
HOSPEX Japan 公式ホームページより事前登録を行ってください。申込方法展示会場特設ルーム 会　場 150名定　員 （敬称略）

全日本病院協会／日本医療法人協会 共催セミナー　（主催：全日本病院協会／日本医療法人協会） 事前登録制

国際医療福祉大学大学院 教授　高橋　泰
日本医科大学 准教授　布施　明

弘生会 本庄内科病院 理事長 院長　本庄　弘次

※発表者の都合により、セミナーの中止またはテーマが変更になる場合がありますのでご了承ください。

１1月13日（木）１1月12日（水） １1月14日（金）

11:00

～

12:30

13:00

～

14:30

15:00

～

16:00

日本医療法人協会 全日本病院協会全日本病院協会

人口減少社会に向かう
日本の医療介護の現状と将来予測

医療機関における消費税
～抜本的解決に向けて～

広報委員会

AMAT研修・訓練と活動の実際
救急・防災委員会

プライマリ・ケアにおける
喫緊の課題とこれからの変化する医療の形

プライマリ

日本と欧州における認知症対策の現状
介護保険制度委員会

東海大学医学部 教授
東海大学医学部付属八王子病院
　　　　　 健康管理センター長　高橋　英孝

あなたの健康危険度を予測します。
  －現在の健康度を評価するシステムと将来の
　　　 健康危険度を予測するシステムの紹介－

人間ドック委員会

豊泉会 丸山病院 理事長　丸山　泉

参加料無料

HOSPEX Japan 公式ホームページより事前登録を行ってください。
多数の方にご聴講いただきたく、１人1セッションの参加とさせていただきます。

申込方法

展示会場特設ルーム 会　場 150名定　員

特別講演会 事前登録制

参加料無料

一般社団法人 日本医療福祉設備協会　一般社団法人 日本能率協会主 催

当社はNO.　　　　　ブースに出展しております。
ご来場を心よりお待ち申しあげております。

（敬称略）

11:00

～

12:30

13:00

～

14:30

13:00

～

14:00

11:00

～

12:00

14:30

～

15:30

病院経営を支える3分野からのコンサルテーション
13:00～14:30【シンポジウム】

2025年に向けた地域包括ケアのまちづくり
13:00～14:30【シンポジウム】

日本医業経営コンサルタント協会　山田　　修
ＩＴコーディネータ協会　高梨　智弘

日本ファシリティマネジメント協会　上坂　　脩

日本医業経営コンサルタント協会　伊藤　一章

HOSPEX Japan 公式ホームページより事前登録を行ってください。申込方法

展示会場特設ルーム 100名定　員会　場 1,000円（税込）参加費

医業経営セミナー （主催：日本医業経営コンサルタント協会　共催：日本医療福祉建築協会） 事前登録制

※発表者の都合により、セミナーの中止またはテーマが変更になる場合がありますのでご了承ください。

13：00

～

14：00

15：00

～

16：00

2025年を見越した
地域医療構想策定に向けて

厚生労働省 医政局地域医療計画課
医師確保等地域医療対策室
地域医療構想策定支援室 室長補佐　髙山　義浩

入門　医業経営指標
～病院の経営課題がわかる～

川崎医療福祉大学 医療福祉マネジメント学部 
医療情報学科 学科長／教授
認定登録 医業経営コンサルタント　宮原　勅治

病院経営の改善へ導く職員勤務環境の整備
寿芳会 芳野病院 経営企画室長
認定登録 医業経営コンサルタント　園田　直則

寿芳会 芳野病院
WLB&ダイバーシティ推進室長　小川　美里

2014年度診療報酬改定の
速報値に基づいた事例と経営対応

ＡＳＫ梓診療報酬研究所 所長
認定登録 医業経営コンサルタント　中林　　梓

JIHa建築賞受賞作から、
病院企画・計画段階の特徴を読み解く

医療福祉建築賞2011-2012選考委員会 委員長　　　　　　
三重大学 名誉教授　今井　正次

医師事務作業補助加算の活用で経営改革

八神エモーション 企画部 部長
認定登録 医業経営コンサルタント　小山田　剛

11：00

～

12：00

１1月13日（木）１1月12日（水） １1月14日（金）
（敬称略）

10：55　主催者あいさつ

★2014年度介護保険制度改正と介護報酬改定
13:15～14:15

神奈川県立保健福祉大学名誉教授　　　　　
社会保障審議会介護保険部会長　山崎　泰彦

※発表者の都合により、セミナーの中止またはテーマが変更になる場合がありますのでご了承ください。　★のセミナーをお申込みの際はキャリアブレインより受講票をお送りいたします。

