第13回

住まい×介護×医療展

―介護産業が新しい未来を創る―

7月10日㊋・11日㊌
平成30年

10時〜17時［2日間共］

「住まい×介護×医療展」
とは・
・
・

2018
in東京

同時開催イベント

介護研修会

入場・セミナー
案内状
聴講無料

（一財）サービス付き高齢者向け住宅協会／在宅医療政治連盟／
（公財）
笹川記念保健協力
財団／（一社）セルフキャリアデザイン協会／（一社）全国介護付きホーム協会／
（一社）
全
介護・医療系団体とのコラボ企画として、
国個室ユニット型施設推進協議会／全国在宅医療医歯薬連合会／
（一社）
全国ノーリフ
介護研修会を実施します。各団体が実践する
ティング推進協会／（一社）全国訪問看護事業協会／（公社）
全国老人福祉施設協議会／
研修会、講習会など座学や実技を学べるコー （公社）全日本病院協会／（公社）東京都看護協会／（公社）日本医療社会福祉協会／日本在
宅ケアアライアンス／（一社）日本作業療法士協会／（公社）
日本認知症グループホーム協
ナーを設け、現場の介護・医療職に役立てて
会／（公財）日本訪問看護財団／（一社）日本慢性期医療協会／
（公社）
日本理学療法士協会
もらいます。（スケジュールは裏面）
／（一社）訪問看護エデュケーションパーラー／（公財）
在宅医療助成 勇美記念財団

社判スペース

東京ビッグサイト 東3ホール

ケアワンコンテスト

東京都江東区有明 3‑11‑1

主催

介護事例発表会

㈱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

海外の介護事情が
わかる

日台介護産業
交流サミット
2018
開催!!

湖山医療福祉グループ

後援

全国老人福祉施設協議会 / 全国介護付きホーム協会 / 全国
訪問看護事業協会 / 日本認知症グループホーム協会 / 日本
作業療法士協会 / 日本在宅ケアアライアンス / 全国ノーリ
フティング推進協会 / セルフキャリアデザイン協会 / 全国個
室ユニット型施設推進協議会 / 全国在宅医療医歯薬連合会
/ 訪問看護エデュケーションパーラー

両日13：00〜16：00開催
7月11日

トークセッション

介護付有料老人ホームチャームスイート石神井公園（チャーム・ケア・コーポレーション）
「脱！引きこもり。集団レクリエーションを通じて行動的な毎日を目指そう。」
介護付有料老人ホームそんぽの家 調布多摩川（SOMPOケア）
「住みやすい地域社会の実現〜地域見守り訓練を通して地域交流を深め役割を持つ〜」
介護付有料老人ホーム京都〈ゆうゆうの里〉
（（一財）
日本老人福祉財団）
「ユマニチュードⅡ〜パーソナルケアを求めて〜」
湖山医療福祉グループ
デイサービスGENKI NEXT 大阪関目（介護NEXT）
「家族との絆〜認知症を乗り越えて〜」
特別養護老人ホーム ゆめパラティース
（社会福祉法人隆生福祉会）
「夢ぷろ〜ご利用者様の夢を叶えるプロジェクト〜」
学研ココファン

「住まい×介護×医療展」を一緒に盛り上げてくれる介護・医療関連団体・ネッ
トワークによるイベントです。
「介護と医療」

「ゆめ旅 KAIGO!」

〜バリアフリートラベルが新しい未来を創る！〜
千葉商科大学 人間社会学部 和田義人教授 ×
（一社）
オリパラ KAIGO Next Action ゆめ旅
KAIGO!2020 実行委員会 篠塚恭一代表

〜地域で求められる役割とは〜
NPO法人未来をつくる kaigo カフェ 高瀬比左子代表 ×
めぐみ在宅クリニック 小澤竹俊院長
他 6 セッション

参画団体（五十音順）
（一社）ICT リハビリテーション研修会／ ITヘルスケア学会／アローチャート研究会／（一
社）医介／（一社）オリパラ KAIGO Next Action ゆめ旅 KAIGO!2020 実行委員会／活
き活き倶楽部／エイジング・サポート／おおた高齢者見守りネットワーク（みま〜も）／
NPO法人オレンジアクト／ NPO法人キャトル・リーフ／ケアマネジャーを紡ぐ会／在宅
ケア もの・こと・思い研究所／（一社）シニアライフサポート協会／ NPO 法人終活サポー
トセンター／生活を支える看護師の会／（一社）全国介護付きホーム協会／たまケア Live
／千葉商科大学人間社会学部／天使の会／（一社）日本エルダ̶ライフ協会／（一社）日本
kaigo スナック協会／福祉の現場 ICT 活用協議会／（一社）フットヘルパー協会／ NPO法
人未来をつくる kaigo カフェ／メディケア・アカデミー／（一社）薬局支援協会

