展示（ホスピタリティー）ルームのご案内

展示ルーム
：
展示ルーム 1：
NEC（
（日本電気株式会社）
日本電気株式会社）

沖縄コンベンションセンター
沖縄コンベンションセンター劇場棟
コンベンションセンター劇場棟・
劇場棟・会議場Ｃ1

NEC ホスピタリティルームでは、ご来場の皆様のご休憩、ご歓談の場として、お飲物／お菓子／
プリンタサービス／充電用電源等をご用意しております。
是非、この機会にお立ち寄りいただければ幸いに存じます。

展示ルーム
：
展示ルーム 2：
東芝メディカル
東芝メディカルシステムズ
メディカルシステムズ株式会社
システムズ株式会社

沖縄コンベンションセンター
沖縄コンベンションセンター劇場棟
コンベンションセンター劇場棟・
劇場棟・会議場
会議場Ｃ1

医療機器事業の開始から 2015 年で 100 周年を迎えた東芝は，医療のトータルソリューション
プロバイダーとして，画像診断装置，検体検査装置，及び医療情報システムを提供しています。
今大会の展示ルームでは、ご休憩いただきながら、東芝が提供する医療情報システムの姿をご
紹介できればと存じます。
また、お客様同士の情報共有や意見交換の場として、コミュニケーションを深める機会としま
しても是非ご活用ください。
みなさまのご来場を心よりお待ちしております。
東芝メディカルシステムズ株式会社
沖縄東芝メディカル株式会社

展示ルーム
：
展示ルーム 3：
公益社団法人日本医師会/一般財団法人医療情報
公益社団法人日本医師会 一般財団法人医療情報システム
一般財団法人医療情報システム開発
システム開発センター
開発センター
沖縄コンベンションセンター
・会議場 A3
沖縄コンベンションセンター会議棟
コンベンションセンター会議棟 A・
日本医師会と医療情報システム開発センター（MEDIS）はホスピタルルーム（A3 会議場）に
おいて、医師資格証および HPKI カードの普及促進の広報活動を共催して実施いたします。
日本医師会は、医師資格証について下記展示を実施いたします。
・医師資格証のご案内、ご相談窓口
・医師資格証の発行申請の受付
・医師資格証を用いた電子署名/電子認証のご案内とデモンストレーション
医療情報システム開発センター（MEDIS）は、
・MEDIS の事業紹介
・MEDIS の HPKI カードのご案内
を実施いたします。
第 35 回医療情報学連合大会に参加される皆様のご来場をお待ち申し上げます。

展示ルーム
：
展示ルーム 4：
三菱電機株式会社
三菱電機株式会社

沖縄コンベンションセンター
・会議場
･4
沖縄コンベンションセンター会議棟
コンベンションセンター会議棟 B・
会議場 B3･

本年も恒例のセミナー並びに展示会を開催いたします。セミナーの内容は以下の通りです。
講演 1

11 月 2 日（月） 11：00～12：00
「医療情報分野のサイバーセキュリティの最新動向について」
HEASNET 運用検討 WG 主査 茗原 秀幸
HEASNET：保健・医療・福祉情報セキュアネットワーク基盤普及促進コンソーシアム

講演 2

11 月 2 日（月） 13：00～14：30
民間病院を中心とした医療情報連携フォーラム（MIRF）
第 1 部 MIRF からの活動報告
MIRF ワーキンググループ活動リハビリテーション分科会の報告
「安全な生活期リハビリテーションのための情報連携」
社会医療法人社団 白十字会 燿光リハビリテーション病院
リハビリテーション部 係長 小川 弘孝
厚生労働省科学研究事業の報告
「高度電子情報化した適正な保険診療体制の構築に関する研究」
（MIRF 事務局長） 洛和会ヘルスケアシステム 常務理事 児島 純司

講演 3

11 月 2 日（月） 15：00～17：00
民間病院を中心とした医療情報連携フォーラム（MIRF）
第 2 部 医療情報システムの最新動向報告
「クラウド型 PACS"NOBORI"のコンセプトと安全管理の方策」
テクマトリクス株式会社 医療システム事業部 技術サービス部 部長 杉本 直樹
「ヘルスケア ICT 基盤の構築に向けて」
富士通株式会社 ヘルスケアシステム事業本部 医療ソリューション事業部
事業部長代理 中川 昌彦
「AoLani（アオラニ）ネットワークの目指す医療情報連携」
医療法人鉄蕉会 経営管理本部 情報戦略部 情報戦略室 小倉 彬生
「医療・介護分野における患者フェイスシート共有を目指した ICT の利活用」
名古屋掖済会病院 情報管理センター長 奥村 幸光
「地域包括ケアにおける医療介護連携」
洛和会ヘルスケアシステム 医療経営戦略部 次長 山田 剛士

講演 4

11 月 3 日（火・祝） 11：00～12：00
「医療情報ネットワークにおける標準化について」
一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会 事業企画推進室 室長 吉村

仁

講演 5

11 月 3 日（火・祝） 13：30～14：30
「HPKI と医師資格証の最新動向」
日本医師会電子認証センター システム開発研究部門長
日本医師会総合政策研究機構 主任研究員 矢野 一博

講演 6

11 月 3 日（火・祝） 15：30～16：30
「日本薬剤師会が構築した電子お薬手帳について」
公益社団法人日本薬剤師会 事務局 中央薬事情報センター
広報・情報室 課長 河野 行満

