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■医工連携企画について 

・日本内視鏡外科学会 医工学連携委員会について 

  医工学連携委員会は、「日本内視鏡外科学会会員の知財を守り育てること」を重要

なミッションのひとつと位置づけて活動しております。会員のアイディアを、企業

との協力により役に立つ医療機器に変える事がゴールです。 

その活動に欠かせないのは、行政機関、外部団体、そして様々なものづくり技術を

有する内外の企業の皆様のご理解とご協力です。 

 

・『第 3回医工連携企画』について 

   毎年 12月に開催される日本内視鏡外科学会総会では、全国から学会会員が多数参 

加し、熱心な討論が行われます。医工学連携委員会の活動の一環として、総会にお 

いて「医工連携企画」を開催しています。 

第 28回総会から始まり、今年第 30回日本内視鏡外科学会総会では『第 3 回医工連 

携企画』が開催されます。 

「医工連携企画」は総会の中で、総会プログラムとは独立し、高度なものづくり技 

術を有する地域中小企業若しくは、それら中小企業を取りまとめる地域産業支援機 

関の皆さまに技術展示をお願いする“参加型”のプログラムです。 

会場では、ものづくり中小企業等の有する様々な技術と、医師を中心とした医療者 

のニーズをマッチングさせ、新たな医療機器の創出を目指します。また、医療機器 

開発活動に必要となる情報をわかりやすく提示し、行政サポート情報など開発時に 

知っておくと役立つ情報も提供していく予定です。初回から実施し、たいへん好評 

の「知財相談会」も引き続き実施する予定となっております。皆様のご参加をお 

待ちしています。 

 

・JMIについて 

  医工連携の活動は、近年では海外の学会でも推進されており、今後当「医工連携企 

画」としましても海外とも提携を進め、より広く世界に向けて発信していくことを 

目指しています。 

そこで今年度より「医工連携企画」を「日本内視鏡外科学会 医工連携企画」、 

JMI -JSES MedTech Initiatives-（ジェイミー）と改め、活動を強化することと 

いたしました。これからの JMIの活動にご期待ください。 

  



                     

1．催事名 

 第 3回医工連携企画（第 30回日本内視鏡外科学会総会内） 

2．開催会期 

   2017年 12月 7日（木）～12月 9日（土） 

3．開催場所 

   国立京都国際会館 

   〒606-0001京都府京都市左京区岩倉大鷺町 422番地 

TEL：075-705-1229（代表）URL: www.icckyoto.or.jp/ 

4．参加予定人数 

   約 5,000名 

   *本学会の来場者の大半は医療現場に従事する日本内視鏡外科学会員です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催概要 



                     

5．医工連携企画の概要（予定） ※内容は変更となる可能性がございます。 

  

 1）医工連携展示＆ブースツアー 

    1-A：医工連携技術展示 

         本展示は一般商業展示とは異なり、要素技術と医師 

         ニーズのマッチングを目的としております。 

           そのため、各企業の有する新しいユニークで優れた技術の 

         紹介が展示の主旨となります。                          

  

 

 

 

 

昨年度出展者様の声 

 

 

1-B：ブ-スツアー （第 29回実績 3日間で 8ツアー開催） 

         医療機器開発に実績のある医師が「ツアコン」となり、 

          自分のアイディアを実現してくれそうな企業を探している医師や、 

          面白い新技術を持った企業を探している医師を複数連れて、 

          展示ブースをラウンドする企画です。 

          自社が持つ要素技術を、高い関心を持つ医療者へ向けてプレゼンする 

          絶好の機会となります。ツアー終了後に意見交換の場を設けます。 

     

                                                                    

                                                                  

          

                       昨年ツアーに参加したドクターの声 

2）出会いの広場プログラム                

 昨年同様、知的財産や特許、医療機器研究開発に関わる事例発表・申請に関わ 

る様々な情報のプログラムを企画しています。 

 

