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国際モダンホスピタルショウ2016ホームページURL　http://noma-hs.jp/

東京ビッグサイト　東展示棟4・5・6ホール、会議棟
7月13日 ▼14日 ▼15日 10：00～17：00

水 木 金

ご
案
内 主催  一般社団法人 日本病院会／一般社団法人 日本経営協会

特別企画

主催者企画展示

全体展示
構成

『求められる連携と地域包括ケアの充実に向けて』
医療機器、
環境設備ゾーン医療連携・

セキュリティ対策コーナー

医療情報
システムゾーン医用画像・映像

ソリューションコーナー

健診・
ヘルスケアゾーン

看護・介護・
リハビリゾーン

施設運営サポート・
サービスゾーン

医療安全・快適！ホスピタルコーナー
在宅医療・介護コーナー

スポット展示
『高齢社会を支える看護・介護ロボット』

国際モダンホスピタルショウは、カーボンオフセットに取り組んでいます。　「カーボン・オフセットプロバイダー　㈱イトーキ」

リニューアルリニューアルリニューアル

出展者プレゼンテーションセミナー
ホスピタルショウカンファレンス
日本病院会 公開シンポジウム

7
月
15
日
㈮

会場：会議棟 6階ホスピタルショウ　カンファレンス

7
月
13
日
㈬

7
月
14
日
㈭

C-3C-3

C-1C-1 C-2C-2

C-4C-4

C-6C-6C-5C-5

C-8C-8C-7C-7

オープニングセッション　11：00～ 12：00

「まったなしの医療・介護提供体制改革」
  一般社団法人日本病院会　　
 　　　　　　　　　会長　堺 常雄　

トピック　13：00～ 15：00
「医療事故調査制度を巡って」
❶「医療事故調査制度の概要」
 横浜市立大学附属市民総合医療センター 安全管理室 部長 准教授　寺崎 　仁氏
❷「医療事故調査制度に向けての院内体制の整備」 院内有害事象報告の活性化
 自治医科大学附属さいたま医療センター 副センター長 医療安全・渉外対策部長 教授　遠山 信幸氏
❸「見えてきた医療事故調査制度の課題」  調査委員会からアウトカム検討へ
 千葉大学医学部附属病院  医療安全管理部部長 教授　相馬 孝博氏
ディスカッション　司会…寺崎 仁氏

ＩＴフォーラム①　10：00～ 11：50
「医療における人工知能の活用について」
❶「ＩＢＭワトソン・ヘルスの今後の展望」
 日本アイ・ビー・エム株式会社　 調整中
❷「人工知能による電子カルテデータ分析の現状」病棟での転倒・転落リスク予測 
 株式会社ＵＢＩＣ 行動情報科学研究所 所長
 UBIC MEDICAL 取締役 武田 秀樹氏
 ＮＴＴ東日本関東病院 医療安全管理室 看護師　中尾 正寿氏

ＩＴフォーラム②　13：00～ 15：00
「ＩCＴとクラウドで進化する地域包括ケア」
❶「２つのICTシステムを併用した地域包括ケアシステム構築の実際」
　  栃木県における医介連携SNS「どこでも連絡帳」と地域医療連携「とちまるネット」の併用
 栃木県医師会 常任理事 全国医療介護ネットワーク研究会 理事長
 長島整形外科 院長  長島 公之氏
❷「ICT地域連携のネクストステップ」
 桜新町アーバンクリニック 院長　遠矢純一郎氏

看護セッション　10：00～ 12：00
「看護の質評価事業（DiNQL）の取り組みと成果

～看護管理にDiNQLデータを活かそう!～」
❶「看護の質評価と労働と看護の質向上のためのデータベース（DiNQL）事業について」
 公益社団法人日本看護協会 常任理事　川本 利恵子氏
❷「看護の質向上にむけた、参加病院の取り組み事例」
 順天堂大学医学部附属順天堂医院
❸「DiNQLデータの分析から見えてきたこと」
 公益社団法人日本看護協会

特別フォーラム　10：10～ 12：00
「国際医療対応を目指して」
̶言葉の壁を持つ患者さんに医療通訳支援を！！－
❶「国際医療対応アドバイザリーについて」
 監査法人トーマツ MBA　佐々木 留美氏
❷「遠隔医療通訳について」
 群馬大学 名誉教授・日本遠隔医療学会 副会長　酒巻 哲夫氏
❸「国際医療通訳について」
 藤田保健衛生大学医療科学部 教授　竹迫 和美氏

