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基調講演
特別会場①12：50～

元厚生労働大臣

小宮山洋子氏が登壇！！

マーケット関連　　10:30→11:20

海外マーケット関連　　10:30→11:20

マーケット関連　　10:30→11:20

在宅医療関連　　10:30→11:20

人材・マネジメント関連　　10:30→11:20

人材・マネジメント関連　　10:30→11:20

医療・介護連携関連　　11:50→12:40

医療関連　　11:50→12:40

在宅医療関連　　11:50→12:40

金融関連　11:50→12:40

介護関連　　11:50→12:40

介護関連　　11:50→12:40

マーケット関連　　13:10→14:00

介護関連　　13:10→14:00

介護関連　　13:00→13:50

人材・マネジメント関連　　13:10→14:00

医療関連　　13:10→14:00

設備関連　　13:10→14:00

税務・法律関連　　14:30→15:20 介護関連　　15:40→16:30

税務・法律関連　　14:30→15:20 マーケット関連　　15:40→16:30

建築・不動産関連　　14:30→15:20 海外マーケット関連　　15:40→16:30

人材・マネジメント関連　　14:30→15:20 海外マーケット関連　15:40→16:30

介護関連　　14:30→15:20 医療・介護連携関連　　15:40→16:30

建築・不動産関連　　14:30→15:20 医療関連　　15:40→16:30

平成26年度
診療報酬改定が目指すもの

医療・看護・介護との連携が支える
これからの高齢者の住まいのあり方

高齢者住宅急増の背景を読み解く
～最新動向と背景を探る～

厚生労働省保険局　医療課長　宇都宮　啓

タムラプランニング＆オペレーティング
代表　田村明孝

超高齢社会と地域包括ケア
～福祉は住まいにはじまり住まいにおわる～

全日本民主医療機関連合会　副会長
医療法人社団健友会　理事長　山田　智

競争に勝つ！90日で必ず
満室にするテクニック
スターコンサルティンググループ　代表　糠谷和弘

高齢者にまつわる法律相談事例集
～法制度と解決方法～

弁護士法人アヴァンセリーガルグループ
執行役員　弁護士　家永　勲

地域包括ケアと介護予防のあり方
～高齢者の正しい運動トレーニングの方法～

目白大学保健医療学部理学療法学科
准教授　新井武志

中国・アジアにおける高齢者向け
介護・福祉事業について

リエイ　海外事業開発部　部長　田中克幸

嚥下内視鏡検査を活用した
訪問歯科診療からの提案

デンタルサポート
歯科医師･歯学博士　西山佳秀、言語聴覚士　渡邉美紀

ジェイコムグループの介護戦略
～M＆Aから最新事情まで～
ジェイコムホールディングス　社長　岡本泰彦

1800社の実績から培った開設前の商圏調査手法と事例
～介護・医療の将来需要を踏まえた調査ポイント～
技研商事インターナショナルマーケット分析ソリューション事業部

