
  
 
 

 
 

 
 

 

 

本展では、病院設備、IT、医療機器等の展示をはじめ、各分野の専門家によって最新動向を発

信する専門セミナーが全 30０講演開催されます。 
 

この度、日本精神科病院協会の会員様は、最新の医療行政、病院経営、看護業務などすべての

セミナーを無料受講できる特典をご用意いたしました。（ 通常料金 １講座につき￥2,000 ） 
 

何名様でも、また１名につき何講演でも無料受講できます。定員に達し次第、受講締切となります

ので、どうぞお早めに下記より講演詳細をご覧いただき、専用の申込ページよりお申込みください。 
 

【講演の詳細】 

http://www.medical-jpn.jp/ 
 

【会員病院専用 無料申込ページ】 （下記以外の方法で申込むと、有料になるため注意ください） 

http://www.medical-jpn.jp/seminar/apply_supported/ 
 
 

 

【1】 改定間近 武藤教授、日慢協／武久会長による「診療報酬改定セミナー」   

【MJ-S】2月21日(水) 15:30～17:00  『 最新動向！ どうなる？診療報酬・介護報酬改定 』  

                           国際医療福祉大学大学院 医療福祉経営管理分野 教授 武藤 正樹 

      (一社)日本慢性期医療協会 会長／(医)平成博愛会 博愛記念病院 理事長 武久 洋三 

 

【２】医師の働き方はどう変わる？検討会のキーパーソンが最新事情を語る 

【HOS-S2】2月22日(木) 10:30～12:00 『 医師の働き方改革検討会報告 』 

                (一社)日本医療法人協会 副会長／(医)ペガサス 馬場記念病院 理事長 馬場 武彦 

              (一社)日本病院会 副会長／福岡医療福祉センター 総長／済生会福岡総合病院 名誉院長 岡留 健一郎 

上記のほか、医科歯科連携、地域医療構想、地域包括ケアなど注目テーマで全３００講演開催。無料ですが事前申込制です 

[HOS-S1] テレビでも話題！3D CG技術で医療の常識、医学教育を変える？ 

[HOS-S3] 歯科が担う口腔機能改善と口腔ケアの重要性を理解する 

[HOS-S4] 地域医療構想、ダブル改定を見据えた病院経営の針路 

[HOS-S5] 地域医療構想と地域包括ケアシステムについて 

[HOS-1]  臨床現場における栄養サポートを学ぶ！ 

[HOS-2]  診療情報管理が支えるこれからの病院経営 

[HOS-3]  組織管理における看護実践能力と看護と介護のチーム医療 

[HOS-4]  医療をより安全に実施するためには？医療安全管理の考え方を学ぶ 

[HOS-5]  地域包括ケア病棟の現状と、地域特性を活かした可能性  

                 ・・・など、病院・クリニックの方必聴の講演が満載！ 

＜お問合せ＞ 主催者 リード エグジビション ジャパン株式会社  担当：蒲原  medical@reedexpo.co.jp  電話：03-3349-8509 

日精協 会員病院の皆様は、講演を無料受講できます 

通常￥5,000 が無料に。何名様、何講演でも可能 

 
下記のＷＥＢ （専用 無料申込ページ） より 受講申込みください 

＜講演プログラムのほんの一部をご紹介＞ 

会期：2018 年 2 月 21 日［水］～23 日［金］ 

会場：インテックス大阪 

http://www.medical-jpn.jp/seminar/apply_supported/
mailto:medical@reedexpo.co.jp
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敬称略。セッションの録音、撮影は禁止です。講師、プログラムが変更になる場合、およびテキスト配布の無い場合もございます。なお、掲載枠上 講師の役職・所属を省略させて頂いている場合もございます。（2018年1月9日現在）

MJ  …医療・介護 総合 EXPO 大阪    HOS  …病院イノベーション展   IT  …医療ITソリューション 展  NS  …介護＆看護 EXPO  CC  …地域包括ケア EXPO  MEDIXK  … 関西  医療機器 開発・製造展  
RM  …再生医療 産業化 展  IPJK  …インターフェックス 大阪  AI  …オミックス医療学会大会 〜AI創薬 フォーラム〜   
ICU  …日本集中治療医学会フォーラム   ANE  …日本臨床麻酔学会  CE  …臨床工学フォーラム  kansai  …関西広域連合 研究成果企業化促進セミナー   ACD  …アカデミック フォーラム  

基調講演 ／ 特別講演 ／ 専門セミナー  事前申込制

「インテックス大阪」 または隣接の「 ハイアットリージェンシー大阪」で開催
会場 A 会場 B 会場 C 会場 D 会場 F 会場 J 会場 K 会場 P

関西広域連合 研究成果企業化促進セミナー／アカデミック フォーラム／出展社による製品・技術セミナー
展示会場内（インテックス大阪）セミナー会場　 受講無料 　受講を希望される方は 

直接会場へお越しください。

会場 E 会場 G 会場 H 会場 L 会場 M 会場 N 会場 Q

10:30〜12:00
HOS-K

これからの医療
日本医師会の医療政策

（公社）日本医師会 会長　横倉 義武
これからの社会に活きる病院
を目指しての挑戦

（一社）日本病院会 会長 
社会医療法人財団 慈泉会 理事長／ 
相澤病院 最高経営責任者　相澤 孝夫

IPK-K
製薬企業の成長戦略と取組み 
～画期的新薬を届けるために～
創薬型製薬企業としての拘り
塩野義製薬（株） 取締役 上席執行役
員 経営戦略本部長　澤田 拓子
中外製薬の新薬創出を支える
製薬技術 ～現状と将来展望～
中外製薬工業（株） 
代表取締役社長　田熊 晋也

10:30〜12:00
AI-S1

ビッグデータ医療最前線
ビッグデータ医療の国際
動向と人工知能への期待

（国研）国立国際医療研究セン
ター メディカルゲノムセンター 
センター長 
研究所 遺伝子診断治療開発研
究部 部長　 
加藤 規弘

IBM Watson Health 
と医療の世界
日本アイ・ビー・エム（株） 
インダストリーソリューション＆
ビジネス開発事業部 
ワトソン・ヘルス ソリューション
事業 部長 
溝上 敏文

10:30〜12:00
NS-S1

介護保険外サービス活
用セミナー
軽度者の在り方と同時改定
のゆくえ ～介護事業者の生
き残り戦略は混合介護～

（一社）日本介護ベンチャー協会 
代表理事　斉藤 正行
公的保険外サービスの動向

（株）日本総合研究所 
リサーチ・コンサルティング部門  
戦略コンサルティンググループ  
マーケティング＆イノベーション戦略
クラスター マネジャー　 
紀伊 信之
保険外サービスにおける最先端
事例 脳梗塞リハビリセンター

（株）ワイズ 
代表取締役会長 兼 CEO 
早見 泰弘

10:30〜12:00
IT-1  

PHRの医療への利活用
の現状と課題
［モデレーター］ 
京都大学 医学部附属病院  
医療情報企画部 教授　 
黒田 知宏

オムロン ヘルスケア（株）  
技術開発統轄部 技術専門職　 
志賀 利一

［パネリスト］ 
（株）ウェルビー  
代表取締役　 
比木 武

佐賀大学 医学部附属病院 
講師　 
藤井 進

日立総合病院 
救急集中治療科 医長 
ポート（株） 遠隔医療事業開発担当 
園生 智弘

10:30〜12:00
MEDIX-K

医療機器業界の 
キーパーソンが語る！
オープニングスピーチ  
～医療機器開発・製品化支
援の最新動向について～
国立循環器病研究センター 
客員研究員 
妙中 義之

