本紙は招待券の見本です。入場には実物の招待券が必要です。お申込みはこちら ▶▶▶ https://www.medical-jpn.jp/inv/

招待券 10月23日［水］〜25

幕張メッセ
日［金］ にて 開催

2019年

●
●

医療機器・設備 EXPO
介護＆看護 EXPO

●
●

病院運営 EXPO
地域包括ケア EXPO

●
●

医療 IT EXPO
ヘルスケア・医療機器 開発 展
当社があなたをご招待いたします

25日［金］のみ 17: 00 終了

会 場： 幕張メッセ
本券をお持ちでない場合、入場料

いし づみ

援

リード エグジビション ジャパン（株）
〒163 - 0570 東京都新宿区西新宿1- 26 - 2 新宿野村ビル18 階

¥ 5 , 000 / 人 。18 歳未満の方の入場は固くお断りします。

主催者 リード エグジビション ジャパン
代表取締役社長

後

主催者

2019 年 10月 23日［水］〜25日［金］10 : 00 〜18 : 00

共

催 日本病院会
会長

TEL: 03-6747-2488

FAX: 03-6747-2489

最新情報は Web へ

www.medical-jpn.jp

▼

会 期：

共

催

日本介護協会
理事長

石積 忠夫

相澤 孝夫

左 敬真

全国 2 , 500 病院が加盟する
日本有数の病院団体。

全国 7 , 000 の介護事業者が加盟。
介護甲子園の主催団体。

厚生労働省、日本医師会、全日本病院協会、日本医療法人協会、日本精神科病院協会、日本慢性期医療協会、日本リハビリテーション病院・施設協会、
日本看護協会、日本臨床工学技士会、日本薬剤師会、日本臨床衛生検査技師会、日本診療放射線技師会、日本理学療法士協会、日本作業療法士協会、
日本栄養士会、日本介護福祉士会、全国老人保健施設協会、全国老人福祉施設協議会、全国訪問看護事業協会、高齢者住宅協会、全国有料老人ホーム協会、
（順不同、2019 年 7 月 4日現在、予定、法人格・敬称略）
全国介護付きホーム協会、日本医療機器販売業協会、日本医療機器産業連合会 ・・・など 80団体

本展 は 製品導入・選定 のための 展示会です
下記 の 医療・介護 関係者

●

介護事業者

●

行政・自治体

●

医療機器メーカー
商社/ディーラー

出展社
下記 メーカー、商社 など

医療機器・設備

◆ 課題解決の相談

●

医療IT・連携ICT

◆ 製品のデモ・テスト

●

…など

本招待券に掲載の出展社数、来場者数および講演数は、2019年7月4日時点での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。

