
大学/高専/高校/病院(研究)

1 ●札幌医科大 医学部  麻酔科 渡邊准教授/ﾚ ●東京女子医大 脳外科 清水准教授(血流R) ◎大阪教育大 教員養成課程 家政教育 山田准教授（圧・血流ｼｽﾃﾑも）

2 ○札幌医科大 保健医療学部 理学療法学科 谷口准教授 ●東京女子医大 呼吸器外科 清水先生 ●大阪教育大 教養学科 人間科学 中迫教授

3 ●青森県立保健大　勘林教授（連続血圧計） ○文化学園大（文化女子大） 被服衛生 田村教授(圧･血流ｾﾝｻ、血流R・D､ｴﾊﾞも) ●大阪大 医学部 看護母性助産学科 大橋教授

4 ○弘前大医学部保健学科看護学 野戸准教授 ○文化学園大（文化女子大） 機能ﾃﾞｻﾞｲﾝ 小柴教授(血液酸素ﾓﾆﾀも) ●大阪大大学院 医学系保健学 春名教授

5 ◎秋田大 医学部保健学科 作業療法 金城先生 (圧･血流ｼｽﾃﾑ･血流R） ●文化学園大（文化女子大） 被服構成 佐藤真知子教授 ●大阪大国際医工情報センター（ＭＥＩセンター）

6 ●岩手県立大学 盛岡短期大学部 菊池准教授 ●文化学園大（文化女子大） 服装デザイン学教室 中尾教授・柴田助教授 ○大阪大 医学部 保健学科看護学 山地教授　

7 ○岩手県立大学 看護学部 武田教授(圧･血流ｼｽﾃﾑ,深部別の圧・血ｾﾝｻ） ●実践女子大 被服生理 山崎教授(血流・エバも) ○大阪医薬大 看護学部 看護学科 二宮准教授

8 ○岩手県立大学 看護学部　平野講師 ●実践女子大 生活環境 高部教授  ●大阪成蹊短大 細長教授

9 ○岩手保健医療大学 看護学部　土田准教授 ●東京家政大 被服衛生 岡田教授(血流21も)　 ●大阪成蹊短大 安藤教授

10 ●宮城大 看護学 井口助教 ○日本女子大 家政学部 多屋教授 (圧･血流ｾﾝｻ,血流RDも）　　　　 ●大阪体育大 ｽﾎﾟｰﾂ科学 石川教授

11 ●東北生活文化大 家政科 鈴木教授 ●日本女子大 家政学部 島崎教授　 ●関西大学 計測ｼｽﾃﾑ 阿波准教授

12 ●尚絅女学院短大 久慈准教授 ●日本女子大 家政学部 大塚教授　 ●関西大学 電気電子情報工学 四方教授

13 ●県立新潟女子短大 菅井教授 ●日本女子大 家政学部 運動生理学 佐々木准教授　 ●近畿大 血管外科 保田講師

14 ●富山大 教育学部 諸岡教授 ●慶応義塾大 理工学部 人間工学 山崎教授　　 ○行岡保健衛生学園　大阪行岡医療専門学校/長柄校整復科

15 ●富山 かみいち総合病院 血管外科 戸島院長 ●お茶の水女子大　生活科学　長谷部教授 ○関西福祉大 看護 佐々木新介助教

16 ●金沢医科大胸部心臓血管外科 秋田教授 ●昭和女子大 生活環境学 猪又教授 ○医真会八尾総合病院

17 ●福井大学 教育人間科学部　服部教授 ●昭和女子大 生活環境学 角田准教授 ●奈良女子大 生活環境学部 磯田教授(血流も)

18 ○福井大学 医学部 第2内科 濱野准教授 ●青葉短大 芦沢教授　　　　　　　　　　　　 ●奈良女子大 生活環境学部 諸岡教授(ｴﾊﾞも)

19 ◎福井県立大 基礎看護学　長谷川助教 (圧･血流ｼｽﾃﾑ･血流R） ●大妻女子大 松山教授　 ●奈良女子大 生活環境学科 登倉教授（血流Rも）

20 ●山梨県立女子大 斎藤教授 ●大妻女子大 呑山教授 ●奈良教育大 教育学部 中谷教授　　　　　　

21 ●信州大 繊維学部 繊維機械 河村講師 ●大妻女子大 阿部教授 ●奈良工業高等専門学校 早川講師

22 ●信州大 繊維学部 繊維ｼｽﾃﾑ 西松教授 （血液酸素ﾓﾆﾀも） ●東京農工大 工学部 情報コミュニケーションエ学科 藤田教授 ●京都大大学院 情報工学 乾教授

23 ●信州大 繊維学部 感性工学 細谷准教授 ●日本女子体育大 基礎体力研 本間講師 ○京都大 医学部 看護 若村准教授

24 ●信州大 繊維学部 感性工学 上條准教授 ●日本女子体育大 ｽﾎﾟｰﾂﾊﾞｲｵﾒｶ/ｽｹｰﾄ 湯田教授 ●京都工芸繊維大学  工芸学部 先端ﾌｧｲﾌﾞﾛ科学 森本准教授

25 ●信州大 繊維学部 感性工学 堀場助教 ●山野美容芸術短大 渡辺教授 ○京都教育大 家政科 杉本教授　(圧･血流センサも）

26 ●信州大 繊維学部 機械・ﾛﾎﾞｯﾄ学科 橋本・塚原研究室 ●国士舘大 体育学部  (深部血流) ○京都府立大 人間環境学生活ﾃﾞｻﾞｲﾝ (圧･血流ｾﾝｻ,血流R,ｴﾊﾞ)

