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広告料金・締め切り

弊社公式サイトとの連携・お問い合わせ

高齢者介護を「家族の問題」として完結させずに
便利な製品・サービスを積極的に取り入れていくべき
超高齢化と少子化が進む今の日本で、介護は誰もが考えるべきテーマ。従来、親の介護は家族の間で

済ませる問題と捉えられ、外部サービスを活用するのに後ろめたさを感じたり、施設利用に消極的に
なる向きがありました。その結果、介護者は相談先を見つけられず、孤立してしまいやすい。これが

介護離職にもつながっています。これからは、便利な製品やサービスを積極的に取り入れて、介助を

受ける側、介助をする側の双方が負担や気兼ねなく過ごせるように工夫していく時代。本特集では、
最新の介護事情とソリューションを紹介します。

主な広告の対象
高齢者向け施設・マンション／介護ロボット／民間介護保険／訪問サービス／ケアプラン作成／
福祉用具・機器／ 用具・機器レンタル／ 車いす／ホームエレベーター ／ 電動ベッド／介護用トイレ／
ケータリングサービス／ TV 電話／見守り機器・サービス

……など

読者プロフィール
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開かれた介護のスタイルを根付かせる

の出来事﹂として受け止められてきた︒

ただし日本の介護は長らく﹁家の中

進しています﹂

目指す﹃地域包括ケアシステム﹄を推

介護経営コンサルティング会社、

どには延びていない︒２０１３年時点

※編集ページの例
で約９・ 年で︑ 年近く大幅な変化
ばし︑介護のいらない期間をどれだけ

︒健康寿命を延
は見られていない︵同︶
長くするか︒これが一人ひとりの暮ら
障費抑制にも貢献するというわけだ︒

しを充実したものとし︑同時に社会保

高齢社会白書﹄による︶

を中心にいわれ始めています︒これは

弱を意味する言葉がリハビリの専門職

﹁介護業界ではフレイル︑日本語で虚

・３％︑

に占める 歳以上人口の割合︶
は

口は約３５００万人と高齢化率︵総人口

︵
﹃２０１７年版
る割合は約 ％に上る︒

護の中間の段階で︑骨折などの疾患を

たもので︑高齢期で健康な時期と要介
起こしやすくなる手前の状態です︒早

２０１４年に日本老年医学界が提唱し

期に適切なケアを行えば健康に近い状

今︑国としても在宅ケアや認知症対応
など重視するサービスとそうでない部

﹁介護サービスが財源を圧迫している

分を分けて考え始めています︒並行し

齋藤氏はこう話す︒日本では医療の

えていくには︑そもそも高齢者が孤立

いち早くフレイル状況を察知し︑支

ているのです﹂

入り口にしないための方策が求められ

ず予防することで︑介護を寝たきりの

と介護の狭間であるフレイルを見逃さ

態に改善する可能性があります︒健康

て力を入れているのが︑
﹃健康寿命延
進﹄の取り組みです﹂
進歩によって長寿化が進んでいるが︑
元気に過ごせる健康寿命は平均寿命ほ

なる︒そこで注目されているのが︑元

せずに介護を受けられる環境が必要と
気なうちに施設に住み替えてコミュニ
ティの一員として活動し︑必要があれ
えだ︒

ばそこで継続的な介護を受けられる考

防・生活支援を一体で提供することを

れるように︑住まい・医療・介護・予

っても住み慣れた地域で暮らし続けら

﹁国としても︑重度の要介護状態にな

様な人種が集う国では︑介護職員が使
う情報端末はタッチパネルで直感的な
操作が可能になっています︒こうして
データ収集が進めば︑ＡＩによるケア
プラン︵サービス利用計画︶の作成なども

