
本招待券を印刷して会場にお持ちください

来場事前登録・出展商品の詳細は  ▶▶▶  http://caretex.jp ケアテックス

出展商品・サービス
■介護用品
■ユニフォーム
■設備・備品
■インテリア・建材
■人材採用・定着支援
■感染症対策
■ソリューション

出展社・出展商品一覧はホームページに掲載

来場対象者 以下の社長・役員・施設長・管理者、施設開発・運営・仕入・購買のご責任者・担当者、
ケアマネジャー、看護師、PT・OT・ST、介護職員の方は、ぜひご来場ください！

会期：2023年3月22日（水）～24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）

プログラムの詳細・
セミナー受講申込は

http://caretex.jp

同時開催 専門セミナー 東京ビッグサイト
南展示棟

以下プログラムのほか
全48セッション開催!

※本セミナーを受講希望の方は、Web にて来場事前登録を済ませた後、セミナー受講申込みを行ってください。事前の受講申込
みがない場合、セミナーの受講はできません。 （定員に空きがある場合のみ、当日受付を行う場合があります） ※定員になり次第、
申込み締切となります。お早めにお申込ください。（申込み状況は Web にてご確認ください）

受講料：無料 受講料：無料Webでの事前の受講申込みが必須です
※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。※講演内容のビデオ撮影 ･ 録音は固くお断りします。の数字はセッション番号です。

