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展示会ご招待券
本状のご持参で入場無料

ヘルスケアIT 2018第 

3 

回

HealthCare IT

Create better health, better life
ヘルスケアは、次のステージへ。

東京ビッグサイト 東6ホール　10：00～17：00
2018年 4月18日●水 ～20日●金 

主催： UBMジャパン株式会社

日本製薬工業協会、日本ジェネリック製薬協会、日本CRO協会、健康経営研究会、日本予防医学協会、日本保険薬局協会、ITヘルスケア学会、日本遠隔医療学会、日本ペイシェント・エクスペリエンス研究会、
ヘルスケアIoTコンソーシアム、日本健康生活推進協会、スマートヘルスケア協会、日本健康企業推進者協会、ウェルネス経営協議会、健康経営共創ラボ、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、日本自動認識システム協会、ロコモ チャレンジ！推進協議会、モバイル・コンテンツ・フォーラム、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

後援団体：

www.healthcarejapan.com ヘルスケアIT

本招待券のご持参又はWEB事前登録展 示 会

WEB事前登録制（定員に達した時点で事前受付終了）セミナー
参加方法

医療、介護・福祉、製薬、薬局、自治体、企業（人事・総務）、
健康保険組合、健診機関、地域医療ネットワーク、フィットネスなど

来場
対象者

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

ヘルスケア IT　開催概要

予防・未病 医 薬 品 医療・介護

随時ホームページにて最新の出展情報を更新します。
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来場対象者／出展対象製品

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  （予定）

経済産業省
ヘルスケア産業課　課長　西川 和見 氏

厚生労働省
保険局　保険課長　安藤 公一 氏

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 

京都府立医科大学　
眼科学教室　加藤 浩晃 氏

社会医療法人春回会　井上病院
副院長　吉嶺 裕之 氏

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

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

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

セルメスタ　
代表取締役　熊倉 利和 氏

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

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

TRIART     
代表取締役　今津 研太郎 氏

DeNA
CHO室　室長代理　平井 孝幸 氏

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

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

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

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

VOYAGE　
代表取締役　新井 卓二 氏

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

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

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

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

エムダブルエス日高
代表取締役社長　北嶋 史誉 氏

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　

東京大学　医学部附属病院
神経内科　岩田 淳 氏

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

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

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

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

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

インテグレート
代表取締役CEO　藤田 康人 氏

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

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

埼玉県　
保健医療部　健康長寿課

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

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

アイスタイル
Beauty Tech.jp 編集部　服部 めぐみ 氏

ダイエット&ビューティ
編集長・事業部長　江渕 敦 氏

山野美容芸術短期大学 
講師　新井 卓二 氏

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

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

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　　　　

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

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

エクサウィザーズ
代表取締役社長
石山 洸 氏

伊藤医院
院長　伊藤 伸一 氏

ファーマビジネスアナリスト
石橋 幸雄 氏

ミクス　
代表取締役　ミクス編集長　沼田 佳之 氏

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

静岡大学（創造科学技術大学院）　
特任教授　竹林 洋一 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

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

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

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CAO　駒澤　真人 博士 氏（工学）

東京大学
名誉教授　中村 耕三 氏

ユーラリス
CEO/博士　アンドレ・ベイツ 氏

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

第一三共
IT企画部 
企画グループ 
課長代理　朝生 祐介 氏

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

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

セミナースピーカー主催者企画講演 2018年 2月8日現在



健康経営のためのプラットフォーム・ソリューションや健康増進
をまちづくりに活かした自治体の取り組み事例をご紹介するセミ
ナーを開催します。

ヘルスケアIT運営事務局（UBMジャパン株式会社）お問い合わせ

マッチングシステム

メディアパートナー　

シニアメディアパートナー

同時開催情報

医療機器
医療施設
医 薬 品

MEDTEC Japan 医療用エレクトロニクス展

医療・ICT・在宅医療展検査キット完成品&開発展

介護・福祉ロボット&機器開発展
国際医薬品原料・中間体展 製薬業界受託

サービスエキスポ
医薬品原料 機器・装置展

バイオファーマジャパン DDS・医薬品包装展 ヘルスケアIT
東6ホール

ファインケミカルジャパン

医薬品・化学品

医薬品開発のための6つの国際展示会 東1・2・3ホール 医療機器開発のための5つの国際展示会 東4・5・6ホール

効率良くご来場活動を行っていただくために是非ご活用下さい。

❶ホームページから来場
事前登録を行う際に、
探している製品・技術・
サービス等を入力

❷お客様のニーズにお
応えできる出展社か
ら、 アポイントの依頼
を受信

東京ビッグサイト  東6ホール  
セミナーD会場会　　場

100名　定　　員

2018年4月20日（金）
13:00-17:00内（予定）日　　時

本展のWEBサイトからの
事前登録制（無料）参加方法

プログラム詳細及び受講申し込み受付は、本展のWEBサイトをご覧ください。

E-mail: promotion@healthcarejapan.com

来 場 者 出 展 社 マッチング参加者

出展社+来場者

オムロンヘルスケア　プライベートセミナー 受講無料予防・未病

IT 製品の比較・資料請求サイト



A会場 B会場 C会場 D会場 E会場 A会場 B会場 C会場 D会場 E会場 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　

