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ユニットケア研修フォーラム２０１８

【2018年3月5日(月)開催】

主 催
一般社団法人 日本ユニットケア推進センター





～ ご案内 ～

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

日本ユニットケア推進センターは、2018年3月5日（月）、パシフィコ横浜を会場

に「ユニットケア研修フォーラム2018」を開催いたします。

本研修フォーラムは、ユニットケアに求められる役割を再確認するため、現状

のユニット型施設を取り巻く課題を踏まえたうえで、具体的なケアの方法及び効

果的な人材の育成についての勉強会を実施することにより、今後のユニットケア

普及および推進を図ることを目的とします。

本年度は、入居された方の認知症や重度化が進んでいく中で、本人・家族が

感じている不安や苦痛を軽減し、最期までその人の暮らしを支えていくためには

施設で働く専門職員がどのように協働し合い、サポートをしていくのかを考えるこ

とを目的に、「一人ひとりの生き方・逝き方に沿った支援を考える」研修会を実施

します。

主な参加者は、ユニットケアを実践する特別養護老人ホーム、介護老人福祉

施設、ケアセンター等の施設長・介護職員・専門職員の方々です。前年度2017

年3月は同会場で1,100名を動員し、来る2018年3月開催の本研修フォーラムは、

受講者1,000名の参加を見込んでおります。

本研修フォーラム会場では、介護に関わる機器・用品・食品・書籍・ソフトウェア

等の展示会を同時開催し、参加者に有意義な情報を提供したいと考えています。

つきましては、「ユニットケア研修フォーラム2018」および本展示会開催の意義

をご理解いただき、貴社のご出展を賜りたくご案内申し上げます。

敬具

2017年12月吉日

一般社団法人 日本ユニットケア推進センター

センター長 秋葉 都子

1



会場案内

URL：http://www.pacifico.co.jp/
〒220-0012 横浜市西区みなとみらい1-1-1

ＴＥＬ：045-221-2155 (総合案内)
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■パシフィコ横浜

http://www.pacifico.co.jp/promoter/facilities/exhibition/index.html
http://www.pacifico.co.jp/promoter/facilities/exhibition/index.html
http://www.interconti.co.jp/yokohama/index.html
http://www.interconti.co.jp/yokohama/index.html
http://www.pacifico.co.jp/promoter/facilities/outside/index.html
http://www.pacifico.co.jp/promoter/facilities/outside/index.html
http://www.pacifico.co.jp/promoter/facilities/convention/index.html
http://www.pacifico.co.jp/promoter/facilities/convention/index.html
http://www.pacifico.co.jp/promoter/facilities/conference/index.html
http://www.pacifico.co.jp/promoter/facilities/conference/index.html
http://www.pacifico.co.jp/promoter/facilities/annex/index.html
http://www.pacifico.co.jp/promoter/facilities/annex/index.html


企業展示 募集要項
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開催要項

名 称 ： ユニットケア研修フォーラム2018

会 期 ： 2018年3月5日（月）

参 加 者 ： 全国の介護施設関係者（施設長、介護士、看護師、栄養士ほか）、施設医療従事者、

学校関係者、福祉行政関係者

規 模 ： 受講者 1,000名（予定）

会 場 ： パシフィコ横浜会議センター

〒220-0012 横浜市西区みなとみらい1-1-1

主 催 ： 一般社団法人 日本ユニットケア推進センター （ http://www.unit-care.or.jp）

●出展場所／ パシフィコ横浜会議センター 「3階 301･302前 ホワイエ 」

●出展料金／ １小間／￥54,000円 （消費税込）

占有スペース：間口3,000mm×奥行1,500mm×高さ制限2,100mm

●募集ﾌﾞｰｽ／ ３０小間 （１社につき１小間の出展とさせていただきます）

●出展仕様 （上記料金に含まれるもの） ／

仕様 ： 基礎スペース渡し

備品 ： テーブル（W1,500×D600×H700）×２本、スタッキングチェア×２脚

＊ バックパネル、パーテーション等の備品は出展料金には含みません。

備品の追加については、出展お申込時に案内いたします。

＊ 間口の範囲内で持ち込みバナー等の展示は可能です。

＊ ベッドや浴槽など、大型の展示品がある場合は、お申込時に事務局へご連絡ください。

●展示会日程（予定）／

＊ 上記を予定しております。詳細についてはお申し込み後に案内いたします。

●フォーラム カリキュラム

フォーラム開催概要
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2018年
3月5日
（月）

07：30～08：30 出展者搬入、設営

08：45～16：30 公 開

16：45～17：30 出展者撤去

17:30 完全撤収

9:30～10:00 全体会 オープニング

10:00～11:30 基調講演 「死を前にした人に、あなたは何ができますか？」
＜講師＞ めぐみ在宅クリニック 院長 小澤 竹俊 氏

11:45～15:45

※途中、
昼休憩75分

分科会
(実践報告
＆勉強会)

