
 

 
    

UBMジャパン株式会社 

2019年 3月12日 

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「Medtec Japan 2019」 

Medtec大賞第一次審査発表、MedTech City、注目展示紹介！ 

いよいよ来週、3月18日（月）～20日（水） 東京ビッグサイトにて開催！ 

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「Medtec Japan 2019（メドテック ジャパン）」は、 

3月18日（月）～20日（水）の 3日間、東京ビッグサイトで開催します（主催：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）。医療機器の設計・製造に関わる企業・団体 521社が出展予定で、 

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。 

本リリースでは、「Medtec Japan 2019」初日に発表される“革新的なヘルスケア製品”に贈られる「Medtecイノベー

ション大賞」、新たに開催する「Medtech Ciｔｙ」、注目の出展企業･団体についてご報告します。ご期待ください。 

★ 報道関係の皆様へ ★ 

ご多忙とは存じますが、「Medtec Japan 2019」へのご取材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。 

※ 今年は例年より一ヵ月前、週の前半（月火水）の 3月18日（月）～20日（水）開催となります。お間違えのないようご来場ください。 

■ 「Medtecイノベーション大賞」第一次審査通過企業決定！ 

Medtecイノベーション大賞は、日本発の革新的な医療機器や部材・部品、加

工技術・製造装置等の製品を表彰するもので、この度、第一次審査を通った 

5社（団体）を発表しました（次項、青字参照）。この中から開催初日の18日（月）

に大賞を選出します。 

同賞は、「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 8回目となります。毎年、大賞 1社と各部門賞（数社）を

選出します。 

■ 「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・企業・製品発表！ 

「MEDTECイノベーション大賞」の最終選考スケジュールと第二次審査に残った企業・製品をお知らせいたします。 

日時： 3月18日（月） 13:00-15:20 

会場： 展示会場内 フォーラム会場3 「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 

13:10－13:25 プレゼン１．シンクアドクライシス株式会社 ： 

 既存の車椅子に取り付けできる座面角度可変ユニット 食事、机上作業の最適姿勢がとれる 

13:25－13:40 プレゼン 2．内山工業株式会社 ：骨髄穿刺・生検の手技を事前に練習するシミュレーター 

13:40－13:55 プレゼン３．株式会社木幡計器製作所 ： 

 呼吸筋力測定器：小型軽量な呼吸筋力測定の単機能専用機としては国内初の製品 

13:55－14:10 プレゼン４．株式会社C&Vテクニクス ： 

 イオン付着質量分析法 (Ion Attachment Mass Spectrometry)によるポータブルガス分析装置を呼気

分析用に医療現場での用途拡大を目指す 

14:10－14:25 プレゼン５．一般社団法人 ハビリスジャパン ： 

 小児の運動用手先具の国産品開発と供給のための仕組みづくり 

14:40－15:00 最終審査会 

15:00－15:20 授賞式  

報道関係各位 

2018年Medtecイノベーション大賞 授賞式 

http://www.medtecjapan.com/abstr_kaigorobo1406
http://www.medtecjapan.com/abstr_kaigorobo1406


