ご案内

キーワードは「お手軽さ」
在宅で買える治療食・介護食
ユースショップ

ENIFユース

〜阪急キッチンエール九州とユースの取り組み〜

〜ENIFユース加盟店となってからの変化〜

- ユースショップ -

- ENIFユース -

レンジ

レンジ

レンジ

レンジ

レンジ

レンジ

レンジ

レンジ

レンジ

レンジ

レンジ

レンジ

▶ＥＮＩＦユースは︑
福岡を中心に九州全体
で約
店舗の調剤薬局で導入されてい
ます︒︵２０１７年６月時点︶

レンジ

在宅調剤薬局で治療食・介護食
を購入できる新販売システム

▶ユースショップは阪急キッチンエール
の 会 員約 ２ 万 ５ 千 人 に 配 布 さ れ て い ま す︒
︵福岡を中心とした近隣エリア︶

在宅へ直接治療食・介護食
を届ける新しい試み

レンジ

新 サービスと取り組み

株式会社
阪急キッチンエール九州

レンジ

営業部 部長

濵崎 耕太郎氏

薬剤師

植木 直実氏
地元の患者様より︑
何か頼られる薬局に

私の薬局では︑
できる限り患者

様のリクエストを叶えられるよ

うに取り組んでいます︒
そのうち

の１つが﹁低たんぱく・減塩食﹂

の取り扱いです︒
来て下さる多く

の患者様が食事管理で悩んでい

ユースを導入させて頂き

た た め︑
何か出来ないかと思い

ま し た︒
す る と︑
患者様のニーズ

に合わせた商品を受診日に合わ

せておくことができるため︑
患者

様に喜んで頂け︑
さらに不良在庫

も抑えることができました︒
薬局

存続のためにも活用してみては

いかがでしょうか︒

個別宅配システムで
治療食を宅配

年から農林水産省が提

唱している通り︑
旧来の介護用食品

は今や﹁スマイルケア食﹂
と呼ばれ︑

より広い意味で栄養補助に役立つ

めています︒
当社では昨年から個別

﹁介護予防食﹂
として再定義され始

配達カタログ﹁ユースショップ﹂
で

関連食品の取り扱いを開始︒
食欲が

ない時︑
忙しい時の朝食・昼食代わ

りに︑
あるいはいつもの食事にプラ

スする栄養補助食に︑
将来的には万

一の時の備えに と
…︑他の食品と一

緒に手軽にご注文いただけること

は︑
お客様にとっても大きなメリッ

トだと感じています︒
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かもおだ薬局

（株式会社ウエキファーマシー）

E
N
I
F

介護食・治療用特殊食品・介護用品・医療材料など約70社が集合！

医療・介護に関する製品が
一堂に会する展示会
入場
無料

医療・介護福祉用具・食品 総合展示会

3
7
0

レンジ

医療・介護福祉業界の経営者・関係者の皆様へ

第8回 医療・介護福祉栄養セミナー
第2回 地域医療連携セミナー
日

時

会

場

主 催

2017年11月12日
（日） 10:00〜16:00
福岡国際会議場 2階・4階・5階 福岡市博多区石城町2-1
TEL 092-262-4111

株式会社ユース・九州東邦株式会社

後 援

申し込み締め切り日

10月 6日（金）

東邦ホールディングス株式会社

高齢者や疾病を抱える方の食事・生活を豊かにする商品と出会えるはず…。こういったときどうする？
どこで買えるの？日頃の悩みを解決！見て・聞いて・食べて・体験！たくさんの情報が詰まった展示会。
この機会をお見逃しなく！！

コミュニケーションロボット

が

お出迎え

「人手不足解消！」

給食調理・栄養管理のお手伝い

注目セミナーをご紹介！

メディカルキッチンサービス

平成30年診療・介護報酬同時改定に向け、
事務長・施設長へ伝えたいメッセージ

的 に 足 り な く な り︑﹁こ の

厨房のスタッフが一時

食べやすくしてあったり︑

で し た︒何 よ り︑魚 も 肉 も

品揃えも満足できるもの

ので安心です︒メニューの

県 内 利 用 施 設の声

ままではシフトが組めな

薄味なのにだしやスパイ

タッフにとっても普段の

い﹂こ と に 困 っ て い た 時︑

仕事に活かせるヒントが

スの香りで食欲をそそる

たくさんあったようです︒

回

ユ ー ス 様 よ り﹁こ う い う

現在はスタッフの補充

サービスがありますよ！﹂

の食事のうち夕食の主菜

もできてきましたので︑以

工夫があったりと︑厨房ス

のみでお願いしたのです

前より利用頻度が減って

と提案をいただき︑利用を

が︑加熱して盛り付けるだ

はいますが︑もしまた緊急

始めました︒

けなので厨房以外のス

トラブル等があったらぜ

当施設の場合︑日に

タッフが配膳まで担当で

ひ助けになって欲しいと

思っています︒

きて︑それだけでもかなり

献立も︑メールで送られ

人的負担が減らせました︒

てきたものから自由に選

べ︑栄養価も計算してある
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人手が足りない時にとても助かりました！

〜献立と調理済み冷凍食材を丸ごとお届け〜

『医療・介護報酬同時改定目前！
！』

求められるシームレスなサービス提供と、そのポイント

株式会社ネグジット総研 経営コンサルティング部 中野 康三氏

加熱・解凍のみでご利用いただけます

少ない人員と時間で
食事を提供

給食調理の現場では
「人手不足」
が深刻な課題となり、栄養管理
や衛生管理といった本来行うべ
き業務を阻害する一因となって
きています。当サービスでは、
「医療介護の給食現場で必要と
される食事の要件」
を追求し、
調
理時間を削減できることに留ま
らず、より栄養管理がしやすく
なるような完全調理品や、食事
に関するその他サービスをご提
供しております。

多職種連携で包括ケアを推進！医療機器・医療材料のことを皆で知ろう

『在宅医療と栄養管理』〜宮古島の事例〜
中野 康三氏
泰川 恵吾氏
『ドクターゴンの在宅医療で必要な医療材料』〜見て・触って・覚えて…在宅へ飛び出そう！〜
医療法人鳥伝白川会 理事長 泰川 恵吾氏

