


「2017 年総合医療展示会 in 長野」開催にあたって

拝啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼
申し上げます。

　昨今、我が国の医療構造は超高齢社会の到来にともない、大きな変革が求められています。
2025 年を目途に進行している地域包括ケアシステム構築に向け、医療と介護が連携しあい地
域で支えあっていくことがこれからの未来の医療の在り方になっていくことでしょう。
　われわれ鍋林グループは、そうした未来の環境変化を敏感に捉え、地域社会繁栄の為に環
境対応企業としての使命を全うしていきたいと考えております。
　つきましては、きたる未来医療へ向けて、鍋林グループとして医療・調剤・介護環境を総
合的にご提案させていただく機会といたしまして「総合医療展示会 in 長野」を開催する運び
となりました。
　ご多用な中、大変恐縮ではございますが、是非この機会に皆様お誘いあわせの上、ご来場
賜りますようお願い申し上げます。

敬具

鍋林株式会社
アズサイエンス株式会社

出展メーカー90超の大ボリューム

7 つのカテゴリーに計 93メーカーが出展。
実際の商品・サービスに触れてお確かめいた
だけます。
①IT 関連機器 ②画像診断・検査機器 / 治療機器
③調剤関連品 ④リハビリ関連機器
⑤診療材料/医療衛生材料 ⑥POC/ 検査試薬 ⑦その他

新月紫紺大 絵画展示会

「院内アートサロン化」の考えのもと、
八ヶ岳SHIKANDAI ART HILLSの
ご協賛をいただき、世界で活躍する画家
新月紫紺大の作品展示会を開催いたしま
す。豊かな色彩をぜひお楽しみください。

憩いのカフェ
コーナー
ご休憩・ご懇談の場所とし
てカフェコーナーをご用意
いたしました。ごゆっくり
とお過ごしください。

2017年総合医療展示会 in長野 みどころ！

輸入車展示会
最新モデルの輸入車を多
数展示。輸入車ならでは
の洗練されたデザイン・
質感、搭載された最新テ
クノロジーをぜひご体感
ください。

講師の方による特別セミナー

改正個人情報保護法施行にともなう医療現場の影響

「医療現場が直面するSNSリスクと
　　　   効果的な事前対策について」

14：00～15：30 第5会議室【定員】100名(先着順）
演題
　　　 

■講師　株式会社富士通マーケティング
　　　　公共営業本部　藤田 和重　様





省スペースでセキュリティ強化に貢献するＡ４
カラー複合機iR-ADV C355Fと電子化ニーズ
に貢献するドキュメントスキャナーDR-C240
を展示致します。医療の現場で求められる最新
機種を是非ご覧ください。

出展メーカー
一覧

1　IT関連機器

2　画像診断・検査機器 /治療機器

3　調剤関連品

4　リハビリ関連機器

5　診療材料 /医療衛生材料

6　POC/検査試薬

7　その他

株式会社アドヴァンスト・
インフォーメイション・デザイン

〒390-1701
長野県松本市梓川倭3820-1
TEL.0263-78-8211 FAX.0263-78-8212
https://www.a-i-d.co.jp/

診察予約システム・富士通製介護事業者支援システム

◆診察予約システム：
電話、インターネット、ケータイWEBで予約
を受け付けるシステムをご紹介いたします。
◆介護事業者支援システム：
富士通「WINCARE」シリーズ。PC・タブレッ
トを使用したシステムをご紹介いたします。 
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株式会社
両毛システムズ

〒376-0013
群馬県桐生市広沢町3 -4025
TEL.0277-40-2098 FAX.0277-53-3772
http://www.ryomo.co.jp/

anysquare polaris 電子薬歴・レセコン

電子薬歴・レセコン一体型商品のご紹介です。
電子薬歴とレセコンの延長上に在宅機能を追
加してご利用いただけます。患者さんのケア
に対し、polaris が薬剤師さん、事務員さんを
フォローします。

株式会社
三菱電機ビジネスシステム

〒164-0012
東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー
TEL.03-5309-0626 FAX.03-5309-1484
https://www.melb.co.jp/melphin/

監査も実現！レセコンで画像管理システム
ありそうでなかった！レセコンでの薬種監
査+画像管理。処方入力・電子薬歴画面か
らそのまま撮影が可能。画像や監査結果を
患者別・処方別に残します。あらゆる情報
の一括管理を実現。

。いさだく覧ごも」tidua「ﾑﾃｽｼ査監な能機高りよ※

〒141-0031
東京都品川区西五反田2-12-3 第一誠実ビル7F
TEL.03-5759-3810 FAX.03-5759-3811
http://www.awmi.co.jp/

在宅医療用機器＆カプノメーター
より快適に安心と安全を求めて。エア・ウォーター・
メディカルはこれからの在宅医療に望まれる心の
通ったトータルサポートを提供いたします。
バッテリ内臓型酸素濃縮装置「小夏」
携帯型輸液ポンプ「カフティーポンプＳ」　　

