
報道関係各位 

地方自治体からの出展 ご紹介 

～北は岩手県から南は宮崎県まで、計 16団体が出展～ 
＜地方自治体からの出展一覧＞ 

自治体 出展団体名 

岩手県 いわて産業振興センター 

福島県 ふくしま医療機器産業推進機構 

埼玉県 医療イノベーション埼玉ネットワーク 

東京都板橋区 板橋区産業振興公社 

東京都大田区 大田区産業振興協会 

千葉県柏市 柏商工会議所 

神奈川県横浜市 横浜市 

静岡県浜松市 はままつ医工連携拠点 

長野県 長野県中小企業振興センター 

大阪府 大阪商工会議所 

兵庫県神戸市 神戸医療産業都市 

岡山県 医療機器開発プロモートおかやま 

広島県 ひろしま医療関連 産業研究会（ひろしま産業振興機構） 

福岡県飯塚市 飯塚研究開発機構 

宮崎県 
東九州メディカルバレー構想 

宮崎県北部医療関連産業振興等協議会 

※展示内容等の記載は各出展社のエントリーシートに基づいています。 

 特に以下のような表記に関する事実確認等は、各出展社にお問い合わせください。 

 例）「世界初」「世界最小」といった記述。 

※地方自治体以外の企業・団体の出展情報は「MEDTEC Japan 2016」HP内、「出展社一覧」に記載しております。 

 http://www.medtecjapan.com/  

「MEDTEC Japan 2016」報道関係資料 
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自治体 出展団体名 ブースN0. 共同出展社名 見どころ（各出展社による展示アピール/自社アピール等）

品川光学株式会社

①高精度光学レンズ（φ2～φ70、各種材料）
レーザーに使用するレンズの表面粗度は、石英でＲＭＳ：2～3Å、光学ガラスでＲＭＳ：5～8Åです。
また、サファイヤレンズの研磨、蛍石レンズの研磨もやります。
②高精密金属研磨品（Max.Ra:1nm）
特に高精度金属研磨品は凹と凸の球状を研磨した製品を展示します。凹面と凸面の真球度と表面粗度が非常に優れておりますのでまるで磁石のように吸いつきます。

株式会社共立精工
●超高精度加工を得意として「多品種小ロット」の多様なニーズに対応しております。
●表面処理、熱処理、塗装、溶接の各設備も保有、徹底した内製化でお客様が満足する品質、納期を実現しました。
●ウォータージェット切断機による大理石やセラミック、ゴム等の「難削材」の試作や量産は好評を得ています。

株式会社エイワ
生体用材料として、いわて発Co-Cr-Mo合金およびCo-Cr-W合金であるCOBARION®の丸棒材、板材、ディスク材など機能性素形材を中心に展示します。また、精密時計組み立て用ピンセット、
理美容はさみ等に加え、自社製品の第1号である「輝の御剣」も展示しCOBARION®の持つ審美性、高級感など新たな価値をご提案します。その他動画にて弊社の強みである小ロット溶解、鍛
造、圧延もご紹介する予定です。

有限会社プロフィット
「スピードが一番」
短納期対応で、難削材加工、微細加工、試作加工を行います。
ブランク加工より焼き入れ、成形研削、ワイヤー放電加工までの一貫生産を多品種、少量、高精度での加工を得意としています。

パンチ工業株式会社

医療機器の製造に用いられる金型用部品には、精密性や高度な加工技術が求められますが、当社は創業から40年に渡って幅広い製造業の分野で培った精密加工技術のノウハウを生かし、医
療機器分野にも近年注力して取り組んでおります。
実際に当社で製作した実績のある高品質・高精度な医療機器関連の金型用部品を展示します。
・ディスポーサブル製品向け金型用部品
・錠剤の成型に使用される打錠用杵臼

福島県 ふくしま医療機器産業推進機構 1909 ふくしま医療機器開発支援センター
今秋開所！！【ふくしま医療機器開発支援センター】
福島県では、復興への重点プロジェクトの一つとして医療関連産業集積に取り組んでおり、医療機器の開発から事業化までの一体的な支援を行うための拠点施設としてふくしま医療機器開発支
援センターを整備しています。医療機器関連産業の事業化支援拠点を目指す「ふくしま医療機器開発支援センター」の取り組みや事業内容などをご紹介します。

株式会社東京チタニウム
医療用チタン材料・加工製品を展示。弊社では医療用チタン材料は在庫販売しており、細径センタレス材、Ti6AL-4V合金板材を小口対応しております。
是非ブースにお立ち寄り頂き、お客様のニーズをお聞かせ願えたら幸いです。ご来場お待ちしております。

協和精工株式会社
医療機器等に求められるクリーンな環境での部品製造から完成品組立までの業務内容を案内する展示物及びパソコンでのプレゼンテーション
製品または部品サンプルの展示

株式会社金子製作所
私たちが開発した「多視点裸眼3D内視鏡システム」は偏光メガネ無しで3D映像をリアルタイムで確認でき、かつモニター画面の斜め方向からも正面と同じ3D映像が視認できます。（複数人で同じ
映像を共有可能）リアルタイムで3D内視鏡映像を裸眼3Dで映し出す技術は世界初のものです。
MEDICA2015（独）、日本内視鏡外科学会、MD&M WEST（米）での展示でも大変ご好評いただきました。

有限会社テクニカルアーツ
長年、弊社は紙器抜型用丸刃製造をしており、そこで培った「刃付け・研磨」のノウハウを活かせると思い、平成22年に医療用穿刺針製造とし、医療分野に参入しました。
弊社は、参入後「身体に優しい穿刺針製造」を目標にし、補助金の活用や、埼玉県産業技術総合センター様・ステンレス鋼等研磨研究会様との共同開発により、従来の製品よりも「低侵襲性に優
れた製品」や「切り口を小さくする製品」の開発に成功しました。

日東ユメックス株式会社

【超高純度マグネシウムの製造技術の開発】
　　市販の純マグネシウムから、5Ｎの超高純度マグネシウムを精製・成形・加工する技術。
【生体吸収性ボ－ンプレ－トとボ－ンスクリュ－の開発】
　　5Ｎの超高純度Ｍｇを用いて、治療初期ではプレ－ト機能を満足する
　　強度を有し、骨癒合後は生体に吸収され、取り出す再手術が不要となる。製品化を目指して研究開発中。

