
PRESS RELEASE 
 

2016年 7月 8日 

報道関係者各位 

一般社団法人 日本病院会 

一般社団法人 日本経営協会 

 

来場者 8 万人を超える 医療分野 国内最大の展示会 

国際モダンホスピタルショウ 2016 

 
2016年 7月 13日（水）～15日（金） 

東京ビッグサイト（東京国際展示場）東展示棟 4・5・6ホール、会議棟 

 

一般社団法人 日本病院会／一般社団法人 日本経営協会は「国際モダンホ

スピタルショウ 2016」（公式 HP：http://noma-hs.jp/）を 7月 13日～15日

の 3 日間、東京ビッグサイトで開催します。300 を超える企業、団体が、

保健・医療・福祉分野における質の向上、充実に役立つ機器、製品、システ

ム、サービスなどを出展し、医療従事者を中心に約 8 万人の来場を見込ん

でいます。 

■プレス登録 

報道関係者のみなさまは事前登録の必要はございません。 

当日はお名刺 2枚をご用意いただきプレスルーム（東 4・5ホール間、商談室 1）にてプレ

ス登録をお願いします。 

その際にプレス用入場ホルダーと、場内撮影の場合は腕章をお渡しします。 

■プレスルームについて。 

TEL：03-5530-1601 （会期中のみ） 

利用日時：7月 13日（水）～15日（金）10:00～17:00 

コピー機、有線 LAN、テーブル、コーヒー等をご用意しております。ぜひご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報道関係者お問い合わせ先 

ホスピタルショウ広報分室 株式会社ココノッツ 

TEL：03-5213-4410 E-mail：noma_press@cocoknots.co.jp 

ご取材のお願い 

プレスルーム（商談室 1） 

http://noma-hs.jp/


今回の主な出展 

 

※出展各社からの事前申請に基いて作成しておりますが、実際の展示とは一部異なる場合も

ありますので、ご了承ください。 

 

 

小間番号 出展者名 製品名 製品・サービスの特長 発表／発売年月

A-2 (株)ケアフォース 急性期リハビリ機器 アーリーモビライゼーションをサポート 2016年4月

A-4 (株)アマノ マリンコートリモ 衛生管理に特化した寝台浴槽 2016年8月

A-11 (株)ヤギコーポレーション ユニフォーム 新しい個性を備えたメディカルウェア 2014年11月

A-20 (株)ティービーアイ デジタルインカム Wi-Fi通信を用いた高音質の通話システム 2013年10月

A-30 （公財）庄内地域産業振興センター 胃ろう患者用腹巻等 山形県鶴岡市周辺の産学官連携ネットワークによる共同出展 2014年～2015年

A-31 (株)高橋型精 採便シート 簡単・各日でトイレに流せる採便シート 2016年2月

A-34 神戸市経済観光局 シューズ、認知機能チェック等 「未病対策と健康寿命増進」をテーマに３社共同出展 2015年

A-36 (株)ミハマメディカル WOCKシューズ 134℃オートグレーブ滅菌対応 2011年1月

A-44 キッセイコムテック(株) 在宅ケア情報の共有連携サービス 在宅医療の課題を解消 2016年6月

B-5 (株)ジャスト・メディカルコーポレーション 医療材料報告サポートシステム 医療現場で使用された医療材料報告iosアプリ 2015年7月

B-12 (株)電算 医療機器管理サービス リーズナブルなクラウド型医療機器管理システム 2015年10月

B-15 (株)パースジャパン ベッドサイド情報端末 来場者様に実際に体験が可能

B-27 東京都医工連携HUB機構 マッチング支援 医工連携を推進 2015年7月

C-12 ユニオンツール(株) ウェアラブル心拍センサ 心拍や自律神経バランスを計測 2012年3月

D-8 鴻池運輸(株) 医薬品・医療機器物流センター設計 グローバル展開における医療関連サービス 2016年6月

D-12 理想科学工業（株） ハイスピードプリンター 省スペース化を実現したハイスピードプリンター 2016年3月

D-19 （有）礫川システムデザイン事務所 患者見守りシステム 患者、入居者の無断外出予防 2014年10月

E-10 (株)ワイズマン コンピュータシステム 医療・介護連携ソリューション 2016年7月

E-16 富士通（株） 電子カルテシステム 先進クラウド技術を活用 2016年3月

E-21 三栄メディシス(株) 発作時心臓活動記録装置 コンパクトサイズの心電計、パルスオキシメータを搭載 2015年12月

E-24 (株)ベータソフト クラウド型精神科電子カルテ 精神科に特化したSNS指向型電子カルテ 2016年秋

E-27 日本電子応用（株） メディカルディスプレイ 4K解像度の55インチディスプレイ 2016年3月

E-28 (株)セブンスディメンジョンデザイン 医用映像管理システム 医用映像の記録、管理、配信機能をパッケージで提供 2015年7月

E-32 キャノンカーケティングジャパン(株) 医用画像転送ソリューション 医用画像を遠隔地へ高速通信「LTE」で電送 2016年4月

E-45 (株)エーアイエス レセプト点検システム クラウドによるレセプト点検 2015年4月

E-50 (株)石川コンピュータ・センター 健診総合支援システム 病院内健診から集健センターまで幅広く対応

E-62 (株)テクノメディカ 自動採血管準備装置 業界に先駆けたRFID対応機種 2011年6月

E-84 (株)コア・クリエイトシステム 電子カルテシステム スマホでオーダ・文字入力が可能 2016年7月

E-87 (株)アットメディカル オーダリング・電子カルテ クラウド型システムを低価格で実現 2012年10月

E-93 (株)ムーブ 簡易再来受付機 小型Kiosk端末

E-97 (株)医用工学研究所 医療用DWH 膨大なデータを一元的に集約し見える化 2008年3月

E-98 日本テクニカル・サービス（株） 外来患者呼出システム 各種の呼出カードの提供 2009年3月

E-101 京セラ丸善システムインテグレーション(株) 栄養給食管理システム 簡単な操作、多くの機能で業務効率化を実現 2014年7月

E-111 (株)ファインデックス 周産期システム 周産期のデータ管理 2016年2月

E-115 コニカミノルタ(株) 紙カルテ電子化ソリューション 運用等の一連のサービスを提供 2015年6月

イ-2 ヤマト(株) スティックのり 塗り残しがわかる、乾くと色が消えるスティックのり 2014年7月



 

■開催概要 

名 称： 国際モダンホスピタルショウ 2016 （第 43回） 

INTERNATIONAL MODERN HOSPITAL SHOW 2016 

会 期： 2016年 7月 13日(水)～15日(金) 3日間 

開 催 時 間： 10：00～17：00  

会    場： 東京ビッグサイト（東京国際展示場）東展示棟 4・5・6ホール ・ 会議棟  

主    催： 一般社団法人 日本病院会 ／ 一般社団法人 日本経営協会  

出 展 者： 336 社／団体（6/13現在） 

来場予定者数： 80,000人（2015年実績 82,149人） 

入 場： 原則として、招待券持参者と事前登録者（公式 HPでご登録いただけます） 

※招待券、事前登録のない方は、入場料 3,000円（税込） 

公 式 H P： http://noma-hs.jp/ 

お問合わせ先： 日本経営協会 ホスピタルショウ事務局 

TEL：03-3403-8615 FAX：03-5413-4327  

E-mail：hsg@noma.or.jp 

 

http://noma-hs.jp/

