国内最大級のヘルスケア×ITの一大イベント 全プログラム無料
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主催

UBMジャパン株式会社

予防から治療、介護まで テクノロジーが変えるヘルスケアの未来 をテーマに業界関係者が集結
プラチナ・スポンサー

ゴールドスポンサー

シルバー・スポンサー

シニアメディアパートナー

メディアパートナー

後 援

ITヘルスケア学会、日本遠隔医療学会、日本製薬工業協会、バイオ産業情報化コンソーシアム、日本クラウドセキュリティアライアンス、日本マーケティング協会、日本マーケティング・リサーチ協会、
日本自動認識システム協会、ヘルスケアIoTコンソーシアム、PX研究会、ロコモ チャレンジ！推進協議会、EDAC（救急医療・災害対応無人機等自動支援システム活用推進協議会）、

モバイル・コンテンツ・フォーラム、日本健康生活推進協会

www.healthcarejapan.com

ヘルスケアIT

検索

4 月19 日

水

セミナースケジュール

WEB事前登録
全セミナー無料

WEB事前登録されていない場合でも、当日お席に余裕がある場合はご聴講いただけます。
講演開始の約5〜10分前に各セミナー会場にてご確認ください

予防・医療・介護・医薬品

A会場

医薬品・医療機器

B会場

C会場

D会場

E会場

K-1 9:15▶10:15

【基調講演】次世代ヘルスケア産業の創出
−生涯現役社会実現に向けて−
経済産業省
商務情報政策局 ヘルスケア産業課
課長補佐 富原 早夏 氏

A-1 10:30▶11:15

B-1 10:30▶11:15
利用者ファースト のステージへ。 クラウンドコンテンツプラットフォーム
個人情報保護新時代での「バイタル 「box」を導入された製薬企業様
データマネジメント」と最新技術動向 における オープン・イノベーション
事例のご紹介
ミルウス
Box Japan
代表取締役社長（CEO）
エンタープライズ営業2部

D-1 10:30▶11:15
E-1 10:30▶11:15
スマート創薬による、スーパー ヘルスケア IT のグローバル
コンピューティング、人工知能、 トレンド
Mixed Realityと生化学実験 【日本語講演】
の連携が拓く創薬
東京工業大学
スマート創薬研究ユニット
ユニットリーダー
関嶋 政和 氏

スリーロック
代表取締役社長
ジェフリー B.シュナック 氏

A-2 11:30▶12:45
B-2 11:30▶12:15
C-2 11:30▶12:15
ジャパン・ヘルスケアビジネス Post-MR時代の医薬品コマー 診療データ活用の現状と今後
コンテスト2017
シャルモデル−外部環境変化と の展望について
製薬企業に求められる変化の
〜2017年開催のレビュー〜
方向性

D-2 11:30▶12:15
世界が動く医薬品・医療機器の
製品トレーサビリティ規制の
最新動向
――日本は？業界は？――

E-2 11:30▶12:00
手軽につながる！医師と製薬メー
カーのライブコミュニケーション
〜年間1,800回を超える全国・地域
WEB講演会の実例をご紹介〜

南 重信 氏

【登壇企業】
トリプル・ダブリュー・ジャパン、
エルピクセル、ヘルスグリッド、
（オー）、メドレー、
O：
リクルートライフスタイル

執行役員 佐藤 範之 氏
第一三共
総務本部 IT企画部
主査 泉 貴浩 氏

デロイト トーマツ コンサルティング
ライフサイエンス&ヘルスケア
執行役員
西本 悟朗 氏

A-3 13:00▶13:45
B-3 13:00▶13:45
アジア10ヵ国における消費者の ITヘルスケアとIoT、AI、

セルフメディケーション行動、 セキュリティ
価値観とニーズ
〜技術トレンドとその事情を
- 弊社実施10ヵ国消費者調査から 探る〜
アンテリオ
ITヘルスケア学会

取締役 グローバル調査事業統括
佐々木 岳 氏

理事
青森公立大学
木暮 祐一 氏

メディカル・データ・ビジョン
EBM事業部門長
シニアマネージャ
中村 正樹 氏

東京医療保健大学
医療保健学部 医機情報学科
客員教授
黒澤 康雄 氏

ブイキューブ
営業本部
副本部長
佐藤 博史 氏

E-3 12:45▶13:30
患者向けデジタルマーケティング
入門
ダイエットビジネスのいま
製薬会社のパイプラインの
〜月間900万人の患者さんが利用
〜美容・健康プロダクツ市場、
ポートフォリオ管理に対する
サービス市場の現状とこれから〜 Enterprise Risk Management する医療情報メディアが語る〜
理論の応用
メディウィル
ミリマン・インク
UBMメディア
代表取締役
月刊「Diet&Beauty」編集長
東京オフィス
城間 波留人 氏
C-3 13:00▶13:45

D-3 13:00▶13:45

江渕 敦

ディレクター
岩崎 宏介 氏

A-4 14:00▶14:45
B-4 14:00▶14:45
医療分野のブロックチェーン 地域社会に選ばれるための
利活用：患者中心視点からみた ブランドマーケティング
ベネフィットとリスクのバランス

C-4 14:00▶14:45
日本を狙うサイバースパイ活
動の実態 〜医療業界を狙った
標的型攻撃の実例〜

日本クラウドセキュリティアライアンス
健康医療情報管理WG
代表理事・WGリーダー
笹原 英司 氏

マクニカネットワークス
セキュリティ研究センター
センター長
政本 憲蔵 氏

D-4 14:00▶14:45
医療ビッグデータが製薬企業
ライフ＆ヘルス事業部
の全社インフラとなる時代
シニアセールスエグゼクティブ
〜創薬から市販後モニタリン 吉田 光邦 氏
グまで全てを支える〜
QuintilesIMS アイ・エム・エス・ジャパン E-5 14:30▶15:00
ePRO（患者報告アウトカム
シニアプリンシパル
松井 信智 氏
システム）の現状と今後の動向
〜導入のメリット、デメリットに
ついて〜

A-5 15:00▶15:45

認知機能低下予防メソッド
「シナプソロジー®」の効果
と可能性
ルネサンス
新規事業推進部
執行役員 部長
望月 美佐緒 氏

准教授

小倉記念病院
経営企画部 企画広報課
PRプランナー
松本 卓 氏

B-5 15:00▶15:45

『遠隔医療の多様性と未来』
①「今、目の前にある遠隔医療」 C-6 15:15▶15:45
②「ロボットという新たなイン 健康寿命延伸を目指した
ターフェイスを遠隔医療に」 「スマート運動器チェックシス
テム」の開発と普及
日本遠隔医療学会
副会長／群馬大学名誉教授 酒巻 哲夫 氏
獨協医科大学
情報教育部門・情報基盤センター
教授・センター長 坂田 信裕 氏

A-6 16:00▶16:45
B-6 16:00▶16:45
介護職場におけるIT活用
改正個人情報保護法とゲノム
介護サービス業における資産性 データ活用事例紹介
の向上
オリックス･リビング
代表取締役社長
森川 悦明 氏

ヤフー
執行役員（広報・法務・政策企画・
公共サービス管掌）
別所 直哉 氏

D-5 15:00▶15:45
製薬企業におけるHOR（ヘル

E-4 13:45▶14:15
製薬、医療機器業界の教育
管理システム要件
10 のトレンド
UL Japan

イートライアル
ソリューションサービス事業部
小澤 舞 氏

スアウトカムリサーチ）活用の E-6 15:15▶15:45
機械学習による臨床試験データ
トレンド
の品質向上 - Improving the

社会情報サービス
神奈川工科大学
専務取締役
創造工学部ロボット・メカトロニクス学科 傳農 寿 氏
教授 高橋 勝美 氏
［提供］ディケイエイチ

D-6 16:00▶16:45
イメージング技術を活用した創薬
プロセスの迅速化と効率の向上
〜低分子医薬品から抗体医薬、
核酸医薬イメージング、α線放出
核種の治療応用〜
福島県立医科大学
医療研究推進センター 附属病院
臨床研究センター
准教授 稲野 彰洋 氏

Quality of Science with
Machine Learning -

メディデータ・ソリューションズ
APAC サービスオペレーションズ
バイスプレジデント 西 基秀 氏

E-7 16:00▶16:30
ヘルスケア分野における人工
知能「KIBIT」の活用
FRONTEO

取締役副社長
FRONTEOヘルスケア
代表取締役
池上 成朝 氏

4 月 20 日

木

セミナースケジュール

WEB事前登録
全セミナー無料

WEB事前登録されていない場合でも、当日お席に余裕がある場合はご聴講いただけます。
講演開始の約5〜10分前に各セミナー会場にてご確認ください

予防・医療・介護・医薬品

A会場

B会場

医薬品・医療機器

C会場

D会場

E会場

K-2 9:00▶10:00

【基調講演】医療・健康・介護・ヘルスケア領域のICT政策の展望
日本医療政策機構
理事
宮田 俊男 氏

A-7 10:30▶11:15
医療ICTの状況：海外事例を

踏まえて
〜「患者」
「アクセス改善」と
いう視点で考える〜
多摩大学
医療・介護ソリューション研究所
教授
真野 俊樹 氏

B-7 10:15▶11:15 逐次通訳
フィンランド オウル市発の
イノベーション
〜ヘルステックビジネスに向けた
ユニークな環境・取り組みとは？〜
ビジネスオウル
ライフサイエンス産業担当責任者
ヘイディ ティカンマキ 氏

D-7 10:30▶11:15
デジタルヘルスのもたらす
医療のイノベーション

E-8 10:30▶11:00
ビッグデータ・アナリティクスに
よるマーケティングミックスの
最適化を通じた営業効率向上

A.T.カーニー

ソリューションコンサルティング本部
ライフサイエンスグループ
マネージャー 高橋 健太 氏

プリンシパル
後藤 良平 氏

SAS Institute Japan

A-8 11:30▶12:15
繋がることで実現するパーソ
ナライズドヘルスケア
〜企業と個人WINWINの
健康経営

C-9 11:30▶12:15
D-8 11:30▶12:15
E-9 11:30▶12:00
高齢者の健康価値観と購買行動 ビッグデータを活用した製薬 処方データで進化する医療用
システム）はこう活かせ！対顧 〜生活者100人インタビューと 企業等のエリアマーケティング 医薬品業界の市場理解とマーケ
ティングPDCAの好循環
客活動を確実に売上向上に結 4500人の買物データより〜
の活動事例
び付ける方法