会 

場

東京ケアウィーク 基調講演
2 3/22（水） 10:00 ～11:00

迫る2025年問題と介護人材不足に
対応する経営者の資質とは

淑徳大学 総合福祉学部 社会福祉学科 教授
結城 康博

経営者向けコース

8 3/22（水） 11:40 ～12:40
科学的根拠に基づく
認知症予防と健康管理
～超高齢社会の健康増進・維持を支える最新知見～

桜美林大学 老年学総合研究所 所長・大学院 教授
鈴木 隆雄

介護予防 コース

21 3/23（木） 11:40 ～12:40
急拡大するシニアレジデンスの
本質と成功のポイント
～ 30 兆円のアクティブシニア市場を狙え！～

(株)三菱総合研究所 主席研究員
チーフプロデューサー　松田 智生

施設開発 コース

30 3/23（木） 15:00 ～16:00
介護福祉士を目指す外国人を
応援し、介護現場で活躍してもらう
ための仕組みづくり

(一社)外国人介護職員支援センター 代表理事
井上 文二

人事・教育 コース

36 3/24（金） 11:40 ～12:40
介護現場における
生産性向上の推進について
～介護ロボット等テクノロジーの
　普及促進の取り組み～

厚生労働省 老健局 高齢者支援課 介護業務効率化・
生産性向上推進室 介護ロボット政策調整官　佐々木 憲太

介護のテクノロジー コース

15 3/22（水） 15:00 ～16:00
口から食べることを支える
オーラルマネジメント
～口腔アセスメントとケアの実践～

東京医科歯科大学大学院
地域・福祉口腔機能管理学分野 教授　松尾 浩一郎

介護の食 コース

25 3/23（木） 13:20 ～14:20
マニュアルではなく
ミッションで動け！ あおいけあ流

「人が成長する組織」のつくり方
(株)あおいけあ 代表取締役

加藤 忠相

施設運営 コース

32 3/24（金） 10:00 ～11:00

大激震！ 令和6年介護保険法改正の
全解説と対策

小濱介護経営事務所 代表／(株)ベストワン 取締役
小濱 道博

業界動向 コース

40 3/24（金） 13:20 ～14:20
病院完結型から
地域完結型の医療介護へ
～遠隔診療 メタバース
   Industry4.0 で変わる街づくり～

京都大学 特命教授
岩尾 聡士

超高齢社会のまちづくりコース

18 3/23（木） 10:00 ～11:00
デイ・在宅事業者の
成長戦略の描き方
～勝ち残る事業所の共通点とは～

(株)船井総合研究所 シニアライフ支援部
マネージング・ディレクター　沓澤 翔太

デイ・在宅事業者向けコース

26 3/23（木） 13:20 ～14:20

経済学で考える障害者就労支援
～組織の成長戦略とつなげるために～

慶應義塾大学 商学部 教授
中島 隆信

障害福祉 コース

34 3/24（金） 10:00 ～11:00

ケアマネジメントの惑星の直列
～適切なケアマネジメント手法を
　中心とした大改定～

国際医療福祉大学大学院 教授
石山 麗子

ケアマネジャー向け コース

特別講演
特 3/24（金） 13:40 ～16:00

地域課題はビジネスチャンス！？
自治体と取り組むヘルスケア事業
～社会貢献だけではない自治体連携の魅力に迫る～【前編】・【後編】

・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、協働共創推進課　・八王子市 高齢者いきいき課

・エーテンラボ(株)　・(株)ベスプラ　・(株)日立製作所

1 3/22（水）10:00 ～11:00
新しい政策指針

「認知症施策推進大綱」で
医療・介護領域はどう変わるか？
アルツクリニック東京 院長／
順天堂大学 名誉教授　新井 平伊 氏

16 3/23（木）10:00 ～11:00
産官学を挙げて
フレイル予防を推進しよう！
～国民全体への働きかけについての提言～

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 氏

■ 在宅医療に関する  
サービス/機器/用品

■ フィットネス・  
トレーニング機器/用品

■訪問販売サービス
■ 配食・給食・治療食/  

栄養調整食    など

※一般ユーザー･学生･18才未満（乳幼児含む）の方のご入場はできません。
※展示会開催会社の方、出展社へのセールス・勧誘を目的とした方の入場は固くお断りします。
※本券1枚で1名様入場可。本券1枚ですべての同時開催展に入場可。 

「招待券」または「来場事前登録受付証」をお持ちでない場合、入場料5,000円が必要です
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《 来場事前登録をWebで行う場合 》
• 以下に記載のURLもしくは右の二次元コードより、公式サイト
  にアクセスし、来場事前登録をお済ませください。
　※登録後、来場者専用Webにて「来場事前登録受付証」の印刷が可能になります。

• 来場事前登録受付証  名刺２枚  を受付にご提出ください。

展示会への入場登録方法

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

《 当日会場でご登録の場合 》
• 招待券（本用紙） 名刺２枚  をお持ちください。
• 受付で配布する 入場登録用紙  のアンケートに回答し、
  上記と共に受付にご提出ください。

http://caretex.jp公式サイト

※ 会場内でのカメラ ･ ビデオなどによる撮影は固くお断りします。 ※事務局にて撮影する会場風景の写真・動画
を、印刷物やビデオに掲載する場合があります。あらかじめご了承ください。

当日の入場がスムーズに！

会場へのアクセス

■介護･高齢者施設
●有料老人ホーム
●サービス付き  
　高齢者向け住宅
●特別養護老人ホーム
●老人保健施設
●グループホーム　など

■ 障害者福祉施設
■ 設計･施工会社

■病院･リハビリ施設
●病院･クリニック
●リハビリ施設　
●高齢者医療施設　など

■在宅介護事業者
●デイサービス
●ショートステイ
●居宅介護支援事業所
●訪問介護･訪問入浴
●訪問看護
●介護タクシー　など

■流通関係者
●福祉用具販売･貸与
●福祉用具卸･レンタル卸
●百貨店･スーパー
●ホームセンター･量販店
●薬局
●商社･卸･通販会社　など

本展における新型コロナウイルス
（COVID－19）感染症対策について

東京ケアウィーク 事務局（ブティックス株式会社）は、東京都および指定のガイドラインに基づき本展を開催します。
本展の感染拡大防止対策の詳細につきましては、上記URLにてご確認ください。

’23
第６回 第６回

第９回
第６回

■防災・ＢＣＰ対策
■移乗支援/見守りロボット
■見守りシステム
■介護統合システム
■音楽・楽器・塗り絵
■ 生活支援・高齢者  

支援サービス

介 護 先端技術 まちづくり 健 康

当社より
ご招待します

東京ケアウィークは、以下４つの専門展から構成されています。


	社名を入れてください: アールジービー株式会社


