
 
 
 
  

⼀般社団法⼈⽇本能率協会（JMA、会⻑︓中村正⼰）は、2019 年 11 ⽉ 20 ⽇から 22 ⽇まで東京ビ
ッグサイト⻄展⽰棟１〜２ホールにて医療・介護の専⾨展⽰会『HOSPEX Japan 2019』を開催します。 

 

⽇本が今後直⾯する⼈⼝減少社会では、病院の機能は変化し、快適に過ごせる⾼機能・コンパクトな
施設が求められるようになると考えられます。HOSPEX Japan2019 には、快適で⾼機能な環境を実現
する次世代の製品・サービスが集結します。今年は、デジタルホスピタルアートや最先端機能を備えつ
つデザインに優れたベッドなどが設置され、快適な近未来の病室を体験できる「元気になる病室デザイ
ンコーナー」や、先⽇の台⾵被害も記憶に新しい中、災害時に貢献する製品やサービスがわかる「災害
医療・災害対策ゾーン」、「医療×AI／IoT ゾーン」などの企画・新設ゾーンをはじめ、20 分で硬化しシ
ャワーもできるギブスや 8K 映像技術を駆使した⼿術⽤顕微鏡システムといった医療・介護・福祉の最
先端技術やサービスを幅広くご覧いただけます。 

HOSPEX Japan は、病院設備機器展』『介護・福祉設備機器展』『病院・福祉給⾷展』『医療・福祉機器
開発テクノロジー展』『ホスピタルサウンドソリューション展』に加え、健康寿命に⼤きく関わる睡眠・
スポーツ・健康診断・温活・⾷品・アレルギー対策に関する展⽰を⾏う『カラダ改善プロジェクト』を
同時開催。271 社/483 ブースの規模で開催します。医療・福祉・介護分野に従事する⽅々に役⽴つ最
新情報をお届けする展⽰会となっておりますので、ぜひご来場ください。 
 

【HOSPEX Japan 2019 のみどころ】 
 
 
 
 
 
 

1. 次世代の病室をビフォアー・アフターで体験できる「元気になる病室デザインコーナー」 
2. 20 分で完成するギブスから 8K 映像技術が⽀援する⼿術まで、最先端技術が集結︕ 
3. 今から備える︕災害医療・災害対策 
4. カラダ改善プロジェクト︓最新の睡眠促進、スポーツ医療、⾷品、アレルギー対策などの６つ

のテーマで、予防医療の発展を通じて医療費適正化の推進を考える 
5. 学会が併催 経営・現場・メーカーの課題を解決するセミナーを 80 以上開催 
 

病室にエンタメを！「元気になる病室デザインコーナー」 昨年の会場の様子 

  
 

ご来場のご案内 

2019 年 10 ⽉ 28 ⽇（⽉） 
⼀般社団法⼈⽇本能率協会 
HOSPEX2019 広報事務局 

エンタメ×医療×最先端技術＝元気になる病室︖災害×医療にも注⽬︕ 
医療・介護の専⾨展⽰会【HOSPEX Japan 2019】開催 

会期︓2019 年 11 ⽉ 20 ⽇（⽔）〜22 ⽇（⾦） 場所︓東京ビッグサイト ⻄ホール 



＜元気になる病室デザインコーナー＞ 

 

 

 

 

 

よくある病室イメージを”Before”、デザインで元気になる新しい病室を”After”として、ビフォア
ー・アフターを体感できます。 

・病室のイメージを覆すスタイリッシュで機能的なベッド。 
・昼間はおしゃれなソファが、夜には付き添いの⼈もゆっくり体を休められるベッドに変⾝。 
・病室の外に出られない時には、プロジェクションマッピングで世界の都市を旅する映像を楽しめます。 

デジタルホスピタルアートは、看護師としての臨床経験をもとに最新のテクノロジーを医療現場に応
⽤して病院でのプロジェクションマッピングやデジタルアートを制作している株式会社 NODE 
MEDICAL の吉岡純希⽒が担当。 
全体監修は、「環境を通して、⼈を健康に幸せにする」ことをミッションに病院・クリニックなどの
デザインを⼿がける株式会社ドムスデザインの⼾倉 蓉⼦⽒が担当します。 