※医療・介護従事者様を対象とした展示会・セミナーとなっております。
一般の方のお申し込み・ご入場はご遠慮願います。

同日開催の
ご案内

4階 10：00〜16：00 福岡県栄養士会研修
お問い合わせ先

福岡県栄養士会

TEL : 092-631-1160 担当 : 渡辺

5階 9：00〜13：00 JMDS2017 in 博多

※同日開催の研修については、直接お問い合わせください。

平成30年同時改定対応に向けた医療介護地域連携・
栄養情報提供における栄養連携の充実を目指して

詳細は...JMDSホームページ
⇨ http：//jmds1999.web.fc2.com

九州東邦は多彩なサービスを取り揃えています！

Interview

特別セミナー
講師インタビュー

医療材料分割販売

知得
納得

在宅医療に不可欠な医療材料を１本、
１枚から購入できます！

とし、
場合によっては自らそれらを使わなけれ
ばならない患者様やご家族は、
常に「万一の事
態に対処できるか」
「日常の使用法、
メンテナン
スは正しく行なえているか」
などの不安を抱え
ておられます。
しかし一方で、
医師や看護師以
外、
例えば在宅医療に参加している薬剤師や介
護に関わるスタッフの多くには、
これらを実際
に扱う機会がなく、
もちろん知識もほとんどな
い。
にも関わらず、
様々な相談を持ちかけられ
ることもあると思います。
というのも患者様や
ご家族にとっては、
医療者も介護者も「毎日の
暮らしを支えてくれる専門家」
であることに変
わりなく、
どちらにも専門知識や技術が共有さ
れていると思われているからです。
そこで今回は、
在宅医療・在宅介護に携わる
すべての職種の皆様に、
さまざまな医療材料
〔右記参照〕
を実際触って学んでいただける場
を設けます。

ドクターゴンの

知っておきたい

在宅医療の機器・材料
1

●どこにいても音声やタッチで記録・報告を簡単に作成
●訪問看護記録の専門用語も高い精度で音声変換！
●記録書・写真・利用者などの情報が安全に共有できる
●独自クラウド・SNSを活用した高いセキュリティを確保

患者様の『困った！』をサポート

治療食・介護食新販売システム

医療法人
鳥伝白川会 理事長

呼吸

（管切開カニューレ、吸引装置等）

泰川 恵吾 氏
Keigo Yasukawa

もともとこれらの機器のほとんどは、
医師や

方も目にすることが多くなってきました。
その

栄養摂取

ることは有益であると考えます。
日常的に患者

（TPN〔輸液ポンプ／経腸栄養ポンプ〕）

様やご家族とふれあう介護スタッフの皆様は

口から食事ができない人や、
栄養吸収≒栄養
摂取が困難な人のための装置や機器

もちろんですが、
在宅医療に参加している地域

栄養供給

医療材料への理解をより深める機会にして欲

胃に穴を開け、
そこから栄養を注入するため
の装置や機器

将来的な特定保険医療材料その他の販売に活

排泄

排尿のための装置や機器

鎮痛

（バルーン型持続注入ポンプ）
末期がんに代表される持続する痛みを抱え
る人に、
注射によって持続的に痛み止めを投
与する装置や機器

著者 : 泰川 恵吾（通称:ゴン）

医療法人鳥伝白川会理事長
元東京女子医大救命救急センター集中治療室チーフ

企画・編集 : 東邦ホールディングス株式会社
発
行 : 株式会社薬事日報社
B5判 71頁
定価1,800円（本体）
+税

●薬歴作成の負担を軽減する高度な音声入力
●服薬指導をサポートする薬剤検索アプリ
●クラウドサービスによる厳格なデータ管理
※どの電子薬歴でも音声入力・薬剤検索のみの利用は可能です

かし、
訪問看護の開始にともない、
他の職種の
ため他業種の方にとってもこれらの機器や装

（尿カテーテル）

病院・施設で使用している治療食・
介護食が、
お近くの調剤薬局
（ENIF
ユース加盟店）
でお取り寄せ可能！
送料・支払い手数料不要
加盟店約400店舗。
詳しくはホームページで検索
http://yuss.co.jp

圧倒的な音声変換率に電子薬歴機能を融合！

看護師しか取り扱えないものばかりでした。
し

自発呼吸ができない人・呼吸が困難な人の呼
吸を助け、
窒息しないための装置や機器

（胃瘻）

ENIFユース

デモ機準備中！ぜひご体験ください

特別セミナー講師

ご案内
在宅医療ではこう使う！

訪問看護師さん向けの専用端末です

自動音声認識・薬歴一体型システム

医療材料

在宅療養の場で医療機器や医療材料を必要

「こえ」で「文字」が入力できる

●患者さんに合わせた品揃えが可能になります
●在庫負担や廃棄のリスクが軽減されます
●保管スペースの確保に困りません

〜多職種連携で包括ケアを推進〜
医療機器・医療材料に慣れる機会を！

棲み分けから連携強化へ！
真の意味で「患者＝利用者」
本位の在宅ケアを。

デモ機準備中！ぜひご体験ください

取扱い品目は約10,000品目！

品揃えや在庫負担にお困りではありませんか･･･？

在宅ケアの現場で目にする機会も多い、
医療機器や医
療材料。
ご利用者やご家族に使用法等を相談され、
対
応に困った経験はありませんか？ 今回は、
「実際に見
て、
触って、
使って試せる」
医療材料についての実践的
な学びのセミナーを開催します。
介護や医療に携わる
すべての皆様に、
なかなか得難い機会・貴重な経験と
なるはずです。
ぜひご参加ください！

音声入力による訪問看護記録作成システム

置についてある程度慣れ親しみ、
知識を習得す

の薬剤師の皆様にも、
よく使われる医療機器と
しい。
このセミナーで得た知識と経験を、
ぜひ
かして欲しいと願っています。
なお、
セミナーの冒頭では、
私の診療所があ

株式会社みらい町内会
高齢者にとって安心できる生活を継続することができるようにICT・IoT・Webサービスや優れた機
能性・拡張性を有するスマートデバイス等を積極的に活用した高齢者向け生活支援サービス事業を
「新しいつながりの形」として展開しております。
ICTを活用した
高齢者生活支援サービス