27 ●信州大 教育学部 家庭科教育 三野教授 ●桜美林大 ﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂ学郡 心理教育系 山口准教授 ●京都女子大 服飾造形 岡部教授

28 ●信州大 医療短大 看護学　楊箸准教授 ●共立女子大 家政学部被服学科 丸田教授 ●京都文教短大 銭谷教授

29 ●長野県短大 生活科学 林助教授(血流計) ●日本工学院 柔道整復師学科 本澤科長 ●京都学園大 健康医療学部 看護学科 山田教授

30 ●長野県看護大 ○工学院大新宿 福岡准教授 ●明治国際医療大学 行田准教授

31 ●筑波大学 水泳部 野村武男教授 ○麻布十番ﾌﾟﾗｲﾏﾘﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ ◎神戸女子大 被服･運動生理 平田教授(圧･血流ﾁｬﾝﾊﾞ･加圧ﾁｬﾝﾊﾞ･血流Rも）

32 ●筑波大学 体育科学（水泳） 高木英樹准教授 ○東京医科大 健康増進ｽﾎﾟｰﾂ医学分野 濱岡教授 ○神戸女子大 服飾学 高野倉准教授

33 〇筑波大学 体育系 ｽﾎﾟｰﾂ科学 髙橋英幸教授 ●岡山大 看護学 深井教授　　　　　　　　　　　　 ●神戸女子大 被服構成学 川上教授

34 ●和洋女子大 被服衛生 嶋根教授(血流,ｴﾊﾞも) ○岡山県立大 看護 高井教授　(圧･血流センサも） ●神戸市看護大学　基礎看護学 山下助手

35 ●埼玉大 教育学部家政 川端准教授 ○岡山県立大 情報工学部ｽﾎﾟｰﾂ 辻教授 ●神戸大 医学部 保健学科 金子教授　

36 ○埼玉医科大学 形成外科 市岡准教授　（圧･血流センサも） ●岡山理科大 福祉ｼｽﾃﾑ 松浦准教授　　　　　　　　　　　　 ●神戸大 人間環境科学 井上准教授　

37 ○埼玉病院 生理検査部門 ●倉敷市立短大 服飾美術科 稲垣教授(ｴﾊﾞも)　 ●武庫川女子大 被服学科 天野教授

38 ●東京電機大 電子・機械工学系 大西教授 ●広島大学医学部保健学科 片岡教授 ●武庫川女子大 被服学科 奥野教授（←川西教授）

39 ○東洋大 ｽﾎﾟｰﾂ科学 鈴木教授 ●広島大学医学部保健学科 ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊ 前田助教 ●武庫川女子大 看護学部 中島助教

40 ●横浜国立大 教育人間科学部 薩本准教授 ●県立広島大 理学療法学科 大塚教授 ○兵庫教育大学 学校教育学部 潮田講師　(圧･血流センサも）

41 ●東海大 医学部 心臓外科 折井講師　　 ●県立広島大 人間福祉学科 住居教授 ○兵庫県立大 看護学部 森本教授

42 ●東海大 健康科学部 沓澤教授 ○県立広島大 看護学科 杉本准教授　(圧・血流センサ，血流RDも） ○宝塚医療大 柔道整復学科 森講師

43 ●神奈川大 建築学科 傳法谷助教                                                  ●安田女子大 被服科 楠教授 　 ●立命館大  ﾛﾎﾞﾃｯｸｽ 牧川教授

44 ●神奈川工科大  福祉ｼｽﾃﾑ工学 西原教授                                                  ●呉大学 社会情報学 藤森教授 ●立命館大  ﾛﾎﾞﾃｯｸｽ 飯田教授

45 ●神奈川工科大  福祉ｼｽﾃﾑ工学 磯村教授                                                  ○マッターホルンリハビリテーション病院（呉市） ○立命館大  知能情報 満田教授

46 ◎神奈川県立保健福祉大 ﾘﾊﾋﾞﾘ学科 小林准教授(圧・血流ｼｽﾃﾑ,角度計） ●鳥取大 教育学部 伊藤教授 ●滋賀大 教育学部 與倉助教授

47 ●横浜市立大 形成外科 前川教授 ●山口大 医学部外科 末廣晃太郎先生 SB ●滋賀医科大 母性看護学

48 ●桐蔭横浜大 ｽﾎﾟｰﾂ科学 星教授 ●九州大 医療技術短大 大池教授 ○滋賀県大 看護学部 豊田教授　(圧・血流センサ，血流Rも）

49 ○帝京平成大 柔道整復学科 高橋憲司/助教 ●九州大 芸術工学部 村木准教授 ○滋賀県大 看護短大学部 北村准教授　(圧・血流センサ，血流Rも）

50 ◎城西国際大 看護学部 佐藤先生(圧・血流ｼｽﾃﾑ） ●福岡大 医学部 整形外科 松崎研 深水先生 ●和歌山大 教育学部 今村教授　

51 ○北里大 医療系研究科 高平研究室 ○福岡県立大 看護学部 実験看護学 佐伯教授　(圧・血流センサも）

52 ○若葉クリニック（山梨） ●福岡教育大 被服学 長山教授

53 ●日本大 短大部 生活文化 青木助教授 ●福岡女子大 人間環境学部 深沢講師

54 ●聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧ-看護大  野村教授                            ●佐賀大学 教育学部 甲斐准教授　

