
1 注射器具 注射器具 無痛性に注入可能にしてほしい（特に小児用ワクチン接種時に必要）。

2 カテーテル バルーンカテーテル 固定水が自然に抜けてしまい、自然抜去しないようにしてほしい。

3 点滴装置 点滴のボトル及び輸液セット 現在、ボトルに差し込むタイブが多いが、抜管することがある。抜けにくく、再挿入しやすいものを開発してほしい。

4 診断用Ｘ線装置 診断用Ｘ線装置 位置付けが簡単でより鮮明、ずれのないようにしてほしい。価格も安くしたもの、デジタル化しても手頃なものを開発してほしい。

5 診断用Ｘ線装置 診断用Ｘ線装置 被爆等の問題もあるので、放射線量の少ないレントゲン装置や、それに代わる診断機器を開発してほしい。

6 医用Ｘ線ＣＴ装置 医用Ｘ線ＣＴ装置 コンパクト化してほしい。またコストダウンをしてほしい。

7 医用Ｘ線ＣＴ装置 歯科用Ｘ線ＣＴ装置 コンパクトに、ローコストにしてほしい。

8 画像診断システム 画像診断システム 口腔内イメージングプレートの厚みが障害となり撮影できないケースがあり、改善してほしい。

9 画像診断システム ＭＲＩ 撮像時間の短縮を図ってほしい。

10 人工呼吸器 人工呼吸器 蓄電で長時間非常時に動くものを開発してほしい（停電時）。

11 体温計 体温計 短時間で正確に測定できるようにしてほしい。

12 血圧計 電子血圧計（手首式） 高齢者用に手首の巻きが細いものにしてほしい（手首が細くきっちり巻けずエラーになることが多い。）。

13 心電計 心電計 コードが絡みやすく危険であり、患者のストレスにもなっている（携帯しにくい）ので、コードをスマートにしてほしい。

14 生体現象計測・監視システム 血糖検査機器 ワンタッチで採血、測定できて簡単で安価なものを販売してほしい。

15 医用検体検査機器 臨床化学検査機器 一般開業医でも設置できるよう省スペース、安価なものを開発してほしい（現在は採血して結果が出るのが翌日又は翌々日となる。）。
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16 歯科材料 歯科用金属 全銀パラジウム合金は値段が高すぎるので、代替金属を早く開発してほしい。

17 歯科材料 義歯床材料 リベース材などについて、口腔内で使用して刺激のないもの（具・味）を開発してほしい。

18
画像診断用Ｘ線関連装置及び
用具

画像診断用Ｘ線関連用具 レントゲン撮影などで、背中が曲がっている人が仰向けで寝ないとならない場合の補助用品を開発してほしい。

19 歯科診察室用機器 エアタービン
音質・音量を改善してほしい。音質…歯医者というと「アノ音」と言われるぐらい嫌われている音だから改善してほしい。音量…せめて音量を下げてほ
しい。