病院経営フォーラム　13：00～ 13：50
「マイナンバーの基盤を活用した

医療等IDと個人情報保護」
 一般財団法人医療情報システム開発センター 理事長
 自治医科大学 客員教授 山本 隆一氏
①番号（マイナンバー）制度の本質
②医療等ＩＤと番号制度の関係
③改正個人情報保護法制　　　　

ＩＴフォーラム③　13：10～ 15：00
「仮想化基盤・IoT活用による地域医療システムの未来」
❶「仮想化技術とIoT技術の医療情報システムでの活用と展望」
　  医療におけるクラウドやIoTの役割
 福井大学医学部附属病院　 医療情報部 准教授 副部長　山下 芳範氏
❷「亀田総合病院のICT改革の取り組みとAoLani（アオラニ）プロジェクト」
　  職員4000名と地域情報連携を支えるICT基盤の考え方
 医療法人鉄蕉会 亀田メディカルセンター 最高情報責任者（CIO）　中後 　淳氏

ウェアラブル・
モバイルヘルスコーナー

ブックコーナー
医療・看護・介護等に関する書籍等を
紹介するとともに販売を行います。

あると便利なアイテムコーナー
リニューアルリニューアルリニューアル



ア━━━━━━━━━━━━
㈱アイ・エス・ビー
㈱アイコールシステム
㈱アイセン
アイテック阪急阪神㈱
アイネット・システムズ㈱
㈱アイフロント
㈱ＡＩＨＯ
アイホン㈱
㈱アエル
青い森クラウドベース㈱
㈱秋山製作所
㈱アサヒ電子研究所
㈱アストロステージ
アズワン㈱
㈱アドバンスト・メディア
㈱アプロンワールド
㈱アマノ
㈱新井製作所
アライドテレシス㈱
アリスト・ジャパン㈱
㈱アルメックス
㈱あんべハート・コーポレーション
㈱イードクトル
㈱石川コンピュータ・センター
㈱イシダ
㈱イトーキ
㈱イマムラ
㈱医用工学研究所
㈱インターグループ
インターシステムズジャパン㈱
インテル㈱
インフォコム㈱
㈱インフォセンス
㈱ヴァックスラボ
ヴイエムウェア㈱
wissner-bosserhoff GmbH
エアロサービス㈱
㈱エイチ・アイ・ティ
㈱エーアイエス
㈱エクセル・クリエイツ
㈱エスアンドケイ
㈱エスシーシー
㈱SJメディカル
㈱SBS情報システム
ＮＥＣエンベデッドプロダクツ㈱
ＮＥＣネクサソリューションズ㈱

㈱ＮＨＣＳ
ＮＤソフトウェア㈱
エプソン販売㈱
㈱エベレックス・ジャパン
㈱エムアンドエイチ
㈱エムイーエックステクノロジーズ
㈱me研修
ＭＣヘルスケア㈱
㈱エリメントＨＲＣ
㈱ＬＳＩメディエンス
エレクター㈱
㈱エレパ
OASIS INNOVATION㈱
大井電気㈱
㈱大崎コンピュータエンヂニアリング
オージー技研㈱
（公財）大田区産業振興協会
オカダ医材㈱
㈱岡村製作所
㈱沖データ
㈱オリバー
カ━━━━━━━━━━━━
カーデックス㈱
㈱カインドウェア
河北宏福塑料制品有限公司
亀田医療情報㈱
華琳㈱
河淳㈱
キヤノンマーケティングジャパン㈱
㈱キャピタルメディカ
㈱クボタ
グローリー㈱
クロコ企画㈱
クロスウェイ㈱
㈱ケアコム
㈱ケアフォース
㈱京葉電子販売
ゲッティンゲグループ・ジャパン㈱
㈱ケルン
鴻池運輸㈱
鴻池メディカル㈱
神戸市経済観光局経済部工業課
㈱コージン
コクヨ㈱
コニカミノルタ㈱
小林クリエイト㈱
㈱コムズ・ブレイン

