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介護・高齢者住宅業界クイズ
主催者企画

同時開催

81 講座
パネルディスカッション 6 講座
高齢者住宅セミナー

東京
主催（株）高齢者住宅新聞社
〒104-0061 東京都中央区銀座8-12-15 TEL.03-3543-6852 FAX.03-3543-6853
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弊社初出版となる経営者向け書籍や、著名な業界人
の出版物を販売します。

りんかい線「 国際展示場 」駅下車 徒歩約7分
ゆりかもめ「 国際展示場正門 」駅下車 徒歩約3分
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シニア作品展

全国の高齢者施設などから寄せられた高齢者自慢の
絵画・書・手芸品などの作品を紹介します。

新 規 購 読 キャンペーン
主催者ブースでは「高齢者住宅新聞」と「エルダ
リープレス シニアライフ版」のご購読申込みを
受け付けています。会期中にお申込みいただい
た方に限り、魅力ある特典がつきますので、この
機会にぜひご購読ください。

昨年新たに創刊した「エルダリープレス〜シニアライフ版
〜」は有料老人ホームや高齢者住宅にお住まいの入居者や
介護サービスを利用する在宅高齢者、
さらには自立高齢者や
その家族向けに、金融、相続、趣味、旅行、医療・介護など生活
に役立つ情報を発信しています。施設運営会社や介護事業
者、
または高齢者を顧客とする事業者が一括購入し、情報紙
として入居者・利用者に配布していただいています。個人の方
でも年間申込みが可能です。

高齢者住宅新聞《媒体概要》

エルダリープレス《媒体概要》

■発
行 （株）高齢者住宅新聞社
■発 行 形 態 定期購読・タブロイド版
毎週水曜日発行
（月4回、各20ページ〜）
■年間購読料 20,000円（税別・発送料込）
■主要読者層
施設運営会社、介護サービス会社、医療
法人、社会福祉法人、人材サービス、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

■発
行 （株）高齢者住宅新聞社
■発 行 形 態 定期購読または買い取り・
タブロイド版・毎月15日発行
■購入（買い取り）料
1部あたり50円（申込は50部から（送料・税込））
■主要購入層
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、病
院、ケアマネジャー、家族・患者団体、
クリ
ニック、薬局、福祉用具事業者、地方自治体、
製薬会社、医療品卸、老人クラブ ほか

有明パークビル
東京ベイ有明ワシントンホテル

有明客船
ターミナル

東京ビッグサイト

東京都江東区有明3-11-1

テレコムセンター

〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1

「高齢者住宅新聞」は、介護・医療・住まいの専門紙として、
「高齢者の住まいと介護・医療連携のあり方」について、制度
情報や業界の最新動向だけでなく、経営に必要な法律・金融
などのさまざまな知識・ノウハウを提供しています。介護事業
者、医療機関、高齢者住宅建築を検討している土地所有者を
はじめ、建設会社、各種機器メーカー、人材サービス会社、給
食会社、金融機関など高齢者住宅に携わるあらゆる企業の羅
針盤としての役割を果たしています。
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主催者が発行している媒体

電車

大

主催者企画

介護・医療関連書籍販売会

東京ビッグサイト アクセス

新

介護保険制度や報酬改定、業界の動きといった基礎知識から、知る人
ぞ知るマニアックな業界知識までを〇×式クイズで出題。来場者・出
展者など誰でも飛び入り参加が可能で上位入賞者には豪華景品も。

検索

高齢者住宅新聞

谷

など業界関係者注目の話題について赤裸々に語る。気になる
“あの事業者”の事業戦略も見える業界人必須のイベント。

（日時：7月14日、15：30〜16：20）

（日時：7月15日、16：20〜17：00）

時間：10：00〜17：00（2日間共）

渋

高齢者住宅新聞が毎年、独自で調査をしてい
る
「高齢者住宅・施設運営居室数ランキング全
国トップ500法人（2014年版）」のパネル展示。
業界の勢力分布が一目でわかる。

・中小
介護経営者30人トークイベント 在宅サービスや居住系サービスなど様々な分野から大手
企業のトップ30名（予定）が一堂に会し、
「総合事業を手掛ける
「処遇改善はどうするか」
「外国人人材の受入れに賛成か」
「2025年までのわが社の戦略」か」

