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※敬称略

2016 年 4月11日現在

出展社
ビジネス+IT
ビジョナリーイメージングサービス
ピツニーボウズ・ソフトウェア
ミーカンパニー
ミクスOnline
メディカル・データ・ビジョン

シーエムプラス
Jストリーム
社会情報サービス
テクマトリックス

トビー・テクノロジー
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
日本薬事法務学会
ネクスウェイ
パーキンエルマージャパン
パナソニック
ハンモック

香川大学医学部附属病院
京都大学大学院医学研究科
慶応義塾大学医学部
産業技術総合研究所
シー・キャスト
ジェイティ エンジニアリング
社会情報サービス
セコム医療システム
武田薬品工業
デロイト トーマツ コンサルティング
東京大学（工学系研究科）
トビー・テクノロジー
日本アイ・ビー・エム

日本医療機器学会
日本医療ネットワーク協会
日本オラクル
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
ネクスウェイ
バイオクニリカ・ジャパン
ビジョナリーイメージングサービス
ピツニーボウズ・ソフトウェア
ひるぎワークス
ファイザー
ファルマ・ビジネス・アカデミー
富士通

PRISM Pharma
MISANE

アイ・エム・エス・ジャパン
アガサ
アスクレップ
アンテリオ
イットアップ
医療情報総合研究所

エムキューブ
大阪府
オプティム
オンウェーブ
協同コム

Veeva Japan
HDI Japan
HDE
MRT

CAS

MEDTEC Japan
薬事日報社

UBIC MEDICAL
吉田法務事務所

セミナースピーカー
アイ・エム・エス・ジャパン
アジレント・テクノロジー
アスクレップ
アーベーツェー
アンテリオ
医薬経済社
医療情報総合研究所

Veeva Japan

インテージホールディングス
HDI-Japan（シンクサービス）
エムキューブ
エルゼビア・ジャパン
大阪府

メディカル・データ・ビジョン
薬新

UBIC
UBIC MEDICAL

横河電機
横浜市立大学
横浜薬科大学
ラボコンサルテーション
菱化システム

セミナースケジュール
事前登録制ですがお席に余裕がある場合はご入場いただけます。開始10分前にセミナー会場にてご確認ください。

A会場（200席）
基調・特別講演

B会場（200席）
基調・特別講演

C会場（100席）
セミナー

A-0 9:15▶10:15

【基調講演】医療ビッグデータ：その可能性と展望
京都大学大学院医学研究科

社会健康医学系専攻 健康情報学分野

教授

中山 健夫 氏

この数年、
「ビッグデータ」に対する関心は世界的に急速な高まりを見せ、医療・医学の世界でも身近なものとして語られるようになった。
本講演ではヘルスケア領域のビッグデータ関連の取り組みのいくつかを紹介し、今後の可能性と展望を概観したい。

A-1 10:30▶11:15

【特別講演】
医療業界における臨床データベース
の活用
メディカル・データ・ビジョン
取締役副社長
福島 常浩 氏

A-2 11:30▶12:15

B-1 10:30▶11:15

【特別講演】
医薬品イノベーションと
ITリスクマネジメント
日本クラウドセキュリティアライアンス
健康医療情報管理ユーザーワーキンググループ
代表理事・グループリーダー
笹原 英司 氏

B-2 11:30▶12:15

【特別講演】
【特別講演】
患者起点の次世代マーケティング
製薬工場のサイバー攻撃対策に
̶ 医療消費者理解による市場の発見と おけるCSMS（Cyber Security
創造 ̶
Management System）の重要性
インテージホールディングス
執行役員 グループヘルスケア事業担当
アンテリオ 代表取締役社長
アスクレップ 取締役
仁司 与志矢 氏