医療機器開発における医
工連携の課題と展望
東京大学大学院 
医学系研究科 心臓外科 教授 
小野 稔

10:30〜12:00
HOS-1

臨床現場における栄養
管理の実際　 
循環器疾患とがん疾患
に対する栄養サポート
循環器疾患の栄養サポート
近森病院 臨床栄養部 部長 
栄養サポートセンター長 NST
ディレクター 
美作大学大学院 臨床教授 
宮澤 靖

がんにおける栄養サポート
関西電力病院 
疾患栄養治療センター栄養管
理室 室長 
真壁 昇

10:30〜12:00
NS-S3

医療・介護ダブル改定の
最新情報と対策 
～業務効率化、人材定
着、利益UP～
対策① 職員定着や業務効
率化のコツ ～ICT定着が
もたらすメリットとは？～

（株）ライフケア 
代表取締役 
一谷 勇一郎

対策② 利用者も職員も
“集まる仕組み”を目指す！ 
～保険外事業で利益UP～

（株）グレートフル 
代表取締役 
岩﨑 英治

13:00〜14:30
IT-K

未来のヘルスケアデー
タ管理へのプロローグ
医療情報の保護と利活用

（一財）医療情報システム開発
センター 
理事長 
自治医科大学 
客員教授 
山本 隆一

厚生労働省が進めるデー
タヘルス改革
厚生労働省 
政策統括官付  
情報化担当参事官室 
政策企画官 
笹子 宗一郎

13:00〜14:30
HOS-2

今後の診療情報管理の
重要性
診療情報管理と病院経営

（国研）国立国際医療研究セン
ター 
須貝 和則

診療情報管理：わが国で
の現状と世界の状況
日本診療情報管理学会 
副理事長 

（公財）ちば県民保健予防財団 
総合健診センター 顧問 
髙橋 長裕

13:00〜14:30
ICU-1

【基礎編】 
エキスパートコンセンサ
スに基づく基本的な早
期リハビリテーション
兵庫医療大学 
リハビリテーション学部 理学療
法学科 講師 
森沢 知之
岡山赤十字病院 
リハビリテーション科 
理学療法士 
小幡 賢吾

13:00〜14:30
NS-K

日本の介護が向かう未来  
～自立支援の現状と課題～
アジア健康構想　 
日本式介護のグローバル
戦略
内閣官房 
健康・医療戦略室 
参事官補佐 
前川 弘介

介護のパラダイムシフト  
～本物の自立支援介護とは？～

（株）ポラリス 
代表取締役 

（医）オーロラ会 
理事長 
森 剛士

13:00〜14:30
CE-2

医療機器の開発を促進する
ために
経済産業省における医療機器産
業政策と臨床工学技士の役割
経済産業省 商務・サービスグループ 
ヘルスケア産業課 医療・福祉機器産
業室 係長　西垣 孝行
近畿経済産業局の医療機器
開発支援の取り組み
経済産業省 近畿経済産業局 地域経済部 
バイオ・医療機器技術振興課長　足立 光晴
臨床工学技士との連携による
医療機器開発支援の取り組み
大阪商工会議所 経済産業部 ライフサ
イエンス振興担当 課長　根来 宜克
境界領域を埋めるエンジニア
への期待と人材の選び方
ITSインターナショナル（株） 常務取
締役 新事業創出推進部長　西 謙一

13:00〜14:00
MEDIX-S1

次世代 医療機器開発に
おける課題と展望
Society 5.0を支える
医療機器産業をめざして  
～AIとICTがもたらす技
術イノベーションとは？～

（一社）日本医療機器産業連合会  
会長 

（株）日立製作所 執行役常務  
ヘルスケアビジネスユニットCEO　 
渡部 眞也 

13:00〜14:30
RM-1

アカデミアにおける
iPS創薬研究の最前線
創薬への応用を目指す
ヒューマン・オルガノイド
研究の最前線
横浜市立大学大学院 
医学研究科 臓器再生医学教授 
先端医科学研究センター 
研究開発部門長 
谷口 英樹

骨軟骨疾患に対するiPS
細胞創薬について
京都大学 
ウイルス・再生医科学研究所 
iPS細胞研究所 教授 
戸口田 淳也

13:00〜14:00
IPK-1

製剤開発研究と技術移転
におけるリスクベースド
アプローチ
大日本住友製薬（株） 
技術研究本部 製剤研究所  
初期評価グループ グループマ
ネージャー　 
石川 英司

15:30〜17:00
MJ-S

最新動向！ どうなる？ 
診療報酬・介護報酬改定
2025年へのカウントダウン  
～同時改定について～
国際医療福祉大学大学院 医療福祉
経営管理分野 教授　武藤 正樹
地域における生き残りをかけた病院運営

（一社）日本慢性期医療協会 会長 （医）平成
博愛会 博愛記念病院 理事長　武久 洋三

HOS-S1
近未来の医療を探る
固型腫瘍選択的で副作用のない
ナノ型制癌剤は可能だ   
～EPR効果と腫瘍環境の利用～
（一財）バイオダイナミックス研究所 理事長 研究所長 熊本
大学名誉教授 大阪大学医学研究科招聘教授　前田 浩
3DCGが医療を変え…る？

（株）サイアメント 代表取締役社長　瀬尾 拡史

15:30〜17:00
CE-K

臨床工学と医工連携
臨床工学技士の現状と 
将来に向けて

（公社）日本臨床工学技士会 
理事長 

（医）善仁会グループ 
安全管理本部 本部長 
本間 崇

医療機器開発における 
臨床工学技士への期待

（公財）医療機器センター  
理事長 

（国研）日本医療研究開発機構
（AMED） 医療機器プログラ
ムディレクター 
菊地 眞

15:30〜17:00
ICU-2

【応用編】 
機器などを用いた最新の
早期リハビリテーション
兵庫医療大学 
リハビリテーション学部  
理学療法学科 講師 
森沢 知之
岡山赤十字病院 
リハビリテーション科 
理学療法士 
小幡 賢吾

15:30〜17:00
NS-S2

地域包括ケア時代に求
められる看護師の在り方
多職種連携における看護
師の役割

（公社）日本看護協会 
副会長 
齋藤 訓子

15:30〜17:00
IT-2  

医療の質向上のための
電子カルテの活用
電子カルテ活用による医療
の質改善 ～NTT東日本関東
病院の取り組み～
NTT東日本関東病院 
看護部 
看護主任 
村岡 修子

BOMとテンプレートを 
活用した、効果的な診療
データの収集と分析

（福）恩賜財団 済生会熊本病院 
医療情報部  
医療情報システム室 
室長 
中熊 英貴 

15:30〜17:00
AI-S2

AI創薬 実用化の現状
AI創薬の現状と実現方法
東京医科歯科大学 
名誉教授／医療データ科学推
進室 特任教授 
東北大学 
東北メディカル・メガバンク機構 
機構長 特別補佐 
田中 博