株式会社舟越製作所

「医療機器製造業者登録」認証
・工場内は全てクリーンルーム完備（製造工程クラス100,000、検査室クラス10,000）
・試作から量産製作、組立て工程までの一貫対応を致しております。
・開発、設計専任者が2Ｄ、3Ｄキャドにて、形状及び機構のご提案対応致します。
・超高透明(液状)シリコーンでは、設備及び金型費用の低減を実現致しました。
　シリコーンゴムの関する事なら、何でもご相談受け賜ります。

藤倉ゴム工業株式会社

各種薬事サポート対応可能な医療用液状シリコーンゴムを展示致します。弊社では多数のLIM成形機をクリーンルーム内に保有しておりますので、
クリーンでかつ安全性の高いシリコーンゴムをご提案しております。
従来の固形ゴムと比較し大幅に工程を短縮できると同時に、多くの優れた特性を併せ持っております。また、医療用液状シリコーンを使用した、血液回路/
輸液回路などの逆止弁も開発中のためご紹介予定です。

武蔵オプティカルシステム株式会社
医療現場における視認性を飛躍的に向上させる高品質、高性能な4Ｋ対応の各種光学製品を展示します。
現在①光学デバイス技術の高度化②既存技術の応用③複合技術による新機種の開発を主軸とし、確かな経験を元に、多様な「お客様ニーズ」に応じた設計・製造を行います。
当社は4Ｋ・8Ｋカメラ用高精細レンズ・プリズムの設計・製造技術を保有しており、放送分野にて培った高度光学技術を医療分野へ展開します。

株式会社アールストーン 各種樹脂、形状・サイズ・造影剤入り・被覆等の多種多様なチューブを含む押出成形品をはじめ、特殊な印刷、その他ユニークな成形品や加工品を取扱っております。

MCヘルスケア株式会社 分注システム、顕微鏡、CPU、CCDカメラを一体化したMCFAN HR300。これまで煩雑な操作が必要だった血液の流動性の観察・測定が、より簡単に行えます。

株式会社オーテックシー 医療機器分野に精密石材が使えるでしょうか？新たな市場の開拓を考えています。ご協力お願い致します。

JDF株式会社
携帯型X線撮影装置用ポータブル支持器。
これからの時代、在宅医療や介護の分野に様々な製品ニーズがございます。自分たちの製品をもっとポータブルに、もっと軽量に・・の声に答えた製品がいよいよ、薬事届出製品になりました。
従来製品より、簡単ワンタッチ組み立て、-5kgの軽量化、そしてデザイン性。私たちJDFはお客様のご要望に全力で製品づくりに取り組んでおります。

株式会社松田技術研究所 独自技術の防振サスペンション・防振キャスターを使用した介護、福祉製品。10-4Paを確立した高真空技術により給電無しに72時間以上定温保管が行える容器の開発。

株式会社ルケオ 超広帯域波長板は、可視から近赤外までの広い波長域の光の偏光成分に1/4波長や1/2波長の一定位相差を与えるもので、1/4波長板と直線偏光板とで超広帯域の円偏光が得られます。

東京都
大田区

大田区産業振興協会 1300 小松ばね工業株式会社

材料線径：0.02ｍｍ～2.0ｍｍ前後
ばね種類：コイルばね（引張、圧縮）、トーションばね、ワイヤーフォーミング加工
コイルばね形状：直線、円錐、傾斜、不等ピッチ、不等外径、長巻
取扱材料：ステンレス、プラチナ、ピアノ線、リン青銅
材料形状：丸線、平線
医療用途実績：ガイドワイヤー、内視鏡挿入部用ばね、医療機器用ばね

東京都
板橋区

板橋区産業振興公社 1603

岩手県 いわて産業振興センター 1303

埼玉県 医療イノベーション埼玉ネットワーク 1903
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自治体 出展団体名 ブースN0. 共同出展社名 見どころ（各出展社による展示アピール/自社アピール等）

有限会社岸本工業

板厚精度・表面粗さに優れたプラスチック高精度板厚加工技術「フルフラット加工」をコア技術とし、少量多品種～中ロットまでのプラスチック切削加工品を得意としております。
●プラスチック精密加工 :自動車・測定機器・半導体・その他各種産業機器向け
●高精度・高透明度の可視化部品加工 : 医療・バイオ・その他研究開発部門向け
●各種冶具設計製作 : 試験用冶具・組立冶具等
●試作・研究開発支援

株式会社ウエキコーポレーション

二酸化塩素分子のチカラで、空間に浮遊するウイルス・菌・ニオイを除去！
大幸薬品株式会社のクレベリン発生機「LISPASS S-Ⅱ」は低濃度でもウイルス、菌、ニオイに効力があり、安定的に二酸化塩素ガスを空間に放出します。
その他、ポンと置くタイプのクレベリンG、携帯用パワーセイバー、物体除菌のクレベリンS、汚物・嘔吐物処理キットを展示します。
当社のブースに是非お立ち寄りください。

メイホー株式会社
電解研磨・化学研磨処理にて微細バリ除去、光沢付与、洗浄性向上等の付加価値を高め更にクリーンルームでの超音波超純水洗浄にてクリーンな製品への提供が可能です
又、指紋の目立ちにくい優美な外観が得られる処理などの展示も行います

高電工業株式会社

当社は、医療機器の製造業、製造販売業を取得し、今後来るバイオの時代に大田区中小企業の連合体をコアとしてバイオ関連装置のメイドインジャパンを世界にアピールして行けるように願い
を持って現在企業活動を行っている。
現在、マイクロプレートリーダーなどの医療用検査装置や、マイクロアレイスポッター、スキャナーなどの遺伝子関連装置の製造販売、特注品の理化学機器製造開発を行うなどの事業を展開して
いる。

ヱビナ電化工業株式会社
抗菌めっき「エー・ジー・ダブルエックス（AGXX）」は、銀めっき技術を応用した接触触媒で、水環境下において、あらゆる菌に効果を発揮します。従来の銀皮膜とは異なり、硫化に強く、長期的に
抗菌効果を維持できます。

有限会社エムワン精工 精密微細加工技術を使った部品サンプルを展示いたします。

菱和工業株式会社
☆☆☆　ものづくり110番　☆☆☆
〇高精細3Ｄプリンティングサービス　　〇メディカルグレード　モールディングサービス
〇クリーンブース　受託組み立てサービス　　〇振動・衝撃吸収、体圧分散　ソフトマテリアル　α-GEL

