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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。各セミナーの定員は80名前後となっております。リーフレット1枚で2日間どの講演も受講可能です。
※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。予めご了承ください。※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・録音等は他の来場者の方のご迷惑となりますのでご遠慮ください。

受講方法

高齢者住宅セミナー全      講座 先着順 聴講無料49
「地域ケア」「医療高専賃」「第5期介護報酬改定」などテーマ目白押し！
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A会場 B会場 C会場 D会場 E会場

医療関連　10:30→11:20

デンタルサポートが目指す
歯科・医科・介護の
ワンストップサービス

デンタルサポート
執行役員管理本部長　田中　透氏

医療関連　11:50→12:40

医療関連　14:30→15:20

医療関連　15:40→16:30

介護関連　11:50→12:40

高齢者専用
賃貸住宅の今後

学研ココファンホールディングス
社長　小早川仁氏

医療関連　11:50→12:40

医療機関の運営する
高専賃のポイント

MMPG介護サービス研究会
会長　相楽行孝氏

介護関連　11:50→12:40

介護現場における
実施指導の正しい受け方と
事前準備のポイント

一般社団法人日本介護経営研究協会
専務理事　小濱道博氏

介護関連　11:50→12:40

高齢者等居住安定化
推進事業にみる
シニアの理想の住まい像

今瀬ヘルスケアコンサルティング
所長　今瀬俊彦氏

建築・不動産関連　13:10→14:00

新世代高齢者住宅
～小規模ローコスト型
  高齢者住宅について～

エヌ・ビー・ラボ
社長　清原　晃氏

建築・不動産関連　13:10→14:00

国交省高齢者等居住安定化
推進事業選定「ご隠居長屋 和楽久」
は入居率30%が損益分岐点

シスケア
社長　太田裕之氏

介護関連　13:10→14:00

介護報酬改定に向け、
介護事業者が取るべき戦略

ウイズネット
専務取締役　髙橋利憲氏

行政・団体関連　13:10→14:00

地域包括ケアと
高齢者の住まいのあり方

国際医療福祉大学大学院
教授　高橋紘士氏

医療関連　14:30→15:20

多職種連携で実現する
摂食機能・嚥下障害の改善

日本歯科大学付属病院 教授
口腔介護・リハビリテーションセンター センター長

菊谷　武氏

建築・不動産関連　14:30→15:20

国交省高齢者居住安定化モデル事業
（千里ニュータウンにおける居住継続
安心システム）の取組について

パナホーム資産活用企画部
一級建築士　大元尚弘氏

介護関連　14:30→15:20

訪問介護事業
成功の秘訣

全国訪問介護協議会
会長　荒井信雄氏

その他　14:30→15:20

入居一時金保全信託と
個人信託・後見の活用法

朝日信託
社長　皆見一夫氏

医療関連　15:40→16:30

ドラッグストアが手掛ける
在宅医療の事業戦略

CFSコーポレーション
経営戦略本部　顧問　吉田英二氏

行政・団体関連　15:40→16:30

東京都におけるサービス付
高齢者向け住宅に対する
取組み

東京都福祉保健局高齢社会対策部
在宅支援課長　室井　豊氏

行政・団体関連　15:40→16:30

第5期介護報酬改定に
向けた、社会福祉法人の
役割と市民の役割

NPO法人Uビジョン研究所
理事長　本間郁子氏

行政・団体関連　15:40→16:30

超高齢社会の課題と
可能性

東京大学　高齢社会総合研究機構
特任教授　秋山弘子氏

医療関連　10:30→11:20

療養病床転換を活用した
新しい介護付有料老人
ホーム事業の展開

参里中央システム
社長　栗原幸太郎氏

介護関連　10:30→11:20

職員を戦力化する人事管理
育成トータルシステム
～キャリアパスをどう活かすか～

ウェルビー
社長　青木正人氏

建築・不動産関連　10:30→11:20

高専賃を90日で
満室にする方法

船井総合研究所
介護・障害サービスコンサルティングチーム

糠谷和弘氏、齋藤直路氏

介護関連　10:30→11:20

目からうろこ！介護職が伝授
