
                     

2023年 1月 26日 

第 15 回データ・セキュリティ・セミナーin 両国 KFC 

特別基調講演 

１． 注目の臨床工学技士の新たな役割 

２．  官公庁・最新のデータ消去の動向 

３． 特許戦略とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・   

拝啓 ますますのご清栄をお慶び申し上げます。平素は格別なご愛顧を賜り厚く御礼申上げます。

私たちデータ・セキュリティ・コンソーシアム（開設時 17社で構成）では、定期的に情報セキュ

リティセミナーや、情報セキュリティ EXPO 18年連続共同出展等、互いに研鑽と親交を深めて

おりました。 

2019 年 10 月 25 日、事務局 日東造機の本社（千葉県茂原市）の河川氾濫による被害や、その

後のはやり病（コロナ COVID-19）からセミナーの開催を中止しておりましたが、その間、神奈

川県庁の破棄パソコン HDD 等の横流し事件、

SSD データ消去認識不足による破棄事故等々、

廃棄プロセスでの事故がクローズアップされ

いる中、日東造機及び日東ホルカムは業界唯一

の REAL HYBRID DB-70HB-HK1（複合破壊

機）を発売いたしました。 

同装置は HDD の磁気消去と物理破壊を１

台で行うオンサイト対応の小型データ消去複

合破壊機で、ワッッフルアダプタの利用で SSD 等の各種フラッシュメモリーの破壊も可能です。 

そこで 4 年ぶりに新商品の展示紹介と、ADEC（データ適正消去実行協議会）有志メンバーのソ

リューション紹介を兼ねた、第 15回データ・セキュリティ・セミナーin両国ＫＦＣを、ハイブリ

ッド開催する運びになりましたので、下記の通りご案内申し上げます。 

-------------------------------------------------------- 記  --------------------------------------------------------------- 

<開催日> 

令和５年２月１５日（水） 開催時間１４:００～１８:４０ 

<開催場所> 

〒130-0015 東京都墨田区横網 1-6-1 TEL 03-5610-5801 FAX 03-5610-5891 

両国 国際ファッションセンター（両国 第一ホテルに隣接） 

<基調講演> 

●特別基調講演 1.注目の臨床工学技士の新たな役割（臨床工学の校正） 

           講師 川崎忠行 氏 

一般社団法人臨床工学国際推進財団 理事長 

●特別基調講演 2. ADEC（データ適正消去実行証明協議会) データ消去三つの指針、新たな日本

の取り組みについて。 

       講師（ADEC 事務局長 鈴木啓紹 氏 /  広報担当：大泉愛桂 氏） 

●基調講演 3. 特許戦略とは・・・・・・（パネルディスカッション） 

 登壇者（MC 弁理士：富田 款、パネラー：神田智一、パネラー：唐鎌益男） 

 

●ＤＳＣセミナーお馴染みの！！！ ショートプレゼン ”いいね大会” 参加者募集中 



                     

日東ホルカム及び日東造機は IT-WeeK 春 2023年 4月 5~7日（東京ビックサイト） 

の協賛ブースと秋には単独出展を予定しています。 

これまで通り、いいね大会 優秀企業様１名様をこの EXPO に無料出展枠をご用意いたします。 

ICT事業、ITAD事業、関連収集運搬及び

中間処理事業、パソコンリサイクル障が

い者就労支援事業 また、これまでご参

加経験がある方は是非、再チャレンジし

てくださいませ。 

優秀者の特別賞は日東ホルカム「（協力

者：武蔵野美術大学 造形学部教授監

修）」の都市鉱山ネクタイピン、ラペルピ

ン茂原市ふるさと納税返礼品を贈呈いた

します。（＊参加者全員に都市鉱山ストラ

ップを配布） 

●ADEC 加盟のデータ上書き消去、磁気破壊、物理破壊、有志企業の製品・ソリューション

展示コーナーあり。 

 

<参加費用>（会場で集金 釣銭が無いようご準備ください） 

  REAL( 参加費 )一般参加 2,000円（一般参加 1名 ）  予定２０名  

     シルバー参加 5,000円（１社 3名まで参加可能） 予定５社  

     ゴールド参加 8,000円（１社 5名まで参加可能） 予定４社 

   同会場で名刺交換・懇親会（軽食あり） 

    ( 合計~MAX５０名 /無料招待・報道含む ) 

    *DSC事務局枠及び講演者、報道関係者、リモート（Zoom）参加は無料です。 

 

●DSC事務局 唐鎌益男(カラカマ マスオ） 

お問合せは⬇︎ 

TEL:03-6240-4555(日東ホルカム） 

info@nittoh-horukamu.com 

携帯：090-6927-7592  

 

セミナー後は同会場別フロアにて簡易立食とともにご参加企業/団体様相互に懇親を深めていただ

ければと思います。情報セキュリティ界のオピニオンリーダーや、環境系の重鎮、メディア記者（取材

が入ります）も参加される予定です。 

敬具 

※データ・セキュリティ・コンソーシアムは、情報（データ）を取得するところから、利用し、保管し、復旧し、

廃棄し、再生するまで、プロセス毎に集まった各組織が相互に協力し、データの健全な活用を通して社会

に貢献する連携体です。毎年、情報セキュリティ EXPOに共同出展ブースを出すほか、定期的にデータ・

セキュリティ勉強会を開催しています。 http://www.data-security-c.net/ 

 

 

 

mailto:info@nittoh-horukamu.com
http://www.data-security-c.net/


                     

