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1� 小間番号：65

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
https://ic-chair.com/

■出展製品／企業紹介
最新のオートプログラム制御の4モータを搭載して独自の
シートポジションが形成できます。
ヒザ部単独昇降により低床ポジションで乗降し、着座後
はお身体に合わせ座面の高さとシートの角度調整を行い
臀部のすべりを軽減して姿勢の悪化を防止します。
また、シートに特殊繊維を内蔵して、高反発・低反発素材
の特性を活かし居住性能を向上させました。
本体モデルは省スペースで正面からの乗降に便利なBAモ
デルとフットレストが折畳み収納できるFSモデルからお
選びいただけます。好評のフットペダル式キャスター
トータルロック機構、停電時緊急バッテリーパック、運動
療法用連結専用台等々、豊富なオプションからご利用環
境に合わせたカスタマイズが可能なチェアーベッドです。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。

2� 小間番号：8

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：77

アイティーアイ株式会社
〒101-0044�東京都千代田区鍛冶町2-9-12�神田徳力ビル4F
TEL：03-3254-7061　　FAX：03-3254-7062
https://www.iti-e.co.jp

■出展製品／企業紹介
弊社は医療現場の声をもとに様々な開発を進め、革新
的な最新技術を取り入れた商品をご提供いたします。

◇小型個人用逆浸透精製水製造装置「ET-RO」
　・�移動に便利な超軽量、コンパクトな設計です。
　・�在宅透析、病棟透析に最適な静音運転を実現しま
す。

◇過酢酸系透析装置用除菌洗浄剤「Para�clear�pH5」
　・�下水道法などで定める排水基準pH値に対応してい
ます。

　・�過酢酸を使用している為、高い除菌力と炭酸カル
シウムを効果的に除去します。

◇ワイヤレス型pH測定器「pHAi�ファイ」
　・透析排水pH値の管理に最適です。
　・専用タブレットとのワイヤレス通信が可能です。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。

4� 小間番号：40

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」弊社独自の薬液付きセットの「ESキット」「Eパッ
ク」アルコール単包綿付帯可能な「エコフィルケアキッ
ト」が国内で多くのシェアをいただいております。また
弊社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、「透析用止血バンド」や災害時にご使用いた
だける「緊急離脱セット」のリニューアル商品を展示し
ております。お気軽にブースまでお立ち寄りください。



5� 小間番号：S-5

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
https://www.asahi-kasei.co.jp/medical/

■企業紹介
旭化成グループは、今年創業100周年を迎えます。
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、変わりゆく医療環境の中でこれからも血液浄化分野
において「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/提供に努めてまいります。

■出展製品
ビタミンE固定化膜で新たな時代を築くべく、ヘモダイア
フィルタ�“ヴィエラ　Ｖ－ＲＡ”�「V-RAシリーズ」を昨年上市
しました。併せて、ヘモダイアフィルタ「ABH®シリーズ」、ダ
イアライザ「VPS®/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。
1.��透析関連製品(V-RA、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

今回も株式会社ジェイ・エム・エスとの共同展示です。

6� 小間番号：S-1

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。

7� 小間番号：38

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。

●排水基準対応炭酸カルシウム溶解剤「サンフリーCi」
●塩素系除菌洗浄剤「HIDECシリーズ」「ECO-200」
●過酢酸系除菌洗浄剤「Sanacideシリーズ」
●熱水消毒用洗浄剤「Citrixシリーズ」
●炭酸カルシウム溶解剤「サンフリーシリーズ」

また、アムテックは新たなチャレンジとしてYouTube
チャンネルを開設いたしました。是非ご覧ください。
◆AMTEC�CO.,LTD.(弊社公式チャンネル)
◆アムチャンネル(洗浄剤に関する情報をご提供)

8� 小間番号：64

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,インコーポレイテッド.
〒105-6920�東京都港区虎ノ門神谷町4-1-1�神谷町トラストタワー
TEL：03-5408-6936　　
https://www.americanexpress.com/ja-jp/

■出展製品／企業紹介
アメリカン・エキスプレスの決済ソリューションは、医
療関係者の経営課題を解決します。
医薬品や医療機器、医療材料の仕入れにアメリカン・エ
キスプレスの決済ソリューションを利用することで、ビ
ジネスにおける業務の効率化と、戦略的な経費削減を実
践、さまざまなお支払いをアメックスの決済ソリュー
ションに集約することで、ガバナンス強化を図れます。
経費精算システムとの連携で、経費管理の効率化も可能
になります。ぜひ、ご利用ください。

アメリカン・エキスプレスには医療分野に特化した専門
の「医療チーム」があります。
医療チームは、医療業界ならではの規則や規範、支払い
慣習などを熟知しており、東京、名古屋、大阪、福岡に営
業所を展開、全国の医療機関をカバーしています。

アメックスの「医療チーム」がお手伝いできること
●��カード決済への切り替えや納税など手間のかかる手続
●��助成金申請のお手伝いや電気代などコスト削減の提
案、加盟店の紹介

●��集客のお手伝いなど、業務効率化の幅広いソリュー
ションの紹介



9� 小間番号：60

アルファバイオ株式会社
〒371-0233�群馬県前橋市横沢町443-3
TEL：080-3556-5563　　FAX：027-289-6723
http://alfabio.net

■出展製品／企業紹介
超音波ガイド下穿刺トレーニングゲル略してUGP-
GELは、あらゆる臨床現場を想定し、各種モデルをご
用意しております。�臨床経験を積んだプロフェッショ
ナルから初心者まで、幅広くトレーニングが可能です。
穿刺困難な血液透析シャントの穿刺や上腕PICC留置、
あるいはモニター用橈骨動脈ライン留置といった末梢
血管確保のエコーガイド下訓練に有用です。

10� 小間番号：2

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。

11� 小間番号：55
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
https://ubpi.org/

■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

12� 小間番号：75

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
　製社は「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。
今回は穿刺技術の向上を目的とした穿刺トレーニング
製品と薬品・アルコール洗浄等により手の乾燥に悩む
看護師のために開発されたハンドウォーターとツルス
ベ素足になれる角質ケア商品をご紹介します。

■出展製品
◆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。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。
◆アレナース
　手の乾燥に悩む看護師のために開発されたハンド
ウォーターです。荒れやすい指先や手の平側を乾燥から
守るため、手肌全体によくなじませるとより効果的です。
ベタつかない処方なので、直ぐに作業に取りかかれます。
◆ベビーフット
　フルーツ酸を配合したジェルの入った専用フット
パックを「履いて・浸して・洗い流す」だけで、古くなっ
た足裏の角質が歩行の摩擦だけで剥がれ落ちる削らな
い角質ケア商品です。



13� 小間番号：17

株式会社インボディ・ジャパン
〒136-0071�東京都江東区亀戸1-28-6
TEL：03-5875-5780　　FAX：03-5875-5781
https://www.inbody.co.jp/

