★お申込方法
「住まい×介護×医療展」
特設サイトはこちら。

第15回

https://event.koureisha-jutaku.com/tokyo2021/

住まい×介護×医療展 2021in東京

入場は事前登録制となります

第5回

〈台日長照產業髙峰會〉
日台介護産業交流サミット
2021 同時開催 台湾企業との商談も可能!!

9月29日 ・30日

2021年
参加無料

本気で日本の介護・医療業界へ進出をしたい台湾のICT事業者が日本の提携パートナーへプレゼンします

９月 日

₂₉

来賓
挨拶

セミナー

講演
講演

台北駐日経済文化代表処経済部部長 兼 TJPO 副主任 林 春寿 氏
台湾高齢産業創新発展協会 理事長 林 峻暉 氏
関西シルバーサービス協会 記虎孝年 理事長
日華議員懇談会会長 元国務大臣 衆議院議員 古屋圭司 氏

10時〜17時（各日）

東京流通センターA〜D
東京都大田区平和島6-1-1

事前登録制・入場無料

介護DX テクノロジーの活用で社会課題を解決できるのか？ ～介護×AIの未来を語る～
株式会社エクサウィザーズ 代表取締役社長 石山 洸 氏

エビデンスに基づく科学的介護の実践が海外戦略の要
一般社団法人 全国介護事業者連盟 理事長 斉藤 正行 氏

台湾企業による商品紹介
■smart医療における日台display産業の連携 ̶台湾企業がon-lineでプレゼンをします̶

TJPO/CIPO/慧誠智医/元太科技/鈺緯科技/睿生光電/凌華科技/英特盛科技/智齡科技/龍骨王[台湾smart-display＆ICT企業]
主催／日台介護産業交流サミット2021実行委員会
共催／ TJPO（台日産業連携推進オフィス）、CIPO、全国介護事業者連盟、高齢者住宅新聞社、日本デイサービス協会、
関西シルバーサービス協会、台日產業技術合作促進會、台湾高齢産業創新発展協会、HUMAN LINK

出展社一覧（カテゴリー別五十音順）
【介護テック・システム・見守り】

アカリエ/robottte[HRモンスター/介護エデュテイメント]
大塚商会
（メディケアIT研究会）
[介護ＤＸ
（最新技術、見守り、
IoT、
ロボット、
介護
記録、介護保険請求、勤怠・シフト、業務システム、環境配慮）
]
クレディセゾン[退院支援プラットフォーム]
ケアボット
［服薬支援ロボット］
礫川システムデザイン事務所[独居高齢者見守りシステム]
航和[介護ＤＸ
（最新技術、見守り、IoT、
ロボット、介護記録、介護スマートルーム）
]
コニカミノルタQOLソリューションズ[介護施設向けサービス
「HitomeQ ケア
サポート」
]
セントワークス[コンフォーム・パッケージ
「看護のアイちゃん」
]
日本ゼトック[口腔湿潤剤・入浴剤 QUOM・えびすの湯]
フューチャーインク[Vital Beats(バイタルビーツ)]
ブライト・ヴィー[介護現場の創造を支援するICT
「ケアズ・コネクト」
]
ブルーオーシャンシステム[ケア記録システム
「Blue Ocean Note」
]
薬進[お薬カレンダー、介護記録作成・服薬管理アプリ]

【介護予防・支援機器・福祉用具】

アイシム医療器[アルファダック治療器]
サロンオールディーズ[認知機能低下ケアシステム
「まゆっこ」
、
口腔機能ケアソ
フト
「流ちょう」
]
第一興商
［生活総合機能改善機器DK ELDER SYSTEM
「FREE DAM HD」
］
中商[IoT介護予防・機能訓練マシン HiTREX
（ハイトレックス）
]
南大阪リビング
［福祉用品・高反発クッション］
ユニバーサル・サウンドデザイン/東和薬品[聴こえ支援システム｢comuoon」
]
ラックヘルスケア[利用者・患者 移乗関連ソリューション他]

【人材サービス】

青山メディカルグループ・JVMCHR
（ベトナム法人）
［外国人人材］
ALTURA[医療介護特化型タレントマネジメントシステム ALOLINK]
RBパートナーズ[特定技能人材の活用とその利点]
ONODERA USER RUN[外国人人材紹介]
アイメイドアルファ[外国人人材紹介]
Take Action[会社と従業員の相互理解を深めるエンゲージメントクラウド
「THANKS GIFT」
]
ノーザンライツ[面接官トレーニング研修、採用時および採用後の適性検査等
を含む採用コンサル]
USEN WORKING[介護施設向けワークシェアリングサービス
「Ucare」
］

