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大阪・関西発企業 に注目！
リード エグジビション ジャパン株式会社（本社：新宿区西新宿／代表取締役社長：石積 忠夫）は、2019年
2月20日（水）から３日間、インテックス大阪にて「第5回 医療と介護の総合展 【大阪】」を開催いたします。

2025年大阪万博のテーマである医療、ライフサイエンス分野の最新が分かる！

先日、 2025年の国際博覧会（万博）の開催地が大阪に決まりました。大阪万博では「いのち輝く未来社会のデザイン」を
テーマに、健康や医療分野における人工知能や仮想現実（ＶＲ）など先端技術の発展を紹介する予定とのこと。
※
本展は医療と介護に関する専門展で、医療・介護向けの最新機器、ＩＴ、サービスなど780社 が出展します。今回はその
中でもライフサイエンス分野の企業や研究拠点や、中小企業の優れたものづくり技術が集積する大阪を中心とした関西発の
企業を中心にご紹介。万博開催前に一足早く、医療と介護の未来を取材してください！

展示製品紹介（一部抜粋）
無意識下で見守り、ストレスをキャッチする新時代
製品名：Spire Spire Inc. (アメリカ)
のウェアラブル

集中治療専門医集団による遠隔医療支援
デモあり

製品名：集中治療専門医集団による
遠隔集中治療支援（Tele-ICU）
出展社名： （株） T-ICU【兵庫県】

デモあり

【特徴】

遠隔システムを用いて患者様の状態（心
電図、X線など）をモニタリングし、早期に
的確な治療方針を現場の医師に提案す
ることにより重症患者様の予後改善をサ
ポート。専門医の不足をカバーします。
（24時間365日対応）

NEW

出展社名：（株） プロジェクト・ルネサンス【大阪府】
【特徴】

新時代の見守りウェアラブル。
スパイアは装着感を感じさせずに付けるウェ
アラブルです。呼吸から感情を読み取り、
運動量などもモニタリングします。ユーザーの
状態を見守ることが可能です。

薬局の業務改革支援や、施設での誤薬防止システム 在宅医療マップで、地域包括ケアを支援

デモあり

NEW

デモあり

製品名：nondi
出展社名：PHB Design （株）【大阪府】

NEW

【特徴】

バーコードチェックを用いた施設における服薬
支援システム。 「日付、服薬時期、対象
者」をバーコードでチェックを行うことにより、見
間違い、勘違い等のヒューマンエラーを原因
とした誤薬を防止します。

NEW

【特徴】

在宅医療・介護連携支援センター、地域包
括支援センター、病院の地域包括ケア部様
にて、地域の在宅医療関連施設(在宅
診療所・病院・訪看・訪問歯科、薬局、
介護施設) の情報をマッピング、管理します。

ニオイ問題を瞬時に解決！糞便臭を良い香りに変
える新発想消臭剤

患者様の健康をお手伝い！安全と安心を守る
製品名：ピッキング監査システム「GOHL Picking」
監査システム

デモあり

製品名：在宅医療機能マップシステム
出展社名： （株） メックコミュニケーションズ【兵庫県】

出展社名：（株） シンク 【大阪府】

デモあり

【特徴】

タブレットＰＣと手のひらに収まる軽量バー NEW
コードリーダーの組み合わせで、「薬品取り間
違い」「２重取り」「規格違い」等のヒューマ
ンエラーを未然に防止する軽量コンパクトな
ピッキング監査システムです。

製品名：人の糞便臭用消臭剤「デオマジック」
出展社名： シキボウ （株）【大阪府】
【特徴】

ぜひ体感してください！糞便臭がお花の香
りに変化します。

目元に美しさと安らぎを与える予防意識から生まれた 医療関係者様のお役に立ちたいを目指し、
製品名：ポータブル超音波診断装置MUS
製品名：バイオエスペランサめぐり美アイウェア
アイウェア
医療に貢献
デモあり
NEW

出展社名：山本化学工業 （株）【大阪府】
【特徴】

デモあり

現代人の疲れた目元を常温赤外線のほっ
こりした温かさが心地よく包んでくれます。
目もとに美しさと安らぎを。
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出展社名：フジキンソフト （株）【大阪府】
【特徴】

持ち運びに優れ、windows／Android
に対応。在宅・往診・救急と幅広くご使用
頂けます。

３ミクロンのドライミストで実現する空間除菌・消臭

寝たきり予防＆健康増進に効く！遠隔リハビリシス
テム
デモあり
NEW

デモあり

製品名：リモハブシステム
出展社名：（株） リモハブ【大阪府】

NEW

【特徴】

リモハブシステムは、IoT技術を駆使して医
療従事者とユーザーを繋げる、どこでも無理
なく続けられる遠隔管理型のリハビリシステム
です。高齢者のフレイル予防・心身の健康増
進に効果的です。

手のひらサイズの携帯型心電計や新商品の電子カ
製品名：ヘルスモニター Checkme
ルテ

デモあり

NEW

NEW

NEW

NEW

洗える防水抗菌キーボード&マウス
◆アルコール消毒など繰り返し洗浄可
◆消毒液噴霧OK ◆ウォッシャブル
◆USB/PS2接続 院内感染防止対策に
も最適！

衛生管理の決定版
NEW

製品名：３D医療施設デザイナー１０
出展社名：メガソフト （株）【大阪府】

タカヤ株式会社 (日本)

