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モチベーションが高い来場者を動員するカンファレンス・セミナーを会期中開催
第一線の識者・実務家によるカンファレンスや専門性の高いセミナーを開催!病院長や幹部職員の研修プログラムとしても高い評価
を獲得しています。（前回はのべ6,530人が受講）
＊出展者によるプレゼンテーションセミナーも開催できます。詳しくはP.6をご覧ください。

医療・福祉関係者への積極的なPR活動
●後援・協賛先、関係団体、日本病院会会員病院へ招待状・ポスターを配布。招待状約48万部が、後援・協賛先（60団体予定）、医療・福祉

関係団体、日本病院会会員病院、出展者、医療福祉研究会（日本経営協会主催）参加者などのチャネルで発送され、積極的な動員を行います。
●ニュースリリースの配信により、TV、一般紙・専門誌紙等へ情報発信。また、有力な業界紙・専門誌に出展者募集から開催案内・セ

ミナー募集等告知広告を掲載します。
●ホスピタルショウホームページ（URL.https://noma-hs.jp/）により年間を通して最新の展示会情報を提供。また、出展者ホーム

ページとのリンクを設定し、出展者情報をホームページ上に掲載します。

●幅広い分野から最新のハード・ソフトを一堂に展示・実演。
 （詳細は、P2・3をご参照ください）

●前回は、出展者344社・来場者80,295人を数え、出展者
アンケートでは、70%以上の出展者が出展に対して「満
足・ほぼ満足」と回答し、2018年の出展についても、
70%以上の出展者が「出展する・予定（検討）」と回答。
出展者の高い評価と信頼を得ています。（詳細は、P17
をご参照ください）

保健・医療・福祉に関する最大規模の総合展示会

1 の特長

「ここが変わります！」「ここが変わります！」

2018

20182018

6つのゾーンに変わります！
※詳細は4・5ページ

「ここは変わりません！」「ここは変わりません！」

カンファレンスの充実で動員力UPを目指します！

無料のオープンステージセミナーを全出展者が利用できます！

※詳細は7ページ

健康・医療・福祉の未来をひらく ～世代と国境を越えた豊かな共生を目指して～

「国際モダンホスピタルショウ2018」の開催に向けて
　国際モダンホスピタルショウは、保健・医療・福祉の関係者を中心に、広く患者・国民の皆様にもご来場いただいている、この領域では
わが国最大規模の展示会です。近年の来場者数は8 万人を超え、出展していただく事業社さまの数も増加の一途をたどっています。
　医療介護総合確保に向けた改革が進行するなかで、診療報酬・介護報酬が同時に改定され、地域医療構想の実現に向けた動きも急展開
しています。このような状況を受けて、ヘルスケア分野においては健康寿命の延伸や、データヘルスに関連した新たな事業分野が急速に拓
けつつあり、今回も本展示会に一層のご出展をいただけるものと大いに期待申し上げているところです。
　さて、本展示会は毎回、時代の要請に応えて時宜を得た展示・企画を工夫していますが、本年7月の「国際モダンホスピタルショウ
2018」のメインテーマは、「健康・医療・福祉の未来をひらく～世代と国境を越えた豊かな共生を目指して～」と致しました。これからは高
齢者のみならず、若者の未来を夢のあるものとする全世代型の支え合いの社会を構築する必要があるとともに、オリンピック・パラリンピッ
クを再来年に控えて、「国際モダンホスピタルショウ」の名称にふさわしい、国際色の豊かな展示会になることを大いに期待しています。名実
ともに、国境を越えたヘルスケア分野の事例の紹介や、新規性の高い製品やシステムの展示をしていただけるよう、出展各社の皆さまには
心からお願い致したいと存じます。
　このような趣旨を踏まえて展示ゾーン構成を見直し、改めて次のような6ゾーン・2コーナーとすることとしました。すなわち、「医療情報
システムゾーン」、「医療機器ゾーン」、「看護ゾーン」、「介護・福祉・リハビリゾーン」、「健診･ヘルスケアゾーン」、「施設環境・アメニティ
ゾーン」、および「ブックコーナー」、「現場で役立つアイテムコーナー」です。これまでの出展各社のご意向も踏まえて、従来の「医療画像・
映像ソリューション」および「医療連携・セキュリティ対策」関連の展示は、「医療情報システムゾーン」に一本化しましたので、宜しくお願い致
します。新たなゾーン構成を踏まえて、是非ともご出展をご検討くださいますよう、宜しくお願い申し上げます。
　毎回来場者の関心を集めている主催者企画展示コーナーでは、保健・医療・福祉部会では「病院で働く人たちの環
境改善」、医療情報部会では「海外メディカルＩＴ最新事情―広がる遠隔診療とＡＩを活用した医療のこれから」をテーマに、
より魅力的な企画を進めています。いずれも、働き方改革が進む中で、新たな技術開発の成果やその有効な活用の事
例を紹介しようとするものです。このほか、毎年多くの参加者を得ている専門的な「ホスピタルショウ・カンファレンス」
や、出展者による「出展者プレゼンテーションセミナー」の多彩な企画も進んでいます。展示との相乗効果が期待できる
これらのセミナーも、どうぞご活用ください。
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ホスピタルショウ委員会委員長　大 道　 久
（日本大学名誉教授／JCHO横浜中央病院 名誉病院長）

テーマ

目 次

2018

20182018

開催にあたって
　平素より、「国際モダンホスピタルショウ」へのご支援ご協力を賜り、深く感謝申しあげます。
　本ショウは、1971年の開催以来、常に時代の流れとともに歩み、その時代に対応した医療・福祉のあり方を追求し続けることで、
社会的な信頼と存在感を獲得し、大きな影響力を持った展示会に成長してまいりました。
　今回の「国際モダンホスピタルショウ2018」では、『健康・医療・福祉の未来をひらく ～世代と国境を越えた豊かな共生を目指して～ 』
を新たなテーマに掲げることといたしました。
　医療福祉を取り巻く環境は一層厳しさを増しておりますが、そのような環境下においても、豊かな新時代を求め、住まい・医療・
介護・予防・生活支援などさまざまな分野の連携をさらに拡大するとともに、地域包括ケアのさらなる充実や、グローバルなネット
ワークの強化により、誰もが健やかに安心して暮らせる社会の実現を目指してまいります。
　ぜひともこの機会にご出展の検討を賜りますよう、心よりお願い申しあげます。

一般社団法人日 本 病 院 会
一般社団法人日本経営協会

（申込先着順）
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開　催　概　要2
❶名　　　　　称 国際モダンホスピタルショウ2018
 INTERNATIONAL MODERN HOSPITAL SHOW 2018
 ［略称］IMHS 2018

❷テ　　ー　　マ 健康・医療・福祉の未来をひらく
 ～世代と国境を越えた豊かな共生を目指して～

❸目　　　　　的 病院をはじめ、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
などを幅広く展示し、最新情報の発信および情報交流の場を提供することにより、健康福祉社会の発展
に寄与する。

❹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    

❺特　別　協　力 公益社団法人 日本看護協会

❻会　　　　　期 2018年7月11日（水）～ 13日（金）　3日間

❼開　場　時　間 午前10時～午後5時

❽会　　　　　場 東京ビッグサイト東展示棟／会議棟

❾出 展 予 定 者 数 350社（前回344社）

来 場 予 定 者 数 80,000 人（前回 80,295 人／ 3日間延べ）

主催者企画事業 ①保健・医療・福祉 部会　企画展示「病院で働く人たちの環境改善（仮）」
 ②医療情報 部会　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（仮）」
 ③特別企画「現場のひらめきをカタチに ！ 第11回 みんなのアイデアde賞」
 ④日本病院会コーナー
 ⑤日本病院会主催公開シンポジウム
 ⑥ホスピタルショウカンファレンス

展示コーナー /出展者プレゼンテーションセミナー
 ①ブックコーナー（展示即売可）
 ②現場で役立つアイテムコーナー（展示即売可）
 ③出展者プレゼンテーションセミナー

入　　　　　場 原則として、招待券持参者と事前登録者　※招待券、事前登録のない方は、入場料3,000円（税込）

会　場　規　模 会場面積　 26,000 ㎡／展示面積　 8,500㎡（予定）

出展申込締切り 2018年3月23日（金）　申込受付期間内であっても、予定面積に達した場合は受付を締め切ります。
  受付終了後、出展者の申込面積を調整する場合があります。予めご了承下さい。

ゾーン展示構成 ①医療機器ゾーン　②医療情報システムゾーン　③看護ゾーン　
④介護・福祉・リハビリゾーン　⑤健診・ヘルスケアゾーン　⑥施設環境・アメニティゾーン

展　示　品　目 ①医療環境設備・機器
空調・エネルギー設備・機器、給排水衛生設備・機器、防災・セキュリティ設備・機器、病室用設備・
機器、手術用設備・機器、患者搬送設備・機器、ハウスキーピング設備・機器、院内物流設備・機器、
薬剤部門設備・機器、給食設備・機器、医療廃棄物処理設備・機器、予防衣・用品、衛生設備・機器、
駐車場設備、建築・設計、事務関連設備・機器、通信・情報設備、受付業務関連設備、インテリア・
建築資材、その他

 ②医療機器・材料
放射線診断・画像診断装置、治療用機器、中央材料室用機器、生体情報装置、ディスポーザブル、
その他

 ③文具・オフィス機器
筆記具、針なしステープラー、ネームカード（ストラップ）、デスク周り収納用品、ホワイトボード、
プロジェクター、タブレット、ＬＥＤペンライト、カードケース、Ｘ線フィルムフォルダー、カルテフォ
ルダー、医療用ケースラベル、その他

 ④医療情報システム
病院管理支援システム、診療支援システム、物流・物品管理支援システム、薬剤関連システム、画像・
映像関連システム、リスクマネジメント関連システム、地域医療情報システム、医療情報ネットワーク、
情報セキュリティシステム、病院経営支援システム、その他

 ⑤看護支援関連
看護用品・機器、看護支援システム、訪問看護用品・機器、訪問看護支援システム、セーフティ用品・
機器・システム、その他

 ⑥介護・リハビリ・福祉支援関連
介護用品・機器、介護予防・リハビリ、通所介護・在宅介護・医療・看護、介護福祉情報システム、
地域連携・住環境、福祉車両、その他

 ⑦健診・ヘルスケア関連
健診関連、検体検査装置、健診車両、予防医療、健康管理機器・システム、食関連、健康増進ツール・
機器、アンチエイジング、ウェアラブル機器、その他

 ⑧病院・介護・医療施設運営サポート・サービス
検体検査業務、給食業務、患者搬送、医療用具等の滅菌消毒、設備・機器の保守点検、寝具類選択・
賃貸、清掃業務、院内物流管理、医療廃棄物処理、医事業務代行、医業経営コンサルティング、人材派
遣、コンビニ、コーヒーショップ、院内自販機、理容室・美容室、アクアリウム、宅配便、患者サービス・
アメニティ（病院建築・デザイン・什器）、教育・研修、調剤・保険薬局サポート関連、クリニック・
診療所サポート関連、介護福祉施設サポート関連、その他

 ⑨医療関連書籍・出版物
医療・看護・介護に関する書籍、その他

 ⑩医療・看護・福祉従事者が使用する筆記具類
医療・看護・福祉の従事者が使用する筆記具・手帳・ファイル、その他

 ⑪医療・福祉関連団体事業紹介
医療教育専門団体、医療・福祉関連団体、その他

 ＊リラクゼーション機器（マッサージ器等）は出展できません。
※上記展示品目でも、公序良俗・会場運営上不適当と事務局が判断した場合、いかなる時点でも出展の申込

みの拒否、取消及び出展の中止を命ずることができます。それまでに要した費用ならびにそれ以降発生する
費用の賠償を事務局に請求することはできません。

後　援（申請予定） 総務省、消防庁、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、東京都、日本貿易振興機構（ジェトロ）、
（公益社）日本医師会、（公益社）日本歯科医師会、（公益社）日本薬剤師会、（一般財）医療情報システ
ム開発センター、（一般財）日本医薬情報センター、（公益財）医療機器センター、（一般財）医療関
連サービス振興会、（公益社）全国自治体病院協議会、（公益社）全日本病院協会、（公益社）日本精神
科病院協会、（一般社）日本医療法人協会、（一般社）全国公私病院連盟、（一般社）日本病院薬剤師会、

（公益社）日本栄養士会、（公益社）日本診療放射線技師会、（一般社）日本臨床衛生検査技師会、（一般
社）日本作業療法士協会、（公益社）日本理学療法士協会、（公益財）日本訪問看護財団、（公益財）日本
医療機能評価機構、（一般社）日本民間放送連盟、（公益社）日本医療社会福祉協会、（一般社）日本慢性
期医療協会、（公益社）日本人間ドック学会（順不同）

協　賛（申請予定） （福）全国社会福祉協議会、（一般社）日本医療機器産業連合会、（一般社）日本画像医療システム工
業会、（一般社）電子情報技術産業協会、日本薬科機器協会、（一般社）日本医療機器工業会、（商組）日
本医療機器協会、（一般社）日本医療機器テクノロジー協会、日本理学療法機器工業会、日本医用光学
機器工業会、（一般社）日本分析機器工業会、（一般社）日本衛生検査所協会、（一般社）日本衛生材料
工業連合会、（一般社）日本ホームヘルス機器協会、（一般社）日本医療福祉建築協会、（一般社）保健
医療福祉情報システム工業会、（一般社）東京都医療社会事業協会、（公益社）日本臨床工学技士会、
東京商工会議所、（公益財）テクノエイド協会、（公益社）全国老人保健施設協会、（一般財）日本
救急医療財団、（一般社）日本医療情報学会、（公益社）全国老人福祉施設協議会、（公益社）全国
有料老人ホーム協会、（一般社）日本ロボット工業会、（一般社）日本産業・医療ガス協会、（一般社）
Medical Excellence JAPAN、（一般社）日本医療機器学会（順不同）
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開　催　概　要2
❶名　　　　　称 国際モダンホスピタルショウ2018
 INTERNATIONAL MODERN HOSPITAL SHOW 2018
 ［略称］IMHS 2018

❷テ　　ー　　マ 健康・医療・福祉の未来をひらく
 ～世代と国境を越えた豊かな共生を目指して～

❸目　　　　　的 病院をはじめ、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
などを幅広く展示し、最新情報の発信および情報交流の場を提供することにより、健康福祉社会の発展
に寄与する。

❹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    

❺特　別　協　力 公益社団法人 日本看護協会

❻会　　　　　期 2018年7月11日（水）～ 13日（金）　3日間

❼開　場　時　間 午前10時～午後5時

❽会　　　　　場 東京ビッグサイト東展示棟／会議棟

❾出 展 予 定 者 数 350社（前回344社）

来 場 予 定 者 数 80,000 人（前回 80,295 人／ 3日間延べ）

主催者企画事業 ①保健・医療・福祉 部会　企画展示「病院で働く人たちの環境改善（仮）」
 ②医療情報 部会　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（仮）」
 ③特別企画「現場のひらめきをカタチに ！ 第11回 みんなのアイデアde賞」
 ④日本病院会コーナー
 ⑤日本病院会主催公開シンポジウム
 ⑥ホスピタルショウカンファレンス

展示コーナー /出展者プレゼンテーションセミナー
 ①ブックコーナー（展示即売可）
 ②現場で役立つアイテムコーナー（展示即売可）
 ③出展者プレゼンテーションセミナー