13：00

～

14：00

14：30

～

15：30

帝国ホテルの企業理念
     ～お客様に選ばれる接遇とは～

帝国ホテル 代表取締役社長　定保　英弥

病院・介護施設の
     在宅復帰支援への取り組み

晴山会 理事長　平山 登志夫

薬局経営3.0
～「調剤薬局」のとるべき新しい経営戦略～
ハザマ薬局 ファルメディコ 代表取締役社長　狹間　研至

病院建築の観点から見た
　　　　　北里大学新病院プロジェクト

北里大学病院 副院長　渋谷　明隆

看護管理職のための経営指標

聖路加国際大学 法人事務局長　渡辺　明良

★診療報酬改定による医師転職トレンドの変化と、
                    　それを受けた医師確保の勘どころ

AMI＆I 代表取締役／医桜 代表理事　溝口 　博重

医療制度改革と病院経営について

日本ヘルスケアプランニング 代表取締役　八田　正人

11：00

～

12：00

１1月13日（木）１1月12日（水） １1月14日（金）

HOSPEX Japan 公式ホームページより事前登録を行ってください。申込方法展示会場特設ルーム 会　場 80名定　員

10：30

～

12：30

１３：３０

～

１5：3０

※発表者の都合により、セミナーの中止またはテーマが変更になる場合がありますのでご了承ください。

（敬称略）

慢性期医療セミナー　（企画協力：日本慢性期医療協会） 事前登録制

１1月13日（木）１1月12日（水） １1月14日（金）

参加料無料

東京ビッグサイト・東4～6ホール会 場

10：00～17：00会 期 2014年

ご案内状展示会入場券付き

司会

演者立教大学 コミュニティ福祉学部 兼任講師　山崎　　敏
清心会 理事　　　　　　                               
認定登録 医業経営コンサルタント　浦上　　誠
メッセージ　教育研修部看護師　佐藤　寛子

