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主

催：愛知県、名古屋市、名古屋商工会議所、中部医療機器
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メーカー
医療機器

中部地区の13の大学・研究機関から最先端の技術シーズを配信！

平成 28 年度 中部地区

医療・バイオ系シーズ発表会
会 期
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会 場

12月7日㊌・8日㊍

名古屋市中小企業振興会館 吹上ホール
OFFICIAL GUIDE BOOK

（名古屋市千種区吹上2-6-3）

医療 に 活 かそう
中部のモノづくり

〈テーマ〉

OFFICIAL GUIDE BOOK
会 場

2016 年
会 期

名古屋市中小企業振興会館

吹上ホール

（名古屋市千種区吹上2-6-3）

12月7日㊌・8日㊍

第3 回

メディカルメッセ

中部発！医療機器産業にフォーカスした展示商談会

主催／中部地区医療・バイオ系シーズ発表会実行委員会
構成

愛知県がんセンター研究所、愛知県立大学、愛知工業大学、金沢医科大学、金沢大学、岐阜大学、産業技術総合研究所中部センター、中部大学、
名古屋大学、名古屋市立大学、浜松医科大学、名城大学、藤田保健衛生大学

後援／一般社団法人中部経済連合会、中部医療機器工業協会、名古屋商工会議所、独立行政法人 中小企業基盤整備機構中部本部、愛知県、名古屋市、三重県、
岐阜県、静岡県、中部先端医療開発円環コンソーシアム、名古屋大学協力会、NPOバイオものづくり中部、新ヘルスケア産業フォーラム

Contents

医療機器

医療関係者・大学等研究機関、医療機器メーカー、モノづくり
ングにより、新たな医療機器の開発・創出を目指します。

出展企業・団体一覧〈140社・団体（五十音順）〉

出展企業・団体名

医療機器が実際に活用される現場を持つ
「中部先端医療開発
円環コンソーシアム」
、
すでに医療機器産業に参入し、各種業許
可を持つ医療機器メーカーが所属する
「中部医療機器工業協
会」
と行政・経済界が一体となって開催し、医療機器産業に携

企業

わるプレーヤーの連携拡大を図ります。

展

示

医療関係者・
大学等研究機関

モノづくり

中部先端医療開発
（円環コンソーシア
ム）

ブース展示

医療機器メーカー・大学アカデミア・医療機器産業への参入を目指す企業等、140社・団体（174
小間）
がブースを出展し、製品・技術・サービスを展示PR

ロボットデモゾーン

医療や介護･福祉の現場で導入の進むロボット、
また医療機器の生産において活躍するロボットを、
実際に動かし体験･体感、間近で見ることの出来るゾーン

ロボットデモゾーン出展者によるデモ&プレゼンタイム
主催者企画

［8日 13：45〜14：15］

医療機器を学ぼう！
「見て！触って！現場の医療機器！」

〈協力：愛知県臨床工学技士会〉

日々特殊な医療機器を操作・管理する
「いのちのエンジニア」臨床工学技士による集中治療室の
再現ブース。
また、各種医療機器の展示や解説をはじめとし、操作体験できる機器や臨床工学技
士発の製品開発の事例などを展示

臨床工学技士による医療機器プレゼンタイム

併
催
イベント

キーノートスピーチ

［8日 11：30〜12：00］

［7日 13：10〜14：00］

医療機器開発における、大学・アカデミアの最新の取り組み事例を紹介

名古屋大学総長補佐
名古屋大学医学部附属病院先端医療・臨床研究支援センター教授

医療現場ニーズ発表会

水野 正明 先生

［8日 10：15〜11：15］

医療関係者が日ごろ抱えている課題や現場改善ニーズを発表し、提案を募集

〈発表者：中部先端医療開発円環コンソーシアム加盟大学〉

医療機器等産業参入支援セミナー ［7日

14：10〜15：30］

主催：経済産業省中部経済産業局、
日本貿易振興機構
（JETRO）
名古屋貿易情報センター、
岐阜県研究開発財団、
名古屋商工会議所
後援：国立研究開発法人日本医療研究開発機構
（AMED）

「医工連携による医療機器事業化を進める上での隘路」
株式会社三菱総合研究所
ヘルスケア・ウェルネス事業本部

主席研究員

山田 栄子 氏

「世界の医療機器市場の最新動向」
独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）
サービス産業部 ヘルスケア産業課 課長

桜内 政大 氏

企業ブースツアー ［7日

16：15〜17：00］

様々な技術を持った出展企業のブースをコーディネーターと共に訪問し、
企業からのプレゼンテーション、
質疑応答、
意見交換を行う

出展者プレゼンテーション

［8日 13：00〜13：45］

出展者が自社の製品、技術、
サービスをアピール

名古屋市医療介護ものづくり研究会

［8日 15：00〜16：00］

名古屋市立大学病院医療デザイン研究センター研究開発事例発表

「いまやりたい２１のこと」
医療デザイン研究センター長

1

國本 桂史 氏

●
1 ：ブースNo.
●

会場案内図／3,4ページ イベントスケジュール／5,6ページ

メーカー

企業が一堂に会し、医療現場のニーズと技術シーズのマッチ

凡 例 ♥：医療機器製造業 ♦：医療機器製造販売業 ♣：ISO13485 ♠：医療機器の輸出対応

あ（株）
アーク
（株）
アイキューブテクノロジ
Ｉ
・Ｋ・Ｃ／
（株）
ワークス
（株）
愛工舎
♥♦
アイシン精機
（株）
愛知県／あいち健康長寿産業クラスター推進協議会
♥♦♣♠
本多電子
（株）

ブースNo. 頁
88
●

139
●
44
●
38
●
135
●
142
●
142
●
142
（株）
和田製作所
●
67
愛知時計電機
（株）
●
130
あいちロボット産業クラスター推進協議会（愛知県） ●
130
サトープレス工業
（株）
●
130
（株）
マクシス・シントー
●
130
リョーエイ
（株）
●
130
名古屋工業大学
（森田研究室）
●
♥●
74
旭ゴム化工
（株）
127
（株）
朝日ラバー
●
65
アルゴメデス
（株）
●
♥♦♣ ●
23
石福金属興業
（株）
59
伊原電子
（株）
●
♦●
61
（株）
インフォファーム
79
エーケービジネス
（株）
●
87
（株）
エクシールコーポレーション
●
64
（株）
エッチ・エム・イー
●
134
ＮＤＳ
（株）
●
133
（株）
ＮＴＴドコモ
●
♥●
42
（株）
オー・ケー・シー
51
（株）
大川電機製作所
●
126
（株）
太田廣
●
54
大府市 ウェルネスバレー
●
54
（株）
型善
●
54
兼子電機
（株）
●
54
協和工業
（株）
●
54
（株）
共和熱処理
●
54
（株）
ケーツー
●
54
タツミ化成
（株）
●
54
（株）
東洋発酵
●
54
（株）
松尾製作所
●
54
（株）
メイク
●
♥●
54
（株）
吉見製作所
♥●
39
（有）
大堀研磨工業所
♥♣ ●
71
オーム電機
（株）
♥♦♣♠ ●
24
か カイインダストリーズ
（株）
63
（国研）
科学技術振興機構
●
63
（株）
アイカムス・ラボ
●
63
藤倉航装
（株）
／東京航空計器
（株） ●
♥●
63
ヤグチ電子工業
（株）
63
（株）
リアルデザイン
●
116
（株）
化合物安全性研究所
●
43
カネキタ
（株）
●
48
（株）
蒲郡製作所
●
♥♣ ●
101
関西電子ビーム
（株）
107
（有）
岸本工業
●
60
北川工業
（株）
●
69
北川電機
（株）
●
♥♦♣♠ ●
76
（株）
グッドマン
98
（株）
グリーンユーティリティー
●
138
（株）
グローバルワイズ
●
122
（株）
Ｋ
Ｉ
Ｔ
●
91
（株）
コア
●
104
広陽商工
（株）
●
♥♣ ●
102
（株）
コーガアイソトープ
89
（株）
五合
●
30
小松ばね工業
（株）
●
78
コムネットワーク
（株）
●

7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17

出展企業・団体名

さ 榊原精器
（株）
坂本電機
（株）
♥♦♣♠
サンエー精工
（株）
山京インテック
（株）
サンゲン
（株）
♥♣
（株）
三琇プレシジョン
山洋電気
（株）
（株）
ジェイテクト
（公財）静岡県産業振興財団ファルマバレーセンター
（株）
シティプラスチック
♥♦♣♠
（株）
島津製作所
♥♦♣♠
（株）
シャルマン

ブースNo. 頁
47
●

120
●
34
●
117
●
52
●
128
●
80
●
123
●
21
●
84
●
66
●
28
●
103
（株）
十六銀行
●
♣●
33
（株）
樹研工業
♥♦♠ ●
119
（株）
松栄電子研究所
♥●
136
（株）
伸交
57
シンフォニアテクノロジー
（株）
●
♥♦♣♠ ●
58
（株）
スズケン
113
（株）
住化分析センター
●
♥♦♣♠ ●
41
セイリン
（株）
26
（株）
セルコ
●
105
た（株）
第一システムエンジニアリング
●
♦●
85
ダイトエレクトロン
（株）
75
（株）
高瀬金型
●
55
タキゲン製造
（株）
●
♥♦ ●
46
チタンクリエーター福井
137
（株）
中旺ヘルス
●
145
中部医療機器工業協会
●
141
中部経済産業局／
（公財）
岐阜県研究開発財団 ●
141
（株）
ガレイヴ
●
141
（株）
タナック
●
56
（株）
中部精機製作所
●
♦●
94
（株）
データ・デザイン
92
（株）
テクノプラスト
●
♥●
62
テック・ワーク
（株）
129
テュフズードジャパン
（株）
●
♥●
132
（株）
デンソー
♥♦♠ ●
95
東海光学
（株） 光機能事業部
109
東海エレクトロニクス
（株）
●
106
（株）
東海メディカルプロダクツ ♥♦♣♠ ●
125
東芝テック
（株）
●
♥♦♣♠ ●
68
東朋テクノロジー
（株）
90
トーカロ
（株）
●
112
ドナルド・マクドナルド・ハウスなごや
●
121
（公財）
富山県新世紀産業機構
●
121
（株）
キャステム
●
121
（株）
KEC
●
121
（株）
なかたに印刷
●
121
（株）
能作
●
121
国立大学法人富山大学
●
121
ライフケア技研
（株）
●
♥♦ ●
143
トヨタ自動車
（株）
27
な（有）
内藤スプリング製作所
●
31
名古屋市／
（公財）
名古屋産業振興公社 ●
♥●
82
名古屋樹脂工業
（株）
144
名古屋商工会議所／メディカル・デバイス産業振興協議会 ●
♥♦♣ ●
25
西島メディカル
（株）
73
日東商事
（株）刈谷営業所
●
♥●
73
藤倉ゴム工業
（株）
73
東洋炭素
（株）
●
115
（一財）
日本食品分析センター
●
70
日本電計
（株）
●
70
キーサイト・テクノロジー合同会社
●
70
菊水電子工業
（株）
●

17
17
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27

出展企業・団体名

ブースNo. 頁

70 28
●
70 28
●
110 28
●
114 28
●
97 28
●
83 28
●
45 29
●
35 29
●
2 29
●
111 29
●
50 29
●
100 29
（株）
福祉情報事業団
●
140 30
福島県／
（一財）
ふくしま医療機器産業推進機構 ●
140 30
（株）
アイザック
●
140 30
（株）
菊池製作所／
（株）
イノフィス
●
♥♦♣♠ ●
140 30
CYBERDYNE
（株）
♥♣♠ ●
140 30
林精器製造
（株）
77 30
フコク物産
（株）
●
♥♦♠ ●
124 31
（株）
プリンシプル
♥♦ ●
118 31
（株）
プロアシスト
♥♣ ●
29 31
（株）
豊栄工業
72 31
ま（株）
前田シェルサービス
●
81 31
（株）
松村合金ダイス研究所
●
♠●
131 31
（株）
丸由製作所
36 32
みえ医療機器コンソーシアム（（株）三重ティーエルオー内） ●
♥●
36 32
桑名精工
（株）
36 32
（株）
シリックス
●
♥●
36 32
（株）
水貝製作所 技術研究所
♥●
36 32
東海アヅミテクノ
（株）
36 32
松井機工
（有）
●
22 33
（有）
名南機械製作所
●
♥♦ ●
108 33
名南歯科貿易
（株）
♥♦♣♠ ●
93 33
（株）
メニコン
♥♦♣♠ ●
99 33
（株）
メルシー
♥♦ ●
32 33
や（株）
山内スプリング製作所
♠●
86 33
山路製陶工房
53 34
（有）
山田治工具製作所
●
37 34
（公財）
やまなし産業支援機構
●
37 34
（株）
ウチダ
●
♠●
37 34
甲府精鋲
（株）
37 34
（株）
昭栄精機
●
37 34
パイオニア・マイクロ・テクノロジー
（株） ●
♥♦♠ ●
37 35
（株）
富士エス・エル・アイ
37 35
ユウアイ電子工業
（株）
●
♥♦♣♠ ●
49 35
（株）
ユニシス
96 35
（株）
陽和
●
40 35
（有）
米山金型製作所
●
5 35
中部先端医療開発円環コンソーシアム ●
10 36
愛知医科大学
●
17 36
金沢医科大学
●
16 36
金沢大学
●
8 36
岐阜大学
●
12 36
国立長寿医療研究センター
●
4 36
富山大学
●
11 37
国立病院機構名古屋医療センター
●
9 37
名古屋市立大学
●
6 37
名古屋大学
●
3 37
浜松医科大学
●
1 37
藤田保健衛生大学
●
7 37
三重大学
●

日置電機
（株）
（株）
ノイズ研究所
（株）
日本バイオリサーチセンター
（一財）
日本品質保証機構
は（株）
パイオニア風力機
（株）
ハイタック
（株）
ハタ研削
（株）
ハマダ工商
はままつ次世代光・健康医療産業創出拠点
ビューローベリタスジャパン
（株）
♥♣
福井鋲螺
（株）

2
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シーズ発表会のP5を
ご覧ください

オー・ケー・シー
49 ユニシス
42

48

カネキタ 43

蒲郡
製作所

Ｉ
・Ｋ・Ｃ／
ワークス
榊原
47 精器
44

サンエー 樹研
精工 工業

41 セイリン

40

34

ハマダ
工商 35

米山金型
製作所

33

豊栄工業 29

小松ばね
32
工業 30
山内
スプリング
製作所

協和工業
共和熱処理
ケーツー
タツミ化成
東洋発酵
松尾製作所
メイク
吉見製作所

28 シャルマン

27

25

セルコ 26

内藤
スプリング
製作所

24

静岡県産業振興財団
ファルマバレーセンター

21

名南機械
22
製作所
石福金属
興業

23

大堀研磨
工業所
39

ハタ研削
36
46 チタン
45
38 愛工舎
31
クリエーター
日本電計
福井
みえ医療機器コンソーシアム
キーサイト・テクノロジー
桑名精工
山田治工具製作所
菊水電子工業
シリックス
日置電機
水貝製作所 技術研究所
やまなし産業支援機構
ノイズ研究所
名古屋市／
東海アヅミテクノ
ウチダ
名古屋産業
松井機工
甲府精鋲 37
54
振興公社
昭栄精機
パイオニア・マイクロ・テクノロジー
大府市ウェルネスバレー
富士エス・エル・アイ
型善
ユウアイ電子工業
兼子電機
タキゲン
55 製造

西島
メディカル

休憩コーナー

53

セミナー会場

ステージ

WC

4

12月8日㊍
ブース
展示

イベントスケジュール

併催イベント

［10：15▶11：15］

中部地区 医療・バイオ系シーズ発表会
ポスター
展示

ブース
展示

13：00

中部地区 医療・バイオ系シーズ発表会

開場

10：30

併催イベント

併催イベント

10：00

12月7日㊌
第3回メディカルメッセ

第3回メディカルメッセ

ポスター
展示

第3回メディカルメッセ

併催イベント

開場

医療現場ニーズ発表会【セミナー会場】
〈中部先端医療開発円環コンソーシアム加盟大学〉

11：00

［13：10▶14：00］

キーノートスピーチ【セミナー会場】

13：30

11：30

名古屋大学総長補佐
名古屋大学医学部附属病院
先端医療・臨床研究支援センター教授

水野

［11：30▶12：00］

臨床工学技士による医療機器プレゼンタイム

正明 先生

【主催者企画ブース】

12：00

14：00

［13：00▶13：45］

医療機器等産業参入支援セミナー【セミナー会場】

栄子 氏

［14：50▶15：30］
「世界の医療機器市場の最新動向」

13：00

独立行政法人日本貿易振興機構
（JETRO）
サービス産業部 ヘルスケア産業課 課長代理

15：30

桜内

政大 氏

［15：20▶16：10］

13：30

口頭発表

【プレゼン会場】

16：00

セイリン
（株）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 医療に針を使ってみませんか？
（株）
樹研工業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 精密から超精密へのパラダイムシフト
テュフズードジャパン
（株）・・・・・・・ 登録認証機関としての業務内容と提供サービスご案内
（株）
島津製作所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 島津製作所のライフサイエンス分野へのポートフォリオ
（公財）
静岡県産業振興財団ファルマバレーセンター
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

静岡県医療健康産業研究開発センターとファルマバレープロジェクト

（株）
パイオニア風力機 ・・・・・・・・・・・・ 異物混入を防ぐ為に作業環境のクリーン化対策
（株）日本バイオリサーチセンター ・・・・・・ 日本バイオリサーチにおける非臨床試験のご紹介
（株）
ＮＴＴドコモ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 患者様ロイヤリティ向上に向けて〜ドコモの医療ＩＣＴの取組み〜
（株）
コーガアイソトープ ・・・・・・・・・・・・ 医療機器におけるガンマ線滅菌利用の現状
ダイトエレクトロン
（株）・・・・・・・・・・・・・・・ 医療機器における、大気圧プラズマ装置のご提案
（株）
住化分析センター ・・・・・・・・・・・・ 生体適合性試験および化学的キャラクタリゼーション
山洋電気
（株）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 山洋電気（株）
についてご紹介
福島県／
（一財）
ふくしま医療機器産業推進機構 ・・・・・・・・・・・・・・・ ふくしまからの挑戦

【プレゼン会場】

ポスター展示

山田

ブース展示

株式会社三菱総合研究所
ヘルスケア・ウェルネス事業本部 主席研究員

12：30

ポスター展示

15：00

「医工連携による医療機器事業化を進める上での隘路」

ポスター発表コアタイム
兼ポスターブースツアー

出展者プレゼンテーション【プレゼン会場】

［14：10▶14：50］

ブース展示

14：30

［11：45▶12：45］

［13：45▶14：15］

14：00

ロボットデモゾーン出展者によるデモ&プレゼンタイム
【ロボットデモゾーン】

16：30

［16：15▶17：00］

［14：00▶15：10］

14：30

口頭発表

企業ブースツアー
17：00

終了

【プレゼン会場】
15：00

［15：00▶16：00］

名古屋市医療介護ものづくり研究会
15：30

【セミナー会場】

名古屋市立大学病院医療デザイン研究センター研究開発事例発表

「いまやりたい２１のこと」
医療デザイン研究センター長

國本

桂史 氏

16：00

終了

5

6

株式会社アーク

139

142

愛知県／あいち健康長寿産業クラスター推進協議会

本多電子株式会社

♥♦♣♠

ブースNo.

142

愛知県／あいち健康長寿産業クラスター推進協議会

株式会社和田製作所

〈住所〉
〒470-0111 愛知県日進市米野木町南山500-30
〈TEL〉0561-72-5550 〈URL〉http://www.arrk.co.jp

〈住所〉
〒460-0011 名古屋市中区大須４丁目１０番３２号 上前津ＫＤビル５Ｆ
〈TEL〉052-251-9080 〈URL〉http://www.i-cube-tech.co.jp/

〈住所〉
〒441−3193 豊橋市大岩町小山塚20
〈TEL〉0532-41-2511 〈URL〉http://www.honda-el.co.jp

〈住所〉
〒452-0962 愛知県清須市春日郷ケ島７２−１
〈TEL〉052-401-4711 〈URL〉http://www.wadass.com/mwatch/

医療機器新商品開発のスピード対応のお手伝い！
新商品の企画はあるがなかなか具現化が進まない・・・とお困りではな
いですか。そんな時、是非㈱アークにお手伝いさせてください。
新製品開発において、企画・デザイン・設計・解析・試作・各種金型の設
計・製造及び少ロット成形品の生産・販売等をトータルに対応させて頂
くことが可能な㈱アーク。お客様のリソースで不足している部分のお手
伝いやトータルでのお手伝いなど柔軟に対応させて頂きます。特にデ
ザイン、設計、解析、試作をまとめて短期間で対応させて頂くことが最
も得意です。
血液検査器、心電計等の医療機器やデジカメやプリンターなどの民生
機器等、幅広い開発のお手伝いの実
績を持っております。
「こんな短期間で対応してもらい本
当 にありがとうござ いました。」と
いった感謝のお言葉も多数頂いて
おります。
是非一度お試しください。きっとお
役に立てると思います。

当社は，
ワンストップのSIer（システムインテグレータ）
です。
製造業の自動化をご提案します。
・自動化システムで24時間稼働を実現し利益増加！
・画像処理とロボットで，生産効率向上！
・画像処理検査で，品質安定！
・画像処理を貴社仕様にカスタマイズしてご提案します。

弊社は、超音波技術を応用した医療機器の設計・生産・販売を行ってい
ます。今回は他社にはない技術商品を紹介します。
【医学生物学用超音波顕微鏡】分解能3μm程度の分解能で組織や細
胞の硬さの分布を測定します。測定結果は音速や音響インピーダンス
として計測されますが、
これらのパラメーターは体積弾性膣と相関が
あるため、
これらのパラメーターにより硬さ分布を知ることができま
す。
【T型プローブ】神経ブロック注射、カテーテル挿入など、穿刺における
医療事故を防ぐため、超音波ガイド下の施術が推奨されています。
この超音波ガイド下の
施術の最適化して穿刺
対象を直交2断面で同
時に観察できます。

【簡易型表面筋電計 MWATCH-101】
小型・軽量ワイヤレス2chの表面筋電計、分析ソフトウェアを含むパッ
ケージ構成にて販売しております。
ハード・ソフト共に完全自社開発品です。
カスタマイズ、OEM等、お気軽にご相談下さい。
【筋電バイオフィードバック装置(開発中)】
主にリハビリテーション用途向けに、パソコンを必要とせず音および
LED表示で筋活動状態を使用者にフィードバックする小型バイオ
フィードバック装置を開発中です。会場では試作品の展示を行う予定
です。

ブースNo.

44

・
I K・C／株式会社ワークス

ブースNo.

38

〈住所〉
〒811-4321 福岡県遠賀郡遠賀町虫生津1445-1
〈TEL〉093-291-1778 〈URL〉http://wks-co.com

ブースNo.

135

アイシン精機株式会社

株式会社愛工舎

〈住所〉
〒509-0402 岐阜県加茂郡七宗町川並489
〈TEL〉0574-48-2125 〈URL〉http://www.aikosha.com/

超精密加工で先進医療技術を
創る！
新創薬シングルセル解析用の
マイクロウェルチップ(樹脂製
品)のご提案です。
精密微細機械加工を施したア
ルミ合金製金型を使用し、精密
射出成形を行っている為、高精
度なウェルチップを実現！
特にボトム部分の高精度化により、キャプチャー効率の向上を可能に
しています。
また、超解像ライブセルイメージングをも、対応できます。

♥♦

〈住所〉
〒448-8650 愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地
〈TEL〉0566-24-8668 〈URL〉http://www.aisin-asleep.com

ASLEEPは『上質な眠りを、ずっと。』をコンセプトに、
トヨタグループの
アイシン精機が提案するベッド、マットレス、寝装品のブランドです。
ASLEEPのマットレスやピローには３０年耐久素材「ファインレボ」を
使用。
ファインレボはASLEEP独自のクッション素材で、へたりに強く、眠
りの質が長期間持続します。JIS規格を超える48万回（マットレス30年
使用想定）の荷重耐久試験もクリアしています。
また、
ファインレボマットレスはパーツごとにお買替えが可能なため、
寝心地の好みが変わったり、マットレスの表面が汚れた場合など、パー
ツを交換し長くお使いいただけます。
ASLEEPのファインレボマットレスを
この機会にぜひご体感ください。

7

株式会社アイキューブテクノロジ

ブースNo.

当社は、100台以上のCNC自動旋盤を保有し、φ0.04㎜〜φ4.0㎜の各
種金属微細切削部品の加工を得意としています。販路領域は電子部品
（半導体・プリント基板など）の通電検査分野、医療機器分野、産業機器
分野と多岐に亘っています。
また、長年培った微細切削加工の技術とノウハウをベースに、φ20㎜
以下の複合旋盤加工、樹脂および金属へのMC微細穴加工、微細パー
ツのアッセンブリー、各種検査受託等、微細領域での幅広い事業展開
を行っています。
信頼できる微細切削加
工品に加え、MC微細加
工品・微細組立受託・各
種検査受託等のご要望
があれば、愛工舎へご
依頼下さい。

ブースNo.