入　　　　　場 原則として、招待券持参者と事前登録者　※招待券、事前登録のない方は、入場料3,000円（税込）

会　場　規　模 会場面積　 26,000 ㎡／展示面積　 8,500㎡（予定）

出展申込締切り 2018年3月23日（金）　申込受付期間内であっても、予定面積に達した場合は受付を締め切ります。
  受付終了後、出展者の申込面積を調整する場合があります。予めご了承下さい。

ゾーン展示構成 ①医療機器ゾーン　②医療情報システムゾーン　③看護ゾーン　
④介護・福祉・リハビリゾーン　⑤健診・ヘルスケアゾーン　⑥施設環境・アメニティゾーン

展　示　品　目 ①医療環境設備・機器
空調・エネルギー設備・機器、給排水衛生設備・機器、防災・セキュリティ設備・機器、病室用設備・
機器、手術用設備・機器、患者搬送設備・機器、ハウスキーピング設備・機器、院内物流設備・機器、
薬剤部門設備・機器、給食設備・機器、医療廃棄物処理設備・機器、予防衣・用品、衛生設備・機器、
駐車場設備、建築・設計、事務関連設備・機器、通信・情報設備、受付業務関連設備、インテリア・
建築資材、その他

 ②医療機器・材料
放射線診断・画像診断装置、治療用機器、中央材料室用機器、生体情報装置、ディスポーザブル、
その他

 ③文具・オフィス機器
筆記具、針なしステープラー、ネームカード（ストラップ）、デスク周り収納用品、ホワイトボード、
プロジェクター、タブレット、ＬＥＤペンライト、カードケース、Ｘ線フィルムフォルダー、カルテフォ
ルダー、医療用ケースラベル、その他

 ④医療情報システム
病院管理支援システム、診療支援システム、物流・物品管理支援システム、薬剤関連システム、画像・
映像関連システム、リスクマネジメント関連システム、地域医療情報システム、医療情報ネットワーク、
情報セキュリティシステム、病院経営支援システム、その他

 ⑤看護支援関連
看護用品・機器、看護支援システム、訪問看護用品・機器、訪問看護支援システム、セーフティ用品・
機器・システム、その他

 ⑥介護・リハビリ・福祉支援関連
介護用品・機器、介護予防・リハビリ、通所介護・在宅介護・医療・看護、介護福祉情報システム、
地域連携・住環境、福祉車両、その他

 ⑦健診・ヘルスケア関連
健診関連、検体検査装置、健診車両、予防医療、健康管理機器・システム、食関連、健康増進ツール・
機器、アンチエイジング、ウェアラブル機器、その他

 ⑧病院・介護・医療施設運営サポート・サービス
検体検査業務、給食業務、患者搬送、医療用具等の滅菌消毒、設備・機器の保守点検、寝具類選択・
賃貸、清掃業務、院内物流管理、医療廃棄物処理、医事業務代行、医業経営コンサルティング、人材派
遣、コンビニ、コーヒーショップ、院内自販機、理容室・美容室、アクアリウム、宅配便、患者サービス・
アメニティ（病院建築・デザイン・什器）、教育・研修、調剤・保険薬局サポート関連、クリニック・
診療所サポート関連、介護福祉施設サポート関連、その他

 ⑨医療関連書籍・出版物
医療・看護・介護に関する書籍、その他

 ⑩医療・看護・福祉従事者が使用する筆記具類
医療・看護・福祉の従事者が使用する筆記具・手帳・ファイル、その他

 ⑪医療・福祉関連団体事業紹介
医療教育専門団体、医療・福祉関連団体、その他

 ＊リラクゼーション機器（マッサージ器等）は出展できません。
※上記展示品目でも、公序良俗・会場運営上不適当と事務局が判断した場合、いかなる時点でも出展の申込

みの拒否、取消及び出展の中止を命ずることができます。それまでに要した費用ならびにそれ以降発生する
費用の賠償を事務局に請求することはできません。

後　援（申請予定） 総務省、消防庁、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、東京都、日本貿易振興機構（ジェトロ）、
（公益社）日本医師会、（公益社）日本歯科医師会、（公益社）日本薬剤師会、（一般財）医療情報システ
ム開発センター、（一般財）日本医薬情報センター、（公益財）医療機器センター、（一般財）医療関
連サービス振興会、（公益社）全国自治体病院協議会、（公益社）全日本病院協会、（公益社）日本精神
科病院協会、（一般社）日本医療法人協会、（一般社）全国公私病院連盟、（一般社）日本病院薬剤師会、

（公益社）日本栄養士会、（公益社）日本診療放射線技師会、（一般社）日本臨床衛生検査技師会、（一般
社）日本作業療法士協会、（公益社）日本理学療法士協会、（公益財）日本訪問看護財団、（公益財）日本
医療機能評価機構、（一般社）日本民間放送連盟、（公益社）日本医療社会福祉協会、（一般社）日本慢性
期医療協会、（公益社）日本人間ドック学会（順不同）

協　賛（申請予定） （福）全国社会福祉協議会、（一般社）日本医療機器産業連合会、（一般社）日本画像医療システム工
業会、（一般社）電子情報技術産業協会、日本薬科機器協会、（一般社）日本医療機器工業会、（商組）日
本医療機器協会、（一般社）日本医療機器テクノロジー協会、日本理学療法機器工業会、日本医用光学
機器工業会、（一般社）日本分析機器工業会、（一般社）日本衛生検査所協会、（一般社）日本衛生材料
工業連合会、（一般社）日本ホームヘルス機器協会、（一般社）日本医療福祉建築協会、（一般社）保健
医療福祉情報システム工業会、（一般社）東京都医療社会事業協会、（公益社）日本臨床工学技士会、
東京商工会議所、（公益財）テクノエイド協会、（公益社）全国老人保健施設協会、（一般財）日本
救急医療財団、（一般社）日本医療情報学会、（公益社）全国老人福祉施設協議会、（公益社）全国
有料老人ホーム協会、（一般社）日本ロボット工業会、（一般社）日本産業・医療ガス協会、（一般社）
Medical Excellence JAPAN、（一般社）日本医療機器学会（順不同）
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3 展示構成2018

医療機器ゾーン

質の高い医療の推進をサポートする高度管理医療機
器・管理医療機器・一般医療機器その他材料など

医療情報システムゾーン

診療業務に関わる情報システムと医療機関の経営・
管理の情報化・業務効率化をサポートするシステム
など

看護ゾーン

介護・福祉・リハビリゾーン健診・ヘルスケアゾーン

施設環境・アメニティゾーン

看護の質向上に役立つ医療・用品・システム・看護
業務の効率化をはかるための機器・サービスなど

介護・在宅ケア・福祉・リハビリの質向上に役立つ
用品・システム・医療現場の効率化をはかるための
機器・サービスなど

健診や日常の健康維持や増進に関わる予防医療・
食・システム・機器・サービスなど

病院や介護施設等において安全かつ、衛生的に医療
環境のインフラを提案・管理するための医療環境設
備に関する施設の設計・施工・設備・機器サービス・
運営管理・アウトソーシングなど

●主催者企画展示●
保健・医療・福祉部会 企画展示

「病院で働く人たちの環境改善（仮）」
医療情報部会 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（仮）」

●特別企画●
●オープンステージセミナー●

会場内のオープンステージで来場者が
事前予約なしで参加いただけるセミナースペースです

（詳細→Ｐ７）

●ブックコーナー●
医療・看護・介護等の関連書籍を即売できるコーナー

●出展者プレゼンテーションセミナー●
・Ａコース：会議棟で開催。出展ブースと相乗効果が得られ

るセミナーを開催できます。

・Ｂコース：展示会場の主催者事務室で開催。小規模ながら、
会場近くでセミナーを開催できます。

（詳細→Ｐ6）

●現場で役立つアイテムコーナー●
来場者にとって便利な文具・事務用品等を

即売できるコーナー

●ホスピタルショウカンファレンス●
今年も多彩で充実したプログラムで実施します!

●特別協力　公益社団法人 日本看護協会●
講演会やカンファレンスを実施します!

●日本病院会主催 公開シンポジウム●
トピックスをテーマに無料のシンポジウムを実施します!

現場のひらめきをカタチに ！ 第11回 みんなのアイデアde賞
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4 出展者プレゼンテーションセミナー

  7月11日（水） 7月12日（木） 7月13日（金）
 会場 605会議室（120名） 605・606会議室（250名） 605会議室（120名）
 11：30～12：15 セッション A-1 セッション A-5 セッション A-9  
 12：45～13：30 セッション A-2 セッション A-6 セッション A-10
 14：00～14：45 セッション A-3 セッション A-7 セッション A-11
 15：15～16：00 セッション A-4 セッション A-8 セッション A-12

※時間割については、変更・調整する場合がありますので、予めご了承ください。

  7月11日（水） 7月12日（木） 7月13日（金）
 10：30～11：15  セッション B-5 セッション B-10
 11：45～12：30 セッション B-1 セッション B-6 セッション B-11
 13：00～13：45 セッション B-2 セッション B-7 セッション B-12
 14：15～15：00 セッション B-3 セッション B-8 セッション B-13
 15：30～16：15 セッション B-4 セッション B-9 セッション B-14

※時間割については、変更・調整する場合がありますので、予めご了承ください。

1開催趣旨
　出展者の皆様が自社ブースでの展示実演だけでは十分に
伝えきれない、新製品・技術・サービス等の内容やユーザー
事例をより明確に、より効果的に発表する場としてご活用い
ただけるよう「出展者プレゼンテーションセミナー」を開設し
ます。ぜひこの機会に、貴社ブース展示との相乗効果を高め
る本セミナーをご活用賜りますようお願い申しあげます。
　出展者プレゼンテーションセミナーは、Ａコース、Ｂコース
の２コース設定しています。申込セッション数はA・Bコース
を含め1社2セッションまでとします。
●Ａコース：会議棟・会議室で開催します。出展ブースとの相

乗効果が得られる規模の大きなセミナーです。
●Ｂコース：展示会場の主催者事務室で開催します。会場近

くで便利なセミナーです。

2会場設備・セッション枠・料金
●Ａコース：東京ビッグサイト会議棟　605・606会議室（予定）
●Ｂコース：東ホール主催者事務室（予定）

※Ａコース、Ｂコースとも下記料金には、演台、マイク、スク
リーン、ホワイトボード、液晶プロジェクターの備品・設
備が含まれます。上記以外の備品・機器（パソコン等）に
ついては各社でご用意ください。

Ａコース
①実施日：2018年7月11日（水）～13日（金）
②会　場：東京ビッグサイト会議棟605・606会議室

（予定）
※都合により会場を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

③定　員：605会議室／ 120名（予定）
605・606会議室／ 250名（予定）

④時間割：

⑤会場使用料：605会議室／ 1セッション（45分）
170,000円（税別）
605・606会議室／ 1セッション（45分）
220,000円（税別）

Ｂコース
①実施日：2018年7月11日（水）～13日（金）
②会　場：東京ビッグサイト東ホール主催者事務室

（予定）
※都合により会場を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

③定　員：80名（予定）
④時間割：

⑤会場使用料：1セッション（45分）100,000円（税別）

3受講者募集方法
①国際モダンホスピタルショウ2018の招待状48万部（予

定）とホームページに「出展者プレゼンテーションセミナー
プログラム」を掲載し、Ａコース、Ｂコースとも事前に受講
者の募集をおこないます。参加料は無料。

②事前登録。参加希望者は公式ホームページからWEB登
録。受講を医療従事者に限定することもできます。（WEB
募集開始後の変更は不可）

③参加者名簿は個人情報保護取扱いの確認後、事前に担当
者へお渡しします。

④会期中は、会場案内に「出展者プレゼンテーションセミナー
プログラム」を掲載し、当日の参加者も募集します。

4セミナー利用申込み方法
　別添の「出展者プレゼンテーションセミナー申込書」

（黄色）に必要事項をもれなくご記入の上、ホスピタルショウ
事務局までお申し込みください。事務局より請求書を申込担
当者宛にご送付いたします。
申込受付期間：2018年1月26日（金）～3月23日（金）
記載内容提出日：2018年4月2日（月）厳守
※招待状に「出展者プレゼンテーションセミナープログラ
ム」を掲載する都合上、上記申込期限を厳守願います。
◆出展者プレゼンテーションセミナー参加者に関する個人
情報の提供について

出展者プレゼンテーションセミナーについては、当該セミ
ナーを行う申込企業（団体）様に限って参加者リストをお渡し
いたします。ただし、提供したリストについて、次の項目に該当
する使用をお断りいたします。
(1)セミナーの運営および発表に関連した商品やサービスの

情報を案内する以外の目的で使用すること。
(2)第三者に該当リストを提供すること。
(3)その他、個人情報保護法などの法令に違反する行為。

なお、実施運営にあたり、「個人情報受領の確認と取り扱
いの誓約」を後日提出いただきます。
上記に同意のうえ出展者プレゼンテーションセミナーに
お申込みください。

5注意事項
①出展者プレゼンテーションセミナー申込後、申込者の都

合によりキャンセルした場合は、「国際モダンホスピタル
ショウ出展規約」に準じキャンセル料をお支払いいただき
ます。

②出展者プレゼンテーションセミナーの利用は、申し込んだ
出展者に限ります。第三者への転売・譲渡・貸与・交換
はできません。

③出展者プレゼンテーションセミナーの内容は、申し込んだ
出展物に関わる技術・製品・サービス等のプレゼンテー
ションに限ります。また、誇大なPRを避け、他社を誹謗しな
いものとします。

本要領に定められていない事項については、「国際モダンホスピタルショウ
2018出展規約」に準じます。

5 オープンステージセミナー（無料）

1開催趣旨
　会場内に特設のオープンステージを設け、出展者の皆様
が自社ブースの展示実演だけでは十分伝えきれない、新製
品・技術・サービス等の内容やユーザー事例をより明確に、
より効果的に発表する場としてご活用いただけるよう「オー
プンステージセミナー」を開設します。ぜひご活用ください。
申込みセッション数は原則1社1セッションまでとします。
※なお、オープンステージの設置場所は出展申込締切後に

事務局決定の2箇所となりますので、出展ブースとの距離
が離れてしまうこともございますので、あらかじめご了承
ください。（実施場所決定後の変更・キャンセルはできま
せん。）

2会場設備
会　　場：事務局指定場所の展示会場内特設ステージ
席　　数：40席～ 50席分をご用意（予定）
基本設備：演台、マイク、スクリーン、プロジェクター
※上記以外の備品・機器（パソコン等）については各社でご

用意ください。

3セッション枠・料金
2018年7月11日（水）～13日（金）の3日間のうち、
各日11：30～ 16：10までの中で
1セッション30分の枠をご用意（約30セッション程度）いた
します。（予定）
※日時・場所は事務局にて指定します。

利用料金：無料
利用対象：全出展者
　　　　　※原則1社1セッション

4受講者募集方法
①国際モダンホスピタルショウ2018の公式ホームページ

内でセミナーラインナップとしてPRします。
参加料は無料で、事前登録は行わず、当日自由参加制を
となります。

②当日の会場MAPにもセミナーラインナップを掲載し、集
客PRをいたします。

③参加者の個人情報は事務局側では収集しませんので、
セッション内でアンケート等による参加者の意思確認のう
え、収集を実施してください。

5セミナー利用申込み方法
別添の出展申込書（ピンク色）にオープンステージセミナー
の利用希望欄がございますので、そちらの「利用する」にレ
点でチェックを入れてください。（利用は先着申込み順、枠は
事務局指定）