エア・ウォーター・
メディカル株式会社

〒390-0831
長野県松本市井川城3-10-6
TEL.0120-202-021 FAX.0263-27-7724
www.gehealthcare.co.jp

「人」に寄り添う、超音波
汎用超音波診断装置と、
携帯型超音波
（ポケットエコー）を
展示致します。

GEヘルスケア･
ジャパン株式会社

コニカミノルタジャパン
株式会社

〒105-0023
東京都港区芝浦1-1-1
TEL.0570-000902 FAX.0570-000901
https://www.konicaminolta.jp/healthcare/

クリニックの日常を変えるシステムソリューション

ワイヤレスタイプの可搬型DR「AeroDR」を中心としたシステムは
優れた即時性・耐久性、超軽量で撮影の業務を強力にサポート。
「みえる」「かんたん」「つながる」を形にした超音波
診断装置は、高画質でシンプルな操作性を
実現しました。

バイタルエア・ジャパン
株式会社

〒390-0833
東京都港区芝浦3-4-1 グランパークタワー
TEL.03-6414-6710 FAX.03-5232-4303
http://www.vitalaire.co.jp

新型発売の呼吸同調器と赤ちゃん用無呼吸モニター

最新型の最も効率の良いニューマチック式の呼吸同調器『ボンサイ』で
す。2段階の連続流量、6段階の設定流量を採用し、ダブルトリガーを
防ぐ機能も追加しました。
乳幼児体動モニター『ベビーブレスＮ』もご好評を頂き同時展示してい
ます。

〒390-0815
長野県松本市深志1-2-11松本昭和ビル
TEL.0263-36-5333 FAX.0263-36-7286
https://www.olympus.co.jp/

NBIの登場から10年、最新機種を展示致します

展示機器
内視鏡システム最上位機種：LUCERA ELITEシリーズ
内視鏡システム開業医様専用機種：Opteraシリーズ
内視鏡システムの最新ラインナップを
ご覧頂けます。当日はぜひお立ち寄り下さい。

オリンパス株式会社

テクマトリックス
株式会社

〒108-0073
東京都港区三田3-11-24国際興業三田第2ビル
TEL.03-4405-7834 FAX.03-6436-3534
https://www.techmatrix.co.jp/index.html

NOBORIはクラウドPACS国内実績No.1
「NOBORI」は初期投資不要、お預かりするデータ量
に応じた月額課金サービスです。専用アプライアンス
によりオンプレ同様の画像参照速度を担保します。
施設間のデータ共有や検査予約サービス等クラウドな
らではのサービスを提供します。

〒221-0022
神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12
TEL.045-450-1890 FAX.045-450-1926
http://www.jvckenwood.com/

様々なモダリティ装置に対応する医用画像表示用モニター

世界初のマンモグラフィ用５百万画素カラーモデル
CCL550i2 をはじめとして、ご好評頂いている
「ダイナミックガンマ機能」を搭載したカラーモニタ各
種をご紹介します。　　

株式会社JVCケンウッド

PFU東日本株式会社
〒983-0852
宮城県仙台市宮城野区榴岡4-4 -13
TEL.022-293-2711 FAX.022-295-1204
http://www.pfu.fujitsu.com/phn/

書類を手軽に電子化　「ScanSnap」シリーズ
PFUのドキュメントスキャナ「ScanSnap」
シリーズは、大量の書類や多彩な原稿を簡単に
電子化が可能。さらに、ワンプッシュで様々な
クラウドサービスと自動連携。
名刺・領収書・パンフレットなど様々な
書類を手軽に電子化します。



〒390-0835
長野県松本市高宮東５-13
TEL.0263-24-2840 FAX.0263-27-3152
http://www.shinei.me/

環境にやさしく低コストの内視鏡消毒機のご提案

内視鏡消毒機に求めるものは、『安心』・『経済性』・
『使いやすさ』・『作業時間の短さ』　医療現場の声に、
内視鏡消毒機OED－1000Sは応えました。

新鋭工業株式会社

〒380-0905
長野市鶴賀七瀬南部368-1
TEL.026-227-5471 FAX.026-227-5092
http://www.nihonkohden.co.jp/

最適な医療機器を幅広くご提案致します。
地域包括ケアシステム推進によりさらに重
要が高まる『かかりつけ医』。日本光電は
『かかりつけ医』の診療・検査をサポート致
します。お客様のニーズを形にした日本光
電の製品を是非御覧下さい。

日本光電工業株式会社北関東支店

〒390-0815
長野県松本市深志2丁目5-26
TEL.0263-32-3553 FAX.0263-33-7541
http://www.toshiba-medical.co.jp/tmd/

高性能でコンパクトな画像診断機器をご紹介致します

展示の超音波診断装置の他にもX線撮影装置やCTス
キャナ、MRI 装置等の高性能でコンパクトな画像診断
装置を数多く取り揃えております。また長野県下に２
箇所のサービス拠点を有しておりユーザー様に迅速な
アフターサービスを提供致します。

