
会場：インテックス大阪までの交通アクセス

出展企業と出展品目（カテゴリー別50音順） 高齢者住宅フェア第8回

会場 ： インテックス大阪３号館

後援：厚生労働省、国土交通省

セミナー全46講座

11/9水
・10木 10：00－17：00

〒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

■設備・建材・資材関連
サンオート（施設用電位治療器　「スカイウェル」ＳＷ -9000 Ｈ）
フランスベッド（バイオネス、アクシブ、転ばなイス、whill、フロアーベッド、ベッ
ド、車イス、リハビリ機器）

白青舎（紫外線殺菌装置「エアロシールド」）

■水回り関連
ジャパンメディカルリンク（次亜塩素酸水溶液生成装置）
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
川商グループ（サービス付き高齢者向け住宅）
医療法人光誠会（在宅医療）
医療法人社団高輪会（訪問歯科診療）
Dental Care（アプリ、訪問歯科）
日健マネジメント（有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅）
ハザマ薬局（お薬配達サービスと薬剤師による居宅療養管理指導）
訪問診療ナチュラルケアグループ（在宅食支援）
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
インターリハ（介護、リハビリ）
エクシング（JOY SOUND FESTA「健康王国」）
グローリア21（日本シニア検定協会・日本ケアセラピスト協会）
をくだ屋技研（リハビリ用足踏み式車いす）

■業務支援システム関連
NDソフトウェア（ほのぼのシリーズ・看取り支援器・保険外サービス）
QLCプロデュース（通所介護システム、退院支援型デイサービス「ブリッジライ
フ」、リハビリ型デイサービス「LET’S倶楽部」）
ノアコンツェル（服薬支援システム、職員配置支援システム（仮））
ワム21、システムツーワン（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
アイホン（ナースコールシステム「Vi-nurse」、緊急通報装置）

岩崎通信機（岩通セーフティケアシステム）
ジーコム（映像型統合コールシステム「ココヘルパVcam」）
NPO法人24時間みまもり社会を創る会・笑顔（みまもりバイタルロボット）

■介護施設・高齢者住宅運営サポート関連
IMAid（医療・介護の外国人人材雇用総合コンサルティング）
アスクル（医療・介護用品）
オーボックス（オンライン研修サービス）
Hair planning さんぱつや（訪問理美容サービス）
TESS（足こぎ車いす「COGY（コギー）」）
ナッセ（Beaconを使用した施設用センサー　深夜対応看護コールセンター）
ニッソーネット福祉の教室ほっとクラブ（喀痰吸引等研修）
NEXT LIFE（サービス付き高齢者向け住宅特化型ポータルサイト「Sakouju note」）
パイオニア（送迎車両支援システム「ビークルアシスト」）
ペットライフコンシェルジュサービス・PURENESS（ペット共生型施設のコン
サルティング及びサポートサービス）

■建築・コンサルティング関連
笑美面（老人ホーム　集客・採用コンサルティング）
くらし計画（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Ｍ＆Ａ支援）
リチェルカーレ（医療・介護施設の設計）

■食事サービス関連
おぎそ（リサイクル高強度磁器食器）
クックデリ（介護施設向け食事トータルサービス「クックデリ」）
クリニコ（とろみ調整食品、栄養補助食品　等）
太陽化学（水溶性食物繊維「サンファイバー」）
ナリコマエンタープライズ（ニュークックチルシステム）
日清オイリオグループ（MCTオイル＆パウダーなどの中鎖脂肪酸　食品による
低栄養・認知症向けの食提案）

■その他
ユニクエスト・オンライン（小さなお葬式）

ほか
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検索高齢者住宅新聞

〈週刊高齢者住宅新聞〉
発　　行　株式会社高齢者住宅新聞社
発行形態　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　 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、システム関連、
金融関連、自治体　ほか

主な来場者層
●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

媒体概要
〈月刊エルダリープレス〉

発　　行　株式会社高齢者住宅新聞社
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

※セミナースケジュールは中面参照

Facebookページでも情報発信中！

介護・医療・福祉業界の有識者
による無料セミナーを開催。 
在宅医療カレッジも同時開催し
ます

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

高齢者住宅・施設運営居室数
ランキング全国トップ500法人紹介
医療・介護の有力団体・
ネットワークとのコラボ企画
幣紙現役記者によるミニセミナー・
座談会　など

入場・聴講

無料

介護 医療住まい
人材 連携

IT
活用

海外
市場入居率

向上

コスト 行政

設計

組織 予防

高齢者住宅セミナー
＋

在宅医療カレッジ

経営者から現場スタッフまで学べる場

高齢者住宅セミナー

ブース出展
主
催
者
企
画

ビズフェス
関西エリアで活動する
介護・医療関連団体・ネッ
トワークとのコラボ企画（Business Group Festival）

学ぶ

見る

知る

主な協力団体（順不同）
長寿社会支援交流会・
医介塾・高齢者サポート
ネットワーク CSねっと企
画合同会社・一般社団
法人日本エルダーライフ
協会・一般社団法人日本
介護協会／介護甲子園・
全日本介護タクシー開業
サポートグループ・一般
社団法人日本シニア住宅
相談員協会・NPO法人
Ubdobe・一般社団法人
日本介護ベンチャー協会・
一般社団法人さかい介
護連携促進協会・一般
社団法人日本在宅薬学
会　ほか

