
名古屋市中小企業振興会館
第1ファッション展示場

〒464-0856 名古屋市千種区吹上2丁目6番3号 名古屋市中小企業振興会館  TEL（052）735-2111

会場案内図

メディカルフェア2016名古屋

当日はなるべく公共交通機関をご利用いただきますようお願い申し上げます。

●名古屋駅より
　地下鉄桜通線「名古屋駅」から徳重行き、 「吹上駅」下車　5番出口より徒歩5分

●名古屋I.Cより（所要時間10分）
　名古屋I.C →東名阪道「高針JCT」から名古屋高速「春岡出口」降車

●小牧I.Cより（所要時間20分）
　小牧I.C →名古屋高速「丸田町JCT」を四谷・高針方面「吹上東出口」降車

●名古屋西JCTより（所要時間15分）
　名古屋西JCT→名古屋高速、四谷・高針方面「吹上東出口」降車

●名古屋南JCTより（所要時間40分）
　名古屋南JCT→名古屋高速→
　都心環状「丸田町JCT」を四谷・高針方面「吹上東出口」降車

電車でお越しのお客様

車でお越しのお客様

セミナーのご案内

15：00
―

16：00

11：00
―

12：00

13：30
―

14：30

15：00
―

16：00

16：30
―

17：30

声と言葉を磨いてコミュニケーションスキルアップ
 講師  フリーアナウンサー・スピーチ＆ボイスデザイナー　魚住りえ

診療報酬改定後の影響と対応のポイント ～地域包括ケアシステム構築に向けて～
アルフレッサ㈱　カスタマーサポート部コンサルティンググループ　宮崎芳明
2025年までをゴールとしている「社会保障と税の一体改革」について、改革と連動した改定となった
今回の変更点を整理し、病院・診療所・調剤薬局の分野ごとに「改定後の影響度および対応策」を説明
いたします。

診療報酬改定後の影響と対応のポイント ～地域包括ケアシステム構築に向けて～
アルフレッサ㈱　カスタマーサポート部コンサルティンググループ　宮崎芳明
2025年までをゴールとしている「社会保障と税の一体改革」について、改革と連動した改定となった
今回の変更点を整理し、病院・診療所・調剤薬局の分野ごとに「改定後の影響度および対応策」を説明
いたします。

平成28年度税制改正を見据えた医療機関の経営戦略
岡本税理士事務所　部長　飯島猛志

平成28年度税制改正の基本的な考え方や、親子間に限らない第三者への事業継承対策や、将来にむけて
トラブルを防止するための相続対策について、今から準備できるポイントを分かり易く解説いたします。

平成28年度税制改正の基本的な考え方や、親子間に限らない第三者への事業継承対策や、将来にむけて
トラブルを防止するための相続対策について、今から準備できるポイントを分かり易く解説いたします。

平成28年度税制改正を見据えた医療機関の経営戦略
岡本雄三税理士事務所　所長　岡本雄三

コミュニケーションというと話し方に重点が置かれがちですが、発する声と言葉も
非常に大切です。
アナウンサーとしての経験とボイス・スピーチトレーナーの立場から声と言葉を磨
く方法をお教えします。声と言葉を磨き、コミュニケーション力をアップさせま
しょう！

【各回定員150名】

5/28㈯

5/29㈰ 最新の医療機器・調剤機器の展示

各種セミナーも同時開催

メディカルフェア2016名古屋
アルフレッサ

裏面参照

調剤関連機器 散薬調剤ロボット、錠剤・散薬分包機、薬剤監査システム
ＩＴ機器 電子カルテ、医科レセコン、薬局向薬歴一体型レセコン、調剤予約サービス
画像診断各種機器 超音波診断装置、ＣＲ、フラットパネル他
検査診断機器 骨密度測定器、心電計、血圧脈波検査装置、眼底カメラ、各種生化学検査装置
リハビリ機器 ウォーターベッド、低周波治療器、牽引治療装置他
施設設備機器 小児医療支援ツール、薬局向デジタルサイネージ、ホームページ製作他