〒390-0811
長野県松本市中央2-1-27
松本本町第一生命ビルディング６F
FAX.0263-37-0031
http://fms.fujifilm.co.jp/

富士フイルムが提案するクリニックソリューション

富士フイルムメディカル
株式会社

クリニック向けフラットパネル、レーザー光源を搭載した内視鏡シ
ステム、CMで話題を集めたインフルエンザ機器 、院内生化学分析
装置、超音波診断装置、これらの機器を一元管理することが出来る
画像診断ワークステーションの展示致します。

〒390-0877
長野県松本市沢村1丁目14-30
TEL.0263-39-7012 FAX.0263-39-7014
http://www.takazono.co.jp/

調剤の効率化と患者さまへの安心・安全を！
株式会社タカゾノは、最新の機器・システムを
活用して薬局業務の効率化をご提案いたします。
展示ブースでは効率化機器のラインナップに
加え、調剤過誤を未然に防止する最新の監査
支援システムを実際にお試し頂けます。

株式会社タカゾノ

〒771-1289
徳島県板野郡藍住町住吉字神蔵5-1
TEL.088-692-5111 FAX.088-692-7333
http://www.meding.co.jp/

薬袋、お薬手帳、ラベル、薬袋発行のメディング
◎薬袋発行システム
（株）じほう【服薬指導 CD-ROM】と連動します。
◎お薬手帳
多種デザインとページのラインナップがございます。
◎ロールラベル
お薬手帳用ロールラベルです。
各種メーカー用を取り揃えております。

鍋林
株式会社

〒390-0833
長野県松本市双葉８-１０
TEL.0263-27-6517 FAX.0263-25-2057
http://www.nabelin.co.jp/business/medicine/odss/detail

クラウド型医薬品在庫管理システム「ODSS」

【売上３００万円の薬局から地域基幹病院まで】
先生のお店、在庫回転月数は何ヶ月ですか？
ODSSをお使いのユーザー平均は0.95ヶ月です。
※在庫回転月数＝月末在庫金額／月間使用金額

調剤ロボット化！患者さんと向き合う時間の創出。

株式会社ユヤマ
〒399-0038
長野県松本市小屋南1丁目14 -10
TEL.0263-85-3306 FAX.0263-86-5250
http://www.yuyama.co.jp/

医療の安全・安心を確保しつつ、その先に
ある患者さまへ寄り添う時間を創出するた
めに調剤の自動化を勧めます。本展示会に
おいても、最新の調剤機器を出展しますの
で是非とも弊社ブースにお越しいただき、
そのパフォーマンスをご体感ください。

〒465-0054
愛知県名古屋市名東区高針台1-201
TEL.052-704-1616 FAX.052-704-1617
http://www.nihonmedix.co.jp/

痛みと向き合う、リハビリテーション機器メーカー

患者様の痛みに向き合う、最新のリハビリテーション機器
を展示致しました。急性期から慢性期迄、幅広く治療がで
きる複合型治療器、業界初の6ノズルで全身
をマッサージする水圧マッサージベッド等、
この機会に是非ともご体感下さい。

「手技治療」をウォーターパワーで実現！
ミナト医科学株式会社

〒950-0923
新潟県新潟市中央区姥ヶ山１丁目４-15
TEL.025-286-8225 FAX.025-286-4158
http://www.minato-med.co.jp/

未来感覚のデザインに、2＋2ノズル、足部
エアバッグ、身長自動設定機能など最先端
の機能を搭載したアクアタイザー。ウォー
ターマッサージベッドの最も進化した治
療感と快適性、操作性を実現しました。

株式会社
Local Power

〒010-0962
秋田県秋田市八橋大畑2-3-1
TEL.018-838-6943 FAX.018-803-4884
http://lpower.jp/

飲めるくらい安全な、弱酸性次亜塩素酸iPOSH

iPOSHは菌・ウイルス・アレルゲン・臭いに高い効果
を持つほか、水道法水質基準に適合する安全性と、
有効成分を1年以上保持する安定化を実現した除菌
消臭水です。ご家庭のほか衛生管理が求められる場
所でも、あらゆる場面で一年中活躍します。
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〒192-0046
東京都八王子市明神町3-20-6
八王子ファーストスクエア６F
TEL.0120-711-875 FAX.03-3249-2070
https://www.as-1.co.jp/

医療・介護に従事する方を支える会社
ストレッチャー・救急カート・医療用手袋等。
医療現場で働くスタッフ様が日常ご使用になる
商材をご提供させていただいております。これ
からも医療現場で働くスタッフ様が快くお仕事
ができるよう、より良い商材をご提供できるよ
う努力して参ります。

