｅ ＨａｎｄＨａｎｄＨａｎｄＨａｎｄ ＭａｇｉｃＭａｇｉｃＭａｇｉｃＭａｇｉｃ

けろけろけろっぴ

大島 恵子 髙島 真理子 山田 唯加 木下 哉弥

【富山市医師会看護専門学校 准看護学科】
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受賞作品受賞作品受賞作品受賞作品

作品部門作品部門作品部門作品部門

入賞入賞入賞入賞

[用途・特徴]

ボランティアに参加した際、片麻痺の方が

健側で刺し子をしていたが、片手だと動いて

しまうため、文鎮をおいておられるのを見た。

しかし、文鎮が落ちたり動いたりするため危

険だと思い、動かないものを作った。

ダンボールで型を作り布を周りに貼った。

マジックテープを両サイドにつけて道具を固

定しておくことができる。底には滑り止め

シートを貼った。そして、真ん中に針山を置

く場所を作った。

イメージ図

作品名

出品者

片手でさし子片手でさし子片手でさし子片手でさし子

福納 侑香

【富山短期大学 福祉学科】

－10－



受賞作品受賞作品受賞作品受賞作品

イメージ図

製品開発部門製品開発部門製品開発部門製品開発部門

最優秀賞最優秀賞最優秀賞最優秀賞

作品名

出品者

特殊セラミックパウダー消臭シート特殊セラミックパウダー消臭シート特殊セラミックパウダー消臭シート特殊セラミックパウダー消臭シート

有限会社ナンワ

[用途・特徴]

消臭性の試験の結果、尿の臭気成分のアンモニアの減少率は、２時間

で97.8％、汗の臭気成分の酢酸の減少率は、2時間で92％、生ごみの

臭気成分のトリメチルアミンの減少率は93.8％。繊維製品の消臭加工

の消臭性の基準は類似した試験で減少率が70％以上になっており、高

い消臭性があることが確認できた。

特殊セラミックパウダー消臭シートの消臭効果は、３カ月～４カ月有

効（たたみ６畳で４枚が目安）。原料の元となるセラミックパウダーは

立山の溶岩から採取した地元の資源を活用。

－11－



受賞作品受賞作品受賞作品受賞作品

製品開発部門製品開発部門製品開発部門製品開発部門

優秀賞優秀賞優秀賞優秀賞

[用途・特徴]

マグネ筆で市販の磁気ボードに文字を書くと、

これまでには無かった筆の構造や機能に近い筆圧

の変化と線の太い細い表現ができる。毛筆活動を

希望しでも、準備や後片付けの関係で制約を伴っ

ていた方も、墨汁や紙、電源も不必要で、必要に

応じて簡単に消去が可能なので、どこでも手軽に

楽しみながら手指などの機能維持を兼ねた毛筆活

動が可能。

書いたものはすぐに飾ることができる。枠に折

り紙やきり絵を貼りつけた手作り額縁を作り楽し

むことも可能。

イメージ図

[用途・特徴]

穴を大きくしたことで暗闇(目の不自由な人)で

も使いやすく、ひもに凸凹をつけたので手が滑り

にくく、穴からもずれにくい。穴にひもを固定す

る溝を2か所つけて、どちらでも固定できる。

軟質ポリエチレン素材で、不要部を切っても切

り口でケガしにくく、耐水性、耐薬品性、絶縁性、

耐寒性、耐衝撃性に優れ食品容器もOK。識別を楽

にするために樹脂に色を混ぜて様々な色にできる。

片手で着脱できるので片麻痺等の回復訓練する結

束バンドになる。

イメージ図

製品開発部門製品開発部門製品開発部門製品開発部門

入賞入賞入賞入賞

作品名

出品者

マグネ筆マグネ筆マグネ筆マグネ筆

株式会社アシストラボ

作品名

出品者

ユニバーサル結束バンドユニバーサル結束バンドユニバーサル結束バンドユニバーサル結束バンド

ウラヤマ考業
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アイディア部門アイディア部門アイディア部門アイディア部門

分類分類分類分類 No.No.No.No.

作品名作品名作品名作品名

出品者出品者出品者出品者

作品作品作品作品 用途・特徴用途・特徴用途・特徴用途・特徴

1

現代的なくすりばこ現代的なくすりばこ現代的なくすりばこ現代的なくすりばこ

大川 咲季

（県立桜井高等学校　生活

環境科）

　祖母が病院からもらってきた薬を飲むとき

に、「あれ、朝飲んだっけ？」などとよく聞く

ことがあったので考えた。

　１週間分の薬が入れられて、もしお昼の薬の

飲み忘れなどがあると、音楽が流れて教えてく

れる。

　飲む時間になると点滅して教えてくれて、飲

んだら暗くなる。

2

褥瘡防止マット褥瘡防止マット褥瘡防止マット褥瘡防止マット

二谷 侑希

（県立高岡西高等学校　普

通科　人間福祉コース）

　テレビや本で、寝たきりの人にできた褥瘡を

見て、褥瘡ができた人もつらそうで、夜中に寝

たきりの人の体位を変える人も大変そうだった

ので、自動で体位を変えるものがあればよいと

思った。

　体が上手に動かない人に褥瘡ができないよう

にするため、両脇と足もとに自動的に少しずつ

空気が入るマット。1時間ごとに左右の脇に交

互に空気が入るようにして、褥瘡ができないよ

うにする。

3

オープンウェアオープンウェアオープンウェアオープンウェア

株式会社アルト

研究開発室

　身体の不自由な方は、服を着る事が困難で、

特にうでをそでに通したり、ズボンをはく時に

足を入れたりすることが大変だと思い考えた。

　ズボンや上着の不自由な側の、服の折り目の

部分にファスナーをつけ、目立たないようにす

る。

4

温度調節できる温度調節できる温度調節できる温度調節できる

着脱しやすい部屋着着脱しやすい部屋着着脱しやすい部屋着着脱しやすい部屋着

河端 真珠

（県立高岡西高等学校　普

通科　人間福祉コース）

　母が介護の仕事をしていて、高齢者の衣服の

着脱が大変だと聞き思いついた。

　横にチャックがついているので着脱がしやす

く、電気毛布が中に入っているので、簡単に温

度調節できる。

5

サスペンダー付きサスペンダー付きサスペンダー付きサスペンダー付き

ズボンズボンズボンズボン

島 悠里花

（県立高岡西高等学校　普

通科　人間福祉コース）

　曾祖母は腰が曲がっているため、手が腰に届

かず、ズボンをお尻で履いている。オムツが見

えているのを気にしていたので、しっかり履け

るズボンを考えようと思った。

　いつものようにズボンを履いてサスペンダー

に肩を通すだけで、しっかりと腰までズボンを

上げることができる。ゴムが緩くてもずり下が

ることがないので、お腹周りの締め付けが嫌な

方にも使える。ズボンの裾を踏んで転倒するの

を防ぐため、ズボンの裾にゴムを付ける。

平成26年度　福祉用具・アイディアコンクール応募作品平成26年度　福祉用具・アイディアコンクール応募作品平成26年度　福祉用具・アイディアコンクール応募作品平成26年度　福祉用具・アイディアコンクール応募作品

治

療

訓

練

用

具

パ

ー

ソ

ナ

ル

ケ

ア

関

連

用

具
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アイディア部門アイディア部門アイディア部門アイディア部門

分類分類分類分類 No.No.No.No.

作品名作品名作品名作品名

出品者出品者出品者出品者

作品作品作品作品 用途・特徴用途・特徴用途・特徴用途・特徴

6

こぼれおちないこぼれおちないこぼれおちないこぼれおちない

エプロンエプロンエプロンエプロン

山本 紗里奈

（県立桜井高等学校　生活

環境科）

　実習に行った時、利用者さんがごはんをたく

さんこぼしていて、掃除するのが大変そうだっ

たので考えた。

　エプロンを折りたたみ、スナップで留めるこ

とで、ごはんをこぼしてもテーブルや床に落ち

ない。エプロンにたまったものを捨てたい時

は、スナップを外せばすぐにきれいにできる。

7

スラットはけ～るスラットはけ～るスラットはけ～るスラットはけ～る

田嶋 力也

（北陸ビジネス福祉専門学

校　介護福祉学科）

　実習の際に、自分で履物の着脱が出来なく

て、手軽に履けるスリッパで移動されている方

がおられた。しかしトイレに行かれた際にすぐ

に脱げてしまい、危険な様子だったので、着脱

が簡単で、サイズ調節ができる、かかとのベル

トをつけてはどうかと考えた。かかと部分の伸

縮性のあるベルトをマジックテープで調節する

ことにより、履きやすさとサイズの調節が可能

になる。

8

オシャレなオシャレなオシャレなオシャレな

リハビリブーツリハビリブーツリハビリブーツリハビリブーツ

株式会社アルト

研究開発室

　半身不随の人がリハビリ用に履く、マジック

テープのついた靴を見て考えた。障がい者の方

が、スーツや礼服を着る場面で、足元もオシャ

レにできるよう、革靴にマジックテープをつけ

ようと思った。

　革靴にマジックテープをつけ、脚の甲の部分

が開くのではきやすい。障害を持ち、外に出る

ことが億劫になっても、足元を少しオシャレに

するだけで、外出したり、活動の場が増えるの

ではないかと思う。

9

巻かないペーパー巻かないペーパー巻かないペーパー巻かないペーパー

株式会社アルト

研究開発室

　トイレではロールペーパーが一般的だが、手

が不自由な方は紙を切ることができない場合が

あるので、巻いていない紙をトイレで使う事を

思いついた。

　障がい者用トイレに、ロールタイプではない

水に流せるトイレットペーパーを入れた棚を設

置する。棚には透明な窓をつけ、中身の量を確

認でき、中身は重量により底上げできるように

なっている。

10

快適オムツカバー快適オムツカバー快適オムツカバー快適オムツカバー

濱屋 千鶴　谷 るり子

吉田 節子

（地域密着型特別養護老人

ホーム片貝ヴィーラ）

　寝たきりでオムツになってもオシャレに過ご

してほしいとの職員の思いから、ショーツでオ

ムツカバーができないかと考えた。

　伸縮性があり、またがみが深い1分丈のボク

サーパンツを使用し、またがみ部分に尿とり

シートをあてる。切った裏面にマジックテープ

をつけ、体の大きさに合わせて圧迫のないよう

に止める。綿素材の布パンツを使用し、布おむ

つを使わず尿とりシートのみを使う。コスト面

での削減もみられると思う。

パ

ー

ソ

ナ

ル

ケ

ア

関

連

用

具
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アイディア部門アイディア部門アイディア部門アイディア部門

分類分類分類分類 No.No.No.No.

作品名作品名作品名作品名

出品者出品者出品者出品者

作品作品作品作品 用途・特徴用途・特徴用途・特徴用途・特徴

11

ｉｎ　浴槽段差ｉｎ　浴槽段差ｉｎ　浴槽段差ｉｎ　浴槽段差

砂原 麻理捺

（県立桜井高等学校　生活

環境科）

　お風呂の底が深く、入るのが少し大変なので

はと考え、浴槽内に段差をつけてみたら使いや

すいと思った。

　お風呂の段差を付けたいところに取っ手を

引っかけて、ステッキの部分で高さ調整する。

ペットボトルに水を入れて、イスの足元の筒に

入れてお風呂をわかす。

　イスには、滑って転倒するのを防ぐため、す

べり止めシートをつけたり、イスの表面などに

あたっても痛くないようスポンジを付けた。

12

お風呂マットお風呂マットお風呂マットお風呂マット

谷村 香奈

（県立高岡西高等学校　普

通科　人間福祉コース）

　高齢者にとって、1番風呂はよくないと言わ

れるが、誰が入っても安全に入浴できるお風呂

にしたいと思い考えた。

　熱を伝導できる、すべりにくい素材を使用し

たマットを浴室から浴槽にかけて敷き、高齢者

が安全に入れる38℃になると色が変わる。

13

ボディーウォッシュボディーウォッシュボディーウォッシュボディーウォッシュ

寺田 姫那

（県立桜井高等学校　生活

環境科）

　おじいちゃんが半身麻痺で片手しか使えず、

お風呂で体を洗うのに困っていたので、片手で

背中を洗えるようにしたいと思った。

　スポンジにせっけんをつけて、背中を洗う。

スポンジについている棒を少し曲げて、背中に

届きやすくした。

14

気軽にパッチン気軽にパッチン気軽にパッチン気軽にパッチン

橋本 茉由

（県立桜井高等学校　生活

環境科）

　祖父が以前、虫めがねを持ちながら爪を切っ

ていて、自分の影で足元が暗くなり、切りづら

いと言っていたのを思い出して考えた。

　爪切りの先端に虫めがねがついており、虫め

がねの横に小さなライトもついているので、切

りたい場所を拡大し、見やすいように光で照ら

せる。

　普通の爪切りと大きさはあまり変わらずコン

パクト。

15

ラクらくポンプラクらくポンプラクらくポンプラクらくポンプ

千代 奈知

（県立桜井高等学校　生活

環境科）

　シャンプーをしている時に、途中でもう少し

シャンプーがほしいと思った時は、両手で出す

ためシャンプーの押す部分が泡で汚れたり、小

さいので滑りやすく押しにくかったりする。そ

れを防ぐため、片手で簡単に出すことができな

いかと思い考えた。

　ポンプの部分に板を固定し、板の上に手を置

いて力を加えて下げるとシャンプーがでてく

る。押す部分が広いので、滑らず、そのまま手

の平に出せる。

パ
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用
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アイディア部門アイディア部門アイディア部門アイディア部門

分類分類分類分類 No.No.No.No.