A-3 13:00▶13:45

【特別講演】
医薬品創薬から製造までの
ビッグデータの活用
東京大学
工学系研究科化学システム工学専攻
教授
船津 公人 氏

A-4 14:15▶15:00

【特別講演】
製薬企業の医療ビッグデータ戦略

アイ・エム・エス・ジャパン
IMS Consulting Group 事業部長
Thought Leadership ディレクター
前田 琢磨 氏

A-5 15:30▶16:15

【特別講演】
リアルワールドデータの活用事例
̶ 地域医療連携から治験、ゲノム
データまで ̶
日本オラクル

Health Sciences Global Business Unit
Healthcare Solutions Director
奥泉 盛司 氏

ジェイティ エンジニアリング
システムインテグレーション部
シニアコンサルタント
福田 敏博 氏

B-3 13:00▶13:45

【特別講演】
アンメットメディカルニーズ
〜リサーチデータから得られる
指標とは〜
社会情報サービス
専務取締役
企画調査ビジネスユニット統括
傳農 寿 氏

B-4 14:15▶15:00

【特別講演】
カスタマサポート最新事情
〜スマホ・タブレット時代の
グローバルサポート〜
HDI-Japan（シンクサービス）
代表取締役CEO
山下 辰巳 氏

B-5 15:30▶16:15

【特別講演】
オミックスデータを活用する
「デジタル創薬」の創生
産業技術総合研究所
創薬分子プロファイリング研究センター
副研究センター長
堀本 勝久 氏

C-1 10:30▶11:15

誰もが、実験室・実験経験なしに、
その日に創薬研究を開始できる世界

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

C-2 11:30▶12:00

Veevaの最新インダストリー
クラウドによるGxP 品質文書
管理とは？

Veeva Japan
R&D Vault

シニアセールスコンサルタント
高橋 伸一 氏

C-3 13:00▶13:30

患者起点医薬品マーケティングの
新潮流
医療情報総合研究所
代表取締役社長
大橋 青史 氏

C-4 13:45▶14:15
※詳細はオフィシャルWebサイトにて
ご確認ください

大阪府

C-5 14:30▶15:00

研究開発を加速する電子ノート、測定
機器データの統合管理
富士通
テクニカルコンピューティング・ソリューション事業本部
科学システムソリューション統括部
有田 正博 氏

C-6 15:15▶16:00

医療機関への営業力アップ！
病院の事前期待をマネジメントして
信頼と即決を促す
「関係性と伝える力」

セコム医療システム
マネジメント・コンサルティング部
担当部長
シニア・マネジメントコンサルタント
杉浦 鉄平 氏

セミナースケジュール
事前登録制ですがお席に余裕がある場合はご入場いただけます。開始10分前にセミナー会場にてご確認ください。

A会場（200席）
基調・特別講演

B会場（200席）
基調・特別講演

C会場（100席）
セミナー

A-6 9:15▶10:15

【基調講演】ヘルスケアを取り巻く未来の展望 〜テクノロジーが変えるヘルスケア業界の未来〜
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・ライフサイエンス&ヘルスケア セクターリーダー

長川 知太郎 氏

テクノロジーの進展に伴い、ヘルスケアの姿は大きな変貌を遂げるだろう。消費者は、
ウェアラブル技術を最大活用しながら健康意識の改善や疾患の予防に努めるようになるだろう。
また、治療のバーチャル化により医療の現場が病院から自宅にシフトし、患者の生活の質も向上することだろう。本講演では、ヘルスケアを取り巻く未来の世界を大胆に予想し、
プレイ
ヤーが今後進むべき道を検討したい。

A-7 10:30▶11:15

【特別講演】

MA(Marketing Automation)が切り開く

次世代医薬品マーケティング

ファルマ・ビジネス・アカデミー
代表取締役
佐藤 睦美 氏

B-7 10:30▶11:15
【特別講演】
千年カルテ
̶ EHRで変わる日本の医療と臨床研究 ̶

日本医療ネットワーク協会
理事
吉原 博幸 氏

A-8 11:30▶12:30
【特別講演】
創薬の効率を高めるメディカルイメージング

B-8 11:30▶12:15
【特別講演】
米国と欧州医薬品業界における流通の法規制の
〜アカデミア・臨床現場・研究開発支援機関の視点から〜 最新動向と日本への影響
[モデレーター]
バイオクニリカ・ジャパン
代表取締役社長 瀬下 秀則 氏
[パネラー]
横浜市立大学 大学院医学研究科
放射線医学 教授 井上 登美夫 氏
香川大学医学部附属病院
臨床研究支援センター 准教授 西本 尚樹 氏
ビジョナリーイメージングサービス
代表取締役社長 小林 達明 氏

A-9 13:00▶13:45
【特別講演】
日本におけるDTCマーケティングの現状と今
後の展望
アーベーツェー
代表取締役
古川 隆 氏

A-10 14:15▶15:00
【特別講演】
ビッグデータからの予測医療と個別化医療

京都大学大学院医学研究科
臨床システム腫瘍学
特定教授
奥野 恭史 氏

A-11 15:30▶16:15

【特別講演】
地域包括ケア時代の新しい営業戦略
マルチチャネル活用で価値最大化

エルゼビア・ジャパン
Monthlyミクス編集長
沼田 佳之 氏

日本医療機器学会
UDI標準化委員会委員
黒澤 康雄 氏

B-9 13:00▶13:45
【特別講演】
Watsonと医療の世界

日本アイ・ビー・エム
ワトソン事業部
ヘルスケア事業開発部長
溝上 敏文 氏

B-10 14:15▶15:00
【特別講演】
医薬品企業におけるコールセンターの戦略的
活用とそれをサポートするITシステム導入の
成功条件
ひるぎワークス
代表／コールセンター・エキスパート・コーチ
熊澤 伸宏 氏

