
1月29日 水

第1会場 第2会場

第4会場 第5会場

1-3  10:30 11:20   

基調講演

認知症ケアと医療で私が大切にしていること
繁田 雅弘（東京慈恵会医科大学 精神医学講座 教授、一般社団法人日本認知症ケア学会 理事長）
認知症の本人や家族の視点で、認知症ケアや医療を考えることはとても難しいことです。少しでも、
そうした視点をもてるように考えてきたのが、私の認知症医療の歴史かもしれません。今日は、認
知症ケアと医療で私が大切にしていることをお話します。

1-4  11:40 12:30  

基調講演

調剤薬局の変遷
南野 利久（一般社団法人日本保険薬局協会 会長、株式会社メディカル一光グループ 代表取締役社長）
平成元年に11%であった医薬分業率は、30年の間に70%超にまで伸長した。まさに「医薬分業
は平成の時代に確立した」と言える。本講演では、調剤薬局の変遷を振り返るとともに、薬局・薬
剤師を取り巻く環境や今後の課題についてお話したい。

1-5  13:00 14:20 

特別講演  企画協力：認定NPO法人健康都市活動支援機構

健康・介護・医療分野における情報技術活用の課題と
効果の実態から展望する次世代の情報技術活用について
井堀 幹夫（東京大学高齢社会総合研究機構 研究員）
講演では、近年、進展している健康・介護・医療分野におけるIoTやAI、ロボットなどを活用した業
務支援に関する現場のニーズや課題、効果の実態調査の結果を紹介し、人々の健康とQOL（生
活の質）の改善を支援する次世代の情報技術の活用について展望する。

1-6  14:40 16:00　 介護保険外サービス 研究セミナー  

保険外シニアビジネスの最新動向
紀伊 信之（ 株式会社日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門 

高齢社会イノベーショングループ 部長）

行政の挑戦！介護保険制度の持続可能性を
高める保険内外サービスの先進的取り組み
松田 美穂（豊島区保健福祉部 介護保険課長 介護保険特命担当課長兼務）

介護保険サービスと保険外リハビリサービスの
同時一体型ウェルビスタ ケアスタジオ
白木 優史（株式会社ユニマット リタイアメント・コミュニティ 事業統括本部 課長）

2-6  10:30 11:20 

基調講演

薬機法改正案の最新動向について
中野 貴章（厚生労働省 医薬・生活衛生局 総務課 課長補佐）

2-7  11:40 12:00 当日受付   出展社セミナー

血液1滴から、がん罹患リスクを推定するMB検査について
（株）レナテック

2-8  12:20 12:40 当日受付   出展社セミナー

未病・早期発見検査を活用した新たなビジネスモデル事例紹介
（株）ミルテル

2-9  13:00 13:50　 一般社団法人日本保険薬局協会 共催セミナー  

調剤薬局発信！セルフケアに役立つ
健康情報誌「ヘルス・グラフィックマガジン」
藤井 江美（株式会社アイセイ薬局 代表取締役社長）

門田 伊三男（株式会社アイセイ薬局 コーポレート・コミュニケーション部 次長）

2-10  14:10 15:00 　 一般社団法人日本保険薬局協会 共催セミナー  

ファーマライズグループの保険外健康支援の
取り組み
田仲 義弘（ファーマライズ株式会社 事業企画部 部長）

2-11  15:20 16:10 

薬剤師業務の質保証をするための薬歴情報活用
～ DREAMプロジェクト～
Denshi yakuREki Ai Management project
大津 史子（名城大学薬学部 医薬品情報学研究室 教授）

2-12  16:25 16:55 

睡眠で、収益拡大に貢献する
谷本 潤哉（株式会社O：（オー） CEO）

4-8  10:30 11:15 

ICTを活用した多職種連携について
～実際の事例と地域の取組み～
土屋 淳郎（全国医療介護連携ネットワーク研究会 理事長）　

4-9  11:40 12:30 

「通いの場」をはじめとした
介護予防の推進について
北原 加奈子（厚生労働省 老健局老人保健課 介護保険データ分析室長）　

4-10  12:50 13:10 当日受付   出展社セミナー

稼働率UPに繋がる認知機能低下予防メソッド「シナプソロジー」
シナプソロジー普及会／（株）ルネサンス
4-11  13:30 13:50 当日受付   出展社セミナー

