
医療系大学・公的機関・
医療機器製販企業との距離を
グッと近づけるチャンス！

開催日時開催日時 9月15日（金）平成29年
（2017年）

13：00
17：00
13：00
17：00

高い技術力を活かした医療機器業界への参入または、
医工連携による販路拡大を模索している企業におすすめです！
高い技術力を活かした医療機器業界への参入または、
医工連携による販路拡大を模索している企業におすすめです！

医工連携展示会医工連携展示会
参加費無料〈入退場自由〉

会 場 国立大学法人 東京医科歯科大学
M&Dタワー26階ファカルティラウンジ

主 催 朝日ビジネスプラットフォーム※
東京医科歯科大学（合同開催）

後 援
（予定）

経済産業省関東経済産業局／東京都／独立行政法人 中小企業基盤整備機構関東本部／
公益財団法人 東京都中小企業振興公社／一般社団法人 日本医療機器産業連合会／
医療系産学連携ネットワーク協議会（medU-net）／一般社団法人 日本医工ものづくりコモンズ

医療系大学・公的機関・医療機器製販企業
25団体の展示をはじめ、セミナープログラムも充実！

申込
方法

裏面参加申込書に必要事項をご記入のうえ、朝日信用金庫・お客さまサポート部宛
FAX：03-3862-0580、または下記申込フォームからお申込ください。
https://www.tmd-tlo.jp/tmduasahi0915.html （裏面QRコードからアクセスできます。）
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※
構成機関

朝日ビジネスプラットフォーム 朝日信用金庫（代表機関）／東京商工会議所（台東支部・文京支部・江戸川支部・荒川支部）／一般社団法人 東京都中小企業診断士協会 城北支部／
有限会社 アサートアンドトラスト／一般財団法人 朝日中小企業経営情報センター／台東区／文京区／江戸川区／荒川区／一般社団法人 東京都信用金庫協会

国立大学法人
東京医科歯科大学

M&Dタワー26階
ファカルティラウンジ

にて開催

医療機器製販企業 出展一覧（50音順）医療機器製販企業 出展一覧（50音順）

セミナープログラムセミナープログラム

お問い合わせ先お問い合わせ先

FAXでお申込の方FAXでお申込の方 ※紙づまり防止のため、FAXでお申込の際は、コピーしてからご記入ください※紙づまり防止のため、FAXでお申込の際は、コピーしてからご記入ください

インターネットでお申込の方インターネットでお申込の方

● アコマ医科工業株式会社
● インター・ノバ株式会社
● オカダ医材株式会社
● 株式会社カテラ
● 株式会社カワニシホールディングス
● 株式会社常光
● 泉工医科工業株式会社
● 第一医科株式会社
● 株式会社武井医科光器製作所

医療系シーズを有する大学医療系シーズを有する大学

● 東京医科歯科大学
● 聖マリアンナ医科大学
● 電気通信大学

● 東京都医学総合研究所
● 帝京大学
● 浜松医科大学

公的相談ブース公的相談ブース

● 経済産業省関東経済産業局
● 東京都

● 株式会社タマノ
● 東レ株式会社
● 永島医科器械株式会社
● 株式会社パイオラックスメディカルデバイス
● 株式会社フジタ医科器械
● 株式会社ベアーメディック
● 株式会社保科製作所
● 株式会社森山X線用品

医工連携に関するさまざまなセミナーを開催します。

11

時　間時　間 セミナー内容セミナー内容
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「 医療ニーズに基づく医療機器開発のポイント 」
一般社団法人日本医工ものづくりコモンズ　副理事長　谷下 一夫 氏

「 医療機器産業の市場動向について 」
一般社団法人日本医療機器産業連合会　医療機器政策調査研究所（MDPRO）　主任研究員　中村 努 氏

「 東京都医学総合研究所における産学官連携への取組紹介 」　運動制御機能評価システムおよび胎動モニタリングシステムの開発
東京都医学総合研究所　知的財産活用センター マネージャー　長壁 健 氏