産学連携で目指すAI創薬
京都大学 
大学院医学研究科 人間健康科
学科系専攻 ビッグデータ医科
学分野 教授 
奥野 恭史

15:30〜16:50
MEDIX-1

医療分野への新規参入
事例
異業種から医療機器分野
への新規参入と 製品化・
製造販売までの成功への
道のり

（株）スズキプレシオン 
取締役会長 
鈴木 庸介

15:30〜16:30
IPK-2

中外製薬のバイオ医薬品生
産～現在、そして次世代～
中外製薬（株） 
製薬本部 製薬研究部 
生物技術統括マネジャー 
山田 秀成

11:00〜11:30
地域の医療と福祉の 
円滑な連携のため活動する 
医療福祉連携士 
  CC

 
アステラス製薬（株）

11:00〜11:30
看護師が語る　 
介護現場のたんの吸引・ 
胃ろう栄養 
  NS  

（株）ニッソーネット

11:00〜11:30
医療・創薬分野をサポート 
する統合ヒト細胞情報 
データベースSHOGoiN 
  ACD

京都大学iPS細胞研究所 
研究員　湯地 みどり

11:00〜11:30
温度管理ソリューションの 
ご提案 
  IPJK

デルタトラックジャパン（株）

11:00〜11:30
Manufacturing 
automation for 
patient scale cell 
therapies 
  RM

ロンザジャパン（株）

11:00〜11:30
滅菌機序を考慮した 
PCD設計の重要性と 
その注意点 
  IPJK

（株）名優

11:50〜12:20
尿漏れなし・性機能温存を 
可能にする新しい前立腺癌 
標的化治療への道 
  kansai

京都府立医科大学 
教授　浮村 理

11:50〜12:20
必見！！これからの 
社会保障政策を見据えた 
事業とは。 
  NS  

積水ハウス（株）

11:50〜12:20
細胞の観察・計測評価を 
考えた軟らかい高分子ゲル 
を用いた幹細胞培養法 
  kansai

大阪府立大学 
准教授　森 英樹

11:50〜12:20
製剤処方検討における 
無機賦形剤とスプレー 
ドライ加工の応用 
  IPJK

富士化学工業（株）

11:50〜12:20
光干渉断層影像法（OCT） 
による非侵襲的な 
ｉｎ ｖｉｔｒｏ 毒性試験法 
  kansai

鳥取大学 
准教授　大林 徹也

11:50〜12:20
人工ペプチドを用いた 
医薬品探索装置や 
医療診断マイクロアレイの 
開発  kansai

甲南大学 
准教授　臼井 健二

12:40〜13:10
多機能還元水を使った 
衛生管理 
  HOS  

 
（株）フリーダム

12:40〜13:10
足の健康科学、 
阿久根教授の足指理論と
フットグルーミング 
  HOS

 
（株）サンパック

12:40〜13:10
太陽誘電のIoT 
ソリューション 
  MEDIXK

 

太陽誘電（株）

12:40〜13:10
天然由来金属キレート剤と 
最小蛍光分子の応用に 
関する化学的研究 
  kansai

徳島大学 
教授　難波 康祐

12:40〜13:10
細径針による 
毛細血管からの採血 
（蚊のバイオミメティクス） 
  ACD

関西大学 
教授　青柳 誠司

12:40〜13:10
まとめてイッキに分析！ 
〜生体分子の 
同時一斉解析技術〜 
  kansai

和歌山大学 
准教授　坂本 隆

12:40〜13:10
殺菌しない感染抑制剤の 
応用展開 
  kansai

京都府立大学
准教授　宮崎 孔志

13:30〜14:00
リアルタイム心拍変動 
解析技術を用いた 
ヘルスモニタリング 
  kansai

京都大学 
助教　藤原 幸一

13:30〜14:00
脳磁図による瞬時の 
抗いがたい食欲の 
評価法の提案 
  kansai

大阪市立大学 
教授　吉川 貴仁

13:30〜14:00
BNCT（ホウ素中性子 
捕捉療法）が拓く 
がん治療の新たなる世界 
  MJ

大阪医科大学

13:30〜14:00
再生医療への応用に向けた 
イヌ多能性幹細胞の開発 
  kansai

大阪府立大学 
准教授　鳩谷 晋吾

13:30〜14:00
細胞のライブ輸送を実現 
するデバイス 
「iP-TEC®」 
  RM

（株）サンプラテック

13:30〜14:00
パッケージング工程の 
『人手不足解消』を 
サポート 
  IPJK

日本テクノロジー 
ソリューション（株）

13:30〜14:00
医薬品製造施設における 
パネル天井の優位性 
〜LGS工法との比較〜 
  IPJK

日軽パネルシステム（株）

14:20〜14:50
医療分野における 
人工知能の広がりと将来 
〜画像診断を中心に 
  kansai

近畿大学 
講師　根本 充貴

14:20〜14:50
次世代メディカル照明 
〜ウェアラブル手術用 
照明と有機EL照明〜 
  HOS

太陽商事（株）

14:20〜14:50
消化管早期癌の 
内視鏡治療における 
次世代局注液の開発 
  kansai

京都府立医科大学 
助教　廣瀬 亮平

14:20〜14:50
胸腔内圧測定システム 
  ACD

関西医科大学 
講師　金田 浩由紀

14:20〜14:50
生細胞研究 
グローバルトレンド 
〜全自動撮影解析の必然性〜 
  RM

エッセンバイオ 
サイエンス（株）

14:20〜14:50
三次元計測X線 
CT装置の実証データ 
  IPJK

ヤマト科学（株）

14:20〜14:50
無菌,封じ込め技術の 
最前線:最新の 
アイソレーター, 
RABS技術紹介  IPJK

（株）エアレックス

15:10〜15:40
オーダーメード運動処方 
プログラムソフト「ロコタス®」 
によるロコモ予防 
  kansai

鳥取大学医学部附属病院 
理学療法士　松本 浩実

15:10〜15:40
全く新しい視点からの 
認知症に対する 
新規予防法開発 
  kansai
（公財）先端医療振興財団 

部長　田口 明彦

15:10〜15:40
電気安全規格 
（JIS T 0601-1）の概要 
および最近の動向について 
  MEDIXK

 
（一財）日本品質保証機構

15:10〜15:40
ショウジョウバエモデルを 
用いた神経変性疾患の 
病態解析 
  kansai

京都府立医科大学 
病院助教　東 裕美子

15:10〜15:40
味の素のタンパク質製造 
受託サービスと 
cGMP製造 
  IPJK

 
味の素（株）

15:10〜15:40
インクジェット 技術による 
錠剤印刷 ・アルミ印刷の 
最新情報 
  IPJK

（株）SCREEN 
ホールディングス

15:10〜15:40
薬物ナノ結晶化法の確立と
ドラッグデリバリー 
システムへの応用 
  kansai

近畿大学 
准教授　長井 紀章

16:00〜16:30
オムロンの健康データへの 
取り組み 
  IT  
 

オムロン ヘルスケア（株）

16:00〜16:30
介護事業所 
（訪問、入所、通所）向け  
ＡＩシフト自動作成システム 
  NS

（株）森原システム 
エンジニアリング

16:00〜16:30
難治性皮膚疾患および 
癌治療に対する 
UVA1－LEDの 
新たな可能性  ACD

弘前大学 
助教　稲田 シュンコ アルバーノ

16:00〜16:30
再生医療にかかわる 
人材の育成について 
  RM

パーソルテンプスタッフ（株） 
・iPSポータル（株）

16:00〜16:30
省スペースで低コストに 
均質な細胞処理を 
実現する新提案 
  RM

（株）池田理化

16:00〜16:30
ASME BPE　 
2016年度版　 
バルブ・継手の要点 
  IPJK

（株）フジキン

16:50〜17:20
Dr.HereOnline 
- これからのヘルスケア 
ソリューション 
  IT  

LUSH ERA LTD.

