
4-1  10:30 11:20 

介護分野における先端テクノロジーを用いた
業務効率化について
片岡 眞一郎（SOMPOホールディングス株式会社、Future Care Lab in Japan 所長）

4-2  11:40 12:00 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　
4-3  12:20 12:40 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　
4-4  13:00 13:40

保険外リハビリ施設「脳梗塞リハビリセンター」
のこれまでとこれから
早見 泰弘（株式会社ワイズ 代表取締役会長兼CEO）　

4-5  14:00 14:50 

音楽体操は高齢者の認知機能を改善する：
御浜 - 紀宝プロジェクト
佐藤 正之 （三重大学大学院医学系研究科 認知症医療学講座 准教授、

三重大学医学部附属病院 認知症センター長・病院教授）

4-6  15:10 15:50 

2021年度の介護報酬改定に向けた
最新セミナー！在宅サービスはどうなる！？
藤本 龍太郎（株式会社エス・エム・エス セールス統括部）

4-7  16:10 16:30 当日受付   出展社セミナー

今話題のカゴメ「ベジチェック」を活用して生活習慣をチェック！
カゴメ（株）健康事業部

2-1  10:30 11:20

基調講演

未病産業の創出に向けて（仮）
登壇者調整中

2-2  11:40 13:10  

［事例研究］
未病改善施設「未病バレー BIOTOPIA（ビオトピア）」（仮）
神奈川県政策局 ヘルスケア・ニューフロンティア推進本部室
株式会社ブルックスホールディングス
大井町

2-3  13:30 13:50     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

2-4  14:10 15:00   

生産年齢人口減少時代を見据えた薬剤師の
対人業務強化への取組み ～調剤業務の自動化～
山口 義之（株式会社トモズ 取締役 薬剤部・在宅推進室分掌）

2-5  15:20 16:50     

神奈川県・未病産業研究会 第3回全体会
未病産業研究会の会員企業によるショートプレゼンなど。
会員企業以外の方も聴講いただけます。
主催：神奈川県・未病産業研究会

5-1  10:30 11:20   

セントラルキッチン事業化の意義と経営計画の要点
～ベルキッチンでの実例より～
東條 桂子（ 社会医療法人生長会 ベルキッチン統括所長、

一般社団法人日本医療福祉セントラルキッチン協会 代表理事）

1-1  10:30 12:00  

基調講演

オープンイノベーションを通じた
ヘルスケア分野の社会課題解決の取組
室住 敬寛（経済産業省 関東経済産業局 地域経済部 次世代・情報産業課 課長）

関東経済産業局は、ヘルスケアベンチャーと自治体・事業会社・製薬・医療機関・介護事業者等
の橋渡し役となり、オープンイノベーションによる新事業創出及び医療・介護・ヘルスケア分野の
社会課題解決に取り組んでいます。最新の取組事例等を紹介します。

社会参加低下症（ソーシャルフレイル）の予防と
保険外ビジネスを通じた「通いの場」＝
ヘルスケアラボの創造
川﨑 陽一（株式会社プレイケア 代表取締役、日本アクティビティ協会 理事長）

保険外ビジネスの現状と課題について最新事例を交えて紹介します。ヘルスケアラボを通じた社
会参加低下症（ソーシャルフレイル）の予防について、自治体と企業の取り組みを解説します。

3-1, 3-2

ヘルスケア分野におけるオープンイノベーション
関東経済産業局は、ベンチャーを含む民間事業者のソリュー
ションを活用した医療・介護・ヘルスケア分野の社会課題解
決に取り組んでいます。本プログラムでは、AI、IoT等のテクノロ
ジーを活用したヘルスケアベンチャー等の最新ソリューションを
紹介するとともに、多様化する課題やニーズに迅速に対応でき
る手法として世界的な潮流となっている「オープンイノベーショ
ン」の取組を実施します。介護関係者をはじめ、地域包括ケアに
関わる方は必見です。

1月28日 火

1月28日 火 29日 水

ウェブサイト事前登録制・無料セミナー・プログラム2020

第1会場

第3会場

第2会場

第4会場 第5会場

「一般料理部門」「デザート部門」「行事食部門」の各部門で書類審査を通過した計6組がメディケア
フーズ展の会場内で調理実演。決勝審査会を公開実施し、最優秀グランプリを決定します。

決勝審査会プログラム 

12:15 主催者挨拶 一般社団法人日本医療福祉セントラルキッチン協会
  代表理事 東條 桂子氏
 概要説明 金谷栄養研究所 所長 金谷 節子氏
12：40 調理審査　 

15：30 記念セミナー

 嚥下調整食の使い方 
－現場で嚥下食をどう用いるか?－

 前田広士（聖隷横浜病院 リハビリテーション室 言語聴覚士）

16：30 審査結果発表・表彰式

12:15 17:00 / 第5会場  無料・当日受付    1月28日（火）
5-2

［審査員］
金谷 節子氏（金谷栄養研究所 所長）
柴本 勇氏（聖隷クリストファー大学 言語聴覚学科 教授）
片岡 護氏（リストランテアルポルト オーナーシェフ）

主催：一般社団法人日本医療福祉セントラルキッチン協会、
嚥下食ドットコム

協力：メディケアフーズ展2020  後援：月刊「臨床栄養」
協賛：伊那食品工業（株）、（株）エフ・エム・アイ、

キッセイ薬品工業（株）、（株）TOSEI、日本調理機（株）、
（株）林原

第6回 最優秀グランプリ

8-1  10:30 11:30 

基調講演

生涯現役社会構築に向けて
西川 和見（経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課 ヘルスケア産業課長）