55 ●静岡大学 教育学部 大村教授 ●佐賀大学 医学部 医療科学 松尾准教授 (圧･血流ｾﾝｻ･ﾁｬﾝﾊﾞも）

56 ●静岡大学 工学部 庭山教授 ●大分大 工学部 機器分析センター 福祉環境工学 池内助教授

57 ●東海病院 血管ｾﾝﾀｰ 平井ｾﾝﾀｰ長（下腿拡張機A1002も） ●熊本大 教育学部 雙田教授

58 ●金城学院大 家政学部 成瀬教授 ●宮崎大 教育学部 岡村教授   　 Austria　●President of the International Union of Phlebology/Dr. Hugo Partsch

59 ●金城学院大 家政学部 平林教授　SB ○宮崎大附属病院 心臓血管外科 中村教授   　 　　　　　（静脈学国際連合会長）Examination device of stockings/A1002

60 ●椙山女学園大 生活科学部 冨田教授 ●鹿児島大学 臨床理学療法学 吉元教授 U.K.　●ﾉｯﾃｨﾝｶﾞﾑﾄﾚﾝﾄ大/Nottingham Trent University/Professor Tilak Dias

61 ●中京大 ｽﾎﾟｰﾂ科学部 梅村教授(血流Rのみ) ●鹿児島純心女子大 看護栄養学部 中野教授 Korea ●嶺南大　 ●慶熙大 ●漢陽大　●忠南国立大 ●全南大

62 ○中京大 ｽﾎﾟｰﾂ科学部 松本教授 ●九州医療専門学校 柔道整復師科 　●慶北大 ●忠北国立大 ●円光大 ●SEOUL National University ●KUSAN University

63 ●愛知県立時習館高校 小林遥平先生 China ◎蘇州大　(圧・血流ｾﾝｻ・加圧ﾁｬﾝﾊﾞ・血流計･角度計も） 　●仁川大 ●安東大 ●INHA University ●KOREA National Open University

64 ●三重県立看護短期大学 吉井准教授  　　　  ●東華大学服飾学院（上海）、●浙江理工大服装学院（杭州） ●北京理工大 　●Korea National University of Education ●慶尚大 ●崇実(ｽﾝｼﾙ)大●全南(ﾁｮﾝﾅﾑ)大

65 ●三重県立看護大学 斉藤真教授 　　　   ◎閩江学院服装学科（福州市） 　(圧・血流ｾﾝｻ・加圧ﾁｬﾝﾊﾞ・血流計も） 　●建国大 ●公州大 ●国立公州大学校

66 ●岐阜大 医学部看護学 今田助教 　　　   ◎徳州大学 　(圧・血流ｾﾝｻ・加圧ﾁｬﾝﾊﾞ・血流計も）●天津工業大,〇天津工業大 USA　●Cornell University

67 ●中部大 生命健康科学部 伊藤准教授 　　　   ◎西安工程大学 　(圧・血流ｾﾝｻ・加圧ﾁｬﾝﾊﾞ・血流計も）×2set Taiwan ●国立屏東科技大 服飾科学 （血流Rも）

68 ●浜松医科大 外科 海野講師 　　　   ◎江西服装学院特色立校（南昌市）　(圧・血流ｾﾝｻ・加圧ﾁｬﾝﾊﾞ・血流計も） Sri Lanka ●Moratuwa University（13/3:A0905/mmHg、18/3:AMI3037-SB/mmHg）

69 ●社会保険中京病院 腎･透析科 葛谷部長 　　　   ◎北京服装学院(圧・血流ｾﾝｻ・加圧ﾁｬﾝﾊﾞ・血流計も）　●武漢紡績大 Republic of Singapore　●南洋理工大

70 ●静岡がんセンター 　　　   ●中原工学院（河南省郑州市）●青島大 ●広東工科大●上海工程技術大 Turkey ○MAYDIN SOCKS

71 ●白石心臓血管クリニック 白石理事長 　　　   ●安徽工程大学 Singapore ●南洋理工大

公共・法人研究・試験・開発施設　研究学会・グループ関連 A public research institute
1 ●防衛省 航空自衛隊　航空医学実験隊 ●東京都　　●大阪府　　●兵庫県　　●奈良県　　●岐阜県 ●EMPA 科学技術研究 (Switzerland）

2 ●防衛省 技術研究本部 人間工学 (血流RDも) ●和歌山県　　●富山県　　●福井県　　●石川県、 ●韓国縫製技術研究所 （Korea）

3 ●財)鉄道総研 人間工学　(連続指血圧計） 　 ●広島県　　●島根県　　●鳥取県　　●福岡県　　○愛知県 ●韓国生産技術研究所　(Korea）

4 ●独)花き研究所　(連続指血圧計卓上） 　 ●京都市　　●茨城県　●神奈川県 ●繊維開発研究院・韓国ﾌｧｯｼｮﾝ産業研究所 　(Korea 大邱）

5 ●独)森林総合研究所　(連続指血圧計卓上） 　 ●紡織産業総合研究所 TTRI（Taiwan）血流計も

6 ●独)産業技術総合研究所 人間福祉医工学 （深部皮膚血流） ●KATRI/Korea Apparel Testing & Research Institute（Korea）

7 ●独)産業技術総合研究所 集積ﾏｲｸﾛｼｽﾃﾑ研究ｾﾝﾀｰ ●韓国-FITI試験研究院

8 ●財)日本化学繊維検査協会（カケン）

9 ●独）製品評価技術基盤機構　生活･福祉技術ｾﾝﾀｰ

10 ●独）国民生活センター　商品テスト部

11 ○日本ﾘﾝﾊﾟﾄﾞﾚﾅｰｼﾞｽﾄ協会

○日本静脈学会・弾性ｽﾄｯｷﾝｸﾞｺﾝﾀﾞｸﾀ養成委員会

○自転車競技連盟

企業 A company
1 ○消費科学研究所<大丸デパ－ト> （圧・血流センサ,血流も） ●アシックス スポーツ工学研究所 ◎本田技術研究所 <座席ｼｰﾄ開発>（圧血流ｾﾝｻ･加圧ﾁｬﾝﾊﾞ･21RD装置)