B-11 15:30▶16:15

【特別講演】
国際化を見据えたヘルスケアにおけるIT活用
とCSVの潮流

シー・キャスト
代表
荻原 健一 氏

C-9 10:45▶11:15
研究開発業務を活性化するデータ管理共有
システム
菱化システム
科学技術システム事業部
データサイエンス部 チームリーダー
岡崎 泰典 氏

C-10 11:30▶12:00
人工知能を活用した医薬品開発

UBIC 執行役員CTO

行動情報科学研究所 所長
UBIC MEDICAL 取締役
武田 秀樹 氏

C-11 13:00▶13:30
次代の医薬品営業へのパラダイムシフト
〜MRの本来業務への回帰〜

MISANE

上席研究員
安藤 文彦 氏

C-13 14:30▶15:00
ファイザーのMR稼働シミュレーションによる
ターゲティング最適化事例!!
ファイザー
ワクチン営業戦略推進部
髙井 暢之 氏
[提供] ピツニーボウズ・ソフトウェア

C-14 15：15▶15：45
営業、マーケティング活動におけるWebRTC
（リアルタイムコミュニケーション）技術の活用
日本オラクル

Communications Global Business Unit
Senior Sales Consultant
大泉 幸稔 氏

セミナースケジュール
事前登録制ですがお席に余裕がある場合はご入場いただけます。開始10分前にセミナー会場にてご確認ください。

A会場（200席）
基調・特別講演

B会場（200席）
基調・特別講演

C会場（100席）
セミナー

A-12 9:15▶10:15

【基調講演】Global One Takedaに向けたビジネスの変革を支える
IS/ITの変革とデジタルへの取組み
武田薬品工業

グローバル･インフォメーション･テクノロジー

リージョナルCIO アジア

沼田 智 氏

タケダのすべてのビジネスファンクションにおいて進められているGlobal One Takedaに向けた変革を支えるため、
タケダのグローバルIS/ITが進めている変革の概要を組織体制、
業務プロセス/システムの標準化、
インフラの標準化などの切り口でご紹介します。
また、IS/IT戦略のひとつの重点分野であるデジタルに対する取組みについても併せてご紹介します。

A-13 10:30▶11:15
【特別講演】
ヘルスケアデータの医療活用
̶ iPhoneを用いた臨床研究 ̶
慶應義塾大学医学部
循環器内科
特任助教
木村 雄弘 氏

B-13 10:30▶11:15
【特別講演】
製薬における品質安定化と生産プロセス連続
化へのアプローチ
横河電機
マーケティング本部IAマーケティングセンター
マーケティング戦略室
マネージャー
須藤 政信 氏

C-17 10:30▶11:15
医薬品開発のパフォーマンスを向上する分析
機器のネットワーク構築について

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

C-18 11:30▶12:00
ITツールを活用した研究情報統合的管理の事例

〜効率化とコンプライアンスの両立を目指し
身の丈に応じて最大の効果を追求した挑戦〜

ラボコンサルテーション
代表取締役
島本 哲男 氏

A-15 13:00▶13:45
【特別講演】
政策動向から未来の製薬企業像を探る

薬新
代表取締役
医薬経済社
編集委員
井高 恭彦 氏

B-15 13:00▶13:45
【特別講演】
ヘルスケア分野の研究開発に必要な統計
リテラシー
横浜薬科大学
薬学教育センター
医療統計学教授 医学博士
奥田 千恵子 氏

A-16 14:15▶15:00
B-16 14:15▶15:00
【特別講演】
【特別講演】
医薬品、医療機器のバーコード（自動認識技術） 人工知能のヘルスケアへの応用
表示の背景と今後の活用

日本自動認識システム協会
医療自動認識プロジェクト
プロジェクトリーダー
白石 裕雄 氏

産業技術総合研究所
人工知能研究センター
センター長
辻井 潤一 氏

B-17 15:30▶16:15

【特別講演】
ゆらぐα-へリックス を標的とした創薬

PRISM Pharma
小田上 剛直 氏

C-19 13:00▶13:30
アイトラッキング（視線計測）を活用した医薬
品マーケティングリサーチが貴社にもたらす
インパクトとは。
トビー・テクノロジー
代表取締役社長
蜂巣 健一 氏

C-20 13:45▶14:15
ビジュアルコミュニケーションが変える医師
と企業との接点
エムキューブ
代表取締役社長
新井 浩二 氏

C-21 14:30▶15:00
〜対話式パーソナライズビデオの活用〜
製薬会社からドクターへの新しいアプローチ
ピツニーボウズ・ソフトウェア
営業本部 営業部長
滝本 謙一 氏

