整形外科医のニーズをカタチに

第44回日本骨折治療学会

医工連携 出会いの広場
ワンルック出展企業リスト

平成30年7月6日～7日
岡山コンベンションセンター ママカリフォーラム
2階 201会議室
主 催： 一般社団法人日本医工ものづくりコモンズ
日本骨折治療学会
経済産業省中国経済産業局
協 力： 各地方経済産業局

先生のアイディアに基づく共同研究開発を進めるために、企業との出会いの場としてご活用ください
ポイント
１ 特許庁 医療機器（審査室）

医療機器の特許を出願して権利化したいので手続を教えてほしい、などのご相談に特許庁審査官が応じます

（東京都千代田区）

・特許をとるには？
費用は？
・どこに相談すれば？
使える制度は？

権利取得をINPITが支援します

２

経済産業省

中国経済産業局
（広島県広島市）

経験豊富な企業ＯＢ等の担当者が
アドバイスします

中国５県と連携しネットワーク形成
事業例①：
マッチング支援、個別相談等の
大手医療機器メーカーの開発ニーズと
各種支援事業を実施
企業・大学の技術シーズのマッチングを推進
事業例②：
地域の基幹病院と連携し、臨床ニーズの
発掘から機器開発までを総合的にサポート
事業例③：
大手医療機器ディーラーへの製品ＰＲ、
提携検討、 販売助言の機会を提供

・中国地域で医療関連分野への
参入・事業展開を支援する
「医の芽ネット」事業
（事務局：(公財)中国地域創造
研究センター）を実施しています

３

相談無料、秘密厳守

株式会社

カワニシホールディングス
（岡山県岡山市）

・医療機器販売商社として
きめ細かなフォローが可能です
・代表取締役社長前島洋平は
現役の医師でもあります
カッツェ® ・サポート
医師の手に代わって手術中に器具を保持します

４

書籍：Medical Globeの発行
最新の海外医療機器情報を毎月お届けします

株式会社システムフレンド

（広島県広島市）
・システム開発の技術を
MMV鑑（AKIRA）を始めとした
医療・福祉の分野で展開

５

オオタ株式会社
（岡山県岡山市）

・まんが から、製品化します。
・こんなものが、あればいいのに
⇒教えて下さい。

非接触センサーが自動認識する
３次元データを用いて関節可動域を
測定する医療機器です
事例１）フレキシブル
位置決めアーム

こんなところを改善してほしい。デザイン力。機能、効果、はたらきの現実化。
経費節減効果のある製品化を目指しています。
事例３）関節内器具挿入 事例４）イメージ透過
事例２）関節内、
手台
ガイドのヘラ
糸リレー器械

支援機関

製販企業

ものづくり企業

「整形外科医のニーズをカタチに」

ポイント

第10回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会
スキルインフォメーションズ 膝の靭帯損傷が疑われる際に
６

『非侵襲』かつ『簡便』

PivotShift test の要領で計測を実施

株式会社

（大阪府大阪市）
・医療安全、看護領域等の
ソフ トウェア開発販売の実績
・第二種医療機器製販取得済
・センサーを用いた計測技術で
医療機器を販売中

７ 木田バルブ・ボール
株式会社

（大阪府東大阪市）
・人工股関節の骨頭・カップを
OEM生産・販売
・骨頭の真球加工技術が強み
・真球度・表面粗さはメーカー
基準値を大きく上回る

８ 一般社団法人
医療イノベーション
神戸連携システム
（兵庫県神戸市）
・「産学官金連携による、地域
発のイノベーション創出による
地域活性化」を図るための
団体です。

小型無線センサを脛骨部と
大腿骨部にベルト留め

センサにより膝関節の
動的不安定量を評価

真球度と表面滑らかさの両立で
摺動面の摩耗を改善

コバルトクロム

・HUB機構と東京都中小企業振興公社及び
東京都立産業技術研究センターが連携
・ニーズ/シーズデータベースの公開
https://ikou-hub.tokyo/
・クラスター研究会の開催