是吉興業㈱
サ━━━━━━━━━━━━
酒井医療㈱
サカセ化学工業㈱
サトーヘルスケア㈱
三栄メディシス㈱
㈱サン・システム
㈱Ｓａｎｓｅｉ
㈱サンペックスイスト
サンメディックス㈱
サンワサプライ㈱
三和紙工㈱
㈱シーエスアイ
ジーコム㈱
シースター㈱
シーホネンス㈱
ＪＲシステム（鉄道情報システム㈱）
ＪＢＣＣ㈱
ジェット㈱
シシクアドクライス㈱
システムロード㈱
自治医科大学　地域医療学センター
㈱自重堂
島津エス・ディー㈱
㈱ジャストシステム
㈱ジャスト・メディカルコーポレーション
㈱ジャパンアイテムコーポレーション
シュナイダーエレクトリック㈱
（公益財）　庄内地域産業振興センター
㈱シンフォニア
Ｓｋｙ㈱
杉田産業㈱
スター精密㈱
住商モンブラン㈱
スルーンインターナショナルサービス㈱
世界の医療団
積水ホームテクノ㈱
セコム㈱
セコム医療システムズ㈱
セコムトラストシステム㈱
泉工医科工業㈱
㈱センコム
総合メディカル㈱
ソニービジネスソリューション㈱
ソフトマックス㈱
タ━━━━━━━━━━━━
大富士製紙㈱
㈱タイムワールド
㈱ダイワコーポレーション
タカノ㈱
㈱高橋型精
タック㈱
Datt Mediproducts Pvt. Ltd.

チトセ㈱
㈱千早ティー・スリー
都築電気㈱
㈱ディー・オー・エス
㈱ティービーアイ
㈱テクノエンジニアリング
㈱テクノメディカ
テクマトリックス㈱
㈱デジタル・ナレッジ
㈱電算
東亜システム㈱
東京ガス㈱
東京都医工連携ＨＵＢ機構
東光コンピュータ・サービス㈱
東芝メディカルシステムズ㈱
㈱東洋アクアテック
㈱東陽テクニカ
ＴＯＴＯ㈱
トッパン・フォームズ㈱
㈱トプコンメディカルジャパン
トリオシステムプランズ㈱
トレンドマイクロ㈱
㈱トンボ
ナ━━━━━━━━━━━━
㈱ナースリー
㈱ナイス
ナガイレーベン㈱
ナカバヤシ㈱
㈱ニチイ学館
ニッキャビ㈱
ニッシン・トーア㈱
ニッセイ情報テクノロジー㈱
日本アイ・ビー・エム㈱
（公益社）日本医業経営コンサルタント協会
日本医師会ＯＲＣＡ管理機構㈱
（一般財）日本医薬情報センター
（商組）日本医療機器協会
日本空輸㈱
㈱日本経営
日本光電工業㈱
日本システム開発㈱
日本事務器㈱
日本データカード㈱
日本テクニカル・サービス㈱
日本電気㈱
㈱日本トリム
日本バイナリ―㈱
（公益財）日本訪問看護財団
日本マイクロソフト㈱
日本ラッド㈱
㈱ノーザ
ハ━━━━━━━━━━━━
㈱パースジャパン

㈱ハーディ
パインシステム㈱
㈱パシフィックシステム
パナソニックシステムネットワークス㈱
パナソニック ヘルスケア㈱
パラマウントベッド㈱
㈱パルソフトウェアサービス
ピー・シー・エー㈱
日立ＩＮＳソフトウェア㈱
㈱日立産業制御ソリューションズ
㈱日立製作所
㈱日立超エル・エス・アイ・システムズ
日立メディカルコンピュータ㈱
㈱ファーストブレス
ファイルメーカー㈱
㈱ファインデックス
フォーク㈱
フクダ電子㈱
富士医療測器㈱
フジキンソフト㈱
富士ゼロックス㈱
富士通㈱
富士フイルムメディカル㈱
富士フイルムメディカルITソリューションズ㈱
ブラザー販売㈱
フランスベッド㈱　
ブリッジ・モーション・トゥモロー㈱
㈱プロゼ
文京区区民部経済課
㈱ベータソフト
㈱ＨｅＳｅＬ
㈱ベネフィックス
㈱ヘルスケアリレイションズ
㈱ボーネルンド
㈱ホギメディカル
（一般社）保健医療福祉情報システム工業会
㈱ホスピタルネット
マ━━━━━━━━━━━━
㈱マーストーケンソリューション
㈱マイコール
松吉医科器械㈱
㈱マトリクス
マルマンコンピュータサービス㈱
ミナト医科学㈱
ミニストップ㈱
㈱ミハマメディカル
宮崎県北部医療関連産業振興等協議会
㈱ムーブ
㈱メイン
メディア㈱
㈱メディカルプロジェクト
㈱メディシステムソリューション
㈱メディブレイン

