
介護施設の経営や運営に関わる皆さまへ

2022年3⽉10⽇(⽊)、東京ビッグサイトで

⾼瀬義昌⽒（医学博⼠）が提⾔します︕

適切な予防的キュア・ケアが、
⾼齢者施設の経営を救う︕

〜⼊居者のムダな⼊院を減らすために〜

(医社)⾄髙会 たかせクリニック
理事⻑ 髙瀬 義昌

⼊居者のムダな救急搬送や⼊院を減らすことは、⼊居者のQOLや
QOD（Quality of Death)を維持向上するだけでなく、介護施設の収
⼊を維持し、介護スタッフの負担を減らすことにつながります。
本講演ではそのための⼊居者の予防的、計画的な健康管理につい
て解説します。

施設運営改善に向けた重要な内容です。
ぜひご聴講ください︕（受講無料）

東京ケアウィーク専⾨セミナー セッション番号 42

受講申込⽅法については添付のセミナープログラム全体の
案内をご参照下さい。

15:10〜16:10



事前申込制

2 9:50 ～10:50       介護用品コース     
実演！ 移乗用リフトを活用した動作介助の実際
～人材確保と労災防止、こうしゅくゼロの切り札に！～
（一社）福祉用具活用相談センター 理事長／（株）ふつうのくらし研究所 代表取締役／理学療法士
吉川 和徳

3 10:10 ～11:10       介護のテクノロジーコース        
厚生労働省の介護ロボット政策について
厚生労働省 老健局 高齢者支援課 介護ロボット政策調整官／介護ロボット開発・普及推進室 室長補佐
山田 士朗

7 11:30 ～12:30       介護の食コース        
「食べたい」を支えるケアと技術
～経口摂取をかなえるための包括的支援スキル～
NPO 法人口から食べる幸せを守る会 理事長　小山 珠美

8 11:30 ～12:30       経営者向けコース     
人口減少社会を見据えた、今後の介護事業経営の在り方とは
淑徳大学 総合福祉学部 社会福祉学科 教授　結城 康博

13 13:10 ～14:10       経営者向けコース     
介護業界M&Aの舞台裏
～失敗しないためのM&A 活用術～
ブティックス（株） 介護M&A支援センター 常務取締役　速水 健史

14 13:10 ～14:10       障がい福祉コース     
発達障がい・知的障がいのあるお子様への療育支援とそのご家族との連携
（公社）発達協会 理事 療育部統括部長　小倉 尚子

22 15:30 ～16:30       介護の食コース      
噛む・飲み込むの機能を鍛える「口」ストレッチ
～生涯おいしく、楽しく、美しく口から食事をするために～
日本大学 歯学部 摂食機能療法学講座 教授　植田 耕一郎

23 15:30 ～16:30       業界動向コース      
地域包括ケアと地域共生社会はどこへ向かうのか？
～コロナ禍がもたらした影響と変化～
福祉ジャーナリスト　浅川 澄一

24 15:30 ～16:30       デイサービス向けコース     
“はたらくデイサービス”が社会の風景を変える
 ～認知症の人と一緒に「生きる拠点」づくりを全国のまちで～
100BLG（株） 代表取締役・CEO　前田 隆行

72 10:40 ～11:10       出展商品紹介   テクノロジー       
ケアコネクト ～CAREKARTEによる科学的介護の実現～
（株）ケアコネクトジャパン　

73 11:30 ～12:00       出展商品紹介   CareTEX     
BCP作成のポイント
フォックスブルー（株）　

75 13:10 ～13:40       出展商品紹介   CareTEX     
外国人介護職員を採用する前に必ず聴いておくべきこと
レバレジーズグローバルサポート　

76 14:00 ～14:30       出展商品紹介   まちづくり     
介護施設・ケアマネ・自治体様、必見！
介護保険外の自費介護サービス【クラウドケア】
（株）クラウドケア　

77 14:50 ～15:20       出展商品紹介   ケアフード     
待ったなし ! 人手不足にどう対応するか
～セントラルキッチンが生き残りのカギ～
（株）MCシステム　

