日 ・

月

27
日

28

入場・セミナー聴講無料

７
時︵２日間共︶

東京ビッグサイト東１ホール

時〜

17

会場

時間
10

高齢者の住まいと介護・医療を考える

高齢者住宅フェア

第11回

来場者2万人! 業界屈指のB to Bイベント
商品・サービスの展示ブース

学ぶ！

高齢者住宅・施設運営に欠かせない最新の
商品・サービスを一堂に展示。

見る！
高齢者住宅セミナー77講座
※在宅医療カレッジ含む

第一線で活躍している講師陣を招きセミ
ナーを開催。入場無料。
介護・医療、政策、認知症ケア、建築・不動産、
人材、法律など幅広いテーマを用意。

東京

2016in

主催者展示コーナー

知る！

経営者に役立つ様々な業界最
新情報を発信。

誰でも入場可
入場登録をしていただければ、どなたで
も入場可能です。 事前に高齢者住宅新聞
社のホームページより「入場登録券」 をプ
リントアウトしていただき、 ご記入のうえ、
ご持参いただくとスムーズに入場できます。

セミナーの聴講方法
自由に参加できます。直接セミナー会場
にお入り下さい。なお、セミナーの席数・
資料には限りがありますので、ご希望のセ
ミナーがありましたら、お早めにお越しく
ださい。

主催 株式会社高齢者住宅新聞社
後援 厚生労働省・国土交通省

東京ビッグサイト
アクセス
電車
りんかい線「国際展示場」駅下車

主催者情報
主な来場者層

徒歩約7分
徒歩約3分

バス
東京駅八重洲口
（豊洲駅経由）約40分
東京駅丸の内南口
（勝どき駅経由）約40分
門前仲町
（豊洲駅経由）約30分

者、高齢者住宅事業者、在
宅 介 護 サービス、ケアマネ

行

発

定期購読・タブロイド判

発行形態

器メーカー、介護コンサルタン

ページ〜）
年間購読料

ト など
■医療関連／病院・診療所な
どの医師、事務長、看護師、

■不動産・建設関連／デベロッ
パー、 不 動 産・管 理 会 社、
建設会社、設計会社、土地
所有者 など
サービス、給食・配食サービ
ス など

2016年

21,000 円（税別・発送料込）

主要読者層
介護事業者（在宅・施設）、医療法人、
社 会 福 祉 法 人、
人材サービス会
社、 給食・配 食
会 社、 不 動産・
建設会社、土地
所有者、設備機
器・建材、シス

■その他 ／ 金 融 関 連、 人 材

〈月刊エルダリープレス〉

株式会社高齢者住宅新聞社

発行形態

毎週水曜日発行（月 4 回、20

薬剤師、医療機器メーカーな

TEL：03-5530-1111

発

ジャー、ヘルパー、介 護 機

ど

社判スペース

〈週刊高齢者住宅新聞〉

■介護関連／介護施設事業

ゆりかもめ「国際展示場正門」駅下車

〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1

媒体概要

テム関連、金融
関連、自 治 体
ほか

行

株式会社高齢者住宅新聞社
定期購読または買い取り・タブ
ロイド判・毎月15日発行

購入（買い取り）料
1 部あたり 50 円（税込・発送料込）
主要読者層（買い取り先）
介護保険施設、有料老人ホーム、グルー
プホーム、高齢
者住宅などの介
護事業者、ケア
マネジャー、福
祉 用 具 事 業 者、
病院、クリニッ
ク、薬局、製薬会
社、医療品卸、地
方自治体、家族・
患者団体、老人
クラブ

ほか

今後のイベント情報

高齢者住宅フェア 高齢者住宅
フォーラム
2016in関西
入場・セミナー
聴講無料

11月9日 ・10日
会場：インテックス大阪３号館

株式会社

高齢者住宅新聞社

TEL.03‑3543‑6852 FAX.03‑3543‑6853

定期開催中

入場事前登録・
有料制

詳細は高齢者住宅新聞
社ホームページで公開

会場：AP 東京八重洲通り
〒104‑0061 東京都中央区銀座8‑12‑15

http://www.koureisha-jutaku.com mail:info@koureisha-jutaku.com

主 催 者 企 画
◦

1
◦

全国トップ550法人を紹介

高齢者住宅新聞が毎年独自に調査したランキングの結果を
公表。業界の勢力図が一目でわかる。

3

本紙記者によるミニセミナー

◦

5大メーカー勢揃い
福祉車両展示コーナー

5

◦

高齢者住宅・施設運営居室数ランキング

2

介護経営者トークライブ

◦

MMB（メディアミックス・バスツアー）
の番組放映

4

海外取材を通して見えたフランスの医療・介護制度、ベト
ナムの人材教育など様々なテーマのミニセミナーをお届けす
る（プログラムは中面参照）。

◦

6

（協力：アイ
・ティ・エス）

介護事業者に人気のある 5 大メーカーの福祉車両を展示。
事業戦略に応じてどのような車両を選ぶべきかの相談や、車
両購入・リースのメリット、デメリットなどをアドバイス。