武見敬三 参議院議員

湖山医療福祉グループ

湖山泰成 代表

田村憲久 衆議院議員

世田谷区

保坂展人 区長

日台介護産業交流サミット2018

−日台産業協力架け橋プロジェクト事業−
〈台日長照產業高峰會〉

日台交流シンポジウム［7月10日13：00〜16:30］
日本の介護事業者の海外展開について、事例を交えながら台

諏訪中央病院

鎌田實 名誉院長

︵ 地域包括ケア研究所 所長︶

全日本病院協会

猪口 雄二 会長

医療介護福祉政策研究フォーラム

中村 秀一 理事長

社会医療法人河北医療財団

河北博文 理事長

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

認定ＮＰＯ法人ウィメンズアクションネットワーク

上野千鶴子 理事長

ＮＰＯ法人高齢社会をよくする女性の会

樋口恵子 理事長

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

国土交通副大臣

秋元司 衆議院議員

医療法人社団永生会

電車

認知症や看取り、自立支援、食支援などの先駆的な取り組みを行う事業
所による事例発表会を開催します。

グループホームみんなの家・田端（ALSOKグループ・ウイズネット）
「より良い介護現場を目指して」
介護付有料老人ホーム佐倉〈ゆうゆうの里〉
（（一社）全国介護付きホーム協会 代表）
「新しい嚥下困難食の導入 やわらか食のとろける革命〜食のバリアフ
リー化へ、凍結含浸食導入３食提供実現へ〜」
介護付有料老人ホームヒルデモア駒沢公園（東京海上日動ベターライフサービス）
「ノーリフトケア の推進による品質向上」
デイサービスGENKI NEXT 京都吉祥院（介護NEXT）
「自立への架け橋〜車イス生活からの自立〜」
特別養護老人ホーム馬室たんぽぽ翔裕園（社会福祉法人元気村）
「元気になる取り組みから笑顔になる取り組みへ」
湖山医療福祉グループ
介護付有料老人ホームアライブ荻窪（アライブメディケア）
「不安・興奮・悲鳴〜BPSD表出原因の探究〜」

応援隊フェスタ

菅野勝男撮影

〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1 TEL：03-5530-1111

第2版

政治が介護を変える!!
有識者90人が登壇

初開催

7月10日

協賛

安藤高夫 理事長︵衆議院議員︶

東京ビッグサイトアクセス

協力団体（五十音順）

初開催

個別商談会
台湾から来日している企業との個別商談会を開催します。

湾進出の可能性を探ります。台湾市場の現状や日本への期待な

台湾市場を知りたい方や具体的な商談を希望される方など、ど

どについての台湾有識者による講演や日台事業者を含めたパネ

なたでもお立ちよりいただけます。

ルディスカッションが行われます。
主催：日台介護産業交流サミット 2018 実行委員会事務局 / 公益財団法人日本台湾交流協会
共催：日華議員懇談会 / 全国介護事業者連盟 / 日本デイサービス協会 / 関西シルバーサービス協会 / 高齢者住宅新聞社 / 台湾日本関係協会 / 台
日産業技術合作促進会 / 台湾長照産業強強倶楽部 / 緑之園健康事業股份有限公司

出 展 者 一 覧 （イベント順、五十音順）

問題解決の一手、
テーマごとに商品・サービスを紹介

「高齢者住宅フェア2018(第13回)」
―高齢者の住まい・介護・医療を考える―

11日 特別会場① 10:30〜11：20

ポピュレーション ヘルスシステム実現に向けた
「Smart Society Suginami」構想
社会医療法人河北医療財団

河北博文理事長

中村 秀一理事長

10日 特別会場② 10:30〜11：40

超高齢社会における栄養ケアの重要性と専門職の役割

藤田保健衛生大学医学部

東口髙志教授

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 老化制御学系口腔老化制御学講座 高齢者歯科学分野

戸原玄准教授

10日 特別会場① 15:00〜16：20

10日 A会場
12:50〜14：00

地域社会における超高齢化問題を考える
〜世田谷区の公共施設で市民映画会〜

■コーディネーター 湖山医療福祉グループ
世田谷区

保坂展人
区長

湖山泰成代表

シーズオブウィッシュ
青山大蔵社長

（アミューあつぎ映画 .com シネマ館主）

10日 特別会場①
13:15〜14：35

おひとりさまの最期、孤独死、尊厳死

〜人生100年時代の地域包括ケア〜

NPO法人
高齢社会を
よくする女性の会

樋口恵子
理事長

11日 特別会場②
15:00〜16：10

在宅医療
政治連盟

10日 B会場

江頭文江代表

（管理栄養士）

（栄養管理室 室長）

12:50〜14：10

若林秀隆講師

地域栄養ケアPEACH厚木

〜今後の在宅医療政治連盟のあり方〜
会長

■コーディネーター
横浜市立大学附属市民総合医療センター
リハビリテーション科

これからの在宅医療
島田潔

〜多職種連携における管理栄養士の役割

対
談

衆議院議員

リハビリテーションと栄養

西岡心大副部長

湖山医療福祉
グループ

鎌田實名誉院長（（一社）地域包括ケア研究所 所長）

（一社）
医療介護福祉政策研究フォーラム

長崎リハビリテーション病院
法人本部人材開発部

湖山泰成

諏訪中央病院

猪口雄二会長

社会保障改革の動向と
これからの医療・介護

佐々木淳理事長

代表

〜地域包括ケアに関わる全ての方へのメッセージ〜

11日 特別会場① 14:30〜15：20

■コーディネーター
医療法人社団悠翔会

武見敬三

楽しむことが大切

年診療報酬改定を踏まえた
医療提供体制の方向性
（公社）
全日本病院協会

参議院議員

11日 特別会場① 15:40〜16：30

田村憲久

「介護用具・設備展」
―最先端の介護設備・ロボットを紹介―

14:40〜15：30

医療法人社団永生会

システム（大容量リチウムイオン電池）
、災害時対応型〕

安藤高夫

DG
SALES〔節水ノズル「バブル 90」〕●トピオウォーター
システム〔銀イオン水製造装置〕●日本介護総研〔介
護業界向け新電力サービス「日本介護でんき」
〕●みんな
電力〔エアロシールド× FIT 電力〕●ゆめ工房〔蓄電給電