が︑人の作業を効率化するツールや仕

〝人のあたたかさ〟が重要な仕事です

可能になるかもしれません︒もちろん

動きが加速している︒

できる環境も整うだろう︒

やすくなり︑より専門的なケアに専念

ば︑海外人材が介護の現場に入ってき

介護現場の効率化や負荷軽減が進め

す﹂

ア︑フィリピンなどのアジアから人材

いずれ母国に帰れば︑彼らは自国の高

﹁日本の介護現場で学んだ海外人材が

移転の枠組みでベトナムやインドネシ

日本は今年から技能実習生という技術

組みが︑実はあたたかさを支えるので

の問題となるでしょう︒中国などは高

﹁高齢化と介護はそのうちアジア全体
齢者が１億人以上といわれています︒

理解が不可欠となる︒

を集めようとしていますが︑中国や台

と齋藤氏︒

を呈していくことになるでしょう﹂

湾︑欧米︑中東との〝争奪戦〟の様相

携協定︶
の枠組みを利用してベトナムや

ずです︒そうなれば︑日本のロボット
だけでなく﹃地域包括ケアシステム﹄

健康構想﹄を打ち出し︑介護サービス

なると思います︒内閣府では﹃アジア

そのものを海外に輸出していく契機に

材を受け入れてきたが︑介護職での国

の輸出を模索しています﹂

インドネシア︑フィリピンなどから人

齢化社会を担う人材として活躍するは

そしてこれから高齢期の住まいを探

日本は２００８年からＥＰＡ︵経済連

す人には︑こうアドバイスを寄せる︒

援センターなどの介護の専門窓口はど

幅広い受け入れを実施しており︑すで

られていた︒
﹁台湾などでは以前から

家資格取得などの高いハードルが設け

しています﹂と齋藤氏は指摘する︒
﹁高齢化において先行する日本の介護

講演を行うことがある︒

どで日本の介護サービスなどについて

ません︒日本の介護現場ではロボット
す︒介護業界は﹃変革﹄の時代に入っ

はアジアや世界から注目を集めていま

われています﹂

していくか︒世界中から︑その力が問

良さを残しながら︑いかに変化に対応
▲▲

務の面で言えば︑情報共有や記録︑連

ています︒これまで培ったノウハウや

携のＩＴ活用も発展するでしょう︒多

の移乗をサポートするロボットスーツ

本格化しています︒例えばベッドから

﹁しかし︑悲観的なことだけではあり

齋藤氏自身︑タイの日本人大使館な

の地域にも必ずあります︒周囲の専門

に多くのベトナム人が介護現場で就労

家の助けを受けながら︑ご本人やご家

相談することです︒行政や地域包括支

ト︒最も重要なのは︑一人で悩まずに

どは必ずチェックしておくべきポイン

﹁
﹃お金﹄
﹃立地﹄
﹃入居者の介護度﹄な

りに関する深い知見が求められます﹂

の専門知識に加えて︑住居やまちづく

めの住まいをつくっていくには︑介護

みコミュニティの核となる高齢者のた

介護業界では人材を海外から求める

アジアの人材を受け入れ
介護を世界に広げていく

族に最適な施設を見つけてください﹂

ンサルティングを行うほか、講演や行政の委員会委員など
も務める。

などの実用化研究が進んでいます︒実

000
000

の要介護期間は女性約 ・４年︑男性
12

日本の少子高齢化はいやおうなく進

寝たきりの入り口にしない
﹁フレイル﹂
への早期対応
10

んでいる︒いまや 歳以上の高齢者人

65

要介護認定率が高まる 歳以上の占め

27

やＡＩ︑ＩＴの活用を模索する動きも

ですが︑
情報共有方法は︑ 年近くずっ

ではまだ元気な団塊世代も︑ 年には
れます︒しかもそれ以降は︑子ども世

要介護認定率が高まっていると予想さ
代も老いてくる︒団塊の世代と子の高
齢化という二つのインパクトを乗り切
れるのかといえば︑今のままでは危な
いというのが率直な感想です︒
住吉 支え手も減っていますよね︒た