アズワン株式会社
〒959-0323　
新潟県西蒲原郡弥彦村大字弥彦875
TEL.0256-94-3101 FAX.0256-94-4919
http://www.iwatsuki.co.jp/

やさしい目で健康を見つめる・・・
弊社は、人々の健康と豊かな暮らしのために、たゆま
ぬ努力で常に挑戦と需要創造を繰返すことで、弊社の
商品を使う人と使われる人のやさしい触れ合い
を担う、いわば心の架け橋のような存在であり
続けたいと願う衛生材料メーカーです。

〒193-0835
東京都八王子市千人町3-17-10
TEL.042-666-5500 FAX.042-667-0388
http://www.eizai.co.jp/

安心・安全な日本製の包帯・衛生材料メーカーです！

弊社は圧迫療法等で使用される弾力包帯を日本で最初に
開発した会社です。各種包帯類・コルセット等の衛生材
料を「日本製」にこだわり製造しています。
当展示会ではラテックスフリーのネット包帯
等を展示致しますので是非お立ち寄りください。

株式会社 カインドウェア
〒101-0031
東京都千代田区東神田2-2-5
TEL.30-5821-7893 FAX.03-5821-7873
http://www.kindware.co.jp/med/

院内感染予防・防災備蓄に最適な「ロールトワレ」

ロールトワレは院内感染防止対策のために開発された商品です。
吸収性ポリマーのパッド入りビニール袋は、排
泄物を安全に収集し、移動、廃棄できます。医
療現場はもちろんの事、防災用の備蓄用簡易ト
イレとしても注目されています。

〒113-0034
東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル3Ｆ
TEL.03-5816-8801 FAX.03-5816-8821
https://www.matsuyoshi.co.jp/

おかげさまで100周年 信頼・安心のマツヨシです

医療機関向けの診察・処置・その他の最新商品を
取りそろえております。ご希望の方には１冊あれ
ば便利で安心のマツヨシ最新版総合カタログを
無料送付いたします。

〒532-0006
大阪府大阪市淀川区西三国４丁目３-７５
TEL.06-6392-1731 FAX.06-6391-0632
http://www.yamatokj.co.jp/

安心・安全・信頼の医療用衛生材料専門メーカー
当社は、1904年（明治37年）創業の医療用衛
生材料の専門メーカーです。私共は顧客の信頼
と満足を最優先に考え、優れた医療機器及びサ
ービスを提供し続けることを目指します。アル
コール綿、ガーゼ、感染防止保護具、薬局用医
療製品　等

テルモ株式会社
〒390-0827
長野県松本市深志2-5-2 県信松本深志ビル7F
FAX.0263-37-0015
http://www.terumo.co.jp/index.html

一人一人に「選べる」という「やさしさ」を

最適なとろみ栄養食、最適な半固形栄養食、pH低
下で液体から半固形になる濃厚流動食、テルモの
栄養食品のラインアップを展示いたします。生活
習慣データマネージメントシステム、新型血圧計、
閉鎖式薬物移送システムも展示いたします。

〒105-0004
東京都港区新橋6-17-21
TEL.03-5404-5045 FAX.03-5404-5059
http://www.asahi-kasei.co.jp/advance/jp/

病院環境清拭用ワイパー「ソフライト除菌」
ソフライト除菌はここが違う！※他社品と比較して
　①不織布が丈夫でケバが出にくい
　②掻き取り効果の高い不織布を使用しているので
　　しっかり汚れを掻き取ります。
　③除菌液をしっかり含んでいるので、
　　広い面積が拭けてコストダウンになります。

〒380-0905
札幌市南区澄川4条１丁目1-40
ジンビル澄川4Ｆ-Ｂ
TEL.011-299-6711 FAX.011-299-6712
http://www.jmp-inc.jp/

「人と環境に確かな安全を」
医療用・理化学用洗浄剤及び除菌・消臭剤を
はじめ、臨床検査器材・消耗品など、医療現場
を的確にサポートする製品をご提供する会社
です。私たちの扱う商品は、命の大切さと環
境を思う気持ちを添えてご提案して参ります。

日本メディポート
株式会社

〒390-0871
長野県松本市桐3-2-45 山本ビル2F
TEL.0263-63-0522 FAX.0263-36-5212
https://www.nipro.co.jp/

信頼の技術を世界へ。医療機器・医薬品のニプロです

医療機器・医薬品メーカーのニプロです。今回は、『血糖
測定器関連』・『経腸栄養関連（特に、ＨＰＮやＨＥＮな
どの在宅で使用される製品など）』・『パルスオキシメー
ターなどの医療機器関連』を中心に展示しております。
是非お立ち寄りください。

ニプロ株式会社
新製品の自動分注装置を2機種出展致します。

〒101-0054
東京都千代田区神田錦町一丁目10-1
サクラビル3F
TEL.03-6273-7651 FAX.03-6273-7944
http://www.nichiryo.co.jp/