14:00
～19:00

10:00
～17:005/28㈯　　・29㈰　  開催！



診察順番予約・ホームページ作成

㈱アイコールシステム

診療予約システム

㈱シィ・エム・エス
（アイチケット㈱）

診療予約システム「アイチケットク
ラウド」

㈱メディコ コンサルティング

ホームページ作成

衛生材料・消耗品

施設整備関連機器

栄養食品

白衣・ユニフォーム 税務相談・労務相談

調剤機器

ＩＴ関連機器

㈱ユヤマ

散薬調剤ロボットDimeRo、小型全
自動錠剤分包機LitreaⅡse-t、全
自動散薬分包機Mini-R45、小型
分包機シャルティⅢ

㈱タカゾノ㈱

全自動分割分包機Crestage-Pro

キヤノンライフケアソリューションズ㈱

自動分割分包機＆錠剤供給装置
AX-45f/DROP8

大同化工㈱

軟膏ミキサー「マゼリータ」、お薬カ
レンダー「お薬カレンダープラス」、お
薬管理ボックス「おくすり仕分薬」、錠
剤半錠カッター「プチはんぶんこⅡ」、
錠剤ハサミ「お薬チョッキン」ほか

アルフレッサ㈱営業企画部

スマホよ薬、ＭＥＤＩＸＳ、ワクチンス
ケジューリングシステム、宅み、Ｄ-ｃ
ｌｏｕｄ Ｐｒｏ、ａｌｆ－ｗｅｂ、ＪｕｓｔｏｃｋＥＸ
Ⅱ、ａｌｆ－Ｓｔｏｃｋ、ＳＡＦＥ－ＤＩ

パナソニック ヘルスケア㈱

診療所用医事一体型電子カルテシステム「Ｍ
ｅｄｉｃｏｍ-ＨＲⅢ」、診療所用医事コンピュータ
「Ｍｅｄｉｃｏｍ-ＨｒiⅢ」、保険薬局用医事・電子薬
歴一体型システム「ＰｈａｒｎｅｓⅢ-MX」、病院
用電子カルテシステム「ＭＩ・RA・Ｉｓ／PX」

東芝メディカルシステムズ㈱

医事会計/電子カルテ一体型シス
テムTOSMEC　AVENTY 2.0
　　　　

日立メディカルコンピュータ㈱

診療所向け電子カルテシステムＨｉ
-ＳＥＥＤ Ｗ３、レセコン一体型電子
薬歴システムＰｈａｒｍａ-ＳＥＥＤ Ａ
Ｓ、レセプトチェックシステムべてら
ん君コラボ

島津メディカルシステムズ㈱

電子カルテSim CLINIC T3α

㈱シィ・エム・エス

電子カルテDoctor's Desktop、
デジカル　プレミアムパッケージ

㈱ビー・エム・エル

電子カルテシステム「Qualis（クオ
リス）」

㈱ＥＭシステムズ

電子薬歴ReceptyNEXT、電子カ
ルテMRN、薬剤自動鑑査システム
Audy、薬剤師向けipad在宅支援
アプリ「ランシステム」

㈱グッドサイクルシステム

電子薬歴「スマート薬歴GooCo」

㈱ユヤマ

最終監査支援装置Barrera、電子天
秤一体型鑑査システムonedyEX2、
調剤薬局向けレセプトコンピュータ
調剤Melphin/DUO、電子カルテシ
ステムBrainBoX　VⅢ

㈱東名ソリューションズ

電子薬歴一体型システムＥｒｉｘｉｒ（エ
リシア）

画像診断・検査機器

㈱タカゾノ㈱

薬剤監査支援システムATTELNO 
2、監査支援システムPROOFIT、
薬剤監査支援システムＣＫ－ＮＣ

キヤノンライフケアソリューションズ㈱

医薬品処方監査システムNav　
iCLIP

カシオ情報機器㈱

レセコン・電子薬歴一体型システム
P-CUBE i、画像監査システム
audit、レセコン連動レジスター
VX100

㈱メディング

薬剤監査システム、服薬ロボ

㈱ワンズ・システム

薬剤鑑査システムCube.i

㈱メディング

薬剤鑑査システム Sirius（シリウ
ス）

東芝メディカルシステムズ㈱

超音波診断装置Xar i o100、
Xario200、医用X線高電圧装置
KXO－SSシリーズ、デジタルラジ
オグラフィシステム（FPD）　　

㈱日立製作所 ヘルスケアビジネスユニット

超音波診断装置Ｆ３７、骨密度測定
装置ＤＣＳ－９００ＦＸ

島津メディカルシステムズ㈱

診断用X線装置X'sy Pro EFX 
Version

富士フイルムメディカル㈱

医用画像ファイリング装置カルナコア、間接変換型カセッテ
FPD「CALNEOシリーズ」、ポータブル型超音波装置FC-1、
ドライケム生化学「富士ドライケムNX500i」、ドライケム　
インフル「富士ドライケムNX500i」、検査データ処理支援
システム「ミニネットNEO」、経鼻内視鏡LASEREO

