
https://suscare.net
https://www.facebook.com/suscarelink/

10月18日（火）18時～
第25回サスケアリンク勉強交流会

①Zoomの下の参加者ボタンをクリック

まずは皆さんzoomの名前変更をお願いします!

②右上の自分の名前の詳細ボタンをクリック

③名前・企業名・@地域を記入ください

例 奥山 勝弘 GSコンサルティング @名古屋
④ビデオはオン、音声はミュートにてお待ちください

アンケートや資料はQRで！

2021 Copyright@ Sustainable Care Link Co.,Ltd. All rights reserved.
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本日のスケジュール
開始
主催者挨拶（鈴木理事）新会員紹介・ゲスト紹介
サスケアリンク理念・概要説明
サスケアリンク2周年プレミアムイベントのご案内
パネルディスカッション ～専門家から学ぼう!～
『介護事業所を取り巻くM&Aの最新状況』

講師:デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー(合) 田中 克幸 氏
中日綜合法律事務所 熊谷 考人 氏

知恵袋・事務局よりご案内
終了（会場参加者は懇親会を行います）

18時

18時20分

19時30分
20時00分

2021 Copyright@ Sustainable Care Link Co.,Ltd. All rights reserved.
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主催者挨拶

サスケアリンク 理事

鈴木 篤史

2021 Copyright@ Sustainable Care Link Co.,Ltd. All rights reserved.
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ゲストのご紹介
新しいメンバーのご紹介

株式会社SRプランニング 森田 哲
つみのり内科クリニック 山下 まゆり

丸の内経営法律事務所 宮本 真志
RISE株式会社 河岸 弘晃
MSD株式会社 増田 勇樹

2021 Copyright@ Sustainable Care Link Co.,Ltd. All rights reserved.
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サスケアリンクの想い
人と人、企業と企業、想いと想いをつなげ、

持続可能な幸せな未来を創造する
～笑顔・感謝・挑戦～

介護福祉事業者への経営支援・情報提供・連携推進などを通じて、

企業は周辺事業者等と連携しながら、社会性、経済性を両立している
働き手は働き甲斐を感じながら、生き生きと幸せに働いている
ご利用者様だけでなく、ご家族、地域の方々も安心して暮らしている

状態を実現する仕組みの構築を目指していきます。
2021 Copyright@ Sustainable Care Link Co.,Ltd. All rights reserved.



〇

サスケアリンク

サスケアリンク運営協議会 介護経営知恵袋（コンサルタント）
ヒト・モノ・カネ・情報など介護経
営に関わる様々な専門分野に精通し
たコンサルタント集団

主に理事・知恵袋で構成。サスケアリンク
のサービスの質を高め、公平性を保つ役割。

商品サービスの研究や認定、勉強会や交流
会の企画運営、知恵袋の認定などを行う

・
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・勉強会交流会など企画開催・商品サービスの調査研究や企画開発
・経営相談・コンサルタントや商品サービス案内
・行政や教育機関、研究機関とのネットワーク構築

目指す姿 ①持続可能な介護福祉事業者の連携推進体制の構築

課題の共有・提言
協働

教育連携
採用

商品サービスの
開発・提供

連携の
質（知恵袋や情報）と
量(介護福祉事業者数）

を上げることが、
会員の皆さんへの

成⾧支援につながる
行政・自治体・地方公共団体・
研究機関

介護福祉事業者・医療法人など
1,000社（約1%）のネットワーク



委員会

執行部・事務局

理事会

安江・澤越・松岡・森井・丸井・和泉・牧・佐藤・本間・彦坂・菅沼・
奥山・太田・洪城・細川・山田・澤田・荒井・熊谷

太字が設置済み
基本理事と知恵袋で構成
プレミアム会員やサポー
ター会員、パートナー会
員の参加も可能

理事・監事
（50音順）

代表理事1名
理事1名以上7名未満

監事1名

広報委員会（広報・会員募集） 松岡委員⾧
企画委員会（定例会他の企画運営）澤越委員⾧
運営サポート委員会（事務関連） 安江委員⾧
会員サービス向上委員会 中條委員⾧

