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 ▶▶▶ ht
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第6回

病院設備・医療機器 EXPO

愛民衛材（株）
（台湾）
IMEDIPLUS INC.（台湾）
安徽新利清洁用品有限公司（中国）
（株）医療IT研究所
岩崎工業（株）
INFODENT SRL（イタリア）
武漢中森醫療用品有限會社（中国）
ウェルクラフトインターナショナル
（パキスタン）
（株）AKシステム
（株）エイビス
（株）エコート
（有）エコルート
大分市
華栄商事（株）
ガスワークオカゲ（株）
カナダオンタリオ州企業（カナダ）
河北宏福塑料制品有限公司（中国）
加興諾恩医療科技（有）
（中国）
河淳（株）
韓国医療機器産業協会（韓国）
漢和美（株）
京冷医療器械（株）
（中国）
ケイ・デザイン
小西医療器（株）
湖北佳聯防護用品有限公司（中国）
湖北裕民防護用品有限公司（中国）
ジェイスン手袋（株）
（中国）
シェルエレクトロニクス（株）
（株）SISM
大韓貿易投資振興公社・
韓国貿易センター（大阪）
（韓国）
泰州泰宇医用製品有限公司（中国）
（株）
タムラテコ
（株）ティエムトレーディング
テレネット
（株）
（株）西井製作所
日本パーカライジング（株）
（一社）日本病院会
（公社）日本臨床工学技士会
寧波閏脈医療科技有限公司（中国）
（株）ハナミスイ
（株）ファーストグランツ
プロテオーム・テック（韓国）
米国大使館 商務部（アメリカ）
北陸地域ライフサイエンス＆
高機能新素材成長ものづくり
支援事業
丸三製薬バイオテック（株）
メリーランドメタルワークス
（パキスタン）
（株）ラムダシステム

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。

Biohaus Asia（マレーシア）
BIOREGEN BIOMEDICAL
(CHANGZHOU) CO., LTD.