142

愛知県／あいち健康長寿産業クラスター推進協議会

〈住所〉
〒460-8501 愛知県名古屋市中区三の丸３丁目１番２号
〈TEL〉052-954-6352 〈URL〉http://www.pref.aichi.jp/soshiki/jisedai/

愛知県では、平成１７年に「あいち健康長寿産業クラスター推進協議
会」を設立し、産学・医工連携を図り、新たな事業や取組の創出を促進
しています。
とりわけ、当地の強みであるモノづくりの技術を活かせる
医療機器分野や福祉用具分野への参入を支援しています。医療機器
分野では、
このメディカルメッセの開催を通じて、モノづくり企業と医
療の医工連携の取組を支援しています。
また福祉用具分野では、
「あいち福祉用具開発ネットワーク」により、モ
ノづくり企業等と医療・福祉施設等が協働により開発や実証評価を行
うためのマッチング支援等を行っています。
どちらも会員を募集しておりますので、お気軽に愛知県次世代産業室
まで、
ご連絡ください。

♥：医療機器製造業 ♦：医療機器製造販売業 ♣：ISO13485 ♠：医療機器の輸出対応

ブースNo.

67

愛知時計電機株式会社

〈住所〉
〒456-8691 愛知県名古屋市熱田区千年１-２-７０
〈TEL〉
０５２-６６１-５１６０ 〈URL〉http://www.aichitokei.co.jp/

愛知時計電機は、お客様のご要望に対して、最適な計測原理・技術で、
お応えしていきたいと考えております。
今回の展示会では、3つの企画商品をご紹介いたします。
1.ディスポーザブル電磁流量センサー
接液する部分のみを簡単に交換できる構造とした流量センサーで
す。
スループットの向上・システムの簡素化・業務の効率化によるコスト
削減など、新たな価値づくりに貢献します。
2.クランプ型レーザー血流量センサー
血流計測・バイオ関連など、非接液・低侵襲な技術で流量情報を提
供します。
3.熱線式微小流量センサー
生体適合性に対応可能
な微少流量センサです。
様々な流体計測に対応で
き、滅菌処理も可能です。

ブースNo.

130

あいちロボット産業クラスター推進協議会
（愛知県）

サトープレス工業株式会社

〈住所〉
〒473-0933 愛知県豊田市高岡町新宮38-39
〈TEL〉0565-52-3721 〈URL〉http://www.satopress.com

私たちサトープレス工業は60年以上にわたり、精密小物プレス加工部
品の製造に携わり、数多くのお客様より信頼をいただいてまいりまし
た。
確かな品質にこだわり抜き､「お客様に満足と安心を提供する」
ことが
私たちの使命であると考えています。
お客様から
「サトープレスなら何とかしてくれる」
と言っていただけるこ
とを誇りとし、試作から量産まで幅広く対応する技術力を活かして、自
動車の走行、安全性に関わる重要部品を中心に高品質の製品を安定
供給しています。
現在、自動車産業が大きな転換期にあるなか、品質向上や原価低減な
どに貢献する、真に価値のある製品をお届け
することを通じて、
グローバルで「競争力のあ
るものづくり」を縁の下で支え続けます。
今後の注力分野として、弊社が得意とする精
密深絞り加工と開発中の新技術の鍛造加工
を新分野に活かせるよう日々取り組んでおり
ます。自動車の分野だけではなく、医療機器
分野も開拓しております。

ブースNo.

130

行

行

88

ブースNo.

あ

あ

ブースNo.

あいちロボット産業クラスター推進協議会（愛知県）

〈住所〉
〒４６０-８５０１ 愛知県名古屋市中区三の丸３丁目１番２号
〈TEL〉
０５２-９５４-６３５２ 〈URL〉http://www.pref.aichi.jp/sangyoshinko/jisedai/robot/index.html

愛知県では、世界に誇れるロボット産業拠点を形成することを目的に
「あいちロボット産業クラスター推進協議会」を設立し、3つのワーキン
ググループを立ち上げました。その中でも、医療・介護等分野ロボット
導入実証ワーキンググループでは、医療・介護の現場等で活用するロ
ボットの開発や実用化、普及を促進する取組をしています。
また、平成
27年8月に国立長寿医療研究センター内に「あいちサービスロボット
実用化支援センター」を設置し、開発側と利用側とのマッチングをはじ
め、相談支援を行っています。

ブースNo.

130

あいちロボット産業クラスター推進協議会
（愛知県）

株式会社マクシス・シントー

〈住所〉
〒４５２-０８３４ 名古屋市西区木前町11番地
〈TEL〉052-503-2886 〈URL〉http://www.maxis-inc.com

マクシス・シントーはロボットとビジョンシステムに強みを持つ生産
設備メーカー（ロボットシステムインテグレータ）
です。
「ユニバーサルロボット」は人間との安全な協力作業を可能にするロ
ボットとして、近年多くの製造現場で利用が進められています。展示会
では「ユニバーサルロボット」を活用したラボ環境の自動化／省人化
システムを紹介します。
また、展示会では開発した新しい３次元顕微鏡『Digiholo Micro Max』
も合わせて紹介します。大学発ベンチャー3Dragonsが持つ「３次元デ
ジタルホログラフィ技術」
（特許取得済み）を活かし、3Dragons社とマ
クシス・シントーが共同開発し
ました。
この３次元顕微鏡は、
透明な細胞であっても屈折率
差による厚み変化をリアルタ
イムで検知することができま
す 。展 示 会 で は『 D i g i h o l o
Micro Max』による細胞のダイ
ナミクス観察結果等を紹介し
ます。
♥：医療機器製造業 ♦：医療機器製造販売業 ♣：ISO13485 ♠：医療機器の輸出対応

8

リョーエイ株式会社

ブースNo.

130

〈住所〉
〒471-0848 本社 愛知県豊田市本地町4丁目52番地
〈TEL〉0565-29-6060 〈URL〉http://www.ryouei-e.com/index.html

【歩行アシストロボット】
転ばぬ先の杖『ロボスネイル』高齢者等使用者の自立歩行を支援する
ことのできる手押し車型アシスト歩行機器です。
前面フリーデザインで活動の拡大につながり、
トイレの直上までアクセ
ス可能な革新的な歩行アシスト機器です。
従来の歩行補助具等を兼用しても使用でき、歩行訓練機器としても提
案します。
【磁気誘導ループ聴こえ支援】
ループアンテナを内蔵して、介助者の
方とTモードにてコミュニケーション
をサポートします。

ブースNo.

74

旭ゴム化工株式会社

♥

〈住所〉
〒464-0858 愛知県名古屋市千種区千種一丁目８番１０号
〈TEL〉052-733-6111 〈URL〉http://www.asahi-online.com

弊社は、創業以来ゴム・樹脂の成形、金属への樹脂コーティングを通
じ、機能商品を開発製造してまいりました。
展示会では、特許技術の紹介と開発品の体験が出来ます。
■「メルトスティック工法」
・
「メッシュインサート工法」は、
メッシュシー
トを均一に高張力で張設する技術です。
これらの工法は、軽量化、省資
源化、通気性、及び適度なクッション性を有する製品化が可能となり、
車椅子、医療用ベッド等の用途開発を目指しています。
■参考展示する
「AGOキャップ」(顎関節脱臼整復後固定装具)は、前額
面〜側頭部〜後頭を伸縮性素材が確実に固
定します。
頭の大きさにより、頭額部で調整が出来、頭
部は、通気性もあります。
加圧力は、目盛により再現が容易に出来ま
す。
■「腰部負担軽減具」は、樹脂フレームによる
テコの原理とゴムの張力を生かし、重いもの
を持ち上げたり、中腰や前傾姿勢での作業時
に腰への負担を軽減するサポータです。
ブースNo.

65

アルゴメデス株式会社

〈住所〉
〒466-0823 名古屋市昭和区八雲町５０番地１０４号
〈TEL〉052-861-1810 〈URL〉http://www.algomedes.jp/

『人の健康』のために、私たちはチャレンジし続けています！
１社では解決出来ない課題をクライアント様ごとにプロジェクトを組
んだ独特のコンソーシアムチームで解決致します。約1400名の異業種
交流勉強会『PAN倶楽部』メンバーの知恵を結集したコンソーシアム
チームはインフラ、ものづくり、ICT、サービス等、多方面で独自の強み
を発揮しています。
今回はその中から3つのチームをご紹介させていただきます。
1.アルゴメデスチーム：ヘルス
ケア用スマートフォンアプリ、
聞き取り補助スマートフォン
アプリ
2.SETOプランニングオフィス
チーム：病院および介護施設
向け調色調光可能なベットラ
イト
3.加藤電機チーム：認知症高齢
者向け見守りサービス『SAN
フラワー』
9

あいちロボット産業クラスター推進協議会
（愛知県）

名古屋工業大学大学院 電気・機械工学専攻 森田良文研究室

〈住所〉
〒466-8555 名古屋市昭和区御器所町
〈TEL〉052-735-5412 〈URL〉http://watt.web.nitech.ac.jp/

127

59

伊原電子株式会社

〈住所〉
〒486-0801 愛知県春日井市上田楽町2077
〈TEL〉0568-81-6824 〈URL〉http://www.ihara-group.com

我々のねらいは，真に療法士の助けとなる支援機器を開発することで，
療法士の作業負荷を軽減し，
リハビリの世界に革新を起こすことです。
療法士の支援を目的に，人間の身体機能の定量的評価機器，および療
法士の負荷軽減のためのトレーニング機器などの開発をしています。
リハビリ現場のウォンツを，
リハビリ関係者と協働で研究開発を進める
ことで具現化します。すでに企業と実用化に向けた共同研究を行い，
企業に技術移転した実績もあります。今回，上肢運動機能回復トレー
ニングロボット
（UR-System）
と手指運動機能評価トレーニングデバイ
スを展示します。工学で解決で
きそうな医療現場のウォンツは
沢山あります。療法士，工学者，
企業と文化の違いは大きいです
が，経験豊富な研究者自身がプ
レイングマネージャーの役割を
果たすことが可能です。
リハビリ
機器の開発に興味を持つ企業の
皆様，我々と協働し，
リハビリの
世界に革新を起こしましょう。
ブースNo.

ブースNo.

株式会社朝日ラバー

弊社は、液体および物体の透過率・反射率を測定する機器および濃度
計・色差計・測色計などを30年間設計・製造・販売してきております。
こ
れらの技術を応用した製品を協働し製品開発していきたいと思いま
す。
また、機器製品の設計・製造も承っており、様々な装置・機器やその制
御基板等のハード・ソフト開発から試作・量産製造まですべてまたは一
部をお客様のご要望・ご要求に合わせてお応え致します。
電子機器関連で困りごとがあればお気軽にご相談下さい。

ブースNo.

79

エーケービジネス株式会社

〈住所〉
〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1-16-25 第3森ビル6階
〈TEL〉052-414-4880 〈URL〉http://www.asahi-rubber.co.jp

〈住所〉
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅5-31-10 リンクス名駅ビル７Ｆ
〈TEL〉052-583-8205 〈URL〉http://www.akbusiness.co.jp/

【医療ゴム製品】
ガスケット分野製品及び回路分野製品を中心として、様々な医療分野
用途にて実績があります。
特長：医療分野特性に合わせた配合技術。医療用グレードシリコーン
ゴム製品での量産実績。表面改質・スリット加工等の加工技術。
【感圧ラバーセンサ】
様々な入力機器ニーズにお応え出来る静電容量型感圧センサです。
特長：低荷重域からリニアにアナログ検出が可能。ゴムならではの柔
軟性のある快適な操作感。高い耐久性。
【マイクロ流体デバイス】
当社独自技術である分子接着技術＋微細加工を応用した開発製品です。
特長：異素材（ゴム・樹脂・金属等）同士の接
着により、立体的な流路形成が可能。使用用
途は、電気泳動・細胞培養・PCR等を想定。
【フレキシブルペルチェデバイス】
冷却/加熱が可能な電子部品と、ゴムシートを組
み合わせることによって、柔軟性のある熱伝導
シートを実現。三次元曲面でも取り付け可能です。

【トータル社会福祉システム『希望（のぞみ）』PLUSシリーズ】
介護サービスを提供する施設・在宅事業所向けのシステムです。
お忙しい介護職員・ケアマネジャーの立場に立ち利用者の自立支援満
足度ＵＰを目的に使い易いトータルケアシステムを構築。ケアプラン
作成、処遇管理、予定・実績からの利用者請求及び国保連合会への請
求まで、一元化したシステム･少数派入力を取り入れスピーディーかつ
正確に日々の業務を効率よくサポートします。
【スマートケアシステム】
介護現場でiPad/iPad mini対応記録システム
◎通信環境がなくても入力閲覧できます。 ◎音声入力(Siri)対応！
◎業界初！24時間生活シート入力に対応。 ◎デジカメの写真取込
◎デイサービスの連絡帳。
◎訪問介護のヘルパー訪問記録。訪問先でiPad
活用して介護実績サービス内容記録。
◎お客様のニーズにあった帳票入力にもカスタ
マイズ対応できます。
◎資料請求デモンストレーションのご依頼はお
気軽にご連絡下さい。

ブースNo.

23

石福金属興業株式会社

♥♦♣

〈住所〉
〒450-0002 名古屋市中村区名駅5-22-10
〈TEL〉052-563-1201 〈URL〉http://www.ishifuku.co.jp

弊社は、貴金属製品の開発から製造、販売および回収・精製まで一貫し
て行う貴金属総合メーカーです。
1930年の創業以来、貴金属だけに特化し、1万種類以上の製品を開発
してきました。板・線や精密加工を要する工業用製品、Pt系パイプを中
心とする医療用製品、銀歯用合金等の歯科用製品、投資用地金の金塊
等を製造しております。
今回展示ブースでは、カテーテルに使用される医療用貴金属パイプ、
機能水生成用に使用される不溶性電極を展示しております。
医療用貴金属パイプは様々
なカテーテルへの採用実績
があり、鏡面加工や端部R加
工にも対応します。
不溶性電極は耐食性素材の
チタンに白金や貴金属酸化
物をコーティング すること
で、耐久性向上、省貴金属化
を実現します。

♥：医療機器製造業 ♦：医療機器製造販売業 ♣：ISO13485 ♠：医療機器の輸出対応

ブースNo.

64

株式会社エッチ・エム・イー

〈住所〉
〒511-0911 三重県桑名市大字額田292番地
〈TEL〉0594-87-5650 〈URL〉http://www.hme.ne.jp

弊社はサーモパイル型素子に代表される赤外線センサとその応用品
（各種非接触式温度センサ・アレイ型画像センサ・炭酸ガスセンサ）及
び計測＆分析装置の開発・設計・量産までの一貫した対応をしており、
特殊な業務として半導体製造設備に使用される各種部品（マスフロー
メータ・バルブ・継ぎ手類）の電解研磨など特殊加工を担い、
グループ
企業に鍍金部門をもつなど総合的表面処理技術を有し、社会に貢献さ
せて頂いております。今回のメディカルメッセでは製品の一部となりま
すが、表面温度測定用『非接触温度センサ』多目的『赤外線アレイセン
サで の 温 度 分 布 測 定シ
ステム』インキュベータ
用『炭酸ガスセンサ』呼気
用『炭酸ガスセンサと評
価装置』及び特殊研磨品
の一部を参考出品、展示
していますので是非お立
ち寄りください。

ブースNo.

61

株式会社インフォファーム

♦

行

行

130

あいちロボット産業クラスター推進協議会
（愛知県）

あ

あ

ブースNo.

〈住所〉
〒501-6123 岐阜県岐阜市柳津町流通センター１丁目８-４
〈TEL〉
０５８-２７９-１８８１ 〈URL〉http://www.infofarm.co.jp

次世代カラーバーコードリーダーをご紹介いたします。
「カメレオンコード」
とは、色の組み合わせで構成されたコードで、高
速・高精度の複数同時認識が可能なカラーコードです。カメラ付き汎
用端末で読込むことができ、
この仕組みを「カメレオンコードリーダー」
と呼びます。専用端末の準備をする必要がないため、安価で高品質な
運用管理を実現可能にします。
ブースでは「カメレオンコード」を利用したアプリを展示いたします。
棚卸・在庫管理、入出庫管理、医療過誤、発注 様々なシーンで利用可
能と考えます。
是非、
ブースにお立ち寄りください。

ブースNo.

87

株式会社エクシールコーポレーション

〈住所〉
〒501-3771 岐阜県美濃市大矢田277-1
〈TEL〉0575-33-0872 〈URL〉http://www.exseal.co.jp/

当社はポリウレタンをベースとした独自の軟質材料を使用した製品の
開発製造を行っています。
出来上がった製品はその柔らかさ故に、振動や衝撃を吸収する特性や
自己粘着を有していることが特徴です。
それらの中でも超軟質材料『生体ゲル』は自重の大半が水で出来てお
り、柔らかさと強度を併せ持った素材です。現在、生体ゲルを原材料と
した臓器モデルや血管モデルを製作しており、硬質材料では表現する
ことの出来ない感触が特徴となっています。
また、引き裂きに強いこと
から切開や縫合が可能なため、医療用の練習モデルとしても注目され
ています。
当社は試作品1個からでも製作
致しますので、オリジナルの成型
品など、小ロット生産やニーズが
細分化している医療分野でもお
役に立てるのではないかと思い
ます。
まずはお気軽にお問い合わせく
ださい。

134 ＮＤＳ株式会社

ブースNo.

〈住所〉
〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田２-１５-１８
〈TEL〉052-263-5051 〈URL〉http://www.nds-g.co.jp

弊社は、
ソリューション＆エンジニアリング企業グループとして長年に
渡り蓄積したICT技術を駆使して、様々なシーンでお客様のお手伝いを
させていただいております。
また、お客様個別に抱える課題に適した商品のご提案や構築・アフ
ターフォローまでワンストップで対応させていただいております。
本展示会での展示品は、医療機関向けにNDSグループで開発した、
タ
ブレットアプリと自動釣銭機を組み合わせた高度な集計機能と自動釣
銭機管理を実現し、会計誤
差をゼロにするコンセプト
のPOSシステム「まるれじ」
を展示いたします。
是非、お気軽に弊社ブース
にお立ち寄り下さい。
皆様のご来場を心からお待
ちしております。

♥：医療機器製造業 ♦：医療機器製造販売業 ♣：ISO13485 ♠：医療機器の輸出対応
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株式会社ＮＴＴドコモ

〈住所〉
〒461-8565 名古屋市東区東桜一丁目１番１０号 アーバンネット名古屋ビル
〈TEL〉052-968-7797 〈URL〉http://www.docomo.biz/html/service/medical̲ict/

ＮＴＴドコモより、下記商材のご紹介を致します。
『HosPad』
患者様にお渡しするタブレットが、呼び出し・院内誘導・問診表/アン
ケート・検査説明・入院案内等など何役にも活躍。患者様をスマートに
サポートするとともに、
スタッフの稼動や紙のコスト削減にも貢献しま
す。
『dマガジンforBiz』
病院の待合や入院中の患者様向けにファッション誌や週刊誌、
ライ
フスタイル誌など幅広いジャンルの電子雑誌をバックナンバー含め
1000冊以上ご提供。ＷｉＦｉ環境下であれば、患者様は、お手持ちの
スマートフォンや病院貸し出しのタブレット等を使い、無料でお読みい
ただけます。
上記以外の商材も出展します。
ＮＴＴドコモは医療・介護現場でのＩＣＴ利用シーンを積極的に創出
し、
ワークスタイルを変革していきます。

ブースNo.

51

株式会社大川電機製作所

〈住所〉
〒491-0043 愛知県一宮市真清田1-3-18グロリアス本町ビル5階
〈TEL〉0586-26-2107 〈URL〉http://www.odsinc.co.jp

試作から量産まで、小物微細加工から大物加工まで行う、切削加工会
社です。弊社の強みは、充実した機械設備と検査機器です。マシニング
センターを中心に約70台の加工設備があり、門型は4,000×2,000まで
加工可能です。量産案件に対応する為、32パレット付きマシニングセ
ンターもあります。又、同時5軸マシニングセンターを11台所有してお
り、3次元形状の製品も積極的に取組んでいます。専任のプログラマー
が10名おり、長年培われたプログラミング能力があります。チタン、コ
バール、インコネル、モリ
ブデンなどの各種難削材
の加工も行っており、高品
質・低価格な金属切削部
品 はお任せ下さい。ぜひ
一度当社ブースへ。

ブースNo.

51

大府市役所 ウェルネスバレー推進室

〈住所〉
〒474-8701 愛知県大府市中央町五丁目70番地
〈TEL〉0562-45-6255 〈URL〉http://www.city.obu.aichi.jp/category̲list.php?frmCd=15-0-0-0-0

愛知県大府市及び東浦町では、国立長寿医療研究センターをはじめ医
療、福祉・介護、健康に関する施設が集積している
「あいち健康の森」
と
その周辺地区を「ウェルネスバレー」
と名付け、
この地区において健康
長寿の一大拠点の形成を目指す「ウェルネスバレー構想」の下、
これら
分野において
「超高齢社会」が抱える課題の解決に向けた先駆的な取
組を推進しています。
具体的には、上記施設での新しい
医療機器、福祉用具、健康サービ
スなどの評価・実証等の受入の仲
介、同施設における現場ニーズの
発掘や提供、同施設との共同開
発の推進などを、市内・市外を問
わず、各企業様に対して行ってい
ます。

11

42

株式会社オー・ケー・シー

♥

〈住所〉
〒454-0847 名古屋市中川区細米町2-72
〈TEL〉052-354-6078

[取り扱い製品とサービス]
医療・航空機・自動車産業を中心に使用される特殊形状の精密切削工
具設計、製造、販売
[製品加工体制]
■自由度の高いプログラムを使用した精密特殊形状の設計
■切削条件に適した精密切削工具を設計から製造まで一貫生産
■使用後精密切削工具を再生し、再度新品同様の性能に復元
■製作精密切削工具の製品保証体制
製造から改造、再研磨と精密切
削工具全般の加工を取り扱い、
精密な精度の仕上りを実現し提
供しております

ブースNo.

126

株式会社太田廣

〈住所〉
〒454-0056 名古屋市中川区十一番町2丁目6番地
〈TEL〉052-661-6161 〈URL〉http://www.ootahiro.co.jp

㈱太田廣は光学式触覚センサと、形状記憶ポリマーを使用したヘルス
ケア産業での取組事例を紹介しております。柔らかい接触部を持つ光
学式触覚センサは、３次元の接触力の他に、接触中心点周りのモーメ
ントや滑りやすさも同時に測定することができます。接触対象の表面
形状の測定も可能であり、ロボットハンドの指先としてだけではなく、
多様な接触情報を一つの小型センサで計測したいあらゆる場面に適
用可能な高機能センサです。形状記憶ポリマーは、3つの特性がありま
す。①「形状固定と形状回復」
ガラス転移点（Tg）以上の温度を与え形状
を保持したまま冷却（Tg以下に）すると、その形状が固定されます。再
加熱（Tg以上に）すると記憶させた形状に戻ります。②「エネルギー散
逸特性」人肌各部位と近い
特性を得ることができます。
③「ガス透過率の温度依存
性」ガス透過率が温度に感
応して変化します。当日はデ
モ機による実演も予定して
おります。

ブースNo.

54

大府市ウェルネスバレー

株式会社型善

〈住所〉
〒474-0001 愛知県大府市横根町林新田126-１
〈TEL〉0562-43-7311 〈URL〉http://www.katazen.co.jp/

1.会社紹介
・プラスチック成形分野において、
ご依頼案件に対し生産合理化の
観点からVE・VA提案を積極的に行います。
・ニッチな分野で自社独自の技術開発・製品開発に取り組んでいます。
2.製品紹介「指サック型手術用指延長具」
あいち小児保健医療総合センター心臓血管外科 岡田典隆医師と共同開発中
①外科医の悩み・課題
・狭い手術や、奥深い手術において縫合の際指先が届かない
・縫合部の止血の際止血パッチが手術用手袋にくっ付いて処理しにくい
②提案する製品
・指サック状の指先延長具<簡単装着で指が長くなる>
⇒届きにくい部位での各種処置を容易にする
・先端形状は縫合、止血に適応した各種形状＜糸掛かり、平面、ヘラ状 等＞
・材質は熱可塑性エラストマー樹脂＜変形可能で指にフィット、止血
パッチが付着し難いため処置が容易＞
・安易に提供
⇒ディスポーザブルで簡便な使用が可能
・特許出願中
♥：医療機器製造業 ♦：医療機器製造販売業 ♣：ISO13485 ♠：医療機器の輸出対応

ブースNo.

54

大府市ウェルネスバレー

兼子電機株式会社

ブースNo.

54

大府市ウェルネスバレー

協和工業株式会社

〈住所〉
〒474-0001 愛知県大府市北崎町井田245-7
〈TEL〉0562-47-6123 〈URL〉http://www.kaneko-denki.co.jp

〈住所〉
〒474-0011 愛知県大府市横根町坊主山1-31
〈TEL〉0562-47-1241 〈URL〉http://www.kyowa-uj.com/

当社は電子部品搬送用資材や農業・食品用包装資材を中心に樹脂
シート成形品の製造・販売をしております。
当社の主な製品
【エンボスキャリアテープ】
コネクターやICチップなどの電子部品を輸
送・保管の目的で使用される樹脂製の梱包資材です。
【袋の留め具「とめちゃん」】当社オリジナル商品です。野菜やパンなど
袋に入った食品、
または袋詰めされた小物部品の袋口を留めるために
使用する包装資材です。従来の粘着テープより作業効率、使い勝手と
もに良く、皆様よりご好評をいただいております。
これらの製品は当社独自の金型、
成形方法によって製造されており
ますが、医療業界においてもこの
技術を応用し、これまでにない製
品を開発していく所存であります
ので、こんなものがあったらなあ
…とお思いの方は、イメージだけ
でも結構ですので、是非当社にご
相談ください。

協和工業は従来消耗品と言われていた小型ユニバーサルジョイントを
「ものづくりの技術」たとえばʻ材質ʼʻ熱処理ʼʻ独自の工法ʼで、耐久性を飛
躍的に向上させる事に成功しジョイントを「消耗品から機能部品」
とし、
「高性能」 「多機能部品」へと変えたユニバーサルジョイント専門メー
カです。
日本の産業機械の性能向上に大きく貢献しそのことから、jis規格に制
定され、現代にその技術は脈々と受け継がれています。
主要な一般産業機械への納入実績があり、農業機械・産業機械・産業
車輌では、100%シェアがあり、
さら
には自動車の操舵部分のステアリ
ングジョイントとして自動車カー
メーカー各社に採用されていま
す。

ブースNo.

