
医 療 に活 か そう
中 部 の モノ づくり

医療関係者
大学等研究機関

医療機器
メーカー

医 療×モノづくり技 術 の 展 示 商 談 会

メディカル メッセ
オンライン

モノづくり
企業

協業パートナーの発掘
新たなモノづくり技術の発見
医療現場ニーズへの提案のチャンス
医療機器分野への新規参入のきっかけに

入場
無料 56社・団体

出展社数

(2022年1月20日時点 )
オンライン初開催

2022 金3/10　  -11木

2022年 2月15日
プレサイトオープン！

火

9:00-17:00 (両日)

主 　　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

来場・セミナー視聴には事前登録が必要です。
2次元コードを読み取りご登録ください。

PCの場合はメディカルメッセ 
公式サイトからご登録ください。

来場者登録は
こちらから

メディカルメッセ
: 医療機器製造販売業
: 医療機器の輸出対応: ISO13485

: 医療機器製造業凡例

〒460-8422 名古屋市中区栄2-10-19
[TEL］052-223-6747
[E-mail］medical-device@nagoya-cci.or.jp 

[FAX］052-232-5752 

メディカルメッセ

オンライン展示会場は3月末まで公開

事務局

名古屋商工会議所
産業振興部  モノづくり·イノベーションユニット

五十音順(2022年1月20日現在）出展企業一覧

　　サンリツ株式会社

　　株式会社フジネット

　　株式会社ケィテック

　　株式会社伸交

　　新東工業株式会社

　　テクナード株式会社

　　テクノホライゾン株式会社 

　　株式会社Magic Shields

　　平和メディク株式会社

　　株式会社DRAGON AGENCY

　　介護・看護・衛生

　　KTX株式会社

　　株式会社テクノア

　　東海エレクトロニクス株式会社

　　株式会社パイオニア風力機

　　ブラザー精密工業株式会社

　　株式会社ユニオンシンク

　　株式会社ナベヤ

　　システム・設備

　　株式会社化合物安全性研究所

　　株式会社グロービッツ・ジャパン

　　一般財団法人日本食品分析センター

　　株式会社日本バイオリサーチセンター

　　一般財団法人日本品質保証機構 

　　認証・コンサル

　　愛知医科大学

　　一般社団法人愛知県臨床工学技士会

　　ウェルネスバレー推進協議会 

　　国立研究開発法人科学技術振興機構

　　国立研究開発法人国立長寿医療研究センター

　　東大阪市医工連携研究会

　　名古屋大学医学部附属病院

　　公益財団法人名古屋産業振興公社

　　大学・研究・支援機関

　　株式会社朝日ラバー

　　岐阜プラスチック工業株式会社

　　広陽商工株式会社

　　サン樹脂株式会社

　　ダイワ化工株式会社

　　株式会社タナック

　　テイボー株式会社

　　豊光産業株式会社

　　ヘルメス株式会社

　　バーネイラボラトリーズインク日本支社

　   プラ・樹脂・ゴム

　　各務原航空機器株式会社

　　株式会社蒲郡製作所

　　有限会社大堀研磨工業所

　　株式会社オー・ケー・シー

　　大羽精研株式会社

　　桑名精工株式会社

　　株式会社弘和テック

　　タキゲン製造株式会社

　　株式会社豊栄工業

　　東洋航空電子株式会社

　　ニッケン刃物株式会社

　　株式会社鶴ヶ崎鉄工

　　金属・加工・工具

　　株式会社北浜製作所

　　興和株式会社

　　株式会社メニコン

　　株式会社東海メディカルプロダクツ 

　　検査・手術



「オンライン 展示商談会」医療機器産業に携わる
プレーヤーが一堂に会する

Present
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)

医療機器産業に携わるプレーヤーの一層の連携拡大を 
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
を創出いたします。この機会にぜひご来場ください。