場所：東京ビッグサイト西3・4ホール

2015in

（主催者ブースにて）

高齢者住宅・施設運営居室数ランキング
全国トップ500法人一挙紹介
主催者企画

ご招待状

火
○
・

催者企画
主催者企画 1 完全網羅
！
！業界の勢力図

TEL.03-5530-1111

2015年 他会場の開催予定
金
木・
10月1日○
2日○

入場事前登録・有料制

高齢者住宅セミナー２０１5in名古屋
■会場／TKP名古屋栄カンファレンスセンター■セミナー数／12講座（各60分・予定）

水・12日○
木
11月11日○

入場・セミナー聴講無料

高齢者住宅フェア２０１5in 大阪

同時開催

高齢者住宅セミナー50講座（予定）■会場／インテックス大阪3号館

2万人が来場する
第10回

イベントについてよくある質問

業界屈指のBtoBイベント
高齢者住宅フェア2015in東京

今回で10回目を迎える
「高齢者住宅フェア」は、高齢者の住まいと介護・医療に関する経営者・管理者層向
けの専門展示会です。来場者は年々増加し、今年は2万人以上を見込んでいます。会場では約200社の出展企
業が新商品や技術・サービスを活用した安心・安全・快適な住まいづくりについて提案し、来場者との情報交
換や商談が行われます。
また同時開催されるセミナーでは、高齢者住宅運営のノウハウや介護・医療事業者が
直面する経営上の様々な問題に対する解決策が学べます。

見る！

知る！

200社の展示ブース

200社以上の出展企業が住宅設備や水回り、介護予
防機器、業務支援・見守りシステム、建築関連、食事
サービスなど高齢者住宅・施設運営に欠かせない
最新の商品・サービスを紹介。経営の効率化、
スタッ
フのケア負担軽減、
コスト削減などに役立ちます。

Ｑ高齢者住宅フェアは誰でも入場できますか
⇒入場登録の上、
どなたでも入場可能です。事前
に高齢者住宅新聞ホームページより
「入場登録
券」をプリントしていただき、
ご記入・ご持参いた
だくとスムーズに入場できます。主な来場者は介
護関係者、医療関係者、不動産・建設関係者などの
経営者・マネジメント層です。

Qセミナーを聴講したいのですが
⇒受け付けを済ませて会場にお越しの方は、自由
に参加できます。直接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、予
めご了承下さい。

学ぶ！

パネル展示 バックナンバー無料配布

主催者ブースでは「高齢者住宅新聞」や「エルダリー
プレス」のバックナンバーを無料配布。パネル展示
では過去の特集記事や海外の介護マーケットなど
について紹介しています。また、介護経営者による
トークイベントやクイズ大会も実施します。

高齢者住宅セミナー81講座
パネルディスカッション 6講座

介護・医療、認知症ケア、在宅医療、建築・不動産、設
備、人材、海外マーケット、M＆Aなど、業界の第一線
で活躍する講師を招き、2日間で81講座開催します。
介護業界の最新のトレンドが掴めます。
また特別会
場では総合事業や特定施設、特養、訪問介護、デイ
サービス、福祉用具といった介護サービスごとに介
護報酬改定が与える影響や経営方針について議論
するパネルディスカッション6講座が行われます。

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

アマノ
（高齢者住宅・施設向け介護浴槽）
オージー技研（施設向け介護浴槽）
小笠原（介護用フリーユニットバス）
酒井医療（入浴機器、
リハビリテーション機器）
ジェー・シー・アイ
（高齢者住宅の「洗面台の
かたち」フィンランド コルピネン社 手すり
付洗面台ほか）
積水ホームテクノ
（介護、
自立支援設備
「wells」
）
メトス
（介護浴槽「個粋（こいき）
」）

CEK/新日鉄住金ソリューションズ（訪問看
護・介 護 事 業 者 向 け 業 務 支 援 システム
Careluxl「ケアラクスル」）
信興テクノミスト
（介護業務支援システム
ささえ愛の和）
都築電気（KitFit SilverLand）
ビジテラス
（「パッと送迎君」
（通所系介護サ
ービス向け・送迎表組即時作成システム）未
収予防決済システム）
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）
メディケアIT研究会〔大塚商会、
ミロク情報サ
ービス、
ワイズマン、
ブルーオーシャンシステ
ム〕
（介護請求システム、勤怠シフト管理、介
護用品通販、IT関連）
モアソフト
（高齢者施設・医療介護施設向け
コミュニケーションツール「スマート・スタッ
フコール」
「介護事業支援パッケージ」）