会場 レイアウト図（ 幕張メッセ 1〜3 ホール／本招待券 で 下記 6 展 に 入場可 ）

医 療 350 社 が 出展
第2回

第 10 回

ヘルスケア・
医療機器 開発展
医療機器 試作

モーション技術
針、パイプ、チューブ
加工技術、材料
…など

第2回

EXPO

EXPO

EXPO

医療情報システム

清掃・売店サービス …など

電子カルテ
オンライン診療

働き方改革 フェア

第2回

…など

医療機器・設備 EXPO

診断・検査機器
内装、建材、設備
医療材料

新設

クリニック フェア

新設

BCP・災害対策 フェア

…など

順不同、敬称略。掲載枠上、講師の役職・所属を省略している
場合がございます。また、講師が変更になる場合がございます。

装置・加工技術・材料

介護 & 看護
EXPO

介護予防サービス

見守りシステム

在宅・保険外サービス

人材不足対策

薬局支援製品・システム

看護用品、
看護支援IT

ヘルスケアデバイス

介護 IT･アプリ

厚生労働省
大臣官房審議官
迫井 正深

経済産業省
政策統括調整官
江崎 禎英

日本病院会
会長
相澤 孝夫

埼玉県立大学
理事長
田中 滋

日本医師会
副会長

…など

年 2 回開催します 2020年

幕張メッセ は 近くて便利 です !
JR 京葉線 特急利用、

海浜幕張駅までの所要時間

山本 信夫

国際医療福祉大学大学院
教授
竹内 孝仁

マギーズ東京
代表

秋葉原

今村 聡

秋山 正子

精神科医／
国立循環器病研究センター 名誉所員／
国際医療福祉大学大学院 教授 大阪大学 特任教授
和田 秀樹

妙中 義之

東 京

23 分【 JR 京葉線（特急）】
30 分【 JR 京葉線（快速）】
38 分
JR 総武線

幕張本郷

東京駅

40 分【高速バス】

羽田空港

40 分【高速バス】

横浜（ＹＣＡＴ）

70 分【高速バス】

2月 大阪

4 つの フェア が 誕生！

東 京 駅 から 23 分

1 東京 駅から 電車で 最速 23 分（

2019年10月 東京

本展 は

薬局 フェア
1ホール 出入口

バス

日本薬剤師会
会長

前回（2018年）の 会場風景

…など

2 東京･横浜･羽田 空港から 高速バス

「働き方改革」支援

30,000 名 が 来場！

第2回

介護ロボット･AI

新設

病院・介護関係者 など

（ 前回と比べ 2 倍）

多職種連携ICT

2 ホール 出入口

診療報酬、
地域包括ケア、
先端技術 など
併催セミナー 150 講演 詳細 は 裏面 へ
＜ 講師 一部紹介 ＞ 事前申込制

※

地域包括ケア

経営コンサル

新設

介 護 260 社 が 出展

第2回

医療

病院運営

本図は実際のレイアウトと異なる場合がございます。

双方に入場可

※

●
●

出展社一覧 は
裏面 へ

（ 2018 年）

介護用品・設備

…など

前回の会場風景

前回比 210 社 増！610 社 が 出 展

◆ 働き方改革 フェア ◆ クリニック フェア

）

◆ BCP・災害対策 フェア

5分

15 分

京成バス

◆ 薬局 フェア

出展 まだ 間に合います！

徒歩

幕 張 メッセ

●

6 展 合計 で

3 ホール 出入口

●

◆ 価格・納期の打合せ

ジャパン 東京

海浜幕張

病院･クリニック

◆ 製品の比較選定

通称：メディカル

※

電 車

●

相談内容

「医療と介護の総合展」

計測機器、センサ

日本最大の見本市主催会社。
年間 231本開催。

来場対象者

広げて 両 面 を ご 覧 く だ さ い

本展を
構成する 6 展

O
P
E
N
!

出 展 社を追 加 募 集

お問合せは

Tel: 03 - 3349 - 8586

関連部署、取引先 の 方 へ 配布ください
本招待券1枚 で1 名 のみ 入場可

所要時間は交通状況により前後します

3 近隣ホテル の 宿泊をご紹介 詳細 はWeb へ

招待券 の 追加請求 はWeb へ
医療と介護の総合展

検索

www.medical-jpn.jp/inv/

（無料）

出展社一覧

2019 年 6 月 21日現在。下記 一覧は 会期 4カ月前のものです。最新の出展社一覧は
随時ホームページにて公開します。なお、開催時には増減する可能性があります。

※一部抜粋。全講演プログラムは Web に公開中。

詳細・申込みは Web へ 事前申込制

医療 IT ＥＸＰＯ 基調講演、特別講演 （無料）

地域包括ケア ＥＸＰＯ 基調講演、特別講演 （無料）

メディカル ジャパン 特別講演 （無料）

病院運営 EXPO

MJ-S

人生100年時代に向けた次世代の社会保障 〜知るべき真実と解決策〜 10月23日［水］12:30〜14:00
日本型医療システムの課題と未来展望

超高齢社会への対応

〜疾患の性質変化と医療・介護の在り方〜

経済産業省 商務・サービスグループ 政策統括調整官／
厚生労働省 医政局 統括調整官 ／
内閣官房 健康・医療戦略室 次長 江崎 禎英

精神科医／
国際医療福祉大学大学院
教授 和田 秀樹

医療機器・設備 ＥＸＰＯ／病院運営 ＥＸＰＯ
基調講演、特別講演（無料） 監修：日本病院会
HBP-K 「医療の2040年問題」展望と打開のヒント
オープニングスピーチ