申込受付期間：2018年1月26日（金）～3月23日（金）
※4月下旬にセミナー枠を申込み出展者のみにご報告いた

します。（枠が埋まり次第、申込み受付は終了となります）。

6注意事項
①利用のキャンセルは上記受付期間以降はできませんの

で、ご了承ください。
②ホームページや会場MAP等でのPRには代表出展者の名

前を掲載いたします。（共同出展者名は不可）
③セミナーの内容は、出展物に関わる技術・製品・サービ

ス等のプレゼンテーションに限ります。また、誇大なPRを
避け、他社を誹謗しないものとします。

本要領に定められていない事項については、「国際モダンホ
スピタルショウ2018出展規約」に準じます。

◎特別企画「現場のひらめきをカタチに ！ 第11回 みんなのアイデアde賞」

　「みんなのアイデアde賞」は、医療・介護施設等のさま
ざまな部門において、患者・介護者の治療やケアに直接
的・間接的に携わる方々の着眼から生み出された、現場
ならではの画期的な改善の工夫やアイデアを審査し、特
に優れているものを表彰いたします。受賞作品について
は「国際モダンホスピタルショウ2018」の会場内で作品
展示と受賞者 （団体）の表彰 をいたします。
＜応募締切：2018年2月28日（水）＞

https://noma-hs.jp/hs/2018/idea/

企画：ホスピタルショウ委員会　保健・医療・福祉部会　審査委員会

対象を広げてリニューアル！
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者へお渡しします。

④会期中は、会場案内に「出展者プレゼンテーションセミナー
プログラム」を掲載し、当日の参加者も募集します。

4セミナー利用申込み方法
　別添の「出展者プレゼンテーションセミナー申込書」

（黄色）に必要事項をもれなくご記入の上、ホスピタルショウ
事務局までお申し込みください。事務局より請求書を申込担
当者宛にご送付いたします。
申込受付期間：2018年1月26日（金）～3月23日（金）
記載内容提出日：2018年4月2日（月）厳守
※招待状に「出展者プレゼンテーションセミナープログラ
ム」を掲載する都合上、上記申込期限を厳守願います。
◆出展者プレゼンテーションセミナー参加者に関する個人
情報の提供について

出展者プレゼンテーションセミナーについては、当該セミ
ナーを行う申込企業（団体）様に限って参加者リストをお渡し
いたします。ただし、提供したリストについて、次の項目に該当
する使用をお断りいたします。
(1)セミナーの運営および発表に関連した商品やサービスの

情報を案内する以外の目的で使用すること。
(2)第三者に該当リストを提供すること。
(3)その他、個人情報保護法などの法令に違反する行為。

なお、実施運営にあたり、「個人情報受領の確認と取り扱
いの誓約」を後日提出いただきます。
上記に同意のうえ出展者プレゼンテーションセミナーに
お申込みください。

5注意事項
①出展者プレゼンテーションセミナー申込後、申込者の都

合によりキャンセルした場合は、「国際モダンホスピタル
ショウ出展規約」に準じキャンセル料をお支払いいただき
ます。

②出展者プレゼンテーションセミナーの利用は、申し込んだ
出展者に限ります。第三者への転売・譲渡・貸与・交換
はできません。

③出展者プレゼンテーションセミナーの内容は、申し込んだ
出展物に関わる技術・製品・サービス等のプレゼンテー
ションに限ります。また、誇大なPRを避け、他社を誹謗しな
いものとします。

本要領に定められていない事項については、「国際モダンホスピタルショウ
2018出展規約」に準じます。

5 オープンステージセミナー（無料）

1開催趣旨
　会場内に特設のオープンステージを設け、出展者の皆様
が自社ブースの展示実演だけでは十分伝えきれない、新製
品・技術・サービス等の内容やユーザー事例をより明確に、
より効果的に発表する場としてご活用いただけるよう「オー
プンステージセミナー」を開設します。ぜひご活用ください。
申込みセッション数は原則1社1セッションまでとします。
※なお、オープンステージの設置場所は出展申込締切後に

事務局決定の2箇所となりますので、出展ブースとの距離
が離れてしまうこともございますので、あらかじめご了承
ください。（実施場所決定後の変更・キャンセルはできま
せん。）

2会場設備
会　　場：事務局指定場所の展示会場内特設ステージ
席　　数：40席～ 50席分をご用意（予定）
基本設備：演台、マイク、スクリーン、プロジェクター
※上記以外の備品・機器（パソコン等）については各社でご

用意ください。

3セッション枠・料金
2018年7月11日（水）～13日（金）の3日間のうち、
各日11：30～ 16：10までの中で
1セッション30分の枠をご用意（約30セッション程度）いた
します。（予定）
※日時・場所は事務局にて指定します。

利用料金：無料
利用対象：全出展者
　　　　　※原則1社1セッション

4受講者募集方法
①国際モダンホスピタルショウ2018の公式ホームページ

内でセミナーラインナップとしてPRします。
参加料は無料で、事前登録は行わず、当日自由参加制を
となります。

②当日の会場MAPにもセミナーラインナップを掲載し、集
客PRをいたします。

③参加者の個人情報は事務局側では収集しませんので、
セッション内でアンケート等による参加者の意思確認のう
え、収集を実施してください。

5セミナー利用申込み方法
別添の出展申込書（ピンク色）にオープンステージセミナー
の利用希望欄がございますので、そちらの「利用する」にレ
点でチェックを入れてください。（利用は先着申込み順、枠は
事務局指定）

申込受付期間：2018年1月26日（金）～3月23日（金）
※4月下旬にセミナー枠を申込み出展者のみにご報告いた

します。（枠が埋まり次第、申込み受付は終了となります）。

6注意事項
①利用のキャンセルは上記受付期間以降はできませんの

で、ご了承ください。
②ホームページや会場MAP等でのPRには代表出展者の名

前を掲載いたします。（共同出展者名は不可）
③セミナーの内容は、出展物に関わる技術・製品・サービ

ス等のプレゼンテーションに限ります。また、誇大なPRを
避け、他社を誹謗しないものとします。

本要領に定められていない事項については、「国際モダンホ
スピタルショウ2018出展規約」に準じます。

◎特別企画「現場のひらめきをカタチに ！ 第11回 みんなのアイデアde賞」

　「みんなのアイデアde賞」は、医療・介護施設等のさま
ざまな部門において、患者・介護者の治療やケアに直接
的・間接的に携わる方々の着眼から生み出された、現場
ならではの画期的な改善の工夫やアイデアを審査し、特
に優れているものを表彰いたします。受賞作品について
は「国際モダンホスピタルショウ2018」の会場内で作品
展示と受賞者 （団体）の表彰 をいたします。
＜応募締切：2018年2月28日（水）＞

https://noma-hs.jp/hs/2018/idea/

企画：ホスピタルショウ委員会　保健・医療・福祉部会　審査委員会

対象を広げてリニューアル！
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6 7 ゾーン構成、出展料展示小間の種類
1展示小間の種類
展示小間の種類は、スタンダードブースとフリーブースとブック／現場で役立つアイテムコーナーブースの3種類があります。
①スタンダードブース

バックパネルとサイドパネルにより2方向または３方向を囲まれ、下記のような基本設備を主催者において施工した小間です。
最大3小間（横一列となります）
●小間のサイズ（１小間）：間口３m×奥行き３ｍ×高さ2.7ｍ
●基本設備

①バックパネル・サイドパネル（システムパネル）※角小間の場合、他の小間と隣接しない側のサイドパネルは取り付けません。
②パラペット（システムパネル）
③社名（申込出展者1社につき1ヵ所、パラペットに取り付けます）
④パンチカーペット　⑤小間番号札
⑥蛍光灯（1小間につき40Ｗ1灯をパラペットの裏側に取り付けます）

⑦コンセント1個（差込口２ヶ）を設置：1小間につき
⑧電力1ｋＷ（上記蛍光灯の電力・電力使用料と一次側電力幹線

工事費を含む）：1小間につき
※電灯および動力に使用可能。ただし、二次側電気工事・設備（小間内の

配線等）の費用は出展者の負担となります。

②フリーブース
大きな展示スペースを必要とする出展者のための更地渡しとなる小間です。
●基本設備…事務局による基本設備は、他の小間と隣接する場合のみ境界のパネル（2.7ｍ）を施行します。（独立小間の

場合は基本設備はありません）
●申込面積…申込面積は36㎡以上で400㎡を上限とします。下記の申込み面積区分から申込面積を選択してください。

申込面積により小間のタテ・ヨコの寸法が決まります。
●装飾規定…高さ制限は4.5m、他社に面する通路側の壁の長さには規定があります。

1ゾーンの展示構成
出展効果を高めるために、会場内を下記の特色ある各ゾーンに分けて構成します。原則として出展申込時に選択されたゾーン
またはコーナーにご出展いただくことになります。　※出展の申込状況により、ゾーン構成を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

医療機器ゾーン…………………………………………… 展示品目①②（以下ｐ2・3の⑰項参照）を中心に構成

医療情報システムゾーン ………………………………… 展示品目④を中心に構成

看護ゾーン………………………………………………… 展示品目⑤を中心に構成

介護・福祉・リハビリゾーン …………………………… 展示品目⑥を中心に構成

健診・ヘルスケアゾーン………………………………… 展示品目⑦を中心に構成

施設環境・アメニティゾーン …………………………… 展示品目⑧を中心に構成

ブック／現場で役立つアイテムコーナー ……………… 展示品目③⑨⑩を中心に構成

※展示品目⑪の医療教育専門団体、医療・福祉関係団体については、関連するゾーンとなります。

2出展料（消費税（8％）別）
 小間の種類 出展料 備考
 スタンダードブース 会員　390,000円 最大3小間まで申込可。（ただし、横一列となります） １小間につき 一般　450,000円
 フリーブース 会員　42,000円 36㎡以上で400㎡を上限とし、
 １㎡につき 一般　44,000円 申込み面積区分（P8参照）から申込面積を選択してください。
 ブック／現場で役立つアイテム 会員・一般 コーナーブース
 1区画につき 70,000円 

最大3区画まで申込可（ただし、横一列となります）

3出展取消にかかる費用
 出展取消し意思表示の説明 キャンセル料
 2018年3月23日（金）まで 出展料の50％
 2018年3月24日（土）以降 出展料の100％

出展申込後、出展者の都合により出展取消し、あるいは申込面積の削減の意思表示は、書面の送付、FAXまたはメール送信に
よることとし、事務局到着をもって有効とします。その場合には上記の基準によりキャンセル料をお支払いいただきます。
2018年5月25日（金）までに出展料を完納しない場合は、出展者の都合により出展を取消したものとみなし、上記にもとづき
キャンセル料の請求および出展取消し処理を行います。
4出展料に含まれる費用

①基準時間内の展示面積使用料 ⑥全体的な広報宣伝費
②バックパネル、サイドパネル等の基礎工事費 ⑦出展者への無料販促備品等の制作及び印刷費
③会場内外の各種誘導表示工事費 ⑧全体的な企画運営費
④会期中基準時間内の会場空調費 ⑨全体的な安全管理費及び警備費
⑤公共的な施設の工事費及び維持費 ⑩事務局運営にかかわる費用
5出展料に含まれない費用

①出展者の自己装飾工事費、搬入出費及び展示実演に要する費用
②一次側幹線工事費（スタンダードブースの場合は1小間につき1kWを超える場合）、二次側電気工事費及び電力使用料
③臨時電話、実演用通信回線等の架設費及び使用料
④給排水工事費及び水道使用料
⑤有料配布される販促備品等の代金
⑥基準時間外の会場使用料
⑦東京ビッグサイト内食堂・売店共通のプリペイドカード
⑧レンタル用品の使用料及び破損、紛失等の弁償費
⑨会場設備、備品及び他社展示物の破損、紛失等の弁償費
⑩自社の展示物にかけた保険料
⑪放置された装飾残材、梱包材、ゴミ等の処分にかかわる費用
⑫展示・実演及び搬入出作業に発生した対人対物傷害等の事故にかかわる賠償費
⑬国際モダンホスピタルショウ「出展マニュアル」及び消防法等に基づく展示装飾等の改善工事費及び損害等の賠償費
⑭その他原則として出展料に含まれない費用で出展者が負担すべき費用

出展者名 出展者名

カーペットカーペット

0.3m

1小間

小間番号札蛍光灯

パラペット

2小間

床置コンセント 床置コンセント

バックパネル サイドパネル

6.0m（内寸：5.94m） 3.0m（内寸：2.97m）
3.0m

（内寸：2.97m）

2.7m

スタンダード・ブース

※下記に関する連絡は土日祝日を除く毎日午前 9 時 30 分から午後 5 時までです。

③ブック／現場で役立つアイテムコーナーブース
システムパネルを使用し、対面販売ができるように、下記の基本設備を主催者に
おいて施工した小間です。
●小間サイズ（１区画）　間口2.5ｍ×奥行き1ｍ×高さ2.7ｍ
●基本設備　　１．展示台（システムパネル）
　　　　　　　２．パラペット（システムパネル）
　　　　　　　３．社名板（パラペット上にシート文字加工）
　　　　　　　４．照明（１区画につき40Ｗ１灯をパラペットの裏側に取付）

◆フリーブース　申込面積の区分とブースのサイズ
１．36㎡以上78㎡以内の申込み面積は、下記の表(1)の①～
⑧の大きさから選択し、奥行きが６ｍとなります。
表(1) 36㎡以上78㎡以内の申込み面積区分とタテ・ヨコのサイズ

申込み面積  タテ・ヨコのサイズ 申込み面積  タテ・ヨコのサイズ

① 36㎡ 奥行き６ｍ×間口６ｍ ⑤ 60㎡ 奥行き６ｍ×間口10ｍ

② 42㎡ 奥行き６ｍ×間口７ｍ ⑥ 66㎡ 奥行き６ｍ×間口11ｍ

③ 48㎡ 奥行き６ｍ×間口８ｍ ⑦ 72㎡ 奥行き６ｍ×間口12ｍ

④ 54㎡ 奥行き６ｍ×間口９ｍ ⑧ 78㎡ 奥行き６ｍ×間口13ｍ

申込み面積  タテ・ヨコのサイズ 申込み面積  タテ・ヨコのサイズ

① 81㎡ 奥行き９ｍ×間口９ｍ ⑤ 117㎡ 奥行き９ｍ×間口13ｍ

② 90㎡ 奥行き９ｍ×間口10ｍ ⑥ 126㎡ 奥行き９ｍ×間口14ｍ

③ 99㎡ 奥行き９ｍ×間口11ｍ ⑦ 135㎡ 奥行き９ｍ×間口15ｍ

④ 108㎡ 奥行き９ｍ×間口12ｍ ⑧ 144㎡ 奥行き９ｍ×間口16ｍ

申込み面積  タテ・ヨコのサイズ 申込み面積  タテ・ヨコのサイズ

① 150㎡ 奥行き10ｍ×間口15ｍ ④ 180㎡ 奥行き10ｍ×間口18ｍ

② 160㎡ 奥行き10ｍ×間口16ｍ ⑤ 190㎡ 奥行き10ｍ×間口19ｍ

③ 170㎡ 奥行き10ｍ×間口17ｍ ⑥ 200㎡ 奥行き10ｍ×間口20ｍ

２．81㎡以上144㎡以内の申込み面積は、下記の表(2)の①～
⑧の大きさから選択し、奥行きが９ｍとなります。
表(2) 81㎡以上144㎡以内の申込み面積区分とタテ・ヨコのサイズ