変さに加えて︑金銭面でも優遇されて

で︑介護職の方はお仕事そのものの大

だでさえ働き手不足が叫ばれている中

いません︒一方で︑社会保障費はます
ます厳しくなっています︒

いくかは待ったなし。医療・介護分野

高齢者介護・医療をいかに取り組んで

ばかりに︑要介護度が軽い判定になっ

段と違ってしっかり受け答えができた

方の祖母は︑要介護認定審査時だけ普

私も切実さは実感しています︒特に父

取り組んでいます︒

ウドを使った地域包括ケアの効率化に

の介護では︑医師やヘルパーさんとコ

見たことはありませんか？ ヘルパー

ヘルパーさんが日報を書いているのを

も紙︑そして郵便やＦＡＸが基本です︒

介護業界の業務や情報伝達手段は︑今

山本 そもそものところなんですが︑

ような取り組みなのでしょうか︒

住吉 介護のクラウド活用とは︑どの

介護をクラウドで効率化し
日本の成長産業に育てる

さんは現場で複写式の日報に記入して︑

体も楽ではないぞと感じています︒

も近づき︑この先はわが家も︑社会全

の世代が 歳になる
﹁２０２５年問題﹂

期入院も難しくなっていますし︑団塊

１枚を家族に渡し︑事務所に帰ってま

がとうございました︒

ることを期待しています︒本日はあり

住吉 日本が世界の介護のお手本にな

と信じています︒

少ない成長産業になる︒きっと可能だ

これから日本が世界に輸出できる︑数

チャンスにもなるはずです︒
﹁介護﹂は

少子高齢化という課題が逆に成長の

Ｔで解決していけば︑日本の直面する

情報端末は不可欠︒介護の非効率をＩ

もが容易に扱えるＰＯＳレジのような

でしょう︒そうなれば︑ますます︑誰

介護の世界にも海外人材が入ってくる

注目を集めているんですよ︒この先は

増えています︒それだけ日本の介護が

いと国内だけでなく海外からも視察が

山本 実は今︑柏の事例を参考にした

ほしいです︒

住吉 もっと多くの自治体へ拡大して

した︒

での看取り率も５倍くらいに増加しま

問看護の店舗数は約３倍に増え︑在宅

柏市では社会保障費の負担が軽減︒訪

あたれます︒こうした効率化によって︑

もしくはより多くの要介護者の支援に

む︒そのぶん家庭の時間を増やしたり︑

結するので︑事務所に戻らなくても済

タブレットで情報を入れれば仕事が完

山本 しかもヘルパーさんは外出先で

れるだけでぐっと楽になります︒

配るのはとても大変︒そこから解放さ

働きながら︑育児しながら介護に目を

自宅で介護する家が増えるとすれば︑

す︒また︑月次報告を紙で受け取った

たパソコンに同じ内容を入力していま

歳を超える２０４５年です︒ 歳を

団塊の世代がさらに年を取り︑しかも

ます︒長寿化が進んでいる今︑現時点

どんなことがあったかという報告・連
絡・相談が常に行われているから︑事

ミュニケーションを取るのが大変でし

なくなります︒そこで私たちは︑クラ

で業務プラットフォームを提供するカ

てしまうこともありました︒年金暮ら

くさんの人をケアしなければ立ち行か

山本 この先は限られた人数の中でた

ナミックネットワークは、ＩＴインフ

護するのを間近に見ていましたので︑

ラの構築によって介護や医療の効率化

るのに︑うまく介護サービスを受けら

しになっても介護保険料は支払い続け
