『日本包装機械工業会フォーラム 2018』プログラム
１）食品関連セミナー【会場：Next-1 定員：120 名】
時

間

13：00

内

お申込みはこちら ＞＞https://goo.gl/forms/nresMBm3i5vYl9103

容

～
14：30

14：45
内 容：
製品開発における包装設計の位置づけと目的について説明します。また、
新たな産地表示義務化等による表示について、包装に求める機能性につい
て紹介するとともに、プラスチックごみに関わる環境課題に対する世の中
の一般的な事例についても紹介します。
＜第 3 部＞
テーマ：
「総菜カテゴリーにおける新包材への取り組み」
16：00

～
17：00

講 師:（ 鈴木 健太（ 氏
会社名:（ 農林水産省
所属役職:（ 食料産業局（ バイオマス循環資源課（
課長補佐

内 容：
平成 27 年に国連の首脳会議で採択された「持続可能な開発のための
2030 アジェンダ」では、
「持続可能な開発目標（
ＳＤＧｓ））」が掲げられ、
その中で、食料廃棄削減の目標が設定されるなど、世界各国において食料
廃棄削減に向けた社会の関心が高まっています。
本日は、我が国の食品ロス発生の原因や食品ロス削減に向けた取組につい
て皆さんと考えたいと思います。
＜第 2 部＞
テーマ：
「製品設計における包装設計の考え方と環境課題への取り組み」

～
15：45

師

受付開始
＜第１部＞
テーマ：
「食品ロスの削減に向けて」

13：30

講

講 師:（ 金子 晴海（ 氏
会社名:（ 味の素株式会社（ 食品事業本部
所属役職:（ 食品生産統括センター（
エンジニアリング技術グループ（
シニアマネージャー

講 師:（ 富樫 信人（ 氏
会社名:（ 株式会社ファミリーマート
所属役職:（ オフィサー（ 商品･物流･品質管理本部（
生活デイリー部（ 部長

内 容：
２０１７年８月、ファミリーマートは総菜カテゴリーにおいて、他チェー
ンに先駆け、MAP 包装技術を用いた総菜の発売を開始しました。市場の
変化および CVS を取り巻く環境を踏まえ、新包装技術に取り組むまでの
意思決定、その取り組みの内容、環境へのインパクトについてお話します。

※本セミナーの内容は、予告なく変更することがございますので、予めご了承ください。

『日本包装機械工業会フォーラム 2018』プログラム
２）生産性向上セミナー【会場：Next-2 定員：80 名】
時

間

13：00

内

お申込みはこちら ＞＞https://goo.gl/forms/nresMBm3i5vYl9103

容

～
14：30

～
15：45

内 容：
産業分野への IoT 導入というメガトレンドの中、現場データを利活用し
て、メンテナンス＆リペアの観点で業務の効率化を図り、生産性向上の実
現に向けたお客様に対して、設備機器の製品売りからリカーリングビジ
ネスへの転換を図る日立グループ内での取り組み事例を通じ、日立の考
えるスマートなファクトリーについて紹介します。
＜第 3 部＞
テーマ：
「労働力不足を解消したロボットシステムの導入事例」

16：00

～
17：00

講 師:（ 長谷川 洋（ 氏
会社名:（ 経済産業省
所属役職:（ 製造産業局（ 産業機械課（ 課長補佐

内 容：
デジタル化の進展や人手不足等、製造業が直面する課題を踏まえ、
Society5.0 を実現していくため、様々な繋がりによって新たな付加価値
の創出を目指す Connected（ Industries に関する政策動向や海外の最新
状況等をご紹介し、日本企業の産業競争力の強化に向けた取組について
考えたいと思います。
＜第２部＞
テーマ：
「現場データを利活用する日立のスマートなファクトリー」

14：45

師

受付開始
＜第１部＞
テーマ：
「製造業を巡る大変革と政策課題」

13：30

講

講 師:（ 谷口 敬樹（ 氏
会社名:（ 株式会社日立製作所（
産業･流通ビジネスユニット
ソリューション＆サービス事業部
所属役職:（ 産業製造ソリューション本部（
産業システム（ エンジニアリング部（
担当部長

講 師:（ 佐藤 一雄（ 氏
会社名:（ 株式会社ニッコー
所属役職:（ 専務取締役

内 容：
北海道の基幹産業であるホタテ加工業界の現状と、都市部より深刻化し
ている地場産業の人手不足の問題を、ロボットシステムを通し、どの様な
技術アプローチを以て解決したのか、また、その結果どの様な成果を得る
ことが出来たのか、導入事例を踏まえながらご紹介致します。

※本セミナーの内容は、予告なく変更することがございますので、予めご了承ください。

『日本包装機械工業会フォーラム 2018』プログラム
３）医薬品関連セミナー【会場：Next-3 定員：80 名】
時

間

13：00

内

お申込みはこちら ＞＞https://goo.gl/forms/nresMBm3i5vYl9103

容

～
15：00

内 容：
安倍首相は、2018 年度から遠隔診療を診療報酬改定で評価すると明言し
ています。その本心は、在宅での服薬アドヒアランスを向上させ無駄な医
療費を削減するために、遠隔診療のシステム整備を推進することにある
と考えます。服薬不履行を解消し医療の効率化を図るためには、今までと
は異なる非連続的な価値観から戦略を展開する必要性があります。その
ためにも IoT 技術を活用した医薬品包装技術により、医薬品の臨床的機
能性を異次元へと進化させる必然性があると考えています。
＜第 2 部＞
テーマ：
「日本版 GDP（ ガイドラインを考慮した医薬品の輸送品質対応」

15：10

～
16：10

内 容：
医薬品のサプライチェーンのグローバル化に加え、日本の PIC/S 加盟に
伴い、日本では（「医薬品の適正流通基準（ＳGood（Distribution（Practice／
GDP）」ガイドライン対応が進展しています。この一環として、
「今後、医
薬品の輸送品質をどのように確保すべきか」にフォーカスし、規制当局に
対する留意事項と演者の考えを報告します。
＜第 3 部＞
テーマ：
「医薬品の偽造防止「包材・RFID」周辺の最新技術」

16：20

～
17：20

師

受付開始
＜第１部＞
テーマ：
「IoT 技術を活用した医薬品包装と遠隔診療のパラダイムシフト」

13：30

講

内 容：
医薬品の偽造防止（・ラランドプロテクションに向けて、包材（・セュュリテ
ィデバイス・ICT 技術を連動させた技術とその活用事例をご紹介します。
併せて、ロットトレースや CRM などの利便性向上と拡張性を持ったソリ
ューションも紹介します。導入部ではハーボニーの偽薬事件以降の状況
も簡単に触れさせていただきます。

講 師:（ 並木 徳之（ 氏
会社名:（ 静岡県立大学大学院
所属役職:（ 薬学研究員（ 薬学部（ 実践薬学講座（
教授

講 師:（ 池松 康之（ 氏（
会社名:（ エーザイ株式会社（
所属役職:（ グローバルクオリティ本部（
日本リージョナル（ クオリティ統括部（
シニアディレクター

講 師:（ 松本 博（ 氏
会社名:（ 凸版印刷株式会社
所属役職:（ 生活・産業事業本部（ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部（
販売促進本部（ 紙器販促チーム（ 部長

※本セミナーの内容は、予告なく変更することがございますので、予めご了承ください。

