出展企業と出展品目（カテゴリー別50音順）
■設備・建材・資材関連
エイ・ディ・エイ［家具、特注家具、照明、資材、備品］
業務用ヒートポンプ給湯協議会［高齢者住宅向け光熱費を削減するヒートポン

■水回り関連
オージー技研［施設向け介護浴槽］
積水ホームテクノ［介護、自立支援設備「wells」］

■病院・診療所・薬局・介護事業
医療介護ウェルグループ／ロマン倶楽部［IT を利用した医療介護人材育成シス
テム「楽ちんシリーズ」］

川商［高齢者向け住宅の管理・運営］
医療法人光誠会［在宅医療（医科・歯科・リハビリ）］
総合メディカル［訪問服薬指導］
医療法人社団高輪会［訪問歯科診療］
つるみ歯科口腔外科クリニック［訪問歯科診療］
日健マネジメント［有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅による土地活用の提案］
日本調剤［訪問服薬指導］
訪問診療ナチュラルケアグループ［在宅療養支援診療所］
南大阪リビング［福祉用具「高反発パフクッション」］

■介護予防機器・サービス関連
エクシング［JOY SOUND FESTA「健康王国」］
サロンオールディーズ［リハビリ型デイサービスの開設支援］
サンオート［施設用電位治療器「スカイウェル」］
マルタカ・パルス［交流磁気治療器「マグスペース」、永久磁気治療器「Vx4シリーズ」］

■業務支援システム関連
NDソフトウェア［ほのぼのmini、サービス付き高齢者向け住宅オプション］
技研商事インターナショナル［介護施設・高齢者住宅運営事業者向け商圏分析シ
ステム
「Market Analyzer介護版」］

「介護サプリ」
シリーズ］
神戸デジタル・ラボ［手書き入力ができるケア記録アプリ
都築電気［KitFit SilverLand］
ワム21［サ高住・住宅型有料老人ホーム専用管理システム］

■見守りシステム関連
岩通販売［高齢者住宅・介護福祉施設向け緊急通報システム］
ケアコム［ケアコールシステム］
タアロアエンジニアリング［無断外出防止マットアンテナシステム、起床セン

■介護施設・高齢者住宅運営サポート関連
［福祉車両の提案］
アイ・ティ・エス（スマイルカーリース）
IMAid［外国人介護士、介護福祉士の紹介事業］
エイジプラス［有料老人ホーム・高齢者住宅の紹介、見守りサービス「きずな生活」］
エス・エム・エス［カイポケ経営支援サービス］
「高齢者施設への入居者紹介」
］
笑美面［「LGBT×介護で人手不足解消」
カシオ計算機［介護コミュニケーションアプリ「Daisy Circle」］
ケアファッション［介護衣料品、ユニバーサルファッション］
在医・介・住推進協会［高齢者施設の運営に役立つ様々な商品・サービス］
ジェイアンドシー［「髪や」訪問理美容サービス］
ニッソーネット福祉の教室ほっと倶楽部［喀痰吸引等研修（介護資格講座）］
日本管理センター［サービス付き高齢者向け住宅・住宅型有料老人ホーム開設支
援・一括借上げ］

ネオキャリア／ナイス介護事業部［介護職専門人材派遣・紹介］
パイオニア［車両管理クラウドシステム］
フィリップス エレクトロニクス ジャパン［音波式電動歯ブラシ「ソニッケアー」］
Hairplanningさんぱつや［訪問理美容サービス］
メディパス［外国人採用・定着支援］

■建築・コンサルティング関連
ストライク［M&A仲介・コンサルティング］
積水ハウス［高齢者住宅・介護施設の企画、建築および出店用地相談］
大和リース［高齢者住宅向け建物と附帯商品］
日本M&Aセンター［医療・介護のM&Aについて］
リチェルカーレ［医療・介護施設の設計］

給システム）］

クリニコ［介護食・栄養補助食品］
タイヘイ［高齢者施設向け食材サービス］
ナリコマエンタープライズ［高齢者向けハイクオリティ食事提供システム］
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」］

■その他

〈週刊高齢者住宅新聞〉
株式会社高齢者住宅新聞社
定期購読・タブロイド判
毎 週 水 曜 日 発 行（ 月 4 回、
20 ページ〜）
年間購読料 20,000 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、システム関連、
金融関連、
自治体 ほか

