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F-1  10:30▶12:00　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

フィンランドにおけるパーソナライズ医療の発展  逐次通訳

ビジネスフィンランド　投資促進部門　ヘルスケアビジネス　ディレクター　ノラ・カーレラ 氏

フィンランドは何十年にもわたるヘルスケアに関する研究、設備、広範囲をカバーする国民健康保険制度への投資を積み重ねた結果、ヘルスケ
ア産業大国の一つとなりました。世界最高レベルのバイオバンク、広範囲にわたるヘルスケアに関する情報データバンクとイノベーションを促
進する制度はパーソナライズされた医療を発展させ、競争力の高い環境を生み出しました。日本の皆さまに、フィンランドの最先端ヘルスケア
制度をご紹介させていただき、日本における医療イノベーションの促進にも寄与できればと思います。

F-2  13:00▶13:45　　　　　　　　　　　　　　　

機械学習の自動化が可能にするAIの民主化が製薬業界を変える
DataRobot Japan　チーフデータサイエンティスト　シバタ アキラ 氏

製薬業界における機械学習の利用が大きく進んでいます。創薬研究開発や、営業マーケに至るまで、様々なところでAIの利用事例が生まれ、既
に大きなインパクトを生みつつあります。最新の機械学習活用のご紹介に加え、今後企業での機械学習の浸透と民主化における新たな可能性
とチャレンジについてお話します。

F-3  14:00▶14:45　　　　　　　　　　　　　　

健康意識をあげる戦略PR
ブルーカレント・ジャパン　代表取締役社長　本田 哲也 氏

日本のスマホ普及率は8割を超え、ソーシャルメディア利用者は7千万人を突破しました。情報過多、選択肢の多様化が進み、生活者を動かすこ
とはますます難しくなっています。ヘルスケアの領域においても、多くの人々の健康意識をあげ、習慣や行動を変えていくには、新しいやりかた
での情報発信やコミュニケーションが求められています。戦略PRとは、「世の中を舞台にした情報戦略」であり、その究極の目的は「人の行動を
変えること(=ビヘイビア・チェンジ)」です。ヘルスケア領域において行動変容を起こすには、どのような発想が必要か。国内外の最新PR事例を通
じて、その秘訣を解明していきます。

WEB事前登録
全セミナー

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受講を
いただけます。講演開始のおよそ10分前に各セミナー会場にてご確認ください。4月18日水

セミナースケジュール

東京ビッグサイト　会議棟 6F　607・608会議室

ヘルスケア産業大国、フィンランドに学ぶ　最先端のヘルスケア



A会場 B会場 C会場 D会場 E会場

A-1 10:30▶11:15　
ヘルスケアにおける課題のICTによる
解決を探る：米国と欧州の事例から

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 

A-2 11:30▶12:15　
遠隔医療の現状と展望　
～オンライン診療の知識をアップデートする～

京都府立医科大学　
眼科学教室　加藤 浩晃 氏

 [企画協力： 日本遠隔医療学会]

A-3 13:00▶13:45　
CPAP遠隔モニタリング
～遠隔診療に初の診療報酬化～

社会医療法人春回会　
井上病院　副院長　吉嶺 裕之 氏

 [企画協力： 日本遠隔医療学会]

C-2 11:30▶12:15　
世界初！　内視鏡画像人工知能診断
システムについて
～ピロリ菌胃炎と胃がんをAIで診断～

AI Medical Service Inc.　CEO／
医療法人ただともひろ胃腸科肛門科　
理事長　多田 智裕 氏

C-4 14:00▶14:45　
ICTで変わる薬局の現状と未来

グリーンメディック
代表取締役　本局　管理薬剤師　多田 耕三 氏

KAKEHASHI
代表取締役CEO　中尾 豊 氏

C-5 15:00▶15:45　
医療過疎に対する回答としてのオンライ
ン診療とICTを用いた医師同士の互助概
念に基づいたコミュニティー形成

エクスメディオ　
代表取締役・CEO　精神科医　物部 真一郎 氏
CMIO / 整形外科医　竹村 昌敏 氏

B-5 15:00▶15:45　
医療分野におけるブロックチェーン
活用の現状と可能性

医療ブロックチェーン研究会 
会長／
国立保健医療科学院　
研究情報支援研究センター長／
ITヘルスケア学会 
代表理事　水島 洋 氏　

 [企画協力： ITヘルスケア学会]

B-6 16:00▶16:45　
ブロックチェーン時代の医療情報
データ取扱いにおける考え方
～データ取り扱いに関する意識をどの
ように変えねばならないのか?～

TRIART     
代表取締役　今津 研太郎 氏

 [企画協力： ITヘルスケア学会]

D-6 15:15▶15:45　
ヘルスケア事業における遠隔診療の
活用可能性と深層学習を用いた健康
予測技術等のご紹介

情報医療
代表取締役　原 聖吾 氏

D-1 10:30▶11:00　
AI ・ビッグデータを活かし、医療の課
題解決目指す 
―立命館大学と草津総合病院の共同
プロジェクトー

社会医療法人誠光会 草津総合病院
糖尿病・内分泌内科　医員　手塚 祐司 氏
立命館大学
先端ICTメディカル・ヘルスケア研究センター長
陳 延偉 氏

B-1 10:30▶11:15　
医療ビッグデータ/RWDは医療にイノ
ベーションを起こせるか?
～医薬品の開発、販売活動に向けた
解析例とその限界・課題に挑戦する～

東京大学大学院薬学系研究科　
ファーマコビジネス·イノベーション教室  
特任准教授　清水 央子 氏

B-3 13:00▶13:45　
18年度改定から読み解く次世代デジ
タルマーケティング
－産業構造転換で突き付けられた
MRの生産性向上－

ミクス
代表取締役　ミクス編集長　沼田 佳之 氏

E-3 13:00▶13:30　
テキストマイニング技術を活用した
文献・知財等のビックデータ分析事例

クラリベイト・アナリティクス・ジャパン
リサーチ&コンサルティングサービス部門
マネージングコンサルタント　田代 浩司 氏

E-4 13:45▶14:15　
Boxによるデジタル変革の実現と加速～
Box GxP Validation, Zonesのご紹介～

Box Japan
エンタープライズ営業2部
アカウントエグゼブティブ　永田 英三 氏

E-1 10:30▶11:15　
創薬R&Dにおける最高精度AI開発、AI人材育成・
採用を同時に達成する唯一の方法 ～オープン型
AI創薬戦略の世界的潮流～

SIGNATE
代表取締役社長CEO/CDO
齊藤 秀 氏

D-2 11:30▶12:15　
製薬会社におけるセールス&マーケティングの最
適化～Marketing Automationと意思決定支援
テクノロジーとの連携可能性～

マルケト
営業本部　アカウントエグゼクティブ
大田 幸嗣 氏
AKTANA
ナショナルセールスディレクター　丸山 冬樹 氏

E-5 14:30▶15:00　
データインテグリティへの対策
～今できる DI 対策～
～コンプライアンス・コンサルティングサービス～

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
ラボエンタープライズ部門　椎名 秀樹 氏

E-6 15:15▶15:45

カスタマーエクスペリエンスを
高めるMRの情報提供
「対話×思考の質的データアナリティ
クスで情報提供を可視化」

リープ
取締役　荒木 恵 氏

E-7 16:00▶16:45

機能訴求から体験へ、VR・ARを
活用した一般用医薬品の情報提供と
コミュニケーション

ライオン
コミュニケーションデザイン部　阿曾 忍 氏

D-4 13:45▶14:15　
医療専門音声認識エンジンや適応症粒度の
医薬品マスタを活用した医療関連ビジネス
（アプリ開発、SFA対応、AIレコメンド）のご提案
アンテリオ
執行役員　事業開発部長　佐藤 暢章 氏
アドバンスト・メディア
医療事業部 開発部長　岩瀬 浩一 氏
医薬情報研究所
情報・出版部　部長　早稲田 高司 氏

D-5 14:30▶15:00　
ライブ映像で遠隔医療を変える ～医
療分野におけるライブ・コミュニケー
ション活用の最前線

Vidyo Japan
ビジネス開発本部　本部長　佐別當 雅美 氏
 

D-7 16:00▶16:45　
在宅患者様の服薬管理と多職種連携、遠
隔地に住むご家族の見守りに資するIoT化
した服薬支援機器「eお薬さん」のご紹介

エーザイ
hhcソリューション本部 
ソリューション企画推進部
ディレクター　辻本 道彦 氏
平成29年度（第35回）ＩＴ賞 「ITビジネス賞」受賞
記念講演（主催：公益社団法人 企業情報化協会）

A-6 16:00▶16:45　
医療・製薬からみるライフサイエンス
分野へのAI利活用

京都大学大学院医学研究科　
人間健康科学系専攻臨床看護学講座　
ビッグデータ医科学分野
教授　奥野 恭史 氏 

B-2 11:30▶12:30　
健康保険組合の活用による健康経営の推進
―人材派遣健康保険組合の活動内容と事業
主との連携事例―

人材派遣健康保険組合
常務理事　伊藤 康子 氏
業務部　部長　佐藤 貴弘 氏

【モデレーター】
セルメスタ　代表取締役　熊倉 利和 氏

A-4 14:15▶15:30　
伊藤忠の健康経営を実現する
ソリューションと実例のご紹介
（経営課題～分析～施策実施）

スポルツ
ディレクター ヘルスコーチ　
（一財）生涯学習開発財団認定コーチ　
里見 将史 氏

伊藤忠商事
情報·金融カンパニー　情報·通信部門　
情報産業ビジネス部　ITビジネス第三課　
主任　宮本 剛 氏
NTTドコモ
法人ビジネス本部　第二法人営業部　
第四営業　第二担当　主査　鈴木 隆行 氏