フジキンソフト
（株）
（一社）日本介護協会
（株）ERISA
TRADEWINDS
CONSULTING INC.（台湾） プライアルメディカルシステム（株） （一財）日本技能実習生支援センター 応用酵素医学研究所（株）
（株）日本ケアコミュニケーションズ （株）オーイーエムシステム
TSM SMART MATERIALS
（株）プラスメディ
CO., LTD.（台湾）
（中国）
（株）万雄
（株）オーク製作所
（株）メルス
WUHAN DYMEX HEALTHCARE （株）モアソンジャパン
（株）
ビーシステム
大阪医科大学
BLUE SAIL MEDICAL
CO., LTD.（中国）
CO., LTD.（中国）
（株）VIPグローバル
大阪産業技術研究所
ユニアデックス（株）
プロデンシャル エンプロイメント
CHANG GUNG UNIVERSITY YANGZHOU PERFECT DAILY
大阪大学国際医工情報センター
第1回 クリニック EXPO
CHEMICALS CO., LTD.（中国）
（台湾）
エージェンシー インク（フィリピン） 大阪府立大学
ZHANG JIAGANG BLACKBOX （株）アイソル
（株）マイナビ
CHANGZHOU OPERSON
大阪薬科大学
アイネット・システムズ（株）
PLASTIC PRODUCTS
（株）マルトミレンタ
IMP AND EXP CO., LTD.
（株）オーゼットケー
（中国）
CO.,
LTD.
（株）a.a.c
（中国）
（株）水生活製作所
オーム電機（株）
協栄産業（株）
CN1699.com（中国）
Myanmar Unity
（株）岡崎製作所
第6回 病院運営 EXPO
（株）
Good Use
（株）メルシー
COPIOUMED
岡山県
（株）
グリーン・エナジー
（株）森原システムエンジニアリング 関西広域連合
INTERNATIONAL INC.（台湾） （株）イチネンパーキング
（株）WILLCO
（一社）
神戸市機械金属工業会
（中国）
DONGGUAN KAPOK
YATTLL実業（有）
学校法人 関西大学
医療用機器開発研究会
STATIONERY CO., LTD.（中国） エムスリー（株）
山県市商工会
（株）キッツマイクロフィルター
エレクター
（株）
（株）
CVC
（株）ヤマト
EUROPEAN HOSPITAL
（株）木下技研
（株）
ダスキンヘルスケア
VERLAGS GmbH（ドイツ） オーガスタラボ（株）
（株）ユタックス
京ダイアグノスティクス（株）
キヒラサービス
（株）
立山科学工業
（株）
（株）ラングローブ
Global Bio & Investment
京都大学
（株）
クリーク
・
アン
ド
・
リバー社
メディコムネッ
トワークス
（株）
PHC
（台湾）
Monthly
（株）Rehab for JAPAN
京都府立医科大学
クロノス
（株）
ミツワ広告
（株）
HAPTIC R&D CONSULTING
DOCTORSFAVE
共和産業（株）
（株）SmartHR
（株）メディコード
SRL（ルーマニア）
BIOTECHNOLOGY CO., LTD. （株）熊本精研工業
（株）ユニタック
（中国）
HEBEI TITANS HONGSEN （株）第一食品
（株）
クロスエフェクト
（株）ラカリテ
HAINAN ZHONGHE
MEDICAL TECHNOLOGY 高林産業（株）
（株）
クロスメディカル
（株）東計電算
(GROUP) CO., LTD.（中国） ケアフリーキャスター
（株）
レスコ
CO., LTD.（中国）
（株）
ドリームホップ
HAINAN ZHONGHE
RACLAC S.A.（ポルトガル）
Hospital & Healthcare
（株）ケイケイ
ピー・シー・エー（株）
PHARMACEUTICAL
Management（インド）
（株）ケーセル
第6回 介護＆看護 EXPO
（株）メディカル・プリンシプル社
CO., LTD.（中国）
JIANGYIN ZEN
（公財）神戸医療産業都市推進機構
アイ・エス（株）
山崎製パン（株）
NINGBO GREATCARE
INTERNATIONAL TRADE
神戸大学
アイ・ソネックス（株）
TRADING CO., LTD.（中国）
CO., LTD.（中国）
（株）広洋電子
第5回 医療IT EXPO
朝日電器（株）
PROVENMED GLOBAL
KENMAK HOSPITAL
国際電業（株）
CO., LTD.（アラブ）
（株）アペックス
FURNITURE CO.（トルコ） （株）アイアットＯＥＣ
国立循環器病研究センター
QING DAO JIABO TEXTILE
（株）eWeLL
M/S AWARD INDUSTRIES （株）AIIM JAPAN
（株）アダチ
PRODUCTS CO., LTD.（中国） コバックス（株）
（株）インボディ・ジャパン
（パキスタン）
サニー産業（株）
（株）アドバンスト・メディア
SHANGHAI TIANLE
（株）エス・イー・エル
MASSTRON PTE. LTD.
REHABILITATION ASSISTIVE サンエナジー（株）
（株）アルム
NDソフトウェア（株）
（シンガポール）
三相電機（株）
DEVICE CO., LTD.（中国）
エバナース（株）
MEDGATE TODAY（インド） （株）イリモトメディカル
SHAOXING YIKANG IMP. & （有）サンパック
エバライフ事業協同組合
Medical Device ASIA（インド） （株）医療情報システム
滋賀医科大学
EXP. CO., LTD.（中国）
（公社）大阪府看護協会
Medical Events Guide（インド） （株）エイチ・アイ・ティ
滋賀県工業技術総合センター
（株）カケハシ スカイソリューションズ
第3回 地域包括ケア EXPO
Medical-events.info（インド） （株）エスエフシー新潟
（公財）滋賀県産業支援プラザ
（株）エス・ワイ・シー
九州介護支援事業協同組合
MEXPO INTERNATIONAL
アルケア（株）
静岡県
（株）エフアンドエム
（株）金星
INC.（アメリカ）
アルフレッサグループ
シチズンファインデバイス（株）
（オフィスステーション）
神戸商材（株）
NANTONG SAMDORAN
（一社）SQC日本ハプティック
（株）シティプラスチック
オーミケンシ（株）
（株）
コペル
INTERNATIONAL TRADE
セラピー協会
島根大学
（株）岡山情報処理センター
（株）小森樹脂
CO., LTD.（中国）
（株）SBS情報システム
（株）ジャバララボラトリー
三協エアテック（株）
NARANG MEDICAL LIMITED 韓国医療機器産業協会（韓国）
（公社）大阪介護老人保健施設協会 秀和総合病院