25 9:50 ～10:50       ケアマネジャー向けコース        
LIFEと介護保険制度の2024 年度改正
～介護実践とケアマネジメントに及ぼす影響と課題～
東洋大学 ライフデザイン学部 准教授　高野 龍昭

26 9:50 ～10:50       障がい福祉コース        
農・商・工・福の連携による地域創生
～ココトモファームの取り組み事例～
（株）ネットアーツ 代表取締役／（株）まなぶ 取締役会長／（株）ココトモファーム 代表取締役
齋藤 秀一

27 10:10 ～11:10       超高齢社会のまちづくりコース     
今こそ超高齢社会における人の居場所のあり方を考えよう
～歴史からみた、ハード、ソフト両面のまちづくり～
國學院大学 教授　西村 幸夫

1 9:50 ～10:50       人事・教育コース     
今さら聞けない“管理者”の役割とは？
～次世代リーダーを目指す／育てるための管理者セミナー～
（株）ねこの手 代表取締役　伊藤 亜記

4 10:10 ～11:10       業界動向コース      
オンライン・オフラインを融合した新たなフレイル予防
～Withコロナ社会における新たな地域像～
東京大学 高齢社会総合研究機構 機構長・未来ビジョン研究センター 教授　飯島 勝矢

9 11:50 ～12:50       超高齢社会のまちづくりコース      
エビデンスに基づく介護
～「AI」と「ごちゃまぜ」で知を創り、学びあおう！～
静岡大学 創造科学技術大学院 特任教授／（一社） みんなの認知症情報学会 理事長　
竹林 洋一

12 12:10 ～13:10       介護予防コース       
科学的根拠に基づいた認知症予防とは
桜美林大学 老年学総合研究所 所長・大学院 教授
鈴木 隆雄

15 13:30 ～14:30      基 調 講 演

高齢社会の課題解決に向けたデータ活用

国立情報学研究所 所長／東京大学 特別教授
喜連川 優
18 13:50 ～14:50       施設運営コース   
死にゆく人の心に寄り添うスピリチュアルケア
～魂と科学を合わせた視点で看取りを考える～
非営利一般社団法人 大慈学苑 代表理事　玉置 妙憂

19 15:10 ～16:10       経営者向けコース     
次期改定に向けた介護事業所の生き残り戦略
～カギを握るのは科学的介護～
（一社）全国介護事業者連盟 理事長／
（株）日本介護ベンチャーコンサルティンググループ 代表取締役　斉藤 正行

31 11:30 ～12:30       介護の食コース      
介護予防における管理栄養士の役割とは
～多職種連携による食支援の重要性～
（公社）東京都栄養士会 会長／駒沢女子大学 人間健康学部健康栄養学科 教授
西村 一弘

32 11:30 ～12:30       介護予防コース       
高齢者の認知症予防・健康維持に期待される、
eスポーツの普及と市場動向
（株）プレイケア 代表取締役社長　川﨑 陽一

3月9日（水）

3月10日（木）

28 10:10 ～11:10      基 調 講 演

制度設計者が語る 
介護保険の中・長期的展望
上智大学 教授／（一社）未来研究所臥龍 代表理事
香取 照幸

専門セミナー
会期：2022年3月9日（水）～11日（金） 9：30～17：00    会場：東京ビッグサイト 南展示棟  　  主催： ブティックス（株）

受付開始  9：00 展示会場内セミナー会場　　

裏面にもまだまだセミナーが続きます▶▶▶

本業界の第一線で活躍されている専門家の方々を講師に迎え、総計82セッションの専門セミナーを開催！

プログラムの詳細・
セミナー受講申込みは http://caretex.jp

の数字は
セッション番号です。

※敬称略　※都合により、講師･プログラム内容が変更
となる場合があります。あらかじめご了承ください。

    受 講  料 無料



3月10日（木）

47 15:30 ～16:30       介護の食コース      
食事サービスの経営改善！HACCP対応した、
美味しさ抜群の食事提供システム
新調理システム推進協会 事務局長／ニチワ電機（株） 専務取締役　西 耕平