・コンパクトサイズの
分注ワークステーション
「NichiMartCUBE」。
コストパフォーマンスと
コンパクト化の両立を実現！
小規模アプリケーション

株式会社ニチリョー

〒163-6033
東京都新宿区西新宿6-8-1
TEL.03-5326-3210 FAX.03-5326-3211
http://www.sigmax.co.jp/

簡単操作で効率的なリハビリテーションが可能

豊富なプログラムで効率的に目的に合わ
せたトレーニングが可能な低周波治療器
「リハブ」､左右交互運動＋水平スウイング
運動により自然な刺激の振動刺激機器
「wellengang」、またパナソニック社製
「デジタルミラー」等を展示します｡
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〒371-0804
群馬県前橋市六供町1087
TEL.027-223-8733 FAX.027-223-8740
http://www.medience.co.jp/

移動式免疫発光測定装置 パスファースト
測定項目
心筋マーカー　 ：BNP、トロポニン I、CK-MB
敗血症マーカー：プレセプシン
婦人科ホルモン：6項目
凝固線溶項目　：Dダイマー、TAT

株式会社 
LSIメディエンス

〒105-0022
港区海岸1-15-1 スズエベイディアム5F
TEL.03-5777-1687 FAX.03-5777-1689
http://www.dna-chip.co.jp/

遺伝子解析技術を利用した検査のご案内
関節リウマチ薬の効果予測『リウマチェック3』、か
らだの生体年齢算出『免疫年齢』、肺癌のリキッドバ
イオプシー『EGFR-NGSチェック』、乳癌の予後予
測『mammaprint』、消化器がんの『マイクロアレ
イ血液検査』をご紹介します。

株式会社カイノス
〒113-0033
東京都文京区本郷2-38-18
TEL.03-3816-4481 FAX.03-3816-4410
http://www.kainos.co.jp/

ノロウィルスとロタウィルス同時検出キットを新発売

糞便中か直腸でのノロウィルス及びロタウィ
ルスを同時測定可能なキット。有効期限は24
カ月あり、陽性反応は5分から判定可能
（陰性は15分）です。

〒103-0022
東京都中央区日本橋室町2-1-1
TEL.03-6214-3231 FAX.03-6214-3241
http://denka-seiken.jp/jp/

「感染症とのたたかい」～あくなき挑戦～

「いのちの尊さ」を原点として「かけがえのない健康」を
守ることを使命として、安全でより優れた製品の提供に
努めてまいります。今回、感染症迅速診断キットを中心
に展示致します。

アークレイ株式会社

〒330-0801
埼玉県さいたま市大宮区土手町1-2
JA共済埼玉ビル10F
TEL.050-5830-9634 FAX.048-644-6471
http://www.arkray.co.jp/japanese/index.html

院内検査の手間や時間、もっと減らしませんか？

アークレイの製品は「簡単・スピーディー」がコンセプト。
HbA1cと血糖の同時測定装置を始めとし、様々な機器がボタン
1つの簡単操作。煩わしかった院内検査がスムーズになります。
私たちと一緒に快適な院内検査を行いましょう。

シスメックス株式会社
〒390-0815
松本市深志2丁目5-26 松本第一ビル
TEL.0263-31-8180 FAX.0263-31-8191
http://www.sysmex.co.jp/

進化したFCM法で尿検査にさらなる価値を
FCM法は、大量の粒子を一つ一つ測定し、複数
のパラメーターを解析する事で、再現性の高い
定量データを迅速に提供できる方法です。尿沈
渣検査などの目視検査にて得られる形態的情報
に加えて、測定結果のさらなる価値の向上が
実現できます。

微生物用・組織培養用各種培地及びバイオ関連製品

コージンバイオ
株式会社

〒350-0214
埼玉県坂戸市千代田５丁目１-３
TEL.049-284-3781 FAX.049-284-4784
http://www.kohjin-bio.co.jp/

微生物検査用各種培地をはじめ全自動血液培養装置やイムノクロ
マト製品、二酸化塩素製品等を扱っております。また今注目の再
生医療分野の関連会社「ピルム」ではがん免疫療法等のリンパ球
培養など各種細胞加工・培養受託サービスを承っております。

〒163-0820
東京都新宿区西新宿2-4-1  新宿NSビル7F
TEL.03-5326-7747 FAX.03-5326-7177
http://www.alere.com/jp/index.html

HbA1c・脂質項目・CRP等の迅速測定
アリーアメディカルのAfinion アナライザーを
用いれば以下の測定が可能です。
・HbA1c　3分間　・脂質項目　8分間
・CRP　4分間
・ACR（尿中アルブミン /クレアチニン）5分間

アリーア メディカル株式会社

株式会社タウンズ
〒410-2325
静岡県伊豆の国市神島761-1
TEL.0558-76-0050 FAX.0558-76-0100
http://tauns.co.jp/