8-2  11:45 12:30 

ヘルステックビジネスの最新潮流と脳神経科学、
AI、フレキシブルデバイスなどを応用した新ビジネス
岩本 隆（慶應義塾大学 大学院経営管理研究科 特任教授）

8-3  13:00 14:45

基調講演  ヘルスケアIoTによる医療・介護イノベーション
宮田 裕章（慶応義塾大学 医学部 医療政策・管理学教室 教授）

講演 1  ヘルスケアIoTビジネスの展望
野辺 継男（インテル株式会社 事業開発・政策推進 ダイレクター）

講演 2  ヘルスケアIoTにおけるグローバル展開
藤田 卓仙（世界経済フォーラム 第四次産業革命日本センター ヘルスケアデータ政策プロジェクト長）

講演 3  個人を軸としたパーソナルデータ流通基盤の開発・実証
木村 寛明（株式会社KDDI総合研究所 取締役 フューチャーデザイン2部門長）

パネルディスカッション
ヘルスケアIoTはライフスタイルを変えるか？

8-4  15:00 15:30 

医療分野における、オンラインコミュケーションの活用法
～zoomで拡がるコミュニケーションの可能性～
佐藤 博史（株式会社ブイキューブ 営業本部 副本部長）　

8-5  15:45 16:30 

米国における医療ICTの動き：
HIMSS2019の報告もかねて
真野 俊樹（中央大学大学院 戦略経営研究科 教授）　

9-1  10:30 11:30 

ビッグデータとAIによる健康長寿社会づくり
近藤 克則（ 千葉大学予防医学センター 社会予防医学研究部門 教授、国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター、

老年学・社会科学研究センター 老年学評価研究部 部長、一般社団法人日本老年学的評価的研究機構 代表理事）

企画協力： Med IT Tech

9-2  11:45 12:45 

ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト2020
プレゼンテーション
*プレゼン企業は展示会ウェブサイトにて後日発表します。　

9-3  13:00 13:30

データ分析から適応外使用の兆しを読み解く
佐藤 暢章（株式会社インテージヘルスケア ソリューション開発部 兼 クロスソリューション部 執行役員）　

9-4  13:45 14:15

機器のメンテから医療事務の委託まで、
人員不足の課題を解消する IT業務＆業務支援ソリューション
小宮 崇博（TeamViewer ジャパン（株） ビジネス開発部 部長）　

9-5  14:45 15:30 

健康経営銘柄3社のプレゼンティーイズム対策先進事例
～コニカミノルタ・塩野義製薬・古河電工の取組～
渕上 武彦（コニカミノルタ健康保険組合 事務次長 兼 コニカミノルタ株式会社 人事部 健康管理グループ）

岡野 英仁（塩野義健康保険組合 健康保険組合 事務長）

幸地 勇（古河電気工業株式会社 戦略本部 人事部 健康推進センター 本社産業医）

福谷 直人（株式会社バックテック 代表取締役）

9-6  15:45 16:30 

最先端医療技術の汎用化による健康状態の見える化が実現する
未来型プレシジョン・ヘルスケア
林 宣宏（東京工業大学 生命理工学院 准教授）　

7-1  10:30 11:20 NR・SA単位認定セミナー

「日本人の食事摂取基準2020年版」を読む
監物 南美（女子栄養大学出版部編集委員、前『栄養と料理』編集長、食生活ジャーナリストの会幹事）

7-2  11:40 12:20 

不老長寿の科学とアーユルヴェーダ
鮎澤 大（イチバンライフ株式会社 代表取締役、横浜市立大学 名誉教授）　

7-3  12:50 13:10 当日受付   出展社セミナー

担子菌培養抽出物「AHCC®」の臨床研究と統合医療での活用
ヘルスエイジ（株）
7-4  13:25 14:05 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

7-5  14:20 15:00 

マガキ軟体部由来の抗酸化物質DHMBA（ディーバ）
含有の機能性表示食品の研究開発について
渡辺 貢（医学博士、北京大学病院 学術顧問、久留米大学大学院 心理学研究科客員教授、

一般社団法人JIHFS 理事、株式会社渡辺オイスター研究所 代表取締役社長）　

7-6  15:15 15:35 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） 
7-7  15:50 16:30 

病気にならないための本当の方法
鶴見 隆史（医療法人社団森愛会 鶴見クリニック 理事長）

6-1  10:30 11:20 NR・SA単位認定セミナー   

地域共生社会における
栄養ケア・ステーションの必要性と実際
田中 弥生（関東学院大学 栄養学部 管理栄養学科 教授、

公益社団法人日本栄養士会 常任理事 栄養ケア・ステーション部長）

6-2  11:40 12:30 試食セミナー

ユニバーサルデザインフード（UDF）の
施設での活用例
苅部 康子（社会福祉法人親善福祉協会 介護老人保健施設リハパーク舞岡 栄養課 管理栄養士）

協賛：日本介護食品協議会
6-3  12:50 13:40 NR・SA単位認定セミナー

慢性腎臓病の食事療法 －その理論と実際－
菅野 丈夫（昭和大学病院栄養科 科長補佐）

6-4  14:00 15:20　 新調理システム推進協会  特別セミナー  

HACCP+省人化＝感染症食中毒予防対策
＝令和のニュークックチルシステム
西 耕平（ニチワ電機株式会社 専務取締役 コンサルティング部長、

一般社団法人新調理システム推進協会 事務局長）

6-5  15:40 16:00 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

6-6  16:15 16:35 当日受付   出展社セミナー

「SDGsを実現する地域食品資源循環ソリューション」 
～コスト削減を解決する食品リサイクル～
（株）NTTフィールドテクノ

1月28日 火

第6会場 第7会場

第8会場 第9会場


