令和４年１０月２４日
各位

名古屋商工会議所

【12/13-14 開催・医療×モノづくり技術の展示商談会】
「第８回メディカルメッセ」の開催について
名古屋商工会議所では 、愛知県、名古屋市 、中部医療機器工業協会 、中部先端医療開発
円環コンソーシアム、メディカル･デバイス産業振興協議会との共催により、来たる １２月
１３日（火）・１４日（水）の２日間に亘り、医療×モノづくり技術の展示商談会「メディカ
ルメッセ」 を初のハイブリッド形式で 開催いたします。 リアル会場での開催は３年ぶりと
なります。
本展は、医療関係者・大学等研究機関、医療機器メーカー、そしてモノづくり企業が一堂
に会し、それぞれの医療ニーズと技術シーズのマッチングにより、新たな医療機器の開発・
改良・改善を目指す展示商談会です。
ぜひ本展につきまして、報道面での特段のご高配を賜りますようお願い申し上げます。

第８回メディカルメッセのポイント
◆オンライン＆リアルのハイブリッド形式で開催‼医療機器に関する製品・サービス・
技術を提供する 61 の企業・団体が出展。
◆オンライン会場では「いつでも・どこでも」気軽に出展企業との名刺交換やリアル
タイムでの面談が可能。オンライン交流スペース「Nework ※ 」で出展社・来場者の
相互交流を促進。
◆「来て・見て・触れる」リアル展示会場での展示も復活！事前調整型商談会で確度
の高いビジネスマッチングの機会をご提供。
◆医工連携セミナーで医療機器業界の最新情報を発信、医療現場の課題を発表いただ
くニーズ発表会も開催します。
※「Nework」は NTT コミュニケーションズ㈱が提供するサービスです。

記
○開催概要（詳細は別添「来場促進チラシ」をご覧ください）
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メディカルメッセ
医療に活かそう 中部のモノづくり
愛知県、名古屋市、名古屋商工会議所、中部医療機器工業協会、
中部先端医療開発円環コンソーシアム、メディカル・デバイス産業振興協議会
： 経済産業省中部経済産業局、岐阜県、三重県
： ２０２２年１２月１３日（火）、１４日（水）
※オンライン展示会場は 12 月 28 日(水)まで公開
： [リ ア ル]名古屋商工会議所 ５階会議室
[オンライン]メディカルメッセ特設 Web サイト
事前登録はコチラ
https://dx.wonderline.cloud/medicalmesse/
（ 新日本印刷(株)が提供するオンライン展示会プラットフォーム「WONDERLINE」を使用 ）
： 無料（事前登録が必要となります）
： ６１社・団体（10 月 24 日現在）
： 医工連携セミナー、医療現場ニーズ発表会、事前調整型商談会

以
【本件担当】名古屋商工会議所 産業振興部 モノづくりユニット 担当：名畑・樋口
TEL：052-223-8606 Email：medical-device@nagoya-cci.or.jp

上

イベントスケジュール

出展企業一覧

リアル ＆オンラインで参加可能
（ リアル会場：名古屋商工会議所内会議室 ）
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プラ・樹脂・ゴム・セラミック

検査・手術

★旭ゴム化工株式会社

★株式会社北浜製作所

★株式会社朝日ラバー

12

13
火

医療現場ニーズ発表会

中部先端中部先端医療開発円環コンソーシアム加盟大学・病院による発表

興和株式会社

★いわて医療機器事業化研究会/ELEBON株式会社

★有限会社角野製作所

★KISCO株式会社

★株式会社東海メディカルプロダクツ

★広陽商工株式会社

★西島メディカル株式会社

サン樹脂株式会社
新東Vセラックス株式会社（新東工業グループ）

★株式会社ステルテック

★株式会社タナック

浜松医科大学 産学連携・知財活用推進センター

★バーネイラボラトリーズインク日本支社

★株式会社

金属・加工・工具

オンラインのみ

インダストリーズ株式会社

21世紀の歯科医療（仮）

12

★株式会社蒲郡製作所

水

医療現場ニーズ発表会

中部先端中部先端医療開発円環コンソーシアム加盟大学・病院による発表

臨床工学技士、神戸医療産業都市推進機構クラスター推進センター
医療機器グループコーディネーター／吉田 哲也 氏

医療現場観察からはじまる医療機器・ソリューション開発
〜8年半、60社、1500名以上のみなさんとの経験から〜

東北大学病院臨床研究推進センター 特任教授／中川 敦寛氏
国立大学法人 東海国立大学機構 名古屋大学 医学部附属病院特任助教／佐伯 将臣氏

名古屋市医療介護機器等高度化支援事業における
新規参入支援について

名古屋産業振興公社 ヘルスケアイノベーション推進コーディネーター／杉浦 寿史氏
名古屋市立大学 医療デザイン研究センター 講師／寺田 隆哉 氏

株式会社化合物安全性研究所
株式会社住化分析センター

★株式会社弘和テック

株式会社UL Japan

★三洲電線株式会社

株式会社LINOVATH

★東海アヅミテクノ株式会社
★有限会社内藤スプリング製作所
★株式会社NAKANO

日本ハードウェアー株式会社
★深瀬商事株式会社

医工連携におけるニーズ探索とアイデア創出法

https://www.medicalmesse.com/
※ご入場には登録が必要です。ご来場の際はお名刺をご持参ください。
※スケジュールは変更になる場合があります。最新情報はホームページをご覧ください。