C-22 15：15▶15：45
地域包括ケアを支える 薬局薬剤師 の今を知る
〜製薬会社・医療機器メーカーが行うべき情報
提供の在り方とは〜
ネクスウェイ
医薬情報事業部
医薬チーム
メディアプロデューサー
風祭 稔里 氏

出展社プロフィール

HB-2

アイ・エム・エス・ジャパン

HA-13

アガサ

〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-28 虎ノ門タワーズオフィス
担当部署: テクノロジーサービス・ビジネス開発

〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町1-2 FtFビル2F
担当部署: 営業・サポート部

製品／サービスのご紹介
IMS Japanでは、1億人を超える米国の患者レベルデータと分析
プラットフォームをクラウドサービスとしてご提供するPharmetrics
Plus と、CRM、分析ダッシュボード、マーケティングオートメーション
など、MRとデジタルチャネルの効果を最大限に発揮し、真のパーソナ
ライズドマ ーケティングを実 現 するソリューション群を展 示して
います。
製品／サービス名
● 1億人の米国患者レベルデータを可視化する。
データ＋分析ダッシュボードサービス:PharMetrics Plus
● マルチチャネルマーケティングの活動状況を可視化する
ダッシュボード：MCM Dashboard
● 国内製薬企業のビジネスニーズに対応した
マルチデバイスCRMソリューション：NextGen Japan
● 製薬業界の現場MRに特化した分析ダッシュボード：MiPortal

製品／サービスのご紹介
臨床研究・治験文書管理クラウドサービス
『 Agatha（ アガサ）』が3月
22日に正式にサービス開始となりました。
クラウド環境の活用と充実のサポート体制で個人から大企業まで規模
を問わず利用可能に。
個人単位のドキュメント保存から、大規模な治験・臨床研究の文書管
理まで「Agatha」は、医療分野での利用に特化した文書管理クラウド
サービスです。
製品／サービス名
● Agatha（アガサ）■
NEW

E-mail: ces_solutions@jp.imshealth.com
URL: http://imshealth.com/japan

HA-6

アスクレップ

〒170-8630 東京都豊島区東池袋3-1-3
ワールドインポートマートビル8F
担当部署: 営業部

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

製品／サービスのご紹介
アスクレップは、20年以上に渡って日本国内を中心にCRO
（医薬品等
開発業務受託機関）サービスをご提供してまいりました。
インテージグループで培われた”マーケティングリサーチ”という概念
と、
リアルタイムでの課題解決を可能にするITソリューションをベース
に“ 情報＝Intelligence” にこだわったサービスを提供し、お客様の課
題解決のご支援を行って参ります。
製品／サービス名
● ADDIN EX
（製造販売後調査用EDCシステム）■
NEW
● Czeek シリーズ
● CDISCサービス
共同出展社
アンテリオ
医療情報総合研究所

HB-9

イットアップ

TEL: 050-3177-5299
E-mail: info@agathalife.com
URL: http://www.agathalife.com/

HA-6

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
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
● 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）
共同出展社
アスクレップ
医療情報総合研究所

HA-6

医療情報総合研究所

〒540-0034 大阪府大阪市中央区島町2-1-8 7F
担当部署: セールス&マーケティング部

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町5-25 神田神保町ビル
担当部署: 経営企画部

製品／サービスのご紹介
Sen AIは、人工知能を活用し、MRのディテールログから医師の特性を
分析、医師ごとに有効な資材をレコメンドします。
さらに、SFA/CRM、WEB、講演会等の複数データをSen AIで総合的
に解析することで、医師ごとに最適な次の一手をレコメンドします。
Sen AIは、全てのMRに気づきを与え、アクティビティを改善していき
ます。
製品／サービス名
● Sen CLMソリューション
● Sen AI ■
NEW

製品／サービス名
● 処方分析サービス
● ウェブ処方辞書
● ウェブ処方インサイト

TEL: 06-6809-4112 FAX: 06-6946-2801
E-mail: sales@itup.co.jp
URL: http://www.clm-sen.com

URL: http://www.jmiri.jp/

共同出展社
アンテリオ
アスクレップ

出展社プロフィール

HA-23 Veeva Japan

HA-7 HDI-Japan

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-19 恵比寿ビジネスタワー5F
担当部署: 営業代表

〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル9F
担当部署: イベント&メンバーシップ

製品／サービスのご紹介
Veevaの治験/申請/SOPエリアでのクラウドソリューションは、世界の
トップ50製薬企業の34社に導入され日本でも着実にクラウド化の
波を加 速しています。eTMF, Submission, QualityDocsの 展 示 の
ほか、
［C-2枠］GxPソリューションを講演。5/19 第3回Veeva R&D
Summitで国内導入事例等を発表!!!（入場無料）登録は＝＞veeva.jp