10月23日［水］10:00〜11:30

2040 年を見据えた医療政策の展開
三位一体改革の概要

〜人口激減超高齢社会の医療と病院を考える〜

厚生労働省 大臣官房審議官
(医政 医薬品等産業振興 精神保健医療
災害対策担当) 迫井 正深

（一社）日本病院会
会長 相澤 孝夫

HBP-S1 どうなる？ 診療報酬改定 中医協の最新情報
●

座長：
（一社）日本病院会 副会長

10月23日［水］15:00〜16:30

万代 恭嗣

半年後に迫る診療報酬改定の行方

2020 年診療報酬改定と医療提供体制

（一社）日本病院会 副会長 島 弘志

HBP-S2 次世代病院経営 〜地域医療とデジタルマーケティング〜
志摩市民病院 再生の軌跡

（公社）全日本病院協会 会長 猪口 雄二

10月23日［水］12:30〜14:00

テクノロジーが可能にする病院経営・
マーケティング戦略の新しい姿

〜3 億円収益改善、働き方改革〜

志摩市民病院
院長 江角 悠太

エムスリー（株）地域医療コラボレーショングループ
グループリーダー 野中 亮宏

HBP-S3 働き方改革 ①「医師の働き方改革」はどう始まるか
厚労省医師の働き方改革検討会を終えて

10月25日［金］12:30〜14:00

働き方改革のゆくえ

〜2024 年に向けての取り組み〜

（一社）日本病院会 副会長／済生会福岡総合病院
名誉院長 岡留 健一郎

10月25日［金］15:00〜16:30
HBP-S4 病院BCP ① 非常時、病院と地域を守るには
病院における地域 Healthcare BCP
病院における災害時の医療継続計画の策定と課題
東京大学大学院医学系研究科 救急科学
教授 森村 尚登

HBP-S5 シーメンスが描く医療のこれから
医療の未来 〜ヘルスケア 4.0 とその向こう…〜

10月23日［水］10:00〜11:30
先端技術を活用した医療最前線

シーメンスヘルスケア（株）代表取締役社長／
シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス（株）
代表取締役社長 森 秀顕

医療機関より講師選定中

介護 & 看護 EXPO 基調講演、特別講演 （無料）
NS-K

政府が描く、介護保険制度の将来展望
介護保険の将来展望

経済産業省
ヘルスケア産業課長
西川 和見

科学的介護の展望 〜お世話型の介護から 自立支援介護 へ〜 10月23日［水］12:30〜13:30

介護の救世主 〜自立支援介護〜
国際医療福祉大学大学院 先進的ケア・ネットワーク開発研究分野
教授 竹内 孝仁

NS-S2

地域で取り組む健康寿命の延伸 超高齢化社会を生き抜く処方箋 10月23日［水］15:00〜16:30

健康長寿の実現に向けたつながりづくり

〜生活の場から多職種連携まで〜

東京大学 高齢社会総合研究機構 特任講師
村山 洋史

NS-S3

（医）永生会 特別顧問／
クリニックグリーングラス 事務長
中村 哲生

NS-S4

高齢者が活躍する地域づくり

〜健康長寿の秘訣は社会参加にあり〜

（地独）東京都健康長寿医療センター研究所
社会参加と地域保健研究チーム 研究部長 藤原 佳典

介護事業で勝ち残る経営術とは？

患者さんが今、在宅医療機関に求める事

10月24日［木］10:00〜11:30
介護事業の海外展開の現状と留意ポイント
デロイトトーマツ ファイナンシャルアドバイザリー（同）
ライフサイエンスヘルスケア所属 ヴァイスプレジデント
田中 克幸

