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C

silvereye

あっと

DKH/

クロスヘルス
EXPO 2020

医療・介護マネジメント/
ドラッグインフォメーション

医療・介護IT

デジタルヘルスDays

参加企業・団体一覧

コラボレーション企画（無料） シアターセッション（無料）

医療・介護マネジメント2019　医療・介護IT 2019　デジタルヘルスDAYS 2019　ドラッグインフォメーション 2019

2019年10月9日（水）～11日（金）

東京ビッグサイト 西3ホール

日経BP

厚生労働省、経済産業省、
日本医師会

日経 xTECH EXPO 2019、
日経 クロストレンド EXPO 2019

Sponsors

4160
─
─
3361
3255
3362
3256
4263
4267
3250
3165
3260
3155
3257
3358
3160
3163
─
3152
4264
4164
4260
3165
3267
3050
3165
3263
3266
3359
3254
4167
3365
3260
3364
3156
3260
3366
3051
─
─
3150
3154
3260
3363
3360
3264
4166
4161
─
3260
3252
4165
3260
3260
3254

あっと
アマゾン ウェブ サービス ジャパン
アマゾンジャパン
アンター
イーグロース
ウェルモ
エス・エム・エス
NECソリューションイノベータ
エフ・アイ・ティー・パシフィック
エプソン販売
MCBI
MBTリンク
OEM
介護サプリ
カケハシ
カナミックネットワーク
ガネット
関東経済産業局
九州工業大学
コニカミノルタ
シーエーシー
ジェノプランジャパン
島津製作所
silvereye
ソラミチシステム
太陽生命保険
タカノ
TIS
T-ICU 
DKH
帝国通信工業
デジタルハリウッド大学院　デジタルヘルスラボ
東洋紡STC
トリプル・リガーズ
ナカ工業
奈良県立医科大学 MBT研究所
日経BP
日経メディカル開業サポート/日経メディカル経営サポート/日経メディカルキャリア
日本医師会
日本生命
日本調剤
日本トリム
日本無線
NeU
ニューロスペース 
ハルメク・ベンチャーズ
Beyond Health
弘前大学COI研究推進機構
フィリップス・ジャパン
ヘルスグリッド
Medical-In
メディクト
ユニオンツール
ライフビジネスウェザー
ワーコン

デジタルヘルスDAYS
セミナー会場C
セミナー会場B

デジタルヘルスDAYS
医療・介護IT

デジタルヘルスDAYS
医療・介護IT

デジタルヘルスDAYS
デジタルヘルスDAYS
医療・介護IT

医療・介護マネジメント
デジタルヘルスDAYS
医療・介護マネジメント

医療・介護IT
デジタルヘルスDAYS
医療・介護マネジメント
医療・介護マネジメント

セミナー会場C
医療・介護マネジメント
デジタルヘルスDAYS
デジタルヘルスDAYS
デジタルヘルスDAYS
医療・介護マネジメント
デジタルヘルスDAYS

ドラッグインフォメーション
医療・介護マネジメント
デジタルヘルスDAYS
デジタルヘルスDAYS
デジタルヘルスDAYS
医療・介護IT

デジタルヘルスDAYS
デジタルヘルスDAYS
デジタルヘルスDAYS
デジタルヘルスDAYS
医療・介護マネジメント
デジタルヘルスDAYS
デジタルヘルスDAYS
医療・介護マネジメント

セミナー会場C
セミナー会場B

医療・介護マネジメント
医療・介護マネジメント
デジタルヘルスDAYS
デジタルヘルスDAYS
デジタルヘルスDAYS
デジタルヘルスDAYS
デジタルヘルスDAYS
デジタルヘルスDAYS
セミナー会場B