【特徴】

簡単な操作で素早く医療施設の建物を３
Ｄで作成・表示し、その中に様々な医療機
器・設備を配置してシミュレーション＆プレゼ
ンテーションができるソフトウエアです。

ノロウイルスも１０秒で効果を示すほど高い
除菌力を有し、人体に悪影響がなく、環境
汚染も無い、安心安全な微酸性次亜塩素
酸水生成装置ELBEENO

どんな時でも、トイレ処理問題を解決

製品名：SOLIDWORKS Visualize
出展社名：（株） デジタルデザインサービス【大阪府】

デモあり

【特徴】

SOLIDWORKSのデータを活用例として放
射線治療室のVR（Virtual Reality）体
験を実施いたします。VRシステムを活用す
れば、仮想異空間で直感的に大きさや形
状を把握できるようになります。
製品名：可搬型階段昇降機 らく段
出展社名：（株） マルトミレンタ【和歌山県】

製品名：微酸性次亜塩素酸水生成装置ELBEENO
出展社名： （株） ティエラ 【大阪府】

【特徴】

総合健診システム
デモあり

製品名：S-100
出展社名：まいにち （株） 【大阪府】
【特徴】

多数の官公庁や企業様に選ばれた、ベス
トセラー商品。優れた抗菌・消臭機能は災
害時に悪臭や感染症を防ぎます。
女性でも持ち運びしやすい、大きさや重さ
はどんな場所にでも備蓄ができます。

製品名：健康カンパニー
出展社名：クロスウェイ （株） 【大阪府】
【特徴】

総合健診システムとして病院・健診機関・企
業健診の健診業務の全プロセスに対応！今
回は、Web予約・通過管理・誘導支援シス
テムを新たに機能アップ。

【特徴】

クラウド型電子カルテ「HAYATE/NEO」
NEW

【特徴】

手のひらサイズの1台に、心電計、パルスオキ
シメータ、体温計、睡眠中の血中酸素濃度
測定機能を搭載。最大8時間連続で心電
図とSpO2を測定する新機能を搭載した機
種も展示。クラウドの新機能も紹介します。

クローラーを利用し階段の上り降りの際に
電動で昇降します。

デモあり

製品名：洗える防水抗菌キーボード＆マウス
出展社名：トキトレーディング （株） 【兵庫県】

NEW

【特徴】

『あったらいいのに』を形に！！次世代の福祉用具

デモあり

院内感染、インフルエンザ、消臭対策に、
工事不用のワゴン式大容量ミスト発生装
置、Ｖ８-Bazooka、「濡れない不思議
な霧」、３ミクロンのドライミストの威力を是
非ブースでご体験ください。

デモあり

出展社名：三栄メディシス （株）【京都府】

放射線治療室のVR（Virtual Reality）体験
デモあり

【特徴】

院内感染防止に！洗えるキーボード

医療系に特化したソフトウエアとＶＲシステム
デモあり

製品名：Ｖ８-Bazooka
出展社名： （株） ハーテック【兵庫県】

感染症「ゼロ」の施設づくり 病院・福祉施設に「加
製品名：高度清浄加湿装置うるおリッチ
湿革命」

製品名：中小病院様向けクラウド型電子カルテ
「HAYATE/NEO」
出展社名：（株） ファルコバイオシステムズ【大阪府】

デモあり

【特徴】

医療総合サービス企業であるファルコバイオ
システムズが開発したクラウド型電子カルテ。
「時代のニーズと共に、成長する電子カル
テ」として地域医療の推進をサポートとします。

出展社名：三協エアテック （株） 【大阪府】
【特徴】

1台で150㎡まで加湿と空気清浄が可能。
工事不要で使用でき、女性でも簡単に移
動ができます。利用される方の手間を最小
限にするため4タイプの給水方式をご用意。
必要な時期のみのレンタルも対応。

製品情報は招待券掲載情報、出展社・製品検索、出展企業ＨＰから引用。当日の出展製品は変更になる可能性もございます。予めご了承ください。
掲載の出展社数は最終見込み数字であり、開催時には増減の可能性があります。 ※ 出展契約企業に加え、共同出展する グループ企業・パートナー企業数も含む。

本展の取材には「事前登録」が必要です！

■■ 取材事前登録はＷＥＢから ＞＞＞ https://www.medical-jpn.jp/shuzai/ ■■
※ 本展の取材は事前登録が必要です。 取材事前登録は「報道」「記事掲載」などの取材を目的とした方のみご登録いただいております。
ご登録が無い場合や、またご登録いただいても取材目的ではないご来場の場合は当日プレスルームでの受付をお断りする可能性がございます。

本リリースの問合せ先 広報担当：八木 TEL：03-3349-8586 FAX：03-3349-4922
Mail：yagi@reedexpo.co.jp 展示会HP：＞ https://www.medical-jpn.jp/
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