本部事務局:名古屋市中村区名駅5-23-17 
東京事務局:東京都江戸川区鹿骨1-22-8-1F
四国事務局:愛媛県松山市南斉院町1108-2-302

サスケアリンク運営協議会
和泉 逸平 株式会社ヘルステクノロジー
川田 修平 株式会社Sen Stage
河野 一平 株式会社ジーエスコンサルティング
澤田 昌志 株式会社TRINITY PARTNERS
鈴木 篤史 エイチェスト株式会社
中條 貴久 サスティナブルケアリンク株式会社
深田 英揮 一般社団法人SDGsアクション・ラボ
牧 浩正 株式会社ラクー

2021 Copyright@ Sustainable Care Link Co.,Ltd. All rights reserved.
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№ 日付 人数

1 2020年10月22日 15

2 2020年12月16日 26

3 2021年1月19日 21

4 2021年2月16日 32

5 2021年3月16日 46

6 2021年4月14日 34

7 2021年4月20日 27

8 2021年5月18日 37

9 2021年6月15日 39

10 2021年7月20日 38

11 2021年8月20日 38

12 2021年9月20日 52

13 2021年10月19日 53

14 2021年11月16日 126

15 2021年12月14日 65

16 2022年1月18日 43

17 2022年2月15日 51

18 2022年3月15日 122

19 2022年4月19日 88

20 2022年5月17日 81

合計 1,034
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健康寿命の増進医療・福祉業界の
人材不足解消

医療・福祉事業の
経営改善

健康増進

フレイル予防

総合生活支援

採用・定着・育成

ES/CSの改善

子ども職業体験

民間型連携推進法人

ワンストップサポート

DX推進

広報・組織拡大 研修・分科会

事務局

サービス研究開発交流イベント

執行部 理事会

定例会

サスケアリンクの取り組み・体制
医療・福祉事業を中心とした

持続可能なまちづくり

2021 Copyright@ Sustainable Care Link Co.,Ltd. All rights reserved.
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今月のサスケアチェック!

サスケアリンク2周年プレミアムイベント

医療・介護・福祉・ヘルスケアビジネス
未来を創造する大ビジネス交流会

2021 Copyright@ Sustainable Care Link Co.,Ltd. All rights reserved.
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11月は2周年プレミアムイベントを開催します!!!
是非皆さん名古屋にお集まりください!

参加費 5,000円（2枚招待券付き）
※一般は1万円/名ですが、参加会員のご友人・
お取引先は無料でご招待します!

共催 ★ご協力ありがとうございます★ 10月18日現在です。まだまだ募集中です。

㈱ヘルステクノロジー・㈱ジーエスコンサルティング・㈱TRINITY PARTNERS・エイチェスト㈱・(一
社)SDGsアクション・ラボ ・ ㈱ラクー・㈱SenStage・サスティナブルケアリンク㈱・合同会社パレッ
ト・㈱エフトス・㈱ユーエムラボ・㈲山本組・㈱シセイ・㈱ワンアップ・株式会社ニューテック・中日
綜合法律事務所・社会保険労務士法人絆・都商事(株)・なごみの郷・荒井社会保険労務士事務
所・Ring Well・(合)金融総研・オンライン法律事務所タマ・つみのり内科クリニック・ガゼル㈱・
MSD株式会社・(弁)伏見総合法律事務所・(株)C.Dream・(株)健康美・Ibis(株)・弁護士吉田朋美・
フラップスプラン㈱・㈱SRプランニング・丸の内経営法律事務所
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3時開始です!
途中からでもご参加下さい!

1部15時～18時 体験・学び・相談フェスタ
2部18時～20時 記念セミナー

2部はオンラインでもつなぎます!

共催・参加・出展を是非お願いします!
集客も是非お願いいたします!
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ご友人・お取引先などには
VIP招待券をお渡し下さい!

会員・ゲストの申込
（参加・出展）

招待者の申込
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【開催日】11月15日（火曜）15時～18時 1部体験・学び・相談フェスタ
（18時～20時は2部の2周年記念セミナー）

【開催地】プライムセントラルタワー名古屋駅前店 第1第2会議室
【参加費】10,000円（追加5名まで招待可）
【参加条件】サスケアリンク会員（主催者の承認が必要となります）
【内容】専門家による個別相談会、商品・サービス・新規事業等紹介、
最新機器による健康チェックなど
【ブースサイズ】机１台（1.8m×0.45m）とイス３脚
※プチセミナーとしてPRしたい方は10分程度演台にてお話下さい
【参加特典】
・出展者はVIP招待券を5名分お渡しします
※貴社スタッフ含め6名まで参加可