Ⓡ

認知症高齢者
保護情報共有サービス

Ⓡ

コミュニケーションロボット「PALRO®」
賢く愛らしい小さなコミュニケーションロボット
「PALRO」。優秀な会話能力と運動能力を持ち、介
護の現場をサポートする実用的な機能が多数搭載
された最新のロボットです。介護スタッフの一員
として働ける有能なパートナー。みらい町内会は
PALROの正規販売・レンタル代理店です

る宮古島の在宅医療の紹介、
在宅における栄養
管理の重要性についてもお話したいと思いま
す。
皆様のご来場を心よりお待ちしています。

ホームヘルスケア部
国として取り組みを強化している
「介護ロボ」や話題の商品を見て触って頂けます！
介護ロボ

腰痛予防スーツ、見守り機器、歩行器

そ の 他

介護補助用具・加湿器・ホットパック

書店やamazon、楽天ブックス等でお求めいただけます。
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展 示 企 業 紹 介（敬称略）

Introduction

医療・介護に関する製品が一堂に会する展示会。
在宅での介護・療養を楽しく豊かにする商品・ヒントに出会 え る は ず …

企業名 & PR

企業名 & PR

企業名 & PR

アイクレオ株式会社

木徳神糧株式会社

栄養アップ!!さらにおいしくなった毎日ビテツ野菜汁を加えて、
さらに飲みやすい新味キャロット＆アップルも
大人気です。
たんぱく調整食品シリーズのビスコは、
いちご味を発売し、
たんぱく調整ビスコとチョコレートとと
もに、
おいしくカロリーアップが可能です。
ぜひブースにてご試飲ご試食を。

すべての食卓を楽しく健康的になるよう商品を提供しております。
弊社ブースでは、
「越後ごはん」
「真粒米」
「純米
せんべい」
の他に、
新商品の試食もご用意しております。
当日は是非、
ブースにお越しいただきお味をお確かめく
ださい。

【HGシリーズ】
刻み食を摂っている方々が更に楽しく美味しく召し上がって頂ける商品をご提案。
【SGシリーズ】
「硬さ」
「付着性」
「凝集性」
に配慮した素材品です。
常食と同様のメニュー提案を致します。
又、
SGを使用し様々な
メニューがセットになった
「スムースグルメセット」
もご提案致します。

アイドゥ株式会社

キユーピー株式会社

ニュートリー株式会社

株式会社宮源

弊社は特徴的な製品を数多くラインナップしています。
６kcal/gの高カロリーペースト食品のハイカロッチ®は、
容易に熱量補給でき、
お腹に優しい特許製法です。
パーフェクトイン80Ｋ
（味噌汁）
は、
ビタミン、
ミネラル、
たんぱ
く質が補給できます。
アクアファンＭＤ100は、
糖質摂取で減少するビタミンＢ１を含み水分補給に最適です。

食欲増進を促しながら、
食べやすさや機能強化などお体の調子にあわせた、
おいしい医療食・介護食をご提案。
また、
従来よりも少量で栄養摂取できる商品や噛む力の段階に応じた個食タイプのやわらか食など現場のニー
ズにあわせた商品も多数取り揃えております。
試食も実施しておりますので、
ブースにお立ち寄りください。

ソフティアシリーズ…容器変更しました。自立型タイプ容器・タッパー詰替え不要・ワンタッチオープン・簡単計量！是非、手に
取って使いやすさを実感してみてください。
コラーゲンペプチド10g配合・ビタミン・微量栄養素強化『ブイクレスCP10』低栄
養・褥瘡の栄養管理におすすめです。その他、
プロッカなど、スマイルケア赤0マーク取得・許可基準Ⅰ取得ゼリーをご紹介。

温度に関係なくわずかな時間でムースゼリーが作れる『ミキサーゲル』食品本来の風味・色彩を変えません。炊飯不要で、お湯を
加えて混ぜるだけ！簡単に美味しいお粥ゼリーが作れる『宮源のお粥』。お餅の代替え・非常食としてもご利用頂けます。お湯を
加えて混ぜるだけで美味しく飲み込みやすいお茶ゼリーが作れる『宮源のドリンクゼリー』少ない使用量で作れて低コスト。

アサヒグループ食品株式会社

株式会社クリニコ

ネスレ日本株式会社

株式会社明治

食べやすさとおいしさ、三大栄養素のひとつ、たんぱく質を豊富に配合した和風クッキー。おいしさと栄養強化を両立したカ
フェオレ、
ミルクココア。おやつとして手軽に栄養サポートができます。また、季節を問わず必要な水分補給が手軽にできる、す
っきりとしたヨーグルト風味のゼリータイプ、お湯や水で溶かすだけでとろみが付く粉末タイプの飲料も紹介いたします。

補食に適した飲みきりサイズ125mlで200kcalが摂れる『エンジョイクリミール』(乳酸菌配合)。開封しすぐ食
べられる、やわらかごはんとソースのセット
『やわらか亭』。筋たんぱく合成に必要なBCAAが豊富に含まれた
ゼリー飲料
『リハたいむゼリー』
など様々な商品を展示しお待ちしております。

少量で高カロリーが摂取できるゼリー『アイソカルジェリーHC』摂食嚥下リハビリテーション学会の学会分類に対応。
100mlで200Kcalが摂取できる栄養補助飲料『メディミルプチロイシンプラス』筋たんぱく合成に関与するBCAAを豊
富に含有。その他、水溶性食物繊維グァーガム分解物強化流動食、乳清ペプチド配合の消化態栄養流動食などをご紹介。

当社はおいしく、手軽に栄養を摂取できる商品を経管栄養から経口補助食品まで豊富に取り揃えております。
市販での取り扱いを行っている商品も多数展示を行っております。
本日は試食等もご用意しておりますので、
是
非展示ブースにお立ち寄りください。

旭松食品株式会社

国分九州株式会社

ハウス食品株式会社

名糖産業株式会社

旭松食品(株)がご提案する商品はこうや豆腐を含め「大豆を使用した商品」プラス病院施設様向けのカットグルメとなります。常食・
きざみ食・ミキサー食・とろみ食での横展開全病食専売品含め100アイテム以上を有するラインナップ。展開メニューが豊富で行事
食、朝食でのおすすめ品等、ご満足いただける商品をご提案しておりますので、是非ブースへのお立ち寄りください。

形があって、
そして美味しい、
ふくなおのやわらか食をご紹介。
生きる活力を握るのは食事。
食べる方にも、
料理
をされる方にも美味しさで喜び、
笑顔をお届けしたいと思っております「
。口から食べる」
ことで、
味わいのある人
生を送っていただけるお手伝いをいたします。