感染症の迅速診断キット イムノエース・シリーズ

タウンズの感染症迅速診断キット
イムノエース Flu、アデノ、RS Neo、hMPVは、
・ブラックラインで見やすく
・有効期限は27ケ月
・4製品で、検体抽出液の共通使用が可能です
感染症迅速診断キットのご用命はタウンズへ

〒540-8575
大阪市中央区石町2丁町2-9
TEL.06-6941-0321 FAX.06-6941-4861
http;//www.alfresa-pharma.co.jp

便潜血・尿定量の二刀流
2017年2月22日に全自動便尿分析装置AA01
を新発売致しました。当装置は便潜血検査と尿定
量検査が1台で可能な小型自動分析装置です。
検査室での迅速化・効率化・定量化に貢献できる
装置です。当日は、実機を展示させていただきます。

アルフレッサ
ファーマ株式会社

〒141-0032 
東京都品川区大崎1-11-2
ゲートシティ大崎イーストタワー16F
TEL.0120-03-6527 FAX.045-471-3110
https://www.orthoclinical.com/ja-jp/home

臨床検査の「信頼」と「安全」を求めて

臨床検査において新たに「品質・精度確保に
関わる基準への適合（医療法・臨検法の改正）」
が求められ、「検査前・検査・検査後」のプロ
セスマネジメントが必須となってきました。
この変革期を皆様と一緒に考えたいと思います。

オーソ・クリニカル・
ダイアグノスティックス株式会社

シーメンスヘルスケア・
ダイアグノスティクス株式会社

〒141-0032
東京都品川区大崎1-11-1
ゲートシティ大崎ウエストタワー
TEL.03-3493-9553 FAX.03-3493-9551
https://www.healthcare.siemens.co.jp

POCT検査機器 (糖尿病・尿・血液凝固分析装置 )

シーメンスは、糖尿病検査・尿検査・凝固検
査の各種装置・サービスなどのソリューショ
ンを通し、ポイント・オブ・ケアの現場のよ
り良い検査とより良い患者サービス提供に貢
献します。
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〒102-0083
東京都千代田区麹町2 -4 -1
TEL.03-4582-5410 FAX.03-3238-4591
http://nittobo-nmd.co.jp/

細菌迅速同定用 前処理キット rapidBACproⅡ

・卓上簡易遠心機を用い簡便・迅速な操作が可能
・大手2社の質量分析計に使用可能
・作業効率を向上し、作業時間を短縮
・溶血ヘモグロビンの影響を軽減

ニットーボーメディカル株式会社 ベックマン・コールター株式会社

〒135-0063
東京都江東区有明3-5-7
TEL.0120-566-730 FAX.03-5530-2492
http://www.beckmancoulter.co.jp/

Move Healthcare Forward
革新的で高品質な臨床検査ソリューションを
提供し、全ての人の健康に貢献します。
総合医療展示会では、是非当社ブースにも
お立ち寄りください。

ロシュ・ダイアグノスティックス
株式会社

〒330-0854
さいたま市大宮区桜木町1-10-16
シーノ大宮ノースウィング10 F
TEL.048-610-4000 FAX.048-642-7581
http://www.roche-diagnostics.jp/

生活習慣病のPOCT機器
＜取扱い機器＞
cobas b101 : HbA1c、TG、TC、HDL-C、LDL-C
cobas h232 : Dダイマー、NT-proBNP、トロポニンT、
　　　　　　　  ミオグロビン、CK-MB
アキュチェック : 簡易血糖測定器

日本ベクトン・
ディッキンソン株式会社

〒107-0052
東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ
TEL.0120-8555-90 FAX.024-593-3281
www.bd.com/jp/

明日の医療を、あらゆる人々に
BDは世界各国で、薬剤治療の改善、感染症診断の
促進、および創薬の発展に従事する、メディカルテ
クノロジーのリーディングカンパニーです。メディ
カルおよびライフサイエンス分野で、医療器材、検
査機器、試薬などを製造・販売しています。

〒104-0031
東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン28F
TEL.03-6841-8728 FAX.03-6841-8704
http://www.tb-medisys.co.jp/

卓上小型生化学自動分析装置　ビオリス30i
卓上小型の自動分析装置として世界中に6,500
台以上販売されたビオリスの最新モデルです。
卓上ながら処理速度毎時270テスト、新機能と
してHbA1cの自動前希釈測定、検体詰まりセン
サー等、中型機クラスが有する機能を搭載して
おります。

〒103-0027
東京都中央区日本橋2-1-３
TEL.03-5520-1360 FAX.03-5520-1350
http//www.sekisuimedical.jp

その場で検査、その場で結果（A1C・Dダイマー）
簡単・迅速・小型
ラピッドカラムA1c　
A1CをHPLC・カラム法にて約3分
ラピッドピア　
BNP/Dダイマー/H-FABP/
フィブロネクチン/プロカルシトニンを10分（一部、15分）
コアグチェックXS　PT-INRを1分