理事長

〔 節 水 と新 電 力 による 施 設 全 体 の コ スト削 減 〕 ●

10日 B会場

〜あるべき住宅・介護・医療施策〜
︵衆議院議員︶

●アイエムエフ〔介護事業者専用ストレスチェック支援サー

ビス ゲートウェイ 〕●クリア / ネクストパワーやまと

氣ジム／シナプソロジー〕

登 壇 者「住まい×介護×医療」
国土交通副大臣

●パラマウントベッド〔介護ベッド、眠り SCAN〕●ピー
スフリー〔老人ホーム紹介センター〕●ピツニーボウズ
ジャパン〔封入封かん機〕●芙蓉開発〔安診ネット〕●
平和テクノシステム〔最新見守りナースコール（Ｙui コー
ル）
〕●訪看経営おたすけ隊〔訪問看護事業コンサルティ
ング〕●北斗パートナーズ〔クラウド型通所介護帳票・

―快適・安全な施設環境を作るために―

60講座

約

これからの

15:20〜16：40

秋元司

整食品及びゼリー食、ニュートリーならではの栄養補助食品〕

介護・医療セミナー

10日 特別会場②

主な

衆議院議員

●アイ・ティ・エス ( スマイルカーリース）〔カーリー
「介護新ビジネス展」
ス 福祉レンタカー〕●アイリスチトセ〔高齢者施設・医
―保険に依存しないサービスが社会を変える―
療機関向け家具〕●アクア〔光明石温泉システム〕●ア
シストメイプル〔遺品整理・生前整理〕●アズパートナー
●
（一社）
日本介護美容セラピスト協会〔「心と体の美
ズ、パラマウントベッド、アイホン、富士データシ
「在宅医療と看取り展」
（一社）
日本
容療法」ビューティタッチセラピーの紹介〕●
ステム、 住友電設〔介護業務効率化システム「EGAO
―在宅・施設の看取りを考える―
シェアハウス協会〔空家活用の高齢者シェアハウスと家事
link」
〕●アネストケア / よしまる / ラカリテ〔医療・
（ガネット）
〔学校
代行事業〕●日本総合福祉アカデミー
介護に関するトータルサービス〕● eWeLL〔訪問看護支
（スリーフォ
機能構築プログラム〕●ハッピーテーブル
●インターリハ〔認知トレー
援サービス
「iBow( アイボウ )」
〕
「認知症予防と薬展」
〔高齢者向け外食配達サービス〕●ワイズ 脳梗塞
レスト）
ニングエルゴメーター〕●ウェーブバランス〔ウェーブバ
―認知症社会に向き合う―
リハビリセンター〔保険外リハビリ施設「脳梗塞リハビリ
ランス〕●栄和プランニング〔高齢者施設向けフラワー
センター」
〕
●エムスリーナースサポート〔訪問看護・在宅ホスピス〕
アレンジメントサービス〕●エス・エム・エス〔業務効率
●医療法人社団高輪会〔訪問歯科〕●テン十字接骨
化や採用等を支援する介護ソフト
「カイポケ」
〕●エヌ ･ デー
「国際シニアハウジング展」
鍼灸院グループ〔訪問マッサージ〕●医療法人徳真
ソフトウェア〔介護支援システム、ケア記録システム〕●
―国際交流でグローバル社会を考える―
会グループ〔歯科訪問診療〕●ノアコンツェル〔服薬
大塚商会 ほか〔（仮）介護・医療支援 ICT、IOT、AI、ロ
支援システム 服やっくん〕●医療法人白報会グループ
ボット〕●小笠原〔フリーユニットバス〕●おぎそ〔リサ
●上海新京苑国際投資集団有限公司〔養老机欄交流
●カナダ林産業審議会
（COFI） 〔訪問診療、病院、総合クリニック、介護施設運営〕●ヒュー
イクル高強度磁器食器〕
和養老住宅展〕●日台介護産業交流サミット2018実
マンライフ・マネジメント〔在宅医療〕●ベルシャン〔〈足
〔2x4木造建築の施設の提案〕●カナミックネットワーク
行委員会事務局〔日台介護産業交流サミット 2018( 台日
裏パッド〉元気アーチ / 足ゆびバランスパッド〕●みよの台
〔多職種連携システム、介護業務支援システム〕●髪や
（ジェ
長照產業高峰會 )〕
薬局グループ〔調剤薬局〕
〔訪問理美容サービス〕●カレア〔介護保
イアンドシー）
険外ビジネス、介護予防事業、運営支援〕●くらし計画〔有
「人材マネジメント展」
料老人ホーム・高齢者住宅の不動産投資と土地活用〕●ク
「栄養サポートフェア」
―人材マネジメントで人材不足解消―
レイズプラン〔医療・介護施設 建築設計コンサルタント〕
―栄養から健康を考える―
●グローバル・ホープ・ケア〔高齢者施設開発・運営
●社会保険労務士法人アウルス / さんぱつや〔助
●青木光悦堂〔給食献立のお菓子デリバリー（カシデリ）〕
コンサルティング〕●ケアボット〔服薬支援ロボット、体動
●インフォ
成金を活用した労務審査 / 施設向け訪問理美容〕
●クックデリ〔介護施設向け食事トータルサービス〕●ク