れないことがあるんですね︒病院の長

を進め、家族や事業者を支えようとし

ンサーの住吉美紀さんが語り合った。

護に直面する世代であるフリーアナウ

同社の山本拓真代表取締役社長と、介

どのように変わっていくべきなのか。

ている。これから日本の介護や医療は

超高齢化と少子化が進む今の日本で、

25

住吉さんのような団塊ジュニア世代が
超えると要介護認定率は急速に高まり

事業﹁柏プロジェクト﹂での活用です︒

取り組んでいる地域包括ケアのモデル

療所︑歯科︑薬局︑訪問看護︑リハビ

柏市の地域包括ケアに携わる病院や診
リ︑ヘルパーやケアマネジャーら約１

ます︒もっと簡単に︑情報を共有でき

た︒でもこの先私たちのような世代で

システムを導入したところでは︑どの

※タイアップページの例
山本 介護問題が最も深刻になるのは

ありですか︒

山本 最も代表的なものが︑東京大学

ような効果が得られているんですか︒

住吉 母や叔父夫婦がそれぞれ親を介

山本 住吉さんは︑介護のご経験はお

団塊と団塊ジュニアの
ダブルインパクト

ケアマネジャーも同じ内容をパソコン

高齢社会総合研究機構と千葉県柏市が

に入力する︒そんな作業が日常的に行
われています︒報告そのものはケアプ
ランのＰＤＣＡのために欠かせないの

ケアを行う際は︑そのシステムに情報

３００人が登録しており︑要介護者の

と変わっていないところが多いのです︒
住吉 入力して︑印刷して︑また入力

から多方向での情報共有も必要になり

を集約します︒対象の要介護者に毎日

失のリスクも高まります︒しかも介護

して⁝⁝非常に非効率ですね︒書類を

は︑お医者さまも複数人関わってくる

整理する作業も必要になりますし︑紛

携を円滑にできる︒もちろん︑家族の

務負荷を軽減しながら医療や介護の連

定の水準をクリアしたサービスを行え

方も利用できます︒

ません︒複数の関係者・競合する会社

はお客様の情報を共有しなければ︑一

住吉 それはうれしいですね︒わが家

るシステムはないのでしょうか︒

すことは考えにくいですよね︒介護で

山本 一般的な産業では︑あるメー
カーが別のメーカーに顧客情報を漏ら

が医療・介護の情報を共有し︑積極的
に情報公開していかなければならない︒

てさまざまな専門家が共有し︑相談し

介護者・患者の情報をクラウドを介し

私たちはそこを解消しようと一人の要

合えるシステムを作りました︒言って
みれば医療・介護に特化したクローズ
しています︒
住吉 いちいち紙に書いたり︑郵送や
電話したりという手間がなくなれば︑

資料請求＆プレゼント
介護特集

特別広告企画

13

﹁居心地がよく︑しかも地域に溶け込

には︑家族への説明やコミュニティの

スターパートナーズ

1. 9人以下 2. 10〜29人 3. 30〜49人 4. 50〜99人 5. 100〜299人
6. 300〜999人
7. 1000 〜1999人 8. 2000 〜4999人 9. 5000人以上

従業員数

1. 製造業 2. 商業・流通 3. サービス業 4. 建設・不動産 5. 金融・保険
6. 交通・運輸 7. 水産・農林・鉱業 8. エネルギー 9. 情報・通信
10. 放送・出版・広告 11. 官公庁 12. 自由業 13. 無職 14. その他