16:50〜17:20
多職種連携SNSと連動した 
服薬適正化アプリについて 
  CC  

 
中外製薬（株）

16:50〜17:20
国産ウシ多血小板血漿由来 
血清NeoSERAを用いた 
再生医療 
  RM

和光純薬工業／ 
ジャパン・バイオメディカル

16:50〜17:20
タイトル決定後、 
Webにて公開 
  IPJK

濱田プレス工藝（株）

講演プログラム一覧2月21日［水］
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敬称略。セッションの録音、撮影は禁止です。講師、プログラムが変更になる場合、およびテキスト配布の無い場合もございます。なお、掲載枠上 講師の役職・所属を省略させて頂いている場合もございます。（2018年1月9日現在）

MJ  …医療・介護 総合 EXPO 大阪    HOS  …病院イノベーション展   IT  …医療ITソリューション 展  NS  …介護＆看護 EXPO  CC  …地域包括ケア EXPO  MEDIXK  … 関西  医療機器 開発・製造展  
RM  …再生医療 産業化 展  IPJK  …インターフェックス 大阪  AI  …オミックス医療学会大会 〜AI創薬 フォーラム〜   
ICU  …日本集中治療医学会フォーラム   ANE  …日本臨床麻酔学会  CE  …臨床工学フォーラム  kansai  …関西広域連合 研究成果企業化促進セミナー   ACD  …アカデミック フォーラム  

基調講演 ／ 特別講演 ／ 専門セミナー  事前申込制

「インテックス大阪」 または隣接の「 ハイアットリージェンシー大阪」で開催
会場 A 会場 B 会場 C 会場 D 会場 F 会場 J 会場 K 会場 P

関西広域連合 研究成果企業化促進セミナー／アカデミック フォーラム／出展社による製品・技術セミナー
展示会場内（インテックス大阪）セミナー会場　 受講無料 　受講を希望される方は 

直接会場へお越しください。

会場 E 会場 G 会場 H 会場 L 会場 M 会場 N 会場 Q

　

10:30〜12:00
HOS-S2  

医師の働き方改革検討会報告
医師の働き方改革について ～特
に二次救急病院の立場から～

（一社）日本医療法人協会 副会長 
（医）ペガサス 馬場記念病院 理事長　馬場 武彦
勤務医師の時間外労働規制について考
える ～四病院団体協議会　病院医師の
働き方検討委員会委員長の立場より～

（一社）日本病院会 副会長　福岡医
療福祉センター 総長　済生会福岡
総合病院 名誉院長　岡留 健一郎

RM-K
再生医療の産業化に向けた臨床研究の最前線
これからの再生医療とその役割
大阪大学 大学院医学系研究科 心臓
血管外科 教授　澤 芳樹
ES細胞を用いた肝疾患治療に向けて
国立成育医療研究センター 研究所 副
所長　梅澤 明弘

10:30〜12:00
HOS-3  

看護における次世代教
育 ～組織管理における
看護実践能力と看護と
介護のチーム医療～
災害時に問われる平時の
組織管理のありようと看
護実践能力
東京医療保健大学 
東が丘・立川看護学部 災害看
護コース／大学院 看護学研究
科 准教授 
石井 美恵子

「次世代教育」～看護と介
護の連携授業から～
大阪滋慶学園 大阪保健福祉専
門学校 副学校長 
豊田 百合子

10:30〜12:00
IT-3  

個人情報保護法改正！ 
病院は何をしないとい
けないか
改正個人情報保護法の病
院業務への影響
弁護士法人 大江橋法律事務所 
弁護士・ニューヨーク州弁護士 
黒田 佑輝

改正個人情報保護法に対
応する運用の実際   
～京大病院の場合～
京都大学 
医学部附属病院  
医療情報企画部 教授 
黒田 知宏

10:30〜12:00
IT-4  

IoTが創出する新たな
ビッグデータとその活用
について
医療機関におけるIoTの
活用
福井大学 
医学部附属病院 医療情報部 
総合情報基盤センター 
副部長 副センター長 准教授 
山下 芳範

IoTを用いた健康医療の
最前線 ～糖尿病の生活管
理を楽しく効果的に！～
あいち健康の森健康科学総合
センター センター長 
津下 一代

10:30〜12:00
MEDIX-S2  

医療機器産業の発展に
向けた国策とは？
経済産業省における  
医療機器産業政策について
経済産業省 
商務情報政策局  
商務・サービスグループ  
医療・福祉機器産業室 
室長 
宮原 光穂

厚生労働省における  
医療機器政策について
厚生労働省 
医政局 経済課 医療機器政策室 
室長 
小林 秀幸

10:30〜12:00
CE-1  

医療機器開発のヒントと開
発事例
医療と産業の連携による製品化

（医）鉄蕉会 亀田総合病院 
医療機器安全管理責任者  
医療技術部 ME室長　髙倉 照彦
ものづくりのススメ ～機器開
発文化を育む～
諏訪赤十字病院 
医療技術部 第二臨床工学技術課長 
丸山 朋康
青森県臨床工学技士会とモノづ
くり企業が取り組む医工連携

（一社）青森県臨床工学技士会 
会長　野沢 義則
ME機器チェッカの開発
アルバック東北（株） 
生産本部 本部長 
新戸部 圭介

10:30〜11:30
IPK-3

Axceleadの創薬ビジョ
ンと戦略　～創薬エコシ
ステムの構築に向けて～
Axcelead Drug Discovery 
Partners（株） 
代表取締役社長 研究本部長 
池浦 義典

13:00〜14:30
IT-S

日本型医療用人工知能の最前線
医療分野におけるＡＩの活用
日本電気（株） データサイエンス 
研究所 主席研究員　森永 聡
富士通のライフサイエンス分
野におけるAIへの取り組み

（株）富士通研究所 人工知能研究所 
特任研究員　丸山 文宏

IPK-S1
品質保証の最前線 ～PIC/S GMP、
GDPの最新動向について～
GMP調査の指導事例とGMPの最新動向

（独）医薬品医療機器総合機構  
医薬品品質管理課長　鳴瀬 諒子
わが国のGDPの動向と製薬
企業に求められる課題
塩野義製薬（株） 信頼性保証本部  
品質保証部 専任次長　小山 靖人

13:00〜14:30
HOS-4

医療安全管理と医療事
故調査制度の課題
医療安全管理の基本的な
考え方
北海道大学病院 
医療安全管理部 
教授・部長 病院長補佐（医療安
全管理担当） 
南須原 康行