センサ・安心ひつじα〕●ゴーゴーお片付け〔家財整理、
コム〔介護業界特化型ダイレクトリクルーティングプラット
リニコ〔栄養補助食品・介護食・物性調整食品・機能性食
お片付け〕●ココチライフスタイル総合研究所〔建築、
フォーム「ケアスタイル」
、介護施設向け業務効率化サービス
品 など〕●サンコー食品〔高齢者施設向け食事サービス
インテリアデザイン、コンサルティング〕●コニカミノル
「ミマモア」
〕●協同組合ウェル国際技能協力センター
タジャパン〔高齢者施設向け「ケアサポートソリューション」〕 （食材・調理済み食材・きざみ食・ペースト食）〕●太陽化
/( 一社 ) ヘルスケア人材教育協会〔介護技能実習生・
学〔高発酵性食物繊維「サンファイバー」〕●日清医療食
●湖山医療福祉グループ〔湖山医療福祉グループの高
介 護 留 学 生 の 受 入と教 育 システム 〕 ● エ タンセ ル、
品〔給食業務、宅配弁当〕●日本医療食研究所〔給食
齢者施設〕●ジーコム〔無線式ケアコールシステム「ココ
Japan Vietnam MCHR consultant、関西医療
委託、クックチル〕●フーヅリンク〔高齢者様向け調理済
ヘルパ」シリーズ〕●システムツー・ワン〔小規模デイ
介護協同組合〔介護現場の人材確保、育成と介護記録ア
み食材「クックパック」
〕●ヘルシーネットワーク〔在宅
向け業務システム、
施設向け見守りシステム〕●シニアホー
プリ〕● KYODOU〔勤怠管理システム「ShiftMAX シフ
●名阪食品
〔やわらか食
そふまる
〕
向け治療食、
介護食〕
ム相談センター / 千葉トレーディング協同組合〔老
トマックス」
〕● ChatWork〔介護業界のコミュニケーショ
（独）
住宅金融支援機構〔サー
人ホーム紹介センター〕●
ン改革ツール「チャットワーク」
〕●ツクイスタッフ〔介護
ビス付き高齢者向け住宅の建設資金融資〕●伸こう会〔監
「介護予防フェア」
業界の幹部人材紹介「マネッジ」
〕●日本介護事業協同
査サポート〕●すがろう〔高齢者施設紹介及び土地有効活
―予防で健康寿命延伸―
組合〔介護技能実習生の紹介〕●ノーザンライツ〔採用
用〕●瀬戸建設〔高齢者施設の建築〕●セレモニー〔高
から定着への成功事例と採用コスト削減手法〕●フォーエ
●アイシム医療器〔アルファダック治療器〕●エヌ・アイ・
齢者住宅・施設向け終活サポートサービス〕●第一興商〔生
バー〔「聴く」と「承認」が出来るリーダーの育成〕●医
シー〔補聴器紹介販売事業〕●グローバルシステムズ
活総合機能改善機器 DKエルダーシステム〕●大和リース
療法人社団 平成医会〔企業向けメンタルアシストプログ
（GreatShape）〔介護予防・リハビリ・フィットネスおよび
〔高齢者住宅向け建物と附帯商品〕●タアロアエンジニ
ラム〕●ライフケア医療介護事業協同組合〔監理団体〕
各種専門家人材サービス〕●サロンオールディーズ〔認
アリング〔無断外出防止システム、紙おむつ炭化装置、ICカー
知症予防を支援する「まゆっこ」データロガー〕●住友電
ドリーダーシステム〕●都築電気〔KitFit SilverLand、見
「介護フランチャイズ展」
工〔歩行モニタリングシステム Q'z TAG walk（キューズタ
守りシステム〕●TRデータテクノロジー / 日本統計
―介護ビジネスを成功に導く―
「元気はつらつ トレパチ！テーブ
グウォーク）
〕●豊丸産業〔
センター〔福祉施設・高齢者住宅データベース〕●ティー
ル」
、福祉向けパチンコ「トレパチ！」
〕●日刊スポーツ〔ボッ
ビ ー ア イ〔 デ ジ タ ル イ ンカム シ ス テ ム 〕●DREAM
●インキュベクス〔住宅型有料老人ホーム開業支援「介
〕
チャ〕●日本シグマックス〔振動刺激機器「mobisit」
TOKYO〔介護ロボット見守りシステム〕●ニッソーネッ
護の王国」
〕●介護NEXT〔健康サポートげんき〕●やさ
●ヤマト〔スペースヤマト〕●早稲田エルダリーヘル
ト ほっと倶楽部〔介護現場の医療的ケア「喀痰吸引等研
しい手〔顧客満足と人材定着に効果的なシステム供給と運
ス事業団〔歩行解析デバイス AYUMI EYE〕
修」
〕●日本医療企画〔介護福祉経営士テキストシリーズ、
、
営支援パッケージ〕●有信アクロス〔デイサービス「樹楽」
介護ビジョン、他雑誌・書籍〕●日本M&Aセンター〔介
重度訪問介護「にじむすび」
、放課後等デイサービス「ウィズ・
護・医療業界向け M&A 支援〕●ニュートリー〔とろみ調
「施設環境改善フェア」
ユー」
〕●ルネサンス〔リハビリ特化型デイサービス 元