I&C（人に寄り添う、洗面台「LAP（電動昇降
洗面台）
」）
アイシム医療器（アルファダック治療器）
アイホー（再加熱調理機（冷却機能付）
「ホッ
トクッカー」）
アクア・プラン
（節水の提案）
アロマスター（アロマディフューザー、昼用ア
ロマオイル、夜用アロマオイル）
病院・診療所・薬局・介護事業
イナバインターナショナル
（介護施設用家具）
ウッドワン
（内装建材・建築）
川商グループ（サービス付き高齢者住宅向
永大産業（シニア施設向け内装建材・水ま
けの運営「ハートランド」）
わり
「セーフケアプラス」）
クオール（クオール薬局アプリ紹介、ほか）
エイ・ディ・エイ
（ヨーロッパを中心とした家
ストーン・フィールド
（訪問服薬指導）
具、照明、資材、備品）
医療法人社団 高輪会／デンタルクルーズ
カプセル
（鉄を表面修復し空調コストを削減）
（訪問歯科診療）
サトウ
（消臭剤など）
テン十字接骨鍼灸院グループ（訪問マッサ
サンオート
（施設用電位治療器「スカイウェ
ージ）
見守りシステム関連
ルSW-9000H」）
日本生科学研究所（調剤薬局、介護施設、保
シャープ（プラズマクラスター機器による衛
アイホン
（ナースコールシステム
「Vi-nurse」
、
育園運営など包括ケアの実践）
生環境ソリューション）
緊急通報装置）
ファーマみらい（訪問服薬指導）
須賀工業（電解微酸性次亜塩素酸水生成装
岩通販売（高齢者住宅・介護福祉施設向け
訪問診療ネットワーク
（訪問診療）
置「KOGANEI超！おててきれい」）
南大阪リビング
（福祉用具「高反発パフクッション」）
緊急通報システム）
大建工業（福祉施設向け建材）
みよの台薬局グループ
（在宅訪問服薬指導） ASD（見守りセンサー、睡眠モニター）
筑波エンジニアリング
（高濃度水素水サーバ
インフィック
（高齢者見守りシステム
「Care Eye」
）
薬樹（訪問服薬指導）
ー「AQURiFY(アクリファイ)」、自動受付機
エー・エス・ブレインズ（一人暮らし高齢者の
やさしい手（サービス付き高齢者向け住宅及
「ITP」）
安否見守り
「An･pi君」）
び在宅生活支援サービス事業などの紹介）
東レペフ加工品（樹脂製プラスチック床材
九州沖通信機（見守り支援システム「話せる
ユニマットそよ風（介護施設運営事業）
「洗える畳」）
ペンダント Ｑコール」）
早稲田エルダリーヘルス事業団
（短時間型デ
巴商会
（スプリンクラー消火設備
「ナイアス」
）
ジーコム
（“会話を越えた”映像型コールシス
イサービス、
早稲田イーライフ代理店募集）
ニチワ電機（リヒートウォーマーキャビネッ
テム
「ココヘルパVcam」）
）
ト・再加熱カート）
介護予防機器・サービス関連
タアロアエンジニアリング（無断外出防止マ
一般社団法人日本冷凍空調工業会（高齢者住宅
ットアンテナシステム、起床センサ、着床セン
インターリハ（レッドコード、ほか）
向けの燃料費を削減するヒートポンプ給湯機）
エクシング
（JOY SOUND FESTA「健康王国」） サ、エアコンの省エネ）
ノダ（サービス付き高齢者向け住宅・施設向け建材）
竹中エンジニアリング ヘルスケア事業部
グローバルシステムズ（介護予防・リハビリ）
ハウスクリエイト21／コスモプロジェクト／
ザオバ（油圧マシン「デーア」
シリーズ、新商 （生活安心機器、緊急呼出機器）
TTNコーポレーション
（消臭畳「あおば」）
タケモトデンキ
（簡易呼び出しシステム
「コン
品アウトドアマシン）
林電機商会 環境事業部（省エネ大賞受賞
セントコール」）
サロンオールディーズ（リハビリ型デイサー
の太陽熱利用給湯システム）
テクノスジャパン
（見守り介護ロボット
「ケア
ビス開設サポート）
パラマウントベッド（在宅介護用電動ベッ
J-サーキット
（油圧式多機能マシンAll in One） ロボ」、服薬支援機「くすりコール」）
ド 楽匠Zシリーズ）
NAKAYO／ナカヨ
（高齢者住宅、介護施設向
SHIKIEN（口腔ケア用具 舌ブラシ「W-1」シ
日立アプライアンス
（業務用空調機器、業務
けシステム）
リーズ）
用エコキュート）
（あんしん長持ち離床センサ
第一興商
（DK ELDER SYSTEM
「FREE DAM」
） バイオシルバー
VIPグローバル
（血行促進用管理医療器具）
ー 瞬速/aams)
プールリハ（宰都）
（プールでのリハビリ
「水
フランスベッド
（超低床フロアーベッド、介護
平和テクノシステム
（ナースコール「Yuiコー
治運動療法」）
用ベッド、車いす、介護用品）
ルシステム」）
メドー産業（エアマッサージ器「メドマー」）
ミキ
（車いす「BALシリーズ」）
名電通（ナースコール「ナースエコール」）
メルシー
（フットケア機器「DXトレーナー」）
業務支援システム関連
URI（電気料金削減・ガス料金削減）
介護施設・高齢者住宅運営サポート関連
技研商事インターナショナル（介護施設・高
水回り関連
アイ・ティ・エス（スマイルカーリースによる
齢者住宅運営事業者向け商圏分析システム
福祉車両のご提案）
「Market Analyzer介護版」）
アースアンドウォーター（節水によるコスト削
グッドツリー
（介護業務支援サービス
「ケア樹」
） IMAid（外国人医療人材雇用総合コンサル
減のサービス）
ティング）
アクア
（光明石温泉システム）