＜医療・介護の最先端技術が集結＞ 

●わずか 20 分で完了︕伸縮性のあるネットを被せて⽔で固めるだけのギブス。シャワーもできる︕ 
伸縮性に優れたネットを⽔に浸し、ストッキングを
はかせるように患部にかぶせて 20 分で完全に硬化
します。関節部などにシワもよりにくく、従来品よ
り通気孔が⼤きいため通気性が⾼くなっています。
また、X 線の透過性にも優れており細かい治癒の状
況を正確に確認できます。撥⽔性素材の使⽤により
シャワーを浴びても痛⾵と体温で乾燥でき衛⽣的。
かゆみや匂いも抑えられます。 

出展社︓テクセルジャパン ブース番号︓2A-34 

●3D を使⽤することなく⽴体視できる 8K ⼿術⽤顕微鏡システムがミクロンの世界を可視化 
最先端の 8K 映像技術を駆使した⼿術⽤顕微鏡シス
テム。新開発の技術により 3D を使⽤することなく
⾃然な⽴体視を実現しています。細胞レベルまで可
視化でき、マイクロサージャリーなど難易度の⾼い
⼿術や治療が可能となります。 
8K ⼤型モニターとの組み合わせで、頭を上げたま
まの姿勢で⼿術を⾏うことができ、医師の負担が軽
くなり、⼿術の質を確保できます。 

出展社︓エア・ウォーターグループ ブース番号︓1W-21 

吉岡 純希氏 

戸倉 蓉子氏 

元気になる病室（イメージ図） 



●⼦どもが⼤好きなガチャガチャで、また来たくなるクリニックに︕  
診察・治療をいやがって泣き喚いてしまう⼦どもの患者さんも、がちゃポン先
⽣の設置によって、最後は笑顔でクリニックを後にすることができます。クリ
ニックに連れて来る保護者の⼼理的負担やドクターの治療のストレスを軽減で
き、結果的に⼩児の集患と通院継続率のアップにもつながるサービスです。 

 

出展社︓ビーエムジャパン ブース番号︓1T-17 

 

●お湯で洗い流さない︕ベッド上でもシャンプーできます。 

お湯で洗い流さなくてもきれいに洗髪ができ、洗い流すシャンプ
ーと同じ爽快感が得られるヘアスチーマーです。特殊なスチーム
を⽑髪、頭⽪に当てることで汚れを浮かせ、専⽤シャンプー剤で
洗い、拭き取るだけです。周囲を濡らさないので、寝たきりの⽅
をベッド上でそのまま洗髪、清拭が可能です。2016 年の熊本地
震ではこのスチーマーが避難者の皆さんに使⽤されました。 
ブースにて体験可能です。 

出展社︓株式会社ティ．アイ．プロス ブース番号︓2Q-30 

＜今から備える︕災害医療・災害対策＞ 
●2 分で⾃⽴する防⾳テント 

広げて空気を⼊れるだけの簡単設営で、2 分で⾃⽴する防⾳仮囲
い（テント）です。周辺環境への騒⾳の拡散を軽減し、採光引布
の採⽤で⽇中は別途照明を⽤意する必要がありません。また、排
気ダクトに送⾵機を取り付けることで内部の環境を改善すること
ができます。災害時の医療提供拠点として注⽬されます。 

出展社︓⼤同機械 ブース番号︓1U-14 

 

●陸上ではリヤカー、⽔上ではボート 

 
 
 
 
 
 
 
川の氾濫や集中豪⾬による浸⽔時に、レスキュー運搬艇として使⽤可能な⼩型の不沈ボート。⾞輪を
付ければ陸上ではリヤカーになるため、救助する側の負担の軽減、⼈員削減が可能となります。ま
た、⾞いすのまま積載が可能なので⽔害時に体の不⾃由な⽅を濡らすことなく搬送できます。艇体に
は硬質ウレタンが注⼊されていますので、使⽤時に艇体が破損して⽳が開いても空気漏れやパンクの
⼼配がなく決して沈まないので安⼼です。レジャーなどでも使⽤できます。 

出展社︓浜⼝ウレタン株式会社 ブース番号︓1R-13 

HOSPEX2019 Web ガイド (https://jmacv.herokuapp.com/hx2019/webguide/search?language=ja) 



＜カラダ改善プロジェクト 2019＞  

カラダ改善プロジェクトは、国⺠の健康寿命の延⻑や健康リテラシーの向上、予防医療の発展を通じ
て⾼騰する医療費の適正化を推進することを⽬的に、「第２回ぐっすり EXPO」「第２回メディスポ」
「第２回健康診断・健康管理 EXPO」「第 1 回温活 EXPO」「第 1 回カラダ改善⾷品展」「第 1 回アレル
ギー対策展」の６展⽰会で構成されます。 