著名人
・有識者ずらり
未来を切り拓く

■コーディネーター

記録入力システム「帳速」
〕●
（一社）
みらい福祉創造グ
ループ / ジェー・シー・アイ / ナビ〔フィンランド発・
●メドレー〔ジョ
コルピネン社・手すり付洗面カウンターほか〕
〕
ブメドレー〕●メルシー〔エスコート・H（フットケア機器）
●夕刊フジ〔夕刊フジ特別版・健活手帖 ( 役立つ最新医療
情報を満載した健康新聞 )〕● LEOC〔給食、海外人材〕

●エア・ウォーター / エア・ウォーター・メディカ
ル〔シャワー入浴装置、酸素濃縮装置、在宅中心静脈栄養
、携
用ポンプ〕●日東工器〔エアマッサージ器「メドマー」
帯型吸引機「キュータム」
〕●日本介護事業〔介護事業所
の消防点検〕●パナソニック / パナソニックエイジフ
リー〔データ分析型ケアマネジメント支援サービス「みまも
り安心サービス」／介護関連商品〕●VIPグローバル〔血
行促進用管理医療器具〕●プロトメディカルケア〔施設
サイト〕●ユーピーアール〔サポートジャケット〕●ラッ
クヘルスケア〔車いす等福祉機器〕