今年はリアル＆オンラインのハイブリッド開催！
！

リアル開催

大学・研究・支援機関
愛知医科大学

名古屋大学医学部附属病院

介護・看護・衛生

★株式会社日本バイオリサーチセンター

公益財団法人東大阪市産業創造勤労者支援機構

★株式会社ジイプリモ

会

期

藤田医科大学

★株式会社ナベヤ

株式会社メニコン

★ はリアル会場にも出展

時

間

会

場

事務局

名古屋商工会議所
〒460-8422 名古屋市中区栄 2 -10-19
[TEL］052-223-8606 [FAX］052-232-5752
[E-mail］medical-device@nagoya-cci.or.jp

凡例

: 医療機器製造業

: 医療機器製造販売業

主
: ISO13485

: 医療機器の輸出対応

医療現場ニーズ発表会

事前調整型オンライン商談会

12/13 14

2022

火

▶

水

※オンライン展示は12月28日
（水）
までオープン

★ふくしま医療機器開発支援センター

★テクナード株式会社

リアルタイムコミュニケーション

※セミナー視聴、商談会参加もこちら

公益財団法人名古屋産業振興公社

★株式会社吉見製作所

オンライン名刺交換

交流・商談

来場登録はこちらから▶

ウェルネスバレー推進協議会
公益財団法人名古屋産業科学研究所

★マルホ発條工業株式会社

オンライン開催

ブース展示（３９社・団体）

医工連携セミナー

一般社団法人愛知県臨床工学技士会

産業振興部 モノづくりユニット

最新情報はこちらから

モノづくり
企業

認証・コンサル

★一般財団法人日本品質保証機構

★桑名精工株式会社
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医療機器
メーカー

★カツミマーケティング販売株式会社

★株式会社クリモト

医療法人社団ササキデンタルクリニック 理事長／佐々木 成髙氏

医療関係者
大学研究機関

★株式会社ユニオンシンク

★大羽精研株式会社

各務原航空機器株式会社

NTTコミュニケーションズ（株）東海支社
第一ソリューション＆マーケティング営業部門第2グループ 第4チーム 担当課長／高木 伸彰 氏

富士製作所

株式会社ポイントキャット

★株式会社オー・ケー・シー

★カイ

５G×映像による医療へ活用事例について

医 療 に 活 か そ う 中 部 の モ ノ づ く り

★東海エレクトロニクス株式会社

株式会社peerNIST

株式会社陽和

医療機器サイバーセキュリティ規制の国内外の動向とIEC81001‑5‑1の概要
株式会社 UL Japan 東京本社 UL Japan コンシューマー機器事業部
Senior Project Engineer／村瀬 元氏

株式会社SmartHR

★日東商事株式会社

顧問･弁理士／神谷 直慈 氏

入場
無料

システム・設備
★形六有限会社K6GmbH

★株式会社高瀬金型

医工連携による機器開発の勘所と知財戦略

医療 × モノづくり技術の展示商談会

五十音順(2022年10月24日時点）

10:00 -17:00

( 両日 )

オンライン・リアル同時開催
リアル
オンライン

: 名古屋商工会議所 5階会議室
: メディカルメッセ特設サイト

催 ： 愛知県、名古屋市、名古屋商工会議所、中部医療機器工業協会、
中部先端医療開発円環コンソーシアム、メディカル･デバイス産業振興協議会

特別協力 ： 経済産業省 中部経済産業局､岐阜県､三重県

医療機器産業に携わる プレーヤー が
一堂に会する｢展示商談 会」
「メディカルメッセ｣は医療関係者･大学等研究機関､医療機器メーカー､モノ
医療現場のニーズと技術シーズのマッチングにより､新たな医療機器等の開
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
｢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ます。医療機
連携拡大を図るべく、
ビジネスチャンスと成長につながる新たな出会いを創出

リアル＆オンライン

づくり企業が一堂に会し､
発･改良･改善を目指す展示商談会です｡
アム」､医療機器メーカーが所属する
器産業に携わるプレーヤーの一層の
いたします。この機会にぜひご来場ください。