■出展製品／企業紹介
InBodyとは？

体を構成する基本成分である体水分、タンパク質、ミ
ネラル、体脂肪を定量的に分析し、栄養状態に問題が
ないか、体がむくんではいないか、身体はバランスよ
く発達しているかなど、人体成分の過不足を評価する
検査です。InBody測定は手軽で正確に体成分を分析し
て、測定者の体内状態を分かりやすく把握できるよう
導きます。また部位別筋肉量・体脂肪率は運動指導の
相談材料として活用できます。是非InBodyのブースに
お立ち寄りください。

14� 小間番号：4

宇都宮製作株式会社
〒540-0012�大阪府大阪市中央区谷町2-6-4�谷町ビル6階
TEL：06-7639-9880　　FAX：06-7639-9881
https://www.u-seisaku.co.jp/

■出展製品／企業紹介
曇らないシールドとチタン製フレームで「眼」への暴露
を防ぐアイガード、手荒れのリスクを軽減する加硫促
進剤フリーのニトリルグローブ、超薄手仕上げにより
素手感覚で使用できるニトリルグローブ、他、各種グ
ローブを中心に感染対策製品を展示します。

15� 小間番号：12

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

■出展製品
◆透析用次水洗浄装置　トリプルクリーンTCD
次亜塩素酸Naと塩酸の2液混合による次亜水にて透析
装置を強力に除菌します。また、次亜塩素酸Na及び塩
酸を単独で供給することができ、それぞれの薬液でタ
ンパクと炭カルの洗浄も行えます。また、錆の発生に
ついても対策済みです。
◆透析排水㏗中和装置　トリプルクリーンTCN
トリプルクリーンTCDもしくはセントラルの薬液洗浄
信号で連動し、透析排液管内に中和剤を注入します。
薬液洗浄時の透析排液の㏗パターンから、中和剤の注
入パターンをプログラムする事で、排水の㏗を5～9の
間にコントロールする事が可能です。

■企業紹介
弊社は、福岡県糸島市にある障がい者施設「小富士園」
と提携して障がいのある方々の雇用支援を目的にした
会社です。環境消毒用の次亜水生成装置及び次亜水の
販売を行っております。今回は透析に関連する商品を
展示しております。是非弊社のブースにお立ち寄り下
さい。

16� 小間番号：24

株式会社HCSグループ
〒812-0011�福岡県福岡市博多区博多駅前3-10-30�河野ビル3F
TEL：0800-200-6889　　
https://lumi-next.com/

■出展製品／企業紹介
室内光で「透析室」を丸ごと抗菌・抗ウイルス
可視光熱触媒コーティング工法「ルミネクスト」

◆「ルミネクスト」は、国立研究開発法人産業総合研究
所の「酸化タングステンの可視光熱触媒特許技術」を
ベースとした画期的なコーティング工法です。
コーティングには、低照度の可視光と温度で抗菌・抗
ウイルス効果を発揮する酸化タングステンにナノプラ
チナを加えたコート剤を使用。本コート剤は新型コロ
ナウイルスに対して不活性効果を示すことが京都大学
ウイルス・再生医科学研究所の野田岳志教授によって
立証されました。デルタ株を開始10秒で検出限界に至
るという驚異の分解速度を実証。ウイルス共生社会に
欠かせない抗ウイルス製品の開発に大きな期待が寄せ
られています。

◆弊社では徹底した感染対策が求められる透析室をは
じめとする医療施設に数多く施工した信頼と実績があ
ります。実績をもとにした資料をご紹介致しますので、
多くのご来場をお待ちしております。



17� 小間番号：15

MDPI
〒103-0004�東京都中央区東日本橋2丁目23-3�MYS東日本橋4階�MDPI�Japan
TEL：03-5829-3835　　FAX：03-5829-3836
https://www.mdpi.com/offices/japan/top

■出展製品／企業紹介
MDPIは、1996年スイス�バーゼルにて設立されたオー
プンアクセス出版のパイオニア企業です。世界中の誰
もが最新の研究成果にアクセスできる未来を目指し、
研究者の皆様へオープンで使いやすいサービスを提供
しています。
厳正な査読とスピーディな出版プロセス
投稿から出版までのすべての過程を独自の編集プラッ
トフォームで一括管理することで、迅速かつ厳正な査
読後出版を実現しています(投稿から出版まで平均39
日)。また、著者・査読者・編集委員の皆様に対して、
世界各拠点の5000名を超えるスタッフが万全の体制で
サポートいたします。
◆ジャーナルのご紹介
Kidney and Dialysis
https://www.mdpi.com/journal/kidneydial

18� 小間番号：16

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
https://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
　可能であり、
　血液透析装置に関する通信共通プロトコルVer4.0に
　も対応しております。

◆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
　できます。

19� 小間番号：46

エルピス株式会社
〒532-0011�大阪府大阪市淀川区西中島4丁目6-29�第3ユヤマビル
TEL：06-6100-5010　　FAX：06-6100-5020
https://www.elpis-net.com

■出展製品／企業紹介
栄養ドリンク「エルピス」は、腎不全の方、とくに透析
療法を受けている方に不足しがちな栄養成分の補給を
目的に開発された製品です。配合成分のカルニチン、
アルギニン、オルニチン、BCAAなど7種類のアミノ酸
に加え、7種類のビタミンB群、ビタミンC、ルチン、鉄、
亜鉛などが、バランスよく配合されています。また、血
糖値に配慮した甘味料使用、パラペンなどの合成保存
料無添加など、患者様が安心して利用できる製品作り
を心掛けております。発売以来20年、さらに多くの患
者様に喜んでいただくために、施設向け試供品の提供
を行っておりますので、ぜひ、ブースにお立ち寄りく
ださい。お待ちしております。

20� 小間番号：49

株式会社おいしい健康
〒103-0024�東京都中央区日本橋小舟町3-2�リブラビル3階
TEL：03-6667-0081　　FAX：03-6667-0043
https://corp.oishi-kenko.com/

■出展製品／企業紹介
株式会社おいしい健康では、AIによる献立・栄養管理支援
アプリ「おいしい健康」を開発・運営しています。健康な方
やダイエット、生活習慣病予備群などの「予防のための食
事」から、患者や妊婦・高齢者など「医療上の制限がある方
の食事」まで、エビデンスに基づく食事管理を、毎日の家
庭でおいしく手軽に実践できるよう、家庭における食事と
いう独自の生活ビックデータやAI献立などの新たな記述
を活用し、サポートしております。現在、病院・健診セン
ター・産科・調剤薬局等で、患者さんやご家族の栄養管理
支援ツールとしてもご活用いただいております。



21� 小間番号：52

オオサキメディカル株式会社
〒452-0812�愛知県名古屋市西区玉池町203番地
TEL：052-501-2221　　FAX：052-503-0896
https://www.osakimedical.co.jp/