認 定ＮＰＯ法 人
ウィメンズアクション
ネットワーク

菅野勝男撮影

上野千鶴子
理事長

なんとめでたいご臨終？認知症でも安心？
〜看取り社会の地域包括ケア〜

医療法人聖徳会 小笠原内科

小笠原文雄院長

ジャーナリスト

浅川澄一氏

7月10日火 タイムスケジュール
特別会場①

特別会場②

A会場

B会場

C会場

D会場

E会場

10:00

経営改善セミナー

10:30〜11:20

分かりやすい！厳しさを増す
高齢者住宅併設事業所の
実地指導対策
小濱介護経営事務所

小濱道博代表

10:30〜11:40

10:30〜11:20

超高齢社会における栄養ケ
アの重要性と専門職の役割

急激な人口減少と高齢
社会の中でどのように地
域コミュニティとまちづ
くりを事業化していくか

■コーディネーター
医療法人社団悠翔会

佐々木淳理事長

藤田保健衛生大学医学部

東口髙志教授

コミュニティネット

高橋英與社長

収益改善のための正し
い加算取得と人材育成
手法
11:00〜11:50
高齢者住宅運営の秘訣
伝授〜90日間で満室にする

（一社）
日本介護支援専

ねこの手

門員協会
副会長

伊藤亜記社長

濱田利則

症ケア、生産性向上など～

内田芳明副会長

着・採用・利益 UP の実現～

エス・エム・エス

星野公輔介護経営コンサルタント

11:50〜12:40

11:50〜12:40
リーダーの「信頼力」を 12:00
高めれば離職は止まる
～実体験から語る育成方法～

荒井信雄会長

対談

13:10〜14:00

13:15〜14:35
お ひ と り さ ま の 最期、孤
独死、尊厳死～人生100年時
代の地域包括ケア～

薬局が変われば施設が変わる
～薬局の選び方・活用法～
ファルメディコ

NPO法人高齢社会をよくす
る女性の会

狭間研至社長

対談

座談会

12:50〜14:00

12:50〜14:10

これからの在宅医療

～今後の在宅医療政治連盟
のあり方～
自由民主党

田村憲久衆議院議員

在宅医療政治連盟

島田潔会長

樋口恵子理事長

15:00

保坂展人区長

シーズオブウィッシュ
青山大蔵社長

（アミューあつぎ映画 .com
シネマ館主）

■コーディネーター
湖山医療福祉グループ

桜美林大学
心理・教育学系

種市康太郎教授

日台交流シンポジウム
介護事業者の国際展開
の可能性を探る～今後の

日台介護事業者の連携～
講演

13:30〜14:00
介護施設内学校がもたらす
人材採用効果とは ～事業開始
5年で全国91施設・病院が導入～

ガネット

大橋謙策理事長

14:00

パネルディスカッション
■コーディネーター

菅野勝男撮影

座談会
15:00〜16:20

若林秀隆講師

（長崎リハビリテーション病院
法人本部人材開発部）

長崎リハビリテーション病院
法人本部人材開発部
西岡心大副部長

（栄養管理室 室長）

地域栄養ケアPEACH厚木

江頭文江代表（管理栄養士）

林峻暉氏

綠之園健康事業股份
有限公司

座談会
15:20〜16:40
これからの
「住まい×介護×医療」

14:40〜15:30

14:40〜15:30

訪問看護の勝ち組戦略

2018年診療報酬改定を
踏まえた医療提供体制
の方向性

エムスリーナース
サポート

吉田豊美社長

（公社）
全日本病院協会

猪口 雄二会長

～あるべき住宅・介護・医療施策～
国土交通副大臣

秋元司衆議院議員
医療法人社団永生会

安藤高夫理事長

（衆議院議員）

武見敬三

参議院議員
■コーディネーター
湖山医療福祉グループ

湖山泰成代表

總經理
■パネリスト

座談会
15:20〜16:40
市民参加型の地域包括
ケアシステム～互助・助け
合いで変わるコミュニティ～

15:50〜16:40
フレイル予防による長寿
のまちづくり～地域包括ケ
アモデルの視点から～

東京大学
高齢社会総合研究機構

神谷哲朗特任研究員

15:50〜16:40
木造２ｘ４準耐火構造で
建てる高齢者施設の
メリット
幸建築設計

北村幸一代表取締役

（一級建築士）

■コーディネーター
AID（老・病・死を考える会）
尾﨑雄世話人

ＮＰＯ法人
グレースケア機構

柳本文貴代表
（公財）
さわやか福祉財団

清水肇子理事長

おやじの会いたか
健康生きがいづくりアドバイザー

14:30〜15:20

津﨑徹氏

訪問介護における外国
人労働者雇用を考える

瑞光健康事業集團
董事局主席
應堃煇氏
皇家醫療護理長照集團
董事長
黃明發氏

日本ホームヘルパー
協会
        

藤田達也社長

知っておきたい看取りの知
識〜日々の介護に生かすため〜

族を支えるために～

（一社）
日本作業療法士協会

小川敬之理事

全国在宅医療医歯薬連合会

鈴木央会長

実践済み！
介護施設の働き方改革

～週休 3 日制導入事例から～
（一社）
全国個室ユニット型施設推進
協議会

13:00〜13:50
医療ソーシャルワーカーと
ケアマネジャーの連携の在
り方
（公社）
全日本病院協会/

薄井裕二氏（社会福祉法人兼愛会しょ （公社）日本医療社会福祉協会
岡村紀宏業務執行理事
うじゅの里小野 施設長）

14:20〜15:10

14:20〜15:10

医療・介護同時改定後のICT/
IoTを活用した新しい介護事
業経営の姿

キャリアコンサルティングを
活用した多面的な人財育成