株式会社小宮商会
医療機器の製作に欠かせないクランプ治具の専門メーカーです。精密加工の先端工具を把握する高精度コレットや、超高速回転スピンドルに対応可能な工具取付用クイル。小宮商会はコレット
チャック製造メーカーとして半世紀以上の実績の中で培った技術蓄積と、オーダーメード対応による細やかなアフターフォローで、信頼の超精密クランプ治具をお届けします。

株式会社藤井製作所
工業化開発による医療用鋼製小物。従来、職人の手造りで製作されていた医療用鋼製小物について、工作機械を用いた工業化開発を行い、品質の安定化と低価格化を実現。手造り品や既存
品を3Ｄモデリングし、工作機械にて製造を行うことで、新商品開発のための試作品開発から量産加工まで新商品実現のためのスピードアップをサポートします。

中央ばね工業株式会社
医療をはじめとする航空・鉄道・自動車・建築設備・文具など、多岐にわたる分野に向けて製品を供給しております。
□0.1×0.2材を使用したｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ・□0.045×0.045材をｺｲﾘﾝｸﾞした極小ばね製品など、多種多様なご要望に、適確にお応えした高品質な製品を展示。
また、あまり見る事の出来ない「ばね機械加工」の現場を実際に撮った動画などをブースにてご案内致します。

ヨシザワＬＡ株式会社
放射線鉛遮蔽材を中心に医療、原子力、電子・Ｘ線機器分野などの装置に利用される放射線防護の機器メーカーとして高い技術力を持って社会に貢献し続けています。医療施設のレントゲン室
などに用いられる遮蔽鉛板の製作、ＲＩ薬剤の保管容器などの製作や医療用放射線機器への遮蔽体などの鉛製品をご紹介いたします。ご要望に合わせて最適なご提案をさせて頂きますので、
是非、一度お立ち寄り下さい。

有限会社岩井製作所

当社では小型金属加工部品の製造をしております。直径はφ15以下、全長は100mm以下の製品を得意としております。
会社設立以来三十余年、磨き続け、培ってきた技術と経験で近年医療分野へと進出を果たしました。
大手歯科機製造メーカーとの取引実績、内視鏡部品など、様々な製品の試作段階からの製造にて、お客様からも大変ご満足、ご信頼を承っております。
技術と経験でお客様の御要望に応えさせて頂きます。

ナノテック株式会社
弊社は真空とプラズマを利用した硬質薄膜に関する製品・サービスを提供しており、特にDLC（ダイヤモンドライクカーボン）に特化して事業を行っています。
DLC（ダイヤモンドライクカーボン）コーティングは高硬度・低摩擦係数・化学的不活性等の優れた特徴を有し、自動車・電気電子・医療等様々な分野で適用が拡大しています。装置製造から評
価・分析までも対応することで、表面処理に関するワンストップサービスを提

株式会社池上精機
医療機器向けの精密部品加工を行っているNC旋盤、マシニング加工、精密転造加工、接合加工など数々の加工を行っています。また、そうした部品加工に加え、機構設計、電気設計、ソフトウェ
ア開発、装置組立、装置試験などといった技術を組合せ、「こんな商品を作ってみたい」というお客様の夢を製品デザインから試作～量産までサポートしています。加えて自社ブランド製品の企画
から製造・販売までを行っています。

株式会社グレープシステム
病院向けRTLS用アプリケーション「MELOC」は、医療スタッフ、ME機器、患者様の現在位置表示機能と収集した位置データを利用して実際の医療現場に有効な独自のデータ分析／結果印刷機
能を持つWebアプリケーションです。お客様のご要望に広範囲、高品質、短納期でお答えできるようにするためのベースシステムになっておりますので、ご予算に合わせたシステム構築が可能で
す。

株式会社アルファーテック
当社は小径精密部品専門のマイクロサイズのセンタレス加工メーカーです。再生医療で使用される精密テーパーピン（剣山）の展示を致します。
その他にカテーテルガイドワイヤーや精密加工ピンのサンプルを展示致します。実際に製品を見て頂きご意見などお聞かせ頂けたらと考えております。
弊社の技術が医療分野で貢献出来るようチャレンジして参りますので是非、お立ち寄りください。お待ち致しております。

ヤマセ精機株式会社
プロファイル研削、マシニングによる微細加工を始め、型彫り放電、ワイヤー放電、平面研削等、各ワークに施された。精密金型部品メーカーならではの高精度、且つ高品質な製品を是非ご覧下
さい。

株式会社山之内製作所

航空・宇宙部品等の精密高速切削加工を主体としており、チタン・難削材の加工など、難易度の高いものを得意としています。
独自の「航空機用難削材の加工技術」を開発し、医療製品の製作へ応用しています。
再生医療分野や、動物実験分野において、オリジナル機器の設計・製作を手掛けた実績があります。
大ロット製品から、試作・特注などの小ロット製品、設計開発まで幅広く対応可能です。

株式会社オースズ
医療や食品業界で安心して使える、新開発の「抗菌トルクヒンジ」は可動部のクリーン化を追求した、これまでにないトルクヒンジです。
他にも、モニターやタッチパネル、扉や照明など様々な用途に使われるトルクヒンジの新しい可能性を展示します。
トルクヒンジ・丁番・機構部品のオースズは、専用スペックでオーダー製作できる、機構の専門家です。機構のご相談はぜひ当社ブースへ。

株式会社エキシマ
表面評価用計測器「接触角計」、接合接着濡れ性改善エキシマUV表面処理技術、UV空気殺菌技術を出展致します。
紫外光エキシマUV表面改質と表面評価接触角計の製造販売会社　
先進の光化学反応に基づく製品や計測技術を電子部品産業、医療の分野を通じて社会に貢献致します。 

マイクロ・ダイヤモンド株式会社 マイクロ・ダイヤモンドの高品位・超精密工具は、医療機器・検査治具の製造など、メディカル分野の様々なところでお役に立っています。金属や非鉄金属の加工に困ったら、是非ご一報下さい。

株式会社ニットー
ウェアラブルチェア「archelis（アルケリス）」展示
開発、設計から金型、量産加工、組立までを一貫生産

ニイガタ株式会社
可視化器具等の透明な加工品(高透明シリコーン試作、実験用容器等)の展示、樹脂、金属、非鉄金属、ガラス等を組み合わせた実験装置、実験器具/治具のご紹介を致します。カタログに無い
製品等1ヶからご相談下さい。

千葉県
柏市

柏商工会議所 1607

神奈川県
横浜市

横浜市

東京都
大田区

大田区産業振興協会 1300

1305・1307
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自治体 出展団体名 ブースN0. 共同出展社名 見どころ（各出展社による展示アピール/自社アピール等）