７月 日水

27

７月 日木

28

12：00

10：20

13：00

12：20

認知症プロアクティブ
ケアアプローチ

サービス付き高齢者向け住宅
最新データ解説コーナー
（協力：サービス付き高齢者向け住宅協会）
整備状況、入居促進におけるポイント、トラブル防止の秘
訣などをデータに基づき展示。開設に際しての相談も可能。

14：00

12：40

15：00

14：40

名古屋フォレストクリニック院長
認知症治療研究会副代表世話人

河野和彦氏

加藤忠相氏

11：50

12：10

16：00

15：00

コウノメソッド 認知症の新しい治療の概念

あおいけあ社長

10：20

MMB とは、紙メディア・テレビ・インターネット・バス
施設見学を連動させた高齢者施設選びのための消費者参加型
企画。主催者ブースでは、これまでのテレビ番組を放映する。

在 宅 医 療 カ レ ッ ジ「ケアを変える」

高齢者住宅フェア・コラボレーション企画
11：00

大手・中小の介護サービス事業経営者がそれぞれの立場か
ら人材問題について徹底討論。

16：30

認知症当事者の視線で創る新しい社会とケアの形
日本認知症ワーキンググループ共同代表 佐藤雅彦氏
エイジング・サポート社長 小川利久氏
医療法人社団悠翔会看護部長／生活を支える看護師の会

渡辺美恵子氏
13：40

14：00

16：00

医薬看介連携で
ポリファーマシーと決別する

急変／入院のリスクを
最小化する予防医学的ケア

身体機能・生活機能を最大化し、
介護の現場を変えるシーティング

医療法人社団至髙会たかせクリニック院長

医療法人社団悠翔会理事長・診療部長

アクセスインターナショナル代表取締役

髙瀬義昌氏

佐々木淳氏

山崎泰広氏

※会場など詳細は中面参照

主な出展企業一覧［カテゴリー別50音順］
■設備・建材・資材関連
アイシム医療器（アルファダック治療器）
カド―／バイテックグローバルエレクトロ
ニクス（水道直結式 加湿器）
ケアフォース（電動ベッド、立位補助器）
サンオート（施設用電位治療器「スカイウェ

ル」SW-9000H）
大建工業（社会福祉施設向け建材）
筑波エンジニアリング（高濃度水素水サーバー
AQURiFY（アクリファイ）、
自動受付機（ITP））
巴商会（スプリンクラー消火設備「ナイアス」）
ニチワ電機（リヒートキャビネットウォーマー・
スチームコンベクションオーブン・再加熱機器）
一般社団法人日本冷凍空調工業会（ヒー
トポンプ給湯機）
ノダ（高齢者施設向け差別化建材、構造躯
体、材工提案）
パラマウントベッド（介護用ベッド）
林電機商会環境事業部（省エネ大賞受賞
の太陽熱利用給湯システム）
パロン（在宅介護用家具、高齢者向け室内
アスレチック）
VIPグローバル（血行促進用管理医療器具）

やさしい手（介護事業、介護保険外サービ

スほか）

■介護予防機器・サービス関連

インターリハ（介護、リハビリ）
エクシング（JOY SOUND FESTA「健康
王国」）

グローバルシステムズ（介護予防、リハビ

リサービス）
ザオバ（リハビリ機器）

サロンオールディーズ（リハビリ型デイサー
ビス開設サポート）
セノー（ニューステップ、ボディリペアⅡ、コー
ドレスバイク）
第一興商（DK ELDER SYSTEM「FREE
DAM」）
日東工器（エアマッサージ器「メドマー」、
携帯型吸引機）