ウェルネス·コミュニケーションズ
ヘルスケアIT事業部　デジタルヘルス事業開
発責任者　林 早苗 氏

B-4 14:00▶14:45

松本ヘルスバレー構想の取組み
～官民連携の必要性について～

松本市　　　
商工観光部　
健康産業企業立地担当部長　小林 浩之 氏

C-1 10:30▶11:15　
『健康経営』というビジネスチャンス
の到来

DeNA
CHO室　室長代理　平井 孝幸 氏 

D-3 12:45▶13:30　
企業成長の手段となる「健康経営」
～従業員の健康・幸福を高める「Well－
Being経営」の実現にむけて～

アイ・ネット・リリー・コーポレーション
人材開発室　管理栄養士　岩重 希依 氏
DeNA
CHO室　室長代理　平井 孝幸 氏

 C-3 13:00▶13:45　
地方創生と健康づくり　
－タニタグループの取り組み事例―

タニタヘルスリンク
取締役　土志田 敬祐 氏

C-6 16:00▶16:45　
東京都の中小企業における健康経営の
取り組み

全国健康保険協会
東京支部　保健グループ　グループ長補佐
三上 竜也 氏
サンシン電気
執行役員CAO兼CFO　真船 悠子 氏
VOYAGE
代表取締役　新井 卓二 氏

E-2 11:30▶12:30　
職人依存の医薬品研究を超えるAI駆
動型ドラッグデザイン

Dassault Systemes Biovia Corp.
BIOVIA Scientific R&D Development 
Senior Manager　Leo Bleicher

逐次通訳

WEB事前登録
全セミナー

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受講を
いただけます。講演開始のおよそ10分前に各セミナー会場にてご確認ください。4月18日水

セミナースケジュール

K-1 9:00▶10:00　　　　　　　　　　　　　　　 基調講演

ヘルスケア産業のデジタル経営革命
～日本のヘルスケアビジネスへの提言と処方箋～

アクセンチュア
製造・流通本部
アジア・パシフィック　医薬品・医療機器産業グループ総括
マネジング・ディレクター　永田 満 氏



A会場 B会場 C会場 D会場 E会場

K-2 9:00▶10:00　　　　　　　　　　　　　　　 基調講演
デジタルヘルスケアイノベーション
経済産業省
ヘルスケア産業課　課長　西川 和見 氏　

A-7 10:30▶11:15　
認知症予防をめざしたオンライン健
常者レジストリ、IROOP

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
脳病態統合イメージングセンター        
センター長　松田 博史 氏

 [提供： 日鉄日立システムエンジニアリング]

B-7 10:15▶11:15　
最先端の機械学習による行動予測 
～ ヘルスケア分野への活用法と有用性
The state of the Art in Behavioral 
Machine Learning for Healthcare

シリコンスタジオ
データサイエンスPJ　チーフデータサイエンティスト
アフリカ・ペリアネーズ 氏

逐次通訳

C-8 10:30▶11:15　
神奈川県大磯町における健康寿命延伸
の取組み ー高齢者の運動器機能維持・
向上率が8割を超えた取り組みとは?ー
【プレゼンター】
社会福祉法人 恩賜財団 済生会湘南平塚病院
整形外科 顧問／元東海大学体育学部生涯スポーツ学科
教授／現「おおいそアンチロコモ教室」顧問　中村 豊 氏 
【モデレーター】
アルケア　ヘルスケア事業部 部長　関 良一 氏

A-8 11:30▶12:45　
ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト 
2018　～2018年開催のレビュー～

経済産業省

[ファイナリスト企業]
iCARE、OQTA、PREVENT、ユカシカド、
mediVR

 

A-9 13:00▶13:45　
H28年度　経産省の健康寿命延伸産
業創出推進事業の事業採択を受け実
証事業を行った【ICTリハ】

エムダブルエス日高
代表取締役社長　北嶋 史誉 氏

A-12 16:00▶16:45　
認知症・軽度認知障害の方やそのご家族の
ためのICT コミュニケーションツール「わ
すれなびと」のパイロットスタディについて

東京大学　医学部附属病院　
神経内科　岩田 淳 氏

C-11 14:00▶14:45　
PX(患者経験価値)の最新動向 
～海外病院及び日本のPX概況～

スーペリア／日本ペイシェント・エクスペリエンス研究会
代表取締役社長　曽我 香織 氏

C-10 13:00▶13:45　
自律型移動ロボットを用いた院内搬
送システムの実証実験－開始時の状
況について－

名古屋大学医学部附属病院
メディカルITセンター　
システム管理部門長 / 病院助教
山下 暁士 氏

B-11 15:00▶15:45　
ゲノム多型解析サービス利活用の事例
紹介と九州大学別府病院及びヤフーの
共同研究について

九州大学医学部　
別府病院　外科　教授　三森 功士 氏
ヤフー
CISO室　ゲノムR&D
サービスマネージャー　井上 昌洋 氏

B-12 16:00▶16:45　
製薬会社の営業革新への挑戦　
～5年後、10年後のあるべき姿を描く～

田辺三菱製薬     
営業本部　マーケティング部　
デジタルマーケティンググループ
グループマネージャー　齊藤 浩史 氏

C-13 16:00▶16:45　
申請電子データ提出に伴う部門間・
企業間連携

CACクロア    
臨床開発事業部　
レギュラトリーソリューション部　
eSubmissionグループ
チーフ　石守 伸崇 氏

E-10 13:00▶13:30　
これからWeb講演会の実施・検討を行
う企業が、理解しておきたいポイント

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
課長　伊藤 智宏 氏

E-12 14:30▶15:00　
学術集会データのマーケティング効
率化への活用について
～KOL抽出、DRの関係／思考性推
測の可能性～

医薬情報ネット
代表取締役　金子 剛章 氏

E-13 15:15▶15:45

エリアにおける講演会のWeb化と
そのトレンド

エムスリーデジタルコミュニケーションズ
マネージャー　倉内 彰 氏

E-14 16:00▶16:45　
患者目線の疾患啓発サイトの作り方。
進化する製薬企業のデジタルマーケ
ティング

メンバーズグループ
MOVAAA(ムーヴァー) 
代表取締役社長　長野 清哉 氏

B-8 11:30▶12:15　
医療費の削減のための
フォーミュラリーの有用性

日本医薬総合研究所
病院コンサルタントグループ 
部長　増原 慶壮 氏

C-9 11:30▶12:15　
製薬企業における統合型マーケティングの
実践 -医師のインサイトに基づいたストー
リー型のコミュニケーション戦略とは-

インテグレート
代表取締役CEO　藤田 康人 氏

E-8 10:30▶11:15　
ジェネリック医薬品×IT：新たな医薬品
情報データベースで、ジェネリックに
さらなる安心を

榎本薬品
代表取締役　社長・医師　榎本 真宏 氏

E-9 11:30▶12:00　
ベンダーの保守切れに伴う、
病院情報システム更新の課題を解決
データ移行不要で永久利用が可能なストレージ

ピュア・ストレージ・ジャパン
社会基盤営業部　部長　山本 純 氏

A-10 14:00▶14:45　
ファーマコビジランス2.0
～顧客は行政か患者さんか～

中外製薬
安全性リアルワールドデータサイエンス部長
青木 事成 氏

B-10 14:00▶14:45

地域包括ケア時代のディテーリングを
製薬メーカーとともに考える

ブイキューブ
営業本部　副本部長
メディカルヘルスケア推進グループマネージャー
佐藤 博史 氏

B-9 12:45▶13:45

企業の価値向上につなげる健康経営とは
～Apple Watchを活用した健康経営施
策の試み～

ヤフー　　　
グッドコンディション推進部　
部長　市川 久浩 氏
Phone Appli　　　　
代表取締役　石原 洋介 氏

A-11 15:00▶15:45

メンタルヘルス不調者の休職・復職の実践
的対策！  ルール作成×産業医×ＩＴ活用が成
功のカギ！

特定社会保険労務士/シニア産業カウンセラー/
キャリアコンサルタント/メンタルヘルス法務主任者
舘野 聡子 氏
エムステージ　　　
執行取締役　鈴木 友紀夫 氏

D-8 10:30▶11:15　
美容・健康市場最前線～
進化するビューティテック、サービス
や商品のパーソナライズ化

アイスタイル
Beauty Tech.jp 編集部　
プロデューサー　矢野 貴久子 氏
ダイエット&ビューティ
編集長・事業部長　江渕 敦 氏

C-12 15:00▶15:30　
埼玉県における糖尿病重症化予防

埼玉県　
保健医療部　健康長寿課 

D-9 11:30▶12:30　
健康経営における健康投資のリターンを
最大化するSCSKの広報戦略

SCSK  
法務・総務・広報・CSRグループ
広報部　広報課　杉岡 孝祐 氏
山野美容芸術短期大学
特任教授　新井 卓二 氏

D-11 13:45▶14:15　
伊藤忠商事にて導入中の健康経営施策
のご紹介

伊藤忠商事
情報・金融カンパニー　情報・通信部門　
情報産業ビジネス部　ITビジネス第三課
主任　宮本 剛 氏

E-11 13:45▶14:15　
プレゼンティーズム指標WHO-HPQ
のエビデンスと生産性可視化、IT活用
による実社会への応用事例

産業精神保健研究機構RIOMH 代表理事
国際医療福祉大学医学部
教授　宮木 幸一 氏

D-10 13:00▶13:30　
最先端の健康経営企業や地域医療連携で活用
されるヘルスケアソリューション
「健康からだコンパス　LifeRoute」のご紹介

キーウェアソリューションズ
官公システム事業部　第三システム部
部長　畠山 和哉 氏

D-12 14:30▶15:00　
健康経営を睡眠で支援する

O: (オー)
Founder / CEO　谷本 潤哉 氏

D-13 15:15▶15:45　
ヘルステック分野のビジョンと
パートナーシップ戦略

アクサ生命保険
取締役　専務執行役 兼 
チーフマーケティングオフィサー
松田 貴夫 氏

D-14 16:00▶16:30　
健康経営にオフィスリラクゼーションと
ＷＥＢカルテを取り入れてみませんか

VOYAGE
代表取締役　新井 卓二 氏

WEB事前登録
全セミナー4月19日木

セミナースケジュール

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受講を
いただけます。講演開始のおよそ10分前に各セミナー会場にてご確認ください。



A会場 B会場 C会場 D会場 E会場

K-3 9:00▶10:00　　　　　　　　　　　　　　　 基調講演

保険者機能の強化に向けて～第2期データヘルス計画への期待

厚生労働省
保険局　保険課長　安藤 公一 氏

A-13 10:30▶11:15　
服薬アドヒアランスを測定できる世
界初デジタルメディスンについて

Otsuka Pharmaceutical Development 
& Commercialization, Inc.
Global CNS Business　
Vice President　倉橋 伸幸 氏