株式会社サイレンスネット
IDと画像処理関連：LASで利用が進む検体情報（ID,試験管径,長さ,キャップ形状,キャップ色,キャップリン）等の自動認識を行う世界最小のスマートカメラ、また検体検査装置組み込み用途に新開
発した同じく世界最小でお客様の要求に応じ機能性能を自由に選択し最低コストで機器選択可能なMicro Visionを展示します。　UHF帯RFID:バイアルに取り付けたチップを100本単位で識別する
最新技術

シンクランド株式会社
当社は2014年創業のスタートアップ企業である。当社独自の秀逸した光学設計・実装技術と高速電気信号処理技術を駆使し、計測機器及び医療機器の開発に着手してきた。2016年は当社で特
に医療分野における2つのテーマを計画する。一つは超広帯域光源での高精度OCT装置開発、もう一つは医療・美容用マイクロニードル開発である。結果皮下や角質注入の可視化技術も進み、
本展示会では今後の当社開発計画も紹介する。

アートワーク株式会社
ノイズを出さない、拾わないプリント基板のパターン設計（アートワーク設計）、製造、部品実装、ノイズ解析(EMI、EMC、SI、SP)、ハードウェア開発、FPGA設計、ソフトウェア開発、伝送線路シミュ
レーション、ビルドアップ基板、IVH基板、高周波基板、アルミ基板、フレキシブル基板、リジットフレキ基板。特急対応も得意です。試作1台から製造します。

株式会社ケーヒンバルブ
ケーヒンのバルブは、各種の流体制御を必要とする広範囲の産業界でご使用いただいております。今展示会では、滅菌機の給ガスや給茶機の給水に使用されている電磁弁。オートクレーブの
給蒸や、洗浄装置、人工透析機の給排水に使用されているモーターバルブ。タンクの温度管理や薬液の流量管理に使用されている定流量弁など、独自の機能をもつ製品を出品しております。

株式会社リキッド・デザイン・システ
ムズ

独自のVitalセンサー技術を使えば、屋内における高齢者の安否・安全見守りを睡眠時から日中までプライバシーを損なうことなく行うことができる。
【特長】　就寝中の人やペットの心拍、呼吸、体動を疑似的に取得し、遠隔でモニタリングできるデバイス（基板）
【用途】　遠隔介護モニター、いびき検知まくら、無呼吸検知まくらとセンサーデバイスとして利用可能

株式会社中越工業
◆医療機器部品製造◆横浜の精密板金加工
爪のサイズの部品～1ｍサイズの箱物まで加工致します　　薄板0.5～3.2程度のSPCC,SUS,ｱﾙﾐを主とした精密板金加工
1ヶでも100ヶでも変わらない高品質と中量産物までの生産力があります　　アルミ溶接品と安全に配慮したR取りなどサンプル展示いたします

株式会社オノックスエムティー
ティー

工程改善、ポカミス予防提案、精度の安定化の追求。
・小ロット生産に対応した構造体。
・リリース後の設計変更の負荷低減。
・微細レーザー加工：最少切断スリット0.1㎜でサン幅0.1㎜よりピッチは0.2㎜  機械精度：±0.02㎜
・精密パイプ加工：丸パイプ径：Φ2.5～φ150㎜
・精密板金加工：加工実績板厚：0.03㎜～    開発から製造・表面処理・組立まで一貫生産でお手伝いします。

株式会社親和製作所
金属切削加工・精密板金加工・装置組立・装置設計を自社で行っており、部品のご注文から完成した装置のご注文まで承っております。
医療機器の部品製作及び、介護福祉関連装置の設計、部品製作、装置組立を行っております。
■■医療機器製造業許可を取得済み■■

協同組合 HAMING

医療・介護現場からのニーズにて各種プロジェクト進行中。
＜HAMING協同プロジェクト＞　　　　■　手術用鋼製器具の工業生産化研究（橋本螺子㈱） ■　病理検査用染色ﾊﾞｽｹｯﾄ　（㈲岩倉溶接工業所） ■　介護現場専用歯ブラシたて（㈲岩倉溶接工業
所）
＜HAMING参加企業固有の製品＞ ■　超軽量車椅子（橋本エンジニアリング㈱） ■　アシストスーツ（㈱榛葉鉄工所） ■　ねじブロック（橋本螺子㈱）

ローランド ディー. ジー.株式会社

医療鋼製機材用2Dシンポルマーキング装置[MPX-90MA]/DPM専用2Dバーコードリーダー
医療業界では患者安全の確保を実現する為、手術用鋼製器材のトレーサビリティ管理の運用が世界的に注目を集めています
しかし、鋼製器材の多くはシリアルNbr.などの本体表示率が低くトレーサビリティ管理実現の障害となっています。当社のMPX-90MAを使用すれば医療用鋼製器材への本体直接表示が実現可能
です

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の支援により健康医療産業分野への進出を目指すものづくり企業と共同出展致します。
特に、医工連携等において高度な加工・開発技術力を医療機器開発に活用し、自社アピールする共同ブースとなっており、また、浜松地域における医工連携の取組みや活動内容、これまでの成
果等を紹介致します。

浜松商工会議所・浜松医工連携研
究会

浜松地域は、楽器、オートバイ、自動車、産業機械、エレクトロニクス、光産業等、世界的にも高度な技術・産業が集積しており、様々な技術課題に対して高度な技術対応が行える土壌がありま
す。
浜松医工連携研究会は、119社が加入しており、医療介護分野における開発案件にお応えできる体制構築を目指しています。ご来場の方には、会員企業を収録した冊子「浜松地域新産業創出
会議ガイドブック」を差し上げます

株式会社アメリオ
工業用オリジナル三次元データフレームワークをベースにCT,MRIなどの医療用デジタルデータを使用したアプリケーション作成を行っております。MRIデータからの脳動脈瘤解析ソフトやX線写真
からの疑似3D解析ソフトウェアなどの実績があり貴社で医療用デジタルデータを使用して「新しい製品を作りたい」「データ活用をして既存医療機をアップデートしたい」等のご要望がありましたら
何なりとご用命ください。

株式会社　カタナコーポレーション

CvcApiは、検査装置組込みに最適な高速可逆データ圧縮ライブラリです。本製品は独自の圧縮アルゴリズムにより、ZIPなどに比べ高い圧縮率と著しい高速性を実現。PCからIoT端末など、様々
な環境に実装することが可能。
半導体製造装置・外観検査装置のデータ保存用途、画像データファイリング装置、測定器など、蓄積したデータの再検証を必要とするシステムや可逆データの全数保存を必要としている分野に
最適です。