求められる保険外サービスの姿 〜在宅高齢者の自立のために〜 10月24日［木］12:30〜14:00

保険外シニアビジネスの最新動向

行政が導く公的保険外サービスの先進的取り組み

（株）日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門
高齢社会イノベーショングループ 部長 紀伊 信之

NS-S5

介護事業は成功する！大手介護事業者の経営戦略

地域包括ケアに向けての地域戦略

セントケア・ホールディング（株）
常務取締役執行役員 田村 良一

我が国における
がんゲノム医療の展望と課題

10月23日［水］12:30〜14:00

慶應義塾大学 医学部 医療政策・管理学教室
教授 宮田 裕章

10月24日［木］10:00〜11:30

日本における医療機器デバイス、
そのシステムにおけるセキュリティ対策と課題
（一社）電子情報技術産業協会 ヘルスケアインダストリ部会
医療用ソフトウエア専門委員会 委員長／日本光電工業（株） 松元 恒一郎

MIT-S3 NEC・富士通が語る ヘルスケアビジネスの針路
健康・医療・介護の課題にどう向き合うか？
NEC の取り組み

10月24日［木］12:30〜14:00

つながる社会 をめざした
富士通のヘルスケアビジネスへの取り組み

日本電気（株）医療SL事業部 事業推進部
医療ソリューションコーディネーター 野間 充

帝京大学 医療情報システム研究センター
教授 澤 智博

10月25日［金］12:30〜14:00
MIT-S6 先端テクノロジーが医療技術を向上させる！医療XRの今
先端技術がもたらす「より良い医療のかたちへ」
時空を越える XR（VR/AR/MR）医療の最前線
〜AI/ 複合現実が実現する世界〜

日本マイクロソフト
（株）業務執行役員
医療・製薬営業統括本部長 大山 訓弘

講師選定中

10月24日［木］15:00〜16:30

高齢者・介護ビジネス 発展の経営戦略

名古屋大学医学部附属病院 病院長補佐
メディカルITセンター長 病院教授 白鳥 義宗

岡山大学大学院 麻酔・蘇生学
教授 森松 博史

MIT-S8 データベースを、個別化・予防医療にどう生かすか

10月25日［金］12:30〜13:30

東北メディカル・メガバンク計画と未来型医療への挑戦
東北大学大学院 医学系研究科 教授／東北メディカル・メガバンク機構 機構長
山本 雅之

ヘルスケア・医療機器 開発展 基調講演、特別講演（無料）
監修： 国立循環器病研究センター 名誉所員／大阪大学 特任教授

MEDIX-K 医療機器業界のキーパーソンが語る！
日本の医療機器開発の課題と今後の展望
〜日本の技術を、いのちのために。〜

日本発の医療機器イノベーションに
向けて
カルビー（株）元 代表取締役会長 兼 CEO
ジョンソン・エンド・ジョンソン（株）
元 代表取締役社長 松本 晃

MEDIX-S1 テルモ・キヤノンメディカルの研究開発トップに学ぶ
医療機器業界のこれからと
テルモが目指す価値づくり

妙中 義之

10月23日［水］10：00〜11：30

国立循環器病研究センター 名誉所員
大阪大学 特任教授 妙中 義之

10月23日［水］12：30〜14：00

キヤノンメディカルシステムズにおける
医療機器・医療情報ソリューションの研究開発
テルモ（株）
執行役員 CTO 粕川 博明

MEDIX-S2 医療機器産業の発展に向けた国策
AMED における産学連携と医療機器開発
〜ライフコースを踏まえて〜

（国研）日本医療研究開発機構（AMED）産学連携部
部長 竹上 嗣郎

キヤノンメディカルシステムズ（株）
研究開発センター長 高田 洋一

10月24日［木］10：00〜11：30
厚生労働省における医療機器政策の動向
厚生労働省 医政局 経済課 医療機器政策室
室長 前田 彰久

MEDIX-S3 日本光電・タニタが語る、開発戦略と今後の展望
日本光電における医療機器開発
〜コアテクノロジーと今後のビジョン〜
日本光電工業（株）取締役 常務執行役員
技術戦略本部 本部長 柳原 一照