３．150㎡以上200㎡以内の申込み面積は、下記の表(3)の①
～⑥の大きさから選択し、奥行きが10ｍとなります。
表(3) 150㎡以上200㎡以内の申込み面積区分とタテ・ヨコのサイズ

＜お願い＞展示小間内でセミナー等を計画される場合は、そのスペースを充分に取り、通路に来場者があふれることがないよう、申込面
積をご検討ください。

４．200㎡を超える申込み面積のタテ・ヨコのサイズは事務局で
決定させていただきます。
※装飾規定についての詳細は、小間位置抽選・装飾等説明会でお渡し

する「出展マニュアル」にてご案内いたします。

出展者名

2.5m
1区画の場合

0.75m

0.3m

2.7m

パラペット

展示台

1.0m

5.0m
2区画の場合

出展者名
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6 7 ゾーン構成、出展料展示小間の種類
1展示小間の種類
展示小間の種類は、スタンダードブースとフリーブースとブック／現場で役立つアイテムコーナーブースの3種類があります。
①スタンダードブース

バックパネルとサイドパネルにより2方向または３方向を囲まれ、下記のような基本設備を主催者において施工した小間です。
最大3小間（横一列となります）
●小間のサイズ（１小間）：間口３m×奥行き３ｍ×高さ2.7ｍ
●基本設備

①バックパネル・サイドパネル（システムパネル）※角小間の場合、他の小間と隣接しない側のサイドパネルは取り付けません。
②パラペット（システムパネル）
③社名（申込出展者1社につき1ヵ所、パラペットに取り付けます）
④パンチカーペット　⑤小間番号札
⑥蛍光灯（1小間につき40Ｗ1灯をパラペットの裏側に取り付けます）

⑦コンセント1個（差込口２ヶ）を設置：1小間につき
⑧電力1ｋＷ（上記蛍光灯の電力・電力使用料と一次側電力幹線

工事費を含む）：1小間につき
※電灯および動力に使用可能。ただし、二次側電気工事・設備（小間内の

配線等）の費用は出展者の負担となります。

②フリーブース
大きな展示スペースを必要とする出展者のための更地渡しとなる小間です。
●基本設備…事務局による基本設備は、他の小間と隣接する場合のみ境界のパネル（2.7ｍ）を施行します。（独立小間の

場合は基本設備はありません）
●申込面積…申込面積は36㎡以上で400㎡を上限とします。下記の申込み面積区分から申込面積を選択してください。

申込面積により小間のタテ・ヨコの寸法が決まります。
●装飾規定…高さ制限は4.5m、他社に面する通路側の壁の長さには規定があります。

1ゾーンの展示構成
出展効果を高めるために、会場内を下記の特色ある各ゾーンに分けて構成します。原則として出展申込時に選択されたゾーン
またはコーナーにご出展いただくことになります。　※出展の申込状況により、ゾーン構成を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

医療機器ゾーン…………………………………………… 展示品目①②（以下ｐ2・3の⑰項参照）を中心に構成

医療情報システムゾーン ………………………………… 展示品目④を中心に構成

看護ゾーン………………………………………………… 展示品目⑤を中心に構成

介護・福祉・リハビリゾーン …………………………… 展示品目⑥を中心に構成

健診・ヘルスケアゾーン………………………………… 展示品目⑦を中心に構成

施設環境・アメニティゾーン …………………………… 展示品目⑧を中心に構成

ブック／現場で役立つアイテムコーナー ……………… 展示品目③⑨⑩を中心に構成

※展示品目⑪の医療教育専門団体、医療・福祉関係団体については、関連するゾーンとなります。

2出展料（消費税（8％）別）
 小間の種類 出展料 備考
 スタンダードブース 会員　390,000円 最大3小間まで申込可。（ただし、横一列となります） １小間につき 一般　450,000円
 フリーブース 会員　42,000円 36㎡以上で400㎡を上限とし、
 １㎡につき 一般　44,000円 申込み面積区分（P8参照）から申込面積を選択してください。
 ブック／現場で役立つアイテム 会員・一般 コーナーブース
 1区画につき 70,000円 

最大3区画まで申込可（ただし、横一列となります）

3出展取消にかかる費用
 出展取消し意思表示の説明 キャンセル料
 2018年3月23日（金）まで 出展料の50％
 2018年3月24日（土）以降 出展料の100％

出展申込後、出展者の都合により出展取消し、あるいは申込面積の削減の意思表示は、書面の送付、FAXまたはメール送信に
よることとし、事務局到着をもって有効とします。その場合には上記の基準によりキャンセル料をお支払いいただきます。
2018年5月25日（金）までに出展料を完納しない場合は、出展者の都合により出展を取消したものとみなし、上記にもとづき
キャンセル料の請求および出展取消し処理を行います。
4出展料に含まれる費用

①基準時間内の展示面積使用料 ⑥全体的な広報宣伝費
②バックパネル、サイドパネル等の基礎工事費 ⑦出展者への無料販促備品等の制作及び印刷費
③会場内外の各種誘導表示工事費 ⑧全体的な企画運営費
④会期中基準時間内の会場空調費 ⑨全体的な安全管理費及び警備費
⑤公共的な施設の工事費及び維持費 ⑩事務局運営にかかわる費用
5出展料に含まれない費用

①出展者の自己装飾工事費、搬入出費及び展示実演に要する費用
②一次側幹線工事費（スタンダードブースの場合は1小間につき1kWを超える場合）、二次側電気工事費及び電力使用料
③臨時電話、実演用通信回線等の架設費及び使用料
④給排水工事費及び水道使用料
⑤有料配布される販促備品等の代金
⑥基準時間外の会場使用料
⑦東京ビッグサイト内食堂・売店共通のプリペイドカード
⑧レンタル用品の使用料及び破損、紛失等の弁償費
⑨会場設備、備品及び他社展示物の破損、紛失等の弁償費
⑩自社の展示物にかけた保険料
⑪放置された装飾残材、梱包材、ゴミ等の処分にかかわる費用
⑫展示・実演及び搬入出作業に発生した対人対物傷害等の事故にかかわる賠償費
⑬国際モダンホスピタルショウ「出展マニュアル」及び消防法等に基づく展示装飾等の改善工事費及び損害等の賠償費
⑭その他原則として出展料に含まれない費用で出展者が負担すべき費用

出展者名 出展者名

カーペットカーペット

0.3m

1小間

小間番号札蛍光灯

パラペット

2小間

床置コンセント 床置コンセント

バックパネル サイドパネル

6.0m（内寸：5.94m） 3.0m（内寸：2.97m）
3.0m

（内寸：2.97m）

2.7m

スタンダード・ブース

※下記に関する連絡は土日祝日を除く毎日午前 9 時 30 分から午後 5 時までです。

③ブック／現場で役立つアイテムコーナーブース
システムパネルを使用し、対面販売ができるように、下記の基本設備を主催者に
おいて施工した小間です。
●小間サイズ（１区画）　間口2.5ｍ×奥行き1ｍ×高さ2.7ｍ
●基本設備　　１．展示台（システムパネル）
　　　　　　　２．パラペット（システムパネル）
　　　　　　　３．社名板（パラペット上にシート文字加工）
　　　　　　　４．照明（１区画につき40Ｗ１灯をパラペットの裏側に取付）

◆フリーブース　申込面積の区分とブースのサイズ
１．36㎡以上78㎡以内の申込み面積は、下記の表(1)の①～
⑧の大きさから選択し、奥行きが６ｍとなります。
表(1) 36㎡以上78㎡以内の申込み面積区分とタテ・ヨコのサイズ

申込み面積  タテ・ヨコのサイズ 申込み面積  タテ・ヨコのサイズ

① 36㎡ 奥行き６ｍ×間口６ｍ ⑤ 60㎡ 奥行き６ｍ×間口10ｍ

② 42㎡ 奥行き６ｍ×間口７ｍ ⑥ 66㎡ 奥行き６ｍ×間口11ｍ

③ 48㎡ 奥行き６ｍ×間口８ｍ ⑦ 72㎡ 奥行き６ｍ×間口12ｍ

④ 54㎡ 奥行き６ｍ×間口９ｍ ⑧ 78㎡ 奥行き６ｍ×間口13ｍ

申込み面積  タテ・ヨコのサイズ 申込み面積  タテ・ヨコのサイズ

① 81㎡ 奥行き９ｍ×間口９ｍ ⑤ 117㎡ 奥行き９ｍ×間口13ｍ

② 90㎡ 奥行き９ｍ×間口10ｍ ⑥ 126㎡ 奥行き９ｍ×間口14ｍ

③ 99㎡ 奥行き９ｍ×間口11ｍ ⑦ 135㎡ 奥行き９ｍ×間口15ｍ

④ 108㎡ 奥行き９ｍ×間口12ｍ ⑧ 144㎡ 奥行き９ｍ×間口16ｍ

申込み面積  タテ・ヨコのサイズ 申込み面積  タテ・ヨコのサイズ

① 150㎡ 奥行き10ｍ×間口15ｍ ④ 180㎡ 奥行き10ｍ×間口18ｍ

② 160㎡ 奥行き10ｍ×間口16ｍ ⑤ 190㎡ 奥行き10ｍ×間口19ｍ

③ 170㎡ 奥行き10ｍ×間口17ｍ ⑥ 200㎡ 奥行き10ｍ×間口20ｍ

２．81㎡以上144㎡以内の申込み面積は、下記の表(2)の①～
⑧の大きさから選択し、奥行きが９ｍとなります。
表(2) 81㎡以上144㎡以内の申込み面積区分とタテ・ヨコのサイズ

３．150㎡以上200㎡以内の申込み面積は、下記の表(3)の①
～⑥の大きさから選択し、奥行きが10ｍとなります。
表(3) 150㎡以上200㎡以内の申込み面積区分とタテ・ヨコのサイズ

＜お願い＞展示小間内でセミナー等を計画される場合は、そのスペースを充分に取り、通路に来場者があふれることがないよう、申込面
積をご検討ください。

４．200㎡を超える申込み面積のタテ・ヨコのサイズは事務局で
決定させていただきます。
※装飾規定についての詳細は、小間位置抽選・装飾等説明会でお渡し

する「出展マニュアル」にてご案内いたします。

出展者名

2.5m
1区画の場合

0.75m

0.3m

2.7m

パラペット

展示台

1.0m

5.0m
2区画の場合

出展者名
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8 9 出展申込要領、出展に関する禁止・注意事項出展に関する各種料金（必要によりご負担いただくもの）
1出展申込について
１．出展の申込みにあたり

①一般社団法人日本経営協会または一般社団法人日本病院会
の会員企業・団体

②出展申込みと同時に一般社団法人日本経営協会の会員に
入会される企業・団体

③会員にはならないが、一般料金にて出展料をお支払いただ
ける企業・団体
＊2018年7月13日（金）現在、上記①②③のいずれかの条件を満たして

いる企業・団体。ただし、会員を7月14日以降途中退会の場合は、年
会費の返還はいたしません。

２．会員入会について（上記1.②該当出展者）
①一般社団法人日本経営協会に入会ご希望の場合は、「出展の

ご案内」に添付されている「出展申込書」に確認項目を設け
ておりますので、その旨ご記入ください。

②入会には別途「入会申込書」の提出が必要となります。
　　出展申込書が到着後、①入会案内書②入会申込書③返信

用封筒を事務局よりお送りします。到着後10日以内に入会
申込書をご返送ください。

　　なお、入会申込書は、一般社団法人日本経営協会ホームページ
「入会のご案内」（https://www.noma.or.jp/entry/tabid/
134/Default.aspx）から「入会申込書」を取り出して記入し、出
展申込書と同封のうえ申込手続きすることも可能です。以降は
事務局からご連絡いたします。

③入会申込書到着後事務局より、年会費の請求書をお送りしま
すので指定日までにお支払いください。毎月20日までに到
着した入会申込みは、翌月初から会員登録、会員の特典

（サービス）を開始いたします。
●正会員（1口）の年会費は、50,000円（不課税）です。

一般社団法人日本経営協会　会員について
現在、約1,000の企業・自治体・病院・学校等に入会いただいております。
◎会員の特典（サービス）
(1)経営資料の配布　機関誌「オムニマネジメント」、「各種調査報告書」、「会員手帳」
(2)会員研究会参加料の特別割引
(3)各種事業への優先参加・医療福祉研究会等の参加料の割引

大会・研究会・経営実務講座・行政管理講座・病院講座など
各種視察団・委員会・各種展示会・社内（庁内）研修・通信教育・資格検定

ご不明な点については、事務局までお問い合わせください。
2ガイドブックの記事・広告掲載料（会期終了後ご請求）
出展者の紹介記事（事業紹介、見どころ、製品解説記事等）を掲
載。来場者のガイドとして、また、会期終了後の参考資料として活
用いただております。
(1)体裁：B5判　(2)発行部数：80,000部（予定）
(3)発行日：2018年７月11日（水）
(4)記事掲載料：１枠まで無料出展者紹介記事（出展者の見どころ）

追加記事１枠につき30,000円（予定）
(5)広告掲載料：

3展示会販促備品料（会期終了後ご請求）
招待状・出展関係者ホルダーの展示会販促備品は、申込面積に
応じて無料配布します。無料配布分以外にご入用の場合、出展関
係者ホルダーは有料となります。
4電気工事費および使用料（会期終了後ご請求）
各小間までの電力幹線工事（一次側）は事務局にて一括して行いま
す。小間内配線工事（二次側）・装置は各出展者で行ってください。
※ご要望があれば事務局協力会社を紹介することも可能です。

①電力幹線工事（追加分）
スタンダードブースは下記算出基準により１小間あたり
１kW（標準設置）を超える分について会期終了後請求
します。フリーブースについては、申込電力容量と下記
算出基準により会期終了後請求します。
●電力幹線工事費：申込１kW当り11,000円
申込電力容量は、１kWを最小とし、２kW・３kW等、整数単位で
お申込みください。（※１kW未満の端数は切り上げ計算します。）
※スタンダードブース１小間あたり１kW未満（出展料に含む）の場合は

工事費はかかりません。
②電気使用料：下記算出基準により対象となる出展者に会期

終了後請求いたします。
電気料：1,440円（計算：１時間45円/kW×８時間×４日間）×申込電力容量

5各種臨時架設通信回線について（会期終了後ご請求）
会場で使用する一般・通信・特定回線のお申込みは、決定出展
者に別途ご案内します。
6出展者専用商談室利用料（会期終了後ご請求）
東展示棟の商談室を出展者へ有償で貸出しいたします。
7出展者専用ストックルーム利用料（会期終了後ご請求）
ご希望の出展者に貸切（鍵付き）のストックルームを有料でホール
内に設置します。
8給排水工事費および水道料金（協力会社よりご請求）
展示・実演のため給排水を必要とする場合は、事務局関係事業
者を紹介いたします。
給排水工事及び水道料は、出展者負担となり、会期終了後協力会
社より直接請求となります。
9熱設備および消防設備
展示・実演のため最小限の加熱設備（ガス等）を必要とする場合、
または小間装飾の設計（天井構造等）によっては、消防署の指導に
より煙感知器、消火器等の設備が必要になる場合があります。
工事費、熱源使用料、設備費は一切出展者の負担となります。
試飲・試食用設備（協力会社よりご請求）
試飲・試食を行う場合は、保健所の指導により、出展者の費用負
担で手洗い等の設備が必要になる場合があります。
床面補修費（会期終了後ご請求）
床にアンカーボルト工事を行なう場合は、打ち込んだアンカーボ
ルトの本数に応じ補修費用がかかります。床面補修費は会期終了
後請求いたします。