キヤノンＩＴソリューションズ（株） サンスター技研（株）
（インド）
ジー・フー・インダストリアル・
Ochre Media Pvt. Ltd.（インド） 倉敷中央病院
コーポレーション（台湾）
PERGO MEDIKAL VE ILAC サイボウズ（株）
三栄メディ
シス
（株）
ジャパンナーシングケア
SANAYI A.S.（トルコ）
（株）
システムクレオ
住友電気工業
（株）
SHUNMEI MEDICAL CO., LTD.
（株）システム計画研究所／ISP
積水ハウス（株）
（中国）
ソルブ（株）
（株）ゼコー
SILVER FALCON INTL.
大韓貿易投資振興公社・
「NGO」ゼロ磁場音響免疫療法学会
CO., LTD.（台湾）
ACRO BIOMEDICAL CO., LTD.
韓国貿易センター（大阪）
（韓国） （株）田中金属製作所
TAIWAN EXTERNAL TRADE
（台湾）
CHONG-Z (XIAMEN)
DEVELOPMENT COUNCIL 使えるねっと（株）
ANHUI ANYU LATEX
（株）テクノア
INDUSTRIAL & TRADING
PRODUCTS CO., LTD.（中国） (TAITRA)（台湾）
（株）
テクノアー
ト
LTD.（中国）
TAIWAN MEDICAL & BIOTECH
ArabMedicare（アメリカ）
ドクターズプライム
（株）東海技研工業
INDUSTRY ASSOCIATION - （株）
Beijing Biosis Healing
（株）ナイス
東レアルファート
（株）
TMBIA（台湾）
Biological Technology
ニュータニックス・ジャパン（合）
鳥取大学医学部附属病院
TOP GLOVE SDN BHD
CO., LTD.（中国）
パラマウントベッド（株）
ナースアンジー
（マレーシア）
BEIJING HENGXIN BOEN
（株）姫路エービーシー商会
（株）日研
MEDICAL TECHNOLOGY TOPWIN MEDICAL
（株）ファルコバイオシステムズ
日東工器（株）
CO., LTD.（中国）
PRODUCTS（中国）

▼ 来場者登録欄

（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。）
「医療と介護の総合展」内の全ての展示会に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。
MJ-J

■ 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
E 薬局
I 商社・ディーラー
L その他
（

2.あなたの職種は？
□ A 経営・管理
□ F 技士・技師

3.あなたの役職は？
□ A 社長・役員クラス

最新の出展製品情報は
公式ホームページへ

□ B クリニック
□ F 医療機器・介護関連メーカー
□ J 大学・研究所

□ B 事務
□ G 総務・設備

□ C 看護
□ H 情報システム

□ B 部長・次長クラス □ C 課長クラス

4.次回（2021年）の出展について
□ A 出展したいので、連絡がほしい。

□ C 介護事業者
□ G 設備メーカー
□ K システム・ソフトウェア

□ D 介護
□ I 営業・マーケティング
□ D 係長・主任クラス

□ 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。

□ D 行政・自治体
□ H 医療・介護関連サービス
）
□ E 医師
□ J その他
（
□ E 社員・職員クラス

）

（株）管理工学研究所
（株）公文教育研究会
学習療法センター
（株）
コンダクト
スウェーデン・クオリティケア
（スウェーデン）
認定NPO法人 世界の医療団
（株）中日諏訪オプト電子
パナソニック（株）
パラマウントベッド（株）
（株）日立システムズ
（株）日立システムズネットワークス
（株）日立製作所
（株）フォーエヴァー
（株）ベンリーコーポレーション
（株）ワイズマン
社会福祉法人 若竹大寿会

（公財）新産業創造研究機構
国立大学法人 信州大学
新和商事（株）
セキアオイテクノ
（株）
（株）第一測範製作所
タイ投資委員会（BOI）
（タイ）
太陽パーツ（株）
（株）
タカトリ
（株）高村興業所
タカラ印刷（株）
タキゲン製造（株）
（株）
タナック
（株）テクノタイヨー
東海大学
東芝エレクトロニックシステムズ（株）
（株）東陽
トーカロ（株）
トーメイ工業（株）
第1回 次世代薬局 EXPO
トキトレーディング（株）
（株）カケハシ
徳島県立工業技術センター
（株）プライム・ファクターズ
鳥取大学医学部附属病院
補完医療製薬（株）
長野県 産業立地・経営支援課
（株）薬進
長浜バイオ大学
（株）
ＹＲＫ ａｎｄ
奈良県立医科大学
第10回 ヘルスケア・医療機器 開発展 （株）
日本特殊管製作所
日本トムソン（株）
青野パイル（株）
日本ピラー工業（株）
（株）青海製作所
（株）日本シールボンド
（株）アクティス
日本シュトイテ（株）
（株）朝日ラバー
（株）aceRNA Technologies （一社）日本の技術を
いのちのために委員会
アフォードセンス（株）
（株）日本バイオリサーチセンター
イーグロース（株）
日本パリレン（同）
（株）イトデンエンジニアリング
（一財）日本品質保証機構
医療イノベーション
野田プラスチック精工（株）
埼玉ネットワーク
野村メディカルデバイス（株）
（(公財)埼玉県産業振興公社）
ハイウィン（株）
ウシオ電機（株）
エア・ウォーター・バイオデザイン（株） （株）ハギテック
林精器製造（株）
エイム電子（株）
（株）
ビー・ティ・アイ
（株）エスエムアイ
（株）樋原製作所
（株）エス・シー・エム
エスピーメタルパーツ（株）
（タイ） 兵庫県立工業技術センター
兵庫県立大学
エプソンダイレクト
（株）