どなた様にも食事の楽しさやおいしさを味わって頂きたい、
それがハウス食品の願いです。
材料を吟味し、
味覚・
食感を大切にしながら、
ドリンクから副菜、
デザートまでの幅広いラインナップを安全と安心にこだわってお届
け致します。
是非、
会場でご確認下さい。

アルファベットチョコ、
レモンティーの名糖産業が提案するおやつ・水分補給に最適な栄養食品をご紹介します。
おいしさにこだわりながら、
栄養成分やコストにも配慮した粉末飲料やチョコレートなど、
試食・試飲もございま
すので、
ぜひ弊社ブースへお越しください。

林兼産業株式会社

メディカルネットワーク
（株）

簡単にソフト食を作れる調理素材
「ソフミート」
、
少量で多くの栄養素を補給できるゼリー
「スティックゼリーシリ
ーズ」
、
彩の鮮やかな四季をかたどった和菓子
「四季の和菓子」
、
口に取り込みやすい細さと厚みのやわらかクレ
ープ
「ソフトクレープ」
のご提案。

医療機関や介護施設などの栄養管理、
ケアマネジメントに関わる業務支援システムです。
主な特長としては、
月間
や週間での献立展開、
類似のチェックも楽々。
献立表や報告用書類等、
標準帳票が満載。
稼働後の保守サービス
は月定額なので安心。

サラヤ株式会社

バランス株式会社

盛田株式会社

羅漢果の高純度エキスとトウモロコシの発酵から得られる天然甘味成分
「エリスリトール」
を使用したカロリー
ゼロの自然派甘味料
『ラカントS』
加熱にも強く、
味変しません。
『へるしごはん』
国産うるち米と国産高アミロース
米を使用、
カロリー35％、
糖質36％オフのお米です。

水分補給用商品やゼリーなどを販売しているバランス株式会社です。今回は1本で200kcalとたんぱく質6gを摂取できる「パ
ワミナ200ゼリー」を主に展示します。食事量が落ちて十分なエネルギーが摂れない方や、少量で栄養を補給したい方にお勧
めの商品です。その他、水分補給用商品やデザート商品なども展示していますので、皆様のご来場をお待ちしております。

食事に花を添える
「お漬物」
。
どなた様でもお召し上がりやすい
「刻み漬物」
「みじん切り漬物」
「ペースト漬物」
を
取りそろえております国内加工で安心してお召し上がりいただけます。
食後のお楽しみ
「和菓子」
。
使いたい時に
使いたい分だけ解凍していただけます。
低リン低カリしょうゆ、
超特選の減塩しょうゆをご紹介。

味の素冷凍食品株式会社
食欲が低下し、栄養不足に陥りやすい高齢者の方、嚥下障害の方へ食べやすいムース・ゼリーのご案内。手軽に
カロリーを摂取できる全病食ムース・食事からしか摂ることのできない必須アミノ酸
（BCAA）
が配合されたキウ
イゼリーをぜひご試食ください。

イーエヌ大塚製薬株式会社
【あいーと】
独自技術により、
レンコンなどの硬い野菜や肉・魚も常食に比べ硬さ1/100〜1/1000という、
舌で
くずせる程の驚きのやわらかさを実現しました。
見た目は常食と変わらず、
おいしさを目でも存分に味わってい
ただけます。
11月に発売する新しいメニューをご用意してお待ちしております。

株式会社コモ
常温保存で、個包装、衛生的なロングライフパンです。保存料無添加の上、エイジレスなど誤飲の心配な薬剤封
入もありません。
イタリアの天然酵母使用のロングライフパンをランニングストックとしてご利用なさりませ
んか。

日東ベスト株式会社

企業名 & PR
三島食品株式会社
三島食品のペースト商品は着色料、
保存料無添加で仕上げており、
その製品は鉄分 食物繊維、
カルシウム強化の
機能性食品ばかりです。
また、
りらくシリーズの総菜商品は料理の見た目はそのままに、
歯ぐきでも潰せるやわら
か仕上げのお惣菜です。

すぐる食品株式会社

株式会社 ＦiveＦ

株式会社ヤヨイサンフーズ

ポットの熱湯で溶かすだけで、
簡単かつ低コストで美味しいおやつや、
介護食向けのゼリー、
強度の違う各種寒天
・アガーを取り揃えています。
おやつのコストやムセでお困りの方は是非ブースにお立ち寄りください。

昭和35年の開業以来、鶏卵加工を中心に安全性の高さをつねに追求し、食べる人の健康を第一に考え、さら
に「おいしい」
と言っていただけますように、日々努力と研究をしております。製品は全て国産原料を使用し、国
内製造しております。是非、弊社ブースへお立ち寄りください。

^ ^
こんにちは！医療機関向け栄養管理システム「栄養コンシェル」です。
「栄養コンシェル」は、
(@・◦(00)◦・@) ★食事箋画面が見やすい★献立作成機能が使いやすい★日々のルーチンワークが自動で実
行される★アレルギー食対応も万全なシステムです！ぜひブースに見に来てください！

やわらか食ブランド
「ソフリ」から、粘りを大幅に軽減した「お餅風ムース」や和菓子の置き換えになるカップデ
ザート、
揚物風のムース、
煮込み可能な野菜類を提案します。
味・やわらかさだけでななく見た目にもこだわった
商品です。

低カロリー甘味料
「マービー」
。
でんぷん由来のマルトデキストリンを原料にしたエネルギー補給用食品
「粉飴顆
粒」
。
なめらかな食感の
「粉飴ムース」
。
腸内のビフィズス菌を増やして、
おなかの調子を整える乳果オリゴ糖を使
用した
「オリゴワン飲料タイプ・オリゴ糖シロップ」
のご紹介。

ＭＣＣ食品株式会社
化学調味料は使用せず野菜本来の旨味を活かした3種のポタージュ
（かぼちゃ・とうもろこし・野菜）
と4種類の
具材を使用したクラムチャウダー、
6種類の野菜のミネストローネ。
また、
丼の素は、
ダシの利いた和風のカレー丼
とゴマ油が香る甘辛いきんぴら丼のご提案になります。