床面補修費：1,300円／本×アンカーボルト打設本数
時間外作業及び料金（会期終了後ご請求）
下記基準時間以外の作業には時間外作業料がかかります。請求
は、10分単位とし、分単位は切り捨てます。最終日の搬出作業には
適用しません。会期終了後請求いたします。

時間外作業料：21,000円／時間×作業時間数
※基準時間：準備期間（7/ 9～10）9:00～19:00

会 期 中（7/11～13）9:00～18:00
レンタル用品（協力会社よりご請求）
AV機器、情報機器、展示備品、植木・花、追加装飾・オプション、
照明器具、ノベルティ商品、イベント輸送、ユニフォーム等展示に
必要なレンタルサービスを紹介します。料金は会期後各取扱い事
業者より直接請求となります。
動産総合保険（協力会社より）
ご希望に応じ、動産保険の手続きを斡旋いたします。保険料は直
接保険会社より請求いたします。
消費税
表記各料金には消費税は含まれておりません。支払時に必ず消費
税（8％）を加算の上、所定期限内ご納入ください。

1出展申込方法
(1)別添「国際モダンホスピタルショウ2018出展申込書」（ピンク

色）に、必要事項をもれなくご記入のうえ、下記あてにお申込
みください。「ブックコーナー／現場で役立つアイテムコー
ナー」は申込書（薄むらさき色）にて、「出展者プレゼンテー
ションセミナー」は、申込書（黄色）にてお申込みください。

（電話や口頭での申込み予約は受付できません）
「会社・事業案内」と「出展物のカタログ」を必ずご送付ください。

申込書の送付先：
一般社団法人 日本経営協会　ホスピタルショウ事務局
〒151-8538　東京都渋谷区千駄ヶ谷3-11-8
TEL.(03)3403-8615　FAX.(03)5413-4327

(2)FAXによる出展申込の場合は、後日必ず原紙をご送付ください。
(3)申込者の欄にはかならず社印・代表者（責任者）印を捺印して
ください。

(4)申込書には出展ご担当者の名刺１枚を添えてください。
(5)申込書提出にあたっては裏面の出展規約をご確認ください。

また、表面・裏面とも、必ずコピーをとり、保管し、原紙を送付
してください。

2出展申込受付期間
2018年1月26日（金）～3月23日（金）

(1)申込受付期間内であっても予定面積に達した場合は、受付を
締め切ります。

(2)受付時間は土日祝日を除く、午前９時30分から午後５時まで
です。

(3)受付終了後、出展者の申込面積を調整する場合があります。予
めご了承ください。

3出展料等の支払方法
事務局は出展申込書受領後、各出展者の担当者あてに請求書を
ご送付いたします。
出展者は下記支払い期限までに指定の銀行口座へお振り込みくだ
さい。手形によるお支払いは、お受けしておりません。振込み手数料
は出展者のご負担にてお願いします。期日までに出展料を完納しな
い場合は、出展者の都合により出展を取消したものとみなします。
支払い期限　2018年5月25日（金）

4出展申込時の注意事項
(1)次の出展申込はできません。

①申込面積区分以外の任意の面積の申込
②小間の場所指定　③小間のタテ・ヨコ寸法の指定

(2)展示品目以外の出展禁止
展示品目（P2.3の17項参照）以外は出展することができません。
該当しない製品が出展されていた場合は撤去していただきます。

5小間位置の決定と通知
小間位置抽選・装飾等説明会において、抽選により小間位置を決
定・発表します。（詳細はP12をご参照ください）
6共同出展について
複数の出展者（関連会社、系列会社等）が１つの展示スペースを共同
で申込み出展することができます。この場合は下記要領によります。
(1)代表となる申込み出展者が申込み手続・出展料等の支払・

各種精算・各種届出・需品配布等、事務局との連絡について
責任をもって一括担当していただきます。

(2)出展料の適用については、代表となる申込み会社を対象とい
たします。

(3)共同出展者数は、5社以内（申込み出展者を除く）とします。
(4)共同出展者は、ガイドブック・会場案内図・プレスリリース・

公式ホームページ等の印刷物や情報提供媒体に社名が記載
されます。

7出展物などの販売禁止・表示禁止
(1)展示会場内での展示品・製品・出版物等の金銭授受・カー

ド決済等をともなう販売はできません。また、支払方法や決済
方法（クレジットカードの掲示や価格表示等を含む）に類する

表示もできません。（ブック／現場で役立つアイテムコーナー
は販売可能）

(2)ブック／現場で役立つアイテムコーナーでの注意点
①売上金の取扱い

・売上金の入出金は出展者の責任で行ってください。
②販売商品の保全等

・販売商品の保管、第三者に与えた損害賠償および盗難を
含む損害保険の付保等は、出展者の責任で行ってください。

③販売に関する注意事項
・販売にあたっては価格を明示し、領収証を発行してください。
・販売行為に伴うクレーム、トラブルは出展者で責任を持っ

て対応してください。
・マイク・スピーカーの使用は禁止します。

8出展申込のお断り・取消について
下記の事項に該当する場合は、ご出展申込みのお断り、あるいは、
お申込みの取り消しをさせていただくことがあります。その場合、
出展者に損害が生じる場合があっても、事務局は一切の責任を
負いません。
(1)出展品目に該当する場合でも、展示会の目的を逸脱する恐れ

があると認められたとき。
(2)公の秩序、または善良な風俗を害する恐れがあると認められ

たとき。
(3)「出展申込書」に虚偽の記載があったとき。
(4)その他、展示会の運営上、支障があると認められるとき。
9出展対象物などの管理・保護
(1)出展対象物は、開催主旨に合致したものとします。会期中でも

出展対象品目以外の物の展示がある場合は撤去・展示中止
を事務局判断で行う事があります。

(2)外国出展物の取り扱いについては、通関前の外国貨物は、税
関の承認あるいは許可が必要です。

(3)会場内での出展物、装飾物等の保全については、主催者側で
最善の保護と管理にあたりますが、万一発生した火災・盗難・
紛失・損傷その他の事故等についての責任は負いません。出
展者で予防・保護・管理を行なって下さい。

試飲・試食
試飲・試食を行う場合は、保健所への届出が必要です。事前の手
続き等詳細は別途お知らせいたします。
発明考案などに関わる製品の出展
特許・実用新案・意匠・商標の出願手続きを必要とする出展物
に関しては、出展者が事前に手続きを行なってください。
未承認品の展示
未承認医療用具および未承認体外診断用医薬品の展示について
は、薬機法等に抵触することなく、一定条件を満たせば、展示する
ことができます。事前の手続き等詳細は別途お知らせいたします。
不可抗力による開催中止の免責
地震・水害等の自然災害、火災・爆発等の大規模事故、感染症等
の発生＊など不可抗力により展示会開催が不可能となった場合、
出展料から必要経費を差し引いた残額を出展申込者に返却いた
します。なお、出展申込者が要した費用については、主催者は一切
賠償責任を負いません。
＊感染症等の伝播地域からの出展者に対し主催者は、出展をお断りする権利を有しま

す。この場合、出展者が要した一切の経費について、主催者は賠償責任を負いません。
事務手続き
この出展案内に定められていない事項および「国際モダンホスピ
タルショウ2018」の運営に必要な事務手続きなどは別途お知ら
せいたします。
主催者の業務範囲
主催者は、「国際モダンホスピタルショウ2018」の開催主旨に基
づいて、法令および慣習の範囲内で各規定の制定・修正を行ない、

「出展案内」および「出展マニュアル」に盛られていない事項の解
釈および判定をします。
規定の変更、追加および削減があった場合は、出展者に通知いた
します。

 掲載場所 スペース 印刷 料金（税別）
 表紙２ １ページ カラー４色 100,000円
 表紙３ １ページ カラー４色 50,000円
 表紙４ １ページ カラー４色 150,000円

※詳細は、「ガイドブック刊行企画書」にてご案内いたします。
※同じ掲載場所に2社以上の申し込みがあった場合は、先着順で決定
　させていただきます。
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8 9 出展申込要領、出展に関する禁止・注意事項出展に関する各種料金（必要によりご負担いただくもの）
1出展申込について
１．出展の申込みにあたり

①一般社団法人日本経営協会または一般社団法人日本病院会
の会員企業・団体

②出展申込みと同時に一般社団法人日本経営協会の会員に
入会される企業・団体

③会員にはならないが、一般料金にて出展料をお支払いただ
ける企業・団体
＊2018年7月13日（金）現在、上記①②③のいずれかの条件を満たして

いる企業・団体。ただし、会員を7月14日以降途中退会の場合は、年
会費の返還はいたしません。

２．会員入会について（上記1.②該当出展者）
①一般社団法人日本経営協会に入会ご希望の場合は、「出展の

ご案内」に添付されている「出展申込書」に確認項目を設け
ておりますので、その旨ご記入ください。

②入会には別途「入会申込書」の提出が必要となります。
　　出展申込書が到着後、①入会案内書②入会申込書③返信

用封筒を事務局よりお送りします。到着後10日以内に入会
申込書をご返送ください。

　　なお、入会申込書は、一般社団法人日本経営協会ホームページ
「入会のご案内」（https://www.noma.or.jp/entry/tabid/
134/Default.aspx）から「入会申込書」を取り出して記入し、出
展申込書と同封のうえ申込手続きすることも可能です。以降は
事務局からご連絡いたします。

③入会申込書到着後事務局より、年会費の請求書をお送りしま
すので指定日までにお支払いください。毎月20日までに到
着した入会申込みは、翌月初から会員登録、会員の特典

（サービス）を開始いたします。
●正会員（1口）の年会費は、50,000円（不課税）です。

一般社団法人日本経営協会　会員について
現在、約1,000の企業・自治体・病院・学校等に入会いただいております。
◎会員の特典（サービス）
(1)経営資料の配布　機関誌「オムニマネジメント」、「各種調査報告書」、「会員手帳」
(2)会員研究会参加料の特別割引
(3)各種事業への優先参加・医療福祉研究会等の参加料の割引

大会・研究会・経営実務講座・行政管理講座・病院講座など
各種視察団・委員会・各種展示会・社内（庁内）研修・通信教育・資格検定

ご不明な点については、事務局までお問い合わせください。
2ガイドブックの記事・広告掲載料（会期終了後ご請求）
出展者の紹介記事（事業紹介、見どころ、製品解説記事等）を掲
載。来場者のガイドとして、また、会期終了後の参考資料として活
用いただております。
(1)体裁：B5判　(2)発行部数：80,000部（予定）
(3)発行日：2018年７月11日（水）
(4)記事掲載料：１枠まで無料出展者紹介記事（出展者の見どころ）

追加記事１枠につき30,000円（予定）
(5)広告掲載料：

3展示会販促備品料（会期終了後ご請求）
招待状・出展関係者ホルダーの展示会販促備品は、申込面積に
応じて無料配布します。無料配布分以外にご入用の場合、出展関
係者ホルダーは有料となります。
4電気工事費および使用料（会期終了後ご請求）
各小間までの電力幹線工事（一次側）は事務局にて一括して行いま
す。小間内配線工事（二次側）・装置は各出展者で行ってください。
※ご要望があれば事務局協力会社を紹介することも可能です。

①電力幹線工事（追加分）
スタンダードブースは下記算出基準により１小間あたり
１kW（標準設置）を超える分について会期終了後請求
します。フリーブースについては、申込電力容量と下記
算出基準により会期終了後請求します。
●電力幹線工事費：申込１kW当り11,000円
申込電力容量は、１kWを最小とし、２kW・３kW等、整数単位で
お申込みください。（※１kW未満の端数は切り上げ計算します。）
※スタンダードブース１小間あたり１kW未満（出展料に含む）の場合は

工事費はかかりません。
②電気使用料：下記算出基準により対象となる出展者に会期

終了後請求いたします。
電気料：1,440円（計算：１時間45円/kW×８時間×４日間）×申込電力容量

5各種臨時架設通信回線について（会期終了後ご請求）
会場で使用する一般・通信・特定回線のお申込みは、決定出展
者に別途ご案内します。
6出展者専用商談室利用料（会期終了後ご請求）
東展示棟の商談室を出展者へ有償で貸出しいたします。
7出展者専用ストックルーム利用料（会期終了後ご請求）
ご希望の出展者に貸切（鍵付き）のストックルームを有料でホール
内に設置します。
8給排水工事費および水道料金（協力会社よりご請求）
展示・実演のため給排水を必要とする場合は、事務局関係事業
者を紹介いたします。
給排水工事及び水道料は、出展者負担となり、会期終了後協力会
社より直接請求となります。
9熱設備および消防設備
展示・実演のため最小限の加熱設備（ガス等）を必要とする場合、
または小間装飾の設計（天井構造等）によっては、消防署の指導に
より煙感知器、消火器等の設備が必要になる場合があります。
工事費、熱源使用料、設備費は一切出展者の負担となります。
試飲・試食用設備（協力会社よりご請求）
試飲・試食を行う場合は、保健所の指導により、出展者の費用負
担で手洗い等の設備が必要になる場合があります。
床面補修費（会期終了後ご請求）
床にアンカーボルト工事を行なう場合は、打ち込んだアンカーボ
ルトの本数に応じ補修費用がかかります。床面補修費は会期終了
後請求いたします。

床面補修費：1,300円／本×アンカーボルト打設本数
時間外作業及び料金（会期終了後ご請求）
下記基準時間以外の作業には時間外作業料がかかります。請求
は、10分単位とし、分単位は切り捨てます。最終日の搬出作業には
適用しません。会期終了後請求いたします。

時間外作業料：21,000円／時間×作業時間数
※基準時間：準備期間（7/ 9～10）9:00～19:00

会 期 中（7/11～13）9:00～18:00
レンタル用品（協力会社よりご請求）
AV機器、情報機器、展示備品、植木・花、追加装飾・オプション、
照明器具、ノベルティ商品、イベント輸送、ユニフォーム等展示に
必要なレンタルサービスを紹介します。料金は会期後各取扱い事
業者より直接請求となります。
動産総合保険（協力会社より）
ご希望に応じ、動産保険の手続きを斡旋いたします。保険料は直
接保険会社より請求いたします。
消費税
表記各料金には消費税は含まれておりません。支払時に必ず消費
税（8％）を加算の上、所定期限内ご納入ください。

1出展申込方法
(1)別添「国際モダンホスピタルショウ2018出展申込書」（ピンク

色）に、必要事項をもれなくご記入のうえ、下記あてにお申込
みください。「ブックコーナー／現場で役立つアイテムコー
ナー」は申込書（薄むらさき色）にて、「出展者プレゼンテー
ションセミナー」は、申込書（黄色）にてお申込みください。

（電話や口頭での申込み予約は受付できません）
「会社・事業案内」と「出展物のカタログ」を必ずご送付ください。

申込書の送付先：
一般社団法人 日本経営協会　ホスピタルショウ事務局
〒151-8538　東京都渋谷区千駄ヶ谷3-11-8
TEL.(03)3403-8615　FAX.(03)5413-4327