初開催
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月
９
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水
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木
）

高齢者住宅セミナー全  講座（敬称略）

受講は先着順（無料）です。
当日はお早めにご来場下さい。
※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。      

受講方法

先着順 聴講無料

A会場 

A会場 

B会場 

B会場 

C会場 

C会場 

D会場 

D会場 

E会場 

E会場 
46

2025年に向けた地場介護事業者の超変革
～地域包括ケアシステムへのシャロームの挑戦～

シャローム
俣木泰和専務

介護関連10:20→11:10

地域密着型（小規模）デイサービスの
今後の成長モデルを探る
～放課後等デイサービスも交えて～

アクロス　原田健市社長

介護関連10:20→11:10

2018年医療・介護ダブル改定への対策
～業務改善・人材定着・利益UPのコツ～

エス・エム・エス 介護経営支援事業部
星野公輔介護経営コンサルタント

マーケット関連10:20→11:10

人材採用と定着に向けた取り組み
～やりがいをつくり出す教育とは～

社会福祉法人 まんてん
山田一之理事長

人材関連10:20→11:10

通所デイの勝敗を決する医療連携
～IADL訓練型「ブリッジライフ」退院支援デイサー
ビスを事例に～ ＱＬＣプロデュース

村田和男社長

介護関連10:20→11:10

入居率 99％維持の秘訣
～成功する営業手法とは～

エクセレントケアシステム
大川一則社長

介護関連10:20→11:10

介護人材の確保・定着に向けて
～あなたの職場は大丈夫？～

堺市
三井節子介護保険課長

行政・団体関連10:20→11:10

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 設計部
西岡秀晃氏

医療関連10:20→11:10

入居率60％台が98％に！有料老人ホームの
収支を劇的に変えた人材マネジメントとは？

ジェイコムホールディングス/サンライズ・ヴィラ
岡本泰彦社長兼グループＣＥＯ/会長兼社長

人材関連10:20→11:10

介護保険制度改正へ向けた動向と、大阪
府下における介護給付費等から見る課題

公益社団法人大阪介護支援専門員協会
濵田和則会長

行政・団体関連10:20→11:10

福祉先進国スウェーデンに学ぶ
高齢者ケアの理想像

Swedish Quality Care AB
エーミル・オストベリ日本支部マネジャー

介護関連

福祉先進国スウェーデンに学ぶ
高齢者ケアの理想像

12:00→12:50
食べられないことに共に向き合う
～在宅食支援のあり方～

ナチュラル・ケア 言語聴覚士
玉元良一氏

介護関連12:00→12:50

潜在看護師・介護士の現状と、その就労
のために医療・介護事業者がすべきこと

トリニティ/ 一般社団法人日本介護協会
大島慎司社長 / 理事

人材関連12:00→12:50

知らないと大損も！実地指導を上手く乗り切る
ために介護事業者が知っておきたいポイント

ねこの手
伊藤亜記社長

介護関連12:00→12:50

人材不足を乗り切るために
～成功したこと、しくじったこと～

社会福祉法人あかね
松本真希子経営統括本部長

人材関連12:00→12:50

介護はアイデア！顧客やスタッフに
喜ばれるブランドづくり

プロパティ・ケア 経営企画室
頭山祥子室長

介護関連12:00→12:50

これからの有望なサ高住の計画と
マーケティング戦略 ～６つの時流を読む～

IAO 竹田設計 大阪第三事務所
倉田敦夫室長

マーケット関連12:00→12:50

2018年医療と介護のダブル改定の
動向を読む

船井総合研究所 医療・介護支援部
沓澤翔太チームリーダー

マーケット関連12:00→12:50

（仮）サ高住ビジネス拡大のコツ
～育児支援サービス併設モデルも～

川商グループ
川畑俊彦会長

高齢者住宅関連12:00→12:50
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
～中重度化対策と介護保険外サービスの成功事例～
日本介護ベンチャーコンサルティンググループ  斉藤正行社長

