
別表の登録機器導入に要する初期導入費・レンタル料・
リース料・購入にかかる経費の一部を支援します！

補助率：１／２以内 上限５０万円以内
※専門学会や専門誌等での報告発表ができない場合は上限２０万円
※個人での導入は対象となりません

 様式等はこちら（QRコード）の

協議会HPからダウンロードできます！
http://medical-valley.jp/support_made_in_oita/

医療機関・福祉施設向け



おおいた産医療関連機器一覧表 
次の登録機器導入に要する初期導入費・レンタル料・リース料・購入にかかる経費の一部を支援します！ 

補助率：１／２以内 上限５０万円以内 ※専門学会や専門誌等での報告発表ができない場合は上限２０万円 
企業名  機器名 

発売（レンタル・リ

ース） 
開始時期 

用途 担当者・連絡先 

株式会社 

ＡＫシステム 
1 

車いす用着脱式足こぎユニット 

「こいじゃる！」 

平成 30年 

4 月 13 日 

車いすに装着することで、自分の足で漕いで車いすを動

かすことができるユニット。医療機関・介護施設等で、

下肢筋力低下者や運動機能障害者等の下肢運動（訓練）

及びその機会増進を目的とする。 

企画開発室 室長 

徳永 英治 

E-mail  

kikaku@aksys.co.jp 

TEL  097-582-3311 

株式会社 

ブライテック 
2 Ｂ－ＧＯ 

平成 29年 

9 月 27 日 
重度障がいをもつ児童向けの移動訓練支援装置 

技術開発部長 

相原 茂 

E-mail 

shigeru_aihara@btec

-net.co.jp 

TEL 097-558-1125 

株式会社 

エイビス 
3 エイビスみまもりシステム 

平成 30年 

4 月～ 

患者、入居者のベッドからの転倒・転落事故を未然に防

止するため開発された『見守りロボット』 

営業部 

久保 雅紀 

m_kubo@aivs.co.jp 

株式会社 

デンケン 

4 

電気刺激 DRIVE 

ｹﾞﾙﾊﾟｯﾄﾞ LS（1箱） 

ｹﾞﾙﾊﾟｯﾄﾞ MS（1箱） 

平成 27年 

4 月 1日 

脳卒中などが原因で起こる麻痺の回復及び機能改善を目

的としたリハビリテーション用電気刺激装置 

ML 事業部  

業務管理課  

山本 文弥 

E-mail 

fumiya.yamamoto@dkn

.co.jp 

TEL0978-69-0198 

 