セールスフォース・ドットコム
セールスフォース・インダストリー
本部 ディレクター
鳥居 幹太 氏

ベイン・アンド・カンパニー
アドバイザー
矢吹 博隆 氏

これからの健康経営を牽引するモバイルヘルス
企画協力：株式会社スポルツ

A-9 13:00▶13:30
モバイルヘルスの成功要因
（海外事例紹介）

B-8 11:30▶12:15
NPS（ネット・プロモーター・

委員長

フジクラ
人事部・健康経営推進室
副室長
浅野 健一郎 氏

A-11 14:50▶16:20
動かない従業員を自ら行動
させる！モバイルヘルスに
よる新たなアプローチ
モデレーター：
渡辺 武友 氏、浅野 健一郎 氏

健康経営に効果を出すための新たな
試みとして、ユニークな事例をご紹介
①お酒を飲みながらできる「ダイエット
コミュニティサービス」
ドコモ・ヘルスケア
ソリューション事業部 ソリューションサービス部
課長 戸田 伸一 氏
②自然な寝つきへ誘う睡眠支援「ツーブ
リーズ＋フミナーズ」
帝人 ITヘルスケア・プロジェクト 濱崎 洋一郎 氏
③企業向け健康管理・増進支援モバイル
アプリ
「Re:Body」
ウェルネス・コミュニケーションズ 取締役 大元 伸一 氏
④好きなデバイスを自由に組み合わせられる
「健康からだコンパス LifeRoute」
キーウェアソリューションズ カスタマーサクセス本部
畠山 和哉 氏
⑤食による脳の活性化「あすけんブレイン・
コンディショニング」
ウィット 執行役員 天辰 次郎 氏

リーズンホワイ
代表取締役
塩飽 哲生 氏

B-9 12:30▶13:45 逐次通訳
PCHA（パーソナル・コネクテット・ヘルス・ C-10 13:00▶13:45

アライアンス）の世界における活動紹介
〜ヘルスケアデータの世界標準化 事例紹介を交えて〜
Personal Connected Health
スポルツ
Alliance（PCHA）
健康ビジネスメディア
Executive Vice President
（HealthBizWatch、mHealth Watch、 Patricia（Patty）Mechael 氏
Health App Lab）
Continua日本地域 政策分科会
ディレクター 渡辺 武友 氏

A-10 13:45▶14:35
株式会社フジクラの健康経営
による効果

アンテリオ
コンシューマーヘルスケア・ソリューション部
グループリーダー
石田 卓也 氏

大竹 正規 氏

B-10 14:00▶14:45

D-9 13:00▶13:45
健康・栄養・運動の研究をあわせ持つ FDAの医薬品GMP査察指摘
唯一の国立研究開発法人である国立 に見るデータインテグリティ
健康・栄養研究所（健栄研）の民間企業等 問題
との連携実績と今後の展開について
大阪府 商工労働部成長産業振興室ライ
エクスプロ・アソシエイツ
フサイエンス産業課 講師調整中
代表
医薬基盤・健康・栄養研究所 国立健康・
望月 清 氏
栄養研究所 講師調整中

C-11 14:00▶14:45

医療もテーラーメイドの時代へ 口腔ケアの未来をつくるIoT
〜ITで実現するPX（患者経験 を活用したデジタルイノベー
ション
価値）〜
スーペリア
代表取締役社長
曽我 香織 氏

B-11 15:00▶15:45
連携が実現するソーシャルホ
スピタル
〜動き出した、医学を基礎と
するまちづくり〜
奈良県立医科大学
産学官連携推進センター 教授
医学博士/技術経営士（MOT）
梅田 智広 氏

サンスター
オーラルケアマーケティング部
松富 信治 氏

C-13 15:15▶15:45
ICTを活用した調剤薬局の

新たな展望

日本調剤
常務取締役
三津原 庸介 氏

D-10 14:00▶14:45
在宅医療におけるICT導入の

コツとピットフォール
みどり訪問クリニック
在宅医療部
理事長
姜 琪鎬 氏

D-11 15:00▶15:45
おいしいからこそ、健康に。
「家庭の食卓×デジタル」の融
合による、新しい医療・ヘルス
ケア

医療情報総合研究所
代表取締役社長
大橋 青史 氏

E-10 13:00▶13:30
動画プラットフォームで解決！医師と製薬
メーカーのコミュニケーション・MR教育

ブイキューブ 営業本部
副本部長 佐藤 博史 氏
クムジャパン エンタープライズビデオ
事業推進室 セールスダイレクター・
上級医療情報技師 杉原 弘恭 氏

E-11 13:45▶14:15
eCTD 義務化に向けた文書

管理システム導入のポイント
野村総合研究所
サービスシテム事業三部
主任
麦島 新 氏

E-12 14:30▶15:00
治験におけるリアルワールド
データの活用

メディデータ・ソリューションズ
アジアパシフィック統括責任者
社長
山本 武 氏

おいしい健康
代表取締役 社長
野尻 哲也 氏

B-12 16:00▶17:00 逐次通訳 C-14 16:00▶16:45
D-12 16:00▶16:45
E-14 16:00▶16:45
製薬業界の再考 – ＡＩがいか インテルのコネクテッド・ヘル カスタマーエクスペリエンス 低分子医薬品開発の行く先：
に変革をもたらすか
スケアへの取り組みおよび海 を高めるMRの情報提供
中分子・PPIでの創薬バイオ
外事例
「AIエンジンを用いた対話分 ＩＴの役割の模索
析で情報提供を可視化」
ユーラリス

CEO
Dr. Andree Bates

インテル
インダストリー事業本部
清水 由香 氏

リープ
代表取締役
堀 貴史 氏

産業技術総合研究所
創薬分子プロファイリングセンター
研究チーム長
福西 快文 氏

4 月 21日

金

セミナースケジュール

WEB事前登録
全セミナー無料

WEB事前登録されていない場合でも、当日お席に余裕がある場合はご聴講いただけます。
講演開始の約5〜10分前に各セミナー会場にてご確認ください

予防・医療・介護・医薬品

A会場

B会場

医薬品・医療機器

C会場

D会場

E会場

K-3 9:15▶10:15

【基調講演】バイエル薬品のデジタルヘルスの取組
バイエル薬品
オープンイノベーションセンター
R&Dアドバンストアナリティクス&デジタルヘルスイノベーション
医学博士 マネージャー 菊池 紀広 氏

A-13 10:30▶11:15
ヘルスケアにおけるIoTの可
能性
〜ヘルスケアIoTコンソーシ
アムが描く未来〜

C-15 10:30▶11:15
SickケアからHealthケア（予防）へ

〜健保及び生保業界おけるデジタル
ヘルスによるイノベーション

ニューチャーネットワークス
コンサルタント
ヘルスケアIoTコンソーシアム
事務局マネージャー
会田 明代 氏

A-14 11:30▶12:15
医療ICTとビジネスモデルの
変化
昭和大学 大学院
保健医療学研究科
講師
的場 匡亮 氏

A-15 13:00▶13:45

ウェルネス経営・健康経営の
取り組みについて
FiNC 代表取締役副社長 CAO 兼
CWO 乗松 文夫 氏

カゴメ 取締役常務執行役員
業務改革担当 兼
カゴメアクシス
代表取締役社長 兼 経営管理部長
児玉 弘仁 氏

A-16 14:00▶14:45
JINS MEMEとApple Watch

DeSCヘルスケア
データソリューション部
部長
齊藤 正朗 氏

B-14 11:30▶12:15
介護職員の育成・定着について
のノウハウ
〜新入介護職員から中堅介護
職員、リーダー介護職員、施設
長まで〜
リクルートキャリア

HELPMAN JAPANグループ

編集人
繁内 優志 氏

ネスレ スキンヘルス
シールド ネットワーク マネージング
ディレクター ディディエ・ルクレール 氏

で作る新しい健康経営

ビッグデータ・スーパーコン
ピュータが拓く創薬の未来

ジェイアイエヌ
JINS MEME グループ
事業開発担当
井上 一鷹 氏

京都大学大学院
医学研究科
教授
奥野 恭史 氏

A-17 15:00▶15:45
ヘルスケア・医療のICT最前線

B-17 15:00▶15:45
デジタルヘルス時代に向かう
医療産業におけるビジネスの
考え方

2017

東京慈恵会医科大学
先端医療情報技術研究講座/脳神
経外科学講座
准教授
髙尾 洋之 氏

Pharma News
Monthlyミクス編集長
沼田 佳之 氏

D-14 11:30▶12:15
医療ビッグデータのドラッグ
リポジショニングへの応用

順天堂大学医学部附属順天堂医院
総合診療科
准教授
藤林 和俊 氏

近畿大学
薬学部 臨床薬剤情報学分野
教授
髙田 充隆 氏

新たな研究 インフルレポート
を踏まえて

神奈川県
ヘルスケア・ニューフロンティア推進本部室

シールド アジアパシフィック
メディカルディレクター 生駒 晃彦 氏

B-16 14:00▶14:45

エルゼビア・ジャパン

C-16 11:30▶12:15
ResearchKitが可能とする

B-15 13:00▶13:45
C-17 13:00▶13:30
掻き動作検知アプリとApple Watch / ヘルスケア・ニューフロン
ResearchKitを用いた痒み研究の紹介 ティアの取組について（仮題）

−ネスレ スキンヘルスのオープンイノ
ベーション活動−

D-13 10:30▶11:15
医療ICTで変わる製薬ビジネス
大転換のシナリオ

C-18 14:00▶14:45

みんなで考える、病院のIoT

順天堂大学医学部附属順天堂医院
眼科助教 順天堂医院病院機能管理室併任、
順天堂大学戦略的手術室マネージメント
改善講座併任
IoMT学会代表理事 猪俣 武範 氏
順天堂大学大学院医学研究科
老人性疾患病態・治療研究センター
吉村 祐輔 氏
メディカルローグ
代表取締役 野口 宏人 氏

C-20 15:00▶15:45 逐次通訳
中国医師・医薬業界の現状
及び今後の動向

D-15 12:45▶13:45
暫定的・将来的なData
Integrityへの対応を考える
ラボコンサルテーション
代表取締役社長 島本 哲男 氏
大鵬薬品工業 情報システム部
GMP担当課長 （兼）
大塚ホールディングス
IT企画室 長島 毅 氏
日本ウォーターズ
マーケットディベロップメント
スーパーバイザー 平城 里香 氏