20 歯科診察室用機器 歯科用ユニット 車いすからユニットヘの患者の移動が難しくないものを開発してほしい。

21 歯科用機器 往診用ユニット一式 軽量・コンパクト化、もしくは移動が楽なようにしてほしい。

22 治療用機器 レーザー治療器 レーザー針を折れにくくしてほしい。

23 施設用機器 医療用吸引器 停電時でも使用できる充電式、携帯用で吸引力のあるものにしてほしい。

24 施設用機器 診察台 患者の寝る診察台について、身長に合わせて大小（長短伸縮）できるようにしてほしい。

25 医療情報システム等 電子カルテ 画像・電子カルテやレセプトコンピュータの連携が取れていない。他施設との情報を一元化してほしい。

26 医療情報システム等 レセプトコンピュータ レセプトチェックをリアルタイムで可能にしてほしい。

27 医療機器その他 ＡＥＤ 使用期限が短かく、コストが高い（パット、バッテリー）。再生できるようにしてほしい。

28 移動機器 車いす 高さの調節、幅の調節ができるようにしてほしい。

29 移動機器 車いす 軽量かつ安定感があるものを開発してほしい。

30 移動機器 車いす タイヤの空気が抜けやすいので改善してほしい。

31 移動機器 車いす 高齢者は皮膚が薄くなっている場合が多く、軽く足台にぶつかっても皮膚が切れてしまうことがあるので改善してほしい。

32 移動機器 車いす 車いすのまま歯科診療ができるようにしてほしい（ヘッドレス付き、背もたれが倒れて寝ることができるなど）。



番号 分類 機器名 改善等の内容

33 移動機器 車いす 座位が保ちづらく、傾きがある人のための補助具を開発してほしい。

34 移動機器 車いす 立ち上がるとブレーキが自動でかかるような車いすをもっと手軽に購入できるようにしてほしい（種類を増やしてほしい。）。

35 移動機器 車いす・ベッド 車いすとベッドがそのまま連結し、移乗の介護力が省けるようなシステムを開発してほしい。

36 移動機器 車いす 汚れやすいため、丸洗いできるようにしてほしい。

37 移動機器 車いす用クッション 床ずれ予防に効果のあるもの、また床ずれがある人に痛みを和らげる作用のあるものを開発してほしい。

38 移動機器 歩行器 利用者の身体の大きさに合わせることができるようなものを開発してほしい。

39 移動機器 杖 四点杖は安定性は良いが、老人には少々重いため軽量化してほしい。

40 移動機器 リフト 車いすからの移乗やトイレ便座への移動用として、安全低価格、移動式でコンパクトなタイプに改善してほしい。

41 移動機器 リフト 大きすぎて重量があり使いにくいので改善してほしい。

42 移動機器 福祉車両 リフトと固定装置等をもっと簡便に安全性を高くしてほしい。

43 移動機器 福祉車両 リフトを出したまま出先で故障したことがあるが、このようなケースで手動で簡単に収納できる工夫がほしい。

44 移動機器 ストレッチャー 幅が広く重いため、ナース一人では動かしにくいので改善してほしい。

45 移動機器 シルバーカー 突進歩行の利用者には逆に危険なので、歩行スピードが調整できるものを開発してほしい。

46 ベッド ベッド 低床ベッドで施設でも使用できる耐久性のあるものを開発してほしい。

47 ベッド ベッド マットレス等が簡単に動かない（ズレない）ようにしてほしい。

48 ベッド ベッド ベッドから車いすへ移乗する時に、介助者が腰を痛めず、スムースにできるようなものがほしい。

49 ベッド ベッド用品 高齢者は皮下出血ができやすいので、ベッド本体、柵など金属部分や堅い部分に衝撃を和らげるための工夫をしてほしい。



番号 分類 機器名 改善等の内容

50 マットレス エアマット 床ずれ予防にエアマットを使用することがあるが、故障が多い。安価で丈夫なエアマットを開発してほしい。

51 マットレス マットレス 固さが全て同じなので、裏・表で硬・軟など、患者の要望に応えられるようなものを開発してほしい。

52 床づれ防止製品 床づれ防止製品 失禁も多いため、失禁した時の防水もでき、かつ通気性の良いもの、低価格で購入できるもの。

53 介護シーツ 防水シーツ 洗濯しても防水機能が低下しないものを開発してほしい。

54 センサー等 離床センサー ナースコール連動型の開発を促進させてほしい。

55 センサー等 転倒予防用具 センサーマットをもう少し長く幅のあるものにしてほしい。ベットそのものに離床センサー機能を付けてほしい。

56 浴槽 機械浴槽 追いだきや保温のできる機能を付けてほしい。