■業務支援システム関連
大塚商会、コクヨ、ブルーオーシャンシ
ステム、ミロク情報サービス、 ルネサン
ス、 ワイズマン（ICT 全般（医療・介護

保険請求、介護記録、介護用品通販、勤怠
シフト管理））
■水回り関連
QLC システム（ADL アセスメントシステム）
システムツー・ワン／ワム 21（介護事
アクア（光明石温泉システム）
業所向け記録＆請求システム（サ高住、
通所、
アマノ（高齢者住宅・施設向け介護浴槽）
訪問、居宅）
、見守りシステム）
オージー技研（施設向け介護浴槽）
ソニービジネスソリューション（ペーパー
小笠原（介護用フリーユニットバス）
酒井医療（入浴装置、
リハビリテーション機器） レスを実現する「デジタルペーパー」）
ジャパンメディカルリンク（次亜塩素酸水 都築電気（介護事業者向け ABM 分析サー
ビス、KitFit SilverLand）
溶液生成装置）
ティーガイア（地域包括ケアシステム、健
スパテクノ（足湯、炭酸泉、水素泉）
ジェー・シー・アイ（高齢者住宅の「洗 康計測ステーション）
面台のかたち」フィンランド コルピネン社製 手
三菱電機ビジネスシステム（介護・福祉
総合 IT ソリューション）
すり付洗面カウンター「ガイウスシリーズ」）

■病院・診療所・薬局・介護事業

■見守りシステム関連

川商グループ（サービス付高齢者住宅）
クラーチ（高齢者向け住宅）
社会福祉法人善光会（高齢者施設）
医療法人社団高輪会（訪問歯科診療）
テン十字接骨鍼灸院グループ（訪問マッ

アイホン（ナースコールシステム「Vi-nurse」、

サージ）

Dental Care（アプリ、訪問歯科）
医療法人社団徳真会グループ（訪問歯科）
医療法人白報会グループ（訪問診療、病

院、総合クリニック、介護施設運営）
ファーマみらい（訪問服薬指導ほか）
医療法人社団福啓会（訪問歯科）
みよの台薬局グループ（在宅訪問服薬指導）
メディカルホットライン（在宅医療）

緊急通報装置）
岩崎通信機（岩通セーフティケアシステム）
インフィック（高齢者生活支援 IoT プラット
フォーム Care Eye）
ASD（見守りセンサー、睡眠モニター）
エー・エス・ブレインズ（一人暮し高齢者
見守り「An･pi 君」）

