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Medtec Japan 2020は予定通り開催されます。 
新型コロナウイルスへの対策について 

 
2019年 12月に中国・武漢にて発生しその感染の広がりが報告されている新型コロナウイルスに関
し、主催者である UBMジャパン株式会社では、その感染状況を慎重に観察しながら Medtec Japan 
2020 の開催に向けその準備を進めております。日本の厚生当局ならびに世界保健機関（WHO）が推
奨するさまざまな予防措置と安全対策を講じるとともに、展示会場となる東京ビッグサイトとも連携
し可能な限りの安全対策を施す中、本展示会は、2020年 3月 16 日（月）から 18日（水）の日程に
て予定通り開催されます。 
 
<決定している安全対策> 
・手洗消毒液の設置 
・注意喚起サインの設置 
・展示会全参加者へのマスク着用および手洗いの奨励 
・救護室の設置：看護師の常駐 
 
尚、日本政府の決定により現在日本への入国が叶わない湖北省および浙江省からの中国企業の出展に
関しては、現時点では本年度の出展を見合わせていただくことになっています。 
厚生労働省の報道発表資料では、「多くの方が集まるイベントや行事等に参加される場合も、お一人
お一人が咳エチケットや頻繁な手洗いなどの実施を心がけていただくとともに、イベントや行事等を
主催する側においても、会場の入り口にアルコール消毒液を設置するなど、可能な範囲での対応を検
討いただけますようお願いいたします。（2020年 2 月 18日現在：一部抜粋）」とのメッセージが
出されております。 
 
出展社、来場者の皆様におかれましても、本イベントへの参加にあたりマスクの着用や手洗いを心が
けてください。 
また、37.5 度以上の発熱や咳などの諸症状のある方、および 2週間以内に中国への渡航歴のある方
は、まずは各医療機関に事前にご相談いただくとともに、ご参加をお控えいただけますようお願いし
ます。 
 
<関連情報> 
・内閣官房 新型コロナウイルス感染症の対応について 

http://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html 
・厚生労働省 報道発表資料 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/index.html 
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Medtec Japan 2020 to be Held as Scheduled  
Information about new coronavirus 

  
UBM Japan Co., Ltd., has been carefully following developments related to the outbreak of 
the coronavirus infection in Wuhan, China, in December 2019. In preparing for the Medtec 
Japan 2020 exhibition we will take all precautionary measures and safeguards 
recommended by the Japanese Ministry of Health, Labour and Welfare and the World 
Health Organization (WHO), and we are working in full cooperation with the management 
of Tokyo Big Sight Exhibition Center. On this basis, Medtec Japan will take place as 
scheduled on 16-18 March 2020. 
 
Precautionary Measures to be Implemented at the venue: 
・ Installation of hand disinfectant dispensers  

・ Installation of precautionary signage and instructions  

・ Participants to be encouraged to wear masks and to wash hands 

・ Installation of first aid room with a nurse in attendance 
 
Note: Chinese companies and personnel from Hubei and Zhejiang provinces, which are 
currently barred from entry into Japan by the Japanese Government, will not be able to 
participate in the exhibition. 
 
According to the latest statement issued by the Japanese Ministry of Health, Labour and 
Welfare, the new coronavirus infectious disease is not recognized as an epidemic in Japan. 
The Ministry emphasizes the importance of hand washing, observing proper cough 
etiquette and taking measures to prevent infectious diseases.  
 
Exhibitors and visitors are encouraged to wear masks and wash their hands when 
participating in this event. 
 
In addition, if you have symptoms such as fever of 37.5 degrees or more, a cough or have 
traveled to China within two weeks, please consult with a medical institution in advance and 
refrain from participating. Thank you very much in advance for your understanding and 
cooperation. 
 
Link for information in English issued by Ministry of Health, Labour and Welfare: 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html  
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