先生方へ直接プレゼンが出来てとても

良かった。また、出展している医療メ

ーカー様ともコンタクトができて、販

路拡大のチャンスとなったと思う。加

工メーカー様との情報交換ができた。        

いろいろな優れた技術があることが分

かりました。その使い道がとても大事

だと感じました。 日常の治療でもアイ

ディアを持つ意識がでました。次回も

ぜひ参加したいと思います！       
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(参考)第 29回総会 医工連携企画情報  

出展企業アンケート：63団体 

総合的な評価 次回以降も参加したい 
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■出展要項 

1． 出展対象 

高度なものづくり技術を有する中堅・中小企業・団体、または地域産業支援機関 

 

2．出展料金 ※1企業 1小間 

種類 小間サイズ 出展料金* 

基礎小間 

（共通） 
(W900×D900×H2100) \108,000 

【オプション】 

ブースツアー発表** 
－ \21,600 

*上記料金には消費税 8％が含まれております。 

消費税率改訂の際には、改めてご連絡させていただきます。 

**ブースツアーについては、申し込みされた企業様には別途詳細をお知らせいたします。 

 

3．展示小間割りの決定 

出展規模、出展内容、申し込み順等を考慮し、JMI医工連携企画にて決定いたします。

この割り当ては変更できませんのでご了承下さい。出展者が主催者の承諾なく、小間

の全部または一部の譲渡・交換を行うことはご遠慮下さい。 

 

4．出展者へのご案内 

  展示出展を希望される企業様には、ガイダンスを予定しております。 

開催の 1か月前までに、小間割・搬入・装飾・管理などについて詳細をご連絡いたします。 

什器・照明器具などのリースもこの時にご案内します。詳細につきましては別途ご連絡 

いたします。 

  

5．展示物について 

本展示は一般商業展示ではなく、要素技術と医師ニーズのマッチングを目的として

おります。そのため、各企業の有する技術の紹介が展示の主旨となります。 

完成品の販売促進が目的となる場合は、一般商業展示の方へお申し込み下さい。 

※展示物等が本企画展示の主旨にそぐわない場合、出展をお断りすることもございます。 

 

6．会場・会期・開場時間の変更 

やむを得ない事情により会場、会期及び開場時間を変更する場合があります。 

この変更を理由として出展申込を取り消すことは出来ません。 

またこれによって生じた変更に関する補償はしません。 

 

JMI 医工連携企画出展要項・お申込み方法 



                     

7．注意事項 

  ①外国出展物 

 展示場は、保税展示場にはいたしません。海外からの出展物は、国内貨物として出 

展するか、または ATAカルネの制度をご利用下さい。詳細は総会事務局・展示会担 

当にお問い合わせ下さい。 

 

②出展物の販売禁止 

  会期中、現金と引き換えに出展物を引き渡すことは禁止します。 

   但し、当方の認めたものは、限定的に許可する場合があります。 

 

③会場の管理 

  会場及び出展物の保全については、最善の保護と管理にあたりますが、 天災、その他 

の不可抗力による事故、盗難、紛失、及び小間内における人的災害の発生については、 

医工連携企画は補償を含めた一切の責任を負いかねますので、予めご了承下さい。 

 

※展示物等が本企画展示の主旨にそぐわない場合、出展をお断りすることもございます。 

 

■お申し込み方法 

1． お申し込方法について 

申込書につきましては、添付の申込書または、第 30回日本内視鏡外科学会 HP 

（URL：http://www.c-linkage.co.jp/jses30/mec.html）よりダウンロードいただき、 

JMI 日本内視鏡外科学会 第 3回医工連携企画  事務局 担当：石橋 

（E-mail:ishibashi@jsesmti.org または  FAX：03-6280-5919）までお申し込みい

ただきますようお願い申し上あげます。 

 

2． 申込締切日 

2017年 10月 20日（金）  

但し募集小間数に達した時点で、お申し込みを締め切らせていただくことがあります。 

 

3． お支払い方法 

JMI 日本内視鏡外科学会 第 3回医工連携企画  事務局より請求書を送付致します

ので、2017年月 11 月末日までに指定口座にお振込みをお願い致します。  

 