製品／サービスのご紹介
HDI（Help Desk Institute）は、世界最大のサポートサービスプロ
フェッショナルのための業界団体です。サポートサービスに関わる人、
プロセス、テクノロジにまつわる様々な問題を解決するための糸口と
なるべく、教育、アセスメント、書籍、ネットワーキングの機会などを
ご提供しています。お気軽にお立ち寄りください。

製品／サービス名
● Vault QualityDocs : 品質および製造用SOP、各種レポートをクラウドで一元管理
● Vault eTMF : 規制対応クラウドで治験依頼者-CRO-試験施設のコラボを実現
● Vault Investigator Portal : 臨床試験サイト用ポータルアクセス
● Vault Study Start Up : 治験のStart Upプロセスの短縮化と効率向上を支援 ■
NEW
● Vault Registrations : 世界各国の申請情報を網羅しコンプライアンスリスクを軽減■
NEW
● Vault Submissions : クラウドで迅速な申請、組織を超えたコラボを実現

製品／サービス名
● HDI国際認定教育プログラム
● 格付けベンチマーク
● 海外視察ツアー
● サポートサービス関連書籍
● サポートセンターアセスメント
● メンバーシッププログラム

TEL: 03-6721-9800 FAX: 03-3449-7800
E-mail: japan.info@veeva.com
URL: http://veeva.jp

HA-14 HDE
〒150-0036 東京都渋谷区南平台町16-28
担当部署: マーケティング部

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

製品／サービスのご紹介
Office 365 、Google Apps などのクラウドサービスと連携して、
アクセス制限、スマホ紛失対策、情報漏えい対策をクラウド上で実現
するクラウドセキュリティサービス「HDE One」の展示を行います。

製品／サービス名
● Office 365、Google Appsをもっとセキュアに
「HDE One」■
NEW

TEL: 044-969-5031 FAX: 044-969-5032
E-mail: info@HDI-Japan.com
URL: https://www.hdi-japan.com/

HB-5 MRT
〒150-0041 東京都渋谷区神南1-18-2 フレーム神南坂3F
担当部署: 経営企画室

TEL: 03-6415-5290 FAX: 03-6415-5282
E-mail: pocketdoctor_info@medrt.com
URL: https://medrt.co.jp/

製品／サービスのご紹介
ポケットドクターとは、株式会社オプティムの持つリモートマネジ
メントテクノロジーを遠隔診療サービス向けに必要なあらゆる機能を
取り込み再構築したテクノロジーと当社が培ってきた医療情報および
医師、医療機関のネットワークを組み合わせることで、医療を必要と
している人々と遠隔地にいる医療の専門家をつなぐ日本初※となる
サービスです。
※2016年4月5日時点、当社調べ。
製品／サービス名
● 遠隔診療・健康相談サービス
『ポケットドクター』■
NEW
共同出展社
オプティム

HB-6

エムキューブ

〒107-0052 東京都港区赤坂1-11-44 赤坂インターシティ

TEL: 03-6685-3315 FAX: 03-6685-3316
E-mail: info@m3cube.co.jp
URL: http://m3cube.co.jp

製品／サービスのご紹介
当社は、25万人の医師会員を持つ国内トップクラスの医療インター
ネット 企 業 で あ る エ ム スリー と、TV 会 議 や Web 会 議 の 領 域 の
リーディングカンパニーであるブイキューブの2社のバックボーンと
両社のノウハウを武器に、医療業界向けのビジュアルコミュニケー
ションサービスを提供しています。
弊社サービスは、多忙な医師のために情報収集の機会を提供する
ものとして高い評価を得ています。
製品／サービス名
● Web講演会 ■
NEW
● かんたん講演会 ■
NEW
● 海外Web講演会 ■
NEW
● Web座談会 ■
NEW
● Liveディテーリング ■
NEW

HB-5

オプティム

共同出展社

MRT

出展社プロフィール

HB-11 オンウェーブ

HB-3

協同コム

〒104-0045 東京都中央区築地2-14-6 LXS築地1303
担当部署: メディカル事業部

〒104-0042 東京都中央区入船2-5-7

製品／サービスのご紹介
製薬メーカー・医療機器に特化した人材紹介サービスです。傾向と
しましては、研究職、品質管理、品質保証、薬事、モニター、MR、営業、
DM、エンジニア、薬剤師、臨床検査技師など、全国より多数ご登録が
あり、圧倒的な求人数と、自社の「製薬オンライン」
「メディカル派遣」
にて展開がしており、専門性を活かした取り組みにスキルの高いハイ
スペックな候補者が多いのも特徴です。

製品／サービスのご紹介
価格と使い勝手にこだわるデジタルサイネージ・メーカーとして、
店舗空間の各シチュエーションに合わせたモデルを展示。新製品で
ある屋外用デジタルサイネージはじめ、壁面やスタンド式などフレ
キシブルに提案を行う。