太陽化学株式会社
「サンファイバー」は、天然グァー豆の食物繊維で、プレバイオティクスとして注目の素材です。PHGGの力で
おなかを健康に！
「クッキンサプリFe」は、飲みやすくておなかに優しい新しい鉄分です。不足しがちな鉄分補
給に！

株式会社大冷
【骨なし魚シリーズ】
凍ったまま調理しても、
ふっくら柔らかくジューシーです。
魚の風味を残し、
生臭さを省きました。
【やわらかかまぼこ】
そのまま食べられ、
カルシウムも多く含んだ製品です。
【食塩無添加白素干】
独自の製造方法により 塩分を下げました。

∇

株式会社H+Bライフサイエンス

∇

伊那食品工業㈱

フジッコ株式会社
『ソフトデリシリーズ』
しっかりとした
「食べ物の形」
があり、
驚くほどの
「柔らかさ」
で食べる事の楽しさをお届け。
お客様のたくさんのご要望にお応えし漬物シリーズが減塩にリニューアル。
『やわらか惣菜シリーズ』
常温保存で
開封後すぐに使用できます。
食塩相当量１％以下。
（だしの美味しさが生きています。
） 忙しい朝にぜひどうぞ！

株式会社フードケア
おいしく、もぐもぐ、ごっくんをテーマに、
「楽しく口から食べられる幸せをいつまでも」を信念に、これまでにない特徴を備えた新しい水
分補給用のゼリーの素、乳・大豆成分不使用の「さっぱりした飲み口」と「爽やかな透明感」を追求した美味しいエネルギー・たんぱく質
補給飲料、たんぱく質と亜鉛を強化したお食事に混ぜるパウダーなど、お客様のQOL向上のお役に立てる商品のご提案いたします。

大塚食品株式会社

大和製罐株式会社

株式会社フンドーダイ五葉

マンナンヒカリは大塚食品が開発したこんにゃく生まれの米粒状加工食品です。
食物繊維がたっぷり含まれてお
り、
お米と混ぜて炊くだけで美味しいマンナンごはんが出来上がります。
マイサイズは 食事にもサイズがあって
いい というコンセプトのもと開発した、
カロリーも量もちょうどいい
「食事のサイズが見える」
商品です。

見た目の彩りと素材そのものの風味を楽しめる、
常温のカップ入りムース食
『エバースマイル ムース食』
やわら
かさは、ユニバーサルデザインフード区分３に準拠しております。均質に薄いトロミを付けた、
アルミボトル缶入
りのトロミ付き飲料
『エバースマイル トロミ付き飲料』
をご紹介いたします。

カンタン便利！解凍するだけの本格お惣菜ムース。
昔懐かしい和総菜を中心としたラインナップ。
解凍するだけな
ので調理の現場で負担になっている作業の軽減、
コストの削減、
またいつでも同じ固さで提供することが出来ま
す。
ただやわらかいだけではなく、
嚥下時に重要な付着性と凝集性を考慮しております。

雪印ビーンスターク株式会社
リフレケアHは、
歯の表面や口腔内全体の汚れを除去し、
口臭や歯周炎、
歯肉炎の予防に効果がある口腔ケア用
ジェル
（薬用歯磨）
です。
リフレケアＷは、
要介護者・歯磨ができない時にお奨めの口腔清拭シートです。
病院、
施設
様での無料の勉強会を開催しています。
ブースにお立ち寄りください。

エーザイ株式会社
「eお薬さん」
は、
患者様ご自身やご家族、
薬剤師、
看護師などによる服薬管理をサポートする機器です。
また、
離れ
た場所からでも、
患者様の服薬状況を確認する事ができます。
決められた時間に決められた量を服薬できる環境
をつくり、
飲み忘れや過量服薬を防止します。
その他、
在宅医療関連資材のご案内を行います。

株式会社協和
【自然王国生しぼりしょうが湯】高知産生姜を生のまましぼり、かりんエキスを加え、
しょうがの香り自然な辛みを生かし清
涼感をアップした優しい甘さと、さわやかな風味が特徴【自然王国生しぼりしょうが入り甘酒】銘酒の酒粕を使った甘酒に
生しぼりしょうがを加えました。
【自然王国抹茶くず湯】京都宇治抹茶で香りを、沖縄県産の黒糖で甘みをつけました。

大塚製薬株式会社

株式会社タカキベーカリー

株式会社ヘルシーネットワーク

三栄メディシス株式会社

カロリーメイトゼリーは、
体に必要なたんぱく質、
脂質、
糖質、
ビタミン、
ミネラルを手軽に摂れるバランス栄養食
のゼリータイプです。
豊富な栄養とすっきりとした味の両立にこだわり、
のどごしがやさしい食感に仕上げました。
1袋
（215ｇ）
200Ｋｃａ
ｌで、
朝食代わりや食がすすまない時にもおすすめです。

舌でつぶせるやわらかさの食パン、
たんぱく質の少ないパンのほか、
おやつとしてカロリーをプラスできるプチ
ケーキを品揃え。
医療・介護の様々なシーンで、
おいしく食べることのできるパンを提案いたします。

ヘルシーネットワークは、
「すべての方に食べる楽しみを」
との考えのもとに、
在宅で食事療法を行われているお
客様のもとへ、
医療・介護施設向け食品
（腎臓病、
糖尿病、
介護食）
を直接ご自宅までお届けしております。

電子カルテ「DearDr.Ⅱ」紙カルテのイメージで、簡単スピーディーな操作性を実現。標準12誘導解析機能付心電計「ECG Explorer 500X」
ノートパソコンに接続して使用。過去の心電図も検索してすぐに表示可能。携帯型マルチヘルスモニタ「チェックミー」すべてがこのコンパク
トサイズに。心電計、パルスオキシメータ、体温計、睡眠時無呼吸症候群の疑いのチェック、歩数計、アラーム機能を搭載。

株式会社大塚製薬工場

株式会社タケショー レシピ計画事業部

ヘルシーフード株式会社

脱水症状には、
経口補水液OS-１シリーズを！おいしくなってリニューアル♪飲みこみの不自由な方の訓練や食
の楽しみのために・
・
・エンゲリードブースには脱水や摂食嚥下に関する資料を用意しております。
また、
試飲・試
食を行っておりますので、
是非一度お試しください。