ネクスウェイ 医薬情報事業部
医薬情報おまとめ便事務局
メディアプロデューサー 風祭 稔里 氏
メディスンショップ蘇我薬局
管理薬剤師 認定実務実習指導薬剤師
認知症ケア専門士 雜賀 匡史 氏

E-17 13:00▶13:30
医薬品・医療業界における動画
を活用したeマーケティングの
効果を高めるポイントと手法

Ｊストリーム
メディカルマーケティングソリューション部
部長
永澤 浩行 氏

E-18 13:45▶14:15
AI時代に製薬メーカーはどう変わるIoT

デバイス（生体計測）を活用した製薬メー

カーと医師・患者とのコミュニケーション
D-16 14:00▶14:45
「mHealth×ビジネス」は成り の最適化
立つのか？
〜臨床開発における「患者中心」
から学ぶ〜
CROee US

トビー・テクノロジー
代表取締役社長
蜂巣 健一 氏

E-19 14:30▶15:00

「Web講演会」とその次の戦略
代表取締役
クロエ
広報教育啓発室長 兼 中枢神経領
域臨床開発支援室長 牧 大輔 氏
エムキューブ
マネージャー
倉内 彰 氏
D-17 15:00▶15:45
データインテグリティへの対策
〜ネットワーク化のメリット〜

GoodDr Marketing Consulting
ファストトラックイニシアティブ
Executive Director
プリンシパル
Mr.Tony Wang
佐藤 正晃 氏
（医療産業イノベーション機構 主任研究員）

アジレント・テクノロジー
ネットワークデータシステム営業部
峯岸 徹也 氏

A-18 16:00▶16:45
これからの医療ICTの広がりと
医療情報のセキュリティ対応を
考える

B-18 16:00▶16:45
ドローンの基礎から災害時の
活用と今後の課題について

C-21 16:00▶16:45
緊急車両や ドクターヘリに
おけるスマートグラス活用に
ついて

D-18 16:00▶16:45
製薬企業における統合型
マーケティングの必要性

福井大学
医学部附属病院 医療情報部副
部長／准教授
総合情報基盤センター
副センター長 山下 芳範 氏

EDAC

佐賀大学医部附属病院
高度救命救急センター
高度救命救急センター長
阪本 雄一郎 氏

インテグレート
代表取締役CEO
藤田 康人 氏

理事長
稲田 悠樹 氏

E-16 11:30▶12:15
地域の健康拠点となる薬局薬剤師
が担う役割とは〜在宅医療・かかり
つけ薬剤師の取組みを踏まえて〜

E-20 15:15▶15:45
患者向けデジタルマーケティング入門
〜月間900万人の患者さんが利用する
医療情報メディアが語る〜
メディウィル
代表取締役
城間 波留人 氏

出展社リスト
利用シーン、来場対象者別に 3 つの展示ゾーンで開催
IPanel Online Market Research
アンテリオ
イーエムフィット

EDAC

イートライアル
伊藤忠テクノソリューションズ
医薬情報ネット
医療情報総合研究所
インフォコム
エー・アンド・デイ
HPC統合医療研究所
SBクリエイティブ
エムキューブ
エムティーアイ
エルゼビア・ジャパン
エルピクセル
エンタッチ
O：
大阪府
オフィス結ヨーロッパ
オプトメッド

オムロンヘルスケア
神奈川県
共進社印刷
京セラ

ディケイエイチ
ドコモ・ヘルスケア
トビー・テクノロジー
トリプル・ダブリュー・ジャパン
日鉄日立システムエンジニアリング
日本医薬総合研究所
日本遠隔医療学会
日本クラウドセキュリティアライアンス
日本健康生活推進協会
日本自動認識システム協会
日本調剤
ネクスウェイ
ネスレ スキンヘルス
野村総合研究所
パナソニック
ビジネスオウル
疲労科学研究所
ブイキューブ
ザ・プロアクティブカンパニー

GoodDr Marketing Consulting
クロスウェル
クワイエットオン
ケアネット
国立健康・栄養研究所

SAS Institute Japan

サンスター
三明インターナショナル
シーエムプラス

GDR Japan
Jストリーム

志成データム
社会情報サービス
スペクティコル

SELVAS AI

ティーガイア

ヘルスグリッド
ヘルスケアIoTコンソーシアム

Box Japan

マピオン
ミーカンパニー
メディウィル

Medical Compass

メディカル・データ・ビジョン
メディカルローグ
メディデータ・ソリューションズ
メドレー
薬事日報社

UL Japan

リーズンホワイ
リープ
リキッド・デザイン・システムズ
リクルートライフスタイル
ロコモ チャレンジ！推進協議会

FRONTEO
FRONTEOヘルスケア

TIS

※敬称略

2017年 4月6日現在 ※随時、最新情報をWEBサイトで更新いたします。

来場対象者／出展製品
来場対象者

出展製品

【医療・介護ゾーン】
●病院（管理部門、医師、情報システム部門など）
●治療・介護施設（管理部門、情報システム部門など）
●薬局
【医薬品・医療機器ゾーン】
●医薬品メーカー
（研究、開発、製造、営業、マーケティングなど）
●創薬、
研究支援企業
●開発支援（CRO）
●医薬品卸
●医療機器メーカー
（開発、営業、マーケティングなど）
●医療機器卸
【予防・未病ゾーン】
●自治体
●企業（総務、人事）
●健康保険組合
●フィットネスクラブ

【医療・介護ゾーン】対象：医療、治療、介護施設など
●診療・臨床データサービス
●診療、診断サポート
●治療、介護サポート
●AI
（人工知能）
●IoT
●遠隔サポート
●Web会議システム
●モバイルデバイス
●ウェラブルデバイス
●ロボット（対話型、リハビリ・治療サポートなど）
【予防・未病ゾーン】対象：企業、自治体、健保組合など
●健康管理ツール
●ウェラブルデバイス
●スマホ、モバイルサービス
●ストレスチェック
●食事管理システム
●バイタル（生体）データ計測、分析

【医薬品・医療機器ゾーン】
対象：医薬、医療機器メーカーなど

＜医薬品＞
●研究、開発向けシステム、サービス
●文書管理、電子申請
●品質管理システム
●実消化管理システム
●製造管理ソリューション
●原価、材料管理
●市販後調査、安全性管理
●営業・マーケティングソリューション
●モバイル、
PCデバイス
●コールセンター、ヘルプデスク、通販システム
●セキュリティ
＜医療機器＞
●データ管理
●ネットワーク
●営業、マーケティングソリューション

ご来場方法
事前来場登録
締切 4月21日（金）17:00まで

インターネットでのご登録で
入場料 3,000円が無料に!!

www.healthcarejapan.com

展示会ご招待券あり: 入場料 3,000円が無料に!!

当日登録
展示会ご招待券なし:
受付にて入場料 3,000円をお支払いください。

マイページより入場証を
印刷いただき当日受付に
お持ちください。

受付にて、
来場者バッジと引き換え

展示会へ入場
相互入場可

出展社プロフィール
医薬品・医療機器

C-18 IPanel Online Market Research

Suite 705 Bd A, 818 East Longhua Rd, Huangpu District,
Shanghai, China 200023
担当部署: Client Development
E-mail: dean.bao@ipanelonline.com
URL: http://www.ipanelonline.com/
製品／サービスのご紹介

iPanel Online Market Research Co., Ltdは2004年に成立され、

グローバルなオンラインパネルサプライヤーです。
中国：123万人 ベトナム：11万人 香港：7万人 韓国：29万人 タイ：31万人
台湾：10万人 オーストラリア：1.5万人 日本：49万人（提携先）
インド：21万人 インドネシア：20万人 シンガポール：5.5万人
（2017年2月）

● GDR Japan
● GoodDr Marketing Consulting
● 三明インターナショナル

イーエムフィット

医療＆介護サポ−ト

製品／サービスのご紹介

Emfit Ltd は、1990年以来、非接触式睡眠トラッキングの世界的パイ

オニアです。当社の核となる得意分野は、電気活性ポリマーフィルム
センサー製造と、インターネット上でのリアルタイム振動と、強度測定
です。当社はフィンランドに本社を置き、米国と中国に支店を構えてい
ます。当社の主力製品は、ベッドをスマート化させるIoTソリューション
です。
共同出展社
ビジネスオウル
オフィス結ヨーロッパ
オプトメッド
クワイエットオン
スペクティコル

イートライアル

医薬品・医療機器

〒162-0821 東京都新宿区津久戸町1-8 神楽坂 AKビル9F
担当部署: ソリューションサービス事業部 営業部

TEL: 03-5225-9788 FAX: 03-5225-9776
E-mail: etr-sd-bp@e-trial.co.jp
URL: http://www.e-trial.co.jp/
製品／サービスのご紹介

ePROソリューションで全般的なサポート体制を組み、最適なePRO
アプリケーションのご提案、ePRO専用端末によるセキュリティ制御、
配送から回収まで一貫したサポート、
これら一連のサービスをePRO
運用実績が豊富なePROに特化した専用のヘルプデスクチームが万
全にサポート致します。
製品／サービス名
●
●
●
●

ePRO（電子患者日誌）NEW
e-Ractis（データマネジメント）
e-Libras（症例登録）
PCLM（PCライフサイクルマネジメント）

医薬品・医療機器

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ 13F
担当部署: 経営企画部

TEL: 03-5294-8393
URL: http://www.anterio.co.jp
製品／サービスのご紹介

ヘルスケア領域のマーケティングで最も重要なことは、医師や医療従事者だ
けでなく患者や一般消費者までを含め、その行動や意識を正確に捉えること。
アンテリオは医療機関での薬剤評価や処方状況、患者の受診行動、消費者の
購買行動、市販薬の販売データなど多様なインフラと専門性の高いリサーチ
ノウハウを駆使しプロダクトライフサイクルの様々な局面での課題に対し、お
客様の意思決定に不可欠な質の高い「知」を提供します。
製品／サービス名

A-22 EDAC

医療＆介護サポ−ト

〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1
東京大学アントレプレナープラザ 205号
リアルグローブ EDAC 窓口
担当部署: 事務局

Konttisentie 8, 40800 Vaajakoski, Finland
URL: https://www.emfit.com/

B-17

アンテリオ

（医師の薬物療法実態） ● 疾患症状分析（90疾患、89症状の実態確認）
● ADM
● Rep-i（MRの改善ポイントの明確化） ● Ten Quick（医師に対する10問以内の
● Impact Track（MR、MS、講演会、
Web調査サービス）
e-Marketing）の活動状況確を確認） ● SDI（全国一般用医薬品パネル調査）
● SOC（プロモーションミックスの影響力を定量化） ● SCI（全国消費者パネル調査）
● APM（患者の治療満足度、薬剤不満点） ● 生活健康基礎調査

