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開催結果報告書
開催概要
名
称： 統合医療展 ［第14回］／ケアショー・ジャパン2018
会
期： 2018年1月24日（水）・25日（木） 10：00-17：00
会
場： 東京ビッグサイト 西3・4ホール
出 展 規 模 ： 262社／309小間 （併催展を含む）
来 場 規 模 ： 14,237名 （前年14,213名、併催展を含む）
同 時 開 催 ： メディケアフーズ展、高齢者生活支援サービス展、保険外サービス展
主
催： UBMジャパン株式会社
後援・協賛： 一般社団法人日本統合医療学会、日本補完代替医療学会、特定非営利活動法人日本ホリスティック医
学協会、一般財団法人東方医療振興財団 日本東方医学会、一般社団法人日本未病システム学会、一
般社団法人日本臨床栄養協会、日本アンチエイジング歯科学会、公益社団法人日本鍼灸師会、一般
社団法人日本カイロプラクターズ協会、一般社団法人日本アロマセラピー学会、公益社団法人日本アロ
マ環境協会、特定非営利活動法人日本メディカルハーブ協会、公益社団法人虹の会、一般社団法人
国際統合リハビリテーション協会、特定非営利活動法人アンチエイジングネットワーク
来場者数推移
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来場者属性
①病院・診療所 12.5％

⑨自治体・官公庁 5.2％

①②③医療・介護関係者の属性
②介護・高齢者施設
16.6％

⑧製造・その他企業
17.7％

⑦食品流通 17.4％

14,237名

①②③
医療・介護関係者
40.2％
③在宅介護事業者
11.1％

●経営者・理事長・施設長・
事務長・管理者

29.9％

●サービス・設備導入・購買
責任者／担当者

12.5％

●院長・医師

4.3％

●ケアマネージャー

6.8％

●看護師

3.9％

●管理栄養士・栄養士
⑥介護流通 6.3％

④治療院・健康施設
5.3％
⑤医薬流通 7.9％
（薬局・薬店、医薬・医療機器卸）

●理学療法士・作業療法士
●その他の関係者

28.9％
3.2％
10.5％
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出展企業・団体一覧
アーユルヴェーダビューティーカレッジ

アーユルヴェーダ体質別オイルの紹介

(同)IHMスマイル

最新のHADO機器と手法が体験できます。

暁酵素産業(株)

植物性発酵エキス・植物性発酵飲料（清涼飲料水）・植物性エキス含有加工食品

イチバンライフ(株)

科学的エビデンスに基づくアーユルヴェーダ美容・健康長寿製品

(株)イムノカーサ

鶴見隆史医師の酵素栄養学セミナーのご紹介

インフィニティ(株)

アミノ酸を中心とした栄養補助食品

(株)ウェルネスリンク

整骨・整体・クリニック・エステ・店舗運用のシステム販売（レセコン付）

(株)エイジェイカンパニー

身体のBODY BALANCEをサポート致します。

エコロガジャパン(株)

医療福祉施設での電磁環境対策品と感染、臭気予防製品のご紹介

(株)エヌ・エル・エー

まだ普通の生姜？！いや、これからは「発酵黒生姜」

(株)NBC

最新水素吸入器（2万ppm、10人対応）～ストレス、肥満、老化改善機器

(株)エムアイディ

健康管理器機（プロウェル、エクボ）

エンチーム(株)

ミミズ食品（ルンブルQ、ルンブルルベルス）、プラズマローゲン

(株)オーソモレキュラー.jp

高品質サプリメント、栄養カウンセラー養成講座、糖質制限スイーツ

(株)オカヤマ

天然ゴム製「オカヤマ脳幹クッション」

(株)カイカ

オイル技術、湯感技術

金橋(株)

健康食品

(株)グリーンハート・インターナショナル

グレイトミネラル（リキッド／タブレット）

(一財)国際ひびき生命科学研究センター

スイスオルゴール、書籍、CDの展示と体験

NPO法人国境なき医師団日本

世界中の医療のない場所へ。国境を越えて行う医療・人道援助活動の紹介。

自然免疫応用技研(株)

LPS素材、LPS配合食品/化粧品

ジョイライフグループ (株)ジョイライフ／(株)プランニング
LOFEアーチサポート
(株)翔栄ウエルネス

水素商品（水、バス、吸引器、化粧品）

(株)スタディスト

Teachme Bizは画像や動画マニュアルを作成・共有できるサービス

スリーアールソリューション(株)

皮膚観察用マイクロスコープ／血流観察用マイクロスコープ

NPO法人世界の医療団

あらゆる壁を越え世界各地で医療から疎外された人々の支援にあたります

NGO「ゼロ磁場の奇跡」音響免疫療法学会

TV・映画・音楽を楽しむだけで“羊水の響き”が体温38℃へと導きます。

(株)SOPHIA

腸内フローラをサポートする乳酸菌生産物質を使用したサプリメント

立山化成(株)

αリポ酸、ナリネ菌

ドイツ・フランス胸腺療法協会

協会、及び胸腺や細胞因子に関する治療についての紹介

(株)トータルブレインケア

「脳活バランサーCogEvo 」は「認知機能の見える化」を実現します。

(株)ナカトミ

エミューのクリーム他、環境対策商材を出展

なのはな整骨院

カラマツ入浴剤、カラマツボディジェルクリーム、カラマツ水
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出展企業・団体一覧
(一社)日本オーソモレキュラー医学会