・チラシの共催欄、出展者欄に名前や出展内容を掲載します
【出展方法】
サイトより出展申込下さい。折り返し担当者よりご連絡させて頂きます。
【締め切り】10月31日までにお申込下さい。14社までとなります。
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出展予定（変更する場合がございます）

■認知症フレイル予防事業
■トータルLIFEサポート支援事業（総合事業・生活支援事業）
■健康チェック（歩行分析と飲み込み筋計測）
■移乗用機器の体験（マッスルスーツ・持ち手つきタスキ「ココもって！）
■介護福祉事業者向け業務改善システム「FTCare-i TOS」
■介護福祉事業者向けグループウェア「エキポ」
■介護・福祉業界における求人の分析・改善採用支援
■社員定着サポート支援（組織と社員の調査分析システム「社員定着部」）
■デジタル化・ITなんでも相談 ■専門家相談（士業・コンサル）
■障がい者就労支援で製作した有松絞りのTシャツ・小物
■障がい者就労支援で製作したシーグラスキャンディー
■オフィスデファーマシー（企業向け健康相談と医薬品提供）
■朝学およびドリームサポーターの案内
■サスケアリンクサービス案内
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パネルディスカッション
～専門家から学ぼう!～

『介護事業所を取り巻くM&Aの最新状況』

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー(合) 
田中 克幸 氏

中日綜合法律事務所 熊谷 考人 氏

2021 Copyright@ Sustainable Care Link Co.,Ltd. All rights reserved.



介護事業所を取り巻く
M&Aの最新状況
2022年10月
デロイト トーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社
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多業種連携を含め広義のLSHC領域においては様々なプレイヤーが事業・サービスを展開する中で、各プレイヤーの連携促進支援、もしくは連携のハブとなることで、
LHSC領域におけるエコシステム化・コミュニティづくりの推進に貢献し、社会的価値を創出します

LSHCチームでは多業種連携を推し進める旗振り役となり、社会的価値を創出することが
ミッションです

予防

検査・診断
治療

予後

医療用医薬品

治療機器

医薬品卸

医薬機器卸

調剤薬局

CRO/SMO

病院

介護施設
スポーツ

診断機器

訪問介護

検査機関
検査・診断薬

健康デバイス

ドラッグストア

フィットネス

介護用品

メンタル・睡眠

健康食品・サプリ

OTC

地域包括ケアシステム

オンライン診療AI診断

PHR

ヘルスケアプラットフォーム

介護現場
オペレーション改善

病院オペレーション改善

ドクターサポート

個々人

CMO/CDMO

狭義のLSHC

広義のLSHC不動産

化学
電子機器

ICT

通信

小売

レジャー

エンタメ

食品

化粧品

生損保

ファンド

商社

物流・倉庫

ベンチャービジネス

中央省庁・自治体

インフラ

ヘルスケアアセット投資メディカ
コンプレックスヘルスケアシティ

医薬品受託製造

医療・介護機器
開発デバイス開発ヘルスケアプラット

フォーム構築AI創薬

ヘルスケアコンテ
ンツへの連携

ヘルスケア店舗
メディカルコンプレックス

ヘルスツーリズム
メディカルツーリズム

eSports
健康増進コンテンツ

機能性食品開発
介護食開発

ドクターズコスメ
個別化化粧品

業界ロールアップ
ヘルスケアアセット投資

健康増進型保険
ヘルスケアデータ活用

病院事業展開
ヘルスケア関連事業強化

バイオ医薬品再医療
物流コールドチェーン

バイオ医薬品ライセンス
病院・介護ヘルステック
健康増進/重症化予防

健康経営推進
職域連携推進
イノベーション推進

地域ヘルス
ケア新事業





























＜自己紹介＞
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弁護士熊谷考人（クマガイタカト）

中日綜合法律事務所パートナー弁護士

(株)グローバルエージェンツ 代表取締役

企業法務・相続法務・交通事故法務中心

介護福祉施設・ケアマネージャー・
クリニック・歯科医院の顧問先多数
⇒介護福祉施設M&A案件
（買い手・売り手双方）を複数担当

事業承継・M＆Aマッチング・コンサルティング
医療機関・介護福祉施設コンサルティング事業
取締役・監査役・法務部⾧就任サポート事業
リーガルヘルプコール（個人企業向けホームローヤー紹介サービス）
高齢者・資産家向け終活支援事業「yorisou-よりそう-」