■企業紹介
時代のニーズに応じた商品開発を進め、医療機関向け
に高い安全性・機能性を備えた衛生材料の販売、感染
対策商品のご提案を行っております。
■出展製品
「ICグラス」：目への血液・体液曝露による飛沫感染を
予防するアイウェアです。3種類のフレーム、3種類の
レンズの選択ができ、部署・用途に合わせて幅広いシー
ンに対応できます。
「止血用圧迫綿」：圧迫に適した硬さと形状の圧迫綿で
す。

22� 小間番号：36

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
TEL：050-3181-4100　　
https://www.kaneka-med.jp/

■出展製品／企業紹介
株式会社カネカメディックスは、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致します。
◆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。
◆リポソーバー
難治性高コレステロール血症に伴う重度尿蛋白を呈する
糖尿病性腎症に対して保険適用となりましたので情報を
提供致します。
◆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致します。
◆リクセル
維持血液透析に併用することにより、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
PTAバルーン「大銀杏NEO」「YOROI」「SHIRANUI」シリー
ズや血栓吸引カテーテル「ThrombusterⅡ」を当ブースに
て紹介致します。

23� 小間番号：58

杏林製薬株式会社
〒101-8311�東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地
TEL：03-3525-4733　　FAX：03-3525-4739
http://www.kyorin-pharm.co.jp

■出展製品／企業紹介
杏林製薬株式会社は、感染症治療薬の開発に取り組むと共
に、感染症事業として医療施設における感染対策に役立つ
製品を取り揃えています。今回の出展では、改良型の塩素
系製品である環境除菌・洗浄剤「ルビスタ」を紹介します。
ルビスタは、次亜塩素酸ナトリウムに比べて塩素臭や材質
への影響が少なく、洗浄成分も配合された製品です。ルビ
スタの主成分であるペルオキソ一硫酸水素カリウムは「透
析施設における標準的な透析操作と感染予防に関するガ
イドライン(五訂版)」第3章標準的洗浄・消毒・滅菌の中
で紹介されました。是非、実際の製品を手に取りご確認く
ださい。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

24� 小間番号：S-8

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。



25� 小間番号：86

有限会社グッツール
〒567-0046�大阪府茨木市南春日丘3-6-1
TEL：072-627-5518　　FAX：072-624-2271
https://www.goodtool.biz

■出展製品／企業紹介
グッツールでは再生プラスチックを使用した
注射針廃棄容器を展示しております。
【エコマーク認定商品】
【プラスチック資源循環促進法】対応
本年4月に「プラスチック資源循環促進法」が施行され
ました。この法律ではプラスチック製品の製造者から
使用者まで幅広く対策が求められています。
グッツールでは針刺し防止を第一に「安全と環境課題
を両立」した製品の開発に取り組んでいます。
ぜひ、弊社ブースへお越しください。

26� 小間番号：14

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://kumanomi.co.jp/

■出展製品／企業紹介
全国の新聞から必要な記事情報を集めた、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」をご紹介します。

本誌の特徴：
①�1か月990円(税込)の価格、送料無料で直接お届けします。
②�前月の新聞記事をまとめ翌月15日発行でお届けします。
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。

27� 小間番号：70

グランメイト株式会社
〒260-0007�千葉県千葉市中央区祐光4-2-1
TEL：0120-310-351　　FAX：043-202-1791
http://granmate.jp/

■出展製品／企業紹介
グランメイト㈱は、医療機器・医薬品の販売並びに医
療機関・施設の経営全般に関する商社・コンサルタン
ト活動を主としています。
予防医療も重視し、お客様のニーズに合わせた健康ケ
ア製品の開発・製造・販売を進めております。
“安全な医療現場をつくるサポート”と“健康向上”にお
役立ていただけるように豊かな価値の創造を目指す企
業です。
◆プローブシールド
らくらくプローブカバー。カバー内へのジェル挿入不
要！
◆Granインデフレータ
ガンタイプとノーマルタイプの2種類の血管形成バ
ルーン用加圧器
◆PURE�BARRIER(スキンケア肌保護ジェル)
テープが貼れる保湿保護剤。シャント肢ケアからハン
ドケア、普段の保湿にもお使いいただけます◎

28� 小間番号：26

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。



29� 小間番号：22

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。
また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」をラインアップに加えました。
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ります。
是非、当ブースまでお立寄り下さい。

●中性炭酸カルシウム除去剤
　ニュートル
●塩素系洗浄剤
　ダイラケミＬ-100Ｘ
●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-remo/キノーサンPA-pro

30� 小間番号：84

株式会社グリンク
〒103-0004�東京都中央区東日本橋3-3-3�アネラビル5階
TEL：096-292-7786(お問い合わせ先)
https://glink.holdings/

■出展製品
透析洗浄排水処理装置
下水道基準を逸脱した透析洗浄排水による下水道管破
損事故の発生を受け、水質改善に向けての動きが東京
都のみならず、全国的な傾向にあります。弊社はこの
問題解決の為の装置を提案させて頂きます。
・�透析洗浄における酸洗浄(PH2.5～3.2)、アルカリ洗
浄(PH10～12)の排水を、中和槽を設ける事無く、
PH5～9の範囲に中和可能な装置。

・省スペースで設置が可能なコンパクト設計。
・�屋内設置と、透析排水ラインでの中和を基本ベース
とした装置。

■企業紹介
弊社は、医療・福祉関係で、これまで児童発達支援や
放課後等デイサービスの開設、美容・健康促進として
天然高酸化水の販売等を行っており今回、新たにメ
ディカルサポート事業部を開設し、更なる医療関係で
の貢献を目指しております。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。

31� 小間番号：62

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。

32� 小間番号：S-6

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
FAX：03-6774-4625
https://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PTAバルーンやダイアライザなどの治療
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
e-Thoth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。



33� 小間番号：39

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。

34� 小間番号：S-3

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：03-6324-1080　　
http://www.konicaminolta.jp/healthcare

■出展製品／企業紹介
VA管理から治療まで、透析にとって有用な機能を備え
た超音波診断装置の展示を致しております。“高画質な
血管描出”、血流量測定をアシストする“Vascular�NAVI
機能”、超音波画像とカメラを重ねて表示できる“カメ
ラリンク機能”等をご確認頂くことが出来ます。是非お
立ち寄りください。

35� 小間番号：53

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)

36� 小間番号：42

三栄メディシス株式会社
〒607-8116�京都府京都市山科区小山鎮守町14-1
TEL：075-502-0066　　FAX：075-502-0068
https://san-ei.com/

■出展製品／企業紹介
心電図、パルスオキシメータ、体温計を搭載した「チェック
ミー」。チェックミー6台分の心電図とSpO2のモニタを行う
「PICOMO」。また新しいパルスオキシメータも展示します。



