展示（ホスピタリティー）ルームのご案内

展示ルーム 1：
：
小林クリエイト株式会社
小林クリエイト株式会社

パシフィコ横浜 会議センター3
会議センター 階・311
階・

小林クリエイトのホスピタリティルームでは、RFID 関連の新ソリューションとして、UHF
帯対応のリストバンドや下記の各種製品を中心にご紹介いたします。
皆様にご休憩いただける場所も準備しております。是非、お気軽にお立ち寄りください。
≪主な展示内容（予定）≫
◆UHF 対応リストバンド用 RFID タグ
認証域が広い 920MHz 帯パッシブ RFID リストバンドタグを開発いたしました。
固定式のアンテナを利用して、数メートルの距離から認証ができることを展示いたします。
患者様の所在管理や通過管理等の応用が可能な製品です。
◆UHF 対応 RFID リーダー
リストバンド用 RFID タグを読み取りできるコンパクトなリーダーです。
◆電子カルテ用カート ［air］
「静か」で「扱いやすい」ノートパソコン用カートをご紹介いたします。
◆最新型セキュリティカード発行プリンター
複製防止技術を利用した耐久性の高いカード用レーザー印刷機をご紹介いたします。
◆多言語対応音声コード「Uni-Voice」
印刷物の情報を多言語音声で伝えることができる音声コードをご紹介いたします。
視覚にハンデを抱える方や日本語を解せない方へのサービス向上に役立つ製品です。

展示ルーム 2：
：
日本アイ・ビー・エム株式会社
日本アイ・ビー・エム株式会社

パシフィコ横浜 会議センター3
会議センター 階・312
階・

IBM のホスピタリティルームにおきましては、
「コグニティブ時代における医療」をテーマに、
以下の通り各種システムに関するご相談や、デバイスの充電に必要な 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。
・今話題のコグニティブ・コンピューティング「Watson」
・病院内に蓄積された情報の活用システム
・電子カルテシステム
ぜひ、この機会にお立ち寄り下さい。

展示ルーム 3：
：
富士通株式会社

パシフィコ横浜 会議センター4
会議センター 階・411
階・

富士通ホスピタリティルームでは、ご来場の皆様方との情報交換の場として、ご休憩・ご歓談
コーナー、カタログコーナー、記念品コーナー等ご用意しております。「第３６回医療情報学連
合大会」ご参加のおりには、是非、展示ルーム３（会議センター ４階・４１１）へお気軽にお
立ち寄りください。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

展示ルーム 4：
：
東芝メディカルシステムズ株式会社
東芝メディカルシステムズ株式会社

パシフィコ横浜 会議センター4
会議センター 階・412
階・

東芝メディカルシステムズのホスピタリティルームルームでは、ご休憩いただきながら、東芝
メディカルシステムズが提供する下記のようなヘルスケア ICT の姿をご紹介できればと存じま
す。
・電子カルテシステム
・病院向け歯科電子カルテシステム
・医用画像管理システム
・医用画像処理ワークステーション
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。

展示ルーム 5：
：
三菱電機株式会社

パシフィコ横浜 会議センター4
会議センター 階・413
階・

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 22 日（火） 13：30～15：00
「EHR の最新情報 ～13606 改訂の動向と目指すもの～」
OMG アンバセダ WfMC フェロー 長谷川 英重

講演 2

11 月 22 日（火） 15：30～16：30
「HPKI の最新動向と医師資格証の役割」
日本医師会総合政策研究機構 主任研究員
日本医師会電子認証センター システム開発研究部門長

講演 3

矢野 一博

11 月 23 日（水・祝） 10：30～11：30
「医療情報連携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 事業企画推進室長

吉村 仁

講演 4

11 月 23 日（水・祝） 13：30～14：30
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 ワーキンググループ活動報告
「安全な生活期リハビリテーションに必要な情報と ICT 化」
医療法人社団洛和会 洛和会音羽リハビリテーション病院
リハビリテーション部 係長 難波 忠明
＜パネルディスカッション＞
洛和会ヘルスケアシステム 常務理事 児島 純司
一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会 保健医療システム部会
医療介護連携 WG リーダー 光城 元博
MIRF ワーキンググループメンバー参加

講演 5

11 月 23 日（水・祝） 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
「重症度、医療・看護必要度に関するシステム構築」
株式会社麻生 飯塚病院 情報システム室（株式会社麻生情報システム主任）
藤本 崇

「早期退院調整のための情報共有について
～退院支援スクリーニング支援システムの構築～」
一般財団法人竹田健康財団 法人事務局 経営企画部 情報システム課 課長
須藤 浩也
「新たな地域包括ケアシステムによる訪問看護師の業務改善」
洛和会ヘルスケアシステム 常務理事 児島 純司
「改正個人情報保護法の医療分野へのインパクト」
株式会社日立コンサルティング 公共コンサルティング本部 ディレクター
美馬 正司
「電子版お薬手帳への日本薬剤師会の取り組み」
公益社団法人日本薬剤師会 医薬情報管理部 課長 河野 行満
講演 6