会場：インテックス大阪までの交通アクセス
〒559‑0034

大阪市住之江区南港北1-5-102

中ふ頭駅より徒歩 約５分
トレードセンター前駅より徒歩 約８分
コスモスクエア駅より徒歩 約９分
社判スペース

ほか

媒体概要
発
行
発行形態

〈月刊エルダリープレス〉
発
行
発行形態

無料

11 12
・

11/

10：00−17：00

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
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

2015in大阪

51講座
地域包括 多職種
介護 行政
ケア
連携
医療 M&A 海外 緩和
運営
看取り 人材
住まい

第一線で活躍する講師51名による
問題解決型セミナー ※プログラムは中面参照

マーケット

ケア

ノウハウ

セミナー
だけじゃ
ない

注目の展示企画

●介護関連／介護施設事業者、
高齢者住宅
事業者、
在宅介護サービス、
ケアマネジャー、
ヘルパー、
介護機器メーカー、
介護コンサルタ
ント など
●医療関連／病院・診療所などの医師、
事務
長、
看護師、
薬剤師、
医療機器メーカー な
ど
●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
●その他／金融関連、
人材サービス、
給食・配
食サービス など

51

住まいと介護・医療を考える

2日間 全

アイサービス［高齢者施設向け食材］
おぎそ［リサイクル高強度磁器食器］
カメイ［カメイケータリングシステム（高齢者向けメニュー付き調理済み食品の供

主な来場者層

入場・聴講

高齢者住宅セミナー

■食事サービス関連

住宅金融支援機構［サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資の紹介］
日本老人ホーム紹介センター［老人ホーム・高齢者住宅の紹介］

高齢者住宅フェア

第7回

講座

プ給湯機（最大 7 割削減）］
グラン［ミネラル水素水ウォーターサーバー］
「カパラグリップ」］
名倉ルーフ［強力滑り止め塗布材「クリアグリップ」
ニチワ電機［リヒートウォーマーキャビネット、再加熱カート］
日進医療器［車椅子「座王シリーズ」］
フランスベッド［超低床フロアーベッド、介護用ベッド、車椅子、介護用品］

サ、着床センサ、エアコンの省エネ］
ジーコム［“会話を超えた”映像型コールシステム「ココヘルパVcam」］
NAKAYO／ナカヨ［高齢者住宅・介護施設向け呼出システム、見守りシステム］
名電通［ナースコール「ナースエコール」］
ユーフォリア［見守り機器「HITOCOCO（ヒトココ）」］

高齢者住宅・施設向け展示
「コスト削減」「人材確保」「ケア負担
軽減」などをテーマに最新の高齢者
住宅向け商品・サービスが集結

高齢者住宅・施設運営居室数ランキングコーナー
高齢者住宅新聞社が独自調査した
全国有力事業者の運営室数ランキ
ングを発表

イギリス・オランダ・カナダ・中国・
台湾・香港・ベトナムでの現地取材
を行った各記者が最新事情を披露

高齢者住宅新聞社

株式会社

事故予防、ケア負担・スタッフのストレス軽
減などに繋がる福祉用具の正しい活用法を
実演を交えながら解説

エルダリープレスコーナー
シニアの快適生活を応援する媒体
「エルダリープレス」を使った入居
募集方法など、活用事例を紹介

記者が説く！海外の介護・医療事情ミニセミナー

主催

福祉用具実演コーナー

介護経営者トークライブ
関西地区で活躍する介護事業所トップ
が「外国人人材活用に賛成？」などの
テーマでトークバトル

〒104‑0061 東京都中央区銀座8‑12‑15

高齢者住宅新聞

TEL.03‑3543‑6852 FAX.03‑3543‑6853 http://www.koureisha-jutaku.com mail:info@koureisha-jutaku.com