共同出展社

A-28

B-10

TEL: 03-5413-7398
E-mail: info@edac.jp
URL: http://www.edac.jp/symposium/
製品／サービスのご紹介

一般社団法人 救急医療・災害対応無人機等自動支援システム活用
は、総務省のIoTサービス創出支援事業に採
推進協議会（略称EDAC）
択された、
「救急医療・災害対応におけるIoT利活用モデル実証事業」
の成果を広く知っていただくために東京において「災害と救急に立ち
向かう最先端テクノロジー」をテーマにしたシンポジウムを、2017年
2 月8 日（水）に開催いたします。

C-17

医薬品・医療機器

伊藤忠テクノソリューションズ

〒141-0022 東京都品川区東五反田2-10-2 東五反田スクエア
担当部署: ライフサイエンス事業部 ライフサイエンス営業第２部

E-mail: ls-marcom@ctc-g.co.jp
URL: http://www.ctcls.co.jp/
製品／サービスのご紹介

Box は、業界最高水準のセキュリティの下、クラウドをベースにコンテ

ンツの管理・共有、
コラボレーション、モバイルでの利用を促進し、企業
や組織のワークスタイル変革、生産性のアップに寄与しています。
製品／サービス名
● エンタープライズ・コンテンツ・コラボレーション"Box" NEW
● 競合分析・臨床試験計画立案支援・シミュレーションツール

"ta-Scan"

共同出展社

Box Japan

NEW

出展社プロフィール
A-05

医薬品・医療機器

医薬情報ネット

〒107-0052 東京都港区赤坂1-11-28 ユニゾ赤坂一丁目ビル5F
担当部署: アカウントプランニンググループ

TEL: 03-5561-0686
URL: http://www.pin-japan.com/
製品／サービスのご紹介

インフォコム

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-34-17
担当部署: 地域包括ケア推進部

医療情報総合研究所

医薬品・医療機器

〒107-0051 東京都千代田区神田神保町3-25 住友神保町ビル6F
担当部署: 経営企画部

TEL: 03-3239-6840 FAX: 03-3239-6842
E-mail: cs@jmiri.jp
URL: http://www.jmiri.jp
製品／サービスのご紹介

私たちは、
「医療に携わる人や企業に喜びを。」をミッションとし
【学会データベース事業】
【 医療用医薬品マーケテイングサポート事
業】
【メディア事業】の３つを通じて
さまざまな医療コミュニケーション課題を解決するメディカルコミュ
ニケーションカンパニーです。
エビデンスや業界経験に基づいた『ロジカル』思考と既存の枠にと
らわれない柔軟な『クリエイティブ』発想で、医療用医薬品マーケ
ティングを支援します。

B-20

C-13

医療＆介護サポ−ト

住友不動産原宿ビル

URL: http://www.infocom.co.jp/

株式会社医療情報総合研究所は「患者中心の医療・健康情報ネットワー
クに基づく患者視点のマーケティング支援」をコンセプトに医療情報（処
方情報、患者情報、医師・薬剤師の声）の収集、解析、及び提供・販売を
行っております。
「処方情報分析サービス」
「患者・薬剤師調査サービス」
「調剤薬局などでの患者啓発サービス」を主軸とし
「医療情報の調査、
収集、解析に関わるコンサルティング」を付加価値として提供致します。
製品／サービス名
● 処方情報分析サービス
● -JMIRIウェブ処方辞書
● -JMIRIウェブ処方インサイト FLOW
● -JMIRIウェブ処方インサイト DYNAMICS
● -JMIRIウェブ処方インサイト ADHERENCE

B-22

● オーダーメイド分析サービス
● ディテールコーディネートサービス
● 患者・薬剤師・医師調査サービス
● 患者啓発サービス

インフォコム

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-34-17
担当部署: IoT 推進部

予防・未病

住友不動産原宿ビル

URL: http://www.infocom.co.jp/

製品／サービスのご紹介

製品／サービスのご紹介

ケアプラットフォーム
リソース分析）
-経営意思決定支援（KPI策定、
-他

試作版認知症ケアソリューション参考出展
-アプリケーション
-各種センサー

介護事業者向け見守りソリューション
（仮）
-ICTを活用した施設向け見守りソリューション（介護職の負担軽減）

C-22

エー・アンド・デイ

予防・未病

〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-23-14 ダイハツ・ニッセイ池袋ビル
担当部署: メディカル事業推進部

TEL: 03-5391-6120 FAX: 03-5391-1566
URL: http://www.aandd.co.jp
製品／サービスのご紹介

つながる機器を利活用して色々な現場で、健康増進の取り組みが始まっ
ています。データ管理アプリ
（A&D Connect）を用い、測定データの記
録、グラフ化、データ共有等に使われています。また、全国の自治体で健
康増進プログラムや被災地の血圧管理サポートに使われています。
製品／サービス名
●
●
●
●
●
●

Bluetooth Smart内蔵血圧計 UA-651BLE
Bluetooth Smart内蔵体重計 UC-352BLE
Bluetooth Smart内蔵体温計 UT-201BLE
NFC通信機能付血圧計 UA-772NFC
NFC通信機能付体組成計 UC-411NFC
NFC通信機能付活動量計 UW-201NFC

D-24 HPC統合医療研究所

予防・未病

〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-11-2 スカイメナー横浜323
担当部署: 役員

TEL: 045-444-3310 FAX: 045-444-3312
E-mail: sonoda@hpc-togo.jp
URL: http://www.hpc-togo.jp
製品／サービスのご紹介

医療機器、補完代替医療機器、健診システム、補完代替医療療法
製品／サービス名
● ストレスチェック
● 血管流 ストレスチェック
● 血管流 測定器

出展社プロフィール
B-02 SBクリエイティブ

B-05

〒106-0032 東京都港区六本木2-4-5
担当部署: 出版事業本部 ビジネス＋IT 事業室

エムキューブ

医薬品・医療機器

〒107-0052 東京都港区赤坂1-11-44
TEL: 03-6685-3315 FAX: 03-6685-3316
E-mail: info@m3cube.co.jp
URL: http://m3cube.co.jp

URL: http://www.sbbit.jp/
製品／サービスのご紹介

SBクリエイティブのブースでは、ビジネスとITに役立つ情報誌を無料

配布します。企業情報システム部門キーパーソンを支援する情報誌「ビ
ジネス＋ITマガジン」、
中堅中小企業経営者、
情報化担当者のIT支援雑誌
「情報化の処方箋」
を差し上げますので、ぜひお持ち帰りください。

製品／サービス名
● Web講演会
● かんたん講演会
● case NEW

製品／サービス名
● ビジネス＋ITマガジン

C-25

NEW

エムティーアイ

予防・未病

〒163-1435 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー35F
担当部署: CARADA事業部

TEL: 03-5333-6030 FAX: 03-3320-0122
E-mail: carada-biz@cc.mti.co.jp
URL: http://www.mti.co.jp/
製品／サービスのご紹介

C-11

エルゼビア・ジャパン

医薬品・医療機器

〒106-0044 東京都港区東麻布1-9-15 東麻布一丁目ビル
担当部署: ファーマニュース

TEL: 03-3589-5292 FAX: 03-3589-6365
E-mail: mixonline-support@elsevier.com
URL: https://www.mixonline.jp/
製品／サービスのご紹介

従業員の健康管理にお悩みはありませんか？
【 CARADA コーポレートパッケージ】は企業の健康経営をサポートし
ます！
・健診結果を電子データとして見える化
紙媒体のデータ化から安全な管理までお任せ下さい！
・ストレスチェックの義務化法案にも対応
・連携機器との組み合わせで日々のバイタルデータも一括管理

ミクスonlineでは、製薬企業の営業・マーケティング活動に欠かせな
いビジネス情報を提供しています。変革期にある製薬業界に向けて、
戦略構築に役立つ情報を発信しています。特に地域包括ケアに関連
した情報を随時掲載しております。ミクスonlineを活用頂き、医療に
貢献できる人材を目指しましょう。
製品／サービス名
● ミクスonline
● 今日の臨床サポート
● ナーシング・スキル日本版

B-27

エルピクセル

医療＆介護サポ−ト

〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1 東京大学アントレプレナープラザ701
担当部署: 医療事業本部

TEL: 03-6327-3992
E-mail: contact@lpixel.net
URL: https://lpixel.net/
製品／サービスのご紹介

< パネル展示>

医療画像診断支援システム
製品／サービス名
● Eirl ( 研究開発中）

B-09

エンタッチ

医薬品・医療機器

〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町16-2 MICビル5F
担当部署: 本部

TEL: 03-6661-9341
E-mail: info@entouch.co.jp
URL: http://entouch.co.jp
製品／サービスのご紹介

e-Touch のセッションは、MP が電話と最新のオンライン技術によ

り、医療情報を医師に提供。双方向コミュニケーションを実現します。
さらに、
「 いつでも」
「どこでも」
「なにからでも」アクセスできるため、
医師の都合の良い時間にディテーリングを提供することができます。
製品／サービス名
● enTouchライブディテーリング

出展社プロフィール
予防・未病

B-27 O：

C-30

大阪府

予防・未病

〒560-0082

製品／サービスのご紹介
＜パネル展示＞
世界初、体内時計を可視化して、睡眠を改善するサービス

大阪府豊中市新千里東町1-4-2
千里ライフサイエンスセンタービル20F
担当部署: 大阪府商工労働部成長産業振興室ライフサイエンス産業課

TEL: 06-6115-8100
E-mail: life-science@sbox.pref.osaka.lg.jp
URL: https://osaka-bio.jp/
製品／サービスのご紹介

「政府関係機関移転基本方針（平成28年3月）」において、大阪への全
部移転の方針が示されている
「国立健康・栄養研究所」。これを踏まえ、
大阪府と国立健康・栄養研究所が共同で出展します
（4月20日にはセ
ミナーも開催）。
国立健康・栄養研究所は、健康・栄養・運動の研究をあわせ持つ唯一の
国立研究開発法人であり、移転を契機に、地域の産業振興に貢献する
研究所として、民間企業との共同に一層取組んでいきます。
共同出展社
国立健康・栄養研究所

