
特別企画

スポット展示
地域包括ケアシステムの
構築に向けた仕組みづくり

全体展示
構成

在宅医療・ホームケア
支援コーナー

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。

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

医療機器、
環境設備ゾーン

医療情報
システムゾーン

介護・
リハビリゾーン

健診・
ヘルスケアゾーン 看護ゾーン

施設運営サポート・
サービスゾーン

医療連携・セキュリティ
対策コーナー

医用画像・映像
ソリューションコーナー

病院経営を支える医療安全
とコスト管理コーナー

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」

主催者企画展示
『明日の医療連携と国際対応を
　　　　　　　　　支援するＩＣＴ活用』

国際モダンホスピタルショウ2014ホームページURL 

▲ ▲ ▲

　http://www.noma.or.jp/hs/

ご案内 東京ビッグサイト　東展示棟4・5・6ホール、会議棟

7月16 日 ▼17 日 ▼18 日 

10：00～17：00

水 木 金
2014年

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

健康・医療・福祉の明るい未来へ
～連携による安心社会の実現を目指して～

7
月
18
日
㈮

会場：会議棟 6階ホスピタルショウ　カンファレンス

ITフォーラム①　10：30～ 12：00C-6C-6

シンポジウム　13：30～ 16：30C-4C-4

トピック　13：30～ 15：15C-2C-2オープニングセッション　11：00～ 12：00C-1C-1
7
月
16
日
㈬

病院経営フォーラム　10：30～ 12：10C-3C-3

7
月
17
日
㈭

看護セッション　10：30～ 12：30C-5C-5

IT フォーラム②　13：35～ 15：35C-8C-8スペシャルセッション　13：30～ 15：30C-7C-7

「迫られている病院の選択と決断」

  一般社団法人日本病院会　　
  会長　堺 常雄　

 

「医工連携の現状と今後について」
❶「医工連携の更なる取り組みに向けて」
  公益財団法人医療機器センター 理事長　菊地 眞氏
❷「経済産業省における医療機器産業政策について」　

～医療連携に関する取組を中心に～
 経済産業省 商務情報政策局 医療・福祉機器産業室長 覚道 崇文氏

「医療ビッグデータの利活用」
❶「ビッグデータを活用した医療の質向上」
 岐阜大学大学院医学系研究科 教授 紀ノ定 保臣氏

❷「ビッグデータ時代における医療データサイエンティストの必要性」
 広島赤十字・原爆病院 医事顧問 西田 節子氏

「これからの医療制度と病院のあり方」
❶「人口減少社会に向かう日本の医療のあるべき姿」
　　 国際医療福祉大学 大学院教授 高橋 泰氏

❷「『選択と集中』で地域医療に貢献する仙台厚生病院の取り組み」
 一般財団法人厚生会 仙台厚生病院 院長 石山 秀一氏

「臨床指標を用いた改善と今後の課題」
❶「質指標を用いた組織的改善と今後」
　 聖路加国際大学 情報システムセンター センター長
 聖路加国際病院 QIセンター 嶋田 元氏
❷「臨床指標を用いたPDCAに基づく医療の質の改善に向けた取り組みの実例と課題」
 聖マリアンナ医科大学 助教
 独立行政法人国立病院機構本部 総合研究センター 診療情報分析部研究員 本橋 隆子氏

「タブレット端末による診察の効率化」
❶「タブレットデバイスで効率的な診療環境を構築」
  慶應義塾大学 皮膚科学 教授 
 　　　　　　  病院情報システム部長 天谷 雅行氏

❷「モバイルデバイスを活用した地域包括ケアシステムの実現」
～医療・介護・生活支援システムによる連携ネットワークの構築～

 社会福祉法人 高橋病院 法人情報システム室 室長 滝沢 礼子氏

「病院・訪問ステーション・在宅看護の連携とイノベーション」
　司会　富山福祉短期大学 教授
　　　　日本臨床看護マネジメント学会 研修理事 　山元 恵子
❶「多職種連携の前に、看・看・看の連携と協働で日本の医療を変える」
 日本臨床看護マネジメント学会（JSNAM） 理事長 嶋森 好子氏
❷「連携と協働を推進するためのコラボレーションとコミュニケーション・スキル」
 日本臨床看護マネジメント学会（JSNAM） 研修講師
 ㈱オーセンティックス 代表取締役 高田 誠氏
❸演習 富山福祉短期大学 教授 山元 恵子氏