■ 「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 

中野 壮陛 /公益財団法人 医療機器センター 専務理事 

林 正晃   /第一医科株式会社代表取締役社長 ＊前回受賞企業として参加  （順不同、敬称略） 

■ 今年から新たに加わった「Medtech Ciｔｙ」を紹介！ 

Medtech Ciｔｙは、「メディカルシティ・防災医療創造技術開発展」と銘打って、

メドテックジャパンが培ってきたノウハウを生かし、医療機器の設計・製造から

視野を広げ、特に地域医療・防災医療・災害医療の創造技術開発へ、MedTech

市場拡大を牽引する展示会となります。 

会場内には、災害時に活用するドローンの各種展示と、特設会場を設けデモンストレーション飛行も実施する予定で

す。ご注目ください。 

☞ 出展対象 

コネクティック技術、WiFiサービス、通信キャリアサービス、signal信号、省電力無線、センサ、IPカメラによる監視・

防犯技術·サービス、位置情報に基づく技術・サービス、クラウドソリューション、Smart Hospital、超高齢化に対する

サービス・技術、住宅、介護施設、介護施設管理システム、地方自治体、ビッグデータ Al・人工知能技術・システム、

人材派遣・人材育成会社、救急医療、災害対策、医療器材搬送ドローン・救急医療連携システム 

☞来場対象 

地方自治体、医療機器・介護福祉機器メーカー、通信関連企業、インフラ関連企業、投資・ディベロッパー、不動産

関連企業、住宅販売・住宅設備販売企業、保守・メンテナンス企業、介護施設・介護施設運営・サービス関連企業、

病院・病院運営・サービス関連企業 

■「Medtec Japan 2019」 注目の出展社・製品紹介！（一部抜粋・順不同） 

「Medtec Japan 2019」に出展予定の企業・団体の中から、注目の出展社・製品をご紹介します。 

セイコーインスツル 株式会社 

腕時計の設計・製造によって創業以来培ってきた「匠・小・省」技術を進化させ、

医療機器分野への応用を提案します。同社の強みである、小型・高精度技術

を応用した部品やモジュールとして、微量送液モジュール、エア流量制御シス

テム、小型精密減速機、小型ギアードモータ、医療機器向け光学ガラス・石英

ガラス・全固体電池（株・オハラ）、などを参考展示します。 

 

バーズ・ビュー 株式会社 

医師が設立したデジタルヘルスコンサルティング企業。救急・災害医

療をメインフィールドとし、ヘルスケア全般にわたるデジタルソリュー

ションを提供しています。 

展示ブースでは、救急医療管制支援システムを始め、高齢者見守り

システム・災害向けドローンソリューション・PCやスマホに繋がる超

音波エコーや携帯型心電計などの IoT医療機器・日本初公開のイス

ラエルデジタルヘルススタートアップを紹介します。 

  



在日スイス大使館 

スイス大使館科学技術部はスイスと日本の大学や研究機関、ベンチャー企業やハイテク企業の交流・連携を促進、支

援しています。 

株式会社 ジョリーグッド 

医療従事者向け研修VRの実績として、不整脈手術の名医による手技

のVRを体験できます。また、複数の視点で手術を体験できる、多視点

VR同時配信システム「GuruVR Multi-View」も同時展示。技術革新によ

り可能になった“遠隔地にいてもVRゴーグルで高度な技術を学べる近

未来の医療研修”を実現しました。3/19(火)・20(水)のSPセッションステ

ージでは発達障害者向け新サービスを発表予定です。 

一般社団法人 救急医療・災害対応無人機等自動支援システム活用推進協議会（通称：EDAC） 

Hec-Eye（ヘックアイ）は、多様な情報を地図画面で管理します。複数のドローンやスマートフォン等の IoT機器と連携し、

撮影映像や位置情報等の各種データをリアル

タイムに地図上に共有したり、各種データを統

合・管理できるGISプラットフォームシステムで

す。広範囲の状況把握を可能とし、リアルタイ

ムでの遠隔確認が行えるため、本部と現場の

業務コミュニケーションを効率化できます。 

■ Medtec Japan 2019の開催概要 

・展示会名： Medtec Japan 2019 (呼称：メドテックジャパン) 

・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、メディカルシティ・災害医療・創造技術開発展 

・会 期： 2019年 3月18日（月）～20日（水） 10:00-17:00 （セミナー受付は 09:00より） 

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

・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 

・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/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☞ 「Medtec Japan 2019」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 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 

 

■ 『Japan Life Science Week / ジャパンライフサイエンスウィーク 』 のご案内 

「Medtec Japan 2019」と同じ日程で、「製薬」分野の「CPhI Japan 2019」が開催されます。そして、こ

の 2つの展示会を合わせ「Japan Life Science Week 2019』と称しています。 

ライフサイエンス分野における２つの展示会を同時開催することで、製薬と医療機器開発という分

野を超えた新たなビジネスチャンスの創造を図ります。 

また、日本を代表するライフサイエンス業界の一大イベントとして、医薬品・医療産業における日本

の最新製品や技術力を世界の業界関係者にむけて広くアピールしていきます。 

※「製薬」分野が対象の『CPhI Japan 2019』は東京ビッグサイト・東1・2・3ホールにて開催されます。 

『CPhI Japan 2019』の詳細は、同展示会の主催者にお問い合わせください。 

※『Medtec Japan 2019』と『CPhI Japan 2019』は相互入場可能です。 
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