司会

演者

千葉大学大学院　工学研究科　教授
日本医療福祉建築協会　理事
日本医業経営コンサルタント協会 理事　中山　茂樹

新調理システム推進協会 特別企画パネルディスカッション 事前登録制

HOSPEX Japan 公式ホームページより事前登録を行ってください。申込方法

展示会場特設ルーム 会　場 80名定　員

3,000円（税込）　※参加費は当日お支払いください。参加費

『２０２０年医療介護の食事サービスを考える！これからの厨房環境と新調理システムの実践』 ※プログラム詳細はWEBをご確認下さい。テーマ

日　時

HOSPEX Japan 公式ホームページより事前登録を行ってください。申込方法展示会場特設ルーム 会　場 150名定　員

（敬称略）

（敬称略）

病院・福祉給食セミナー 事前登録制

※発表者の都合により、セミナーの中止またはテーマが変更になる場合がありますのでご了承ください。

１1月13日（木）１1月12日（水） １1月14日（金）

11：00

～

12：00

12：45

～

13：45

14：00

～
15：00

16：00

～

16：30

15：15

～

15：45

参加料無料

ニュークックチルによる、
　　　美味しくて体に良い食事の提供とは

パネルディスカッション
フードサービスシステムのソリューション法

福祉施設における
　　　　クックチル導入事例と今後の展開

建替え時の病院建築と厨房計画

パナソニックヘルスケア

司　会：ミールシステム 代表取締役社長　窪田　　伸
パネリスト：東京医科大学兼任教授　中村　明子

京都大学病院 疾患栄養治療部副部長　幣　憲一郎
きんれんかの里 栄養課 係長 管理栄養士　坂本　　文

きんれんかの里 栄養係長 管理栄養士　坂本　　文

医療福祉環境エビデンス研究会
　　　　　　　　　　清水建設
　　　　医療福祉施設設計部長　杉山　 靖尚

食の安全

　　東京医科大学兼任教授　中村 　明子

軟化酵素を用いた、形・栄養・風味の残る
                      介護食調理 －凍結含浸法－

近年注目のニュークックチルに最適！
再加熱カート「エルゴサーブ」を用いた
安全でおいしい食事の適温提供

　　マルゼン

エレクター

ニュークックチルを用いた病院食実践事例病院食マネジメントの在り方新しい考え方による
　　栄養診断に基づく栄養指導法

京都大学医学部附属病院　疾患栄養治療部 副部長　幣　憲一郎日立総合病院 栄養科 科長　石川　 祐一臨床栄養実践協会 会長　足立 香代子

フードサービスと
　　臨床栄養サービスの日米比較

　北海道IBD食 食事療法研究会理事 　　　　　　
JA札幌厚生病院栄養科 科長　出村 富美恵

　資料提供：米国登録栄養士＜RD＞,　 　　　　  
　　前北海道文教大学教授　佐藤 　節子

これからのヘルスケア栄養士

日本栄養士会 会長　小松　 龍史

美味しい特食のニュークックチル
　　～マルチフレッシュを活用して～

エフ・エム・アイ

フードサービスシステムデー フードサービスシステムデー臨床栄養サービスデー

中村 明子［東京医科大学 兼任教授]　窪田 伸［ミールシステム代表取締役］ ※司会兼務ヘルスケアフードサービスと臨床栄養サービスの在り方 コーディネーター

会場10

会場1

会場8

会場3

会場7

会場9

一般社団法人日本能率協会　産業振興センター 　〒105-8522 東京都港区芝公園3-1-22  
TEL:03-3434-1988　FAX:03-3434-8076　E-mail:hospex@convention.jma.or.jpお問い合わせ先 http://www.jma.or.jp/hospex/HOSPEX Japan 事務局