54

大府市ウェルネスバレー

株式会社共和熱処理

〈住所〉
〒474-0071 愛知県大府市梶田町1-37
〈TEL〉0562-47-3316 〈URL〉http://www.kyo-netsu.jp/

金属熱処理専業メーカーとして、昭和42年に創業しました。
特殊鋼（SC、SCM、SCr材など）の焼入れ焼き戻し、焼鈍し、焼きならし処
理やステンレス鋼（SUS材）の固溶化、析出硬化処理など、素材の熱処
理を得意とする会社です。各熱処理炉の特徴を活かし、100g程度の小
さな製品から1tある大きな製品まで様々な製品の熱処理をしておりま
す。単品でも量産品でも対応しておりますので、お気軽にご連絡くださ
い。切削困難な材料の組織改善、溶接や塑性加工により発生する応力
の除去も熱処理による改善が可能です。
また、浸炭、高周波などの各種
熱処理でも「困りごと」がござ
いましたら是非ご相談くださ
い。多くの協力会社と提携して
おりますので、きっとお役に立
てると思います。

ブースNo.

54

大府市ウェルネスバレー

タツミ化成株式会社

〈住所〉
〒４７４-００１１ 愛知県大府市横根町新江１５−１２
〈TEL〉
０５６２-４６-３３０５ 〈URL〉http://www.tatsumikasei.co.jp

ドライカーボンのご紹介
弊社独自生産技術による
【ドライカーボン】
の高速量産賦形のご紹介。
■ドライカーボンの特徴
軽くて強靭。耐熱性・耐薬性に優れてい
る。
■高速量産賦形
弊社の40年以上の成形と金型技術を活
用し20〜30分で量産が可能。
■板素材・Ｌ字素材の提供
試作に欠かせない素材。
弊社では、
ご要望に合わせた大きさ・厚みをご提供することが可能。
板 材 標 準 品：900Ｘ900ｔ＝1・2・3
900Ｘ450ｔ＝1・2・3
450Ｘ450ｔ＝1・2・3
Ｌアングル標準品：290Ｘ290Ｌ＝900ｔ＝1・2・3
290Ｘ290Ｌ＝450ｔ＝1・2・3
※特注サイズの大きさ・厚み・形状は、別途ご相談ください。

ブースNo.

54

行

行

133

ブースNo.

あ

あ

ブースNo.

大府市ウェルネスバレー

株式会社ケーツー

〈住所〉
〒４７４-００７４ 愛知県大府市共栄町5-19-1
〈TEL〉0562-45-5175 〈URL〉http://www.k2-net.co.jp

インスリン療養者向「インスリン収納ケース」を参考出品致します。
インスリン（製剤）投与には、測定器、注射器、採血器、各交換針、消毒綿
等のアイテムが必要となりますが、それら全てを清潔・安全に整理・収
納できるケースを製作しました。
当ケースは、
「1ＷＥＥＫサポート」のメッセージの元、1週間分のイン
スリン投与キットを収納でき、療養者様
ご本人はもとより、家族で、医療機関で、
多様な管理が可能になります。
介護＆処方指導に、旅行＆出張、災害時
の持ち出し等、あらゆるシーンに対応す
るプラスチック製収納ケースです。
また、差し替え可能なインナートレー構
造により製薬及び測定器メーカー様の
仕様に合わせカスタマイズも可能とな
り、療養者様の使い勝手に配慮した設計
になっております。

ブースNo.

54

大府市ウェルネスバレー

株式会社東洋発酵

〈住所〉
〒474-0046
愛知県大府市吉川町1-39-1 本社・中央研究所
〈TEL〉0562-46-7677 〈URL〉http://www.toyohakko.com

1984年の創業以来、食品と化粧品分野において、発酵技術を用いた機
能性素材を開発し付加価値を創造してきました。それによって生み出
された発酵素材をご紹介いたします。
出展商品：(new)大豆発酵イソフラボン「UNIFINE」Ⓡ
新規開発原料：抗糖化素材
発酵を極めた東洋発酵がこだわりの発酵原料をご提案。
大豆エキスを麹菌で発酵させることにより、高い抗糖化作用をもった
アンチエイジング素材「水酸化イソフラボン」を主成分とする新開発原
料を展示いたします。※特許第5318339号
•蛍光性AGEs生成抑制作用〜発酵に
よる機能の向上〜
•有効成分：水酸化イソフラボン〜 発
酵による大豆イソフラボン変換〜
•糖化反応産物（CML,3DG,ペントシ
ジン）の生成抑制作用
•糖化生成物分解作用

♥：医療機器製造業 ♦：医療機器製造販売業 ♣：ISO13485 ♠：医療機器の輸出対応

12

あ
行

ブースNo.

54

大府市ウェルネスバレー

株式会社松尾製作所

ブースNo.

54

株式会社メイク

ブースNo.

63

〈住所〉
〒474-0071 愛知県大府市梶田町一丁目23番地
〈TEL〉0562-45-4680 〈URL〉http//www.m-station.jp

〈住所〉
〒102-0076 東京都千代田区五番町７ K s五番町
〈TEL〉03-6272-4732 〈URL〉http://www.jst.go.jp/

M-stationは、ベットからの転落や離床を検知し、イメージセンサーに
より、約１秒で通知します。
また、常時バイタル（呼吸数・心拍数）をドッ
プラーセンサーにより検知します。
2つのセンサーを活用することにより、医療機関・介護施設の皆様に
「大切な人を見守る安心」をお届けするとともに、看護師・介護士の夜
間勤務時のヒヤリハット事故へのストレス軽減や、万一の事故、侵入者
も検知します。
また、介護サービスの
質を向上させることに
より、患者・居住者はも
ちろん、ご 家 族 へ の 信
頼にも繋がります。
設置運用には、専用パ
ソコン（ソフトイン ス
トール）
・無線機器（AP）
が必要となります。

JST復興促進センターでは、平成24年度から平成27年度まで、盛岡・仙
台・郡山の3つの事務所を拠点として、科学技術イノベーションによる
東日本大震災からの早期復興を支援してまいりました。JSTのマッチン
グプランナーが、被災地域の企業ニーズを発掘し、その解決に向けた
産学共同研究の支援を行っており、すでに製品販売に至るなどの成果
も生まれています。
今回、
これらの研究の成果をご紹介します。
小間番号
63-1

国立研究開発法人
科学技術振興機構（JST）

63-2

災害現場における救急救命用
スタンドレス輸液装置の開発

株式会社アイカムス・ラボ

63-3

寝たきりからの解放！
起立性低血圧症状の補助器具

藤倉航装株式会社／
東京航空計器株式会社

63-4

54

大府市ウェルネスバレー

株式会社吉見製作所

♥

〈住所〉
〒474-0038 愛知県大府市森岡町八丁目127番地
〈TEL〉0562-48-3890

71

オーム電機株式会社

39

有限会社大堀研磨工業所

♥

♥♣

〈住所〉
〒431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川7000-21
〈TEL〉053-522-5505 〈URL〉http://www.ohm.jp/

ISO13485を取得しており、医療機器の開発・製造の実績があります。特
に小型冷却技術のノウハウを活かしユニットから装置まで対応可能で
す。
バッテリを使用し、
どこでも持ち運び出来るアイシングシステムや長時
間冷蔵や冷凍を可能した保冷ボックスを開発しました。
また、独自開発のインバータとマイコン制御により、±1℃以内の精密
温度調節を実現しました。
運転時間及び温度を内部メモリに記録し、履歴を確認すること出来ま
す。

精密部品の研削加工を中心に全加工でも対応させていただきます。
航空宇宙部品、工作機械部品、検査部品、
自動車試作・開発部品を中心
に１個から対応しています。
材質はSUS,アルミ、チタン、インコネル、樹脂、CFRP等など難削材に積
極的に挑戦します。
精度は0.001㎜〜0.002㎜の公差を20℃に管理された検査室でハイテ
ク検査設備で保証します。
40人の研削職人が5感を駆使して難加工に挑戦しています。
ぜひご相談ください。

ブースNo.

24

ブースNo.

63

7日間電池交換無しで使える
無線式心電計

カイインダストリーズ株式会社 ♥♦♣♠

〈住所〉
〒501-3992 岐阜県関市小屋名1110
〈TEL〉0575-28-6600 〈URL〉http://www.kai-ind.co.jp

63

国立研究開発法人科学技術振興機構
（JST）

藤倉航装株式会社／東京航空計器株式会社

国立研究開発法人科学技術振興機構
（JST）

株式会社リアルデザイン

〈住所〉
〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目5-22宮城野センタービル703号
〈TEL〉022-791-5170 〈URL〉http://real-design.co.jp/

貝印グループは2016年で創業から108年を迎えました。明治41年にポ
ケットナイフの製造から始まり、現在ではカミソリや包丁、キッチン用
品、そして医療用刃物や工業用刃物まで幅広いアイテムを世界各地に
展開しております。
私達カイインダストリーズ株式会社は貝印グループの製造会社とし
て、品質や使いやすさにこだわり、道具を使って頂くお客様の立場に
たった製品を作り続けています。
医療分野ではカミソリで培った高精度な研削技術を活かし、外科メス・
皮膚科用トレパン・眼科メス・ミクロトーム替刃などを製造しておりま
す。刃物は使用用途ごとに求め
理想の切れ味
られる性能が変わります。カミソ
充実のラインアップ
リ、医療用刃物、工業用刃物など
製品ごとに異なる微細な刃付け
技術がKAIのコア技術です。
私たちはこれからも刃物を通じ
て社会に貢献できるよう尽力し
て参ります。今後ともよろしくお
願い申し上げます。
皮膚科
皮膚科
皮膚科
外科
外科
眼科
眼科

生検ブレード
生検トレパン
皮膚キュレット
KAI スカルペル
KAI セーフティースカルペル
マイクロサージェリーナイフ
セーフティーナイフ

在宅医療の現場では、緊急時連
絡は患者家族からの連絡による
もので、医療従事者が患者のバ
イタルを簡便かつ正確に把握す
る手段が不足しています。
この課
題解決のため、我々は電池交換
無しで連続７日間の心電波形伝
送が可能な小型心電計の製品
化に成功しました。医療従事者
は、心電計から伝送された心電
図を、スマートフォンを通じてイ
ンターネットから、
リアルタイム
に確認でき、また心拍の異常時
には、アラームをメールで通報
する機能があります。

岩手医科大学の現場のニーズにより、岩手大学の高効率化と高精度化
に伴う流体解析技術、 (有)ＵＮＯの高精度モーター技術と、(株)アイカ
ムス・ラボの減速機等の動力系の高効率化技術で、輸液バッグ用のス
タンドを用いなくても使用可能な、高精度、高流量の輸液装置を開発し
ました。

株式会社リアルデザイン

パーキンソン病などの、血圧を一定に維持する生体内のシステ
ムに異常をきたす疾患では、重力により下半身に移動した血液を脳ま
で持ち上げることができないため、立位はおろか座位でも失神発作を
起こします。
そこで、JSTの復興促進プログラムにより、血圧低下に応じた下半身圧
迫が可能な非侵襲的血圧制御型自動ショックパンツを開発し、症状を
緩和させる事に成功し
ました。
現 在、新 技 術 開 発 財 団
の助成を受けて、携帯可
能な大きさ、重さで同装
置の改良型を開発して
います。

ブースNo.

〈住所〉
〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡一丁目8番25号（盛岡市新事業創出支援センターA1棟）
〈TEL〉019-601-8228 〈URL〉https://www.icomes.co.jp/

ヤグチ電子工業株式会社

〈住所〉
〒194-0296 東京都町田市小山ヶ丘2-2-6
〈TEL〉042-798-6611 〈URL〉https://www.tkk-air.co.jp

〈住所〉
〒504-0842 岐阜県各務原市蘇原寺島町1-9
〈TEL〉058-389-1811 〈URL〉www.ohorikenma.co.jp

主にチタンニッケル形状記憶合金を用いた製品の開発から量産まで
を手掛けています。自社ブランドの釣具をはじめ、医療介護用品、航空
宇宙部品、服飾関連等、対象は多岐にわたります。
「形状記憶合金でこ
んなものをつくってほしい」
という少量試作等にも対応いたします。他
社ではできない形状記憶合金の加工法(精密鋳造、切削、曲げ、圧延、
熱処理等)を用いることで、複雑な形状品作
成の実績を多数あげています。特に精密鋳
造については日米の特許を取得しており、
チタンニッケル形状記憶合金の鋳造品を
作成できるのは世界で弊社だけです。全国
の大学、研究機関、病院はもとより、海外の
研究者、企業とも連絡を取り合い、当該分
野では高い技術評価を得ています。
本展示会では形状記憶合金を使用するこ
とで可能となった、新しい装具「夢の腰サ
ポーター」の紹介を中心として、形状記憶合
金を使用した脳ベラ、爪矯正具、屈伸補助
具等の展示を行います。
ブースNo.

ブースNo.

タブレット型視機能訓練検査装置
「オクルパッド」

株式会社アイカムス・ラボ

所属機関名

JST復興促進センターの
支援成果ご紹介

63-5

ブースNo.

展示タイトル

63

国立研究開発法人科学技術振興機構
（JST）

行

行

当社は、設立時の主要品目であるばねに始まり、プレス品、樹脂成形
品、組付品など、主に自動車部品を中心に、製品の範囲を広げて参りま
した。
近年では、
これまで培った技術を活かし、
自社開発品への取り組みを進
めております。
今回は、
メディカル分野向けの開発品として、手術用マニュピュレータ
への搭載を想定した小型角度センサや、
自動（非接触）
でウェットティッ
シュを取り出す製品をご提案させていただく予定です。

国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）

ブースNo.

か

か

〈住所〉
〒474-0001 愛知県大府市北崎町井田27番1
〈TEL〉0562-47-5214 〈URL〉http://www.kk-matsuo-ss.co.jp/

大府市ウェルネスバレー

ブースNo.

63

国立研究開発法人科学技術振興機構
（JST）

ヤグチ電子工業株式会社

♥

〈住所〉
〒986-1111 宮城県石巻市鹿又字嘉右衛門３０１
〈TEL〉
０２２５-７５-２１０６ 〈URL〉https://www.yaguchidenshi.jp/

本製品は、弊社のサイネージ向け商材であるホワイトスクリーンから、
北里大学半田教授と共同開発した小児弱視・斜視の訓練器具です。
小児眼科で弱視・斜視は世界共通で2％発症すると言われており、従来
は眼帯等をつけて視能訓練が行われてきました。本製品では目をふさ
ぐことなく、楽しくゲームで遊ぶだけで訓練が可能です。短期間で訓練
効果があり、すでに多くの小児患者に使用されています。
医療機器としてヤグチ電子工業(株)が製造、
ジャパンフォーカス（株）
で
販売しています。

ブースNo.

116

株式会社化合物安全性研究所

〈住所〉
〒004-0839 札幌市清田区真栄363番24
〈TEL〉札幌研究所：011-885-5031 東京事務所：03-3831-5810
関西事務所：06-6170-7046
〈URL〉http://www.ka-anken.co.jp/

㈱化合物安全性研究所は、医薬品、医療機器、再生医療等製品、農薬、
化学物質等における非臨床安全性試験の受託、及びジェネリック医薬
品、食品臨床試験の受託を行っている受託研究企業です。
医療機器の受託試験については、
クラスⅠからⅢに求められる生物学
的安全性試験全てをサポートしており、過去10年間で約1,000試験ほど
の受託実績があります。
これまでの実績とノウハウにより、お客様の各
種ご相談にもお応えしておりますので、
まずはお気軽にお問い合わせ
ください。
医療機器の主な受託試験メニュー
細胞毒性試験、感作性試験、遺伝毒性試験、埋植試験、刺激性試験、
全身毒性試験、発熱性物質試験、血液適合性試験、仕様模擬試験

製造販売元

国内営業部

13

医療器

♥：医療機器製造業 ♦：医療機器製造販売業 ♣：ISO13485 ♠：医療機器の輸出対応

♥：医療機器製造業 ♦：医療機器製造販売業 ♣：ISO13485 ♠：医療機器の輸出対応
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ブースNo.

43

カネキタ株式会社

ブースNo.

48

〈住所〉
〒４４３-００４２ 愛知県蒲郡市御幸町２８番１０号
〈TEL〉
０５３３-６８-１１５５ 〈URL〉http://www.gamasei.co.jp/

ブースNo.

101

関西電子ビーム株式会社

♥♣

〈住所〉
〒919-1122 福井県三方郡美浜町松原1号東河原3番3
〈TEL〉0770-32-3371 〈URL〉http://www.kbeam.co.jp/

商業用として国内最大の10MeV電子線照射装置を福井県美浜町に設
置し、医療機器、医薬品・食品等容器、理化学機器等の滅菌・殺菌を行
います。また、高分子材料、半導体等の材料改質も行っています。
10MeV電子線は透過性能が高く、
ガンマ線滅菌、EOG滅菌より短納期・
低コスト・安全・安心・環境にやさしい滅菌方法です。
（取得認証等：医療機器製造業・ISO9001・ISO13485・ISO11137-1）

ブースNo.

60

北川工業株式会社

〈住所〉
〒492-8446 本社：愛知県稲沢市目比町東折戸695-1
〈TEL〉0587-34-3651 〈URL〉http://www.kitagawa-ind.co.jp

北川工業は、新エネルギー、工作機械、自動車、バイオテクノロジー、
IT、半導体、医療などの幅広い分野で、先進的な技術とサービスを提供
してきました。
製品群としては、
プラスチックファスナー、EMC対策、衝撃吸収・熱伝導
の各材料がございます。
さらに、最新設備のEMCセンターにて、EMC測
定・対策サービスを行っております。VLAC
によるISO17025認定取得により、国際的に
通用する試験レポートの発行が可能となり
ました。
特に医療分野におきましては、国内ではJIS
T 0601-1-2第2版が来年4月より強制化さ
れ、国際的にはIEC 60601-1-2第4版が欧
州・北米等で2019年1月より強制化される
等、EMC規制が一層強化される情勢であ
り、EMC対策の強化が急務となっておりま
す。当社ではEMC対策の測定・対策技術・
製品面からサポート致します。
是非ご来場お待ちいたしております。
15

創業以来、多品種少量の医療機器関連の部品加工を続けており、今年
で63年になります。
アルミ、
ステンレス、チタン、銅合金等の切削による
精密部品加工を行います。
マシニングセンタ、NCフライス盤、NC旋盤、ワイヤー放電加工機等を
用いて、1個から数百個の部品加工を得意としています。
10年前から、直径0.1ｍｍ以下の小径工具を用いた微細精密加工にも
チャレンジし、大学や研究
機関のご依頼を受け、試
作品製造にもかかわって
います。
なんでもできるわけでは
ありませんが、きっとお役
に立てることがあるはず
です。

ブースNo.

107

有限会社岸本工業

〈住所〉
〒144-0056 東京都大田区西六郷4-18-8
〈TEL〉03-5703-8171 〈URL〉http://www.kishimotokogyo.co.jp/

独自技術の高精度板厚加工を軸として、
プラスチック精密加工全般に
対応しています。特に【寸法精度】
【透明度】
【表面粗さ】にシビアな加工
品を得意とし、研究開発部門・生産技術部門への納入実績が豊富です。
●プラスチック精密加工
●プラスチック精密板加工販売
●高精度・高透明度可視化部品加工
●試験用冶具・組立冶具等設計製作
●試作・研究開発支援など幅広く対応しています。
また金属からの素材転換で需要の高まるプラスチック複合素材の加工
も多数実績があります。
プラスチック加工でお困りでしたら是非一度ご
相談ください。

ブースNo.

69

北川電機株式会社

76

株式会社グッドマン

♥♦♣♠

〈住所〉
〒489-0976 愛知県瀬戸市井戸金町277-1
〈TEL〉0561-86-0581 〈URL〉http://www.goodmankk.com/

弊社は、
『カテーテル』
と呼ばれるチューブを介して心臓病の診断及び
治療を行う医療技術・機器の開発を積極的に行ってきました。
これは、
患者様に対して低侵襲的（傷を最小限にとどめること）に、安全に、迅速
に、心臓循環器分野の診断・治療を可能にする画期的な製品です。特
に、バルーンカテーテルと呼ばれる外径1mm程のチューブ先端に風船
が取り付けられたカテーテルは、狭心症や心筋梗塞の原因である、心
臓を取り巻く細く複雑な血管の詰まった部位までスムーズに挿入と拡
張が可能で、治療を行う先生からの信頼も厚く、国内でトップクラスの
シェアを獲得しております。また、
このバルーンカテーテルは、現在、
心臓以外、頭から脚まで全ての血
管内治療に活用されております。
今回の出展により、多くのモノづく
り企業の方々にご相談させて頂く
ことで、
より素晴らしい製品開発に
繋げたいと考えております。

ブースNo.

138

株式会社グローバルワイズ

〈住所〉
〒450-0003 愛知県名古屋市中村区2-14-19 住友生命名古屋ビル21階
〈TEL〉052-581-2600 〈URL〉https://www.g-wise.co.jp/

ウェアラブル端末を利用した
IoTソリューションを展示しま
す。
ウェアラブル端末から取得す
る活動情報をIoTシステムにて
処 理し 、活 用 す る た め の ソ
リューションです。
端末着用者の活動情報をリア
ルタイムで表示させたり、取得した情報が端末着用者の通常値から外
れた場合、
アラートを通知することができます。
端末着用者の心拍監視、転倒検知、位置情報検知、管理者への緊急連
絡を行うことが可能です。
ウェアラブル端末から取得するデータ量は膨大です。取得したデータ
をすべてシステムに転送してしまうと通信速度やデータ処理に問題が
起こります。
その問題を解決するため、Wearable Life Saverでは、ユーザーの近くで
コンピューティング処理を行い、通信速度、処理速度を高める技術であ
る
「エッジコンピューティング」を利用しています。
ブースNo.

91

株式会社コア

ブースNo.

98

株式会社グリーンユーティリティー

〈住所〉
〒461-0002 愛知県名古屋市東区代官町33番13号
〈TEL〉052-979-8900 〈URL〉http://greenutility.co.jp/

弊社は省エネコンサルティングを行っています。
現在、省エネ事業に携わり、40年近くになり、多くの実績があります。
病院・介護施設・学校・商業施設・ホテル・工場など、100の施設があれ
ば100の省エネ手法が存在します。
お客様の現状を調査・分析することで、お客様のニーズを正確に把握
し、
ご希望にかなう省エネルギーシステムをご提案します。
環境改善とともに、エネルギー消費によるコストを削減可能です。
お客様にとって快適な省エネ・環境システムをワンストップでフルサ
ポートします。また費用
に関しては完全成功報
酬型で、削減したコスト
の中からお支払いして
い た だきます。その た
め、初期費用はゼロで
省エネルギーシステム
を導入可能です。

ブースNo.

122

株式会社KIT

〈住所〉
〒460-0026 名古屋市中区伊勢山二丁目11番15号 ASビル金山
〈TEL〉052-737-7251 〈URL〉http://www.kit-japan.co.jp/

RADENは簡単にDBサーバとの接続やExcelファイルの読み書きを実現
します！
！
RADEN（ラデン）は直感的にアプリケーションを開発するツールです。
プログラム等の専門技術は不要です。ユーザ自身の手でWindowsアプ
リケーション、
タブレット向けアプリケーションを高速かつ、容易に開発
する事ができます。従って無駄な開発時間や費用を削減し、必要に応
じてアプリケーションを変更、進化できます。
例えばRADENは、現在運用中のアプリケーションのDBサーバに直接接
続し、データの検索や更新などを行う事が可能です。つまり現在のアプ
リケーションに手を加える事なく、RADENで新たな機能を開発する事
が可能です。また取得したデータ
を加工し、その内容をExcelファイ
ルに出力する事が可能です。
現在手作業で行っている定型業
務や、かゆいところに手の届かな
いアプリケーションを、RADENを
使用してユーザ自身の手で改善し
ていきましょう！
！
ブースNo.