来場登録までの簡単 3 STEP
STEP 1

STEP 2

STEP 3

2次元コードを読み取り、
事前登録フォームに
アクセスしてください。

登録フォームに従って、
ログイン用メールアドレス、
パスワード、お客様情報を
ご入力ください。

登録アドレスに認証メールが
届きます。記載のURLを
クリックし、本登録を
完了してください。

事前来場登録 受付中！※セミナー視聴、事前調整型商談会の予約も
事前来場登録が必要です

ハイブリッド開催！
！

充実の交流プログラム
医工連携セミナー

リアル会場
医療機器メーカーや医療機器への参入を
目指すモノづくり企業、団体がブースを出展。
最新の製品技術・サービスを展示PRします。

会期中には､医療機器の改良･開発の最新動向や行政機関からの施策
紹介､法制度の説明等の各種セミナーを多数開催｡感度の高い来場者
の誘客を促進します。

出展各社のオンライン展示ブースでは、
製品やサービスの紹介とダウンロード資料を
閲覧しながら、
オンライン商談機能による
リアルタイムなコミュニケーションが可能です。

POINT

1

事前調整型商談会

便利な名刺交換機能
オンライン展示会場でも出展者と名刺交換ができます。
交換した相手の名刺データは一覧表としてダウンロードし、
会期終了後も効率的にフォローが可能。

医療現場ニーズ発表会

医療関係者が日頃抱えている課題や改善ニーズを現場の方が自ら
発表し､その解決のための提案を募集します｡提案の内容を精査し､
関係機関のサポートのもと､製品開発･事業化を進めます。

オンライン会場

オンライン会場でいつでもどこでも来場OK!

POINT

2

資料 PDFダウンロード
製品カタログや会社案内等をPDF
形式で掲載｡来場者がダウンロードできます。

出展社一覧並びに医療現場･医療機器のメーカーのニーズを事前に展開。
会期中の効率的な商談を実現します。※ニーズはプレサイト上にて公開
POINT

セミナープログラム

多数開催
13日(火)

14日(水)

14日(水)

14:30-15:30

臨床工学技士、神戸医療産業都市推進機構クラスター推進センター
医療機器グループコーディネーター／吉田 哲也氏

14日(水)

❷医療機器サイバーセキュリティ規制の

❸５G×映像による医療へ活用事例について
NTTコミュニケーションズ（株）東海支社 第一ソリューション＆マーケティング
営業部門 第2グループ 第4チーム 担当課長 ／高木 伸彰 氏

14:30-15:30

※「NeWork」はNTTコミュニケーションズ（株）が提供するサービスとなります。

POINT

4

東北大学病院臨床研究推進センター 特任教授／中川 敦寛氏
国立大学法人 東海国立大学機構 名古屋大学 医学部附属病院特任助教／佐伯 将臣氏

14日(水)

16:00-17:00

❼名古屋市医療介護機器等高度化支援事業に
おける新規参入支援について

名古屋産業振興公社 ヘルスケアイノベーション推進コーディネーター ／ 杉浦 寿史氏
名古屋市立大学 医療デザイン研究センター 講師／寺田 隆哉 氏

セミナーの配信
医療機器産業に関する最新動向や機器開発の
ヒントとなるセミナーを多数配信

〜8年半、60社、1500名以上のみなさんとの経験から〜

株式会社 UL Japan 東京本社 UL Japan コンシューマー
機器事業部 Senior Project Engineer／村瀬 元氏

16:00-17:00

「NeWork」とは、来場者・出展担当者・セミナー登壇者など参加者が
自由に会話できるオンライン交流スペースです。積極的に商談・
相談機会をつくりましょう。

❻医療現場観察からはじまる医療機器・ソリューション開発

国内外の動向とIEC 81001- 5 -1の概要

13日(火)

13:00-14:00

❺医工連携におけるニーズ探索とアイデア創出法

浜松医科大学 産学連携・知財活用推進センター
顧問･弁理士／神谷 直慈氏

リアルタイムでのコミュニケーション
オンラインミーティング機能を設け､リアルタイム
で商談が行える環境が備わっています。
その新たな機能として｢NeWork｣を使用しての
コミュニケーションが可能です。

医療法人社団ササキデンタルクリニック
理事長／佐々木 成髙氏

❶医工連携による機器開発の勘所と知財戦略

13日(火)

3

❹21世紀の歯科医療（仮）

主催者企画セミナーを多数開催いたします！
この機会をお見逃しなく！

13:00-14:00

10:00-11:00

(リアル会場とのハイブリッド開催 )
POINT

5

来場特典プレゼント！
名刺交換を10社以上した方の中から抽選で
カフェやコンビニで使える 2,000円分の
デジタルギフトをプレゼント！
※本キャンペーンについてのお問い合わせは新日本印刷(株)カスタマーサクセス
(050‑5211‑ 4723)までご連絡ください。受付時間 :10時 ‑17時(土日祝日を除く)