10月24日［木］12：30〜14：00

総合健康企業・タニタが目指す「IoT を駆使した健康管理」の将来像

〜医療機器から未病機器へ、更にその先にある「健康管理手法」とは・・〜

（株）
タニタ 執行役員 コア技術研究所担当 新藤 幹雄

MEDIX-S4 日米における「バイオデザイン」最前線
米国に学ぶ！医療機器イノベーションをおこす仕組みとは？ バイオデザイン思考は

10月25日［金］10：00〜11：30

〜日本発の医療機器開発の実現に向けて〜

講師選定中

10月25日［金］15:00〜16:30

効率化と安全を担保する周術期管理システム

スタンフォード大学 バイエル・バイオデザインセンター
ジャパンバイオデザイン・プログラムディレクター（アメリカ） 池野 文昭

わが国の医療機器開発を変革する！
東京大学大学院 医学系研究科 心臓外科
教授 小野 稔

10月24日［木］12:30〜14:00

地域包括ケアビジネスの行方

東邦ホールディングス（株）
地域戦略室 室長 伊藤 大史

CC-S2

医療機関より講師選定中

在宅で最期を迎える医療を作る

10月25日［金］10:00〜11:30

人生 100 歳時代に

在宅医療のこれからのかたち

〜重装備にならずに過ごせる在宅ケアの道〜

認定NPO法人マギーズ東京
共同代表理事 マギーズ東京センター長 秋山 正子

CC-S3

（医）裕和会 理事長／長尾クリニック
院長 長尾 和宏

地域包括ケアの最新成功事例 〜川崎市から学ぶ〜

川崎市における
地域包括ケアシステム構築に向けた取り組み

10月25日［金］12:30〜14:00

暮らしの保健室と社会的処方

川崎市 健康福祉局
地域包括ケア推進室長 宮脇 護

CC-S4 次世代薬局の在り方とは？
薬局 3.0 次世代薬局に変わるために

（一社）プラスケア 代表理事／川崎市立井田病院
西 智弘

10月25日［金］15:00〜16:30
国民に必要とされる薬局になるためには

（一社）日本在宅薬学会 理事長／
ファルメディコ（株）代表取締役 狹間 研至

CC-S5

（一社）青森県薬剤師会
会長 木村 隆次

地域包括ケア時代における薬局・薬剤師の姿

地域包括ケア時代における薬剤師の働き方

10月23日［水］10:00〜11:30

次世代における薬局の果たすべき役割

（公社）
日本薬剤師会
会長 山本 信夫

CC-S6

（一社）日本保険薬局協会
副会長 首藤 正一

激変する薬局経営 次なる一手は？

地域フォーミュラリーにおける薬局・
薬剤師の新しい役割

帝京大学冲永総合研究所 特任教授／Holoeyes（株）
共同創業者 取締役 最高執行責任者 杉本 真樹

MIT-S7 もっと便利に、もっと安全に、病院情報システム 最新事例

厚生労働省 関東信越厚生局
健康福祉部長 峯村 芳樹

巨大医療企業が見据える地域包括ケアの未来ビジョン

米国H-ISAC（ヘルスケア情報共有分析センター）
代表 デニス アンダーソン

愛知医科大学 医療情報部 部長 特任教授 深津 博

診療データの一元管理がもたらすこれからの医療

CC-S1

東邦ホールディングスの地域医療連携・
地域包括ケアシステムのアプローチ

エヌビディア（同）エンタープライズ事業部 シニアマネージャー
AIスタートアップ支援責任者 山田 泰永

10月25日［金］10:00〜11:30
MIT-S5 急務！医療におけるサイバーセキュリティの課題と方策
同時通訳付（日/ 英）
日本における医療 ISAC 活動の始動について
協調によるセキュリティ：