37� 小間番号：81

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
https://skk.jp/

■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。

38� 小間番号：27

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　　

■出展製品／企業紹介
GEヘルスケア・ジャパンは、1982年設立以来、外科用X線C
アーム装置や超音波画像診断装置などを通じて、透析に関
わる皆様の診断、治療をサポートしてまいりました。
今回の展示では、�外科用X線Cアーム装置は、OEC�One�
CFDを展示します。OEC�One�CFDはCMOSフラットディ
テクタ搭載一体型モバイルCアームです。
超音波画像診断装置はVscan�AirとVenue�Fitを展示します。
Vscan�Airは、10年以上販売を続けるVscanシリーズ初のワ
イヤレス設計。シリーズ初のコンベックスとシリーズで最
も周波数の高いリニアプローブどちらも搭載しています。
Venue�Fitはフルタッチスクリーンでより直感的に使ってい
ただけるコンパクトな超音波診断装置です。基本画質はも
ちろん、使い勝手の面からも工夫をしており、Vscan�Airと
共に様々なエコー検査をサポートします。
上記2製品の超音波画像診断装置以外にも幅広いライン
ナップをご提案可能です。
実機を展示しておりますので、是非会場でご覧ください。
販売名称：�移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置�

OEC�One�シリーズ�
認証番号：230ACBZX00021000
販売名称：汎用超音波画像診断装置�Venue�Fit
認証番号：303ACBZX00010000
販売名称：汎用超音波画像診断装置�Vscan�Air
認証番号：303ACBZX00012000
JB05124JA

39� 小間番号：37

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丁目10番17号
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
容易になります。ベッド間隔が広くなることで、患者
さまのプライベートスペースも確保でき、プライバ
シー保護にも寄与します。
　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。

40� 小間番号：S-5

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
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
製品を総合的にラインアップしております。今回は携帯型心
電計『myBeatホームECG』と『ERGOTRI®』連携による透析患
者の不整脈管理もご紹介します。みなさまのご来場を心より
お待ちいたしております。



41� 小間番号：63

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。

42� 小間番号：79

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。

43� 小間番号：54

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/

■出展製品／企業紹介
●�CKD(慢性腎臓病)/DKD(糖尿病性腎症)患者の毎日
の食事作りの支援：主食でフレイルやサルコペニア
予防のためのエネルギー量確保できる商品の情報提
供
●�腎臓病食事療法Webinar：感染予防のため専門医や
管理栄養士による個々への対応が厳しく、また私共
が行なってきた調理教室が休講になって約2年が過
ぎました。患者とその家族のためのウェビナーを開
催しエネルギー確保・適正たんぱく質・減塩食への
理解と関心を呼びかけています
●�専門医・管理栄養士による「腎臓病食事療法Webinar
ケーススタディ」開催：毎月第三土曜日16時より

44� 小間番号：66

株式会社スズケン
〒465-0045�愛知県名古屋市名東区姫若町26�スズケン東名ビル
TEL：052-701-4403　　

■出展製品／企業紹介
【新しい価値の創造により、地球の健康とすべての人々の
健康で豊かな生活に貢献します。】
地球に生きるすべての生物の健康を見つめ、考え続ける
ために。
私たちスズケンは「新しい価値の創造により、地球の健康
とすべての人々の健康で豊かな生活に貢献する」という経
営理念を掲げています。スズケンという企業が、この地球
に存在するための基本的な考え方であり、人と地球の健
康のためにトータルでお手伝いさせていただきたいとい
う、わたしたちの熱いメッセージがこめられています。
　スズケンでは、感染防止分野の製品を中心に医療材料
の提供にも注力しています。



45� 小間番号：85

住友ベークライト株式会社
〒140-0002�東京都品川区東品川2丁目5番8号
TEL：0120-96-5953　　

■出展製品／企業紹介
2022年4月1日付で住友ベークライト株式会社はSBバ
イオサイエンス株式会社を吸収合併しました。これに
伴い、従来SBバイオサイエンス株式会社が行っていた
診断薬事業は住友ベークライト株式会社S-バイオ事業
部が引継ぐこととなりました。
2020年以降、新型コロナウイルス感染症に伴い社会は
大きく変化し、検査技術や体外診断用医薬品の役割は
かつてないほど注目されるようになりました。また超
高齢化・人口減少社会を皆が自分らしく暮らせる社会
にするために、バイオ技術への期待はさらに高まって
います。
私たちが培ってきたポリマー合成やプラスチック微細
加工技術、糖鎖解析技術などを最大限に活用し、真に
世の中に役立つ診断
薬をお届けできるよ
う、S-バイオ事業を
推進していく所存で
す。
宜しくお願いいたし
ます。

46� 小間番号：21

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
https://www.seca.com/ja_jp.html

■出展製品／企業紹介
創立182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。

47� 小間番号：56

一般社団法人全国腎臓病協議会
〒113-0021�東京都文京区本駒込2丁目29番24号�パシフィックスクエア千石802
TEL：03-5395-2631　　FAX：03-5395-2831
https://www.zjk.or.jp/

■出展製品／企業紹介
一般社団法人全国腎臓病協議会(略称：全腎協)は「全
ての腎臓病患者の医療と生活の向上」を目的として、
1971年に結成された腎臓病患者の全国組織です。(結成
当時「全国腎臓病患者連絡協議会」。1996年「社団法人全
国腎臓病協議会」として法人化、2014年一般社団法人に
移行)全国47都道府県にある腎臓病の患者会が加盟し、
会員数は約6万5千人(2021.4)と単一疾病では日本最大
の患者会と言われてます。�
全腎協は、全国全ての腎臓病患者の代弁者として、国
をはじめ行政への腎臓病の療養に関する要望活動、医
療機関・団体等と協力して医療・福祉に関する調査研
究と問題提起・政策提言の発信などを行い、患者、患
者家族に向けては療養生活の向上に繋がる合併症対策
等の医療講演や会報誌の発行、災害時の透析医療情報
の提供などの支援をしてます。また市民に向けて腎臓
病に関する講演会等を開催し、CKDを始め腎臓病の知
識の普及と予防の啓発を行っている他、腎臓等の臓器
移植の普及推進に取り組み、毎年10月の「臓器移植普及
推進月間」では全国各地で講演会や啓発キャンペーン
を行うなど臓器移植の啓発活動に力を入れてます。

48� 小間番号：13

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。



49� 小間番号：35

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
https://daicen.com

■出展製品／企業紹介
安心・安全な水環境の構築を目的として、当社のメン
ブレン(membrane：膜)及び水処理システムは幅広い
分野で御利用頂き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、ニーズに細かく対応した水処理システムをご提供
できることが弊社の特徴です。

メディカル部門では、長年(株)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
関で御利用頂いております。
透析用水作製装置では、透析用水用ETRF(UXシステ
ム)、警報通報・データ管理を遠隔で行える遠隔監視シ
ステム(DCMネット)を全機種標準装備しております。
また2段膜システムを搭載した(NF-REシステム)、超
純水製造装置(EDIシステム)、透析液クリーン化ユニッ
ト(ETシステム)もラインナップ、熱水・薬液消毒に対
応したオプション構築も可能です。
その他ご要望に沿ったご提案も提供させて頂きますの
でお気軽にお立ち寄り下さい。皆様のご来場をお待ち
しております。

50� 小間番号：82

高砂医科工業株式会社
〒113-0033�東京都文京区本郷3-43-8
TEL：03-3815-0156　　FAX：03-3815-5361
http://www.takasagoika.co.jp