<第1>24Hシｰト／24Hシｰトの導入・活用してみたら､何が変わったのか！
<第2>食べる・排泄 ／ 美味しく食べて、すっきり出す（排泄）！
<第3>福祉用具の活用 ／ 福祉用具の活用と人の手の介護では、

どちらが安全で快適なのか！
<第4>多職種協働(人材育成)／ 暮らしを支えるチームアプローチとは！

16:00～16:30 全体会 一人ひとりの「生き方・逝き方」に添うユニットケアを学ぼう

※展示を見ていただく時間は「オープニング前」と「昼休憩」の時間がメインとなります。
※各分科会の昼休憩時間は、講義の進行に合わせてとる為、各々異なります。

http://www.unit-care.or.jp/


開催要項

●
本会場内での販売行為は禁止されております。ご理解・ご協力をお願いいたします。

●

やむを得ない事由により本募集要項の一部を変更する場合があります。その際は、すみやか

に各出展者に案内いたします。

●
小間割りは、主催者および事務局に一任願います

●
出展物の管理は出展者が行なってください。
展示期間中の出展物の盗難・紛失・破損・焼失等に対しての補償、また出展に起因して発生
した事故など、主催者および事務局は一切の責任を負いません。

●
事前に出展者説明会は行いません。
当日のスケジュール詳細、小間割り、搬入・搬出時間、搬入路等を明記した「展示のご案内」
冊子は、展示会１ヶ月前の2月初旬にお届けいたします。

●
みなとみらい公共駐車場（24時間営業、無休)をご利用ください。
【収容台数】 １，１７６台 普通車（車長6.0m、車幅2.2m、車高2.1m、重量4.0ｔ以下）
【駐車料金】 30分270円、1時間540円 ※平日料金上限制度 7:00～24:00は最大1,350円

●
当日(3/5)朝、出展者受付時にお渡しいたします。1小間につき4人分のパスを用意します。
追加が必要な場合は、1週間前（2月26日(月)）までに事務局宛てに事前申請してください。

●
＊行き違い、間違いを防ぐためにも、質問・希望等はFAXまたはEメールにてお願いいたします。
＊受付は先着順となります。申込多数の場合はご出展をお断りする場合がございます。

１．申込方法： 出展申込書に必要事項をご記入いただき、 FAXまたはメールでお申込みください。

●出展申込み ・ お問い合わせ先
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小間割り

出展物の管理

「展示のご案内」冊子

駐車場

出展者パス

その他

２．申込先：日本ユニットケア推進センター
〒101-0062
東京都千代田区神田駿河台1-8-11
東京YWCA会館308号室
℡：03-5577-6186 Fax：03‐5577‐6187
E-mail : t-azumi@unit-care.or.jp

営業時間：平日9:00～18:00
担 当：安曇、原田

申込受付の締切日：出展企業が定数に達し次第締切とします。

３．問合先：ユニットケア研修フォーラム2018事務局
〒105-0012
東京都港区芝大門2-3-6 大門アーバニスト401
（株）プランドゥ・ジャパン内
℡：03-5470-4407 Fax：03‐5470-4410
E-mail : shigeyuki_koyama@nta.co.jp 

営業時間：平日9:30～18:00
担 当：小山、中村

販売行為の禁止

基礎小間等の変更



展示会場

展示会場 パシフィコ横浜 会議センター 3階ホワイエ

■企業展示
＊下記は現時点での会場レイアウト（案）です。 変更の場合は改めてご連絡いたします。
＊備品は、テーブル（W1,500×D600×H700）×２本、スタッキングチェア×２脚のみ用意します。

＊各小間の間に仕切りは無く、バックパネル、パーテーション等の備品は付属しません。

＊ブースの配置につきましては、応募状況を判断し、こちらで決めさせていただきます。

予めご了承いただきます様、お願いいたします。
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展示予定エリア

（30小間を予定）

分科会

会場‐２

分科会

会場‐３

エレベｰタｰ

エ
ス
カ
レ
|
タ



出展に際しての注意事項

■展示基礎スペース仕様

A．小間スペース
1小間 ＝ Ｗ3000㎜×Ｄ1500㎜×高さ制限2100mm
※スペース内にテーブル、イスを配置します。

B．床
カーペット敷きです。

C．テーブル、イス
１小間に、テーブル（W1,500×D600×H700）×２本、スタッキングチェア×２脚を用意します。

D．装飾について
バナースタンド等の設置に関しては、間口内で自由に実施してください。ベッド、浴槽など、
大型の展示品がある場合は、出展申込み時に必ずご連絡ください。

