
 

展示（ホスピタリティー）ルームのご案内 

 

展示展示展示展示ルームルームルームルーム 1：：：： 

三菱電機株式会社三菱電機株式会社三菱電機株式会社三菱電機株式会社                             国際会議場国際会議場国際会議場国際会議場 1階階階階・・・・101会議室会議室会議室会議室 

今回もセミナーと企業展示を行いますので、是非ご来場ください。 

セミナーのご案内 

■平成 26 年 11 月 6 日（木）午後 1 時 30 分～3 時 00 分 

民間病院を中心とした医療情報連携フォーラム：MIRF 

MIRF 公開討論会  

第 1 部 画像システムの取り組み 

○MIRF 画像ワーキンググループ活動の報告  

   報告-1 井關 博喜（洛和会ヘルスケアシステム RIS（情報システム）次長） 

   報告-2 田代 信司（医療法人 原三信病院 企画情報室 室長代理） 

○パネルディスカッション 

中安 一幸（厚生労働省 政策統括官付情報政策担当参事官室 室長補佐） 

北澤 成之（一般社団法人日本画像医療システム工業会 医用画像システム部会 部会長） 

MIRF 画像ワーキンググループよりメンバー選出  

児島 純司 ((MIRF 事務局長) 洛和会ヘルスケアシステム 理事 副本部長) 

■平成 26 年 11 月 6 日（木）午後 3 時 20 分～5 時 00 分 

民間病院を中心とした医療情報連携フォーラム：MIRF 

MIRF 公開討論会 

第 2 部 医療情報システムの最新動向報告 

○AoLani（アオラ二）ネットワークの目指す医療情報連携 

   中後 淳（ちゅうご あつし）（医療法人鉄蕉会（てっしょうかい）CIO）  

○倉敷中央病院における汎用的なツールを活用したシステムの構築 

   藤川 敏行（公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 情報システム部 副部長） 

○ネットワークを用いた医療画像の再構成処理と診断・手術への応用 

   小川 竜介（社会医療法人きくこう会 多根総合病院 脳神経外科 部長） 

○診療記録の電子化について（紙媒体の電子原本化の取り組み） 

   小池 絵美（一般財団法人竹田健康財団 竹田綜合病院 業務部 診療情報課 診療情報管理士） 

○東海市民病院が取り組む災害に備えたデータマネジメント 

山田 篤人（西知多医療厚生組合 東海市民病院 放射線科 医事課情報管理 係長） 

○電子カルテシステムハードウエアリプレース 

   竹谷 貴海（社会医療法人財団 白十字会 佐世保中央病院 システム開発室 課長） 

■平成 26 年 11 月 7 日（金）午前 10 時 00 分～11 時 30 分 

○CDA の最新情報    

   平井 正明 （日本 HL7 協会 CDA WG） 

■平成 26 年 11 月 7 日（金）午後 1 時 30 分～2 時 30 分 

＜企画セッション＞ 

○地域医療連携における医療情報の標準化に向けて 

   中安 一幸（厚生労働省 政策統括官付情報政策担当参事官室 室長補佐）  

   吉村 仁  （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） 

■平成 26 年 11 月 7 日（金）午後 3 時 30 分～4 時 30 分 

○医師資格証の現状と今後の展望について 

   矢野 一博（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） 

■平成 26 年 11 月 8 日（土）午前 10 時 30 分～11 時 30 分 

○EHR 最新動向 ＝ISO13606 の現状と課題＝ 

   長谷川英重（OMG アンバセダ WfMC フェロー） 



 

 

展示展示展示展示ルームルームルームルーム 2：：：： 

日本日本日本日本アイ・ビー・エムアイ・ビー・エムアイ・ビー・エムアイ・ビー・エム株式会社株式会社株式会社株式会社           国際会議場国際会議場国際会議場国際会議場 1階階階階・・・・102－－－－A会議室会議室会議室会議室 

弊社の展示（ホスピタリティー）ルームにおきましては、ご休憩のテーブルにおきまして、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。 特に最近話題のモバイル・デバイス、タブレット、クラ

ウド・システム等につきまして病院様における先進事例等をご紹介しておりますので、これを機

会に是非お立ち寄り頂ければと思います。 

 

展示展示展示展示ルームルームルームルーム 3：：：： 

日本電気日本電気日本電気日本電気株式会社株式会社株式会社株式会社（（（（NEC））））              国際会議場国際会議場国際会議場国際会議場 1階階階階・・・・102－－－－B会議室会議室会議室会議室 

NEC 展示（ホスピタリティー）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。 

 

展示展示展示展示ルームルームルームルーム 4：：：： 

東芝東芝東芝東芝メディカルメディカルメディカルメディカルシステムズシステムズシステムズシステムズ株式会社株式会社株式会社株式会社                     国際会議場国際会議場国際会議場国際会議場 1階階階階・・・・103会議室会議室会議室会議室 

東芝では「ヘルスケア」事業を「エネルギー」事業、「ストレージ」事業に次ぐ 3 本目の柱と

して推進することになりました。 

今大会の展示（ホスピタリティー）ルームでは、ご休憩いただきながら、東芝が提供するヘル

スケア IT 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まししております。 

 

展示展示展示展示ルームルームルームルーム 5：：：： 

富士通富士通富士通富士通株式会社株式会社株式会社株式会社                                                         国際会議場国際会議場国際会議場国際会議場 2階階階階・・・・202会議室会議室会議室会議室 

富士通展示（ホスピタリティー）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、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３４回 医療情報学連合大会 千葉」にご参加の折りには是非“富士通展示（ホスピタリティ