エコナビスタ～大阪市立大学メディカル
IT ベンチャー～（『ライフリズムナビ＋ Dr.』

～まさかの予兆を見える化する 健康見守り型ク
ラウドサービス機器～）
九州沖通信機（緊急通報装置）
コニカミノルタジャパン（高齢者介護施設

建物建築サービス）
（喀痰吸引等研修）
日本管理センター（高齢者住宅一括借上、 大和ハウス工業（高齢者住宅建築事例の
ヘルパ Vcam」）
ご紹介・ロボット事業のご紹介）
開設総合支援事業）
東精ボックス（人と人の想いをつなぐ見守り ネオキャリアナイス介護事業部（人材サービス） 大和リース（高齢者住宅向け建物と附帯商品）
システム）
NEXT LIFE（サービス付き高齢者向け住 ニコム（木造高齢者施設）
宅特化型ポータルサイト「Sakouju note」）
富士通（くらしを見守る ICT）
船井総合研究所（高齢者住宅・障害者住
宅の立上げコンサルティング、シニアホームケア
平和テクノシステム（ナースコール）
ノアコンツェル（服薬支援システム）
NAKAYO ／ナカヨ（介護施設、高齢者 福祉訪問美容サービス”髪や”ジェイア ビジネス研究会）
住宅向呼び出しシステム）
ンドシー（福祉施設、医療施設、ご自宅へ 北電技術コンサルタント／ HGC 建築設
ニフティ（IOT を活用した見守りサービス「お の訪問理美容サービス）
計事務所（介護施設・高齢者住宅の建築
へやプラス PRO」）
日立アプライアンス（業務用空調機器、 設計コンサルタント）
松本設計（設計事務所が提案する高齢者
■介護施設・高齢者住宅運営サポート関連 業務用エコキュート）
住宅と「Pepper」活用）
本田技研工業（Honda 歩行アシスト）
あいおいニッセイ同和損害保険（介護事 マルタカ・パルス（磁気治療器）
別所浩司建築研究所（高齢者施設の企画・設
業者向けリスクマネジメントサービス）
メドレー（医療介護の求人サイト「ジョブメド 計・開発コンサルティング、土地活用（不動産））
アイ・ティ・エス（スマイルカーリースによる レー」／口コミで探せる、介護施設の検索サ ミサワホーム（高齢者住宅・施設の建築・
福祉車両）
イト「介護のほんね」）
コンサルティング）
IMAid（医療・介護の外国人人材雇用総合 リクルートキャリア HELPMAN JAPAN 三井ホーム（木で造る高齢者住宅建築）
コンサルティング）
（介護業界の人的課題の解決法）
ユーエス計画研究所（医療・介護施設の
アスクル（介護・医療用品の通販カタログ リタ・コーポレーション（ハラール認証の 建築設計・コンサルティング）
除菌・抗菌剤「クリーンシュシュネオ」）
アスクル「メディカル＆ケア」）
リチェルカーレ（医療・介護施設の設計）
アメイジュ／湘南国際アカデミー（人材 レバレジーズ／レバレジーズ・キャリア ■食事サービス関連
（介護人材総合サービス（きらけあ）
、看護人
紹介ほか）
材総合サービス（看護のお仕事））
エーザイ（服薬支援機器）
アイサービス（高齢者施設向け日替わりメ
エス・エム・エス（カイポケ経営支援サービス） ワタキューセイモア、 日清医療食品（リ ニュー冷凍惣菜パック）
オートビジネスサービス（車両管理業務 ネンサプライ、給食業務）
おぎそ（リサイクル高強度磁器食器）
の BPO サービス）
カメイ
（高齢者向けメニュー付調理済み食品
■建築・コンサルティング関連
おとなの学校（おとなの学校メソッド「教科
の供給システム）
書を活用した高齢者向けアクティビティ」）
特定非営利活動法人空家・空地管理セ クリニコ（とろみ調整食品、栄養補助食品等）
オムロンヘルスケア（AED「自動体外式 ンター（空き家管理サービス）
シニアライフクリエイト（高齢者施設向け
除細動器」、自動血圧計「業務用」）
食材供給サービス「特助（とくすけ）くん」、
旭化成ホームズ（高齢者住宅施設建築）
カレア（介護予防事業運営支援、脳トレプロ エム・エム・ピー・ジー総研（高齢者住宅、 高齢者専門宅配弁当「宅配クックワン・ツゥ・
介護施設のコンサルティング）
スリー」）
グラム販売等）
カナダ林産業審議会（COFI）／日本木 太 陽 化 学（ 水 溶 性 食 物 繊 維「サンファイ
QD レーザ（網膜走査型レーザアイウェア）
キョウワアグメント（車椅子用座面昇降器 質トラス協議会（JWTC）（木質トラスを バー」）
（電気不使用）
、移乗機）
使用した高品質・低コストの木造施設）
日清オイリオグループ（ココナッツオイルや
中鎖脂肪酸を含む低栄養、認知症向けの食
独立行政法人住宅金融支援機構（サービ くらし計画（コンサルティング）
ス付き高齢者向け賃貸住宅融資）
クレイズプラン（医療・介護施設 建築設 提案）
ケアレンツ（リハビリ専門職による施設運営 計コンサルタント）
日本医療食研究所／マルコシ（給食委託、
サポート）
シスケア（高齢者住宅施設企画開発・設計・ クックチル、高齢者弁当）
光洋（大人用紙おむつ等）
開発コンサルティング）
ナリコマエンタープライズ（新しい食事提
コンテック
（開業支援）
すがろう
（高齢者施設仲介、不動産売買・仲介） 供システム）
SHIKIEN（舌みがきスムーザー Ｗ1シリーズ） スターコンサルティンググループ（コンサ ビーエムエス（介護施設向け食事トータル
サービス「クックデリ」）
ジュリオインターナショナル ／ SONG ルティングプログラム）
ストライク（M&A 仲介・コンサルティング） フーヅリンク（調理済み食材「クックパック」）
DA グループ（外国人介護人材養成）
“木化” ■その他
セールス・オンデマンド（エアロシールド／ 住友林業（木造施設建築＿ MOCCA
ブルーエアプロ）
の提案）
ソーイングボックス（オーダーメイドユニ 積水化学工業住宅カンパニー（セキス アスカネット（生前遺影写真預かりサービス
フォーム）
イハイム）（減災型、サービス付き高齢者向 「遺影バンク」）
QOL サービス（介護・福祉に関する書籍）
大真（介護スタッフユニフォーム ナノミストバ け住宅「ハーベストメント」）
ス 介護ベルト）
積水ハウス（高齢者住宅・介護施設の企画、 メディア・ケアプラス（医療、福祉関係書籍）
ユニクエスト・オンライン（小さなお葬式）
TESS（足こぎ車いす「Profhand（プロファンド）」） 建築および出店用地相談）
ニッソーネット福祉の教室ほっと倶楽部 大規模木造建築サービスセンター（施設・ 他
向け「ケアサポートソリューション」）