コニカミノルタジャパン㈱

ＤＲ装置・画像診断ワークステー
ションＡｅｒｏＤＲシステム Ｕｎｉｔｅａα、
超音波診断装置ＳＯＮＩＭＡＧＥ ＨＳ
1、パルスオキシメータ̶ＰＵＬＳＯ
Ｘ

日本光電中部㈱

心電計ECG-2150、ホルター心電計RAC-2500、血圧脈
波検査装置ＡＢＩ－１００４、全自動血球計数器ＭＥＫ－７３００、
臨床科学分析装置ＣＨＭ－４１００、物忘れ相談プログラム
MSP-1000、自動体外式除細動器ＡＥＤ－３１００、血管機能
検査装置ＮＡＳ－１０００、MFFRステーションＣＲＴ－１０００

フクダ電子中部販売㈱

心 電 計 F C P - 8 8 0 0 、脈 波
V S - 2 0 0 0 、血球計数装置
LC-767CRP、肺機能検査装置
S P - 3 7 0 、ホルター心電図
FM-960、AED｢FR-x｣

アークレイマーケティング㈱

HbA1c分析装置ADAMS-MINI
　HA-8410、ADAMS-LITE　
HA-8380、血糖測定装置グルコ
カードシリーズ

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス㈱

尿分析装置「クリニテックステ-タス
プラス」、小型HbA1c、Malb/C ア
ナライザ-「DCAバンテ-ジ」、グル
コ-ス分析装置「スタットストリップ
エクスプレス900」

テルモ㈱

通信機能付バイタルサイン測定機
器「ＨＲジョイント」

二プロ㈱

血糖測定器「フリースタイルフリー
ダムライトA30」、パルスオキシ
メーター「マイティサット」

ミナト医科学㈱

手動式オージオメータSA1

㈱ニデック

リハビリ関連機器

自動視力計NV-350、オート無散
瞳眼底カメラAFC-330

ミナト医科学㈱

ベッド型マッサージ器「アクタイザー」、能
動型自動間欠牽引装置「スーパートラッ
ク」、能動型自動間欠牽引装置「トラック
タイザー」、低周波治療器「ポラリスカイ
ネ」、家庭用エアマッサージ器「ラクシア」

オージー技研㈱

水圧マッサージ器「クワトロマー
ノ」、複合型電気刺激装置「フィジ
アス」、コンビネーション治療器
「フィジシステム」

㈱日本メディックス

ウォーターマッサージベット「アク
アキューブ」、ＳＳＰ療法器「アスピ
ア」、低周波・干渉波組合せ治療器
「セダンテネオ」、小型ＳＳＰ療法器
「ＳＳＰアルファ１」

アルフレッサメディカルサービス㈱

アルフレッサプライベート製品、各
種診療備品

㈱竹虎

ディスポサージカルマスク、プラス
チックグローブ、滅菌ガーゼ、舌圧
子、ギプス用シューズ、膝関節サ
ポーター、高機能サージカルパッド

白十字㈱

単包アルコール綿、アルコール綿、
消毒綿、男性用軽失禁用パット、折
り畳みガーゼ、自着性包帯、環境整
備用ワイパー

オオサキメディカル㈱

口腔保湿ジェル「マウスモイスト」、食事用エプロン、スト
ローカップ、薬のみ、ガーゼ寝巻、介護用肌着、プラス
チック手袋、エンボスグローブ、からだふき、おしりふき、
防水シーツ、入浴介助エプロン、その他衛生材料、眼科
用拭き綿1枚入り・2枚入り、清浄綿、ニトリルグローブ

ニチバン㈱

手術後の傷あとケアテープ「アトファイン」、
極低刺激テープ「スキナゲートスパット」、自
着性伸縮包帯「くっつくバンデージ」、パッド
付救急絆創膏「ケアリーヴ」、ハイドロコロイ
ドパッド付救急絆創膏「ケアリーヴ治す力」