A-28

オフィス結ヨーロッパ

〒251-0012

医療＆介護サポ−ト

神奈川県藤沢市村岡東3-12-10

Elektroniikkatie 10, 90590 Oulu, Finland
URL: http://office-yui.co.jp/
2012年に、フィンランドにオフィス設立。親会社は日本を拠点として
います。指伝話は、流暢な音声とシンプルなインターフェースを備え
た、コミュニケーションアプリシリーズです。指伝話ぽっちと指伝話ス
イッチ二は、スイッチをiPad に接続するためのデバイスです。
共同出展社
ビジネスオウル
イーエムフィット
オプトメッド
クワイエットオン
スペクティコル

医療＆介護サポ−ト

Yrttipellontie 1, 90230 Oulu, Finland
URL: http://www.optomed.com/

近代的、携帯可能で使用が簡単な網膜画像デバイスの開発と製造を
行っており、様々な眼の病気（例、糖尿網膜症、緑内障、AMD)の診断を
する医療機関に最適です。主力製品はスマートスコーププロで、市場初
の手持ち眼底カメラで、ISO10940（眼底カメラ標準条件）
にも完全準
拠し、弊社製品は、私立・公立病院、非政府系組織など世界（欧州、米国、
中国、
ロシア、日本、韓国、
インド、
ブラジル等）
で使用されております。
共同出展社
ビジネスオウル
イーエムフィット
オフィス結ヨーロッパ
クワイエットオン
スペクティコル

オムロンヘルスケア

予防・未病

〒108-0075 東京都港区港南2-3-13 品川フロントビル
担当部署: コネクテッドデバイス事業推進部

TEL: 03-6718-3765 FAX: 03-6718-3693
URL: http://www.healthcare.omron.co.jp/service/
製品／サービスのご紹介

オムロン コネクトは、多様なサービス展開に活用いただけるプラット
フォームです。
血圧や歩数など、オムロン コネクトで管理できる健康情報をアプリ間
連携、
クラウド連携で、簡単に活用いただけます。
製品／サービス名
● オムロンコネクト

オプトメッド

製品／サービスのご紹介

製品／サービスのご紹介

B-28

A-28

NEW

D-25

神奈川県

予防・未病

出展社プロフィール
A-11

医薬品・医療機器

共進社印刷

〒540-0003 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央 2-9-5
担当部署: システム開発部

TEL: 06-6941-2790
E-mail: system.sales@kik.co.jp
URL: https://www.kik.co.jp
製品／サービスのご紹介

医薬品・医療機器

京セラ

〒612-8501 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6
担当部署: 半導体部品セラミック材料事業本部 事業企画部

E-mail: webmaster.bf@kyocera.jp
URL: http://www.kyocera.co.jp/
製品／サービスのご紹介

ドキュメント類のデジタル化は、単にPDFやOfficeデータ化することではな
く、構造化されたデータベースにすることが重要です。
弊社ではレイアウトはデータ構造を視覚化する技術だととらえ、構造化した
文書の編集や、その自動レイアウト技術を磨いてきました。
医薬品、検査薬メーカーの業務支援システム、
ドキュメントXMLや自動組版
技術などをベースにした製品関連情報システムなどの開発を行っています。
製品／サービス名
●
●
●
●
●
●

A-15

京セラでは『血流量センサ』を出展致します。本センサは独自構造によ
り小型・高感度・低消費電力化を実現、センサ単体のご提供も可能です。
センサ搭載機器としては、スマートフォンのアプリと連携し日常生活の中
でリラックス度や血行状態を可視化するイヤホンの実演を行います。他
にもセラミック多層技術による『プラズマ発生体基板』の製品や動画、
精密加工技術を用いた『フェルール・カニューラ』を展示致します。
製品／サービス名

製品情報管理システム
添付文書管理システム
製品ラベル管理システム
説明スライド管理システム
医薬品安全性情報管理システム
製品文書管理システム

●
●
●
●
●
医薬品・医療機器

C-18 GoodDr Marketing Consulting

Suite 706 Bd A, 818 East Longhua Rd, Huangpu District,
Shanghai, China 200023
担当部署: Client Development
E-mail: ryo.lv@gooddr.com
URL: http://www.gooddr.com
製品／サービスのご紹介
中国で以下のデータベースを保有し、運営管理しています。
医師パネル（医師免許保持） 約280 万人
衛生院医師パネル 約180 万人
中国全土にある大・中・小病院 約2 万軒
医療スタッフ 約260 万人
患者 約300 万人
共同出展社

血流量センサ
血流量センサ搭載イヤホン
プラズマ発生体用基板
マイクロフェルール・スリーブ
光ファイバカニューラ

D-24

予防・未病

クロスウェル

〒220-0073

神奈川県横浜市西区岡野1-15-9-301

E-mail: fujii@crosswell.co.jp
URL: http://crosswell.co.jp

山田ビル

製品／サービスのご紹介
心拍変動解析のクロスウェルが、皆様に起立時の自律神経反射機能の
解析により自律神経、
ストレスの状態を５角形のグラフで分かりやすく
定量化してお伝えします。
製品／サービス名
● 血圧・心拍変動解析ソフトmeijin
● 起立でみる心身の反応 きりつ名人
ストレスチェック セルフモード搭載

NEW

GDR Japan
IPanel Online Market Research
三明インターナショナル

A-28

クワイエットオン

医療＆介護サポ−ト

Hakamaantie 18, 90440, Kempele, Finland
URL: http://www.quieton.com/
製品／サービスのご紹介

QuietOn は、アクティブノイズキャンセル機能を搭載した次世代の耳
栓で、通常の耳栓ではブロックしきれない低周波騒音（飛行機のエンジ
ン音、交通騒音、いびきの音、空調やエアコンの音等）
を減少させること
に効果的です。QuietOn は、コードレスで、耳にすっぽり収まるほど小
さく、使い方も簡単、1 回の充電で最大50時間分使用が可能です。
製品／サービス名
（クワイエットオン）NEW
● QuietOn アクティノイズキャンセル耳栓
共同出展社
ビジネスオウル
イーエムフィット
オフィス結ヨーロッパ
オプトメッド
スペクティコル

A-03

ケアネット

医薬品・医療機器

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル
担当部署: 医薬マーケティング事業部 営業本部

TEL: 03-5214-5900
E-mail: customer@carenet.co.jp
URL: https://www.carenet.co.jp/
製品／サービスのご紹介

ケアネットは、医療関連コンテンツをインターネットで無料提供するサ
イト（ C areNet.com）を運営しており医師・医療従事者に満足度の高
い医療情報を提供し続けることに努めています。
ケアネットの製薬企業向けソリューションは、医師・医療従事者と製薬
企業双方向に情報を提供することで、効率的なマーケティング/ 営業
活動を支援しています。

出展社プロフィール
C-30

予防・未病

国立健康・栄養研究所

〒162-8636 東京都新宿区戸山1-23-1
E-mail: sangakurenkei@nibiohn.go.jp
URL: http://www.nibiohn.go.jp/eiken

医薬品・医療機器

〒106-6111 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー11F
担当部署: マーケティング本部

TEL: 03-6434-3700 FAX: 03-6434-3701
E-mail: JPNSASInfo@sas.com
URL: http://www.sas.com/ja_jp/home.html

製品／サービスのご紹介
「政府関係機関移転基本方針（平成28 年3 月）」において、大阪への全
部移転の方針が示されている
「国立健康・栄養研究所」。これを踏まえ、
大阪府と国立健康・栄養研究所が共同で出展します
（4月20 日にはセ
ミナーも開催）。
国立健康・栄養研究所は、健康・栄養・運動の研究をあわせ持つ唯一
の国立研究開発法人であり、移転を契機に、地域の産業振興に貢献す
る研究所として、民間企業との連携に一層取り組んでいきます。

製品／サービスのご紹介

SASは、企業の経営課題解決を支援するアナリティクス・ソフトウェア

とサービスのリーディング・カンパニーです。
1976年に創業して以来、連続した成長を続けており、全世界で約
80,000 サイトで SAS が採用されています。
製品／サービス名

共同出展社

●
●
●
●

大阪府

C-26

B-07 SAS Institute Japan

予防・未病

サンスター

〒569-1195 大阪府高槻市朝日町3-1
担当部署: オーラルケアマーケティング部

TEL: 072-682-6155 FAX: 072-682-7917
E-mail: nobuharu.matsudomi@jp.sunstar.com
URL: http://jp.sunstar.com/
製品／サービスのご紹介

SAS® Clinical Data Integration
SAS® Drug Development
SAS® Visual Analytics
SAS® Analytics for IoT,他多数

C-18

三明インターナショナル

〒120-0034 東京都足立区千住1-4-1
担当部署: 代表取締役社長

医薬品・医療機器

東京芸術センター10F

TEL: 03-5244-7677 FAX: 03-5244-7678
E-mail: info@global-smi.com
URL: http://www.global-smi.com
製品／サービスのご紹介

歯みがきを
「やらなくちゃ」から
「やりたい」へ
スマホと連動する“ スマートハブラシ”「G·U·M PLAY」
いつものハブラシに、ハブラシの動きを認識するアタッチメントを装着
し、
スマートフォンと連動させることで、歯みがきの時間を楽しみにかえ
る新発想のデジタルデバイス
製品／サービス名

日中ビジネスコンサルティング
共同出展社

GDR Japan
IPanel Online Market Research
GoodDr Marketing Consulting

「G·U·M PLAY」NEW
● スマートハブラシ

A-14

シーエムプラス

医薬品・医療機器

〒231-0013 神奈川県横浜市中区住吉町6-66 日吉ビル2F
担当部署: クラウドビジネス部

TEL: 045-222-8710
E-mail: cloud-biz@cm-plus.co.jp
URL: http://www.cm-plus.co.jp/
製品／サービスのご紹介

〒120-0034 東京都足立区千住1-4-1
担当部署: 代表取締役社長

東京芸術センター10F

TEL: 03-5244-7679 FAX: 03-5244-7678
E-mail: info@gdr-japan.co.jp
URL: http://www.gdr-japan.co.jp/
製品／サービスのご紹介

プロジェクトに係る企業間のコミュニケーションを正確に完全にするため
のプロジェクトコラボレーション基盤「CORRESSA（コレッサ）
」をご紹
介いたします。複数会社間で伝えるべき情報を確実に伝えて、納期遅延
やコストアップに繋がる設計変更や作業の手戻り、
トラブルを防ぎます。
（プレスリリース）

http://www.cm-plus.co.jp/news/corressa170309.html

中国で築き上げたネットワークを活かし、国境を越えた学術交流を積極的
に展開します。ヘルスケア商品や医療サービス、医療分野でのIT 活用な
ど、日本の優れた商品を中国市場に展開することで、日本企業には新たな
ビジネ スチャンスをもたらし、両国の医療サービスを進化させます。日本
の健康産業企業が中国市場へ参入する際に、現地でビジネスを展開する
ためのマーケティング活動をトータルに支援したいと思います。
共同出展社