ー）ルーム”（幕張メッセ 国際会議場 2 階中会議室 202）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。 

 

展示展示展示展示ルームルームルームルーム 6：：：： 

ユニアデックスユニアデックスユニアデックスユニアデックス株式会社株式会社株式会社株式会社                                           国際会議場国際会議場国際会議場国際会議場 3階階階階・・・・304会議室会議室会議室会議室 

＜ユニアデックス展示ルーム（予定）＞ 

・院内インフラ基盤/デスクトップ仮想化体験コーナー 

・院内スマートデバイス活用体験コーナー 

・次世代 IP ナースコール体験コーナー 

ご休憩、ご歓談の場として、どうぞお気軽にお立ち寄りください。無料のコーヒーと人気のス

ターウォーズノベルティをご用意して皆様のご来場をお待ちしております。 

2014 年 3 月に株式会社ネットマークスとユニアデックス株式会社は合併統合しました。 



 

 

展示展示展示展示ルームルームルームルーム 7：：：： 

インテルインテルインテルインテル株式会社株式会社株式会社株式会社／／／／マイクロソフトマイクロソフトマイクロソフトマイクロソフト株式会社株式会社株式会社株式会社             国際展示場国際展示場国際展示場国際展示場・・・・展示展示展示展示ホールホールホールホール 7 

医療、介護向け Windows タブレットのソリューション紹介 

 

展示展示展示展示ルームルームルームルーム 8：：：： 

小林小林小林小林クリエイトクリエイトクリエイトクリエイト株式会社株式会社株式会社株式会社                       国際展示場国際展示場国際展示場国際展示場・・・・展示展示展示展示ホールホールホールホール 7 

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（ホスピタリティー）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。医療、介護

向け Windows タブレットのソリューション紹介 

 

展示展示展示展示ルームルームルームルーム 9：：：： 

アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス株式会社株式会社株式会社株式会社                 国際展示場国際展示場国際展示場国際展示場・・・・展示展示展示展示ホールホールホールホール 7 

IT インフラを提供するアライドテレシスは、展示ルームを設置し皆様のお越しをお待ちしてお

ります。 

当展示ルームでは、ナースコール幹線の IP 化による動画像表示や豊富な情報データ通信に加

え、スマートフォンとの連携で用途も拡大する最新の IP ナースコール、ネットワーク監視の可視

化を可能とする無線 LAN ソリューション、アライドテレシスの SDN である AMF、柔軟かつ低コ

ストによるデータセンター構築を実現するコンテナデータセンターなど、院内 LAN に関する各

種デモンストレーションをご紹介します。 

また、口演やセミナー、展示見学の合間にと、ゆっくりお寛ぎ いただけますようお飲みをご用

意しておりますので、是非お気軽にお立ち寄りください。 

なお、11 月 7 日当社共催「ランチョンセミナー」「スイーツセミナー」を予定しております。

スイーツセミナーでは福井大学医学部附属病院様による「病院におけるユビキタス・ネットワー

ク環境について ～仮想化が活用できる ICT 環境とは～」、ランチョンセミナーでは当社による

「医療情報部門向け病院ネットワークの基礎知識」と合わせてご参加いただけますとより一層院

内 LAN をご理解いただけます。 是非ともご参加ください。 

 



 

 

展示展示展示展示ルームルームルームルーム 10：：：： 

GEヘルスケア･ジャパンヘルスケア･ジャパンヘルスケア･ジャパンヘルスケア･ジャパン株式会社株式会社株式会社株式会社                     国際展示場国際展示場国際展示場国際展示場・・・・展示展示展示展示ホールホールホールホール 7 

GE ヘルスケア・ジャパンの展示ルームでは、お客様にとっての Outcome（価値）の向上をテ

ーマといたします。国際標準仕様 IHE/XDS の標準技術をベースに、医療情報統合から医療情報

連携を促進する統合画像参照ビューワ（PIV）・情報連携基盤(CCA) や、病院が主体的に画像容

量を管理できる Image Life cycle management (ILM) を実装し新たなステージへと進む外部保存

サービス「医知の蔵 2.0」のご紹介、また進化し続ける Centricity Universal Viewer の最新の操作

性を体感いただけるデモの展示を行います。これらに関するミニセミナーも定期的に開催する予

定です。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。 

 

展示展示展示展示ルームルームルームルーム 11：：：： 

シトリックス・システムズ・シトリックス・システムズ・シトリックス・システムズ・シトリックス・システムズ・ジャパンジャパンジャパンジャパン株式会社株式会社株式会社株式会社          国際展示場国際展示場国際展示場国際展示場・・・・展示展示展示展示ホールホールホールホール 7 

シトリックス・システムズ・ジャパンの展示ルームでは、昨今ご導入が増加している、院内・

院外問わず病院情報システムへアクセスを可能にするデスクトップ／アプリケーション仮想化を

中心にご紹介いたします。 

特に院外からのアクセスに関しては、救急場面において待機医師と迅速に診療情報を共有する

事によって、的確な指示を行いたい等のご要望がございます。 

電子カルテベンダー及び PACS ベンダーと協力し、電子カルテと医療用画像のアプリケーショ

ンを PC やシンクライアント、タブレットへ配信するデモ環境を準備しております。本デモにて、

診療情報が場所ではなく人に紐づく環境を体感いただき、救急医療など、ソリューション導入後

の職場環境の変化を体感いただけます。 

また「Ask to Expert」コーナーでは、弊社コンサルタントが、多数の導入実績を基に、仮想化

導入に関するご相談、ご質問にお答えいたします。 

弊社の展示ルームへのご来場を心よりお待ちしております。 

 