デジタルヘルスDAYS
医療・介護IT

デジタルヘルスDAYS
デジタルヘルスDAYS
デジタルヘルスDAYS
医療・介護IT

※当日受講ご希望の方は、セミナー会場Cに直接お越しください。満席の場合、立ち見もしくは受講いただけない場合もございますのでご了承ください。 ※当日受講ご希望の方は、シアター会場Dに直接お越しください。満席の場合、立ち見もしくは受講いただけない場合もございますのでご了承ください。

2019年9月27日現在の情報です。

コラボレーション企画、シアターセッションの
プログラムは、2019年9月27日現在の情報です。
変更になることがありますのでご了承ください。

10/9（水）10月9日（水）・10日（木）

10月 9日（水）―12:00～ 17:00（途中休憩時間有り）　

10月10日（木）―11:00～ 17:00（途中休憩時間有り）　

▶▶▶▶セミナー会場C ▶▶▶▶シアター会場D

10/10（木） 10/11（金）

日本にフォーミュラリーが必要な理由：
院内から地域フォーミュラリーへ
日本調剤 フォーミュラリー事業推進部
部長　上田 彩 氏

クラウドとIoT、AIを利活用した
「フレイル予防」と「科学的介護」
カナミックネットワーク 
代表取締役社長　山本 拓真 氏

散歩コースを楽しみながらリハビリ。
VRによるヘルスケアソリューション
「RehaVR」のご紹介　

silvereye 代表取締役CEO　汲田 宏司 氏

医療介護現場の生産性向上のために！
「医療・介護×IoTプラットフォーム」
の使い方　
エフ・アイ・ティー・パシフィック 
CS事業部 部長　笠井 庸仁 氏

ICT化で業務は楽になる？費用は？
導入企業の事例を交え解説
～在宅サービス向け～　
エス・エム・エス 介護経営支援事業部　
マーケティンググループ　藤本 龍太郎 氏

TISが描く未来を彩る
へルスケアプラットフォーム 　
TIS　サービス事業統括本部 
保険＆メディカルビジネスユニット 
保険＆メディカルサービス企画部　藤城 孝之 氏

味覚調査と食習慣、健康状態との関連から
導き出された新たな食スタイルの開発 　
ハウス食品グループ本社 イノベーション企画部 
グループ長　上野 正一 氏
【提供】弘前大学

弘前大学COIでの共同研究を通じた “健康コンシェルジュ”
としての新たな生保モデルの追求　
明治安田生命 企画部デジタルイノベーション調査室　
主任スタッフ　中村 琢哉 氏
【提供】弘前大学

冷えとフレイルへ独自のアプローチ
～超多項目ビッグデータ活用による未病状態の改善　
クラシエホールディングス 
経営企画室R&D戦略推進チームリーダー　稲益 悟志 氏
【提供】弘前大学

「医療×AI 2020」̶ 2020年に進む医療現場でのAI活用
［パネリスト］アイリス 代表取締役社長　沖山 翔 氏
iMed Technologies 代表取締役CEO　河野 健一 氏
TXP Medical 代表取締役　園生 智弘氏
［モデレーター］デジタルハリウッド大学大学院 客員教授　加藤 浩晃 氏

日本でも実用化近づく「治療用アプリ」
［パネリスト］慶應義塾大学医学部 精神・神経科学教室 / 
HIKARI Lab / Doctor Mate /医師　鈴木 航太 氏
サスメド 取締役 / 医師　市川 太祐 氏　
塩野義製薬 デジタルインテリジェンス部 専任課長　里見 佳典 氏
［モデレーター］ デジタルガレージ DG Lab エグゼクティブマネージャー　豊原 稔 氏

北海道沼田町で考える「住」の
イノベーション～MBT北海道の展開へ 
一般社団法人北海道総合研究調査会（HIT） 
特別研究員　佐藤 栄一 氏
【提供】奈良県立医科大学MBT研究所