鉄・亜鉛・セレンが豊富に摂取できる美味しいプリンの素。
ビタミン・ミネラルが摂取できる飲料。粉末タイプな
のでお湯・お茶に溶かすだけでなく、
ヨーグルトのフレーバーとしても利用できます。その他、栄養強化の粉末
スープなど様々な商品を展示しております。

1959年創立以来、
医療・介護施設様向け食品メーカーとして皆様と共に歩んでまいりました。
トロミ調整食品、
固
形化補助食品、
水分補給ゼリー、
低栄養の方向けの商品などを展示しております。
是非、
弊社ブースにお立ち寄り
下さい。

カゴメ株式会社

テーブルマーク株式会社

ホリカフーズ株式会社

テルモ株式会社

手軽にできる水分補給やおやつのご紹介。
食物繊維とカルシウムが摂れる100ｍｌ飲みきりタイプの野菜・果実
飲料や、
大豆の味を活かし甘くないのが特徴の100ｍｌで200ｋｃａ
ｌの高カロリースープ、
食物繊維とビタミンＣを
配合したとろけるゼリータイプの飲料をご提案致します。

自然解凍で召し上がれる冷凍パンです。
常温で2時間程度で解凍となります。
冷凍で賞味期限1年であり、
必要な
分だけ解凍すればロスはありません。
ほとんどが食事パンですが、
おやつとしてティータイムに召し上がるタイプ
もあります。
約40種類の中からおすすめのアイテムをご案内いたします。

摂食嚥下機能障害の方に、口から食べて味わう楽しみを支援したい介護食。
ＣＫＤ患者様に腎機能を維持していただくよう、
たんぱく調整のごはん・米粒・惣菜のＰＬＣ製品。災害時の状況下で熱源なしで温かく食べられる、加熱しなくても食べられる
ものなど多様な製品のレスキューフーズ。介護食・治療食・災害食と様々な障害時において必要な製品をご提供しています。

●生活習慣データー
（血糖、
体重、
体温、
活動量）
マネジメントシステムによる情報提供
●医療機関におけるバイタルデーター管理法として、
手書き記録からITシステムによる自動記録
●人にやさしい医療
（痛みが少ない、
針刺し事故の防止、
等）
の提供などをご提案します。

カセイ食品株式会社

テルモ株式会社

マルサンアイ株式会社

メディカルドライブフーズ株式会社

製品１個55ｇで175kcal摂取いただける
「カロリープリン」
や、
病院様・施設様等で提供しやすいお団子
「舌でつ
ぶせるやわらか団子」
等、
噛む力が弱くなってきた方にも食べやすくて美味しい、
ＵＤＦ区分対応商品を中心に展
示させていただきます。
是非ブースへお立ち寄り下さい。

とろみ栄養剤（Ｆ２シリーズ）、半固形栄養剤（ＰＧソフトシリーズ）、粘度可変型栄養剤（マーメッドシリーズ）、そ
の他テルミールミニスープ、ペプチーノなど甘くない濃厚流動食、消化態栄養剤など様々なラインナップがござ
います。
※サンプルのご要望などお気軽にお尋ねくださいませ。

自然の恵みから、
新しい素材でおいしさと健康をお届けするため研究開発セクションでは、
大豆の道なる力を探
るとともに製品にする技術開発を手掛けています。
時代のちょっと先をみつめ、
消費者が
「こんなのあったらうれ
しい」
という夢のある商品設計を心がけています。

生野菜を食べたい。おいしく食べたい。そんな願いをかなえる、新しいレタスが誕生しました。その名も【健腎菜】。生野菜
を控えている方にも安心してお召し上がりいただける低カリウム野菜です。秋田県立大学の小川教授の特許と、パナソ
ニックの環境制御技術を使って生産しています。是非お気軽に当社ブースへお立ち寄りを心よりお待ちしております。

カネテツデリカフーズ株会社

トーニチ株式会社

株式会社マルハチ村松

薬局共創未来研究会

弊社は魚のすり身を使った商品を提供させていただいており、
柔らかい食感が特徴のつみれ三種
（えび、
かに、
あ
じ）
、
油で揚げずに調理したさつま揚げ、
ふわふわ食感のすり身を展示。
汁物、
おでんといったメニューから焼、
炒
め等の調理にも幅広く使用可能。
ぜひブースへお立ち寄りいただきお味をお確かめください。

『カルカロアイス』 エネルギー100ｋｃａ
ｌ、
カルシウム２００ｍｇを摂取できます！
『和みのひとときシリーズ』
和をコンセプトに6種類の味でたんぱく5ｇ、
亜鉛5ｍｇを強化したプリンと4種類のフ
ルーツの味でビタミン11種類、
亜鉛5ｍｇを強化したゼリーの2パターン

だしをきかせる事で各種調味料を減らせ、減塩効果を実現させた今すぐ使える美味しいおだし。朝のお忙しい
中でも簡単に出せる減塩のお惣菜シリーズ。
簡単に作れる手作りの簡単アレンジ介護食
（ゼリー食）
をご提案し
ます。

地域で頑張っていらっしゃる薬局様への支援として共創未来グループが展開する薬局共創未来、
安心･安全･安
定供給・安さで薬局経営をサポートするジェネリックメーカーである共創未来ファーマ、
もっともっと皆様に認知
していただきたく、
関連商品を展示させていただきます。

マルハニチロ株式会社

肉魚介類をやわらか〜く、
おいし〜くする軟化剤 ヴィネッタ ヴィネッタライト と即席お粥類 ごっくん粥 リ
ハビリ粥 非常備蓄用ミキサー粥 のご提案。

冷凍の介護食
（UDF区分2〜3）
の商品をご提案させて頂きます。
冷凍で素材ですので、
色目が良く、
調理メニュー
のアレンジができ、
お客様独自のオリジナルメニューのお手伝いをさせて頂きます。

キッセイ薬品工業株式会社

日清オイリオグループ株式会社

丸紅食料株式会社

CKD患者さん向けたんぱく質調整食品、主食であるごはん・パン・麺類・おかず類。たんぱく質、糖質を調整したエネルギー補給食
品群を展示。また、介護高齢者向け食品のとろみ調整剤、学会基準2013に沿った製品のやわらかさの違いをご確認ください。水分
補給ゼリー「のみや水」、離水しにくいたんぱく質入り高カロリーゼリー「えねぱくゼリー」新食感を会場でご試飲、ご試食ください。