（株）平出精密
ヒロコン（株）
広島広域都市圏
フィトンチッドジャパン（株）
ふくしま医療機器開発支援センター
福島県立医科大学
（公財）ふじのくに医療城下町推進機構
ファルマバレーセンター
（株）フロンティアファーマ
マコー（株）
（株）マリ
マルホ発條工業（株）
ムネカタインダストリアル
マシナリー（株）
明電商事（株）
（株）メディビート
八尾市
山科精器（株）
（株）ユーエイ
（株）ユタカ
（有）米山金型製作所
ライトタッチテクノロジー（株）
（株）
リッチェル
（株）
リンクス
和歌山県工業技術センター

Adapter Technology CO., LTD.
ENGINEERING PLASTIC
CO., LTD.（タイ）
GI FAR TECHNOLOGY
CO., LTD.（台湾）
HERBERT（THAILAND）
CO., LTD.（タイ）
HSIN TU TECHNOLOGY
CO., LTD.（台湾）
Med-link Electronics Tech
CO., LTD.（中国）
POREX CORP.（アメリカ）
POREX TECHNOLOGIES
JAPAN CO., LTD.
QINGDAO RICHMAT
INTELLIGENCE
TECHNOLOGY INC.（中国）
SILICON CRAFT
TECHNOLOGY PLC（タイ）
TEKNI-PLEX CO., LTD.

併催セミナー 160 講演
＜パネルディスカッション＞

関西広域連合
研究成果企業化促進セミナー
大阪市立大学 豊田 宏光
大阪市立大学 山本 啓雅
大阪発達総合療育センター
鈴木 恒彦
大阪府立大学 遠藤 達郎
大阪府立大学 笠松 真吾
大阪府立大学 竹中 延之
京都大学 J.B. Brown
京都大学 松崎 慶一
京都大学 山本 正道
京都橘大学 小川 敬之
京都府立医科大学 占部 美恵
京都府立大学 岩崎 有作
近畿大学 西川 博昭
滋賀県立大学 大脇 万起子
徳島大学 安部 秀斉
徳島大学病院 楠瀬 賢也
徳島大学病院 藤原 茂樹
鳥取大学 藤本 秀子
鳥取大学医学部附属病院 藤井 政至
鳥取大学医学部附属病院 森 輝美
長浜バイオ大学 小倉 淳
兵庫県立大学 住友 弘二
兵庫県立大学 竹村 匡正
兵庫県立大学 日浦 慎作
兵庫県立大学 安川 智之
国立研究開発法人 理化学研究所
黒澤 修
国立研究開発法人 理化学研究所
水野 敬
和歌山県立医科大学 指宿 立
和歌山大学 宮崎 淳
<敬称略>

（一財）淳風会
淳風会健康管理センター倉敷 センター長／
（一社）予防医療普及協会 顧問
間部 克裕

（一社）予防医療普及協会
理事
堀江 貴文

（公社）日本人間ドック学会
理事長
篠原 幸人

病院運営 EXPO 基調講演・特別講演（無料）
HBP-K 高齢社会のその先。未来社会の設計図
オープニング スピーチ

2月26日［水］13:00〜14:30

（一社）日本病院会 会長／（医）慈泉会 理事長／相澤病院 最高経営責任者
相澤 孝夫

財務省 主計局 主計官
八幡 道典

2月26日［水］10:30〜12:00
HBP-S1 どうなる、診療報酬改定 〜最新情報と病院経営に与える影響〜
令和元年10月と弐年4月の診療報酬・薬価等改定を考える
2020年度診療報酬改定について
（一社）日本病院会 副会長
島 弘志