83 13:10 ～13:40       出展商品紹介   見守りシステム     
東京都福祉保健局補助金申請のポイントを
コンサルティングの実例を踏まえてご紹介
（株）みらい福祉　

84 14:00 ～14:30       出展商品紹介   見守りシステム     
「ナカヨの介護・みまもりソリューション
＜ケアNYC（ケアナイス）＞ご紹介」
（株）ナカヨ／ナカヨ電子サービス（株）　

85 14:50 ～15:20       出展商品紹介   CareTEX     
特定技能介護の活用事例と人材定着化のためのポイント
Stepjob/ポールトゥウィン（株）　

50 10:10 ～11:10       在宅医療コース        
在宅医師が語るコロナ禍における高齢者ケアのあり方
（医社）家族の森 多摩ファミリークリニック 院長　大橋 博樹

特 【前編】10:20 ～11:20    【後編】11:30 ～12:30       特別講演     
超高齢社会におけるヘルスケア（健康福祉分野）の地域課題解決
～自治体担当者が本音で語る！
　デジタル活用やベンチャーとの連携ノウハウ～
経済産業省 関東経済産業局 次世代産業課／府中市 高齢者支援課、協働推進課／
西東京市 高齢者支援課／八王子市 高齢者いきいき課／大子町 福祉課　

53 11:30 ～12:30       介護の食コース      
高齢者ケアにおける多職種連携と食支援
～摂食嚥下機能に配慮した支援のあり方とは～
東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科／
医歯学系専攻 老化制御学講座 摂食嚥下リハビリテーション学 教授　戸原 玄

54 11:50 ～12:50       介護のテクノロジーコース        
VR/メタバースで実現する活力ある超高齢社会
東京大学 名誉教授／東京大学 先端科学技術研究センター サービスVRプロジェクト 
プロジェクトリーダー　廣瀬 通孝

57 12:10 ～13:10       経営者向けコース   
SOMPOの介護リアルデータプラットフォームを
中心としたテクノロジー活用による介護DXの実現
SOMPOケア（株） 取締役執行役員 CDIO（最高データ・業務革新責任者）　岩本 隆博

58 13:10 ～14:10       施設開発コース   
新設・改修を検討中の方必見！ 採用力& 定着率向上へ繋がる
“働きたい・住みたい施設”のつくり方
（株）ユーエス計画研究所 代表取締役　繁野 民輝

59 13:10 ～14:10       施設運営コース   
排泄ケアにおけるアセスメントの重要性
～処理からケアへの転換～
NPO 法人日本コンチネンス協会 首都圏支部長　牧野 美奈子

63 13:50 ～14:50       超高齢社会のまちづくりコース        
世界に先駆けて超高齢社会を迎える我が国の
地域ケアを完成させ、輸出産業に育てあげよう！
京都大学 特命教授　岩尾 聡士

67 15:30 ～16:30       介護の食コース      
経営視点で考える介護事業の給食部門
～収益改善と保険外収入＋働き方改革による人材確保～
（株）日本給食業経営総合研究所 副社長執行役員　井上 裕基

68 15:30 ～16:30       業界動向コース   
新型コロナの出口戦略に向けて
～これまでの感染対策の評価及び今後の体制のあり方～
国際医療福祉大学大学院 医療福祉経営専攻 医療経営管理分野 教授　高橋 泰

69 15:30 ～16:30       人事・教育コース    
日本の介護人材政策の現状と今後の展望
（一社）介護人材政策研究会 代表理事　天野 尊明

92 14:00 ～14:30       出展商品紹介   CareTEX     
爆発的に増えている再就職・リワーク支援、
VRを活用した支援方法・集客事例セミナー
（株）ジョリーグッド　