※セミナー内容は変更となる場合がございます※セミナー視聴には展示会の来場登録と事前予約が必要です ※セミナーの詳細申込についてはウェブサイトにてご確認ください

株式会社Magic Shields 取締役 杉浦 太紀氏

❶転倒による事故を予防する
　 ～新たな発想「ころやわ」はその解決の一助となるか～

株式会社iCorNet研究所 代表取締役 秋田 利明氏

❷拡張型心筋症に対する
　テイラーメイド方式心臓形状矯正ネット治療

藤田医科大と川崎重工が取り組むスマートホスピタル
実現に向けたサービスロボット実証実験と今後の展望

   11:30~12:30

橋渡し研究支援機関としての
名古屋大学医学部附属病院

   11:30~12:30

中部TLOアドバイザー AMED医工連携イノベーション推進事業　事業化人材
ラッセル・ハスキン氏（ヘカバイオ株式会社  事業開発ディレクター）

国内外のスタートアップ・
ベンチャー×
地域エコシステム

初めての医療機器申請

医療現場のタスクシフト・シェアに向けて（仮）

名古屋市立大学における医療機器等の
開発事例とシーズ／ニーズの紹介

一般財団法人日本品質保証機構
安全電磁センター認証部　医療機器認証課  参与 渡辺 信人氏

   13:00~14:00

   10:00~11:00    13:00~14:00

　　　　　　 併催セミナー スケジュール

プログラム医療機器の 
実用化促進に向けた 
行政の取組について

厚生労働省　医薬・生活衛生局　医療機器審査管理課
プログラム医療機器審査管理室長  福田 悠平氏

IT/ロボット技術を活用した
シームレスリハビリテーション
による地域リハへの展開

   15:45~16:45

   15:45~16:45

   14:30~15:30

AIと医療支援の最前線 
~機械学習を用いた医用画像 
診断支援技術開発の現場から~

国立大学法人東海国立大学機構　名古屋大学大学院
情報学研究科 教授  森 健策氏公益社団法人日本臨床工学技士会 専務理事 青木 郁香氏

   10:00~11:00

メドリッジ株式会社 CEO 益田 泰輔氏
❸メドリッジ(株)の取組について(仮)名古屋大学医学部附属病院 先端医療開発部

先端医療・臨床研究支援センター  センター長  水野 正明氏

豊田地域医療センター 藤田医科大学医学部 ロボット技術活用 
教授 太田 喜久夫氏地域リハビリ医学寄附講座

名古屋市立大学病院
医療デザイン研究センター　助教 寺田 隆哉氏

各セミナーの冒頭に出展企業による
プレゼンテーションを実施

参加企業：ウェルネスバレー推進協議会、（株）化合物安全性研究所、（国研）国立長寿医療研究センター、（株）伸交、テイボー（株）、（一財）日本食品分析センター、
（株）日本バイオリサーチセンター、バーネイラボラトリーズインク日本支社、（株）パイオニア風力機、（株）ユニオンシンク

ゾーン
大学･研究･支援機関

ゾーン
金属･加工･工具

ゾーン
介護･看護･衛生

ゾーン
プラ･樹脂･ゴム

ゾーン
検査･手術

ゾーン
システム･設備

ゾーン
認証･コンサル

ゾーン
併催セミナー

５６社・団体が集結！
医療機器に関する製品・サービス・技術を提案！！

８つのゾーンを構成！！

関心分野に
簡単アプローチ！

充実した
コンテンツを配信！！

最新動向・医療現場のニーズ紹介セミナーほか
ワンクリックで
製品等の資料ダウンロードが可能

POINT

3

オンラインセミナーを多数配信
POINT

4

POINT

1
オンライン上での
名刺交換やチャットで交流

リアルタイムで
出展企業と商談ができる

POINT

2

メディカルメッセオンラインの
POINTをPICK UP

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。

来場登録までの簡単3STEP
STEP 2 STEP 3 2月15日

プレサイトオープン！
火

セミナー視聴の予約も開始いたします！

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。

STEP 1

3
10 木

3
11 金

事前予約必須
参加無料!!

   14:30~15:30 医療系ベンチャーピッチ

川崎重工業株式会社
社長直轄プロジェクト本部
近未来モビリティ総括部 
グローバルマーケティング＆
セールス部プロジェクトリーダー

小倉 淳史氏

藤田医科大学
研究支援推進本部 
産学連携推進センター
教授・産学連携
コーディネーター

瀬戸 孝一氏