5 

電気刺激 DRIVE 

ｹﾞﾙﾊﾟｯﾄﾞ LS（1箱） 

ｹﾞﾙﾊﾟｯﾄﾞ MS（1箱） 

＋
ロボットスーツHAL 

自立支援用単関節タイプ 

平成 27年 

4 月 1日 

上記及び自立動作を支援するロボットスーツの自立支援

用単関節タイプ 

6 

電気刺激 DRIVE 

ｹﾞﾙﾊﾟｯﾄﾞ LS（1箱） 

ｹﾞﾙﾊﾟｯﾄﾞ MS（1箱） 

＋ ロボットスーツHAL(FL05) 
平成 27 年 

4 月 1日 
上記の自立支援用下肢タイプ 

7 

電気刺激 DRIVE 

ｹﾞﾙﾊﾟｯﾄﾞ LS（1箱） 

ｹﾞﾙﾊﾟｯﾄﾞ MS（1箱） 

＋ HAL医療用下肢 タイプ 
平成 28年 

12 月 1日 
上記の医療用下肢タイプ 

8 

電気刺激 DRIVE 

ｹﾞﾙﾊﾟｯﾄﾞ LS（1箱） 

ｹﾞﾙﾊﾟｯﾄﾞ MS（1箱） 

＋ HAL自立支援用腰タイプ 
平成 28年 

12 月 1日 
上記の自立支援用腰タイプ 

有限会社 

ビューティフ

ルライフ 

9 
フォーケア多機能いす 

福祉仕様 BL-MT-DS02 
平成 28 年 5月～ 

車いすとしての移動や移乗はもちろん、昇降及びリクライ

ニング椅子として、病院、施設内でのフットケア、歯科及

び口腔ケア、洗髪業務の施術時等に使用できます。 

管理部  

加嶋 忍    

Email info@be-

life.info 

TEL 097-546-0666 

10 多機能いす専用 体圧分散クッション 平成 29年 1月～ 

体圧分散クッションは多機能いすでの長時間の施術をす

る場合に使用する事で、着座する患者や高齢者に安楽な着

座と姿勢保持を提供し、負担を軽減する専用のクッション

です。 

11 

フォーケア ウォッシュサポート 

（室内向け）BL-WSH01 

（訪問向け）BL-WSB01 

（室内向け） 

平成 28年 10月～ 

（訪問向け） 

平成 29年 2月～ 

可動式の洗浄器として、病院・施設内での四肢洗浄や、

フットケア、口腔ケア、洗髪などの施術が出来ます。 

専用のディスポーザブル洗浄カバー（別売）との組合せ

により感染予防の効果も期待できます。 

12 

フォーケア ウォッシュサポート フットケア専用 

（室内向け）BL-WSH01α 

（訪問向け）BL-WSB02α 

平成 29 年 1月～ 

可動式の洗浄器として、病院・施設内での四肢洗浄や、

フットケア、口腔ケア、洗髪などの施術が出来ます。 

フットケア専用の足置き枕により、患部の固定が可能と

なるほか、施術の際の患部洗浄もそのまま行えます。 

専用のディスポーザブル洗浄カバー（別売）との組合せ

により感染予防の効果も期待できます。 

13 

フォーケア ウォッシュ 

サポート 

（室内向け）BL-WSH01 

（訪問向け）BL-WSB01 

＋
ディスポーザブル 

洗浄カバー 

（洗浄カバー） 

平成 29年 1月～ 

ディスポーザブル洗浄カバーはウォッシュサポートのボ

ウル部分とホース部分にセットすることで衛生的に使用

できます。フットケア・口腔ケアなどの際１人毎に使い

捨てにすることで、感染予防対策にも効果的です。 
14 

フォーケア ウォッシュ 

サポート フットケア専用 

（室内向け）BL-WSH01α 

（訪問向け）BL-WSB02α 

＋
ディスポーザブル 

洗浄カバー 

15 フォーケア 自在チェア 平成 29年 10月～ 

上下昇降だけでなく、支軸を中心に全方向へ横揺れが可

能なスツールです。作業中の使用者の体重移動にフィッ

トすることができます。病院・施設内での四肢洗浄や、

フットケア、口腔ケア、洗髪などの施術の際、提供者で

ある使用者の腰痛防止に効果が期待できます。 

16 フォーケア 自在チェア 低床タイプ 平成 31年 1月～ 

自在チェアの機能を持たせたまま低床化をしたチェア。

フットケアからリハビリ施術用チェアとして看護師や作

業療法士など使用者の作業体制や使用用途に合わせられ

るように選択の幅を広げました。各施術の際、提供者で

ある使用者の腰痛防止に効果が期待できます。 

17 多機能いす専用 安頭台（枕） 平成 28年 10月～ 

歯科や造影検査、レントゲン検査などで、頭部や頸部を

支えるための、前後に可動する多機能いす専用の安頭台

（脱着式可動枕）です。 

トクソー技研 

株式会社 

18 
カフ圧調整器 

「カフチェッカー」 

平成 26年 

9 月 10 日 
気管チューブのカフ圧を手動で調整する。 営業部 

マーケティングＧ 

石田 忠 

TEL  0978-33-5595 

FAX  0978-33-5596 

19 
カフ圧自動調整器 

「カフキーパー」 

平成 26年 

9 月 10 日 
気管チューブのカフ圧を電源不要で自動調整・保持する。 

20 
足踏式吸引器 

「アモレＦＳ１」 

平成 25年 

5 月 16 日 

気管内や口腔内の痰・唾液を電源不要の足踏み式で吸引す

る。 

ヘルメット 

潜水株式会社 

21 褥瘡予防マットレス4cm 厚 
平成 29 年 

8 月 

施設利用者、患者の褥瘡（床ずれ）を予防する体圧分散 

マットレス 

企画開発室 

綾部 大和 

TEL  0978-67-2251 

FAX  0978-67-2377 

Email helmet-

ta@cloz.co.jp 

22 褥瘡予防マットレス6cm 厚 平成 29 年 8月 
施設利用者、患者の褥瘡（床ずれ）を予防する体圧分散 

マットレス 

23 ポータブル簡易浴槽 平成 30年 7月 
持ち運び可能で簡単に組み立てられるウェットスーツ素

材でできた浴槽 

日本ヒューマ

ンメディク 

株式会社 

24 オールワン ラバージ 平成 30年 12月 整形外科用 洗浄器 

伊東 俊一 

TEL  097-549-4140 

E-mail 

s.ito@hyuman.co.jp 