ストライク
（Ｍ＆Ａ仲介・コンサルティング）
エーザイ
（認知症のサポート）
エス・エム・エス
（カイポケ経営支援サービス）
積水化学工業 住宅カンパニー（減災型、
エフティー（ノロウイルス感染予防マット
「ハイ
サービス付き高齢者向け住宅「ハーベストメ
ジーマット」、
シリコン製の食器蓋「リ・ラップ」）
ント」）
エム・エム・ピー・ジー総研（コンサツティング関連）
積水ハウス
（高齢者住宅・介護施設の企画、
おとなの学校（おとなの学校メソッド「教科
建築および出店用地相談）
書を活用した高齢者向けアクティビティ」）
瀬戸建設（高齢者住宅・施設の建築提案）
カシオ計算機
（スマートフォン向け介護SNS
大規模木造建築サービスセンター（木造化
アプリ
「Daisy Circle」）
建築サービス）
髪や ジェイアンドシー
（訪問理美容サービス）
大和ハウス工業 シルバーエイジ研究所
キャリア・サービス
（外国人介護スタッフ雇用 （高齢者住宅の建築・次世代対応型医療施
の推進、国内外の外国人採用を提案）
設のご提案・ロボット事業)
大和リース
（高齢者住宅向け建物と附帯商品）
グローバルシステムズ（介護予防運動、
リハ
トップメゾン
（デザイン性の高い輸入建材を
ビリプログラム）
使った木造2×4工法による医療・介護施設
ケアファッション
（介護衣料品、ユニバーサル
の設計・施工・コンサルティング）
ファッション）
ニコム
（国内最大級耐火木造施設設計）
一般社団法人高齢者の住まいと暮らしの支
パナホーム
（高齢者住宅、有料老人ホーム、
援センター／エストコーポレーション（高齢
クリニック等の設計、施工）
者の住まいと暮らしの相談、人件費以外のコ
船井総合研究所（高齢者住宅開設コンサル
スト削減・介護施設向けレク）
サンリミックス（空室清掃の新提案「クロス再生」）
ティング及び高齢者住宅研究会の運営、介
スマイル・プラス（レクリエーション介護士、 護施設運営コンサルティング）
介護レク広場）
松本設計（木造高齢者施設の提案）
セノバ／フジパスク
（高齢者施設の企画・運
ミサワホーム（高齢者住宅・施設の建築・コ
営を中心とした総合サポート）
ンサルティング）
大真（介護スタッフユニフォーム、ナノミスト
三井ホーム
（高齢者住宅建築）
バス、介護ベルト）
ユーエス計画研究所（建築設計・コンサルテ
トランスフォーマー（高齢者サポート）
ィング）
日本管理センター（サービス付き高齢者向
リチェルカーレ（医療・介護施設の設計）
け住宅・住宅型有料老人ホーム開設支援・
食事サービス関連
一括借上げ）
Lifull Senior（ネクストグループ）／HOMEʼS（介
アイサービス
（高齢者施設向け食材）
護施設・高齢者住宅検索サイト
「HOMEʼS介護」）
おぎそ
（軽くて割れにくい高強度磁器食器）
ブリッジ・モーション・トゥモロー（「ゆめてれ」 カメイ
（カメイケータリングサービス「高齢者
ソリューション）
向けメニュー付き調理済み食品の供給シス
テム」）
建築・コンサルティング関連
クリニコ
（介護食・栄養補助食品）
カナダ林産業審議会（COFI）／日本木質トラ
シニアライフクリエイト
（高齢者施設向け食
ス協議会（木質トラスを使用した高品質・低
材供給サービス
「特助くん」)
太陽化学（水溶性食物繊維「サンファイバー」）
コストの木造施設）
堂本食品（元気高齢者向けやわらか惣菜
くらし計画（コンサルティング）
シリーズ）
クレイズプラン
（医療・介護施設、建築設計コ 「思いやり堂本便」
ナリコマエンタープライズ（高品質でコンパ
ンサルタント）
現代建築研究所（高齢者住宅の企画、設計、 クトな食事提供システムのご提案）
日本医療食研究所、マルコシ
（クックチル、高
施工、運営、土地活用、
コミュニティ作り）
齢者弁当）
コスモスモア
（高齢者住宅・施設の企画・建
フーヅリンク
（調理済み食材「クックパック」）
築・デザイン）
のぞみ（高齢者施設向け食事サービ）
シスケア
（高齢者住宅施設企画開発・設計・
ビーエムエス（高齢者介護施設の食事トー
開発コンサルティング）
タルサービス
「cook deli（クックデリ」）
新日鐵住金グループ レスコハウス
（高齢者
住宅施設の設計、
施工）
その他
すがろう
（高齢者施設仲介、不動産売買・仲介）
スターコンサルティンググループ（コンサル
ギャラリー四季（絵画レンタル）
ティングプログラム）
ほか
※出展者は追加・変更になる場合があります。

