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ヘルスケア IT 2018（第 3 回） 開催のお知らせ 
 

 

健康経営、地域包括ケア、データヘルスの推進から、遠隔医療、AI 診断、医薬品分野

における IT 創薬からデジタルマーケティングまで 100 人を超える業界のキーパーソンが

集結して行われるセミナーと IT ベンダー、スタートアップ企業による展示会を同時開催 

 

 予防・未病、医薬品の研究・開発から営業・マーケティング、医療・介護までヘルスケ

ア業界における ICT、テクノロジーの活用を推進するイベント『ヘルスケア IT 2018（第 3

回）』の展示会、セミナープログラムの公開が開始された。 

次回の開催では、病院、クリニック、健診機関などの医療施設、薬局、製薬企業等のヘ

ルスケア関係者と働き方改革の一環として健康経営を推進する企業、健康保険組合から地

域包括ケア、データヘルスへの取り組みを進める自治体、地域医療ネットワークまで幅広

い対象者に向けて、100 人を超える業界のキーパーソンが集結して約 100 のセミナーが行わ

れる他、大手 IT ベンダー、スタートアップ企業が最先端のテクノロジーやアイデアを駆使

して開発したヘルスケアサービス、ソリューションを紹介する展示会も同時開催される。 

ヘルスケア分野では、AI、IoT、ウェラブルなどのデバイスの登場やテクノロジーの進化

に伴い、バイタル、行動履歴データ等の収集が容易になり、今後、データの分析、活用が

いっそう進むことで医療・介護施設の業務効率の向上、医薬品開発の促進、患者・生活者

の QOL が向上していくことが期待されている中、本展では今後のビジネスや取り組みに役

立つ情報が満載となっている。 

約 80 社の出展が予定されている展示会の『予防・未病ゾーン』では経済産業省主催の『ジ

ャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト 2018』のファイナリスト企業の特別展示をはじめ、

メンタルヘルス、睡眠改善など様々なヘルスケアサービスを持つスタートアップ企業、大

手企業が出展。 

『医薬品ゾーン』は、「研究・開発」「営業・マーケティング」の 2 つのエリアで最新のソ

リューションや医療・医薬品業界向けデータベース等が紹介される。 

予防・未病 医薬品 医療・介護 



さらに、『医療・介護ゾーン』では、地域連携の推進、業務効率の向上を図る医療、介護施

設向けの製品、サービス等が展示紹介される。 

尚、本展への参加については、WEB サイトからの来場登録または招待券の時間により無料。

3日間の会期中は昨年を大幅に上回る約 15,000 人の来場を見込んでいる。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■イベント開催概要 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【名 称】ヘルスケア IT  2018 （第 3回） 

【会 期】2018 年 4 月 18 日（水）-20 日（金） 10:00-17:00 

【会 場】東京ビッグサイト 東 6ホール 

【主 催】UBM ジャパン株式会社  

【出展社】80 社・団体（予定）     【来場者】15,000 人（見込み） 

 

【公式 WEB サイト】   http://www.healthcarejapan.com/ 

【公式 facebook】    https://www.facebook.com/it.healthcare/ 

【セミナー詳細・申込】 https://ubmjapan-group.com/healthcarejapan/seminar/#date1 

【展示会出展情報】  http://www.healthcarejapan.com/company/ 

  

================================================================= 

■入場・参加方法 【全プログラム無料】 

================================================================= 

【展示会】WEB サイトからの事前登録または招待券の持参で無料 

【セミナー】WEB サイトからの事前登録制 

   

   来場事前登録ページ 

    https://ubmjapan-group.com/healthcarejapan/visitor/ 

 

 

＜後 援＞ 

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  

 

＜シニアメディアパートナー＞ 

じほう『医療 ICT NEWS FILE』  

 

＜メディアパートナー＞ 

アズクルー「月刊ジェネリック」、化学工業日報社、薬事日報社、ミクス Online、 

HEALTHCARE Biz、Health Biz Watch、mHealth Watch、Health App、BeautyTech.jp、 

BCN、TechTarget ジャパン、CNET Japan、ビジネス＋IT、joy.net、 

メディマーケプラス、Medinew、GMP Platform、Co-Co Life☆女子部、 

Somu-lier(ソムリエ)、サンポナビ、月刊総務オンライン、IT トレンド、carebook、 

月刊コールセンタージャパン  

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■本展の主なキーワード / テーマ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

デジタルヘルス、ヘルステック、IT 創薬、AI（人工知能）、AI 診断、IoT、ビッグデータ、

遠隔医療・診療、健康経営、メンタルヘルス、データヘルス、地域医療、地域包括ケア、

在宅サポート、重症化予防、リアルワールドデータ、デジタルメディスン、ブロックチェ

ーン 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■来場対象 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

≪医薬品ゾーン≫ 

●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 

 

≪予防・未病ゾーン≫ 

●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 

 