■出展製品／企業紹介
当社は1935年創業の医療器具(鋼製小物)専門メーカー
です。製造・販売を一括して行い、特注対応や新製品
の開発にも努力を傾注しております。Vascular�Access
手術に使用する製品も多く取り揃えております。クー
リー血管遮断鉗子、スーパーファイン血管鉗子などこ
だわりが詰まった製品を是非ご覧になって頂きたいで
す。トンネラーのラインナップも増えました。是非、
ブースにお立ちより下さい。

51� 小間番号：41

株式会社タカトリ
〒634-8580�奈良県橿原市新堂町313-1
TEL：0744-50-8302　　FAX：0744-22-1851
http://www.takatori-g.co.jp

■出展製品／企業紹介
出展製品：胸腹水濾過濃縮装置「M-CART」
使用目的：あらかじめ体外に取り出した胸腹水を、腹水濾過
器・腹水濃縮器を併用して、濾過濃縮処理を自動で行います。
【濾過器の自動膜洗浄】濾過器の目詰まりをTMP(膜間差圧)
上昇で検知すると、生理食塩液を逆濾過方向に流し込み、自
動で濾過膜を2方向に洗浄します。
【濃縮倍率の自動調整】濃縮器内の圧上昇検知により濃縮倍率
を自動で変動、調整しながら効率よく濃縮するため、付きっ
きりの操作は不要です。
【充実した安全対策】回路内圧の監視、制御により全工程で耐
圧以上の負荷を防ぎ、タッチパネルのガイダンスや警報機能
で安全な操作をサポートします。
高度な処理を自動化し操作者の負担を軽減、最後まで安全に
濾過濃縮できるCART専用装置をご紹介させていただきま
す。皆様のご来場をお待ちしております。

52� 小間番号：10

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】は東証プライム
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



53� 小間番号：67

ディースリー株式会社
〒103-0011�東京都中央区日本橋大伝馬町3-11�パインランドビル4F
TEL：03-5643-6753　　FAX：03-3249-1616
https://www.d3-co.jp

■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、ぜひお問合せ下
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！ “脱塩素”でさらに排液基準値も原液レベル
にて楽々クリア！の中性除菌洗浄剤がついに発売
・フラット
●実績十分！酸系洗浄剤ももちろん排液基準値をクリア！
配管を痛めることなく排液できる中性スケール除去剤
・クリーク
その他貴院にマッチする洗浄剤が多数あります。ぜひ
一度弊社展示ブースへお立ち寄りください。

54� 小間番号：S-10

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49F
TEL：03-6742-8500　　

■出展製品／企業紹介
テルモは「医療を通じて社会に貢献する」という企業理
念のもと、160以上の国や地域で、50,000点を超える製
品やサービスをお届けしています。患者さんにより良
い治療効果と負担の少ない治療を提供することはもち
ろん、医療従事者が安全・安心のもとケアに専念でき
るようサポートすることや、未来の医療を生み出す研
究の現場を支えることも、テルモの重要な使命です。
医療の現場�に存在する課題と真正面から向き合いなが
ら、新たな価値創出に取り組んでいます。
慢性腎不全の領域では、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。

55� 小間番号：3

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：03-3347-0071　　
http://www.toashinyaku.co.jp/

■出展製品／企業紹介
弊社製剤のビオスリーは昭和38年より散剤の発売を開
始し、錠剤、さらには医療用の中で唯一OD錠を取り揃
えている活性生菌製剤です。
製剤的特徴としまして、酸素感受性の異なる三種の活
性菌(糖化菌・乳酸菌・酪酸菌)が小腸上部から大腸ま
で腸の異なる環境部位で共生効果を発揮し、正常な腸
内細菌叢に回復させることです。
また安全性等が高く、透析患者さんにおいて多く見ら
れる下痢や便秘といった消化器症状の排便管理・便性
のコントロールに対して継続使用が可能な薬剤です。
ブースではOD錠の
崩壊デモンスト
レーションによる
溶けやすさを実際
にご覧頂き、活性
生菌製剤のお考え
をご教示頂きたく
存じます。
よろしくお願い申
し上げます。

56� 小間番号：28

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：03-3202-0510
https://www.toadkk.co.jp/

■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。
●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および排水測定向けオ
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・BHIシリーズ
●ポケット残留塩素計　DR�300



57� 小間番号：34

東京都医工連携HUB機構
〒103-0023�東京都中央区日本橋本町2丁目3-11�日本橋ライフサイエンスビルディング603号室
TEL：03-5201-7321　　FAX：03-5201-7322
https://ikou-hub.tokyo/

■出展製品／企業紹介
◆東京都医工連携HUB機構
臨床現場の困りごと、お聞かせください。東京都医工
連携HUB機構は、臨床機関・製販企業、都内中小もの
づくり企業の連携を促進し、臨床ニーズから始まる医
療機器開発・事業化を推進します。本学術集会では、
東京都中小企業振興公社および当機構の会員企業と共
同出展を行います。ブースでは当機構の各種支援メ
ニューやマッチングデータベースをご紹介します。
◆東京医研株式会社
究極の進化型赤外線治療器「スーパーライザーEX」、
LED光源と新波長採用にて比類なき異次元の治療を実
現します。
◆株式会社志成データム
座位・片腕で血管指標AVI,�APIと血圧を同時測定。心
腎連関に関する臨床研究にも利用が拡大しています。
◆山陽精工株式会社
「知覚・痛覚定量分析装置　PAINVISION」下肢虚血患
者のQOLに直結する皮膚感覚量評価装置をご紹介いた
します。

58� 小間番号：34

公益財団法人東京都中小企業振興公社
〒103-0023�東京都中央区日本橋本町2-3-11�日本橋ライフサイエンスビルディング603号室
TEL：03-5201-7323　　
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/medical/index.html

■出展製品／企業紹介
◆（公財）東京都中小企業振興公社
持続的成長が期待される「医療機器産業」への参入を支
援いたします！東京都中小企業振興公社は、都内の“も
のづくり中小企業”が医療機器産業へ参入するために、
専任の医工連携コーディネータによる医療機器メー
カー(製販企業)や臨床機関との連携に向けたマッチン
グ等を実施し、新たな医療機器の開発に向けて支援い
たします。本学術集会では、東京都医工連携HUB機構
および当公社の会員企業と共同出展を行います。
◆Ax Robotix株式会社
　ロボットベッド【Haxx(ハックス)】が自動で体圧分散
させ透析中の姿勢を常に楽に保ちます。
◆株式会社クォンタムオペレーション
　血糖デバイス：CESにてINNOVATION�AWARDS受
賞。SPO2デバイス：腕時計初の管理医療機器classⅡ。
◆株式会社Bisu
　マイクロ流体技術及び機械学習を使った栄養検査に
より、患者は食生活の改善に繋がる栄養助言を受け、
データを医師と共有できます。