がん、生活習慣病、認知症の在宅型
ヘルスチェックソリューション
ハルメク・ベンチャーズ 
代表取締役社長　松尾 尚英 氏

ヘルスケア分野における
圧力分布センサシステムの最新応用
タカノ
技術開発室　伊東 孝道 氏

（AI×ヘルスケア）データ利活用による、
効率的・効果的な健康増進のアプローチ
NECソリューションイノベータ 
イノベーション戦略本部 QOLビジネスグループ／
プロフェッショナル　田中 博典 氏

東邦大学大橋病院における
センサーを用いたデバイス外来の
取り組みと今後の展望 
東邦大学大橋病院 整形外科　石井 秀明 氏
【提供】奈良県立医科大学MBT研究所

孤独死を仕方ないとは言わせない。
決して一人では逝かせない。
人生最後の伴奏者であれ
ワーコン 代表取締役社長　青木 比登美 氏
【提供】ディケイエイチ 

ヘルスケア・オープンイノベーション2.0戦略最前線
ー２千項目健康BDベースとした新行動変容モデル開発ー
弘前大学COI研究推進機構
（健康未来イノベーションセンター）教授/
COI副拠点長（戦略統括）　村下 公一 氏

進化する「オンライン診療」
［パネリスト］
インテグリティ・ヘルスケア 
代表取締役社長　園田 愛 氏
MICIN　
代表取締役CEO/医師　原 聖吾 氏
メドレー 執行役員/医師　
CLINICS事業部 事業部長　島 佑介 氏
［モデレーター］
厚生労働省　医政局総務課　
保健医療技術調整官　堀岡 伸彦 氏

遺伝子分析を用いた
ヘルスケアソリューション作り
ジェノプランジャパン
執行役員 カントリーマネージャー 小島 直樹 氏

2週間で変わる!!
ゴースト血管と食と運動
あっと 代表取締役　武野 團 氏

健康状態をスコア化する【筋肉編】 
ヘルスグリッド 事業開発担当　軽部 伸一 氏
【提供】奈良県立医科大学MBT研究所

教師あり・教師なし学習による
画像解析AIの開発と
医療業務支援への活用 
イーグロース 代表取締役　今西 勁峰 氏

野菜を測る。野菜を知る。
～弘前大学COIでの取り組み～ 
カゴメ イノベーション本部 
自然健康研究部・部長　菅沼 大行 氏
【提供】弘前大学

コニカミノルタ
「ニオイ見える化プロジェクト」が
取り組む歯周病臭の嗅ぎ分けとは
コニカミノルタ　BIC Japan 
マーケティングマネージャー　石川 雄 氏

ALSOK北綜警が展開する医学と
セキュリティーを基礎とする
まちづくりin栃木
北関東綜合警備保障、奈良県立医科大学 MBT研究所 
奈良医大MBT研究所 教授　梅田 智広 氏

高齢者の健康寿命を延ばすために
～スマートミラーを用いた
茨城県守谷市の実証実験～
ライフビジネスウェザー 気象予報部　小櫃 美月 氏
【提供】奈良県立医科大学 MBT研究所

健康ビッグデータに基づく自律神経活動を
切り口としたフレイル予防法の構築
ファンケル 総合研究所 
ヘルスサイエンス研究センター　由井 慶 氏
【提供】弘前大学

日々生まれるヘルスケア分野のテクノロジーやアイデア、ソリューションを披露！
【経済産業省主催】「ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト2020」（二次審査）
日々生まれるヘルスケア分野のテクノロジーやアイデア、ソリューションを披露！
【経済産業省主催】「ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト2020」（二次審査）

「アイデアコンテスト」部門「アイデアコンテスト」部門
「ビジネスコンテスト」部門「ビジネスコンテスト」部門

INCJ バイスプレジデント　松田 玲佳氏
インフォコム デジタルヘルスコネクト代表　城野 洋一氏
グロービス・キャピタル・パートナーズ プリンシパル　福島 智史氏

mediVR 代表取締役　原 正彦氏
EY 新日本有限責任監査法人 公認会計士　藤原 選氏
ライフタイムベンチャーズ 代表パートナー　木村 亮介氏

10月11日（金）―13:00▶15:00
【関東経済産業局主催】自治体×ヘルスケアベンチャー マッチング支援セミナー
ヘルスケアベンチャー活用による自治体の課題解決
―医療・介護等の地域課題解決に向けた自治体×ベンチャー連携のポイント