B-13 10:30▶11:15　
新薬の適応症の変化に対応したフォーキャ
スティング 
－ 生活習慣病から希少疾患、個別化医療へ －

ファーマビジネスアナリスト
石橋 幸雄 氏

A-14 11:30▶12:30　
（一部）ICTを活用した糖尿病重症化

予防の取り組み
東埼玉総合病院　
地域糖尿病センター　
センター長　中野 智紀 氏

（二部）地域医療でのICT活用を支え
るとねっとの取り組み

埼玉利根保健医療圏医療連携推進協議会　
システムWGリーダー　栗原 智之 氏　　

A-18 16:00▶16:45　
患者の想いに寄り添う
患者・家族中心の地域医療・介護連携
を支えるICTツール「ナラティブブッ
ク秋田」

伊藤医院
院長　伊藤 伸一 氏

A-17 15:00▶15:45　
AI利活用による介護の働き方改革

エクサウィザーズ
代表取締役社長　石山 洸 氏

E-17 13:00▶13:30　
エムスリーデジタルコミュニケーショ
ンズが提案する次世代Web講演会

エムスリーデジタルコミュニケーションズ
小泉 剛 氏

E-16 11:30▶12:00　
医者が喜ぶMRのトークを数値化、AIによる自動採
点で指導コストを大幅削減！
～製薬4社・他業界60社の実績から見えてきた「優秀
なMRは、品目やエリアでトークを変えられる」～

コグニティ
代表取締役　河野 理愛 氏

D-17 13:00▶14:40

～国内最大 30万人以上参加のよこは
まウォーキングポイント事業とは～
健康データの一元管理システム

【13:30-14:20】
自治体の成功事例 
『よこはまウォーキングポイント事業』
[講演]  横浜市
健康福祉局健康安全部保健事業課　
担当課長　粟屋しらべ氏

【14:25-14:40】
サービスシステム紹介『健康マイレージ』
[講演]  ドコモ・ヘルスケア

 D-18 15:00▶16:10　

～健康ステーションと自宅等の垣根を
超えたITプラットフォームとは～

【15:00-15:50】
サービスシステム紹介『健康ポイント』
[講演]  ベネフィットワン・ヘルスケア
取締役　企画部　管掌役員　河原 章 氏

【15:55-16:10】
プラットフォーム紹介 『オムロンコネクトPro』
[講演]  オムロン ヘルスケア

C-18 14:00▶14:45　
広がるAI活用の可能性！Watsonを
利用したコールセンター支援システ
ムの導入

第一三共
製品情報部　
製品情報企画グループ長　小林 典貴 氏
IT企画部 企画グループ 　
課長代理　朝生 祐介 氏

E-19 14:30▶15:00　
動画プラットフォームで解決！これからのMR営
業に求められる新たな顧客アプローチの手法に
ついて、効率的なディテーリングを求められる
製薬業界に向けた新たなツールをご紹介
ブイキューブ　営業本部　副本部長
メディカルヘルスケア推進グループマネージャー
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-20 15:15▶16:00　
薬局薬剤師による慢性疾患患者支援ツール:
RxING Practice Tool を使った糖尿病患
者療養支援の効果とデータベースの構築

京都大学大学院医学研究科 
健康情報学 研修員
University of Alberta EPICORE Centre 
Research Fellow　岡田 浩 氏

E-21 16:15▶16:45　
医薬品・医療機器開発、製造販売後の調査等
に利活用可能な疾患登録システム（患者レジ
ストリ）のご紹介

日立製作所
ヘルスケアビジネスユニット
主任技師　佐藤 恵一 氏

B-14 11:30▶12:30　
エリア戦略に活かすマルチチャネル
とＡＩ活用の新潮流

【モデレーター】ミクス　
代表取締役　ミクス編集長　沼田 佳之 氏
【パネラー】
アストラゼネカ　　
コマーシャルエクセレンス本部　 
カスタマーリレーションシップマネジメント&
デジタルマーケティング部　部長　山下 篤志 氏
実務薬学総合研究所　　
教育事業部　担当薬剤師　水 八寿裕 氏
海外文献サービス　　　
マーケティング監査人　佐藤 龍太郎 氏

B-16 14:30▶16:15

従業員が前向きに取り組み
“結果健康になる”健康サービス

【モデレーター】
スポルツ　
HealthBizWatch他ヘルケアメディア·ディレクター
渡辺 武友 氏
富士通ゼネラル　
健康経営推進室　室長　兼　人材開発部
主席部長　佐藤 光弘 氏　　　

【プレゼンテーター】
日立製作所　
ヘルスケアビジネスユニット　
担当部長　川上 昌毅 氏
東京メンタルヘルス　
法人事業部　武藤 収 氏
ウィット　
あすけん事業部　法人事業部　
部長　今木 慈子 氏
Noom Japan　
代表　Country Manager　濱嵜 有理 氏
WINフロンティア　
取締役CAO　博士（工学）　駒澤 真人 氏

B-15 13:00▶14:15

海外事例にみる健康経営のヒント

スポルツ　　　　
HealthBizWatch他ヘルケアメディア・ディ
レクター　渡辺 武友 氏　
　

株式会社富士通ゼネラル　
健康経営への取り組み

富士通ゼネラル　　　　　
健康経営推進室　室長　兼　人材開発部
主席部長　佐藤 光弘 氏　
　

A-16 14:00▶14:45

神奈川県が取り組む、未病指標の構
築及びICTを活用した医療情報の共
有における現状と課題について

神奈川県　　　
政策局ヘルスケア・ニューフロンティア推進
本部室　未病産業グループ　谷 康雄 氏

C-15 10:30▶11:15　
認知症情報学とマルチモーダルヘル
スケア技術が拓く新しい産業と未踏
高齢社会

静岡大学（創造科学技術大学院）
特任教授　竹林 洋一 氏 

D-15 10:45▶11:15　
完全無料クラウド電子カルテを活用した、
“無料で始める”新しい地域医療連携

きりんカルテシステム
代表取締役　山口 太一 氏

C-19 15:00▶15:45　
日本初「糖尿病EQシステム」導入企
業における取り組みの実際～EQを活
用したヘルスケアプログラムご紹介

バンドー化学  
人事部　保健師  松村 祐子 氏 
EQ 
会長　高山 直 氏
【モデレーター】
アイビーシステム　
執行役員　永倉 俊幸 氏

C-20 16:00▶16:30　
資生堂のIoTをベースとしたスキンケ
ア・ソリューション「オプチューン」

資生堂ジャパン
ブランドマネジメント部 
ブランドマネージャー　川崎 道文 氏

D-16 11:30▶12:15　
IT活用×中小企業診断士で推進する！
中小企業の健康経営

健康経営共創ラボ  
森岡 誠希 氏

E-15 10:30▶11:15　
腰痛・肩こり対策で気軽にメンタルヘ
ルス対策を～生産性向上を目的とした
“ポケットセラピスト”のご紹介～

バックテック（京都大学大学院医学研究科 
健康経営プロジェクト研究員）  
経営企画室　代表取締役　福谷 直人 氏

C-16 11:30▶12:15　
介護予防にとどまらず健康寿命延伸
をも目指すロコモの戦略と最新情報

NTT東日本関東病院 
整形外科　主任医長　大江 隆史 氏

C-17 12:30▶13:45　
ビッグデータとAIで製薬企業のセール
スとマーケティングはどう変わるのか

ユーラリス
CEO / 博士　アンドレ・ベイツ 氏

逐次通訳

A-15 12:45▶13:45

AI（人工知能）とコグニティブ・コンピュー
ティングのヘルスケアサービスにおける役
割とビジネス機会の展望

フロスト&サリバン　　　
トランスフォーメーショナル・ヘルスケア部門
デジタルヘルス　インダストリーマネージャー　  
ナターシャ・グラティ 氏　

逐次通訳

メンタル予防を生産性向上に
転換する健康経営における

モバイルヘルス

オムロンヘルスケア　
プライベートセミナー

［企画協力： スポルツ］

E-18 13:45▶14:15　
患者向けデジタルマーケティング入門
～ヘルスケア・マーケティング2018年
最新動向～

メディウィル
代表取締役　城間 波留人 氏

WEB事前登録
全セミナー4月20日金

セミナースケジュール

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受講を
いただけます。講演開始のおよそ10分前に各セミナー会場にてご確認ください。



iCARE
ITヘルスケア学会
アンテリオ  
イートライアル  
伊藤忠商事  
伊藤忠テクノソリューションズ 
医薬情報ネット  
インタラクティブソリューションズ
エー・アンド・デイ  
エス・エム・エス  
SBクリエイティブ  
AnyCare Japan  
NEC
エムステージ  
エムスリーデジタルコミュニケーションズ 
O：
OQTA
オムロン ヘルスケア
神奈川県 
キーウェアソリューションズ 
キュア・アップ  
きりんカルテシステム 

グッピーズ  
ケアネット  
コグニティ  
シーエムプラス  
JSC
Jストリーム  
SIGNATE  
志成データム  
社会情報サービス
シャンティ
情報医療
シリコンスタジオ
スリーゼット  
SELVAS AI
ソニー
ソニーネットワークコミュニケーションズ 
タイムワールド
ダッソー・システムズ・バイオビア
帝人
テンダ
東北大学 
トビー・テクノロジー 

トライベック・ストラテジー
ナビタイムジャパン  
日鉄日立システムエンジニアリング
日本医療データセンター 
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
日本自動認識システム協会 
パイプドビッツ  
パソナ
バックテック  
PALTEK  
日立製作所  
Vidyo Japan  
ピュア・ストレージ・ジャパン  
ブイキューブ  
フィンランド大使館商務部  
PREVENT  
HealtheeOne  
ヘルステックイノベーション研究センター 
Box Japan  
VOYAGE 
松本ヘルス・ラボ

マピオン
ミーカンパニー  
ミクス
みんなの認知症情報学会  
メディウィル  
メディエイド  
メディカル・データ・ビジョン  
メディコム  
mediVR 
メディリード  
モバイル・コンテンツ・フォーラム 
薬事日報社  
ヤフー
UL Japan  
ユカシカド  
ライオン
リープ
リキッド・デザイン・システムズ  
ロコモ チャレンジ！推進協議会  

国内最大のヘルスケア × ITをテーマとした一大イベント
AI（人工知能）、IoT、音声・画像認識など進化をし続けるテクノロジーと医療、介護、製薬などのヘルスケア業界関係者及び
自治体、地域医療、健康経営を推進する企業等をつなぐITをテーマとした国内最大級の一大イベントです。
予防から医療まで幅広い専門メディアの発行とイベントを主催するUBMグループの長年のノウハウと経験をもとにビジネス
パートナーと出会う貴重な場をご提供いたします。