シニアコンサルタント　市川史祥

営業なくして医療・介護は残れない
～病院と介護施設の営業手法を解説～

ホワイトボックス
社長／公認会計士・税理士　石井友二

施設入居者の事故を巡る課題
～労働環境改善と施設保険の利用～

弁護士法人フェアネス法律事務所
代表弁護士　遠藤直哉

診療報酬改定で変わった
在宅医療機関との上手な付き合い方

医療法人社団悠翔会
理事長・診療部長　佐々木　淳

高齢者の健康・病気予防の新たな一手
～エビデンスに基づき〝水素〟の可能性を示唆～

日本医科大学　教授　太田成男

3年で959戸開設、入居率93.2％を出すサ高住運営絶対成功の法則
～建設会社、運営介護会社とのパートナーシップとは～

JPMC日本管理センター
代表取締役社長執行役員　武藤英明

中国高齢者介護市場の課題
～海外企業の課題と事業展開時のポイント～

国際マーケティングサービス　社長　葉　健栄

在宅医療の在り方と運営手法
～総合病院とは違う視点から～

医療法人社団洋誠会
かわいクリニック 院長　河井　誠

ヘルスケアリートをパートナーとした
事業展開のポイント

ジャパン・シニアリビング・パートナーズ
社長　藤村　隆

介護現場における
外国人材の活用

NPO法人AHPネットワークス
専務理事　二文字屋　修

平成の奇兵隊！
～介護のサポートに元気シニア大集合～

かい援隊本部　会長　新川政信

日本式の介護・医療は
アジア諸国に輸出できるのか？

キャピタルメディカ
経営企画部長　執行役員　中村健太郎

外国人看護師・介護福祉士を
受け入れて

医療法人社団永生会　法人本部
相談役兼看護介護採用担当部長　宮澤美代子

地域包括ケアにおけるNPO法人
生活支援センター（申請中）の役割

MMPG医療・福祉・介護経営研究所
介護サービス研究室　室長　相楽行孝

がん体験者の
サロンから広がった波

島根益田がんケアサロン　代表　納賀良一

在宅介護の未来
～ケアが目指すべき方向性～
日本ホームヘルパー協会 　会長　因　利恵

患者・利用者に安心感を生みだす
医療・介護連携サービスをITで支援

メディケアIT研究会（ワイズマン）　佐々木　裕

離職率はこうして下げる！スタッフが
辞めない組織作りのノウハウ教えます

ねこの手　代表取締役　伊藤亜記

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　主査　浦野雅司

福祉用具サービスの現状と
制度改正の行方

（社）全国福祉用具専門相談員協会
理事長　岩元文雄

医療法人健康会くにもと病院　理事長　國本正雄

高齢者のいきいきとした生活を支える栄養ケア
～サルコペニア・フレイルティを予防するために～

介護保険改正の課題
～医療・介護連携の推進～

沖縄メディカル病院内科
金城大学客員教授　吉田貞夫

桜美林大学大学院老年学研究科
教授　白澤政和

社会保障改革
～年金・医療・介護、そして子育て～

民が公の役割をいかに果たすのか
～自助、互助、共助、公助の観点から～

元厚生労働大臣　政策研究会代表　小宮山洋子

明治大学　国際日本学部　教授　小笠原　泰

人生の最終段階の医療とケア
～延命医療問題について考える～

東京大学大学院　特任准教授　会田薫子

高齢者の小規模施設の安全と「すまい」のあり方
～火災・災害等の安全対策を探る～

（財）日本認知症グループホーム協会
副代表理事　宮長定男

地域包括ケアシステムと住まい再考
～高齢者住宅の将来を見据えて～

国際医療福祉大学大学院　教授　高橋紘士

7月29日（火）　高齢者住宅セミナー　スケジュール（敬称略） 先着順 聴講無料　

10:30→11:20医療・介護連携関連

11:40→12:30医療関連

11:40→12:30医療・介護連携関連 12:50→13:40医療・介護連携関連

14:40→15:30介護関連

14:00→14:50看取り・認知症関連

15:50→16:40介護関連

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。セミナー定員は特別会場①・②が200名、A～F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。受講方法

高齢者住宅・高齢者施設による
土地活用、工事費上昇の影響

シスケア　代表取締役　太田裕之

介護されるだけの存在から
誰かを支える存在へ

NPO法人地域のよりあい所　また明日
また明日デイホーム管理者　森田和道

基
調
講
演

12:50→14:20

15:10→16:40
小規模デイサービス事業者
パネルディスカッション

総量規制・予防給付見直しの中でのサバイバル術

総量規制・予防給付見直しの中でのサバイバル術

パネリスト
日本介護福祉グループ 会長 藤田英明
イー・ライフ・グループ 専務 柳原圭吾
ほっとステーション 顧問 岩見智之
いきいきらいふ 代表取締役 左　敬真（順不同）