作品名作品名作品名作品名

出品者出品者出品者出品者

作品作品作品作品 用途・特徴用途・特徴用途・特徴用途・特徴

16

楽ラク　ドライヤー楽ラク　ドライヤー楽ラク　ドライヤー楽ラク　ドライヤー

横田 蘭

（県立桜井高等学校　生活

環境科）

　おばあちゃんが髪を乾かす時に、扇風機を利

用していたのを見て考えた。ドライヤーは時間

がかかり、長い時間腕を上げていなければなら

ないのは負担であると思った。

　羽がないので、髪がからまる心配はない。普

通のドライヤーと同じように温風・冷風の切り

替えができ、一度に広い面積を当てることがで

きるので、すぐに乾く。

17

噛んでも安心ブラシ噛んでも安心ブラシ噛んでも安心ブラシ噛んでも安心ブラシ

太田 信

（北陸ビジネス福祉専門学

校　介護福祉学科）

　実習中に利用者さんが、歯ブラシを認識でき

ず「ガリッ」とよく噛まれていて、歯が折れな

いかなと心配になった。もっとやわらかい材質

のものだったら歯を痛めないかと考えた。

　ブラシ部分は従来のままで、柄の部分をやわ

らかなシリコン製とする。シリコンだけだと

まっすぐの形状を保てず力が入らないので、柄

の中心に細長いステンレスの板を入れ、丸いブ

ラシ部分は丸い形状のステンレスの板を入れて

補強する。

18

力がいらない歯ブラシ力がいらない歯ブラシ力がいらない歯ブラシ力がいらない歯ブラシ

三ケ 有紗

（県立高岡西高等学校　普

通科　人間福祉コース）

　以前けがをした時に、利き手の右手に包帯を

まき、握力がはいらず、とても歯みがきがしに

くかったのを思い出し、指をはめてしまえば握

る力がなくても歯磨きができるのではないかと

思った。

　指をはめる位置は普通に握った時と同じ位置

で、指が抜けてしまわないようにすべり止めが

ついている。

19

シリコン製　やわらかシリコン製　やわらかシリコン製　やわらかシリコン製　やわらか

ガーグルベースガーグルベースガーグルベースガーグルベース

（歯ブラシ立て・（歯ブラシ立て・（歯ブラシ立て・（歯ブラシ立て・

持ちて付）持ちて付）持ちて付）持ちて付）

横内 美雪

（北陸ビジネス福祉専門学

校　介護福祉学科）

　実習の際、ガーグルベースが非常に持ちにく

いことに気が付き、自立支援をしたいのに、利

用者の方が持てず介護者が持つことに疑問を感

じた。また、歯を磨いたのち歯ブラシを中に入

れてそこにうがいをして吐き出すことは不衛生

だと感じた。

　シリコン素材でやわらかく、耐熱性もあるた

め食器乾燥機にて乾燥、消毒が可能。持ち手が

ついているので自立支援につなげることがで

き、歯みがき終了後には、歯ブラシを立ててう

がいができるため、衛生的にもよい。

20

入れ歯簡単ブラシ入れ歯簡単ブラシ入れ歯簡単ブラシ入れ歯簡単ブラシ

やすらぎ荘

デイサービスセンター

（特別養護老人ホームやす

らぎ荘）

　片麻痺の残る利用者さんが、意欲的に入れ歯

を洗われていたが、残渣物は大半取りのぞけて

も、歯垢はほとんど取れていないのを見て考え

た。

　全面ブラシを吸盤で使いやすい所に取り付け

ることで、片麻痺が残っている方でも、健側の

手を使い上手く洗う事ができる。
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アイディア部門アイディア部門アイディア部門アイディア部門

分類分類分類分類 No.No.No.No.