マーケット関連12:00→12:50

看護師人材定着へ向けた
美杉会グループの取り組み

社会医療法人美杉会 佐藤病院
髙須久美子看護部長

医療関連14:00→14:50

薬局が変われば高齢者住宅が変わる！？
なぜ、あの薬剤師は毎週来るのか？

ファルメディコ/医療法人嘉健会　思温病院
狭間研至社長 /院長

医療関連14:00→14:50

相談事例などから見る、
シニアの住まいニーズ最新動向
～高齢者住宅、在宅それぞれの立場から～

エイジプラス　植田秀一社長

マーケット関連14:00→14:50

介護職の人材不足の解消には何が必
要か　～採用と定着ノウハウ～

ニッソーネット
山下吾一社長

人材関連14:00→14:50

チャーム・ケア・コーポレーションの
今後の事業展開

チャーム･ケア ･コーポレーション
下村隆彦社長

介護関連14:00→14:50

アンジェスの急成長を支える経営ノウハウ
～選ばれるサ付き住宅になるには～

T.S.I アンジェス事業本部
北山優吾部長

高齢者住宅関連14:00→14:50

大阪府の介護行政の現状と課題
～要介護認定率、介護費が全国一高い大阪府に必要な対応とは～

大阪府 福祉部高齢介護室
菱谷文彦介護支援課長

行政・団体関連14:00→14:50

情報革命時代の施設経営
～施設データ、AI、ロボットの活用方法～

くらし計画
岸本吉史社長

介護関連14:00→14:50

第2の自宅「ケア付きサ高住」の
地域に根付いた新たな活用法とは

ジャーナリスト
浅川澄一氏

高齢者住宅関連14:00→14:50

認知症予防に対する介護施設での取り組み
～最新の知見をもとに～

ツクイ

介護関連
認知症予防に対する介護施設での取り組み
～最新の知見をもとに～

14:00→14:50

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

医療法人社団南星会
中村哲生事務長

医療関連15:40→16:30

N・フィールドが急成長を遂げた理由
～精神疾患患者向け訪看モデルの魅力～

Ｎ・フィールド
久保明常務

医療関連15:40→16:30

入居率アップと入居安定の為の仕組み
とツール作り10のポイント

CS ねっと企画
長嶺堅二郎代表

マーケット関連15:40→16:30

IT 活用で他施設と差別化成功事例紹介
～経営効率・入居率・業務効率アップのポイント～

ジーコム
杉原弘祥専務

高齢者住宅関連15:40→16:30

次世代の在宅介護と医療の在り方
～地域包括ケアシステム構築に向けての課題～

医療法人社団光誠会
古濱正彦理事長

医療関連15:40→16:30

奇跡の集客率とスタッフ定着率実現に
向けて ～職員のモチベーションの引き出し方～

ステラリンク
筒井健一郎代表取締役

人材関連15:40→16:30

国土交通省の高齢者向け住宅に係る
施策の動向

国土交通省 住宅局 安心居住推進課
堀崎真一企画専門官

行政・団体関連15:40→16:30

高齢者向け住まいの施策の現状と
今後の方向性について

厚生労働省 老健局 高齢者支援課
橋口真依課長補佐

行政・団体関連15:40→16:30

中国の高齢者市場の最新動向
～日系企業のビジネスチャンスは如何に～

日中福祉プランニング
王青代表

マーケット関連15:40→16:30

15:40→16:50

「高齢者の低栄養と在宅NSTの取り組み（仮称）」
医療法人社団日翔会　渡辺クリニック　わたなべ在宅塾代表　渡辺克哉院長

「スピリチュアルペインに触れる～心で向き合うケアのために～」
音羽山観音寺副住職・臨床宗教師　佐々木慈瞳氏

「住み慣れた地域で最後まで生きるための地域・社会づくりの取り組み」
福井大学医学部地域プライマリケア講座（高浜町国民健康保険和田診療所）講師　井階友貴氏

「『おうちへ帰りたい』に地域で寄り添う ～病院の時代から、地域包括ケアの時代へ」
在宅ケア移行支援研究所 宇都宮宏子オフィス　宇都宮宏子代表

「エンドオブライフケア ～多職種で支える人生の最終段階」
医療法人社団悠翔会　佐々木淳理事長／診療部長

「高齢者医療のあり方を見直す ～ポリファーマシーと多職種連携・異業種連携～」
神戸大学医学部附属病院　平井みどり教授・薬剤部長

11月9日水 11月10日木

在
宅
医
療

カ
レ
ッ
ジ

午前調整中 10:10→11:40

13:00→14:15 13:00→14:10

14:30→16:00 14:30→15:50

入居相談員が本音で斬る！
「紹介したいホーム、勧めやすい住宅」はこれだ！

11/9 11:30→11：50 編集部 小林稔子
「オランダとフランスから見る日本式介護・医療の将来像」

11/10 13:00→13：20 企画開発部 北田万理
「２０分でわかる中国の高齢者施設のトレンド～介護現場のレポートから～」

11/9 13:10→13：30 企画開発部 入野田拓美
「あなたの施設は大丈夫？施設の衛生管理最前線」

11/10 15:10→15：30 企画開発部キャップ 松崎純子
「新聞記者が施設訪問でチェックする７つのポイント」

一般社団法人日本シニア住宅相談員協会
＜コーディネーター＞
シニアの暮らし研究所　岡本弘子代表
＜パネリスト＞
マエダエステート 高齢者住まいの相談センター　相松透センター長
Kindry Link シニア住宅情報・相談センター　大瀬戸祥浩社長
かいご職人　今仲学社長

パネルディスカッション

高齢者住宅新聞記者によるミニセミナー（会場：主催者企画コーナー）


