主催者企画展示

テクノロジーが映し出す変わりゆく医療の今と未来
〜 メディカルIT最新事情 〜

企画：ホスピタルショウ委員会 医療情報部会
IT技術の進歩の波は医療分野にも押し寄せており、もはや現代の医療はIT抜きでは成り立
たないといっても過言ではありません。日本のみならず海外においても、最新のIT技術を活
用した医療ソリューションが急速に生まれ発展しています。
こうした環境変化をふまえ本企画では、日本と海外における最新の医療用IT技術、新たな
医療の世界をご紹介します。

デジタルヘルス・医療機器に於けるイノベーションをもたらすイスラエル
イスラエル大使館経済部

Israeli Economic and Trade Mission

心身共に健康の維持・促進が今まで以上に求められ、医療コスト削減が必須のこの時代、ヘルスケア分野の
最先端技術が集結するイスラエルよりデバイス及びデジタルヘルス企業の情報などを当ブースにて御案内申し
上げます。
イスラエル視察（例：シンポジウム・展示会への御出席のアレンジ）をはじめ、イスラエル企業との個別会
議の設定も致します。是非、詳細も含めまして、当ブースにてお時間お願い申し上げます。
お問い合わせ先：経済部ホームページ (http://israel-keizai.org/)
03-3264-0398（経済部直通）
israeljapaneconomy@israeltrade.gov.il

オランダにおけるe-Healthの現状

遠隔診療ポケットドクターは、上場会社2社でご提供する質の高い「オ
ンライン診療システムです。特許技術を活用し、対面診療により近いオ
ンライン診療を実現しております。導入前・導入後に専任コンサルタン
トが徹底サポートをさせていただき、様々な地域・診療科目でご利用い
ただいております。

オランダはヘルスケア分野では先進国ともいわれ、医療制度の水準は
欧州有数の高さを誇る。最近ではeHeathへの取り組みが強化され、その
中でもPHRの分野は得に積極的に取り組まれており、国民一人一人が自
ら健康を管理するセルフケア・システムを推進している。
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遠隔診療ポケットドクター

オランダ王国大使館

MRT㈱

お問い合わせ先
社
名：MRT㈱
住
所：道玄坂オフィス
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-16-4 野村不動産渋谷道玄坂ビル 2階
電話番号：03-6415-5290
ホームページURL：http://pocketdoctor.net/

お問い合わせ先：オランダ王国大使館 イノベーション・科学技術部
〒105-0011 東京都港区芝公園3-6-3
Tel： 03-5776-5510
info@hollandinnovation.jp
https：//www.orandatowatashi.nl/

フレキシブル・ハイブリッド・エレクトロニクス / FHE
サスティナブルな医療を実現する ─ 八王子モデル ─
医療法人社団KNI、㈱Kitahara Medical Strategies International
八王子モデルを構成する「デジタルリビングウィル」、「北原トータル
ライフサポート倶楽部」、「ヒーリングファシリティ」、「デジタルホスピ
タル」は、全て国の財源に頼らない高品質・低価格なサービスです。本
モデルは超高齢社会を迎え財源と労働力不足で破綻寸前の日本医療を持
続可能とする事を目指しています。
お問い合わせ先
社
名：㈱Kitahara Medical Strategies International
住
所：東京都八王子市大和田町4-1-18 北原RDビル 3F
電話番号：042-642-8882
ホームページURL：https://totallifesupportclub.com/
https://reha.kitaharahosp.com/
http://kitaharamsi.com/

健智網股份有限公司

嘉義市（台湾）では、27万人の市民を対象とした全面的なスマート健康クラウドプラットフォームの構築を
行っています。市民は、スマートフォンやパソコンを使って自分の健康の見える化に取り組んでいます。この
取り組みは、スマート健康都市の実現に向けた政策のひとつとして実施しているものです。
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未来のヘルスケア、メディカル分野を変えるデバイスとして近年世界
中で注目されているFHEについて、SEMIジャパン、JSR、東洋紡が活用
事例や製品を展示・ご紹介を致します。
東洋紡：フィルム状導電素材COCOMI®
JSR：FHEへの応用・適用が期待されるフィルム素材の開発品
お問い合わせ先
社
名：SEMIジャパン
住
所：〒102-0074 東京都千代田区九段南4-7-15
電話番号：03-3222-5873
ホームページURL：http://www.semi.org/jp/

嘉義市
（台湾）
が運営する市民向けPHR

お問い合わせ先
社
名：健智網股份有限公司
住
所：10467 台北市中山區松江路200號12樓之2
電話番号：+886 2 2523 3001 #103
メ ー ル：info@healthgrid.tw（台湾語、英語、フランス語）

SEMIジャパン、JSR㈱、東洋紡㈱

〈協力：GROOVINʼ 設立準備室〉

日本のお問い合わせ先
社
名：ヘルスグリッド㈱
住
所：東京都港区南青山2-11-13 青山サクセスビル 3階
電話番号：03-5770-5321
メ ー ル：info@healthgrid.jp（日本語）
ホームページ：http://www.healthgrid.jp