作品名作品名作品名作品名

出品者出品者出品者出品者

作品作品作品作品 用途・特徴用途・特徴用途・特徴用途・特徴

21

高機能腕時計高機能腕時計高機能腕時計高機能腕時計

紙屋 優奈

（県立桜井高等学校　生活

環境科）

　散歩中に体調が悪くなっても、体温・脈拍を

はかることができないかと思い考えた。

　ゴムひも時計で取り外しが簡単。寝返りを

打っても壊れない。散歩中に脈をはかることが

でき、体調管理ができる。

22

メガホンタイマーメガホンタイマーメガホンタイマーメガホンタイマー

芝山 智香

（県立桜井高等学校　生活

環境科）

　祖母がよくタイマーを使っているが、音が

鳴っても気付かなかったり、どこに置いたか忘

れたりすることがあった。そこで、大きな音が

聞こえるもの、目印になるようなものと一緒に

したらどうかと考えた。

　大きいメガホンで目印になる。台座があるの

でメガホンが転がらない。台座はメガホンに合

わせて丸みをつけ、色を付ける。後ろに音の鳴

るところがあり、タイマーを使用できる。

23

のび～るつえのび～るつえのび～るつえのび～るつえ

松川 優衣

（県立桜井高等学校　生活

環境科）

　私の祖母は膝が痛く、歩きにくそうにしてい

るため、使いやすい杖があったらいいなと思っ

た。

　手を置く場所はクッション性のものにして、

体重が乗っても痛くないようにした。また、身

長によって使いやすい長さが違うと思うので、

長さを変えられるようにした。

24

マジックつえマジックつえマジックつえマジックつえ

平林 安曇

（県立桜井高等学校　生活

環境科）

　足の不自由なおじいちゃん、おばあちゃんが

使う杖に、何かの機能を付け足そうと思い、遠

くのものを取るときにマジックハンドがあると

便利かと思い、マジックハンド機能を付けた。

　歩行時は杖として、物を取りたい時は上下を

逆にして棒の所にあるボタンを押すと、アーム

が出てマジックハンドになる。持ち手にあるボ

タンを押すとアームが出ないので、杖として

使っている時の誤作動を防ぐ。

25

のび丈君のび丈君のび丈君のび丈君

株式会社アルト

研究開発室

　片麻痺の方が杖を使って階段を降りる時、片

方の手足にしか力が入らないため、手すりにつ

かまっていても不安定で非常に怖いと感じると

いう事を聞いた。少しでも降りる動作や座った

り立ったりする動作が楽になったらと思い考え

た。

　グリップの所にあるボタンを親指で押しなが

ら体重をかけると、杖の長さを調節できる。仕

組みは事務イスなどに用いられているガススプ

リングで、片手で調節可能。体重をかけずにボ

タンを押せばゆっくりと元の長さに戻る。
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26

立ち上がり杖立ち上がり杖立ち上がり杖立ち上がり杖

専徒 日菜

（県立高岡西高等学校　普

通科　人間福祉コース）

　祖父が歩くときだけでなく立つときにも何か

につかまっていないとつらそうにしているのを

見て、立つときにも支えてくれるものがあると

便利だと思った。

　杖の長さを簡単に変えることができ、歩行す

る際の支えにもなるようにした。また、杖の足

を4つにすることで、よりバランスよくなるよ

うにした。棒が2本つながっていて、その間を

手で回すことができるボルトで長さを調節でき

る。

27

足元ひかるちゃん足元ひかるちゃん足元ひかるちゃん足元ひかるちゃん

株式会社アルト

研究開発室

　夜中にトイレへ行く時、暗いろう下を歩くに

は視界が悪く、ちょっとした段差につまずいて

怪我する恐れがあるので考えた。

　グリップのところにあるボタンを親指で押す

と、ライトが足元を照らし、ちょっとした段差

などの障害が見つけやすい。

28

ねこの目ステッキねこの目ステッキねこの目ステッキねこの目ステッキ

株式会社アルト

研究開発室

　夜や暗い場所を歩くときに、障害物がないか

よく見えるように、杖にライトがついていれば

いいと思った。

　反射材とステッキの根元に、自転車のライト

のような自動点滅ライトを取りつける。ステッ

キのボタン等を押さなくても、ステッキを使用

している時だけ自動的に夜間や暗い場所でライ

トが点滅する。暗い場所での思いがけない障害

や段差にも、ライトを点滅することで気づくこ

とができる。

29

杖転倒防止ねこちゃん杖転倒防止ねこちゃん杖転倒防止ねこちゃん杖転倒防止ねこちゃん

鏡原 祥代

（県立桜井高等学校　生活

環境科）

　杖を使っているおばあちゃんが、お店などで

お金を払う時に杖がじゃまで、机などにかけよ

うとしても滑って倒れてしまうのを見て考え

た。

　杖をどこかにたてかけたり、置いておきたい

時に使用する。かわいくて、持ち運びに便利。

30

つえかけるくんつえかけるくんつえかけるくんつえかけるくん

蜷川 美歩

（県立桜井高等学校　生活

環境科）

　授業で福祉施設を訪問した際、杖を使用して

いる方が多く、杖をすべて１つの場所にまとめ

ていた。何度も取りに行くのが大変だと思い、

常に近くに置いて置けるようなものがないかと

思って考えた。

　杖に硬めのシリコン素材のものを付けること

で、杖を床に置かずに、また邪魔にならず、す

ぐに使うことができる。杖の好みの高さに付

け、テーブル等にかけて使用する。シリコンな

ので滑りにくく、当たっても痛くない。
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31

便利！！！まほう杖便利！！！まほう杖便利！！！まほう杖便利！！！まほう杖

濵木 冴子

（県立桜井高等学校　生活

環境科）

　実習に行った時、歩行補助用品を使っていた

高齢者の方が多く、使うのには便利でよい道具

だと思っていたが、いすに座った時には邪魔に

なってしまうので、コンパクトにできないかと

思った。実際に使っているのを見ると、他の所

に置かなければならず、移動したい時もなかな

か取れないことがあったため、安心して使える

ものがあったらと感じた。

　開いた時は歩行補助用品として使い、閉じた

時は杖として使う。

32

リラックるまいすリラックるまいすリラックるまいすリラックるまいす

株式会社アルト

研究開発室

　普段車いすを使っている父が、よく足のしび

れや痛みのため、わざわざ車いすを降りて、足

を伸ばすために別のソファーやベッドに移動し

て体を休める姿を見て考えた。

　車いすで移動中は、座席の下に格納されてい

て、足や体の疲れを感じた時に座席下から足を

のせられる台が引き出せ、車いすに座ったま

ま、足を伸ばすことができる。

33

GPS付き車いす！GPS付き車いす！GPS付き車いす！GPS付き車いす！

浦谷 茉由佳

（県立高岡西高等学校　普

通科　人間福祉コース）

　認知症のお年寄りの方などが、もし１人で出

かけて行方不明になってしまったら困るので、

車いすにＧＰＳを付けておけば、行方がすぐわ

かるので便利。これからの高齢者が増えていく

世の中に便利だと思う。

　ＧＰＳが付いているので、誰がどこにいるか

すぐわかる！

34

屋根つき車椅子屋根つき車椅子屋根つき車椅子屋根つき車椅子

湯上 愛佳

（県立桜井高等学校　生活

環境科）

　暑い日に車いすで散歩するのは暑そうなの

で、日差しを遮ることができないかと考えた。

　屋根はその人の座高に合わせて長さを調節す

ることができ、必要のない時はボタン１つで車

いすの後ろ側に収納される。

35

車いす自動ライト・車いす自動ライト・車いす自動ライト・車いす自動ライト・

足元灯足元灯足元灯足元灯

田中 良典

（北陸ビジネス福祉専門学

校　介護福祉学科）

　実習で夜勤の体験をし、トイレに行こうと暗

闇の中で車いすに乗っておられる方を見て、自

動車のようにライトが付けば、安全に利用でき

るのではないかと思い考えた。

　アームサポートに移動時点灯ライトを取り付

け、明るさセンサーによりON/OFFをし、座面

下の重さセンサーで自動点灯する。また、キャ

スターには足元灯を取り付け、暗くなったら反

応し、センサーで人が近くにいると、車いすの

場所がわかる仕組み。移動中には足元灯はつか

ない。
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36

付けて安心、付けて安心、付けて安心、付けて安心、

ふんでのぼれーるふんでのぼれーるふんでのぼれーるふんでのぼれーる

オーロラ

　桑名　宮森　宮城

（オーロラ介護サービス）

　雨や雪のため車いすや靴の裏がぬれている

と、段差を昇る時にティッピングレバーを踏む

と滑り、危険をともなう時があるため考案し

た。

　パイプにキュキュと差し込める素材のものを

装着し、滑らず安全に段差を昇ることができ

る。ティッピングレバーは、丸いパイプ状のも

のが多く、レンタルの車いすにも簡単に装着で

きる。

37

車イスでも無理なく車イスでも無理なく車イスでも無理なく車イスでも無理なく

運べるモン！Part1運べるモン！Part1運べるモン！Part1運べるモン！Part1

堀裕子と

たのしい仲間達

　藤城 俊彦　　堀 裕子

　中川 亮子　　山地 翔太郎

　池上 浩太郎

（北陸ビジネス福祉専門学

校　介護福祉学科）

　車イスに小物入れを付属させることで、自ら

のなじみの品や必需品等を安心して気軽に持ち

運べるのではないかと考えた。

　折りたたみが可能なカップホルダーを付ける

事で、収納時も幅を取らず、取り外しも可能な

ので、常時必要なものが身近な場所において置

け、小物の紛失を防ぐことができる。フックは

弾力をもたせ、引っかけると共にはさみ込む様

にする。持ち手のあるカップも入れられる。

38

車イスでも無理なく車イスでも無理なく車イスでも無理なく車イスでも無理なく

運べるモン！Part2運べるモン！Part2運べるモン！Part2運べるモン！Part2

堀裕子と

たのしい仲間達

　藤城 俊彦　　堀 裕子

　中川 亮子　　山地 翔太郎

　池上 浩太郎

（北陸ビジネス福祉専門学

校　介護福祉学科）

　車イスに小物入れを付属させることで、自ら

のなじみの品や必需品等を安心して気軽に持ち

運べるのではないかと考えた。

　ランチボックスのようなたためるプラスチッ

クの箱にフックをつけ、車いすにつける。取り

外しが可能なので、収納時も場所をとらず、常

時必要なものが身近な場所において置け、小物

の紛失を防ぐことができる。フックは弾力をも

たせ、引っかけると共にはさみ込む様にする。

フタを取り付ける事で、プライバシーが守られ

る。

39

車イスでも無理なく車イスでも無理なく車イスでも無理なく車イスでも無理なく

運べるモン！Part3運べるモン！Part3運べるモン！Part3運べるモン！Part3

堀裕子と

たのしい仲間達

　藤城 俊彦　　堀 裕子

　中川 亮子　　山地 翔太郎

　池上 浩太郎

（北陸ビジネス福祉専門学

校　介護福祉学科）

　車イスに小物入れを付属させることで、自ら

のなじみの品や必需品等を安心して気軽に持ち

運べるのではないかと考えた。

　チャック付、ガマグチ付のポーチの裏にフッ

クをつけ、車いすにつける。取り外しが可能な

ので、収納時も場所をとらず、常時必要なもの

が身近な場所において置け、小物の紛失を防ぐ

ことができる。フックは弾力をもたせ、引っか

けると共にはさみ込む様にする。高齢者になじ

みのあるガマグチにすることで、昔を思い出す

きっかけにもなる。

40

おでかけ安心！おでかけ安心！おでかけ安心！おでかけ安心！

レイン防レイン防レイン防レイン防

  　　　　　　　　ボー

相談室 やすらぎ居宅

（特別養護老人ホームやす

らぎ荘）

　利用者さんの送迎時、車いす用レインコート

を使用しているが、風でめくれたり、体や顔に

まとわりついたり、着脱も負担になる事もある

ため考えた。

　両側のハンドルとアームレストの4ヶ所にワ

ンタッチで装着でき、ジャバラ状に開く。前方

が透明になっていて、前が見えることで利用者

さんにも不快感を与えない。
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41

雨の日便利！雨の日便利！雨の日便利！雨の日便利！

傘ホルダー傘ホルダー傘ホルダー傘ホルダー

谷口 比菜

（県立高岡西高等学校　普

通科　人間福祉コース）

　車いすの方は両手でタイヤをおすので、両手

がふさがっている。そのため雨の日は傘をさせ

ず、外に出ることができないのではと思い、傘

ホルダーを考えた。また、私が自転車に乗りな

がら安全に傘をさせたらいいのになと思ったこ

ともきっかけになった。

　車いすの持ち手や自転車のハンドルなどにす

ぐに取り付けることができ、Ｃ型になっている

ところに傘の柄の部分をカチッとつける。両手

が空くため、運転する時も安全である。

42

どこでもどこでもどこでもどこでも

ｕｍｂｒｅｌｌａｕｍｂｒｅｌｌａｕｍｂｒｅｌｌａｕｍｂｒｅｌｌａ

小久保 望

（県立高岡西高等学校　普

通科　人間福祉コース）

　急に雨が降った日に、車いすの方がぬれたま

ま通行しているの見て、車いすに傘があればい

いなと思った。

　車いすに取り外し可能な傘を取り付ける。車

いす用の大きな傘になっている。

43

雨でも安心！雨でも安心！雨でも安心！雨でも安心！

傘つき車いす傘つき車いす傘つき車いす傘つき車いす

荒俣 恵

（県立桜井高等学校　生活

環境科）

　雨の日に外出する時、車いすの方は傘をさし

ながら車いすに乗るというのは厳しいと考え

た。濡れてどこかで着替えなければいけなくな

るのも大変なので、傘を付ければよいと考え

た。

　棒、ビニール、ガムテープ、ロープと、手軽

に手に入る材料でできて、傘をささなくても雨

から身を守ることができる。また、日差しを

カットして暑さ対策にもなる。

44

乗り降りらくらく乗り降りらくらく乗り降りらくらく乗り降りらくらく

クッションクッションクッションクッション

鍋谷 遥香

（県立高岡西高等学校　普

通科　人間福祉コース）

　曾祖母が病院に行く時に、車の乗り降りを大

変そうにしていて、中華料理のターンテーブル

をＴＶで見て「こんな風に回転したら座りやす

いのでは？」と思い考えた。

　薄めで、模様の向きを気にせず座れる丸いデ

ザイン。表はタオル地、裏はナイロンにするこ

とで、座った時の感触は柔らかい。回転させる

ことで、簡単に体を前に向けたり、横に向けた

りできる。車の走行中はシートベルトをつける

ことにより、勝手にすべることはなく、安心し

て使用できる。

45

Ｂａｂｙ’ｓＢａｂｙ’ｓＢａｂｙ’ｓＢａｂｙ’ｓ

サポーターサポーターサポーターサポーター

坪内 紗都

（県立高岡西高等学校　普

通科　人間福祉コース）

　私のいとこがまだ0歳で、自立で座っていられない

光景を見て、おかあさんは常に見ていないといけな

いと思った。赤ちゃんが自立できるもので、遊べる

道具や収納にもなるように考えた。

　①自力で座れない赤ちゃんが背もたれと横の壁で

支えられるいす。安全面を考え、外側は布で覆って

ある。②赤ちゃんが成長して遊び始めるようになっ

たら、昇ったり降りたりして遊ぶことができる階

段。倒れないように頑丈。③お母さんが赤ちゃん用

品などをしまう収納スペースの引き出し。
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46

らくらく座席移載装置らくらく座席移載装置らくらく座席移載装置らくらく座席移載装置

FUJIKOプロジェクト

　尾崎 祐人　森岡 玄多

　荒川 寛也　窪田 竜

（不二越工業高等学校　情

報機械科）

　人の役に立つものを作りたいと思い、医療福

祉現場を対象にアンケート調査した。そして車

いすを使用している方から、車にリフトアップ

シートやスロープタイプを装備している物は乗

り降りがとても楽だが、実際には高額で装備で

きないという意見を聞いた。

　モーターを搭載し、上下運動が自動でなの

で、特別な装置がついていない車でも、楽に車

いす⇔らくらく座席移載装置⇔車の乗り降りが

できる。高さを調整することで、横へサッと移

動しやすくなる。

47

案内くん案内くん案内くん案内くん

奥 悠里花

（県立高岡西高等学校　普

通科　人間福祉コース）

　ニュースで盲導犬がフォークのようなもので

刺されたという事件を見て、視覚に障害のある

人が１人でも安心して外を歩けるようなものが

あったらいいなと考えた。

　首から下げて持ち歩き、ボタンをオンにする

と前方の不注意を音声で教えてくれる。また、

防犯ブザーもついている。

48

温度が分かるコップ温度が分かるコップ温度が分かるコップ温度が分かるコップ

水 ひかり

（県立高岡西高等学校　普

通科　人間福祉コース）

　私の祖父母は、年を取るにつれて、舌で温度

を感知するのが鈍くなってきて、熱湯でも平気

で飲んでしまうようになった。

　温度が高い時は色が濃くなり、色の濃さでそ

の飲み物が熱いか冷たいかが分かるようにし

た。持ち手も、人の手の形に合うようにした。

49

光るランチョンマット光るランチョンマット光るランチョンマット光るランチョンマット

株式会社アルト

研究開発室

　祖父は目が不自由で、明るい場所でないと物

の影が見えず、物にぶつかってケガしたり、茶

わんを倒してこぼしたりしていた。

　特にご飯を食べる時は部屋を明るくしなけれ

ばならないが、部屋の電気の明るさには限界が

あるので、ランチョンマットが光ると器の位置

が見えやすいのではないかと思った。マットの

裏はすべり止めが付いていて、食器と接する表

の面はさらさらしていて多少滑り、少し手が食

器にぶつかってもこぼれにくいようになってい

る。

50

指を通せるスプーン・指を通せるスプーン・指を通せるスプーン・指を通せるスプーン・

フォークフォークフォークフォーク

二上 沙理奈

（県立高岡西高等学校　普

通科　人間福祉コース）

　私のおばは、事故で親指と人差し指を欠損し

ており、食事の時に、はしやスプーンなどを使

いにくそうにしていた。それを見て、少しでも

使いやすく工夫ができないだろうかと考えた。

　食事の時に、持ち手にある輪の中に指をいれ

るだけで、ものをすくったり刺したりできる。

指先の不自由な人や握る力があまりない人で

も、握らずに使うことができる。持ち手はシリ

コン製で滑りにくい。

移

動

機

器

家

事

用

具

－22－



アイディア部門アイディア部門アイディア部門アイディア部門

分類分類分類分類 No.No.No.No.