製品／サービス名
● 製薬業界・医療業界に特化した人材紹介・派遣 ■
NEW
● 製薬業界・医療業界に特化した人材マッチングシステム ■
NEW

製品／サービス名
● デジタルサイネージ
● 電子看板
● 店舗ディスプレイ

TEL: 03-6278-8721
URL: http://www.on-wave.jp/

HA-19 CAS

TEL: 03-6280-2780 FAX: 03-3555-2520
E-mail: info@kyodocom.jp
URL: http://www.kyodocom.jp/

HC-18 シーエムプラス

〒100-6162 東京都千代田区永田町 2-11-1 山王パークタワー3F
担当部署: ACSインターナショナル

〒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: Virtual 事業部

製品／サービスのご紹介
米国化学会の情報部門であるCAS
（Chemical Abstract Service）
は、
SciFinder, STN, PatentPak, MethodsNowなど様々な化学者向け
データーベースツールを提供しています。

製品／サービスのご紹介
CMPlus は施設創りをクライアントの立場で支援するユニークな
プロフェッショナル・マネジメント会社です。GMPコンサルティングの
実績に基づいた情報サービスGMP Platformの運用、eラーニングや
関連書籍のご提供に加えて、国内外2,500社のライフサイエンス関連
企業の情報を検索するサービス iVEX-LS
（アイベックスエルエス）
が、
ライフサイエンスに的を絞ったマッチングをサポートします。
製品／サービス名
● iVEX-LS
（ライフサイエンス関連情報検索サービス）■
NEW
（GMP/GDP教育訓練eラーニング）
● GMP-eTutor
● エンジニアリングサービス
● GMPコンサルティング
● PIC/S GMP PartII解説ハンドブック
（書籍）■
NEW

TEL: 03-6205-3035
E-mail: cisobe@acsi.info
URL: http://www.cas.org

製品／サービス名
● SciFinder
● STN
● PatentPak ■
NEW
● MethodsNow ■
NEW
● NCI Global
● CHEMCATS

HA-8 Jストリーム

TEL: 045-222-8710 FAX: 045-222-8717
E-mail: service@ivexls.com
URL: http://www.cm-plus.co.jp

HA-9

社会情報サービス

〒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

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

製品／サービスのご紹介
Ｊストリームは、
インターネット講演会や動画制作を中心に、医療業界に
おけるeマーケティング活動の拡大を支援しております。特に、製薬
企業のインターネット講演会は年間900件以上ライブ配信を担当して
おり、多様化するお客様のニーズに合わせた柔軟な対応力・企画力・
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います。

製品／サービス名
● PatientsMap
● NHWS

TEL: 0120-65-8140 FAX: 03-5765-3520
URL: http://www.jstream.jp/

製品／サービス名
● インターネット講演会（ライブ／オンデマンド配信）
● 動画制作
● Webサイト制作
● 双方向Web会議

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

出展社プロフィール

HA-4

テクマトリックス

〒108-8588 東京都港区三田3-11-24 国際興業三田第2ビル
担当部署: CRMソリューション営業部

TEL: 03-4405-7836 FAX: 03-6436-3536
E-mail: crm@techmatrix.co.jp
URL: http://fasthelp.jp/

製品／サービスのご紹介
◆くすり相談室専用CRM システム「FastHelp Pe」
MR支援やくすり相談室に集まるあらゆる情報を一元管理するCRM
システムです。くすり相談室特有の業務を効率的に行うための機能を
標準搭載しています。
◆ナレッジ活用を支援・FAQ システム「FastAnswer」
コールセンター内のナレッジと顧客の声とを連携し、FAQ情報を迅速
に公開、お客様の自己解決率が飛躍的に向上します。
製品／サービス名
● FastHelp Pe
● FastAnswer

HA-1

日鉄日立システムエンジニアリング

HB-8 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: 広報室

TEL: 03-5793-3316 FAX: 03-5793-3317
E-mail: sales.jp@tobii.com
URL: http://www.tobii.co.jp

HB-13 日本医療データセンター

〒104-6591 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー27F
担当部署: 産業・流通ソリューション第一事業部

〒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

製品／サービスのご紹介
NHSは1990 年より多数の製薬会社様向けの営業活動を支援する
システム開発・サポートに携わっております。
こうした実績と知見をベースに、製薬会社様の営業活動を支援し、
部門間の情報連携や組織力向上を促進するパッケージ・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。
製薬会社の他、医療機器メーカー、医薬品卸業のお客様にも適応
できるソリューションもございます。
製品／サービス名
● PharMart 実消化/販売管理
● PharMart コールセンター
● PharMart 学術文献
● PharMart SFA
（日報・顧客管理）
● PharMart プロモーション資材管理