㈱メルス
ヤ━━━━━━━━━━━━
㈱ヤギコーポレーション
山崎製パン㈱
ヤマハ㈱
ヤマハモーターパワープロダクツ㈱
㈱ユーズテック
㈱ＵＢＩＣ　ＭＥＤＩＣＡＬ
ラ━━━━━━━━━━━━
㈱ラムテック
リコージャパン㈱
理想科学工業㈱
㈱リネイル
㈱両備システムズ
㈱レゾナ
レッドハット㈱
ワ━━━━━━━━━━━━
㈱ワイズマン

ERGOTRON INC.（アメリカ）
Qingdao Sieger Industry&Trade Co.,Ltd.（中国）
RIVERSTONE RESOURCES SDN.BHD.（マレーシア）
U.S. Pacific Nonwovens Industry Ltd.（香港）
Wolters Kluwer（アメリカ）
Zibo Hergchang Plastic and Rubber Products Co.,Ltd.（中国）

医療連携・セキュリティ対策コーナー
㈱アイシーエム
㈱アスタリスク
㈱アットメディカル
アラクサラネットワークス㈱
ＮＴＴ
ＮＴＴ東日本
㈱ＮＴＴデータ
㈱ＮＴＴドコモ
㈱エムアンドエイチ
京セラドキュメントソリューションズジャパン㈱
京セラ丸善システムインテグレーション㈱
㈱コア・クリエイトシステム
コニカミノルタ㈱
自治医科大学　地域医療学センター
㈱シンフォニア
Ｓｋｙ㈱
㈱ディアイティ
㈱ディー・オー・エス
トレンドマイクロ㈱
ニッセイ情報テクノロジー㈱
パナソニックシステムネットワークス㈱
㈱パルソフトウェアサービス
ピー・シー・エー㈱
ファイルメーカー㈱

㈱マックスシステム
ユニアデックス㈱
レッドハット㈱

医用画像・映像ソリューションコーナー
㈱インフィニットテクノロジー
EIZO㈱
カリーナシステム㈱
ケアストリームヘルス㈱
㈱セブンスディメンジョンデザイン
電音エンジニアリング㈱
日本電子応用㈱
ＰＳＰ㈱
ViewSend ICT㈱
㈱Foreseeson
WIDE Corporation
MediCapture Inc.（アメリカ）

在宅医療・介護コーナー
㈱アイザック
キッセイコムテック㈱
静岡金属工業㈱
㈱デジタル・コア
㈱南日本情報処理センター
ウェアラブル・モバイルヘルスコーナー
ユニオン ツール㈱
㈱ワイヤレスコミュニケーション研究所

医療安全・快適!ホスピタルコーナー
㈲礫川システムデザイン事務所
JMT㈱ Joint Advisory
鈴与㈱
㈱メッツ 
Malaysian Rubber Export Promotion Council（マレーシア）

ブックコーナー
㈱インナービジョン
㈱クマノミ出版
㈱産労総合研究所
ＧＨ㈱
㈱じほう
㈱シルバー産業新聞社
シルバー新報／環境新聞社
㈱日本医療企画
㈱ニホン・ミック
㈱ＢＣＮ
㈱ヒューマン・ヘルスケア・システム
㈱マーキュリー
あると便利なアイテムコーナー
caps
ヤマト㈱

出 展 者 一 覧
（2016年4月27日現在）

出展製品、ゾーン別・分野別出展者一覧、会場案内など
詳細はhttp://noma-hs.jp/をご覧ください。

※カンファレンス・出展者プレゼンテーションセミナープログラムは都合により演題などが変更になる場合があります。
　あらかじめご了承ください。

ホスピタルショウカンファレンス・出展者プレゼンテーションセミナーのお申し込み、来場事前登録はホームページにてご確認ください。
http://noma-hs.jp/（6月上旬公開）