7月14日（火） 高齢者住宅セミナー スケジュール

（敬称略）
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介護関連

介護関連

10:30→11:20

「高齢者住宅における介護報酬改定の影響と
併設介護サービスの実地指導対策のポイント」
〜未曾有の大改正となった平成27年改正の
検証と最大の経営リスク、実地指導の事前準備〜
小濱介護経営事務所

一流企業参入で変わる
ヘルスケアマーケット
湖山医療福祉グループ

〜国交省、厚労省の政策展開の方向性課題〜
（財）高齢者住宅財団

政策・団体関連

高橋紘士理事長

10:20→11:10

地域の病院から
機能分化を考える

ねこの手

伊藤亜記社長

医療関連

10:30→11:20
三井物産のグローバルヘルスケア事業
〜アジアを中心とする新興諸国における
病院事業への参画について〜

三井物産 コンシューマーサービス事業本部
メディカル・ヘルスケア事業第一部 三木雄一郎マネージャー

10:30→11:20

「うたと音楽」ができること

〜健康増進・地域コミュニティ
創出に向けた取り組み〜

医療関連

住み慣れた地域で安心して
暮らせる高齢者向け住宅の姿とは

〜ドミナント形成された施設群に対する
訪問診療・看護の運営モデル〜
医療関連

政策・団体関連

山崎摩耶

11:40→12:30

介護・生活支援・人材関連

サービス付き高齢者向け住宅の
新たな取り組み

〜リハビリ支援と最新機器ロボットの導入事例〜
日本アメニティライフ協会

海外マーケット関連

大都市の在宅看取りを支える
訪問看護と東京版ホーム
ホスピスの試み

ウッディ訪問看護ステーションはーと 木戸恵子社長

政策・団体関連

11:50→12:40

〜「上海礼愛」の立ち上げから
運営までの2年間〜
リエイ海外事業部

介護・生活支援・人材関連

高齢者住宅 制度改正＆
建築費高騰に打ち勝ち
90日満室経営を成功させる方法

スターコンサルティンググループ 糠谷和弘社長

介護・生活支援・人材関連

11:50→12:40

(社)後見の杜

高齢者施設における看取りの推進

〜求められる介護・医療の
チーム体制とは〜
医療法人社団悠翔会

医療関連

佐々木淳理事長

11:30→12:20

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
リチェルカーレ

高橋邦光社長

〜報酬改定、総量規制を乗り切るために〜（仮）

14:20→15:10

2015年介護報酬改定に
対応した介護事業戦略

介護・生活支援・人材関連

政策・団体関連

経営者のための
戦略的M&A活用

高齢者がイキイキと住まうために
〜理学療法士の役割〜
(社)日本理学療法士協会

介護・生活支援・人材関連

13:10→14:00

食べることは生きること

介護・生活支援・人材関連

(社)日本栄養士会

介護・生活支援・人材関連

“自己選択自己決定”方式による
デイサービスの運営システム
〜夢のみずうみ村の実践〜
夢のみずうみ村

介護・生活支援・人材関連

藤原茂代表

13:00→13:50

入居者・家族に好かれる施設・嫌われる
施設〜患者視点だから分かる施設の良し
悪し〜

12:50→13:40

高齢者住宅の設計実績100棟以上の
シスケアが明かす土地オーナーも納得！
高齢者住宅建設の5つの秘訣
シスケア 太田裕之社長

〜医師会の立場から〜

(社)東京都医師会

金融関連

野中博前会長

15:50→16:40

介護施設投資のポイント
「オペレーショナル・アセット投資とは」

14:20→15:10

14:10→15:00

玄海キャピタルマネジメント

介護・生活支援・人材関連

15:40→16:30

介護事業所の勝ち残り戦略

〜マイナス改定後でも勝ち残る
介護事業所の作り方〜
船井総合研究所 沓澤翔太 医療・介護支援部チームリーダー

介護・生活支援・人材関連

15:30→16:20

新たな道を切り開く制度改正・
報酬改定後の新時代型デイサービス

クレイズプラン 堀越正身一級建築士

ほっとステーション 村田和男社長

介護・生活支援・人材関連

14:30→15:20

エムダブルエス日高

介護・生活支援・人材関連

14:30→15:20

〜求められるレク人材の創出〜

(社)日本アクティブコミュニティ協会 伊藤一彦理事

医療関連

14:20→15:10

高齢者の転倒予防の
理念と実践
日本転倒予防学会

医療関連

介護・生活支援・人材関連

〜官民協働・地域連携人材育成を主として〜