【関東経済産業局主催】自治体×ヘルスケアベンチャー マッチング支援セミナー
ヘルスケアベンチャー活用による自治体の課題解決
―医療・介護等の地域課題解決に向けた自治体×ベンチャー連携のポイント

10月11日（金）―10:30▶12:10
医師のアイデアを製品開発に―日本医師会が取り組む医療機器開発支援事業とは医師のアイデアを製品開発に―日本医師会が取り組む医療機器開発支援事業とは

「医師主導による医療機器開発・事業化支援事業」について　　

挨　　拶 関東経済産業局長
挨　　拶 関東信越厚生局長
事業説明 「関東経済産業局におけるヘルスケア産業振興の取組」（関東経済産業局 地域経済部 次世代・情報産業課）

介護者の負担軽減と高齢者の自立を支援するIoT見守りシステム インフィック（株）
介護現場の医療課題を解決するオンライン医師相談チャットサービス ドクターメイト（株）
AIを活用して実現するデイサービス送迎車の相乗りによる交通弱者支援 （一社）ソーシャルアクション機構
AI問診ソリューションを活用した医療現場の働き方改革の実現 Ubie（株）
「介護にならない≒歩き続けられる」を達成するためのロコモ予防・管理プログラム アルケア（株）

企業との連携がうまく進むためのコツとは

側弯症診断のための新たな検査装置

ソーシャル・インパクト・ボンド（SIB）と、スマホアプリを活用して取り組む禁煙支援事業
豊中市（大阪府）×　株式会社キュア・アップ

認知症者徘徊時等における早期発見のためのGPS探索サービス実証事業 
藤枝市（静岡県）×　IoTBASE株式会社

［パネリスト］
慶應義塾大学医学部 整形外科学教室 准教授　渡辺 航太 氏
総合川崎臨港病院 理事長・院長/聖マリアンナ医科大学 消化器・肝臓内科 臨床教授　渡邊 嘉行 氏
日本医師会常任理事　羽鳥 裕 氏

慶應義塾大学医学部 整形外科学教室 准教授　渡辺 航太 氏

総合川崎臨港病院 理事長・院長/聖マリアンナ医科大学 消化器・肝臓内科 臨床教授　渡邊 嘉行 氏

日本医師会常任理事　羽鳥 裕 氏

なぜ、全く新しい形状を採用した手首式血圧計開発が成功したのか

開催概要 会場マップ（西 3ホール）



セミナー・タイムテーブル（セミナー会場A、B、C）

※プログラムは9月27日現在の内容です。変更になることがありますのでご了承ください。

※当日受講ご希望の場合、無料セミナ
ーは、直接各会場にお越しください。
有料セミナーは、セミナー会場B横の
セミナーインフォメーションにお越
しください。＊1セッションにつき、
当日8,000円（税込）となります。

※満席の場合、立ち見もしくは受講い
ただけない場合もございますので、
ご了承ください。

10月9日（水）

セ
ミ
ナ
ー
会
場

A

医師の働き方改革を巡る
最新動向

厚生労働省 
医政局 医事課長　
佐々木 健 氏

2020年度調剤報酬改定および
薬価改定の方向性

厚生労働省 保険局 
医療課 薬剤管理官
田宮 憲一 氏

2020年度診療報酬改定の方向性

厚生労働省 保険局 医療課長
森光 敬子 氏

人生100年時代の
未来型ヘルスケアサービスの追求
─2000項目健康ビッグデータ
から見える健康未来─

弘前大学COI研究推進機構
（健康未来イノベーションセンター） 教授／
COI副拠点長（戦略統括）
村下 公一 氏

実証実験から実ビジネスにシフトする、最新のIoT技術と
EBH（Evidence Based Health）の融合
今さら聞けない！医学を基礎としたまちづくり
（Medicine-Based Town）