HBP-S2 2040年の医療提供体制を考える

武田病院グループが描く展望と挑戦
〜2040年、京都の地域医療構想〜

石井公認会計士事務所 所長／（一社）日本病院会 監事
石井 孝宜

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 大阪の医療提供体制をめぐる動き 〜地域医療構想・働き方改革・医師確保〜 2月27日［木］10:30〜12:00
大阪の医療提供体制をめぐる動き

大阪の地域医療構想・働き方改革・医師確保
（一社）大阪府医師会 副会長
中尾 正俊

2月27日［木］13:00〜14:30

大学・一般病院連携の地域医療への貢献

〜民間病院主導の挑戦〜

〜良質と効率を求めて〜

（社医）弘道会 理事長／（一社）大阪府私立病院協会 会長
生野 弘道

関西医科大学 理事長
山下 敏夫

HBP-S5 看護師の特定行為と人材育成

全国に先駆けた大阪の特定行為研修の取り組みと
先進事例の紹介

（公社）日本看護協会 会長
福井 トシ子

2月28日［金］15:30〜17:00

（社医）ペガサス 馬場記念病院 理事長
馬場 武彦

介護&看護 EXPO 基調講演・特別講演（無料）
介護保険制度の未来

これからの介護保険を考える 〜2040年に向けて〜
国立社会保障・人口問題研究所 所長
遠藤 久夫

NS-S1 競争を勝ち抜く介護事業の差別化戦略
HITOWAが考えるサービスの多様化と、
次世代介護事業経営

2月26日［水］13:00〜14:30
官民連携！学研が実現する地域包括ケアのまちづくり
〜横浜市、UR都市再生機構等との公有地活用事例〜
（株）学研ココファン 代表取締役社長
五郎丸 徹

袴田 義輝

大手運営会社が見据える高齢者ビジネス展望

地域包括ケアに向けての地域戦略

ロングライフホールディング（株）専務取締役
桜井（小嶋）ひろみ

AI・IoTテクノロジーが巻き起こす介護変革

2月27日［木］10:30〜12:00
ロボット・AI・ITデバイスが、医療と介護の現場を変えた !!

現場が考えた採用・離職防止に効く
ICT介護現場支援システム

生産性向上・労働短縮について

（福）若竹大寿会 理事長
竹田 一雄

（株）高度介護施設運営管理センター 介護医療連携室 室長／
金沢大学 元副学長 名誉教授 古川 仭

介護現場に求められる働き方改革

認知症グループホームにおける働き方改革の重要性

2月27日［木］13:00〜14:30

ICTを活用した介護支援専門員の業務負担軽減について

（公社）日本認知症グループホーム協会 副会長／
（福）仙台市社会事業協会 副会長
佐々木 薫

NS-S5

2月26日［水］15:30〜17:00

ロングライフの高齢者ビジネス戦略 〜富裕層・海外マーケット〜

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

保険外シニアビジネスの最新動向
（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

2月28日［金］10:30〜12:00

保険外サービスで介護を豊かに
〜豊島区発「選択的介護モデル事業」

NS-S6 元スタバCEOが語る、医療・介護「リーダーシップ論」

産業分野におけるサイバーセキュリティ政策

2月27日［木］15:30〜17:00
医療情報システムの安全管理に関するガイドラインについて
厚生労働省 医政局 研究開発振興課 医療情報技術推進室 室長
森桂

