


もつと知っておきたぃ
F特定処遇改善カロー算」

日本クレアス税理士法人大藪直史氏

厚労省ガイドラインで実地指導はどう変わつた
のか、介護事業者は何をすればいいのか
ヘフレプズ・ァンド・カンパニー西村栄一代表

麟議11機灘驚懸:壼鷲覇II磯鶴雛畿臨畿鶴‡
業態別!手―ズ層J!正しい介護外国人チーム
づくりの導入方法
ユアブライト山下美和社長

機嚇議購麟叢鰈 麟
スタツフのメンタルヘルス対策のために
管理者・上司が知っておくべきこと

けあ人財アカデミー垣内イスズ代表
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ミャンマー人11人を受入れて

見舞著柳
際して事業所がなすべきこと、

医療法人桜希会 谷 口卓 史介護事業統括兼理事

在宅医療における排尿ケア
医療法人慶春会いたみホームクリニック
山田浩史院長
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.介護事業者勝ち組戦略

‐
～特定処遇改善加算・特定事業所加算取得ノウハウ/AN開 ～

「 ナッセ瀬下裕美経営戦略室室長

あなたのステーションは大丈夫?
～訪問看護経営の3つの落とし穴～

eWen北村亜沙子常務

‐ 響者に任せるために知っておきたい、
1営業活動の基礎        |
工不■ ム・エス 介護経営支援事業部 古 谷 和 之 氏

介護センサニサミツト201釧 n関西
※詳細は右ページをご覧下さい

介護センサーサミット2019in関西
※詳細は右ページをご覧下さい

ACP(人生会議)と リビングゥィルは
どう違うのか?

ジヤーナリスト浅川澄一氏

介護施設が生き残るための、
戦略的人材採用の極意と技術とは
ナインデザイン飯田憲幸社長

1介護甲子園優勝事業所が語る
|「職員のやる気を引き出す、いしヽ社風のつくり方」

・ ネオリンクス中野健一郎社長

高齢者施設でのロボット活用
～介護は「3K職場」からプラス思考の「5K」「アK」へ～
フジモトゆめグループ社会福祉法人隆生福祉会藤本力1代子理事長

利用者のADL・QOL向上に役立つ
□腔ケアのあり方

医療法人誠仁会りょうき歯科クリニック領木誠一理事長

～入居相談事業者とマスコミが語るホンネ～
と―たるさぽ―と岡田伸也社長酪 靡

× 高齢者住宅新聞社 西 岡 一 紀 編集長



◎NPO法人あい 。ライフサポー トシステムズ (第二者評価機関。エンデイングノート)◎青山メディカルグループ※エタンセ

ル/」apan Vietnam A/1CHR Consuttant/関 西医療介護協同組合 (介護現場の人材確保・育成/介護記録アプリ)◎アクセ

スHR(外国人人材〔フ4リ ピン人〕紹介)◎アリレシステム (空気清浄機・床暖房・自動消火設備)◎ eWell(訪 問看護支援サービス隔Bow」 )

◎一般社団法人移心の風 (介護タクシー)◎エス・エム・エス/カ イポケ (介護業務支援ソフト「カイポケJ)◎ edustyle(医療

用ウィッグ)◎司法書士法人おおさか法務事務所 (認知症サポート・成年後見)◎大塚商会 (IcT、 IoT、 センサー、ロボット)◎

ONODERA GRO∪ P(介護外国人人財紹介、給食事業)◎介護サプリ (ケ ア記録アプリ、持ち物チェックアプリ)◎介護ナビおお

さか (介護情報サイト・助成金対応型社員研修)◎介護のキャンパス/ヒ ューマンライフ (介護人材育成・研修)◎川商 (高齢者

向け住宅運営など介護事業)◎ぎんのコンシェルジュ (高齢者の生きがい創出プロジェクト「ぎんのコンシェルジュJ)◎医療法人社

団光誠会 (在宅医療)◎コルペエコー (介護用人浴剤「心身体の湯」)◎三幸福祉カレッジ (介護の資格取得・人材教育。研修)◎

―般社団法人幸せ介護創造ファク トリー (「持ち上げない介護」など介護研修プログラム)◎ジェイテク ト (自 立推進歩行器)◎

スリーイーホールディングス (ミ ャンマー人技能実習生)◎ DASUケ ア LAB(排泄ケア支援)◎つえ屋 (杖・ステッキ)◎と一

たるさぽ一と (高齢者住宅人居相談)◎医療法人社団日翔会 摂食介護支援プロジェク ト (摂食介護支援プロジェクト)◎日本夕

レアス税理士法人 (福祉・介護事業に特化した税理士法人)◎日本 トリム (電解水素水整水器・高濃度電解水素水サーバー)◎日本

老人ホーム紹介センター (高齢者住宅入居相談)◎プロノヾティ・ケア (洗わない入浴「マイクロバブルトルネードJ「 ミラブル」)◎

ヘルシーオフィスフー (栄養・食事コンサルティング)◎ヘルプズ 。アンド・カンパニー (実地指導対策コンサルティング)◎ま

こと法律事務所 (終活トータルサービス)◎ MOther(施設と利用者のマッチングシステム「みっけあ」、介護専門営業代行サービス)

◎三嶋商事 (介護食・治療食)0南大阪リビング (床ずれマット・車椅子用クッション)◎メディカル朋 (中 国人医療人材紹介)◎

ユアプライ ト (外卜1人 人材紹介サービス)◎よろずやサンズ (イ ベント・集客サービス)◎ライフサポー ト/ダイバーシティ事

業協同組合 &ベ トナム VNJ(外国人機能実仰 ◎Rehab For」APAN(リ ハプラン (個別機能訓練加算支援ツール))

