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見つかる！つながる！医療機器の製造・設計に関する展示会＆セミナー 「Medtec Japan 2018」 

■ Medtecイノベーション大賞、一次審査通過企業製品発表！ 
■ 注目セミナー「医療機器の保険はどこへ向かうのか」！ 

「Medtec Japan 2018 （メドテック ジャパン）」は、UBMジャパン株式会社（本社：東京都千代田区/代表取締役：

クリストファー・イブ）が4月18日（水）～20日（金）の3日間、東京ビッグサイトで開催する医療機器の製造・設計

に関する“アジア最大級”の展示会・セミナーです。医療機器の設計・製造に関わる企業・団体550社以上が出展

予定で、期間中国内外の医療機器メーカーの開発・研究関係者、福祉機器メーカーの関係者約35,000人の参加

が見込まれています。 

今回は「Medtec Japan 2018」会期中に発表される“革新的な国産医療機器”

に送られる「Medtecイノベーション大賞」と、有料セミナーについてご紹介

します。 

★ 報道関係の皆様へ ★ 

ご多忙とは存じますが、「Medtec Japan 2018」へのご取材ご見学をご検討いただけますようお願いいたし

ます。なお、事前登録は不要です。ご来場いただいた際には「プレスルーム」までお越しください。 

■ 革新的な製品を表彰する「Medtecイノベーション大賞」、一次審査通過企業製品とは？ 

Medtecイノベーション大賞は、医療機器の設計・製造において、国内企業による革新的な製品を表彰するもので、

毎年「Medtec Japan」の開催初日の 4 月18日（水）に大賞を選出します。最終審査のスケ

ジュールと一次審査通過企業と製品をお知らせいたします。 

「Medtec イノベーション大賞」は、「日本の技術をいのちのために委員会」の協力を得て

2012年に創設したもので、今回で 7回目となります。毎年、大賞1社と各部門賞（数社）を選

出し、これまでに 41社を表彰しています。受賞製品は世界に誇れる、日本発の革新的な医

療機器や部材・部品、加工技術・製造装置等の製品として、国内外に広く伝えていきます。 

■ 「MEDTECイノベーション大賞」第二次審査（最終審査）のスケジュール 

医療機器の製造・設計において優れた成果を上げた国内企業を表彰する「MEDTECイノベ

ーション大賞」の最終選考スケジュールをお知らせいたします。 

日時： 4月18日（水） 13:00-16:00 

会場： 展示会場内 フォーラム会場1 「Medtec大賞・授賞式会場」 

＜ノミネート企業によるプレゼンテーション（プレゼン 10分、質疑応答5分）＞ 

13:00－13:10  審査開始の挨拶：妙中審査委員長・一般社団法人 日本の技術をいのちのために委員会理事長 

13:10－13:25  プレゼン１．木田バルブ・ボール株式会社 ：人工関節（骨頭、カップ）など 

13:25－13:40  プレゼン２．株式会社ケー･シー･シー商会 ：採血静注練習キット（看護師一人一台、復職練習用） 

13:40－13:55  プレゼン３．大阪大学/株式会社JMC/フヨー株式会社 ： 

心臓カテーテル手技訓練用モデル群（冠動脈、TAVI、アブレージョン、心筋生検、他） 

13:55－14:10  プレゼン４．シバセ工業株式会社 ：医療用ストロー（細管） 

14:10－14:25  プレゼン５．第一医科株式会社 ： 

眼球運動検査装置（めまい診断、眼球運動の水平・垂直、初のリアルタイム回旋測定・評価） 

14:25－14:40  プレゼン６．リード株式会社 ：アラート管理（パニック値を担当医に迅速伝達） 

14:40－15:20  最終審査会 

※ 最終審査会中は、経済産業省 商務情報政策局ヘルスケア産業課 医療・福祉機器産業室長による講演「経済産業省に

おける医療機器産業政策について」を予定しております。 

15:20－16:00  授賞式 

Medtecイノベーション大賞トロフィー 

報道関係各位 
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■ 「MEDTECイノベーション大賞」第一次審査を通過した企業と応募製品およびその主な技術 

第一次審査には下記の 6社（グループ）6製品（群）が選ばれています。 

[表記説明：順番（04/18最終審査会プレゼン順）、社名、出展ﾌﾞー ｽNo.、公募製品、予選評価] 

１． 木田バルブ・ボール株式会社 [No.2605] 

公募製品：人工関節（骨頭、カップ）など 

予選評価：金属加工における競争優位な技術力（真球度、表面平滑度）にこだわり、医療機

器への参入を推進。医療機器メーカーと連携。 

２． 株式会社ケー･シー･シー商会  

公募製品：採血静注練習キット（看護師一人一台、復職練習用） 

予選評価：異分野参入の好例として。看護師のニーズをよく汲み取り、一定の完成度

の器具に仕上げている。 

看護系学部と連携。 

３． 大阪大学 [No.2514]+株式会社JMC [No.1712]+フヨー株式会社 [No.2607] 

公募製品：心臓カテーテル手技訓練用モデル群（冠動脈、TAVI、アブレージョン、

心筋生検、他） 

予選評価：2年前、開発直後に応募されたが、その際は様子見とした。その後、

多様なモデルが開発され、訓練装置としての有用性を高めている。 

大阪大学医学部を含む 3者連携。 

４． シバセ工業株式会社 [No.904&1104] 