104

広陽商工株式会社

〈住所〉
〒182-0034 東京都調布市下石原3-26-4
〈TEL〉042-485-3489 〈URL〉http://www.kitagawa-denki.co.jp/

〈住所〉
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-16-7 NORE伏見
〈TEL〉052-231-8281 〈URL〉http://www.core.co.jp

〈住所〉
〒486-0955 愛知県春日井市二子町2-1-7
〈TEL〉0568-33-3861 〈URL〉http://www.koyoshoko.co.jp

【主な展示品：医療用絶縁トランス】
①外付けタイプのケース入絶縁トランスユニット
②機器内蔵タイプの絶縁トランス
IEC60601-1Ed.3.1版認証品の2種類の医療用絶縁トランス（注）を使い
分けることで、医療現場での電気安全性を確かなものにします。電源
部の絶縁分離や、非医療機器と組み合わせたMEシステムでの漏れ電
流対策に最適です。
医療用絶縁トランスは、IEC60601-1の要求事項を満たす、沿面距離、耐
電圧、短絡・過負荷時の温度上昇対策など、医療機器向けに専用設計
されたトランスです。
どちらのトランスも第三者評価機関で適合性評価
を受けた、CB認証品のトランスですので、今すぐにでも患者保護手段
として医療機器に使用可能です。
注：医療用絶縁トランス“NEOシリーズ”は現
在認3.1版認証試験中です。2016/12/1現
在、NEOシリーズは3.0版認証品です。

株式会社コアは、医療介護問題、環境問題、資源・エネルギー問題、食
料問題に総合的に納得して頂けるより良い未来の社会を目指すソ
リューションをご提供致します。
スマートデバイスで実現する「製造業様向け見守りソリューション」や
iPadを用いたソリューションを展示します。
・より安全な工場へ、社員健康状態の見える化を実現
・健康機器とスマートデバイスでバイタル情報をクラウドサーバへ簡
単記録
・クラウドサーバに登録した
バイタル情報で「見守り」を
実現
・Beaconを利用して「行動の
見守り」
を実現
・各種センサにより環境の見
える化、
自動制御を実現
・iPadを活用した点検・報告
ソリューション

当社は春日井市で「試作用樹脂素材」、
「試作用設備」、
「試作品製作請
負」を行う専門商社です。
試作品の素材・工法のご提案や3Dプリンターなどの試作用設備のご提
案に加え、3DCADデータを元にした様々な素材での試作品をお作りし
ます。
「柔らかい人肌のような触感の製品サンプルを作りたい。
」
「自社で試作
を始めたいが、何が必要かわからない」など試作についてのご相談が
あれば是非お聞かせ下さい。

♥：医療機器製造業 ♦：医療機器製造販売業 ♣：ISO13485 ♠：医療機器の輸出対応

行

行

半導体をはじめとする先端産業向け装置部品の受託加工メーカーとし
て、高耐食性ステンレス鋼及びフッ素樹脂及びその他エンジニアリン
グプラスチックの精密加工技術で長い実績が有ります。
ものづくりでは設計から加工、表面研磨、不動態化処理、精密溶接、超
純水洗浄、クリーンルーム内での
検査・クリーン包装までの一貫生
産を可能にしています。
ステンレスの錆予防対策のご提案
として、弊社独自技術の複合電解
研磨処理、不動態化処理技術をご
紹介し、そのサンプル品を展示致
しますのでご覧下さい。

ブースNo.

か

か

〈住所〉
〒518-0411 三重県名張市滝之原字中山3833-1
〈TEL〉0595-68-3011 〈URL〉http://www.kanekita.com/

株式会社蒲郡製作所

♥：医療機器製造業 ♦：医療機器製造販売業 ♣：ISO13485 ♠：医療機器の輸出対応
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ブースNo.

102

株式会社コーガアイソトープ

か

〈住所〉
〒520-3404 滋賀県甲賀市甲賀町神保53-6
〈TEL〉0748-88-3125 〈URL〉http://www.koga-isotope.co.jp/

行

小松ばね工業株式会社

89

株式会社五合

〈住所〉
〒486-0807 愛知県春日井市大手町4-8-10
〈TEL〉0568-35-2001 〈URL〉http://www.gogoh.jp/

ゼロ・クリアは金属やガラスに塗装することで、油など頑固な汚れを洗
剤なしで水だけで落とすことができます。
また、完全無機塗料で環境に
も優しく、硬度9Ｈで傷が付きにくく、抗菌効果の特性も持ち合わせて
います。
これらの特性を活かし大手家電メーカー洗濯機のステンレス
槽や掃除機、キッチンのシンク、
レストラン厨房のレンジフード・壁面、
食品工場の壁面、道路カーブミラー、落書きの酷い駅構内の壁面や支
柱 など様々な 分 野で 採
用いただいています。
衛生面が重要な医療関
係にもご活用いただけ
ると考えご提案させてい
ただきます。

ブースNo.

78

コムネットワーク株式会社

〈住所〉
〒143-0013 東京都大田区大森南５丁目３番１８号
〈TEL〉03-3743-0231 〈URL〉http://www.komatsubane.com/

〈住所〉
〒450-0003 名古屋市中村区名駅南2-10-22 ORE名駅南ビル6F
〈TEL〉052-533-0331 〈URL〉http://www.comnetwork.co.jp/

・1941年創業。精密ばねの製造、販売。
・本社および工場：東京都大田区、大河原工場：宮城県柴田郡、秋田太
田町工場：秋田県大仙市、海外子会社：PT.KOMATSUBANE INDONESIA
・材料線径0．02ｍｍから2ｍｍ迄のばね製造を得意としており、受注生
産にて試作から量産まで対応。
・ばねの形状：コイルばね、
トーションばね、
ワイヤーフォーミング加工
コイルばね：長巻、直線、樽型、円錐、不等ピッチ、不等外径
・用途：医療機器部品、電子機器部品、通信機器部品、家電部品、二輪用
部品、宝飾品部品、等。
・材料：ステンレス、ピアノ線、プ
ラチナ、
リン青銅、他
・材料形状：丸線、異形線

「みまもりシステム」
とは、Bluetooth Low Energyで通信する仕組みを
利用し、Beaconと呼ばれる信号発信端末を身に着ける事で、信号発信
端末の位置を検索できるシステムです。さらに、固定受信機を組み合
わせることにより位置情報の取得が容易になります。
「みまもりシステ
ム」を展開するにあたり、みまもる
「支援者」の存在が必要になります。
これは、無線通信システムの情報を受信できる、スマートフォン、携帯
端末を持ち、徘徊者等の捜索に協力して頂くという仕組みのであり、地
域コミュニティの活性化につながります。
また、徘徊者捜索依頼が発生
した場合の、受付登録業務、
システム監視業務等の作業
が発生するため監視センター
を開設する必要性があります
が、
これは当社のコールセン
ター事業を活用することで解
決できます。

〈医療機器部品用ばねの実績〉
ガイドワイヤー、内視鏡挿入部用
ばね、長巻コイルばね、各種医療
器具用ばね
ブースNo.

47

榊原精器株式会社

〈住所〉
〒445-0035 愛知県西尾市花蔵寺町五貫目東48番地
〈TEL〉0563-52-1621 〈URL〉http://www.sakakibaraseiki.com

機械加工を中心とし、材料（鋳造・
一般鋼材）から切削加工・表面処
理（塗装、メッキ等）まで一貫した
手配が可能です。
自動車、産業用ロボット部品を中
心としており、
アルミ製品を多く
対応しております。
アルミ鋳造品が得意で、試作から
量産まで数量・用途に応じて幅広
く対応が可能です。
試作では精密砂型鋳造を駆使し、
試作段階より量産時のダイカスト
形状を再現。
量産目線でのものづくりを試作開
発段階からご提案していく企業で
す。

ブースNo.

120

坂本電機株式会社

〈住所〉
〒399-4117 長野県駒ケ根市赤穂8172
〈TEL〉
０２６５-８３-５１５３

病院や食品工場など厳重な衛生管理が求められる分野で活用されて
いる殺菌装置。なかでも強力な紫外線を発生させる
「UVフラッシュ光」
を利用した殺菌装置は次世代型殺菌システムとして期待されていま
す。
これは一般的なUVランプに比べ
て圧倒的に強い紫外線エネルギー
を発生させることで、DNAを破壊し
数秒間で殺菌を実現します。
また、薬
品、ガス、熱などによる殺菌方法に比
べて消毒薬品の専門知識や薬品コ
ストも不要、人体への危険や残留毒
性もなく変形などの影響もありませ
ん。短時間かつ少ない消費電力で実
現する安全・確実な環境にもやさし
い殺菌システムです。坂本電機㈱で
は既設設備に後付け可能な殺菌装
置の設計製作を提供します。

♥：医療機器製造業 ♦：医療機器製造販売業 ♣：ISO13485 ♠：医療機器の輸出対応

ブースNo.

34

サンエー精工株式会社

♥♦♣♠

〈住所〉
〒３５１-００３３ 埼玉県朝霞市浜崎１-３-６
〈TEL〉
０４８-４８６-０１００

サンエー精工は6つの分野をカバーする総合力で、あなたの欲しい医
療機器を作ります。
微細加工試作は1個から、数千個の完成品組立まで対応。
ニーズを掘り起こすOEM開発、面倒な薬事は専任者がサポート、
滅菌梱包にも対応、ISO13485認証取得で国際基準の品質を
保証いたします。

ブースNo.

52

サンゲン株式会社

〈住所〉
〒491-0043 愛知県一宮市真清田1-3-19 グロリアス本町ビル8F
〈TEL〉0586-71-0080 〈URL〉https://www.e-sangen.co.jp

弊社で取り扱っているロボットをご紹介致します。
従来までのロボットと比べ、操作がとても簡単です。すべてのプログラ
ムをタッチパネルで操作でき、初心者の方でも簡単にお使い頂けま
す。又軽量で、移動して使用する事も可能な為、現在、人が行っている
繰り返し行うような試験等の作業を人の隣で行う事ができます。
会場で、ロボットの優れた操作性を実感して頂ければ幸いです。

ブースNo.

80

山洋電気株式会社

〈住所〉
〒170-8451 東京都豊島区南大塚3-33-1
〈TEL〉03-5927-1035 〈URL〉http://www.sanyodenki.co.jp

当社は，産業機器を精密に動かす「サーボシステム」，サーバや通信機
器を冷やすための「冷却ファン」，情報通信装置や工場設備の安定した
電力を供給する
「無停電電源装置」，太陽電池により発電された直流電
力を交流電力に変換し，電力を供給する「パワーコンディショナ」など
を開発・生産・販売し，
グローバルな市場へ展開しております。
そこで培った技術を生かし，生化学自動分析装置・マンモグラフィ・酸
素濃縮器などの様々な医療機器にもご採用いただいております。
〈展示内容〉
・ステッピングモータ：カスタマ
イズ品
・ステッピングモータ：駆動デ
モ機
・冷却ファン：サンプル品
当社は，お客さまの装置に最
適なカスタマイズもいたしま
すので，医療機器のモノづく
りでお困りのことがありました
ら，是非ご相談ください。

ブースNo.

117

山京インテック株式会社

〈住所〉
〒399-2563 長野県飯田市時又127
〈TEL〉0265-28-5000 〈URL〉http://www.sankyo-it.co.jp/

医療機器のためのUDI対応バーコード表示をサポートします！
米国FDAによるUDI規則が、2014年9月より段階的に進められていま
す。また、今後欧州においても同様の規則が開始されると予測されて
います。
当社では、医療機器等における最適なバーコード表示ラベル（法定表
示ラベル）について、発行、チェック、検査の各ソリューションを展示・提
案させていただきます。
【主な展示内容】
・UDI対応バーコードラベル簡単発行・印字チェックシステム
・ラベル全面画像検査装置
・バーコードグレード検証機
・画像処理によるバーコード一括読み取りソリューション
・ビーコン物品探索システム

ブースNo.

128

株式会社三琇プレシジョン

行

行
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ブースNo.

さ

さ

コーガアイソトープは、ガンマ線照射による滅菌・殺菌を受託していま
す。また、微生物試験（菌数測定・無菌性の試験など）も受託しており、
滅菌・殺菌に関するトータルサービスを行っております。
ガンマ線照射による滅菌・殺菌は、私達の身の回りの様々な製品に利
用されています。医療機器がメインですが、その他にも食品・医薬品の
容器・包装材料、検査器具、衛生材料など多種多様です。
さらに近年、医
薬品、化粧品の滅菌にも利用が拡大しています。
微生物試験は菌数測定、無菌性の試験、菌種同定などを受託しており、
医 療 機 器 の 滅 菌 線 量 設 定 試 験も可 能で す。また 、最 新システ ム
MALDI-TOF MS（マトリックス支援レ
ーザー脱離イオン化質量分析計）に
よる細菌の迅速同定サービスは、早く
て安いと好評で、医療機器の微生物
管理にご利用いただいております。
ISO9001、ISO13485を取得し、万全の
品質管理を整備しております。滅菌・
殺菌に関することは、なんでもご相談
ください。
ブースNo.

17

♥♣

♥♣

〈住所〉
〒４４４-１３２１ 愛知県高浜市稗田町４-１-５５
〈TEL〉
０５６６-５２-３４２１ 〈URL〉http://www.sansyu.co.jp/

“精密のSANSYU”は、精密プラスチック部品の成形および精密金型の
製作を通して、あらゆる分野のお客様の生産性の向上に貢献致しま
す。特にプラスチックの成形においては、
「超小型精密成形（外径1ｍｍ
以下の成形品）」、
「異種材一体成形（2種類の異なる材料を金型の中で
組み合わせて成形）」、
「超薄肉成形（厚み0.1ｍｍ以下の成形品）」
と
いった技術に力を注いでおり、精密成形分野のパイオニアとして、数々
の新技術を確立、他の追随を許さない精度を誇っています。
また、
「精密」を世界中に
提供させて戴くために、
香港、インドネシア、
フィ
リピン、アメリカに生産
拠点を持ち、より一層グ
ローバルな企業を目指
しております。

ブースNo.

123

株式会社ジェイテクト

〈住所〉
〒542-8502 大阪市中央区南船場3-5-8
〈TEL〉06-6245-2220 〈URL〉http://www.jtekt.co.jp/

医療機用ベアリングと透析器用・研究開発用の圧力センサーを展示し
ます。
ベアリングは最先端医療を支える高度医療機器に貢献する先進の軸
受技術を展示、
圧力センサーは1966年発売以来、研究開発用途だけでなく、産業・医
療機器にも組込まれご使用頂いている弊社ラインナップを展示しま
す。

♥：医療機器製造業 ♦：医療機器製造販売業 ♣：ISO13485 ♠：医療機器の輸出対応
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21 （公財）静岡県産業振興財団ファルマバレーセンター

ブースNo.

〈住所〉
〒411-0934 静岡県駿東郡長泉町下長窪1002-1（静岡県医療健康産業研究開発センター内）
〈TEL〉055-980-6333 〈URL〉http://www.fuji-pvc.jp/

66

株式会社島津製作所

♥♦♣♠

〈住所〉
〒450-0001 名古屋市中村区那古野1-47-1名古屋国際センタービル19F
〈TEL〉052-565-7521 〈URL〉http://www.shimadzu.co.jp/

当社の経営理念である“「人と地球の健康」への願いを実現する”ため
に、長年培ってきた分析計測技術あるいは医用機器技術を活かし、ヘ
ルスケア分野におけるさまざまな研究場面、臨床現場に貢献できるソ
リューションを提供致します。
分析計測分野：治療薬物モニタリング（投薬管理）
での質量分析の応用
や血液一滴からのスクリーニングを実現する分子診断、生体分子イ
メージング、遺伝子型判定の最新技術を御紹介します
医用機器分野：パイオニアであるＸ線画像診断装置をはじめ、
これま
で培ったPET技術の全てを乳房専用PET『Elmammo』に集結し乳房疾
患の診断に新たな臨床価値を
ご提供します。その他 近赤外
光カメラシステム、放射線治療
装置動体追跡システムといった
がん対策のための最新の診断・
治 療 支 援システムを展 開しま
す。患者さまの思いに配慮した、
新しい検査・治療環境作りをお
手伝いします。
ブースNo.

103

株式会社十六銀行

〈住所〉
〒500-8516 岐阜県岐阜市神田町８-２６
〈TEL〉058-266-2523 〈URL〉http://www.juroku.co.jp

貴社のベストサプライヤーを十六銀行がお探しします！
十六銀行の「サプライヤー探索サービス」を活用ください。
（手数料無
料）
■サービス内容
銀行のネットワークを活用した、新しい「協力会社の探し方」がありま
す。キラリと光る技術を持ったサプライヤーを、東海3県に158店舗を展
開する銀行のネットワークで効率的に探せます。延べ商談数は2,500件
以上に達し、
このうち約27％が見積り依頼に発展する実績があります。
難加工や処理を発注したい
企業様の期待に応えます。探
索に関して情報料はかかり
ません。
（一定の審査がござ
います）
■対象となる方
難加工や処理の発注、二社・
三社購買化などをお考えの、
資材・調達・開発・生技担当
者の皆様
19

株式会社シティプラスチック

ブースNo.

119

〈住所〉
〒739-1521 広島県広島市安佐北区白木町三田1444
〈TEL〉082-810-6677 〈URL〉http://www.city-plastic.co.jp/

28

株式会社シャルマン

♥♦♣♠

レーザ微細接合技術及び金属精密加工技術をベースに適材適所の高
性能な手術器具の企画開発及び販売をし、外科への手術用の鋼製小
物を展開しています。また、本年度は科学振興の誉れある井上春成春
賞を受賞するなど評価されています。
現在、自社CHARMANTブランドを展開、及び技術提携でのOEM・ODM
をしております。
眼鏡フレーム製造・企画で培われた技術と創造性のあるアイデアで新
規性のある製品開発いたします。

33

株式会社樹研工業

1.ヒラメ筋電気刺激装置
下肢のうっ滞解消にご利用ください。ヒラメ筋を電気刺激する事によ
り、ヒラメ筋のポンプ作用で下肢の血流改善が出来ます。エコノミーク
ラス症候群の対策及び入院などで足を使わない方のケアにご利用く
ださい。効果は抜群です。
2.電効按
磁器でもない、指圧効果だけでもない画期的治療。
この製品は、肩こ
り、腰痛といったコリと痛みの不具合に顕著な効果を発揮する貼付型
治療器です。
3.おいしい青汁
食物繊維やビタミンやミネラルが豊富！厳選した６種類の日本産青汁
原料を使用して、おいしく仕上げた青汁です。
4.高濃度水素水生成器
水素水は様々な身体の不調や老化の原因となる活性酸素と結びつき無害
な水に変える働きがあります。アンチエイジングの効果が期待できます。
5.手指消毒計数装置
院内感染を防止するため病室の入退出時に手指消毒回数を計測します。
看護師の教育機材として是非ご利用ください。
ブースNo.

57

シンフォニアテクノロジー株式会社

〈住所〉
〒105-8564 東京都港区芝大門１-１-３０ 芝ＮＢＦタワー
〈TEL〉
０３-５４７３-１８１０ 〈URL〉http://www.sinfo-t.jp

〈住所〉
〒916-8555 福井県 江市川去町6-1
〈TEL〉0120-180-807 〈URL〉www.charmant-medical.com

ブースNo.

♥♦♠

〈住所〉
〒470-1101 愛知県豊明市沓掛町一長田２６番地
〈TEL〉0562-91-3511 〈URL〉http://www.shouei.co.jp

樹脂専門の機械加工メーカーであるシティプラスチックは、複雑な3次
元加工の切削をはじめ、樹脂の接着や溶接、曲げ加工など、全てを内製
できるオールインワンメーカーです。
特に、切削加工機については150台以上、門型5面加工機、5軸マシニン
グセンター、大型複合旋盤など、多くを取り揃えております。
特殊形状などの加工については、内製した加工用刃物を使用し加工を
行うため、他社では実現が困難な加工も、弊社ではその多くを実現し
ております。
また、手加工の職人が樹脂の曲げ、接着や溶接なども行っており様々
な加工提案が可能です。
例えば 、材 料 が 高 価 な P T F E や
PEEK材、
これらの材料は母材より
全て切削をしてしまうと、非常に
高価なものとなってしまいます
が、材料を機械加工し、それらの
部品を溶接にて１つの製品とし
てしまえば、全て削り出すより、安
価に製品を作ることも可能です。
ブースNo.

株式会社松栄電子研究所

♣

〈住所〉
〒441-8003 愛知県豊橋市小向町字北小向140-1
〈TEL〉0532-31-2061 〈URL〉http://www.juken.com/

精密樹脂部品業界においてトップクラスの品質を誇る樹研工業は、
「精
密射出成形のトータルソリューション」を提供しています。現在、マイク
ロモールディングや超精密加工（金型加工）を軸に、匠とサイエンス分
野への架け橋という役割を担っています。自らサイエンスにアプロー
チすることで、医療業界へのサービスも提供できるようになりました。
プラスチック成形工場では、医療、光学、精密の3グレードでの管理環
境が整い、ほとんどの成形品で不良ゼロを達成、継続しています。神野
第3工場における、指定の医療
部品製造ラインではISO13485
の認証取得をしており、試作、
開発支援からディスポを含む
量産に至るまで、丁寧で細やか
なサポートをさせて頂きます。
是非この機会に製品サンプル
と加工技術をご覧ください。
ナノメーター精度の超精密加
工の世界をお楽しみ頂けます。

♥：医療機器製造業 ♦：医療機器製造販売業 ♣：ISO13485 ♠：医療機器の輸出対応

シンフォニアテクノロジーは、独自のモーションコントロール技術と画
像認識技術で、不要細胞を自動認識し、近赤外線レーザーで非接触的
に除去する「自動光学式不要細胞除去装置」を、近畿大学様と共同開
発しています。作業者の勘所・目利きに頼ることなく、安定した作業が
可能であり、また培養容器を開放することなく処理できるため、コンタ
ミネーションを回避できます。選別精度や処理速度の向上を図り、
2017年度の製品化を目指しています。本展示会では、実機およびデモ
画面をご覧いただけます。
なお同時に、電磁クラッチ・
ブレーキなどの医療分野
向けキーデバイス製品群
も幅広く展示しております
ので、是非ブースにお立ち
寄り下さい。

ブースNo.

113

株式会社住化分析センター

ブースNo.

136

株式会社伸交

♥

〈住所〉
〒447-0052 愛知県碧南市新道町二丁目４１番地２
〈TEL〉
０５６６-４２-００１３ 〈URL〉http://www.katch.ne.jp/˜mura/

弊社は昨年岐阜県にて行われました医療ニーズ発表会において、提案
と言う形で二点試作を開発し 実証と市場調査を行いながら製品化し
現在も国立大学病院にて御使用いただいております。内一点は先日行
われました「メッセナゴヤ」においての「メッセ初モノ発表会」で、弊社
製品「医療廃棄物箱用自動施錠装置「がちゃポイロック」」を製品紹介
し、審査員賞をいただきました。
製品化に対し、知的財産における特許を取得し より良き製品開発を
行うために現場からのお声を常に大切にして改善を含め常に進化を
心掛けております。
本年度には愛知県大府市におけるニーズ発表会から提案を行い、あい
ち小児保健医療総合センターの担当医・
大府市ウエルネスバレー推進室担当者
様と共に県からの研究開発補助金をい
ただきながら実証実験を行っておりま
す。
医療福祉分野への参入は日が浅く、薬機
法における製造販売業の対応も徐々に
行いながら日々努力を続けております。
ブースNo.

58

株式会社スズケン

行

行

ブースNo.

84

さ

さ

（公財）静岡県産業振興財団ファルマバレー
センターは、富士山麓地域を中心に、医療か
らウェルネスまで世界レベルの研究開発を推
進し、健康増進と医療健康産業の振興を図る
静岡県の「ファルマバレープロジェクト」の中
核支援機関として、静岡がんセンターと連携
し、企業の製品開発を支援しています。平成28年9月より、医療品・医療
機器等を戦略的に一貫して開発支援する機能を集約した拠点として
「静岡県医療健康産業研究開発センター」がオープンしました。
この新
拠点を軸に医療健康分野における様々な企業との技術連携や共同研
究を積極的に推し進めていきます。
主な出展内容
■静岡県医療健康産業研究開発センター及び入居企業の展示
コア技術を有する地域企業や、医療・健康分野の大手企業が入居する
新拠点を紹介
■ファルマバレープロジェクトにおける取組・成果の展示
これまでのプロジェクトにおける成果として、参画企業の開発製品や技
術等を紹介

ブースNo.

♥♦♣♠

〈住所〉
〒461-8701 愛知県名古屋市東区東片端町8番地
〈TEL〉052-950-6325 〈URL〉http://www.suzuken.co.jp/

Cardy 303 pico+は、薄さ9mm、軽さ13g（電池含む）の世界最小・最軽
量の防水ホルター心電計です。専用ディスポ電極・カルディロードP（防
水）
と併せて使用することにより、Cardy 303 pico+を装着したまま入浴
することができます。ホルター心電図検査中には入浴ができないとい
う制約を取り除き、心臓に負担のかかり易い入浴中の心電図検査を世
界最小・最軽量で実現しました。

ブースNo.

41

セイリン株式会社

♥♦♣♠

〈住所〉
〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜１丁目１３番３号 NHK名古屋放送センタービル15F
〈TEL〉052-952-8969 〈URL〉http://www.scas.co.jp/

〈住所〉
〒424-0037 静岡県静岡市清水区袖師町1007-1
〈TEL〉054-365-5690 〈URL〉http://needle.seirin.tv

当社は、試験・分析と規制コンサルタントの両面から、医療機器の研究
開発〜承認・認証申請までのステップに応じた的確な試験・分析およ
び薬事支援サービスを提供します。
医療機器の特徴は、
クラスⅠ〜Ⅳの分類があり、多種多様な製品があ
ること、製品ライフサイクルが短いこと等です。製品開発や改良を進め
ていく際には、開発初期から法規制と承認・認証申請を見据えた戦略
的な取り組みが不可欠です。
今回は、医療機器のリスク評価に必要な医療機器・材料からの溶出物
試験、抽出率確認試験、
コンタクトレンズの品質確認試験等を紹介しま
す。
この他にも、展示ブースでは以下の材料や製品に適用できる評価
事例を紹介します。
【評価対象品の一例】カテーテル、ガイドワイヤー、樹脂材(中空糸膜、
チューブ、
フィルム、ペレット等)、
コンタクトレンズ、注射筒・針、医療用
包装材料、人工骨
材料など

◎鍼灸針だけでなく、他業種でも活躍中！
セイリン株式会社の開発部、谷口と申します。
この記事に目を通して頂き、ありがとうございます！
弊社では極めて細いワイヤーを加工し、鍼灸針を作って40年！
針の試作、量産に関してお気軽にお問い合わせ下さい。
◎技術PR
現在、美容、医療業界を始め、様々な業界で使用されています。
大量生産が出来ること、品質の面で
良い評価を頂いております。
様々な針形状、針の製作は5mm〜、
直線加工ワイヤーは〜2mなど、
ご要
望に応じて製作させて頂きます。
◎現在、様々な材質にトライ中です。
詳しくは上記連絡先よりご連絡頂く
か、HPを御覧ください。
【実績】
・φ0.08mmの針・φ0.05mm
の直線加工・超硬の先端加工 等

♥：医療機器製造業 ♦：医療機器製造販売業 ♣：ISO13485 ♠：医療機器の輸出対応
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ブースNo.