製品／サービス名
● CORRESSA（コレッサ）コレスポンデンス管理
● CORRESSA（コレッサ）図書管理 NEW

医薬品・医療機器

C-18 GDR Japan

NEW

IPanel Online Market Research
GoodDr Marketing Consulting
三明インターナショナル

出展社プロフィール
医薬品・医療機器

B-12 Jストリーム
〒105-0014 東京都港区芝 2-5-6
担当部署: 営業企画部

芝 256スクエアビル6F

TEL: 0120-65-8140 FAX: 03-5765-3520
URL: https://www.stream.co.jp/
製品／サービスのご紹介

Jストリームは、Web講 演 会や動 画 制 作を中 心に医薬・医 療 業 界 の
eマ ーケティングをサポートして います。特にWeb 講 演 会は年 間
10,000案件に携わっており、専門スタッフによる現場対応・安定した

配信インフラ・サポートなどについて高い評価をいただいております。
Web 講演会をご検討のお客様や、より高度な機能（医師の視聴データ
活用や見逃し視聴など）
をご要望のお客様まで多様化するニーズに柔
軟に対応いたします。
製品／サービス名
●
●
●
●
●

予防・未病

志成データム

〒194-0215

東京都町田市小山ケ丘2-2-5
まちだテクノパーク内センタービル4F
担当部署: 事業開発部

TEL: 042-798-4711 FAX: 042-798-4714
E-mail: t.matsumoto@shisei-d.co.jp
URL: http://www.shisei-d.co.jp
製品／サービスのご紹介

日本発信の世界ではじめての血管硬化指標AVI.API搭載の「パセー
サ」を理研、産総研と共同開発しました。動脈硬化のスクリーニング
や心疾患、脳疾患の予防に有効です。
製品／サービス名
● AVE-1500

Web講演会（ライブ／アーカイブ配信）

パセーサ

NEW

動画制作

Webサイト制作
双方向ライブ
（Web講演会）
認証・セキュリティサービス

C-09

医薬品・医療機器

社会情報サービス

〒160-0023 東京都新宿区西新宿5-1-14
担当部署: 企画調査ビジネスユニット

出光西新宿ビル

TEL: 03-3370-3474 FAX: 03-5350-1310
URL: http://www.ssri.com/

医療用医薬品関連の市場調査（主として医療従事者対象の市場調
査）
を専門におこなっております。
アドホック調査（個々のクライアント様の依頼に基づく調査）中心に
業務をおこなっておりますが、複数のマルチクライアント製品も取り
扱っております。
製品／サービス名

PatientsMap（臨床医による約400疾患の診療患者数データベース）
NHWS（一般消費者対象の疾患と健康に関するデータベース）
薬価データベース
（過去30年間の国内薬価データベース）
CIインサイト（競合情報分析リサーチ）NEW

C-23 SELVAS AI

予防・未病

14F, Baeksang Star Tower Ⅰ, 65, Digital-ro 9-gil,
Geumcheon-gu, Seoul, 08511, Korea
担当部署: 海外営業チーム
TEL: 822-6333-6818 FAX: 822-6333-6888
E-mail: sarah.s.song@selvas.com
URL: http://www.selvasai.com
製品／サービスのご紹介

SELVAS AI は、1999年設立以来、約160名の優秀な人材を保有して
おり、豊富な開発ノウハウをもってAIデータを基盤となる
「音声認識」

「筆記認識」
「映像認識」技術の高度化を図っています。
「人間中心の温かいスマートテクノロジー」をモットーに、AIのコア技
術を融合し様々な産業分野に最適化したAI技術を提供することで、よ
り便利な生活を実現していきます。

スペクティコル

NEW

医療＆介護サポ−ト

Aapistie 1, 90220 Oulu, Finland
URL: http://www.spektikor.com/en/
スペクティコルはコンパクトな使い捨て型で、専門家が患者の心拍数
の変化を簡単にモニター、検出できるので、必要なケア時間を節約しま
す。スペクティコルは、急を要する患者の治療に集中するのに役立ちま
す。同時に、複数の患者がいる状況において、離れた場所から患者状態
の重大な変化に、容易に気づくことができます。
共同出展社
ビジネスオウル
イーエムフィット
オフィス結ヨーロッパ
オプトメッド
クワイエットオン

B-25

ティーガイア

〒150-8575 東京都渋谷区恵比寿4-1-18
担当部署: ソリューション営業部

医療＆介護サポ−ト

恵比寿ネオナート

E-mail: tk_support_team@t-gaia.co.jp
URL: http://www.t-gaia.co.jp/
製品／サービスのご紹介

The Diary CareProは、個人や医療従事者、介護、保険指導者の方々

をクラウド上で繋ぐ、健康状態の見守り・遠隔ケアに最適なプラット
フォームサービスです。The Diary CareProを利用することで、個人
のPHR
（Personal Health Records）
を収集・保存し、
保健指導など、個々のPHR データに応じたケアを遠隔にいても行うこ
とが可能となります。
製品／サービス名
● The Diary CarePro

製品／サービス名
● Selvy Checkup

A-28

製品／サービスのご紹介

製品／サービスのご紹介

●
●
●
●

D-24

NEW

出展社プロフィール
B-11 TIS

医薬品・医療機器

〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー
担当部署: 食品医療通信ビジネス事業部

TEL: 03-5337-4321
E-mail: medical_drive_info@ml.tis.co.jp
URL: http://www.tis.co.jp/

製品／サービスのご紹介

製品／サービス名
臨床試験業務 統計解析BPOサービス
臨床試験業務 統計解析環境クラウド化ソリューション
実消化/割戻ソリューション
営業支援用BIシステムソリューション
SAPフロント、業務システム構築ソリューション by intra-mart

C-29

ドコモ・ヘルスケア

予防・未病

ディケイエイチ

〒175-0094 東京都板橋区成増1-27-2 大沢ビル3F
担当部署: 営業部

TEL: 03-3979-6317 FAX: 03-3979-6318
E-mail: info@dkh.co.jp
URL: http://www.dkh.co.jp/

製薬業界向けトータルソリューション『 Medical Drive 』は、15年以
上に渡って製薬業界のお客様向けに培ってきたシステム開発技術や
業 務ノウハウをもとに、R&D（研究/開発領域）
・S&M（ 営 業/マ ーケ
ティング領域）
・Platform（業務横断型の基盤）など製薬業界における
業務で求められるシステムを提供いたします。

●
●
●
●
●

B-24

予防・未病

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-19 恵比寿ビジネスタワー4F
担当部署: ソリューション営業部

TEL: 03-6721-7548
E-mail: wm4b-support-ml@d-healthcare.co.jp
URL: http://www.d-healthcare.co.jp/business/
製品／サービス名

製品／サービスのご紹介
『スマート運動器チェックシステム」は、身体組成、脚筋力、歩行機能、
認知機能測定のデータをクラウド上で一括管理する。データは、
スマー
トフォン等を活用した「健康アプリ」を通じ個人の健康管理に役立て
る。またデータは、AI を用いた自動診断のための基礎データとして
も活用し、実用化に向け各自治体の保健センター、地域包括支援セン
ター、健康経営実践企業などに普及させ健康寿命延伸を目指す。
製品／サービス名
● スマート運動器チェックシステム

C-08

NEW

トビー・テクノロジー

医薬品・医療機器

〒141-0022 東京都品川区東五反田5-23-7 五反田不二越ビル6Ｆ
担当部署: マーケティング部

TEL: 03-5793-3316 FAX: 03-5793-3317
E-mail: sales.jp@tobii.com
URL: http://www.tobiipro.com/ja/
製品／サービスのご紹介

（従業員の健康データ管理サービス）NEW
● 健康サポートLink
● Reborn Magic（時間栄養学を基にした、従業員健康促進サービス）NEW
● フォトエット
（従業員向けソーシャルダイエットサービス）NEW

どこを見ているか分かるアイトラッキング
（視線計測）は、視線を可視
化し、人の無意識を捉えることができます。
医師はどこを見て薬を決めているのか、患者はプロモーションツール
のどこを見て効能、機能を理解したのか、消費者はOTCパッケージを
どう見ているのかといった調査に活用できます。最近では、製造、目
視検査でベテランの技能を抽出・分析を行い、評価、伝承、
トレーニン
グでの活用が注目を集めています。
製品／サービス名
「Tobii Pro グラス2」
● ウェアラブル型アイトラッキング
● ポータブル型アイトラッキング
「Tobii Pro X3/X2」

B-27

医療＆介護サポ−ト

トリプル・ダブリュー・ジャパン

製品／サービスのご紹介
＜パネル展示＞
排泄予知ウェアラブル「DFree」

B-04

医薬品・医療機器

日鉄日立システムエンジニアリング

〒104-6591 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー26F
担当部署: 産業・流通ソリューション第一事業部

TEL: 0800-222-0222
E-mail: pharmart-info@nhs.co.jp
URL: http://pharmart.nhs.co.jp/
製品／サービスのご紹介

当社では25年余り、製薬会社様向けの営業活動を支援するITコンサ
ルティング、
システム開発、運用に携わって参りました。この実績と知見
をベースに、製薬・医療機器関連企業の営業活動を支援し、部門間連
携により組織力向上を志向するソリューション「PharMart（ファルマー
ト）」シリーズをご提供しております。MR支援「SFA 日報管理」と販促
文書の審査統制「プロモーション資材管理」をご紹介致します。
製品／サービスのご紹介
「PharMart
（ファルマート）
● MR/SRを支援する
SFA日報管理」
● 文書のプロモーションコードや審査を統制管理する
「PharMart
（ファルマート）
プロモーション資材管理」

出展社プロフィール
B-08

日本医薬総合研究所

医薬品・医療機器

B-23

日本遠隔医療学会

医療＆介護サポ−ト

〒370-0033 群馬県高崎市中大類町37-1 高崎健康福祉大学内
担当部署: 事務局

製品／サービスのご紹介

TEL: 027-350-7475 FAX: 027-350-7475
E-mail: jtta@takasaki-u.ac.jp
URL: http://jtta.umin.jp