株式会社ミゾグチ
ISO13485を取得済み。弊社の技術で、表面処理を行うことにより医療機器部品に機能性を付与します。
・セラミックコーティング　・フッ素樹脂コーティング　・ウレタンコーティング
・PEEK処理　・低融点ガラス処理　・各種塗装etc

株式会社システムアプリケーション
／有限会社稲田製作所

コラボによるお客様メリットを紹介！
2社が連携する事で、設計から製造、組立、据付け、メンテナンスまでトータルで対応し、期待を超えるコストパフォーマンスを提供します。
☆開発→設計→制作＝システムアプリケーション http://www.asystem.jp
☆精密切削加工＝稲田製作所 http://www.tec-inada.biz/

株式会社駒ケ根電化

アピールポイント・ＰＲ
　多種のめっきを行うことができる表面処理メーカー。
　バレル処理、ラック処理の工法及び製品形状・サイズに合わせた最適な処理の選択が可能。
　いままで蓄積した経験と知識を加えみなさまのご要望にお応えします。

株式会社日本シールボンド

医療用シリコーンゴム製品の成形・加工を弊社の工場で一貫生産が可能。
国内でも珍しいゴムの材料をクリーンルーム（クラス10000）でゴムの練りからプレス加工・仕上げ検査・出荷までを全てクリーンルーム内で加工出来ます。
また、医療機器製造業許可工場での組み立て・加工等も承っております。また、樹脂の切削・抜き加工等も全て社内で加工出来ます。
医療用ゲルタイプの製品の展示も行っております。

有限会社中澤鋳造所

医療器用砂型アルミ部品の製作
砂型と3Ｄ積層中子の組み合わせによる短納期、試作品の製作
砂型アルミニウム製スピーカー筺体の展示　実演
加工レスを実現する鋳肌重視の製品の展示等

静岡県
浜松市

神奈川県
横浜市

横浜市

はままつ医工連携拠点 1310

1305・1307

長野県 長野県中小企業振興センター 1600・1900



■「MEDTEC Japan 2016」地方自治体からの出展一覧（16団体） 4

自治体 出展団体名 ブースN0. 共同出展社名 見どころ（各出展社による展示アピール/自社アピール等）

クロダ精機株式会社

｢試作専門企業｣｢試作開発のｽﾋﾟｰﾄﾞ化｣
新製品､仕様変更､設計変更と不確実で生まれた図面は､一刻も早い部品の製作問題等をｷｬｯﾁﾎﾞｰﾙさせて頂きます｡
御社の試作ｺﾝﾋﾞﾆ工場としてｽﾋﾟｰﾄﾞ対応致します｡
一日 16時間/年間350日稼働  お約束納期遵守率 99%の実績  微細部品の製作開発短納期対応致します。

山二発條株式会社

・蛇腹スプリング（板材仕様）
蛇腹スプリングは接地面積が大きいため姿勢が安定し、低荷重でも振動に強いという特徴があります。低荷重の圧縮バネに置き換えが可能です。
・長尺密着コイルスプリング
カテーテルや内視鏡のワイヤーガイドに使用する長尺密着コイルを弊社独自開発設備で加工し高精度の製品を提供する事が可能です。

有限会社米山金型製作所 微細・鏡面切削加工技術が欠かせない、マイクロ流路・マイクロニードル等のマスターを展示。鋼材や、切削加工への工法転換を御提案致します。

有限会社山田治工具製作所 MRIファントム・有機系溶媒容器その他、オーダーによる製作。

株式会社サーミックテクノ
『ココミン HEAT＆COOL』は、15℃から41℃までの設定が出来、温度を1度単位で設定できます。患者の体温調整、維持をサポートする商品です。厚さ4ｍｍのシート内を温水冷水が循環し温度
を調整できます。枕やベッドの上にシートを置きスイッチを入れるだけ。水の交換は一切不要でメンテナスもほとんどありません。 氷枕、湯たんぽがこれ1つでＯＫ。常に同じ温度をキープして結露
もほとんどありません。

有限会社シナノ精密
材料調達から加工、処理、彫刻、研磨等部品を完成し、多種小ﾛｯﾄに対応し、試作から提案型の企業として注文書一本で組立までして納入致します。当社の加工分野は、ﾚｰｻﾞｰ関係、各種ﾛﾎﾞｯ
ﾄ、分光分析機器、光学測定器、半導体製造、検査装置、医療分野と多岐に渡り、全てにﾉｳﾊｳが凝縮され人に優しい、又感動してもらえる物作りのﾒｰｶｰです。使う場所、お客様第一と考え、作り
込み品質で安定した品質を提案します。

株式会社セルコ
当社の得意とする高密度コイルを各種展示いたします。（丸線圧縮コイル、平角電線α巻積層コイル、湾曲型コイル）
また、当社の超小径小型空芯コイルを応用した製品として、フジデノロ社のMRI用磁性体検知器MAGGUARDを展示いたします。
コイルの常識を打ち破った特殊コイルをご覧いただき、センサ・モーター・アクチュエータ・アンテナ等の先端医療機器への応用をご検討ください。

株式会社イクシス

・3Dプリンター（大型光造形機・小型高精細造型機）による短納期試作
・3Dスキャナーを用いたリバースエンジニアリングや人体計測サービス
・真空注型法を用いたウレタン樹脂による各種筐体や機能部品の試作品、および金型レスの　小ロット実用部品のご提案
・真空注型ウレタン樹脂のご紹介（高靱性、高透明、光拡散）
・光造形樹脂やウレタン樹脂による外観メッキ部品や抗菌性機能部品のご提案

株式会社エスク
精密金型加工技術をベースに切削部品・金型製作・樹脂成型加工・精密板金加工
ＦＡ機器製造まで、小物精密加工品を試作から小ＬＯＴまで、幅広くお客様の必要な形で納入します。

株式会社東陽
・内視鏡下手術用微細鉗子
・インプラント

株式会社ミスズ

○微細・薄刃パンチ・コーティング刃物・精密カッター刃
○ミガキレスを可能にするプロファイル鏡面研削加工
○超硬合金・セラミックス・特殊鋼・ステンレス・チタン・難削材等の加工
○形状精度±1μの微細加工、精密金型部品の製造、高精度治工具
・仕上がりは全てミクロン精度！  試作開発のための精密部品、装置部品、高精度治工具のご提案。