作品名作品名作品名作品名

出品者出品者出品者出品者

作品作品作品作品 用途・特徴用途・特徴用途・特徴用途・特徴

51

らくらくチョップらくらくチョップらくらくチョップらくらくチョップ

スティックススティックススティックススティックス

張田 愛美

（県立高岡西高等学校　普

通科　人間福祉コース）

　訪問先の老人ホームで、手が不自由な方が食

事をしているところを見た。手が不自由なため

に、豆などの細かいものをつかむのが苦悩であ

り、何かいい案はないかと考えた。

　はしとはしの間にバネをつけることによっ

て、簡単に物をつかんだりはなしたりすること

ができる。

52

つまめる　おはしつまめる　おはしつまめる　おはしつまめる　おはし

宮窪 桃子

（県立桜井高等学校　生活

環境科）

　利き手と逆の手で箸を使おうとすると、うま

く力が入らず、なかなかものをつまめない。も

し、けがなどで利き手が使えなかったり、年を

取って筋力が衰えたりしても、軽い力でものが

つまめると食べやすいと思った。

　先端がトングやクリップのようにギザギザに

なっていて、ものが滑らず軽い力でもつまみや

すいようになっている。持ち手の部分にひもを

つけることで、落としてもなくさないように

し、持ち手も少し太めにして握りやすくした。

53

汗をかかない汗をかかない汗をかかない汗をかかない

ペットボトルペットボトルペットボトルペットボトル

中島 千智

（県立高岡西高等学校　普

通科　人間福祉コース）

　いつもペットボトルの外側に水滴がついて、

周りがびしょびしょになるので考えた。

　水滴が出ないため、まわりがぬれない。

54

噴き出し防止容器噴き出し防止容器噴き出し防止容器噴き出し防止容器

河村 楓

（県立桜井高等学校　生活

環境科）

　実習へ行った際に、水分補給の時間に紙パックの

ジュースが出てきたが、高齢者の方が紙パックを強

く握りすぎたためにジュースが噴き出し、服や手が

汚れてしまった。それを見て、中身が噴き出さない

ように入れ物があればよいのにと思って考えた。

　軽量で誰でも使用できるプラスチック素材で、透

明色で中身が何かわかり、サイズによって色を変え

る。側面と底面に滑り止めを付け、落としにくく、

倒れにくい。紙パックが容器にくっついても底に穴

が開いているので簡単に押し出せる。

55

ストロー差し込み可能ストロー差し込み可能ストロー差し込み可能ストロー差し込み可能

コップコップコップコップ

鬼原 栞那

（県立桜井高等学校　生活

環境科）

　施設訪問に行ったとき、お茶をストローで飲

んでいる車いすのお年寄りの方がたくさんおら

れ、飲む時にストローが動いて飲みにくそう

だったので考えた。

　ストローを固定することができ、シリコン製

なのでストローの大きさによって調節できる。

手にフィットするように、持ち手にグリップを

付け、コップの底には滑り止めをつける。
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56

斜底コップ斜底コップ斜底コップ斜底コップ

笹島 亜美

（県立桜井高等学校　生活

環境科）

　実習に行った際、利用者さんがコップで飲み

物を飲んでいたが飲みにくそうだった。傾ける

のを手伝ってもらったり、自分で飲んでいても

なかなか飲めていなかったので、中の底を斜め

にすることで飲みやすくなるのではと考えた。

　シリコン製だがしっかりしていて、コップの

中の底が斜めになっている。持ち手は太目に

なっている。

57

いつでも　どこでもいつでも　どこでもいつでも　どこでもいつでも　どこでも

コップコップコップコップ

霜野 葵

（県立桜井高等学校　生活

環境科）

　缶ジュースを見ていて、手に障がいがある人

は、自分で飲むことが困難なので、少しでも楽

に自分の力で飲めるものがあったらよいと考え

た。

　いつでも、どこでも、持ち手のない缶やペッ

トボトルなどにはめて飲むことができる。指の

力のない障がい者が使いやすいように、持ち手

が大きくなっていて、つかみやすい。

58

ぐいのみぐいのみぐいのみぐいのみ

中村 衣良

（県立桜井高等学校　生活

環境科）

　利用者さんたちは飲み物を飲む時、ストロー

を使うことがある。しかし、コップを持ち上げ

る腕の力がある方には、残存能力を引き出した

方がよいと思い考えた。

　飲み口は飲みやすいように細くした。持ち手

は滑らないよう、握るときフィットするように

形を整え、シリコンを付ける。コップはかるい

プラスチック製にする。

59

ペットボトルグリップペットボトルグリップペットボトルグリップペットボトルグリップ

広浜 杏華

（県立桜井高等学校　生活

環境科）

　ペットボトル飲料を飲む際、ボトルを持って

飲むのが大変そうだったので、少しでも持ちや

すく、スムーズに飲んでもらいたいと思い考え

た。

　ペットボトルに、強度がありすべりにくいシ

リコンで出来ているグリップをつける。

60

もう、ひとりで動かんもう、ひとりで動かんもう、ひとりで動かんもう、ひとりで動かん

椀（ワン）＋もう勝手椀（ワン）＋もう勝手椀（ワン）＋もう勝手椀（ワン）＋もう勝手

に動かせないワニーに動かせないワニーに動かせないワニーに動かせないワニー

The　OK（桶）！！

　岩本 力　　桶家 永吏子

　中嶋 友絵　手塚 拓臣

　高木 映里

（北陸ビジネス福祉専門学

校　介護福祉学科）

　実習の時、みそ汁のお椀が勝手に動きだし、

利用者の方に熱いみそ汁がかかりそうになりヒ

ヤッとした。

　お椀の高台に穴をあけ、空気が外に抜けて勝

手に動くのを防ぐ。ペンチ等で穴をあけると割

れてしまう可能性があるので、熱の力で開け

る。また、トロミ食や減塩食など、お椀のマー

クを見ればわかるよう、穴の形を変えられるよ

うにする。
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61

シオリ式左回転食事用シオリ式左回転食事用シオリ式左回転食事用シオリ式左回転食事用

トレー〝ボンジョビ″トレー〝ボンジョビ″トレー〝ボンジョビ″トレー〝ボンジョビ″

谷井 志織

（北陸ビジネス福祉専門学

校　介護福祉学科）

　実習で食事介助をした際、利用者さんが同じ

お皿のおかずばかり食べていたのを見て、この

作品があればバランスよく食事をすることが可

能なのではないかと思った。

　食事の時、食べ物が入ったお皿をトレーの

1・2・3・4の各ゾーンに載せ、ぜんまいによ

り少しずつ左回転することで、同じ箇所ばかり

に手が伸びる利用者さんも、いろいろな食べ物

を順序よく食べる事ができる。電池交換などの

手間も不要。

62

正座がラクチンなイス正座がラクチンなイス正座がラクチンなイス正座がラクチンなイス

畑 千夏

（県立高岡西高等学校　普

通科　人間福祉コース）

　前におじいちゃんが亡くなったとき、おばあ

ちゃんが、長時間正座をすると足がしびれ、ひ

ざを曲げるのが大変だと言っていたのをきっか

けに考えた。

　ひざを最後まで曲げなくてすみ、普通の正座

に比べて上半身の体重がイスにかかるので、し

びれにくくなる。長時間でも負担が少なくな

る。

63

電動式　低反発まくら電動式　低反発まくら電動式　低反発まくら電動式　低反発まくら

岩崎 茜音

（県立桜井高等学校　生

活環境科）

　祖母が祖父を介護をしていて、枕が高すぎて

も低すぎても首が痛くなり、その人に合った高

さの枕がほしいと言っていたのがきっかけで考

えた。

　枕の高さがスイッチとリモコンの両方で３段

階に変えられて、寝ながら自分に合った高さを

探すことができる。低反発なので首の負担が少

なく、寝心地もよい。

64

ブラインドアブラインドアブラインドアブラインドア

株式会社アルト

研究開発室

　車いすにのったまま開き戸を開くとき、不安

定な体勢で開くので、転倒したりドアにはさ

まったり危険である。そこで、車いすにのった

ままでも簡単に出入りできるものを考えた。

　既存のドアとつけ替えることができ、ドアの

中央は布製のブラインドでクーラーの冷気や暖

房を逃がさない。枠組みはしっかりしており、

底部の枠のみうすくしてバリアフリーにする。

車いすの人が通る場合はリモコンorタッチパネ

ルにより自動でブラインドを上げ下げし出入り

する。

65

飛びでるん棚飛びでるん棚飛びでるん棚飛びでるん棚

畠山 澪

（県立桜井高等学校　生活

環境科）

　私は本が好きで、本棚の一番下や奥に入って

いる物が取りにくいと感じた。高齢者や体の不

自由な人でも取りやすい、使いやすい本棚にし

たいと考えた。

　本棚の棚が出てくるように工夫して、力の弱

い人でも押しやすいように押すところを広くし

た。本を入れる時はＰＵＳＨと書いてある部分

は折りたためる。また、移動させる際、運びや

すいように、下に車輪をつけ、横には誰でも持

ちやすいような形の取っ手をつけた。
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66

単語帳ならぬ言葉帳単語帳ならぬ言葉帳単語帳ならぬ言葉帳単語帳ならぬ言葉帳

窪田 菜月

（県立桜井高等学校　生活

環境科）

　実習で、目はいいけど耳が遠い人がおられた

ので、伝えたいことを文字で表せば伝わるので

はと思った。テレビ番組のＡＤさんが使うス

ケッチブックのカンペよりも小さくて持ち運び

が便利な物を考えた。

　白いフェルト布に、ひらがなで作った文字を

アイロンの熱で貼りつける。文字を見て反応し

てくれるので、考えたり反射神経を鍛えたりし

て脳の活性化につながると思う。なるべく顔の

近くで１枚１枚ゆっくりとり、意思表示の確認

をする。

67

想いを伝えて想いを伝えて想いを伝えて想いを伝えて

橋本 玲那

（県立桜井高等学校　生活

環境科）

　祖父が倒れて脳梗塞になり、右半身が動かな

くなり、「言語障害だから思っていることがう

まく話せない」と言っていたのをきっかけに考

えた。

　下敷きくらいの大きさの布に、マジックテー

プでフェルトの「あいうえお表」をつける。そ

の表の他に、もう１つ布にマジックテープを付

けたものを用意して、自分が伝えたい言葉を表

から選んで下の布にくっつける。この作業をす

ることで、「あいうえお表」を覚えることがで

きて、自分の思ったことを伝えられる。

68

お知らせバンドお知らせバンドお知らせバンドお知らせバンド

浅野 世利恵

（県立桜井高等学校　生活

環境科）

　聴覚障がい者の方から話を聞き、呼び出しに

反応できない方がいることを知ったのがきっか

けで考えた。

　受付の人がボタンを押すことで、手首に巻い

ておいたバンドが振動して聴覚障がい者の順番

を知ることができ、自分の番だという事がわか

る。

69

パタQパタQパタQパタQ

株式会社アルト

研究開発室

　家族がちょっと外出している間に、家にいた

高齢者が具合が悪くなり倒れ、電話が付近にな

い場合は危険だと思い考えた。

　一定時間周りに動きがないまま倒れている

と、杖に内蔵されている発信器から、離れたと

ころにいる家族の携帯電話に情報がいく。

70

「自分はここだよ！」「自分はここだよ！」「自分はここだよ！」「自分はここだよ！」

センサーセンサーセンサーセンサー

宮川 早紀

（県立高岡西高等学校　普

通科　人間福祉コース）

　ボタンを押すだけで、場所がわかる。

　もしも、たおれたり、立ち上がれなくなった

ら、ＧＰＳ機能付きのこのリモコンで、場所を

家族におしえてくれて、かつ音が鳴ってまわり

の人がきづく。
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71

大きな音で大きな音で大きな音で大きな音で

知らせます！知らせます！知らせます！知らせます！

火事センサー火事センサー火事センサー火事センサー

前田 和実

（県立高岡西高等学校　普

通科　人間福祉コース）

　家事のあった家を見かけた時の光景が忘れら

れず、火事の予防や、隣の家などに被害が広が

らないようにと考えた。

　外に置くためプラスチック製で、近所で火事

が起きた場合、煙を感知して大きな音がなる。

「通報」ボタンを押すと消防につながるように

なっている。いたずら防止ボタンにカバーをか

け、カバーをとると音が鳴る。スピーカーで会

話も可能。ボタンを押すと赤く光るので、耳の

不自由な人でもわかりやすい。

72

グイッとグイッとグイッとグイッと

安立 菜々

（県立高岡西高等学校　普

通科　人間福祉コース）

　祖母の家に行った時に、薬のびんの蓋をあけ

るのが大変そうだったので考えた。

　蓋をつかんで、手で持ち手の所を回したい方

向に押せば、蓋が開けられる。

　持ち手にちょっと力を加えるだけでふたがあ

くので、握力のない人でもあけやすくなる。

73

弱い力で開けるくん弱い力で開けるくん弱い力で開けるくん弱い力で開けるくん

村田 京香

（県立高岡西高等学校　普

通科　人間福祉コース）

　幼児やお年寄りがペットボトルなどのキャッ

プを開ける時、大変そうにしている時があるの

で考えた。

　キャップにはめて、弱い力でも開けやすくす

る。手でしっかり握れるので、開けやすい。

74

らくらくオープン！？らくらくオープン！？らくらくオープン！？らくらくオープン！？

山田 萌

（県立高岡西高等学校　普

通科　人間福祉コース）

　私の祖母がよくはちみつを使うが、ビンの蓋

が硬くて私も苦労することがある。そんな時、

簡単に開けることができるものがあれば便利だ

と思い考えた。

　すべり止めがついていて固定しやすく、柔ら

かい素材で手にもやさしい「らくらくオープ

ン！？」で、少しの力で開けられる。洗うこと

もできる。

75

あける君あける君あける君あける君

長谷川 宇蘭

（県立桜井高等学校　生活

環境科）

　私の祖母は右手が不自由で、ペットボトルの

キャップを１人で開けることができないため、

片手でペットボトルのキャップを開けられるよ

うなものがあるとよいと考えた。

　ペットボトルのキャップにもさまざまな大き

さがあるので、どの大きさにも対応できるよう

に、握ることでそれぞれの大きさに合わせられ

るようにした。
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76

さらさらめくれる！！さらさらめくれる！！さらさらめくれる！！さらさらめくれる！！

中村 桃子

（県立桜井高等学校　生活

環境科）