日本生科学研究所

青木勇代表取締役

介護・生活支援・人材関連

15:50→16:40
住まいと介護事業者をつなげる安心のしくみ
〜地域包括ケアシステムを確立するための
ICT化への取り組み事例＜コンサルの立場から＞

エム・エム・ピージー総研 相楽行孝
MMPG医療・福祉・介護経営研究所介護サービス研究室長

医療関連

15:40→16:30

認知症デイケアの活動

〜新脳波解析「NAT」の導入〜

武藤芳照理事長

14:10→15:00

軽度認知障害（MCI）
と
認知症の予防について
MCBI

15:50→16:40

地域包括ケアの構築

北嶋史誉社長

介護レクリエーションの現状と課題

島根益田がんケアサロン 納賀良一代表

介護・生活支援・人材関連

大都市・東京で求められる
地域包括ケアシステム

プロが語る建築コスト高騰への
対応とプロジェクトの進め方

迫和子専務理事

13:10→14:00

15:40→16:30

斉藤秀之副会長

日本最大級
次世代型デイサービスの運営

〜高齢者の栄養管理〜

医療関連

~不動産投資との相違点~

セコム医療システム 布施達朗社長

ストライク 石垣圭司執行役員

介護・生活支援・人材関連

14:30→15:20

セコムグループの
医療・介護・高齢者住宅戦略

12:50→13:40

チャーム・ケア・コーポレーション 下村隆彦社長
成田克弘社長
ランドネクサス
山木正幸社長
ほか
司会：高齢者住宅新聞 西岡一紀編集長

さくらケア 荒井信雄社長

イー・ライフ・グループ専務兼nCS社長
柳原圭悟氏

宮内康二代表

11:40→12:30

13:00→13:50

制度改定後も生き残る
デイの条件

玉置哲馬次長

後見を使って不動産を動かす
＋介護における後見人対応
医療関連

13:10→14:00

山本晃弘執行役員

中国での介護事業

國本正雄理事長

10:10→11:00

11:30→12:20

2025年に向けた今後の舵取り

司会：全国訪問介護協議会 荒井信雄会長

優益FPオフィス 佐藤益弘社長

戸塚圭介専務理事

10:20→11:10

医療法人健康会くにもと病院

元衆議院議員・旭川大学客員教授

石井暎禧理事長

10:10→11:00

（社）
日本音楽健康協会

イギリス・デンマークの高齢者
住宅とケア・Aging in Placeと
我が国への示唆

者の住み替え促進・中古住宅市場の改革〜

介護報酬改定を踏まえた
正しい加算取得、収益改善の
ための人材育成手法

介護・生活支援・人材関連

11:50→12:40

高齢者の住み替え促進と本年度予算から
見える賢い自宅の再生〜国交省が描く高齢

社会医療法人財団石心会

介護・生活支援・人材関連

政策・団体関連

ケアウイング／ピースクルーズ／vivifala／若武者ケア

15:10→16:40

パネルディスカッション【特定施設】 ゆうあいホールディングス
介護関連

12:20→13:50

中小・中堅訪問介護事業者の生き残り戦略（仮）

品川区福祉部高齢者福祉課 永尾文子課長ほか3自治体予定 司会：淑徳大学 結城康博教授

地域包括ケアシステムと高齢者の住まい

厚生労働省老健局認知症・虐待防止対策推進室
水谷忠由室長

パネルディスカッション
【訪問介護】

予防給付からのサービス移行 自治体の対応策（仮）
10:30→11:20

湖山泰成代表

介護関連

13:50→14:40

〜医療・介護の関係者に期待するもの〜

介護関連

10:20→11:50

パネルディスカッション
【地域支援事業】
政策・団体関連

政策・団体関連

認知症に関する新たな戦略について

〜医療法人・介護事業者の今後の取り組み方〜

小濱道博代表

介護関連

11:50→12:40

先着順 聴講無料

内田和彦社長

くどうちあき脳神経外科クリニック 工藤千秋院長

医療関連

15:30→16:20

医療・介護事業所の経営改善に向けた
取り組み〜地域経済活性化支援機構による医療
介護の事業再生について〜

地域経済活性化支援機構 有村秀幸シニアマネジャー

■受講方法：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。各会場開始時間が異なりますのでご注意下さい。セミナー定員は特別会場①・②が200名、A〜G会場が100名です。※セミナーの内容・講師・時間等は変更になる場合がございます。※セミナーで配布する資料には限りがございます。予めご了承ください。※会場内での撮影・録音等は禁止です。絶対におやめ下さい。