株式会社ナノ・グレインズ

◎超微細粒ステンレス鋼製部品：《通常の3倍！》の引張強度を持ち、加工性にも優れた超微細粒ステンレス鋼を用いた部品製造受託
◎SESSA中小企業医療機器開発ネットワーク：《日本の中小ものづくり企業の精密加工技術》と《日本発の材料技術》、そして《医療機器エンジニアの経験とスキル》とを活かした《医療機器開発
受託・製造受託》
◎ISO13485認証済

株式会社アヅマ
医療用各種素材でのファントム製作サンプル、ふっ素樹脂加工品及び溶接品を展示致します。
耐薬品性と耐熱を兼ね備えた高機能樹脂を用いた医療機器部品製作、接着加工及び溶接加工品の製作、φ0.05～の微細穴加工等、先進の医療に対応する加工技術でお客様の課題解決のお
手伝いを致します。

株式会社共進
精密金属加工と独自の接合技術をご紹介させていただきます。
医療用鉗子の精密微細加工部品(鉗子部品、操作部と作業部を繋ぐ部品等)と、それらの部品とワイヤーを接合した微細接合部品を展示いたします。
微細加工部品や接合でお困りでしたら、是非弊社ブースへお立ち寄りいただきご相談ください。最適なご提案をさせていただきます。

株式会社小松プレシジョン
・ステンレス材料板厚0.15へ、Φ6.5の範囲にΦ0.2の穴径で517個の穴あけをエッチング加工からプレス加工へ工法変更を実現した。
・穴と穴の肉残りは0.06ｍｍと極小
■コスト　40％低減　　■納期　50％低減　　■品質　50％向上

株式会社阿智精機
・SUS、チタンの加工から組立、完成品納品可能
・SUS316　ステンレス薄肉加工φ90でｔ0.4の円筒形状

大阪府 大阪商工会議所 1012
大阪商工会議所（次世代医療シス
テム産業化フォーラム）

「次世代医療システム産業化フォーラム2016」の参加企業を募集中。参加企業は年間7回の「医工連携マッチング例会」に参加し、医療機器開発につながる「医療現場ニーズ」を把握、発表した医
師、研究者と面談することも可能です。またマッチング後も個別相談や販路開拓等、上市に向けて一貫した支援を受けることができます。すでに医療機器開発に取り組んでいる企業様、新規参入
企業様にご活用いただけるフォーラムです。

株式会社アーク
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？
新製品開発において、企画・デザイン・設計・各種解析・各種プロトタイプ・各種少量生産の設計・製造等をトータルに対応させて頂くことが可能なARRK開発に関する困りごとは是非ともお声をか
けてください。

アトラス株式会社
Ｘ線レントゲン映像や各種内視鏡映像、ＣＴ映像など不鮮明な映像を視認性良く改善する装置や組込み型の専用モジュールなどをご紹介します。
これら製品は、リアルタイム処理が可能となっており、内視鏡映像などへの視認性改善の効果は、ユーザ支援に絶大な特長を持ちます。
また、ご使用パソコンによる映像データからの特徴抽出や視認性改善による目視支援を簡便に鮮明化処理が操作できる鮮明化ソフトもご紹介をします。

株式会社AFIテクノロジー
サンプル中の一般生菌を濃縮、計数する迅速検査装置を出展します。
”エレスタシステム”は独自開発のマイクロ流路と電極スリットを使用した簡便、迅速、高性能な新しい細菌検査装置です。

株式会社Kokorotics
主観的気分測定ツール「KOKOROスケール」とその応用例を紹介します。
「KOKOROスケール」は、理化学研究所が開発した、個人の気分や感覚をPCやスマートフォンなどのタッチパネルで簡単に入力できるシステムです。
さまざまな生活シーンや職場などでの個人や集団の気分・心地の微妙な変化を数値化することができ、高度な解析を通して気分やモチベーションの改善策を講じることが可能になります。

株式会社コベルコ科研
長年蓄積した豊富な技術とノウハウ､最新鋭の設備とソフトを駆使しあらゆる分野でお客様の課題解決をお手伝いします。
医療分野としては、生体用各種素材の試験・解析､不良品・劣化品調査やシミュレーション解析、抗がん剤の暴露調査、医療用金属素材の試作・製造
医療関連機器の評価等、何でもご相談下さい。

兵庫県
神戸市

神戸医療産業都市 2203

長野県 長野県中小企業振興センター 1600・1900
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シーエステック株式会社
当社は、フィルム、テープの精密加工メーカです。プレス加工では困難な微細加工の穴や流路は、特殊なレーザー加工で対応します。
高額な金型の負担が出来ない、小LOTのマイクロ流路で自由な設計によりご評価でき試作段階より、素材や形状の提案を行い特殊レーザ加工によりイニシャルがかからず1チップから短納期で
のお届けが可能です。高機能、高品質、短納期でお答えする技術とスピードをモットーとしています。

一般財団法人日本品質保証機構
日本品質保証機構（JQA）は、ISO認証や国内外の規格に対応した製品試験、計測器の校正などの第三者認証を行う国内最大規模の認証機関となります。
パーソナルケアロボット（生活支援ロボット）等における世界初のISO 13482に基づく認証など、これらの適合性評価サービスによりグローバル化に伴うさまざまな企業ニーズに対応しています。

ミヨシ電子株式会社
予防接種業務で小児科診察室での患者様とワクチン同時接種の組合せの最終チェックをビーコン無線通信を使い見える化することにより、誤接種を防止するアッテルくん。
病院受付の混雑時に患者様が待合室で待機していなくても、受付からワンクリックで患者様の携帯電話にＳＭＳメッセージを送り待ち状況の連絡や呼出を行えるワイヤレスゲートウェイを応用し
たＹＯＢＵＺＯａｃｃｅｓｓを動態展示します。

協和ファインテック株式会社
当社は、ＩＳＯ13485・医療機器製造業許可工場です。主に海外向け人工透析装置及び輸液ポンプの開発生産を手掛けています。医療機器でこれまでに蓄積した技術と長年培ってきたギアポン
プの加工技術を駆使して、新たな医療機器等の受託開発も応じることが可能です。また、2016年度中に医療機器新工場を稼働させ生産能力も向上させ様々な要望に応えることが可能です。