E．電源の使用について
電源が必要な方は、「出展申込書」の“電源”の欄に必要コンセント口数をご記入ください。
使用にあたっては１ｋｗあたり￥10,000（税別）の電源工事費及び電力使用料を頂戴します。

F．注意事項
床、壁、柱などへの直接施工は禁止いたします。

＊食品サンプルを配布の場合は、保険所の許可が必要となる場合があります。事務局で一括して
申請いたしますので、「出展申込書」にご記入ください。

＊マイク、拡声器の使用は、他のブースの迷惑になる可能性がありますので禁止いたします。
またスピーカー等、音の出るものについても同じ理由で規制させていただく場合があります。
音の出るものを使用される場合は、出展申込み時にご相談ください。

＊インターネット回線について
ホワイエ内は無料の無線LAN環境が整備されています。
ただし、専用回線が必要な場合は、出展申込み時にご相談ください。
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抄録広告のご案内
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抄録､掲載広告のご案内

297ｍｍ

210ｍｍ

180ｍｍ

265ｍｍ

130ｍｍ

モノクロ 1ページ 20,000円（税別）

モノクロ 1/2ページ 10,000円（税別）

広告掲載の場所に関しましては、主催者および事務
局にご一任願います。

入稿は完全データ（JPEG/PDF）でメールでの入稿を
お願いいたします。 ↓

e-mail ：t-azumi@unit-care.or.jp

画像処理、加工の他、レイアウト変更、文字修正な
どの作業につきましては別途費用を申し受けます。

締切日 ※完全データ入稿日

2018年 2月 16日（金）
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一人ひとりの｢生き方･逝き方｣に添うユニットケアを学ぼう

■発行
一般社団法人 日本ユニットケア推進センター
■発行形態
ユニットケア研修フォーラム2018 抄録
■掲載料金

高齢者福祉に関わる事業者様のための企画です。

○当日受講者に配布する冊子資料（抄録）に掲載いたします。
受講者が施設に持ち帰り、共有を図る教材としても利用するため、補完性の高い
媒体となっています。
○主に、介護保険３施設で働く施設関係者・学校関係者の目に触れることが多いです。
○多方面から注目を集める高齢者福祉業界での認知度UPに繋がります。



＜お申込先＞
一般社団法人日本ユニットケア推進センター

〒101-0062
東京都千代田区神田駿河台1-8-11
東京YWCA会館308号室
℡：03-5577-6186
Fax：03‐5577‐6187
E-maiｌ : t-azumi@unit-care.or.jp

営業時間：平日9:00～18:00
担 当：安曇、原田

＜お問合先＞
ユニットケア研修フォーラム2018事務局

〒105-0012
東京都港区芝大門2-3-6 大門アーバニスト401
（株）プランドゥ・ジャパン内
℡：03-5470-4407
Fax：03‐5470-4410
E-mail : shigeyuki_koyama@nta.co.jp 

営業時間：平日9:30～18:00
担 当：小山、中村



ユニットケア研修フォーラム２０１８出展申込書 

■会社情報 

会社名  

部署名  ご担当者名  

ご連絡先 

 

（当日連絡がつく電話） 

メール  

■展示ブース申込み 

 項目 金額 申込み 

展示ブース ３階 301･302前 ホワイエ 【１小間】 ５４，０００円（税込）  □ 

■抄録広告の申込み（Ａ，Ｂ,Ｃいずれかにチェックを入れてください。） 

 項目 金額 申込み 

 

抄録広告 

Ａ：１ページ掲載 （Ａ４規格 受講者配布資料） ２１，６００円（税込）  □ 

Ｂ：１／２ページ掲載 （   〃  ） １０，８００円（税込）  □ 

Ｃ：希望しない －  □ 

■その他 

搬入方法 
Ａ：宅配便利用 → 発送予定箱数 【       】箱  □ 

Ｂ：持参 → 搬入は当日（３／５）の朝７時３０分～となります。  □ 

電源 
Ａ：要 →  コンセント数【  】口 → 電力使用量 1,000/kw  □ 

Ｂ：不要  □ 

電源使用にあたっては１ｋｗあたり￥10,800（税込）の電源工事費及び電力使用料を頂戴します。 

 

 

お手数をお掛けいたしますが、メールまたはＦＡＸにてご連絡下さいますよう 

お願いいたします。 

 

 

担当：研修指導グループ 安曇 崇敬  FAX：03-5577-6187 アドレス：t-azumi@unit-care.or.jp 