MIT-S3 ICTを活用した医療・ヘルスケアは地方から?!
益田市スマートシティ構想とICTを活用したヘルスケア

2月28日［金］10:30〜12:00

ネットワークを利用した医療

島根県 益田市長
山本 浩章

松本医院／（公社）益田市医師会 副会長
松本 祐二

2月28日［金］13:00〜14:00

ミッション 〜私達は何のために働くのか？〜
（株）
リーダーシップコンサルティング 代表取締役社長／元スターバックスコーヒージャパン CEO
岩田 松雄

会場：展示会場内 特設会場

受講を希望される方は、直接会場へお越しください。

2月26日［水］11：50〜12：20

海洋生物由来の新規医療用接着剤の開発

内臓感覚神経を作用点とした脳作用による
過食・肥満・糖尿病治療法の開発

長浜バイオ大学 教授

小倉 淳

2月26日［水］11：50〜12：20

京都府立大学 教授

ウェアラブルセンサを高性能化する
柔軟な機能性セラミックス単結晶の創成
近畿大学 教授

西川 博昭

兵庫県立大学 教授

総合的健康度の見える化「健康関数」

活性イオウによる神経レドックスシグナル制御

国立研究開発法人 理化学研究所 チームリーダー
水野 敬

大阪府立大学 テニュアトラック助教

2月26日［水］14：20〜14：50

2月26日［水］15：10〜15：40

主流となってきた｢ビッグデータ AI」の必要性を覆す
新人工知能基盤の確立

透視・断層画像だけじゃない、
コンピュータービジョン技術の医療応用

京都大学 講師、ユニットリーダー J.B. Brown

2月26日［水］16：00〜16：30
細胞アレイからの有用細胞の識別と回収
兵庫県立大学 教授

障がい者のスポーツにおける医科学支援の必要性
安川 智之

和歌山県立医科大学 助教・副所長

2月27日［木］11：50〜12：20

大阪府における地域包括ケアシステムの現状と課題

CC-S1

大阪府豊中市 福祉部 部長
大東 幹彦

調剤報酬改定の行方と次世代薬局の在り方

薬局経営3.0 〜2020年度 調剤報酬改定にどう対応するか〜

2月26日［水］13:00〜14:30
これからの薬局・薬剤師について

（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-S2

（公社）日本薬剤師会 会長付
磯部 総一郎

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

2月27日［木］13:00〜14:30

次世代薬局における薬剤師と調剤ロボットをイメージする

（公社）日本薬剤師会 会長
山本 信夫

（株）ユヤマ 学術部 部長
森 和明

調剤報酬の改定に左右されない！調剤薬局のための物販戦略セミナー 2月27日［木］15:30〜17:00

物販から始める店舗改革の実践・実例

マーケティング視点で捉える薬局物販の在り方

（株）
ビューティドラッグサイトウ サイトウ薬局 うらわ岸町店 店長
渡部 敦

（株）YRK and チャネルプロデュース事業部 健康寿命延伸チーム
シニアマネージャー 森本 和也

CLI-S1 行列のできる診療所作り

2月26日［水］15:30〜17:00
クリニック経営成功の未来予想図

〜在宅診療・介護事業展開、人員不足を踏まえて〜

新経営サービス 清水税理士法人 医療・福祉部門 リーダー 大谷内 裕

CLI-S2 クリニック経営のポイント 〜院長と事務長の視点から〜
クリニック経営における差別化戦略

2月27日［木］13:00〜14:30

クリニック経営成功のカギは事務長にあり
（医）ワッフル 事務長／（一社）診療所事務長会 理事
松田 邦彦

CLI-S3 どうなる、診療報酬改定 〜診療所への影響と対応〜
診療報酬改定について

2月27日［木］15:30〜17:00

クリニックの増収・増患対策 〜その実践事例とノウハウについて〜
（公社）日本医師会 副会長
今村 聡

（公社）日本医業経営コンサルタント協会 専務理事／（株）MMS 代表取締役
佐久間 賢一

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。〜
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

MEDIX-S1 オリンパスの役員が語る！

妙中 義之

2月26日［水］15:30〜17:00
バイオデザイン思考は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

2月27日［木］10:30〜12:00

シスメックスの検査・診断薬、機器開発における個別化医療への取組み
シスメックス（株）LS事業本部長
渡辺 薫

MEDIX-S5 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

兵庫県立大学 教授

住友 弘二

骨粗鬆症性椎体骨折に対する IoT を活用した
次世代型装具の開発

ポジティブな情動を活かした BPSD（認知症の
行動・心理症状）への非薬物的介入

大阪市立大学 講師

豊田 宏光

2月27日［木］14：20〜14：50
AI による産後うつ予防対話型サポートシステムの
滋賀県立大学 准教授

京都府立医科大学 講師 占部 美恵

2月27日［木］14：20〜14：50
AI、IoT、IoB、創薬による腎不全克服のための

★

イノベーション・クラスター

開発

大脇 万起子

2月27日［木］15：10〜15：40
AI（死亡時画像診断）を活用した
歯科個人識別法（IDOL 法）の開発と実装化

徳島大学 准教授

安部 秀斉

2月27日［木］16：00〜16：30
大学での未来型ヘルスプロモーションの取組
〜データヘルス時代における発展

鳥取大学 特任教員 藤本 秀子

京都大学 助教

松崎 慶一

★ 2月28日［金］11：00〜11：30

2月27日［木］16：00〜16：30

国立研究開発法人 理化学研究所 副チームリーダー 黒澤 修

2月27日［木］13:00〜14:30

オムロン ヘルスケアにおける技術開発と今後の展望
オムロン ヘルスケア（株）開発統轄本部 本部長付 技術戦略担当（兼）
技術開発統轄部 要素技術開発部 部長 來海 雅俊