「富山型誤嚥性肺炎入院ゼロ達成技法」の裏ワザ教えます！
ピュアグループ 歯科衛生士事務所　
4-12  14:10 15:00 

保険外リハビリ事業「参入・成功のポイント」 
～脳梗塞リハビリステーション福岡と改善事例～
齋藤 直路 （株式会社スターパートナーズ 代表取締役、一般社団法人介護経営フォーラム 代表理事）

4-13  15:20 16:10 

在宅看取りの現状 
～アドバンス・ケア・プランニング（ACP）と
　人生会議～
高砂 裕子（一般社団法人全国訪問看護事業協会 常務理事）　

4-14  16:25 16:45 当日受付   出展社セミナー

高齢化の進展する香港の最新状況とビジネスチャンスについて
香港貿易発展局

5-3  10:30 11:20 NR・SA単位認定セミナー   

ミールラウンドの視点 
～食べる力を診る、引き出す～
江頭 文江（地域栄養ケアPEACH厚木 代表）

5-4  11:40 12:30 NR・SA単位認定セミナー

食べること 生きること　
～最期まで食べられる連携と街づくりへ～
五島 朋幸（新宿食支援研究会 代表、ふれあい歯科ごとう 代表）

5-5  12:50 13:40 NR・SA単位認定セミナー

地域包括ケアシステムにおける
在宅高齢者の栄養管理
中村 育子（医療法人社団福岡クリニック在宅部栄養課 課長、

日本在宅栄養管理学会 副理事長）

5-6  14:00 14:50 NR・SA単位認定セミナー

がん研究会有明病院におけるがん患者への
栄養管理の実際
伊沢 由紀子（がん研究会有明病院 栄養管理部 主任

管理栄養士、NST専門療養士、がん病態栄養専門療養士）

5-7  15:10 16:00 NR・SA単位認定セミナー

食事でがんは予防できるか
小西 敏郎（東京医療保健大学 副学長・医療栄養学科長）

藤井江美 門田伊三男

1月29日 水

6-7  10:30 11:20 NR・SA単位認定セミナー   

多様化する糖尿病患者の食事療法
西村 一弘（駒沢女子大学人間健康学部健康栄養学科 教授

緑風荘病院栄養室 運営顧問、公益社団法人東京都栄養士会 会長）

6-8  11:40 12:30 試食セミナー

高齢者におけるGLIM基準による
低栄養栄養診断と嚥下調整食の応用
麻植 有希子（SOMPOケアフーズ株式会社、一般社団法人 健康長寿科学栄養研究所 代表理事）

※医療介護従事者限定。メーカーの方の聴講はできません。

6-9  12:50 13:10 当日受付   出展社セミナー

メディカル向け商品「デルモンテ おろしシリーズ」のご案内
キッコーマン食品（株）
6-10  13:25 13:45 当日受付   出展社セミナー

ニュークックチルで生じる食品劣化へのトレハロースの活用
（株）林原 
6-11  14:00 14:20 当日受付   出展社セミナー

からだにやさしいパラチノース®
三井製糖（株）
6-12  14:35 14:55 当日受付   出展社セミナー

植物性たん白 ～その利用と栄養・生理機能～
（一社）日本植物蛋白食品協会
6-13  15:10 15:30 当日受付   出展社セミナー

中高年の健康な筋肉の為に：TSI社HMB配合機能性表示食品のご紹介
（株）リオラージュ
6-14  15:45 16:35 

口腔から考える未病と老化予防 
～ドライマウスの原因・対処法～
斎藤 一郎（鶴見大学歯学部 教授、ドライマウス研究会 代表）

第6会場
7-8  10:30 11:20 NR・SA単位認定セミナー

時間栄養学・時間運動学に基づく
健康科学の実践
柴田 重信（早稲田大学 先進理工学部 教授、東京女子医大 客員教授、東京農工大 客員教授）

7-9  11:40 12:20 

古くて新しい、そして世界で認められたって
本当 !? 鍼灸って何ができる?
小川 卓良（公益社団法人日本鍼灸師会 会長、公益社団法人全日本鍼灸学会 顧問（元副会長））

