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展示ルーム・出展社一覧
展示ルーム1：ボストン・サインエンティフィック ジャパン株式会社 
 （展示ホール	2階・E24）
展示ルーム2：ニプロ株式会社 （展示ホール	2階・ハーバーラウンジA）
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ペデストリアンデッキ

コンコース

ペデストリアンデッキ

アネックスホール

セブンイレブン

コーヒーショップ
レストラン

展示ルーム１
（E24）

ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

講演会場
（アネックスホール）

展示ルーム２
（ハーバーラウンジＡ）

ニプロ㈱

第３会場
（萩）

ハーバーラウンジＡへは
2F ペデストリアンデッキを通るか
1F 展示会場内よりエレベーターを

ご利用ください

パシフィコ横浜　展示ホール　2階

展示ルームのご案内

企業展示会場（パシフィコ横浜 展示ホール 2 階）



企業展示会場（パシフィコ横浜 展示ホール 1階）



1� 小間番号：B-30

アイシーチェアー
〒428-0014�静岡県島田市金谷泉町850-2
TEL：0547-46-2620　　FAX：0547-46-3444

■出展製品／企業紹介
4モータ搭載により独自のシートポジションが形成で
きます。ヒザ部単独昇降機能やオートプログラム内蔵
により安心安全にご使用いただけます。また、特殊素
材を装着して居住性を重視しました。
好評のフットペダルによるキャスタトータルロック機
構や停電時バッテリーパックなど便利なオプションを
ご用意しております。是非、ご試乗賜りますようお願
い申し上げます。

2� 小間番号：B-14

アイディールブレーン株式会社
〒101-0063�東京都千代田区神田淡路町2-105�ワテラスアネックス13F
TEL：03-5289-0066　　FAX：03-5289-0067
https://ibrain.jp

■出展製品／企業紹介
世界一薄い免震装置｜ミューソレーターTM

大地震から、透析液供給装置・RO装置・A/B粉末剤自
動溶解装置の転倒、機器内部の破損を防ぎます。
ミューソレーターTMは、従来型免震装置の約半額とい
う価格を実現しつつ、従来型以上の安全性を確保。
また、厚さわずか5mmのため、室内空間を犠牲にする
ことなく設置することが可能です。
機器の地震対策は、医療機関への導入実績豊富な
ミューソレーターTMをご検討ください。

3� 小間番号：C-39

株式会社アグリス
〒101-0047�東京都千代田区内神田1-6-6�MIFビル6F
TEL：03-3233-2077　　FAX：03-3233-2079

■出展製品／企業紹介
ニーズに合わせて選べる人工透析ケアセット「SEE
パックα」「ESキット」「EPACK」「エコフィルケアキッ
ト」が国内で多くのシェアを頂いております。また私た
ちアグリスはお客様のさらなるご要望にお応えするべ
く、新商品の開発に邁進し続けております。

【新商品】
本学会では、リニューアルされた「透析用止血バンド」
や「災害時の緊急離脱セット」なども展示しておりま
す。感染症対策を実施してお待ちしておりますので、
お気軽にブースまでお立ち寄りください。

4� 小間番号：C-25

旭化成メディカル株式会社
〒100-0006�東京都千代田区有楽町1-1-2�日比谷三井タワー
TEL：03-6699-3750　　FAX：03-6699-3752
www.asahikasei-medical.co.jp

■出展製品／企業紹介
    "かけがえのない「いのち」にさらなる可能性を"
商談/休息スペースに、学会のメイン会場等の中継も設
けております。お気軽にご来場ください。今回も株式
会社ジェイ・エム・エスとの共同展示です。
◆弊社は血液浄化分野において様々な製品開発に取り
組んでおります。ヘモダイアフィルタ「ABH®シリーズ」
を中心に、ビタミンE固定化ポリスルホンダイアライ
ザ「VPS®シリーズ」、ポリスルホンダイアライザ「APS®
シリーズ」の特徴についてご紹介致します。過去のダイ
アライザも展示予定ですのでお楽しみ下さい。
1.透析関連製品(ABH、VPS、APSシリーズ)
2.�透析周辺商材(炭酸足浴料、除菌ワイパー、各種洗浄
剤、透析用水検査)
3.�アフェレシス関連�(CRRT、CART、PE)、多用途血液
処理用装置
◆旭化成グループ企業理念『世界の人びとの“いのち”と
“くらし”に貢献します。』のもと変わりゆく透析環境の
中で「進化/ニーズヘの対応力」、「品質/安全・安心・安
定」をコンセプトに製品開発/提供に努めております。



5� 小間番号：B-10

アステラス製薬株式会社
〒103-8411�東京都中央区日本橋本町2-5-1
TEL：03-3244-3000　　FAX：03-3244-6505
https://www.astellas.com/jp/

■企業紹介
アステラス製薬は、東京に本社を置き、「先端・信頼の
医薬で、世界の人々の健康に貢献する」ことを経営理念
に掲げる製薬企業です。
■出展製品
『エベレンゾ錠　(一般名：ロキサデュスタット)』
2019年11月、腎性貧血治療の新たな選択肢として世界初
となるHIF-PH阻害薬としてエベレンゾ錠が透析施行中
の腎性貧血の適応で発売され、2020年11月には保存期慢
性腎臓病に伴う貧血にも使用可能になりました。
アステラス製薬はアンメットメディカルニーズが存在
する透析期の腎性貧血に対する新たな治療選択肢とし
てエベレンゾ錠を提供することで、腎性貧血患者さんと
その治療に携わる医療関係者に一層貢献していきます。

6� 小間番号：B-05

アムテック株式会社
〒550-0002�大阪府大阪市西区江戸堀1-27-9
TEL：06-6447-6555　　FAX：06-6447-6533
http://www.amtecnet.co.jp/

■出展製品／企業紹介
アムテック株式会社は、長年研究開発を実施してきた
経験と実績をもとに、透析液清浄化に貢献します。

【新製品のご紹介】
●排水基準対応炭酸カルシウムスケール溶解剤
　「サンフリーCi」
アムテックは、下水道法排水基準値(ｐH5を超え、9未満)
に対応した炭酸カルシウムスケール溶解剤を発売いたし
ました。

【主なラインアップ】
●塩素系除菌洗浄剤「HIDEC」、「ECO-200」
●過酢酸系洗浄剤併用型塩素系除菌洗浄剤「HIDEC-TT」
●過酢酸系除菌洗浄剤「Sanacideシリーズ」
●炭酸カルシウムスケール溶解剤「サンフリーシリーズ」
●各種医療器具用洗浄剤および洗浄評価インジケータ

7� 小間番号：C-29

株式会社アワジテック
〒652-0811�兵庫県神戸市兵庫区新開地3-1-14
TEL：078-367-8820　　FAX：078-367-8850
http://�www.awaji-tec.com

■出展製品／企業紹介
出血感知センサー『ブリーディングセンサー』は、全国
約300か所以上の透析施設において、出血事故・自己抜
針予防に資する装置としてご使用頂いています。　　
●出血感知センサー『ブリーディングセンサー』は、透
析治療中の穿刺部からの漏血を素早く少量で感知して
お知らせする製品です。シートタイプのセンサーと
テープタイプのセンサーの2種類がございます。透析装
置との連動も可能です。
●腕固定ホルダー『ネットシーネ』　
抜針予防に有効なうえ、通気性にも優れ、洗浄・消毒・
滅菌が可能なシーネ。
当日は、これらの製品を展示しておりますので、是非、
当ブースまでお気軽にお越しください。

8� 小間番号：C-32
NPO法人いつでもどこでも血液浄化 
インターナショナル
〒231-0032�神奈川県横浜市中区不老町1-2-1�中央第六関内ビル3階302号VIT横浜内
TEL：045-228-7421　　FAX：045-228-7423
http://ubpi.kenkyuukai.jp/

■出展製品／企業紹介
NPO法人いつでもどこでも血液浄化インターナショナルは
2005年に発足し、「発展途上国における適正な血液浄化療法の
普及」を目指し活動をしています
・バックマイ病院(ベトナム)腎臓内科への透析室設立支援と
シャント手術指導
・Sen�Sok国際大学付属病院(カンボジア)における血液浄化セ
ンター設立支援
・カンボジア医療スタッフの研修及び技術指導、医学部学生、
医師への腎不全医療の教育指導
・Cambodian�Journal�of�Nephrologyの発刊およびカンボジア
腎臓学会設立支援
・ベトナム・カンボジア・ミャンマー・ラオスの透析施設にお
ける水質調査を通じての、今後の発展途上国に必要な支援の研
究・学会発表・論文発表
・ホーチミン市透析医学会、カンボジア腎臓学会およびラオス
腎臓学会設立への協力
・ミャンマー・カンボジアと日本の大学の協力関係の構築支援
・カンボジア・ラオスでの初のWorld�Kidney�Dayイベント実行
の支援

日本腎不全栄養研究会におけるカンボジア人医学生の学会発
表指導とカンボジアでの腎不全医療セミナー



9� 小間番号：C-05

株式会社イノチア
〒465-0081�愛知県名古屋市名東区高間町551番地
TEL：052-702-4300　　FAX：052-702-4343
http://www.inocheer.co.jp/

■企業紹介
　弊社は「命のサポート」を基本テーマとし、医療業界
から信頼される企業をめざす、透析及び泌尿器科の医
療機器を主に取扱う医療機器・医薬品の代理店です。
今回は血流改善及び保温効果の高いと言われている水
素発生装置と穿刺技術の向上を目的とした穿刺トレー
ニング製品をご紹介致します。
■出展製品
◆H2�EXCEED�POWER�BATH
　人間の身体は加齢と共に体力が低下し、衰えていき
ます。その原因の要素で最も大きいと言われているの
が活性酸素の増加です。水素はその活性酸素を体外に
最も効率よく排出する抗酸化作用があると言われてい
ます。気泡のサイズが0.001mm以下で、非常に小さな
マイクロナノバブルが皮膚の奥深くまで浸透していく
ことにより、血流改善及び高い保温効果を発揮します。
◆刺んぷる(しんぷる)
　穿刺の練習に特化したトレーニングキットです。
16Gの針で血管1本あたり2～3回の穿刺練習が可能で
す。皮膚シートを介して穿刺練習を行います。皮膚シー
トを都度めくって針先の挿入状態を視覚的に確認でき
ます。

10� 小間番号：B-25

株式会社HSP-テクノ
〒819-1116�福岡県糸島市前原中央2-2-22
TEL：092-332-2825　　FAX：092-327-2448
http://hsp-techno.jp/

■出展製品／企業紹介
【透析用次亜水洗浄装置トリプルクリーンTCD】
㏗6.5前後の2液混合の弱酸性次亜塩素酸水(以下次亜
水)による透析用洗浄消毒装置です。次亜水及び次亜水
作成のために混合する次亜塩素酸ナトリウムと塩酸を
それぞれ単体で供給することができ、除菌だけではな
くタンパク汚れや炭酸カルシウムの除去を効率よく行
います。また、次亜水装置の欠点である錆の発生につ
いても対策しています。
【排水㏗調整装置】
トリプルクリーンTCDと連動して、次亜塩素酸ナトリ
ウム及び塩酸洗浄工程時に、透析の排液管に中和剤を
適量注入する装置です。排液管の設置状況等の条件は
ありますが、簡単なシステムで安価に㏗管理が可能で
す。ビルクリニック等で排液管理にお困りのご施設様
は是非ご相談下さい。

弊社は福岡の「障がい者施設�小富士園」と連携し、次亜
水及び次亜水の生成装置の製造・販売を通じて障がい
のある方の雇用支援を行っています。今回、透析用洗
浄装置を開発しましたので紹介させて頂きます。是非
弊社ブースにお立ち寄り下さい。

11� 小間番号：B-04

株式会社エー・アンド・デイ
〒170-0013�東京都豊島区東池袋3-23-14�ダイハツ・ニッセイ池袋ビル5F
TEL：03-5391-6120　　FAX：03-5391-1566
https://www.aandd.co.jp

■出展製品／企業紹介
エー・アンド・デイは株式会社タニタと健康計測機器分
野で業務提携を開始しました。体組成分野で新たな提案を
すべく、豊富なエビデンスを持つタニタ社の最新体組成分
析アルゴリズムを搭載した機器を展開します。第一弾とし
て『自動身長計付き体組成計�AD-6551』を展示します。
また、手すり付で車イス乗車のままでも計量できる『バリ
アフリースケール�AD-6105N』や、感染症対策として血圧
測定時の消毒作業の軽減や接触防止に役立つ腕カバーな
どもブースでご紹介します。皆様の来場を心よりお待ちし
ております。