　よく、おばあちゃんを見ていると、新聞や本

で指につばをつけてめくっている。簡単にス

ムーズにめくれるよう、何か方法はないかなぁ

と思った。

　ページの先にテープを交互につける。

77

フィットくんフィットくんフィットくんフィットくん

能登 風夏

（県立桜井高等学校　生活

環境科）

　以前、ボールペンやシャーペンを持ちにくい

と障がい者の方が言っておられ、太く軽い方が

持ちやすく、ノック部分も軽く押せるほうがよ

いと思った。

　持ち手が太くゴム素材ですべり止めがついて

いる。また、表面をデコボコさせて持ちやす

く、手から落ちるのを防ぐ。ノック部分は大き

く、軽く押せる。色は気持ちが落ち着くような

緑や青色、水色を使う。

78

伸びる！つかめる！伸びる！つかめる！伸びる！つかめる！伸びる！つかめる！

便利な　まごの手便利な　まごの手便利な　まごの手便利な　まごの手

松島 加奈衣

（県立桜井高等学校　生活

環境科）

　ばあちゃんがまごの手を使っていて、もっと

便利な物にならないかと思って考えた。

　スイッチ１つで伸びるようになり、スイッチ

１つで物をつかむことができる。お年寄りだけ

でなく、体の不自由な方にも使える。

79

簡単に拾えます君！！簡単に拾えます君！！簡単に拾えます君！！簡単に拾えます君！！

白崎 貴子

（県立桜井高等学校　生活

環境科）

　祖母の家に遊びに行くと、下に置いてある物

を取るという動きをよく見た。その時に、腰を

下ろしたり足を曲げたりと苦労していたので、

もっと簡単に下にある物を取る道具があればい

いなと思い考えた。

　ボタン１つで伸縮が自由自在で、足を曲げる

必要がない。握りやすいように滑り止めがつい

ていて、ボタンで簡単に物を浮かすことができ

る。紫外線センサーで物の重さ・材質・形状を

把握して吸盤に吸引して物を安全に運ぶことが

できる。

80

歯ブラシスタンド歯ブラシスタンド歯ブラシスタンド歯ブラシスタンド

口腔エイド口腔エイド口腔エイド口腔エイド

　マウス

岩木 康晟

（北陸ビジネス福祉専門学

校　介護福祉学科）

　学校の授業で福祉用具の開発を行う時にカタ

ログを見ていると、もっと色々な形や色で用意

することで、自己選択、自己決定の幅が広が

り、これからのニーズに合うと思った。

　片麻痺の方が一人で歯磨きできるよう、全て

の動作を片手でできる福祉用具の歯ブラシスタ

ンド。
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81

簡単とりつけ簡単とりつけ簡単とりつけ簡単とりつけ

段差マット段差マット段差マット段差マット

本波 文音

（県立桜井高等学校　生活

環境科）

　よく、階段にはフットライトがついていて、

足元を照らしているが、最初の１段目がどこか

らなのかわからない時がある。つまづいて角に

当たった場合ケガをする可能性もあり、クッ

ションを用いてつまづいても大丈夫にし、反射

シールをつけて位置がわかりやすいようにした

かった。

　ワイヤーで土台をつくり、綿と布で周りを

覆っているクッションに、反射シールが貼って

ある。クッションの裏には両面テープが貼って

あり、取付も楽。色は床の色に合う色にする。

環

境

改

善

機

器

・

作

業

用

具

82

お助けくんお助けくんお助けくんお助けくん

尾崎 愛

（県立高岡西高等学校　普

通科　人間福祉コース）

　テレビでお年寄りの方が熱中症で倒れて重症

になったりするのを多々見るので、なんとかし

て防ぐことはできないかと思い考えた。

　部屋が一定の温度より高くなると、ピカピカ

光って大きな音で知らせてくれる。

83

どこでもタオルバンドどこでもタオルバンドどこでもタオルバンドどこでもタオルバンド

井口 実季

（県立桜井高等学校　生活

環境科）

　授業で介護福祉施設１日体験学習に行った時

に、お年寄りの方を見て、いつも身の回りにタ

オルがあることに気付いた。また、介護をして

いる方も邪魔にならず、タオルが置けるような

ものはないか、また持ち運びができる便利なも

のがあるとよいと思った。

　バンドでイスやベッドなど、さまざまな場所

に付けることができる。タオルをかけるところ

がシリコンになっているので、タオルが落ちな

いようにすべり止めになっていて、収納もしや

すくなっている。

84

おしゃべり人形おしゃべり人形おしゃべり人形おしゃべり人形

こごろう（こまち）こごろう（こまち）こごろう（こまち）こごろう（こまち）

清川 珠那

（県立桜井高等学校　生活

環境科）

　遠くの家に住んでいるおばあちゃんがおしゃ

べりする人形を持っていて、いつもその人形に

話しかけて楽しそうに笑っていた。その人形は

いつも同じ言葉しか話さないので、実際に高齢

者の人と話すことのできる人形を作りたいと

思った。

　色々な話をし、いろいろな言葉を話す。しっ

かりお年寄りの言葉を聞き取り、言葉の受け答

えをしっかりして、笑ったりもする。

85

探し物は探し物は探し物は探し物は

そこだ！！！！そこだ！！！！そこだ！！！！そこだ！！！！

小林 瑞季

（県立桜井高等学校　生活

環境科）

　祖母が最近物をよくなくすようになり、どこ

にやったかも覚えていないので、物をなくさな

いように考えた。

　物を片づけたり、どこかに持ち出す時、マグ

ネットかシールを貼ることで、物がどこにある

のか一目でわかる。
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1

薬でポン薬でポン薬でポン薬でポン

ゆかいな仲間達

　平井 紗耶香　西 由美

　小西 里采　　白石 千恵

（富山市医師会看護専門学

校　准看護学科）

　実習で、患者さんの内服薬は種類も多く、服

用時間も様々で自己管理をされていても飲み忘

れがたまにあると聞き、飲み忘れを防止できる

薬ケースがあればよいと思った。

　切った牛乳パックを６つ集めてのりで貼り、

外観を和紙で整え、わかりやすくするためビ

ニールテープで朝昼夜で色分けをして食前と食

後にわけた。前の晩に１日分をのみきったら、

翌日の分を分けておく。

2

くすり取り出しタワーくすり取り出しタワーくすり取り出しタワーくすり取り出しタワー

宮田 美佳

（富山県高志リハビリテー

ション病院）

　片麻痺の方や、指の力が弱くて自分で薬を取

り出すことができない患者さんが、退院した後

でも継続して内服管理を行っていくにはどうし

たらよいか考えて作った。

　牛乳パックを逆さにして作った蓋に錠剤、カ

プセルの大きさの穴を開け、受け皿に被せて穴

の上でPTPの薬を押し、受け皿で薬を受け止め

る。また、上部には割り箸を取り付け、袋の薬

を挟んで固定し、片手でもハサミで切って開け

ることができる。

3

片手でお薬スムーズ片手でお薬スムーズ片手でお薬スムーズ片手でお薬スムーズ

上田 歩美

（富山市医師会看護専門学

校　看護学科）

　左麻痺の方が、散剤を服用する時に口でくわ

えて右手で薬を破っておられた。散剤がこぼれ

てしまっている様子を見て、片手でスムーズに

薬の服用ができるようにした。

　牛乳パックの口を開き逆さにし、上の部分に

割り箸を止めて固定し、包装布を貼って作っ

た。

　薬袋を割り箸の先端にはさみ、片手でスムー

ズにハサミで開封できる。セットする際にずれ

るのを防ぐため、底に滑り止めマットを付け、

安定させた。

4

Ｂａｃｋ　ｔｏＢａｃｋ　ｔｏＢａｃｋ　ｔｏＢａｃｋ　ｔｏ

ｔｈｅ　ヌール棒ｔｈｅ　ヌール棒ｔｈｅ　ヌール棒ｔｈｅ　ヌール棒

ナローＮｕｒｓｅ

　齋藤 めぐみ　須垣 美栄子

　桝田 広朗　　西野 尚美

（富山市医師会看護専門学

校　准看護学科）

　皮膚の乾燥や他の原因による全身の掻痒感を

訴え、軟膏を使用している高齢者の方が多い。

背部や足部なども自分で塗ることができると、

看護者、介護者の負担の軽減になると思った。

　まごの手の上部についているボールを平らに

切り、切った部分をヤスリで削って滑らかに

し、持ち手にすべり止めを貼りつける。手の届

かない部位に薬を塗ることができ、まごの手と

しても使えて一石二鳥。

5

いつも見てるよいつも見てるよいつも見てるよいつも見てるよ

ヤシの木

　杉下 千晶　水野 あゆみ

　田中 歌子

（富山市医師会看護専門学

校　准看護学科）

　身体がベッド柵に当たって傷つくのを防ぐた

め、カバーを作った。

　ベッドカバーの布2枚をミシンで縫い合わ

せ、キルト布を写真の枠に切り取り縫い付け

て、カードケースを入れる。ベッド柵にカバー

をかぶせ、飾りたい写真をカバーのポケットに

入れて使用する。寝ながらいつでも写真が見ら

れる。
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6

リハビリシートリハビリシートリハビリシートリハビリシート

二ノ宮　勝則

　母が昔、着物を縫って私たちを育ててくれた

ことを思い出し、今の母に、昔のように手で縫

い物をしているイメージを思い出してもらおう

と思い、穴の開いたシートに出会って考えた。

針のやわらかさが出るように作った紙の針に、

糸やひもなどを通して、シートの穴に針を通し

たり、小物を作ったりしてリハビリをする。

7

ウデハメハーウデハメハーウデハメハーウデハメハー

きらり

　安住 和美　岩田 美景

　島田 雅由　中林 晃恵

（富山市医師会看護専門学

校　准看護学科）

　患者さんの点滴の自己抜去を防ぎ、かつ穿刺

部が観察できるようにペットボトルでカバーを

作成しようと考えた。

　ペットボトルを切るとそのまま丸まってくれ

るのを利用し、切り口にあたる部分をテープで

保護し、腕に傷がつかないようにした。切れ込

みを入れることで太さを調整し、外れないよう

に固定できる。また、防寒効果もある。

8

あったかあったかあったかあったか

〝スッポリン″〝スッポリン″〝スッポリン″〝スッポリン″

チームＲｏｓｅ

　江尻 和代　　田村 梢

　増田 妃呂実　宮島 美枝子

（富山市医師会看護専門学

校　准看護学科）

　寒い冬に受診に行く時、コートの着脱はひと

苦労なので、毛布の中央をくり抜いて頭から

スッポリかぶれるコートを作った。麻痺があっ

てもかぶるだけなので、とっても簡単に着脱可

能である。首にゴムを通してあるので、首元が

寒くない。

　首元のゴムがキツくなりすぎないよう調整

し、膝が寒くならないように前を長めにして

すっぽりとかぶる。

9

バルーン用改造ズボンバルーン用改造ズボンバルーン用改造ズボンバルーン用改造ズボン

たぶの里 しあわせ

4丁目

（特別養護老人ホームつま

ま園）

　ウエスト部分から通していた尿カテーテルの

ラインを抜去する事故があり、カテーテルの違

和感をなくしたいと思い作成した。

　ルート交換しやすいように股下をチャックに

し、チャックを開き、尿カテーテルのラインを

通す。チャックを閉めると中に縫い付けた靴下

が袋状になり、ラインや連結部分が直接肌に触

れるのを防ぐ。車いすに乗った際は足元から

ルートを通しかごに入れることで、逆流もなく

見た目にもすっきりと見える。

10

手作り手作り手作り手作り

介護服＆シャツ介護服＆シャツ介護服＆シャツ介護服＆シャツ

（胃ろう用）（胃ろう用）（胃ろう用）（胃ろう用）

堀川 ユリエ

（特別養護老人ホームつま

ま園）

　胃ろうの方は経管栄養のラインをつなぐ際や

薬の注入時には、胸元を広げて行うことが多

く、恥ずかしさや抵抗がある方もいる。いつま

でもおしゃれで過ごしてもらいたいという思い

で作った。

　服の脇をチャックにすることで見た目をすっ

きりとし、シャツの脇から胃ろうチューブを取

り出し、ミルクや薬を注入する。
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11

ゆるゆるカーベスゆるゆるカーベスゆるゆるカーベスゆるゆるカーベス

干葡萄

　渋洞 大泰　　笹木 諒

　開 明莉　　　今井 美紗子

　安部　浩庸

(富山短期大学　福祉学科)

　安く簡単に誰でも着られる服を作りたかっ

た。

　伸縮性のある素材の長袖の服を用意し、袖を

切り、切り取った部分にマジックテープを付け

て袖部分を調整し、カーディガンやベストとし

て着ることができる。

12

ゆったりゆったりゆったりゆったり

メルヘンパーカーメルヘンパーカーメルヘンパーカーメルヘンパーカー

みるくてぃ

　池田 莉乃　　加藤 千章

　小椙 絵未莉

(富山短期大学　福祉学科)

　おしゃれに着られる女性目線からの服を製作

したいと思った。

　脇にゆとりをもたせて、横入れのポケットを

縦入れにし、大きめに作った。また、ファス

ナーの部分を持ちやすいようにリングをつけ、

レースをポケットと裾に付け、可愛くデザイン

した。

　オシャレをしたい時に上着としてきたり、体

温調節に使用したりする。

13

着心地最高、万能浴衣着心地最高、万能浴衣着心地最高、万能浴衣着心地最高、万能浴衣

メープルシロップ

　池端　章浩　作田　栄治

　白石　佳代　前原　楓

　山本　和美

(富山短期大学　福祉学科)

　夏に向け、要介護の利用者さんもよく着ておられ

る浴衣でユニバーサルデザインのものを考えた。

　浴衣の下の部分と肘から先を切り、肘にニット布

地を縫い付け、胸元はマジックテープで簡単に着脱

できるようにする。切った下の部分の浴衣布地は縫

合し、ニットパンツに縫い付けて作った。

　浴衣だと肘や膝、尻が張るので、ニット布地をあ

てて伸縮性を持たせた。着脱できるポケットをつ

け、袖口は車いすのアームなどにひっかからないよ

うに、ニット布地で絞った。

14

ドッキュンドッキュンドッキュンドッキュン

ワンピースワンピースワンピースワンピース

7組の華

　中川 絵南子　山口 聖奈

　稲浪 星良　　久保 舞夏

　東海 梨菜

(富山短期大学　福祉学科)

　一枚でかわいく美しく着られるものを作ろう

と思った。

　チェックの長袖を主体とし、袖の部分を切

り、Ｔシャツを切った布を縫い付けた。わきに

ゆとりを持たせたことで、着やすく、動きやす

くした。また、仕上げにミニーちゃんを付け、

かわいくした。

15

一着でカンタン！一着でカンタン！一着でカンタン！一着でカンタン！

重ね着Ｔシャツ重ね着Ｔシャツ重ね着Ｔシャツ重ね着Ｔシャツ

Ｐｉｋａｒｕ

　今村 花音　木下 絵梨香

　田口 愛　　竹腰 夕夏

(富山短期大学　福祉学科)