【所属団体】
相続問題解決センター、遺言作成研究会、交通死亡事故・後遺障害
等級認定研究所、不動産研究会、不動産三田会、高齢者財産管理セ
ンター、愛知県弁護士会高齢者・障がい者委員会、介護福祉施設業
協会、東洋医学法律問題研究会、名古屋三田会



＜介護福祉施設M&Aの失敗事例＞

⑴ 買収後に従業員が大量に離職

⑵ 入所者・入所者家族とのトラブル

⑶ 不正行為の発覚

⇒「血の通った」監査（DD）が極めて重要
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第１ 社員との関係構築の重要性

既存社員の流出阻止が必須

∵介護福祉業界人材の流動性が極めて高い

∵新規人材確保に莫大な費用を要する

⇒①既存社員の中のキーパーソンと面談

②既存社員の人間関係を把握

③キーパーソンの雇用条件等の見直し等
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第２ 入所者・入所者家族チェックの重要性

入所者・入所者家族の情報収集が必須

∵顧客の固定度が高く、サービス提供拒絶困難

∵モンスターカスタマーによる社員の離職

⇒①社員から入所者・入所者家族の情報収集

②入所者・入所者家族との面談

③施設移転の提案
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第３ 不正行為チェックの重要性

⑴ 施設が設置要件を充たしているか。

⑵ 人員が必要条件を充たしているか。

⑶ 医療行為を有資格者がしているか。

⑷ 労基法違反がないか。

44



45

ディスカッションタイム 20分
数人でグループを作ります。1人30秒程度ずつ自己紹介下さい。

お名前・今いるエリア・お仕事など簡単に!
また、下記の観点で感想シェアをお願いします。

✓今まで「M&A」にどのような印象を持っており、今回「M&A」への印象が変わったか
✓買収でも売却でも、自社での活用は検討できそうか

✓講師に聞いてみたいこと

この後質問タイムを設けています!ファシリテーターの方よろしくお願いいたします!
2021 Copyright@ Sustainable Care Link Co.,Ltd. All rights reserved.







公式アプリ

各種メールマガジン

Facebook

Instagram

LinkedInTwitter

YouTube

Please follow and subscribe
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ク”） のひとつまたは複数を指します。DTTL（ または“Deloitte Global”） ならびに各メンバーファームおよび関係法人はそれぞれ法的に独立した別個の組織体であり、第三者に関して相互
に義務を課しまたは拘束させることはありません。DTTLおよびDTTLの各メンバーファームならびに関係法人は、自らの作為および不作為についてのみ責任を負い、互いに他のファームまたは
関係法人の作為および不作為について責任を負うものではありません。DTTLはクライアントへのサービス提供を行いません。詳細はwww.deloitte.com/jp/about をご覧ください。
デロイトアジアパシフィックリミテッドはDTTLのメンバーファームであり、保証有限責任会社です。デロイトアジアパシフィックリミテッドのメンバーおよびそれらの関係法人は、それぞれ法的に
独立した別個の組織体であり、アジアパシフィックにおける100を超える都市（ オークランド、バンコク、北京、ハノイ、香港、ジャカルタ、クアラルンプール、マニラ、メルボルン、大阪、ソウル、
上海、シンガポール、シドニー、台北、東京を含む） にてサービスを提供しています。

Deloitte（ デロイト） は、監査・保証業務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、リスクアドバイザリー、税務、法務などに関連する最先端のサービスを、Fortune Global 500®の
約9割の企業や多数のプライベート（ 非公開） 企業を含むクライアントに提供しています。デロイトは、資本市場に対する社会的な信頼を高め、クライアントの変革と繁栄を促し、より豊
かな経済、公正な社会、持続可能な世界の実現に向けて自ら率先して取り組むことを通じて、計測可能で継続性のある成果をもたらすプロフェッショナルの集団です。デロイトは、創設

以来175年余りの歴史を有し、150を超える国・地域にわたって活動を展開しています。“Making an impact that matters”をパーパス（ 存在理由） として標榜するデロイトの約345,000名
のプロフェッショナルの活動の詳細については、（ www.deloitte.com ） をご覧ください。