JPR市ヶ谷ビル 7F

Augmented Reality warehouse picking and receiving
system to improve healthcare supply chain.
ERNI

ERNI is a Swiss software consultancy that specializes in productivity
solutions through consulting, training, engineering, and/or turn-key
solutions. We have extensive expertise in medtech software development,
for example, AI, blockchain, AR, middleware, etc.
お問い合わせ先：Address: · 16 Raﬄes Quay, #33-03 Hong Leong Building, Singapore, 048581.
Phone Number: +65 9114 1332.
https://betterask.erni
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忙しい職場にやすらぎとコミュ二ケーションを生む！

快適な職場環境づくりのために
企画：ホスピタルショウ委員会 保健・医療・福祉 部会

働きやすい病院を
第三者認証します

働きやすい病院評価
認証実績
（2018. 7現在）

（特非）イージェイネット
働きやすい病院評価事業（ホスピレート）
とは、すべての医療従事者にとって働きや
すい病院かどうかをNPO法人イージェイ
ネットが第三者評価認証する事業です。急
性期病院医師、看護師、事務職らからなる
サーベイヤーが、書類審査、現地訪問審査
により、①トップのコミットメント、②人
事制度・規則・施設、③文化醸成のための
教育・啓発・制度、④病院と職員のコミュ
ニケーション、の4つの軸に沿った89項目
（第4版）により認証します。

働きやすい職場づくりに！
健康的な食事をサポート
OFFICE DE YASAI（オフィスでやさい）

ネスレ ウェルネス アンバサダー

今話題の「ネスレ ウェルネス アンバサダー」
をご案内しております。
ポリフェノール豊富な抹茶に栄養成分が加わっ
た「ネスレ ウェルネス抹茶」と健康・美容をサポ
ートするプラス成分入りのミルクカプセル「ネス
レ ウェルネスラテ」。
夏にアイスで楽しめる「ネスレ ウェルネススムー
ジー ケール＆フルーツ」
を無料でご提供いたします！
淹れたてのコーヒーもございますので、この機
会に是非お試しください！

いつでも手軽に、職場で新鮮な野菜やフルーツ
などヘルシー食材が食べられるサービスです。冷
蔵庫を設置し、ハンディサイズで食べやすい産直
野菜のサラダやフルーツ、無添加のお惣菜などを
お届けします。いつでも手軽に食べられることは
もちろん、商品は全て健康にこだわっているので、
とても安心です。現在、病院内など含む700社以
上が導入中。
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患者さんなどの利用者の方に寄り添った素敵な医療・福祉サービスを届けるには、まず職
員の方が心地よい職場環境で、働きやすい労働環境の中で業務に集中できることが大切なこ
とだと考えています。
そこで、今回の保健・医療・福祉部会の企画展示では、“快適な職場環境づくりのために”
活躍する取り組み・サービスをご紹介します。
広い展示会場で歩き疲れた皆様に、試飲・試食ができるカフェのような休憩スペースも併
設しておりますので、ぜひお立ち寄りください。

大切なのは、自分に大切な
栄養を知り補うこと。

病院内保育園を中心に、全国で150園以上を運営中！
★病院様の職場環境を整えるお手伝いを開始して25年の実績★

岡山県（認証第８号）中国地方初

「医師の働き方改革」
「医療の質向上」への貢献を目指して
（特非）日本医師事務作業補助研究会

当研究会は、医師事務作業補助者が運営する当事者団体です。能力向上
や職種確立を目指し、研修会や調査研究活動を行っています。

キッズコーポレーション
数あるチャイルドケア・サービス企業の中でも、キッズコーポレーショ
ンは類稀な、幼児教育の専門家が集まって創った企業です。
数々の保育・幼児教育経験から独自の保育理念を作り上げ、常に「子ども
にとって真に必要な教育とは何か？を中心に考えて日々保育をしております。
実績としても病院内保育園を中心に全国150園以上の運営をしており、
今後も職員の皆様が安心してお子さまを預けれる環境を作ってまいります。

世界初の科学的エビデンスに基づく
自然のバーチャルウィンドウ
Sky Facrory Japan

医師事務作業補助者の実務能力の向上

全国各地で講義や事例報告、グループワ
ークを開催しています。毎回ほぼ定員で、
満足度の高い内容となっています。
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業務環境の改善

調査結果を分析し、厚生労働省への提出
や、関係学会での発表を行っています。

医師事務作業補助領域の開発及び普及

年一回の全国大会では、特別講演や研究
発表、シンポジウムを行い、先進事例の
普及とビジョンの共有を図っています。

従来の医療施設において環境的要因が、患者や医療従事者の心身へのス
トレスに大きな影響を及ぼすことが分かっています。世界で初めて科学的
エビデンスに基づいて開発されたSky Factoryの自然のバーチャルウィン
ドウは、人間の認知メカニズムの習慣を応用した約30種類もの豊富な視覚
的要素を含んでおり、無味乾燥とした閉塞感のある部屋を奥行き感のある
癒やしの空間へと一変させ、医療体験の向上と効率化に貢献します。
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