　拘縮がある人でも、オシャレができる服はな

いかと思い製作した。

　伸縮性のあるＴシャツを使用し、前あきの

シャツのボタン、襟を活用して重ね着している

ように見せる。一着でオシャレスタイルにな

り、ボタンを開けたり閉めたりすることで、雰

囲気を変えて楽しむことができる。
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16

カラフルでポップなカラフルでポップなカラフルでポップなカラフルでポップな

チェックシャツチェックシャツチェックシャツチェックシャツ

きっとゆかいな

仲間たち

　岩白 真衣　髙木 恵理

　殿村 凪月　永瀬 香奈絵

(富山短期大学　福祉学科)

　片麻痺のある方でも、簡単に着脱できる。

　袖口に切り込みを切れ、切った部分がほつれ

ないように布をはりつける。布をつけたところ

にマジックテープをつけ、袖を簡単に通せるよ

うにした。また、ボタンのところをマジック

テープで止められるようにし、飾りで花柄のボ

タンの装飾をする。車いすにのっても物を入れ

やすいよう、ポケットをつけた。

17

らくらく　ブラウスらくらく　ブラウスらくらく　ブラウスらくらく　ブラウス

まーる

　富田 夏帆　　林 亜耶

　藤森 友理奈　竹林 玲奈

　吉田 玲奈

(富山短期大学　福祉学科)

　実習を通して、片麻痺や体に障がいのある方

にもおしゃれを楽しんでもらいたいと思った。

　ブラウスの脇の下の部分を切り、Ｔシャツを

縫い付け、ボタンは大きいボタンに変えた。ま

た、後ろでとめることもできる。

　女性向けにギャザーやレース、黄色とピンク

の飾りをつけた。

18

ユニセックスなユニセックスなユニセックスなユニセックスな

機能的シャツベスト機能的シャツベスト機能的シャツベスト機能的シャツベスト

Ｓｋｙ－ｔ～幸せ・

心・優しさ・愉しみ～

　千澤 薫　　林 忍

　宮本 鷹二　山口 達也

(富山短期大学　福祉学科)

　実習で片麻痺の方の衣服の着脱が難しかった

ことや、片麻痺の方の腕が不安定で危険だと感

じたので、衣服の着脱がしやすく、腕の安全を

考え、安定した状態を保てる衣服を製作した。

　異なる素材のチェック柄の生地を使用し、男

女問わず着られるようにした。また、袖ぐりを

大きくとり、着脱しやすく、動きやすくした。

片麻痺の人の麻痺側の腕の巻き込みを防止し、

立ち上がりや移乗時に容易に腕を固定できるよ

うに大きめのポケットを付けた。左右どちらの

腕にも使用可能。

19

ワイルド＆ジェントルワイルド＆ジェントルワイルド＆ジェントルワイルド＆ジェントル

選ばれたのは

藪美でした

　中尾 耀　　藪 裕平

　深田 孝貴　中川 晴記

(富山短期大学　福祉学科)

　着脱がしやすく、サイズ調整が自由自在で障

がいや体型に関わらず、容易に着ることができ

るものを作った。

　古着のシャツの両袖をカットし、脇下を切り

開き、切り開いたところにマジックテープを縫

い付ける。

　サイズ調整が可能で、誰にでも合わせて着る

ことができ、容易に着脱できる。

20

爽やかパンツ爽やかパンツ爽やかパンツ爽やかパンツ

さわ

吉田 節子　浜屋 千鶴

谷 るり子

（地域密着型特別養護老人

ホーム片貝ヴィーラ）

　施設で今までの元気な時に使っていたような

布パンツの使用を試みていたが、夜間に寝たき

り状態でも交換できるよう、市販されている布

パンツの股の部分を切り、開閉できるようにし

た。

　マジックテープでは皮膚が擦れる心配がある

ため、赤ちゃんの衣類にも使用されているワン

タッチプラスナップを使用した。利用者さんの

尊厳も守られ、オシャレで快適に過ごしてもら

える。また、紙パンツ、紙オムツのコストダウ

ンの効果もある。
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21

マジックソックスマジックソックスマジックソックスマジックソックス

Ｆｏｇｅｅｓ

　藤畑 友紀子　黒田 美穂

　深田 直哉　　村上 竜馬

　山﨑 隆良

(富山短期大学　福祉学科)

　靴下をはくことが困難な高齢者でも、簡単に

はけるようにと思い製作した。

　靴下の上の部分を切り取り、靴下の甲の部分

に切り込みを入れてマジックテープを縫い合わ

せた。マジックテープの裏側にも靴下の生地を

使うことで、はき心地もよくした。

22

らくらくエプロンらくらくエプロンらくらくエプロンらくらくエプロン

谷 るり子

（地域密着型特別養護老人

ホーム片貝ヴィーラ）

　使用しなくなった防水シーツを身体の大きさ

×2倍の長さに切り、中央部分に頭を入れる穴

を開けた。かわいらしくするためサイドに

チェックの布を取り付けて、ほつれ防止にし

た。また、細々したものを入れるのに、絵の描

いてあるタオルでポケットを付けた。

　ポケット側が食事用エプロン、半分の大きさ

のタオルが付いている方がよだれ用エプロン。

食事中は車いすの後方が隠れ、バルーン使用の

方のバルーンかくしになる。

23

こぼしませんエプロンこぼしませんエプロンこぼしませんエプロンこぼしませんエプロン

タンポポ

　川畠 利之　北村 真希

　伊勢 美鈴　石岡 友理

（富山市医師会看護専門学

校　准看護学科）

　エプロンをして食事を自力摂取されていた方

のエプロン横から食事がこぼれていたのを見

て、こぼれないようにしたいと思い作成した。

　ワイヤーにマスキングテープを巻き、形を作

り、ゴムで取り付けたクリップで止めること

で、患者さんに合わせた位置で止めることがで

きる。うがいの時も使用できる。

24

ぬけないスリッパぬけないスリッパぬけないスリッパぬけないスリッパ

山本 珠碧

(富山短期大学　福祉学科)

　祖母が歩くたびにスリッパがぬけている様子

を見て、ぬけないスリッパがあれば便利だと

思って作った。

　スリッパがぬけないよう、かかとにひっかけ

るゴムを付けた。また、滑らないように滑り止

めをつけた。

25

ケガぼうし君ケガぼうし君ケガぼうし君ケガぼうし君

荒木 悦子

(高志訪問看護ステーション)

　頻回に転倒する患者さんの頭部を保護し、ケ

ガを防止するために考えた。

　マジックテープにカットした粘着剤付きパネ

ルを張り付け、ウレタンマットで固定し、プロ

テクター部分にする。帽子にマジックテープを

貼り、プロテクター部分を装着してかぶる。

　外見とケガ予防を重視した。強度が十分で、

軽量で肌触りもよく、ワンタッチで他の帽子に

も付け替えが可能。安価で、自分の気に入った

帽子にもつけられる。
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26

ひとりでデキスギ君ひとりでデキスギ君ひとりでデキスギ君ひとりでデキスギ君

ＴＭＳ

　杉木 優太　竹山 司

　牧野 綾華

（富山市医師会看護専門学

校　准看護学科）

　片麻痺のある患者さんが、足がなかなか靴下

の中に入らず時間をかけて靴下を履いていたの

を見て、片麻痺があっても簡単に靴下がはける

ような道具があればと思い作成した。

　ペットボトルを切り、ケガをしないように切

り口を紙ヤスリで削ったものに、紐を通して

作った。

　紐がついていない側から靴下を通し、ペット

ボトルに足を入れ、紐を引っ張り靴下からペッ

トボトルを抜くことで、簡単に靴下をはくこと

ができる。

27

移動らくらく移動らくらく移動らくらく移動らくらく

ポータブルトイレポータブルトイレポータブルトイレポータブルトイレ

神本 正秋

(特別養護老人ホームきらら)

　横移動や体の回転が難しい方にも、保有能力

を生かした方法でトイレを利用してほしいと思

い、また、介助する職員の身体にかかる負担の

軽減を目的にキャスターをつけてポータブルト

イレを改良した。

　片手で素早く動かせるため、立つ動作と座る

動作で安全に排泄ができる。便座に座って重み

が加わると、キャスターが引っ込み脚が床につ

いて固定する仕組み。さらにブレーキをかける

ことにより、トイレが動くことなく、使用時の

安全性が確保できる。

28

たため～るたため～るたため～るたため～る

関口 祐子

(富山短期大学　福祉学科)

　片麻痺の方のトイレ介助で、トイレットペー

パーがうまくたためない様子を見て、まな板、

ｉｐａｄスタンド、ものさしで作ったものに、

シリコンチューブと紙を切るためのカッター

（刃）を取り付けた。

　まな板を上に起こして、滑り止めをつけたも

のさしで固定して使う。

29

見ばえよいちゃ見ばえよいちゃ見ばえよいちゃ見ばえよいちゃ

むぎや

（特別養護老人ホームやす

らぎ荘）

　胃ろうの管をしまうのに、いつもタオルでく

るんでパジャマの中に入れており、体位交換の

たびに腹部の周りが乱れたり、腹部がふくらん

だりしてしまう。

　管を出す時、注入する時にも使用できるよう

に胃ろうの管をコンパクトにしまえる物を作っ

た。

　ハンドタオルの一片の角を一ヵ所合わせて縫

い、マジックテープを付けて縫う。

30

ジャストハットジャストハットジャストハットジャストハット

医王ユニット

（特別養護老人ホームやす

らぎ荘）

　シャンプーハットのサイズが合わない方がお

られ、大きすぎると水がかかり小さすぎると痛

そうだと思い作った。

　シャンプーハットをハサミで切り、マジック

テープを付けて使う方に合わせて大きさを調節

する。
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31

ラクラクラクラクラクラクラクラク

ボディウォッシュボディウォッシュボディウォッシュボディウォッシュ

ナガネット

　永山 正樹　浦山 日南

　増田 奈美

（富山市医師会看護専門学

校　准看護学科）

　脳血管疾患の後遺症による握力低下や片麻痺

の方にも入浴時自力で洗身してもらう自助具。

タオルの持ちづらさを解消するとともに、患者

さんの自力で行う意欲を高め、ＡＤＬの向上を

はかる。

　手袋とスポンジにマジックテープを縫い付け

て合わせ、患者さんに手袋を装着して身体を

洗ってもらう。手袋とスポンジが取り外し可能

なため、新しいスポンジに交換して何度も使用

でき、使用後も洗いやすく衛生的である。

32

麻痺でもらくらく麻痺でもらくらく麻痺でもらくらく麻痺でもらくらく

ボディタオルボディタオルボディタオルボディタオル

大山 紗季

(富山短期大学　福祉学科)

　麻痺があって両手が使えないと、背中を洗う

のに苦労すると思い、お風呂はプライベートな

空間ということもあり、なるべく自分でできる

ことが増えたらよいと思った。

　身長や麻痺側など、自分の状態に合わせられ

るよう吸盤付きのタオルかけを使用し、手持ち

部分は痛くないように幅広のゴムを利用した。

麻痺側が壁側になるようにし、ボディータオル

の吸盤を壁に付ける。健側でゴムを持ち、ひっ

ぱりながら背中等を洗う。

33

あらってぶくろあらってぶくろあらってぶくろあらってぶくろ

桐谷 智代美

(富山短期大学　福祉学科)

　ボディタオルだと大きすぎたり、手からタオ

ルが滑り落ちたり、爪で相手の体を傷つけてし

まったりするという方にも使いやすい、身体を

洗う手袋。

　５本指の手袋の型紙を作り、型紙に沿って柔

らかい布を裁断し、手首部分だけゴムを付けて

ミシンで縫って作る。身体を洗う介助や、自分

で洗うときにも使え、指圧でマッサージしなが

ら洗える。滑らずに、足・手指の間まで洗いや

すくなっている。洗剤が少量で十分に泡立つの

で節約にもなる。

34

車いすでの車いすでの車いすでの車いすでの

着衣介助用バスタオル着衣介助用バスタオル着衣介助用バスタオル着衣介助用バスタオル

森田 稚奈

(富山短期大学　福祉学科)

　ショートステイでの実習中に、入浴後の車い

す利用者が全裸で車いすに座って着衣介助の順

番を待っている姿を見てショックを受け、不快

だろうと思ったので、体を隠せるものを作っ

た。忙しい介護者の手間を減らすため、首に

さっと掛けてクリップで留めるだけにした。

　バスタオルとボディタオルを縫い合わせ、ボ

ディタオルの部分を首にかけ、両バスタオルで

体を隠してクリップで留める。

35

片手でプッシュ＆片手でプッシュ＆片手でプッシュ＆片手でプッシュ＆

クリーンクリーンクリーンクリーン

山崎 玖瑠光

(富山短期大学　福祉学科)