11月12日（水）～14日（金）

フードサービスの基本となる食品衛生、給食経営管理の重要性と厨
房を考える施設デザイン

クックチルシステムは問題を解決するソリューションとなるか？
事例発表を通してその導入効果を確認する

グローバル社会における栄養士のミッションと役割を考える

日本の医療の現状と地域包括ケアシステム 人生最期の居場所を考えよ

慢性期リハビリテーションの重要性と展望 サルコペニアとリハビリ栄養
　　～口腔のサルコペニアと摂食嚥下障害～

地域包括ケア病棟～その概念と病棟運営の実際（仮題）

「地域包括ケア病棟」における「診療の質」
～領域別・項目別・各論的アプローチ～（仮題）

浜寺中央病院 院長　井川 誠一郎

ソフィアメディ 訪問看護統括部看護師　松田 恵美子

いばらき診療所院長　照沼　秀也

環境が認知症の人に与える変化

訪問看護の現状講演1

地域を支える訪問診療講演2

講演 ： 大誠会本部 環境ケアユニットリーダー　山下　総司
司会 ： 認知症委員会委員長　田中　志子

日本医療法人協会 副会長／大雄会 理事長　伊藤　伸一

平成26年診療報酬改定と消費税
～診療報酬による消費税補填の状況～

最近の医療事故調の動向

日本医療法人協会 副会長／恵仁会 理事長　小森　直之

弁護士　井上　清成

信愛病院理事長　桑名　　斉

司会 ： 永生病院理事長　安藤　高朗

司会 ： わかくさ竜間リハビリテーション病院　西村　智子
開会挨拶 ： 松山リハビリテーション病院院長　木戸　保秀

講演 ： 札幌西円山病院歯科診療部長　藤本　篤士

司会 ： 浜寺中央病院 院長　井川 誠一郎ディスカッション

康明会常務理事　遠藤　正樹

講演1
芳珠記念病院理事長　仲井　培雄

講演2

多摩川病院理事長　矢野　　諭

座長 ： 慢性期リハビリテーション協会 副会長　橋本 　康子

東京医科歯科大学医学部付属病院 臨床栄養部 管理栄養士 副部長　小野寺 公枝 順天堂大学医学部付属 順天堂医院 栄養部 栄養課 管理栄養士 課長　渡邉　 威仁　
THE TOKYO STATION HOTEL 総料理長／ケアフード・フレンチコース料理の第一人者　石原　 雅弘  龍岡会 理事長／新調理法を活用した院外調理センターの取り組み　大森　 順方 
新調理システム推進協会 会長／生誕２５年「新調理システム」の創始者　渡辺　 　彰  鶏卵肉情報センター 常務取締役 編集部長／月刊「ＨＡＣＣＰ」編集長　岩本　 嘉之
新調理システム推進協会 事務局長／ニチワ電機 常務取締役 コンサルティング部 部長　西　 　耕平 

講　　師

企画司会

１1月12日（水）　13：30～15：30



日本医療機器学会主催のMDIC認定の更新ポイントが1セミナーに付10ポイント付与されます。

※発表者の都合により、セミナーの中止またはテーマが変更になる場合がありますのでご了承ください。

（敬称略）

医療機器安全管理セミナー　（主催：東京都臨床工学技士会） 事前登録制

１1月13日（木）１1月12日（水） １1月14日（金）

会　員　1日：4,000円　2日間：7,000円　3日間：  9,000円 （会員とは都道府県臨床工学技士会の正会員）
非会員　1日：6,000円　2日間：9,000円　3日間：12,000円

参加費

HOSPEX Japan 公式ホームページより事前登録を行ってください。事前登録後、東京都臨床工学技師会事務局より請求書が届きます。申込方法

展示会場特設ルーム 会　場 120名定　員
アースフルコーディネーション
アートクリエイション
アール・ティー・シー
アイエス
アイディールブレーン
アイテック
アイホン
アクアリンク
アグリライト研究所
アスカメディカル
アズワン
アトムメディカル
アビリティーズ･ケアネット
アムコ
アメニティ
新井製作所
池上通信機
医建エンジニアリング
石黒製作所
Idee
医療情報システム開発センター
医療福祉環境エビデンス研究会
＊梓設計
＊アズビル
＊医建エンジニアリング
＊石本建築事務所
＊エービーシー商会
＊エクセラ
＊S&Sエンジニアリング
＊遠藤照明
＊大林組
＊岡村製作所
＊鹿島建設
＊関西電力
＊京埼工業
＊コマニー
＊坂本菜子コンフォート研究所
＊シップヘルスケアリサーチ
　＆コンサルティング
＊清水建設
＊セントラルユニ
＊大成建設
＊竹中工務店　
＊ナカ工業　
＊ナブコシステム
＊西松建設
＊日揮
＊日建設計　
＊PC圧着建築協会
＊フォルボ・フロアリング
＊マルゼン

＊美和医療電機　
＊メディシン
＊YAMAGIWA
＊山下設計
＊建築WG
＊プロダクツWG
＊医療福祉WG
＊工学院大学長澤研究室
インタープロ
インターマン
インテクア
WHILL
ウィンテクノ
ウェルシィ
ウドノ医機
エア・ウォーター防災
エアロサービス
HMSインダストリアルネットワークス
エーアンドエー
エージーピー
エスケイネット
NC3
NBCメッシュテック
エバ
ヱビナ電化工業
エフ・エム・アイ
エムアンドエイチ
エムエス
エリメントＨＲＣ
エレクター
エンワールド・ジャパン
オークラ情報システム
オージー技研
大友製作所
オーニット
オーミケンシ／姫路エービーシー商会／
パイオニア精工
大道産業
オカノ
岡村製作所
オカモト／ヒルソン・デック
小川医理器
おぎそ
おとなの学校
オルディ
カリーナシステム
カレアコーポレーション
河合電器製作所
河淳
橘田生産工業所
キヤノンライフケアソリューションズ