● 日本調剤

製品／サービスのご紹介
遠隔医療とは、通信技術を活用した健康増進、医療、介護に資する行為
（2）
をです。一般社団法人日本遠隔医療学会は、隔医療の（1）臨床的、
経済的、
（3）社会的側面からの知見を集約し検討を加えることで、科学
的エビデンスを積み上げ、地域や在宅における健康増進や医療・介護
支援に貢献する。学術団体です。
製品／サービス名
● 日本遠隔医療学会のご紹介
● 日本の遠隔医療の歴史
● 日本遠隔医療学会の活動

C-19

医薬品・医療機器

日本クラウドセキュリティアライアンス

〒102-0082 東京都千代田区一番町10-8 一番町ウェストビル5F
担当部署: 事務局

E-mail: info@cloudsecurityalliance.jp
URL: https://cloudsecurityalliance.jp
製品／サービスのご紹介

クラウドセキュリティアライアンス
（CSA）は、国際的に活動を展開し
ている非営利法人です。その 使命は、
クラウドコンピューティングのセ
キュリティを実現するために、ベストプラクティスを広め推奨すること
にあります。そしてクラウドのユーザに対して は、
クラウドの利用に際
してのセキュリティの確保に向けての啓発教育を提供します。日本ク
ラウドセキュリティアライアンスは、CSA のに異本支部として活動し
ています。

C-14

医薬品・医療機器

日本自動認識システム協会

〒101-0032

東京都千代田区岩本町1-9-5

URL: http://www.jaisa.or.jp

FKビル7F

製品／サービスのご紹介
当協会はバーコード、RFID、バイオメトリクスといった自動認識技術の
業界団体です。自動認識機器及びそれに関連するソフトウェアに関す
る調査研究、規格の立案及び標準化の推進、普及及び啓発等を行い、
製造、物流、流通等のシステムの効率化及び高度化の推進を図り、もっ
て我が国経済の発展及び、国民生活の向上に寄与することを目的に設
立されました。
本展では医療に関する自動認識技術についてご紹介します。

B-19

日本健康生活推進協会

予防・未病

製品／サービスのご紹介
地域・職域・学域での健康リテラシー向上を目的に創設された「日本健
康マスター検定
（健検）
」。ベーシックコース、
エキスパートコースの2 つ
のグレードがあり、合格すると「健康マスター」の協会認定タイトルが
取得できます。本年2 月の第1 回試験では約4,000名超の方が受験さ
れました。

B-08

日本調剤

医薬品・医療機器

〒100-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1 グラントウキョウノースタワー37F
担当部署: 事業開発部

TEL: 03-6810-0865
URL: http://www.nicho.co.jp
共同出展社
日本医薬総合研究所

出展社プロフィール
A-07

医薬品・医療機器

ネクスウェイ

〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル5F
担当部署: 医薬情報おまとめ便グループ

TEL: 0120-341-890
E-mail: clp@nexway.co.jp
URL: http://www.nexway.co.jp/omatome/
製品／サービスのご紹介

日本薬剤師会と共同で、全国55,000施設の薬局に月1回、製薬・医療機
器メーカーが個別に送っている情報をとりまとめて「医薬情報おまと
め便サービス」
として一括して封書で発送するサービスです。これによ
り、薬剤師が必要な情報を漏れなくキャッチアップすることができ、
ま
た製薬会社にとってもこれまで情報が行き届きにくいとされていた、小
規模薬局などに対しても定期的な情報提供が可能となります。
製品／サービス名
● 医薬情報おまとめ便サービス

C-15

医薬品・医療機器

E-mail: healthcare-solution@nri.co.jp
製品／サービスのご紹介

「Perma Document」をご紹
医薬業界向け文書管理SaaS型サービス
介します。
・ER/ES Part11等各種規制に対応する文書管理システムです。
・重要な文書を長期保存、一元管理することができます。
・SaaS型サービスです。短期間低コストでご利用いただけます。
・eCTD 文書管理、SOP文書管理、変更逸脱管理、教育管理等幅広くご
利用いただけます。
製品／サービス名
● 医薬業界向け文書管理SaaS型サービス「Perma Document」

ビジネスオウル

医療＆介護サポ−ト

Yrttipellontie 6, 90230 Oulu, Finland
E-mail: takako.uchida@businessoulu.com
URL: http://www.businessoulu.com/en/
製品／サービスのご紹介

ICTクラスターとして世界的知名度を誇る北部フィンランドオウル市より、ヘルスケア
ICT関連企業5 社が出展します。また、オウル市が取り組んでいる先進的なヘルスケア
エコシステム(Oulu Health: オウルヘルス) についても、ブース内で紹介いたします。
製品／サービス名
●
●
●
●
●

Office Yui 指伝話（コミュニケーションアプリ開発、ALS、失語症、脳性麻痺等向けハードウェア開発）
Quiet On（アクティブノイズキャンセリングイヤープラグを設計、製造）NEW
Spektikor（心拍を視覚化するための緊急医療用最先端バイタルサインモニター） NEW
Emfit（バリストカルジオグラフ、呼吸、運動解析のスマートベッドソリューション）NEW
Optomed（網膜画像機器とソリューションに特化したフィンランドの医療技術企業）

共同出展社
イーエムフィット
オフィス結ヨーロッパ
オプトメッド
クワイエットオン
スペクティコル

予防・未病

〒160-6134 東京都新宿区西新宿8-17-1 新宿グランドタワー34F
担当部署: ガルデルマ株式会社内 研究開発本部内

TEL: 03-5937-3850 FAX: 03-5937-3890
E-mail: info@nestleskinhealth.com
URL: https://www.nestleskinhealth.com/
製品／サービスのご紹介

「Apple Watch用かゆみ計測調査アプリ」
：新たに開発されたResearchKit
アプリで、
Apple Watchを手首につけたまま眠るだけで、就寝中の掻き
時間を計測し、その結果が得られます。
製品／サービス名
● セタフィル® レストラダーム®

ザ・プロアクティブカンパニー

〒240-0005 神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町
担当部署: サービスシステム事業三部

A-28

ネスレ スキンヘルス

共同出展社

NEW

野村総合研究所

C-24

B-13

パナソニック

医薬品・医療機器

〒570-0021 大阪府守口市八雲東町1-10-12
担当部署: ダイレクトマーケティングチーム

TEL: 0120-878-655
URL: http://panasonic.biz/pc/
製品／サービスのご紹介

ビジネスモバイルPC 「レッツノート」シリーズ
頑丈タブレット
「タフパッド」シリーズ
頑丈パソコン
「タフブック」シリーズ
製品／サービス名
● 世界最軽量 タブレットモバイルPC「レッツノートXZ6」NEW
● 世界最軽量 頑丈ハンドヘルド
「タフパッドN1」NEW
● ビデオ会議システム「HDコム」
● Sen 製薬企業と医療現場をつなぐ新しいディテーリングツール

D-24

疲労科学研究所

予防・未病

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島7-1-26 オリエンタル新大阪ビル1003

TEL: 06-6308-1190 FAX: 06-6308-1086
E-mail: kuni@fatigue.co.jp
URL: http://fatigue.co.jp
製品／サービスのご紹介

VM500 は疲労・ストレスの客観的評価を行う為に、パソコンではな

く、タブレットを使い安価で簡便に使用していただく事を目的に開発
しました。昨年より神奈川県庁様にて未病対策として県内企業・住民
を対象に実施している「マイBE-BYOカルテ」に於いて17社525名
の被験者を対象としてVM500を使った「疲労の見える化モデル事
業」を行っております。
製品／サービス名
（VM302）の製造販売
● 疲労・ストレス測定システム
● 疲労時計（VM500)の製造販売 NEW
● 抗疲労に係る様々な機器を使った治験支援・抗疲労製品の評価

NEW

出展社プロフィール
A-02

ブイキューブ

〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-1-1

URL: https://jp.vcube.com/

医薬品・医療機器

中目黒GTタワー20F

製品／サービスのご紹介

製品／サービス名

医薬品・医療機器

〒108-0075 東京都港区港南2-12-23 明産高浜ビル
担当部署: ビジネスソリューション本部

TEL: 03-5463-7577
URL: http://www.kibit-platform.com/

〒141-0021

東京都品川区上大崎3-5-8 アクロス目黒タワー3F

URL: http://proactiv.co.jp

発売以来13年連続シェアNo.1のニキビケア商品「プロアクティブ」
を販売する「ザ・プロアクティブカンパニー」より、乾燥・かゆみ・刺激
などの肌悩みのためのボディケア「セタフィル® レストラダーム®」
をご紹介します。

A-13 FRONTEOヘルスケア

医薬品・医療機器

〒108-0075 東京都港区港南2-12-23 明産高浜ビル
TEL: 03-5463-6330
http://www.fronteo-healthcare.com/
製品／サービスのご紹介

製品／サービスのご紹介
膨大なテキストを読み込み正しい情報を選出する、独自開発の人工
知能「KIBIT（キビット）」を活用した製薬企業向けソリューションを、
ファーマコビジランスを中心に事例と共にご紹介いたします。
桜の花が咲き誇る、会場内でも目を引く展示ブースでは、無料で抹
茶ラテと花見団子を皆様にご提供する予定です。是非お立ち寄り下
さい。皆様のご来場を心よりお待ちしております。
製品／サービス名
（KIBIT Knowledge Probe）
● ファーマコビジランス
● コンプライアンスチェック
（KIBIT Knowledge Probe）
● 論文検索（KIBIT Knowledge Probe）
● 特許検索（KIBIT Patent Explorer）
共同出展社

膨大なテキストを読み込み正しい情報を選出する、独自開発の人工
知能「KIBIT（キビット）」を活用した製薬企業向けソリューションを、
ファーマコビジランスを中心に事例と共にご紹介いたします。
桜の花が咲き誇る、会場内でも目を引く展示ブースでは、無料で抹
茶ラテと花見団子を皆様にご提供する予定です。是非お立ち寄り下
さい。皆様のご来場を心よりお待ちしております。
製品／サービス名
（KIBIT Knowledge Probe）
● ファーマコビジランス
● コンプライアンスチェック
（KIBIT Knowledge Probe）
● 論文検索（KIBIT Knowledge Probe）
● 特許検索（KIBIT Patent Explorer）
共同出展社