12� 小間番号：C-42

株式会社エムビーテック
〒111-0041�東京都台東区元浅草1-5-1�本島ビル302
TEL：03-3843-7373　　FAX：03-3845-8578
http://www.mbtec.co.jp/

■出展製品／企業紹介
透析医療支援電子カルテシステム【透析Synapse】

”情報の共有化実現を目的とした電子カルテシステム
です”

◆電子カルテ・オーダリング・透析医療支援システム・
装置連携を本システムで対応しております

◆各社装置との連携はメーカーが混在していても対応
可能です
※血液透析装置に関する通信共通プロトコルVer4.0対
応予定

◆入院患者の病床管理機能を備え、透析時以外の病棟
内における経過・実施記録も迅速に把握することが出
来ます



13� 小間番号：B-28

株式会社おいしい健康
〒103-0006�東京都中央区日本橋富沢町6-4�WORK�EDITION�NINGYOCHO4,5階
TEL：050-1742-0701　　FAX：03-4586-9689
https://corp.oishi-kenko.com/

■出展製品／企業紹介
「誰もがいつまでも、おいしく食べられるように」
あるがままの食を大切にしながら健康と予防を実現し、高齢
や病気であっても、日々を幸せに過ごせる未来へ。おいしい
健康は、ごちそうさまという幸せを通じて、世界の食、医療、
幸せへの貢献を目指す、社会課題解決型スタートアップで
す。出展製品はWeb/アプリ サービス 『おいしい健康』です。
9000品以上の管理栄養士監修レシピを、ユーザーの健康状
態・家事環境などに合わせパーソナライズし、食事療法を支
援するサービスです。家庭の負担を減らす食生活支援するこ
とで、「こころとからだが、おいしい」サービスを目指します。

14� 小間番号：C-53

大塚食品株式会社
〒101-0048�東京都千代田区神田司町2-11-1�明治安田損害保険ビル3階
TEL：03-3219-1670　　FAX：03-3219-1688

■出展製品／企業紹介
マイサイズシリーズで「健康は、計算できる。」

●マイサイズシリーズは全て100kcal�塩分2g以下。
●箱ごとレンジで加熱できるので調理が簡単！
●塩分コントロールが必要な方には「おいしくて
　塩分1g」シリーズで塩分コントロールをサポート
●マイサイズのアレンジレシピで、毎日の料理に
　ひと工夫。

15� 小間番号：C-12

株式会社オカムラ 
〒102-0094�東京都千代田区紀尾井町4-1�ニューオータニガーデンコート25階
TEL：03-5539-6458　　FAX：03-5539-6463
https://www.okamura.co.jp/solutions/healthcare/

■出展製品／企業紹介
人工透析や化学療法に最適なチェアベッド「イプシアシ
リーズ」はボリューム感あるシート、リモコン操作による傾
斜角度や高さ調整、フットバーによるフットケアなどの機
能で長時間の治療に心地良さと安心を提供します。
またパネルシステム「マルチヴァンドサスティア」はプライ
バシー確保出来る個室空間を作ることが出来るほか、オー
プンドアを使用することでストレッチャーなどの出入りし
やすい、スペース効率を最大限に活かした空間を作れます。
ブースにおいては実機および映像、カタログ等でご説明さ
せて頂きます。

16� 小間番号：C-57

オックスフォード・イムノテック株式会社
〒222-0033�神奈川県横浜市港北区新横浜3-8-8�日総第16ビル8F
TEL：045-473-8005　　FAX：045-473-8006
http://www.tspot-tb.jp

■出展製品／企業紹介
出展製品：インターフェロンγ遊離試験キット「T-SPOT.TB」
製品の使用目的：活動性結核、潜在性結核感染症の診
断の補助
インターフェロンγ遊離試験(IGRA)は、結核菌特異抗
原を用い、エフェクターT細胞を刺激することにより産
生されたインターフェロンγを測定する検査です。透析
患者様は、結核発病の相対危険度は10～25倍と言われ
ています。当検査は、抗原性の違いからBCG接種やほと
んどの非定型抗酸菌の影響を受けず、ツベルクリン反
応検査と比べ感度・特異度が向上していることが大き
な特長です。IGRA検査は、①結核接触者健診、②医療
従事者の健康管理、③結核発病リスクの高い患者の健
康管理、④活動性結核の補助診断に用いられています。



17� 小間番号：B-29

株式会社カネカメディックス
〒107-6028�東京都港区赤坂1-12-32�アーク森ビル27階
TEL：03-3181-4100　　FAX：03-3588-7170
http://www.kaneka-med.jp/

■出展製品／企業紹介
私たちは、透析患者様のQOL向上と、更なる医療の発展を
支える製品技術を提供いたします。
◆レオカーナ
閉塞性動脈硬化症(ASO)に対する新たな治療方法が誕生し
ました。救肢のための治療として直接血液灌流(DHP)型で、
LDL-C値の条件なく使用可能の新製品です。
◆SPP(皮膚灌流圧)測定装置PAD4000
PAD患者の重症度評価や下肢切断時の創傷治癒予測、各種
治療の効果確認に用いられ、治療方針選択の情報を提供し
ます。
◆CART
高TP腹水に対応できる濾過性能のマスキュア腹水濾過と、
大面積による腹水の大量処理が可能なマスキュア腹水濃縮
フィルタをご紹介いたします。
◆リクセル
維持血液透析に併用し、β2ミクログロブリンを選択的に吸
着・除去し、透析アミロイド症に起因する痛み及びQOLを
改善し、悪化を予防します。
◆VAIVT関連製品
標準型高通過セミコンプライアントPTAバルーン「大銀杏
NEO」、YOROI・SHIRANUIシリーズなどのPTAバルーンや
血栓吸引カテーテル「ThrombusterⅡ」を紹介いたします。

18� 小間番号：C-36

川本産業株式会社
〒540-0012�大阪府大阪市中央区谷町2-6-4
TEL：06-6943-8961　　FAX：06-6943-8971
https://www.kawamoto-sangyo.co.jp

■出展製品
◇アルギセーブ(止血用パッド)
　血液・浸出液などの体液を吸収してゲル化する、アルギ
ン酸カルシウム繊維を用いた止血用パッドです。透析療法
終了後等の穿刺部分への圧迫止血にご使用いただけます。
特に、止血困難な方へのご使用をお勧めします。

◇アイシールド(PPE関連製品)
　血液や体液の飛沫から目を守る、使い切りタイプの保護�
メガネです。
「製品特徴」
・防曇加工　⇒　曇りにくく、良好な視界を維持します。
・高い透過率　⇒　クリアな視界を維持します。
・低い反射率　⇒　�乱反射を抑え、良好な視界を維持しま

す。
・両面保護フィルム付　⇒　�使用直前まで指紋の付着や傷

を防ぎます。
・フレーム5色展開　⇒　人や用途で使い分けが可能です。

■企業紹介
弊社は、医療・衛生材料の総合サプライヤーとして、現場
のニーズを捉えた高品質な製品を国内外に提供し、社会の
保健衛生の向上に貢献します。

19� 小間番号：C-21

協和キリン株式会社
〒100-0004�東京都千代田区大手町1-9-2�大手町フィナンシャルシティ�グランキューブ
TEL：03-5205-7200　　FAX：03-5205-7174
https://medical.kyowakirin.co.jp/

■出展製品／企業紹介
協和キリンは、イノベーションへの情熱と多様な個性
が輝くチームの力で、日本発のグローバル・スペシャ
リティファーマとして病気と向き合う人々に笑顔をも
たらすLife-changingな価値の継続的な創出を実現する
ために活動しています。
また、腎カテゴリーのリーディングカンパニーとして、
腎性貧血治療剤「ダーブロック」「ダルベポエチン�アル
ファ注シリンジ「KKF」」、維持透析下の二次性副甲状腺
機能亢進症治療剤「オルケディア®」などを通じて、慢性
腎臓病(CKD)の合併症治療に貢献しています。
さらに、CKDの原因の一つである2型糖尿病の治療剤
「オングリザ®」を含め、糖尿病、CKDのトータルケアに
貢献しています。

CKDとたたかう患者さんとご家族がいます。
それを支える医療従事者のみなさんがいます。
わたしたち協和キリンは、これからもCKDとたたかう
すべての患者さんの笑顔に貢献するために、さまざま
な情報を提供してまいります。
わたしたちだからできることを大切に、CKDとたたか
う人々の支えになりたい。
それが協和キリンの願いです。

20� 小間番号：C-59

株式会社クマノミ出版
〒617-0837�京都府長岡京市久貝2-7-29-109
TEL：075-950-1005　　FAX：075-950-1008
http//www.kumanomi.co.jp

■出展製品／企業紹介
全国の新聞から情報を集めた、ユニークで便利な新聞
スクラップの月刊誌

「新聞記事からできた本　医療と健康」「新聞記事から
できた本�こども」を

ご紹介します。

本誌の特徴：

①1か月900円(税抜き)の価格で直接お届けします。

②前月の新聞記事をまとめ翌月15日発行。

③朝日、産経、東京、毎日、読売他、全国紙・地方紙の
新聞各社の使用許諾を得た上で発行しています。



21� 小間番号：C-19

クリーンケミカル株式会社
〒567-0865�大阪府茨木市横江1丁目12番14号
TEL：072-632-2253　　FAX：072-632-2263
http://www.cleanchemical.co.jp

■出展製品／企業紹介
当社は医療用洗浄剤の開発・販売を専門とする洗浄剤
メーカーです。
透析ラインの清浄化をサポートさせて頂く洗浄剤と致
しまして蛋白除去を目的とした「ダイラケミシリーズ」
と炭酸カルシウム除去を目的とした「キノーサンシ
リーズ」などを販売させて頂いております。
昨年より中和処理を不要とした中性タイプの炭酸カル
シウム除去剤「ニュートル」を販売開始しております。
その他、透析ラインの清浄化を更に向上して頂くため
に様々な透析関連製品を展示ブースにご用意してお待
ちしております。是非、当ブースまでお立寄り下さい。

●塩素系洗浄剤
【ダイラケミL-100X】
●中性炭酸カルシウム除去剤
【ニュートル】
●炭酸カルシウム除去剤
【キノーサンL-200・キノーサンR-200】
●過酢酸系洗浄剤
【キノーサンPA-400・キノーサンPA-remo】
●プライミングロート用タブレット洗浄剤
【クリーンPON・SUN-JOE】

22� 小間番号：C-13

グリーン情報システムズ株式会社
〒713-8103�岡山県倉敷市玉島乙島7060-1
TEL：086-526-6218　　FAX：086-526-6275
https://www.gis.or.jp

■出展製品／企業紹介
グリーン情報システムズは、透析業務における手書きを
可能な限り削減し電子データ化することで作業効率化、
ペーパーレス化、透析現場の「ゆとりの時間」に繋がると
信じて、約25年前より透析支援システム「Dr.HEMODY」
を開発・販売しております。
当日ブースではクラウドサービスを利用した最新版の
「Dr.HEMODY�JASPER」とサーマル付き顔認証端末を採
用した体重計測値取り込みシステムを展示いたします。
レスポンス感など、ぜひ弊社ブースにてご体感ください。

23� 小間番号：C-30

ケイアールディジャパン株式会社
〒134-0083�東京都江戸川区中葛西3丁目2番5号�村岡ビル2F
TEL：03-5659-2024　　FAX：03-5659-2025
https://www.krdjapan.com

■出展製品／企業紹介
透析装置や医療器具に用いる除菌洗浄剤は、清浄化や
感染対策の重要なツールです。弊社はその達成に十分
対応できる医薬品レベルの製品をお届け致します。
『ヘモクリーン』国内で唯一FDAの認可(ClassⅡ)を取
得した透析装置と配管用除菌洗浄剤で単剤での高い除
菌能と洗浄力を備えた過酢酸系除菌洗浄剤です。
『ヘモクリーンC』熱水消毒の問題とされる有機物に対
し、洗浄効果(酸化分解)に優れた有機酸を配合した熱
水併用型のクエン酸系洗浄剤です。
『スコテリン』外来及び中材や手術室での医療器具や内
視鏡にご使用いただける除菌洗浄効果の高い浸漬タイ
プの過酢酸系除菌洗浄剤です。刺激臭を抑え室内で医
療器具の除菌洗浄にご使用いただけます。またカプラ
洗浄にもご使用いただいております。