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-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-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]

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-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-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、ユカシカド、mediVR

 

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]

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-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-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

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

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-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

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-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

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

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]

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

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▶11:15　
IT技術を用いた心外膜下脂肪
（異所性脂肪）の定量評価

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

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
部長　永澤  浩行 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

エムキューブ
小泉 剛 氏D-17 13:00▶17:00 （予定）

健康経営のためのプラットフォーム・
ソリューションや健康増進をまちづくり
に活かした自治体の取り組み事例をご
紹介するセミナーを開催します。

プログラムの詳細は
WEBサイトにてご確認ください。

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-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-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-19 14:30▶15:00　
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

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

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-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

エムキューブ
マネージャー　倉内 彰 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

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

セルメスタ
代表取締役　熊倉 利和 氏

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

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

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

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-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-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

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-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

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-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　　　

【サービス紹介】
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CAO　駒澤 真人 博士（工学）

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 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と社会
実装について

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

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

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 

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-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
Beauty Tech.jp 編集部　服部 めぐみ 氏
ダイエット&ビューティ
編集長・事業部長　江渕 敦 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-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 

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-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
講師　新井 卓二 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

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

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

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　
福利厚生に【満足度99％】のオフィス
リラクゼーションを取り入れて…
“健康経営®”しませんか?

VOYAGE
代表取締役　新井 卓二 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

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.
Senior Product Director
Ton van Daelen, PhD,

逐次通訳

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

セミナースケジュール［会場： 東京ビッグサイト 東6ホール］　

4月18日 予防・未病 医 薬 品 医療・介護
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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　

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-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-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]

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-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-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、ユカシカド、mediVR

 

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]

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-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-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

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

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-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

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-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

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

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]

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

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▶11:15　
IT技術を用いた心外膜下脂肪
（異所性脂肪）の定量評価

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

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
部長　永澤  浩行 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

エムキューブ
小泉 剛 氏D-17 13:00▶17:00 （予定）

健康経営のためのプラットフォーム・
ソリューションや健康増進をまちづくり
に活かした自治体の取り組み事例をご
紹介するセミナーを開催します。

プログラムの詳細は
WEBサイトにてご確認ください。

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-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-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-19 14:30▶15:00　
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

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

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-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

エムキューブ
マネージャー　倉内 彰 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

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

セルメスタ
代表取締役　熊倉 利和 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

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

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-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-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

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-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

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-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　　　

【サービス紹介】
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CAO　駒澤 真人 博士（工学）

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 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と社会
実装について

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

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

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 

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-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
Beauty Tech.jp 編集部　服部 めぐみ 氏
ダイエット&ビューティ
編集長・事業部長　江渕 敦 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-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 

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-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
講師　新井 卓二 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

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

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

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　
福利厚生に【満足度99％】のオフィス
リラクゼーションを取り入れて…
“健康経営®”しませんか?

VOYAGE
代表取締役　新井 卓二 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

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.
Senior Product Director
Ton van Daelen, PhD,

逐次通訳

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

ヘルスケアIT最新情報はWEBサイトにてご確認下さい

4月19日 予防・未病 医 薬 品 医療・介護
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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　

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-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-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]

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-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-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、ユカシカド、mediVR

 

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]

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-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-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

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

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-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

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-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

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

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]

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

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▶11:15　
IT技術を用いた心外膜下脂肪
（異所性脂肪）の定量評価

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

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
部長　永澤  浩行 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

エムキューブ
小泉 剛 氏D-17 13:00▶17:00 （予定）

健康経営のためのプラットフォーム・
ソリューションや健康増進をまちづくり
に活かした自治体の取り組み事例をご
紹介するセミナーを開催します。

プログラムの詳細は
WEBサイトにてご確認ください。

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-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-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-19 14:30▶15:00　
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

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

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-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

エムキューブ
マネージャー　倉内 彰 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

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

セルメスタ
代表取締役　熊倉 利和 氏

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

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

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

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-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-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

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-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

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-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　　　

【サービス紹介】
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CAO　駒澤 真人 博士（工学）

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 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と社会
実装について

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

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

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 

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-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
Beauty Tech.jp 編集部　服部 めぐみ 氏
ダイエット&ビューティ
編集長・事業部長　江渕 敦 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-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 

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-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
講師　新井 卓二 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

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

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

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　
福利厚生に【満足度99％】のオフィス
リラクゼーションを取り入れて…
“健康経営®”しませんか?

VOYAGE
代表取締役　新井 卓二 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

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.
Senior Product Director
Ton van Daelen, PhD,

逐次通訳

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

www.healthcarejapan.comWEB事前登録制 オフィシャルWEBサイトから
早めにお申し込みください無 料

4月20日 予防・未病 医 薬 品 医療・介護

都合により、講演者、時間等が変更されることがありますので最新情報はWEBサイトでご確認下さい。