日進ゴム株式会社
日進ゴムは、地下足袋製造にはじまり、各種シューズ製造から鉄道用・自動車用防振ゴム類へとゴム素材の特性を活かしたモノづくりに取り組んで参りましたが、今後、医療・福祉・介護の分野
にも視野を広げ、ゴム素材にこだわらない、新しい素材・モノづくりを行って参ります。 
その中でも弊社の得意分野である「耐滑性をコントロールする」をキーワードに、高耐滑素材「ハイパーVの技術」を応用して、その視野を広げております。

ダイヤ工業株式会社
ダイヤ工業株式会社は、運動器のサポーティングメーカーとして、世界の人々が健康で長生きできることを目指し、独自の製品開発に取り組んでおります。弊社がネットワークしている約3万件も
の接骨・整骨院の先生方の豊富な治療体験、患者様の声をもとに、あらゆる身体ニーズに対応する1000以上のアイテムを提供しています。自らの可能性を拡大すべく、学術界との連携、異業種
とのコラボレーションを積極的に推進しております。

ニッコーテック株式会社
株式会社ニッコーテックは、「お客様の立場に立ち、お客様の満足する製品を提供する！」という思いを込めて、医療機器製品づくりに取り組んでいます。多品種・小ロット・試作等を部品加工から
アッセンブリまで一貫して承っており、全社一丸となり、培ってきた技術を医療現場に提案します。

ハリキ精工株式会社
これまで弱電業界、自動車業界で培った金属加工ノウハウを生かし、医療現場でのニーズをスピーディーに具現化致します。
現場でのヒアリングから設計、加工まで全て自社医療チームが受け持つ事により、ニーズに応じた様々な医療機器を御納得いくまで作り込み、製品化致します。

オオタ株式会社
医療機器の受託生産、手術器械、周辺機器、をいたします。金属加工、プラスチック加工セラミックス加工他。高精度な加工が得意で微細な加工も得意です。(例）φ0．02穴加工。医療機器製造
業、また、医療機器申請も可能で、一式引き受けることも可能です。設計開発も可能です。ご要望をお知らせいただければ、見積いたします。(例）整形外科向け、レトラクター、肢位保持装置、手
術器械、等。

シバセ工業株式会社

あらゆる用途に対応するストローの総合メーカー。
飲料用で2mmの栄養ドリンク用から13mmのタピオカ用まで多様なニーズに対応すべく自社で設備改造し200種以上の規格品を販売。
医療用では、高精度・高機能・高品質のニーズに対応すべく、レーザーセンサーによる自動口径測定システムを自社開発。
ノズル・カバー・キャップ・容器・ガイド等の用途として、ディスポ薄肉パイプを医療機器メーカー様向けに部材供給。

サムテックイノベーションズ株式会
社

LED（RGB）光源を用い、色調を自在に変えることが出来る、医療用無影灯を開発している会社です。
元々は、主に食品検査用の、LEDの光で下から照らすコンベヤを製造してきました。食品検査の現場では、検査物や作業者に合わせて色調を変えることで、目視検査の精度が向上することが分
かっています。医療用無影灯にRGB機能を搭載し、患部に合わせて色調を調節することで、術者に必要適切な効果を生み出すことが出来ます

国立大学法人岡山大学
CTガイド下IVR は、CT画像を見ながら病変に針を刺入して行う検査や治療である。針の刺入のみでがんの治療も可能であるが、術者はCT装置のすぐ近くで手技を行うため被ばくする。そこで、
術者が被ばくしないように、CT装置から離れて遠隔で操作し、針を刺入できるロボット(Zerobot)を開発した。本開発は、日本医療研究開発機構の委託事業として、岡山大学の医工連携、さらに地
元企業との産学連携で行った。

冨士ベークライト株式会社
常に新たな目標にチャレンジし、企業としての強みを築き、競争力優位を確立すべくたゆまざる技術の向上に邁進しております。
金型製作、成形、塗装、印刷、組立て全て社内で対応する一貫生産体制。創業以来培ってきた精密成形技術と独自に開発した高機能材料の融合による半導体業界向けの製品を市場投入し高
い評価を得ています。これらの技術を基に医療機分野でも価値ある製品の創造を目指します。

株式会社イーアールディ

脳からの運動機能信号である【筋電】と、これによる筋肉の収縮運動【筋音】を同時に計測し、センサ内臓のSDメモリ記録すると共に
Bluetooth通信でスマホやタブレット端末、PCへ送信します。
高齢者の運動機能障害の原因切り分けや、片まひ患者の運動機能確認を行い、健康寿命を延ばすお手伝いが出来ればと思っております。
またセンサ部を外せば、【アナログ2Ch超小型データロガーとして使用可能】

株式会社イノテック
工業分野で培ってきた、最先端画像処理技術を応用し、医療向けの画像処理ソフトの開発を行っています。
2015年7月にソフトウェアー単体での医療機器の認証を取得しました。今後一層の、医療分野での大きな飛躍を目指します。

株式会社エムネス
遠隔画像診断・遠隔病理診断を支援する為、専門医自らが企画した医療クラウドサービス「ＬＯＯＫＲＥＣ（ルックレック）」をご案内させて頂きます。
いつでも、どこでも、Ｃｈｒｏｍｅブラウザ一つで、画像参照・レポート作成／参照が出来ます。
今後、各種検査画像、血液検査結果やバイタルデータ等々の機能拡張も検討しており、ご協業可能な企業様のご来場もお待ちしております。

株式会社コーポレーションパールス
ター

リンパ快促＆ムクミ対策くつ下ー足趾伸展機能を有する事で腓腹筋の活動量が高まる結果着圧力が弱くても効果的な浮腫対策ができます
おやゆび想いー腱膜瘤を防護する靴下で外反母趾の方も履き易く歩きやすい機能を有しています

株式会社シギヤ精機製作所
眼科・眼鏡機器を取扱うGS事業部と、円筒研削盤を中心とする工作機械部門があります。
GS事業部では、眼の調節力を測定をするWAM-5500やレンズメーターの販売を行っており、HMDや3Dテレビへの目の疲労度測定にも役立っています。
工作機械部門では、人工関節や注射針を加工する円筒研削盤の製造・販売を行っています。

株式会社システムフレンド
Mobile Motion Visualizer鑑(AKIRA)は非接触センサーで骨格を自動認識し、関節可動域を測定するクラスI医療機器です。
深度センサーで体表面をリアルタイムスキャンしたデータを、3次元表示することにより測定方向以外からも動作・姿勢の確認ができます。
光学マーカーによる任意位置の追跡計測にも対応します。データ分析システムとの連携など、柔軟なカスタマイズが可能です。