E-mail

山本拓真

ずいぶん現場の負荷が変わりそうです︒

2018.3-④

1. 会長・社長クラス 2. 役員クラス 3. 部長・次長クラス 4. 課長クラス
5. 係長・主任クラス 6. 社員 7. なし・その他

役職

役職

従業員数

業種

アンケート
回答欄

生年月日

業種

担当部署

会社名

日
月
年
19
男・女
氏 名

詳細は最終ページをご参照ください。

料金や詳細については、営業担当
までお問い合わせください。

5216

以下のアンケートの回答番号を左の回答欄にご記入ください。
）
市外局番

（
電話

）
（〒
住所

性別
フリガナ

5 名様
217

（木） （当日到着分まで有効）と
さい。なお、締め切りは2018年5月10日
キ
リ
させていただきます。 ※Webでの応募は5月10日（木）17：00まで。
ト
リ
線 ※発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
※資料請求情報はプレジデント社にてとりまとめ、
当該広告主より皆様へ資料をお届けいたします。
なお、
資料請求情報は、
広告主各社へ渡された後は、
各社の責任において管理されます。
※個人情報の取り扱いについて
ご記入いただいた個人情報につきましては、
お申し込みいただいた資料の発送、
アンケート集計、
プレゼントの発送、
事務連絡や弊社サービスに関するお知らせに利用させていただきます。法令に
基づく場合を除き、
ご本人の同意を得ることなく他に利用または提供することはありません。
また個
人情報の取り扱いを外部に委託します。
個人情報のご記入は任意です。
ただしお名前、
ご住所、
お電話番号を正しくご記入いただけない
場合は、
発送、
弊社サービスを提供できない場合があります。個人情報の開示・訂正・削除等につ
いてはお客様相談窓口までお問い合わせください。
「個人情報の取り扱いについて」
にご同意の
うえご送付ください。
〈お客様相談窓口〉
経営企画本部 TEL03-3237-3731
株式会社プレジデント社 個人情報保護管理者 経営企画本部長
表面と裏面のアンケートにお答えのうえ、左のハガキでご応募くだ
資料請求は、こちらのURLから。
https://questant.jp/q/P8034-4

「プレジデント
介護特集」係行

特集のページ内に、広告主様の社名を明記した資料請求ハガキを添付。
貴社のサービスに興味を持った読者からのレスポンスをフィードバック
いたします。

「VJAギフトカード 」
（3000円分）

東京都江東区東陽
7-2-14
東陽MK-RELIA 4F

差出有効期間
平成30年11月
30日まで
（切手不要）

参加広告主の資料を希望され、
アンケートにお答えいただいた方のなかから、
抽選で5名様に「VJAギフトカード （
」3000円分） をプレゼントいたします。

1 3 5-8 7 9 0

資料請求ハガキ付き

000
https://www.kanamic.net/
☎03-5798-3955
●お問い合わせ先／株式会社カナミックネットワーク

000

カナミックネットワーク
代表取締役社長

75

リー。現 在は、T O K Y O F M
「 Blue Ocean 」
（月〜金 9:00
〜）
にてパーソナリティーを務める。

02

その解消にどんな意義があるのかを考えます。

75

75

大手コンサルティング会社を経て株式会社スターパートナ
ーズを設立。一般社団法人介護経営フォーラムの代表理
事、
介護経営に特化した勉強会主宰。
介護・医療法人のコ

きなのかを解説していきます。従来型介護の課題や

特別対談

65

代表取締役
（さいとう・なおみち）

齋藤直路

時代を目前にして現役世代はどのような対策をすべ

タイアップの内容（写真、図版
などを含む）
を弊社公式サイト
「PRESIDENT Online」
に掲載可能です。

PRESIDENT掲載
のタイアップに、表紙
を付けてリプリント。
リーフレットとして
ご活用いただけます。

……など

富士通システムソリューショ
ンズ（現富士通）
を経て、
カ
ナミックネットワーク入社。東
京大学高齢社会総合研究
機構共同研究研究員など
を経て2014年より現職。