キャリアブレイン
グリーム
グリーンメディカル
クレハ/エルメック電子工業
グローバル電子
くろがね工作所
ケーメックス
ケアコム
ケイエルブイ
ケイオーエス
経済産業省 医工連携事業化推進事業
経済産業省 製造産業局 産業機械課
ケイセイエンジニアリング
ゲティンゲ・ジャパン
ケンコー社
コーケンメディカル
コーセル
小池メディカル
礫川システムデザイン事務所
小島工作所
寿産業
コニカミノルタビジネスソリューションズ
小松ばね工業
コンビウィズ
サーミックテクノ
酒井医療
サカセ化学工業
サクラ精機
札幌バルナバフーズ
サトーセン
サンオート
三機工業
サンゲツ
サンコースプリング
Ｓａｎｓｅｉ
サンメディックス
三和化研工業
サンワサプライ
三和製作所
三和厨理工業
ＧＣＸコーポレーション
シーバイエス
シーホネンス
ジェイエムエス
静岡製機
シナノ
シナノケンシ
シャープマニファクチャリングシステム
シャフナー EMC
シュロフ
ジョイライフグループ

＊ジョイライフ
＊プランニング
＊マイライフ
昭電
信州メディカル産業振興会　
杉山
すこやかメディカル
鈴与
住商モンブラン
スリーライン
積水ホームテクノ
ゼネラルヘルスケア
セブンスディメンジョンデザイン
seven dreamers laboratories
セルコム
泉工医科工業
セントラルユニ
ソフトウェアクレイドル
第一照明
ダイキン工業
大研医器
ダイレクトジャパン
ダイワコーポレーション
台湾貿易センター 東京事務局
高秋化学
タカノ
タカラベルモント
竹内製作所
タケモトデンキ
タジマ
タナック
中央電子
中部日本マルコ
チヨダエレクトリック
ＴＨＫ
ディー・ティー・ジャパン/金羊社
ティービーアイ
デイリーテクノ
天寿会/奈良工業高等専門学校
東機貿
東京ガス
東京日東社
東京パック
東芝情報システム
TOTO
東北大学大学院医工学研究科 
健康維持増進医工学分野
東洋紡エンジニアリング
東リ
トクヤマ
トップ

トップウォーターシステムズ
トム・メディック
ドメティック
富山県新世紀産業機構
富山大学
ドレーゲル・メディカル ジャパン
ナゼロ
ナレッジデザイン
ニチオン
ニチワ電機
ニッキトライシステム
ニッコー
二プロ
日本板硝子環境アメニティ
日本医療企画
日本空調サービス
日本シグマックス
日本ストライカー
日本精密測器
日本デコラックス
日本ビー・エックス・アイ
日本メディックス
日本レオナード商会
ネクスタイル東京
農林水産省
ノダ
バイリーンクリエイト
パナソニック　エコソリューションズ社
パナソニック ヘルスケア
英技研/パーソナル
パラマウントベッド／パラテクノ
パンデミックフルー対策コンソーシアム
ビーエムエス
ピーズガード
ビコー
日立ソリューションズ・ビジネス
ヒューボ
ひろしま医療関連産業研究会
プールス
福井県 地域産業・技術振興課
福島工業
フクダ電子
フジクス
富士通マイクロソリューションズ
富士電機
藤波タオルサービス
フジフレックス
フジマック
フジモリ
フューチャー・ウエイブ
フランスベッド