小規模デイサービス事業者
パネルディスカッション
特別会場②（15：10～）



高齢者住宅事業者運営
パネルディスカッション
特別会場①（15：10～）

これからの高齢者住宅に求められる役割とは？～介護保険制度改正・診療報酬改定を受けて～

パネリスト
荒井商店 シニアライフ＆メディケア事業部 取締役事業部長　　三重野真
長谷工総合研究所  上席主任研究員　　吉村直子
東京建物不動産販売 賃貸営業本部シニアレジデンシャル事業担当部長　　菊地達也
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看取り・認知症関連　　10:30→11:20

介護関連　　10:30→11:20

医療・介護連携関連　　10:30→11:20

看取り・認知症関連　　10:30→11:20

マーケット関連　　10:30→11:20

税務・法律関連　　10:30→11:20

海外マーケット関連　　11:50→12:40

医療・介護連携関連　　11:50→12:40

設備関連　　11:50→12:40

介護関連　11:50→12:40

人材・マネジメント関連　　11:50→12:40

海外マーケット関連　　11:50→12:40

介護関連　　13:10→14:00

在宅医療関連　　13:10→14:00

介護関連　　13:10→14:00

税務・法律関連　　13:10→14:00

金融関連　　13:10→14:00

建築・不動産関連　　13:10→14:00

マーケット関連　　14:30→15:20 医療関連　　15:40→16:30

税務・法律関連　　14:30→15:20 介護関連　　15:40→16:30

医療関連　　14:30→15:20 介護関連　　15:40→16:30

介護関連　　14:30→15:20 介護関連　15:40→16:30

建築・不動産関連　　14:30→15:20 医療・介護連携関連　　15:40→16:30

障害者関連　　14:30→15:20 建築・不動産関連　　15:40→16:30

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。セミナー定員は特別会場①・②が200名、A～F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。受講方法