介護・医療業界を中心に活動する団体、ネットワークが集う場です
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活き活き倶楽部/KAIGO LEADERS/一 般社団法人シニア住宅相談員協会/一般社団法人全国介護事業者連盟関西支部/一

般法人日本エルダーライフ協会/フ ットヘルパー協会/―般社団法人 Utori SpOrts Cttmmunity/一 般社団法人ワーシャル

痣鱚閂屁「介護センサーサミット」
エイジングイノベーション
～最新テクノロジーが実現する介護産業の未来～

経済産業省ヘリレスケア産業課西川和見課長

輪

崚

介護事業者における介護センサー・

見守リシステム導入をめぐる課題

大塚商会本部SI統括部業務特化支援グループ豊田雅章部長

最新テクノロジー導入の 業務効率向上に

ポイント
～AI、 IoT、 ロボットが実現する

介護サービス～

‐■チャーム・ケア・コーポレーシ∃ン

奥村孝行常務執行役員

1青山メディカルグループ

大鳥矢□秀北摂地区統括責任者

|やさしい手 香取幹社長

■ポラリス 森岡」士社長 ほか

役立つシステム導入

コーディネーター:大塚商会豊田雅章部長・高齢者住宅新聞社網谷敏数社長

9月 5日⑥ 1450～1620 「「0肩τ百011:50-1壼万F丁]

～労働生産性向上に

向けた取組み～

○社会福祉法人あかね

松本真希子理事長

○やさしい手 香取幹社長

○ねこの手 伊藤亜記社長

○川商 川畑太介専務取締役 ほか

‐最新ICT/1oTが一堂に1

会場内で比較検討可能1

■主な展示商品

見守 リシステム・徘徊セ ンサー・ナー

スコール・ICT/1oTシ ステム・見守 り

ロボッ ト・介護記録 システム、重症化

予防システム・健康管理 システム

●主な出展企業

(2019年フ月31日現在・順不同)

大塚商会 /パ ナソニ ック /や さしい手

/エ コナ ビス タ・ ワイズマ ン/ブ ルー

オーシャンシステム /NDソ フ トウェア

/ガー ドアイ /ワ イズマン

ICTや ロボット導入時のポイント、補助金活用方法などについて専門家が対応する相談コーナーも用意



○主催 株式会社高齢者住宅新聞社

〒104-0061 東京都中央区銀座8-12-15全国燃料会館5階

丁EL03-3543-6852  FAX03-3543-6853

0日 時 2019年 9月 5日 (木 )・ 6日 (金)10時～17時

○会場 インテックス大阪 4号館

〒559¨0034 大阪市住之江区南港北 1¨5-102

0同時開催イベン ト

「賃貸住宅フェア201 9in大 阪」(主催:株式会社全国賃貸住宅新聞社)

「リフォーム産業フェア201 9in大 阪」(主催:株式会社リフォーム産業新聞社)

○出展企業・コマ数

200社・250コ マ (3イベン ト合計)

○来場予定者数 (登録券ベース)

1万 2000人 (3イベン ト合計)
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賃貸住宅経営者。管理会社向けのイベント。アパート・マンション用各種機器や、賃貸住宅管理効率化のための各

種システム、相続。税務関連、遊休地活用など様 な々商品・サービスが一堂にc

|‐

・
.|||||||||‐ |||||‐ ‐

|■ |■‐1主催 :株式会社リフォーム産業新聞社

リフォーム事業者・工務店。設計会社・建材メーカーなど向けの総合展示会。キッチン・フローリングなどの各種住設

機器のほか、建物調査診断・施工管理アプリなど、最新アイテムを紹介.

| |‐  ■ ‐
■週刊 高齢者住宅新聞  ‐    ■

2012年 4月 創刊。介護・医療・福祉事業者向けの経営情報紙です。行政の動向、有力事業者

のインタビュー、話題の高齢者住宅ルポ、経営に役立つ商品・サービスの紹介などの情報が満載。

また、大学教授、介護コンサルタン ト、介護ジャーナリス ト、弁護士など一流執筆陣による各

種連載コラムも人気です.

〈媒体概要〉

創刊   2012年4月

発行形態 週刊 (毎週水曜日※第5水曜日は休刊。そのほか体刊日あり)

体裁   タブロイド判・20ページ～

発行部数 3万部

購読料  年間2万1000円 (税別)

購読者層 介護事業者、医療法人、建設会社、不動産会社、住設機器メーカー、自治体、金融機関など

ス一べタ一】、、ア宅住者齢吉
同設施祉福

全国約5万2000件 の福祉施設・高齢者住宅の名称、住所、電話

番 写・をはじめ、居室数、人居費用、入居者の平均年齢や要介護度

などを掲載 したデータ集ですc高齢者住宅運営事業者にとっては

開設候補エリアの調査分析などに、高齢者住宅運営者に商品・サー

ビスを提案 したい企業にとっては営業先候補 リス トの作成など、

様々な形で活用できます。2019年 版が7月 8日 に発売されました.

テレビ番組「発見!マイスタイル」

-15分でわかる高齢者ホームー
首都圏で話題の高齢者住宅を紹介するテレビ番組を制

作 しています。現在、東京MXテ レビで絶賛放映中です。

1回 15分の放送で、紹介するのは3ホ ーム.視聴者からは「短

い時間でホームの特徴がよくわかる」と人気です。