26

株式会社セルコ

ブースNo.

105

〈住所〉
〒384-0808 長野県小諸市大字御影新田2130-1
〈TEL〉0267-23-3322 〈URL〉http://www.selco-coil.com

〈住所〉
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦一丁目16番20号 グリーンビル4階
〈TEL〉052-204-1380 〈URL〉http://www.dse-corp.co.jp/

さ
行

ダイトエレクトロン株式会社

♦

〈住所〉
〒102-8730 東京都千代田区麹町3-6 住友不動産麹町ビル3号館
〈TEL〉03-3264-0261 〈URL〉http://www.daitron.co.jp

医療機器、診断機器に搭載される、
コンポーネンツ製品や、ディスポー
ザブル製品を展示しています。
機器の機能と信頼性の向上、
コストダウン等、
さまざまな目的にあわせ
た提案が可能です。
展示している製品の他にも幅広く製品を取り揃えておりますので、ぜひ
お問合せ頂けますよう、宜しくお願い致します。

ブースNo.

55

タキゲン製造株式会社

〈住所〉
〒485-0074 愛知県小牧市新小木１−７０
〈TEL〉0568-75-5001 〈URL〉http://www.takigen.co.jp

当社の製品は、業界や分野を超え、多彩なニーズに応えてきました。信
頼のクオリティと豊富なラインナップで医療機器や医薬品開発・製造
など多様な医療シーンも支えています。
今回は、医療現場のニーズによって開発された【点滴ポール電源コン
セント】や、片手で操作ができる伸縮自在の【フレキシブルロック】を展
示しますので、ぜひブースにお立ち寄り下さい。
また、特注品、試作品にも対応します。お客様の課題やニーズをご相談
くだされば、技術とアイデアで応えます。
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ブースNo.

75

株式会社高瀬金型

46

チタンクリエーター福井

ハード、
ソフトの両面から
『安全で使いやすい』商品を提供させて頂い
ております。医療施設、福祉施設、健康増進施設など安心してご利用し
て頂ける商品をご紹介させて頂きます。

141

人の生活に必要な医療機器部品・水廻り製品など
「命を支えるものづく
り」をテーマとして、射出成形金型の設計・製造からプラスチック射出
成形まで、
自社内で一貫したものづくりをしております。
PP・PCなどの汎用樹脂はもちろん、PEEK・PES・フッ素樹脂などのスー
パーエンプラまで幅広く実績があります。量産品だけではなく小ロット
試作品も対応可能です。
医療機器部品の中には、
カテーテル部品、人工透析機や医療分析装置
用のバルブやマニホールド部品、歯科薬品調剤部品などの高品質・高
機能部品に多くの実績があります。

♥♦

株式会社中旺ヘルス

〈住所〉
〒452-0011 愛知県清須市西枇杷島町城並3-2-2
〈TEL〉052-501-2577 〈URL〉http://www.jp-chuoh.com

ブースNo.

〈住所〉
〒492-8328 愛知県稲沢市西島一丁目138番地
〈TEL〉0587-36-0551 〈URL〉http://takasekanagata.co.jp/

ブースNo.

137

経済産業省 中部経済産業局／（公財）岐阜県研究開発財団

145

中部医療機器工業協会

〈住所〉
〒460-0002 名古屋市中区丸の内2-14-4
〈TEL〉052-229-1750

薬機法（旧薬事法）で規制される、医療機器製造販売業、製造業の許可
等を取得しているメーカーの団体です。正会員として生体部会47社、電
気部会33社、歯科部会22社計102社で構成されています。
また、製造販
売業、製造業の許可等を取得していない企業、団体などが賛助会員と
して15社加盟しております。
各種講習会を開催する他、法規制や
各種申請などの相談事業、有志による
研究会などを毎月実施しております。
当協会は、平成2年11月に愛知県、岐
阜県の正会員企業115社、賛助会員4
社により、
「愛知県医療機器工業協
会」
として発足しました。平成24年5月
に「中部医療機器工業協会」に名称変
更し、現在に至っております。
賛助会員として加盟されている方に
は、業許可取得へのサポートなどもい
たしておりますので、当協会への参加
をお待ちしております。
ブースNo.

141

中部経済産業局／
（公財）
岐阜県研究開発財団

株式会社ガレイヴ

〈住所〉
〒５０９-０１０９ 岐阜県各務原市テクノプラザ一丁目１番地
〈TEL〉
０５８-３７９-２２１２ 〈URL〉http://www.gikenzai.or.jp

〈住所〉
〒505-0026 岐阜県美濃加茂市清水町1-10-24
〈TEL〉0574-42-7787 〈URL〉http://www.garave.com/

経済産業省 中部経済産業局／岐阜県研究開発財団ブースでは、東海
地域並びに岐阜県のヘルスケア産業支援の取組みについて紹介しま
す。
（１）医療機器開発事業化簡易相談コーナー
中部経済産業局委託事業「地域中核企業創出・支援事業」のコー
ディネータ（愛知県・三重県・岐阜県で企業支援を担当）が、相談
コーナーで皆様のお話を伺います。
（２）製品開発事業化、販路開拓の事例紹介
ヘルスケア分野において助成事業の
活用あるいは自らが積極的に、製品開
発事業化、販路開拓に取り組んでいる
企業の事例を紹介します【株式会社タ
ナック、株式会社ガレイヴ】
（３）国･県等の施策紹介
ヘルスケア産業について、中部経済産
業 局 、岐 阜 県 、日 本 貿 易 振 興 機 構
（JETRO）の施策を紹介します。

生活を快適で豊かにする商品・サービスの提供に取り組んでいます。
【シニア層向けチェア】シニア層を含む女性の平均身長である150cm
〜160cmを基準に設計した椅子です。座面を高く設定していますが、
独自の形状により、快適な座り心地、立ち上がりのしやすさ、食事など
がしやすいテーブルの高さをご提供いたします。高齢者施設等での調
査をもとに、岐阜県生活技術研究所と共同で企画開発いたしました。
【スワレーヴ】
「長時間座っているとお尻や腰
が痛くなる方」や「お尻が前にずれて姿勢がく
ずれる方」におすすめのクッションです。
痛みの一因となる姿勢のくずれを抑え、体圧
を分散するこだわりの座面形状でお尻を優し
く包み込み心地よい座りを提供します。車い
すでのご利用もおすすめです。

ブースNo.

141

中部経済産業局／
（公財）
岐阜県研究開発財団

株式会社タナック

〈住所〉
〒916-0003 福井県鯖江市田所町108-2
〈TEL〉0778-53-0810

〈住所〉
〒500-8185 岐阜県岐阜市元町４丁目２４番地
〈TEL〉
０５８-２６３-６３８１ 〈URL〉http://www.k-tanac.co.jp

福井県鯖江市を中心とした福井の眼鏡産業は、100年以上もの歴史が
あり、世界3大産地の一つとして成功を収めております。その成功を支
えているのが、世界に先駆けた「チタン」の加工技術であり、そこで培わ
れた技術は、現在多種多様な分野において活躍しております。
「チタン」は強度・軽さ・耐熱性・耐食性に優れ、その性質から眼鏡部品
をはじめ、航空機、
自動車部品、医療機器、
スポーツギアなど様々なジャ
ンルで 利用されております。
また、
「チタン」にアルミニウムや銅・鉄・マ
ンガン・モリブデンなどを混合することで、形状記憶合金や高強度チタ
ン合金など、様々な 特性を持つ金属に変化し、
その可能性は無限に広
がります。
私達は、
この優れた技術をさらに専門的に
追求する企業の集団であり、豊富な経験を
もとに、素材の選定から最適技術 のプレ
ゼンテーション、そして最終製品の完成ま
でお客様のニーズに合わせた製品づくり
をご提案できる「小さな巨人集団」であり
ます。

シリコーンや特異性のあるゲル等の素材を用いて、医療用シミュレー
タや医療機器メーカー様の定量評価用、販促用の模擬人体パーツを
手掛けております。素材にはそれぞれ「クリスタルゲル」
「タフシロン」
「メディピュール」
と素材そのものを商標登録し、他社では再現の難し
い質感や特性を再現しております。なかでも、各種測定機器に基づき、
実際の臓器より弾性力やヤング率を測定し、再現していることが評価
をいただいております。
また、
この度岐阜県各務原市テクノプラザ内に医療専用工場を設立し、
LIM成形機等の専用成形機を多数導入。医療機器製造認定やISO
13485の取得も視野に入れ、医療機器部品のOEM製造の対応可能で
す。

♥：医療機器製造業 ♦：医療機器製造販売業 ♣：ISO13485 ♠：医療機器の輸出対応

ブースNo.

ブースNo.

56

行

行

85

当社は、航空分野で培った新鋭技術を武器に、自動車、最先端の産業
機器分野で総合的なサービスを行なっています。
今話題のMRJの開発には当社から技術者100名が参画しています。
医療分野へは、弊社の企業理念である
「技術に通じ、社会に貢献する」
をモットーに、積極的な技術支援を行なっており、最近では医療機器製
造業の登録を行ないました。
本展示会では、軽度認知症患者様の暮らしを支援するために、大学と
共同開発した「声掛けくん」
と、弊社の一技術要素である組み込み制御
技術を利用し、
「医療機器を自動的に測定・検査を想定した検査装置」
を展示しております。
また、医療機器メーカー様へソフトウェア開発技術者派遣の実績もご
ざいます。
気軽にスタッフに声を
おかけください。

ブースNo.

た

た

超微小磁性体を検知する最新MIセンサを搭載した磁性体検知器
【マグガード】
医療診断技術の高度化が進む中で、MRI(磁気共鳴
画像診断装置)の導入が増加し、
また3Tという高磁
場MRIの導入例も顕著である。MRI導入数の増加、
高磁場化と共に、MRI検査室内での磁性体吸着事
故や熱傷事故に対する安全対策が必要とされる。
フジデノロ株式会社は名古屋大学と共同開発し
た、磁気シールド無しでも微小な磁界を検知でき
る磁気直列式超高感度MI（磁気インピーダンス）
センサを応用し、MRIシール
ドルーム入室時の磁性体の
持込の有無を警告するMRI用
磁性体検知器「マグガード」
を開発・製品化した。

ブースNo.

株式会社第一システムエンジニアリング

株式会社中部精機製作所

〈住所〉
〒462-0810 愛知県名古屋市北区山田二丁目7番4号
〈TEL〉052-911-7451 〈URL〉http://chubuseiki.com/

弊社は創業よりモノづくり一筋、創業９１年をとなる企業です。
最新鋭のNC自動旋盤を数多く取り揃えて、
自動車業界のお客様を中心に超精密、高精度な切削加工部品を手が
け、寸分の誤差も許さないという信念のもとに技術の向上、生産設備
の先進化、品質保証体制の確立を徹底し、小ロットから数十万個の大
量生産まで対応いたします。
医 療 関 係 の 実 績 は、歯
科工具のブランクを中
心とした委託生産にとど
まっておりますが、新た
な可能性として、自動車
部品の製造で培った技
術と品質で、医療業界の
ニーズにも応えていき
たいと考えております。

♥：医療機器製造業 ♦：医療機器製造販売業 ♣：ISO13485 ♠：医療機器の輸出対応
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ブースNo.

94

株式会社データ・デザイン

♦

〈住所〉
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-4-6 桜通大津第一生命ビルディング 12F
〈TEL〉052-953-1588 〈URL〉http://www.datadesign.co.jp

62

テック・ワーク株式会社

♥

当社は受託製造やOEMで種々の装置を作っているものづくり企業で
す。
設計、部品加工、表面処理、装置組立、調整まで社内で一貫して行うこ
とで、
コストの削減や短納期に対応しております。
購買代行、工場代行にご活用ください。
装置の構想段階から機械設計、構造
設計のお手伝いもしております。
まずはお気軽にご相談ください。
自社商品として、ガス温度調節装置、
キャップホルダ、冷却器などの再生
医療向けの理化学機器も開発して
おります。
医療機器、理化学機器などのニーズ
やご意見、共同開発のご相談などが
ございましたらお知らせいただける
と幸いです。

132

23

株式会社デンソー

〈住所〉
〒457-0078 愛知県名古屋市南区塩屋町5丁目1-1
〈TEL〉052-819-1130 〈URL〉http//www.technoplast.co.jp

プラスチックの切削加工を主にした工業用部品を中心に様々な分野の
製品を取り扱っております。
職人による手加工から大小の立型マシニングセンター、大型5軸複合
旋盤など取り揃え、難加工、3D加工、単品から量産まで幅広く対応させ
ていただきます。
工場内は365日24時間の温度管理を行っており、ISO9001を取得。大型
CNC三次元測定器をはじめ、投影器、その他各種検査ゲージを取り揃
えており、高精度・高品質な製品でお客様のニーズに対応させていた
だきます。

ブースNo.

129

テュフズードジャパン株式会社

〈住所〉
〒532-0003 大阪市淀川区宮原３-５-３６ 新大阪トラストタワー１２F
〈TEL〉
０６-６３９６-０２０１ 〈URL〉toru.takechi@tuv-sud.jp

〈住所〉
〒617-0833 京都府長岡京市神足大張1-6
〈TEL〉075-958-6180 〈URL〉http://www.techwork.co.jp

ブースNo.

株式会社テクノプラスト

♥

弊社は、
ドイツで生まれた、行政から
「独立」
した、第三者認証機関（登
録認証機関）です。
「TUV」はテュフと読み、
日本語では「技術検査協会」
の意味になります。
ヨーロッパでは、第三者認証機関が製品の安全性を認証する事に対す
る意識が高く、
「認証マークの付いた製品を選択する」
と言う消費者は
約40％になり、そのうち25％の人が「TUVマークを基準に購買を決め
る」
としています。
ドイツのみならず世界的に活動の場を広げている認証機関の一つで、
ワンストップサービス、世界的なブランド力、豊富な実績、経験を特徴
としております。
特に医療機器に関するサービスに力を入れ
ており、薬機法、MDD、ISO、MDSAP、INMETRO等の各国認証サービス、製品安全、EMC、
生物学的安全性試験等の各種試験サービス
をご提供しております。
既に医療機器業界でご活躍されている企業
はもちろん、参入を目指す方も是非弊社をご
利用下さい。
ブースNo.

95

東海光学株式会社 光機能事業部 ♥♦♠

〈住所〉
〒448-8661 愛知県刈谷市昭和町１-１ 〈TEL〉0566-55-6824
〈URL〉https://www.denso.co.jp/ja/aboutdenso/corporate/business/newbusiness/index.html

〈住所〉
〒444-2106 愛知県岡崎市真福寺町越田121番地
〈TEL〉0564-45-8000 〈URL〉http://www.tokaioptical.com/

デンソーではロボット技術やセンシング技術を活用し手術支援システ
ムや検査機器を開発・提供することで人々の健康で安心な生活に貢献
します。
手術支援ロボット
「iArmS」は、医師が腕を動かしたい位置にロボット
アームが自由に追従し、かつ手術時にはしっかりと固定され医師の腕
を支えます。術者の直感的な操作を可
能にするため、内蔵されたセンサが
「腕をおく」
「腕を静止する」
「腕を浮か
せる」
という動作を感知し、
「Hold：術
中の腕の固定」
「 F r e e：腕 の 移 動 」
「Wait：周辺機器操作時の待機」の３
つの動作をスイッチレス（自動）で切り
替えます。
また、医療現場で求められる
高い安全性と軽やかな操作性を実現
するため、手台の動作はモータを使わ
ず、重力バランスと腕の動きによって
行われます。

東海光学光機能事業部は、
メガネレンズの開発製造で培った薄膜テク
ノロジーを応用・発展させ、様々な光学薄膜製品を開発・販売していま
す。
高度な光学特性が必要とされる医療機器やレーザー光学機器など、近
年ますます高度化する光学関連技術における、お客様からのどのよう
な御相談にもお応えします。
反射防止、紫外線カット，赤外線カット，金属膜、高反射ミラー，特定の
光のみ通すバンドパスフィルタなどの光学薄膜の加工や撥水、防汚、
帯電防止、耐スクラッチコートなどの機能性を付与した光学薄膜の加
工を1個の試作から量産まで幅広く対応
致します。また、
このほど分光透過率を
瞬 時 に 測 定 で きる 分 光 透 過 率 計
「TL-100」
も発売いたしました。
分光透過率をボタンを押すだけで簡単
に測定できます。小型でシンプルな構
造とすると共に光源にLEDを採用する
事で省電力化と共に長寿命化を実現し
ました。
♥：医療機器製造業 ♦：医療機器製造販売業 ♣：ISO13485 ♠：医療機器の輸出対応

ブースNo.

109

東海エレクトロニクス株式会社

〈住所〉
〒４６０-８４３２ 名古屋市中区栄３-３４-１４
〈TEL〉
０５２-２６１-３２１３ 〈URL〉http://www.tokai-ele.co.jp

医療・介護現場のデジタル化・ネットワーク化をサポート致します！
東海エレクトロニクスはコミュニケーション・移動・エネルギー・環境分
野を中心として、先端技術デバイスの提供やシステム開発を通して、み
なさまの暮らしを快適にするお手伝いをしています。
医療・介護分野につきまして
も、お客様のニーズをいち早
く見極め、確かな技術力に裏
付けされた最適なソリュー
ションをタイムリーにお届け
致します。
検知・非接触をテーマに、カ
ラー・モーション・静電容量
式の各種センサーや、位置
情報検知等のシステムを展
示しております。
見て・触って各機能を体感し
てください。ご来場お待ちし
ております。
ブースNo.

125

東芝テック株式会社

〈住所〉
〒456-0003 愛知県名古屋市熱田区波寄町25番15号
〈TEL〉052-889-5281 〈URL〉https://www.toshibatec.co.jp/

医療現場で活躍するラベルプリンタ
（検体・注射ラベル・リストバンド発
行用プリンタ）は、用途や情報量にあわせて多彩なラインナップより最
適な機種をご紹介できます。
「いつでもどこでも診療記録が声で書け
る」医療・介護向け音声入力システ
ムも展示しております。そして、高セ
キュリティ無線LAN環境を構築でき
る「ARESPOシリーズ」は、従来のア
クセスポイントに比べ、通信範囲が
限定されることにより強固でセキュ
アな無線LAN環境を実現できます。
こちらは、病棟内でのＩＴ端末用無
線インフラ、カンファレンス、手術
室、食堂などでの安全で安定した無
線LAN環境構築を可能にさせます。
是非、東芝テックブースにお立ち寄
りください。

ブースNo.

90

トーカロ株式会社

〈住所〉
〒476-0002 愛知県東海市名和町二番割下33番3
（トーカロ名古屋工場）
〈TEL〉052-603-3520 〈URL〉http://www.tocalo.co.jp/

表面処理の総合メーカー、
トーカロです。当社は、耐摩耗性や撥水性
等、様々な機能をお客様の設備部品や製品の表面に付与する表面処
理加工、一般的にいうコーティングをコアビジネスとしております。
電力、鉄鋼、自動車、産業機械等の基幹産業から半導体・液晶、航空宇
宙、先端医療分野に至るまでの様々なフィールドで耐久性、信頼性、品
質向上や省エネ化を目的に、対象物の表面に素材には無い性質と新
機能を付加する高機能皮膜を開発・提供しています。
日本全国に6工場を配し、地域密着型で全国のお客様のニーズに即応
できる体制を取っています。技
術開発研究所も持ち、顧客の問
題解決を図るべく、日夜、開発・
共同研究にも積極的に取り組ん
でいます。
アメリカ・中国・台湾・
インドネシア・タイの海外子会
社を始め、その他の国々に対し
ては技術供与にて国際的展開
も推し進めています。

ブースNo.

106

株式会社東海メディカルプロダクツ ♥♦♣♠

〈住所〉
〒486-0808 春日井市田楽町更屋敷1485
〈TEL〉0568-81-7954 〈URL〉http://www.tokaimedpro.co.jp/

東海メディカルプロダクツは、医療機器の分野で活動する研究開発型
企業です。｢一人でも多くの生命を救いたい｣を理念とし、患者様の視
点で医療現場の声を研究開発に反映させてきました。
医療機関に御協力いただき、
日本人の体形に適応した耐久性、安全性
に優れた国産初のIABPバルーンカテーテルを開発し、その後、冠動脈
治療に使用されるPTCAバルーンカテーテル、透析治療に使用される
PTAバルーンカテーテル、肝臓癌治療に使用されるマイクロカテーテ
ル、脳血管治療･大動脈治療に使用されるオクリュージョンバルーンカ
テーテルなど全身領域へと広がってまいりました。
医療機器の開発に終わりは
ありません。
これからも医療
機関からのニーズに即応し
たカテーテ ル を 開 発し続
け、患者様並びにお医者様
へ安全安心を送り続けてま
いります。

ブースNo.

68

行

行

ブースNo.

92

た

た

株式会社データ・デザインは「3Dデータ」の観点から、医療現場のニー
ズに対して様々な支援ソフウェア・支援機器を取り揃え、その中からお
客様のご要望に合わせてコーディネートし、必要な場合はカスタム開
発を行ない、日々の業務のお役に立つソリューションを提供していま
す。ハンディ型3Dスキャナ「Artec」による人体の3Dスキャニングやス
キャンデータを元にした3D形状加工をはじめ、最新の3Dテクノロジー
と歯科医療/技工技術を融合させた、弊社が提案する
「オープン・デンタ
ルCAD/CAMソリュー
ション」などを取り揃え
ております。
ブース内で
はハンディ3Dスキャナ
の 実 演も行 います の
で、人体の3Dデータ化
の精度とスピードを是
非ご 体 感ください。皆
様のお越しを心よりお
待ちしております。

ブースNo.

東朋テクノロジー株式会社 ♥♦♣♠

〈住所〉
〒460-0008 愛知県名古屋市中区三丁目10番22号
〈TEL〉052-251-7211 〈URL〉http:/www.toho-tec.co.jp/

弊社は、液晶、半導体の製造、検査装置や自動車生産ラインにおける
生産指示システムなどの製品を主力に活躍を続けるグローバルな企
業です。
2010年よりレントゲンやMRIなどの医療機器の販売を開始、2014年よ
り医療用LED光源の製造を開始し、2015年には医療機器製造販売業の
資格を保有する企業を買収し本格的に医療機器市場に参入いたしま
した。
弊社独自技術での新製品の開発に加え、医療先進国であるアメリカの
技術も積極的に採用しイノベーションを推進してまいります。

112 ドナルド・マクドナルド・ハウスなごや

ブースNo.

〈住所〉
〒466-0065 名古屋市昭和区鶴舞町65番地 名大病院構内
〈TEL〉052-744-0203 〈URL〉dmh.nagoya@tea.ocn.ne.jp

ドナルド・マクドナルド・ハウスは、病気と闘っている子どもとその家族
のための滞在施設です。なごやハウスは名大病院の構内にあり12家族
が滞在することが出来、キッチン・リビング・ダイニング・プレイルーム
が備わった大きな家です。2014年1月の運用開始以来1,000家族2,500
人以上の方々に利用されています。ハウスは利用家族の経済的負担軽
減の為1泊1,000円という料金設定となっており、個人や企業からの募
金・寄付と多くのボランティアのサポートにより運営されています。現
在世界中で350施設以上、国内では11施設が稼働中です。皆様の暖か
いご支援をお願いたします。

♥：医療機器製造業 ♦：医療機器製造販売業 ♣：ISO13485 ♠：医療機器の輸出対応
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富山県新世紀産業機構
121（公財）

ブースNo.

〈住所〉
〒930-0866 富山県富山市高田529番地
〈TEL〉076-444-5607 〈URL〉http://www.tonio.or.jp/

〈住所〉
〒939-2243 富山県富山市中大久保１７３-１０
〈TEL〉
０７６-４６８-１９５３ 〈URL〉http://www.kecjapan.co.jp

当社は、昭和49年の創業以来「技術開発型企業」を志向し高品質な商
品サービスの提供に努めてまいりました。
パワーエレクトロニクス分野では、各種制御装置、監視システム、新エ
ネルギーなど、システムの試作、開発、設計から製造までをご提供して
おります。
メカトロニクス分野では、製造業での自動化システムの設計製造を通
じ、広く産業界の省エネ・省力化に貢献しております。
特に、微細な部品の自動化
には実績があり、様々な分野
でご提案をさせていただい
ております。

ブースNo.