57 浴槽 浴槽 浴槽内に簡易的な手すりですぐに取り付け、取り外しができるものを開発してほしい。

58 入浴用チェア・リフト 入浴用リフト 低価格で後付け簡易型（旧タイプ浴槽にも取付可能なもの）を開発してほしい。

59 シャンプー シャンプー ベビーシャンプーに近い成分で、髪や頭皮にやさしい高齢者用のシャンプーを低価格で開発してほしい。

60 便器・便座 便座 便座の高さも、身体に合ったものを開発してほしい。

61 便器・便座 便座 便座に座って方向転換しても外れない丈夫なものを開発してほしい。

62 防臭・消毒剤 防臭 コストがかからず、効果の高い防臭用品を開発してほしい。

63 おむつ おむつ 蒸れない、漏れない、付け外しがしやすいものを開発してほしい。

64 おむつ おむつ 捨てるときにコンパクトになるものを開発してほしい。

65 トイレ・おむつ用品その他 ポータブルトイレ においを抑える工夫をしてほしい。

66 家具 テーブル コンパクトにしまうことができ利用する時は大きくなるものを作ってほしい。



番号 分類 機器名 改善等の内容

67 食品 食品 味、食感等を生かした製品を開発してほしい。

68 衣類 衣類 転倒骨折予防用の衣類を開発してほしい。

69 衣類 衣類 背中に手の届かない人のために、着る際に背中がめくれ上がらないようにしてほしい。

70 衣類 衣類 ボタン（ジッパー）なしで着脱できる上着の種類を多くしてほしい（年頃の利用者もおしゃれを楽しめる。）。

71 靴 靴、靴を履く補助具 高齢者は前屈姿勢をとることが難しく、介護用シューズであってもかかとを踏んで履いていることが多いため、靴や靴を履く補助具を工夫してほしい。

72 日常生活用品その他 日常生活用品 服薬を管理してくれる機器を開発してほしい。

73 日常生活用品その他 テレビ・ラジオ ゆっくり話すテレビを開発してほしい（電話でゆっくりになる機能があり、同じ機能があるとニュース内容等を間違えずに視聴できる。）。

74 日常生活用品その他 加湿器 施設内の広い空間を「安全に」「清潔に」「静かに」加湿できるものを開発してほしい（安価で）。

75 補聴器 補聴器 本人が煩わしくなく自然に装着でき雑音が入らないものを開発してほしい。

76 緊急通報 ナースコール コードに絡まることなく、本人が呼びやすい位置に設置できるナースコールを開発してほしい。

77 ＯＡ機器 コンピュータ 寝たきりの利用者が使用可能なパソコンを市販してほしい（各個人のために個別に製作するのではなく、手頃な価格のＰＣを購入したい。）。

78 スロープ スロープ 軽く、簡単に設置でき、使用しない時は小さく片付けられるものを安価で開発してほしい

79 手すり 手すり どこでも設置できる施設用の手すりでもう少し安価なものにしてほしい。

80 階段昇降機 階段昇降機 車いすから移乗しないで使用できるものを開発してほしい。

81 リハビリ用教材・機器 リハビリ用機材・機器 キャスター付きなど移動ができる「平行棒」「滑車運動器」を開発してほしい。

82 口腔ケア用品 口腔ケア用品 歯磨きをするときに心地よく快適に口を開けていることができる用具を開発してほしい。

83 口腔ケア用品 入れ歯洗浄器 施設では、食後に利用者の入れ歯を洗うことにかなりの時間がかかる。大勢の人の入れ歯を効率的に洗うことができる洗浄器があれば開発してほしい。



番号 分類 機器名 改善等の内容

84 床・壁材 床 転倒されても骨折することを防ぐため、クッションのある床材を開発してほしい。

85 火災報知設備 火災報知設備 利用者が簡単に押せてしまうため、利用者がいたずらしにくく、本当に必要な時に押せるものにしてほしい。

86
福祉事業関連コンピュータシ
ステム

介護記録のシステム化 介護記録に要する時間が多く、コンピュータシステムを開発してほしい。

87 福祉機器等その他 介護職員向け腰痛予防機器 介護職員向けの日常的な腰痛予防に役立つ機器を開発してほしい（空いた時間に手頃に利用できるもの）。

88 福祉機器等その他 介護ロボット 介護者の腰への負荷を減らせるようなサポート器具、福祉ロボットを開発してほしい。

89 福祉機器等その他 徘徊捜索器 認知症の利用者が常に携帯していても分からず、バッテリーが切れないものにしてほしい。

90 福祉機器等その他 転落防止器具 転落防止のベルトがあるが、どれも長時間使用すると皮膚に負担が出てくる。皮膚に負担の少ない、患者の負担の少ない器具を開発してほしい。