24� 小間番号：B-15

コヴィディエンジャパン株式会社
〒108-0075�東京都港区港南1-2-70�品川シーズンテラス22階
TEL：080-2208-4210　　FAX：03-6774-4625
www.medtronic.co.jp

■出展製品／企業紹介
2015年にメドトロニックとコヴィディエンは世界160カ国以
上において事業を統合致しました。取り扱う製品は互いに高
い補完性をもち、イノベーションと医療技術により慢性期お
よび急性期の疾患治療に貢献してまいります。
コヴィディエンジャパン株式会社�リーナルケア�ソリュー
ションでは、急性期、慢性期で血液浄化を必要とする患者さ
んのためのアクセスデバイス(針刺し防止機能付透析用留置
針、短期及び長期留置カテーテル、穿刺をサポートするエ
コー)を取り扱っております。アクセスデバイスをビジネス
の基盤とし、今後は治療デバイスを導入することによって、
総合的なリーナルケアソリューションプロパイダーを目指し
ます。弊社展示ブースでは上記3製品を展示しておりますの
で、ぜひお立ち寄りください。
また弊社ホームページ、または医療従事者向けウェブサイト
Renal-Boardでも製品情報やセミナー動画等の各種コンテンツ
をご提供させて頂いておりますので、ぜひ一度ご覧ください。



25� 小間番号：B-21

亘陽テクノ株式会社
〒454-0846�愛知県名古屋市中川区上流町2-31-3�亘陽テクノ株式会社中川事務所
TEL：052-655-6634　　FAX：052-655-6635
https://koyotechno.com/

■出展製品／企業紹介
　我々は、「使用者ベネフィットを最優先！」をモットー
に、より良い医療・介護関連製品を開発・販売するため、
2019年12月に亘陽テクノ株式会社を設立いたしました。
　今回、省スペース、多機能・高性能チェアーとして高
く評価頂いている「ネルスワール」を展示いたします。
是非、ベッドポジションやショックポジションなど6通
りの姿勢を体験ください。シートだけでなくサイドパ
ネルについても色をお選びいただけます。また、フット
サポートバー、幅広タイプのアームレスト、ヒーターな
どオプションも豊富に取り揃えております。これらに
つきましては、弊社Webでご確認できます。
　各種アームレストの形
状や角度についても開発
中で、小回りの利く企業
として皆様のご要望にで
きる限りお応えいたしま
す。充実感が高まった「ネ
ルスワール」を弊社ブー
スでご体感いただき、忌
憚のないご意見を賜れば
と思っております。

26� 小間番号：C-50

興和株式会社
〒103-0022�東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
TEL：03-3279-7093　　FAX：03-3279-7727
https://medical.kowa.co.jp/

■出展製品／企業紹介
　興和株式会社は、研究・開発から製造・販売までの
垂直統合が確立されていることにより、“より安全で安
心な製品”をお届けしています。また国内のみならず世
界各地に研究網・販売網を張り巡らせることで、より
グローバルに活動を広げながら、皆さまの健康と笑顔
を支える確かな力を育んでいます。
　血清カリウム抑制剤「カリメート」は腸管内のカリウ
ムイオンを構造中のカルシウムイオンと交換し、血中
カリウム値を低下させるCa型陽イオン交換樹脂(Ca型
レジン)です。懸濁性、服用感並びに携帯性の改善等を
目的に開発された、カリメート経口液20%を製造販売
しております。製品DIは弊社HPをご参照ください。

27� 小間番号：C-56

サラヤ株式会社
〒541-0051�大阪府大阪市中央区備後町4-2-5
TEL：06-4706-3952　　FAX：06-6209-0241
https://med.saraya.com/

■出展製品／企業紹介
透析装置や配管に付着したバイオフィルムや炭酸カル
シウムの除去に最適な過酢酸系洗浄除菌剤、感染対策の
基本である手指衛生用品、手が頻繁に触れる環境表面の
洗浄や除菌のための環境衛生用品、針や鋭利物を取り扱
う医療従事者のための医療安全用品など、幅広いライン
ナップで透析室の感染対策をサポートいたします。
・透析装置専用�過酢酸系洗浄除菌剤�「サラティブPA」
・手指衛生用品(手洗い剤、速乾性手指消毒剤など)
・環境衛生用品(洗浄・除菌クロスなど)
・医療安全用品(針捨てBOX、駆血帯など)

28� 小間番号：C-52

三建設備工業株式会社
〒104-0033�東京都中央区新川1-17-21�茅場町ファーストビル10F
TEL：03-6280-2574　　FAX：03-5540-3263

■出展製品／企業紹介
�透析室の空調・換気でお困りの事はありませんか？「感
染症対策で室圧を変えたい・換気量を増やしたい、空調
の風が不快、省エネルギーな施設を新築したい」などの
お悩みやご要望をお聞かせ下さい。当社は環境創造企業
として、以下の様なお客様のニーズにお応えします。
●感染症対応換気システム
平常時では給気・排気を等圧または陽圧で使用してい
る部屋を感染拡大時には排気の割合を増やし陰圧に切
り替え、室内空気の流出を抑制することが可能なシス
テムをご提案します。※既存建物の場合は別途ご相談
願います。
●ふく射空調
長時間にわたる透析治療に不快な風を感じない空調で
す。室内の温度分布も均一で湿度にも配慮した快適な
空間をご提案します。導入実績は50件を超え、患者様・
スタッフ様にも高評価をいただいております。
●スマートクリニック/ＺＥＢ
高断熱部材・高効率機器を用いるなど建物全体の省エ
ネルギーと、在室者の快適性を両立させた施設を新築
計画にご提案します。また、立地や運用方法の諸条件
より太陽光・太陽熱などの自然エネルギー導入の有効
性を検討の上ご提案します。



29� 小間番号：B-27

サンスター株式会社
〒569-1134�大阪府高槻市朝日町3－1
TEL：072-682-5541　　FAX：072-631-4734

■出展製品／企業紹介
サンスター株式会社の健康食品は、30年以上の歴史を
持ち、お客様に健康をお届けしています。
手軽においしく続けられ、自然の栄養とおいしさが
たっぷり。
本学会ではその中から、特保『緑でサラナ』や『健康道場　
緑黄野菜』などを展示、お試しいただけます。
中でもイチオシは『緑でサラナ』。
サンスター株式会社は、野菜(ブロッコリー・キャベツ)
由来のSMCS(天然アミノ酸)にコレステロール低下作
用があることを確認。
10年以上にわたる研究の結果、『緑でサラナ』は国から
特定保健用食品の表示許可を取得しています。
日本で唯一、野菜のチカラ(SMCS)でコレステロール
を下げる特定保健用食品です。

30� 小間番号：C-46

山陽精工株式会社
〒409-0616�山梨県大月市猿橋町小沢1435
TEL：0554-22-1036　　FAX：0554-22-7076
https://sanyoseiko.co.jp/

■出展製品／企業紹介
ARTERIOVISION�MS-3000は、末梢動脈疾患(PAD)と心血管
イベントリスクを簡便・迅速・定量的に評価する為の血圧脈
波検査装置です。
ABI/PWVの標準検査に加え、局所動脈硬化度を評価する為
のASI(Arterial�Stiffness� Index)も一度に測定が可能で、血管
と心臓に関わる検査が1台で完結します。定期検査にご利用
いただくことで、動脈硬化の早期発見と治療に役立ちます。
装置本体はあらゆるシーンで利用可能なコンパクト設計で
す。
この機会に当社ブースで実機をお確かめください。

31� 小間番号：C-07

GEヘルスケア・ジャパン株式会社
〒191-8503�東京都日野市旭が丘4-7-127
TEL：0120-202-021　　FAX：042-585-3077
www.gehealthcare.co.jp

■出展製品／企業紹介
腹部、循環器、表在、血管、透析、産婦人科、泌尿器科、
整形外科、術中、検診…。より専門化された超音波診断
が臨床領域で求められています。
GE�Healthcareでは先生方の患者様へつながる検査環
境や使用用途を考えながら、日本を含む世界中の開発
チームが密接にリンクし超音波診断装置を開発し続け
ています。
多目的汎用のLOGIQ／Versanaシリーズ、Point�of�Care
向けのVenueシリーズ、ポケットサイズのVscan�Extend
他、幅広いラインアップで透析に携わる先生方の様々
なニーズにお応えいたします。先生方がお探しの超音
波診断装置がここにあります。

32� 小間番号：C-41

シーホネンス株式会社
〒537-0001�大阪府大阪市東成区深江北3-10-17
TEL：06-6973-3471　　FAX：06-6973-3440
http://www.seahonence.co.jp/

■出展製品／企業紹介
【透析室・化学療法室向けベッド「DXシリーズ」】
全幅78ｃｍ、全長212ｃｍの業界一の省スペース設計！限
られたスペースで、感染対策を考慮しつつ、ベッドを数多
く並べて設置する場合にも最適です。さらにまっすぐ昇降
する垂直ハイロー機能で、ベッド間のスペースを十分取る
ことができ、動線の確保が容易となります。また安楽姿勢
を保つヘッドレスト機能を装備し、長時間でも快適にお使
いいただけます。
　
そして、眠りの質を研究し続けているエアウィーヴより透
析ベッド向けマットレスが登場。貴施設のブランディング
にお役立ていただけます。是非ブースでご体感下さい。



33� 小間番号：C-25

株式会社ジェイ・エム・エス
〒140-0013�東京都品川区南大井1-13-5�新南大井ビル11階
TEL：03-6404-0602　　FAX：03-6404-0612
https://www.jms.cc/

■出展製品／企業紹介
株式会社ジェイ・エム・エスは血液透析・腹膜透析に必
要とされる製品を総合的に取り揃え、透析医療の安全と患
者様のQOL向上に貢献できる製品を提供しております。
総合的血液浄化製品の提案・提供を旭化成メディカル株
式会社とCollaborationした展示で提供いたします。
Simple�&�Safe�Operationをコンセプトとした透析装置
『GC-X01』(オプション：Crit-Sign�Monitor，BVプロ機能)，
血液透析カテーテルと血液回路の接続コネクタ『ツイン
シールド®』，非観血的に皮膚表面下の微小循環血流量を
測定するレーザ血流計『ポケットLDF』，透析医療管理には
欠かせない透析情報システム『ERGOTRI®』並びに在宅腹
膜透析医療であるCAPDシステムなど、透析医療に関する
全てのニーズに対応できる総合的製品ラインナップして
おります。今回は携帯型心電計『myBeatホームECG』(タブ
レット等で心電図波形を管理・表示)もご紹介します。み
なさまのご来場を心よりお待ちいたしております。

34� 小間番号：C-35

株式会社ジェイ・シー・ティ
〒731-0138�広島県広島市安佐南区祇園1-28-7
TEL：082-871-3308　　FAX：082-850-3235
http://www.jct-inc.jp

■出展製品／企業紹介
●フットケア用ドリル、各種ニッパー、ヤスリ
フットケア用ドリルは振動が少なく静かであると評価
をいただいております。足のモデルと一緒に展示して
おりますので是非、ご体験にご来場ください。ニッ
パー、ヤスリは滅菌可能す。ドリルで削ったときの粉
塵対策品も展示をしております。
フットケアに取組まれているスタッフの方の一助けに
なれば幸いです。
●手術用鋼製小物
持針器、剪刀、開創器など。
■最先端医療機器を提供するとともに、医療の安全性
の確保と患者様の早期回復及びハイクオリティ・オブ・
ライフの実現に貢献いたします。
　皆様のご来場を心よりお待ちしております。

35� 小間番号：C-03

株式会社JIMRO
〒151-0063�東京都渋谷区富ヶ谷2-41-12�富ヶ谷小川ビル
TEL：0120-677-170　　FAX：03-3469-9352
https://www.jimro.co.jp/

■出展製品／企業紹介
(株)JIMROは群馬県高崎市に本社のある医療機器メーカー
です。弊社が開発した「アダカラム」は血液から顆粒球・単
球を吸着除去する目的で用いられます。この治療はその原
理から「顆粒球吸着療法」と呼ばれております。
2000年4月に潰瘍性大腸炎、2009年1月にクローン病、2012
年10月に膿疱性乾癬、さらに2019年11月に乾癬性関節炎に
保険適用となりました。消化器疾患での印象がありますが、
最近では皮膚・関節炎の分野でも使用が広まっております。
製品について皆様に広くご理解いただくために資料等を取
り揃えてお待ちしております。ぜひ、お立ち寄り下さい。