【栄養サポート・食事関連】

キッコーマンこころダイニング[発酵のちから 糀入りもちもち玄米・甘糀入りに
んじんとあしたば・発酵のちから サクサクしょうゆアーモンド]
クックデリ[介護施設向け食事サービス]
日本医療食研究所[給食委託、
配食サービス]
武蔵野フーズ[福祉施設向チルド弁当、
冷凍総菜、
やわらか食、
おせち]

【感染症対策・BCP】

R.オプティマイズ[アミノ酸除菌
「たをやめ」
]
関西ペイント[接触感染対策テープ、
抗ウイルス置くだけマット]
コアベース[HACCP義務化に沿ったグリーストラップ衛生管理
「ゼロ・グリー
ス」
衛生管理記録DX]
セロリー[ユニフォーム]
ナカオ産業[かんせいパックン(OVP-02)]
ベイサン[モバイルバッテリーARCA、
HX、
R-ARCA]

【建設・建築・設備】

SFA Japan[排水圧送ポンプ
「サニアクセツ3」
]
マックス[浴室暖房・換気・乾燥機 他]

【運営サポート】

介護の応援[介護施設の広報・広告/介護の応援＋通販カタログ
「たま」
]
公益財団法人JKA[福祉車両・福祉機器の整備事業への補助事業]
ソナエル[老人ホーム紹介]
TRデータテクノロジー[福祉施設・高齢者住宅データベース]
東都葬祭[家族で送るお葬式・身元保証サービス]
HITOWAホールディングス[介護事業トータルサポート]
メディケアプロモーション[介護事業者のための営業代行
「マザー」
]

【病院・クリニック・介護事業者】

医療法人元気会 わかさクリニック[在宅医療]
医療法人社団高輪会[訪問歯科]
医療法人社団平成医会[病院・診療所・薬局・介護事業者]
テン十字接骨鍼灸院グループ[訪問マッサージ]
社会福祉法人奉優会[無敵ボックス快適くん
（4方向アクリルボックス）
]

開催概要

主
日

催：高齢者住宅新聞社
時：9月29日(水)・30日(木)
10時～17時(各日)

セミナー数：2日間で全36講座（予定）
参 加 費：無料

介護業界、
ニューノーマルの備え
【感染症対策について】
■以下の症状がある方はご入場いただけません
◦37.5度以上の発熱がある

◦咳・咽頭痛・息苦しさなどの症状が認められる
◦保健所などの健康観察下にある

◦政府が指定する期間（来場日から2週間以内）に海外渡

航歴がある（当該期間に帰国した方と接触した場合も含む）

◦その他、体調が優れない（味覚・嗅覚異常を感じる、疲
労倦怠感を強く感じるなどを含む）

■全参加者のマスク着用が必要です

■サーモカメラによる体温チェックを行います

■入口・休憩所・セミナー会場などに消毒液を設置します。
■密集・密接を防止します

■共用スペースの消毒を徹底します
■会場の換気を行います

■大声で話すことは避けてください

■厚生労働省新型コロナウイルス接触確認アプリ
『COCOA』のインストールをお願いします

■ご来場の際は直行・直帰をお願いします。来場前後で

の集団での飲食もお控えいただきますようご協力くだ

さい。

社判スペース

【第５回日台介護産業交流サミット2021】

TJPO/慧誠智医/元太科技/鈺緯科技/睿生光電/凌華科技/英特盛科技/智齡
科技/龍骨王 [台湾smart-display＆ICT企業]
（共催）
TJPO/CIPO/全国介護事業者連盟/日本デイサービス協会/
台日產業技術合作促進會/台湾高齢産業創新発展協会/HUMAN LINK/関西
シルバーサービス協会

主催：株式会社高齢者住宅新聞社

★セミナースケジュール

9月29日水
座談会

特別会場

A会場

B会場

10:30〜12:00

10:45〜11:35

11:00〜11:30

“外国人介護人材”シンポジウム
コーディネーター

メディパス

ケアサポート

社会福祉法人
若竹大寿会

社会福祉法人
こうほうえん

小田 弘社長
山口美智子理事

公的介護保険外サービスの最新動向
～ウィズ・ポストコロナ時代の成長市場～

堀越太志社長
廣江研会長

今聞きたい！科学的介護ｘICTの事例について

HACCP義務化と環境重視の衛生管理
～グリーストラップの実情と対応実例～

ブルーオーシャンシステム
開発部 企画グループ

施設たいよう 介護管理室

座談会

三浦晃治副主任

15:00〜16:30

科学的介護推進の取組と課題

協力：シニアビジネス交流会
登壇者：アズ・パートナーズ 山本皇自取締役/ＳＯＭＰＯケア 藤
崎基取締役執行役員 CFO(最高財務責任者) CRO(最高リス
ク管理責任者)/やさしい手 香取幹社長/大塚商会 本部SI統括
部 豊田雅章 業種特化支援グループ部長
コーディネーター：高齢者住宅新聞社 網谷敏数社長