製品／サービスのご紹介
当社は国内最大規模のレセプトおよび健診データベースを構築して、
製薬メーカー様の研究・開発、メディカルアフェアーズ業務、アカデ
ミアの学術研究を支援しています。
2005 年診療分よりデータベースを保持しており、直近 1 年の観察
母集団は約 290 万人です。
患者様の情報は、連結不可能匿名化されております。

TEL: 03-3544-7880 FAX: 03-3544-7901
E-mail: pharmart-info@nhs.co.jp
URL: http://pharmart.nhs.co.jp/

HA-18

日本クラウドセキュリティアライアンス

TEL: 03-5733-5011 FAX: 03-5733-5101
E-mail: mdbhelp@jmdc.co.jp
URL: http://www.jmdc.co.jp/

製品／サービス名
● JMDC Data Mart
（web）
● JDM Pharmacovigilance
（web）
● アドホックサービス
● フルデータアクセスサービス

HC-16 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

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

製品／サービスのご紹介
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うことにより、
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、という
目的で設立された業界団体です。
バーコードやRFID、バイオメトリクスに代表される自動認識技術は、
社会に深く浸透し、医療、福祉分野でも幅広く利用されています。

出展社プロフィール

HB-21 日本薬事法務学会

HA-5

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: ダイレクトマーケティング事業部 3G

TEL: 0120-341-890 FAX: 0120-131-292
E-mail: clp@nexway.co.jp
URL: http://www.nexway.co.jp/omatome/index.html

製品／サービスのご紹介
日本薬剤師会会員薬剤師が従事する全国の約4.8 万件薬局に対し
月1 回、製 薬・医 療 機 器メーカーからの 原 稿をネクスウェイがとり
まとめて「日薬情報おまとめ便サービス」として一括して封書で発送
するサービスを提供しております。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る、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
● 日薬情報おまとめ便サービス ■
NEW

HA-24

パーキンエルマージャパン

HA-2

パナソニック

〒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
多彩な業務に頑丈タブレット
「タフパッド」
4.7型 頑丈ハンドヘルド FZ-N1＜新製品＞
5型防爆モデル、7型、10.1型、20型4K 豊富なラインアップをご用意
現場のIT化を実現する頑丈モバイルPC「タフブック」
10.1型頑丈デタッチャブルPC CF-20＜新製品＞
軽量・長時間・高性能なビジネスモバイル「レッツノート」ラインアップ
製品／サービス名
● 4.7型 頑丈ハンドヘルド FZ-N1 ■
NEW
● 10.1型頑丈デタッチャブルPC CF-20 ■
NEW
● LTE通信/音声通話（3G）対応 5型 頑丈タブレット FZ-E1/X1
● 5型頑丈タブレット 防爆モデルFZ-E1/X1
● Windows搭載 7型 頑丈タブレット FZ-M1
● Android搭載 7型 頑丈タブレット FZ-B2

HB-4

ハンモック

〒171-0033 東京都豊島区高田3-19-10 ヒューリック高田馬場ビル
担当部署: GLUE営業部（グルー営業部）

TEL: 03-5957-3630 FAX: 03-5957-3681
E-mail: n_sales@hammock.co.jp
URL: http://www.hammock.jp/

製品／サービスのご紹介
「HotProfile」はMR
（ 営 業 ）向 け の「 名 刺 管 理 」
「営業支援
（SFA）」
「マーケティング施策」を統合した営業支援ツールです。ルート営業
する上で必要な病院や顧客の情報は、名刺や他システムから効率的に
取り込むことができ、使い勝手の良いSFA機能を提供します。
流行のマーケティングオートメーション機能を実装した「HotProfile」。
営業管理者様、営業企画担当者様はぜひお立ち寄りください！
製品／サービス名
● 名刺管理、営業支援ツール「HotProfile」

HB-16 ハンモック
〒171-0033 東京都豊島区高田3-19-10 ヒューリック高田馬場ビル
担当部署: DCS営業部 / NWS営業部

TEL: 03-5957-3630 FAX: 03-5957-3681
E-mail: n_sales@hammock.co.jp
URL: http://www.hammock.jp/

製品／サービスのご紹介
本ブースでは以下の2つの製品をご紹介します。
【1】
データエントリーソリューション
（DEFACT）
医薬品の注文書や受領書をはじめ、さまざまな帳票の入力業務を
効率化するデータエントリーソリューションをご紹介します。
【2】IT資産管理（AssetView）
個人情報を扱う医療業界でも多数の導入実績を誇る、IT 統合管理
ソフトウェア「 AssetView 」の情報漏洩対策をご紹介します。
製品／サービス名
● 取引先帳票対応OCRソフト
「AnyForm OCR」■
NEW
「TeleForm」
● 手書きも活字対応 FAX/スキャナーOCRソフト
● FAX受注システム「SmoothFirst」
● 仮想化対応FAXサーバー「RightFax」
● IT資産管理、
ログ管理などのIT統合管理ソフト
「AssetView」