59� 小間番号：68

東洋羽毛首都圏販売株式会社
〒241-0031�神奈川県横浜市旭区今宿西町1952-1
TEL：045-953-5685　　FAX：045-959-1134
http://www.toyoumo.co.jp

■出展製品／企業紹介
東洋羽毛は1947年、共同募金「赤い羽根」の考案に参画
したのをきっかけに日本で一番最初に羽毛ふとんを量
産した会社です。1956年、戦後の国家復興プロジェク
トの第一次南極観測隊にダウンジャケットを納入しま
した。極寒の地での装備品として評価頂いており、直
近の観測隊まで納入しています。創立以来、品質にこ
だわり国内工場で製品づくりを行っております。1958
年より、全国の看護関係の皆様方にはご愛顧をいただ
いております。近年は商品開発のために勉強した睡眠
の知識を「睡眠セミナー」という形で社会に還元する活
動も行っております。コロナ過の中、改めて睡眠の大
切さが認知されています。東洋羽毛では良質な寝具を
通して皆様の快眠をサポートしたいと活動しておりま
す。ゴアテックスで知られている機能素材を採用した
羽毛ふとんや、オリジナル4層構造の敷ふとんなどの製
品を展示いたします。

60� 小間番号：S-4

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
https://www.toray-medical.com/

■出展製品／企業紹介
東レ・メディカル㈱は透析にかかわるすべての人の安
全・安心で効果的な透析医療の実現を目指し、従来の
PS製ヘモダイアフィルター(トレライト®HDF)に加
えて、新たなPMMA製ヘモダイアフィルター、フィル
トライザー®HDF(PMF)を上市いたしました。吸着特
性等、PMMA製自体の利点がHDF治療でも発揮できる
ことを期待しています。
一方「透析用監視装置TR-10EX」は『合理的・効率的な
透析システムの構築』と『安全・安心な透析医療への貢
献』のコンセプトに沿って、多彩な治療モード、生体モ
ニタリング機能のアップデートを推進しています。そ
してフィルターと透析装置を組み合わせて使用するこ
とで、患者個々の透析モダリティの提供や適正透析の
支援に寄与したいと考えています。
また「装置統合管理支援システム�(MiracleDMACS�
EX)」は透析システム全体の一体運用により更なる効
率化・経済性向上に寄与し、「人工透析管理システム�
(MiracleDIMCS�UX®)」は患者情報の一元管理により
業務効率化を目指します。さらに救急領域製品として
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。



61� 小間番号：80

トーホージャパン
〒560-0083�大阪府豊中市新千里西町2-22-3-409
TEL：090-8382-9575　　FAX：06-7182-1035
https://toho-japan.com/

■出展製品／企業紹介

抗酸化作用による貧血の改善で、ESA製剤の使用量を
削減し、施設の出費の抑制に貢献します

◆水素ガス吸入という簡単な方法で透析患者様の酸化
ストレスが低減でき、その結果、貧血が軽減して、ESA
製剤の使用量の削減が期待できます。また、酸化スト
レスに起因する体調不良や合併症を抑制することで、
透析患者様のQOLが改善でき医療の質の向上が期待で
きます。
◆水素ガス吸入は、透析ベッドの横に小型の水素ガス
発生器を置き、発生する水素ガスを鼻腔チューブから
吸気して水素ガスを摂取する簡単な方法です。すでに
癌や糖尿病など透析以外の治療では実績があり、これ
までに副作用の報告例は有りません。
◆高性能で低価格、ポータブルサイズの水素ガス発生
器HD-500を活用いただくことで、安全・簡単・低コス
トで水素ガスを摂取いただけます。ESA製剤の使用量
削減で施設の出費を抑制し、施設の収支改善に貢献し
ます！
関連文献：透析会誌54(9)433～439.2021

62� 小間番号：7

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。

63� 小間番号：25

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。

64� 小間番号：S-7

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：0120-797-335
https://www.torii.co.jp/

■企業紹介
本年も皆様におくつろぎいいただけるスペースをご用
意しております。展示ブースでは、弊社製品に加え、先
生方の日常診療にお役立ていただける情報もお届けい
たします。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

■出展製品
・HIF-PH阻害薬　腎性貧血治療薬「エナロイ®」
・高リン血症治療剤/鉄欠乏性貧血治療剤「リオナ®」
・経口そう痒症改善剤「レミッチ®」　等

鳥居薬品は2021年度に会社設立から100年を迎えました



65� 小間番号：20

ナガイレーベン株式会社
〒101-0044�東京都千代田区鍛冶町2-1-10
TEL：03-5289-7931　　
https://www.nagaileben.co.jp/

■出展製品／企業紹介
ナガイレーベンが作った最上級の診察衣です。仕立て、シル
エット、着心地の良さ、形態安定性までも至高の一着です。
他にも、スクラブ等様々なユニフォームを展示しています。

66� 小間番号：S-2

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。

今大会では、Smart�&�Intelligentのキーワードをコンセ
プトとしたSiシリーズを、デモ機とプレゼンテーショ
ンでご紹介いたします。
また、ブース内では弊社空間除菌装置をフル稼働し、
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。

67� 小間番号：78

株式会社ニトムズ
〒140-0002�東京都品川区東品川4丁目12番4号�品川シーサイドパークタワー7階
TEL：03-6631-1661　　FAX：03-6631-1625
https://www.nitoms.com/

■出展製品／企業紹介
株式会社ニトムズでは皮膚刺激の少ないサージカル
テープ「優肌絆®」をはじめとする「優肌」シリーズなど
を取り揃えております。ドレーン・チューブ類の抜去
対策用のテープ「ミゼアセーフ」も新発売致しました。
皆様のご来場心よりお待ちしております。
◆優肌絆®�EasyCut
優肌絆®の優しさそのままに、手切れ性を実現。ミシン
目加工により、ハサミを使うことなくきれいにカット
できます。作業時の手間が省けます。
◆ミゼアセーフX�/�ミゼアセーフW
透析やカテーテルに使用されるチューブやドレーン類
を固定し、抜去リスクを「未然」かつ「安全」に軽減する
テープです。ミゼアセーフXはクロスする形状で、ミゼ
アセーフWは2枚のテープがチューブを上下から包み
込む形状で、多種
多様なチューブ・
ドレーン類をしっ
かり固定します。

68� 小間番号：S-9

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。また、昨今のCOVID-19
感染拡大状況を鑑み、感染対策製品につきましてもご
提案いたします。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。



69� 小間番号：1

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。

70� 小間番号：50

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

71� 小間番号：S-13

日本ゴア合同会社
〒108-0075�東京都港区港南1-8-15�Wビル14階
TEL：03-6746-2560　　FAX：03-6746-2561
https://www.gore.co.jp/products/categories/medical-products

■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。

72� 小間番号：57

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2020年末時点で751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。