121

（公財）
富山県新世紀産業機構

株式会社能作

〈住所〉
〒939-1118 富山県高岡市戸出栄町46-1
〈TEL〉0766-63-5080 〈URL〉https://www.nousaku.co.jp

当社は大正5年(1916)創業の鋳物メーカーです。富山県高岡市に400
年伝わる鋳造技術を用い、創業当時は仏具、茶道具、花器を中心に、近
年では錫製の食器やインテリア雑貨に始まり、照明器具や建築金物な
どを手がけています。
特に近年は錫の持つ特性に着目し研究を進めたところ、昔から知られ
る柔軟性や抗菌性に加えて、殺菌性を持つことが分かり医療器具の開
発に着手、2014年医療機器製造業許可を取得しました。
錫の特性はこれまで世に無かった製品を生
み出す可能性を秘めており、現在当社では
外科医療器具や入れ歯やマウスピースの洗
浄ポットを製造・販売しております。またこ
れらの製造を支えるのが当社独自の鋳造技
術であるシリコーン鋳造です。錫の特性や
当社技術にご興味いただける企業様、是非
一度当社ブースへ起こしくださいませ。

25

異種金属の接合技術の紹介
異種金属接合技術
CASTEM
です。
・ステンレスとチタン
・アルミとステンレス
・チタンとアルミ
・ステンレスと真鍮
・その他
今までは出来なかった異種
金属の溶融溶接が可能とな
り、新たな製品設計が可能と
なります。
「軽量化」
「部品点数の削減」
「製造工数の削減」
「部分的な補強・非磁
性・生体親和性・耐食性・硬化・その他」
レーザーを使用した溶接を得意としており超微細接合、金型の肉盛り
補修、部分補強等。

ブースNo.

121

（公財）
富山県新世紀産業機構

株式会社なかたに印刷

〈住所〉
〒939-2741 富山県富山市婦中町中名1554-23
〈TEL〉076-465-2341 〈URL〉http://www.nakatani-p.co.jp/

3Dプリンターによる高等教育機関向け3Dモデリングサービスの提供
に、平成25年から取組んできました。
更に今年度から3Dプリンター造形技術をさらに応用し、医療分野に特
化、インターネット
（loT）を活用し医療現場が求める高品位な3Dモデ
ルの提供を目指しています。
3Dプリンターによる骨格臓器立体モデル手術支援に関して、従来は保
険適用範囲が脊椎などの一部から、骨格全般へと承認されました。
とは
言え、医療支援3Dモデルを活
用しようとしても、医療機関内
での設備増設や技術者の育成
はコストと時間がかかるため
困難が予想されます。そこで需
要の拡大が予想されるモデリ
ングサービスの受け皿として
弊社がその業務を代行するも
のです。

ブースNo.

121

（公財）
富山県新世紀産業機構

国立大学法人富山大学

〈住所〉
〒930-8555 富山県富山市五福３１９０
〈TEL〉076-445-6940（研究推進機構 産学連携推進センター） 〈URL〉https://www.u-toyama.ac.jp/

本学は、医薬理工連携をはじめとした本学の知を生かし、産官学連携に
よる社会貢献を積極的に進めています。
研究テーマ：
「微小な力を測れるマイクロ鉗子・マイクロマニピュレータ
システム」
研究内容：本研究では微細な作業において、対象物に触れたり把持した
力を、マニピュレータ操作者に知覚させる微細作業用の鉗子・マニピュ
レータの開発を行っている。アクチュエータ機能を有する微小な力が計
測可能なマイクロセンサが実現でき、微細作業の高精度化が望める。
研究のポイント：
①従来研究では主に操作部にかかる応力を力センサを実装することで
計測している。
②本研究ではアクチュエータに液圧駆動
関節を用いることで液圧供給系における
内圧変動から縫合針にかかる微細な力を
検知できる。
③ 検 知し た 力 を 力 覚 提 示 するインタ
フェースにより、オペレータに微細な感覚
をフィードバックできる。
♥：医療機器製造業 ♦：医療機器製造販売業 ♣：ISO13485 ♠：医療機器の輸出対応

143 トヨタ自動車株式会社

ライフケア技研株式会社

ブースNo.

〈住所〉
〒４７１-８５７１ 愛知県豊田市トヨタ町１番地
〈TEL〉
０５６５-２８-２１２１ 〈URL〉http://www.toyota.co.jp/

〈住所〉
〒930-0859 富山県富山市問屋町2-４-15
〈TEL〉076-411-0201 〈URL〉http://www.lifecare-giken.co.jp

•熱中症予兆警報装置（開発中）
手首に装着するリストバンド型のウェアラブル生体計
測機器。発汗量と脈拍を測定し、通信モジュールでス
マホやパソコンにデータを送信できる。積算全身発汗
量を連続測定し、発汗量や脈拍値から熱中症の予兆を
調べ、作業者や監督者に警報で知らせる機能がある。
•発汗チェッカー
絆創膏状の皮膚貼付パッチ剤で、前腕部の局所発汗量から全身発汗
量を推測しパッチの発色反応で目視することができる。
（平成27年10月
文部科学大臣賞受賞）
•アルコール体質試験パッチ
絆創膏状の皮膚貼付パッチ剤で、前腕に20分貼付し、パッチに固体化
したアルコールの皮膚反応からお酒が飲める体質かどうかの遺伝子
型を調べることができる。
•安眠チェッカー
絆創膏状の皮膚貼付パッチ剤で、睡眠時の手掌部の精神性発汗量の
測定値から睡眠の深さを測定することができる。スマホのアプリ
（無
料）により睡眠の状態をグラフ化し睡眠％表示ができる。
ブースNo.

27

有限会社内藤スプリング製作所

31

医療用コイル・精密スプリングの製造メーカーです。
ISO9001・ISO14001を取得し品質を最優先に考え顧客企業様への満
足と信頼を得られる製品をお届けするのが内藤スプリングのポリシー
です。
バネ材以外の特殊金属を長年加工してきた実績とノウハウを活かし高
精度に加工できる技術があります。
またその技術を活かし高い品質・綺麗な出来栄え・今までなかった形
や機能など内藤スプリングはお客様のニーズを形にします。
完全オリジナルの形やサイ
ズのバネを一本からの製造
も可能です。

82

名古屋樹脂工業株式会社

「移動する自由」をもっと身近なものに。
事故障害のゼロナイズを目指して
■ポルテウェルキャブ 助手席リフトアッ
プシート車
助手席が電動で回転し、車外へスライドダ
ウン。障がい者や高齢者の利用はもちろ
んのこと、介護者への配慮も考えたやさし
いクルマとして開発しています。
■THUMS（サムス）
THUMSはトヨタ自動車と豊田中央研究所が共同で開発したバーチャ
ル人体モデルです。身体形状だけでなく骨格や内臓など内部構造まで
が精密に表現され、関節は人体同様に可動し、大きな衝撃が加わると
骨折するようにできています。THUMSを使うことで、
自動車が衝突した
際に乗員や歩行者が受傷する様子をコンピュータ上で模擬することが
できます。大人や子供、男性や女性を模擬したモデルがあり、年齢や体
格、性別と傷害との関係を調べることもできます。交通事故による傷害
を軽減するため、
トヨタはTHUMSを使って自動車の安全研究を進めて
います。
ブースNo.

〈住所〉
〒457-0064 名古屋市南区星崎一丁目132-5
〈TEL〉052-823-2222 〈URL〉http://www.naito-spring.co.jp/

ブースNo.

♥♦

♥

〈住所〉485-0084 愛知県小牧市入鹿出新田中池121
〈TEL〉0568-72-1528 〈URL〉http://www.nagoyajushi.co.jp

弊社は、
プラスチックシートを元に、お客様の要望する形状に加工させ
ていただく、受注生産型の製造メーカーです。
その中で、大型又は厚物の真空成形・圧空成形・熱プレス成形・熱曲げ
加工を、得意としています。
今回の展示会では、医療機用人体
モデル（アクリル透明成形品）を始
め、医療機用機器のカバーを主体に
展示しております。是非ご覧くださ
い。

行

株式会社ＫＥＣ

〈住所〉
〒939-2745 富山県富山市婦中町広田4520
〈TEL〉076-465-3582 〈URL〉http://castem.jp/

121

（公財）
富山県新世紀産業機構

な

121

（公財）
富山県新世紀産業機構

株式会社キャステム

ブースNo.

行

行

ブースNo.

121

（公財）
富山県新世紀産業機構

た

た

富山県をはじめ石川・福井の北陸３県では、
「健やかな少子高齢化社
会の構築をリードする北陸サイエンスクラスター」事業を共同で実施
しています。
北陸ライフサイエンスクラスターでは、今後発展が期待できるライフ
サイエンス分野の取り組みを先導するため、予防・診断・治療分野にそ
れぞれの強みを持つ北陸３県が一体となり、医薬品や機能性食品、医
療機器等における研究開発ポテンシャルを高めるとともに、産学官金
の連携を通じて先進的な技
術を開発しています。
富山県新世紀産業機構で
は、本事業による大学など研
究機関の成果を紹介すると
ともに、関連する県内企業を
紹介してマッチングを支援
し、新たな製品・サービスの
技術移転や事業化の促進を
図ります。

ブースNo.

名古屋市／（公財）名古屋産業振興公社

名古屋市
〈住所〉
〒４６０-８５０８ 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
〈TEL〉
０５２-9７２-２４１９ 〈URL〉http://www.city.nagoya.jp/
（公財）
名古屋産業振興公社
〈住所〉
〒４６３-０００３ 名古屋市守山区大字下志段味字穴ケ洞２２７１番地１２９
〈TEL〉
０５２-７３６-５６８０ 〈URL〉http://www.nipc.or.jp/sansien/kaigo/index.html

名古屋市では、
「名古屋市産業振興ビジョン２０２０」
を策定、今後国際的な
成長が見込まれる
「医療・福祉・健康」産業を重点産業として位置づけ、重点
的な施策の展開を図ることとしている。
今年度から、名古屋市及び（公財）名古屋産業振興公社では、医療介護機器・
ロボットの開発及び普及の促進の支援を目的に、
「医療介護ものづくり研究
会」
を開催。
研究会は、
ものづくり企業に加え、名古屋市立大学病院を始めとした、病院や
介護事業者も対象にしている。機器開発において接点の少ないものづくり企
業と病院・介護事業者の間を、連携支援コーディネータが仲立ち、新たな医
療介護機器のスムーズで効率的な
開発を支援している。
研究会では、講演、セミナー、施設見
学会等を実施。また、病院や介護事
業者の視点を活かして実際に製品を
開発するプロジェクトを実施。
今回のブースでは、名古屋市立大学
病院等との連携により開発した医療
介護機器等を展示する。
ブースNo.

144

名古屋商工会議所／メディカル・デバイス産業振興協議会

〈住所〉
〒460-8422 名古屋市中区栄2-10-19
〈TEL〉052-223-8608 〈URL〉http://www.nagoya-cci.or.jp/・http://medical-device.jp/

「医療機器産業参入サポートデスク」のご案内
名古屋商工会議所では、医療機器産業への中小企業の新規参入をサ
ポートするため、相談窓口を設けております。
「医療機器を手掛けたい
が必要な知識は何か？」、
「自社の保有技術は応用可能か？」など、新た
なチャレンジに向けて、お気軽にご相談ください。事前予約制にて、医
療機器メーカーでの豊富な経験を持つコーディネーターが、
ご相談を
お受けします。
（平成27年度実績：相談対応 49社・63件）
「メディカル・デバイス産業振興協議会」のご案内
優れたモノづくりの力を医療機器産業に活かすため、志を同じくする
産官学の力を結集し、中部地域にお
ける医療機器産業の振興をしており
ます。改正薬事法や新規参入セミ
ナー、医療現場見学会など、ビジネ
スチャンスの拡大に力を入れており
ます。当協議会にご入会を是非ご検
討ください。

♥：医療機器製造業 ♦：医療機器製造販売業 ♣：ISO13485 ♠：医療機器の輸出対応
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ブースNo.

25

西島メディカル株式会社

♥♦♣

〈住所〉
〒470-0151 愛知県愛知郡東郷町諸輪字百々51番地92
〈TEL〉0561-37-1222 〈URL〉http://www.nishijimamedical.com

当社では３つの柱を設け事業を営んでいます。
１、人工膝関節インプラント、下肢及び歯科関連手術器械の製造
２、脊椎用手術器械の製造
３、ISO13485のコンサルティング
人工膝関節インプラント、下肢及び歯科関連手術器械の製造につい
は、当社設立以来の基盤事業です。
脊椎用手術器械の製造は、お客様からの依頼のみならず、当社からの
提案営業も展開しています。
ISO13485のコンサルティングについては、実績のある業界現役担当者
による分かりやすいコンサルティングを実施しています。

ブースNo.

73

日東商事株式会社 刈谷営業所

〈住所〉
〒４４８-００２２ 愛知県刈谷市一色町３-９-１２
〈TEL〉
０５６６-２２-６２３１ 〈URL〉http://www.nittoshoji.co.jp/

弊社は、藤倉ゴム工業(株)及び東洋炭素(株)の製品を取り扱ってい
ます。
①藤倉ゴム工業
（株）
♥

医療用液状シリコーンゴムを生産しており、下記の特徴があります。
・低硬度から高硬度までの材料を保有しており、材料の供給から成
形まで完全密閉状態で作業する為、異物の混入が皆無です。
・硬化（加硫）反応が早く、成形サイクルが短縮出来ます。
・原材料は、細胞毒性試験（ISO 10993-5）、米国薬局方（USP）
クラス
Ⅵ試験を合格。
またクリーンルーム内で一貫生産。
②東洋炭素(株)

メソ孔同士が繋がったʻ連
続孔ʼと呼ばれる構造が特
長の新しいカーボン材料
「クノーベル」を開発。

ブースNo.

70

日本電計株式会社

日置電機株式会社

〈住所〉
〒386-1192 長野県上田市小泉81
〈TEL〉0268-28-0560 〈URL〉https://www.hioki.co.jp/jp/

70

日本電計株式会社

株式会社ノイズ研究所

〈住所〉
〒465-0025 名古屋市名東区上社３-６０９
〈TEL〉052-704-0051 〈URL〉http://www.noiseken.co.jp

EPS-02シリーズは、
カ
メラの画像から電磁
界センサーの位置を
色判別にて検出し、そ
のセンサーで測定し
た信号をリアルタイ
ムで周波数解析するシステムです。
■各種ラディエーション、エミッション測定の対策ツールとしてご利用
できます。
■センサを変えることで小さなものから大きなものまで、様々なサイズ
を測定できます。
■各種アナログ信号を元にした可視化システムの構築もできます。
（例：音、放射線など）
■ファクタエディタにてアンテナ特性やケーブルロス、
プリアンプなど
の補正ができます。
■既存の電磁界センサ、スペクトラムアナライザなどを用いたシステ
ム構築など、お客さまのご要望に応じたシステム構築ができます。

な

な

HIOKIは臨床工学技士が点検する医療機器の安全試験用に、漏れ電流
試験器ST5540および保護導通試験器3157の2製品を展示いたしま
す。
漏れ電流試験器ST5540は 最新の医用電気機器規格IEC60601-1:2005
3rd / JIS T0601-1:2012対応製品です。医用電気機器の漏れ電流は、接
地漏れ電流、接触電流の他に患者漏れ電流や患者測定電流などがあり
ますが、ST5540はこれらの漏れ電流を1台ですべて測定できます。
測定方法を改善し、
タクトタイムを大幅に削減！定格電流20Aまで対応
しています。
保護導通試験器 3157は各種安全規格に準拠した低抵抗試験ができま
す。測定対象である機器の金属外装が保護接地端子に対して十分低い
抵抗で接続されているかを測定
できます。医療機器の自主点検
にこの2台は必須となる試験器
です。是非、ブースへ足をお運
びください。

ブースNo.

行

行
ブースNo.

一般財団法人日本食品分析センター

高い分析技術と豊富な経験で皆様の健康と安全をサポートします。
医薬品、化粧品、医療機器や化学工業品から環境分析に至るまで、食
品だけではなく幅広い分野で分析を行ってきた実績を活かし、様々な
ニーズに対応いたします。
私たちがご提供できる分析技術をご案内するとともに、皆さまからの
ご相談にも対応いたします。
どうぞお気軽にお立ち寄りください。
・研究開発に関する試験
・承認申請のための保存安定性試験
・承認申請のための分析法バリデーション
・承認後の品質管理試験

ブースNo.

70

日本電計株式会社

キーサイト・テクノロジー合同会社

〈住所〉
〒192-8550 東京都八王子市高倉町9-1
〈TEL〉0120-421-345 〈URL〉http://www.keysight.co.jp

キーサイト・テクノロジーズは、世界有数の電子計測器メーカとして、
無線、モジュラー製品、ソフトウェアソリューションの技術革新を推進
し、新たな計測手法の構築に取り組んでいます。キーサイトは、HPとア
ジレントから受け継いだ技術をさらに発展させ、無線通信、航空・宇
宙・防衛、半導体の市場に、業界最高レベルのソリューションを提供し
ていきます。
今回は、高速微小電流測定CX3300、
リアルタイム無線測定FieldFoxシ
リーズを中心に展示
致します。
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日本電計株式会社

〈住所〉
〒480-1153 愛知県長久手市作田2-210
〈TEL〉0561-63-9121 〈URL〉http://www.n-denkei.co.jp

日本電計は創業以来、60年以上一貫して電子計測機器の販売やシステ
ム構築等、各社、各種計測器を取り扱っています。お客様のニーズに答
えるべく、5000社を超える取引先や蓄積されたノウハウをお客様のた
めにご提供しています。計測器のご購入のご検討、その他計測器に関
することは是非お問い合わせください！

ブースNo.

70

日本電計株式会社

菊水電子工業株式会社

〈住所〉
〒465-0097 名古屋市名東区平和が丘2-143
〈TEL〉052-774-8600 〈URL〉http://www.kikusui.co.jp/

医用電気機器に対する製品規格試験規格であるISO60601-1-2があり
ます。
ここではEMC試験要求と安全試験要求があり、菊水電子工業株
式会社ではこれらの規格に対応した試験器を製造販売しております。
EMC試験では電源変動試験用にPCR-LEシリーズ＋DIP試験器、高調波
/フリッカ測定器KHAシリーズを統合したIECコンプライアンステストシ
ステム
安全試験器では耐電圧試/絶縁抵抗験器にTOS9200シリーズ、アース
導通試験にTOS6200シ
リーズ、漏洩電流試験
にTOS3200
これらの試験器により
医療機は安全にご使用
頂けます。

♥：医療機器製造業 ♦：医療機器製造販売業 ♣：ISO13485 ♠：医療機器の輸出対応

ブースNo.

110

株式会社日本バイオリサーチセンター

〈住所〉
〒501-6251 岐阜県羽島市福寿町間島6-104
〈TEL〉058-392-2431 〈URL〉http://www.nbr.co.jp

私 たちは、医 薬 品、医 療 器
機、化粧品、化学品、健康食
品などの非臨床試験を行う
開発型・提案型のコントラク
トラボです。
•in vivo 試験へのこだわり
•ヒトへの外挿性が高い病態
モデル開発
•種々のGLP 基準対応、動物
実験の第三者認証施設
• 特長的な試験
○ミニブタを用いた様々な試験の提案
○中枢系、
代謝系、炎症系など豊富な病態モデルによる評価
○医療機器、
再生医療分野の非臨床実験の実施
○感染試験の実施
技術検討が必要な場合は予備検討から実施しますので、お気軽にお問
い合せ下さい。

ブースNo.

97

株式会社パイオニア風力機

〈住所〉
〒458-0847 名古屋市緑区浦里三丁目２５番地
〈TEL〉052-892-6588 〈URL〉http://www.paionia.co.jp

パイオニア風力機は、
クリーン環境機器の総合メーカーです。作業環
境のクリーン化をテーマに、様々な取り組みをさせていただいておりま
す。
独自のノウハウにより、人やモノなどをキレイにする製品（エアーシャ
ワー、靴底洗浄機、
クリーンロッカー、空気清浄機などのクリーン環境
機器）
を開発、設計、製造、施工まで一貫して行っております。
清潔さが重視される作業環境のクリーン化対策にエアーシャワーやエ
アー吸着マットを提案させていただきます。
クリーン化対策の第一歩
は、足元から。
「エアー吸着マット」は、靴底の汚れをエアー吸引により除去する靴底
クリーナーです。病院の玄関、作業現場の出入口に「エアー吸着マット」
の設置をお勧めします。
「背もたれシャワー」は、手が届きにくい
背中の汚れを一人でキレイにできるク
リーナーです。コンパクトな本体構造で
省スペース対応です。
どちらも展示して
おりますので体感していただくことも可
能です。

ブースNo.

114

一般財団法人日本品質保証機構（略称JQA）

〈住所〉
〒481-0043 愛知県北名古屋市沖村沖浦39
〈TEL〉0568-23-0113 〈URL〉http://www.jqa.jp/

行

〈住所〉
〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須４-５-１３
〈TEL〉052-261-8651 〈URL〉http://www.jfrl.or.jp/

ブースNo.

は

115

公正な第三者機関として、マネジ
メントシステム・製品・環境等に関
する認証・試験・検査等を実施。
〈主なサービス〉
・ISO/IEC17025に基づく計測器の
校正
・計量器の検定
・医療分野における品質マネジメ
ントシステム ISO13485の認証
・パーソナルケアロボット安全性評価・認証
・電気製品・医療機器の認証・試験
・ISO 9001やISO 14001等のマネジメントシステムの認証
・建設材料・機械製品の試験・検査
・JISマーク認証
・情報セキュリティに関する認証・検査
・地球環境に関する審査･評価・支援
・ロボット／機能安全（IEC 61508・ISO 26262 etc）

ブースNo.

83

株式会社ハイタック

〈住所〉
〒410-0874 静岡県沼津市松長443-1
〈TEL〉055-967-3030 〈URL〉http://www.hi-tak.co.jp

●技術の特徴
・自社開発(独自技術、特許、
ノウハウ)の機械による
超高精度深孔加工。(従来にない高精度を実現)
・高度な深孔加工技術により、高い面粗度を実現。
(Ra 0.023 実績あり)
●他社との技術の違い
・超高精度深孔加工(一般的な深孔加工では500mmの深孔加工で曲
がり0.5mm程度のところ、当社では安定して曲がり0.1mm未満。)
・加工精度に絶対の自信があるため、数多くの実績として、外形加工済
のワークに対して高精度深孔加工を実施しています。
●その他特記事項
2016年度2月に新工場竣工、製造業登録予定。
医療分野を中心に外削と深孔加工で高品質な医療機器の生産に対応
致します。新たな設備も次々と導入しており、お客様の要望にフレキシ
ブルに応えます。
●展示品
・医療機器の形状に近い形での高精度・高品質な深孔加工展示品
・医療機器に数多く使われている素材(難削材含む)への高精度深孔加工展示品
・従来の常識を覆す程の高精度深孔加工技術展示
♥：医療機器製造業 ♦：医療機器製造販売業 ♣：ISO13485 ♠：医療機器の輸出対応
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ブースNo.

45

株式会社ハタ研削

ブースNo.

35

〈住所〉
〒444-0844 愛知県岡崎市天白町清水2-1
〈TEL〉0564-54-0552 〈URL〉http://www.hamakou.co.jp/

〈住所〉
〒399-8303 長野県安曇野市穂高8183-2
〈TEL〉0263-82-8302 〈URL〉http://www.v-hataken.co.jp

研削技術を極限まで高め、微細部品、セラミック、
ガラス、など難削材の
研削加工を得意としております。
研削盤による加工精度ではサブミクロンの高精度を達成しておりま
す。
ガラスを使ったV溝基板には、光ファイバを接着したファイバアレイと
しての製品も製造し、光通信のスプリッターやAWG等に使用されてお
ります。

ブースNo.

はままつ次世代光・健康医療産業創出拠点

福井鋲螺株式会社

♥♣

〈住所〉
〒919-0898 福井県あわら市指中59-115
〈TEL〉0776-75-1115 〈URL〉http://www.byora.co.jp

当社は冷間圧造技術を用いた微小金属加工を得意としています。今回
は、特殊材での圧造加工（マグネシウム材、チタン材等）や医療機器部
品の採用事例を展示します。
長年培われた開発力と、社内一貫生産体制によって生み出される高品
質・低価格の特殊圧造パーツをぜひご覧ください。
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ビューローベリタスジャパン株式会社 システム認証事業本部

ビューローベリタスは、厚生労働省登録機関として、医薬品医療機器法
における医療機器認証業務を通じ、業界進出・事業拡大を検討される
企業の皆様を手厚くサポートします。
また、
グローバル展開を目指す国
内医療機器メーカーの皆様に向けては、医療機器品質マネジメントシ
ステムの国際規格ISO13485に基づく認証、欧州医療機器指令への適
合性認証であるCEマーキングを通じて、お取り組みをサポートします。
高度な専門性と豊富な審査経験を持ち、地方自治体主催セミナー等で
の講演経験も重ねたコミュニケーション能力が高い日本人審査員(*1)か
ら成る貴社専任の審査チームが、
「お客様の目線に立った分かり易い」
審査を実施します。
申請前や審査中の技術相
談(電話・メール)は無料、
照会事項には迅速に対応
します。皆様のお問い合
わせ、
ご相談をお待ちして
います。

福島県／一般財団法人ふくしま医療機器産業推進機構

〈住所〉
〒963-8041 福島県郡山市富田町字満水田２７番８ ふくしま医療機器開発支援センター内
〈TEL〉
０２４-９５４-４０１１ 〈URL〉http://www.fmdipa.jp

【医療機器の開発から安全性評価、事業化までを一体的に支援】
本機構は、福島県復興計画の「医療関連集積プロジェクト」に基づき、
平成28年11月に開所するふくしま医療機器開発支援センターの運営
法人を目指して、平成25年5月に設立されました。
〈主な業務内容〉
●交流促進および取引支援
・福島県医療福祉機器産業協議会等の開催
・メディカルクリエーションふくしまの開催
●医療機器開発のコンサルティング
・中小企業が行う研究開発への助言指導お
よび薬事コンサルテーションの支援
●人材育成
・医工連携人材育成セミナーの開催
・医療従事者を対象とした幅広い手技トレーニングの実施
●医療機器の安全性に関する情報の収集および整理
●医療機器の安全性評価
海外申請にも対応した安全性評価として電気・物理・化学的安全性試
験や生物学的安全性試験等の非臨床試験を実施
ブースNo.