ジーコム（映像型統合コールシステム「ココ

７月 27 日水

高齢者住宅セミナースケジュール（敬称略）

特別会場

特設会場

10：20 ～ 11：10

11：40 ～ 12：30

13：00 ～ 13：50

先着順・聴講無料

14：20 ～ 15：10

地域医療連携推進法人制度創設の
狙いと、
その仕組み

失敗しないためのサ高住経営戦略大公開！

SOMPOケアネクストが目指す介護

～運営効率を最大化する設計から収支モデル、入居促進のツボなど～

厚生労働省医政局医療経営支援課

水野忠幸課長補佐

15：40 ～ 16：30

2018年・21年介護保険制度改正・報酬改定はどうなる？

～ホームで目指す「人生」「再び」～

平成30年度同時改定の動向と
医療機関・介護事業者の対応

一般財団法人サービス付き高齢者向け住宅協会

SOMPO ケアネクスト

公益社団法人日本医師会

淑徳大学総合福祉学部

小早川仁会長

遠藤健社長

鈴木邦彦常任理事

結城康博教授

医療

Ａ会場

10：30 ～ 11：20

～混合介護を含めた議論と併せて～

11：50 ～ 12：40

13：10 ～ 14：00

慢性期医療から見た2025年の
地域包括ケアビジョン

くにもとメディカルグループの医療・看護・介護戦略

高齢者が最期まで安心して暮らせるために

医療が日本を立て直す

～東京進出・海外事業展開を踏まえて～

～在宅・介護領域の看護職が働き続けられる労働環境とは～

～総合生活産業が拓く未来～

今後の医療提供体制と
2016年診療報酬改定

一般社団法人日本慢性期医療協会

くにもとメディカルグループ

公益社団法人日本看護協会

医療法人社団 KNI

公益社団法人全日本病院協会

武久洋三会長

國本正雄代表

坂本すが会長

北原茂実理事長

猪口雄二副会長（中医協委員）

Ｂ会場

介護事業者

10：40 ～ 11：30

12：00 ～ 12：50

14：30 ～ 15：20

13：20 ～ 14：10

築23年でも新築に勝つ。ミサワホームグループの
高齢者事業展開と高齢者住宅リノベーション実例

東京建物グループの地域包括ケア戦略

15：50 ～ 16：40

14：40 ～ 15：30

16：00 ～ 16：50

サービス付き高齢者向け住宅を拠点とした地包括ケアの構築ノウハウ リハデイＶ字回復実現！報酬減に打ち勝つ収益モデル

～日本版 CCRC を目指して～

介護・保育ビジネスの融合と
人材戦略

～ＩｏＴ機器活用と生活支援サービス～

～営業強化・医療連携から学ぶ集客方法～

マザアス

東京建物シニアライフサポート

アゼリーグループ／一般社団法人未来創造研究所

やさしい手 コンサルティング事業本部

QLC プロデュース

吉田肇社長

加藤久利社長

来栖宏二理事長

沢井昌義本部長

村田和男社長

Ｃ会場

介護実務

10：20 ～ 11：10

11：40 ～ 12：30

13：00 ～ 13：50

14：20 ～ 15：10

地域密着型サービス移行でも
生き残る小規模デイの条件

外国人介護人材が珍しくない時代へ

管理者必見！介護職員の負担軽減とモチベーションを高める方法

～受入れに向けた法整備の状況等～

ねこの手

協同組合ネクストステージ・ジャパン 生木大祐代表理事
SONG DAグループ 堀内博昭取締役兼日本代表

伊藤亜記社長

Ｄ会場

マーケット

10：30 ～ 11：20

介護業界の将来展望と課題

11：50 ～ 12：40
～政府系ファンドの[病院・介護]再生請負人が語る～

「成功する経営者」、
「経営改善のポイント」、
「多職種
～2025年を見据えた業界動向・業界再編・海外状況の行方～
参加による事業再生チームの作り方」について
KPMG ヘルスケアジャパン