本資料は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、デロイト トウシュトーマツリミテッド（ “DTTL”） 、そのグローバルネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびそ
れらの関係法人（ 総称して“デロイトネットワーク”） が本資料をもって専門的な助言やサービスを提供するものではありません。皆様の財務または事業に影響を与えるような意思決定また

は行動をされる前に、適切な専門家にご相談ください。本資料における情報の正確性や完全性に関して、いかなる表明、保証または確約（ 明示・黙示を問いません） をするものではあ

りません。またDTTL、そのメンバーファーム、関係法人、社員・職員または代理人のいずれも、本資料に依拠した人に関係して直接または間接に発生したいかなる損失および損害に対して
責任を負いません。DTTLならびに各メンバーファームおよびそれらの関係法人はそれぞれ法的に独立した別個の組織体です。



介護福祉施設のM&A
～失敗事例にさせないための注意点～

中日綜合法律事務所

弁護士 熊谷 考人
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知恵袋・事務局より

※アンケートにご協力下さい!
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エイチェスト株式会社主催

介護向けオンラインセミナーを開催しています!
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８月より月２回 １５分～３０分のオンラインセミナーを開催しています
・初歩的なことや小ネタ中心のセミナーです

年内開催日は右の表のとおりです
・各開催日 昼の12時半より開催中
・Teamsでの開催になります

参加ご希望の方は、下記のＱＲコードより

Teamsに参加できるアドレスを
送っていただければ、セミナーの

ＵＲＬを 送付いたします。
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健康生活総合サポート事業「サスケアサロン（仮称）」のスキームイメージ

健康サロン 自治会老人会 民生委員

健康・地域づくりに関心のある方々

高齢者住宅・団地 趣味などの集まり

生活支援コーディネーターや
地域包括支援センター等とも連携

健康医学教室（りんご教室）

運動
食事

学び 体験 実践

心と体は毎日りんご1個分作り変えられる

血圧・健康診断データを利用した
認知機能低下リスク判定
その他嚥下筋計測・歩行計測など

認知症・健康チェック

健康セミナー・健康相談

医師・薬剤師・
健康医学士など
の専門家による
健康セミナーや
健康相談

ACP 家事サポート

買い物

死後事務委任

墓 遺品整理

相続・遺言
後見人

TLS事業サービスネットワークイメージ
（トータルライフサポート）

優良事業者ネットワークの構築

生活援助・不動産・リフォーム・保険・終活・旅行・
趣味の教室・資格取得・仕事やボランティア紹介など
※医療・介護・福祉サービス提供のネットワークも構築

生活相談（支援事業者紹介）

サスケアリンク ネットワークによるサポート

各種サポート（服薬指導・求人・定着・業務委託・会計・経理・人事労務・処遇改善・
福利厚生・リスクマネジメント・監査対策・助成金補助金・ノウハウ共有等々）
事業者・専門家合同の勉強会・研究会（デジタル化・商材検討・事例検討・採用育成定
着・ビジネスモデル・連携推進等々）
各種研修（医療介護の最新知識・服薬指導・マネジメント・IT活用・階層別人材育成・
アンガーマネジメント・採用手法等々）

１，相談窓口・講師派遣・運営支援・サービスネットワーク構築

２，介護・医科・歯科・薬局など事業者向け経営支援・コミュニティ構築

家事援助など生活サポート、その他
様々なサポートをする事業者を紹介

運営事業者例
介護施設 クリニック・薬局・士業・福祉用
具・保険会社・ジム・整体高齢者配食・塾・
カルチャースクール・ ホテル・リフォー
ム ・家事サービス・葬儀・飲食など
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医療介護福祉事業を行っている企業団体が対象
※その他業種の方向けに一般会員もあります（年会費12万円）
サスケアリンクの理念や活動に共感頂き、共に学び成⾧する仲間として一緒
に活動して下さる企業。
・勉強交流会、オンラインサロン等イベントへの参加

➡医療介護福祉事業者向けのプチ勉強会や同じ課題の企業同士の定期勉強会なども企画していく
・定期的な情報発信
・知恵袋の紹介
・知恵袋への経営相談（回数や時間で区切る）
・一部サービスは会員価格にて購入可能
・委員会への参加可能
・勉強会、オンラインサロンのアーカイブ動画視聴可能
・勉強会、合同相談会のリクエストができる
企業の成⾧や経費削減などにつながる情報・サービスが得られる!
※ご要望に応じて企画をしていきます