あ

か

さ

た

な
ま

や

ら

わ
海外

は

出展者一覧 2014年8月22日現在

カメラ等持込

16歳以下16歳以下

16歳未満の方
（同伴者がいる場合も不可）

注意事項
○ 本展は商談のための専門展示会につき、業界関係者以外の方（16歳
未満、乳幼児のご同伴）のご入場はご遠慮ください。

○ お名刺を2枚ご用意のうえ、登録所に展示会入場券をご提示ください。
本カードなき場合は有料（1名につき¥3，０００税込）となります。

○ 会場内でのカメラ・ビデオ撮影は禁止です。

名刺を2枚ご用意ください。

展示会入場券

□ ②医師
□ ⑤看護部門
□ ⑧薬剤師

□ ③事務部門
□ ⑥給食部門
□ ⑨リハビリ

□ 1～19
□ 20～100
□ 101～200

□ 201～300
□ 301～500
□ 501～

1. 病院・診療所
　□ ①院長・理事
　□ ④施設部門
　□ ⑦技師（士）
　□ ⑩その他
2. 介護・福祉・保健
　□ ①施設サービス［老人保健施設、社会福祉施設  など］
　□ ②在宅サービス［訪問看護ステーション、
　　 　在宅介護支援センター など］
　□ ③保健・健康増進
　□ ④シルバーサービス事業者
　□ ⑤医療関連サービス事業者
　□ ⑥その他
3. □ 官庁・自治体・団体
4. □ 教育・研究機関
5. 建築・設計
　□ ①設計事務所　　□ ②建築・設備・工事
6. □コンサルタント（医療建築）
7. □商社・ディーラー
8. メーカー
　□ ①機器・装置（設計・開発）
　□ ②機器・装置（購買・調達）
　□ ③機器・装置（営業）
　□ ④機器・装置（企画・調査・広報）
　□ ⑤部品・素材（設計・開発）
　□ ⑥部品・素材（営業）
　□ ⑦部品・素材（企画・調査・広報）
　□ ⑧その他
9. □その他・学生

名
刺
貼
付

会社・団体名

●事前に名刺を貼付ください。（名刺のない方は下記にご記入ください。）

所在地

所属・役職

氏　名

e-mail:

TEL: FAX:

一般社団法人日本能率協会では、個人情報の保護に努めております。詳細は小会の個人情報保護方針
(http://www.jma.or.jp/privacy)をご覧ください。今回、ご記入いただきましたお客様の個人情報は、今後の各種案内のた
めに利用させていただきます。なお、個人情報は配送の依頼等で機密保持契約を締結した業務委託先に預託することがあり
ますのであらかじめご承知おきください。

※日本能率協会からのご案内およびE-mailが不要な場合はチェックをお入れください。 →□
※結果報告書などに本展の来場者として氏名を伏せた上で社名（施設名）、所属、役職を掲載することがあります。掲載を希
望されない場合はチェックをお入れください。 →□

＜個人情報のお取り扱いについて＞ 

●本券なき場合は有料（1名につき￥3,000（税込））となります。
※本券は他に転売することはできません。下記にご記入のうえ、登録所で来場者バッジとお引換ください。（該当する項目に□してください。）

追加案内状をご希望の方は、右記にご名刺
を貼り付けまたは必要事項を明記の上、希
望案内状枚数をお記入いただき、FAXにて
ご請求ください。事務局より無料でご送付い
たします。