検索

A会場

B会場

医療関連

C会場

介護関連

10:40→11:30

10:30→11:20

地域包括ケアの一員を担う看護師に
求められる能力とその育成方法

施設と在宅ケアを融合した
地域づくりの実践と今後の課題

公益社団法人大阪府看護協会
会長

常務理事

月

11
11

会長

日（水）

13:20→14:10

14:40→15:30
看取りのすすめ

〜新たな時代の在宅医療と看護と介護のあり方〜

会長

社長

14:40→15:30

〜社会福祉法人共同事業の実践〜

地域密着型総合ケアセンターきたおおじ
リガーレ暮らしの架け橋グループ本部
代表

16:00→16:50

15:50→16:40

知っておきたい薬剤師による居宅療養管理指導の活用術

認知症の人、家族を支えるために介護・医療ができること

ファーマシィ 在宅推進部

公益社団法人認知症の人と家族の会

主査

〜専門職のみなさんへの期待〜

孫 尚孝

代表理事

高見国生

理事長

B会場

人材・入居促進関連

15:00→15:50

取締役

経営管理部長

我堂佳世

〜関西の入居検討最新事情から〜

一般社団法人日本シニア住宅相談員協会

10:40→11:30

10:30→11:20
在宅医療と介護保険サービスとの連携

月

山川智之

日（木）

〜「暮らし方」
を売り・魅せる工夫〜

ＣＳねっと企画

代表

長嶺堅二郎

ヘルプズ・アンド・カンパニー
代表取締役

メディパス

取締役

事業本部長

小田 弘

西村栄一

〜介護事業所の差別化・価値向上のために今日からできること〜
一般社団法人福祉経営綜合研究所
代表理事

高原浩之

〜2025年を見据え、業界動向、業界再編、海外の状況について徹底分析〜
ＫＰＭＧヘルスケアジャパン
取締役・パートナー

松田 淳

15:40→16:30

15:50→16:40

加算算定要件もこれで楽々クリア
介護スタッフ育成のために事業者に知って欲しいこと

高齢者住宅の囲い込みは是か？否か？

伊藤亜記

ジャーナリスト（元・日本経済新聞編集委員） 浅川澄一氏

ねこの手

代表取締役

〜拠点型サ高住への期待〜

在宅療養支援診療所
院長

土井医院

土井正樹

12:00→12:50

11:50→12:40
グループホームが実践する最新認知症
ケアの実態と、地域への展開

一般社団法人日本エルダーライフ協会
代表理事

柴本美佐代

公益社団法人日本認知症グループホーム協会
副会長

佐々木薫

13:20→14:10

13:10→14:00

グループホームの多機能性を地域貢献に生かす

地域包括ケアシステムにおける在宅医療の役割

〜高齢者サービス競争激化時代に、信頼される事業者として差別化を図る〜
NPO 法人ヒューマン・ワークス
理事長

14:30→15:20
介護業界の将来展望と課題

植田秀一

市民の力を活かした大阪・堺市の介護者
支援事業「さかいお節介士」の可能性

13:10→14:00
報酬減は「事業拡大」で乗り切る！

14:20→15:10
外国人介護スタッフ採用・就業・定着
の秘訣！
！

社長

11:50→12:40

13:00→13:50
入居率がグングンあがる高齢者住宅営業のコツ教えます

エイジプラス

市川史祥

〜行政との良好な関係を築くために事業者が知っておくべきこと〜
会長

〜高齢者住宅を中心に〜

技研商事インターナショナル

実地指導は怖くない

公益社団法人大阪府理学療法士会

医療・介護連携関連

誰も気付かなかったシニア向けビジネス成功のコツ

11:40→12:30
女性が働きやすい
環境づくりへの取り組み

D会場

中垣内吉信

14:40→15:30
潜在介護士に再び働いてもらう
ためには何が必要なのか

因

渡辺克哉

14:30→15:20
〜エンディングノートの活用事例〜

利恵

16:00→16:50
〜福祉用具のプロが語る〜

介護ロボットや福祉用具導入が施設を変える！
福祉用具プランナー研究ネットワーク
代表

医療法人社団日翔会

在宅におけるターミナルケアの取り組み

日本ホームヘルパー協会
会長

〜2016年度診療報酬改定を踏まえて〜
理事長

廣瀬英紀

関西福祉情報センター
代表取締役

城内龍玄

15:50→16:40
言語聴覚士の上手な活用で、
これだけ変わる高齢者ケアの現場

一般社団法人大阪府言語聴覚士会
会長

榎並将志

今まで通りでは生き残れない！選ばれる高齢者住宅に必要なものとは

10:30→11:20

副本部長

笑美面

代表取締役

16:10→17:00

先着順 聴講無料