7月15日（水） 高齢者住宅セミナー スケジュール

（敬称略）
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医療介護連携関連

政策・団体関連

10:30→11:20

地域包括ケアシステムと
高齢者住宅の役割

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
橋口真依課長補佐

メディヴァ 大石佳能子社長

介護関連

11:50→12:40

パネルディスカッション
【特養】

有料老人ホーム・サービス付き
高齢者向け住宅の介護報酬改定を
踏まえた生き残り戦略

高齢者住まい事業者団体連合会 長田洋事務局長

政策・団体関連

10:20→11:10

東京都のサービス付き
高齢者向け住宅に対する取組
東京都福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課
坂田早苗課長

介護・生活支援・人材関連

10:10→11:00

人材不足の介護現場に
海外人材を活用するメリット

政策・団体関連

医療政策の方向性を踏まえた戦略的病院
経営〜病床機能報告制度と地域医療ビジョン、

地域包括ケア、次期診療報酬改定を見据え〜

千葉大学医学部附属病院 井上貴裕 病院長企画室長・病院長補佐・特任教授

政策・団体関連

10:30→11:20

「スクール形式」
で勝ち残る
デイサービス〜自立支援を促す
運営ノウハウ〜

おとなの学校

介護・生活支援・人材関連

大浦敬子社長

10:30→11:20

建設費高騰の中で
選ばれるサ高住のつくりかた
シルバーウッド 関根守営業部長

介護・生活支援・人材関連

10:20→11:10

ワタミが始める
「健康・介護・
食事相談サービス」〜看護師らが
地域の資源つなぐ〜

Ko-next（コネクト）事業部

介護・生活支援・人材関連

ワタミの介護
小西ゆかり部長

10:10→11:00

新しい総合事業と介護予防
東京都健康長寿医療センター
高齢者健康増進事業支援室 大渕修一室長

11:40→12:30

「拠点型サ高住」は究極の終の
住処か？〜国交省モデルに
水を差す厚労省の報酬改定〜

ジャーナリスト（前日本経済新聞編集委員）浅川澄一氏

介護・生活支援・人材関連

11:30→12:20

高齢化社会での一般賃貸住宅の
活用法〜ローコストで高齢者住宅へ

転換し、入居促進〜

まごころライフ 穂満光男社長

介護・生活支援・人材関連

11:50→12:40

やさしい手

介護・生活支援・人材関連

香取幹社長

11:50→12:40

業界再編幕開けへ
介護業界M&Aの実態
介護・生活支援・人材関連

11:50→12:40

光熱費を7割削減可能な設備とは
〜実際の導入事例を基に紹介〜

（社）
日本冷凍空調工業会
業務用ヒートポンプ給湯機連絡会 西岡康主査

医療関連

11:40→12:30

在宅強化型施設・強化型
デイケアへの移行〜老健として
生き残るために〜

（社）全国老人保健施設協会

医療関連

12:20→13:50

東憲太郎会長

11:30→12:20

保険外サービスのススメ

〜法改正に戸惑うのがイヤな貴方へ〜
(社)訪問看護支援協会

政策・団体関連

13:10→14:00

2018年医療・介護同時改定を見据えた
介護事業者のとるべき事業戦略

〜介護事業者の事業戦略と介事連による事業所支援体制について〜
（社）
日本介護事業連合会

政策・団体関連

斉藤正行専務理事

13:00→13:50

正しい福祉用具の活用で認知症高齢者の
生活支援とリスクマネジメント
国際医療福祉大学大学院 福祉支援工学分野 東畠弘子准教授
福祉用具プランナー研究ネットワーク 廣瀬英紀代表

介護・生活支援・人材関連

12:50→13:40

介護需要はどこにある！？
「よくわかるデータに基づく
商圏分析の手法と事例」

髙丸慶代表理事

14:10→15:00

報酬改定を乗り越える特養の経営戦略
〜2025年を見据えて〜

（社）全国老人福祉施設協議会

医療関連

介護・生活支援・人材関連

13:10→14:00

カイロス・アンド・カンパニー 高橋正社長

介護・生活支援・人材関連

13:10→14:00
41棟1344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
日本管理センター 武藤英明社長