36� 小間番号：B-16

株式会社ジャパン・リリーフ
〒108-0023�東京都港区芝浦4-9-25�芝浦スクエアビル12F
TEL：03-5427-7650　　FAX：03-5427-7654
https://www.japan-relief.co.jp/

■出展製品／企業紹介
弊社は、人工透析医療を行う病院・クリニック様と透
析患者様を、全国にて安全・安心で結ぶ送迎サービス
のプロフェッショナルです。ブースでは、長年の経験
で培ったノウハウによる、各医療施設様の状況に合わ
せた、患者様の送迎サービスに纏わる御相談を承りま
す。
昨今、患者様に対するサービスの向上を目的に、送迎
サービスを導入している各医療施設様も増えており、
弊社独自の教育された送迎運転士が全国各地で活躍し
ております。これから送迎を始めようとされる方も、
独自に送迎を行われている方も、他社へ委託されてい
る場合でも、いま抱えておられる問題をお気軽にご相
談いただける場をご用意しております。皆様のご来場
を心よりお待ちしております。



37� 小間番号：C-55

株式会社常光
〒213-8588�神奈川県川崎市高津区宇奈根731-1
TEL：044-811-9211　　FAX：044-811-9204
https://jokoh.com

■出展製品／企業紹介
【透析液・血液用】電解質分析装置　EX-G、IoNEX
実績のある電極と透析液専用の校正システムを採用し、

「調製済透析液」、「希釈A液」、「希釈B液」の電解質(Na+、
K+、Cl-またはCa2+)濃度が高精度で測定できます。
専用の校正システムは「透析液の濃度管理の標準化」にも
対応しています。
◆EX-G(Na+、K+、Cl-)は1回/日のみの自動校正方式の採
用でランニングコストが軽減され従来にない採算性を実
現します。
◆IoNEX(Ca2+、Na+、K+、pH)は電極部の厳密な温度コン
トロールにより正確なpHと安定したCa2+値が得られます。

38� 小間番号：B-36

NPO法人食事療法サポートセンター
〒250-0874�神奈川県小田原市鴨宮223-16
TEL：0465-49-1151　　FAX：0465-46-1205
http://www.jinzosensei.com/

■企業紹介
慢性腎臓病の治療の基本は薬物療法、食事療法、運動
療法です。
食事療法は正しい知識のもと、患者が主体になって「誰
にでも出来る」「やろうと思えば出来る」治療方法です。
その大切な第一歩を支援し、継続していく上での悩み
や不安に寄り添う活動を行なっています。
このコロナ禍にあって、通院控え、運動不足の患者様
が増えています。
毎週月曜日の無料電話相談ではご家族からの相談も多
く、新しい生活スタイルの中で出来ることを増やして
いけるよう一緒に考えていきます。

39� 小間番号：C-37

seca株式会社
〒262-0011�千葉県千葉市花見川区三角町94-2
TEL：043-216-0850　　FAX：043-216-0851
www.seca.com/ja_jp.html

■出展製品／企業紹介
創立181年を迎えた世界シェアNo.1のドイツの医療用
体重計・体組成計メーカーです。人間工学に基づきデ
ザインされた製品群は世界中の医療現場に最大限の安
全性と効率性を提供しています。
当社の体成分分析装置seca�mBCAは、ゴールドスタン
ダードに匹敵する高精度な診断・治療コントロール支
援医療機器です。ドイツの高精度な測定技術とゴール
ドスタンダードを用いた臨床研究によって取得したエ
ビデンスを基に、除脂肪量、骨格筋量、体水分量、細胞
外水分量、内臓脂肪量などの各数値を算出します。分
析結果は日本人の標準値と共に表示されます。是非、
ブースでご体験ください。

40� 小間番号：C-44

ソフトマックス株式会社
〒140-0001�東京都品川区北品川4-7-35�御殿山トラストタワー7階
TEL：03-5447-7771　　FAX：03-5447-6261

■出展製品／企業紹介
ｗｅｂ型電子カルテシステム「ＰｌｕｓＵｓＶ3」は、病院
向けソリューションでありながら透析診療支援機能や慢
性疾患管理機能など診療支援機能を包含した電子カルテ
システムです。
◆豊富な透析診療支援機能
・各社装置との連携を行う事ができ、メーカー混在でも対
応が可能です。
・定期検査一括オーダー、定期処方一括オーダーなど様々
な透析場面を想定した操作性の優れたシステムです。
・データ抽出機能、検索機能を利用して診療情報の活用を
することが出来るシステムです。
◆ＴＣＯの削減
プライベートクラウドでの導入実績も豊富で、透析のグ
ループ施設にもサーバ等の資産共有、情報共有が図れ、Ｔ
ＣＯの削減にも貢献します。



41� 小間番号：B-09

ダイセン・メンブレン・システムズ株式会社
〒108-8230�東京都港区港南二丁目18番1号�JR品川イーストビル14階
TEL：03-6631-3001　　FAX：03-6631-3007
http://www.daicen.com

■出展製品／企業紹介
当社は、健全な水環境の再構築を目的に幅広い分野でメ
ンブレン(membrane：膜)を御利用いただいており、同
時に高い評価を得ております。膜メーカーとして用途に
合わせた膜モジュール(MOLSEP®)と、ニ-ズに細かく
対応できる水処理システムを御提供できることが弊社
の特徴です。メディカル部門では、長年㈱ダイセルで
培った膜分離技術と経験を生かした装置を開発し、全国
の医療機関でご使用いただいております。透析用水作製
装置では、2016年版透析液水質基準を遵守しUF膜を全
台標準装備しております。また、2段膜を搭載した(NF-
RDシステム)超純水水製造装置(EDIシステム)、熱水・
薬液消毒機能ユニットを組み込むことも可能です。
大型透析用水作製装置には、遠隔監視システム『DCM
ネット』も全台標準装備(警報通報・データ管理等)して
おります。

42� 小間番号：B-07

株式会社タチエスH&P
〒198-0025�東京都青梅市末広町1-7-8
TEL：0428-30-1920　　FAX：0428-30-1925
https://www.tachi-s-hp.co.jp

■企業紹介
株式会社タチエスH＆P【GET�WELL】は東証一部上場
企業である自動車シートシステムメーカー株式会社タ
チエスを親会社に持つ医療用電動ベッドの専門メー
カーです。
技術完成度の頂点ともいわれる自動車産業界で培われ
た人間工学と技術力をバックボーンに、医療・介護・
福祉の関連機器の開発・提供をしております。

■出展製品
◎電動スケールベッド・◎3モーター電動チェア
◎3モーター電動ベッド

43� 小間番号：C-27

株式会社タニタ
〒174-8630�東京都板橋区前野町1-14-2
TEL：03-3558-8111　　FAX：03-3558-0335

■出展製品／企業紹介
■製品概要
約35秒間という短い時間で、患者様の筋肉量や水分バ
ランスが評価できる医療用・研究用体組成計です。
■活用
・サルコペニアやフレイルに関連する筋肉量の評価に
・腎臓疾患による浮腫の程度の評価に
■特徴
タニタでは測定の精度にこだわったものづくりを行っ
ています。詳しくはブースにお越しください。

44� 小間番号：B-17

中外製薬株式会社
〒103-8324�東京都中央区日本橋室町2-1-1
TEL：03-3273-0840　　FAX：03-3281-0223
https://www.chugai-pharm.co.jp/

■出展製品／企業紹介
中外製薬は「革新的な医薬品とサービスの提供を通じ
て新しい価値を創造し、世界の医療と人々の健康に貢
献します」というミッションのもと、患者さんを最優先
に考え「すべての革新は患者さんのために」更なる貢献
を目指しています。腎・透析領域においては、腎臓病
を抱える患者さんや腎臓病に携わる方々への、医薬品
の提供とともに、疾患の治療や啓発、そして患者さん
の日々の生活に役立つ情報をお届けしています。
皆様の期待に応え、信頼される企業であり続けるよう
日々挑戦して参りますので、今後とも一層のご支援を
賜りますようお願い申し上げます。本学会の企業展示
においても、日常診療にお役立て頂ける情報をお届け
致します。ご来場を心よりお待ちしております。
「患者さんのこれからの人生をより笑顔で過ごして頂
くため、慢性腎臓病治療を積極的にサポートしていき
たい」という私たちの願いを込めた映像を制作してお
りますので、是非ご覧ください。　(「中外製薬　腎臓
からの手紙」で検索)



45� 小間番号：C-34

ＴＨＫ株式会社
〒108-8506�東京都港区芝浦2-12-10
TEL：03-5730-3866　　FAX：03-5730-1918
https://www.menshin.biz/

■出展製品／企業紹介
THKは、1971年に創業した機械要素部品のメーカーで、LMガ
イドのシェアは国内約70％、世界でも50％超を有します。こ
のLMガイドを使用した地震対策製品の免震装置は、医療関
連機器に数多く採用されています。
人工透析関連では、RO装置、透析液供給装置、透析液溶解装
置を免震装置の上に設置する事で、地震発生時に装置が守ら
れ、透析再開までの時間を早める事ができます。
また、サーバーラック、分析装置、薬品棚への導入も進んで
おり、地震で倒れては困るもの、激しく揺れては困るものに
地震時のリスク対策として導入されています。
展示エリアでは、免震装置の模型や地震の振動試験映像、採
用例などを御紹介いたします。

46� 小間番号：C-31

株式会社ディーエヌエス
〒607-8414�京都府京都市山科区御陵中内町41-8
TEL：075-366-4661　　FAX：075-366-4662

■出展製品／企業紹介
頑張らなくても『絶対』結果が出る不思議インソール
身体の不調でお悩みを抱えていませんか？
ハードワークで身体が悲鳴を上げていても、ケアをす
る時間がない。
ロフェアーチサポートは勤務時間を活かして姿勢をケ
アしてくれます。
株式会社ディーエヌエスは、医療従事者の皆様が快適
に仕事ができるように、ロフェアーチサポートを通じ
て「姿勢」のセルフケアをご提案します。
会期中は無料で足裏バランスチェックや足型測定をさ
せていただきますのでお気軽にお声かけください。

47� 小間番号：C-09

ディースリー株式会社
〒103-0001�東京都中央区日本橋小伝馬町16-8�共同ビル7F
TEL：03-5643-6753　　FAX：03-3249-1616

■企業紹介
「徹底した透析液清浄化を図りたい！」
そのような“こだわり”をお持ちの方、ぜひお問い合わ
せ下さい。弊社は界面活性剤等を使用せず、「環境にや
さしい」をモットーに掲げ、透析分野における洗浄剤の
開発・販売を専門とした洗浄剤メーカーです。

■主な出展製品
●業界初！「無臭」で「除菌」とカルシウム除去のW効果！
・アレックス
●排液基準値も原液レベルにて楽々クリア！の中性ス
ケール除去剤
・クリーク
さらに、排液基準値もクリアした上で、除菌＆洗浄も
もちろん対応した、業界初の新中性洗浄剤も近日発表！
是非弊社展示ブースへ
お立ち寄りください。

48� 小間番号：C-43

デルタ電子株式会社
〒105-0012�東京都港区芝大門2-1-14
TEL：03-5733-1582　　FAX：03-3432-2152
http://www.delta-japan.jp/

■出展製品／企業紹介
u3200t�NexGen�は米国生れのタブレット型エコーです
【主な特徴】
1、狭い場所にも使用できるタブレット型
2、FV・PS/ED測定可能
3、接続可能なプローブが豊富にご用意
4、小型でありながら高画質
5、破損に強く強靭な設計
6、専用架台も幅が59cmで狭い箇所でも使用可能



49� 小間番号：C-23

テルモ株式会社
〒163-1450�東京都新宿区西新宿3-20-2�東京オペラシティタワー
TEL：03-6742-8309　　FAX：03-6742-8019

■出展製品／企業紹介
テルモは、1921年に国民衛生の基礎を支える良質な体温
計の国産化を目指して設立されました。以来、「医療を
通じて社会に貢献する」という不変の企業理念に基づ
き、医療現場が求める先端製品をいち早く手掛けて世の
中に送り出してきました。2021年、テルモは創立100周
年を迎えます。次の100年も医療現場に価値ある製品と
サービスを提供し続けるために、事業や地域、機能を越
えたグループ総合力の強化を進めています。腎・透析事
業では、患者さんのライフスタイルを保ちやすい腹膜透
析を推進しています。近年増加している高齢の腹膜透析
患者さんにも、簡単かつ安全に腹膜透析療法を行えるよ
う、使いやすさや感染対策に配慮したデバイスを提供す
るとともに、患者さんの身体への負担軽減を目指した透
析液の開発などを通じて、患者さんの生活に寄り添うや
さしい治療に貢献していきます。