(2)FAXによる出展申込の場合は、後日必ず原紙をご送付ください。
(3)申込者の欄にはかならず社印・代表者（責任者）印を捺印して
ください。

(4)申込書には出展ご担当者の名刺１枚を添えてください。
(5)申込書提出にあたっては裏面の出展規約をご確認ください。

また、表面・裏面とも、必ずコピーをとり、保管し、原紙を送付
してください。

2出展申込受付期間
2018年1月26日（金）～3月23日（金）

(1)申込受付期間内であっても予定面積に達した場合は、受付を
締め切ります。

(2)受付時間は土日祝日を除く、午前９時30分から午後５時まで
です。

(3)受付終了後、出展者の申込面積を調整する場合があります。予
めご了承ください。

3出展料等の支払方法
事務局は出展申込書受領後、各出展者の担当者あてに請求書を
ご送付いたします。
出展者は下記支払い期限までに指定の銀行口座へお振り込みくだ
さい。手形によるお支払いは、お受けしておりません。振込み手数料
は出展者のご負担にてお願いします。期日までに出展料を完納しな
い場合は、出展者の都合により出展を取消したものとみなします。
支払い期限　2018年5月25日（金）
4出展申込時の注意事項
(1)次の出展申込はできません。

①申込面積区分以外の任意の面積の申込
②小間の場所指定　③小間のタテ・ヨコ寸法の指定

(2)展示品目以外の出展禁止
展示品目（P2.3の17項参照）以外は出展することができません。
該当しない製品が出展されていた場合は撤去していただきます。

5小間位置の決定と通知
小間位置抽選・装飾等説明会において、抽選により小間位置を決
定・発表します。（詳細はP12をご参照ください）
6共同出展について
複数の出展者（関連会社、系列会社等）が１つの展示スペースを共同
で申込み出展することができます。この場合は下記要領によります。
(1)代表となる申込み出展者が申込み手続・出展料等の支払・

各種精算・各種届出・需品配布等、事務局との連絡について
責任をもって一括担当していただきます。

(2)出展料の適用については、代表となる申込み会社を対象とい
たします。

(3)共同出展者数は、5社以内（申込み出展者を除く）とします。
(4)共同出展者は、ガイドブック・会場案内図・プレスリリース・

公式ホームページ等の印刷物や情報提供媒体に社名が記載
されます。

7出展物などの販売禁止・表示禁止
(1)展示会場内での展示品・製品・出版物等の金銭授受・カー

ド決済等をともなう販売はできません。また、支払方法や決済
方法（クレジットカードの掲示や価格表示等を含む）に類する

表示もできません。（ブック／現場で役立つアイテムコーナー
は販売可能）

(2)ブック／現場で役立つアイテムコーナーでの注意点
①売上金の取扱い

・売上金の入出金は出展者の責任で行ってください。
②販売商品の保全等

・販売商品の保管、第三者に与えた損害賠償および盗難を
含む損害保険の付保等は、出展者の責任で行ってください。

③販売に関する注意事項
・販売にあたっては価格を明示し、領収証を発行してください。
・販売行為に伴うクレーム、トラブルは出展者で責任を持っ

て対応してください。
・マイク・スピーカーの使用は禁止します。

8出展申込のお断り・取消について
下記の事項に該当する場合は、ご出展申込みのお断り、あるいは、
お申込みの取り消しをさせていただくことがあります。その場合、
出展者に損害が生じる場合があっても、事務局は一切の責任を
負いません。
(1)出展品目に該当する場合でも、展示会の目的を逸脱する恐れ

があると認められたとき。
(2)公の秩序、または善良な風俗を害する恐れがあると認められ

たとき。
(3)「出展申込書」に虚偽の記載があったとき。
(4)その他、展示会の運営上、支障があると認められるとき。
9出展対象物などの管理・保護
(1)出展対象物は、開催主旨に合致したものとします。会期中でも

出展対象品目以外の物の展示がある場合は撤去・展示中止
を事務局判断で行う事があります。

(2)外国出展物の取り扱いについては、通関前の外国貨物は、税
関の承認あるいは許可が必要です。

(3)会場内での出展物、装飾物等の保全については、主催者側で
最善の保護と管理にあたりますが、万一発生した火災・盗難・
紛失・損傷その他の事故等についての責任は負いません。出
展者で予防・保護・管理を行なって下さい。

試飲・試食
試飲・試食を行う場合は、保健所への届出が必要です。事前の手
続き等詳細は別途お知らせいたします。
発明考案などに関わる製品の出展
特許・実用新案・意匠・商標の出願手続きを必要とする出展物
に関しては、出展者が事前に手続きを行なってください。
未承認品の展示
未承認医療用具および未承認体外診断用医薬品の展示について
は、薬機法等に抵触することなく、一定条件を満たせば、展示する
ことができます。事前の手続き等詳細は別途お知らせいたします。
不可抗力による開催中止の免責
地震・水害等の自然災害、火災・爆発等の大規模事故、感染症等
の発生＊など不可抗力により展示会開催が不可能となった場合、
出展料から必要経費を差し引いた残額を出展申込者に返却いた
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せいたします。
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 掲載場所 スペース 印刷 料金（税別）
 表紙２ １ページ カラー４色 100,000円
 表紙３ １ページ カラー４色 50,000円
 表紙４ １ページ カラー４色 150,000円

※詳細は、「ガイドブック刊行企画書」にてご案内いたします。
※同じ掲載場所に2社以上の申し込みがあった場合は、先着順で決定
　させていただきます。
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10 小間位置決定方法、開催までのスケジュール

小間位置の決定方法
小間位置は、小間位置抽選・装飾等説明会において決定します。
◆小間位置決定までの流れ
●基本レイアウト
出展申込み締切り後、基本レイアウトを事務局で作成します。
4月中旬に基本レイアウト（小間割）図面を出展者（出展申込書に記載された連絡担当者宛て）に送付しますので、指定する
小間をあらかじめ複数ご検討ください。

●小間位置抽選・装飾等説明会
日程：4月26日（木）
会場：ホテルグランドヒル市ヶ谷（東京）
　　　詳細は別途ご連絡します。

●小間位置の決定方法
①小間位置抽選・装飾等説明会において、小間位置を選択（指定）する順番を抽選で決めます。
②上記の小間位置選択（指定）の番号が若い順から各ゾーン、各コーナーごとに小間位置を選択していきます。
③小間位置抽選・装飾等説明会に欠席された出展者については、終了後、事務局にて小間位置を指定・決定いたします。
④決定した小間位置の変更および苦情の申し入れはできません。
※なお、お申込みいただいた展示ゾーン（コーナー）の中で、同じ申込面積の小間が他にない場合は無抽選となります。
※展示実演のために給排水が必要な出展者については、会場設備の都合上、事務局が小間位置を限定する場合があります。展示実演のために
給排水が必要な出展者は、出展申込書の給排水が要の欄に必ずチェックをしてください。

◆抽選・小間位置の選択は下記のゾーン（●）、コーナー（★）別に行います。
●医療機器ゾーン ●医療情報システムゾーン
●看護ゾーン ●介護・福祉・リハビリゾーン
●健診・ヘルスケアゾーン ●施設環境・アメニティゾーン
★ブックコーナー
★現場で役立つアイテムコーナー

1月26日㈮ 開催説明会：ホテルグランドヒル市ヶ谷（東京）で開催開催説明会：ホテルグランドヒル市ヶ谷（東京）で開催

3月23日㈮ 出展申込締切出展申込締切

出展料等の請求書送付：各出展請求担当者宛へ

4月26日㈭ 小間位置抽選・装飾等説明会：ホテルグランドヒル市ヶ谷（東京）で開催

5月25日㈮ 出展料等支払い締め切り

6月 販促備品配布：招待状、搬入出券等を各出展担当者宛送付

7月9日㈪～7月10日㈫ 準備期間：基礎工事、装飾搬入、製品搬入、機器調整

7月11日㈬～7月13日㈮ 会期：（10時～ 17時）

7月13日㈮ 搬出・撤去

出展申込開始 出展申込書をホスピタルショウ事務局へ送付

開催までのスケジュール（2018）

2月～ 3月

11 ホスピタルショウ委員会組織図

ホスピタルショウは、開催基本方針から実施について、下記の委員会のもと検討し、審議のうえ運営にあたっています。

ホスピタルショウ委員会
保健・医療・福祉部会

医療情報部会

事務局会議

委 員 長 大道　久
副委員長 中村　清吾

部 会 長 寺崎　仁
副部会長 飯田　達能
部 会 長 中村　清吾
副部会長 山田　恒夫
一般社団法人日本病院会事務局
一般社団法人日本経営協会事務局

組
織
図

青木　　順 一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会 事業推進部　部長
池田　俊也 国際医療福祉大学 医学部公衆衛生学　教授　学務部長
大島　宏一 一般財団法人医療関連サービス振興会 事務局長
大道　　久 日本大学／横浜中央病院 名誉教授／名誉院長
須藤　秀一 医療法人財団献心会 川越胃腸病院 常務理事
関口　久紀 一般社団法人東京都病院薬剤師会 専務理事
瀬戸山隆平 公益社団法人東京都教職員互助会　三楽病院 名誉院長
寺崎　　仁 東京女子医科大学 医療安全科　教授
長澤　　泰 東京大学／工学院大学 名誉教授／名誉教授
中村　清吾 昭和大学 医学部　乳腺外科　教授
長谷川克己 公益社団法人日本栄養士会 副会長
万代　恭嗣 一般社団法人日本病院会／東京山手メディカルセンター 副会長／院長
福田　　隆 一般社団法人日本病院会 事務局長
山田　恒夫 一般財団法人医療情報システム開発センター 審議役
吉川久美子 公益社団法人日本看護協会 常任理事
箭内　吉之 一般社団法人日本経営協会 常務理事

ホ
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タ
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シ
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ウ
委
員
会 

委
員

飯田　達能 医療法人社団永生会 永生病院 院長
井上由紀子 社会福祉法人あすなろ会 顧問
岡野　克哉 稲城市立病院 事務長
小林　直人 フクダ電子㈱ 営業本部 営業企画室　課長
斉藤　信彦 ナガイレーベン㈱ 常務取締役
島　　弘志 社会医療法人 雪の聖母会 聖マリア病院 病院長
鈴木　紀之 公益財団法人 筑波メディカルセンター 法人事務部門長
寺崎　　仁 東京女子医科大学 医療安全科　教授
遠矢純一郎 医療法人社団プラタナス 桜新町アーバンクリニック 院長
中岡　　覚 ㈱伊藤喜三郎建築研究所 常務執行役員
西出　篤史 東京ガス㈱ 都市エネルギー事業部 公益営業部長
堀池　　聡 ㈱ケルン 代表取締役社長
正木　義博 社会福祉法人 恩賜財団  済生会神奈川県支部 業務担当理事
矢後　昭彦 ㈱ハーディ 代表取締役社長

保
健
・
医
療
・
福
祉
部
会 

委
員

池川　充洋 ㈱ケアコム 代表取締役社長
遠藤　　裕 富士フイルムメディカル㈱ 販売統括本部　マーケティング部　グループマネージャー
大石佳能子 ㈱メディヴァ 代表取締役
小林　俊夫 日本アイ・ビー・エム㈱ ビジネス　デベロップメント　エグゼクティブ
小松　清美 富士通㈱ 公共・地域営業グループ カスタマー・コミュニケーション推進部　部長
小松本　悟 足利赤十字病院 院長
執行　直亮 ㈱日立製作所 ヘルスケアビジネスユニット ヘルスケアソリューション事業部　主任技師
田代　哲也 パナソニックヘルスケア㈱ メディコム事業部　販売企画部　販売促進担当主席
中村　清吾 昭和大学 医学部　乳腺外科　教授
西原栄太郎 キヤノンメディカルシステムズ㈱ 顧問
兵藤　敏美 千葉県済生会習志野病院 事務部長兼経営企画室長
平鹿　裕実 日本電気㈱ 医療ソリューション事業部　事業推進部　シニアエキスパート
水島　　洋 国立保健医療科学院 研究情報支援研究センター長
山田　恒夫 一般財団法人医療情報システム開発センター 審議役
横井　郁子 東邦大学 看護学部　教授

医
療
情
報
部
会 

委
員

＜敬称略、五十音順＞
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小間位置の決定方法
小間位置は、小間位置抽選・装飾等説明会において決定します。
◆小間位置決定までの流れ
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※なお、お申込みいただいた展示ゾーン（コーナー）の中で、同じ申込面積の小間が他にない場合は無抽選となります。
※展示実演のために給排水が必要な出展者については、会場設備の都合上、事務局が小間位置を限定する場合があります。展示実演のために
給排水が必要な出展者は、出展申込書の給排水が要の欄に必ずチェックをしてください。
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●健診・ヘルスケアゾーン ●施設環境・アメニティゾーン
★ブックコーナー
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出展料等の請求書送付：各出展請求担当者宛へ

4月26日㈭ 小間位置抽選・装飾等説明会：ホテルグランドヒル市ヶ谷（東京）で開催

5月25日㈮ 出展料等支払い締め切り

6月 販促備品配布：招待状、搬入出券等を各出展担当者宛送付

7月9日㈪～7月10日㈫ 準備期間：基礎工事、装飾搬入、製品搬入、機器調整

7月11日㈬～7月13日㈮ 会期：（10時～ 17時）

7月13日㈮ 搬出・撤去

出展申込開始 出展申込書をホスピタルショウ事務局へ送付
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ミーカンパニー㈱
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㈱ヤギコーポレーション
山崎製パン㈱
ヤマハ㈱
㈱ユカ
ユニオン ツール㈱
ラ ━━━━━━━━━━━━━
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13 14 国際モダンホスピタルショウ2017結果報告（抜粋）国際モダンホスピタルショウのあゆみ
1.前史（1971～1973）
　「ホスピタルショウ」の名称は、1971年、名古屋で開催した「第21回日本病院
学会併設ホスピタルショウ」が初めてである。出品社109社が『近代病院のシス
テム化とマネジメントの効率化』をテーマに、医療機器、病院設備等幅広い分野
にわたって展示を行った。「第2回ホスピタルショウ」は、1972年、北九州市にお
いて、「第3回ホスピタルショウ」は、1973年、東京・晴海においてそれぞれ日
本病院学会の併設展として開催された。
2.独立展示会として自立（1974～1976）
　「第23回日本病院学会併設第3回ホスピタルショウ」は各界に大きな反響を
呼び、今後は学会と切離して、毎年東京において開催すべきであるとの要請が
強く、このため1974年から「モダンホスピタルショウ」として毎年5月に開催さ
れることとなった。主催は、（社）日本病院協会、（社）全日本病院協会、および