≪医療・介護ゾーン≫ 

●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） 

●調剤・保険薬局 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■出展製品・サービス (最新情報は随時、ホームページにて更新) 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

＜展示会出展社情報＞  http://www.healthcarejapan.com/company/ 

 

≪医薬品ゾーン≫  

●AI（人工知能） 

●研究文書・プロジェクト管理 

●電子実験ノート 

●CRM、マーケティングオートメーション 

●Web 会議システム 

●服薬管理 

●eラーニング 

●モバイル、PC デバイス 

●コールセンターシステム 

●マーケティングリサーチ 

●医療・医薬品関連データベース 

 

≪予防・未病ゾーン≫ 

●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 

●ストレスチェックツール 

●睡眠管理ツール、改善サービス 

●ダイエット/食事管理アプリ 



●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） 

 

≪医療・介護ゾーン≫ 

●AI（人工知能） 

●VR（リハビリ支援） 

●電子カルテ 

●経営診断ツール 

●遠隔医療システム 

●多職種間連携ツール 

●Web 会議システム 

●ロボット（対話型、リハビリ・治療サポートなど） 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■開催の見どころ （セミナー・展示会のテーマ及びポイント） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【予防・未病】  

●大手企業の健康経営の取り組み ―取り組み内容及び成果発表― 

●中小企業の健康経営の取り組み ―取り組み、運用ノウハウなど― 

●平成 30 年度からスタートする「第 2期データヘルス計画」の取り組み 

●自治体・地域における健康、医療の取り組み ―重症化予防、ネットワーク構築等― 

●睡眠、ストレス、運動、食事管理など新しいアプリ、サービスの紹介 

●健康無関心層に対する行動変容を促すためのアプローチ 

 

【医薬品】 

●世界初のデジタルメディスン「エビリファイマイサイト」（大塚製薬）の紹介 

●医療情報データベース（MID-NET）の運用開始に伴う製薬企業の戦略 

●地域包括ケアに対応する新たな営業戦略の構築 

●デジタルを活用マーケティング施策の推進 

●AI、ビッグデータ、計算化学等を用いた革新的な医薬品開発 

 

【医療・介護】 

●ヘルスケア先進国、フィンランドを始め、海外の先進的な取り組み 

●動向が注目される遠隔医療、オンライン診断の最新動向 

●医療・介護施設における業務効率を向上する AI、ロボット活用の最新事情 

●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 



●超高齢社会の到来に伴う医療、介護関係者と地域の関わり 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■特別展示コーナー 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

『ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト 2018』のファイナリスト企業の製品・サー 

ビスをご紹介する特別展示コーナーが設置される他、開催 2日目の 4月 19 日にはプレゼン 

テーションも実施される。 

 

【展示コーナー】 小間番号： D-30  （4 月 18 日～20 日） 

【セミナー日程】 4 月 19 日（木） 11:30 - 12:45  セミナーA 会場 【WEB 事前登録制】 

 

■グランプリ 

株式会社 mediVR 

＜展示・プレゼン内容＞ 

Virtual Reality 及び人工知能技術を利用した Dual Task 型運動リハビリテーション治療器 

 

■優秀賞 

株式会社 iCARE 

＜展示内容＞ 

中小企業でも大企業並みの産業衛生体制を実現できる健康経営プラットフォーム「Carely」 

 

OQTA 株式会社 

＜展示内容＞ 

世の中から人生最大の悲しみ「孤独」を無くしたい 

 

株式会社 PREVENT 

＜展示内容＞ *PREVENT 社のみ、「B-24 伊藤忠商事ブース」にて展示 

惨事を防ぐ三次予防！オンライン重症化予防「iPrevent」 

 

株式会社 ユカシカド 

＜展示内容＞ 

世界初、尿から栄養の過不足を評価するパーソナル検査「VitaNote」 

 

*UBM ジャパン株式会社は、経済産業省が主催する「ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテ 

スト」のサポート企業です。 



―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■基調講演 【無料・WEB 事前登録制】 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

＜4月 19 日（木） 9:00-10:00＞ 

デジタルヘルスケアイノベーション 

[講演] 経済産業省  ヘルスケア産業課 課長 西川 和見 氏  

 

＜4 月 20 日（金）9:00-10:00＞ 

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 

[講演] 厚生労働省 保険局 保険課長 安藤 公一 氏 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■注目のセミナー 【無料・WEB 事前登録制】 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

▼セミナースケジュール 

https://ubmjapan-group.com/healthcarejapan/seminar/#date1 

 

 

 

＜NO：F-1  4 月 18 日（水）10:30-12:00＞【逐次通訳】  

フィンランドにおけるパーソナライズ医療の発展 

[講演]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 

 

 

 

＜ NO:A-2     4 月 18 日（水） 11:30-12:15＞  *企画協力： 日本遠隔医療学会 

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～ 

[講演] 京都府立医科大学 眼科学教室 加藤 浩晃 氏   

 