50� 小間番号：C-33

東亜新薬株式会社
〒160-0023�東京都新宿区西新宿3-2-11�新宿三井ビルディング二号館
TEL：03-3347-0771　　FAX：03-3347-0780
http://www.toashinyaku.co.jp/

■出展製品／企業紹介
東亜新薬株式会社は、創業より一貫して活性生菌製剤
に携わって参りました。1963年に酸素感受性の異なる
糖化菌、乳酸菌、酪酸菌の三菌を配合し共生効果を有
するビオスリー®配合散の販売に始まり、1965年には
ビオスリー®配合錠。そして、2016年2月に国内の活性
生菌製剤市場では初めてのビオスリー®配合OD錠を
上市致しました。ビオスリー®配合OD錠は、口腔内で
崩壊することにより水分制限の必要な患者さんで腸内
菌叢の異常に伴う消化器症状がある場合に、水なしま
たは少量の水で服用いただける活性生菌製剤です。
今後も適正使用推進を念頭に先生方の臨床の場でお役
に立てるよう努めて参ります。

51� 小間番号：C-14

東亜ディーケーケー株式会社
〒169-8648�東京都新宿区高田馬場1-29-10
TEL：03-3202-0224　　FAX：03-3202-5125
https://www.toadkk.co.jp/product_ex/dialysis/

■出展製品／企業紹介
東亜ディーケーケーは、長年培ったセンサ技術により、
信頼性の高い透析支援機器をご提供します。
●�新製品：ポータブルエンドトキシン計�ルミニッツ-P
●エンドトキシン計　ルミニッツ-ET
●�ポータブルpH計MM-41DP・排水測定オプション
●次亜塩素酸ナトリウム活性化装置　HCA-603
●A剤／B剤自動溶解装置　AHI-701・BHI-701
●ポケット残留塩素計　DR�300

52� 小間番号：B-01

東レ・メディカル株式会社
〒103-0023�東京都中央区日本橋本町2-4-1
TEL：03-6262-3818　　FAX：03-6262-3839
http://www.toray-medical.com/

■出展製品／企業紹介
東レ・メディカル㈱は、透析システムメーカとしての技
術を結集し、透析システム全体の操作性・運用性を重視
し、環境に配慮した「次世代の透析システム」を提案いた
します。
当社では、透析用水作製装置(RO装置)、多人数用透析液
供給装置、多用途透析装置、透析管理システムに至るま
で、透析関連装置を幅広く総合的に取り扱っております。
今回ご提案する「装置統合管理支援システム」は、ネット
ワークを通じてそれらの情報が共有され、各装置が連携
し、独自のアルゴリズムに基づいてシステム全体の省力
化、効率化、経済性を実現します。また、新製品である「透
析用監視装置TR-10EX」は、多種類の生体モニタリング
機能に加えて、使いやすさを追求した透析ナビゲート機
能を付加、装置デザインを一新するとともにメンテナン
ス性にも配慮した設計となっています。
本学会では、その他にも生体適合性を追求したダイアラ
イザー／ヘモダイアフィルター、(東レフィルトライザー
ⓇNF、トレライトⓇNV、トレライトⓇHDF、トレスルホン
ⓇNV)、シャントPTAに特化したバスキュラーアクセス関
連製品、敗血症に伴う重症病態を改善するトレミキシンⓇ

等の急性血液浄化関連製品も取り揃えております。
是非お立ち寄りください。



53� 小間番号：C-45

株式会社ドクターネット
〒105-0012�東京都港区芝大門2-5-5�住友芝大門ビル8階
TEL：03-3459-5665　　FAX：03-3459-5666
https://dr-net.co.jp/

■出展製品／企業紹介
今回ご紹介させていただきます『ドクターPACS�for』
は、透析患者様のドライウェイトを評価するための指
標の1つに用いられるCTR値の管理において非常に優
れた機能を、新たに備えました。
胸部単純X線画像上での直感的な操作によってCTR測
定を行えるのはもちろんのこと、1クリックで数値デー
タを取り込むことができます。
簡略化された操作により所見欄へ直接入力するミスや
漏れの心配はなくなり、ストレスフリーでご使用いた
だけると確信しています。

ぜひ当社ブースにてデモンストレーション機をご覧い
ただけると幸いです。

54� 小間番号：C-15

株式会社トマーレ
〒141-0031�東京都品川区西五反田7-13-6�五反田山崎ビル4階
TEL：03-3779-6020　　FAX：03-6740-6110
https://www.tomare.co.jp/

■出展製品／企業紹介
◆トマーレとは・・・
地域包括ケアシステムの実現へ向けて、“医療”と“介護”の情
報を共有する仕組みを作るために2012年に起業した医療情報
システムの開発会社です。

◆商品コンセプト
○透析情報共有システム“cueing”は、スタッフ間の情報共有
を円滑に行うため、体重計や透析装置(複数メーカーの装置
が混在していても対応可)との連携や、電子カルテやレセプ
トコンピュータなどの病院情報システムとの連携をシームレ
スに行います。また、タブレット端末専用アプリケーション
は、ラウンド中の業務を効率的に支援し、記録する内容や画
面レイアウトは、柔軟にカスタマイズ対応を行います。

○医療機器管理システム“ME-smart”
シンプルな構成(台帳管理、貸し出し管理、タブレット端末に
よるラウンド管理)でありながら必要な機能を有し、かつ圧
倒的に低価格です。中小規模の病院をターゲットに臨床工学
技士の方々の日々の業務を最大限サポートいたします。

○透析食の専門サイト�“透析食.com”
管理栄養士が運営する透析食の無料総合サイトです。

55� 小間番号：B-13

株式会社トヨックス
〒938-8585�富山県黒部市前沢4371
TEL：0120-52-3132　　FAX：0765-54-1052

■出展製品／企業紹介
耐圧ホースメーカーのトヨックスと大学病院が共同
開発した透析液供給システムコンポーネント。

◆透析液の生物学的汚染を抑制
　バイオフィルムの形成を抑制するフッ素樹脂ホース。
　継手の素材や形状など配管全体の清浄度を向上。

◆工事が簡単、確実かつ衛生的
　専用継手なので挿入しやすく、漏れ・抜けしない構造。
　ホースが柔軟、狭所やコーナーも1本モノで配管でき、
　液漏れや雑菌の侵入を防止。

◆日々のメンテナンス負担を軽減
　耐熱・耐薬品性、平滑性、撥水性に優れ洗浄時間短縮。

56� 小間番号：C-24

鳥居薬品株式会社
〒103-8439�東京都中央区日本橋本町3-4-1
TEL：0120-316-834　　FAX：03-3231-6890
https://www.torii.co.jp/

■出展製品／企業紹介
　本年も皆様がくつろげるスペースをご用意しており
ます。
　展示ブースでは、弊社製品に加え、診療のお役立ち
情報も提供しております。皆様のご来場を心よりお待
ちしております。



57� 小間番号：B-11

日機装株式会社
〒150-6022�東京都渋谷区恵比寿4-20-3�恵比寿ガーデンプレイスタワー22F
TEL：03-3443-3751　　FAX：03-3473-4965
https://www.nikkiso.co.jp/

■出展製品／企業紹介
日機装株式会社は、設計開発から、製造、販売、メンテ
ナンスまで自社一貫体制を誇りに
「一歩先を行く透析医療」を目指しています。

一昨年はSmart�&� Intelligentのキーワードをコンセプ
トとしたSiシリーズを発表いたしました。
この度、透析通信システムと個人用多用途透析装置を
新たに発表し、ついに「Siシリーズが完結」いたします。
新しい連携システムをぜひご体感ください。

また、会場では当社一押しのヘルスケア製品のコー
ナーを設け、空間除菌装置をフル稼働いたします。
お客様が安心してご来場いただけるように準備を整え
てお迎えいたしますので、どうぞお立寄りください

58� 小間番号：B-02

ニプロ株式会社
〒531-8510�大阪府大阪市北区本庄西3丁目9番3号
TEL：06-6372-2331　　FAX：06-6375-0669
https://www.nipro.co.jp/

■出展製品／企業紹介
　ニプロ株式会社は、透析治療関連製品、循環器治療
関連製品、検査・診断薬品、注射・輸液、医療用医薬品、
医療用ガラス部材などの幅広い分野でニーズに応える
製品・技術を提供しています。本学会ではニプロ株式
会社のニプロ総合医療ネットワーク、透析治療に関連
する装置、医療機器、医薬品を総合システムとして提
供できる体制を体感いただけるような展示ブースにて
皆様のお越しをお待ちしております。

59� 小間番号：C-40

株式会社日本医化器械製作所
〒543-0014�大阪府大阪市天王寺区玉造元町3番9号�八光ビル7階
TEL：06-6765-0223　　FAX：06-6765-0236
https://www.nihonika.co.jp/

■出展製品／企業紹介
株式会社日本医化器械製作所は1957年の創業以来、ク
リーン空間や気象空間を設定する機器や設備を製造・
販売し、規格、ガイドラインに基づく定期メンテナン
スも行っています。
当展示会では透析を行っている患者様をブース内で隔
離陰圧化できる『感染防止クリーンベッド』を出展致し
ます。コロナ禍の中、安心して患者様に透析治療をし
て頂くために最適な製品です。

60� 小間番号：B-12

日本ウォーターシステム株式会社
〒104-0032�東京都中央区八丁堀4-9-4�西野金陵ビル4階
TEL：03-4321-0147　　FAX：03-4321-0148
http://www.j-waters.co.jp

■出展製品／企業紹介
日本ウォーターシステム株式会社は、透析用水作製装置
のトップシェアメーカーとして「透析液清浄化と環境へ
の対応」をテーマに様々な製品を提案しております。

本学会では、2種類の個人用透析用水作製装置「MJ」を
出展致します。

・病棟透析用「MJ」
　薬液消毒機能を標準装備

・在宅透析用「MJ」
　「Jモニター」を標準装備

「MJ」シリーズは、コンパクト設計で、操作性・静音性に
優れており、多くのお客様からご好評頂いております。

これからも開発テーマである「Clean・Compact・Eco」
を継続し、お客様のニーズに幅広く対応して参ります。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。



61� 小間番号：C-54

日本衛材株式会社
〒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/

■企業紹介
日本衛材株式会社は、包帯を主とした医療衛生材料
メーカーです。日本製にこだわり、良質な製品の供給
で医療を支えることをモットーとしております。本学
会では、透析時など抜針後の止血に最適な『NEクラン
プ』や『NEストラップ』(止血バンド)、腕固定ホルダー、
回路固定用ベルトなどの抜管防止用のアイテムを展示
させていただきます。今回は医院名を名入れできる
ワッペン刺繍の止血バンドのサンプルもご用意してい
ます。是非、当社ブースまでお気軽にお越しください。

■出展製品
・�NEクランプ�
(止血クランプ)
・�NEストラップ�
(止血バンド)
・�NEホルダー�
(腕固定用ホル
ダー)など

62� 小間番号：C-17

日本ゴア合同会社
〒108-0075�東京都港区港南1-8-15�Wビル
TEL：03-6746-2560　　FAX：03-6746-2561
https://www.gore.co.jp/

■企業紹介
日本ゴア合同会社のブースでは、バスキュラーアクセ
ス関連製品を展示いたします。

■出展製品
ゴア®�バイアバーン®�ステントグラフト
国内で初めて人工血管内シャント�(AVG)�静脈側吻合
部狭窄治療用途の適応を取得したステントグラフトで
す。ヘパリンが固定化された�ePTFE�グラフトにより
病変をカバーします。また、形状記憶合金のニチノー
ルからなるシングルワイヤーステントにより内腔を保
持します。

ゴア®�アキュシールバスキュラーグラフト
ePTFE�からなる外層と内層の間にエラストマーを設
けた人工血管です。術後24時間以内からの穿刺開始が
可能です。人工血管の内腔には抗血栓性の向上を目的
としてヘパリンが固定化されています。

ゴア®�プロパテン®�バスキュラーグラフト
抗血栓性の向上を目的として内腔にヘパリンが固定化
された�ePTFE�製人工血管です。

63� 小間番号：B-35

一般社団法人日本在宅血液透析学会
〒990-0885�山形県山形市嶋北4-5-5
TEL：023-682-8566　　FAX：023-682-8568
http://jshhd.jp/