公募製品：医療用ストロー（細管） 

予選評価：ストローを、医療分野向け薄肉樹脂パイプとして、旺盛な用途開発努力

を継続している。 

５． 第一医科株式会社 [No.204] 

公募製品：眼球運動検査装置（めまい診断、眼球運動の水平・垂直、初のリ

アルタイム回旋測定・評価） 

予選評価：積極的かつ堅実な産学連携を推進し、次々と有用な医療機器の

開発を進めている。山口大学医学部と連携。 

６． リード株式会社 [No.513] 

公募製品：アラート管理（パニック値を担当医に迅速伝達） 

予選評価：密な産学連携でそれなりの完成度のシステムが開発されて

いる。他の病院への普及を期待。群馬大付属病院と連携。 

■ 「MEDTECイノベーション大賞」審査員紹介 （順不同、敬称略） 

・審査委員長： 

妙中 義之 /一般社団法人 日本の技術をいのちのために委員会理事長、 

北島 政樹 /一般社団法人 日本医工ものづくりコモンズ理事長 

・副審査委員長： 

クリストファー・イブ /UBMジャパン株式会社 代表取締役 

・審査委員： 

色紙 義朗 /一般社団法人 日本医療機器産業連合会 産業戦略委員会 委員長） 

鎮西 清行 /国立研究開発法人 産業技術総合研究所 健康工学研究部門 副研究部門長 セラノスティックデバ

イス研究グループ長 

中野 壮陛 /公益財団法人 医療機器センター 専務理事 

寺島 誠人 /株式会社東鋼 代表取締役社長 ＊前回受賞企業として参加  

 

https://www.heartroid.jp/product/tavi/


■ 注目のセミナー （敬称略） 

「MEDTEC Japan」の特長のひとつは、展示会と同時開催するセミナー（聴講有料：事前登録制）の豊富さです。 

医療機器業界に新規参入を目指す企業が業界のエキスパートに直接質問できるセミナー[ 4/19（木）]や臨床工学士

との交流セミナー[ 4/18（水）]、内外諸国の法規制の最新情報に触れるセミナー[ 4/19（木）]など、目的に合わせたセ

ミナーが各種組まれています。 

これらセミナーの中から、「医療機器の保険改定」に関する講演について、ご紹介します。 

テーマ： 「保険改定：平成30年度の保険改定 医療機器の保険はどこへ向うのか」 

日 時： 4月20日（金）09:30～16:05 

演者、講演名 

09:30- 座 長： 昌子 久仁子 [テルモ株式会社 顧問]  

09:35- 金光 一瑛 [厚生労働省 医政局経済課医療機器政策室 室長補佐] 

『平成30年度診療報酬改定における保険医療材料制度改革について』 

10:40- 日色 保 [ジョンソン･エンド･ジョンソン（株） 代表取締役社長兼メディカルカンパニー代表取締役ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ] 

『平成30年度保険医療材料診療報酬改定を業界としてどうとらえるか』 

12:45- 五嶋 規夫 [(一社)日本医療機器販売業協会 医療機器流通研究委員会 委員、（株）やよい 専務取締役] 

 『「医療機器流通の実態」と「保険改定までの道のり」（流通の観点から）』 

13:50- 冨森 浩二 [帝人ファーマ（株） 在宅医療事業本部 在宅医療新規事業企画部門 特命ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ担当部長] 

 『保険改定までの道のり（在宅医療機器の観点から）』 

14:55- 五十嵐 中 [東京大学大学院 薬学系研究科 医薬政策学 特任准教授] 

 『医療機器のHTAとは？』 

※ 同セミナーはメディアの方々も有料とさせていただいております（\25,000）。 

また、写真撮影も原則不可となっておりますので、予めご了承ください。 

この他、期間中、無料セミナー（事前登録なし）も多数開催しています。 

 

■ 「Medtec Japan 2018」開催概要 

・展示会名： Medtec Japan 2018 

・同時開催： 医療用エレクトロニクス展、介護・福祉 ロボット＆機器 開発展、医療・ICT・在宅医療展、 

   検査キット 完成品・開発展 

・会 期： 2018年 4 月18日（水）～20 日（金） 10:00-17:00 （セミナー受付は午前 9時より） 

・会 場： 東京ビッグサイト 東4・5・6ホール （東京都江東区有明３丁目１１−１） 

・主 催： UBMジャパン株式会社 

・後 援： 公益財団法人 医療機器センター、一般社団法人 日本医療機器産業連合会、 

          一般社団法人 日本の技術をいのちのために委員会、タイ王国大使館 

・協 賛： 公益社団法人 日本臨床工学士会、一般社団法人 日本医工ものづくりコモンズ 

・公式ＨＰ： http://www.medtecjapan.com/  

 

★ メディアの皆様のご取材ご見学を心よりお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

☞ 「Medtec Japan 2018」に関するお問合せは下記までお願いします。 

 報道関係の方々の問合せ先 

広報窓口：株式会社アネティ  担当：こだま/真壁  Tel：03-6421-7397 Fax：03-6421-7398  E-mail：kodama@anety.biz 

 リリース発信元 

UBMジャパン株式会社  担当：滝川  Tel：03-5296-1034  Fax：03-5296-1018  E-mail：aiko.takigawa@ubm.com 

Medtec Japan 2017 セミナー

風景 
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