140

福島県／一般財団法人ふくしま医療機器産業推進機構

株式会社菊池製作所／株式会社イノフィス

〈住所〉
〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4-2-2 東京理科大学 森戸記念館３階
〈TEL〉03-5225-1083 〈URL〉https://innophys.jp

2012年日本医療総合研究所：一般病院における看護師の腰痛・頚肩痛
の実態調査によると、看護師の５〜7割が腰痛をもつという結果と、医
療現場での腰痛による労災認定数は、10年で2.7倍に至るという結果
があります。腰痛が多い理由は、中腰姿勢による患者さんへのケアで、
特に患者さんの体位変動や移乗など介助から腰に負担がかかること
にあると原因も追究した実態調査でした。
弊社のマッスルスーツはこのような看
護師の方々の中腰姿勢作業における
腰補助に有効にはたらくロボットスー
ツです。動力源は、電力ではなく空気
圧で稼働させる人工筋肉であり、人間
の動きに合わせてスムーズな動作ア
シストを実現します。

(*1)分野によっては日本人審査員が
担当できないケースがございます。

ブースNo.

100

株式会社福祉情報事業団

ブースNo.

140

福島県／一般財団法人ふくしま医療機器産業推進機構

林精器製造株式会社

♥♣♠

140

福島県／一般財団法人ふくしま医療機器産業推進機構

株式会社アイザック

〈住所〉
〒965-0033 福島県会津若松市行仁町９-２８
〈TEL〉
０２４２-８５-８５９０ 〈URL〉http://www.aizuk.jp/

弊社は設立以来、医療・介護分野で役に立つロボットを開発すべく、一
般財団法人温知会会津中央病院と共同で、移乗・移動ロボットを開発
してまいりました。
病院、各種施設内を自由に移動することを目的としている為、安全性と
コンパクト性をとことん追求してまいりました。
開発段階から、医師・看護師・介護士・理学療法
士等、専門のプロジェクトチームとともに、現場
の意見を元に、開発を進めてまいりました。
車いすに比べて、移乗の際の転倒リスクが減少
しており、医療機関では、主に整形外科・脳神経
外科での利用、介護施設では、一部の利用者
に、離床促進の効果が確認されました。
今後は、引き続き医療機関と連携しながらより
使いやすいロボットの開発を進めていくことは
勿論、美術館やショッピングモール等一般公共
施設での利用も想定し、自治体や、地元企業と
の連携を強めて行きたいと考えております。

ブースNo.

140

福島県／一般財団法人ふくしま医療機器産業推進機構

CYBERDYNE株式会社

♥♦♣♠

〈住所〉
〒305-0818 茨城県つくば市研究学園南2丁目2番地1
〈TEL〉029-855-3189 〈URL〉www.cyberdyne.jp

HAL®(Hybrid Assistive Limb®)は身体機能を改善・補助・拡張・再生す
ることができる世界初のサイボーグ型のロボットです。身体にHAL®を
装着することで、
「人」
「情報」
「機械」を融合させ、身体の不自由な方を
治療したり、重作業分野で働く人をアシストしたり、さらに、脳・神経系
への運動学習を促すシステムです。装着者の治療を行うことができる
世界初のロボット治療機器となった医療用HALや、ベッドで寝たまま
の 姿 勢でトレーニ
ング ができる肘 や
膝につける単関節
タイプのHALや、介
護現場で腰の負荷
を低減させながら
安 全 に 繰り返しの
介助動作などを支
援 する腰タイプ の
HALも製品化され
ています。

ブースNo.

77

フコク物産株式会社

〈住所〉
〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄二丁目2番24番 あいちベンチャーハウス302
〈TEL〉052-251-8739 〈URL〉http://www.fukushijoho.com/

〈住所〉
〒962-0001 福島県須賀川市森宿字向日向４５番地
〈TEL〉
０２４８-７５-３１５１ 〈URL〉http://www.hayashiseiki.co.jp

〈住所〉
〒143-8531 東京都大田区大森西2-32-7
〈TEL〉03-3765-3233 〈URL〉http://ｗｗｗ.gomuseikei.com

介護とIT技術を掛け合わせて、新しい価値を提案する会社です。
高齢化が進む日本社会において、高齢者福祉を成長産業と捉え、既存
の枠組みに囚われず製品の企画・設計を行っています。福祉業界にお
ける深い知識と経験をもつ福祉情報事業団は、新しい産業を産み出し
ます。
提供サービス
『ライフデザインノート』 弁護士等と連携し、高齢者の老い支度を支
援します。見守りビーコンを使い、高齢者の見守り支援をIT機器とネッ
トワークを使用し最先端の見守りサービスを提供します。
高齢社会においては今までの常識が通用
せず、私たちの社会はまさに人類が経験し
たことのない領域に踏み込みます。そんな
不安を解消し
「あったらいいな」
というサー
ビスを形にしていきます。

当社は、1921年創業以来のウオッチケース（腕時計側）製造で培った広
範囲な金属精密加工技術（冷間鍛造プレス、同時5軸MC加工、ザラツ
研磨及び鏡面研磨加工）を活かした外観性の高い金属製品の加工を
行います。更に、めっき表面処理（プラスチックめっき、イオンプレ−
ティング処理、
アルマイト処理、陽極酸化処理）の受託加工と装置設計
から製造組立までの一貫加工（ロボット、FA装置、医療機器、精密部品
加工）を提供します。
・ステンレス及びチタン製腕時計ケ−ス
・OEM完成時計
・精密金属加工
・プラスチックめっき
（時計ケース及び部品・自動車部品等）
・金属めっき
（貴金属等）
・イオンプレ−ティング処理（金属表面保護・装飾等）
・産業用機械装置、FA装置（構想設計〜組立まで一貫対応）
・医療術具、インプラント部品（整形外科向け）
・ロボットSI装置（搬送組立及び画像認識検査装置等）
・半導体製造装置部品（クリーンルーム内組立対応）

【PDMSの特徴】①石英ｶﾞﾗｽに匹敵する透明度②自家蛍光性が低い③
材料が液状で粘度が低い為､金型への転写性が良く鏡面出しやサブミ
クロン〜ミクロンオーダーの微細加工対応可能④生体への適合性が
高いという特徴を活かす事で生菌・細胞・DNAの分析、培養への応用
に期待してます。
【量産技術】高透明PDMSを用いたLIM技術と特殊金型技術によりマイ
クロ流路など微細加工製品の大量生産可能。
【試作技術】
フォトリングラフィー技術を用いたレジストエッチングによ
り微細加工されたシリコンウエハーと金型を融合させトランスファー
成形で試作可能。
【接合技術】成形されたPDMSと異
材質を接着材を使わず大気圧下の
プラズマ処理を利用。

♥：医療機器製造業 ♦：医療機器製造販売業 ♣：ISO13485 ♠：医療機器の輸出対応
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●ものづくり技術や光電子技術と医療ニーズ・医療シーズとの異分野
融合による健康医療関連産業の事業化を推進し、医工連携の「ワン
ストップ窓口」
として健康医療分野の研究開発・事業化に関する相談
をお受けしています。
●浜松医工連携研究会（浜松商工会議所）
との連携により
「医療現場と
の情報交換会」
「医療現場の見学会」などを開催し企業人と臨床医と
の対話・ディスカッション等を通じ、真の医療ニーズの発見と機器開
発への反映方法を導き出す機会を設けています。
●医療機器業界参入のた
め、業界情報・薬事法の対
応等について、セミナーや
個別支援で情報提供して
います。
●競争的資金獲得の支援の
ほか、地域外の医療機器
メーカーとの連携のマッ
チングも行っています。

50

ブースNo.

〈住所〉
〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町1番地 シルクビル2F
〈TEL〉045-651-4785 〈URL〉http://certification.bureauveritas.jp/

〈住所〉
〒431-3192 静岡県浜松市東区半田山一丁目20番1号
〈TEL〉053-435-2438 〈URL〉http://www.ikollabo.jp

ブースNo.

弊社は、ものづくり
（創り・造り）に於いて試作品から量産品まで、尚且
つスタートからフィニィシュまであらゆる場面で提案をしながらお客様
と共に製品を作り上げてまいります。樹脂金型、樹脂成形品、金属・樹脂
切削部品、治具、ギア駒等の用途、要求を満足させるため設計から製造
までをコストを意識して提案対応いたします。
今回、展示致します服薬ガイドは服薬時間になると、声でお知らせを
し、２回服薬しようとすると
「もう飲みましたよ」
と注意を促します。更に
は持ち運びも可能で携帯しやすい大きさと形状を実現した服薬支援
ケースです。
既存の製品でも、服薬時間をお知らせす
る製品は存在しますが、携帯性がなく箱
形状のものです。弊社製品は、コンパク
トで携帯性に優れおり、服薬による治療
効果向上に寄与いたします。特許・意匠
も現在申請中です。来年、発売予定。

140

ブースNo.

は

は

2

株式会社ハマダ工商

ブースNo.

♥：医療機器製造業 ♦：医療機器製造販売業 ♣：ISO13485 ♠：医療機器の輸出対応
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ブースNo.

124

株式会社プリンシプル

♥♦♠

ブースNo.

118

株式会社プロアシスト

♥♦

〈住所〉
〒513-0818 三重県鈴鹿市安塚町１５１６
〈TEL〉
０５９-３９２-７８４１ 〈URL〉http://www.torio@prin-mie.co.jp

〈住所〉
〒４５３-０８０１ 名古屋市中村区太閤１丁目２番６号 大成ビル北館２階
〈TEL〉
０５２-４５９-５３３７ 〈URL〉http://www.proassist.co.jp/

【ナノバブル×水素浴】
ナノバブル×水素のハイブリッド浴でボディー
ケア・スキンケア・アンチエイジングをご提案します。本機器は、家庭の
お風呂でナノバブル水素浴をお楽しみ頂けます。ナノサイズまで小さ
くなった気泡が、毛穴の隅々まで入り込み気泡が汚れを取り除く効果
があります。水素は地球で一番小さい物質と言われるほど小さいもの
なので、肌からも体内に取り込む事が出来ます。
【唾液検査装置】唾液の状態は、自律神経（交感神経・副交感神経）や、
脳波のリラックス状態、ストレス状態などと連動しており、体の現時点
の状態がわかります。
【脳トレマシン】瞬間記憶
力・判断速度・集中力・脳ス
トレス・右脳と左脳の活性
脳トレマシン「BES-2000」
唾液検査装置「アラ！元気」
度などがわかります。
【自律神経測定器】自律神
経バランスと血管老化度
が分かります。
自律神経測定器「TAS9VIEW」

弊社はセンサ開発からASP/Cloudサービスに関する技術開発をご提
案しております。
その中でもヘルスケア事業として次の商品をご提供しております。
・脳波センサZA（ポータブル型の脳波計）
・ライフケアプラン（ASPサービスによる健康管理システム）
・MPラーニング（薬剤師向けeラーニング）
・PTラーニング（理学療法士向けeラーニング）
・リラックスチェア
（海外販売実績あり、国内販売調整中）
その他にもハードウェアとソ
フトウェアを組み合わせた
『温度管理システム』の開発
も行っております。
今回のメディカルメッセで
は脳波センサZAやeラーニ
ングを出展致しますので是
非プロアシストブースにお
立ち寄り下さい！

ブースNo.

36

みえ医療機器コンソーシアム（（株）三重ティーエルオー内）

ブースNo.

36

みえ医療機器コンソーシアム
（
（株）
三重ティーエルオー内）

桑名精工株式会社

♥

〈住所〉
〒511-0851 三重県桑名市西別所296
〈TEL〉0594-22-6223 〈URL〉http://www.kuwana.ne.jp/ksk/

〈住所〉
〒５１４-８５０７ 三重県津市栗真町屋町１５７７三重大学内
〈TEL〉
０５９-２３１-９８２２ 〈URL〉http://mie-mdc.jimdo.com/

◯みえ医療機器コンソーシアムは、
「次世代脊椎インプラントの開発」
をテーマにして、平成２８年度ものづくり中小企業・小規模事業者連
携支援事業（全国中小企業団体中央会助成事業）に取り組む産学官
の連携体です。
◯開発目標
①脊椎インプラント：可動性と安定性を両立するインプラント試作
②手術器具：専用手術器具の開発、医療機器製販業とのマッチング
③可動性評価手法：脊椎の可動性と安定性を測定する評価手法提案
◯企業メンバー：桑名精工㈱、㈱水貝製作所、㈱シリックス、東海アヅミ
テクノ㈱、松井機工㈲
◯支援機関（アドバイザー）
：医療製販企業、三重大学（医学部、工学
部）産業技術総合研究所、三重
県（健康福祉部、工業研究所）
◎医療機器分野参入を目指すメ
ンバーが、それぞれの強みを活
かして連携し、次世代脊椎イン
プラントの実現を目指します！

旋 盤・マシ ニング セン
ターなどを駆使した精
密 部 品 加 工をベース
に、骨ネジ・股関節・膝
関節などの整形インプ
ラント向や歯科用イン
プラント向け部材の部
材提供及び各種手術用
工具の提供を行ってお
ります。
製造販売業を取得した
協力企業を通じての提
供も可能です。

ナノバブル×水素発生装置「model salon de K」

ブースNo.

は

29

株式会社豊栄工業

♥♣

行

〈住所〉
〒441-1346 愛知県新城市川田字新間平1-369
〈TEL〉0536-22-0696 〈URL〉http://www.hoic.co.jp

81

株式会社松村合金ダイス研究所

〈住所〉
〒579-8031 大阪府東大阪市豊浦町2番2号
〈TEL〉072-988-1115 〈URL〉http://matsumura-die.co.jp

昭和34年創業当初から当社は樹脂の押出成型用の金型を製作して参
りました。押出成形の中でも当社は電線やケーブルといった連続して
導体の樹脂を被覆する金型に特化していきました。現在でも主力は変
わりませんが、新たな主力製品とすべくチューブ成形ユニットの開発を
行いました。
これまでの経験や知識を生かしたお客様にとって使いや
すい（環境、経営）製品です。点滴用チューブやカテーテルチューブな
どの成形用としてご使用をご検討下さい。
ご使用の押出機に合わせて
カスタマイズします。お気軽にご相談下さい。
もちろん金型のみの製作
も1個から対応致します。

31

株式会社前田シェルサービス

36

〈住所〉
〒444-3595 愛知県岡崎市池金町金山76-4
〈TEL〉0564-48-2411 〈URL〉http://www.maedauni.co.jp

みえ医療機器コンソーシアム
（
（株）
三重ティーエルオー内）

株式会社シリックス

ブースNo.

36

131

株式会社丸由製作所

株式会社水貝製作所 技術研究所

♥

〈住所〉
〒512-1211 三重県四日市市桜町7870-16鈴鹿山麓リサーチパーク内
〈TEL〉059-329-8686 〈URL〉http://www.sugaiworks.co.jp

〈住所〉
〒510-0951 三重県四日市市小古曽東二丁目9-40
〈TEL〉059-345-3211 〈URL〉http://www.serix.co.jp/

自動車関連の産業機械部品や精密機械部品の切削加工技術を活か
し、外科手術用鋼製小物類の設計開発から試作・オーダーメイド製品
の製品化に成功した実績があります。
量産品のような金型やプレス加工品とは違い、医療現場でのニーズを
シチュエーションごとに形状変更し加工する事ができます。

高性能圧縮空気用フィルター
【抗菌・除菌 3in1マルチ・ドライフィルター】
1台で3台分のフィルター機能を搭載した独自構造。
0.01μm以上の固形粒子を99.99％除去。
水分・油分・細菌・カビ等不純物微粒子除去。
【LRV≧8】
【ISO8573-1 固形粒子・オイル等級 1対応】
第三者機関にて性能証明済み
独自の特許技術「圧縮空気品
質測定技術」を活用し、薬品・
医療機器・化粧品等製造工程
で使用される圧縮空気品質の
「見える化」を実現。
高性能圧縮空気用フィルター
と圧縮空気品質測定技術にて
「安心・安全」なモノづくりのご
提案。

ブースNo.

みえ医療機器コンソーシアム
（
（株）
三重ティーエルオー内）

♠

〈住所〉
〒467-0853 名古屋市瑞穂区内浜町１９番１７号
〈TEL〉052-821-7777 〈URL〉http://www.e-maruyoshi.co.jp

展示機コンセプトとして
ボトル成形後の搬送工程に6軸ロボットに画像処理機能を取り付ける
ことでハンドリング途中での製品検査判別を行える。
検査対象ボトル（透明、乳白色で多形状ボトルに対応）
また、6軸ロボットを使用することで設備省スペース化（作業工程間集
約）
となり複数の成形機との
ハンドリング連動が可能と
なりますので多品種少ロッ
ト生産にも対応可能となり
ます。

♥：医療機器製造業 ♦：医療機器製造販売業 ♣：ISO13485 ♠：医療機器の輸出対応

ブースNo.

36

みえ医療機器コンソーシアム
（
（株）
三重ティーエルオー内）

東海アヅミテクノ株式会社

♥

〈住所〉
〒514-1256 三重県津市中村町578番地
〈TEL〉059-252-1100 〈URL〉Thhp://www.tokai-azumi.co.jp

当社は医療機器や医薬品開発用の高精度・微細形状部品を1個から製
作致します。
また、医療機器機構部の設計・試作・組付けを請負します。
医療機器製造業登録No.24BZ200028
微細形状（マイクロニードル・マイクロエンボス）などや小径φ0.03ｍ
ｍの穴加工など、800μm程度から20μm程度の形状加工が可能で
す。
寸法は3μm以下の精度を保障することができます。
カテーテルチューブの表面に機能付加が可能なチューブ製造ダイスを
製作できます。

ブースNo.
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ブースNo.
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ブースNo.

ま
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弊社は、医療機器製造業者（許可番号：23BZ200137）
として、平成18年
よりインプラント（ 股 関 節ステ ム）の 製 造 を 始 めました 。現 在 は
ISO13485：2003を認証取得し、更に膝関節インプラント、骨折用プレー
ト、手術器具、医療機器用射出成形部品の生産も手掛けるようになって
います。今後は、医療機器メーカー様の機器開発支援及び受託生産事
業の拡大を計りたいと考えており、本展示商談会で新たなお取引先企
業様を探しています。

ブースNo.

みえ医療機器コンソーシアム
（
（株）
三重ティーエルオー内）

松井機工有限会社

〈住所〉
〒519-0416 三重県度会郡玉城町下田辺８９０
〈TEL〉0596-58-3264 〈URL〉http://matsui-kikou.jimdo.com/

当社は、φ2.0〜φ20.0の小径の丸棒材における精密切削を得意とし
ており、SUS材・SUM材・SK材・等の材質をメインに加工、
ご要望に応じ
各材質にも対応しております。
CNC自動旋盤にての複合精密加工から汎用旋盤加工・転造盤によるね
じ切り加工、ペンチレスにての二次加工など、各製品に合わせた機械
を選定し、最適な製造工程にてお応えさせ
ていただいております。
「多品種小ロット」
「試作品から小ロット生
産への移行」への対応体制も構築。「あち
らこちらに問合せしたけれど、対応しても
らえなかった」松井機工はそのようなお問
い合わせにも誠実にご対応させていただ
きます。
ご依頼から出荷まで、各工程の熟練者が
連携しあいより良い製品づくりに邁進して
おります。

♥：医療機器製造業 ♦：医療機器製造販売業 ♣：ISO13485 ♠：医療機器の輸出対応
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ブースNo.

22

有限会社名南機械製作所

〈住所〉
〒457-0063 名古屋市南区阿原町39番地
〈TEL〉052-823-2810 〈URL〉http://meinan-kikai.co.jp

弊社では、
「下肢コントロール機能モニタリング装置」を開発していま
す。
（当日展示）本装置は足部に装着し、画面に表示されるコース上を
カーソルでなぞることで、下肢の巧緻性を測定します。愛知県内のクリ
ニックに在籍する理学療法士の先生と共同で開発しており、実測デー
タの収集・解析や月1回ミーティングを行っています。平成26年度には
新あいち創造研究開発補助金を受けて活動しました。本装置での測定
に興味がある医療関係者の方はぜひお立ち寄り下さい。又、ヘルパー
の方と共同で開発してい
る案件もあり、医療・福祉
関係者との共同開発方法
に興味がある方も声をお
掛けください。腹腔鏡下手
術で、医師または看護師
を支援するロボットの開
発も行っています。

ブースNo.

93

株式会社メニコン

①総合研究所
♥♦♣♠
②ライフサイエンス事業部

〈住所〉①〒487-0032 春日井市高森台5-1-10
②〒452-0805 名古屋市西区市場木町390番地ミユキビジネスパーク四号館
〈TEL〉①0568-95-3334 ②052-325-7385
〈URL〉①http://www.menicon.co.jp ②http://www.menicon-lifescience.com

ま
行

32

株式会社山内スプリング製作所 ♥♦

〈住所〉
〒918-8239 福井県福井市成和2丁目406
〈TEL〉0776-22-5099

当社ではチタン及びステンレスの線材加工品と薄板金属加工品の製
作を得意としております。用途は、バネの特性を活かした開瞼器や医療
機器に使用されるクリップ類、また薄板（板厚0.1㎜〜1.0㎜）のチタン
材の微細加工によるチタンメッシュ等をご紹介いたします。

33

名南歯科貿易株式会社

♥♦

メディカルやジュエリー業界で、世界的に高い評価を頂いている３Dプ
リンター「フリーフォーム」
と、高いスキャンスピードと精度を誇る３D
スキャナーをこの度展示いたします。
「フリーフォーム」は補聴器、デン
タル、
ジュエリーの領域において国内外での販売実績があります。
鋳造可能なマテリアルは、
これまで行っていたワックスアップ（手作業）
をオートメーション化することにより、作業効率化を図り、
さらにランニ
ングコスト削減を可能にします。また、硬質な
マテリアルで、様々なメディカル領域で使用す
る模型や、補聴器のイヤーモールド等の製作
を可能にします。
対応するデータフォーマットはオープン（STL、
SLC、Stomp）の為、自社で制作したデータの
他、他社でデザインされたデータの積層依頼
にも対応可能です。
このアシガ社の3DプリンターはSASテクノロ
ジーにより広い造形領域、
スピーディで安定し
た造形を実現しています。ぜひ当社ブースに
お越しください。

99

株式会社メルシー

♥♦♣♠

〈住所〉
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南6-10-13
〈TEL〉092-434-2020 〈URL〉http://www.merci-net.co.jp

86

山路製陶工房

有限会社山田治工具製作所

弊社の加工内容ですが、主にマシニングによる板物のフライス加工品
を、設計〜開発試作また、量産まで材質を問わず（現在は樹脂30％
その他金属70％）製作を手がけさせて頂いております。
また諏訪地方特有の地の利がありメッキ処理等を含む2次加工まで協
力会社様との連携により製作をさせて頂いております。
また、現在のお取引メーカー様も東北・関東・中京・近畿・九州まで幅広
く展開をさせて頂いておりますので、その実績から、距離的なご迷惑は
お掛けしない体制を整えております。
お見積もりに関しましても、最短15分、最大でも１日での回答が可能な
為、お客様にお待ちを頂く事はございません。
これからもお客様に、
より感動を頂けるよう、社員一丸となり取り組ん
で参ります。

ブースNo.

37

（公財）
やまなし産業支援機構

株式会社ウチダ

〈住所〉
〒400-0333 山梨県南アルプス市浅原216
〈TEL〉055-284-5540 〈URL〉http://www.bizuss.com

DXトレーナーはコンパクトボディーで全身のケアが出来る、日本製の
医療用具です。車椅子・寝たきりの方・ベッド生活の方にもお使いいた
だけます。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。皆様の健康維持・未病予防・疲労回
復にお役立て下さい。

ブースNo.

53

〈住所〉
〒394-0083 長野県岡谷市長地柴宮3-16-16
〈TEL〉0266-27-8493 〈URL〉http://www.jikougu.co.jp

〈住所〉
〒454-0805 愛知県名古屋市中川区舟戸町２-２６
〈TEL〉052-799-4075 〈URL〉http://www.meinandental.com/

ブースNo.

ブースNo.