企業の働き方改革における健康増進の実践、健康経
営から自治体によるデータヘルス計画を中心に予防、
健康増進、重症化予防等に貢献する事例やIT、アプ
リケーション等をご紹介します。

薬価の抑制、画期的な新薬不足、地域包括ケアなど
製薬企業を取り巻く環境が変化をし続ける中、リア
ルワールドデータ、AI、IoTなど新しいテクノロジー
を持つ有力企業が集結します。

地域医療ネットワークの構築、医療、介護現場におけ
るクオリティや業務効率の向上など現状の課題に挑
戦するIT、事例等を多数の医療、介護関係者と有力
ITベンダーがご紹介します。

予防から医療、介護まで3つのテーマで展示会&セミナーを開催

予防・未病 医 薬 品 医療・介護

予
防
・
未
病

医 

薬 

品

医
療
・
介
護

▶ 自治体
▶ 健康保険組合
▶ 企業（人事・総務・労務、経営企画など）
▶ 医療・治療・介護施設
▶ 生命・損害保険会社
▶ フィットネス、ビューティー関連施設
▶ ハウスメーカー、不動産

予
防
・
未
病

▶ 医薬品メーカー
     （研究、開発、営業、マーケティング部門など）
▶ 創薬支援企業
▶ CRO（開発支援）
▶ CMO（受託製造）
▶ バイオベンチャー
▶ 原薬メーカー

医 

薬 

品

▶ 病院・クリニック
　 （医師、看護師、薬剤師、システム部門など）
▶ 治療・リハビリ施設（経営者、管理部門、技師など）
▶ 介護施設（経営者、ケアマネージャーなど）
▶ 薬局

医
療
・
介
護

▶ ヘルスケアアプリ/プラットフォーム
▶ ウェラブルデバイス
▶ スマホ、モバイルアプリ/ツール
▶ ストレス/睡眠チェックツール
▶ ダイエット/食事管理アプリ

▶ AI（人工知能）
▶ IoTデバイス
▶ ビッグデータ分析、スパコン活用
▶ バイタルデータ計測・管理・分析
▶ 研究文書・プロジェクト管理
▶ 化合物情報管理
▶ 電子実験ノート
▶ 薬事申請情報管理

▶ AI（人工知能）
▶ IoT
▶ VR
▶ 疾患・活動情報管理
▶ ビッグデータ分析
▶ クラウドソリューション
▶ 経営診断ツール

▶ バイタル（生体）データ計測・管理・分析ツール
▶ 行動履歴管理ツール（疾患・服薬・食事など）

▶ 品質管理
▶ 製造実行管理
▶ 原価・材料管理
▶ 安全性情報管理
▶ 実消化管理
▶ SFA・CRM・マーケティング
　 ソリューション
▶ Web会議システム

▶ 診療・診察支援ツール
▶ 遠隔医療システム
▶ 診断・診療システム
▶ 治療アプリ
▶ 服薬管理
▶ 見守りシステム
▶ Web会議システム

▶ 市販後調査管理
▶ 服薬管理
▶ eラーニング
▶ モバイル、PCデバイス
▶ コールセンター、ヘルプデスク
▶ セキュリティ
▶ 基幹系

▶ スマホ、モバイルアプリケーション
▶ ウエラブルデバイス
▶ ロボット
　 （対話型、リハビリ・治療サポートなど）
▶ セキュリティー

来場対象者 出展対象製品

来場対象者／出展対象製品

ヘルスケア IT 開催概要

出展社リスト



出展社プロフィール

D-23 iCARE 

〒150-0044　東京都渋谷区円山町10-18　マイキャッスル渋谷JP 203
担当部署: セールス・マーケティング部
TEL: 03-6416-1904　FAX: 03-6416-3597
E-mail: info@icare.jpn.com
URL: https://www.icare.jpn.com/
 製品／サービスのご紹介

Carelyは、企業が持つストレスチェックや健康診断、面談記録、勤怠など
従業員の健康情報をクラウド上に一元管理する機能と、健康情報をもと
に医師・保健師などの専門家が従業員からの相談にチャットで応じる機
能を有しています。利用料金は、従業員1人当たり月額300円です。病気に
なってから病院に行って治療を行うのではなく、未然に病気の予防を促
進する「オンライン保健室」がコンセプトです。

製品／サービス名

● Carely
● Carely産業医
● My Sommnie

A-18 ITヘルスケア学会 

B-14 アンテリオ 

〒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
URL: http://www.anterio.co.jp
 製品／サービスのご紹介
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

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

B-07 イートライアル 

〒162-0821　東京都新宿区津久戸町1-8 9F
担当部署: 営業部
TEL: 03-5225-9788
E-mail: etr-seller@e-trial.co.jp
URL: http://www.e-trial.co.jp/
 製品／サービスのご紹介
治験・臨床研究のための患者日誌ソリューション（ePRO、端末レンタルな
ど）、周辺システムのほか、昨今の取り組みとしてAI、業務効率化（RPA）、
情報セキュリティ対策について展示します。

製品／サービス名

● 患者日誌ソリューション
● eラーニングサイト制作サービス
● PET検査予約システム
● 企業の内部脅威検知サービス
● 利益相反（COI）申告管理システム

B-24 伊藤忠商事 

〒107-8077　東京都港区北青山2-5-1
担当部署: 情報産業ビジネス部 ITビジネス第三課
URL: http://www.itochu.co.jp/
製品／サービス名

● NTTドコモ、ウェルネス・コミュニケーションズとの共同開発による、伊藤忠商事にて
　  導入中の従業員の健康支援アプリとプログラム“Re:Bodyソリューション” NEW
● 健康診断に係る予約～精算～結果管理を一括で代行し、かつ受診率向上に向けた
　  諸施策を実施する”ネットワーク健診サービス” NEW
● 健診結果・保険指導・産業医面談などを一元的に管理可能な、ストレスチェックや
　  疲労蓄積度チェックも行うことができるWebサービス”ヘルスサポートシステム” NEW
● CTCが提供する、心と体の経年の健康情報をクラウドで一元的に管理して従業員の
　  健康管理を総合的に支援するBPOサービス”おまかせ健康管理” NEW
● CureApp社による、医師開発の専用アプリにより通院・指導以外の時間もサポート
　  する新しい禁煙プログラム“ascure”  NEW
● PREVENT社による、レセプト・健診データから現状分析並びに
　  予測・改善シミュレーションを行うデータ分析サービス  NEW

共同出展社
NTTドコモ
ウェルネス・コミュニケーションズ
PREVENT

伊藤忠テクノソリューションズ
キュア・アップ

B-24 伊藤忠テクノソリューションズ 

〒141-0032　東京都品川区大崎1-2-2　
担当部署: クラウドインテグレーションビジネス推進部
TEL: 03-6417-7004　FAX: 03-5434-0052
E-mail: hss-support@ctc-g.co.jp
URL: http://o-ma-ka-se.jp/kenkou/
 製品／サービスのご紹介
健康経営、産業衛生を支援する健康管理システム。
労働安全衛生義務履行にあたり必須となる健診管理、ストレスチェック、過重
労働対策において必要な情報を一元管理し、保健指導や労基報告などの健
康管理業務をサポート。
お客様ごとにカスタマイズ可能な大企業向けの「HSS」と、BPOサービスも
付加した中堅・中小企業向けの「おまかせ健康管理」の2つのサービスを提供。
製品／サービス名

● HSS(Health Support System)
● おまかせ健康管理
共同出展社
伊藤忠商事
ウェルネス・コミュニケーションズ
PREVENT

NTTドコモ
キュア・アップ



出展社プロフィール

B-09 伊藤忠テクノソリューションズ 

〒141-8522　東京都品川区大崎1-2-2　アートビレッジ大崎セントラルタワー
担当部署: ライフサイエンス事業部
TEL: 03-6417-6600
E-mail: ls-marcom@ctc-g.co.jp
URL: http://ls.ctc-g.co.jp/
 製品／サービスのご紹介
全世界で 82,000社以上が利用している企業向けクラウド・コンテンツ・マネジメント・プラッ
トフォーム「Box」の最新情報をデジタル変革のユースケースを交えながらご紹介します。
また、ライフサイエンス業界で求められる GxPや各種ガイドライン要件に対応するための
サービスであるBox GxP Validation、Box Zones等をご紹介します。
製品／サービス名

● Box：全世界で82,000社以上が利用している企業向け
　 クラウド・コンテンツ・マネジメント・プラットフォーム
● Box GxP Validation：GxP領域の各データやSOPの保管などにおいてBoxを導入する際、
　  バリデーションに必要となるドキュメント、そしてテストレポートを日次で提供します。 NEW
● Box Zones：データの保管場所や保護、プライバシーに関する特定の要件を保有する企業や組織
　  に対応するために設計されています。Box Zonesはアジアやヨーロッパの企業や組織、グローバル企業
　  がクラウドコンテンツ管理やコラボレーションから恩恵を受けることを可能にします。 NEW

共同出展社

Box Japan

D-10 医薬情報ネット 

〒107-0052　東京都港区赤坂1-11-28　M-City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　FAX: 03-5561-1920
E-mail: info@pin-japan.co.jp
URL: http://www.pin-japan.com
 製品／サービスのご紹介
弊社（医薬情報ネット）が所有する、日本国内の医学関連学術集会データ
の、マーケティングへの活用や、MRの方のディテーリング効率化に向け
た取り組みを紹介いたします。医師の行動予測、KOLの抽出、医療従事者
の関係性推測（ソーシャルグラフ）などにお役立て頂けます。

C-03 インタラクティブソリューションズ 

〒102-0093　東京都千代田区平河町1-4-12　平河町センタービル5F
担当部署: 経営企画室
TEL: 03-3230-1025
E-mail: info@interactive-solutions.co.jp
URL: https://www.interactive-solutions.co.jp/
 製品／サービスのご紹介
『Interactive-Pro教育 Edition』を初公開！「知っていても適切に話せな
い」から「話せる MR」に変革！自社製品の知識はあっても、会話にする練
習が意外と足りていないのではないでしょうか ?
当製品はプレゼン練習時に「音声認識」機能で必要なキーワードを言えて
いるか自己チェック、プレゼン内容を自撮りし関連部署・上長へ送信、適切
な説明ができていたか社内で認定することが可能となるのです！
製品／サービス名