日清オイリオグループは、
今話題の エネルギーになりやすい 中鎖脂肪酸を使った日清ＭＣＴシリーズを中心と
して、
皆様の健康寿命を延ばすことをテーマに
「食べたい」
「食べてほしい」
を おいしさ でサポートできる商品を
ラインナップしております。

吉野家の
「あの牛丼」
がやわらか食になりました！昔を思い出す味に触れたり、
外食した気分を味わうと、
気持ちは高
まり喫食率向上に繋がるメリットが望めます。
もう食べられないと諦めていた牛丼を多くの方に味わって頂きたいと
思います。
その他、
低糖質等のお菓子や、
非常食
（パン、
レトルト、
栄養補給食品）
等、
様々な商品を取り揃えております。

U-1 グランプリ
お
客
様
部
門

福岡国際会議場

展示会の様子
3

嚥 メー
下 カ
食 ー作
部
門 品
１
位

内外マシーナリー株式会社

亀田のあられ・おせんべいでお馴染みの亀田製菓からは、
常温のまま手早く栄養・水分・電解質の補給が可能な
【イオンバランスおかゆ】
、
賞味期限3年と長い
【ふっくらおかゆ・梅がゆ】
、
コクのある醤油の風味は残しつつ、
美
しさそのままに塩分30%カット
【減塩亀田の柿の種】
をご紹介いたします。

１
位

亀田製菓株式会社

帝人株式会社
『バイタルリンク』
（多職種連携情報共有システム）PC・ﾀﾌﾞﾚｯﾄを用いて、実際の情報共有画面を展示。全国の活用事例をご紹介。
『ハイサンソポータブルα、αⅡ』
（可搬型酸素濃縮器）国内で初めて連続流での酸素供給を可能にした酸素濃縮器。1台で外出から自宅内までカバー。
『CPAPスリープメイト10』
（睡眠時無呼吸
装置）
『SAS2100』
（SAS簡易検査装置）帝人では簡易検査装置を自宅に郵送するサービスを展開。入院せずとも気軽にSAS検査を受ける事ができます。

クリスマスフルーツケーキ

展示品を利用しての行事食やアレンジレシ
ピを提案！作ってみたい！参考になる！と
思った作品に投票をお願いします。
参加いた
だくと素敵なプレゼントがあります
（^｡^）

ちらし寿司

4

セミナースケジュール

A

401号室（30名）

401号室

402号室

A（30名）

C

409号室

B（30名）

410号室

C（72名）

409号室（72名）

413号室

D（72名）

E

E（72名）

413号室（72名）

414号室

502号室

F（72名）

H

411号室

G（180名）

H（180名）

411号室（180名）

A-1 10:30 - 11:30

C-2 13:00 - 14:00

E-3 14:00 - 15:00

H-1 10:30 - 12:00 《日本薬剤師研修センター 1単位》

演題

演題

演題

演題

脱水・低栄養対策

講師 アイ
ドゥ株式会社

顧客提案部 課長

低たんぱく食事療法を実践するためのメニュー提案

講師 ハウス食品株式会社

天満 英明氏

ユーザーソリューション開発部

脱水と低栄養について基本の再確認と、
その対策について臨床における最新の話題を交えつつお話し
いたします。

慢性腎臓病の低たんぱく食事療法は、
正しく実行すれば透析導入を遅らせることができます。
食事療法
を行う一手段とし、
「低たんぱくミート」
で簡単においしく作れるメニューのご提案をいたします。

A-2 12:30 - 13:30

C-3 14:30 - 15:30

演題

演題

低栄養とエネルギー補給

講師 株式会社Ｈ＋Ｂライフサイエンス

営業本部営業企画課 学術担当

山根 由弘氏

高齢化に伴う低栄養やサルコペニア、
フレイル対策。
食事からのアプローチとして、
医療機関で40年以
上使われ続けている
「粉飴」
の詳細な説明や使用方法をご紹介させていただきます。

仲村 絵里氏

フレイル・サルコペニア・低栄養と
リハビリテーション栄養

講師 長崎リハビリテーション病院 教育研修部栄養管理室

室長管理栄養士

下痢・便秘 〜排便コントロール改善に取り組んでみませんか〜

講師 ネスレ日本株式会社

泉谷 宗氏

PHGGによる排便トラブル改善。
「排便周期」を知ることで無駄な下剤を減らす、多くの医療機関が導入を始めた「排
便日誌」の活用方法。排便コントロール改善による医療経済効果を検証するコストシュミレーションツールをご紹介

フレイル・サルコペニア・低栄養はいずれも
高齢者に生じ、生活の質を低下させる要因と
なります。
これらをリハビリテーションと栄
養管理の融合によって解決しようとする概念
−リハビリテーション栄養−について解説し
ます。

A-3 14:30 - 15:30
演題

排便トラブル対策

〜腸のメンテナンスしていますか？〜

講師 アイ
ドゥ株式会社

代表取締役

位田 毅彦氏

排便トラブルは、
便秘や下痢の原因について理解することで対処もスムーズになります。
また小腸、
大腸
部位ごとにトラブルになる理由も違い、
その対処方法も変わってきます。

D

410号室（72名）

D-1 10:30 - 11:30

B

402号室（30名）

B-1 10:30 - 11:30
演題

食べたい！を応援するために

講師 林兼産業株式会社

管理栄養士

〜摂食嚥下障害と
スライスゼリー法〜

糸永 詩野氏

口から食べることの重要性と摂食嚥下障害、
嚥下訓練法であるスライスゼリー法に焦点を当て、
弊社の
商品の紹介を交えてお話を致します。

演題

スッキリ元気な腸の作り方 〜腸を育てる食物繊維〜

講師 太陽化学株式会社

博士（学術）

D-2 12:30 - 13:30

近年では経口摂取の維持・促進への取組みが重要視され 口から食べる ことに関心が高まっています。
摂食・嚥下の基礎、
嚥下食の調理ポイントや導入まで、
事例を交えてご紹介します。