医療事故調査制度と標準的
な事故調査手法について
名古屋大学医学部附属病院 
副病院長 
医療の質・安全管理部 
教授 
長尾 能雅

13:00〜14:30
ANE-1

最新ロボットシミュレー
ターを用いた気管挿管
岡山大学大学院 医歯薬学総合
研究科 麻酔・蘇生学 
教授 
森松 博史

13:00〜14:30
HOS-S3

医科歯科連携の薦め ～
歯科が担う口腔機能改
善と口腔ケアの重要性
を理解する～
地域包括ケア時代 ～歯科
医師が担う口腔機能の再
建～
歯科 河原英雄医院  
院長　 
河原 英雄

今、この時だからこそ口
腔ケア・口腔リハビリを！
村田歯科医院  
院長　 
黒岩 恭子

13:00〜14:30
IT-5

情報セキュリティに対す
る脅威と戦うために
3匹の子豚に学ぶ 情報セ
キュリティの基本
ストーンビートセキュリティ（株） 
セキュリティ技術部 
シニア セキュリティ コンサルタ
ント 
伊藤 剛

情報化医療における 
セキュリティ対策・実践と
情報管理体制・基盤
千葉大学 
医学部附属病院 
企画情報部 副部長・特任講師 
島井 健一郎

13:00〜14:30
RM-S2

再生医療産業化推進の
ための取り組み
再生医療における製造・
評価・創薬応用  
～経産省の政策展開～
経済産業省 
商務・サービスグループ 
生物化学産業課長 
上村 昌博

AMEDにおける再生医
療研究支援事業について

（国研）日本医療研究開発機構 
戦略推進部 再生医療研究課 
課長 
宅間 裕子

13:00〜14:20
MEDIX-2

医療機器イノベーション
のポイント
米国に学ぶ！ 
医療機器イノベーション
をおこす仕組みとは？   
～日本発の医療機器開発
の実現に向けて～
スタンフォード大学 
バイエル・バイオデザインセン
ター  
ジャパンバイオデザイン・プログ
ラムディレクター（アメリカ） 
池野 文昭

13:00〜14:00
IPK-4

バイオ医薬品の製剤開発を
取り巻く課題と取り組み
協和発酵キリン（株） 
生産本部  
バイオ生産技術研究所  
製剤グループ 
グループ長 
上野 哲寛

15:30〜17:00
RM-S1

製薬企業の現状
武田薬品の再生医療への
取り組み
武田薬品工業（株） 
再生医療ユニット 
グローバルヘッド 
日本サイエンティフィック ア
フェアーズ ヘッド 
出雲 正剛

ヒトiPS細胞由来血小板
製剤の製法確立

（株）メガカリオン 
取締役 最高執行責任者 
赤松 健一

15:30〜17:00
HOS-S4

地域医療構想をふまえた
自院の戦略
地域医療と病院経営

（株）メディヴァ 
取締役 コンサルティング事業
部長 
小松 大介

地域医療構想、ダブル改
定を見据えた病院経営の
針路
医療総研（株） 
代表取締役社長 
伊藤 哲雄

15:30〜17:00
ANE-2

気道確保訓練用シ
ミュレータ「ミコト：
MIKOTO」の開発 
鳥取大学  
医学部 器官制御外科学講座 
麻酔・集中治療医学分野 
教授 
稲垣 喜三

15:30〜17:00
IT-6

地域包括ケアを支える 
他職種連携基盤の実例
地域包括ケア時代におけ
る「とねっと」の活用とこ
れからの展望

（医）ジャパンメディカルアライ
アンス東埼玉総合病院 
在宅医療連携拠点 菜のはな 
室長 
中野 智紀

「淡海あさがおネット」の
動画を活用した多職種連
携について

（一社）滋賀県医師会 
理事 
本多 朋仁

15:30〜17:00
IPK-S2

医薬品工場の最新化を
支えるロボット活用事例
ロボット技術が支える 
医療用漢方製剤製造工場

（株）ツムラ 
生産本部 生産技術開発セン
ター 技術開発部 部長 
大石 芳明

ファナックが考えるIoT時
代に対応したこれからの
ものづくり
ファナック（株） 
取締役専務執行役員 ロボット
事業本部長 
稲葉 清典

15:30〜16:50
MEDIX-3

医工連携による開発事例
日本からめざす産学医工
連携による医療機器開発  
～事業化モデルと教育モ
デルの構築に向けて～
国立大学法人 大阪大学 
国際医工情報センター 
特任助教 
岡山 慶太