（社）日本経営協会の3者で行なわれた。
　現在の名称である「国際モダンホスピタルショウ」は、1975年に初めて用い
られた。これは1977年の（国際病院学会）を目指して、国際的視野に立った展
示会とするため変更されたものである。
3.国際病院学会との同時期開催（1977～1979）
　1977年、アジア地区において初めての＜第20回国際病院学会＞と＜第16
回国際看護婦協会大会＞が開催されたが、両大会と期を同じくして「'77国際モ
ダンホスピタルショウ」も開催された。また1977年～1978年は、主催者に（社）
日本看護協会が加わり、強力なる病院関係者の体制のもとで実施された。この
協力体制については、1979年以降、（社）日本医師会および（社）日本看護協会
が本ショウを後援する形での開催として現在まで続いている。
4.システム展示への模索（1980～1982）
　本ショウでは、1980年以来毎回、会場内に各種の付帯事業コーナーを設け
ているが、1982年には本ショウのコア展示ともいうべき「システム展示コー
ナー」が設けられた。これは、従来の出品展示がその展示内容において出展者
の自由裁量であったのに対し、病院の設備機器を本来のあるべき位置に、ある
べき姿で展示しようとするもので、まさにモデル病院のひとつをショウ会場内に
構築しようというものである。
5.池袋・サンシャインシティへの進出（1983～1985）
　従来、東京・晴海で開催してきたホスピタルショウは、より多くの病院関係者
に本ショウへ来場してもらうため、1983年、池袋サンシャインシティに会場を移
して開催し、会期も従来の5月からね比較的学会等の少ない6月に変更された。
　1984年には、機器の展示だけでなく、病院人自らが積極的に参加して意見
を交換する場として、看護、検査、情報の3特別研究会が開かれた。また、1985
年からは（社）日本病院会の各研究会がこぞって本ショウと同時期・同会場で
実施され、さらに特別企画のセミナー・シンポジウムも開かれるようになり、今
日まで続いている。
6.3部門の企画展示でさらに充実（1986～1990）
　1986年より、ホスピタルショウ企画委員会の下部組織として医療機器、ホー
ムケア、医療情報の3つの専門部会を設けた。部会では、それぞれの部門におい
て、その時々にふさわしいテーマで企画展示を実施し、問題提起や啓発を行う
とともに本ショウの一層の充実を図っており、来場者からも高い評価を受けて
いる。
　なお、ホームケアコーナーは1985年から設けられた。
7.国際ショウとして前進（1991～1993）
　1991年より、欧米福祉先進国からホームヘルスケア用品・リハビリ聴きの
メーカー、コンサルタント会社が直接出品。機器展示にあわせ、高齢者や障がい
者の対策について欧米の理念やシステムを学ぶため、1991年にはデンマーク、
1992年にはオランダから医療・福祉専門家を招聘し、国際シンポジウムを開催。
　さらに1993年には、国際モダンホスピタルショウも数えて20回目を迎え、記
念として永年出展者表彰をおこなった。
　また、イギリスの保健省ならびに地域保健・介護の専門家を招き、21世紀に
向けての保健・医療・福祉の連携を考察すべく、イギリスの現状報告をもとに
日本側とこれからのあるべき方向を探った。
8.21世紀に向けての新たなる船出（1994～1995）
　1994年は、前年に引き続き企画展示として保健・医療・福祉の展開へと一
歩踏み込んだ形での展示となった。在宅医療、在宅ケアの問題は、これから21
世紀に向けて避けて通れないテーマである。企画展示では、医療機関と生活基
盤としての地域における医療、さらに保健・福祉との結びつきを考える糸口を
模索した。
　1995年は、展示フロア別に付帯展示を実施した。院内感染防止、移動に役立
つリハビリ機器、情報システムを看護に役立てようというそれぞれの観点から
製品・システムの紹介ならびにパネル説明で展開した。
　あわせて、付帯セミナーのテーマも幅を拡げ、カンファレンス型の展示会へ
の幕開けを示唆することになった。
9.きたるべき21世紀への保健、医療、福祉の連携を求めて（1996～1997）
　1996年は、「在宅」をキーワードとした企画事業の展開を試みた。具体的な
表現方法としては、展示あるいはセミナーにより現況を語る手段とした。初の企
画として、EU（欧州連合）との事業連携を含めたテクニカルセミナーの実施、さ
らに高齢者や障がい者が不便に感じる障壁を取り除くバリアフリーについて、医
療の立場に立って展示するバリアフリーコーナーの設置等から、今後のホスピ
タルショウの方向性を探った。
　1997年の第24回目から、「国際モダンホスピタルショウ'97」と表示を変更し、
従来の企画事業に加えて、書籍の販売コーナーや老健施設等の見学会、特別
コーナー等を設け展示会の充実をはかった。なお、この回をもって、サンシャイ
ンでの開催に幕を閉じ、次回からは東京ビッグサイトで開催することとなった。

10.東京ビッグサイトでの新たなる展開（1998～2000）
　1998年から東京ビッグサイトでの開催となった。奇しくも25回の節目を迎
えるなかでの開催は、EU（欧州連合）の強力もあり国際色豊かなショウとなった。

　東京ビッグサイトでの2回目（1999年）の開催となった国際モダンホスピタ
ルショウは、公的介護保険制度実施を翌年に控えた年でもあり、導入をにらん
だ企画が全般的に多く見受けられた。
　2000年は、特別企画展示「蘭学事はじめコーナー」や「ベンチャー企業支援
コーナー」、併設展「EMPREP（エムプレップ）2000」など内容の充実に加え、展
示面積、出展者ともに過去最大規模での開催となった。
11.新世紀を迎えてさらに質の高い展示会へ（2001～2003）
　21世紀最初の「国際モダンホスピタルショウ2001」は、今日的なテーマを取
りあげた2つの企画展示「開かれた医療と電子カルテ」「安全に医療を提供でき
る環境をめざして」ともに好評を得た。
　医療制度の抜本改革が始まった2002年の国際モダンホスピタルショウは、
直面する課題解決の糸口を求めた医療関係者が多数来場し、延べ6万人の来
場者を集めた。
　2003年は、開催30回を記念し、秋篠宮同妃両殿下のお成りを賜った。出展
者は、過去最大316社を数え、節目の年にふさわしいショウとなった。
12.より確かな健康・医療・福祉をめざして（2004～2006）
新しい世代へと踏み出した2004年は、より具体的なテーマ「21世紀の健康・
医療・福祉－安心できる医療、信頼される病院」を掲げた。
　西展示棟での最後の開催となった2005年は、展示面積、出展者・来場者数
とも前回の記録をすべて塗り替えた。
　2006年は、東京ビッグサイト東展示棟に移動して初めての開催となった。医
療制度改革がすすむ中、医療機関の経営に大きな影響を及ぼす診療ならびに
介護報酬の改定も行なわれ、それらを念頭においた展示セミナーが会期中に
繰り広げられた。出展者数、来場者数ともに前回を上回り過去最大の規模と
なった。
13.健康づくり推進に向けて（2007～2009）
　国際モダンホスピタルショウ2007は、「健康増進で築く豊かな医療と福祉─
新しい地域ケアの姿をめざして」をメインテーマとした。企画展示「予防医療時
代の健診イノベーション」を展開し、セミナーや展示ブースでも予防医療・健
診への提案が繰り広げられた。
　国際モダンホスピタルショウ2008は、企画展示として「ユビキタス医療ＩＴ―
人と地域と医療をつなぐ」を実施した。ユビキタス活用による安全技術等、様々
な情報共有ソリューションが提案された。また、初の試みとして「こんなものを
作ってみました ! 看護のアイデアde賞」を実施し大きな反響を呼んだ。
　国際モダンホスピタルショウ2009は、企画展示として「いのちの輝き、地球
の輝き、医療人の輝き 地球環境にやさしい病院づくり」を実施し、地球環境に
配慮した病室等のモデル的な展示や病院等によるエコ活動について提案され
た。また、特別企画として「第２回　看護のアイデアde賞」を実施した。ともに来
場者から高評価を受けた。
14.地域医療のさらなる連携を目指して ［2010～2012］
　国際モダンホスピタルショウ 2010 は、企画展示として「輝かそう ! チーム
医療・地域医療ネットワークの未来」を実施し、これからの大きな課題である

「チーム医療」と「地域医療ネットワーク」のあり方を提案し、限られた医療
資源を有効かつ効率に活用することを掲げ、大きな注目を集めた。
　国際モダンホスピタルショウ 2011 では、企画展示として医療サービスの
向上を考える「患者サービス提案コーナー」を、またスポット展示では、「さ
らなる連携を目指す ICT ソリューション」をテーマに、地域医療連携システム
の事例紹介や、タブレット型端末を集めた医療支援 ICT の利活用等を展示・
実演した。
　国際モダンホスピタルショウ 2012 は、企画展示として「ICT で拓く医療
連携の未来」をテーマに、最先端技術を駆使した各種の実証実験事例や取り
組みを紹介した。また、スポット展示では、「チーム医療と地域連携 ‐食から
の取り組み‐」をテーマに、NST（栄養サポートチーム）の実践やフードサービス、
さらに栄養管理・指導・支援などの取り組みを紹介した。
１５.保健・医療・福祉の連携による安心社会の実現を目指して ［2013 ～ 2014］
　国際モダンホスピタルショウ 2013 は、「健康・医療・福祉の明るい未来
へ ～連携による安心社会の実現を目指して～」をテーマとし、出展面積、来
場者数において過去最大の規模で実施した。
　企画展示では、「超高齢社会のへの取組みと自立支援」、スポット展示では「Ｉ
ＣＴによる医介連携と国際展開の明るい未来」をテーマに掲げ、いずれもこれ
からの地域包括ケア構築の取組みとして紹介した。
　国際モダンホスピタルショウ 2014 は、前回と同じテーマで実施した。出
展者数は、397 社（共同出展等を含む）と過去最高となった。企画展示では「明
日の医療連携と国際対応を支援する ICT 活用」を、またスポット展示では、「地
域包括ケアシステム構築に向けた仕組みづくり」をテーマとして実施した。
１6.連携と地域包括ケアの充実を目指して ［2015 ～ 2017］
　国際モダンホスピタルショウ 2015 は「健康・医療・福祉の新時代へ　～
連携と地域包括ケアの充実を目指して～」をテーマとし、出展者数は 356 社、
来場者数は過去最大の規模で実施した。企画展示では、「健康・医療・福祉
に活躍する看護・介護ロボット」を、またスポット展示では、「医療・介護・
ヘルスケア分野におけるＩＣＴの新潮流～急速な進化を遂げる『ウェアラブル』
の活用～」をテーマとして実施した。
　国際モダンホスピタルショウ 2016 は、テーマを継続し、出展者数は 336
社で、出展面積は過去最大での開催となった。
　企画展示では、「求められる連携と地域包括ケアの充実に向けて」を、スポッ
ト展示では、「高齢社会を支える 看護・介護ロボット」をテーマに実施した。
　国際モダンホスピタルショウ 2017 では、「健康・医療・福祉の未来をひら
く～連携と地域包括ケアの充実を目指して～」をテーマとし、カンファレンス
では無料参加枠の充実により過去最大の聴講者数となった。
　主催者企画は、「ヘルスケアから最先端の健康医療立国へ！- ウエアラブル
がつなぐスポーツ×IT×医療の新たな関係 -」と「VR と MR で広がる医療の
未来」をテーマに実施した。

来場者プロフィール（来場者アンケートから）

出展者アンケートの結果

会期終了 2 ヶ月後アンケートから

●貴社のねらいとする来場者は、下記のいずれですか？（複数回答）

●貴社にとって、ホスピタルショウの位置づけは？（複数回答）

●今回の出展の目的は、どのようなものでしたか？（複数回答）

●今回出展して満足されましたか？

2018年のホスピタルショウ出展について、約74.7％の出展者が
「出展する・出展を予定（検討）」と回答

●ホスピタルショウに出展して効果がありましたか？ ●具体的にどのような点で効果があったとお考えですか？（複数回答）

大変効果があった 
4.3％

効果があった 
49.6％

多少効果があった
40.0％

あまり効果がなかった
3.5％

効果がなかった 0％

わからない 2.6％ 商談が成立した
今後の商談成立に期待が持てる

引合いがあった
企業・団体ＰＲができた

製品・サービスのＰＲができた
市場調査ができた

新製品の発表の場として活用できた
新規ユーザーが開拓できた

ユーザーの貴重な情報や意見聴取ができた
同業者の傾向がわかった

販売・技術などの提携先ができた
新たな代理店ができた

営業・販促するためのリストができた
社員・営業スタッフの教育に役立った

その他

無回答　0.5%

病院･クリニック関係
（医療従事者）　40.6%

保健・福祉施設　2.5%
在宅サービス　0.4%
建築設計・施工関係　3.2%

医療関連ディーラー
　10.5%

医療関連メーカー
　13.6%

官公庁・団体・
教育機関
　4.7%

その他一般企業
　19.3%

学生　4.4%
無職　0.5%

ｎ＝4,962

病院経営･管理部門
（理事長・院長・副院長･
事務長・部長他）
18.7%

診療部門
（医長･医師他）　2.1%

その他の病院業務
（ソーシャルワーカー・
コンサルタント他）　1.5%

診療技術部門
（薬剤・検査・放射線･
リハビリ・栄養管理他）　9.4%

看護部門
（病棟・手術・外来・
中材・教育他）　17.0%

事務部門
（医事・庶務人事・
用度施設･会計経理･企画他）
　29.5%

無回答　0.3%

医療情報システム部門
　21.4%

ｎ＝1,925

企業・団体ＰＲ、知名度向上

新製品の発表・ＰＲ

全般的な製品のＰＲ

販売促進

新規ユーザーの開拓

来場者の意見聴取

ディーラー・販路の開拓

同業者との兼ね合い

その他

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

64.5%

39.9%

59.4%

62.3%

73.9%

32.6%

23.9%

2.9%

2.9%

病院経営・管理部門
診療部門

診療技術部門
看護部門
事務部門

医療情報システム部門
調剤薬局

ソーシャルワーカー、コンサルタント
開業医

施設サービス
在宅サービス

官公庁・団体・教育機関
建築設計・施工関係

医療機器ディーラー
医療機器メーカー
海外医療従事者

海外ディーラー
その他一般

学生
0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％

76.8%
42.0%

28.3%
52.2%

55.8%
60.1%

18.8%
9.4%

30.4%
10.1%

19.6%
15.9%

10.1%
37.7%

20.3%
1.4%
0.7%

2.9%
0.7%

販売促進につながる有効な展示会

業界最大規模の総合展として重視している

自社や製品をユーザーにアピールできる展示会

自社ではＰＲできない新規ユーザーに出会える展示会

ディーラー・販路開拓ができる展示会

その他
0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％

55.8%

39.1%
64.5%

34.8%
21.7%

2.2%

出展する　22.5%

出展を予定 ( 検討 )　52.2%

未定 23.2%
出展しない 0.7%
無回答 1.4%

満足した　10.9%

ほぼ満足した　61.6%

少し不満　22.5%

不満　2.9
無回答　2.1%
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13 14 国際モダンホスピタルショウ2017結果報告（抜粋）国際モダンホスピタルショウのあゆみ
1.前史（1971～1973）
　「ホスピタルショウ」の名称は、1971年、名古屋で開催した「第21回日本病院
学会併設ホスピタルショウ」が初めてである。出品社109社が『近代病院のシス
テム化とマネジメントの効率化』をテーマに、医療機器、病院設備等幅広い分野
にわたって展示を行った。「第2回ホスピタルショウ」は、1972年、北九州市にお
いて、「第3回ホスピタルショウ」は、1973年、東京・晴海においてそれぞれ日
本病院学会の併設展として開催された。
2.独立展示会として自立（1974～1976）
　「第23回日本病院学会併設第3回ホスピタルショウ」は各界に大きな反響を
呼び、今後は学会と切離して、毎年東京において開催すべきであるとの要請が
強く、このため1974年から「モダンホスピタルショウ」として毎年5月に開催さ
れることとなった。主催は、（社）日本病院協会、（社）全日本病院協会、および