地域経済活性化支援機構 ヘルスケアチーム

松田淳取締役・パートナー

有村秀幸シニアマネージャー

Ｅ会場

高齢者住宅企画

10：40 ～ 11：30

15：40 ～ 16：30

～「ご利用者の満足」
と
「職員の笑顔」のために～

介護事業所の人事労務トラブル
３つの処方箋

施設における高齢者虐待発生の
要因と、
その対応策

大塚商会（メディケアＩＴ研究会）本部SI統括

社会保険労務士法人三島事務所

安全な介護

杉嵜将茂メディケア SP 担当

三島幹雄代表社員

山田滋代表

13：10 ～ 14：00

14：30 ～ 15：20

15：50 ～ 16：40

明日から始める介護事業の
経営革新

診療報酬・介護報酬に頼らない
新たな予防ビジネスと高齢者の住まい

2018年度医療・介護同時改定を見据えた介護事業者の生き残り戦略

スターコンサルティンググループ

エム・エム・ピー・ジー総研 原田武昌市場開拓室室長
三井ホーム 大坪浩二マネジャー

日本介護ベンチャーコンサルティンググループ

糠谷和弘代表コンサルタント

12：00 ～ 12：50

13：20 ～ 14：10

～中重度化対策と介護保険外サービスの成功事例～
斉藤正行社長

14：40 ～ 15：30

介護報酬減額改定、建設コスト高騰に負けない！
行列のできる満床満笑の高齢者住宅の創り方

認知症ケア、医療連携、看取り…これからの高齢
者住宅に求められる機能・役割とは何か

高齢者施設の光熱費はここまで下げられる

ユーエス計画研究所

繁野民輝介護建築家

16：00 ～ 16：50

～設備見直しで経営力アップ～

高齢者住宅の「勝ち負け」
を決めてい
る要素とは何か？

全国1600戸の実績から見えた、サービス付
き高齢者向け住宅開発・運営成功術

高齢者住まい事業者団体連合会

一般社団法人日本冷凍空調工業会業務用ヒートポンプ給湯器連絡会

キャピタルメディカ

JPMC 日本管理センター

市原俊男代表幹事

北山英博主査

中村健太郎執行役員

池田茂雄シニアハウス事業部長

Ｆ会場

業務改善

11：00 ～ 11：50

13：00 ～ 13：40

14：00 ～ 14：40

介護現場における
ロボット活用の可能性

現場ノウハウ・知識を活かした業務改善手法

15：00 ～ 15：40

16：00 ～ 16：40

比較データに基づく効果的な認知症ケア手法

～ABM（活動原価基準管理）分析で現場業務を「見える化」～

IT機器の有効活用で他施設と差別化 成功事例紹介 「持ち上げない」介護の実践と
～経営効率・入居率・業務効率アップのポイント～
費用対効果の事例紹介

社会福祉法人善光会 介護ロボット研究室

都築電気

ジーコム

ケアフォース

サロンオールディーズ

徳山創室長

尾山和久執行役員

杉原弘祥専務

鈴木理恵マーケティングディレクター

伊藤亘執行役員

Ｇ会場

在宅医療カレッジ

10：20 ～ 12：20

12：40 ～ 14：40

～地域で勝ち抜くための 3 つの条件～

15：00 ～ 16：30

認知症プロアクティブケアアプローチ

コウノメソッド 認知症の新しい治療の概念

認知症当事者の視線で創る 新しい社会とケアの形

あおいけあ

名古屋フォレストクリニック

加藤忠相社長（慶應義塾大学非常勤講師）

河野和彦院長（認知症治療研究会副代表世話人）

日本認知症ワーキンググループ 佐藤雅彦共同代表
エイジング・サポート 小川利久社長
医療法人社団悠翔会 渡辺美恵子看護部長（生活を支える看護師の会）

～介護現場における先手のケアと介護の仕事の再定義～

高齢者住宅新聞記者による 本紙記者が、取材で知り得た様々 11：00 ～ 11：20

～認知症ケアのあり方を変える～

12：00 ～ 12：20

13：00 ～ 13：20

14：00 ～ 14：20

15：00 ～ 15：20

「大都市パリに救急車がたった 15 台！「社会保障費抑制のため『未病ケア』「元ケアスタッフ記者が語る～現場経 「震災から 5 年 福島・宮城の介護 「東南アジア人材は、日本の介護市場の
情報・ノウハウを一挙公開。ここ
が果たすべき役割とは？」
験と取材を通じて得た労務改善手法」 現場が抱える課題」
フランスの医療・介護事情」
救世主となるのか？～ベトナム視察報告～」
（会場：主催者企画コーナー） でしか聞けない話がいっぱいです。 編集部 小林稔子
編集部 小田僚平
編集部 坂本志保
編集部 吉木ちひろ
取締役編集長 西岡一紀