展示ルーム
：
展示ルーム 5：
シスコシステムズ合同会社
シスコシステムズ合同会社

沖縄コンベンションセンター
沖縄コンベンションセンター展示棟
コンベンションセンター展示棟

シスコシステムズのホスピタリティルームでは、“つなぐ”（Connected）をテーマに、医師不
足や地域医療格差、良質な医療と安全な管理、高度なセキュリティの課題をサポートするソリュ
ーションとして、メディカルカート、IP ナースコール、データマネージメントを簡素化するデー
タ仮想化ソリューションと医療情報連携基盤（Cisco Medical Data Exchange Solution）、標的型
攻撃対策に対応した多層防御セキュリティ、SDN など複数ソリューションを実機デモと講師によ
るプライベートセミナー形式でご体験頂けます。プライベートセミナーにつきましては、30 分毎
のセッションを 1 日複数回行います。是非、お気軽にお立ち寄りください。
みなさまのご来場を心よりお待ちしております。

展示ルーム
：
展示ルーム 6：
小林クリエイト
小林クリエイト株式会社
クリエイト株式会社

沖縄コンベンションセンター
沖縄コンベンションセンター展示棟
コンベンションセンター展示棟

小林クリエイト株式会社では RFID 関連製品を中心にご紹介をさせていただきます。ご来場の
皆様との情報交換の場として、ご休憩コーナーもご用意いたしております。
ご来場の際には弊社展示（ホスピタリティ）ルームへお気軽にお越しいただきますようお願い
申し上げます。
《予定展示内容》
◆ UHF 対応リストバンド用 RFID タグ
認証域が大きい 920MHz 帯パッシブ RFID タグを用いたリストバンド用タグを開発いたし
ました。固定式のアンテナを利用し患者様の所在管理や通過管理への応用が可能な製品とし
てご紹介いたします。
◆ UHF 対応 RFID リーダー
リストバンド用 RFID タグを読取できるコンパクトなリーダーをご紹介いたします。
バーコードリーダーとの一体型で低コストを実現いたしました。
◆ 電子カルテ用カート [ air ]
「静か」で「扱いやすい」電子カルテノート PC 用カートをご紹介いたします。
新製品として販売を開始いたしました。
◆ 生殖医療システム
凍結保存される「精子」、「卵子」を RFID で管理するシステムをご紹介いたします。
バーコードでは実現が困難な自動認識技術をご覧いただきます。
※ 出展内容について、都合により変更する場合がございますが予めご了承ください。

展示ルーム
：
展示ルーム 7：
オムロンコーリン株式会社
オムロンコーリン株式会社

沖縄コンベンションセンター
沖縄コンベンションセンター展示棟
コンベンションセンター展示棟

患者の高齢化、医療の高度化や複雑化により、看護業務はますます多忙になっていますが、そ
のような環境下で、看護師本来の専門性を発揮し、患者に向き合い、より充実したケアを実現す
るため、弊社ではバイタル記録業務の効率化を提案致します。
スポットチェックシステムは、血圧、脈拍、体温、SpO2 に加え、血糖、体重、ECG のよう
なバイタルを測定後、即座にご使用中の電子カルテに反映することで、バイタルデータの入力や
転記業務を削減、スリム化すると同時に、入力のミスや漏れといったヒューマンエラーを防止
し、記録ミスの不安を解消します。
また、正確かつリアルタイムで他職種とのバイタルデータ共有が可能になることにより、チー
ム医療を支え、安全かつ効率的な看護業務の提供をサポート致します。

展示ルームは事前予約制になっております。
弊社展示ブースでも展示を行っておりますので、ご覧頂きますようお願い申し上げます。

展示ルーム
：
展示ルーム 8：
富士通株式会社
富士通株式会社

沖縄コンベンションセンター
沖縄コンベンションセンター展示棟
コンベンションセンター展示棟
ご休憩・ご歓談コーナー、システムご相談コーナー、カタログコーナー、記念品コーナー 等
をご用意しております。
「第 35 回医療情報学連合大会 沖縄」にご参加の折りには是非“富士通展示（ホスピタリティル
ーム）”（沖縄コンベンションセンター 展示ルーム 8）へお気軽にお立ち寄りくださいませ。
弊社社員一同、皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。

展示ルーム
：
展示ルーム 9：
インテル株式会社
インテル株式会社／
株式会社／マイクロソフト株式会社
マイクロソフト株式会社
カルチャーリゾートフェストーネ・会議室
カルチャーリゾートフェストーネ・会議室 A
Intel / Microsoft 共催のホスピタリティルームでは、セッションの合間に皆様にお気軽にご休憩
いただける場所を準備しております。
ご休憩時にご覧いただけるように、ブース内では医療の現場にてご活用いただける様々なデバ
イスもご紹介いたします。
併せて、日頃の業務にて「タブレット型端末」をご活用いただくためのご相談ブースを用意し
ております。①現場での生産性を向上させるためのタブレット型端末活用、②コミュニケーショ
ンをより円滑にすることでもたらされるメリット、③働き方改革へのソリューションの段階的導
入、など、日頃お持ちの課題について一緒に解決させていただくきっかけとなればと考えており
ます。

展示ルーム
：
展示ルーム 10：
日本アイ・ビー・エム
日本アイ・ビー・エム株式会社
アイ・ビー・エム株式会社

カルチャーリゾートフェストーネ・会議室
カルチャーリゾートフェストーネ・会議室 B

IBM のホスピタリティルームにおきましては、ご休憩のテーブルにおきまして、下記各種シス
テムに関するご相談や、カタログコーナー、並びに AC 電源のタップをご用意し、皆様のお越し
をお待ち申し上げております。
・電子カルテシステム
・病院内に蓄積された情報の活用システム
・臨床データに基づくレポート作成をサポートするツール
・今話題のコグニティブ・コンピューティング「Watson」

など

海外を含め先進事例等をご紹介しておりますので、この機会に是非お立ち寄り下さい。