● Interactive-Pro 教育Edition NEW

C-28 エー・アンド・デイ 

〒170-0013　東京都豊島区東池袋3-23-14
担当部署: メディカル事業推進部メディカル推進2課
TEL: 03-5391-6120　FAX: 03-5391-1566
E-mail: s-kozuma@aandd.co.jp
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、健康増進の取り組みが始まっています。家庭での
健康管理に、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。A＆D
は、家庭用から病院向けまでの幅広いラインナップとSDKの無償開示な
ど機器連携のし易さを強みとした医療機器メーカーです。

製品／サービス名

● コンパクトサイズでワンボタン操作のBluetooth内蔵血圧計　UA-651BLE
● 乗るだけで電源ON。薄型シンプルなBluetooth内蔵体重計　UC-352BLE
● リストバンド型活動量計　Bluetooth内蔵活動量計　UW-302BLE NEW
● 腋下測定、予測検温30秒　Bluetooth内蔵体温計　UT-201BLE
● A4血圧レポート　Wifi印字機能付きデータ管理アプリ　A&D Connect

C-25 エス・エム・エス 

〒105-0011　東京都港区芝公園2-11-1　住友不動産芝公園タワー
担当部署: ヘルスケア事業部
TEL: 03-6721-2411　FAX: 03-6721-2485
E-mail: ml.sms.hokensidou@bm-sms.co.jp
URL: https://www.bm-sms.co.jp/
 製品／サービスのご紹介
管理栄養士によるICTを活用した遠隔での特定保健指導、重症化予防
指導サービスを提供します。特定保健指導では毎週1日専属の担当者が
チャットで継続支援を実施しますので、高い継続率、数値改善を実現して
いきます。
製品／サービス名

● 特定保健指導 NEW
● 重症化予防指導サービス NEW

C-14 SBクリエイティブ 



出展社プロフィール

B-27 AnyCare Japan 

〒108-0075　東京都港区港南2-16-2　太陽生命品川ビル28F
TEL: 03-6869-8051　FAX: 03-6869-8065
E-mail: info@anycare-japan.co.jp
URL: http://www.anycare.jp

 製品／サービスのご紹介
AnyCare医療ヘルステック・ソリューションは、
① 生活習慣病の治療管理
② 居宅高齢者の慢性疾患管理
治療脱落防止と疾患改善・管理より医療機関への収益改善と集患、医療費
負担と社会保障の給付費適正化の実現を支援します。利用は；
1.生活習慣病専門医療機関での疾患治療
2.特定保険指導での疾患治療
3.企業と健康保険組合での生活習慣指導と疾患改善
4.訪問看護での疾患管理

製品／サービス名

● AnyCare医療ヘルステック・スマート・ソリューション NEW
● AnyCare居宅高齢者スマートケア・ソリューション NEW

B-17 NEC 

〒108-8001　東京都港区芝5-7-1　NEC本社ビル
担当部署: 未来都市づくり推進本部
E-mail: elder-contact@fccp.jp.nec.com
 製品／サービスのご紹介
住み慣れた環境で、いきいきと働き、健康に暮らすために。高齢者の見守
りやコミュニケーション支援、生活支援などの取組みをデモを交えてご紹
介します。
製品／サービス名

● 在宅高齢者生活支援サービスプラットフォーム 高齢者向けデジタル
　 ホームアシスタント「Tablet PaPeRo」
● 在宅高齢者服薬支援ソリューション 高齢者向けデジタル服薬支援
　 「PaPeRo 服薬カレンダー」
● 高齢者向け「通いの場」会員管理ソリューション
● 24時間安否見守り支援サービス「ｅみまもり」

B-29 エムステージ 

〒141-6005　東京都品川区大崎2-1-1　ThinkPark Tower5F
担当部署: 産業医事業部
TEL: 03-6697-1660　FAX: 03-5437-2951
E-mail: sangyoui@mstage-corp.jp
URL: https://sangyoui-navi.jp/

 製品／サービスのご紹介
産業医サービス
医師面接指導サービス
休職・復職対応サポートサービス
産業医業務管理システムのご提供

製品／サービス名

● エムステージ産業医サポートサービス
● 産業医業務管理システム「エムコネクト」
● 休職・復職対応サポートサービス

C-13 エムスリーデジタルコミュニケーションズ 

〒105-0001　東京都港区虎ノ門2-8-10　虎ノ門15森ビル 9F
担当部署: 営業部
TEL: 03-6685-3315　FAX: 03-6685-3316
E-mail: info@m3cube.co.jp
URL: http://www.m3cube.co.jp
製品／サービス名

● Web講演会
● かんたん講演会（エリア型Web講演会）
● オンライン研修システム
● オンラインディテールシステム
● 社内研修システム
● VR講演会

B-30 O： D-23 OQTA 



出展社プロフィール

B-18 オムロン ヘルスケア 

〒108-0075　東京都港区港南2-3-13　品川フロントビル7F
担当部署: データヘルスケア事業本部
URL: https://www.healthcare.omron.co.jp/
 製品／サービスのご紹介
血圧計、体組成計、歩数計をはじめ、健康機器や医療機器を扱っています。
データヘルスケアやＩＯＴに対応した 「OMRON connect」「OMRON 
connect PRO」をはじめ、データを使った健康管理と、ウェアラブルに
対応した機器を展示します。
製品／サービス名

● OMRON connect
● OMRON connect PRO NEW

E-18 神奈川県 

B-28 キーウェアソリューションズ B-24 キュア・アップ 

〒103-0001　東京都中央区日本橋小伝馬町12-5　小伝馬町YSビル4F
担当部署: 事業開発
URL: https://cureapp.co.jp/
 製品／サービスのご紹介
医療機関向け「治療アプリ」での知見を健康増進にも活用頂けるよう、法
人向け「モバイルヘルスプログラム」を展開。
第一弾として、新しい禁煙指導プログラムを通じ、従来の禁煙外来・禁煙
プログラムが持つ課題に対するソリューションをご提供しています。
また第2弾として、専門的な心理療法を「医師開発アプリ×オンラインのカ
ウンセリング」でやさしく導く、全く新しいカウンセリング・プログラムを
提供いたします。
製品／サービス名

● 第1弾 ascure（アスキュア）禁煙プログラム NEW
● 第2弾 ascureSPARX メンタルヘルス・プログラム NEW

共同出展社
伊藤忠商事
伊藤忠テクノソリューションズ
PREVENT

NTTドコモ
ウェルネス・コミュニケーションズ

A-21 きりんカルテシステム 

〒107-0062　東京都港区南青山3-1-31　NBF南青山ビル9F
担当部署: CS部
TEL: 092-409-1033
E-mail: info@xirapha.jp
URL: https://xirapha.jp/
 製品／サービスのご紹介
これまでの電子カルテ業界の常識を覆す【完全無料】の電子カルテ『カル
テZERO』
初期導入費だけでなく月額利用料や保守費もすべて無料。電子カルテと
しての基本的な機能はもちろんレセコンや予約システム、在宅医療機能
などの豊富な機能をすべて無料でご利用いただけます。
完全自社開発体制を整えユーザー様の声をダイレクトに開発に活かしな
がら、常に進化を続けるサービスをご提供いたします。
製品／サービス名

● レセコン一体型 クラウド電子カルテ「カルテZERO」 NEW

共同出展社

日本マイクロソフト

B-22 グッピーズ 

〒163-0613　東京都新宿区西新宿1-25-1　新宿センタービル13F
担当部署: ヘルスケアチーム
TEL: 03-5908-3883　FAX: 03-5908-3881
E-mail: hc@guppy.co.jp
URL: https://guppy.healthcare/
 製品／サービスのご紹介
■グッピー ヘルスケア
体重、歩数、食事、睡眠、生理の管理など１０以上のコンテンツを1つのアプ
リに集約。シンプルで使いやすい無料の健康アプリです。

■健康ポイント
従業員はアプリで運動、食事、睡眠などを管理すると健康ポイントが貯まり
ます。貯まったポイントは、現金やAmazonギフト券に交換できます。法人
は従業員のココロとカラダの健康状態を管理画面にて可視化ができます。
製品／サービス名

● グッピー ヘルスケア - ダイエット&健康管理
● 健康ポイント



出展社プロフィール

C-08 ケアネット 

〒102-0074　東京都千代田区九段南1-5-6
担当部署: 営業統括部
TEL: 03-5214-5900　FAX: 03-6674-2808
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
（CareNet.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。

C-10 コグニティ 

〒141-0021　東京都品川区上大崎2-13-32-802
担当部署: 営業統括部
E-mail: up@cognitee.com
URL: http://cognitee.com/
 製品／サービスのご紹介
コグニティは、「技術の力で、思考バイアスなき社会を。」を企業理念とし
て、認知バイアスを取り除くためのソフトウェアを開発しています。
「UpSighter Boost」は、月額15,000円で営業マン毎に商談トークを解
析し、定点観測することができる解析サービスです。トーク内容のロジッ
ク構成や情報種類の割合の変化を見える化・蓄積し、自分のトーク内容に
対して改善候補箇所を指摘し、自己成長を促進します。
製品／サービス名

● UpSighter Boost（アップ・サイター ブースト） NEW

A-07 シーエムプラス 

〒220-0012　神奈川県横浜市西区みなとみらい4-6-2
みなとみらいグランドセントラルタワー6F
担当部署: CORRESSA事業部
TEL: 045-514-3338
E-mail: cloud-biz@cm-plus.co.jp
URL: http://www.corressa.com/
 製品／サービスのご紹介
技術移転にはコレ、CORRESSA（コレッサ）で！製薬会社が推進する製造受
委託。技術移転や日常管理、品質保証など、委託元と委託先の会社間コミュ
ニケーションに齟齬は禁物です。文書のやり取りや依頼事項を伝える手段
に、何のツールをお使いですか?依頼事項への対応期限は守られています
か ?施設建設などエンジニアリング･サービスで実績ある CORRESSAコ
レポンで、スマートな社外タスク管理を目指してみませんか ?
製品／サービス名

● CORRESSA コレポン
● CORRESSA ドキュハン

A-16 JSC 

C-12 Jストリーム 

〒105-0014　東京都港区芝2-5-6　芝256スクエアビル6F
担当部署: 営業企画部
URL: https://www.stream.co.jp/
 製品／サービスのご紹介
ＪストリームはWeb講演会を中心に医師の集客からコンテンツ制作・動画
視聴のデータ活用などeディテーリングを総合的にサポートいたします。
製品／サービス名