73� 小間番号：72

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33F
TEL：03-5326-3230　　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
◆特長1　エコーなのにこの価格！
エコーでありながら25.1万円(税込)という価格を実現。
◆特長2　素早い起動で、簡単操作！
起動時間は約5秒。
スマートフォン感覚で使用でき、医師だけでなく、看
護師などコメディカルの方々にも扱いやすい仕様と
なっています。
◆特長3　人工透析では
シャント穿刺時の血管位置の確認や針先確認、シャン
トの狭窄有無の確認に。
多くのベッドが並
ぶ透析室でも邪魔
にならず、「あれ？」
と感じた時にすぐ
起動させて確認で
きます。

74� 小間番号：48

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
TEL：03-6801-8084　　FAX：03-6801-8094
http://www.jsrnm.jp

■出展製品／企業紹介
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、レシピ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。

75� 小間番号：32
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。

76� 小間番号：73

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技術」を
コアとした部品メーカーです。
ふっ素樹脂(PFA,PTFE)製のチューブ・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、SDGs達成に貢献できるクリーンな配管ソ
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。



77� 小間番号：33

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
http://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
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。
●JSDT特設ページ
https://step-jsdt.com/

78� 小間番号：69

株式会社パースジャパン
〒133-0033�東京都文京区本郷5丁目26番4号�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
　弊社は、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する」を企業ビジョンとして、特に
患者様に快適な入院生活を過ごして頂く為のソリュー
ションを展開しております。
今回、透析時に使えるロングアーム付テレビの新製品
を展示します。

【主な展示品】
・オリジナルロングアーム付テレビ
寝たまま楽な体勢でゆったりテレビ鑑賞が出来ます。
・電動多機能チェア
透析や化学療法に最適な、コストパフォーマンスに優
れた電動チェアで、用途に応じて仕様や色のカスタマ
イズが可能です。

79� 小間番号：9

バクスター株式会社
〒105-6320�東京都港区虎ノ門1-23-1�虎ノ門ヒルズ森タワー20階
TEL：03-6204-3700　　
https://www.baxter.co.jp/

■出展製品／企業紹介
バクスター株式会社は世界的なヘルスケアカンパ
ニー、米バクスターインターナショナルインクの日本
法人です。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」「血液透析」「急性血液浄化」を
はじめとした幅広い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。
展示ブースでは、「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」をはじめとする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をご紹介します。
また、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/)では、製品のご紹介の
他、各種動画コンテンツもご用意しておりますので、
是非ご覧ください。

80� 小間番号：5

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
https://pcmed.jp/dialysis/

■出展製品／企業紹介
無床診療所様にも病院様にも幅広く対応している透析管理
システム一体型の電子カルテを開発・販売しております。
「データの自動連携」「レイアウトの統一性」という特徴を持
ち、転記や参照により発生する時間・ミスの削減や、電子
カルテと透析管理システムを合わせたレイアウトの自由な
変更など、様々なメリットを実現しています。透析管理シ
ステムと電子カルテをセットにして低価格での導入が可能
です。
皆様のご来場をお待ちしております。



81� 小間番号：29

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。

82� 小間番号：76

パラマウントベッド株式会社
〒136-8670�東京都江東区東砂2-14-5
TEL：03-3648-1112　　

■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。

83� 小間番号：59

バンドー化学株式会社
〒650-0047�兵庫県神戸市中央区港島南町4丁目6番6号
TEL：078-304-2024　　FAX：078-304-2455
https://www.bandogrp.com

■出展製品／企業紹介
　出展製品：抜去動作検知システム(抜去アラート)　
本製品は、疾病の診断、治療、予防を目的としておりま
せん。
　透析回路に固定された当システムが引っ張られ、設
定したしきい値を超えた場合、段階的にアラートが発
報することで、透析針が抜去される危険性を周囲に知
らせます。抜去の結果(出血)を検知する既存製品に対
して、当製品は抜去プロセス(出血前)を検知すること
が可能です。意図しない患者様の自己(事故)抜去、ま
た、医療関係者による不注意な抜去を防ぎ、医療安全
に貢献します。
　当社独自の技術で開発した伸縮性ひずみセンサ
「C-STRETCH®」を用いた医療機器である関節運動テ
スタ「ATメジャー™」、テレメトリー式生体信号測定装
置「ResMo®」( グ
ループ会社Aimedic�
MMTによる販売)お
よびヘルスケア機器
嚥 下 運 動 モ ニ タ
「B4S™」など、患者
様の負担の低い機器
を開発しています。

84� 小間番号：6

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「B’Flow(ビー・フロー)」は、世界で唯
一足裏の反射区療法(足ツボマッサージ)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。2つの指圧
球が足裏の70近くあるツボを人の指で押すように刺激
し、大小凹凸のある高速波動盤が5分間の使用で5Ｋｍ
の懸命歩行に匹敵する血行促進効果を膝下から全身に
浸透させます。他では体感できない爽快感を、ぜひお
試しください。



85� 小間番号：45

株式会社Fiora music
〒152-0013�東京都目黒区南1-18-28
TEL：03-3717-0081　　
https://www.fiora-table.com

■出展製品／企業紹介
腎臓病、人工透析を受けていらっしゃる方、糖尿病など
お食事制限のある方に向けた新しい形『プレートご飯』
をご提供致します。
管理栄養士監修のもと
人工透析導入前、導入後、糖尿病それぞれの制限に
対応したメニューを揃えております。
カフェご飯や創作料理などお家にいながらも
外食に行ったような気分を味わっていただきたい。
安心して「お食事を楽しむ時間」を持っていただきたい。
そのような想いを込めてお届けいたします。

86� 小間番号：11

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。

87� 小間番号：18

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
http://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

88� 小間番号：30

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
http://www.ac-phoenix.co.jp/business.html

■出展製品／企業紹介
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、ご愛顧いただいています。
今回は、アルカリ側の排液pH対策商材として『次亜塩素
酸Naへの添加清浄剤�/�サスティーナMK』を開発いたし
ましたので、ご紹介させていただきます。
本剤は、従来の次亜塩素酸Naと混合使用していただく
ことで、排液pHを9.0以上にすることなく、塩素濃度の
保持を可能とした添加タイプの清浄剤です。
様々な利点を当ブースにてご説明させていただきます。



89� 小間番号：61

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／企業紹介
▼出展製品　漏液検知システム
【特長】
〇センサ部自体が発電するため外部電源不要�
���※液体0.2mlより検知可能
〇無線通信のため配線が少なく設置作業が容易
〇漏水発生時に感知後30秒以内にスマホやPCへ通知�
〇センサ部は使い捨てのため取り扱いが容易
【用途例】
〇�透析コンソール,多人数用透析液供給装置,RO水装置な
ど製品詳細につきましてはお気軽にお問合せください

　皆様のご来場をお待ちしております

90� 小間番号：S-6

富士フイルムメディカル株式会社
〒106-0031�東京都港区西麻布2-26-30
TEL：03-6419-8033　　
https://www.fujifilm.com/fms/ja