来賓挨拶
台北駐日経済文化代表処経済部部長 兼 TJPO 副主任
林 春寿氏
台湾高齢産業創新発展協会 理事長 林峻暉氏
関西シルバーサービス協会 記虎孝年理事長
日華議員懇談会会長 元国務大臣 衆議院議員 古屋圭司氏

基調講演

●エビデンスに基づく科学的介護の
実践が海外戦略の要
一般社団法人 全国介護事業者連盟

斉藤正行理事長

●介護DX テクノロジーの活用で
社会課題を解決できるのか？
～介護×AIの未来を語る～
エクサウィザーズ

石山洸代表取締役社長

台湾企業の商品紹介

介護・医療の未来を日台ICT技術で創造する
■smart医療における日台display産業の連携
̶台湾企業がon-lineでプレゼンをします̶
TJPO/CIPO/慧誠智医/元太科技/鈺緯科技/
睿生光電/凌華科技/英特盛科技/智齡科技/
龍骨王[台湾smart-display＆ICT企業]

2

～コロナ禍における地域包括ケアシステムへの
「地域のかかりつけ医」の関わり方の一例～
医療法人元気会 わかさクリニック

間嶋崇理事長

15:00〜16:30

1４:45〜1５:35

～コロナだからこそできることを諦めない。未来の種を育てよう～

コロナ禍におけるかかりつけ医を考える

座談会

withコロナの保険外サービス
コーディネーター

～欧米の医療危機との違い～
（仮）

NPO法人未来をつくるkaigoカフェ

高瀬比左子代表
登壇者
御用聞き 古市盛久代表/かなえるナース 前田和哉代表/
シンクハピネス 糟谷明範代表/ミライ道場 奥平幹也代表

特別会場

第5回 日台介護産業交流サミット2021

地域包括ケアと新型コロナウイルス対策への取り組み

野崎達矢社長

9月30日木

12:30～16:40

E会場

10:45〜11:35

11:00〜11:30

11:00〜11:50

有老ホーム＆サ高住の入居状況を検証。
最新トレンドからコロナ影響まで
～全国5.4万件のビッグデータを搭載した
業界唯一のBIツール～

ジャーナリスト

A会場
座談会

10:30〜12:00

デイサービス経営の人・物・金リアル

～ぶっちゃけトーク会～ LIFE対応はどうしてるの？ICTは何を使ってるの？ 人材採
用はどのようにしてるの？利益はどれくらい出してるの？しくじり話を聞いてみたい～
登壇者
いきいきらいふ 日下部竜太社長 / ウェルフューチャー
舛水努会長 /３eee 田中紀雄社長 / ベストリハ 渡邉仁
社長 / ポラリス 森剛士社長
コーディネーター

筒井祐智氏（元 早稲田エルダリーヘルス事業団 社長）

座談会

13:00〜14:30

高齢者向け住まい等の紹介事業のあり方について

基調講演：長谷工総合研究所 吉村直子取締役 主席研究員
座談会登壇者：長谷工総合研究所 吉村直子取締役 主席研究員
<高住連 高齢者向け住まい紹介事業者検討委員会メンバー>：
キャピタルメディカ 高齢者事業オーナー 中村健太郎氏 /
マザアス 代表取締役 吉田肇氏 /LIFULL senior 代表取締役
泉雅人氏 / ソナエル 取締役 経営企画部長 田中宏信氏 /
東京ロイヤル 高齢者事業部 統括執行役員 嘉門桂介氏
コーディネーター：高齢者住宅新聞社 網谷敏数社長

座談会

15:00〜16:30

コロナ禍における在宅介護・施設介護での看取り

協力：シニアビジネス交流会
登壇者
聖隷訪問看護ステーション藤沢 所長 看護師 米倉直美氏／
Recovery International 業務部副部長 ステーション管理者 看
護師 柴山宜也氏／日本プライベート看護 看護師 黒澤祥江氏／
湖山医療福祉グループ 経営理事 看護師 小松 順子氏／医療法
人社団ききょう会 巣鴨ホームクリニック 理事長 清水健一郎氏
コーディネーター
国際医療福祉大学大学院 教授 白澤政和氏 /
高齢者住宅新聞社 網谷敏数社長