 

 

＜ NO:B-4    4 月 18 日（水） 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～ 

[講演] 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 

 

海外事例 

遠隔医療 

自治体/地域の取り組み 



＜NO：C-12  4 月 19 日（木）  15:00 - 15:30＞ 

埼玉県における糖尿病重症化予防 

[講演] 埼玉県 保健医療部 健康長寿課 

＜NO：A-14  4 月 20 日（金） 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 

[講演] 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 

[講演] 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 

 

 

 

＜ NO:B-5   4 月 18 日（水） 15:00-15:45＞  *企画協力： IT ヘルスケア学会 

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 

[講演] 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  

 

＜NO：A-17  4 月 20 日（金）15:00 - 15:45＞ 

AI 利活用による介護の働き方改革エクサ 

[講演] ウィザーズ  代表取締役社長 石山 洸 氏 

 

 

 

＜ NO:A-6    4 月 18 日（水） 15:00-15:45＞ 

医療・製薬からみるライフサイエンス分野への AI 利活用 

[講演] 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 

 

＜NO：A-15  4 月 20 日（金） 12:45 - 13:45＞ 【逐次通訳】 

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 

[講演] 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 

 

 

 

医療・介護業界 

AI （人工知能） 



＜NO：C-17  4 月 20 日（金） 12:30 - 13:45＞【逐次通訳】 

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 

[講演]  ユーラリス CEO / 博士 アンドレ・ベイツ 氏 

 

 

 

＜ NO: D-8   4 月 19 日（木）  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 

 [講演] 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 

 

＜NO：C-20  4 月 20 日（金） 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」 

[講演] 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 

 

 

 

＜NO：C-6  4 月 18 日（水） 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 

[講演] 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 

 

＜NO：D-9  4 月 19 日（木） 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 

[講演] 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 

 

＜NO：B-15   4 月 20 日（金）13:00 - 14:15＞ 

海外事例にみる健康経営のヒント 

[講演]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 

[講演] 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   

 

 

美容業界のテクノロジー 

健康経営 



 

 

＜NO:A-10  4 月 19 日（木）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～ 

[講演] 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 

 

＜NO：B-12  4 月 19 日（木）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～ 

[講演] 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 

 

＜NO:A-13  4 月 20 日（金） 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 

[講演] Otsuka Pharmaceutical Development & Commercialization, Inc. 

       Global CNS Business Vice President 倉橋 伸幸 氏 

 

＜NO：B-14  4 月 20 日（金） 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 

 

＜NO：C-18  4 月 20 日（金）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 

[講演] 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 

 

＜NO：E-20  4 月 20 日（金）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 

[講演] 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 

製薬業界 



―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■展示会出展社 （五十音順 / 3 月 2 日現在）                                   

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

アンテリオ、IT ヘルスケア学会、iCARE、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、イートライアル、

ウェルネス・コミュニケーションズ、AnyCare Japan、NEC、SB クリエイティブ、エー・アンド・デイ、O：（オー）、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、シーエムプラス、J ストリーム、社会情報サービス、情報医療、スリーゼット、SELVAS AI、 

ダッソー・システムズ・バイオビア、帝人、東北大学、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、 

日本マイクロソフト、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、パソナ、ピュア・ストレージ・ジャパン、Vidyo Japan、ブイキューブ、 

フィンランド大使館商務部、PREVENT、松本ヘルス・ラボ、ミクス、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、メディリード、mediVR、モバイル・コンテンツ・フォーラム、薬事日報社、ヤフー、

ユカシカド、UL Japan、リープ、ロコモチャレンジ！推進協議会 

 

▼展示会出展製品・サービス詳細 

http://www.healthcarejapan.com/company/ 

 

▼展示会来場登録 【無料・WEB 事前登録制】 

https://ubmjapan-group.com/healthcarejapan/visitor/ 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■同時開催展 （会場：東 1～6ホール） *全展で相互入場を実施 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

国際医薬品原料・中間体展（CPhI Japan)、製薬業界受託サービスエキスポ(ICSE Japan) 

医薬品原料 機器・装置展 (P-MEC Japan)、バイオファーマジャパン(BioPh Japan) 

DDS・医薬品包装展（InnoPack Japan）、MEDTEC Japan （ 医療機器の設計・製造展） 

Electro Med Japan （医療用エレクトロニクス展）Smart Health Japan （医療・ICT・在宅医療展）、Care・

Welfare Robot&Device Expo （介護・福祉 ロボット&機器 開発展）、 

Test Kit Japan （検査キット完成品＆開発展）FINE Chemical Japan（ファインケミカルジャパン） 

＜全展共通の公式サイト＞ http://www.japanlifescienceweek.com/ 

 

 

本件に関するお問い合わせ先 

ヘルスケア IT 運営事務局（UBM ジャパン株式会社） 

TEL: 03-5296-1020  Email: promotion@healthcarejapan.com 

担当：大橋、岸 