「継続的な質改善活動の醸成に向けて～病院機能評価活用の意義～」
●「機能種別版評価項目（3rdG:Ver.1.0）と継続的質改善の評価について」
 公益財団法人 日本医療機能評価機構 評価事業推進部長 遠矢 雅史氏
●「継続的質改善のための病院機能評価の活用について（受審病院の立場から）」
 岩手県立中央病院 統括副院長 關 博文氏
 医療法人社団 健育会 西伊豆病院 マネージングディレクター 橋口 猛志氏
●ディスカッション（質疑応答）
 座長：公益財団法人 日本医療機能評価機構 理事 橋本 廸生氏

ならびに上記演者



※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://www.noma.or.jp/hs/（6月上旬公開）

ア━━━━━━━━━━━━
アイエスケー㈱
㈱アイ・エス・ビー
アイテック阪急阪神㈱
アイネット・システムズ㈱
㈱AIHO
アイホン㈱
㈱アエル
㈱秋山製作所
㈱アサヒ電子研究所
㈱アシスト
㈱アストロステージ
アズワン㈱
㈱麻生
㈱麻生情報システム
㈱アドバンスト・メディア
アドバンテック㈱
㈱アプロンワールド
㈱アマノ
㈱新井製作所
アライドテレシス㈱
㈲アラショウ
アルタン㈱
アルフレッサメディカルサービス㈱
㈱アルメックス
アロマスター㈱
㈱石川コンピュータ・センター
㈱イズミ車体製作所
伊勢崎市
㈱イトーキ
㈱イマムラ
㈱医用工学研究所
インターシステムズジャパン㈱
インターリハ㈱
㈱インフィニットテクノロジー
インフォコム㈱
㈱インフォセンス
㈱ヴァイタス
㈱ウィ・キャン
㈱ウィンテクノ
ウェルコムデザイン㈱
ウエルテック㈱
㈱エーアイエス
Avalueジャパン㈱
エアロサービス㈱
㈱栄光社
㈱エイチ・アイ・ティ
㈱エクセル・クリエイツ
㈱エジックス

㈱エス・エス・ケイ・コミュニケイションズ
㈱エスエフシー新潟
㈱SCC
㈱SJI
㈱SBS情報システム
NEC
NDソフトウェア㈱
荏原実業㈱
エプソン販売㈱
Ｆ－met +
㈱エリメントHRC
エルゴトロン・ジャパン
エレクター㈱
オオイテクノ㈱
大井電気㈱
㈱オー・エム・シィー
オージー技研㈱
㈱大崎コンピュータエンヂニアリング
（公益財）大田区産業振興協会
㈱岡村製作所
オカモト㈱
オムロンコーリン㈱
㈱オリバー
カ━━━━━━━━━━━━
カーデックス㈱
亀田医療情報㈱
華琳㈱
河淳㈱
キヤノンＩＴＳメディカル㈱
キヤノンマーケティングジャパン㈱
キヤノンライフケアソリューションズ㈱
㈱キャリア・サービス
京セラ丸善システムインテグレーション㈱
クロスウェイ㈱
グローリー㈱
㈱ケアコム
ケーディーアイコンズ㈱
㈱ケルン
㈱健康保険医療情報総合研究所
㈱コア
鴻池運輸㈱
鴻池メディカル㈱
神戸市産業振興局 
コクヨファニチャー㈱
小林クリエイト㈱
㈱コムズ・ブレイン
㈱コンテック
サ━━━━━━━━━━━━
㈱サイレンスネット