2月28日［金］10:30〜12:00
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

大阪市立大学 病院教授

2月28日［金］11：50〜12：20

2月28日［金］11：50〜12：20

超早期に疾病発症を検知可能な
ナノバイオセンサーの開発

光熱変換顕微鏡による
細胞小器官の無標識動態イメージング

大阪府立大学 准教授

遠藤 達郎

2月28日［金］12：40〜13：10

山本 啓雅

和歌山大学 講師

★

宮崎 淳

2月28日［金］13：30〜14：00
RGB カメラを用いた苦痛評価システムの開発

入院患者用収納ワゴンの開発
鳥取大学医学部附属病院 看護師長

森 輝美

2月28日［金］14：20〜14：50

鳥取大学医学部附属病院 助教

藤井 政至

★ 2月28日［金］14：20〜14：50

生体内エネルギーの可視化による
バイオ製品への応用

認知症に優しい町とは？

京都大学 特定准教授

山本 正道

2月28日［金］15：10〜15：40
ワイヤレス給電式医療機器の製作及び臨床応用
徳島大学病院 助教

京都橘大学 教授

小川 敬之

★は「再生医療 EXPO」の特設会場内にて講演実施。
入場には、同展示会の招待券で入場登録を行って
いただく必要がございます。

藤原 茂樹

招待券（無料）の申込みは ▶ www.regenmed.jp

出展社による製品・技術セミナー（受講無料）
プログラム は Web へ

2月26日［水］13:00〜14:00

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

キヤノンメディカルシステムズ（株）研究開発企画室 室長
古賀 章浩

竹中 延之

2月27日［木］13：30〜14：00

（一社）日本医療機器産業連合会 会長／
サクラグローバルホールディング（株）代表取締役会長 松本 謙一

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〜

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

人工細胞型マイクロバイオセンサーの開発

大阪府立大学 准教授

未来を想像し、それを創造する！〜医療機器産業の今後の展望〜

MEDIX-S3 日本光電・シスメックスが語る、開発戦略と今後の展望

楠瀬 賢也

2月27日［木］12：40〜13：10

2月26日［水］10:30〜12:00

オリンパス（株）執行役員 内視鏡事業担当役員
斉藤 克行

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?

徳島大学病院 助教

★ 2月27日［木］11：50〜12：20

肥満、糖尿病における
新規インスリンシグナルの役割

オリンパスにおける内視鏡開発の過去から未来

MEDIX-S2 日米における「バイオデザイン」最前線

鈴木 恒彦

指宿 立

顕微鏡観察および長期培養に優れた 3D 細胞培養： 災害時院内情報管理システム
マイクロメッシュ細胞培養

クリニック EXPO 特別講演（無料）
成功するクリニックの条件 〜地域に選ばれるクリニック経営＆開業戦略〜

大阪発達総合療育センター センター長

豊中市の取り組み 〜豊中モデル構築に向けて〜

笠松 真吾

兵庫県立大学 教授 日浦 慎作

地域包括ケア EXPO／次世代薬局 EXPO 基調講演・特別講演（無料）
2月26日［水］15:30〜17:00

★

★ 2月26日［水］16：00〜16：30

心血管画像における人工知能を用いた
自動診断の未来

地域包括ケアシステムの深化・推進に向けて 〜大阪における取組み〜

竹村 匡正

2月26日［水］14：20〜14：50

脳性麻痺側弯症のリハビリテーションに対する
動的脊柱装具の有用性

CC-K

岩崎 有作

2月26日［水］13：30〜14：00

2月27日［木］11：00〜11：30

岐阜大学 工学部 特任教授／名誉教授
藤田 広志

★

2月26日［水］12：40〜13：10
神戸から広がる市民 PHR 基盤構想

2月26日［水］16：50〜17：20

（公社）日本医師会 常任理事
羽鳥 裕

受講無料

2月26日［水］11：00〜11：30

MIT-S4 AIの臨床適用を直視する 〜医療機器認証と臨床倫理を巡る有識者の議論〜 2月28日［金］13:00〜14:30
AIの進展が医療にどのような影響を及ぼすか
AI型医療画像支援診断（AI-CAD）の現状と商用化