● 小～大規模をカバーするWeb講演会
● 動画・Webなどのコンテンツ制作
● 社員研修・MRトレーニング
● 会場・Webの講演会管理システム NEW

B-05 SIGNATE 



出展社プロフィール

B-23 志成データム D-11 社会情報サービス 

〒162-0067　東京都新宿区富久町10-5　NMF新宿EASTビル
担当部署: 企画調査ビジネスユニット　事業推進グループ
TEL: 03-6709-9738　FAX: 03-5361-7431
E-mail: office2@ssri.com
URL: https://www.ssri.com/
 製品／サービスのご紹介
ヘルスケア市場における市場調査・世論調査の企画・実施・分析
コンピュータソフトウェアの企画・開発・販売アンケート・統計データなど各
種のコンピュータ入力・集計（データ処理）データベースの作成・販売
製品／サービス名

● マーケットリサーチ&コンサルティング
● PatientsMap
● 保険薬価データベース
● NHWS
● CI インサイトレポート
● DTP ハイブリッド調査

A-14 シャンティ B-15 情報医療 

〒100-0004　東京都千代田区大手町2-6-2　日本ビル9F
担当部署: 事業開発部
TEL: 03-6225-2074　FAX: 050-3488-1677
E-mail: support@micin.jp　URL: https://micin.jp/
 製品／サービスのご紹介
①「curon」　curon（クロン）は、医師の目線で、医師が作った、いつでも
どこでもスマホで診察・処方が受けられる「スマホ診療プラットフォームア
プリ」です。
②人工知能技術を用いたヘルスケア企業・団体向けソリューション
最先端の人工知能技術に加え、ヘルスケア事業領域における知見や医療
制度・政策への理解とネットワークを組み合わせて、顧客企業の持つデー
タの価値を最大化します。
製品／サービス名

● スマホ診療プラットフォームアプリ「curon」 NEW
● 人工知能技術を用いたヘルスケア企業・団体向けソリューション NEW
● 医療画像からの疾病識別エンジン NEW
● 患者行動からの疾病識別エンジン NEW
● 個々人の健康状態の将来予測エンジン NEW
● 疾病の重症化予防のためのユーザーの行動変容支援ソリューション NEW
● 医療従事者のための患者への介入支援ソリューション NEW

A-13 シリコンスタジオ 

〒150-0013　東京都渋谷区恵比寿1-21-3
担当部署: テクノロジー事業部
TEL: 03-6709-9738　FAX: 03-5361-7431
E-mail: office2@ssri.com
URL: http://yokozunadata.com/
 製品／サービスのご紹介
個々のユーザー行動を予測する最先端の機械学習エンジン『YOKOZUNA 
data』は、次世代 AIアルゴリズムを利用したレコメンデーションシステム
とプレイヤー予測プラットフォームです。最新のビッグデータ技術とクラウ
ドコンピューティングを用いて、あらゆる規模のゲームに対応。最先端の
ディープラーニングおよびアンサンブル技術により、一人一人のプレイヤー
のチャーン予測と高度なゲーム分析を提供します。
製品／サービス名

● YOKOZUNA data NEW

C-23 スリーゼット 

〒101-0041　東京都千代田区神田須田町1-24　アイセ神田ビル5F
担当部署: 営業支援部
TEL: 03-5289-7531　FAX: 03-5289-7534
E-mail: info@3zweb.co.jp
URL: http://www.3zweb.co.jp/
 製品／サービスのご紹介
診療所での特定保健指導実施を入口に、データを介して医療従事者と患
者を繋ぐサービス「健康白書」をご紹介します。3つの特徴で特定保健指
導の実施率向上、データ活用による診療の質向上をサポートします。
健康白書の特徴：
1．無料で使えるクラウドサービス
2．保健指導のクラウドソーシング
3．ライフログと医療データの統合分析
製品／サービス名

● クラウド型特定保健指導ツール「健康白書」 NEW



出展社プロフィール

D-17 SELVAS AI 

〒08594　大韓民国ソウル特別市クムチョン区
　　　　　ガサンディジタル1路1919~20Ｆ(デリュンテクノタウン18次)
担当部署: Business Strategy Team
TEL: 82-2-61907698　FAX: 82-2629-4583
E-mail: sales@selvasai.com
URL: http://www.selvasai.com
 製品／サービスのご紹介
セルビーチェックアップは最小限の個人情報（血圧、コレステロール等の基
本情報や疾患歴、喫煙、飲酒等の問診情報）を入力することで、近未来に
成人病（糖尿、脳心血管疾患）や6大がんにかかる確率を予測できる人工
知能基盤疾病予測ソリューションです。世界最大の先進技術見本市『CES 
2018』でイノベーション賞を受賞するなど優秀性を世界から評価されまし
た。保険会社・病院等にヘルスケアサービスとして活用頂けます
製品／サービス名

● Selvy Checkup

C-06 ソニー 

〒108-0075　東京都港区港南1-7-1
担当部署: harmo事業室
URL: http://www.harmo.biz/
製品／サービス名
● harmo（ハルモ）は、患者様自身で服薬情報を簡単・確実に一元管理でき、
　それを医療関係者が共有し活用する、電子お薬手帳を基盤とした医療情報
　連携システムです。カードを利用して適正な薬剤使用、残薬、ポリファーマシー
　（多剤処方）、服薬アドヒアランスといった課題解決に貢献するとともに、効率的な
　医療と介護の提供をサポートしていきます。
● harmo channelは、電子お薬手帳サービスharmoを利用中の患者さんの
　健康をサポートするため、服薬情報や疾患啓発、健康関連情報などさまざまな
　情報を提供するサービスです。匿名性を担保したまま、harmoが蓄積した正確な
　調剤情報のデータベースを活用して情報の配信対象を絞り込むことができるため、
　本当に必要としている人へ、的確かつ効果的に情報を届けることができます。
● ソニーのパーソナルアロマディフューザー、AROMASTIC（アロマスティック）。
　目的に合わせた香りで忙しいあなたを後押しする、手のひらサイズのパーソナル
　アロマディフューザー。一瞬をかえれば、毎日がかわる。 NEW

C-17 ソニーネットワークコミュニケーションズ 

〒140-0002　東京都品川区東品川4-12-3　品川シーサイドTSタワー
担当部署: IoT事業部門事業推進部
TEL: 03-6710-3115
URL: https://www.sonymobile.biz/#
 製品／サービスのご紹介
ソニーネットワークコミュニケーションズでは、ソニーならではのモーション
センサーや画像解析など、独自技術を駆使して、かんたんに自分の健康
状態を記録、計測し、健康管理・健康増進のアドバイスを得られるソリュー
ションを開発しています。
FAIT（ファイト）：パーソナルヘルスケアサービス
Work Performance Plus：健康経営支援サービス
製品／サービス名

● FAIT（ファイト）：パーソナルヘルスケアサービス NEW
● Work Performance Plus：健康経営支援サービス NEW

E-20 タイムワールド  

B-03 ダッソー・システムズ・バイオビア 

〒141-6020　東京都品川区大崎　ＴｈｉｎｋＰａｒｋＴｏｗｅｒ 21F
担当部署: マーケティングコミュニケーション部
TEL: 03-4321-3904　FAX: 03-4321-3901
E-mail: BIOVIA.JP.Post@3ds.com
URL: http://accelrys.co.jp/
製品／サービス名
● BIOVIA Pipeline Pilot
● BIOVIA ULM: 統合ラボ管理
● BIOVIA Discoverant

C-22 帝人 

〒100-8585　東京都千代田区霞が関3-2-1　霞が関コモンゲート西館
担当部署: デジタルヘルス事業推進班
TEL: 03-3506-4474　FAX:  03-3506-4127
E-mail: taku.suzuki@teijin.co.jp
URL: https://www.teijin.co.jp/
 製品／サービスのご紹介
厚生労働省の報告によると、国民の5人に1人が睡眠に問題を抱えてい
ます。国として「働き方改革」を推進する中、企業においても、生産性の向
上、メンタル対策、安全管理の視点で、睡眠は非常に重要な要素となって
います。帝人「Sleep Styles睡眠力向上プログラム」は、従業員個々の「睡
眠力」を把握し、その方にあった「睡眠力向上メソッド」を実践して睡眠力
の向上を実現する、企業向けのプログラムです。
製品／サービス名

● SleepStyles睡眠力向上プログラム



出展社プロフィール

B-11 テンダ 

〒171-0021　東東京都豊島区西池袋1-11-1　メトロポリタンプラザビル15F
担当部署: ビジネスプロダクト事業部プロダクト営業部
TEL: 03-3590-4110　FAX: 03-3590-4200
E-mail: psg@tenda.co.jp
URL: http://www.tenda.co.jp/
 製品／サービスのご紹介

2,400社以上、5,000ライセンス以上の導入実績を持つ、革新的なマニュ
アル&シミュレーションコンテンツ作成ソフト。マニュアル作成効率が50％
以上もアップします。
・誰でも使える手軽さで、誰が作っても高品質な紙媒体やデジタルのマニュアルが
 作成できます。
・効果的なeラーニングコンテンツや、疑似体験できるシミュレーション
 コンテンツまで作成でき、コスト削減にもつながります。
製品／サービス名
● マニュアル作成ソフト Dojo
● eラーニングシステム　GAKTEん
● ビジネスチャット　TEんWA

D-22 東北大学 

〒980-0845　宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉468-1　
　　　　　　   レジリエント社会構築イノベーションセンター
担当部署: イノベーション戦略推進センター
TEL: 022-752-2186　FAX: 022-752-2189
E-mail: promo-innov-koho@grp.tohoku.ac.jp
URL: http://www.coi.tohoku.ac.jp/
 製品／サービスのご紹介

COI東北拠点として、東北大学が参画企業と共に描いている、「さりげな
いセンシングでつなぐ未来の健康的な暮らし」に関わる展示をします。
ヘルスケアIoTの取り組みとして、実証実験中の「スマート椅子」を展示
します。スマート椅子は座った瞬間や立ち上がりの際の荷重変化などから
筋力や運動機能などを推定することを目的に、オフィスワーカー、および
東松島市の災害復興住宅などでデータを収集解析しています。
製品／サービス名