2 ●ユニチカリサーチラボ 商品研究部(血流も) ●ミズノ 商品開発本部 ●本田技術研究所　(二輪)

3 ●帝人 繊維研究所（血流も） ●住友ゴム工業/ＳＲＩ研究開発㈱ ●本田技研工業　ﾌﾟﾙｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ　　

4 ●東洋紡績 総合研究所(血流Rも) ●ブリヂストンスポーツ ●コクヨ 研究開発本部

5 ●旭化成　繊維商品開発研究所（エバ・血流も） ●Adidas AG/Sports Research Lab（Germany) ●日本発条  ｼ-ﾄ生産本部（血流も）

6 ○旭化成せんい　せんい先端技術ｾﾝﾀｰ ●Adidas/Textronics,inc．（USA) ●三菱自動車工業　乗用車技術センタ－<座席ｼ-ﾄ>

7 ●旭化成せんい ●デサント ●マツダ　技術研究所　車両研 <座席シ－ト>

8 ●倉敷紡績　技術研究所 ●㈱ドーム　Under Armour.co.jp 総代理店 ●ヤマハ発動機　技術本部　基礎技術研究室

9 ●東レ ﾃｷｽﾀｲﾙ開発 ●ゴールドウィン ●テイ・エス テック　(旧 東京ｼ-ﾄ)　各工場　<座席ｼ-ﾄﾒ-ｶ->

10 ◎東レ 環境ｴﾈﾙｷﾞｰ開発(血流計も ●ダイヤ工業(岡山) ●TS Tech <Seat maker>

11 ◎東レ・オペロンテックス(前:東ﾚ･ﾃﾞｭﾎﾟﾝ) ﾗｲｸﾗ技術ｾﾝﾀｰ(血液酸素ﾓﾆﾀも ●山屋産業(繊維製品：ｻﾎﾟｰﾀｰ/ｽﾎﾟｰﾂ・ﾒﾃﾞｨｶﾙ) 　　　USA/CANADA/BRASIL/THAILAND/CHINA/INDONESIA/UK

12 ●三井化学 ●ディーエムチェーン協同組合 <ｿｯｸｽ・ｽﾎﾟｰﾂ・ﾒﾃﾞｨｶﾙ> ●ｼﾞｮﾝｿﾝ ｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ O ｼｽﾃﾑｽﾞ（旧:池田物産）ｼｰﾄ設計部 <座席 Seat maker>

13 ●カイハラ産業 ●山本化学工業 <ｽﾎﾟｰﾂｳｪｱ 他> ●デルタツーリング 研究開発 <座席 Seat maker>　

14 ●ＮＴＴ物性科学基礎研究所（ﾚｰｻﾞｰ血流計も） ●吉田司㈱＜ｻﾎﾟｰﾀｰ＞ ●アルプス電気(ﾊﾟｿｺﾝ周辺機器 ｷｰ･ﾏｳｽ等)

15 ●島精機製作所　新技術事業 ●コーマ㈱ ●暮らしの手帖(ﾏｯｻｰｼﾞﾁｪｱと手もみ比較)

16 ●グンゼ　繊維研究室（血流Dも） 　　　　　　 ○住友ゴム工業 ●ユニチャ－ム 開発本部 （血流Dも） 　　　

17 ●グンゼ ﾒﾝｽﾞ&ｷｯｽﾞｶﾝﾊﾟﾆｰ 開発 　　　　　 ◎アルケア<医療用具全般ﾞ>（圧血流ｼｽﾃﾑ･21R･血液酸素ﾓﾆﾀも) ●ユニチャ－ム 開発本部　クリニカルテクノロジーセンター　　　

18 ●グンゼ ﾒﾝｽﾞ&ｷｯｽﾞｶﾝﾊﾟﾆｰ 商品企画 　　　　　 ●日本シグマックス　研究開発＜医療メーカー：サ－ポ－タ－＞ ●王子製紙 商品研究所 　

19 ●福助 技術部　　　　　　　 ○ｼﾞｪﾙﾃﾞｯｸ(圧・血流ｾﾝｻ）褥瘡予防具 慶応大形成共同研究　 ●花王 サニタリ－研究所                   

20 ●レナウン 技術部（血流も）　　　　　 ●東光　<医療弾性ストッキング> ●花王 ﾊﾟｰｿﾅﾙﾍﾙｽｹｱ研究所              

21 ●ワコ－ル　人間科学研究所（血流RDも） ●ZALZMANN/Switzerland ●Ｐ＆Ｇ　(柔軟性加工管理/評価）

22 ●厚木ナイロン工業（血流Rも）　 ○リムフィックス　<医療弾性ストッキング> ●Ｐ＆Ｇ　北京（Beijing）

23 ●ルシアン ボディファッション商品開発室　 ○ﾃﾙﾓ・ﾋﾞｰｴｽｴﾇ ●ダイオーペーパーコンパーティング

24 ●エル・ローズ 開発事業部 ●西村器械 （医療機器）   ●ハッソー㈱

25 ●シャルレ <ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝﾒｰｶｰ> ●スリーエムヘルスケア  ●Kimberly-Clark　<USA>

26 ●北陸エステアール組合 ●○ニチバン 製品開発ｾﾝﾀｰ ●Kimberly-Clark　<China>

27 ●ナイガイ　 ●ニチバンメディカル 生産製品開発 ●松下電工 住建総合技術ｾﾝﾀｰ

28 ●トリンプインターナショナル ●○三井化学 高分子材料研究所 ●パナソニック ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ社