エビデンスに基づく治療レベルの栄養療法

日本オルゴール療法研究所

スイスオルゴール、書籍、CDの展示と体験

(一社)日本ジェモセラピー協会

ヨーロッパで医師が確立した日本初「飲む」新芽のハーブ療法ジェモセラピー

(公社)日本鍼灸師会

株式会社山正の簡単に貼り付けるだけで使用できる各種台座灸を展示

日本ダグラスラボラトリーズ(株)

医療機関用栄養補助食品各種

(一社)日本統合医療学会

学術資料、機関紙、ニュースレター、リーフレット

NPO法人日本ホリスティック医学協会

セミナー情報、ホリスティックヘルス塾、入会資料、会報誌の紹介

NPO法人日本メディカルハーブ協会

メディカルハーブに関する正しい情報の提供と、健全な普及

日本薬品開発(株)

大麦若葉エキス健康補助食品の展示試飲

(一社)日本臨床栄養協会

臨床栄養領域での活動とNR・サプリメントアドバイザー資格養成事業

農業生産法人(株)熱帯資源植物研究所

沖縄青パパイヤを円熟発酵萬寿のしずく、醗酵ウコンシリーズ、沖縄黒糖等

(株)白寿生科学研究所

業務用ヘルストロン PRO-18TⅡ

(株)ビーアンドエス・コーポレーション

乳酸菌生成エキス、プラズマローゲンカプセル

ピーロート・ジャパン(株)

ワイン販売（試飲）

(株)ファースト

水素焼成サンゴ末のサプリメント、原料提供、OEMをご紹介

(株)フジカ

炭素遠赤共鳴ドーム「フジカ・スマーティー」

ヘルスエイジ(株)

医療現場で役立つメディカルサプリのご紹介

(株)ホットアルバム炭酸泉タブレット

各種薬用重炭酸入浴剤を展示・紹介

三重化学工業(株)

ゲルを使った冷罨法製品、温罨法製品

美濃廣庵

僅か10分の老化現象対策、深呼吸補助セラミック「コスモセラミック」

(株)メディエーションズ

珪素専門会社開発のサプリメント＆化粧品

(株)ヤマト

スペースヤマト

ヤング・ケア(株)

体幹を整え健康をサポートするバランスケア、アクティブケア

ゆらしインターナショナル(株)

世界の医療従事者が取り入れているYurashi療法

(株)ライト光機製作所

ココミンHEAT&COOL、ヘッドクーラーココミン、ボディーサーマー

(株)リブインコンフォート

国際特許取得特殊構造をもつデンマーク発の有機ハーブティー。

ルアン(株)

新しいスタイルの増毛法「スーパーミリオンヘアー」のご紹介

(株)YKC

注目の「自律神経ストレス測定／一本から始まる健康習慣」ツールのご紹介

(株)渡辺オイスター研究所

ワタナベ活性型オイスターシリーズ
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開催セミナー

● 統合医療 特別シンポジウム 「今、求められる医療とは？」
【第一部 講演】
川嶋朗（東京有明医療大学 保健医療学部鍼灸学科 教授、
一般財団法人東洋医学研究所附属クリニック 自然医療部門担当）
【第二部 シンポジスト講演＆ディスカッション】
加藤直哉 （健康増進クリニック 副院長、YNSA学会 副会長）
山口貴也 （山口醫院 院長）
細田俊樹 （聖光会病院 内科）
佐久間郁行 （大網白里市立国保大網病院 院長補佐、
日本医科大学付属病院 消化器肝臓内科 非常勤講師）
モデレーター： 川嶋朗

● 「分子栄養療法が創る健康な日本 ～オーソモレキュラー医学最前線～」
柳澤厚生 （国際オーソモレキュラー医学会 会長、一般社団法人日本オーソモレキュラー医学会 代表理事）

● 「医療従事者が知っておきたい栄養の知識」
溝口徹 （新宿溝口クリニック 院長、一般社団法人オーソモレキュラー.jp 代表理事）

● 「認知症予防のための抗加齢医療」
満尾正 （満尾クリニック 院長、日本キレーション協会 代表）

● 「EUにおける補完代替医療」
新井一郎 （日本薬科大学 薬学部 教授）

● 「科学的根拠に基づいた医療（EBM）で考える統合医療の展開・展望」
大野智 （大阪大学大学院医学系研究科 統合医療学寄附講座 准教授、帝京大学臨床研究センター 客員准教授）

● 「糖尿病・認知症と歯科の意外な関係 ～キーワードは「慢性炎症」～」
森永宏喜 （オーソモレキュラー・デンタル 代表、森永歯科医院 院長、米国抗老化医学会（A4M）認定医）

● 「あなたのサプリが効かない理由」
宮澤賢史 （宮澤医院 栄養外来担当医師、臨床分子栄養医学研究会 代表）

● 「アロマでこころの統合的エイジングケアをしませんか？」
鳥居伸一郎 （医療法人社団湘南太陽会 理事長、日本アロマセラピー学会 理事長、鳥居泌尿器科・内科 院長）

ケアショー・ジャパン

出展企業
募集中
2019年1月23日
（水）
・24日
（木）東京ビッグサイト西3・4ホール
次回は国内最大の健康産業トレードショー「健康博覧会」が併催、
「ジャパン・ヘルスケア・ウィーク」
として開催します。