トーヨーエイテック株式会社
DLCコーティングとステント製造技術を出展します。DLCは高い生体適合性・耐久性・耐食性等の特長から、手術器具をはじめとした医療機器の性能を飛躍的に向上させます。特に当社DLCは生
物学的安全性試験をクリアし、冠動脈ステントへの応用実績もあるため、リスクなくご使用いただけます。ステント製造においては一貫加工体制（ISO13485取得）を確立しており、高品質・短納期
で対応いたします。

株式会社日本製鋼所

熱式インプリントでも射出成形でもない、当社独自の「溶融微細転写システム」のご紹介
特徴：高アスペクト比(＞10)微細パターンの高精度一括転写、薄肉成形(＞0.1mm)、熱可塑性ペレットで成形が可能
適用製品：(医療・バイオ)細胞培養プレート、マイクロニードル、マイクロ流路など
　　　　　　　(光学)各種レンズ、光学素子など
溶融微細転写システムのパネル展示および成形サンプルを展示

府中プラ株式会社
「既存の金属部品やガラス品を樹脂化する提案を得意とします。」
機械的強度や耐久性が要求される金属部品およびガラス品も多くの場合スーパーエンプラを駆使することで樹脂化することが可能です。
最新の設備と2,800型以上の代替実績のある成形技術を駆使してお客様の開発（樹脂化）案件をサポートします。

兵庫県
神戸市

神戸医療産業都市 2203

岡山県 医療機器開発プロモートおかやま 1605・1905

広島県
ひろしま医療関連 産業研究会
（ひろしま産業振興機構）
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福岡県
飯塚市

飯塚研究開発機構 1312 株式会社ファインテック
低侵襲手術を謳い文句に小切開創の鏡視下手術が開発され世界規模に拡大している。低侵襲に向け数ミリの切開の差異が問題にされる一方、手術創を設定するための切開用メスは多種の切
開創に対して1種類のを使い回し、外科医の感覚に依存しているという矛盾が存在している。1mm違っただけで感覚神経の裁断の本数が著しく違い痛みを伴う。本製品は数ミリの切開創を正確
に、適切な深さで切創する単回使用メスである。

株式会社九研
本製品は医師の管理下医療施設において、内視鏡による手術時の縫合処置に使用する器具です。
小さな開創（ポート径5ｍｍまで対応）でも、器具レバーを引くとアームが飛び出し創部を内側から持ち上げ、臓器を損傷する事なく効率的且つ、安全に縫合をサポートする起子です。

藤井精工株式会社
福岡県の事業として、九州大学先端医療イノベーションセンターと共同で医療機器の開発を行っています。
現在開発中の医療機器は、Surgical technology international.2015にも掲載されました。
簡単な操作で確実かつ安全に、体内から腫瘍などの細胞を搬出し、体外から針などの手術用器具を搬入することができる装置です。

株式会社パラマ・テック

多項目生体信号測定器(HMC-10)　 
測定項目：心電・血圧・SPO2・体脂肪率・体水分率。通信機能：3G・WiFi・Bluetooth。
長時間心電図記録装置(EV-201)
誘導： 胸部2ch。　測定時間：ホルターモード連続1週間。イベントモード連続3週間。 　

株式会社ワークス
単位面積当たりのウェル数を増やすことで、一度に多くのシングルセル解析を可能にしたバイオデバイス、マイクロウェルプレート。
創薬研究や再生医療の分野での研究に最適です。新たなる、微細研究に貢献します。

アルバック機工株式会社
当社では医療機器の構成部品だけにとどまらず、医療機器の製造も可能となり、従前にも増して医療機器メーカーのさまざまなご要望にお応えすることができることとなりました。現在、九州保健
福祉大学と共同で「痰の自動吸引器」を開発し、事業化に向けて進めています。

株式会社サニー・シーリング
シール・ラベルの印刷加工を行う「シール部門」、精密スリット製品を製造する「スリット部門」、液晶関連部材や光学関連パーツの加工を行う「複合加工部門」といった、「抜加工・断裁加工」をコア
技術とする3つのメイン事業を推進しながら、高付加価値の製品づくりにチャレンジしています。

株式会社テクノマート
ジュラルミン系のアルミを使用した小中ロット用金型を製作し、樹脂成形まで一貫生産しております。
中でも医療機器製品の実績は多数あり、医療機器メーカー様との取引があります。

有限会社よしたにクロージング
従来型のリハビリ用歩行器は左右対称で片手での操作が難しく歩行器の脚が患足の振り出しの妨げとなり転倒のリスクもありました。
脳卒中など脳血管障害を起こした方ができるだけ早くリハビリに取り組む為に片手操作のワンハンドウォーカーが役に立ちます。

エス・ピー・ジーテクノ株式会社
SPG膜は、ミクロンオーダーの細孔を有する、宮崎県が開発した“世界オンリーワン”の新素材です。
この素材と技術を用いれば、「2液混合(膜乳化/エマルション)」、「液体カプセル化(W/O/W)」、「固液分散（S/O/W）」、「精密ろ過」を高精度で行うことが可能です。ＳＰＧ膜素材、ＳＰＧ膜乳化用デ
バイス(ディスポーザブルタイプ)等を展示しているので、是非ブースにお越しください。

株式会社昭和
顔の表情（ウインク、口を噛む、開く動作）や視線で様々な機器を制御するシステムの開発に取り組んでおります。本開発商品の具体的な活用方法としては、人の顔の筋肉の動きや目線で発生
する微弱電位を計測することで、手足が不自由な方でも自分で入力したい文字入力ができ、コミュニケーションが容易になることで、重大な病気を抱えている人達が、自分の意思で家族や友人、
介護者とコミュニケーシ

株式会社メディカルシード

【自動痰吸引システム】
痰の吸引が自動で行えるため、看護師さんあるいは介助者の方の痰吸引操作回数を減らすことができます。
【サンプリングポート】
菌による汚染を最小限に抑えたヒット商品です。透析液ラインや逆浸透水の細菌検査、菌体毒素（エンドトキシン）分析には不可欠なポートです。

吉玉精鍍株式会社

◆不織布への各種めっきサンプルなどを展示致します◆ 
当社は、金属・セラミック・繊維など多くの材質に対応し、ミクロン単位までの表面処理に対応可能です。 
また、ＴＰＭ優秀事業場賞第2類を受賞し、めっき技能士多数など自動車部品、電子部品、半導体部品への、長年蓄積された豊富な経験と高水準の生産管理、品質管理、表面処理技術を有して
います。 
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宮崎県 宮崎県北部医療関連産業振興等協議会
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