　片麻痺の方は、片手でポンプを押すのもシャ

ンプーを受けるのも一度にできたらよいのでは

と思い作った。シャンプー容器のノズルに、

20㎝程に切ったチューブを差し込みビニール

テープでしっかり固定する。押す部分は、シリ

コン製フライ返しのヘラの部分を固定して作っ

た。

　市販のものはほとんどがプッシュする部分が

小さく押しにくい。それを改善するため、面積

を大きくすることで押しやすくし、シリコン製

なので力を入れても痛くない。
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36

口腔ケア口腔ケア口腔ケア口腔ケア

スペシャルセットスペシャルセットスペシャルセットスペシャルセット

滝内 聖

(富山短期大学　福祉学科)

　実習で寝たままで口腔ケアをして、ガーグル

ベースンが顔にあてづらく、こぼれることを体

験した。また、吐き出す時に飛び散るので、広

く受け取れるようにしたいと考えた。

　じょうごに灯油ポンプのジャバラを付けたも

のを、タッパーに差して受水器として使う。

セット化しておくことで個別化でき、迅速に使

用できる。ジャバラホースにより姿勢の変化に

対応でき、じょうごで吐き出し口が広くなり、

タッパーに蓋がついているので、こぼれにく

く、臭いも防ぐ。

37

ワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチ

杖ホルダー杖ホルダー杖ホルダー杖ホルダー

二ノ宮 勝則

　いろいろな所で使用することを頭に置いて考

えた。内側がスポンジなので、細い太いにかか

わらずホールドでき、横方向から差し込む仕組

みなので、手が上にあがらない方でも楽にホー

ルドできる。

　また、テープや両面テープなどを使い、簡単

に自由な所へセッティングできる。製作費は

200円くらいと安価。

38

私の杖私の杖私の杖私の杖

千谷 正美

（翠十字会ホームヘルパー

ステーション）

　うっかり杖を間違ったり間違われたり、杖が

安定せず倒れてしまったり、持ち手が硬かった

りするという問題を解決するために、杖にソフ

ト素材のシートで作ったカバーを付けた。

　持ち手がカラフルで、自分の杖が一目瞭然で

迷わない。また、クッション素材の滑り止め効

果で、どこにおいても倒れずにクッション素材

が手に優しくなっている。

39

杖がそばから離れない杖がそばから離れない杖がそばから離れない杖がそばから離れない

小杉 樹奈

(富山短期大学　福祉学科)

　座っている時など、杖を使用していない時に

なくさないようにするにはどうすればよいか考

えた。

　杖とゴムひも、吸着盤を結束バンドを使い固

定した。歩行中に杖を落としてしまうとしゃが

むのが大変なので、ゴムをつたっていけば、

しゃがまずに杖をとることができる。視覚障が

いの方の白杖にも使える。

　また、吸着盤が付いているため、どこでも杖

がおいて置ける。

40

新型なのよオパルよ新型なのよオパルよ新型なのよオパルよ新型なのよオパルよ

島田 忠和

(旅川デイサービスセンター)

　利用者さんが、杖をかごの上に横にして置い

ていて、両端がつかえて危ないと思い、ワン

タッチで収納できるように考えた。

　手軽に手に入るひもと、使用済みのスプレー

の蓋を使った。

移

動

機

器
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作品部門作品部門作品部門作品部門

分類分類分類分類 No.No.No.No.

作品名作品名作品名作品名

出品者出品者出品者出品者

作品作品作品作品 用途・特徴用途・特徴用途・特徴用途・特徴

41

手作り手作り手作り手作り

ヘッドレスト＆枕ヘッドレスト＆枕ヘッドレスト＆枕ヘッドレスト＆枕

たぶの里 しあわせ

4丁目

（特別養護老人ホームつま

ま園）

　首の支えが弱くなって頭部がそり返り、姿勢

の保持ができない人用に作成した。網ネットと

つっぱり棒を固定したものに、クッションを2

つ合わせにしてコの字型に縫ったものをかぶ

せ、車いすの背もたれ部に差し込み固定する。

枕にベルトを縫い付けたものをヘッドレストに

装着し、首のそり返りがみられる方の頭部を支

える。つっぱり棒を使用することで、長さを調

整し車いすに固定できる。

42

足元まもるくん足元まもるくん足元まもるくん足元まもるくん

かみいちはなまる6

　野坂 ひとみ　大須賀 真紀

　清水 舞子　　立花 秀斗

（富山市医師会看護専門学

校　准看護学科）

　患者さんの足が何度乗せ直してもフットレス

トのすきまに落ちてしまっていて、後方からは

足元が見えにくく、足先を損傷しないか不安

だったので、介助する側、される側双方に安心

できる物があればと考えた。

　患者さんが車いすに乗ったら、フットレスト

の大きさに合わせて切ったネットをぐるりと巻

きつけてマジックテープで止める。すきまがな

くなり、足が落ちるのを防ぐ。

43

フットサポートフットサポートフットサポートフットサポート

タカタパワフルズ

　海内 梨香　髙坂 洸徳

　高田 由美　山崎 永美

（富山市医師会看護専門学

校　准看護学科）

　患者さんを車いすで移動する際、フットレス

トから患者さんの足が落ち、ケガをしそうに

なった。それをきっかけに、患者さんの足を安

全に守るためサポートする作品を考えた。

　マジックテープを通したカバーをフットレス

トにかぶせ、フットレストに足を乗せ、マジッ

クテープで足を固定する。足に触れて締めつけ

ても痛くならないように、やわらかい素材を選

択した。汚れたら洗濯できる。

44

足安心ハンモック足安心ハンモック足安心ハンモック足安心ハンモック

素舞瑠

　谷口 雅久　横山 ゆかり

　谷畑 沙織　角間 里重

（富山市医師会看護専門学

校　准看護学科）

　麻痺や下肢筋力低下状態の患者さんが車いす

で移動する際、フットレストの間に足が挟まっ

ていたり落ちたりしている時があったので、骨

折や皮膚のびらんを予防するために作った。

　バスタオル両側をリングにしばり、マジック

ハンドで車いすのアームに取り付け、ハンモッ

クに足を乗せる。個人によって長さを調整でき

る。

45

フットサポートフットサポートフットサポートフットサポート

クッションクッションクッションクッション

橋場 正子

（特別養護老人ホーム舟見

寿楽苑）

　足背の浮腫と踵部が褥瘡になった方が、靴を

履くことができず、硬いフットサポートに足を

載せて車いすで過ごしている姿を見て、安楽に

なるような、治癒にむけての方法がないかと考

えた。

　保冷剤を不織布で覆い、角が褥瘡発生の要因

になるのを防ぐため、ガーゼで包む。滑らない

よう、テープ式の滑り止めシートを貼ってフッ

トサポートに載せることで、体圧分散につなが

る。
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作品部門作品部門作品部門作品部門

分類分類分類分類 No.No.No.No.

作品名作品名作品名作品名

出品者出品者出品者出品者

作品作品作品作品 用途・特徴用途・特徴用途・特徴用途・特徴

46

ひじあてひじあてひじあてひじあて

～ひじマルくん～ひじマルくん～ひじマルくん～ひじマルくん

髙塚 沙依

(富山短期大学　福祉学科)

　祖母が入所している施設から、祖母がいつも

車いすのひじかけに肘を載せていて、床ずれの

ようになるので、何かよいものがないかと言わ

れて思いついた。

　中に綿をいれてふわふわにしたものに、長め

の紐をつけ、どんな車いすのひじかけにも取り

付けられるようにした。ひじかけに当たる面に

は滑り止めをつけて、動きにくくした。

47

らくちんバーらくちんバーらくちんバーらくちんバー

ｍａｄｅ　ｉｎ

Ｊａｐａｎ☆

　柴田 大聖　米田 美和子

　相馬 沙耶　見津 尚子

（富山市医師会看護専門学

校　准看護学科）

　片麻痺の患者さんが車いすのブレーキをス

ムーズにかけたり解除したりできたらよいと思

い作った。

　塩化ビニールパイプに穴を開け、固定ボルト

を取り付けてペイントした。また上部には椅子

用のフットカバーを取り付けた。

　ブレーキバーにらくちんバーを装着し、固定

ボルトをしめてグラつかないよう固定して使

う。レバーを長くして握りやすくしたことで、

操作時の力を軽減した。

48

がっちりロックがっちりロックがっちりロックがっちりロック

山田 晴太

(富山短期大学　福祉学科)

　車いすのブレーキのかけ忘れはとても危険な

ため、ロックが二重になっていると安心だと

思った。

　ふとんばさみの先端に滑り止めをつけ、がっ

ちりと固定できるるようにしたものに、クルク

ルフックを結束バンドで止めたものをつけた。

机とアームレストの固定と、車いすのタイヤと

フットレストの固定ができる。長さ調節も可

能。

49

移乗らくちん移乗らくちん移乗らくちん移乗らくちん

ハンモックハンモックハンモックハンモック

みずばしょうユニット

（特別養護老人ホームやす

らぎ荘）

　車いす移乗時、利用者さんと介助者の体が大

きく離れてしまい、安全・安楽な移乗が難し

かった。より体を近づけて介助できるような、

双方に負担の少ない方法がないかと考えた。

　バスタオルの両端を筒状にして糸で縫いつけ

てハンモックを作り、座位時に体の下に敷き、

両端の輪っかに腕を入れ、さらに脇の下を支え

る。お尻に近い方のバスタオルをつかみ、介助

者に引き寄せるようにして移乗する。

家

事

用

具

50

Ｏｎｅ　ＨａｎｄＯｎｅ　ＨａｎｄＯｎｅ　ＨａｎｄＯｎｅ　Ｈａｎｄ

ＭａｇｉｃＭａｇｉｃＭａｇｉｃＭａｇｉｃ

けろけろけろっぴ

　大島 恵子　髙島 真理子

　山田 唯加　木下 哉弥

（富山市医師会看護専門学

校　准看護学科）

　麻痺のある患者さんは、コップを使用しても

なかなか洗う事ができないため、片手でもコッ

プが洗えるような道具を作った。

　ガラス、陶器、プラスチックの全てのコップ

が洗えるよう、いろいろなスポンジをワイヤー

カゴに針金で取り付けて作った。洗い場に吸盤

で取り付け、汚れたコップを逆さまにし回転さ

せながら洗う。
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作品部門作品部門作品部門作品部門

分類分類分類分類 No.No.No.No.

作品名作品名作品名作品名

出品者出品者出品者出品者

作品作品作品作品 用途・特徴用途・特徴用途・特徴用途・特徴

51

〝箸″りだしたら〝箸″りだしたら〝箸″りだしたら〝箸″りだしたら

とまらない〝箸″とまらない〝箸″とまらない〝箸″とまらない〝箸″

ほうれんそうチーム

　浅野 久美子　嵐 真梨奈

　齋藤 要

（富山市医師会看護専門学

校　准看護学科）

　箸は細いため使いづらく、スプーンやフォー

クを使用する人が多い。しかし、箸を使いたい

という人のニーズに答えられるものを作った。

　ホースを5㎝に切り4か所に切り込みを入

れ、箸を差し込む。滑り止めをつけて箸を握り

やすくし、ゴムを巻いて作る。安く作れてすべ

ての材料が洗え、好きな箸で作ることができ

る。

52

乗せちゃってドーナツ乗せちゃってドーナツ乗せちゃってドーナツ乗せちゃってドーナツ

マミー

　石伊 京子　　三波 葉子

　髙尾 真樹子　田向 唯

（富山市医師会看護専門学

校　准看護学科）

　麻痺で食器が持てない患者さんにも食べやす

く食事してほしいと思うが、介護用品は高価で

そろえるのが大変なため、色々な食器に使える

ものがあればよいと考えた。

　紙粘土でドーナツの形にし、乾かしてからビ

ニールテープをグルグル巻いたものに、すべり

止めをボンドで貼って作った。１つで色々な食

器に対応でき、使う人によって角度を変えられ

るように考えたらドーナツ型になった。また、

カラフルな色使いで気分を盛り上げられるよう

にした。

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

関

連

用

具

53

楽々コール楽々コール楽々コール楽々コール

Ｔｅａｍ　ＩＳＫＪ８

　大野 由美江　佐伯 拓哉

　西川 絵美　　吉崎 千晶

（富山市医師会看護専門学

校　准看護学科）

　ナースコールを握ったり、親指でボタンを押

したりできない患者さんが、柵をたたいて看護

師さんを呼んでおり、たたいていた手が出血、

びらんしていたのを見て何とかしたいと思っ

た。

　ファイルに穴を開け、ナースコール、ヒモ、

ハンガーを通し、ナースコールの反対側にスポ

ンジと滑り止めを付けて作った。ベッド柵の内

側にかけ、板を押すと板の内側についている突

起部分がナースコールを押し、呼び出すことが

できる。

54

おしぼりグリップおしぼりグリップおしぼりグリップおしぼりグリップ

水木 陽子

　ある利用者さんが、今までは箸を使いご飯を

食べておられたが、だんだんと手の拘縮が出て

きて、スプーンの使用に変わった。しかしその

ままの柄では持ちにくいという様子がみられ、

グリップを作成した。

　ハンドタオルを半分に切り、縫い合わせて、

柄を差し込むところに切り込みを入れてまつ

る。そしてマジックテープをつけて固定する。

スプーンやフォークの柄を手にフィットするよ

うな太さや感触にし、使用後はおしぼりとして

も使える。

55

ホースに負荷がホースに負荷がホースに負荷がホースに負荷が

かからなーい。かからなーい。かからなーい。かからなーい。

ふく満訪問入浴

（特別養護老人ホームやす

らぎ荘）

　送水ホースと送湯ホースを混合栓につないだ

とき、ホースと地面との距離が近く、ホースに

負担がかかる状態で、体にも負担がかかりホー

スを繋げるのが困難だった。

　水道業者にホースを横に設置できるよう、ス

テンレス管を依頼し、水漏れしないよう、継ぎ

目にシールテープを巻いた。繋ぎ目を縦から横

に変更したことで、ホースの負荷を軽減し、取

り外しもスムーズにできる。

家

事

用

具
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作品部門作品部門作品部門作品部門

分類分類分類分類 No.No.No.No.