７月 15日㈮ （120名）７月 14日㈭ （250名）
出展者プレゼンテーションセミナーＡコース 会場：会議棟 605,606

出展者プレゼンテーションセミナーBコース 場所： 東ホール主催者事務室

11：30

～

12：15

A-1A-1
「現在の医療・福祉に必要とされるテーマ」
にてセミナーを予定。

A-5A-5 東芝メディカルシステムズ㈱
「大学グループ病院を統合した次世代
画像ネットワークシステムの取組み」

※医療従事者・官公庁従事者限定

A-2A-2 ㈱コムズ・ブレイン
「電子カルテ導入のポイント」

A-6A-6 ㈱ハーディ
「健診・人間ドック分野の

最新動向と今後」
A-3A-3 東芝メディカルシステムズ㈱

「Vital社の欧米における
医療データ統合・解析の取組み」

※医療従事者・官公庁従事者限定

A-4A-4 日本医師会ORCA管理機構㈱
「日本医師会の ICT戦略について」

A-9A-9 アライドテレシス㈱
「テーマ調整中」

A-10A-10 トレンドマイクロ㈱
「新しい価値を生む地域情報基盤『広域
地域医療福祉情報連携ネットワーク』」

A-7A-7 Sky㈱
「ＰＣのメンテナンス、お困りではないですか？
～病院内のＰＣ管理を実現する方法～」
A-8A-8 インターシステムズジャパン㈱

「長崎県五島市における
調剤情報共有システムのご紹介」

A-11A-11 テクマトリックス ㈱
「医療情報クラウド『NOBORI』」

※医療従事者・官公庁従事者限定

12：45

～

13：30

14：00

～

14：45

15：15

～

16：00

７月 13日㈬ （120名）

７月 15日㈮ （80名）７月 14日㈭ （80名）
10：30

～

11：15

11：45

～

12：30

13：00

～

13：45

14：15

～

15：00

15：30

～

16：15

７月 13日㈬ （80名）
都築電気㈱

「介護事業者向けABM（活動基準管理）
分析サービスのご紹介です。」

B-5B-5 B-10B-10 ㈱医用工学研究所
「医療機関の診療・研究・経営を支える

データ活用の仕組みに関して」
B-1B-1 ㈱あんべハート・コーポレーション

「電子カルテの常識を覆す衝撃の近未来
型電子カルテ『HeartBase』の夜明け！」

 ㈱ケアコム
「動線分析がもたらす

看護業務改善の可能性」
※医療従事者・官公庁従事者限定

B-6B-6

B-2B-2 （公社）日本医業経営コンサルタント協会
「平成28年度診療報酬改定による

経営ポイント」

B-7B-7 （公社）日本医業経営コンサルタント協会
「雇用の質向上～医療勤務環境改善支援セン
ターの取り組み…北海道の現状と課題、対策～」

B-12B-12 ㈱マトリクス
「勤務表自動作成ソフトのこれから」

※医療従事者・官公庁従事者限定

東京ガス㈱B-3B-3

「病院におけるＢＣＰ
～東日本大震災・熊本地震の経験を
ふまえて～」

14：30～15：45

B-8B-8 ㈱コア・クリエイトシステム
「宮崎大学医学部附属病院電子カルテ

新システム稼働！！！」
B-9B-9 （一社）保健医療福祉情報システム工業会

「医療IT業界をめぐる動向ガイダンス2」

B-13B-13 ブラザー販売㈱
「平成30年度医療介護の同時改定を
見越した医療ＩＣＴ活用策」

 　　

 　

B-11B-11  ㈱ケアコム

出展者プレゼンテーションセミナーＡ・Bコースは、
事前登録が必要です。

聴講希望の方は必ず事前にお申し込みください。

B-14B-14 レッドハット㈱
「進化を続けるオブジェクト・ストレージと

セキュリティー領域への応用」

※医療従事者・官公庁従事者限定

「気仙医療圏『未来かなえネットワーク』について
住民参加の地域社会基盤構築」

A-12A-12
「現在の医療・福祉に必要とされるテーマ」
にてセミナーを予定。