酒井医療㈱
サカセ化学工業㈱
佐々木器材㈱
サトーヘルスケア㈱
三栄メディシス㈱
サンエス工業㈱
サン情報サービス㈱
サンテックMI㈱
㈱サンペックス
サンワサプライ㈱
三和紙工㈱
シースター㈱
システムロード㈱
静岡県（ファルマバレープロジェクト）
島津エス・ディー㈱
㈱島津製作所
新晃工業㈱
㈱新世紀
J・グリーン㈱
㈱JVCケンウッド
ジェット㈱
㈱ジャストシステム
公立大学法人 首都大学東京
㈱ジョア
㈱ジョイントシステム
スガツネ工業㈱
㈱スマイル介護機器販売
スルーンインターナショナルサービス㈱
（一般財）聖マリアンナ会
積水ホームテクノ㈱
泉工医科工業㈱
タ━━━━━━━━━━━━
タカラベルモント㈱
タック㈱
大富士製紙㈱
㈱ダイワコーポレーション
㈱ダスキンヘルスケア
チトセ㈱
㈱千早ティー・スリー
㈱テクノア
㈱テクノメディカ
テクマトリックス㈱
テックウインド㈱
鉄道情報システム㈱
テルモ㈱
東亜システム㈱
TOTO㈱
東海ゴム工業㈱
東海部品工業㈱
東京ガス㈱
東京都産業労働局
地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター
東京パック㈱
東芝メディカルシステムズ㈱
㈱東邦プリンテック
㈱東洋アクアテック
㈱東陽テクニカ

東洋電装㈱
㈱特電
トッパン・フォームズ㈱
㈱トライカンパニー
トリオシステムプランズ㈱
㈱トンボ
ナ━━━━━━━━━━━━
㈱ナースあい
㈱ナースリー
ナカイ健康姿勢研究所／㈱ナカイ
㈱ナカネ
ナカバヤシ㈱
ナガイレーベン㈱
㈱日新エレクトロニクス
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
㈱日本医広
（一般財）日本医薬情報センター
商工組合日本医療機器協会
日本インターシステムズ㈱
日本ＮＣＲビジネスソリューション㈱
（一般社）日本健康気圧協会
日本空輸㈱
日本光電工業㈱
日本テクニカル・サービス㈱
日本デコラックス㈱
日本データカード㈱
（公益財）日本訪問看護財団
日本ラッド㈱
㈱ノーザ
ハ━━━━━━━━━━━━
㈱ハーディ
白十字㈱
バルコ㈱
㈱パースジャパン
パインシステム㈱
㈱PACSPLUS
パナソニック㈱　エコソリューションズ社
パナソニックヘルスケア㈱
パラマウントベッド㈱
㈱東日本技術研究所
日立ＩＮＳソフトウェア㈱
㈱日立情報制御ソリューションズ
㈱日立製作所
㈱日立ソリューションズ
日立メディカルコンピュータ㈱
㈱日立メディコ
㈱ピーエスシー
ヒルソン・デック㈱
フォーク㈱
フクダ電子㈱
富士医療測器㈱
富士ゼロックス㈱
富士通㈱
フランスベッド㈱
㈱フリーフォーム
ブラザー販売㈱

㈱プラスワン
㈱プロティア・ジャパン
㈱平和テクノシステム
㈱ベータソフト
㈱ベネスト
㈱ベネフィックス
ホームネット㈱
㈱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
本多通信工業㈱
㈱ポッカクリエイト
マ━━━━━━━━━━━━
㈱マーキュリー
㈱マーストーケンソリューション
マップマーケティング㈱
松吉医科器械㈱
㈱マトリクス
三嶋電子㈱
ミナト医科学㈱
㈱ミナミサワ
㈱ムーブ
メディア㈱
㈱メディエイド
メディカリューション㈱
メディカルアイ㈱
㈱メディカルタウン
㈱メディカルプロジェクト
NPO法人 メディカルリレーションマネジメント協会
㈱メディシステムソリューション
㈱メルス
㈱モフィリア
モリーオ㈱
森松㈱
ヤ━━━━━━━━━━━━
山崎製パン㈱
横河商事㈱
ラ━━━━━━━━━━━━
㈱ランダルコーポレーション
リコージャパン㈱
理想科学工業㈱
㈱両備システムズ
㈱レゾナ
ワ━━━━━━━━━━━━
ワールドビジネスセンター㈱
㈱ワイズマン
㈱ワコム

ANHUI ANMERY NONWOVEN FABRICS CO.,LTD.（中国）
BAITELLA AG （スイス）
CHANGZHOU SINOLINK MEDICAL INOVATION CO.,LTD.（中国）
JIANGSU CUREGUARD GLOVE CO.,LTD.（中国）
JIANGYIN HOMEN RUBBER PLASTIC PRODUCT CO.,LTD.（中国）
KANGHUI PROTECTIVE PRODUCTS CO.,LTD.（中国）
NINGBO HECAI MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD.（中国）
PRECIOUS MOUNTAINENT. CORP.（台湾）
QINGDAO SIEGER INDUSTRY & TRADE CO.,LTD.（中国）