高齢者には何が必要なのか
～被災地での孤立高齢者診療から見えた課題～

東京都のサービス付き
高齢者向け住宅に対する取り組み

認知症を知る、予防する、治療する
～超高齢化社会に向けた取り組みとは～

亀田総合病院　経営企画室
地域医療学講座プログラムディレクター　原澤慶太郎

東海大学八王子病院神経内科　教授　北川泰久

新規開発・Ｍ＆Ａ戦略
～有料老人ホームの成功事例とその秘密～

木下の介護　取締役常務　福元　均

2015年介護保険制度改正後も
勝ち残るデイサービスの条件

イー・ライフ・グループ　代表　小川義行

今からやらなければ間に合わない！
介護保険制度の改正予測とその対策
船井総合研究所　東京経営支援本部第三経営支援部

　チームリーダー　沓澤翔太

平成26年度
診療報酬改定と在宅医療

（社）日本医師会　常任理事　鈴木邦彦

差別化を図るリハビリ型デイの戦略
～介護保険改正をビジネスチャンスへ～

サロンオールディーズ　太田信宏

高齢者福祉先進国フィンランドケアの
最新事情と日本での導入事例
フィンランド大使館　商務部　上席商務官　木村正裕

地域包括ケア「幸手モデル」とは
～高齢化を限られた資源でいかに乗り越えていくか～

社会医療法人JMA東埼玉総合病院
在宅医療連携拠点事業推進室　室長　中野智紀

介護・医療事業者が知っておくべき
トラブル事例と解決方法
弁護士法人法律事務所オーセンス　弁護士　森田雅也

住み慣れた家で暮らすための総合支援のあり方
～心配を安心へ！やさしい手が実践する在宅支援サービス～

やさしい手　事業部長　長野尚也

生き残るためのドラッグストアの戦略
～介護事業者との連携について～

CFSコーポレーション
医療推進本部　顧問　吉田英二

医療設計コンサルが考える医療・介護連携
～入居率向上の秘訣を～

リチェルカーレ　代表取締役　高橋邦光

安心して住み続けられる住まいとは
～自然とサービス環境から～

社会福祉法人若竹大寿会　法人本部長　石垣修一

複合型サービスの現状と
開設のポイント

（社）全国訪問看護事業協会　事務局長　宮崎和加子

職員は何故、身体拘束をしようと思うのか？
～心理的側面の大規模調査から見えてきたもの～

杏林大学　教授　長谷川利夫

認知症の人を理解するために
～薬剤師の視点から見た支援方法～
エーザイ　保険薬局政策部　担当課長　久田邦博

中国の福祉市場で今一体、何が起きているのか
～福祉政策の転換と今後の方向性～

日中福祉プランニング　代表　王　青

今更聞けないっ！第3弾こんなにもあった
高齢者をとりまく税金あれこれ
新宿総合会計事務所　副所長　税理士　杉江延雄

最大手が語る
お泊りデイサービス次の一手

日本介護福祉グループ　会長　藤田英明

事業者のための介護トラブル対処法
～訴訟を予防する三つのルール～
法律事務所おかげさま　代表弁護士　外岡　潤

介護業界のためのM&A活用法
～事業承継の選択肢と進め方～

ストライク　代表取締役　荒井邦彦
執行役員　石垣圭史

最適な高齢者の住まい選びを
サポートする人材養成ノウハウ
（社）高齢者の住まいと暮らしの支援センター

副理事長　安藤滉邦

ヘルスケアリート
今後の事業展開について
大和リアル・エステート・アセット・マネジメント

投資企画部長　福島寿雄

障害者雇用の現状と魅力
～共に働く社会の実現を目指して～

埼玉県立大学　教授　朝日雅也

病気や障害に負けず
人生を全うするために

医療法人社団三育会
新宿ヒロクリニック　院長　英　裕雄

高齢者施設における最適な厨房設計と食事提供
～厨房職員の確保・指導のポイント～

ニチワ電機　常務　西　耕平

入居者と職員がドンドン集まる
高齢者住宅の作り方
ユーエス計画研究所　介護建築家　繁野民輝

サービス付き高齢者向け住宅の事業戦略
～学研グループが展開する
「ココファンシリーズ」の最新情報～

学研ココファン　常務　五郎丸　徹

介護予防型・機能訓練特化型
デイサービスの将来展望
日本ベンチャーコンサルティンググループ　代表取締役
（社）リハビリ・デイサービス協会　事務局長　斉藤正行

東京都福祉保健局高齢社会対策部
在宅支援課長　新田裕人

人口減少社会に向かう日本
～首都圏の医療福祉の現状と将来予測～

国土交通省が目指す高齢者住宅施策
～スマートウェルネスの実現に向けて～

国際医療福祉大学大学院　教授　高橋　泰

国土交通省　住宅局安心居住推進課
企画専門官　小野田吉純

ビッグデータを活用した高齢者のための支援システム
～モバイルやICT活用術の極意～

生きているってすばらしい
～住まい・健康・命・絆を考える～

国立保健医療科学院
上席主任研究官　水島　洋

諏訪中央病院　名誉院長　鎌田　實

次期介護保険制度改正と
サ付き住宅のあり方

淑徳大学　教授　結城康博

理想的な特養・有料老人ホームの成功モデル
～建築家・映像作家・レゴビルダーとの連携～

湖山医療福祉グループ　代表　湖山泰成

7月30日（水）　高齢者住宅セミナー　スケジュール（敬称略） 先着順 聴講無料　

サ高住の事業成功のポイント
～建築コスト・設備ランニングコスト削減術～

プラスPM　代表取締役　一級建築士　木村譲二

10:30→11:20医療関連

10:30→11:20行政・団体関連

11:40→12:30医療・介護連携関連

11:50→12:40行政・団体関連

12:50→13:40介護関連 14:00→14:50介護関連

15:50→16:40介護関連

（順不同）

14:00→15:30
基
調
講
演

基調講演
特別会場②14：00～

医師でベストセラー作家の

鎌田實氏が登壇！！
15:10→16:40

これからの高齢者住宅に求められる役割とは？
～介護保険制度改正・診療報酬改定を受けて～

高齢者住宅事業者運営
パネルディスカッション
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