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式

9:55〜10:00

テープカット

2F 展示場正面入口前特設会場

11:00

第 1 部 10:30 〜 11:30
「AED の使い方と心肺蘇生方法
〜私たちの行動で救える命が
あります〜」
講師：兵頭 弘志（日本光電工業㈱）

11:00 〜 12:00
特別講演 1
姉妹会締結式
11:00 〜 12:00
１部
「医療、介護ロボットの現状と 台北市醫療器材商業同業公會／
九州医療機器団体連合会
2025 年に向けた展望」
演者：富崎 秀徳（㈱安川電機）

日本光電工業㈱九州支店

関係者のみ

12:00

12:05 〜 13:05
２部「革新的サイバニックシステ
ム HAL による機能改善治療と
自立支援に向けた取り組み」
演者：安永 好宏（CYBERDYNE ㈱）

12:00 〜 14:00
平成30年度スキルアップセミナー
〜MDIC認定研修会〜
「オンライン診療の現状と展望」
講師：園田愛（㈱インテグリティ・
ヘルスケア )

13:00

14:00

14:00 〜 17:00

特別プログラム 1

第 2 部 13:30 〜 14:30
「AED の使い方と心肺蘇生方法
〜私たちの行動で救える命が
あります〜」
司会：兵頭 弘志（日本光電工業㈱）
講師：久保 智洋（日本光電工業㈱）

13:00 〜 14:30
「ICT・IoT を活用した介護施
設の運営」
山田 一久（社会福祉法人スマイ

16:00

１．第５回 ヘルスケア産業づ
くり 貢献大賞表彰式
２．ヘルスケア産業戦略セミナー
2018
⑴基調講演「次世代ヘルスケア
産業の創出に向けて」
第 3 部 15:30 〜 16:30
・講演者：西川 和見（経済 「AED の使い方と心肺蘇生方法
産業省）
〜私たちの行動で救える命が
⑵貢献大賞受賞者による事例 あります〜」
発表
司会：兵頭 弘志（日本光電工業㈱）
講師：
和幸（日本光電工業㈱）
日本光電工業㈱九州支店

13:00 〜 14:00
13:00 〜 17:00
「九州ヘルスケア産業推進協議会 「ＰＭＤＡ薬事戦略相談（ＲＳ総合
（HAMIQ）総会」
相談）出張相談」
主催：九州ヘルスケア産業推進協 主催：福岡県保健医療介護部薬務課
議会（HAMIQ）

リング・パーク）

パラマウントベッド㈱

『 第５回 ヘルスケア産業づくり 日本光電工業㈱九州支店
貢献大賞表彰式及びヘルスケア
産業戦略セミナー2018』

15:00

主催：（一社）日本医療機器販
売業協会
共催：福岡県医療機器協会

申込：HAMIQ 会員の方のみ参加可能

有料・要事前申込

14:30 〜 16:30
「医療機器販売業の生命線は
情報化の実践から」…待った
なし…情報化の波に取り残さ
れるな
司会：並木 秀文 ( 医器販協・＠Ｍ
Ｄ−ＮＥＴ合同プロジェクト )

講師：原澤 栄志 ( 一般社団法人

日本医療機器産業連合会 )
15:30 〜 17:00
「プロセスアプローチとナレッジ 講師：植村 康一 ( 一般財団法人
流通システム開発センター )
マネジメントの観点で転倒・転
他
落による障害事故を見直そう！」
講師：杉山 良子（パラマウント 日本医療機器販売業協会システ
ムプロジェクト・( 一社 ) 日本
ベッド㈱）
「スマートベッドシステムを 医療機器ネットワーク協会
活用した看護の質向上に向け
たチャレンジ」
講師：五嶋 雅司（パラマウント

無料・要事前予約

14:15 〜 15:05
「事業継承とコンサル事例の紹介」
〜医業継承のポイント〜
演者：高尾 徹（総合メディカル㈱ )
総合メディカル㈱
15:00 〜 16:00
15:05 〜 15:45
「ネーザルハイフローの歴史と発
「患者の安全に配慮した病院設計 展及び吸入体験」
〜院内事故対策の事例〜」
演者：大前 拓也（フィッシャー＆
演者：川本 文弘（㈱ソム・テック）
パイケル ヘルスケア㈱）
㈱ソム・テック

フィッシャー＆パイケル ヘルスケア㈱

15:00 〜 16:30

特別講演 2

「生き残るための病院広報
‒Evidence Based PR の到来‒」
座長：小山 晃英 ( 京都府立医科大学）
演者：竹田 陽介 ( ㈱ヴァイタリー、医師）

ベッド㈱）

17:00

パラマウントベッド㈱
6 月 22 日
（金）
19:00 〜 21:00（受付 18:30）

レセプション

会場：ソラリア西鉄ホテル 8 階
「彩雲」
18:00

66

17:00 〜 18:00

招待講演

「医療におけるトレーサビリ
ティの確立を目指して」
座長：山下 尚登
演者：落合 慈之（東京医療保健大学、
NTT 東日本関東病院、GS1 ヘルス
ケアジャパン協議会）
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10:00