7-10  12:35 12:55 当日受付   出展社セミナー

機能性素材：免疫ビタミンLPS
自然免疫応用技研（株） 
7-11  13:10 13:30 当日受付   出展社セミナー

今やメディカルダイアモンド®（アルカ）を知らない人はいない！
（株）アルカワールド　
7-12  13:50 14:40 

ピラティス活用の自費リハビリでリハビリ難民
救済 ! 質向上と差別化で保険診療もUP!
武田 淳也（医療法人明和会 整形外科 スポーツ・栄養クリニック（福岡・代官山）理事長、

Pilates Lab（福岡・代官山）代表、Motor Control：ビヨンド・ピラティス® 代表・ファウンダー）　

7-13  14:55 15:35 当日受付   出展社セミナー

美腸！美肌！美髪！革命
鈴木 奈央子（東京医科学研究所 所長） 

協賛：（株）ファースト

7-14  15:50 16:30 NR・SA単位認定セミナー

亜鉛と抗加齢医療 
～亜鉛欠乏症の診断と治療～
満尾 正（満尾クリニック院長）　

第7会場

8-6  10:30 11:15 

基調講演

保険者による効果的・効率的な予防・健康づくりに向けて
姫野 泰啓（厚生労働省 保険局保険課 課長）

8-7  11:30 12:30 

［ベンチャー／スタートアッププレゼンテーション］
OUI Inc.とSmart Eye Camera 大学発ベンチャーの挑戦
（株）OUI

公認会計士がアトピー専用アプリ「アトピヨ」を自分で作ったワケ
アトピヨ開発者 Ryotaro Ako

不安症医療環境課題研究報告及び弊社VR曝露療法ソフトの紹介
（株）魔法アプリ
企画協力：慶應義塾大学医学部健康医療ベンチャー大賞

8-8  13:00 15:15

社会的健康度の改善、持続可能な共生社会実現を目指す
「社会的健康戦略研究所」発足の趣旨と活動のご報告
浅野 健一郎（一般社団法人社会的健康戦略研究所 代表理事）　
佐藤 光弘、重野 俊哉、植田 順、渡辺 武友（一般社団法人社会的健康戦略研究所 理事）
三浦 豪紀、森本 真弘、塚本 幸一郎、藤田 祐一（一般社団法人社会的健康戦略研究所）

8-9  15:30 16:15 

「組織と個人のシアワセ醸造」
ソニーグループ唯一のホワイト500企業からみた、健康経営を企業で
推進 /実施する「心構え」と「意義」、具体的な施策について
松本 裕文（SMN株式会社 総務課 課長）　

8-10  16:30 17:00 

購買データから栄養分析、健康行動を習慣化させる社会インフラの実現
小原 一樹（シルタス株式会社 代表取締役）

第8会場
9-7  10:30 11:10 

［ベンチャー／スタートアッププレゼンテーション］
大人数接続型VRプラットフォームを活用した新たな未来の取り組み
（株）モノビット

宇宙飛行士トレーナーが考案した、リハビリテーション商品の紹介
有人宇宙システム（株）

9-8  11:30 12:30 

オンライン診療システムを用いたコミュニケーションと
情報共有による地域医療連携の活用事例
宗本 義則（社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福井県済生会病院 集学的がん診療センター センター長）　

9-9  13:00 13:45

健康ポイントのトークンエコノミーを実現する
プラットフォームサービス
中村 高歩（株式会社OKEIOS 代表取締役）　

9-10  14:15 15:00

地域健康課題の解決に向けた、新しいヘルスケア・
モビリティ・ソリューション（MaaS）の展開
川嶋 孝宣（株式会社フィリップス・ジャパン ソリューション事業推進部 部長）　

9-11  15:15 15:45 

タンパク質で未来型の健康管理を！
AIプロテオミクスの新技術とは
大村 知奈美（Aiwell株式会社 執行役員・AIプロテオミクス エバンジェリスト）　

9-12  16:00 16:45 

サントリー×コードブックが実現したICTを活用した健康経営事例 
～データドリブンに社員のメタボ解消するフィットネスプログラム～
後藤 アキ子（サントリーホールディングス株式会社 人事部 部長）　

細野 貴文（コードブック株式会社 代表取締役）　

第9会場