（社）日本経営協会の3者で行なわれた。
　現在の名称である「国際モダンホスピタルショウ」は、1975年に初めて用い
られた。これは1977年の（国際病院学会）を目指して、国際的視野に立った展
示会とするため変更されたものである。
3.国際病院学会との同時期開催（1977～1979）
　1977年、アジア地区において初めての＜第20回国際病院学会＞と＜第16
回国際看護婦協会大会＞が開催されたが、両大会と期を同じくして「'77国際モ
ダンホスピタルショウ」も開催された。また1977年～1978年は、主催者に（社）
日本看護協会が加わり、強力なる病院関係者の体制のもとで実施された。この
協力体制については、1979年以降、（社）日本医師会および（社）日本看護協会
が本ショウを後援する形での開催として現在まで続いている。
4.システム展示への模索（1980～1982）
　本ショウでは、1980年以来毎回、会場内に各種の付帯事業コーナーを設け
ているが、1982年には本ショウのコア展示ともいうべき「システム展示コー
ナー」が設けられた。これは、従来の出品展示がその展示内容において出展者
の自由裁量であったのに対し、病院の設備機器を本来のあるべき位置に、ある
べき姿で展示しようとするもので、まさにモデル病院のひとつをショウ会場内に
構築しようというものである。
5.池袋・サンシャインシティへの進出（1983～1985）
　従来、東京・晴海で開催してきたホスピタルショウは、より多くの病院関係者
に本ショウへ来場してもらうため、1983年、池袋サンシャインシティに会場を移
して開催し、会期も従来の5月からね比較的学会等の少ない6月に変更された。
　1984年には、機器の展示だけでなく、病院人自らが積極的に参加して意見
を交換する場として、看護、検査、情報の3特別研究会が開かれた。また、1985
年からは（社）日本病院会の各研究会がこぞって本ショウと同時期・同会場で
実施され、さらに特別企画のセミナー・シンポジウムも開かれるようになり、今
日まで続いている。
6.3部門の企画展示でさらに充実（1986～1990）
　1986年より、ホスピタルショウ企画委員会の下部組織として医療機器、ホー
ムケア、医療情報の3つの専門部会を設けた。部会では、それぞれの部門におい
て、その時々にふさわしいテーマで企画展示を実施し、問題提起や啓発を行う
とともに本ショウの一層の充実を図っており、来場者からも高い評価を受けて
いる。
　なお、ホームケアコーナーは1985年から設けられた。
7.国際ショウとして前進（1991～1993）
　1991年より、欧米福祉先進国からホームヘルスケア用品・リハビリ聴きの
メーカー、コンサルタント会社が直接出品。機器展示にあわせ、高齢者や障がい
者の対策について欧米の理念やシステムを学ぶため、1991年にはデンマーク、
1992年にはオランダから医療・福祉専門家を招聘し、国際シンポジウムを開催。
　さらに1993年には、国際モダンホスピタルショウも数えて20回目を迎え、記
念として永年出展者表彰をおこなった。
　また、イギリスの保健省ならびに地域保健・介護の専門家を招き、21世紀に
向けての保健・医療・福祉の連携を考察すべく、イギリスの現状報告をもとに
日本側とこれからのあるべき方向を探った。
8.21世紀に向けての新たなる船出（1994～1995）
　1994年は、前年に引き続き企画展示として保健・医療・福祉の展開へと一
歩踏み込んだ形での展示となった。在宅医療、在宅ケアの問題は、これから21
世紀に向けて避けて通れないテーマである。企画展示では、医療機関と生活基
盤としての地域における医療、さらに保健・福祉との結びつきを考える糸口を
模索した。
　1995年は、展示フロア別に付帯展示を実施した。院内感染防止、移動に役立
つリハビリ機器、情報システムを看護に役立てようというそれぞれの観点から
製品・システムの紹介ならびにパネル説明で展開した。
　あわせて、付帯セミナーのテーマも幅を拡げ、カンファレンス型の展示会へ
の幕開けを示唆することになった。
9.きたるべき21世紀への保健、医療、福祉の連携を求めて（1996～1997）
　1996年は、「在宅」をキーワードとした企画事業の展開を試みた。具体的な
表現方法としては、展示あるいはセミナーにより現況を語る手段とした。初の企
画として、EU（欧州連合）との事業連携を含めたテクニカルセミナーの実施、さ
らに高齢者や障がい者が不便に感じる障壁を取り除くバリアフリーについて、医
療の立場に立って展示するバリアフリーコーナーの設置等から、今後のホスピ
タルショウの方向性を探った。
　1997年の第24回目から、「国際モダンホスピタルショウ'97」と表示を変更し、
従来の企画事業に加えて、書籍の販売コーナーや老健施設等の見学会、特別
コーナー等を設け展示会の充実をはかった。なお、この回をもって、サンシャイ
ンでの開催に幕を閉じ、次回からは東京ビッグサイトで開催することとなった。

10.東京ビッグサイトでの新たなる展開（1998～2000）
　1998年から東京ビッグサイトでの開催となった。奇しくも25回の節目を迎
えるなかでの開催は、EU（欧州連合）の強力もあり国際色豊かなショウとなった。

　東京ビッグサイトでの2回目（1999年）の開催となった国際モダンホスピタ
ルショウは、公的介護保険制度実施を翌年に控えた年でもあり、導入をにらん
だ企画が全般的に多く見受けられた。
　2000年は、特別企画展示「蘭学事はじめコーナー」や「ベンチャー企業支援
コーナー」、併設展「EMPREP（エムプレップ）2000」など内容の充実に加え、展
示面積、出展者ともに過去最大規模での開催となった。
11.新世紀を迎えてさらに質の高い展示会へ（2001～2003）
　21世紀最初の「国際モダンホスピタルショウ2001」は、今日的なテーマを取
りあげた2つの企画展示「開かれた医療と電子カルテ」「安全に医療を提供でき
る環境をめざして」ともに好評を得た。
　医療制度の抜本改革が始まった2002年の国際モダンホスピタルショウは、
直面する課題解決の糸口を求めた医療関係者が多数来場し、延べ6万人の来
場者を集めた。
　2003年は、開催30回を記念し、秋篠宮同妃両殿下のお成りを賜った。出展
者は、過去最大316社を数え、節目の年にふさわしいショウとなった。
12.より確かな健康・医療・福祉をめざして（2004～2006）
新しい世代へと踏み出した2004年は、より具体的なテーマ「21世紀の健康・
医療・福祉－安心できる医療、信頼される病院」を掲げた。
　西展示棟での最後の開催となった2005年は、展示面積、出展者・来場者数
とも前回の記録をすべて塗り替えた。
　2006年は、東京ビッグサイト東展示棟に移動して初めての開催となった。医
療制度改革がすすむ中、医療機関の経営に大きな影響を及ぼす診療ならびに
介護報酬の改定も行なわれ、それらを念頭においた展示セミナーが会期中に
繰り広げられた。出展者数、来場者数ともに前回を上回り過去最大の規模と
なった。
13.健康づくり推進に向けて（2007～2009）
　国際モダンホスピタルショウ2007は、「健康増進で築く豊かな医療と福祉─
新しい地域ケアの姿をめざして」をメインテーマとした。企画展示「予防医療時
代の健診イノベーション」を展開し、セミナーや展示ブースでも予防医療・健
診への提案が繰り広げられた。
　国際モダンホスピタルショウ2008は、企画展示として「ユビキタス医療ＩＴ―
人と地域と医療をつなぐ」を実施した。ユビキタス活用による安全技術等、様々
な情報共有ソリューションが提案された。また、初の試みとして「こんなものを
作ってみました ! 看護のアイデアde賞」を実施し大きな反響を呼んだ。
　国際モダンホスピタルショウ2009は、企画展示として「いのちの輝き、地球
の輝き、医療人の輝き 地球環境にやさしい病院づくり」を実施し、地球環境に
配慮した病室等のモデル的な展示や病院等によるエコ活動について提案され
た。また、特別企画として「第２回　看護のアイデアde賞」を実施した。ともに来
場者から高評価を受けた。
14.地域医療のさらなる連携を目指して ［2010～2012］
　国際モダンホスピタルショウ 2010 は、企画展示として「輝かそう ! チーム
医療・地域医療ネットワークの未来」を実施し、これからの大きな課題である

「チーム医療」と「地域医療ネットワーク」のあり方を提案し、限られた医療
資源を有効かつ効率に活用することを掲げ、大きな注目を集めた。
　国際モダンホスピタルショウ 2011 では、企画展示として医療サービスの
向上を考える「患者サービス提案コーナー」を、またスポット展示では、「さ
らなる連携を目指す ICT ソリューション」をテーマに、地域医療連携システム
の事例紹介や、タブレット型端末を集めた医療支援 ICT の利活用等を展示・
実演した。
　国際モダンホスピタルショウ 2012 は、企画展示として「ICT で拓く医療
連携の未来」をテーマに、最先端技術を駆使した各種の実証実験事例や取り
組みを紹介した。また、スポット展示では、「チーム医療と地域連携 ‐食から
の取り組み‐」をテーマに、NST（栄養サポートチーム）の実践やフードサービス、
さらに栄養管理・指導・支援などの取り組みを紹介した。
１５.保健・医療・福祉の連携による安心社会の実現を目指して ［2013 ～ 2014］
　国際モダンホスピタルショウ 2013 は、「健康・医療・福祉の明るい未来
へ ～連携による安心社会の実現を目指して～」をテーマとし、出展面積、来
場者数において過去最大の規模で実施した。
　企画展示では、「超高齢社会のへの取組みと自立支援」、スポット展示では「Ｉ
ＣＴによる医介連携と国際展開の明るい未来」をテーマに掲げ、いずれもこれ
からの地域包括ケア構築の取組みとして紹介した。
　国際モダンホスピタルショウ 2014 は、前回と同じテーマで実施した。出
展者数は、397 社（共同出展等を含む）と過去最高となった。企画展示では「明
日の医療連携と国際対応を支援する ICT 活用」を、またスポット展示では、「地
域包括ケアシステム構築に向けた仕組みづくり」をテーマとして実施した。
１6.連携と地域包括ケアの充実を目指して ［2015 ～ 2017］
　国際モダンホスピタルショウ 2015 は「健康・医療・福祉の新時代へ　～
連携と地域包括ケアの充実を目指して～」をテーマとし、出展者数は 356 社、
来場者数は過去最大の規模で実施した。企画展示では、「健康・医療・福祉
に活躍する看護・介護ロボット」を、またスポット展示では、「医療・介護・
ヘルスケア分野におけるＩＣＴの新潮流～急速な進化を遂げる『ウェアラブル』
の活用～」をテーマとして実施した。
　国際モダンホスピタルショウ 2016 は、テーマを継続し、出展者数は 336
社で、出展面積は過去最大での開催となった。
　企画展示では、「求められる連携と地域包括ケアの充実に向けて」を、スポッ
ト展示では、「高齢社会を支える 看護・介護ロボット」をテーマに実施した。
　国際モダンホスピタルショウ 2017 では、「健康・医療・福祉の未来をひら
く～連携と地域包括ケアの充実を目指して～」をテーマとし、カンファレンス
では無料参加枠の充実により過去最大の聴講者数となった。
　主催者企画は、「ヘルスケアから最先端の健康医療立国へ！- ウエアラブル
がつなぐスポーツ×IT×医療の新たな関係 -」と「VR と MR で広がる医療の
未来」をテーマに実施した。

来場者プロフィール（来場者アンケートから）

出展者アンケートの結果

会期終了 2 ヶ月後アンケートから

●貴社のねらいとする来場者は、下記のいずれですか？（複数回答）

●貴社にとって、ホスピタルショウの位置づけは？（複数回答）

●今回の出展の目的は、どのようなものでしたか？（複数回答）

●今回出展して満足されましたか？

2018年のホスピタルショウ出展について、約74.7％の出展者が
「出展する・出展を予定（検討）」と回答

●ホスピタルショウに出展して効果がありましたか？ ●具体的にどのような点で効果があったとお考えですか？（複数回答）

大変効果があった 
4.3％

効果があった 
49.6％

多少効果があった
40.0％

あまり効果がなかった
3.5％

効果がなかった 0％

わからない 2.6％ 商談が成立した
今後の商談成立に期待が持てる

引合いがあった
企業・団体ＰＲができた

製品・サービスのＰＲができた
市場調査ができた

新製品の発表の場として活用できた
新規ユーザーが開拓できた

ユーザーの貴重な情報や意見聴取ができた
同業者の傾向がわかった

販売・技術などの提携先ができた
新たな代理店ができた

営業・販促するためのリストができた
社員・営業スタッフの教育に役立った

その他

無回答　0.5%

病院･クリニック関係
（医療従事者）　40.6%

保健・福祉施設　2.5%
在宅サービス　0.4%
建築設計・施工関係　3.2%

医療関連ディーラー
　10.5%

医療関連メーカー
　13.6%

官公庁・団体・
教育機関
　4.7%

その他一般企業
　19.3%

学生　4.4%
無職　0.5%

ｎ＝4,962

病院経営･管理部門
（理事長・院長・副院長･
事務長・部長他）
18.7%

診療部門
（医長･医師他）　2.1%

その他の病院業務
（ソーシャルワーカー・
コンサルタント他）　1.5%

診療技術部門
（薬剤・検査・放射線･
リハビリ・栄養管理他）　9.4%

看護部門
（病棟・手術・外来・
中材・教育他）　17.0%

事務部門
（医事・庶務人事・
用度施設･会計経理･企画他）
　29.5%

無回答　0.3%

医療情報システム部門
　21.4%

ｎ＝1,925

企業・団体ＰＲ、知名度向上

新製品の発表・ＰＲ

全般的な製品のＰＲ

販売促進

新規ユーザーの開拓

来場者の意見聴取

ディーラー・販路の開拓

同業者との兼ね合い

その他
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ソーシャルワーカー、コンサルタント
開業医
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在宅サービス

官公庁・団体・教育機関
建築設計・施工関係

医療機器ディーラー
医療機器メーカー
海外医療従事者

海外ディーラー
その他一般
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30.4%
10.1%

19.6%
15.9%

10.1%
37.7%

20.3%
1.4%
0.7%

2.9%
0.7%

販売促進につながる有効な展示会

業界最大規模の総合展として重視している

自社や製品をユーザーにアピールできる展示会

自社ではＰＲできない新規ユーザーに出会える展示会

ディーラー・販路開拓ができる展示会

その他
0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％

55.8%

39.1%
64.5%

34.8%
21.7%

2.2%

出展する　22.5%

出展を予定 ( 検討 )　52.2%

未定 23.2%
出展しない 0.7%
無回答 1.4%

満足した　10.9%

ほぼ満足した　61.6%

少し不満　22.5%

不満　2.9
無回答　2.1%
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国際モダンホスピタルショウ2018展示
会場

※東4～6ホールで開催

東展示棟
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お申込み・お問合せ

〒151－8538 東京都渋谷区千駄ヶ谷3－11－8
 TEL.（03）3403－8615
 FAX.（03）5413－4327
 E-mail hsg@noma.or.jp

ホスピタルショウ事務局

URL.  https://noma-hs. jp/

東8ホール

東7ホール

リンクスペース ガレリア

東4ホール東5ホール東6ホール

東3ホール 東2ホール 東1ホール

出展のご案内 ＜申込期限＞
2018年3月23日（金）