RAYEN SAFETY PRODUCTS LIMITED （中国）
RIVERSTONE RESOURCES SDN.BHD.（マレーシア）
INTCO MEDICAL （HK） CO.,LIMITED（中国）
SHAOXING YIBON MEDICAL CO.,LTD.（中国）
SMART GLOVE CORPORATION SDN.BHD.（マレーシア）
SUQIAN GREEN GLOVE CO.,LTD.（中国）
SUZHOU SELEN CLEANROOM TECHNOLOGY CO.,LTD.（中国）
WEIHAI HONGYU NONWOVEN FABRIC PRODUCTS CO.,LTD.（中国）
WORLD PLANET MEDICAL CO.,LTD.（中国）
YURIM MEDICAL CO.,LTD.（韓国）
ZIBO HENGCHANG PLASTIC AND RUBBER PRODUCTS CO.,LTD.（中国）

在宅医療・ホームケア支援コーナー
コニカミノルタヘルスケア㈱
鶴岡メディカルビジネスネット
㈱HUBAS
㈱レナテック
病院経営を支える医療安全とコスト管理コーナー
㈱ＩＨＩ
㈱ＩＨＩシバウラ
㈱ＩＨＩトレーディング
ANAビジネスソリューション㈱
アルジョハントレー
㈱九州ハイテック
協栄テックス㈱
コドニックス・リミテッド㈱
スター・プロダクト㈱
㈱千代田組
㈱フェルカージャパン
㈱メッツ
㈱メディ・アイソリー
メディアスホールディングス㈱
メディアスソリューション㈱
医療連携・セキュリティ対策コーナー
ESRIジャパン㈱
ＮＥＣネクサソリューションズ㈱
ＮＴＴ（ＮＴＴグループ）
NTT東日本
ＮＴＴ西日本
ＮＴＴコミュニケーションズ㈱
㈱ＮＴＴデータ
㈱ＮＴＴドコモ
エムオーテックス㈱
㈱カナミックネットワーク
技研商事インターナショナル㈱
礫川システムデザイン事務所
㈱シンフォニア
Sky㈱
テラリコン・インコーポレイテッド
㈱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㈱
㈱パルソフトウェアサービス
ピー・シー・エー㈱

光るシステム㈱
㈱ファーストブレス
ファイルメーカー㈱
ブリッジ・モーション・トゥモロー㈱
㈱マックスシステム

医用画像・映像ソリューションコーナー
㈱イメージワン
EIZO㈱
㈱NET Japan
㈱エムアンドエイチ
カナダ・アルバータ州政府
カリーナシステム㈱
キッセイコムテック㈱
㈱セブンスディメンジョンデザイン
ソニービジネスソリューション㈱
㈱DNPフォトルシオ
ViewSend ICT㈱
PSP㈱
㈱ビーエル
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㈱
㈱メディプラス

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
㈱社会保険研究所
㈱シルバー産業新聞社
㈱じほう
ゼネラルヘルスケア㈱
ソルブ㈱
㈱日本医療企画
㈱ニホン・ミック
㈱ヒューマン・ヘルスケア・システム
㈱BCN
後援・協賛団体・学会インフォメーションコーナー
（公益社）日本看護協会
（一般財）日本医薬情報センター
（公益社）医療機器センター
（一般社）医療関連サービス振興会
（一般社）日本医療法人協会
（一般社）日本臨床衛生検査技師会
（公益社）日本理学療法士協会
（公益財）日本訪問看護財団
（一般社）電子情報技術産業協会
東京商工会議所
（一般社）日本医療機器テクノロジー協会
（一般社）日本衛生材料公共連合会
（一般社）日本医療福祉建築協会
（一般社）保健医療福祉情報システム工業会
（一般社）東京都医療社会事業協会
（公益社）全国老人保健施設協会
（一般社）日本医療情報学会
第36回　日本手術医学会総会

出展者一覧
（2014年5月2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://www.noma.or.jp/hs/をご覧ください。