29 ●巽繊維工業所 ●ダイヘンテック 福祉機器 (大分大 福祉工学 共同研究）　　   ●三洋電機　技術開発本部　<健康用具チェアマッサージ機　開発/評価>

30 ○岡本㈱　<靴下ﾒｰｶｰ>（圧血ｾﾝｻ･血流Rも） ●東芝青梅 ◎三洋電機　技術開発本部　<福祉医療>（圧血流ｾﾝｻ･加圧ﾁｬﾝﾊﾞ装置)

31 ○Royce Too（USA) ●日本タングステン 研究開発ｾﾝﾀ-(血流RDのみ） ◎パラマウントベッド　開発本部　<福祉医療>（圧血流ｾﾝｻ･加圧ﾁｬﾝﾊﾞ装置)

32 ●ピップフジモト 商品開発 ●小林製薬 製品事業統括 ●トヨフレックス

33 ●㈱山忠 ●大塚製薬 眼科･皮膚科製品(事)(床ずれ治療薬) ●笑田嶋

34 ●モード・ユー　ﾚｷﾞﾝｽ等ﾒｰｶｰ ●鐘淵化学工業　医薬 ●川重防災工業 <防災用具>

35 ●プラスナイロン　ｽﾄｯｷﾝｸﾞﾒｰｶｰ ●東海メディカルプロダクツ ●イチカワ 開発研究所

36 ●松崎マトリクステクノ　編み機ﾒｰｶｰ ●太刀川（株）紳士服（血流も）←新潟県工業技術センタ－推薦により ●本田技術研究所　基礎研究所 （酸素モニタも）

37 ●姫肌美粧  ﾘｷﾞﾝｽ等ﾒｰｶｰ ○菅公学生服 〇ユアサシステム機器

38 ○ウネビ（株） 靴下ﾒｰｶｰ ●北京Aimer（中国） ○ダイキン ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

39 ●竹中繊維 ●ニコン

40 ●ユニバル・キンキ産業 ●信州富士電機 技術部 (ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱﾛｰﾗｰ間隙連続測定）  

41 ●ゴールドフラッグ 企画部

42 ●トラタケ㈱ 〇韓国・R&D Lab.

U sers List 　《●接触圧測定器,○接触圧･血流センサ,◎加圧/血流ｼｽﾃﾑ,○ｽﾄｯｷﾝｸﾞ包帯圧計,他：下腿拡張機A1002、血液酸素ﾓﾆﾀ,ｴﾊﾞﾎﾟﾘ,連続指血圧計各納入リスト》　1992.6～2023/2
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　　　目   的  分          野    使   用   者　
衣服圧・着圧・医療具 包帯・弾性ｽﾄｯｷﾝｸﾞ･心臓ﾈｯﾄ 医学/血管外科（下肢･心臓)・内科・健康科学 東海病院 血管ｾﾝﾀｰ 平井ｾﾝﾀｰ長（前：愛知看護大）、東海大 心臓外科 折井講師、かみいち総合病院 血管外科 戸島院長、

Clothes pressure Blood vessel surgery Medicine,Health science,Internal medicine 浜松医科大 外科 海野講師、山口大 外科 末廣先生、金沢医大･胸部心臓血管外科 秋田教授,社会保険中京病院 葛谷部長

（圧迫療法） 白石心臓血管クリニック 白石理事長,横浜市立大 形成外科 前川教授,ﾏｯﾀｰﾎﾙﾝﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院,埼玉病院生 理検査部門

関西福祉大 看護 佐々木新介助教、近畿大 血管外科 保田講師、麻布十番ﾌﾟﾗｲﾏﾘﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ,

鹿児島純心女子大 看護栄養学部 中野教授,福井大 第2内科 濱野准教授,北里大 高平研究室、岩手保健医療大 土田准教授

札幌医大 理学療法学科 谷口准教授、若葉クリニック（山梨）

血管系　Vascular system 札幌医大 麻酔 渡辺准教授、中部大 生命健康科学 伊藤准教授、東海大 健康科学 沓澤教授 京都学園大 健康医療学部　山田教授

<U.K.>ﾉｯﾃｨﾝｶﾞﾑﾄﾚﾝﾄ大/Nottingham Trent University

柔道整復師 judo therapist 九州医療専門学校 柔道整復師科、帝京平成大 高橋助教、宝塚医療大 森講師、日本工学院 本澤科長、

工学院大 福岡准教授、明治国際医療大学 行田准教授

学会・研究G/講習体験 Study Group 日本静脈学会/弾性ｽﾄｯｷﾝｸﾞ・ｺﾝﾀﾞｸﾀｰ養成委員会、NPO日本ﾘﾝﾊﾟﾄﾞﾚｰﾅｼﾞｽﾄ協会/北九州

ﾒｰｶｰ Makers 日本シグマックス,アルケア,東光,リムフィックス,ピップフジモト,スリーエムヘルスケア,タイコー,ウネビ、ZALZMANN/Switzerland

ﾃﾙﾓ・ﾋﾞｰｴｽｴﾇ,住友ｺﾞﾑ工業

衣服 家政学 繊維学 文化学園大　被服衛生 田村教授/小柴准教授・被服構成 佐藤教授・奈良女子大 生活環境 諸岡教授 ・登倉教授

Clothes, underwear Clothing studies 鳥取大 教育 伊藤教授・富山大 教育 諸岡教授・神戸女大 平田教授・川上教授・高野倉准教授　金城学院大 成瀬教授