と働きがいのある職場づくり

訪問看護におけるクレーム
対処法 ～どう向き合う？クレー

笹井修経営企画室長

15:00

（一社）
セルフキャリアデザイン協会

木村俊夫理事

（キャリアコンサルタント）

マーを最優良顧客へ～

（一社）
訪問看護エデュケーションパーラー

福田夏香氏

（ ソフィアメディ クオリティ・マネジメント
部 課長）

15:10〜15:40

因利恵名誉会長

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
独立行政法人住宅金融支援機構
まちづくり業務部

（一社）全国介護事業者連盟

斉藤正行

メディカル・ケア・
サービス

介護施設における作業療法
士の役割 ～認知症者とその家

14:20〜14:50

カナミックネットワーク

青松健康事業集團
創 辦人
        
陳謀氏

専務理事・事務局長

11:40〜12:30

13:00〜13:50

13:10〜14:00
自立生活支援における
福祉機器の活用とその
人材
（公財）
テクノエイド協会

資訊工業策進會
資深分析師
黃毓瑩氏

11:40〜12:30

TR データテクノロジー

13:00

13:00〜16:30

秘書長

■コーディネーター
横浜市立大学附属市民総合医
療センターリハビリテーション科

17:00

世田谷区

13:10〜14:00
介護福祉現場の職場環境
改 善 に 繋 が る スト レ ス
チェック・集団分析方法とは

西山猛司社長

台日產業技術合作促進會

リハビリテーションと栄養～多職
種連携における管理栄養士の役割～

16:00

区の公共施設で市民映画会～

湖山泰成代表

認定ＮＰＯ法人ウィメンズア
クションネットワーク

上野千鶴子理事長

地域社会における超高齢
化問題を考える～世田谷

12:10〜12:40
福祉施設・高齢者住宅デー
タベースの上手な活用法

フォーエバー

（さくらケア代表取締役）

大島敦仁企画専門官

志藤洋子事務局次長

2018年医療・介護ダブル
改定対策の総点検 ～人材定

2018年報酬改定がもた
らす訪問介護事業改革

高齢者向け住宅に関する施
策の動向について

日本在宅ケアアライアンス

11:20〜11:50

糠谷和弘社長

11:50〜12:40

多職種連携による看取り

～私たちの街で最期までチーム
ケア～

11:00

スターコンサルティング
グループ

国土交通省

14:00

10:20〜10:50

（公社）
全国老人福祉施設協議会

全国訪問介護協議会

13:00

10:20〜10:50
特養入居者に対するケアの
ポイント～ハードとソフト、認知

10:30〜11:20
介護報酬・診療報酬・障害福
祉同時改定と医療介護連携に
おける介護支援専門員の役割

10:30〜11:20

ための集客・人材確保術〜

東京医科歯科大学大学院
医歯学総合研究科
老化制御学系口腔老化制御学講座
高齢者歯科学分野
戸原玄准教授

12:00

介護研修会②

10:00

座談会

11:00

介護研修会①

16:00

16:00〜16:40
介護事業者の採用問題は
「ホ
ワイト企 業 化」
で解消。社 会
保険労務士が語る
「求職者に
選ばれる企業」
のポイント

山本教雄社長

社会福祉法人慶生会

永井正史常務理事

15:40〜16:30

15:40〜16:30

介護付きホームの賢い加算
のとり方と身体拘束減算

GH における認知症ケアの
有用性と人材育成

（一社）
全国介護付きホーム協会

長田洋事務局次長

（公社）
日本認知症グループホーム協会

佐々木薫副会長

社会保険労務士法人アウルス
特定社会保険労務士

大下勝巳世話人

濱澤智子氏

17:00
スケジュール・登壇者・タイトルは変更する場合があります

7月11日水 タイムスケジュール
特別会場①

特別会場②

A会場

B会場

C会場

D会場

E会場

10:00

介護研修会①

介護研修会②

10:20〜11:00

10:20〜11:10

10:00

10:30〜11:20
ポピュレーション ヘルスシ
ステム実現に向けた「Smart
Society Suginami」構想
11:00

経営改善セミナー

社会医療法人河北医療財団

河北博文理事長

10:30〜11:20
高齢者向け住まいの
施策の動向
厚生労働省
老健局高齢者支援課

上野翔平課長補佐

10:30〜11:20

10:30〜11:20

介護分野におけるAIの活用

介護報酬改定から見る
グループホームの方向性

～ケアマネジャーのパートナーと
なる AI を目指して～

シーディーアイ

岡本茂雄社長

（公社）
日本認知症
グループホーム協会

佐々木薫副会長

10:30〜11:20
身体拘束せずに事故を
防ぐ方法～不適切ケアを無

くす視点～

安全な介護

山田滋代表

10:30〜11:20

10:30〜11:20

介護現場における
リーダー育成のポイント

シルバー事業の初心者
マークの 方々にご 助 言
いたします

東洋大学ライフデザイ
ン学部生活支援学科

本名靖教授

～伸こう会の失敗全公開～

人間工学的視点を取り入れた 訪問看護における在宅看取
「介護する側」
「介護される側」 りの現状～人生の最終段階にお
双方にとって快適な介護方法 ける医療・ケアの決定プロセスに
（公社）
日本理学療法士協会