「 東京医科歯科大学の医工連携の取り組み 」
東京医科歯科大学　統合研究機構　産学連携研究センター　網中 裕一 氏

「 医療現場発ニーズ・シーズ紹介 」
聖マリアンナ医科大学／MPO 株式会社　代表取締役社長　天野 徹也 氏

「 電気通信大学における医工連携の取り組み 」
電気通信大学　研究戦略統括室（兼）産学官連携センター 統括URA 森倉 晋 氏

「 帝京大学の医工連携の取り組み 」
帝京大学　知的財産センター　副センター長・教授　中西 穂高 氏

「 浜松医科大学の産学連携について 」
浜松医科大学　知財活用推進本部　伊藤 悟 氏

「 関東経済産業局における医療機器産業の振興に向けた取組について 」
経済産業省関東経済産業局　地域経済部次世代産業課　課長　門田 靖 氏

「 東京都の医工連携事業について 」
東京都産業労働局商工部創業支援課　課長代理（成長産業担当）　佐藤 直 氏

13：3０ ～ 13：45

13：55 ～ 14：1０

14：2０ ～ 14：3０

14：35 ～ 14：45

14：50 ～ 15：００

15：０5 ～ 15：15

15：2０ ～ 15：3０

15：35 ～ 15：45

15：55 ～ 16：1０

16：2０ ～ 16：35

※ セミナーのテーマ・講師は、変更となる可能性がございます。

朝日信用金庫お客さまサポート部

担当：宝達（ほうたつ）・福島
TEL：03-3862-0304

申込フォームにアクセスし、
必要事項をご記入のうえ、送信してください。
https://www.tmd-tlo.jp/tmduasahi0915.html
※ 通信料は、お客さまのご負担となります。ご了承ください。

MOBILEPC

『医工連携展示会』参加申込書
朝日信用金庫 お客さまサポート部 宛

FAX：03-3862-0580
※ お申し込みいただいた個人情報は、セミナーのご連絡・確認以外には
　 使用いたしません。

FAX

お名前

御社名

役職・お名前 （フリガナ）

役職・お名前 （フリガナ）

ご連絡先

TEL e-mail @



医工連携展示会 出展企業一覧医工連携展示会 出展企業一覧 朝日ビジネスプラットフォーム × 東京医科歯科大学

医療系大学・公的機関・医療機器
製販企業との距離を近づける、
またとない機会です。
ぜひご参加ください！

№№ 企業名企業名 主な製品主な製品 求めるものづくり技術求めるものづくり技術

№№ 企業名企業名 主な製品主な製品 求めるものづくり技術求めるものづくり技術

❶板金
❷溶接
❸樹脂成型
❹金型

❺切削
❻鍍金
❼組立1 アコマ医科工業

株式会社 アコマ麻酔システム
PRO-NEXT+s
アコマ麻酔システム
PRO-NEXT+s

アコマ気化器
MK-5s/MK-5i
アコマ気化器
MK-5s/MK-5i

アコマ動物用麻酔器Isepoと
動物用人工呼吸器Spiritus
アコマ動物用麻酔器Isepoと
動物用人工呼吸器Spiritus

医療用酸素センサーの開発で、光学的
検出波長解析、ノイズ除去アルゴリズム
のプログラミング技術を探しています。4 株式会社

カテラ

❶あらゆるニーズが社内データベースに
登録されており、多岐にわたります。

❷金属加工、樹脂成型、シリコン・エラス
トマー成型、新素材、コーティング、電
子機器、ソフトウェアなど

5
株式会社
カワニシ

ホールディングス Medical GlobeMedical Globeものづくりへの関わり方ものづくりへの関わり方

6 株式会社
常光

電解質分析装置電解質分析装置 病理検査装置病理検査装置 体外診断用医薬品体外診断用医薬品

❶鍛造・ダイカスト・切削・精密板金等
の金属加工及び表面処理。
❷射出・圧/真空・注型・RIM等の樹脂
成形7 泉工医科工業

株式会社
メラ人工心肺装置

HASⅡ
メラ人工心肺装置

HASⅡ
メラ吸入麻酔システム

PIXYS
メラ吸入麻酔システム

PIXYS
電動式低圧持続吸引器
メラサキューム009
電動式低圧持続吸引器
メラサキューム009

❶ステンレス
❷真鍮
❸樹脂加工
❹電気関係の設計・製造9

株式会社
武井医科光器
製作所 泌尿器科用内視鏡泌尿器科用内視鏡 内視鏡用ビデオカメラ装置内視鏡用ビデオカメラ装置 極細径ネフロスコープ極細径ネフロスコープ

❶切削加工（樹脂、アルミ、鉄）、板金加
工（鉄、ＳＵＳ）、ゴム加工、射出成形、
塗装
　試作数個単位から対応可能な会社
❷回路設計、ソフト設計、基板設計

10 株式会社
タマノ

卓上型 高圧蒸気滅菌器卓上型 高圧蒸気滅菌器 床置型 丸型缶体高圧蒸気滅菌器床置型 丸型缶体高圧蒸気滅菌器 床置型 角型缶体高圧蒸気滅菌器床置型 角型缶体高圧蒸気滅菌器