4． 出展の取り消し    

2017年 11月１日以降のお取り消しは、一切お受けできかねますので 予めご了承下さい。 



                     

1． 日程（予定） 

搬入・設置 12月 6日（水） 午後予定 

展示会（1日目） 12月 7日（木） 会期時間 

展示会（2日目） 12月 8日（金） 会期時間 

展示会（3日目） 12月 9日（土） 会期時間 

搬出・撤去 12月 9日（土） プログラム終了後 

※出展者には詳細なスケジュールを別途ご連絡いたします。 

 

2． 小間規格 

 基礎小間パッケージブース  

  1小間＝間口 900 ㎜×奥行 600mm×高さ 2100mm 

  ※展示場所によっては基礎小間の仕様を変更する可能性があります。ご了承下さい。 

  

 ・バックパネル（ポスターパネル・グレー）（サイズ W900 H2100） 

 ・展示台（白布巻き）（サイズ W900 D600 H700） 

  ※商品にかけるクロスはご持参ください。 

 ・社名版（サイズ W900 H200） 

 ・椅子 1脚 

   以上のものは当方で設置します。上記以外の小間内装飾は、出展者が行って下さい。 

 

 基礎小間姿図（※イメージ）                    3．禁止事項 

                         ・床面への直接工作（ガムテープ・ 

アンカー等）は原則的には禁止 

いたします。 

                                                 ・水、プロパンガス、圧縮空気の使用

は、原則的には禁止します。その

他、後日配布する出展者マニュアル 

に記載された事項を遵守して下さい。 

                       

                                                4．電気 

                          出展者の希望により有償で、電気(交流 

単相二線式 100V50ヘルツ)を小間まで 

供給します。(それ以外の特殊電源に関 

しては別途ご相談下さい。） また、 

コンセント等、電気 2次幹線工事につ 

いては後日ご案内をお送りします。 

展示小間設置概要 



                     

 

■第 30回日本内視鏡外科学会総会 第 3回医工連携企画 実行委員 

 

実行委員長     中島 清一   大阪大学 次世代内視鏡治療学 

実行副委員長    高木 剛    西陣病院 外科 

医工学連携委員長  森川 利昭   東京慈恵会医科大学 外科学講座 呼吸器/乳腺・内分泌分野 

医工学連携副委員長 鈴木 裕    国際医療福祉大学病院 外科 

実行委員      牛久 健司   東京ＵＩＴ国際特許業務法人 

実行委員      谷下 一夫   早稲田大学 ナノ・ライフ創新研究機構 

 

 

■日本内視鏡外科学会 医工学連携委員会  

 

委員長    森川 利昭  東京慈恵会医科大学 外科学講座 呼吸器/乳腺・内分泌分野 

副委員長   鈴木 裕  国際医療福祉大学病院 外科 

委員      伊藤 雅昭  国立がん研究センター東病院 外科 

委員      稲木 紀幸  石川県立中央病院 消化器外科 

委員      神崎 正人  東京女子医科大学 外科 

委員     七戸 俊明  北海道大学病院消化器外科 II 

委員     高木 剛  西陣病院 外科  

委員     武中 篤  鳥取大学医学部 腎泌尿器学分野  

委員        出浦 伊万里  聖マリアンア医科大学 産婦人科学 

委員     中島 清一  大阪大学 次世代内視鏡治療学  

委員     花井 恒一  藤田保健衛生大学 外科 

委員     和田 則仁  慶應義塾大学 医学部 一般・消化器外科 

アドバイザー   北島 政樹  国際医療福祉大学 

アドバイザー   松本 純夫  独立行政法人国立病院機構 東京医療センター 

 

 

【発行元・お問い合わせ先】 

JMI 日本内視鏡外科学会 第 3回医工連携企画 事務局 

TEL:03-6280-5787 E-mail：jmi@jsesmti.org 

 

医工学連携 委員一覧 

tel:03-6280-5787