する、キャリアパスを使った
上手な介護人材養成法

ねこの手
社長　伊藤亜記氏

高齢者医療のリーディング
ホスピタルを目指して

東京都健康長寿医療センター
理事・経営企画局長　中村彰吾氏

在宅緩和ケアと医療連携
～家で家族と楽しく
暮らすためには～
要町病院 副院長・要町ホームケアクリニック 院長

吉澤明孝氏

医療関連　13:10→14:00

日本中に星降るほどの
訪問看護ステーションを！

全国訪問ボランティアナースの会キャンナス
代表　菅原由美氏

在宅ホスピスとしての
高専賃

ナーシングホームJAPAN
統括マネージャー　吉田豊美氏

医療関連　10:30→11:20

訪問診療医からの提言、
医療行為を必要とする老人
ホーム入居者の受け入れ

医療法人財団コンフォート
理事長　西郊　学氏

介護関連　10:30→11:20

自宅資産を活用する
有料老人ホーム
入居者募集の新戦略
一般社団法人 移住・住み替え支援機構 副代表　齊藤道生氏

有料老人ホーム情報館　館長　安藤滉邦氏

介護関連　10:30→11:20

介護事業者が知るべき、
在宅における安全な
福祉用具の利用環境

ヤマシタコーポレーション
船橋営業所　所長　山田　誠氏

介護関連　10:30→11:20

公立学校を転用した
高優賃の運営ノウハウ

社会福祉法人こうほうえん
理事長　廣江　研氏

介護関連　10:30→11:20

介護・医療業界で今すぐ
使える簡単人事労務
7つの極意

あすか社会保険労務士法人
代表　菊地秀明氏

医療関連　11:50→12:40

医療法人、社会福祉法人、
株式会社、三位一体による
湖山医療福祉グループの取り組み

湖山医療福祉グループ
代表　湖山泰成氏

医療関連　11:50→12:40

医療型高専賃の優位性

ホワイトボックス
社長　石井友二氏

建築・不動産関連　11:50→12:40

成功する高齢者住宅の
開発ポイントと実例

プラスＰＭ
社長　一級建築士　木村讓二氏

医療関連　11:50→12:40

有料老人ホームに
おける医療的ケア

NPO法人あい
理事長　福田美恵氏

介護関連　13:10→14:00

メッセージの高専賃・
有料老人ホーム事業戦略

メッセージ
社長　古江　博氏

建築・不動産関連　13:10→14:00

新築獲得の切り札
高専賃受注の秘訣
教えます！

日本管理センター
社長　武藤英明氏

介護関連　13:10→14:00

介護・福祉事業者の
購買業務効率化と
コスト抑制

大塚商会
主任　岡本敏幸氏

その他　13:10→14:00

有料老人ホームの
入居一時金の
償却について

法律事務所あすか
弁護士　松田英一郎氏

医療関連　14:30→15:20

地域ケアを支える訪問診療
～医師・介護スタッフに
向けて～

日本訪問医療サービス
社長　半田和士氏

行政・団体関連　14:30→15:20

淘汰される時代に生き残る!
消費者ニーズからつくる
高齢者住宅の仕組み

社団法人コミュニティネットワーク協会
理事長　近山恵子氏

介護関連　14:30→15:20

包括ケアシステムと
住まいの統合

高齢者総合ケアセンターこぶし園
総合施設長　小山　剛氏

介護関連　14:30→15:20

リハビリ特化型
デイサービスの
事業価値

ポシブル
社長　永井正史氏

医療関連　15:40→16:30

低コスト建築を家賃に反映！医療介護・
生活支援充実の「メディカルホーム」
～透析、要介護者を支える医療法人の高専賃運営～

医療法人社団　富家会
高専賃・メディカルホームふじみ野 施設長 大竹　裕氏

介護関連　15:40→16:30

特定協が提案する
雇用管理・キャリアアップ
モデル

特定施設事業者連絡協議会
事務局長　長田　洋氏

介護関連　15:40→16:30

緊急通報サービス「押すだけ
コール」を活用した高齢者
生活支援ビジネスモデル

マザアス
社長　吉田　肇氏

介護関連　15:40→16:30

介護施設における
個人情報管理の重要性

医療介護ネットワーク協同組合
代表理事　木全雅夫氏

医療関連　11:50→12:40

これからの高齢者施設と
在宅医療クリニックの
パートナーシップのあり方

オーシン
社長　中村哲生氏

医療関連　13:10→14:50

人口問題から
高齢者医療介護を
根本から考える

国際医療福祉大学大学院
教授　高橋　泰氏

医療関連　15:40→16:30

高齢者住宅における
精神科訪問診療の実際

医療法人社団　心清会
理事長　川﨑清嗣氏

特別講演（13：10～14：50）