■出展製品／企業紹介
在宅血液透析は、自らのライフスタイルに合わせた十分な透
析量を確保できる治療法として、広く行われるようになって
来ました。患者割合が最も多いのはニュージーランドで、全
透析患者の18％が在宅血液透析を行っています。しかしなが
ら、日本の在宅血液透析患者数は2019年末時点で760人と、透
析患者全体の約0.2%で、毎年30-70人増加しているに過ぎま
せん。
在宅血液透析は、ひとたび経験すると、患者さんが自立し、
医療者と協力して治療を行うことがいかに素晴らしいもので
あるかを実感できる治療法です。わが国で在宅血液透析を普
及するためには、若きネフロロジストが在宅血液透析の良さ
を知り、オプション提示できるかどうかにかかっています。

64� 小間番号：B-31

日本シグマックス株式会社
〒163-6033�東京都新宿区西新宿6-8-1�新宿オークタワー33階
TEL：0800-222-3210　　FAX：03-5326-3244
https://www.sigmax-miruco.com

■出展製品／企業紹介
「ポケットエコー�miruco」リニアプローブセットは、エ
コー下穿刺や透析中の針先確認に、”気軽に”お使いいただ
けるシンプルなエコーです。
価格は32.8万円(税込)で、お客様起因の故障まで幅広くカ
バーする安心3年保証を加えても39.4万円(税込)で購入い
ただけます。ポケットサイズの7インチタブレットと
10MHzのリニアプローブは、合わせても約500g。透析室の
ベッドサイド間を気軽に移動させられるのも魅力です。
2019年9月の発売直後から、多くの透析施設で画像を評価
いただいています。ぜひ展示場にておためしください。



65� 小間番号：B-38

日本腎栄養代謝研究会
〒113-0033�東京都文京区本郷4-1-5�石渡ビル6Ｆ�株式会社プランニングウィル内日本腎栄養代謝研究会事務局代行
TEL：03-6801-8084　　FAX：03-6801-8094
http://www.jsrnm.jp

■出展製品／企業紹介
本会は、腎領域の栄養・代謝に関連した情報交換を行
い腎栄養学の進展と学術の向上、国民の健康増進、福
祉に寄与することを目的として2013年に設立した管理
栄養士を中心に活動する研究会です。会員施設で実際
に使用されている慢性腎臓病および末期腎不全患者の
食事療法・栄養指導に関する資料など多様な情報を皆
様にご提供いたします。ぜひ展示へお立ち寄りくださ
い。

66� 小間番号：C-28
株式会社日本トリム／
株式会社トリムメディカルインスティテュート
〒530-0001�大阪府大阪市北区梅田2丁目2番22号�ハービスENTオフィスタワー22階
TEL：06-6456-4600　　FAX：06-6455-3951
http://www.nihon-trim.co.jp

■出展製品／企業紹介
㈱日本トリム及び㈱トリムメディカルインスティテュ
―ト(東北大学とのJOINT�VENTURE)は、透析用水に
電解水素水を使用するという新たなコンセプト、「電解
水透析システム(Electrolyzed�Water(H2)-HD�System)」
を展示致します。
電解水透析とは、水の電気分解により陰極側に生じた
水素を含有した透析用水を利用して治療する新しい透
析療法です。
抗酸化性をもつ水素を多く含んだ電解水素水を逆浸透
処理し、透析用希釈水として血液透析システムに使用
することで透析患者に共通の慢性の炎症や酸化ストレ
ス障害を軽減し、透析患者のQOL向上を目指すことを
目的としています。
展示ブースでは、新型の電解水透析®個人用透析用水
作製装置をご紹介する予定ですので是非お立ち寄りく
ださい。皆様のご来場をお待ちしております。

67� 小間番号：C-10

日本ピラー工業株式会社
〒550-0013�大阪府大阪市西区新町1-7-1
TEL：06-7166-8326　　FAX：06-7166-8514
https://www.pillar.co.jp/

■出展製品／企業紹介
日本ピラー工業株式会社は「流体の漏れを止める・流体を制
御する技術」をコアとした部品メーカーです。
PFA,PTFE(ふっ素樹脂)を応用したチューブ・継手・バルブ
をはじめ、免震装置や光触媒まで幅広く製造しております。
◆ふっ素樹脂製チューブ・継手
　・耐薬品性が高く、次亜塩素酸等の消毒洗浄でも劣化なし
　・非粘着性に優れており、バイオフィルムの付着を抑制
　・継手のつなぎ目がフラットなため、液だまりを防止

当ブースにて、クリーンな配管ソリューションを提案いたし
ます。是非お気軽にお立ち寄りください。

68� 小間番号：B-18

株式会社ノーザ
〒164-0011�東京都中野区中央1-21-4�ノーザビル
TEL：03-5338-3901　　FAX：03-5338-3902
https://www.nhosa.com/

■企業紹介
弊社は、透析業務支援システム業界において30年を超
える実績があり、大学病院から中核病院、クリニック
まで幅広い導入実績を有しています。国内メーカー全
ての血液透析装置と連携可能となっており最新機器に
対しては、共通プロトコルVer4.0にて接続可能です。

■出展製品
★新製品『STEPLink』(人工透析業務支援システム)
STEPシリーズ最新モデルの透析業務支援システムを
初展示いたします。大きく見やすくリニューアルされ、
操作性も向上しています。
(人工透析業務支援システムについて)
維持透析に加え、出張透析やアフェレシス治療の血液
浄化に対応した業務支援システムです。
●顔認証受付システム
体重計の近くに配置する受付機として、マスクを装着
したままの患者様でも顔認証でき、体重計測の時間短
縮、非接触を実現しました。従来のバーコード読み込
みも併用可能です。
●デジタル透析カード(仮称)
透析条件が閲覧出来る患者様のスマホアプリです。
紙媒体の透析条件表の変わりを目指します(参考出展)



69� 小間番号：B-32

株式会社パースジャパン
〒113-0033�東京都文京区本郷5-26-4�東京クリスタルビル
TEL：03-3814-6838　　FAX：03-3814-2578
https://persjapan.co.jp/

■出展製品／企業紹介
　パースジャパンは、1984年の創業以来”満足の溢れる環
境を創造し、快適な社会づくりに貢献”をスローガンに、
患者様の快適な入院・通院生活を実現するために、さま
ざまなソリューションを展開しています。今回は、透析
時に使用するロングアーム付テレビの新型機などを展示
しています。ぜひ、当ブースにお立ち寄りください。

【主な展示品】
・オリジナルロングアーム付液晶テレビ
ベッドやチェアに寝たままゆったりとテレビが観賞でき
る新型ロングアームのセット。新色のタブレット対応機
も登場しました。
・電動多機能チェア
透析や化学療法に最適な電動チェア。用途に応じて仕様
やカラーをカスタム可能です。

70� 小間番号：B-08

バクスター株式会社
〒105-6320�東京都港区虎ノ門1丁目23番1号�虎ノ門ヒルズ森タワー20F
TEL：03-6204-3600　　FAX：03-6204-3601
http://www.baxter.co.jp

■出展製品／企業紹介
血液浄化療法を必要とする患者さんに、適切な治療を
適切な時期に、適切な環境で。
バクスターは「患者さんの生命を守る」という使命のも
と医薬品、医療機器のリーディングカンパニーとして、
「腹膜透析」と「血液透析」の領域で患者さんや医療従事
者の皆さまにとってイノベーティブな製品とサービス
を提供し、日本の医療現場に貢献してまいります。
「ホームPDシステム�かぐや」、「シェアソース」、「H12
ヘモダイアライザー」、「セプザイリス」をはじめ、今後
も患者さんと医療従事者の皆様の様々なニーズに対応
する製品群や医療関係者向け情報ウェブサイト「バク
スタープロ」(https://www.baxterpro.jp/)を充実させて
まいります。

71� 小間番号：B-23

株式会社パシフィックメディカル
〒106-6222�東京都港区六本木3-2-1�住友不動産六本木グランドタワー22F
TEL：050-1741-3043　　FAX：03-6685-2713

■出展製品／企業紹介
20-200床の病院様に向けた透析管理システム一体型の
電子カルテを開発・販売しております。
「①高いコストパフォーマンス」「②高い柔軟性・拡張性・
適用性」「③自社部門システムとの高い連動性」という基
本的な特徴を持ちつつ、電子カルテと一体となった透析
管理システムにおいては、操作性の統一、部門間の情報
共有など、様々なメリットを実現しています。
今回の展示では、製品のデモだけでなく、透析に関連し
たセミナーのご案内もしております。皆様のご来場をお
待ちしております。

72� 小間番号：B-20

株式会社林寺メディノール
〒920-0947�石川県金沢市笠舞本町2丁目26番7号
TEL：076-222-6531　　FAX：076-222-2922
https://www.hayashidera.com/

■出展製品／企業紹介
●腹膜透析用カテーテル
弊社腹膜透析用カテーテルはCAPD療法の腹膜アクセ
スとして皆様に高く評価され、長年ご使用いただいて
おります。スワンネック仙台型、ロングシュートカテー
テル、小児・新生児用等、患者様の体型や治療状況の
幅広いニーズに対応できるラインナップをご用意致し
ました。また、締具とセットになったチタニウムアダ
プタや、弊社のご提案する鋼製器具を展示致します。
●緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル
当製品は人工透析の体外循環血液浄化治療でのバス
キュラーアクセスの手段として広く用いられていま
す。弊社は治療現場の多様なニーズにお応えするべく、
カフ型(テシオ、スプリットストリーム、ヘモキャセ
等)、一般型(デュオフロー、トライフロー等)ともに豊
富なバリエーションをご用意致しております。また、
クランプ破損時に対応できる交換用クランプもご用意
致しております。
●カテーテル固定用パッチ
GRIP-LOK(グリップロック)は多様なカテーテルやラ
インを素早く簡単に固定できる固定具です。様々なカ
テーテル、ライン、チューブに対応できる製品を取り
揃えておりますので、是非ご覧下さい。



73� 小間番号：C-26

パラマウントベッド株式会社
〒136-0074�東京都江東区東砂2-14-5
TEL：03-3648-1112　　FAX：03-3648-2420

■出展製品／企業紹介
パラマウントベッドはベッドでも、チェアでも透析室
の「快適」「安全」「効率」「感染対策」をサポートします。
◆R′fone(アルフォーネ)
専用のコンパクト設計に使いやすさに配慮した多彩な
機能を搭載。用途に合わせてマットレスやベッドサイ
ドレールを組み合わせて様々な患者様に対応できる
ベッドです。今回は新発売のデジタルスケール付き電
動ベッドを展示します。大型タッチパネルを採用した
ベッドナビでベッドポジションの操作だけでなく、デ
ジタルスケールの操作や測定結果の閲覧も行うことが
できます。

74� 小間番号：B-37

ピーエス株式会社
〒151-0063�東京都渋谷区富ヶ谷1-1-3
TEL：03-3485-8189　　FAX：03-3469-1812
https://ps-group.co.jp

■出展製品／企業紹介
ピーエスは温度と湿度の専門メーカーです。

◆ピーエスの蒸気加湿で確実な湿度環境を維持◆

弊社は透析患者様と医療スタッフ様の健康を
守るため、湿度管理をご提案しております。
相対湿度は40～60％が新型コロナウイルス
感染対策をはじめ、呼吸器系の疾病に対して有効です。
ピーエスの湿度計画はそれぞれの医療空間に
最適な加湿量を算出してご提案しているため、
確実に湿度40％以上の環境を衛生的に実現します。

◆風のない除湿型放射冷暖房◆

除湿型放射冷暖房PS�HR-Cは風や音を出さず、
穏やかな暖かさ、涼しさを空間全体につくります。
季節を通して快適な室内気候は長時間滞在される透析
患者様に最適です。
全国各地で多くの透析クリニック様の空間により快適
な治療環境を提供しています。

75� 小間番号：C-01

株式会社ＶＩＰグローバル
〒532-0011�大阪府大阪市淀川区西中島5-7-17
TEL：06-6304-9515　　FAX：06-6305-2888
http://www.vip-global.co.jp

■出展製品／企業紹介
今回ご紹介する新商品「B'Flow」は、足裏の反射区(ツ
ボ)療法を施すこともできる究極の血行促進用管理医
療器具です。5分間の使用で5Ｋｍの懸命歩行に匹敵す
る爽快感をぜひお試しください。