奈良県立医科大学 
MBT研究所 副所長 教授
梅田 智広 氏

社会福祉法人善光会 理事 
最高執行責任者
宮本 隆史 氏

2021年度介護保険制度改正と
介護報酬改定の方向性

ロボットやセンサーなど
最新技術で実現する
「次世代介護」

TIS サービス事業統括本部
保険＆メディカルビジネスユニット 
保険＆メディカルサービス企画部フェロー
山田 大 氏

健康寿命延伸の挑戦を活性化するTISの
「ヘルスケアプラットフォーム」の今後の展望 
～コンパクトで持続性の高い地域医療/
健康情報連携基盤の実現に向けて～

医師のアイデアを製品開発に
─日本医師会が取り組む医療機器開発支援事業とは

神戸市 保健福祉局 健康部 
健康政策課 健康創造担当課長
三木 竜介 氏

健康データを管理できる
PHRアプリ、
なぜ神戸市が提供するのか

東芝 経営企画部 
新規事業推進室 室長
米澤 実 氏

アマゾン ウェブ サービス ジャパン 
インダストリー事業開発部 
シニア事業開発マネージャー
（ヘルスケア・ライフサイエンス） 　
佐近 康隆 氏

医療事業に再挑戦、
超早期発見と個別化治療が特徴の
「精密医療」を実現へ

働きやすい病医院を目指して
─本音で進める医療機関の働き方改革 介護人材確保を巡る政策動向 外国人の受け入れを中心に

介護現場の生産性向上ガイドライン（業務改善の手引き）作成の狙いと最新の行政動向

生産性を高めるために何をどう進めればいいのか？現場が取り組む具体的な対応策

忙しい介護の現場を楽にするアマゾン活用方法

これから外国人材を受け入れるために注意すること

フィリップス・ジャパン 
代表取締役社長
堤 浩幸 氏

デジタル・
トランスフォーメーション
～これからのヘルスケア改革～

どう確保する？介護人材─外国人との協働から介護の魅力発信まで

目指せ！ 介護現場の生産性向上－より良い職場・サービスのためにできること

厚生労働省 
大臣官房審議官（医薬担当）
森 和彦 氏

薬機法改正の狙いと
これからの薬剤師・薬局に
求められるもの

ファルメディコ 代表取締役／
思温病院 理事長
狭間 研至 氏

新たな薬剤師の役割と
チーム医療の実践

厚生労働省 老健局 老人保健課長
眞鍋 馨 氏

2040年に向けた人口構造の変化を踏まえた医療・介護経営とは

2040年を展望した医療提供体制

厚生労働省 医政局長
吉田 学 氏

標準薬物治療のための
フォーミュラリーマネジメントと
その事業化に向けて

日本調剤 取締役 
フォーミュラリー事業推進部長
増原 慶壮 氏

次世代ヘルスケア産業の
創出に向けた政策支援について
経済産業省
商務・サービスグループ ヘルスケア産業課長
西川 和見 氏

保険会社が考える
ヘルスケアビジネス
日本生命 営業企画部 
ヘルスケア事業開発部長
神谷 佳典 氏

【経済産業省主催】｢ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト 2020｣（二次審査）
「アイデアコンテスト」部門 ※詳細は、裏面をご覧ください。

脱PHSで加速する
病院の働き方改革、
スマホに話してカルテ入力

医療の外から次世代病院モデルを考える
─病院という “場”の新たな可能性

社会医療法人 石川記念会
HITO病院 理事長
石川 賀代 氏

その医療機器開発、間違っていませんか？　
事業化に資する “真のニーズ” の見つけ方とは
医療現場とともに取り組むイノベーション
─46社、1300名の
企業開発研究員の受け入れから