鈴木英樹氏（北海道医療大学リハビ

リテーション科学部理学療法学科 教授）

11:00

伸こう会

関するガイドラインを踏まえて～

（一社）
全国訪問看護事業協会

高砂裕子常務理事

11:20〜11:50

片山ます江社長

科学的介護時代・ビジネスチャ
ンスの掴み方 〜デイサービスで
納得させる機能訓練データを示す〜

サロンオールディーズ

12:00

座談会

11:50〜12:40

11:50〜12:40

11:50〜12:40

12:00〜13:30

事例から見る介護 M&A の
最新トレンド～変革の時代に備

看護師が社会を変える

認知症
「体験」
研修で介護
現場の質向上 〜サ高住「銀

高齢者施設の中長期戦略

えるパートナーシップ戦略とは～

〜人材不足対策・報酬改定の行
方から資金調達まで〜
■コーディネーター
長谷工総合研究所

吉村直子主席研究員

湖山医療福祉グループ

13:00

湖山泰成代表

チャーム・ケア・コーポレーション

下村隆彦社長

大和リアル・エステート・
アセット・マネジメント

山内章社長

KPMGヘルスケアジャパン

松田淳代表取締役
パートナー

日本Ｍ＆Ａセンター
医療介護支援部

対談
中国高齢者市場
（介護、医
療）
の変化と日系事業者の
要諦総括2018‼
日中福祉プランニング

王青代表

デロイトトーマツファイナンシャルアドバイ
ザリー コーポレートストラテジーサービス
田中克幸ヴァイスプレジデント

（一社）
医療介護福祉政策研
究フォーラム

中村 秀一理事長

喜多悦子会長

対談
15:00〜16:10

なんとめでたいご臨終？
認知症でも安心？

～看取り社会の地域包括ケア～

木犀」
から生まれたVR認知症、
1万人以上が体験〜
シルバーウッド

下河原忠道社長

日本介護医療院協会

11:50〜12:40
地域の高齢者が集まる 12:00
場づくりとは～シナプソロ

ジーで地域活性・楽しい健康
づくり～

13:10〜14:00

13:10〜14:00

13:10〜14:00

タイトル調整中

介護、在宅医療への ICT 活
用への評価と介護施設での
遠隔健康管理の実態～状態悪

介護医療報酬改定を踏
まえた地域包括ケア戦略

化を早期発見、重症化予防へ～

医療法人笑顔会

杉浦立尚院長

どうする在宅患者 100万
人時代  2020年から始ま
る外来患者減少化～病院生

芙蓉開発

前田俊輔社長

ルネサンス

吉田正昭社長

中村哲生特別顧問

ルグループ）

川尻明専務取締役・東

京支社長

シンクアクト

志賀弘幸社長

会長・CEO

14:30〜15:20

通所介護の勝ち残り戦略

監理団体が教える 技能
実習制度の具体的ポイ
ント

杏林大学
保健学部理学療法学科

香取幹社長

連携へのポイント

14:00

14:30〜15:20

やさしい手

制度改正に左右されない介
護経営とは？～保険外や地域

早見泰弘代表取締役

高齢者×障害者×子育て
支援  共生型の取り組み

～加算で売上を上げる方法～

13:30〜14:00

ワイズ

14:30〜15:20

一場友実准教授

(( 一社) 日本ボッチャ協会 医科学情
報サポート部 部長)

ソーシャルライフ

川上孝会長

ライフケア医療介護
事業協同組合

16:00

楽しむことが大切

～地域包括ケアに関わる全ての
方へのメッセージ～
諏訪中央病院

鎌田實名誉院長

（（一社）地域包括ケア研究所 所長）

17:00

小笠原文雄院長

～介護外国人技能実習生の未来～

～ＭＴＤＬＰ活用の実践事例から～

介護分野での新たな期待

（一社）
日本慢性期医療協会

富家隆樹常任理事

（富家病院理事長）

岩崎英治社長

13:00〜13:50

ユニットケアの質を高める
ために～事例を踏まえて対策ポ

介護時の過度な負担を軽減し、
自立支援に繋げる

イントを紹介～

（一社）
全国個室ユニット型施設推進協議会
ユニットケア研修事業推進室

～ノーリフティングポリシーについて～

（一社）
全国ノーリフティング推進協会

篠田明事務局長（理学療法士）

井出明利室長

14:20〜14:50

14:20〜15:10

14:20〜15:10

介護報酬減時代を生き残る
最新機器の活用法

入居者満足度を向上させる
ための床ずれ対策

事例に基づくサ高住運営の
ポイントと注意点～協会の相談
窓口に寄せられた意見から～

ジーコム

15:00

13:00〜13:50

杉原弘祥専務

～基本ポイントと実践手法～

（公財）
日本訪問看護財団

瀧井望氏

（あすか山訪問看護ステーション 副所長）

（一財）
サービス付き高齢者向け住宅協会

小林宏彰事務局長

15:10〜15:40
福祉施設・高齢者住宅デー
タベースの上手な活用法

庄司孝正専務理事

TR データテクノロジー

浅川澄一氏

医療法人聖徳会
小笠原内科

グレートフル

～介護の担い手不足解消へ～

ジャーナリスト

15:40〜16:30

自立支援介護のための生活
行為向上マネジメント

山口勝幸常務取締役CMO

13:10〜14:00

2020東京五輪パラリンピック
公式競技 ボッチャによる介護
予防 認知症予防の取り組み

11:40〜12:30

ChatWork

保険外サービス立上げ
における市場分析

14:30〜15:20

き残り策としての在宅医療～
医療法人社団永生会

健康会（くにもとメディカ

13:10〜14:00
定着率を高める
人財育成

11:40〜12:30

時 短 と 離 職 防 止 に 効 く！ （一社）日本作業療法士協会
チャット会議による介護現 中村春基会長
場の働き方改革

江澤和彦会長

（医療法人博愛会 医療法人和香会
社会福祉法人優和会）

12:10〜13:00

13:00

14:30〜15:20

14:30〜15:20

15:00

（公財）
笹川記念保健協力財団

12:40〜13:40

14:00

社会保障改革の動向とこれ
からの医療・介護

今市遼佑氏

～笹川記念保健協力財団の
試み～

11:50〜12:40
介護医療院の創設と
将来展望

太田信宏主任

15:50〜16:40
在宅看取り援助の実際

～死を前にした人にあなたは
何ができますか？～
めぐみ在宅クリニック

小澤竹俊院長

15:40〜16:20
これからの介護経営と
地域包括ケアシステム
のあり方
NPO法人
日本介護経営学会

小山秀夫副会長

15:40〜16:30
持続可能社会に寄与する
サ高住のあるべき姿とは
（一財）
サービス付き
高齢者向け住宅協会

小早川仁会長

15:50〜16:40
認知症事故は予防できる！

〜高齢者の急変と事故を防ぐ
見守りシステムの開発〜
大阪市立大学大学院
医学研究科

梶本修身特任教授

15:50〜16:20

外食宅配の保険外サー 16:00
ビス 利 用 者・スタッフ
満足の仕組み

15:40〜16:30

15:40〜16:30

看取りの場面で介護職と共
有したいこと〜訪問看護の立

訪問看護ステーション立ち
上げと活動継続のポイント

場から〜

（公社）
東京都看護協会

（公財）
笹川記念保健協力財団
竹内里絵子氏
（千駄木訪問看護ステーション 所長）
喜多悦子会長

スリーフォレスト

三森智仁社長

17:00
スケジュール・登壇者・タイトルは変更する場合があります