プレミアム会員（法人会員） 年会費6万円

2021 Copyright@ Sustainable Care Link Co.,Ltd. All rights reserved.
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知恵袋会員 年会費6万円

2021 Copyright@ Sustainable Care Link Co.,Ltd. All rights reserved.

介護経営知恵袋 〇〇 〇〇

サスケアリンクの理念や活動に共感頂き、共に学び成⾧する仲間として一緒
に活動して下さる方。
専門分野への理解が深く、コンサルティングの視点を持って医療介護福祉事
業者支援ができ、勉強会講師ができる方としています。

・勉強交流会への参加・他の知恵袋の紹介
・サスケアリンクサイトでの紹介
・サスケアリンクのイベントへの共催で名称記載可能
・勉強交流会やオンラインサロンの講師を依頼する場合もあり
・委員会への参加可能
・サスケアリンクでの商品サービス開発に関わる場合がある

※賛助会員や特別会員もございます。詳しくは個別にご相談下さい
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■会員の質が良い
→各分野の専門家として優秀な方ばかり。相談に対して的確にアドバイスし
てもらえる
■様々な業種・分野の方と交流できる
→介護福祉医療というキーワードを元に様々な分野の方が集まるからこそ価
値がある
■会員の声を聞いてくれる
→皆相談にのってもらうのもあるが、勉強会のテーマについても声を聞いた
上で、学びにつながるテーマや運営をしてくれる

そして、会員同士仲良くなりやすい!!!
→皆気さくで、上手に紹介してもらうことができ良い人達と人脈
作りができるし、共に学ぶことができる!!!

サスケアリンクのおすすめポイント

2021 Copyright@ Sustainable Care Link Co.,Ltd. All rights reserved.
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イベント参加または面談
↓

ネットで入会申込
↓

請求書発行・支払い
↓

入会

入会申込も本日の資料やアンケートに入っています!

入会の流れ

2021 Copyright@ Sustainable Care Link Co.,Ltd. All rights reserved.
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情報共有オープンチャットにご参加下さい!
イベントや商品サービスなどの情報共有や出欠、アンケート用
にオープンチャットを開設!
まずは事務局からの情報発信をメインにさせて頂きます。
今後皆さんの声を聞きながら、様々なテーマでのトークルーム
を作成します!
※個別にLINEでつながりたい場合は本勉強会のアンケートや、事務局に直接
依頼下さい。相手側に確認の上、直接つながせて頂きます。

Zoomのチャットにアドレスをお送りしています。
もしくは右記ＱＲコードから読み取って下さい。
■本日は皆さんすぐに入れるようにしていますが、

明日以降承認制にします
■プロフィールは「名前 企業名」でお願いします
■写真はできるだけ自身の写真やイラストを入れて下さい
■ノートを確認下さい（使い方が記載されています）
■入ったら一言挨拶をお願いします!!! 私とつながっていない方はこちらもお願いします2021 Copyright@ Sustainable Care Link Co.,Ltd. All rights reserved.
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アンケート・総括・今後の勉強交流会予定
アンケートにご協力下さいますようよろしくお
願いいたします。
基本毎月第3火曜日に勉強交流会を開催します!
オンライン参加もできるようにしますので、是
非皆さんご参加下さい!

次回10月18日（火） 18時～です!
そして11月15日（火）は2周年!!!
午後3時～8時となります!
お誘いあわせの上ご参加下さい!

毎月7のつく日は情報交換・交流をっています!
7日、17日、27日は夜にzoomにて開催中!
参加自由!お気軽にご参加下さい!

アンケートや資料はQRで！
2021 Copyright@ Sustainable Care Link Co.,Ltd. All rights reserved.



介護福祉コミュニティ『サスケアリンク』

事業内容:介護福祉医療事業者向け情報サイトの運営・社会貢献活動推進
各種セミナーや交流会の開催・オンライン研修動画配信・
介護福祉医療事業者の支援ネットワークの構築 など

本部事務局:名古屋市中村区名駅5-23-17 
東京事務局:東京都江戸川区鹿骨1-22-8-1F
四国事務局:愛媛県松山市南斉院町1108-2-302 

TEL:0120-982-419 mail:info@suscare.net
https://suscare.net
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