93 14:50 ～15:20       出展商品紹介   介護システム     
ICTを活用した業務効率化と定着率向上
Talknote（株）　

41 13:50 ～14:50       デイサービス向けコース   
目指すは地域No.1デイ！
経営者が知っておくべき差別化要素とは？
（株）船井総合研究所 地域包括ケア支援部 マネージャー　沓澤 翔太

45 15:30 ～16:30       施設運営コース    
高齢者施設の災害対策BCP
～現場で実践できる、具体的な計画策定のポイント～
（株）安全な介護 代表取締役　山田 滋

42 15:10 ～16:10       経営者向けコース   
適切な予防的キュア・ケアが、高齢者施設の経営を救う！

（医社）至髙会 たかせクリニック 理事長　髙瀬 義昌

46 15:30 ～16:30       業界動向コース   
2040年に向けての介護関連ビジネスの展望
～国の施策と民間事業者の経営戦略～
ティー・オー・エス（株） 代表取締役　髙山 善文

48 9:50 ～10:50       ケアマネジャー向けコース   
地域と社会資源を守る行政×医師会×ケアマネジャー
三位一体の連携体制「杉並モデル」と ICT
東京都介護支援専門員研究協議会 副理事長／杉並区ケアマネ協議会 会長／
青い鳥 管理者　相田 里香

64 15:10 ～16:10       在宅医療コース     
在宅療養支援における薬局・薬剤師の役割
～医薬協業が高齢者医療を変える～
（一社）日本在宅薬学会 理事長／ファルメディコ（株） 代表取締役　狭間 研至

49 10:10 ～11:10       業界動向コース   
2024 年を見据えた介護経営
～診療報酬改定の影響とLIFE・BCPを活用した新・事業戦略～
小濱介護経営事務所 代表／（株）ベストワン 取締役　小濱 道博

60 13:30 ～14:30       介護のテクノロジーコース        
脳科学者が語る認知症予防
～こうすれば脳は一生健康でいられる！～
東北大学 加齢医学研究所 教授／
東北大学スマート・エイジング学際重点研究センター 副センター長　瀧 靖之

38 13:30 ～14:30       経営者向けコース   
離職率10％以下！ 合掌苑に学ぶ人作りと経営品質向上

（社福）合掌苑 理事長　森 一成

36 13:10 ～14:10       人事・教育コース    
外国人介護人材の円滑な受入れのためのポイント
～制度比較と相談事例を交えながら～
（公社）国際厚生事業団 外国人介護人材支援部 主任　武井 幸一

37 13:10 ～14:10       施設運営コース    
利益を最大化する保険外サービスの参入事例と業務効率化手法
～収支改善＆自費リハビリ9拠点の運営事例～
（株）スターパートナーズ 代表取締役　齋藤 直路

3月11日（金）

特 11:50 ～13:10       特別フォーラム    
熱く語ろう。「Withコロナの新常態で高まる高齢者住宅の魅力！」
＠リビング・オブ・ザ・イヤー2022
日本の介護（株） 代表取締役／リビング・オブ・ザ・イヤー実行委員長　昆野 仁
グッドタイムリビング（株） 取締役会長　森川 悦明
（株）長谷工シニアウェルデザイン 取締役専務執行役員　幸谷 登
日本ホスピスホールディングス（株） 執行役員社長室長　三重野 真　

33 11:50 ～12:50       介護のテクノロジーコース        
科学的介護（LIFE 活用）開始から1年の振り返りと見えて来た課題
～今後のICT活用を見据えて～
（株）ビーブリッド 代表取締役／（一社）日本ケアテック協会 専務理事・事務局長　竹下 康平

本展に関するお問合せ先 ：東京ケアウィーク事務局／ブティックス（株）
〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビル 17階（総合受付：11階） TEL：03-6303-9801

上記のほか 施術所向けコース など多彩なセッションがございます。

プログラムの詳細・
セミナー受講申込みは http://caretex.jp

の数字は
セッション番号です。

※敬称略　※都合により、講師･プログラム内容が変更
となる場合があります。あらかじめご了承ください。