HOSPEX Japan 2014
追加案内状請求

FAX. 03-3434-8076
WEBにて来場事前登録を行った方は、
無料で入場することができます。

案内状を　　　枚
希望します。

※追加請求の受付は10月15日（水）事務局
　到着分までとさせていただきます。

業種・職種別分類 ※必須 病床数地域別分類 ※必須

キ リ ト リ 線キ リ ト リ 線 キ リ ト リ 線キ リ ト リ 線

※発表者の都合により、セミナーの中止またはテーマが変更になる場合がありますのでご了承ください。

※発表者の都合により、セミナーの中止またはテーマが変更になる場合がありますのでご了承ください。

リハビリ・介護セミナー 事前登録制

展示会場特設ルーム 会　場 120名定　員 （敬称略）

１1月13日（木）１1月12日（水） １1月14日（金）

10：00

～

15：40

14：45

～

16：15

10：45

～

11：45

認知症を持つ高齢者ケアについて～作業療法の視点から～

※発表者の都合により、セミナーの中止またはテーマが変更になる場合がありますのでご了承ください。

医療・福祉機器開発テクノロジーセミナー 事前登録制

展示会場特設ルーム 会　場 100名定　員参加料無料 （敬称略）

10：00

～

17：00

12：30

～

13：30

14：00

～

17：00

10：30

～

14：30

10:30

～

16:00

10：30

～

15：20

１1月13日（木）１1月12日（水） １1月14日（金）

『経済産業省 医工連携促進に関する
　　　　　　　　　　　施策について』 他
医工連携に取り組む企業・団体・支援機関が多数事例を発表します！

看護の視点での医療現場の改善（予定）
技士の視点での医療現場の改善（予定）

医療機器の安全管理の実際
～様々な場所で行われる医療機器の
　　　 安全管理とその社会的な変化～

医療機器を安全に使用するための
                                      研修の実際

医療機器安全情報からみる
            医療機器の安全管理

PDMAによる薬事戦略講演＆相談会

首都大学東京 健康福祉学部 作業療法学科　井上　　薫

1日：3,000円 　　２日間：4,000円 参加費

日本理学療法士協会公式ホームページ
（http://www.japanpt.or.jp/）より事前にお申込み下さい。
後日、受講票をお送りします。

申込方法

医療・介護連携の中での訪問リハビリテーションの在り方
  ～退院・退所時の他職種連携について～

シンポジウムメインテーマ

少子高齢社会にむけた、予防・医療・介護領域での戦略的とりくみ

①少子高齢社会の病院経営をささえるリハビリテーションの在り方
②～『チーム医療』　コメディカルの方　必見！～
　急性期病棟におけるリハビリテーション職の役割
③ビジネス戦略におけるリハビリテーション職の活用
④リハビリテーション関連機器の開発に必要な視点　～少子高齢社会をみすえて～　

メインテーマ

各講義メインコンテンツ

14：45 開会式
14：50 指定発言　（病院）：医師
15：15 ①医療側（病院）：MSW ②介護側（在宅）：ケアマネジャー
 ③介護側（在宅）：リハ職 ④まとめ
16：10 閉会挨拶

日本理学療法士協会特別セミナー（主催：日本理学療法士協会） 東京都作業療法士会セミナー

訪問リハビリテーションフォーラム2014
（主催：日本理学療法士協会、日本作業療法士協会、日本言語聴覚士協会、訪問リハビリテーション振興財団）

ソリューションプレゼンセミナー 当日先着順

医療機関の防火対策「スプリンクラー整備」の課題と対策

病院に行く前に・・・

手術室の変化　～変わるものと変わらないもの～

看護・介護中の中腰・前屈作業を楽にする！

モリタ宮田工業

医療福祉環境エビデンス研究会

エア・ウォーター防災

モリタホールディングス

＊名刺をご用意ください。満席の場合は立見になる場合もございます。

展示会場特設ルーム 会　場 100名定　員

11：00～11：40

12：00～12：40

13：00～13：40

14：00～14：40

１1月14日（金）

参加料無料 会場10

経済産業省製造産業局産業機械課のロ
ボット介護機器開発事業、他企業による
企画展示です。
移乗（装着・非装着）、排泄、見守りなど各
分野のロボットが一堂に“みて・さわって・
使ってみて”体験型のデモも実施します。

最新の機器を一堂に展示（デモ・体験あり）
集中展示 介護ロボットコーナー

認定・専門理学療法士制度における理学療法士協会主催
研修会20ポイント/日が付与されます。

申込方法 HOSPEX Japan公式ホームページより事前登録を行ってください。

＊プログラムの詳細は上記主催4団
体のホームページでご確認くだ
さい。また、予告無く変更すること
がありますのでご了承ください。

申込方法 上記主催4団体のホームページ等より事前登録を行ってください。

参加料無料

参加料無料

※発表者の都合により、セミナーの中止またはテーマが変更になる場合がありますのでご了承ください。

（敬称略）

看護セミナー  （主催：日本能率協会　共催：東京都看護協会　企画協力：パラマウントベッド　フクダ電子　ニプロ） 事前登録制

展示会場特設ルーム 会　場

パラマウントベッド フクダ電子
安全な療養環境を目指して

千葉労災病院 看護部長　青田 孝子

二プロ
１1月13日（木）１1月12日（水） １1月14日（金）

10：30

～

15：30

10：30

～

15：00

公開KYT（危険予知トレーニング）
          ～あるべき療養環境を考える～
工学院大学 建築学部建築デザイン学科 教授　筧　 淳夫
パラマウントベッド 技術開発本部 主席研究員   
元 日本赤十字社 事業局 医療事業部 医療安全課長　杉山 良子