カラダ改善プロジェクト Web ガイド（https://jmacv.herokuapp.com/kkp2019/webguide/search?） 

●ぐっすり、を環境から考えた寝室 
 

 

 

 

 

 

⼈⽣の約 1/3 が費やされる睡眠時間。しかし睡眠の質に不満を覚える⼈も多くいます。睡眠の質を⾼
めることを⽬的とした「究極の寝室」は、床・天井・壁を天然素材で施⼯した眠りのための最⾼の空
間となっています。この寝室の体験カーが会場に登場︕究極の睡眠を体験できます。 

出展社︓早稲⽥ハウス ブース番号︓2T-02 

＜⽇本医療福祉設備学会が併催 現役医師や医療機関の経営者が多数登壇︕ 
経営・現場・メーカーの課題を解決するセミナーを 80 以上開催＞ 

その他のセミナースケジュール、会場、料⾦等の情報はこちら↓ 
  （https://www.jma.or.jp/hospex/, https://jma-kkp.com）をご覧ください。 

【HOSPEX Japan 2019／カラダ改善プロジェクト 2019 概要】 
開 催 ⽇︓2019 年 11 ⽉ 20 ⽇（⽔）〜2019 年 11 ⽉ 22 ⽇（⾦） 
開 催 時 間︓10︓00〜17︓00 
開 催 場 所︓東京ビッグサイト ⻄ホール 

    ※プレスルーム ⻄ 1 ホール 2 階 商談室 2   9:30 開場 
⼊ 場 料︓￥3,000（「招待券」をお持ちの⽅は無料。ただし⼀般の⽅、16 歳未満の⽅は⼊場不可) 
予定展⽰規模︓271 社/483 ブース 
公 式 サ イ ト︓https://www.jma.or.jp/hospex/, https://jma-kkp.com  

未来の病院をデザインする 
11 ⽉ 21 ⽇（⽊）13:00〜14:30 

公益社団法⼈全⽇本病院協会 副会⻑ 
社会医療法⼈財団薫仙会 恵寿総合病院 理事⻑ 神野 正博 

睡眠負債の概念と“脱・睡眠負債” 
11 ⽉ 2０⽇（⽔）11:00〜12:00 

スタンフォード⼤学医学部精神科教授 同⼤学睡眠⽣体リズム研究所 所⻑ 
株式会社ブレインスリープ CEO 兼 CMO  ⻄野 精治 

 

医療機関に求められる BCP とは〜最近の災害からの教訓〜 
11 ⽉ 20 ⽇（⽔）11:00〜12:00 

独⽴⾏政法⼈ 国⽴病院機構災害医療センター 臨床研究部・部⻑ 
 厚⽣労働省 DMAT 事務局 局⻑  ⼩井⼟ 雄⼀ 



『HOSPEX Japan 2019／カラダ改善プロジェクト 2019』 
プレス登録申請書 

FAX 返信先︓03-6740-2095 
   ご返信締め切り︓2019 年 11 ⽉ 19 ⽇（⽕） 

 お忙しいところ誠に恐縮ですが、本展へご来場いただける媒体社様は、下記にご来場者の⽒名等をご
記⼊の上、FAX にて 11 ⽉ 19 ⽇（⽕）までにご返送くださるか、下記 URL より Web 登録くださいま
すようお願い申し上げます。 
 

Web 登録 URL: https://shapewin.co.jp/press-hospex 

■以下希望⽇程にチェックし、ご来場予定の時間をご記⼊ください 

□ 11/20（⽔） □ 11/21（⽊） □ 11/22（⾦） 
ご来場予定時刻 ︓   時   分 ごろ 
■取材ご希望の内容 

■ご来場者様についてご記⼊ください。 

貴媒体名                  貴社名                 
 
ご担当者名              様  来場者数            名 
 
メールアドレス                                  
 
当⽇ご連絡先お電話番号                             
 
撮影 □ スチール     台    □ ムービー     台         
 
掲載・オンエア予定⽇               □ 未定           

 

当⽇は【プレスルーム】⻄ 1 ホール 2 階商談室 2 
（9:30〜 OPEN）にお越しください。 

 
 
 

※取材予定の内容（キーワード、メーカー名、セミナー名など）を可能な限りご記⼊ください。 

 
 
 
 
 

プレス登録フォーム 

【本リリース内容に関するメディアの⽅からのお問い合わせ先】 
広報代理︓シェイプウィン株式会社 担当︓島・今村・岸 

TEL︓03-6427-2298 FAX︓03-6740-2095 Mail︓press-hospex@shapewin.co.jp 