MEDIX-S4 最新技術が支える、ヘルスケア・医療機器イノベーション

豊島区 保健福祉部 介護保険課 課長
松田 美穂

関西広域連合 研究成果企業化促進セミナー

経済産業省 商務情報政策局 サイバーセキュリティ課 課長
奥家 敏和

経済産業省 商務情報政策局 情報産業課 ソフトウェア産業戦略企画官 和泉 憲明

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

（一社）日本介護支援専門員協会 会長
柴口 里則

保険外サービス最前線 〜選択的介護モデルとは〜

2月27日［木］10:30〜12:00

（医）はら耳鼻咽喉科 理事長
原聡

（一社）医療介護福祉政策研究フォーラム 理事長
中村 秀一

HITOWAケアサービス（株）代表取締役社長

NS-S4

医療情報の安全管理に関する事業者向けガイドラインの
統合に向けた政策動向

（株）日本医業総研 大阪本社 コンサルティング部 副部長
山下 明宏

2月26日［水］10:30〜12:00

介護保険制度の現状と課題

NS-S3

MIT-S2 三省三ガイドラインはこう変わる！

何が変わる？ 医師を含む医療従事者に求められる変化
厚生労働省 医政局総務課 保健医療技術調整官
堀岡 伸彦

NS-S2

これからの人間ドック 求められるもの、目指すもの

CC-S3

（公社）大阪府看護協会 会長
高橋 弘枝

「働き方改革」で現場はこう変わる
HBP-S6 いよいよ始動、
働き方改革のゆくえ

NS-K

MIT-S1 近未来の現場に求められる医療データの活用と安全

2月28日［金］10:30〜12:00

特定行為研修を組み込んだ新たな認定看護師教育

ＧＥヘルスケア・ジャパン（株）執行役員 アカデミック本部長
松葉 香子

大阪府 福祉部高齢介護室 介護支援課 課長
有山 具仁子
大阪府 健康医療部 部長
藤井 睦子

HBP-S4 地域医療連携推進法人は、大阪の地域医療にどう貢献するか
隙間のない医療・介護・福祉の提供を実現する

東京大学 医科学研究所 ヒトゲノム解析センター センター長／教授
宮野 悟

2月26日［水］15:30〜17:00
次世代の病院マーケティング戦略
〜m3.comを活用した紹介率・入院率向上の事例〜

武田病院グループ 理事長
武田 隆久

〜地域医療構想・働き方改革・医師確保〜

2月26日［水］15:30〜17:00
日本を支える次世代医療技術と未来へ向けての発展
がんの個別化ゲノム医療にAIとスーパーコンピュータが必要な訳 「価値に基づく医療」実現のために 〜近未来の医療提案〜

MIT-K

（公財）結核予防会 理事／総合健診推進センター 所長
宮崎 滋

監修：日本病院会

持続可能な社会保障の構築に向けて

〜変化する病院 病床機能分化と地域包括ケアシステム〜

詳細・申込みはWebへ

医療IT EXPO 基調講演・特別講演（無料）

2月27日［木］11:00〜12:00

治療から予防へ 〜予防医療が実現する未来社会〜

（アメリカ）

UNIMED MEDICAL
SUPPLIES. INC.（中国）
WHA INDUSTRIAL
DEVELOPMENT PUBLIC
CO., LTD.（タイ）

www.medical-jpn.jp/seminar/

メディカル ジャパン 特別講演（無料）
MJ-S

事前申込制

※一部抜粋。全講演プログラムはWebに公開中。
▲
▲
▲

出展社一覧

2019年10月30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

◆

セミナー 受講料金（税込/事前申込制）※詳細はWebからご確認ください

共催・後援協会の会員

（会員の病院・施設・企業の方）

左記以外の方
基調講演：10,000円/枚

全講演
無 料

（◯◯-K）

特別講演：無料

（◯◯-S）

※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
専門セミナー：2,000円/枚 （受付：土・日・祝除く10：00〜18：00）
（K・Sなし）
E-mail：medical-con@reedexpo.co.jp

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11月8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6回 医療と介護の総合展 EXPO [大阪]
2020年2月26日[水]～28[金] 10:00～18:00 ※最終日のみ17:00終了
インテックス大阪
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