医療関連

13:00→13:50

訪問看護の制度改定と
運営のコツ
Life On Vital Element Inc

医療関連

国際医療福祉大学大学院

政策・団体関連

どうすれば施設での看取りは
可能となるのか？
医療法人ゆうの森

永井康徳理事長

高橋泰教授

14:30→15:20

介護関連

15:30→16:40

パネルディスカッション
【福祉用具】
福祉用具の適合が施設スタッフの業務効率を向上させる（仮）
国際医療福祉大学大学院 福祉支援工学分野 東畠弘子准教授
福祉用具プランナー研究ネットワーク
廣瀬英紀代表
NPO法人とちぎノーマライゼーション研究会
伊藤勝規理事 ほか

医療介護連携関連

15:40→16:30

住み慣れた地域で暮らし続けるために

〜訪問看護と暮らしの保健室の取り組みから〜
ケアーズ白十字訪問看護ステーション 暮らしの保健室
秋山正子統括所長

介護・生活支援・人材関連

15:50→16:40

これから求められるケアマネジャーの
地域同行型研修について

ベトナムにおける介護・福祉人材養成の
現状と、日本での上手な活用法

(社)日本ケアマネジメント学会 白木裕子理事

社会福祉法人青森社会福祉振興団
中山辰巳専務理事

〜介護人材の育成の推進を踏まえて〜

政策・団体関連

14:20→15:10

介護支援のための「ケアラーズカフェ」
「認知症カフェ」の作り方

法律関連

15:40→16:30

高齢者施設・医療機関における
事故の予防と解決

NPO法人介護者サポートネットワークセンター・アラジン
牧野史子理事長

介護・生活支援・人材関連

14:10→15:00

介護人材不足期の
外国人人材の活用について
アゼリーグループ

介護・生活支援・人材関連

ALBA法律事務所

海外マーケット関連

15:30→16:20

中国福祉の最新動向と今後

来栖宏二代表

14:30→15:20

高橋斉久弁護士

日中福祉プランニング

金融関連

王青代表

15:50→16:40

入居者と職員がドンドン集まる
高齢者住宅の作り方

ヘルスケアリートの
現状と今後の展望について

ユーエス計画研究所 繁野民輝社長・介護建築家

ヘルスケアアセットマネジメント 吉岡靖二社長

介護・生活支援・人材関連

14:30→15:20

包括ケアを対話でつなぐ
〜カフェ型コミュニティーが
介護の未来をつくる〜

未来をつくるkaigoカフェ 髙瀬比左子代表

医療関連

14:20→15:10

今後の在宅医療と薬局及び
高齢者施設の方向性について

多江和晃社長

12:50→13:40

14:20→15:10

人口減少社会における
我が国の医療社会の現状

技研商事インターナショナル 市川史祥副本部長

在宅ホスピスの社会性と
持続可能モデルの構築

日本M&Aセンター 谷口慎太郎医療介護支援室長

政策・団体関連

（社）高齢者の住まいと暮らしの支援センター
安藤滉邦副理事長

2025年を見据えたデイサービスの将来像を読み解く
〜デイの果たすべき役割と事業戦略〜

社会福祉法人伸こう福祉会
さわらび会グループ 山本左近統括本部長
司会：エイジング・サポート実践研究会 小川利久代表

10:30→11:20

〜高齢者の住まい選びをサポート〜

パネルディスカッション
【デイサービス】

報酬改定の影響と今後担っていくべき役割

政策・団体関連

13:00→13:50

身元保証で入居支援

介護関連

10:20→11:50

社会福祉法人こうほうえん 廣江研理事長
社会福祉法人新生寿会ありすの杜きのこ南麻布 陳学貴施設長
社会福祉法人北ひろしま福祉会 奥田孝喜法人本部総務部長

介護・生活支援・人材関連

先着順 聴講無料

医療法人社団南星会

医療関連

介護・生活支援・人材関連

地域包括ケアを支えるIT基盤

〜最新IT・デバイス・モバイル・タブレット活用〜
杉嵜将茂

医療関連

精神医療の中の老人医療

大塚商会（メディケアIT研究会）
本部SI統括 メディケアSP担当

15:40→16:30

認知症カフェの展開戦略

〜東京都目黒区での事例をもとに〜
NPO法人 Dカフェまちづくりネットワーク
竹内弘道代表理事

中村哲生事務長

14:10→15:00

15:50→16:40

医療関連

15:30→16:20

〜精神科地域医療の取り組み〜

介護老人保健施設から見た
高齢者住宅の課題

医療法人社団榎会榎本クリニック 榎本稔理事長

医療法人社団東北福祉会
介護老人保健施設せんだんの丘 土井勝幸施設長

■受講方法：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。各会場開始時間が異なりますのでご注意下さい。セミナー定員は特別会場①・②が200名、A〜G会場が100名です。※セミナーの内容・講師・時間等は変更になる場合がございます。※セミナーで配布する資料には限りがございます。予めご了承ください。※会場内での撮影・録音等は禁止です。絶対におやめ下さい。

