
介護産業の推進・生産性の向上に向けて

一般社団法人全国介護事業者連盟

東京都支部・神奈川県支部・埼玉県支部・千葉県支部

一都三県支部の設立を記念して、設立趣旨・目的・活動内容の周知を図ることを目的とした設立総会と、
設立を記念し、『科学的介護』『AI・DXがもたらす介護の未来』を語るセミナーと同時開催を企画いたしました。

OFFICIAL HOMEPAGE

日時：２０２１年６月２８日（月）１４：００～１６：３０（受付１３：３０～）

〇会費：1人 3，000円（※書籍代込み）
〇参加者数想定：500名程度（オンライン視聴をお願い致します。）
〇参加予定者：官公庁、業界団体、介護事業経営者層、介護周辺事業経営者層 他
〇プ ロ グ ラ ム ：

「介護事業会社におけるDX、AIの実践と課題」

セントケア・ホールディング株式会社 取締役執行役員CIO
兼 株式会社シーディーアイ 代表取締役社長 濵岡 邦雅 氏

記念セミナー

kaiziren.or.jp

実践セミナー

ケアプラン作成支援AI「ミルモぷらん」を開発・販売。AIプランの可能性を語る！！
株式会社ウェルモ 代表取締役CEO ⿅野 佑介 氏

介護記録AIアプリ「CareWiz話すと記録」を開発・販売。AI×介護記録の可能性を語る！！
株式会社エクサウィザーズ 代表取締役 石山 洸 氏

設立総会

「介護の未来を語る」WEB開催

（60分）

（40分）

（各25分）



お問合せ先：一般社団法人全国介護事業者連盟 事務局 TEL０３-５２１５-５０６３
E-mail info@kaiziren.or.jp 

【支部長】 山室淳 社会福祉法人一燈会 理事長

【副支部長】井戸和宏 株式会社ＩＤＯ 代表取締役
高田大輔 社会福祉法人横浜来夢会 理事長
田島徹 ルミナス株式会社 代表取締役

【幹 事】 石田輝樹 株式会社リカバリータイムズ 代表取締役
金澤敬祐 社会福祉法人敬寿会 副理事長
嘉山仁 株式会社スマイル 常務取締役
小林幸広 有限会社太陽 取締役
佐藤雅樹 株式会社若武者ケア 代表取締役
三戸究允 株式会社PRESENSE 代表取締役社長

【幹 事】菅原健介 株式会社ぐるんとびー 代表取締役
田中勉 株式会社エイチ・エス・エー 代表取締役
俵隆典 株式会社日本ライフケア 代表取締役
廣瀬里美 医療法人社団廣風会 常任理事

【事務局長】大島幸徳 キュアケアジャパン株式会社 代表取締役
【監 査】下嶋将範 株式会社ウェルフューチャー 新領域創造部部長

廣仲信太郎 株式会社HSM 取締役副社長

【相談役】篠原正治 社会福祉法人横浜長寿会 理事長

神奈川県支部

埼玉県支部

【支部長】 岩﨑英治 株式会社グレートフル 代表取締役

【副支部長】大塚洋幸 株式会社礎 代表取締役
堀越太志 ケアサポート株式会社 代表取締役
三浦祐一 社会福祉法人天佑 理事長

【幹 事】 礒部孝浩 株式会社Care Nation 代表取締役
井上直人 株式会社クリエ 代表取締役
小池修 リハプライム株式会社 代表取締役社長
小林千洋 有限会社アートライフ 代表取締役
北 清太郎 シン建工業株式会社 代表取締役社長

【幹 事】根岸節子 社会福祉法人隼人会 理事長
野澤道雄 社会福祉法人光彩会 副理事長
原紀 株式会社介護NEXT 事業本部次長
古本洋 社会福祉法人一心会 理事長
間柴新作 社会福祉法人輝陽樹会 理事長
松田嘉雄 メディカル・ケア・サービス株式会社 取締役

【事務局長】中山顕一 株式会社メディカルアシスト 介護事業部部長
【監査】太田智史 株式会社日本ヒューマンサポート 専務取締役

千葉県支部

【支部長】 垣本祐作 株式会社ドットライン 代表取締役

【副支部長】後藤浩一郎 社会福祉法人マーナー・オーク・ガーデンズ 理事
山下哲司 リハコンテンツ株式会社 代表取締役

【幹 事】 飯田道明 株式会社アルテディア 代表取締役
石塚浩一 社会福祉法人和心会 理事長
磯谷教征 株式会社エルダーテイメント・ジャパン 執行役員
小林武尊 社会福祉法人千歳会 常務理事

【幹 事】立川大輔 株式会社株式会社EMIKA 代表取締役
津金澤寛 株式会社オールプロジェクト 代表取締役
十川正啓 有限会社メディカルマーチン 代表取締役
松浦哲也 株式会社Sky Connect 代表取締役
依田和孝 株式会社在宅支援総合ケアーサービス 代表取締役

【事務局長】中尾亮太 株式会社当直連携基盤 代表取締役
【監 査】鷲見隆仁 医療法人社団福寿会 理事長

【支部長】袴田義輝 HITOWAケアサービス株式会社 代表取締役

【副支部長】小田秀樹 株式会社グッドライフケアホールディングス 代表取締役
筒井祐智 合同会社TYパートナーズ 代表社員
舛水努 株式会社ウェルフューチャー 会長
松田吉時 株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズ 取締役副社長

【幹 事】 赤星良平 株式会社ツインキールズ 代表取締役
岩井章浩 QLCプロデュース株式会社 取締役
岩崎智之 株式会社ナチュラルスタンス 代表取締役
日下部竜太 株式会社いきいきらいふ 代表取締役
白井孝和 ケアパートナー株式会社 代表取締役
高丸慶 株式会社ホスピタリティ・ワン 代表取締役
高柳幸史 東電パートナーズ株式会社 代表取締役社長
橘達也 株式会社ケアギバージャパン 有料老人ホーム事業本部本部長
立石亮介 株式会社早稲田エルダリーヘルス事業団 事業開発部 部長
長谷部雅人 株式会社HSM 代表取締役
羽田真博 ソフィアメディ株式会社 訪問看護西日本事業本部本部長

幹部体制(敬称略)

東京都支部

【幹 事】林岳史 株式会社インターネットインフィニティー 執行役員
福島良一 イー・ライフ・グループ株式会社 取締役
福原聡一郎 アゼリーグループ 社会福祉法人江寿会 理事
松長根幸治 株式会社五幸トータルサービス 代表取締役
吉澤立志 株式会社スリーベル 常務取締役
吉田肇 株式会社マザアス 代表取締役
吉元幸次郎 介護ジャパン株式会社 代表取締役
龍嶋裕二 株式会社ゴルディロックス 代表取締役
渡邉仁 ベストリハ株式会社 代表取締役

【事務局長】山本晃弘 HITOWAケアサービス株式会社 執行役員
【事務局次長】近藤心也 株式会社アイルート 代表取締役

菅原大輔 有限会社ユアーズ 専務取締役
【監 査】山崎祥司 株式会社K's Holding 代表取締役

吉田聡 一期一笑 在宅ケアグループ 代表

お申込み方法：
Peatix（イベント管理サイト）にて申し込み・参加費支払い及び
当日のZoomURLの配信を行います。
⇒のQRコードからお申込みください。

https://kaiziren20210628.peatix.com