介護関連

石垣圭史

LGBT雇用を活かした
介護の人材不足解消法

小室貴之

よくわかる！介護業界の商圏調査とデータ分析手法と事例
〜地域ニーズに合致した施設・事業所のコンセプト策定〜

ジェイコムホールディングス

ストライク

執行役員

代表理事

C会場

介護関連

10:20→11:10
これからの介護施設の運営と
介護人材の確保・育成について

12

13:50→14:40

※セミナー内容・講師・時間帯は変更になる場合があります。
予めご了承ください。

A会場

11

楓の風

代表取締役

山田 滋

経営者のための
戦略的M&A活用セミナー

15:50→16:40

中村秀一

受講は先着順（無料）ですので、当日はお早めにご来場下さい。

安全な介護

代表

川合秀治

〜持続可能な安定運営を目指したい通所事業運営者へ〜

（敬称略）

受講方法

公益社団法人大阪老人保健施設協会

一般社団法人医療介護福祉政策研究フォーラム

高齢者住宅セミナー全 51 講座
部長

〜岩手に単身移住、訪問診療の可能性を探って〜
会長

井上智一

12:40→13:30

14:30→15:20

制度改正対応の悩みが無くなる通所介護ビジネス本質戦略

〜社会保障政策を読み解く〜

一般社団法人ＪＯＳ

統括責任者

納賀良一

被災地での challenge

浦野雅司

変革の時

11:30→12:20
どうする？どうなる？これからの有料
老人ホーム・高齢者住宅事業

島根益田がんケアサロン
代表

服部真治

施設で取り組む虐待防止対策

〜患者の立場で分かったこと〜

16:00→16:50
医療・介護

課長補佐

13:10→14:00

業務用ヒートポンプ給湯協議会

山田尋志

厚生労働省老健局総務課

大藪直史

在宅医の訪問診療に同行して

武藤英明

高齢者住宅向け光熱費を削減するヒートポンプ給湯機
（最大7割削減）〜採用事例をもとに紹介〜

〜介護事業者が果たす役割〜

喜馬通博

上田公認会計士事務所

日本管理センター

高橋邦光

10:20→11:10

11:50→12:40

介護経営コンサルタント

人材・入居促進・マーケット関連

新総合事業の現在と今後

喜馬病院

高齢者住宅に併設する
介護保険サービスの実地指導準備

13:20→14:10
50棟1610戸90%超の通年入居率!全国対応の
サブリース会社が語る「サ高住」開発・運営の成功術

14:30→15:20

古濱正彦

理事長

妹尾弘幸

地域包括ケアシステム下における住まいと施設

医療法人光誠会天王寺記念クリニック

〜多職種の負担・リスクの軽減〜

一彦

日本通所ケア研究会

濵田和則

リチェルカーレ

代表取締役

医療法人寿山会

12:00→12:50

13:10→14:00

中村哲生

森

3 年間満室キープ !! 激戦区でも勝ち
残る高齢者住宅運営のコツ

医療設計コンサルから見た
医療と介護のコラボレーション

医療法人南星会

理事長

教授

公益社団法人大阪介護支援専門員協会

南野利久

〜地域包括ケア実現に向けて〜

大阪市立大学

11:50→12:40

在宅医療の観点から見た、地域包括
ケアの理想モデルと実現への課題
事務長

10:30→11:20
医療報酬改定を見据え、医療者が取り組むべきこと

〜泉北ほっとけないネットワークの取り組み〜

介護保険制度改正の影響と
今後の展望

メディカル一光

社長

10:40→11:30

宮島渡（アザレアンさなだ総合施設長）

12:00→12:50
調剤薬局企業のヘルスケア事業と
Ｍ＆Ａ戦略

E会場

医療・介護連携関連

空き家を活用し、高齢者・学生・障がい者の多世代共生へ

社会福祉法人恵仁福祉協会

伊藤ヒロコ

D会場

高齢者住宅企画関連

藤井達也

E会場

岡本弘子

行政・マーケット関連
10:40→11:30

高齢期の居住形態としての
集合住宅とその魅力

京都府立大学大学院生命環境科学研究科
教授

檜谷美恵子

12:00→12:50
医療・介護業界M＆Aの現状
日本Ｍ＆Ａセンター
医療介護支援室長

谷口慎太郎

13:20→14:10
中国の介護福祉の今、そして今後

〜key for successのモデルを現地から探る〜
日中福祉プランニング
代表

王青

14:40→15:30
厚生労働省が考える
高齢者の住まい像と今後の方向性

厚生労働省老健局高齢者支援課
課長補佐

橋口真依

16:00→16:50
大阪府内のサービス付き高齢者向け
住宅の現状と今後の取り組み

大阪府住宅まちづくり部都市居住課
課長補佐

南

孝志