積水メディカル株式会社

生命を科学し、明日の医療を考えます。

〒103-0024
東京都中央区日本橋小舟町7-8
TEL.03-5645-5664 FAX.03-5645-5703
http://www.kyokutoseiyaku.co.jp/

極東製薬工業株式会社は創業以来、検査用試薬や
採血管等の製造販売を通じて医療現場をサポート
してまいりました。昨年9月発売のクォンティフェ
ロン TBゴールドや、リボテストマイコプラズマ等
を展示しますので是非お立ち寄りください。

〒108-0075
東京都港区港南4-1-8　リバージュ品川13F
TEL.03-5781-3760 FAX.03-5781-3761
http://www.fujirebio.co.jp/

新しい価値の創造を通じて世界の医療に貢献します

健康で豊かな社会づくりと世界の医療に貢献するために、
これからも独自性の高い新製品の開発に取り組むと共に、
新規検査項目の探索や次世代のコア技術の確立を目指し、
グローバルなライフサイエンス企業として、その存在を
高めてまいります。

〒601-8305
京都府京都市南区吉祥院宮の東町2番地
TEL.075-313-8123 FAX.075-313-8177
http://www.horiba.com/jp/

分析する医療へ POCTのHORIBAメディカル
診療の現場で検査結果をすぐに確認できれば、早期
発見・治療に繋がり、危急の病状にも的確に対応
できます。HORIBA Medical はこのPOCTを、
より迅速で簡便なシステムにするために前処理不要
な「全血」による検査をご提案します。

株式会社 堀場製作所

〒112-0002
東京都台東区台東4 -19 - 9
TEL.03-5846-3289 FAX.03-5846-3272
https://www.eiken.co.jp

ヘルスケアを通じて人々の健康を守ります・・・。

栄研化学株式会社は、患者サービスの向上と品質

の向上に努めます。信頼と安心を目標に、臨床検

査のパイオニアとして進化し続けます・・・。

栄研化学株式会社

〒380-0905
長野県松本市征矢野2丁目７-16上條ビル１階
TEL.0263-28-0335 FAX.0263-28-0388
http://www.wako-chem.co.jp/

次の科学のチカラとなり人々の幸せの源を創造します

疾病予防や早期発見・治療を実現する、癌や生活習
慣病、感染症などの臨床検査薬及び分析装置の研究・
開発・製造に取り組んでおります。今回は肝臓癌の
分析装置や感染症検査の装置などを展示しており
ますので、是非、当社ブースへご来訪下さい。

和光純薬工業株式会社
〒386-0002
長野県上田市大字住吉310-17
TEL.0268-23-8506 FAX.046-228-4070
http://www.menshin.biz/

医療施設・設備の地震対策にTHK免震
THK免震は、機能別に専用の装置を用意しており、設計の
自由度が高く、様々な建物や装置に対応することが可能です。
震度7の地震の揺れと免震効果をリアルに体験できる免震
体験車を出展いたします。
この機会に免震の効果体験してください。

THK株式会社
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音声をハッキリ聴くことで生活の質を向上させたい

〒388-8014
長野県長野市篠ノ井塩崎6598
TEL.026-214-7800 FAX.026-214-7788
http://mk-denshi.jp/

音声をハッキリ聞きとることはとても大切。聞く
ことができるからこそ会話やコミュニケーション
が可能になります。医療現場でも患者様に伝えた
いことをハッキリ伝え、信頼関係を築ける
よう、手軽に「聴こえ」をサポートできる
機器をお試しください。

〒170-0013
東京都豊島区東池袋3-23-14
TEL.03-5391-6127 FAX.03-5391-6129
http://www.aandd.co.jp/

「脱・水銀血圧計」と「データ収集システム」を展示

『水銀に関する水俣条約』の採択で『脱・水
銀血圧計』の動きが加速しています。A&D
では従来の手技はそのままに測定できるス
ワンハート血圧計と健診機器のオンライン、
健診システムへも連携可能な『データ収集
システム』も併せて展示致します。

他
の
そ

〒382-0000
長野県須坂市大字幸高279番地10
TEL.026-246-2998 FAX.026-248-0984
http://www.orionsystem.co.jp/

求めていた除菌力が、ここにあります。
パナソニックの空間清浄機『ジアイーノ』は水と
塩のみで「次亜塩素酸」の水溶液を自動生成し、
空気中の浮遊ウイルスを約８分で99％抑制。
室内に置くだけで、手軽に空気を除菌できます。
施設内の細菌類や、気になる臭いの対策に是非
お試しください。

Solutions for Innovation

日本電子株式会社
〒196-0021 
東京都昭島市武蔵野2丁目3-1
TEL.042-543-1111（大代表） FAX.042-546-3353
https://www.jeol.co.jp/

日本電子は「創造と開発」の経営理念のもと、理化学
機器、医用機器等の製造販売を行っています。昨年新
発売したJCA-ZS050は、高いコストパフォーマンス、
簡便な操作性とシンプルなメンテナンス性を追求した
生化学自動分析装置です。

〒380-0823
長野市南千歳1-12-7　新正和ビル8F
TEL.026-227-2330 FAX.026-227-4183
http://www.okamura.co.jp/

働きやすさ、業務効率をサポートする製品をご提案 !