日本女大　家政学部 島崎教授・多屋教授・大塚教授、武庫川女子大 被服 天野教授・川西教授 、呉大 社会情報学 藤森教授

奈良教育大 中谷教授・実践女子大 山崎教授、高部教授　滋賀大 與倉准教授・宮崎大 岡村准教授

大妻女大 松山教授・呑山教授･阿部教授、東京家政大 高久教授・お茶の水女子大　生活科学部　長谷部教授

和洋女子大 嶋根教授、山梨県立女子大 斎藤教授、青葉短大 石井教授・芦沢教授,大阪成蹊短大 細長教授 安藤教授

東京都立短大 川端准教授、佐賀大 教育学部 甲斐教授、東北生活文化大 家政科 鈴木教授

静岡大 教育 大村教授 ,京都女子大 岡部教授、安田女子大 楠教授、京都府立大 生活デザイン 泉准教授

昭和女子大 生活環境学 猪又教授,岩手県大 盛岡短大部 菊池准教授,和歌山大 教育 今村講師

京都文教短大 銭谷教授．尚絅女学院短大 久慈准教授・徳島大 総合科学 阿倍准教授・山野美容芸術短大 渡辺教授

福井大 教育人間科学 服部教授・兵庫教育大 潮田講師 ､新潟女子短大 菅井教授、神戸大 井上准教授

信州大 感性工学 細谷准教授/上條准教授/堀場助教/繊維ｼｽﾃﾑ 西松教授/繊維機能 河村講師

共立女子大 丸田教授、熊本大 雙田教授、信州大 教育三野教授、神奈川大 建築学科 傳法谷助教

福岡教育大 長山教授、福岡女子大 人間環境学部 深沢講師、大阪教育大 山田准教授

<韓国Korea> 円光大,嶺南大,慶照大,慶北大,忠南国立大,忠北国立大,漢陽大,忠北国立大,安東大,INHA大,仁川大

<中国China> 閩江学院服装学科 (福建省),東華大学服飾学院（上海）,蘇州大（江蘇省）,浙江理工大服装学院,西安工程大学,徳州大学

<台湾Taiwan> 国立屏東科技大  邱魏副教授

Fiber maker 繊維・装置メーカー ユニチカリサ－チラボ，帝人，旭化成，東洋紡，クラボウ，東レ，東レ･オペロンテックス，三井化学，島精機製作所，ユアサシステム機器

Sporting goods / Apparel manufacturer スポーツ用品・アパレルメーカー　研究開発 アシックス,グンゼ,福助,レナウン,デサント,アディダス,ミズノ,アツギ,ナイガイ,トリンプ,モード・ユー,太刀川,姫肌美粧,菅公学生服

ファンデーション　靴下 家政学（被服） 奈良女子大 生活環境  登倉教授・倉敷市立短大 佐藤教授

Underwear　Socks ﾒｰｶｰ maker ワコール・グンゼ アパレル(事)・グンゼ 研究開発部・福助・レナウン・ルシアン・アツギ・エルローズ ・シャルレ・ゴールドフラッグ

スポーツ Sports トリンプ・岡本㈱・Royce Too(USA)・北陸エステアール・山忠・竹中繊維・巽繊維工業所・トラタケ 他

An examination 製品調査・試験・研究 国民生活ｾﾝﾀ－、兵庫県立生活科学研究所、都立産業技術研究センター、あいち産業科学技術総合ｾﾝﾀｰ

大阪府立産業技術総合研究所、石川県工業試験場、奈良県工業技術ｾﾝﾀｰ、富山県工業技術ｾﾝﾀｰ、福井県工業技術ｾﾝﾀｰ

自転車競技連盟  <スイス>EMPA 科学技術研究

感性工学 信州大 感性工学 細谷准教授、信州大 感性工学 上條准教授、信州大 感性工学 堀場助教

Sensitivity engineering 信州大 繊維機械科 中沢教授

流通 消費科学研究所（大丸）

靴　Shoes 家政学 繊維学 Clothing studies 文化学園大　被服衛生 岩崎教授、昭和女子大 生活環境学 角田教授

Public research institute 公共研究所 東京都立皮革技術センター

衣服評価 人体ダミ－評価 文化学園大 田村教授、鳥取大 教育 伊藤教授、慶応大 理工学部 山崎教授、ワコール (人間生活工学研究ｾﾝﾀｰ 感覚計測ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）

Examination evaluation of clothes 製品テストExaminations 独）国民生活センター、独）製品評価技術基盤機構　生活･福祉技術ｾﾝﾀｰ

支援補助・ﾊﾟﾜｰｱｼｽﾄ 研究 Research 信州大 繊維学部 機械・ﾛﾎﾞｯﾄ学科 橋本・塚原研究室

Support/auxiliary equipment メーカー Maker トヨフレックス、ユアサシステム機器、イチカワ 開発研究所、本田技術研究所　基礎研究所、川重防災工業

褥そう 布団・ベット・車椅子 家政学Clothing studies 奈良女大 生活環境学部 磯田教授、京都教育大　教育学　杉本教授・文化学園大 被服衛生 田村教授

(床ずれ) The bedding / a chair 医学、保健学、看護学 佐賀大学 医学部 松尾准教授、九州大学 医療短大 大池教授、三重県立看護大 斉藤教授、三重県立看護短大 吉井講師・信州大 医療 楊箸助教授

Pressure ulcer Science of nursing 岩手県立大 武田教授、広島県保健福祉大 看護学 杉本講師、岡山県大 看護 高井教授・神戸市看護大 基礎看護 山下助手