演題

管理栄養士

平田 恵梨氏

①
「豆」
に秘められた力 いんげん系・大豆の優れた健康効果を説明したします。
②豆はたべたいけど食べ難い、
その場合のフジッコのやわらか食をご案内いたします。

認知症の栄養管理について

〜 疾患ごとの特徴と
食べさせケアに配慮して〜

講師 キューピー株式会社 フードサービス本部 営業部

メディカルチーム

〜災害多発時代の食の備え方〜

別府 茂氏

講師 林兼産業株式会社

管理栄養士

原 貴代氏

形があるのにやわらかくて食べやすい。
何より見た目がきれい。
そんな高齢者ソフト食について基礎か
ら導入事例まで、
当社製品
「ソフミート」
の使用方法等を交えご紹介させていただきます。

庄司 龍市氏

認知症では病気の進行が食事に深刻な影響を与えます。
それは嚥下障害の発症や味覚異常だけでなく
患者の食行動の変化です。
本セミナーでは認知症の特徴に対応する食事ケアを考えます。

C

409号室（72名）

413号室（72名）

演題

低たんぱく食の治療効果

講師 医療法人良秀会藤井病院

腎・透析センター長

雑賀 保至氏

主催 キッセイ薬品工業株式会社

メタボリックシンドロームは腎疾患を併発しやすいので慢性腎不全の治療法は今後も重要と
なります。
CKD患者さんのeGFRの低下を抑え、
透析導入せずに暮らしていくためにはどのくら
いのたんぱく制限を行えばいいのか解説していただきます。

【第一部】30 分
演題

保険薬局は地域包括ケアシステムの
流通拠点！
伊藤 大史氏

高齢者率26％超え！地域包括ケアシステムの枠組みが各地
で進みます。中心は在宅医療です。地域包括ケアシステムの
中で、
まちの保険薬局の機能を知り、
活用しましょう！

【第二部】90 分
演題

定員

80 名

ドクターゴンの在宅医療で必要な医療材料

講師 ホリカフーズ株式会社

経営戦略室室長

別府 茂氏

1.高齢化と食べることができない障害
〜摂食嚥下障害について〜
2.食べることができない時の栄養補給法
3.介護食の種類と位置づけ

G

演題

演題

講師 スリーマウス株式会社

山口 浩司氏

現状病院・老人ホーム等の施設給食現場では、管理栄
養士、栄養士、調理師、調理補助員等で厨房業務を運営
し回しているが、実際は厨房の適正人員通り配置され
運営しているとこは少なく、殆どの病院・施設の厨房
は、人員不足で運営されているのが実態であります。
今後は人口減少する中、高齢化が進み、それに伴って
有料老人ホーム等の施設、又在宅サービスが増加して
いく上で、我々給食業界では、どのような形で食事提
供をしていかなければならないかをお話しさせてい
ただきます。

泰川 恵吾氏

在宅医療で医療材料はなくてはならない
ものです。
泰川先生に一つ一つ使い方を触
りながら学ぶ大変人気の貴重な会です。
グ
ループワーク形式で行いますので、多職種
の皆様と共有しながら進めて参ります。
医
療材料は多職種をつなぐ！是非ご参加く
ださい。
●気管切開カニューレ ●吸引装置
●TPN/HPN ●輸液ポンプ / 経腸栄養ポンプ
●バルーン型持続注入ポンプ
●胃ろうカテーテル ●尿カテーテル

502号室（180名）

G-3 14:00 - 15:30

病院・施設給食の現場における現状の
課題と、将来を見据えた取り組み

理事長

高齢化の進展と介護食

E-1 10:30 - 12:00

代表取締役社長

C-1 10:30 - 12:00
演題

E

H-2 13:30 - 15:30 《日本薬剤師研修センター 1単位》

講師 医療法人鳥伝白川会

【演題 2】

B-3 14:30 - 15:30

演題 「ソフミート」
で学ぶ高齢者ソフト食

中々知ることが出来ないですが、
在
宅医療の栄養管理は大変重要です。
宮古島と湘南エリア鎌倉で在宅医を
されているドクターゴンこと泰川恵
吾先生に在宅栄養管理についてご紹
介を頂きます。
特に離島在宅医療の
課題は、
これからの日本の在宅医療
の課題です！必見です。

〜見て・触って・覚えて…在宅へ飛び出そう！〜

山田 光紀氏

演題

講師 フジッコ株式会社

非常食から災害食へ

講師 ニュートリー株式会社

D-3 14:00 - 15:30

泰川 恵吾氏

地域医療連携推進室長

講師 ホリカフーズ株式会社

経営戦略室室長

理事長

講師 東邦ホールディングス株式会社

【演題 1】

日本はこれまでにM6.0以上の地震が多数発生しており、いついかなる時に大地
震が起きてもおかしくない状況です。災害時の食事を考えていただきたく、食の
備え方についてお話します。

嚥下障害について

B-2 12:30 - 13:30

お豆で「健康・長寿」について・食べ易い高齢者ソフト食について

414号室（72名）

F-1 10:30 - 12:00
演題

石原 則幸氏

排便トラブルは、
本人だけでなく看護・介護する側にも負担になっています。
身近な事例を取り上げ、
排
便ケアと高機能な水溶性食物繊維
（PHGG：グァーガム分解物）
の有用性を紹介します。

演題

F

〜宮古島の事例〜

講師 医療法人鳥伝白川会

西岡 心大氏

主催 株式会社フードケア

在宅医療と栄養管理

お申込み方法

医療・介護報酬同時改定目前！
！

〜求められるシームレスなサービス提供と、
そのポイント〜
講師 株式会社ネグジッ
ト総研

経営コンサルティング部

中野 康三氏

平成26年からの病床機能報告制度や、その
後の地域医療構想策定を経て、足元では
2025年地域包括ケア構築の前段階となる
「将来の医療需要」
と
「目指すべき医療提供体
制」が具体的に整備されつつあります。この
上で、次回の同時改定では医療・介護のシー
ムレスな連携へより一層の舵が切られ、
医療
機関と介護事業者間の丁寧な退院調整や情
報共有の質にスポットが当たると考えられ
ます。
今回のセミナーでは医療と介護の求め
られる連携についてお伝えいたします。

1
2

FAXでのお申込み
FAX専用申込用紙に必要事項を記載の上、株式会社
ユース
（0120-602-802）
までFAXしてください。
メールでのお申込み
右記のお申込みフォーム
（QRコード）
にアクセスし、
必要事項をご記入の上、送信してください。

◎お申込みに関するお問い合わせ

株式会社ユース TEL：092-641-3153
〒811-2308 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭3丁目4-46

ホームページ：http://yuss.co.jp/