ストレスを感じさせないスムース操作のナースカ
ート「カレ」、ワンタッチで車椅子と連結でき、看
護師さん一人での移動を可能にした点滴スタンド
「ディーボ」、夜勤での患者さんの容体確認を可能
にした有機EL照明「ルナケア」などを展示致し
ます。

〒381-2216
長野市下氷鉋1-7-３
TEL.026-285-3944 FAX.026-285-3946
https://www.clinico.co.jp/

「食」を通じて「希望」をお届けします。

食べることは、生きるための原点です。
「生」の原動力である「食」を、もっと美味しく楽しんでいただきたい、
お客様の力になりたいという想いはクリニコの願いです。
食の楽しみを通して一人ひとりのQOLに貢献したいと考えています。

株式会社クリニコ

〒390-0874
松本市大手4 -6 - 4
TEL.0263-32-2002 FAX.0263-32-7684
http://www.mirai-igyou.net/

会計・ICTで長野県の医療機関を支援します

〇自院の経営状況が分からない〇総務・経理部門をスリム化（削減）したい
〇業務の一部を外部委託したい〇効果的なホームページで集患したい
〇HPの制作・運用をサポートしてほしい　など

こんなことでお困りしていませんか？

セコム上信越
株式会社

〒380-0935
長野県長野市岡田町215-1
フージャース長野駅前ビル
TEL.026-227-8588 FAX.026-227-8675
https://www.secom.co.jp

医療関連機関のおこまりごと、セコムが応えます！！

超高齢社会を迎え、医療機関の重要性や取
り巻く環境の厳しさは増加しています。セ
キュリティはもちろん、メディカル事業や
19の提携病院やクリニックにおけるノウ
ハウを活かし、医療機関の様々な課題解決
のお手伝いをします。

株式会社
金鵄製作所

〒350-1155
埼玉県川越市下赤坂758-12
TEL.049-261-4040 FAX.049-266-6401
http://www.kinshi.co.jp

オリジナル診察券キャンペーン中。ご相談下さい。

オリジナルのデザインで、プラスチック系診察
券を作成出来ます。９月迄はキャンペーンも行
っておりますので、是非ブースにお立ち寄り下
さい。薬局様には、おくすりカレンダーやお薬
手帳等のサンプルも手に取ってご覧頂けます。

医療機関向けの測定技術をベースにした製品

〒377-0202
群馬県渋川市中郷2508-13
TEL.0279-20-2311 FAX.0279-20-2411
http://www.nissei-kk.co.jp/

創業時の「航空機向けパネルメータ」の製造か
ら、社名に「精密測器」を称し、半世紀以上
に渡って、「安心・安全」「測ること」にこだわ
り、パルスオキシメーター、血圧計、体温計
など、各医療機器の設計・製造・販売を行っ
ております。

日本精密測器
株式会社

シスメックスTMC
株式会社
膀胱用超音波画像診断装置 BVI 6100

〒651-2241 
兵庫県神戸市西区室谷1丁目3 -2
TEL.078-992-6921 FAX.078-992-6922
http://www.sysmex-tmc.co.jp/

● ポケットに入るコンパクトサイズの超音波膀胱内
    尿量測定装置
● 患者さまの負担の小さい低侵襲。
    わずか5秒で膀胱内尿量を測定。
● 排尿障害や術後の排尿管理に最適。
    診断、治療、看護、介護の質的向上に貢献。

〒381-0034
長野市上高田992-3
TEL.026-227-3992 FAX.026-227-3018
http://www.panahome-tokai.co.jp/

医療・介護福祉住宅事業の開設支援をしています

パナホームでは高齢者住宅の直営事業を通じて
ノウハウを蓄積し、全国で約1600棟の医療・
介護建築があります。超高齢社会のニーズに応
え、土地オーナーさまと医療・介護事業者さまを
つなぐ『ケアリンクシステム』をご提案いたします。
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会場までのアクセス

バスでお越しの方
長野駅善光寺口（２番のりば）～
日赤・松岡線「ビッグハット前」下車徒歩１分

お車でお越しの方
長野 I.C. もしくは須坂長野東 I.C. から20分

タクシーでお越しの方
長野駅東口から10 分

鍋林株式会社
〒390-8722　長野県松本市双葉8番10号

【医　薬　事　業　部】TEL：0263-27-6555　FAX：0263-25-2057
【医療システム事業部】 TEL：0263-27-6534　FAX：0263-27-0405

アズサイエンス株式会社
〒399-8754　長野県松本市村井町西2-3-35
TEL. 0263-58-0021　FAX. 0263-58-8786