11 月 24 日（木） 10：30～11：30
「医療機器のサイバーセキュリティの最新情報」
一般社団法人電子情報技術産業協会 医療用ソフトウェア専門委員会
日本光電工業（株）技術戦略本部 松元 恒一郎

展示ルーム 6：
：
NEC

パシフィコ横浜 会議センター5
会議センター 階・511
階・

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 7：
：
ソフトバンク株式会社
ソフトバンク株式会社

パシフィコ横浜 展示ホール
展示ホール A・特設会場
・特設会場

学会初出展となるソフトバンクが、本格参入する医療分野における各種サービスについて紹介
します。
《予定展示内容》
◆スマート病院会計
携帯料金と医療費をまとめて後払いができるサービスです。導入いただくメリットは「①会計の
待ち時間削減による患者さまの満足度向上」「②未収問題対策」です。すでに 100 を超える医
療機関に導入されており、導入事例を紹介いたします。
◆パーソナルカラダサポート
お客さまの体重、体脂肪や生活習慣などにあわせて食事や運動などの健康に関するアドバイスを
提案するサービスです。オフィシャルサポーターの長友佑都さん（プロサッカー選手）の体幹ト
レーニングのコンテンツも紹介いたします。
◆Pepper
医療用アプリと連携し、受付業務や患者さまとのコミュニケーションをはかるスタッフとして働
く Pepper を紹介いたします。展示ルームで Pepper の仕事ぶりを体験できますので是非ブース
までお越しください。
「情報革命で人々を幸せにする」経営理念のもと、ソフトバンクは人々の健康増進と医療への貢
献を目指します。
充電用電源等をご用意しておりますので、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 8：
：
GE ヘルスケア・ジャパン株式会社

パシフィコ横浜 展示ホール
・特設会場
展示ホール A・特設会場

『Centricity Solutions for Enterprise Imaging』をテーマに、画像解析機能が大幅に強化された
高機能ビューワに加え、今年 4 月に販売開始した GE ブランドの読影レポートシステム、放射線
情報システム（RIS）といった、放射線部門全体をサポートする最新ソリューションや、院内外
でサイロ化されたデータを患者一元的に統合管理し、多職種連携を支援する VNA 基盤の統合画
像管理・参照システムをデモ機でご紹介します。また、下記テーマでミニセミナーも定期的に開
催する予定です。
【ミニセミナー】
～お客様のアウトカム向上のために～
・『GE が日本と世界で推進するエンタープライズ・イメージング』
・『GE が日本と世界で推進する VNA』
打ち合わせができるスペースもご用意しておりますので、是非お気軽にご活用ください。
みなさまのご来場を心よりお待ちしております。

展示ルーム 9：
：
シスコシステムズ株式会社
シスコシステムズ株式会社

パシフィコ横浜 展示ホール A・特設会場
・特設会場

シスコシステムズのホスピタリティルームでは、今年もつなぐ（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、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
ュリティーを実機展示いたします。また、米国 Apple 社との提携により進化したモバイルデバイ
ス上でのコラボレーション体験、クラウドベースのコラボレーションサービス Cisco SPARK に
よる、人と人が「いつでも、どこでも、どんなデバイスでも」「常時つながることにより、より
良いチーム医療を支援」し、ネットワークとデータが創造する新たな価値をご紹介します。ご来
場お待ちしております。

展示ルーム 10：
：
ソニー株式会社

パシフィコ横浜 展示ホールＡ・特設会場

ソニーの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／充電用電源／最新のソニー製品のご紹介等をご用意しております。
ご休憩頂きながら、ソニーが提供する「地域包括ケア」を見据えた、安全な地域の医療情報
連携システム harmo(ハルモ)の展示もさせて頂きます。
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。
※セミナー内容は変更になる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。最新状況は当日
チラシにてご案内致します。
＜セミナー内容（案）＞
・「電子お薬手帳」から、「地域の医療情報連携システム」へ。中核病院・クリニックへの
harmo(ハルモ)の導入事例
・harmo(ハルモ)を用いた、病院での持参薬確認の効率化、ポリファーマシーの解消へ向けた
取り組み事例
・ソニーの医療情報連携プラットフォームを支える、セキュリティーに配慮した新しいクラウ
ドとモバイルの形

＜展示＆デモ＞
・ソニーの地域医療情報連携システム「harmo」
（病院・クリニック向け）
・ソニーの地域医療情報連携システム「harmo」
（薬局向け）
医療提供施設は約 1,000 軒、患者様には約 10 万人にご利用いただいております。デモでは実
機を用いて使い勝手などをご体験頂けますので、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。
ソニー株式会社 harmo 事業室