中山式産業㈱

ゲルサポーター手首用、外反サ
ポーター、外反・内反サポーター、
肘・膝・脹脛サポーター、ボディフ
レーム腰用、医学腰椎コルセット、
ひざ用医学固定帯

中島紙工㈱

診察券発行機「さっちゃん」、カード
診察券、薬袋

㈱メディング

プリンタ用薬袋、手書き用薬袋、プ
ラスチック製診察券、プラスチック
診察券　印字プリンタ、お薬手帳・
手帳カバー、お薬手帳用ラベル

エムアイケミカル㈱

投薬瓶、軟膏容器、点滴容器、噴霧
容器、スポイド、薬杯、散薬瓶

入交（IRIMAJIRI）クリエイト㈱

防災・非常用食品、血液検査キット
「DEMECAL（デメカル）」、乳がん
自己触診グラブ、健康情報雑貨「新
よむサプリシリーズ」、モイスチャ－
チェッカ－MY-808S

㈱エフスリィー

医療用潤滑ゼリー、泌尿器用カ
テーテル挿入・採尿キット、オール
シリコンカテーテル、腎盂バルーン
カテーテル、閉鎖式採尿バッグ、汚
物処理キット

テルモ㈱

ペン型注入器用ディスポーザブル
注射針「ナノパス」

二プロ㈱

輸液セットeco、留置針「イントロカ
ン」

コニカミノルタ㈱

薬局様向けデジタルサイネージ
「Ｒｘ-Channel」

ダイキンＨＶＡＣソリューション近畿㈱

加 湿 機 能 付 空 気 清 浄 機
ACK70S-W、ACK55S-W、除加
湿空気清浄機クリアフォース
ACZ70S-W、空調機

㈱ＥＭシステムズ

紫外線殺菌装置「エアロシールド」

㈱ユヤマ

全自動高圧蒸気滅菌機YS-A-C108

タカラベルモント㈱

椅子型診察台「イクスフィールクレ
ア」、工事施工案内

㈱フジ医療器

マッサージチェアＳＫＳ－６８００、Ｓ
ＫＳ－２０００

㈱トムス・エンタテイメント

小児医療支援ツール「スマイル
タッチ」

㈱メディコ コンサルティング

テレビ付デジタルサイネージブロ
グ「かんたん入力くん」

入交（IRIMAJIRI）クリエイト㈱

除菌消臭器「エアーサクセス・プロ
Ⅱ」

アルフレッサ㈱医療関連部

栄養食品各種

キューピー㈱

粘度調整食品「REF-P1」、やさし
い献立、栄養サポート食品「ファイ
ンケア」

テルモ㈱

濃厚流動食「マーメッド」

住商モンブラン㈱

診察衣・看護他白衣全般、ローラア
シュレイ白衣、アシックス医療用白
衣・シューズ

岡本雄三税理士事務所

各種相談受付

アルフレッサ メディカルフェア2016名古屋

ご来場者証

※記載いただいた個人情報は、アルフレッサ㈱が厳重に管理し、漏洩・流出による不正に利用する事はございません。

当日受付にお渡し下さい。（粗品引き換え券兼用）

お名前

医療機関様名称

所在地（行政区）

アルフレッサ㈱担当支店（社員名）

キリトリセ ン

キ
リ
ト
リ
セ
ン

キ
リ
ト
リ
セ
ン

お名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　  担当支店

医療機関等名称 　　　　　　　　　　　  担当者名

セミナー参加申込書

●セミナーへの参加について

●展示会への参加について

※定員となりましたらお申し込みを締め切らせていただきますのでご了承ください

参加する

5/28日㈯ 

5/28日㈯

5/29日㈰ 

参加予定人数　　　名※ご来場参加予定人数をお教えください。

「診療報酬改定後の影響と対応のポイント ～地域包括ケアシステム構築に向けて～」
「平成28年度税制改正を見据えた医療機関の経営戦略」

「声と言葉を磨いてコミュニケーションスキルアップ」
「平成28年度税制改正を見据えた医療機関の経営戦略」
「診療報酬改定後の影響と対応のポイント ～地域包括ケアシステム構築に向けて～」

参加する

に　 点を付け、必要事項をご記入ください。

15:00～16:00
16:30～17:30

11:00～12:00
13:30～14:30
15:00～16:00

5/29日㈰

出展メーカー・出展品目 メディカルフェア2016名古屋

KIDコーナー

会場にはお子様に遊んで頂ける

KIDSコーナーを設けてあります。

ぜひお子様と一緒に

ご来場ください。