出展社プロフィール

HB-7

ビジネス +IT

HA-16 ビジョナリーイメージングサービス

〒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

〒226-0027 神奈川県横浜市緑区長津田1-16-19
担当部署: イメージングサービス部門

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「NETWORK Guide」、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／サービスのご紹介
レントゲン、CT 、MRI 、PET 、SPECT 、超音波装置などのメディカル
イメージング技術は、X 線の発見を契機として、1950 年代ごろから
急速に発展してきました。そして、現在もその価値を高め、適応範囲を
広げながら、多種多様な疾患や怪我などの治療に欠かせない技術と
なっています。わたしたちは放射線医療で利用される医療画像機器を
用いたイメージング技術を取り扱う事業を展開しています。
製品／サービス名
● 臨床試験におけるQIBAトータルサポートサービス ■
NEW
（OsiriX）開発販売および技術サポート ■
● DICOMソフトウェア
NEW

URL: http://www.sbbit.jp/

製品／サービス名
● NETWORK Guide ■
NEW
● 情報化の処方箋 ■
NEW

HB-1

ピツニーボウズ・ソフトウェア

〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-1-39
恵比寿プライムスクエアタワー13F
担当部署: 営業本部

TEL: 03-5468-6881 FAX: 03-5468-6886
E-mail: jpsales@pb.com
URL: http://www.pitneybowes.com/jp

製品／サービスのご紹介
ドクターとの接点をさらに強化しませんか？
ファイザ ー 製 薬 でも採 用 の、
「ロケーション」をキ ーにした、営 業
シミュレーション。
非対面チャネルながら、対話と個別化を実現した動画ソリューション。
収益力を強化するための、営業支援ソリューションをご紹介いたします。
製品／サービス名
● EngageOne Video ■
NEW
● Spectrum Spatial
● MapInfo Pro
● Street Pro
● Spectrum Data Quality
● Toursolver

HA-10 ミクス Online
〒106-0044 東京都港区東麻布1-9-15 麻布一丁目ビル
担当部署: ファーマニュース

E-mail: mixonline-service@elsevier.com
URL: https://www.mixonline.jp

製品／サービスのご紹介
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。地域包括ケアに関連した
情報も随時掲載しています。ミクスOnlineを活用して、医療に貢献
できる人材になりましょう。
製品／サービス名
● ミクスOnline

TEL: 045-511-7147
E-mail: t_kobayashi@vis-ionary.com
URL: http://www.vis-ionary.com/

HB-10 ミーカンパニー
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-18-12 柳田ビル3F
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
地域包括ケア時代に対応した医薬介護施設データベース「SCUEL
（スクエル）」
と、
データベースを活用したMR支援システムのご紹介

製品／サービス名
● SCUEL for MR 地域包括ケアにおけるMR支援システム - ■
NEW
● SCUEL DATA 医療施設データベース ■
NEW
● SCUEL DATA 調剤薬局データベース ■
NEW
● SCUEL DATA 介護事業所データベース ■
NEW

HA-17 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: 03-5283-6911 FAX: 03-5283-6811
E-mail: ebm_sales@mdv.co.jp
URL: http://www.mdv.co.jp

製品／サービスのご紹介
当社は、独自に保有する日本最大規模の診療データベースをもとに、
病院における薬剤処方実態や疾患規模の実態などを明らかにする、
各種データ分析サービスを提供しています。
当社が保有する診療データベースは、病院からデータの二次利用
許諾をいただいた、DPCデータ/レセプトデータをもとに構築しています。
なお、取り扱っているデータは全て、個人情報保護の観点から匿名化
処理をしています。
製品／サービス名
● WEB検索ツール「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

HA-22

薬事日報社

HB-23 UBIC MEDICAL

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

〒108-0075 東京都港区港南2-12-23 明産高浜ビル
担当部署: 営業部

製品／サービス名
● 医薬情報専門紙「薬事日報」
ブースで見本紙を無料配布。

製品／サービスのご紹介
人から学び、分析・判断をサポートする人工知能「 KIBIT 」が、製薬
メーカー の 安 全 性 情 報 管 理 部 門における資 料 の QC 業 務 の 精 度
向上と効率化を実現。当局への副作用症例報告書、症例検討会資料
などの自動仕分け、担当者によるQC業務のQCを支援いたします。
製品／サービス名
● KIBIT Pharmaceutical Solution ■
NEW

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

E-mail: um-info@ubicmedical.com
URL: http://www.ubicmedical.com