現場における地域包括ケアシステム
構築のための取り組みについて

埼玉県立大学 理事長 田中 滋

富士通（株）ヘルスケアビジネス推進統括部
第二ヘルスケアビジネス推進部 部長 岩津 聖二

10月24日［木］15:00〜16:30
MIT-S4 次世代医療の基盤技術を支える医療AIの近未来
医療における AI の現状と今後の展望
医療・ヘルスケア分野の
GPU ディープラーニング AI 事例と将来像

10月23日［水］15:00〜16:30

地域包括ケアシステムの深化：
2040 年を見据えて

アマゾン ウェブ サービス ジャパン（株）
執行役員 パブリックセクター 統括本部長 宇佐見 潮

MIT-S2 忍び寄るリスク 医療デバイスのIoTセキュリティ対策
シスコシステムズ（同）
セキュリティーポリシー ＆ アクセス
シニア プロダクトマネージャー 寒河江 満典

2040年の地域包括ケアビジョン

京都大学大学院
腫瘍薬物治療学講座 教授／
京都大学医学部附属病院 腫瘍内科 科長／
がんゲノム医療部 部長 武藤 学

10月23日［水］15:00〜16:30
MIT-S1 医療ビッグデータ クラウド化の可能性と課題
クラウドがもたらす新時代のヘルスケア
Society 5.0 における新たなヘルスケア

米国における医療機器セキュリティーの現状

CC-K

がんゲノム医療とリアルワールドデータ

（国研）国立がん研究センター
がんゲノム情報管理センター（C-CAT）
副センター長 吉田 輝彦

10月23日［水］10:00〜11:30
生涯現役社会の実現に向けて

厚生労働省 老健局
介護保険計画課 課長 橋本 敬史

NS-S1

データサイエンス新時代！がんゲノム医療の実際とこれから

情報共有がセキュリティチームに何をもたらすか？

厚生労働省 医政局 医事課 医師養成等企画調整室
室長 堀岡 伸彦

戸田中央医科グループ（一社）
TMG本部 横浜支部
災害対策特別顧問 野口 英一

MIT-K

10月25日［金］10:00〜11:30
薬ゼミから見た地域包括ケアに求められる
薬剤師の能力・在り方

日本調剤（株）
フォーミュラリー事業推進部長 増原 慶壮

医学アカデミー 薬学ゼミナール
学長 木暮 喜久子

150講演 開催！ 本紙に掲載したものは ほんの一部です
このほか

・医療・介護 人材育成
・医療AI、IoT

受講申込みは
◆ セミナー

・働き方改革
・クリニック開業支援

▲
▲
▲
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仙桃依娅防護用品（株） WUHAN ZONSEN
（有）米山金型製作所
共創コンソーシアム
ブラザー販売（株）
上海漢合紙業有限公司
PROVENMED
INTERNATIONAL
（株）SISM
（株）
リッチェル
（信州大学）
（株）プリズム・メディカル 住友電気工業（株）
GLOBAL LLC
CO., LTD.
泰州泰宇医用製品
（株）エージェンシーアシスト 立命館大学
Ybrain INC.
ボーダレス・ビジョン（株） （株）スミロン
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有限公司
（株）SPIエンジニアリング HUAWEI SCIENTIFIC
（株）ホスピタルヘルスケア スリーエステクノ
（株）
クリニック
フェア
大正医科器械（株）
（株）オーイーエムシステム INSTRUMENT
（公財）北海道科学技術 （株）ゼコー
（株）アクアバンク
タキゲン製造（株）
大阪大学COI
CO., LTD.
（株）アイソル
総合振興センター
東莞威信运動用品有限公司 アルフレッサグループ
池見林産工業（株）
（株）ダスキンヘルスケア アイネット・システムズ（株） （ノーステック財団）
大研医器（株）
大場機工（株）
IR Robot CO., LTD.
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併催セミナー 150 講演