15:30〜16:30
IPK-5

医薬品の連続生産  
～品質保証のニューパラ
ダイム～
グラクソ・スミスクライン（株） 
開発本部 薬事部門 
薬事情報担当部長 
岡崎 公哉

11:00〜11:30
健診と健診の間をIoTが 
つなぐ、健康・医療連携の 
可能性と効果 
  IT  

（株）タニタヘルスリンク

11:00〜11:30
地域の医療と福祉の 
円滑な連携のため活動する 
医療福祉連携士
  CC

 
アステラス製薬（株）

11:00〜11:30
タイトル決定後、 
Webにて公開 
  NS

（株）エス・エム・エス

11:00〜11:30
経皮薬物送達のための 
生体分解性マイクロニードル 
パッチの製造と応用 
  ACD

東京大学生産技術研究所 
教授　金 範ジュン

11:00〜11:30
再生医療等製品開発に 
おける非臨床試験の 
受託サービス 
  RM

（株）新日本科学

11:00〜11:30
新構想のノンフロン 
小型凍結乾燥機と 
エバポレーター 
システム制御 
  IPJK

東京理化器械（株）

11:00〜11:30
フロー型マイクロ波 
リアクターの特徴と合成 
アプリケーション2018 
  IPJK

（株）サイダ・ＦＤＳ

11:50〜12:20
亜鉛欠乏の予防と 
亜鉛栄養の改善に 
向けたアプローチ 
  kansai

京都大学 
准教授　神戸 大朋

11:50〜12:20
がん治療後 
リンパ浮腫ケアの体系化 
  kansai

大阪市立大学 
教授　作田 裕美

11:50〜12:20
異常化タンパク質 
検出用集積化指向 
バイオセンサ 
  kansai

京都工芸繊維大学 
教授　野田 実

11:50〜12:20
製剤処方検討における 
無機賦形剤と 
スプレードライ加工の応用 
  IPJK

富士化学工業（株）

11:50〜12:20
栄養素の新規機能性を 
探索する 
  kansai

徳島大学 
教授　阪上 浩

11:50〜12:20
無菌,封じ込め技術の 
最前線:最新の 
アイソレーター, 
RABS技術紹介  IPJK

（株）エアレックス

12:40〜13:10
人の顔の血流状態から 
心身の状態を 
把握する研究 
  kansai

滋賀医科大学 
准教授　成瀬 延康

12:40〜13:10
介護事業者必見！ 
中重度対応で入居率UP 
  NS

（株）ニッソーネット

12:40〜13:10
EMC規格 
（IEC 60601-1-2）の 
概要および最近の 
動向について  MEDIXK

（一財）日本品質保証機構

12:40〜13:10
EGFR変異陽性肺がんに 
おけるEGFR阻害剤治療時 
の血液を用いた効果予測法 
  kansai

和歌山県立医科大学 
准教授　洪 泰浩

12:40〜13:10
再生医療に向けた 
培地開発の取組み 
  RM

極東製薬工業（株）

12:40〜13:10
MedCity21における 
バイオリポジトリの概要 
  kansai

大阪市立大学 
准教授　森川 浩安

12:40〜13:10
新しいシアン中毒 
解毒剤の開発 
  kansai

同志社大学 
准教授　北岸 宏亮

13:30〜14:00
ICTを活用した 
地域包括ケア時代の 
病院マネジメントシステム 
  IT  

（株）システムクレオ

13:30〜14:00
組織開発の新手法 
『チームコーチング』 
  HOS

（株）日本チーム 
コーチング協会

13:30〜14:00
迅速医療診断を可能にする 
外場誘導型 
バイオセンサの開発 
  kansai

大阪府立大学 
准教授　床波 志保

13:30〜14:00
培養骨格筋細胞の機能的 
評価法（活性張力の定量的 
かつ簡易的な評価技術） 
  kansai

大阪工業大学 
准教授　長森 英二

13:30〜14:00
世界初の技術を利用した 
微生物検査の迅速・省力化 
ソリューション 
  IPJK

日本ベクトン・ 
ディッキンソン（株）

13:30〜14:00
なぜ今、医薬向けにも、 
紙粉除去段ボールなのか 
  IPJK

三和紙器（株）

13:30〜14:00
生物粒子計数器新機能と 
不溶性微粒子試験向け 
新製品のご紹介 
  IPJK

リオン（株）

14:20〜14:50
可搬型薬物血中濃度 
測定用POCT装置の開発 
  kansai

徳島大学 
教授　土屋 浩一郎

14:20〜14:50
必見！！これからの 
社会保障政策を見据えた 
事業とは。 
  NS

積水ハウス（株）

14:20〜14:50
コラーゲンセンサの開発 
  kansai

和歌山工業高等専門学校 
准教授　森田 誠一

14:20〜14:50
老化マウスの網羅的 
プロテオーム解析 
  kansai

神戸学院大学
教授　鷹野 正興

14:20〜14:50
生細胞研究 
グローバルトレンド 
〜全自動撮影解析の必然性〜 
  RM

エッセンバイオ 
サイエンス（株）

14:20〜14:50
中分子・バイオ医薬品の 
LC分析・精製ソリューション 
  IPJK

（株）ワイエムシィ

14:20〜14:50
無菌高活性アイソレータに 
おける洗浄基準の考え方 
  IPJK

（株）SKAN JAPAN

15:10〜15:40
地域包括医療における
フォーミュラリーの活用 
  CC  

（株）日本医薬総合研究所

15:10〜15:40
救急医療における 
ノンテクニカルスキル 
教育コースの開発　　　　 
  kansai

大阪市立大学 
助教　晋山 直樹

15:10〜15:40
メカノバイオロジーに 
基づくin vitro実験系の 
最適化 
  kansai

徳島大学病院 
特任教授　船木 真理

15:10〜15:40
医薬品のプロセス開発や 
品質管理を支援する 
解析技術を紹介！ 
  IPJK

JFEテクノリサーチ（株）

15:10〜15:40
医薬品や機能性食品などに 
生じる副成分の分析 
  IPJK

ジャスコ 
エンジニアリング（株）

15:10〜15:40
ガンマ線滅菌・殺菌 
〜医薬品・化粧品等への 
利用拡大〜 
  IPJK

（株）コーガアイソトープ

16:00〜16:30
Dr.HereOnline 
- これからのヘルスケア 
ソリューション 
  IT  

LUSH ERA LTD.

16:00〜16:30
タイトル決定後、 
Webにて公開 
  NS  

（株）ハンディネットワーク 
インターナショナル  

16:00〜17:00
オープンイノベーションで 
実現する次世代医療機器 
開発や大阪の投資魅力等 
  MEDIXK

大阪府

16:00〜16:30
しらさぎプロジェクトに 
ついて 
  ACD

富山大学 
コーディネーター 

八ツ橋 和磨

16:00〜17:00
Trans Chromosomics／ 
テクノプロR&D社／ 
マリンナノファイバー 
  RM

とっとりバイオフロンティア

16:00〜16:30
Manufacturing 
automation for 
patient scale cell 
therapies  RM

ロンザジャパン（株）

16:00〜16:30
コンベンショナル 
クリーンルームの吹出口の 
あり方について 
  IPJK

近藤工業（株）

16:50〜17:20
医療分野のロボティクスが 
支えるコミュニケーションの 
未来 
  IT  

楽天コミュニケーションズ（株）

16:50〜17:20
感染制御における 
医療用手袋の役割 
  HOS

MALAYSIAN RUBBER 
EXPORT PROMOTION 

COUNCIL (MREPC) CO.

16:50〜17:20
再生医療応用に向けた 
量子ナノ材料の 
研究成果と商品化 
  RM
和光純薬工業／名古屋大学 

大学院 工学研究科

16:50〜17:20
化学・医薬品製造における 
コンピュータシミュレーション 
活用事例 
  IPJK

（株）構造計画研究所

講演プログラム一覧2月22日［木］
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MJ  …医療・介護 総合 EXPO 大阪    HOS  …病院イノベーション展   IT  …医療ITソリューション 展  NS  …介護＆看護 EXPO  CC  …地域包括ケア EXPO  MEDIXK  … 関西  医療機器 開発・製造展  
RM  …再生医療 産業化 展  IPJK  …インターフェックス 大阪  AI  …オミックス医療学会大会 〜AI創薬 フォーラム〜   
ICU  …日本集中治療医学会フォーラム   ANE  …日本臨床麻酔学会  CE  …臨床工学フォーラム  kansai  …関西広域連合 研究成果企業化促進セミナー   ACD  …アカデミック フォーラム  

基調講演 ／ 特別講演 ／ 専門セミナー  事前申込制

「インテックス大阪」 または隣接の「 ハイアットリージェンシー大阪」で開催
会場 A 会場 B 会場 C 会場 D 会場 F 会場 J 会場 K 会場 P

関西広域連合 研究成果企業化促進セミナー／アカデミック フォーラム／出展社による製品・技術セミナー
展示会場内（インテックス大阪）セミナー会場　 受講無料 　受講を希望される方は 

直接会場へお越しください。

会場 E 会場 G 会場 H 会場 L 会場 M 会場 N 会場 Q

　

10:30〜12:00
RM-S3

ベンチャーの現状
再生医療の実用化を目指
して

（株）ヘリオス 
代表取締役社長 兼 CEO 
鍵本 忠尚

小児先天性心疾患を対象
とした世界初の再生医療
等製品実用化に向けて

（株）日本再生医療 
代表取締役 CEO 
野口 亮

10:30〜12:00
HOS-5

地域包括ケアシステム
の完成に向けて
地域包括ケアシステムに
おける地域リハビリテー
ションの重要性
小倉リハビリテーション病院 
名誉院長 
介護老人保健施設「伸寿苑」 
施設長 
浜村 明徳