７月 18日㈮ （120名）７月 17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

12：45

～

13：30

14：00

～

14：45

15：15

～

16：00

７月 16日㈬ （120名）

７月 18日㈮ （80名）７月 17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 16日㈬ （80名）

A-1A-1 A-9A-9A-5A-5

A-10A-10A-6A-6A-2A-2

A-11A-11A-7A-7A-3A-3

A-12A-12A-8A-8A-4A-4

B-10B-10B-5B-5

B-11B-11B-6B-6B-1B-1

B-12B-12B-7B-7B-2B-2

B-13B-13B-8B-8B-3B-3

B-14B-14B-9B-9

㈱麻生情報システムアライドテレシス㈱ テラリコン・インコーポレイテッド

メディアスホールディングス㈱東芝メディカルシステムズ㈱ ㈱エーアイエス

Sky㈱㈱ハーディシースター㈱

ウエルテック㈱インターシステムズジャパン㈱東芝メディカルシステムズ㈱

㈱マトリクス㈱健康保険医療情報総合研究所

㈱健康保険医療情報総合研究所㈱ケアコム㈱マトリクス

B-0B-0 NEC

メディカルリレーションマネジメント協会(公益社)日本医業経営コンサルタント協会(公益社)日本医業経営コンサルタント協会

（一社）保健医療福祉情報システム工業会㈱エス・エス・ケイ・コミュニケイションズ東京ガス㈱

パラマウントベッド㈱コクヨファニチャー㈱

「聖隷浜松病院での電子カルテ全館（３D）解析
利用連携における業務の効率化と治療寄与効果」
「電子カルテでの統合画像連携の新しい流れ～ICT規格による共有と海外事例～」

「2014年診療報酬改定の
影響度分析と医療機関の対応」

「世界初！指先ひとつで測定できる
バイタルチェック」

「新しい専門ドックとしての心臓ＭＲＩドック」

「医療におけるユビキタス環境と活用について」

「クラウドを利用した健診センターの
情報管理システムの取組み」

「健診・人間ドック分野の最新動向と今後」

「超高齢社会時代における
医療情報システムのあり方」

「診療内容の効果評価に向けた取組み」

「病院経営者が真剣に検討すべき材料共同購買！
後悔しないで成果を出すための方法」

「あなたにも今すぐできる。可視化する“PC管理”
～PCトラブルで業務を止めない5ヶ条～」

「他職種で挑む口腔ケア
～口腔乾燥対策と効果的なケア方法～」

「勤務表は最も身近で有効な病棟戦略ツール」

「医療情報を最大限活用するための
システム構築―マネジメントと質向上―」

「入門　医業経営指標
～病院の経営課題がわかる～」

「想定外に備えるＢＣＰ対応の医業経営
～財務的対応編～」

「がん研有明病院における
経営支援システム活用の取組」

「スマートデバイスの活用によるナースコールの今後と展望」

「平成２６年度診療報酬改定の
ポイントと経営対応」

「病院マネジメントにおける
経営企画部門内の対応」

「私の病院経営改善策
～こうしたら赤字病院が黒字病院になりました～」

「勤務表は最も身近で有効な病棟戦略ツール」

「DPC時代の経営戦略と経営企画室の担う役割」

「ノンテクニカルスキル可視化ツールのご案内」

「ヘルスソフトウェアにおける
業界自主ルール活動の解説」

「医療・介護ベッドの事故とその対策」

※セッションA-5の受講は、医療従事者のみに限らせていただきます。ご了承ください。

※セッションA-10の受講は、医療従事者のみに限らせていただきます。ご了承ください。

※セッションA-9の受講は、医療従事者のみに限らせていただきます。ご了承ください。

※セッションB-6の受講は、医療従事者のみに限らせていただきます。ご了承ください。

※セッションB-10の受講は、医療従事者のみに限らせていただきます。ご了承ください。

※セッションB-1の受講は、医療従事者のみに限らせていただきます。ご了承ください。

※セッションB-0の受講は、医療従事者のみに限らせていただきます。ご了承ください。

※セッションB-9の受講は、医療従事者のみに限らせていただきます。ご了承ください。

※セッションB-8の受講は、医療従事者のみに限らせていただきます。ご了承ください。

14：15～16：15

11：00～11：45

12：00～12：45

13：05～13：50