76� 小間番号：C-49

株式会社フィラピーメディカル
〒162-0041�東京都新宿区早稲田鶴巻町520-4�301号室
TEL：03-6302-1445　　FAX：03-6302-1455
http://www.firapy.co.jp

■出展製品／企業紹介
フィラピーは特定波長の赤外線を使う光線療法、物理療法の
一種です。不可視の光線による非温熱療法が様々な症状に対
する効果が期待されています。
フィラピーはバスキュラーアクセスケア装置として数多くの
血液透析施設に採用されてから、二十年以上が経ちました。
透析患者の痛みの緩和などに効果が広く応用され、フットケ
ア方面も多くの改善が報告されています。

また、台湾の台北栄民総病院(Taipei�Veterans�General�
Hospital)腎臓学科の研究チームが臨床研究を行い、米国腎臓
学会学術誌J�A�S�N�(�M�a�y,�2�0�0�7�)�及びアメリカ腎臓病
ジャ一ナルAJKD(Mar,2013)に発表しました。更に、作用メ
カニズムを追求するため、台湾だけではなく、数多くの国か
ら沢山な研究論文が次々と発表され、国際的な注目を集めて
います。近年は日本でも日本透析医学会を始め地方会を含む
数多くの学会で口演及びポスター発表が発表されています。

これらの素晴らしい成果によって、台湾においては透析施設
の90％以上の施設でフィラピーが採用されいます。
台湾以外も、2007年から海外へ展開しはじめ、現在はイギリ
ス、スウェーデン、イタリア、タイ、中国及び韓国などの世界
で1300件以上の透析施設に採用されています。
日本では2018年から正式な販売が開始されて以来、多数の支
持を得て、全国各地で採用が続いている状況です。



77� 小間番号：C-02

株式会社フィリップス・ジャパン
〒108-8507�東京都港区港南2-13-37�フィリップスビル
TEL：03-3740-3247
https://www.philips.co.jp/healthcare/solutions/sleep-and-respiratory-care

■出展製品／企業紹介
透析患者は多くの睡眠障害を合併しており、特に睡眠
時無呼吸症候群(SAS)による予後の悪化が報告されて
います。当社の睡眠評価装置『ウォッチパット�300』は
指先のセンサからAHI(無呼吸低呼吸指数)を算出でき
るため、ご自宅で簡単にSAS検査が可能となります。
また、当社では患者宅へ装置を送付して解析までサ
ポートする自宅配送サービスを展開しています。
学会期間中は是非ブースへお立ち寄りいただき、
『ウォッチパット�300』をご覧ください。

78� 小間番号：B-26

フィンガルリンク株式会社
〒111-0041�東京都台東区元浅草2-6-6�5F
TEL：03-6802-7145　　FAX：03-6802-7156
www.finggal-link.com

■出展製品／企業紹介
携帯型で高画質な超音波画像診断装置

「安全・確実」な穿刺を目指して

79� 小間番号：C-51

株式会社フェニックス
〒448-0025�愛知県刈谷市幸町2丁目4-10
TEL：0566-24-0134　　FAX：0566-24-7098
https://phoenix-web.jimdosite.com/

■出展製品／企業紹介
透析排水基準における、透析装置用薬剤の排水問題を
改善する、国内で初めて開発した、酸性溶液に頼らな
い!!�炭酸カルシウムスケール除去剤『キレイたー』は、
既に多くの施設様で実績を積んでいます。
本剤は、pH�約8.5の実溶液となりこのpH域だから可能
とした、更なる利点を当ブースにてご説明させていた
だきます。
また、透析液清浄化対策における、塩素系・過酢酸系
清浄剤も、出展しております。
是非、ご来場をお待ちしています。

80� 小間番号：C-04

フォーク株式会社
〒101-0031�東京都千代田区東神田2-4-7
TEL：03-3863-7811　　FAX：03-3851-3763
https://www.folk.co.jp/

■出展製品／企業紹介
働く人を、患者さんを、世の中を元気にできるウェア、
フォークのスクラブ。
ユニフォームには、着る人に快適をお届けするだけで
なく、もっと貢献できることがあるとフォークは考え
ます。
患者さんとの関係づくりに。医療現場の活性化に。
そして、職域や国境を越えた強い絆づくりに。
私たちはさらに踏み込んで、ウェアできることを考え
続けます。



81� 小間番号：C-16

フクダコーリン株式会社
〒112-0002�東京都文京区小石川1-12-14�日本生命小石川ビル
TEL：03-5803-7674　　FAX：03-3815-6855
https://colin.fukuda.co.jp

■出展製品／企業紹介
下肢末梢動脈疾患のチェックに有用な装置等の展示を
予定しています。お気軽にお立ち寄り下さい。

●血圧脈波検査装置 FORM-5
動脈硬化検査装置のスタンダード。TBI測定対応の新型
FORM-5を展示しています。

●血圧計 HBP-1320、HEM-907
血圧計2機種が新しくなりました。複数種のカフサイズ
に対応しています。

●神経伝導検査装置 HDN-1000 DPNチェック
糖尿病性末梢神経障害の確認に適している小型の装置
で操作も簡単です。

82� 小間番号：C-58

藤倉コンポジット株式会社
〒135-0063�東京都江東区有明3-5-7�TOC有明イーストタワー10F
TEL：03-3527-8573　　FAX：03-3527-8390
https://www.fujikuracomposites.jp/satellite/medical/

■出展製品
液体検知センサ
【特長】
〇センサ部自体が発電するため外部電源不要
　⇒液体が触れることによる化学反応にて報知
〇数滴の液体で発電が可能
　⇒主に水が含まれる液体であれば1適から検知可能
〇使い捨てのため取り扱いが容易
　⇒センサ部は単回使用の為、メンテナンス不要

■企業紹介
　創業120年のゴムメーカーです。主にクリーンラバー
や減圧弁などの医療部品の製造を行なっており、透析
関連では『ダイアライザー用Oリング』や『液体用減圧
弁』にて長年の実績がご
ざいます。今回は新たな
技術提案として『液体検
知センサ』を展示しま
す。皆様のご来場をお待
ちしております。

83� 小間番号：B-15

富士フイルムメディカル株式会社
〒130-0031�東京都港区西麻布2-26-30�富士フイルム西麻布ビル17階
TEL：03-6419-8050　　FAX：03-6418-6596

■出展製品／企業紹介
富士フイルムメディカル株式会社では、透析シャント
領域で活躍する超音波診断装置下記2機種をご紹介さ
せて頂きます。展示ブースではフリーハンズオンコー
ナーを設け、講師の先生からのアドバイスを頂けるお
時間をご用意いたしました。スキャンに関する事や日
頃お困りの事を解決してみませんか。皆様のご来場を
お待ちしております。

◆ポータブル超音波画像診断装置　FC1-X
バスキュラーアクセスにおいて幅広く使用可能なデバ
イスです。「Full�Auto�Volume�Flow機能」にてワークフ
ロー向上に貢献します。

◆ワイヤレス超音波画像診断装置　iViz�air
ポケットサイズのコンパクトさと軽量さを兼ね揃え、
穿刺に特化したワイヤレス超音波診断装置です。

◆VAエコー情報配信サイト　やまびこ塾
VAエコーの講義動画や症例集をオンデマンドにて配
信していている会員制エデュケーションサイトです。

84� 小間番号：B-15

富士フイルム和光純薬株式会社
〒103-0023�東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号

https://www.fujifilm.com/ffwk/ja

■出展製品
・�認定検査試薬「ヘプシジン25測定試薬(ラテックス)」
［確認番号：RUC-AI-00004］
・�透析液中エンドトキシン測定装置「トキシノメーター
ダイヤ」、「トキシノメーターミニ」

■企業紹介
当社は、「研究者の方々のお役にたちたい」という創業
の想いをもとに、最先端分野の研究ニーズに応えうる
総合試薬メーカーとして高品位の製品を開発・製造し
ております。今回、認定検査試薬「ヘプシジン25測定試
薬(ラテックス)」を展示致します。



85� 小間番号：B-19

扶桑薬品工業株式会社
〒536-8523�大阪府大阪市城東区森之宮2丁目3番11号
TEL：06-6969-1131　　FAX：06-6969-2341
https://www.fuso-pharm.co.jp/cnt/seihin/top.php

■出展製品／企業紹介
永年にわたり「キンダリー」をはじめ当社製品に格別の
ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
本邦における透析患者さんの高齢化や合併症治療に対
する薬剤の多様化等、患者さんを取り巻く環境は日々
変化しております。このような背景から新規透析剤『キ
ンダリー透析剤5号シリーズ』を昨年2020年11月に新発
売致しました。
『キンダリー透析剤5号シリーズ』は、既存透析剤の電解
質濃度に比しK濃度及びMg濃度を高く設定した透析液
です。
また、昨年に発売開始しました腎性貧血治療の新たな
選択肢、保存期から使えるHIF-PH阻害剤『バフセオ錠』
の情報提供を田辺三菱製薬と共に行い、腎性貧血患者
さんに新たな治療選択肢を提供してまいります。
今後も透析医療にお役立てできるよう医薬品のさらな
る安心・安全の提供をめざします。

86� 小間番号：B-03

株式会社プラッツ
〒816-0921�福岡県大野城市仲畑2-3-17
TEL：092-584-3433　　FAX：092-584-3436
https://www.platz-ltd.co.jp/

■出展製品
●透析室向け電動ベッド「ペアージュ」
・垂直昇降機能を搭載し、省スペース設置を実現。
・緊急時はボタン操作1つで素早く下肢挙上の体勢へ。
・オプション受けは収納式で、移乗の邪魔をしません。
■企業紹介
私達は「高品質」「高機能」「低価格」をテーマに、コスト
パフォーマンスに優れた商品とサービスをお届けする
医療・介護ベッドメーカーです。これまでに約57万台
のベッドを出荷、全国約7,000施設様にご導入いただい
ております。

87� 小間番号：B-24

株式会社プロティア・ジャパン
〒105-0001�東京都港区虎ノ門4-1-13�プライムテラス神谷町7F
TEL：03-6361-1502
https://power-plate.co.jp

■出展製品／企業紹介
(株)プロティア・ジャパンは“Live�Active”をコンセプ
トに、人が健康で日々楽しく前向きに生きるために必
要な「スキンケア」「ボディケア」「インナーケア」をバラ
ンスよく実現するための製品を提供しています。
―パワープレート®―
1秒間に25～50回の高速振動で、全身の細部に負荷をか
け、短時間で効率的なエクササイズが実現。高齢者や
低体力者など、運動が困難な方でも低負荷で短時間の
運動が可能です。医療機関でもさまざまな分野で導入
していただき、運動療法の1つとして活用していただい
ています。

88� 小間番号：C-47

平和物産株式会社
〒100-0005�東京都千代田区丸の内2-2-1�岸本ビル3階
TEL：03-3287-0731　　FAX：03-3285-0570
https://www.heiwa-bussan.co.jp/

■出展製品／企業紹介
本大会では、2019年5月より販売開始いたしましたメ
リットメディカル・ジャパン社製�緊急時ブラッドアク
セス留置用カテーテル『CentrosFLO™』(カフ型カテー
テル)を展示いたします。CentrosFLO™は非常にユ
ニークな先端形状を有しております。是非、ブースに
お立ち寄りいただき、ご覧いただければと存じます。

【CentrosFLO™　製品特徴】
①�短いカーブの脱血ラインを上大静脈(SVC)内に、長
く大きなカーブのある送血ラインを大静脈心房接合
部近傍に留置するように設計されています。

②�なめらかで丸みのある両先端カーブにより、カテー
テルを静脈血管壁に接触しない中央の位置にポジ
ショニングすることができ、血管壁への損傷や刺激
を低減します。

③�脱血用と送血用先端チップの位置に距離を設け、そ
れぞれに側孔を設けることにより、カテーテルに流
入する血流抵抗を軽減し、スムーズで安定した血流
を確保することができます。

④�血管壁との接触を軽減することにより、フィブリン
シースの形成、血栓や開口部閉塞を低減し、カテー
テルの開存性を向上させることができます。



89� 小間番号：C-18

有限会社ホーピング
〒574-0046�大阪府大東市赤井1丁目3番地18�白井ビル3Ｆ
TEL：072-889-3410　　FAX：072-889-3420
http://www.hoping.co.jp/index.html