ミニセミナー

７月 28 日木

高齢者住宅セミナースケジュール（敬称略）

特別会場

特設会場

10：20 ～ 11：10

11：40 ～ 12：30

14：15 ～ 16：15

13：00 ～ 13：50

診療報酬改定で変わった在宅医療と
高齢者住宅の関わり

在宅医療カレッジ・シンポジウム

ジャーナリスト

医療法人社団南星会

浅川澄一氏

中村哲生事務長

～多死時代における高齢者住宅の役割～

長谷工グループの
介護・高齢者住宅事業戦略

CCRCは日本で普及するのか

長谷工シニアホールディングス

浦田慶信社長

～米国の現状に学ぶ～

医療

Ａ会場

10：20 ～ 11：10

安心して死を迎えられる場所を

11：30 ～ 12：20

12：40 ～ 13：30

13：50 ～ 14：40

次世代ヘルスケア産業の
創出に向けて

診療所付き老人ホーム、医療型特養、上海での医療連携ホーム

医療介護施設の採用・集客における
インターネットメディア活用法

病院がなくなっても幸せに暮らせる夕張

経済産業省商務情報政策局ヘルスケア産業課

湖山医療福祉グループ 湖山泰成代表
銀座メディカル 高倉鉄夫社長

メドレー

南日本ヘルスリサーチラボ

豊田剛一郎代表取締役医師

森田洋之代表

～湖山グループによる医療・介護ハイブリッド戦略～

藤岡雅美課長補佐

先着順・聴講無料
〈パネリスト・順不同〉
〈座長〉
フリーアナウンサー シルバーウッド
下河原忠道社長
医療法人社団悠翔会 佐々木淳理事長・診療部長
町亞聖氏
ジャーナリスト
浅川澄一氏
ウッディ
木戸恵子社長
社会福祉法人きらくえん 土谷千津子副理事長