最新の出展製品情報は
公式ホームページへ

・科学的介護
・医療機器の開発事例

など 注目講演多数。

www.medical-jpn.jp/seminar_t /

受講料金（税込/事前申込制）

共催・後援協会の会員

左記以外の方

（会員の病院・施設・企業の方）

全講演
無 料

基調講演（◯◯ -K）： 10,000 円 / 枚
特別講演（◯◯ -S）： 無料
専門セミナー（K・S なし）
：2,000 円 / 枚

※詳細はWebからご確認ください
※最新の後援協会一覧はWebの受講申込みページに掲載しております。※お申込
み後のキャンセル・変更は一切お受けしておりません。ご本人が受講できない場合
は代理の方の出席をお願いいたします。
※特別講演はテキスト配付はございません。

【お問合せ先】セミナー事務局

TEL：03 - 5259 - 9056（受付：土・日・祝除く10：00〜18：00）
E-mail：medical-con@reedexpo.co.jp

（ご来場前にあらかじめご記入のうえ、名刺2枚を添えて展示会受付にお持ちください。）

▼ 来場者登録欄 「医療と介護の総合展」内の全ての展示会にもご入場いただけます。

●来場された方には、今後、DMや電子メールなどにより、弊社の展示会・セミナーの開催案内をさせていただきます。
また、報告書などに本展の来場者として氏名を伏せた上で社名、所属、役職を掲載することがあります。掲載を希望されない場合は次の□に
チェックを入れてください。 □ ●展示会来場者数の認証のため、来場確認のお電話をさせていただく場合があります。
●弊社は個人情報について細心の注意を払っています。弊社の方針はホームページ(https://www.reedexpo.co.jp)をご覧ください。

■ アンケートにお答えください。
1.あなたの会社（または団体）の業種は？

□ A 病院
□ B クリニック
□ C 介護事業者
□ F 医療機器・介護関連メーカー □ G 設備メーカー
□ H 医療・介護関連サービス
□ J 大学・研究所
□ K システム・ソフトウェア □ L その他
（

2.あなたの職種は？

□ A 経営・管理
□ E 医師
□ I 営業・マーケティング

3.あなたの役職は？

□ A 社長・役員クラス

□ D 行政・自治体
□ I 商社・ディーラー

□ B 事務
□ F 技士・技師
□ J その他
（

□ C 看護
□ G 総務・設備

□ D 介護
□ H 情報システム

□ B 部長・次長クラス

□ C 課長クラス

□ D 係長・主任クラス

4.次回（2020年）の出展について

□ A 出展したいので、連絡がほしい。

□ E 薬局
）

）
□ E 社員・職員クラス

□ B 出展を検討したいので、詳しい資料がほしい。

※会場内でのカメラ・動画などによる撮影は固くお断りいたします。
※一度登録されますと、会期中3日間有効ですので、入場者バッジの提示で何度でも展示会場にご入場いただけます。

MJ- J

本展に関するお問合せ：主催者 リード エグジビション ジャパン
（株） 展示会 事務局
〒163-0570 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル18階

TEL： 03-6747-2488（受付：土・日・祝除く 9：00〜18：00） FAX：03-6747-2489 E-mail：medical-vis@reedexpo.co.jp

敬称略。2019年7月4日現在。セッションの録音、写真・動画撮影などは一切禁止させていただきます。都合により講師、プログラムの内容が変更になる場合およびテキスト配付の無い場合がございます。なお、掲載枠上 講師の役職・所属を省略させて頂いている場合もございます。あらかじめご了承ください。

入場には招待券が一人一枚 必要です。下記よりご請求ください！
開催展名
会
期
会
場
主
催

:
:
:
:

出展のお問合せは下記より

第2回 医療と介護の総合展 [東京]
2019年10月23日[水]～25日[金] 10:00～18:00 ※最終日のみ17:00終了
幕張メッセ
リード エグジビション ジャパン (株)

貴社ビジネス拡大の

※招待券をお持ちでない場合、入場料5,000円/人

上司、同僚、関係部署へ配布ください
追加請求(無料)も下記よりお申込みください

招待券 請求(無料)はこちら

絶好の場となります！
お気軽にお問合せください

出展資料 請求(無料)
はこちら
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