■出展製品／企業紹介
弊社の透析管理システム【HD-CUBE】は透析専門医及び
現場医療スタッフとの共同開発によって生まれました。
施設様独自の業務内容に合わせたカスタマイズ、連携に
も積極的に取り組んできたことで、今も尚進化しつづけ
ています。
【特徴】
1．柔軟にカスタマイズが可能
2．直感で分かる操作性
3．費用が明確
4．多様な連携(電子カルテ・コンソール等)

90� 小間番号：C-06

株式会社ホーマーイオン研究所
〒150-0045�東京都渋谷区神泉町17-2
TEL：0120-084-239　　FAX：03-5728-2024
http://www.homerion.co.jp/g-tes_lp1/

■出展製品／企業紹介
今までにないEMSで新しい運動療法を！！
－寝たまま・座ったままでも筋委縮予防・筋力強化、代謝・
循環の促進による透析効率の向上が実現できます－
======================================
G-TESは、ベルト状の電極を腰・膝・足首の周囲に巻
き付けることで下肢全ての筋肉を電気刺激で動かすこ
とができます。電気刺激の痛みを感じずに強い筋収縮
を行える電気刺激装置です。
■透析施設でのG-TES導入のメリット■
◆筋力維持・改善ができます
◆運動療法が充実されます
◆�モチベーションに関わらず、負担なく定量的に運動
ができます

◆�医療スタッフの方、どなたでも簡単に行うことがで
きます

91� 小間番号：B-39

有限会社マイシステム
〒710-0046�岡山県倉敷市中央�1-14-2
TEL：086-427-1112　　FAX：086-427-1155

■出展製品／企業紹介
医療向けソフトウェアを開発・販売をしています。
透析現場で求められる3つの商品を取り扱っています。
◆透析管理システム　「MYライフ・透析」
・�電子カルテ会社、コンソールメーカー、体重計との連携�
実績が複数あります
・�「年末実態調査」に対応したソフトをサポート内でご提供
させて頂きます
◆ME機器管理システム　「MYメンテ・P版」
・MEセンターだけでなく、病院全体の管理ができます
・�オプション機能が豊富です(Web閲覧、貸出返却画面、�
点検表、ペースメーカー管理等)
◆ESA製剤適正化、i-PTHコントロール法　「MYウェーブ」
・�「患者さんのQOL向上」「業務の効率化」「コスト削減」を実
現させます

3つの商品ともに、カスタマイズが可能ですので、ソフトに
合わせて運用することも、業務にソフトを合わせて運用す
ることも可能です。
また、オプション機能が豊富ですので、必要に応じたお見
積りをご提供させて頂きます。
弊社では、デモ機を一定期間貸し出し、ソフトの直観性(MY
ウェーブではコスト削減効果)を体験して頂いています。

92� 小間番号：B-22

ミクニキカイ株式会社
〒532-0033�大阪府大阪市淀川区新高3丁目7番9号
TEL：06-6394-0672　　FAX：06-6394-4896
http://mikunikikai.com/

■出展製品／企業紹介
ミクニキカイ株式会社はＲＯ装置の営業、設計、製造、
メンテナンス全てを自社一貫にて対応しております。
今回、展示しております装置は10床程度のベッド数＋
透析液供給装置に対応可能となる4インチＲＯ膜2本を
搭載した製品のＭＰ-42ＴＬとなります。
最大の特徴とは供給水タンクを必要としないタンクレ
スシステムにより実現したクリーン及びコンパクト設
計(装置ユニットからのＲＯ水ダイレクト送水)を可能
にしたモデルとなります。ＲＯ膜後にはＵＦ膜を標準
装備、さらに薬液洗浄機能を追加し、エンドトキシン
対策も万全。また原水加温システム及びインバーター
制御ＲＯポンプを搭載していますので透過水量調整を
必要とせず自動制御により四季を通じて安定した造水
運転が可能となっております。個人機用ＲＯ装置ＭＰ-
μS液洗浄装置の実機運転を予定しております。静か
な運転音を体感して下さい。「よりクリーン」を「よりコ
ンパクト」を求めて製品化されたＭＰ-42ＴＬ、ＭＰ-μ
Sに機能詳細説明をさせて頂きます。ミクニキカイス
タッフ一同、皆様の当ブースへのお立ち寄りを心から
お待ちしております。



93� 小間番号：B-06

三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社
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10F
TEL：03-6748-7482　　FAX：03-5487-7527
https://www.mcas.co.jp/

■出展製品／企業紹介
透析用水作製装置の清浄化システムにおいて常に業界
をリードしている弊社は、透析業界に初導入した「Ao
値管理�全自動熱水消毒システム」とダブルフィルト
レーション方式(ソルトレス)の「DCnanoⅡ」シリーズ
により皆様から高い評価をいただいております。
「2016年版�透析液水質基準」の管理基準改定により、生
物学的汚染だけでなく化学的汚染物質に対しての性能
評価が求められる今、当社の「DCnanoⅡAo」シリーズ
は標準型では実現できない「高水質」かつ「コスト減・
省力化」を同時に実現する夢のハイクオリティ＆エコ
マシンとなっております。
2010年4月より、国内最大の化学会社三菱ケミカルグ
ループの一角を担う事になり、2017年4月1日には三菱
化学株式会社、三菱樹脂株式会社、三菱レイヨン株式
会社を統合し、三菱ケミカル株式会社が発足いたしま
した。製品開発などの総合力を強化、臨床現場のニー
ズに即したROシステムを今後も業界に先駆けてご提
供して参ります。
多人数用透析用水作製装置は勿論のこと、個人透析用
水作製装置や集合型ETRFユニット等、展示致します。
当社ブースで、是非最新の透析液清浄化を体感下さい。

94� 小間番号：C-22

ミドリ安全株式会社
〒150-8455�東京都渋谷区広尾5-4-3
TEL：03-3442-8283　　FAX：03-3446-1109
https://www.midori-anzen.co.jp/ja/

■出展製品／企業紹介
私たちミドリ安全の企業理念は「安全・健康・快適職
場への奉仕」です。60年以上にわたり、高品質な製品と
きめ細やかなサービスで、働く方々の安全で快適な職
場環境を守り続けてきました。
そんな私たちがご案内するのは、「静電気防止シュー
ズ」「動きやすいナースウェア」「加硫促進剤不使用のニ
トリル手袋」など、当社のノウハウを詰め込んだ価値あ
る製品の数々。
その他にも、感染対策商品を数多くラインナップして
おり、ディスポエプロン、曇りにくいフェイスシール
ド等は多くのお客様にご愛顧頂いております。
安全・快適な環境づくりをミドリ安全がサポートいた
します。ぜひお気軽に当社ブースにお立ち寄りくださ
い。

95� 小間番号：C-11

メディキット株式会社
〒113-0034�東京都文京区湯島1-13-2
TEL：03-3839-0201　　FAX：03-3839-3977
http://www.medikit.co.jp

■出展製品／企業紹介
当社メディキットグループは、血管カテーテルの専門
メーカーとして、医療を通じて社会に貢献することを
経営理念とし、社是に揚げた「創造・迅速・確実」をモッ
トーに、常に品質の高い製品を医療現場に提供し、日々
精進する医療に対して提案できる企業であることを基
本方針としております。
1976年に世界で初めて、フッ素系樹脂の継ぎ目のない
一体成型カテーテルを人工透析用留置針として開発し
ました。その後、クランプタイプやセーフティータイ
プ、安全機構付きタイプを開発し、供給しています。ぜ
ひ、当ブースまでお気軽にお越しください。

96� 小間番号：C-20

株式会社メルシー
〒812-0016�福岡県福岡市博多区博多駅南6-10-13
TEL：092-434-2020　　FAX：092-434-2022
http://www.merci-net.co.jp

■出展製品／企業紹介
管理医療機器「エスコート・H」の体感が出来ます。
全身の血行促進・フットケア・むくみ予防・運動不足
の解消など幅広くお使いいただいています。
ぜひ一度ご体感下さい。



97� 小間番号：B-34

森下仁丹株式会社
〒540-8566�大阪府大阪市中央区玉造1-2-40
TEL：06-6761-0037　　FAX：06-6761-7401
https://www.jintan.co.jp/

■出展製品／企業紹介
出展製品：�「ビフィズス菌HD」(0.51g×30包入)/箱� �

「ビフィズス菌Pearl」(60粒入)/箱
医療機関専売品2商品：「ビフィズス菌HD」1日1包
(0.51g)を目安とし、20億個のビフィズス菌とオリゴ糖
を配合しております。「ビフィズス菌Pearl」1日1粒を目
安とし、25億個のビフィズス菌と5億個の乳酸菌を配合
しております。2製品ともにビフィズス菌補給の為に、
医療機関でも推奨されている食品です。また、1包あた
りのリン・カリウム・ナトリウムの量はごくわずかで
す。ビフィズス菌や乳酸菌を、当社独自のハイパープ
ロテクトカプセル®に包み、胃酸からしっかりガード
します。
サンプルのご用意もございますので是非当社ブースに
お立ち寄りください。

98� 小間番号：C-38

株式会社ヤマト
〒171-0014�東京都豊島区池袋2-38-10�TKビル3階
TEL：03-6912-5877　　FAX：03-5396-3600
http://www.k-yamato.co.jp

■出展製品／企業紹介
純国産の管理医療器具のご紹介。業界初ダブルスイン
グモーションと回転磁場システムを搭載。期間中はど
なた様でも体験頂けますのでお気軽にブースにお立ち
寄りください。

99� 小間番号：B-33

勇心酒造株式会社
〒761-2307�香川県綾歌郡綾川町小野2088-1
TEL：087-876-4446　　FAX：087-876-4188
https://barriercare.com/

■出展製品／企業紹介
創業167年老舗酒造です。長年培った醸造発酵技術と最
先端の科学を融合させた独自のバイオ技術により機能
性素材「ライスパワー�エキス」を開発、大手製薬会社や
化粧品会社等へOEM供給すると共に自社商品も製造販
売しています。医療従事者からご評価いただき、バリ
ア障害に悩む方のセルフケアブランド「バリアケア」を
始動させました。ライスパワーエキスは、国産米100%
を原料に、微生物を組み合わせ熟成、発酵させて作ら
れます。中でも「ライスパワーNo.11」は「皮膚水分保持
能の改善」で、医薬部外品の新規効能を持つ有効成分と
して認可を取得。旧薬事法制定以来、薬用化粧品の中
で認可を受けたのは、わずか4例しかなくそのうち2例
を地方の小さな企業が取得したことで全国から注目を
集める存在となりました。共通するのは「与える」「補
う」といった一時的対処ではなく、生体が本来持ってい
る機能そのものをすこやかにする発想で根本ケアが可
能です。現在では全国の医療機関や介護施設でも採用
され広まりつつあります。痒みや乾燥にお悩みの患者
様にお役立てしたく当学会にてご紹介させていただき
ます。是非お立ち寄りくださいませ。

100� 小間番号：C-08

吉田製薬株式会社
〒164-0011�東京都中野区中央5-1-10
TEL：03-3381-7291　　FAX：03-3381-7244
https://www.yoshida-pharm.com/

■出展製品／企業紹介
吉田製薬株式会社は消毒薬・感染対策に関する情報提
供を積極的に行なっており、シャント・グラフト穿刺
前の皮膚消毒薬としては殺菌力の即効性・持続性が特
徴である1w/v%クロルヘキシジンエタノール製剤(ヘ
キザック®AL1％シリーズ)をご紹介しています。
またアルコールを含まない1w/v%クロルヘキシジン水
溶液を含浸させた綿棒・消毒綿は、アルコール過敏体
質の方にも使用可能な製剤であり、幅広いニーズに対
応可能な製品ラインナップをご用意しています。
医療器具・物品・環境の消毒には塩素系消毒剤ジクロ
シア®・ジクロシア®0.5g錠・2.5g錠、環境除菌・洗浄剤
ルビスタ®シリーズも展示しています。
ぜひお気軽に弊社展示ブースまでお越しください。



101� 小間番号：C-48

株式会社レイマック
〒524-0215�滋賀県守山市幸津川町1551番地
TEL：077-585-6767　　FAX：077-585-6790
https://leimac.jp/

■出展製品／企業紹介
弊社はLED事業部を主にFA機器事業部、ヘルスケアグ
ループの、3部署があります。

製造を主に行い、ヘルスケアグループでは医療機器の
開発も行っております。

今回の出展では現在開発中の末梢循環、シャント等の
展示させて頂きます。

体験できる場もご用意させて頂いておりますので、是
非お立ち寄りください。