♠

〈住所〉
〒509-5124 岐阜県土岐市土岐口中町１−８５
〈TEL〉0572-55-0232 〈URL〉yamajitd@f5.dion.ne.jp

温活『冷え症に負けない』介護施設や快適オフィスグッズのご提案
1) お湯のいらない『セラミック足湯』
“セラミック足癒”は、特殊セラミックボールを使用しお湯を使いません
ので、お湯変え足拭きタオルが不要です。
さらに煩わしいレジオネラ属菌対策も解消、靴下やストッキングのまま
で入浴できるので、老人介護施設の介護師
や病院の看護師の負担を軽減。
2)眼精疲労・首&肩こりに『セラミック・Hot
Pack 』
電子レンジで“２分チン！”簡単温熱療法
程よい重量感と穏やかな温熱で首・肩・腰
の筋肉の緊張を緩和します。
3) 冷え性・エアコン冷え対策に『セラミック・
Hot Boots 』
電子レンジで“２分チン！”簡単温熱療法
ブーツ挿入で“足冷え対策” 就業中でも休
憩中でもオールタイムで使えます。

♥：医療機器製造業 ♦：医療機器製造販売業 ♣：ISO13485 ♠：医療機器の輸出対応

ろう付けによる異種・同種金属の接合
ステンレス、ニッケル、鉄、銅、真鍮などの金属の異種・同種金属間接合
を得意としています。
航空機、医療、
自動車、装置など様々
な分野で使用されています。
弊社では、高周波誘導加熱による非
接触加熱を採用しており精密部品
や複雑な形状にも対応可能です。
ま
た、直接加熱に比べてワークへの負
担も少なく加工する事が可能です。
弊社では、大気ろう付けにて対応さ
せて頂くため「銀ろう」を用いたろう
付け加工となります。

ブースNo.

37

（公財）
やまなし産業支援機構

株式会社昭栄精機

〈住所〉
〒409-3866 山梨県中巨摩郡昭和町西条3853-1
〈TEL〉055-275-3030 〈URL〉http://www.shoeiseiki.jp

山梨県で、45年以上の歴史を誇る我社は、日々切磋琢磨し切削のプロ
集団として日々業務にあたっています。ISO9001も取得済みで、５S活
動も社長を先頭に推進しています。小径丸物の加工を得意とし、一般
的な材料から樹脂やハステロイ・インコネルなどの難削材の加工もし
ています。3年前に神奈川営業所を開設し、そこで、医療器全般の仕事
を主とし、内視鏡やレントゲン機器等の設計・組立等の仕事を受注し、
山梨本社では、金属の部分の加工を行っています。

やまなし産業支援機構
37（公財）

ブースNo.

〈住所〉
〒400-0055 山梨県甲府市大津町２１９２-８アイメッセ山梨３F
〈TEL〉
０５５-２４３-１８８８ 〈URL〉http://www.yiso.or.jp

「やまなし産業支援機構は、山梨県産業の元気創出のため、挑戦する
企業をサポートしていきます！」
（公財）やまなし産業支援機構は、国や山梨県の支援施策を実施して、
創業や新規事業展開の支援をはじめ、販路開拓や受注拡大、中小企業
者による経営革新の取り組みに対する支援など、山梨県経済の基盤強
化に取り組んでいます。

ブースNo.

37

（公財）
やまなし産業支援機構

甲府精鋲株式会社

♠

〈住所〉
〒409-3853 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居1641-3
〈TEL〉055-275-5333 〈URL〉http://www.kohbyo.co.jp/

◆圧造部品
※ねじ径S0.5〜M1.0の超微細サイズのねじを製造販売。
製造技術難易度が高い、市場流通性が乏しい等の理由で入手が困
難なミニチュアねじと呼ばれる超微細サイズのねじを100ヶ単位で
販売しています。
※材料径φ2.0前後の微細且つ特殊な形状の部品の圧造加工を得意
にしています。丸以外の異形も対応可能。
◆ねじ供給機
ボウル型のパーツフィーダーよりも安価で機体サイズもコンパクトな
弊社オリジナルのねじ整列供給装置です。
小さなサイズのねじの整列供給に最適（ターゲットサイズ：ねじ径M1.2
〜M4）。
ナベ頭ねじ等の頭をレールに乗せた首吊り姿勢での整列が基本です
が、ねじ以外の部品でも首吊り姿勢がとれる部品であれば応用するこ
とも可能です。
また、
ストレート形状の部品、インサートナットやクリンチングナット等
を整列させる特殊機の実績もございます。

ブースNo.

37

行

行

ブースNo.

108

や

や

弊社では、
コンタクトレンズ・眼内レンズの研究開発を通じて培った経
験を活かし、医療機器の申請のための試験など、信頼性の高い試験
データ収集をお手伝いいたします。
また、医療機器GLP適合（A評価）施
設における、豊富な製造販売承認申請に関わる試験の経験から、的確
なアドバイスが出来るかと思います。お気軽にお問合せください。
・コンタクトレンズ等医療機器の生物学的安全性試験及び物理化学的評価
・コンタクトレンズ用剤（ケア用品・点眼
剤等）
との適合性試験
・角膜・水晶体を含む眼組織、摘出眼内レ
ンズの観察・分析
・有機・高分子試料の分析、その他医療
機器開発のサポート
・生殖補助医療機器（良好運動性精子分
離デバイス）
・培養細胞伸展システム、自己集合性ペ
プチドゲル研究試薬

ブースNo.

（公財）
やまなし産業支援機構

パイオニア・マイクロ・テクノロジー株式会社

〈住所〉
〒400-0053 山梨県甲府市大里町465
〈TEL〉055-241-8762 〈URL〉http://www.pmtc.co.jp/

弊社は電機メーカであるパイオニア株式会社の半導体事業所です。
弊社の主力製品である光センサのプロセス技術、パッケージング技
術、信号処理技術を応用したバイオセンサを紹介します。本センサは
抗原抗体反応を利用した免疫センサです。標識として磁気ビーズを使
用し、アレイ配置された磁気センサにより定量的に磁気ビーズを検出
します。インフルエンザ検査などの疾患診断のほか、食品検査・環境検
査などの分野へ応用が可能です。外部からの磁界操作で未結合標識
の分離が可能であり、一般的なELISA法(酵素結合免疫吸着法)と比較し
た場合、煩雑な洗浄工程が不要で、迅
速な判定が可能になります。また測定
装置の小型化・低価格化により、医療
臨床現場で判定結果が得られるPOCT
用途に最適なデバイスです。本センサ
は標準的なCMOSプロセスで生産が可
能であり、半導体が得意とする高品質・
大量生産により、大規模な免疫検査(ス
クリーニング)を安価に実現可能です。

♥：医療機器製造業 ♦：医療機器製造販売業 ♣：ISO13485 ♠：医療機器の輸出対応

34

ブースNo.

37

（公財）
やまなし産業支援機構

株式会社富士エス・エル・アイ ♥♦♠

歯科用ダイオードレーザVientoは、小型・軽量・高品質という特徴を有
しながら低価格での販売を実現いたしました。
これまでは国内で歯科用医療機器承認を取得している半導体レーザ
はわずかだったので、先進的な先
生は海外製品を自己輸入されて使
用されている方も多くいらっしゃい
ます。
しかし海外製品は、アフター
サービスに不安もあると思います。
Vientoは国内の本社工場にて、き
め細やかなアフターサービスを受
けることができます。

49

株式会社ユニシス

♥♦♣♠

〈住所〉
〒110-0016 東京都台東区台東4-11-4 三井住友銀行御徒町ビル7階
〈TEL〉03-5812-8830 〈URL〉http://www.unisis.co.jp/

や
行

40

ユウアイ電子工業株式会社

有限会社米山金型製作所

〈住所〉
〒399-3304 長野県下伊那郡松川町 402-12
〈TEL〉0265-36-5476 〈URL〉http://www.y-mold.com

四半世紀に渡る小物精密金型製作の
ノウハウと最新設備を活かした、鏡面
切削・微細加工・小径穴加工など、高精
度部品の製作を請け賜っております。
〈技術・製品の特徴〉
高精度に特化した設備・測定機器によ
り、付加価値の高い部品の製作が可能
です。
医療分野としては、マイクロニードル（微細剣山加工）
・マイクロ流路
（極小幅溝加工）
・超撥水シート
（微細凹凸形状加工）
・DNAトレイ
（細穴
多点加工）等の製作実績あり！
〈展示内容〉
・各種マイクロニードル形状加工
・Φ0.03xt0.6アスペクト比1：20細穴加工
・最小幅0.03mm凹凸加工
・鏡面切削加工 驚異のシングルナノ！
（超硬：Ra0.003μｍ、ＥＬＭＡＸ：Ra0.009μｍ）

【あらゆる分野に向けてハーネスを提
供しています】
医療機器、
自動車、航空宇宙、防衛、原
発、
スパコン、半導体、通信等あらゆる
分野に向けてハーネスを製造してい
ます。試作品や少量品は1本から、大
量生産品は数十万本まで対応致しま
す。
【極細同軸ハーネスの加工が可能です】
AWG42極細同軸線を0.4mmピッチコネクタに手半田で加工できま
す。
【アルミハーネスも可能です】
難しいハーネス加工も最新設備と匠の技で可能にします。アルミ電線
と銅端子を接合できる数少ない会社です。
【電線とコネクタを共同開発し、オリジナルのハーネスを製作すること
も可能です】
【ISO9001認証取得、ＵＬワイヤリングハーネス・プログラム認定工場】

ブースNo.

96

株式会社陽和

〈住所〉
〒800-0231 福岡県北九州市小倉南区大字朽網3914-75
〈TEL〉093-473-3411 〈URL〉http://www.yohwa.co.jp

素材成形から精密切削、溶着加工を自社で一貫して行うフッ素樹脂を
得意とした加工メーカーです。
①PTFEモールド成形・精密切削加工
素材成形から切削加工まで一貫した生産体制により素材の特性を
活かした製品を供給します。
②PFA射出成型
PFA専用設備を使用し、
クリーン環境のもと社内成型を行います。
切削試作から溶着技術との組合せによって単品試作から量産まで
トータルソリューションを
提供します。
③PTFE・PFA溶着加工
溶剤等を使用せずにフッ
素樹脂同士を接合する技
術。従来の工法にとらわれ
ない加工技術のイノベー
ションにより、新たなカタ
チを提供します。

ブースNo.

5

中部先端医療開発円環コンソーシアム（C-CAM）

〈住所〉
〒466-8560 名古屋市昭和区鶴舞町65
（事務局）
〈TEL〉052-744-2942
（事務局）〈URL〉http://c-cam.nu-camcr.org/cms/

昨今、次世代の医薬品、医療機器等を創出する先端医療開発は、1つの
大学、1つの拠点だけでは完結できないほど、大きな資源（人、もの、
金、設備等）が必要になっています。
このため、名古屋大学医学部附属
病院がコアとなって愛知医科大学、金沢医科大学、金沢大学、岐阜大
学、国立長寿医療研究センター、富山大学、名古屋医療センター、名古
屋市立大学、名古屋大学、浜松医科大学、福井大学、藤田保健衛生大
学、三重大学の計13施設からなる中部先端医療開発円環コンソーシア
ム（C-CAM）を組織し活動しています。C-CAMには、理事会、連絡会議
のもと共同倫理委員会検討ワーキンググループ（WG）、多施設共同研
究推進WG、人材育成WG、産学連携推進WG、情報共有WG、知的財産
WG、
クリニカル・データサイエンスWGがあり、複数の大学等機関が関
連する医薬品、医療機器等の開発が精力的に進められています。

♥：医療機器製造業 ♦：医療機器製造販売業 ♣：ISO13485 ♠：医療機器の輸出対応

ブースNo.

10

中部先端医療開発円環コンソーシアム

愛知医科大学

〈住所〉
〒480-1195 愛知県長久手市岩作雁又１番地１
〈TEL〉0561-62-3311 〈URL〉http://www.aichi-med-u.ac.jp/

愛知医科大学は「社会に評価され選ばれる医科大学」の理念のもと、創
薬を見据えた研究シーズの開発、共同研究による産学連携活動によ
り、研究成果の社会への還元を目指しています。本学では、研究創出支
援センターと臨床研究支援センターから成る二軸研究支援体制が構
築され、有機的な連携による研究活動の充実が図れ、最先端医療を提
供するとともに臨床研究基盤も整備されました。
また、中部先端医療開
発円環コンソーシアムの下、多施設による総合的研究展開が期待され
ています。
メディカルメッセでは、現在、本学で重点的に取り組んでいる研究開発
の概要を中心に展示いたします。ぜひお立ち寄りいただき、愛知医科
大学の研究成果をご覧ください。

ブースNo.

16

中部先端医療開発円環コンソーシアム

国立大学法人金沢大学

〈住所〉
〒920-1192 金沢市角間町 金沢大学 先端科学・イノベーション推進機構
〈TEL〉076-264-6111 〈URL〉http://www.o-fsi.kanazawa-u.ac.jp/

金沢大学は「地域と世界に開かれた教育重視の研究大学」
として、産学
官連携を通じたイノベーションへの貢献も目指しています。今回は、本
学の技術相談窓口のご案内と医薬系のシーズの紹介をいたします。
①技術相談窓口のご案内
企業様の抱える技術的課題に関するご相談（技術相談）や共同研究に
関するご相談を随時受け付けております。窓口となる先端科学・イノ
ベーション推進機構と、技術相談の進め方の概要をご紹介致します。
②技術シーズの紹介
近年、新技術説明会や様々な展示会に出展したテーマから医薬系シー
ズに絞って、本学シーズの紹介をさせていただきます。

ブースNo.

12

中部先端医療開発円環コンソーシアム

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター

〈住所〉
〒474-8511 愛知県大府市森岡町七丁目430番地
〈TEL〉0562-46-2311 〈URL〉http://www.ncgg.go.jp

高齢化社会の急速な伸展により、介護および生活支援へのロボット
の導入の必要性が高まっております。高齢者の生活を支え、その地域
での「いきいきとした活動」を実現するための健康長寿支援ロボットが
求められています。
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター健康長寿支援ロボッ
トセンターでは、ロボットの開発、実証さらに普及を図るために、現在、
国内で考案されつつある様々な健康長寿支援のためのロボットに関
する情報の集積と発信を通じて、開発のシーズと、地域における高齢者
の生活上のニーズを結びつけることや、安全基準への適合と迅速な普
及を図るための諸制度の整備や高齢者の生活活動支援にロボットを
導入することへの国民のコンセンサスの形成に向けた政策提言を行う
などを主要な業務としております。
本ブースでは、当ロボットセンターの研究活動内容のご紹介をいた
します。

ブースNo.
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金沢医科大学

〈住所〉
〒920-0293 石川県河北郡内灘町大学1-1 〈TEL〉076-218-8055
〈URL〉http://www.kanazawa-med.ac.jp/ http://www.kanazawa-med.ac.jp/˜tiken/

金沢医科大学では産学連携による革新的な医療の開発を推進して
います。産学連携の支援業務を担う研究推進センター、臨床研究・治験
の支援業務を担う臨床試験治験センターが連携して産学連携プロジェ
クトを支援します。
平成28年2月に竣工した金沢医科大学病院再生医療センターでは、
国内屈指の細胞調製室を活用し、がん、肉腫、白血病を対象とする樹状
細胞ワクチン療法を実施するほか、脂肪由来の治療用細胞を用いた医
療技術開発を推進しています。また、
このセンターを拠点として、細胞
治療に関して多業種が連携するためのネットワークを構築していきま
す。このネットワークを活用するこ
とで産学連携プロジェクトの推進、
細胞治療分野の高度専門人材育成
等を行い、細胞治療研究に基づくイ
ノベーションの推進を目指します。
メディカルメッセの金沢医科大学
ブースでは上記ネットワークへの
参加申込みを承ります。
どうぞお気
軽にお立ち寄りください。
ブースNo.
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国立大学法人岐阜大学

〈住所〉
〒501-1193 岐阜市柳戸１-１
〈TEL〉058-293-3348 〈URL〉http://www.sangaku.gifu-u.ac.jp

歯科パノラマ×線写真のCADシステムの実用化について
パノラマX線写真には，歯科疾患だけではなく，骨粗鬆症や動脈硬化な
どの全身疾患に関連する様々な異常像が描出されます。短い時間でパ
ノラマ画像を綿密に観察でき、歯科放射線専門医が遠隔画像診断を用
いて開業歯科医院で撮影された画像を精査しやすいシステムを開発
しました。本システムは、高度な画像処理・認識技術を駆使することに
よるソフトウェアと汎用的な計算機で構成されています。

ブースNo.
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医療用特殊針の製造専門メーカーであるユニシスは【日本国内で製品
を製造すること】お客様に【高品質の製品をお求めやすい価格で提供
すること】
を基本理念として企業努力を行っております。
ユニシスの製品群は穿刺用デバイスとして世界40各国以上の大手医
療器具メーカーやディーラーに供給されております。
また顧客の要望に応じたOEM受託を
積極的に行っており、キーデバイスとし
て広く世界中の医療現場で使用されて
おります。
この度のメディカルメッセでは高い技
術と品質にこだわった様々な医療用特
殊針を展示しております。
是非【MADE IN JAPAN】が誇るユニシ
スの製品をご覧に足をお運びください
ます様お願いいたします。

ブースNo.
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（公財）
やまなし産業支援機構

〈住所〉
〒404-0042 山梨県甲州市塩山上於曽６１２番地
〈TEL〉
０５５３-３２-０２３１ 〈URL〉http://www.ui-denshi.co.jp

〈住所〉
〒400-0811 山梨県甲府市川田町946-1
〈TEL〉055-225-5505 〈URL〉http://fujisli.co.jp/

ブースNo.

ブースNo.
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国立大学法人富山大学

〈住所〉
〒930-0194 富山県富山市杉谷２６３０
〈TEL〉
０７６-４３４-２２８１ 〈URL〉http://www.hosp.u-toyama.ac.jp

富山大学で行われている、医療開発プロジェクトの照会、および研究研
究について、ポスターを展示します。
①医学部 再生医学 准教授 吉田 淑子
「ヒトハイパードライ乾燥羊膜（HD羊膜）の多領域における臨床応用」
について紹介
②医学部 臨床分子病態検査学 准教授 仁井見 英樹
「新たな起炎菌迅速同定・定量技術を基盤とし、菌数を敗血症の新規バ
イオマーカーとする検査システムの開発」について紹介
③医学部 免疫学 教授 村口 篤
「マイクロウェルアレイチップを用いた抗原特異的リンパ球の単一細
胞レベルでの解析」について紹介
④和漢医薬学総合研究所 准教授 小泉 桂一
「複雑系数理学と漢方医薬学の異分野融合―未病マーカー探索の試
み」について紹介
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国立病院機構名古屋医療センター

〈住所〉
〒460-0001 名古屋市中区三の丸4丁目1番1号
〈TEL〉052-951-1111
（内線2170）〈URL〉http://www.nnh.go.jp/aro

名古屋医療センターのAROは、5件以上の
医師主導治験、ICH-GCP準拠国際共同試験
の豊富なプロジェクトマネジメント経験、
90以上の多施設共同前向き臨床研究の
デ ータマ ネ ジメントを 行うデ ータセン
ター、自前のモニターとCROとの協業体制
が確立しているモニタリング体制、豊富な
生物統計家、PMDA経験者による薬事対
応、独自開発の高機能EDCシステム、21の疾患領域のグループリー
ダーを中心とした参加医師の指揮能力など完成された試験遂行機能
を持っています。国立病院機構143病院の病床数は合計５万床以上あ
り、高い症例集積機能を備えています。
当事業部では、
これまでの研究相談の経験とノウハウをもとに、医師、
医学研究者や企業の関係者を対象に、再生医療を含むあらゆる新規
医薬品・医療機器等についての開発から医師主導治験、ICH-GCP対応
多施設共同試験、国際共同研究、疾患登録システムに至るまで多面的
な相談に対応しております。

ブースNo.
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名古屋大学

〈住所〉
〒466-8560 名古屋市昭和区鶴舞町65
〈TEL〉052-744-2942 〈URL〉http://www.nu-camcr.org/cms/

中部先端医療開発円環コンソーシアム
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我が国の先端・先進医療開発は、政府が打ち出した日本再興戦略の中
の健康・医療戦略に基づき、その姿を大きく変えつつあります。
これを
受け、名古屋大学は世界と肩を並べるアカデミアの先端・先進医療開
発拠点、すなわち「革新的医療技術創出拠点」
として基盤整備を進め、
成果の創出に力を入れています。
ここでは学内外のシーズの発掘から
保健医療定着までのプロセスを一元・一貫管理し、国際水準に則った
質の高い臨床研究・治験の実施・支援を行っています。
これによりこれ
まで製薬会社または医療機器メーカーしか行えなかった治験を自ら実
施できるまでになりました。2007
年4月から2016年までに全国14
の革新的医療技術創出拠点が産
み出した治験の総数は95件以上
に達しています。さらにそのうち
の42件が2014年度に実施され
た治験です。今後、産業界との連
携をさらに強化し、革新的な医薬
品や医療機器の開発を加速した
いと考えています。
ブースNo.
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藤田保健衛生大学産学連携推進センター

〈住所〉
〒470-1192 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪１番地９８
〈TEL〉0562-93-9663 〈URL〉http://www.fujita-hu.ac.jp/˜cfcire/

本学では、建学の精神「独創一理」を礎として、開学以来、独創的な医学
研究を育んできました。政府の掲げる重要政策の中で、産業分野として
の医療は大きな柱のひとつであり、
日本発の先進医療の開発研究はそ
の重要性を増すばかりです。
産学連携推進センターは、産業界との連携による独創的なイノベー
ション研究を奨励するとともに、知的財産の創出や活用、大学発ベン
チャー支援ならびに起業教育などを推進すること目的として発足いた
しました。さらに、地域の産業界との人材の交流活動を通じて、社会の
発展に寄与することも視野
に入れています。
医療系総合大学としての幅
広さと、国内最大級の臨床
現場を学内に持つ強みを
活かし、産学連携活動の窓
口として、全力で取り組ん
でいく所存です。

ブースNo.
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公立大学法人名古屋市立大学

MEMO

〈住所〉
〒４６７-８６０１ 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄１番地
〈TEL〉
０５２-８５３-８０４１ 〈URL〉http://www.nagoya-cu.ac.jp/

名古屋市立大学は、6学部7研究科を有する総合大学です。本学の特徴
の一つは、医薬看の医療系3学部を有し、医療人の養成、市民の健康福
祉への寄与、先端的研究の世界への発信をしていることです。例えば、
医学部附属病院は、平成28年度、愛知県国家戦略特別区域における
「保険外併用療法の特例対象医療機関」
として、認定されました。
これ
により、新たに先進医療を実施しようとする場合に、いち早く患者さん
へ提供できるようになりました。
本ブースでは、名古屋市立
大学の産学官連携の取り
組みをご紹介します。
医療機器等の研究開発に
関して、
「医療デザイン研究
センター」の展示を名古屋
市のブースにて行っていま
すので、あわせてご覧くだ
さい。
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国立大学法人浜松医科大学

〈住所〉
〒431-3192 静岡県浜松市東区半田山一丁目20番1号
〈TEL〉053-435-2681 〈URL〉https://www.hama-med.ac.jp/

浜松医科大学では、健康医療産業創出に貢献するため、産学官連携推
進部を設置し、共同研究、受託研究および産学連携のワンストップ窓口
として、
「光」技術を活かした産学官連携による連鎖的・継続的な新技
術の事業化、オンリーワン・ナンバーワン製品の創出をリードする体制
を確立し、浜松地域における産業創出を推進しています。
特に、平成26年度より浜松医科大学の医工連携活動が認められ、
「国
産医療機器創出促進基盤整備等事業（AMED）」の採択を受け、
「はまま
つ次世代光・健康医療産業創出拠点」
（はままつ医工連携拠点）
と連携
し、ますます医工連携活動を推
進しております。医学部をもつ
大 学 な らで は の 医 療 現 場 の
ニーズに寄り添った医工連携の
進め方や事例、将来の連携に繋
がる医療ニーズ・医学シーズ及
びPET/CT、MRI等のイメージン
グ研究や共用設備･機器をご紹
介します。
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国立大学法人三重大学

〈住所〉
〒514-8507 三重県津市栗真町屋町1577
〒514-8507 津市江戸橋2-174
（三重大学医学部附属病院）
〈TEL〉059-232-1211 059-232-1111
（三重大学医学部附属病院）
〈URL〉http://www.mie-u.ac.jp/
https://www.hosp.mie-u.ac.jp/
（三重大学医学部附属病院）

-三重大学病院のオリジナル・シーズ開発とその支援メディカルイノベーション推進政策を踏まえて、大学にある医薬品/医
療機器シーズの臨床開発を促進するための支援体制整備を進めてい
ます。三重大学病院では、実用化が期待される“がんワクチン/免疫細胞
治療”の研究を従来から積極的に進めています。2012年より開発型医
師主導治験が開始、2013年にはがんワクチン・免疫療法に関して三重
大学病院は、厚労省「革新的医薬品実用化促進事業」に採択されまし
た。又、機能性食品・医療・介護の巾広い分野のシーズにつきましても
三重大学内での発掘を知的財産統括室と進めています。
これらの臨床研究・治験を早期に実施・終了するための症例集積の仕
組みとして、ネットワーク基盤の拡充を進めています。
中部先端医療開発円環コンソーシアム
（C-CAM）
プロジェクトで採択された研究事例
研究テーマ
ナノゲルデリバリーシステムを応用したシャッフルペプチド次世代がんワクチンの開発
ウイルス表面蛋白改変技術を用いた次世代Virosomeによる遺伝子組換え万能インフル
シーズA
エンザワクチンの研究開発
熱帯熱マラリア人工染色体を利用したマラリア薬剤耐性遺伝子の同定と診断・治療への応用
滑膜肉腫に対する次世代型ベクターによるTCR改変T細胞を用いた有効な免疫細胞輸注療法の開発
シーズB
ヒト臨床膵がん個別化医療改良実現のための迅速治療薬感受性解析システム研究開発
シーズC 次世代レトロウイルスベクターによる難治性造血器腫瘍に対するT細胞レセプター改変T細胞輸注療法

研究者
宮原 慶裕
野阪

哲哉

油田
影山
田中
珠玖

正夫
愼一
利男
洋
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