作品名作品名作品名作品名

出品者出品者出品者出品者

作品作品作品作品 用途・特徴用途・特徴用途・特徴用途・特徴

56

ドライ安楽君ドライ安楽君ドライ安楽君ドライ安楽君

それいけＴｏｍｍｙ

　石田 美幸　江戸 亜由子

　前田 理沙　金山 雅代

（富山市医師会看護専門学

校　准看護学科）

　ベッド上で患者さんの髪を１人で乾かす時、

後頭部は乾かしにくくドライヤーをベッド上に

おいても角度が付かず上手く乾かせない。患者

さんに負担をかけず、なおかつ介護者の腰痛予

防のためにドライヤーを上手く固定できるもの

を作った。

　スポンジを角度をつけてカットし、すべり止

めシートを巻いて作った。ベッドに少し角度が

ついてもずり落ちない。

57

すべらん袋すべらん袋すべらん袋すべらん袋

佐野 由里

(富山短期大学　福祉学科)

　施設実習の時、飲み物をこぼされているのを

見かけたのがきっかけで作った。

　コップの大きさに合わせて布を切り、取っ手

の部分を開けて縫い、上の部分にゴムを通して

取っ手にリボンをつける。底の部分には滑り止

めを付ける。

　取り外しが可能で、洗う事もできる。

レ

ク

リ

ェ

ー

シ

ョ

ン

用

具

58

片手でさし子片手でさし子片手でさし子片手でさし子

福納 侑香

(富山短期大学　福祉学科)

　ボランティアに参加した際、片麻痺の方が健

側で刺し子をしていたが、片手だと動いてしま

うため、文鎮をおいておられるのを見た。しか

し、文鎮が落ちたり動いたりするため危険だと

思い、動かないものを作った。

　ダンボールで型を作り布を周りに貼った。マ

ジックテープを両サイドにつけて道具を固定し

ておくことができる。底には滑り止めシートを

貼った。そして、真ん中に針山を置く場所を

作った。

そ

の

他

59

日めくりカレンダー日めくりカレンダー日めくりカレンダー日めくりカレンダー

たこ

　岩田 知也　田邊 葵

　尾谷 沙映　松井 純子

（富山市医師会看護専門学

校　准看護学科）

　入院すると曜日感覚がわからなくなるので、

毎日患者さんにめくってもらい、メリハリを付

けようと思った。

　ダンボールを三角に切り取り、必要な枚数の

紙に数字、曜日を書き入れ、入浴日や月の最終

日を記載した。

　月、日、曜日の下に、患者さんが必要な情報

を書けるスペースを作った。好きな所に置き、

毎日自分でめくってもらう。

操

作

用

具
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製品開発部門製品開発部門製品開発部門製品開発部門

分類分類分類分類 No.No.No.No.

作品名作品名作品名作品名

出品者出品者出品者出品者

作品作品作品作品 用途・特徴用途・特徴用途・特徴用途・特徴
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ア

関
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用
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1

特殊セラミック特殊セラミック特殊セラミック特殊セラミック

パウダー消臭シートパウダー消臭シートパウダー消臭シートパウダー消臭シート

有限会社ナンワ

　消臭性の試験の結果、尿の臭気成分のアンモ

ニアの減少率は、２時間で97.8％、汗の臭気

成分の酢酸の減少率は、2時間で92％、生ごみ

の臭気成分のトリメチルアミンの減少率は

93.8％。繊維製品の消臭加工の消臭性の基準

は類似した試験で減少率が70％以上になって

おり、高い消臭性があることが確認できた。特

殊セラミックパウダー消臭シートの消臭効果

は、３カ月～４カ月有効（たたみ６畳で４枚が

目安）。原料の元となるセラミックパウダーは

立山の溶岩から採取した地元の資源を活用。

2

マグネ筆マグネ筆マグネ筆マグネ筆

株式会社アシストラボ

　マグネ筆で市販の磁気ボードに文字を書く

と、これまでには無かった筆の構造や機能に近

い筆圧の変化と線の太い細い表現ができる。毛

筆活動を希望しでも、準備や後片付けの関係で

制約を伴っていた方も、墨汁や紙、電源も不必

要で、必要に応じて簡単に消去が可能なので、

どこでも手軽に楽しみながら手指などの機能維

持を兼ねた毛筆活動が可能。

　書いたものはすぐに飾ることができる。枠に

折り紙やきり絵を貼りつけた手作り額縁を作り

楽しむことも可能。

3

ユニバーサルユニバーサルユニバーサルユニバーサル

結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド

ウラヤマ考業

　穴を大きくしたことで暗闇(目の不自由な人）でも

使いやすく、ひもに凸凹をつけたので手が滑りにく

く、穴からもずれにくい。穴にひもを固定する溝を2

か所つけて、どちらでも固定できる。

　軟質ポリエチレン素材で、不要部を切っても切り

口でケガしにくく、耐水性、耐薬品性、絶縁性、耐

寒性、耐衝撃性に優れ食品容器もOK。識別を楽にす

るために樹脂に色を混ぜて様々な色にできる。

片手で着脱できるので片麻痺等の回復訓練する結束

バンドになる。

そ

の

他

－42－



平成平成平成平成26262626年度福祉用具・アイディアコンクール実施要綱年度福祉用具・アイディアコンクール実施要綱年度福祉用具・アイディアコンクール実施要綱年度福祉用具・アイディアコンクール実施要綱

１．趣 旨

「豊かな暮らしをつくりだし、生活を支援する福祉用具」をテーマに、高齢者や障害者の生活

の自立支援と介護者の負担の軽減を図り、人々の生活を豊かで快適にする福祉用具のアイディア

や作品・製品を広く募集し、優れた応募作品を表彰します。

本コンクールは、人々の暮らしをより向上させる福祉用具への関心を高めるとともに、利用者

ニーズを発掘し、県内の優れた産業技術との融合による富山県産福祉機器の開発を目指すことも

目的としております。

２．募集内容等

（１）応募資格

県内在住・在勤の個人またはグループ及び県内企業（県内に本社が在する企業に限る）

（２）募集内容

①アイディア部門（個人またはグループ）①アイディア部門（個人またはグループ）①アイディア部門（個人またはグループ）①アイディア部門（個人またはグループ）

生活を豊かで快適にする福祉用具のアイディア。市販製品やリサイクル品を一部改良し利用

するアイディアを含みます。

②作品部門（個人またはグループ）②作品部門（個人またはグループ）②作品部門（個人またはグループ）②作品部門（個人またはグループ）

生活を豊かで快適にする手作り福祉用具。独自に考案した介護用品、市販製品の一部改良

やリサイクル品への工夫を含みます。

③製品開発部門（企業）③製品開発部門（企業）③製品開発部門（企業）③製品開発部門（企業）

福祉用具等に関する独自の開発製品。市販製品、試作品を問いません。

ユニバーサルデザイン、共用品等の福祉関係製品についても自立支援や介護負担の軽減に

寄与するものは対象とします。

※①と②については未発表の作品に限ります。また、非衛生的なもの、壊れやすいものや危

険なもの等は全ての部門で募集の対象外とします。

（３）応募受付期間

平成平成平成平成26262626年年年年8888月月月月1111日日日日((((金金金金))))～～～～9999月月月月5555日日日日((((金金金金))))

（４）応募方法

各部門で必要な書類等をそろえ、応募期間内に各部門の応募先へ郵送または、直接提出

してください。

[提出書類等 ]

①アイディア部門 ・・・・・応募用紙(様式１)

②作品部門 ・・・・・・・・応募用紙(様式２)、作品（製作した実物を提出して下さい）

③製品開発部門 ・・・・・・応募用紙(様式３)、製品のパンフレット、仕様書等

※製品本体の搬入については別途連絡します。

※※※※ご応募いただいたアイディア及び作品については作品集に掲載しますので、以下のことにご応募いただいたアイディア及び作品については作品集に掲載しますので、以下のことにご応募いただいたアイディア及び作品については作品集に掲載しますので、以下のことにご応募いただいたアイディア及び作品については作品集に掲載しますので、以下のことに

ご協力願います。ご協力願います。ご協力願います。ご協力願います。

【①について】

・応募用紙に記載する図やイラストは、できる限り単純・明瞭に、黒マジックやＢの鉛筆を

使用する等、濃く記入して下さい。

【②、③について】

・応募用紙に貼付する写真は、鮮明ではっきりわかる写真を添付してください。

・使用方法等をまとめた電子媒体やビデオ等があれば、一緒に提出されても構いません。

提出いただいた電子媒体・ビデオ等は、作品と共に返却します。
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３．審査・表彰等

（１）審査

学術関係者、福祉関係者等により構成される審査会において審査します。

①アイディア部門 最優秀賞1点、優秀賞2点、その他の賞

②作品部門 最優秀賞1点、優秀賞2点、その他の賞

③製品開発部門 最優秀賞1点、優秀賞2点、その他の賞

（２）表彰

平成26年10月17日（金）の表彰式において各部門の入賞者を表彰します。

また、①と②の個人またはグループに参加賞（受賞者除く）をお渡しします。

（３）作品展示

表彰式終了後２週間程、富山県総合福祉会館（サンシップとやま)２階のモデルルームにて

展示します。

（４）応募作品の取扱

展示終了後、返却します。（返却期間については後日連絡します。）

（５）実用新案・特許等について

コンクールでは発表及び展示をしますので、出願をお考えの方は、事前に実用新案及び特許等の

手続きを済ませておいてください。

（６）搬入・搬出について

書類及び作品(製品)の送付、搬入・搬出にかかる経費は応募者の負担になります。

また、作品(製品)の送付、搬入出時のやむを得ない事情等により破損した場合の補償はいた

しかねますのであらかじめご了承ください。

４．主 催

富山県

富山県福祉機器開発推進会議

社会福祉法人 富山県社会福祉協議会 富山県福祉カレッジ 富山県介護実習・普及センター

５．後 援

一般社団法人 富山県介護支援専門員協会／一般社団法人 富山県介護福祉士会

公益社団法人 富山県看護協会／一般社団法人 富山県作業療法士会

一般社団法人 富山県身体障害者福祉協会／富山県地域包括・在宅介護支援センター協議会

富山県ホームヘルパー協議会／一般社団法人 富山県理学療法士会

富山県老人福祉施設協議会

一般社団法人 日本福祉用具供給協会 東海北陸支部 富山県ブロック

応募先及び問い合わせ先応募先及び問い合わせ先応募先及び問い合わせ先応募先及び問い合わせ先

①アイディア部門 ②作品部門について

富山県介護実習・普及センター富山県介護実習・普及センター富山県介護実習・普及センター富山県介護実習・普及センター ｢福祉用具・アイディアコンクール｣係｢福祉用具・アイディアコンクール｣係｢福祉用具・アイディアコンクール｣係｢福祉用具・アイディアコンクール｣係

〒930-0094 富山市安住町5番21号

富山県総合福祉会館（サンシップとやま）2階

Tel.076Tel.076Tel.076Tel.076－－－－432432432432－－－－6305630563056305 Fax.076Fax.076Fax.076Fax.076－－－－432432432432－－－－6307630763076307

③製品開発部門について

富山県福祉機器開発推進会議事務局富山県福祉機器開発推進会議事務局富山県福祉機器開発推進会議事務局富山県福祉機器開発推進会議事務局

〒930-8501 富山市新総曲輪1番7号

富山県厚生部厚生企画課内

Tel.076Tel.076Tel.076Tel.076－－－－444444444444－－－－3197319731973197 Fax.076Fax.076Fax.076Fax.076－－－－444444444444－－－－3491349134913491
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社会福祉法人　富山県社会福祉協議会

富山県福祉カレッジ富山県福祉カレッジ富山県福祉カレッジ富山県福祉カレッジ

富山県介護実習・普及センター富山県介護実習・普及センター富山県介護実習・普及センター富山県介護実習・普及センター

〒930-0094　富山市安住町5-21

富山県総合福祉会館(サンシップとやま）2階

ＴＥＬ．０７６-４３２-６３０５　ＦＡＸ．０７６-４３２-６３０７

ホームページ　http://www.toyama-shakyo.or.jp/hukyu/index.html