住吉美紀

日本の少子高齢化は目前の課題となっている。

専門職

（やまもと・たくま）
（すみよし・みき）

弊社公式サイト
「PRESIDENT Online」
に
タイアップページを完全転載

タイアップページをリプリントして
広報用リーフレットとしてご提供

2

（有償）
● オプション

1

特別広告企画

山本拓真
1996年NHK入局。
「プロフェッ

介護ニーズは高まり続け、社会保障費は過去最高額を

どを通じて、
「 3人に1人が高齢者」
という超高齢化

70

ビューなど、人にご登場いただくのも効果的です。

高齢社会で乗り越えるために、
どんな視点が必要なのか。
理学療法士、作業療法士
などリハビリ系の専門職
が常勤で働いているか。

住吉美紀

ドなＳＮＳ︒この仕組みで特許も取得

ていきます。サービス担当者の声やユーザーインタ

スターパートナーズ代表取締役の齋藤直路氏に聞いた。

昼食時
の様子

自分で食事できる人の割
合や、会話の様子など普
段の生活が見える。

わが家のために、
家族の通いやすさをイメ
ージする。自宅から30分
以内なら足を運びやすい。

立地

20

していくのか、取材に基づいてわかりやすく説明し

深 川 局
承 認

特典

お金

更新している。わが家はどこまで安心して暮らしていけるのか。

自分と同じ程度の介護度
の入居者が多いと、過ご
しやすい。

社会のために知っておくべきこと

入居金、家賃、食費、その
他経費が月々どのくらい
かかるか計算する。

編 集ページでは、専門家への取材やデータ分析な

介護度

介護は
「変革」
の
時代へ！
介護
特集
高齢者住宅選びの
ポイント

編集ページ

介護が変われば、
日本が変わる！
ITが導く新しい未来

ていくのか、もしくは老後の安心にどのように貢献

ショナル 仕事の流儀」などの人
気番組を担当。
2011年4月よりフ

フリーアナウンサー
エッセイスト

カナミックネットワーク
介護
特集
特別広告企画

貴社の製品・サービスが介護をどのように効率化し

弊社公式サイトとの連携・お問い合わせ
広告料金・締め切り

展開概要
企画主旨

レベルの高いサービス提供や、
作業の効率化など
介護の課題を解消するソリューションを紹介します
介護特集は、導入の「編集ページ」と各社の「タイアップページ」で構成します。

タイアップページ

企画主旨

展開概要

広告料金・締め切り

弊社公式サイトとの連携・お問い合わせ

特別料金を設定し、
効果的なPRをサポート

タイアップ

純広告

タイアップ

タイアップ

【誌面】 4色見開き タイアップ
265万円※タイアップ制作費込み［定価は440万円］
■■
■■

【誌面】 4色1ページ タイアップ＋ 4色1ページ 純広告
230万円※タイアップ制作費込み［定価は410万円］
■■
■■

■■
■■

【誌面】 4色1ページ タイアップ
150万円※タイアップ制作費込み［定価は220万円］
■■
■■

純広告料金（参考）
●4色見開き…369万円

●4色1ページ…190万円

※遠方取材、著名人出演など、その他の経費がかかる場合別途ご請求申し上げます。
※料金は、すべて税別です。
※広告のお申し込みが 1 社のみ、または、全体で 4 ページ未満の場合、当特集は実施いたしません。
※本企画は、4 ⾊ 1 ページ以上よりご出稿いただけます。
※ 1 ページタイアップの場合は、広告対向となる場合がございます。予めご了承ください。

申し込み締切日
広告申込み締め切り

（金）
2018年 7月6日

企画主旨

展開概要

弊社公式サイトとの連携・お問い合わせ

広告料金・締め切り

充実のコンテンツを揃え、
サイト規模は日々拡大中。
「PRESIDENT Online」
に特別料金でタイアップを転載可能！
ビジネスリーダーの悩み、
関心事を深く掘り下げ、
毎日の仕事や生活に役立つ情報を発信している
「PRESIDENT Online」
。
「介護特集」
のタイアップ広告は、
この弊社公式サイトに完全転載することが可能です
（別料金）
。

弊社公式サイトでも
「介護特集」を展開します！
●「PRESIDENT Online」

●介護特集編集ページ

貴 社ホームページへ

A社
B社
C社
D社

タイアップ転 載 ページへ

介護特集

資 料 請 求 ページへ

資 料 請 求 ページへ

トップ＆記事ページから「介護特集」へ

介護特集

A社
B社
C社
D社

●貴社タイアップページ

【サイト規模】
（2018 年 3 月実績）

PV：40,442,900
UU： 9,356,439

PRESIDENT Online 転載料金

80 万円

WEBのみの広告掲載もOK！
PRESIDENT Online のみでのタイアップ掲載
200 万円

※タイアップ制作費込み

※いずれも料金は、税別です。

お問い合わせ先

プレジデント社 メディア事業本部
〒102-8641 東京都千代田区平河町 2-16-1 平河町森タワー13階

TEL.03-3237-3721／FAX. 03-3237-3748