地域包括ケア病棟の現状
と、地域特性を活かした
可能性

（社医）石川記念会 ＨＩＴＯ病院 
理事長／病院長 
地域包括ケア病棟協会 幹事 
石川 賀代

10:30〜12:00
NS-1

ITが変える遠距離介護
事業所と家族を繋ぐ「介
護の見える化」で差別化
と収益アップを！

（株）コミュニケーター 
代表取締役 プロデューサー 
横井 孝治

介護事業所が考える、事
業所と家族を繋ぐ「介護
の見える化」の必要性・効
果は！

（一社）ヘルスケア人材教育協会 
推進室長 
杉田 珠希

10:30〜12:00
CC-K

地域包括ケアシステム
の構築に向けて
地域包括ケアと老健

（公社）大阪介護老人保健施設
協会 
会長 
川合 秀治

10:30〜12:00
IT-7  

循環器疾患を中心とし
た健康リスクの可視化
NIPPON DATA80の19
年間追跡による循環器疾患
死亡の健康評価チャート
滋賀医科大学 名誉教授 
アジア疫学研究センター 
特任教授　上島 弘嗣

循環器病発症リスクの可
視化と健康寿命延伸マン
ションの試み
国立循環器病研究センター 
予防健診部長／循環器病統合
情報センター長／予防医学・疫
学情報部長／バイオバンク 副
バンク長／ゲノム医療支援部長 
宮本 恵宏

10:30〜11:30
MEDIX-S3  

IoT活用によるスマート
治療室の最新事例
IoTで実現するスマート
治療室SCOT  ～医工連
携による次世代 医療機器
開発と今後の展望～
東京女子医科大学 
脳神経外科/先端生命医科学
研究所 先端工学外科分野 
教授　村垣 善浩

10:30〜11:30
IPK-6  

ソフトとハードのベストバ
ランスを追求したコンテ
インメント工場の実現
日本新薬（株） 
小田原総合製剤工場 
製造企画部長 
藤木 幹世

13:00〜14:30
IPK-S3

ジェネリック医薬品　 
普及に向けた現状と今
後の展開
ジェネリック医薬品におけ
る高付加価値製剤の開発
沢井製薬（株） 
理事 技術部長 
谷野 忠嗣

ジェネリック医薬品  
使用促進に向けた行政の
取組み
厚生労働省 
医政局 経済課 
流通指導室長 首席流通指導官 
山口 貴久

13:00〜14:30
IT-E

医療情報技師の「現場
力」を高めよう
ヘルスケアエヴァンジェ
リスト ～医療や介護の現
場でつなぎ巻き込む人材
の必要性～

（一社）日本地域統合人材育成機構 
代表理事　重田 由美

医療現場の医療情報技師
に必要な力

（医）神鋼記念会 神鋼記念病院 
管理部総務室 室長　櫃石 秀信　

今医療に求められる「シ
ステム×デザイン思考」
池田市役所 
市民生活部 にぎわい戦略室  
地域活性課 課長　藤本 智裕

13:00〜14:30
NS-2

退院調整の課題と解決
に向けた戦略
在宅で過ごすがん患者の
苦悩に対する支援 ～訪問
看護師の立場から～
ユニバーサルケア（株） 
あるふぁ訪問看護ステーション 
代表取締役　長尾 充子

退院支援上の様々な困難を
乗り越えるストラテジー
地域包括ケアコンサルティング
あるす 代表 
和泉市立病院 
地域医療連携室 
非常勤職員／近畿大学医学部
附属病院 看護部特別嘱託職員 
河野 政子

13:00〜14:30
CC-S1

地域包括ケアシステム
とオーラルケア
健口から健康長寿へ  
～オーラルフレイルとサ
ルコペニアの嚥下障害に
ついて～
大阪歯科大学 
医療保健学部 口腔保健学科 
教授 
大阪歯科大学附属病院 
口腔リハビリテーション科 
教授 
糸田 昌隆

13:00〜14:30
IT-8

高度化する調剤・薬剤師
業務  
～ICT支援の最前線～
処方薬剤情報のICTによ
る革命的活用
東京大学大学院 医学系研究科 
地域医薬システム学講座 
教授 
今井 博久

「薬剤師×ICT」で変わる
日本の医療
日本調剤（株） 
専務取締役 
三津原 庸介

13:00〜14:30
RM-S4

再生医療産業化への 
取り組み
英国における再生医療産
業化への取り組み
Cell and Gene Therapy 
Catapult 事業開発 
トランザクションマネージャー 
アジア・オセアニア 
星谷 英寿

クロスイノベーションによ
る再生医療・未来医療の
産業化への取り組み
大阪大学 
大学院医学系研究科 産学連
携・クロスイノベーションイニシ
アティブ ベンチャー設立・運営
支援室 副代表・室長 特任教授 
徳増 有治

13:00〜14:20
MEDIX-4

ロボット医療機器 開発
の最前線
治療用ロボット医療機器
の最新動向

（株）アダチ 
CTO 国内開発部部長 
溝尾 嘉章

13:00〜14:00
IPK-7

医薬品物性・分析研究の
新たな挑戦 ～多様化する
モダリティ～
アステラス製薬（株） 
製薬技術本部 物性研究所  
分析第1研究室 室長 
平倉 穣

15:30〜17:00
HOS-S5

地域医療構想への期待
と不安、地域包括ケアシ
ステムに未来はあるか
地域医療構想と地域包括
ケアシステム ～大阪府医
師会の立場と役割～

（一社）大阪府医師会 
会長 
茂松 茂人

大阪府における医療提供
体制の現状と今後の方向
性
大阪府 
健康医療部長 
藤井 睦子

15:30〜17:00
NS-3

連携での「看取り」実践
事例
自然な死について

（医）ハートフリーやすらぎ 
常務理事 
訪問看護ステーション ハートフ
リーやすらぎ 管理者 
大橋 奈美

看取りに不可欠な多職種
連携
大阪府立大学 
大学院 看護学研究科 
准教授 
岡本 双美子

15:30〜17:00
CC-S2

外国人介護留学支援事
業の展望
外国人介護人材の現状と
展望について（介護留学
生支援について）

（医） 敬英会 
理事長 

（福）敬英福祉会 
理事長 
光山 誠

15:30〜17:00
IT-9

システム導入の本音を
語る
患者視点で考える病院情
報システム導入および運
用における課題と解決
大阪国際がんセンター 
医療情報部 
主任部長 
松永 隆

病院情報システムの導
入・更新で現場が知ってお
きたい留意点
秋田大学 
医学部附属病院 医療情報部 
副部長 
大佐賀 敦

15:30〜17:00
CE-3

CEのためのDPC基礎
講座
DPC制度とDPCデータ
の概要
産業医科大学病院 
医療情報部 
MQM（Medical Quality 
Management）室長 
村上 玄樹

DPCデータ分析のマネジ
メントへの活用

（国研）国立がん研究センター 
社会と健康研究センター 
臨床経済研究室長 
石川 ベンジャミン 光一

15:30〜16:30
IPK-8

QCラボのデータ完全性
の強化 ～UV & IR～
日本製薬（株） 
信頼性保証部  
品質保証グループ 
グループマネジャー 
山﨑 龍一

 