【 プログラム詳細 】 

入場 14:00～（ADEC参加企業（ミニ展示会）  

ADEC加盟企業のソリューション展示コーナー見学（展示紹介）   ＊参加者募集中 

 

第一部 （データ・セキュリティ・セミナー） 

総合司会：オプティマ・ソリューションズ株式会社 広報担当者（内野明子、北村恵美子） 

 

開催挨拶 

１４時４０分～１４時４５分 主催者挨拶： データセキュリティコンソーシアム 代表理事 上川路 宏 

開催挨拶：DSC事務局 唐鎌益男 

 

特別基調講演１ 

１４：４５分～１５時２５分 基調講演「川崎忠行氏」 

我が国の臨床工学技士は、医学と工学的知識と技能を兼ね備え、医師の指示の

下に生命維持管理装置の操作等の診療の補助を行うことが許された世界で唯一の

国家資格制度です。 

特に医療機器を用いた治療領域での医療専門職であり、また病院各部門に使用

されている医療機器の総合管理を行う医療機器管理室でのマンパワーでもあります。

この臨床工学技士法が制定され、医療機器に支えられた現代医療に欠くことのでき

ない医療安全と医療技術の向上に寄与する職種となっています。講演、執筆、コン

サルティングと幅広く活躍中。「臨床工学ポケットハンドブック」（医薬ジャーナル社）、

臨床工学 プラクティカル・フルコース」メ（ジカルビュー社）、など著書多数。 

2023年 11月 「叙勲」受章 

１５時２５分～１５時３０分 休憩 

 

特別基調講演２ 

1５時３０分～１６時１０分 

ADEC（データ適正消去実行証明協議会) データ消去、

新たな日本の取り組みについて。 

講師（ADEC事務局長） 鈴木啓紹 氏 /  広報担当：

大泉愛桂 氏） 

 

データ適正消去実行証明協議会は、データの適正な

消去のあり方を調査・研究し、その技術的な基準を策定するとともに、これに基づいてデータの適正消

去が実行されたことを証明するための第三者的な証明制度の普及・啓発を図り、もって我が国におけ

る健全で安心安全な循環型 IT社会の実現に寄与することを目的といたします。 

１６時１０分～1６時１５分（休憩） 

 

 

 



                     

基調講演 3 

１６時１５分～１６時５０分  

基調講演 3. 特許戦略とは・（パネルディスカッション） 

 登壇者３名  

MC:弁理士 富田国際特許事務所 代表 富田 款、 

パネラー (株)システムブレイン 代表取締役 神田智一、日東ホルカム㈱ 代表取締役 唐鎌益男 

１６時５０分～1７時００分（休憩） 

 

第二部    ショートプレゼン“いいね大会”  

１７時００分 ～１７時５０分  開始：挨拶  （MC：総合司会者 ） 

補助/日東造機  優秀者特別賞（名入れネクタイピンもしくはラペルピン） 

いいね旗の上位者の中かた１名（優秀者とする） 

“この大会から大きく羽ばたこう”！ 過去の優勝者例：MAMORIO株式会社 代表取締役 増木大己 氏 

（旧社名：株式会社落し物ドットコム） 

懇親会 

１８時００分～１８時４０分 

 同会場隣接フロアで参加者名刺交換会、簡単な立食懇談会「(乾杯の挨拶/日東造機 （相京）」 

ADEC（データ適正消去実行協議会）ソリューションの展示 

＊コロナ対策としてマスク着用をお願いいたします。 

また、会場は１フロア 200名規模の会場で十分な距離を確保するため最大 50名とさせていただきます。 

また、リモート（Zoomプレミアム会員 50名まで）での参加も可能です。（別途ご案内） 

尚、いいね大会審査員３名様（会場で任命させていただきます。） 

 

● 閉会挨拶（調整中）  

前回の様子（第 14回 データ・セキュリティ・セミナーin 両国KFC）/IST-EXPO、千葉県技術士会イベント  

        

                                                            



                     

データ・セキュリティ・セミナーin 両国 KFC 参加申込書 

開催日：令和５年２月１５日（水）  

開催時間１４：００～１８；４０(最終撤収時間 19:00) 

場所：〒130-0015 東京都墨田区横網 1-6-1 TEL 03-5610-5801 FAX 03-5610-5891 

   両国 国際ファッションセンター（両国 第一ホテルに隣接） 

 

申し込みはＦAX / E-mail ↓ 

FAX  03-6240-4566 

メール  info@nittoh-horukamu.com 

もしくはデータ・セキュリティ・コンソーシアム会員企業の担当者までお申込ください。 

 

●データ・セキュリティ・コンソーシアム主催の第 15 回データ・セキュリティ・セミナーin 両国 

KFC に下記の通り参加申し込みします。↓□に☑を入れお申し込みください。 

 

参加コース①～③：(会費は会場で集金いたします。（つり銭のないようにお願い致します。)  

 

① チェック □ 一般参加     2,000 円 予定２０名 

② チェック □ シルバー参加  5,000 円（3 名まで参加可能） 予定５社  

③ チェック □ ゴールド参加   8,000 円（5 名まで参加可能） 予定３社   

Zoom リモート参加 □ 無料 

企業・組織名：                 

部署：                   

氏名：                   

住所：                   

電話番号：                 

 

＊Zoom 参加者は詳細を別途ご案内申し上げます。 

 

事務局：東京都墨田区亀沢 2-4-10コーポリヴァ―ストン 101 

 TEL 03-6240-4555  FAX:03-62404566 

https://www.nittoh-horukamu.com     e-mail:info@nittoh-horukamu.com 