■出展製品／企業紹介
出展テーマ：「血管を診る、そして伝える」
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。
当社ブースでは、「医師から技士(看護師)へ求められる
ことを、シャントマップにまとめよう！」というテーマ
で、シャントの形態評価・機能評価・報告書作成まで
の流れを講師の先生と一緒に体験していただく場をご
用意しております。
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
ポケットサイズの穿刺に特化した「PV穿刺モード
Plus」で、血管穿刺をサポートします。
◆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で配信
する会員制エデュケーションサイトです。
◆透析施設のFC1-Xユーザー様向け会員サイト　やま
びこClubも大好評

91� 小間番号：S-6

富士フイルム和光純薬株式会社
〒540-8605�大阪府大阪市中央区道修町三丁目1番2号
TEL：03-3270-9134　　
https://diagnostic-wako.fujifilm.com/

■出展製品／企業紹介
・ヘプシジン25測定試薬(ラテックス)
　鉄代謝の制御因子ヘプシジン25が、生化学自動分析
　装置で測定できるようになりました。
　※認定検査試薬[確認番号：RUC-AI-00004]

・トキシノメーター�Dia�Neo／透析用LAL�ミニ
　透析液中エンドトキシン測定用の分析装置と
　調製不要のシングルタイプの試薬です。

富士フイルム和光純薬株式会社は「次の科学のチカラ
となり、人々の幸せの源を創造する」という理念のも
と、多岐にわたる検査分野の試薬・機器をあつかう総
合臨床検査薬メーカーとして医療現場のサポートを致
します。今後も検査現場のニーズに応える技術開発、
より良いものづくりへのこだわりを持ち、患者様の命
とQOLを支える医療に貢献していきます。

92� 小間番号：S-11

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、2020年に発売開始しました保存期から使える
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。



93� 小間番号：43

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、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。

94� 小間番号：31

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)

95� 小間番号：44

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：03-3463-6154
http://www.homerion.co.jp/products/g-tes.shtml

■出展製品／企業紹介
今までにないEMSで随意運動の代用を！！
骨格筋電気刺激装置：G-TES(ジーテス)
===============================
寝たまま・座ったまま筋委縮予防・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
ー＊ー＊ー＊ー＊ー＊ー＊ー＊ー＊ー＊ー＊ー＊
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し随
意運動を代用する電気刺激装置です。電気刺激の痛み
を感じずに強い筋収縮を行うので、安全に筋トレや有
酸素運動が行えます。
＊ー＊透析施設でのG-TES�導入のメリット＊ー＊
〇筋力維持・改善ができます
〇運動療法が充実されます
〇�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
〇�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

96� 小間番号：83

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
◆透析管理システム　�「ＭＹライフ・透析」
　○共通プロトコル(Ver.3、Ver.4)での
　　コンソール連携が可能(複数メーカー対応)
　○大手電子カルテ、ORCAとの連携が可能　
　○どの端末からも透析情報を見ることができる
　　Ｗeb閲覧機能(オプション)
◆「MYウェーブ」
�①ＥＳＡ製剤適正化機能
　○患者さんのQOLと予後の改善が期待
　○適正なＥＳＡ製剤投与量の増減を自動解析し、
　　投与量の削減が可能
�②ｉ－ＰＴＨコントロール機能
　○悪循環を断ち切り、適切な薬剤投与量を分析
　○現在の患者さんを九分割表で表示
◆機器管理システム「MYメンテ・P版」
　○病院全体の機器を管理することが可能
　○オプション機能(タブレット端末、Web閲覧、
　　ペースメーカー管理等)が豊富
　○電子カルテとの連携で、機器の位置情報を把握
◆「フットケア管理ソフト」「シャント管理ソフト」
　○患者さんの履歴一覧を表示
　○イラスト画像や写真での管理が可能



97� 小間番号：71

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。

98� 小間番号：23

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。

99� 小間番号：S-12

ミドリ安全株式会社
〒150-8455�東京都渋谷区広尾5丁目4番3号
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。創業以来、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。

100� 小間番号：S-3

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　　
https://www.medikit.co.jp/

■出展製品／企業紹介
当社グループは1973年の創業以来、医療機器メーカーと
して、医療を通じて社会に貢献し、共感頂ける企業を目
指すことを経営理念とし、医療機関の皆さまのお役に立
つ品質の高い製品を提供してまいりました。1976年に、
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。その後、クランプタイプや
安全機構付きタイプ、止血弁機構タイプの穿刺針を開発
し、供給しています。また透析針以外の関連アイテム(ハ
ンディエコー・止血材など)も取り扱っております。ぜ
ひ、当ブースまでお気軽にお越しください。



101� 小間番号：74

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。

102� 小間番号：47

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：06-6761-0788　　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。

103� 小間番号：51

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168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。

104� 小間番号：19

株式会社ライラ
〒448-0028�愛知県刈谷市桜町4-4-1�セントラルビル2ND
TEL：0566-29-3455　　FAX：0566-29-3451
https://www.laila.co.jp/

■出展製品／企業紹介
私たち株式会社ライラが
「目指したのは、医療従事者の満足度です」
Di-Viewシリーズは「透析現場の皆様の声」をもとに
サービスを拡大していきます。
◆透析看護支援システム　Di-View(Webアプリ)
透析スタッフの皆さまの1日を細かく分析しました。
出勤時の情報収集(予定確認)～来院時の体重計連携
～透析装置連携～透析前中後の処置実施チェック、
経過記録登録～後体重計連携、帰院後の看護記録登録、
次回使用器材、薬剤の支援まで透析スタッフの皆さまの
1日をサポートします。
◆シャント／フットチェックシステム(iOSアプリ)
タブレットを利用した各アプリはカメラ機能の活用、
画面タッチ操作で簡単に過去情報との比較が可能です。
◆医療機器管理システム　ME-View(Webアプリ)
薬機法施行により法令遵守が義務づけられました医療
機器管理をサポートします。
「機器が見える」「保守計画が見える」「研修が見える」
「予算が見える」「自由なデータ編集」
皆さまのお声をお聞かせ下さい。
ご来場を心よりお待ちしております。



2� 展示ルーム2

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。また、昨今のCOVID-19
感染拡大状況を鑑み、感染対策製品につきましてもご
提案いたします。弊社展示ルームでは、多用途透析装
置を始めとする医療機器とネットワークシステムの連
携についてご紹介させていただきます。感染対策を徹
底した製品展示エリアと休憩所をご用意しておりま
す。皆様のご来場をお待ちしております。

1� 展示ルーム1

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
〒164-0001�東京都中野区中野4-10-2�中野セントラルパークサウス
TEL：03-6835-1000　　
https://www.bostonscientific.com/jp-JP/home.html

■出展製品／企業紹介
ボストン・サイエンティフィックはVAIVTの黎明期よ
り長年に渡りVAIVTに関わる製品群を治療現場に提供
し続けてきました。
バルーン、カッティングバルーン、ガイドワイヤー、
シース、インデフレーターと幅広いラインナップで、
これからも患者様と治療に関わるドクター・スタッフ
の方々のベストパートナーを目指し、日本のVAIVTを
サポートしていきます。

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）