11:00〜11:30
地域の医療と福祉の 
円滑な連携のため活動する 
医療福祉連携士 
  NS

アステラス製薬（株）

11:00〜11:30
介護事業所 
（訪問、入所、通所）向け  
ＡＩシフト自動作成システム 
  NS

（株）森原システム 
エンジニアリング

11:00〜11:30
タイトル決定後、 
Webにて公開 
  NS

（株）エス・エム・エス

11:00〜11:30
創薬等ライフサイエンス分野に
おける植物エキスライブラリー
の構築  ACD

国立研究開発法人  
医薬基盤・健康・栄養研究所 
栽培研究室長　渕野 裕之

11:00〜11:30
徳島大学 
ライフオプティクス 
研究プロジェクト 
  ACD

徳島大学
客員教授　木内 陽介

11:00〜11:30
医薬品製造プロセスでの 
パッキンへの要求項目に 
ついて 
  IPJK

デュポン（株）

11:00〜11:30
見つかる！エアー 
コンプレッサーにおける 
インフラ設備の省エネ 
  IPJK

（株）IHI回転機械 
エンジニアリング

11:50〜12:20
地域包括ケアを支える 
医療・介護統合型 
電子カルテシステム 
  CC  

（株）レゾナ

11:50〜12:20
注意障害ソフト 
「もぐらーず®」は早期認知症 
のスクリーニングに 
有用である  kansai

近畿大学医学部堺病院 
教授　中村 雄作

11:50〜12:20
量産時代に向けたブリッジ用
携帯型補助人工心臓の開発 
  kansai

神戸大学 
教授　山根 隆志

11:50〜12:20
ナショナルセンター・ 
バイオバンクネットワークの
使命と活動について 
  ACD
ナショナルセンター・バイオバンクネットワーク 
国循バイオバンクNCBN推進室長　高田 彰

11:50〜12:20
日立グループの 
再生医療分野への取組（仮） 
  RM

（株）日立製作所／ 
日立グループ

11:50〜12:20
がん診断のための 
センチネルリンパ節 
イメージング剤 
  kansai

大阪府立大学
准教授　児島 千恵

11:50〜12:20
無菌,封じ込め技術の最前線:
最新のアイソレーター, 
RABS技術紹介 
  IPJK

（株）エアレックス

12:40〜13:10
高磁場MRIの 
前臨床研究への応用 
  kansai

大阪大学 
助教　齋藤 茂芳

12:40〜13:10
最新のLED照明を 
レンタルプランで導入する 
メリット（実践版） 
  HOS

（株）安藤

12:40〜13:10
医療・ヘルスケア機器 
イノベーション実現に向けた 
バイオデザインプロセス 
  ACD

大阪大学 
特任研究員　谷口 達典

12:40〜13:10
キチンナノファイバーの 
バイオメディカル分野への 
応用 
  kansai

鳥取大学 
助教　東 和生

12:40〜13:10
ポピュレーション解析から 
微細構造解析の世界へ 
  RM

シスメックス（株）

12:40〜13:10
ヒト免疫原性に基づいた 
感染症関連バイオロジクス 
探索技術  kansai

国立研究開発法人  
医薬基盤・健康・栄養研究所 

プロジェクトリーダー　安居 輝人

12:40〜13:10
住友の複合乳化機
（NANOVisK）について 
  IPJK

住友重機械 
プロセス機器（株）

13:30〜14:00
未利用海藻を用いた 
次世代機能性食品開発に 
向けて 
  kansai

鳥取大学 
助教　八木 寿梓

13:30〜14:00
新開発、超短波治療器に 
よる深部加温効果と 
免疫力アップの可能性 
  HOS

立山科学工業（株）

13:30〜14:00
リアル感のある穿刺 
トレーニング用 
腕モデルパッドの開発 
  kansai

近畿大学 
講師　西手 芳明

13:30〜14:00
水中での薬剤徐放性材料の 
合成と再生医療への応用 
  kansai

京都工芸繊維大学 
准教授　田中 知成

13:30〜14:00
医薬品中不純物 
（ICH Q3）の 
受託解析事例をご紹介 
  IPJK

JFEテクノリサーチ（株）

13:30〜14:00
（ラボ＋プラント）÷2の 
法則、有りそうで無かった 
純水製造装置 
  IPJK

メルク（株）

13:30〜14:00
最新の無菌搬送システム 
  IPJK

（株）Atec Japan

14:20〜14:50
エリアマーケティング対応、
医療・薬局・介護 
データベースSCUEL 
  IT  

ミーカンパニー（株）

14:20〜14:50
フィンランドの母子保健 
システム（ネウボラ）と 
母親の健康 
  kansai

大阪市立大学
教授　横山 美江

14:20〜14:50
人の運動制御メカニズムに 
倣った人との親和性の 
高い福祉支援機器の開発 
  kansai

大阪工業大学 
准教授　中山 学之

14:20〜14:50
3D細胞組織培養プラット
フォーム:3Dイメージ, 
Body-on-Chipへ展開 
  kansai

大阪府立大学
講師　萩原 将也

14:20〜14:50
ニコン・セル・イノベーション 
細胞受託開発・製造施設の 
ご紹介 
  RM

（株）ニコン・セル・ 
イノベーション

14:20〜14:50
品質管理の現場で即活躍！ 
卓上SEMと卓上NMRの 
ご紹介 
  IPJK

ジャスコ 
インタナショナル（株）

14:20〜14:50
清浄度モニタリング 
システムについて 
  IPJK

近藤工業（株）

15:10〜15:40
手術室は 
医療機器開発の宝島 
  kansai

鳥取大学 
教授　稲垣 喜三

15:10〜15:40
必見！！これからの 
社会保障政策を見据えた 
事業とは。 
  NS

積水ハウス（株）

15:10〜15:40
医療業界における 
JQA長さ認定校正 
サービスについて 
  MEDIXK

（一財）日本品質保証機構

15:10〜15:40
生体内で自己組織 
（自己血管）化する足場材料 
からなる人工血管の開発 
  kansai

同志社大学 
教授　萩原 明於

15:10〜15:40
再生医療分野における 
シングルユース遠心分離機 
kSepの利用 
  RM

ザルトリウス・ステディム・
ジャパン（株）

15:10〜15:40
品質管理における 
粘度測定の効率化 
  IPJK

ジャスコ 
エンジニアリング（株）

15:10〜15:40
QMSの 
グローバルスタンダード 
  IPJK

アズビル（株）

16:00〜16:30
新規生体吸収性合金を 
用いた高精度定位放射線 
治療マーカーの開発 
  kansai

神戸大学医学部附属病院 
特命教授　佐々木 良平

講演プログラム一覧2月23日［金］
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セミナー会場 案内図
セミナー会場はAからQまで、全部で15会場ございます。

受講されるセミナー会場の場所をご確認の上、ご来場ください。
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インテックス大阪インテックス大阪

セミナー会場は変更となる可能性がございます。（2018年 2月 8日現在）

展
示
会
受
付

セミナー当日券販売所❶
（ハイアットリージェンシー2階）

※2月21日（水）のみ

セミナー当日券販売所❶
（ハイアットリージェンシー2階）

※2月21日（水）のみ

セミナー当日券販売所❷
（インテックスプラザ）

セミナー当日券販売所❷
（インテックスプラザ）
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