Pressure sore 福井県大 基礎看護 福田教授、滋賀県大 看護学部 豊田教授、滋賀県大 看護短大学部 北村准教授、武庫川女子大 看護 中島助教

Bed sore 大阪大大学院 医学系保健学 春名教授、広島大 保健学科　片岡教授、東京医科歯科大 叶谷先生、岡山大 深井教授

Plastic surgery 医学 形成外科 埼玉医科大 形成外科 市岡准教授

Rehabilitation ﾘﾊﾋﾞﾘ 佐賀大学 医学部 松尾准教授、秋田大 作業療法 金城准教授、神奈川県保健福祉大 ﾘﾊﾋﾞﾘ 作業療法小林准教授

 Engineering 工学 福祉工学 静岡大 庭山准教授

Public research institute 公共研究所・試験場 福井工業技術センター・奈良工業技術センター・福岡工業技術ｾﾝﾀｰ・島根工業技術ｾﾝﾀｰ・和歌山工業技術センター

Medicine maker 薬品メーカー（皮膚） 大塚製薬 眼科・皮膚科製品事業部

体圧 A chair / seat sheet 福祉・看護学 大分大 福祉工学 池内准教授、岡山理科大 福祉ｼｽﾃﾑ 松浦岡准教授、佐賀大学 医学部 松尾准教授、

Body pressure A healthy machinery maker 健康・医療ﾒｰｶｰ 三洋電機 技術開発本部、パラマウントベッド 開発部

A seat sheet maker 座席シートメーカー 日本発条・ﾃﾞﾙﾀﾂ-ﾘﾝｸﾞ･ＴＳﾃｯｸ (旧 東京ｼ-ﾄ)・ｼﾞｮﾝｿﾝ ｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ O ｼｽﾃﾑｽﾞ （旧:池田物産）

A car manufacturer 車メーカー 三菱自動車・マツダ・ヤマハ発動機・本田技術研究所・本田技研工業

A chair maker 椅子 コクヨ、イトーキ

A public research institute 公共研究所・試験場 大阪府産業技術総合研究所・島根県産業技術ｾﾝﾀｰ・広島県東部工業技術ｾﾝﾀｰ・福岡県工業技術ｾﾝﾀｰ

A study of the softness クッション特性 信州大 繊維学部 繊維ｼｽﾃﾑ 西松教授・感性工学 堀場准教授

発泡材加工Cushioning プレス加工管理 ＴＳテック 国内外工場

シートベルト（妊婦）Seat belt 看護学　Midwifery studies 大阪大 看護学 大橋教授

ベット・布団 福祉保健・ﾘﾊﾋﾞﾘRehabilitation 広島保健福祉短大 医学療法 住居助教授・看護学 杉本講師、　神奈川工科大 福祉ｼｽﾃﾑ　西原教授

Bed mattress 家政学Clothing studies 文化学園大 田村教授・和洋女子大 島根教授・実践女子大 山崎教授、奈良女子大 生活環境　磯田教授・安田女子大 楠教授

Public research institute 公共研究所・試験場 大阪府立産業技術総合研究所

Science of nursing 看護学 九州大学 医療短大 大池教授・金沢大 看護 真田教授　岩手県立大学　武田教授、三重県立看護大 斉藤教授

Tool maker 用具メーカー 日本タングステン・ジェルテック

握り･圧迫 福祉・医療用具・看護 理学療法･看護学 広島保健福祉短大 医学療法 大塚教授,神戸大 医学部 保健学科 金子教授,福岡県立大 看護学 佐伯教授 岩手県大 看護 平野講師

Grip pressure Welfare medical care studies Physiotherapy Nursing 横浜市大 野村准教授,群馬県立医療短大 大川先生,宮城大 井口助教,京都学園大 健康医療学部 山田教授,兵庫県立大 看護学部 森本教授

福祉・医療工学 大分大 福祉工学 池内准教授,東京農工大 情報ｺﾐﾆｭｹｰｼｮﾝ工学 藤田教授,九州大 芸術工学部 村木准教授,立命館大 ﾛﾎﾞﾃｨｯｸｽ 牧川教授

大阪医薬大 看護学部  二宮准教授

用具   furniture design 用具研究ﾃﾞｻﾞｲﾝ開発 広島県東部技術ｾﾝﾀｰ 工業ﾃﾞｻﾞｲﾝ　島根県産業技術ｾﾝﾀ- 産業ﾃﾞｻﾞｲﾝ 京都工芸繊維大 情報基盤工学 森本准教授

Underwater exercise 水中運動（加速負荷） 筑波大学 水泳部 野村武男教授

メーカー Tool maker ダイヘンテック、三洋電機 技術開発本部、山屋産業、小林製薬、タイコー

肩の不可 Pressure to a shoulder 生活環境学 神戸女子大　家政学　平田教授・椙山女学園大 生活科学 中保教授・昭和女子大 生活環境学 猪又教授

（リュック、おんぶ紐） 製品調査テスト 国民生活センタ・兵庫県立生活科学研究所、昭和女子大 猪俣教授、コンビ

筋負荷 Load to a line 用具評価 岐阜県生活技術研究所

義肢・筋力（持つ・握り等） 人間工学 大阪教育大 教養学科 人間科学 中迫教授・立命館大 ﾛﾎﾞﾃｯｸｽ 飯田教授 神奈川工科大 福祉ｼｽﾃﾑ　西原教授，磯村教授

リベラル・アーツ liberal arts 桜美林大 ﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂ学郡 心理教育系 山口准教授

An artificial limb 慶応大 人間工学 山崎教授・京都大 情報工学 乾教授・九州大 芸術工学部 村木准教授

Physiotherapy studies 福祉・理学療法 神戸大 保健学科 金子教授・広島保健福祉短大 大塚教授・鹿児島大 吉元教授　京都大 情報工学 乾先生

Development/evaluation of a tool 用具研究開発評価 広島県東部技術センター 電子応用,川重防災工業,島根県産業技術ｾﾝﾀ 産業ﾃﾞｻﾞｲﾝ,奈良工業高等専門学校 早川講師