● スマート椅子・ソファ
● スマートベッド

A-12 トビー・テクノロジー 

〒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.tobii.co.jp
 製品／サービスのご紹介
トビー・テクノロジーは、アイトラッキング（視線計測）の世界最大手。
「どこを見ているかがわかる」アイトラッキングは、業務改善のための
ソリューションから、IoT、AI、AR／ VR技術など幅広く活用できます。
製品／サービス名

● Tobii Pro グラス2
● Tobii Pro X2/X3アイトラッカー
● Tobii Pro VR インテグレーション

D-03 トライベック・ストラテジー 

共同出展社
メディコム
パイプドビッツ

C-29 ナビタイムジャパン B-10 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: 03-3544-7880　FAX: 03-3544-7901
E-mail: pharmart-info@nhs.co.jp
URL: http://www.nhs.co.jp/
 製品／サービスのご紹介

MRが活動予定を効率的に管理でき、活動実績を共有しながら情報を有
効活用できる「PharMart SFA」、シンプルな問い合わせ登録・管理機能で
業務効率を高め、組織横断的な情報共有を行うことができる「PharMart 
コールセンター」、紙によるレビューを脱却、システムで一元管理し効率的
に審査することで、迅速に市場へ展開できる「PharMart プロモーション
資材管理」を展示致します。
製品／サービス名

● PharMart SFA
● PharMart コールセンター
● PharMart プロモーション資材管理
● IROOP NEW

共同出展社

日立製作所



出展社プロフィール

D-03 パイプドビッツ 

〒107-0052　東京都港区赤坂 2-9-11　オリックス赤坂2丁目ビル（受付2F）
担当部署: 医療・介護ソリューション事業部
TEL: 03-5575-6601
E-mail: medical-sol@pi-pe.co.jp
URL: https://www.pi-pe.co.jp/
 製品／サービスのご紹介
顧客情報や従業員情報をはじめとした様々な情報を安全に管理・活用で
きる情報資産管理プラットフォームです。
データベースを中心に、Web、メールなどの機能が用意されており、
簡単にアプリケーションを構築できます。
情報資産の銀行が万全のセキュリティとサポート体制であなたの業務
をもっと安心・快適にします。
製品／サービス名

● SPIRAL®

● SPIRAL EC
● SPIRAL PLACE
共同出展社
メディコム
トライベック・ストラテジー

C-21 パソナ 

〒100-8228　東京都千代田区大手町2-6-2　日本ビル
担当部署: 健康経営ソリューション部
TEL: 03-6734-1288
URL: https://athealthcare.jp/
 製品／サービスのご紹介
社員の一人ひとりの「健康管理」から「健康増進」まで、企業の課題に合わ
せたサービスをご提案。
医療人材業界をリードしてきたパソナの実績とノウハウを活かし、トータル
でサポートいたします。
製品／サービス名

● PDCA Development NEW
● Professional NEW
● Digital Insight NEW
● Solution Program NEW

E-08 日本医療データセンター 

〒105-0012　東京都港区芝大門2-5-5　住友芝大門ビル12F
担当部署: データソリューション事業部 製薬グループ
TEL: 03-5733-5011　
E-mail: infohp@jmdc.co.jp
URL: http://www.jmdc.co.jp
 製品／サービスのご紹介
～リアルワールドに基づくデータで新たな知見を～
製薬メーカー、医療機器メーカーにおける研究開発から市販後まで、レセ
プトデータによる最適なソリューションをご提供いたします。

日本で民間利用可能な最大規模の疫学レセプトデータベースです。すぐ
に研究着手可能な標準化処理済みであり、豊富な利用実績があります。

A-19 日本遠隔医療学会 

〒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
TEL: 027-350-7475　FAX: 027-350-7475
E-mail: jtta@takasaki-u.ac.jp
URL: http://jtta.umin.jp
 製品／サービスのご紹介
日本遠隔医療学会は、遠隔医療の（1）臨床的、（2）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・介護支援に貢献します。

A-05 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://www.cloudsecurityalliance.jp/
 製品／サービスのご紹介
日本クラウドセキュリティアライアンスは、クラウドのセキュリティに関す
る啓発・情報発信を行うとともに、CSAクラウドセキュリティガイダンスや、
クラウド・コントロール・マトリクス（CCM）の日本語版の提供などを行って、
日本のクラウドセキュリティの向上に貢献します。
製品／サービス名

● クラウドセキュリティガイダンス4.0 NEW

C-07 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　FKビル7F
担当部署: 研究開発センター
TEL: 03-5825-5016　FAX: 03-5825-6653
E-mail: y-tojo@jaisa.or.jp
URL: http://www.jaisa.jp
 製品／サービスのご紹介
当協会では、次のような事業活動を行っております。
1．自動認識システムに関する普及啓発
2．自動認識に関する人材育成
3．自動認識技術者資格試験の開催と運営
4．自動認識に関する標準規格立案・策定と標準化推進・普及
5．自動認識技術の調査・研究、及び自動認識市場に関する統計調査報告書の作成と報告
6．業界関連団体・関連省庁との交流



出展社プロフィール

D-24 バックテック 

〒150-0044　東京都渋谷区円山町28-1　渋谷道玄坂スカイビル8F
担当部署: 経営企画室
TEL: 06-7878-8718
E-mail: info@backtech.co.jp
URL: https://www.backtech.co.jp/
 製品／サービスのご紹介
健康経営ソリューションであるポケットセラピストは、労働生産性向上を目
的とした腰痛対策アプリです。これまでの既存導入先では、労働生産性の
向上、痛みの軽減、メンタルヘルスの軽減、睡眠の質の向上、運動習慣の
向上、整骨院等への受診回数減少等の効果が認められています。
その他、社員の生産性低下に関わる健康課題の可視化のためのアンケート
設計、データサイエンスに基づいたデータ分析等も合わせて提供しています。
製品／サービス名

● ポケットセラピスト NEW

B-19 PALTEK 

〒222-0033　神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-12　新横浜スクウェアビル 6F
担当部署: SA ソリューションビジネスユニット
TEL: 045-477-2003　FAX: 045-477-2010
E-mail: lds-support@paltek.co.jp
URL: http://www.paltek.co.jp/index.htm
 製品／サービスのご紹介
保育園向け乳幼児呼吸見守りセンサー“IBUKI PLUS”のご紹介になります。
今回ご紹介させていただく“IBUKI PLUS”は、センサーマットをマットレスや
布団の下に置くことにより、乳幼児の呼吸数・体動を検知してアプリに記録
し、状態を視覚的に確認することが出来る商品です。
同時に 6人の乳幼児の睡眠状況を見守ることができるため、保育士の心理的
負担を減らすこともできます。
製品／サービス名

● IBUKI PLUS NEW

共同出展社

リキッド・デザイン・システムズ

B-10 日立製作所 

〒110-0015　東京都台東区東上野2-16-1　上野イーストビル
担当部署: ヘルスケアビジネスユニット　情報システム営業部
TEL: 03-6284-3788
E-mail: http://www.hitachi.co.jp/products/healthcare/
 製品／サービスのご紹介
医薬品・医療機器開発、製造販売後の調査等に利活用可能な疾患登録システ
ム（患者レジストリ）のご紹介

ＧＰＳＰ省令の改正により、患者レジストリなどのデータベースを活用した製
造販売後調査（ＰＭＳ）や治験対照群の検討が可能となります。日立は難病・
希少疾患を中心に培った患者レジストリ運用のノウハウと高いセキュリティ
を両立した新しい患者レジストリのサービス基盤をご紹介いたします。
製品／サービス名

● 患者レジストリサービス NEW

共同出展社

日鉄日立システムエンジニアリング

C-30 日立製作所 

〒110-0015　東京都台東区東上野2-16-1　上野イーストビル
担当部署: 情報システム営業部
TEL: 090-7096-2178　FAX: 03-6284-3665
URL: kazuaki.hanawa.aa@hitachi.com
製品／サービス名

● 健康経営ソリューション NEW

D-07 Vidyo Japan A-03 ピュア・ストレージ・ジャパン 



出展社プロフィール

B-04 ブイキューブ 

〒153-0051　東京都目黒区上目黒2-1-1　中目黒GTタワー20F
URL: http://jp.vcube.com
 製品／サービスのご紹介
手軽で低コスト！高品質なライブコミュニケーションサービスを提供
・高品質・低コスト・簡単な、WEB講演会ツール
・社内研修の効率化
・ディテーリングの効率化
・地域包括ケアにおけるコミュニケーションツール

B-24 PREVENT 

〒460-0003　愛知県名古屋市中区錦　協和錦ビル7F
TEL: 052-715-7955
URL: https://prevent.co.jp/
 製品／サービスのご紹介
名古屋大学での脳梗塞や心筋梗塞といった血管病の再発予防に関する
研究をもとに、生活習慣改善支援（三次予防）を行う、WEBサービスを保
険者や企業向けに提供。また、血管病を中心にした生活習慣病の発症リス
クを予防する独自のアルゴリズムを用いた医療データ解析を行うことで、
リスク把握や保険事業の効果判定の支援も行なっている。
製品／サービス名

● 医療データ解析（生活習慣病のリスク判定） NEW
● 生活習慣改善支援プログラム「iPrevent」 NEW

共同出展社
伊藤忠商事
伊藤忠テクノソリューションズ
キュア・アップ

NTTドコモ
ウェルネス・コミュニケーションズ

A-17 HealtheeOne 

〒970-8026　福島県いわき市平字田町120　LATOV6F いわき産業創造館内P1
E-mail: info@HealtheeOne.com
URL: http://www.HealtheeOne.com
 製品／サービスのご紹介
地域包括ケア時代を生き抜くために、モバイルとアナログでクリニックの
生産性を向上させる

当社は「医療現場の負担低減と生産性向上」を提供しています。医療従
事者に配慮した画面や入力方法のデザインが評価され、2017年度グッ
ドデザイン賞に輝きました。また情報セキュリティマネジメント国際認証
規格 「ISO/IEC 27001」を取得し、お客様に安心してご利用いただける
サービスをお届けします。
製品／サービス名

● ネットで医療事務代行「HealtheeOneクラウド」 NEW
● 原則無償の紙カルテ電子化「HealtheeOneスキャン」 NEW
● 業界最低水準手数料のキャッシュレス決済「HealtheeOneコレクト」 NEW
● 地域のかかりつけ医とのコミュニケーションツール「LINE@」 NEW