Dr.大島一太の2014 心電図の読み方
動く心電図モニタで学ぶ！！
基礎から遭遇しやすい虚血性心疾患不整脈まで

東京医科大学八王子医療センター　　　　　 
循環器内科 兼任講師　大島 一太

10：30

～

15：30

病院から退院するとき 
「最後まで自宅で過ごしたい」という思いを支えてみませんか？
訪問看護師の関わりで変わる　認知症の方と家族の暮らし 
どんな医療処置が必要な状態でも自宅で生活するための方法 
訪問看護の歴史

参加料無料

メインテーマ

※発表者の都合により、セミナーの中止またはテーマが変更になる場合がありますのでご了承ください。

介護老人保健施設セミナー（主催：全国老人保健施設協会） 事前登録制

展示会場特設ルーム 会　場 100名定　員 3,240円（税込）参加費

全国老人保健施設協会ホームページ（http://www.roken.or.jp/）
より事前にお申込みください。
※プログラム詳細はホームページをご確認ください。

申込方法

11月13日（木）　8：55～16：10

食べることをとおしてのリハビリテーションと多職種協働研修
「寿命まで食べる幸せ　こんな話が聴きたかった」

会場10

会場5

会場6

会場4

会場2

HOSPEX Japan公式ホームページより申込フォームをダウンロードいただきFAXをお送り下さい。ご聴講は看護職の方に限らせていただきます。申込方法

HOSPEX Japan公式ホームページより事前登録を行ってください。申込方法

フリーフォーム／ニプリック
プロテックス
プロテラス
分子生理化学研究所
平和テクノシステム
ボード・イースト
ホシザキ電機
マナトレーディング/秀光
マルゼン
丸紅情報システムズ
慢性期医療展2015
三浦工業
三喜鋲螺
ミズホ
三菱電機
三菱東京ＵＦＪ銀行
三菱日立ホームエレベーター
三菱レイヨン･クリンスイ
ミナト医科学
ミナミサワ
ミールシステム
美和医療電機
村中医療器
明工社
名電通
名優
メガソフト
メッツ／三井情報
メディア
メディエート
メディカリューション
モリタ
モリタホールディングス
モリタ宮田工業
モレーンコーポレーション
やまぐち産業振興財団
ヤンマーエネルギーシステム
ライフケア技研
理研計器
リネンスタイル
ルキナ
レキシー
早稲田大学産学官研究推進センター
Bytech (Dongtai)
FORMOSA CULTURAL
GARWARE BESTRETCH
PURITEX MANUFACTURE (M)

医工連携ワークショップ：第6回全国医工連携支援機関ネットワーク会議医工連携セミナー１ 医工連携セミナー2

11：30

～

12：15

13：45

～

14：30

10：15

～

11：15

１1月14日（金）
空気圧による超精密制御技術を活用した
低侵襲手術支援ロボットシステムの開発と、
産学官連携によるビジネス展開

＜日本医療福祉設備協会セッション>
今ある技術の連携システム
～建設会社と医療機器メーカの連携事例～

無理なく円滑な医工連携のかたち
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング
政策研究事業本部 主任研究員　柏野　聡彦

□ 東京 □ 北関東 □ 南関東 □ 北海道
□ 東北 □ 中部・北陸 □ 近畿 □ 中国
□ 四国 □ 九州・沖縄 □ 海外

その他ロボット、薬事法、開発事例など旬のテーマを取り上げたプログラムが満載！ 詳細はWEBへ

経済産業省医工連携事業化推進事業　特別企画セッション