評価技術研究機構 生活･福祉技術ｾﾝﾀ

妊産婦　圧迫・拘束 看護学 大阪大 看護学 大橋教授、岐阜大 看護学 今田助教、滋賀医科大 母性看護学

機器開発・評価 人間工学 大阪教育大 教養学科 人間科学 中迫教授、立命館大 ﾛﾎﾞﾃｯｸｽ 飯田教授 京都工芸繊維大 情報基盤工学 森本准教授

Machinery development / evaluation Ergonomics 九州大 芸術工学部 村木准教授、時習館高校 小林遥平先生

システム情報学 神戸大大院 システム情報学 中本助教、立命館大 知能情報 満田教授

system informatics 暮らしの手帖(ﾏｯｻｰｼﾞﾁｪｱと手もみ比較)

ﾊﾟｿｺﾝ周辺機器ﾒｰｶｰ アルプス電気

ロボット Robotics ロボット工学 立命館大 ﾛﾎﾞﾃｲｯｸｽ 飯田教授

靴　Shoes 生体機能・解剖学 文化女子大 大学院 中尾教授

家政学 文化女子大 被服衛生 岩崎教授・武庫川女子大 生活環境 川西教授　昭和女子大 角田准教授

健康 Health 用具メーカー Maker 三洋電機　技術開発本部、暮らしの手帖

設備メーカー Maker 松下電工 住建総合技術ｾﾝﾀｰ

スポ－ツ/医学 Exercise physiology 運動生理学・スポーツ（基礎） 神戸女子大　平田教授・日本女子体育大 基礎体力 本間講師、国士舘大 体育 松本教授、岡山県立大 情報工学ｽﾎﾟｰﾂ 辻教授

大阪体育大 ｽﾎﾟｰﾂ科学 石川教授、桐蔭横浜大 ｽﾎﾟｰﾂ科学 星教授

Sports Sports medicine スポーツ医学 九州環境福祉医療専門学校 柔道整復師科、東京医科大 健康増進ｽﾎﾟｰﾂ医学分野 濱岡教授,日本女子大 運動生理学 佐々木准教授

Skating スケート 日本女子体育大 ｽﾎﾟｰﾂﾊﾞｲｵﾒｶ/ｽｹｰﾄ 湯田教授

A study of swimming 水泳（水深加速負荷） 筑波大水泳部 野村武男教授、筑波大体育科学（水泳） 高木英樹准教授、筑波大体育科学 環境生理学 西保教授

A maker メーカー アシックス,ミズノ,ＳＲＩ研究開発（住友ｺﾞﾑ）,モビーディック(ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞｽｰﾂ）,シマノ・ブリヂストンスポーツ,山屋産業,山本化学工業

Adidas AG（Germany),Adidas/Textronics,inc．（USA)、デサント、ドーム/UndeRarmour.co.jp 代理店,DMチェーン協同組合,コーマ㈱,

ゴールドウィン

Sports tool maker 用具・材料・メーカー スリーエムヘルスケア、山本化学工業

感性 Sensitivity engineering 感性工学 京都工芸繊維大 先端ﾌｧｲﾌﾞﾛ科学 森本准教授　信州大 感性工学 細谷准教授手、信州大 感性工学 上條准教授、

Sensitivity 信州大 感性工学 堀場助教

A life article 生活用品 東京ｵﾌﾟﾄﾒﾄﾘｯｸｶﾚｯｼﾞ （ﾒｶﾞﾈ）

医学･医療 外科 Surgery 脳外科Cerebral surgery 整形外科 東京女医大 脳外科 清水准教授,福岡大 整形外科 深水先生,愛知看大 外科系 平井教授,東海大 心臓外科 折井講師、金沢医大心臓外科 秋田教授

Medicine 呼吸器Respiratory tract 東京女子医大 呼吸器外科 清水先生

超音波検査機（ｴｺｰ）Ultrasound examination 大阪大国際医工情報ｾﾝﾀｰ（MEIｾﾝﾀｰ）

医用生体工学Biomedical engineering 立命館大 ﾛﾎﾞﾃｲｯｸｽ 牧川教授

治療機 Treatment device メーカー Maker 西村器械、

その他 研究 Fundamental researches メーカー Maker 鐘淵化学工業、スリーエムヘルスケア、ニチバン、東海メディカルプロダクツ、東芝 青梅、ニチバンメディカル

衛生Hygiene オムツ・衛生用品 メーカー Maker ユニ･チャーム ・王子製紙・Ｐ＆Ｇ （製品開発・研究開発）、Ｐ＆Ｇ 北京（Beijing）・花王・ﾀﾞｲｵｰﾍﾟｰﾊﾟ-ｺﾝﾊﾟｰﾃｲﾝｸﾞ・ﾊｯｿｰ

Diaper/sanitary protection Kimberly-Clark （USA)（China)

美容　Beauty 美容 笑田嶋（ｿﾀﾞｼﾞﾏ）

Clothing studies 家政学 宮崎大 教育 岡村教授

移送機器　Transfer equipment コンベア間隙・接触圧 メーカー Maker 信州富士電機 技術部

食品　Food 研究 Research 神奈川県産総研/食品機能性評価G

エアパック式接触圧計の 目的別利用先　Classification of the use  （機器レンタル、公共施設の利用などのも含む）                                                             　　"22/12

＜機器利用の成果として、文献リスト公開＞
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