座談会

コロナ禍における特定技能人材採用の
メリット、留意すべきポイント

～コロナ終息後の技能実習生採用戦略まで～
アイメイドアルファ

荻野健社長

1４:30〜1５:00

科学的介護に関わる口腔管理の重要性
〜介護事業所が算定できる口腔関連の
加算について〜

デンタルクルーズ医療法人社団高輪会 歯科医師

成平恭一理事

15:40〜16:30

注目集めるホスピス住宅の可能性と将来性
日本ホスピスホールディングス

浅川澄一氏

SDGs視点で考える電池とBCP

～過去の災害から学ぶ、
いざと言う時に強い
オフィスのあるべき姿とは～

三重野真執行役員

～確保・育成・定着のサイクルをまわす～

ベイサン 広報社長室

藤吉渉室長

13:30〜14:20
新しい転倒防止対策

～職員の手では防げない転倒事故、
全く新しい発想の防止対策とは？～
安全な介護

山田滋代表取締役

15:15〜15:45
単発勤務から長期採用へ
介護ワークシェアリングの可能性
～派遣や人材紹介はもう古い！
？～
USEN WORKING

冨田圭介取締役副社長

一般社団法人介護人材政策研究会

天野尊明代表理事

13:30〜14:20
2024年医療・介護同時改定の先取り
〜今から大改革の備えを〜

一般社団法人全国介護事業者連盟

斉藤正行理事長

15:15〜16:05
介護ＤＸ化への取組み

～介護現場でのICT、
AI、
介護スマートルーム
活用事例の紹介～
航和

佐々木航社長

B会場

C会場

D会場

E会場

10:30〜12:00

10:45〜11:35

11:00〜11:30

10:30〜11:20

コロナ禍の介護人材確保戦略

デイサービスにおけるLIFE加算取得

業務継続計画（ＢＣＰ）と科学的介護情報システム
（ＬＩＦＥ）を活かして、令和6年大改正に備える

ヒアリングフレイル予防と健康聴寿社会への取り組み

〜超高齢化時代における難聴の早期発見対策 豊島区モデルについて〜

～採用勝ち組事業者の採用オンライン化～

～正しく理解、
正しく算定～

ユニバーサル・サウンドデザイン
聴脳科学総合研究所

中石真一路所長

プレイケア 川﨑陽一社長
豊島区高齢者福祉課 岡崎真美係長

座談会

介護人材戦略は、定着からはじまる

曽根隆夫取締役

13:00〜13:50

13:00〜13:50

コアベース

沖本崇課長

営業部

浜田利彦担当部長

12:50〜13:20

～お客様情報から市場動向と具体的事例をご紹介します～

亀田病院グループ 社会福祉法人太陽会 介護老人保健

木万屋商会

紀伊信之部長／プリンシパル

加藤 順社長

13:00〜14:30

D会場

TRデータテクノロジー
日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門

ONODERA USER RUN

座談会

介護事業所の動画の作り方

～視聴ＵＰ、
興味喚起、
求人対策等の
課題解決テクニック～

C会場

12:50〜14:20

AI・IoTを活用した最先端の高齢者施設
“Smart Senior Housing”の全貌公開

～“コンセプトからリアルへ”着実に歩みだした未来の介護の世界～
エコナビスタ

ヒューリック
シニアビジネス開発部
森淳部長代理

渡邉君人
社長

チャーム・ケア・コーポレーション
事業部本部 教育研修室

斉藤亜希子教育研修室長

15:00〜15:50
科学的介護、
Ｌ
Ｉ
ＦＥ、
ＡＩが生み出す
次世代介護
国立研究開発法人

産業技術総合研究所

岡本茂雄招聘研究員

（株式会社ノバケア代表取締役）

Blanket

秋本可愛社長

サロンオールディーズ

伊藤亘常務取締役

～LIFEを活用して次期改正での成功報酬の導入に備える～
小濱介護経営事務所

小濱道博代表

13:00〜13:50

13:30〜14:20

13:30〜14:20

2024年をどう見る？こう見る！

少子高齢化が加速する中国の
高齢者施策と介護現場の最新動向

令和3年介護報酬改定対応も踏まえた、
ワクチン接種に油断しない！withコロナ時代に
求められる介護事業者のマネジメントとは

～介護ドックイヤーとHITOWAモデル～
HITOWAケアサービス
執行役員 事業企画室

山本晃弘部長

1４:45〜1５:35
次世代機器の効果的活用による
職員定着について

～離職率17％改善・残業時間54％減のノウハウ公開～
社会福祉法人奉優会
特別養護老人ホーム沓掛ホーム

城間恒洋施設長

日中福祉プランニング

王青代表

ねこの手

伊藤亜記社長

15:15〜16:05

15:15〜16:05

しない！させない！見過ごさない！令和時代に
おけるハラスメント、メンタルヘルス対策

～介護・厨房スタッフ、
外国人看護師の
採用ノウハウを紹介～

～ワークで学ぶこれってパワハラ？～

医療法人社団平成医会

毛塚かおり氏

産業カウンセラー

特定技能の活用とその利点

ロックブリッジホールディングス

岩橋宏和社長

※セミナースケジュール・タイトルは変更する場合がございます。
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