東北大学病院 臨床研究推進センター
特任教授 バイオデザイン部門長 ／
病院長特別補佐
（企業アライアンス、テクノロジー）
中川 敦寛 氏

顧客時間 共同CEO／オイシックス・ラ・大地 執行役員　奥谷 孝司 氏
クー・マーケティング・カンパニー 代表取締役　音部 大輔 氏
医療法人社団青泉会下北沢病院 理事長・医師/ ロート製薬最高医学責任者　久道 勝也 氏
一般社団法人 ISHINOMAKI2.0 代表理事　松村 豪太 氏

日本病院会長／社会医療法人財団慈泉会 理事長　相澤 孝夫 氏
全日本病院協会 副会長／社会医療法人財団董仙会 理事長　神野 正博 氏
日本医師会 常任理事／医療法人和香会 理事長　江澤 和彦 氏
厚生労働省 政策統括官（総合政策担当）　伊原 和人 氏

一般社団法人 病院マーケティングサミットJAPAN 代表理事/医師　竹田 陽介氏

埼玉県立大学 理事長　田中 滋 氏

社会保障改革の課題と限界 
─持続可能な医療・介護のあり方とは

日本医師会長　横倉 義武 氏
厚生労働省 医務技監　鈴木 康裕 氏
財務省 主計局 次長　宇波 弘貴 氏
経済産業省 商務・サービスグループ 政策統括調整官／　
厚生労働省 医政局 統括調整官／内閣官房 健康・医療戦略室 次長　江崎 禎英 氏

医療法人社団鉄祐会 理事長　武藤 真祐 氏

下北沢病院 院長　菊池 守 氏
きたじま田岡病院 院長　里見 淳一郎 氏
青森慈恵会病院 院長　丹野 雅彦 氏
医療法人ゆうの森 理事長 たんぽぽクリニック　永井 康徳 氏

厚生労働省 社会・援護局 福祉基盤課 福祉人材確保対策官　川端 裕之 氏

厚生労働省 社会・援護局 福祉基盤課 福祉人材確保対策官　川端 裕之 氏

社会福祉法人 伸こう福祉会 理事長　足立 聖子 氏
社会福祉法人 不二健育会 ケアポート板橋 施設長　村上 隆宏 氏
青森社会福祉振興団 理事長　中山 辰巳 氏

アマゾンジャパン アマゾンビジネス事業本部 営業部長 工学博士　小野田 哲也 氏

厚生労働省 老健局 高齢者支援課長　齋藤 良太 氏

NTTデータ経営研究所 情報未来イノベーション本部 戦略企画センター センター長 
先端技術戦略ユニット　チームリーダー 吉田 俊之 氏

社会福祉法人ジー・ケー 社会貢献会 グルメ杵屋 社会貢献の家 在宅部 在宅課 通所介護  係長　古田 倫崇 氏
アズパートナーズ シニアホーム運営部 ゼネラルマネージャー 中元 亮介 氏
ぱんぷきん 代表取締役 渡邊 智仁 氏
社会福祉法人 オークス・ウェルフェア 理事長　鹿志村 茂 氏

ハイズ 代表取締役社長　裵 英洙 氏

厚生労働省 老健局 高齢者支援課長　齋藤 良太氏
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10月11日（金）
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※詳細は、裏面をご覧ください。

【関東経済産業局主催】
自治体×ヘルスケアベンチャー マッチング支援セミナー
ヘルスケアベンチャー活用による自治体の課題解決
─医療・介護等の地域課題解決に向けた自治体×ベンチャー連携のポイント

※詳細は、裏面をご覧ください。

国内外ヘルステックの
クラウド活用最新動向
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10月10日（木）
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【経済産業省主催】｢ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト 2020｣（二次審査）
「ビジネスコンテスト」部門 ※詳細は、裏面をご覧ください。
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