E-06 ヘルステックイノベーション研究センター 

〒569-0805　大阪府高槻市上田辺町19-26
URL: https://www.h-tiq.com/
共同出展社

メディリード

B-09 Box Japan 

共同出展社

伊藤忠テクノソリューションズ

C-27 VOYAGE 

〒160-0022　東京都新宿区新宿2-9-1　第31宮庭マンション4F
担当部署: 営業部
TEL: 03-3355-2289
E-mail: info@voyage.tokyo.jp
URL: http://voyage.tokyo.jp/
 製品／サービスのご紹介
【オフィス・リラクゼーションで攻める健康経営】
社員満足度99％！稼働率100％！
【特徴】
クラウドカルテ、専門家アドバイス、健康月間サービス、社内巡回ストレッチ、
オフィスレポート
【期待される効果】
医療費の削減、メンタルストレス対策・自律神経活動の改善、ヘルスリテラ
シーUP、生産性向上、モチベーションUP、身体が楽または改善、リクルー
ト効果
製品／サービス名

● オフィス・リラクゼーション NEW
● オフィス・ストレッチ NEW
● 健康経営コンサルティング NEW



出展社プロフィール

D-19 松本ヘルス・ラボ C-24 マピオン 

〒108-0023　東京都3-19-26　トッパン芝浦ビル
担当部署: 新事業推進部
TEL: 03-3769-3501　FAX: 03-3769-3506
E-mail: m-ishiyama@mapion.co.jp
URL: https://corporate.mapion.co.jp/
 製品／サービスのご紹介
ウォーキングアプリ「aruku&（あるくと）」
株式会社マピオンが提供するウォーキングアプリです。オリジナルキャラ
クターの登場やミッションなどのゲーム要素と、インセンティブ提供によ
り、楽しみながらウォーキングが継続できます。企業や自治体の健康増進
プログラムとしてもご活用いただけます。
製品／サービス名
● ウォーキングアプリ「aruku&（あるくと）」

C-09 ミーカンパニー 

〒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
 製品／サービスのご紹介
患者の流れ、処方の流れを通じて地域医療を可視化するためのデータ
ベース「SCUEL」をご紹介。大手製薬メーカー・医療機器メーカー・中堅
製薬企業に広くご利用いただいています。
製品／サービス名

● SCUELデータベース（医療機関・薬局・介護事業所施設データベース）
● SCUELデータベース（地域連携データベース） NEW
● SCUEL for MR（エリアマーケティング・クラウドサービス）

D-06 ミクス 

〒105-0001　東京都港区虎ノ門2-7-5　ビュレックス虎ノ門
担当部署: セールス&マーケティング
TEL: 03-6550-8810　FAX: 03-6550-8809
E-mail: support@mixonline.co.jp
URL: https://www.mixonline.jp/
 製品／サービスのご紹介

医薬情報&マーケティング専門誌
製品／サービス名

● ミクスonline  NEW
● Monthlyミクス NEW

B-25 みんなの認知症情報学会 

〒432-8561　静岡県浜松市中区城北3-5-1
　　　　　　  静岡大学 イノベーション社会連携推進機構 216号室
担当部署: 事務局
TEL: 053-424-5150　FAX: 053-424-5150
E-mail:  contact@cihcd.jp
URL: https://cihcd.jp
 製品／サービスのご紹介
本学会では、人間中心のAI技術を活用することで、医療やケアの現場の
データに基づいたエビデンスの構築や認知症の人の状態像を評価する
システムの開発など、看護・介護・医療の客観化と高度化を推進します。ま
た、ITを活用して認知症例に対する「見立て」を協調的に学ぶ勉強会の開
催など、みんなで「学ぶ・つなぐ・創りだす」ことができるワークショップを開
催します。発達障害や統合失調症、介護うつなども対象とします。

製品／サービス名
● 認知症見立て塾（研修サービス）
● 観察情報に基づく認知症評価システム（AOS）
● AI・IT技術セミナー
● 認知症情報学セミナー

D-02 メディウィル 



出展社プロフィール

E-16 メディエイド D-08 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番地　住友不動産神田ビル10F
担当部署: EBM事業部
TEL: 03-5280-9571
E-mail: ebm_sales@mdv.co.jp
URL: https://www.mdv.co.jp/
製品／サービス名

● MDV analyzer
● MDV analyzer for Academia
● アドホック調査サービス（集計レポート）
● アドホック調査サービス（データセット提供）

D-03 メディコム 

〒151-0053　東京都渋谷区代々木1-38-7　川本ビル　6F
担当部署: BtoD事業部
TEL: 03-5304-7631　
E-mail: info@medi-c.co.jp
URL: http://www.medi-c.co.jp/
 製品／サービスのご紹介
製薬企業向けマーケティングオートメーションパッケージ 「BtoD」をリ
リースしました。
そのほか　Drインタビューの制作、Veevaコンテンツの開発、制作など　
医療業界に特化したプロモーションの企画立案から制作、運用までご支援
します。
製品／サービス名

● 製薬企業向けマーケティングオートメーションパッケージ 「BtoD」 NEW

共同出展社
トライベック・ストラテジー
パイプドビッツ

D-23 mediVR 

〒101-0022　東京都千代田区神田練塀町3
　　　　　　  富士ソフト秋葉原ビル 12F DMM.make AKIBA Base 1209
TEL: 03-6811-1299　FAX: 03-6700-6965
E-mail: shimba@medivr.jp
URL: https://medivr.jimdo.com/
 製品／サービスのご紹介
・mediVR-01
仮想現実（VR）空間での目標の定量指示、及び3Dトラッキング技術による
達成度の定量評価と、その評価を基にしたAIによる目標値の再設定をリ
アルタイムで行う運動リハビリテーション治療システム。

二重課題（デュアルタスク）による指示・運動を行うことで、体幹バランス
の改善と認知機能刺激によって日常生活に最も必要な安定した歩行能力
の再獲得を目的とした治療機器です。
製品／サービス名

● mediVR-01 NEW

E-06 メディリード 

共同出展社

ヘルステックイノベーション研究センター

A-20 モバイル・コンテンツ・フォーラム 

共同出展社

フィンランド大使館商務部



出展社プロフィール

A-01 薬事日報社 

〒101-0024　東京都千代田区神田和泉町
担当部署: 営業本部　営業推進部
TEL: 03-3862-2141　FAX: 03-3866-8495
E-mail: shindo_t@yakuji.co.jp
URL: https://www.yakuji.co.jp/
製品／サービス名

● 【新聞】薬事日報
● 【新聞+電子版】薬事日報
● 【書籍】医療機器製造販売申請の手引2017
● 【書籍】医療機器への参入のためのガイドブック第2版 NEW
● 【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】ＡＩ創薬・ビッグデータ創薬
● 【書籍】フォーミュラリー -エビデンスと経済性に基づいた薬剤選択-

D-09 ヤフー 

〒102-8282　東京都千代田区紀尾井町1-3　
　　　　　　  東京ガーデンテラス紀尾井町　紀尾井タワー
担当部署:CISO室ゲノムR&D
URL: https://health.yahoo.co.jp/
 製品／サービスのご紹介

HealthData Labは、ヤフー株式会社が提供する遺伝子検査・ゲノム解析
サービスです。多くの人のデータを統計学的に解析することによって、そ
れぞれの体質に合った病気の予防法・治療法のエビデンスを見つけること
を目指しています。また、サービス利用者の皆様の同意に基づき、収集し
た遺伝情報等を病気予防や個別化医療の研究に役立てるため、個人を特
定できないかたちで研究機関に提供しています。
製品／サービス名

● HealthData Lab

B-13 UL Japan 

〒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: 事業開発部
TEL: 03-5293-6200
E-mail: CompliancetoPerformance.JP@ul.com
URL: https://japan.ul.com/resources/ctp/
 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／サービス名

● ComplianceWire NEW
● REACHAcross NEW

D-23 ユカシカド 

E-02 ライオン B-08 リープ 

〒141-0001　東京都品川区北品川5-5-15　大崎ブライトコア4F
担当部署: ビジネスデベロップメント
TEL: 03-3440-7507　FAX: 03-6684-4070
E-mail: fujii@leapkk.co.jp　URL: http://www.leapkk.co.jp
 製品／サービスのご紹介
高い成果を創出しているMR
成果の創出に躓いているMR
その違いを『センス』『資質』で片づけていませんか?
リープはMRから医師に対する情報提供における対話シナリオの戦略と、それを
下支えする思考フレームを可視化し、ギャップを明確にする事で、戦略的な人材育
成を支援しています。セミナーではこれまでの分析結果のエッセンスを交えなが
ら、組織のパフォーマンス向上ための解決策をご提案します。
製品／サービス名

● アセスメントシート作成サービス
● ディテーリングモデル作成サービス　mCARE
● OJTトレーニングサービス
● e-ラーニング
● MRトレーニング
● トレーナーズトレーニング
● 評価・分析サービス



出展社プロフィール

B-19 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: マーケティング部
TEL: 045-620-0703
E-mail: info@liquiddesign.co.jp
URL: https://liquiddesign.co.jp/
 製品／サービスのご紹介
ベビーセンサー IBUKI PLUSは、乳幼児のうつぶせ寝による呼吸数低
下や睡眠中の無呼吸を、体に非接触で 6人まで同時に見守ることができ
ます。乳幼児の睡眠時の状況は、近距離内であれば、IBUKI専用端末
内の午睡チェックアプリに表示及び自動記録します。また、IBUKI専用
の楽呼吸ベビーマットは、うつぶせ寝になった場合でも呼吸がしやすい
軽量の中空構造で、水洗いや次亜塩素酸水で洗浄が可能です。
製品／サービス名
● IBUKI PLUS保育園専用ベビーセンサー NEW
● IBUKI 保育園午睡チェックアプリ NEW
● IBUKI 専用楽呼吸ベビーマット NEW

共同出展社

PALTEK

C-18 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
担当部署: 事務局
TEL: 03-6441-4610　FAX: 03-6441-4555
E-mail: contact@locomo-joa.jp
URL: https://locomo-joa.jp/
 製品／サービスのご紹介
労働生産性低下につながる腰痛・膝痛、職場での転倒などの予防に活用で
きる【ロコモ度テスト】をご紹介します。
製品／サービス名

● 立ち上がりテスト用ボックス（木製）
● 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