11:00

10:15 〜 11:45
「施設基準のプロフェッショ
ナルが教える適時調査の仕組
①10:30 〜 11:30
10:30 〜 12:00
みと留意事項 間違いやすい
「医療機関における経営分析 「プロセスアプローチとナレッジ 事例も踏まえての注意点」
マネジメントの観点で転倒・転
の事例紹介」
講師：竹田 和行（社会医療法
講師 : 古庄 雅彦（㈱アステム） 落による障害事故を見直そう！」
人 輝 城 会 医 療・介 護 経 営
講師：杉山 良子（パラマウント
研究所）
㈱アステム

特別プログラム 2

ベッド㈱）

11:00 〜 12:30

「スマートベッドシステムを
活用した看護の質向上に向け
たチャレンジ」
講師：五嶋 雅司（パラマウント

1 部「単回使用医療機器 (SUD)
の再製造について」
司会：高水 勝（スリーエムジャ

ベッド㈱）

パン㈱）

要事前申込

医用機器安全協会）

パラマウントベッド㈱

演者：武藤 正樹（国際医療福祉

12:00

11:00 〜 12:00
学会・医学研究プレゼンテーション
１）
「情報整理から始める ME 安全
管理の手法紹介と新しい技師
連携について」
司会：井福 武志（一般社団法人 日本

㈱キシヤ

大学大学院）

共催：福岡県

演者：西 謙一（一般社団法人 日本

医用機器安全協会・一般社団
法人 日本医療福祉設備協会）

12:30 〜 14:00
①「
『これからのインバウンド需要
取り込みと拡大する自由診療』

12:30 〜 13:30

13:00

2 部「医療・介護制度改革の惑
星直列をチーム医療の視点で整
理する」 〜地域包括ケアシステム時
代の 5 極連携・役割分担・教育研修〜
パン㈱）

プロジェクト）

㈱アステム

15:00

14:00 〜 15:30
「ダブル改定後の 2025 年に
向けた医療経営の在り方〜激
変する医療環境に対応する医
療経営とは〜」
司会：石丸 泉見（山下医科器械㈱）
講師：金丸 隆文（山下医科器械㈱）
山下医科器械㈱
③15:00 〜 16:00
「医療における BIM の活用と
海外の建築事例について」
講師 : 鈴木 光一（㈱伊藤喜三郎
建築研究所）

中岡 覚（㈱伊藤喜三郎建
築研究所）

16:00

13:00 〜 14:00
講師：福田 英一（税理士法人 恒輝 福田
「薬剤・材料の手術運用プロセス
税務 / 労務合同事務所）
の可視化による病院経営改善の可
②「− 2025 年に向けた地域医療を
能性」
考える − 福岡市における国際医療
司会 : 藤野 善一 ( アイティーアイ㈱）
発展の可能性」
講師：西川 宏明（福岡大学西新病院） 講師 : 島川 龍載（広島赤十字・原爆病院）
アイティーアイ㈱
㈱えん

②13:00 〜 14:30
13:00 〜 14:30
「地域包括ケアにおける新連 「ICT・IoT を活用した介護施
携の取り組みについて」
設の運営」
講師 : 青木 比登美（㈱ワーコン 山田 一久（社会福祉法人スマイ

演者：高水 勝（スリーエムジャ

14:00

〜増加する来日外国人向けの今後の
医療活動と税務会計〜」

荒井 拓也（㈱伊藤喜三郎
建築研究所）
㈱アステム

リング・パーク）

パラマウントベッド㈱

14:30 〜 16:10
「呼吸・循環セミナー」
演者：肥後 太基（九州大学病院）
「心不全・呼吸不全患者
におけるモニター心電
図の観察のポイント」
演者：鳥羽 好和（九州大学病院）
「輸 液 ポ ン プ・シ リ ン
ジポンプの取り扱いに
ついて〜最新のインシ
デント事例を交えて」
フクダ電子西部北販売㈱
フクダ電子西部南販売㈱
フクダライフテック九州㈱

15:00 〜 16:20
「病床稼働率アップの提案」と「有
床病医院の M&A」について
司会：石井 悟（㈱事業承継支援セン
ター）

講師：平野 拓矢（㈱事業承継支援セ
ンター）

㈱事業承継支援センター

12:30 〜 14:00

特別講演 3

「看護職の口腔から全身への健康支援」
司会：秋永 和之（福岡看護大学）
「周術期口腔機能管理システム」
演者：内田 荘平（福岡看護大学）
「妊娠期・周産期における口腔ケア」
演者：梶原 恭子（福岡看護大学）
「地域歯科保健」
演者：角森 輝美（福岡看護大学、福岡
県看護協会）

後援：福岡県看護協会

14 :30 〜 15:40
学会・医学研究プレゼンテーション
２）第29回日本創傷・オストミー・
失禁管理学会学術集会
演者：栁迫 昌美（医療法人原三信病院）
演者：石井 義輝（小倉第一病院）
演者：梶西 ミチコ
第16回日本褥瘡学会九州・沖縄
地方会学術集会
演者：石井 義輝（小倉第一病院）
３）
「チームで行う長井式植毛と
瘢痕性脱毛に対する Rigenera
最新治療」
演者：長井 正寿（湘南美容クリニック
AGA 福岡院）

17:00
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