FRONTEOヘルスケア

ヘルスグリッド

ザ・プロアクティブカンパニー

共同出展社
ネスレ スキンヘルス

● Web講演会
● 双方向ライブ
（Web講演会）
● 動画配信

B-27

予防・未病

製品／サービスのご紹介

ブイキューブは9年連続 日本国内シェアNo.1の実績。手軽で低コス
トながら、高品質なライブコミュニケーションサービスを提供してお
ります。

A-13 FRONTEO

C-24

FRONTEO
予防・未病

製品／サービスのご紹介
＜パネル展示＞
実年齢から身体年齢アセスメントによる意識革命で日本を活性化

D-23

予防・未病

ヘルスケアIoTコンソーシアム

〒102-0083

東京都千代田区麹町3-2-5 垣見麹町ビル別館4F
株式会社ニューチャーネットワークス内

TEL: 050-3381-9547 FAX: 03-5226-8944
E-mail: info@healthcareiotcons.com
URL: https://healthcareiotcons.com/
製品／サービスのご紹介

ヘルスケアIoTコンソーシアムは、個人の健康・行動・環境等のデータを
個人が管理・運用し、個々人が自身の生活の質を向上させるために健
康意識を高め行動変容を起こす「ヘルスケア情報流通インフラ」とそ
れを支える
「IoTプラットフォーム」を構築し、ヘルスケア関連産業の活
性化、新規事業の創出支援、国民医療の経済性向上を目的とした産業
界横断的組織です。

出展社プロフィール
C-17 Box Japan

医薬品・医療機器

C-28

予防・未病

マピオン

〒108-0023 東京都港区芝浦3-19-26 トッパン芝浦ビル
担当部署: セールスプランニング部

共同出展社
伊藤忠テクノソリューションズ

TEL: 03-3769-3501
URL: http://www.arukuto.jp/
製品／サービスのご紹介

マピオンの提供するウォーキングアプリ
『 aruku&（あるくと）』は、
ウォーキングにゲーム要素を付加し、楽しくウォーキングが続けられる
スマートフォンアプリです。自治体や企業、健保組合様の健康インセン
ティブプログラム等の健康増進施策にご活用いただけます。
製品／サービス名
（あるくと）
● aruku&

B-06

ミーカンパニー

医薬品・医療機器

〒160-0004 東京都新宿区四谷4-33-2 マーキュリースクエア2F
担当部署: データベース事業部

E-mail: info@mecompany.me
URL: http://scueldata.me

C-12

医薬品・医療機器

メディウィル

〒102-0083 東京都千代田区麹町3-5-2 BUREX麹町207
担当部署: 事業開発部

TEL: 03-3263-5644
URL: http://www.mediwill.jp
製品／サービス名

製品／サービスのご紹介
医療・薬局・介護領域のデータベース
（SCUEL データベース）を独自
に開発し、法人向けサービスとして提供、
メンテナンスするサービス。
全 国の病院・診療所・歯科 診 療所・薬局・介護事業所を網 羅して おり、
SFA/CRM やGIS と連携することで、マーケティング調査や営業支
援、顧客サポート、医療経営の分析等など幅広い用途にご活用いた
だけます。

● いしゃまち 患者向けデジタル広告

NEW

製品／サービス名
●
●
●
●

SCUEL医療機関データベース
SCUEL薬局データベース
SCUEL介護データベース
SCUEL for MR

A-12 Medical Compass

医薬品・医療機器

A-09

医薬品・医療機器

メディカル・データ・ビジョン

〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町7 住友不動産神田ビル10F
担当部署: EBM事業部

TEL: 03-5283-6911 FAX: 03-5283-6811
E-mail: ebm_sales@mdv.co.jp
URL: http://www.mdv.co.jp
製品／サービス名

●「MDV analyzer」
● WEB検索ツール「MDV analyzer for Academia」
● アドホックサービス「集計レポート提供」
● アドホックサービス「データセット提供」

出展社プロフィール
B-21

メディカルローグ

医療＆介護サポ−ト

〒141-0022

東京都品川区東五反田5-22-37
オフィスサークルN五反田405
担当部署: マーケティング部

B-14

医薬品・医療機器

メディデータ・ソリューションズ

〒100-7029 東京都千代田区丸の内 JPタワー29F
担当部署: マーケティング部

TEL: 03-4588-0895 FAX: 03-5222-2202
URL: https://www.mdsol.com/jp/

TEL: 03-6409-6528
E-mail: info@m-d-l.co.jp
URL: http://m-d-l.co.jp

製品／サービスのご紹介
メディデータは、先進的なアプリケーションと高度なデータ分析能力
により臨床開発に変革をもたらすソリューションを、ライフサイエン
ス業界向けにクラウドベースで提供するリーディングカンパニーで
す。メディデータは、世界トップのグローバル製薬企業25社のうち、
17社の有望な治療法の臨床試験設計および計画から実施、管理、報
告に至るまでの生産性と品質の向上を支援しています。
製品／サービス名
● Medidata RaveX NEW
● Medidata Patient Cloud NEW
● Medidata Centralized Statistical Analytics

B-27

メドレー

医療＆介護サポ−ト

A-01

薬事日報社

医薬品・医療機器

〒101-8648 東京都千代田区神田和泉町1
担当部署: 営業本部 営業推進部

製品／サービスのご紹介

TEL:03-3862-2141 FAX: 03-3866-8495
E-mail: shindo_t@yakuji.co.jp
URL: http://www.yakuji.co.jp

＜パネル展示＞
×
「CLINICS」構想
医療をもっと身近に 「MEDLEY」

製品／サービス名
●【新聞】薬事日報 NEW
●【新聞+電子版】薬事日報 NEW
●【書籍】医療機器製造販売申請の手引2017 NEW
●【書籍】医療機器への参入のためのガイドブック
●【書籍】GMP教育訓練テキスト
●【書籍】
カラー図解 よくわかる薬機法 全体編
●【書籍】
カラー図解 よくわかる薬機法 医療機器・体外診断用医薬品編
●【書籍】基礎から応用までよくわかる！化粧品ハンドブック
●【書籍】医薬品添加物事典2016
●【書籍】ヘルスケア分野における産学連携ガイドブック

B-18 UL Japan

医薬品・医療機器

C-05

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館6F
担当部署: ライフ＆ヘルス事業部

TEL: 03-5293-6080 FAX: 03-5293-6090
E-mail: medical.jp@ul.com
URL: http://www.uleduneering.com/

リーズンホワイ

医薬品・医療機器

〒105-0001

東京都港区虎ノ門5-11-1
オランダヒルズ森タワーRoP1201
担当部署: 営業部

TEL: 03-5530-8297 FAX: 03-6809-1106
E-mail: info@reasonwhy.jp
URL: https://www.reasonwhy.jp/

製品／サービスのご紹介
ライフサイエンス業界向け教育管理ソリューション：ComplianceWire® を
展開。米国を中心にグローバルで450 社を超える企業に採用されています。
FDA との共同研究開発契約（CRADA）に基づき、FDA 査察官の自己学習
ツールとしても採用されるなど、特にFDA からの認知度が高いのが特徴で
す。また、FDA 規制の解説、QSR、査察対応関連のアドバイザリーも提供し
ています。

製品／サービスのご紹介
「医療 × IT」で患者と専門医を繋ぎ、全人類の寿命を1秒伸ばすこと
を目指して各種サービスを展開しています。
WhytPlotは、個別医療機関の実績値を「データ」で可視化し、企業様
のエリアマーケティングのあり方を変革するための戦略ツールです。
製品／サービス名

製品／サービス名
（ComplianceWire ）
● 医薬品、医療機器業界向け、教育管理システム
● FDA規制調査、定期情報提供
● FDA査察対策支援
● FDA模擬査察
● ライフサイエンス業界参入支援
®

●
●
●
●
●

WhytPlot エリアマーケティング
WhytPlot PLUS
Whytlink
yourHospital
Find me

出展社プロフィール
A-06

リープ

医薬品・医療機器

〒141-0001

東京都品川区北品川5-5-15 大崎ブライトコア4F
TEL: 03-3440-7507 FAX: 03-6684-4070
URL: http://www.leapkk.co.jp/
製品／サービスのご紹介

MR/MSLを対象としたｍCARE Program は情報提供品質の医師

視点の評価・分析、その結果を活用した育成とトラッキングによって
効果的・効率的・魅力的なソリューションシステムを提供します。
「ある
べき姿」と
「現状」のギャップ分析による課題抽出と教育工学に基づく
学習方略（トレーニングプラン）でMR/MSL の パフォーマンス向上
を効果的・効率的・魅力的に支援します。
製品／サービス名
● MR/MSL評価、分析・診断プログラム
● MR/MSL実践型トレーニング・アセスメントプログラム（ロールプレイ/OJT）
● マネジャー向けOJTスキルトレーニング
● OJT支援システム・研修フォローアップ支援システム
● MR/MSL向けスキルトレーニング、
ドクターインサイト・
トレーニング
● 人工知能によるプロモーションストーリー分析サービス

B-27

リクルートライフスタイル

医療＆介護サポ−ト

製品／サービスのご紹介
＜パネル展示＞
スマホでできる、精子セルフチェック『 Seem（シーム）』

D-24

予防・未病

リキッド・デザイン・システムズ

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 クレシェンドビル
担当部署: 管理部

TEL: 045-620-0703
E-mail: info@liquiddesign.co.jp
URL: http://www.liquiddesign.co.jp
製品／サービスのご紹介

IoT呼吸センサー「トロイメライ」は独自のバイタルセンサを利用し
て、睡眠中のバイタル情報（呼吸数）をiPhone のヘルスケア・アプリ
に記録する。加えて、呼吸数のみならず、離床/着床、体動を含んだ睡
眠状態をリアルタイムでクラウドにも記録できる
（特許取得済）。ま
た、同時に4人までの睡眠状態を1台のiPad 端末上で音やアイコン
を使いシンプルな表示が可能。
製品／サービス名
● IoT 呼吸センサー「トロイメライ」NEW
● IoT Babyモニター（開発中）NEW

D-27

予防・未病

ロコモ チャレンジ！推進協議会

〒113-8418 東京都文京区本郷2-40-8 公益社団法人 日本整形外科学会内

TEL: 03-6441-4610
E-mail: contact@locomo-joa.jp
URL: https://locomo-joa.jp/
製品／サービスのご紹介

あなたのロコモ度は？
現在の自分自身の移動機能の状態を把握し、
【 ロコモティブシンド
ローム】の段階を調べる『ロコモ度テスト』を実践しませんか。サポー
トツールがあれば、もっと簡単に、もっと正確にロコモ度を知ること
ができます。社員の健康増進など、是非ご活用下さい。
製品／サービス名
（木製）
● ロコモ度テスト立ち上がりテスト用ボックス
● ロコモ度テスト立ち上がりテスト用ボックス
（強化段ボール製）
● 2ステップテスト用マット