❶繊維、樹脂、複合材料等の成形加工技術
❷繊維、樹脂、複合材料等の表面処理技術
❸接着・接合技術
 （プラスチックと金属の接着・接合に
　関わる技術を含む）

11 東レ
株式会社

医療機器製品医療機器製品 炭素繊維複合材料炭素繊維複合材料 医療機器向け清拭クロス医療機器向け清拭クロス

❶鍛造
❷研磨
 （医療用の刃物研磨）
❸切削
❹板金加工

❺動力系制御技術
❻電子機器
　設計・組立・配線
❼光学系装置組立12 永島医科器械

株式会社
デジタル喉頭ストロボスコープデジタル喉頭ストロボスコープ 鋼製器具鋼製器具 耳鼻咽喉科用ユニット耳鼻咽喉科用ユニット

❶精密加工
❷切削加工
❸樹脂成型

上記等、マイクロカテーテル、ガイドワイ
ヤ、ステント等の製品開発に必要な技術

❹金型加工
❺プレス成型

13
株式会社

パイオラックス
メディカルデバイス マイクロカテーテルマイクロカテーテル 血管用ガイドワイヤ血管用ガイドワイヤ 胆管ステント胆管ステント

❶非伝導性でしかも強固な表面塗装技術
❷ワイヤーボンディング可能な基板実装技術
❸駆血をしない血圧測定技術
❹非接触な充電技術

など斬新な技術は歓迎

14 株式会社
フジタ医科器械

携帯型ワイヤレス心電計携帯型ワイヤレス心電計 生体情報モニター生体情報モニター 脳神経外科手術機器脳神経外科手術機器

❶樹脂材への印刷技術
❷線材や板バネのフォーミング加工
❸ゴム成形15 株式会社

ベアーメディック
縫合用の針糸製品縫合用の針糸製品 血管吻合用一時止血クリップ血管吻合用一時止血クリップ 骨延長器システム骨延長器システム

❶ウレタン加工
❷プラスチック加工
❸アルミ加工　等17 株式会社

森山X線用品
マンモ専用フィルム観察装置マンモ専用フィルム観察装置 診断用保持具診断用保持具 MRI用ファントムMRI用ファントム

❶精密加工
❷樹脂成型
❸プレス又は金型加工
❹皮膜コーティング2 インター・ノバ

株式会社
モノレールカテーテルモノレールカテーテル カテーテル操作ハンドルカテーテル操作ハンドル リングカテーテルリングカテーテル

❶精密加工（歯科矯正用ブラケット）
❷切削（歯科矯正用アンカースクリュー）
❸ソフト開発（歯科矯正用プログラム）3 オカダ医材

株式会社
歯科矯正用システム　i-station（アイステーション）歯科矯正用システム　i-station（アイステーション）

❶金属手加工
❷金属精密加工
❸基板設計と少量生産8 第一医科

株式会社
TEES

スーパーマイクロ鉗子
TEES

スーパーマイクロ鉗子 コバヤン鉗子コバヤン鉗子 ショールームENT＋ショールームENT＋

❶アクリル樹脂の傷汚れを一瞬で判別できる装置
❷ハンディータイプの安価なX線発生装置
❸狭い場所でも100㎏程度の荷物を簡単に
　移動できる装置
❹糸を使わない縫製機械
❺抗菌加工に関わるあらゆる技術や素材

16 株式会社
保科製作所

生殖腺
防護具
生殖腺
防護具

甲状腺
防護具
甲状腺
防護具

Ｘ線
防護衣
Ｘ線
防護衣

医療用酸素モニター 開発イメージ図医療用酸素モニター 開発イメージ図

❶樹脂製品・板金製品のコーティング（特に
フッ素コーティング。有機溶剤などの耐薬品
性が高いコーティング）
❷画像処理技術（特に、マイクロ単位の物質を
種別できる機能など）、センシング技術
❸病院で使用する検査分野（血液検査、病理検査
など）の完成品・試作品（販路を求めている製品）