15：00 ～ 15：50

16：10 ～ 16：50

地域包括ケアシステムをささえる オランダ式『ビュートゾルフ』が目指す
「最大で最強の地域包括ケア病棟」 『地域看護』への取組

～その医療体制と市民意識の変化を追う～

地域包括ケア病棟協会
仲井培雄会長

ビュートゾルフ柏

吉江悟看護師／保険師

（医療法人社団和楽仁芳珠記念病院理事長）

Ｂ会場

介護事業者

10：40 ～ 11：30

12：00 ～ 12：50

ソニー・ライフケアグループが目指す老人ホーム
～人材採用活動の成功ポイントを中心に～

パソナグループが考える「仕事と介護の両立の
ポイント」と「介護人材不足に向けた取組み」

ゆいま～るが目指す生涯活躍の
コミュニティづくり

パナソニックグループが考える
今後の高齢者介護と事業展開

自社ケアマネに頼らない営業手法と人材戦略について

ソニー・ライフケア

パソナライフケア

一般社団法人コミュニティネットワーク協会

パナソニックエイジフリー

ケアリッツ・アンド・パートナーズ

出井学社長

髙橋康之社長

近山恵子副会長

森田浩一常務

松田吉時副社長

Ｃ会場

介護実務

10：20 ～ 11：10

13：20 ～ 14：10

11：40 ～ 12：30

14：40 ～ 15：30

13：00 ～ 13：50

高齢者虐待を防ぐ、
組織マネジメント術

介護事業者が取り組んだ『給食改革』の効果

16：00 ～ 16：50
～訪問介護 8年で42拠点のドミナント展開～

14：20 ～ 15：10

15：40 ～ 16：30

～収益改善とケア品質向上～

食と食環境から考える
認知症予防・ケア

高齢者住宅入居時における
法的トラブルの実情とその対応策

学生・求職者からの反響が大きく増える
求人広告・ホームページ作成のポイント

医療法人社団つくし会

アース

金谷栄養研究所

延命法律事務所

リクルートキャリア HELPMAN JAPAN グループ

高浜将之介護事業統括責任者

西山猛司専務

金谷節子所長

宮下京介弁護士

繁内優志リクルーティングアドバイザー

Ｄ会場

マーケット

10：30 ～ 11：20

11：50 ～ 12：40

13：10 ～ 14：00

14：30 ～ 15：20

地域包括ケアシステムの構築と
公的保険外サービスへの期待

公社用地を活用した
高齢者住宅・施設の整備の取り組み

～日本一の高齢者住宅オーナーが語る～

厚生労働省老健局振興課

東京都住宅供給公社少子高齢対策部

加藤康平課長補佐

狩野信夫顧問

Ｅ会場

高齢者住宅企画

10：40 ～ 11：30

15：50 ～ 16：40

投資対象として見た日本のヘルスケア施設の魅力と今後の投資戦略

次期介護保険制度改正と、
事業者が目指すべき方向性

中国の最新介護・医療・高齢者住宅
マーケット動向

ヒューリック シニアビジネス開発部

服部メディカル研究所

日中福祉プランニング

森田翔プロジェクトマネジャー

服部万里子所長

王青代表

12：00 ～ 12：50

13：20 ～ 14：10

14：40 ～ 15：30

16：00 ～ 16：50

CCRC『シェア金沢』に見る、多世代共
生コミュニティ成功のカギ

東京都のサービス付き高齢者向け住
宅に対する取り組み

急増する空家問題解決の処方箋

建築費高騰にも対応可能
木造高齢者住宅のススメ

高齢者と障がい者の複合施設事例

社会福祉法人佛子園

東京都福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課

NPO 法人空家・空地管理センター

ニコム 設計室

船井総研 住宅・不動産支援部土地活用チーム

雄谷良成理事長

坂田早苗課長

上田真一代表理事

藤嶋三也次長

鈴木精一チームリーダー

Ｆ会場

業務改善

11：00 ～ 11：40

売上に直結する人材採用戦略

12：00 ～ 12：40

13：00 ～ 13：40

14：00 ～ 14：40

15：00 ～ 15：40

16：00 ～ 16：40

（仮）住宅金融支援機構のサービス付き
高齢者向け賃貸住宅融資について

薬剤に頼り過ぎない排便ケアの重要性

高齢者施設での一次救命

2018年医療・介護ダブル改定への対策

～介護・医療現場から見えてきたこと～

～固有の問題と予防～

～業務改善・人材定着・利益UPのコツ～

～採用難を乗り切る仕組みと仕掛け～

経営者のための
戦略的M＆A活用法

ナイス介護（ネオキャリア 事業企画部部長）／バリューラボ

ストライク

独立行政法人住宅金融支援機構 まちづくり推進部

太陽化学

オムロンヘルスケア AED 営業部

エス・エム・エス 介護経営支援事業部

前田佳由代表取締役

石垣圭史執行役員

西村尚久推進役

担当者未定

中村勝行マネージャー

星野公輔介護経営コンサルタント

Ｇ会場

在宅医療カレッジ

10：20 ～ 11：50

12：10 ～ 13：40

14：00 ～ 16：00

医薬看介連携でポリファーマシーと決別する
～高齢者ケアのあり方を変える～

急変／入院のリスクを
最小化する予防医学的ケア

身体機能・生活機能を最大化し、
介護の現場を変えるシーティング

医療法人社団至髙会たかせクリニック

医療法人社団悠翔会

アクセスインターナショナル

髙瀬義昌院長

佐々木淳理事長・診療部長

山崎泰広社長

高齢者住宅新聞記者による 本紙記者が、取材で知り得た様々

11：00 ～ 11：20

「新聞記者が施設訪問でチェックする
情報・ノウハウを一挙公開。ここ
7 つのポイント」
（会場：主催者企画コーナー） でしか聞けない話がいっぱいです。 企画開発部 松崎純子

ミニセミナー

12：00 ～ 12：20

「中国高齢者施設の最新情報
～視察ツアーレポート～」
企画開発部

北田万理

※各セミナーの席数・配布資料の数には限りがあります。ご了承下さい。
※講演タイトル、講師、時間等は変更になることがあります。ご了承下さい。

13：00 ～ 13：20

「あなたの施設は大丈夫？
施設の衛生管理最前線」
企画開発部

入野田拓美

14：00 ～ 14：20

「運営コストはまだまだ削れる、
施設の経費削減虎の巻」
編集部兼企画開発部 河野慎太郎