・医療関係者と企業の交流機会を
提供し、臨床ニーズを踏まえた
製販企業、ものづくり企業等の連携
による医療機器開発を支援
・平成27年度事業開始以降、医療
関係者セミナー、人材育成講座多数
開催、開発資金への助成制度あり

（東京都文京区）

創業より81年、工業用、医療用
共に更にクオリティ高い製品、
使い勝手の良いものづくりに
邁進致します
http://www.toko-tool.co.jp

11

PEEK樹脂

出口を見据えての医療機器や周辺機器の
開発を行い、地域貢献を目指しています。
また、医療機器開発相談や人材教育にも
力を入れています。

（東京都中央区）

株式会社東鋼

解析用PCの画面に計測結果
を数値化＆グラフ表示。
患者管理、履歴管理により
統計分析も可能。

本業のバルブボール製造で半世紀以上培った真球加工ノウハウを医療分野に応用。高精度人工股
関節部品を製造している。材質はコバルトクロムが主でPEEK樹脂等の新素材でも実績あり。

９ 東京都医工連携ＨＵＢ機構

10

膝関節の
動的不安定量
を定量化

骨の上をすべらないドリル
＜オメガドリル＞

・低い角度の手技でも
骨表面をしっかり捉える

・曲面の骨表面でも
正確で安定した切削が可能
・切削後の骨くずに
よる目詰まりを軽減
・組織壊死を防ぐため
切削時の発熱を抑制

推奨使用部位および症例
・大きな斜面、曲面を持つ骨部位
・若年患者の皮質骨・手足の末梢骨
・骨孔の角度や直径に高い精度が要求される
症例・髄内釘遠位横止め

株式会社ウェルハブ

（北海道札幌市）
・ITソフトウェア及びハードウェア
の開発を得意とする。
医療機器の各種見守りセンサー
を得意としています。

アイモセンス
センサユニットを付け
替えるだけで、あらゆる
ものの状況をスマホで
確認できます。
人感・照度・温度・湿度
などを基本にカスタマ
イズ対応可能。

アイモマテル
順番待ち予約システムで待ち時間のストレスを解消
携帯端末からでも予約が出来メールで呼出しが可能。
混雑の解消や経費の削減が出来ます。

支援機関

製販企業

ものづくり企業

「整形外科医のニーズをカタチに」

ポイント

第10回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会
自社認証取得・販売製品（代表製品例）
東海部品工業株式会社
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（静岡県沼津市）

大腿骨骨折治療用インプラント

整形外科用創部洗浄器

・第一種医療機器製造販売業
・整形外科・脳外科分野の
インプラント・手術器械の
開発・製造・製造販売を展開

注目ポイント
1. 2016年静岡県医療健康開発支援
センター内に医療機器新拠点設立
2. 材料調達・設計開発・製造・梱包・
滅菌(外注)・承認申請までの一貫対応
こんなことにお困りでは有りませんか？ お気軽にご相談下さい。

13 日本弁理士会 中国支部

（広島県広島市）

・共同開発契約に関する相談
・知的財産の認定や保護方法に
関する相談
・特許等の国内外出願に関する
相談
・模倣品排除に関する相談
・特許権等に関する係争の相談
・特許権等の評価に関する相談

共同開発

○ 共同開発契約には何を盛り込めば良いのか？
○ 開発の成果物に保護すべき知的財産がある？
○ 知的財産の保護戦略を立案したいがどうすればよいか？
○ 戦略的に技術を秘匿したいが、どうやってやればよいか？
○ 特許出願前に技術を公開し、又は論文で発表してしまったが、
特許を取るにはどうしたらよいか？
○ 外国でも特許を取りたいが、どうすれば良いかわからない。
○ 事業資金獲得のため、第三者に新規技術を公開するが、
どのような点に気をつければ良いか？

14 JENIOS株式会社

（兵庫県神戸市）

・Westunitis社製スマートグラス
InfoLinkerの医療向け製品の
企画・販売
・整形外科手術器具・
インプラントの販売

InfoLinker:
ビデオカメラとモニターをもつ
ウエアラブルコンピュータ。
インターネット接続可能

InfoLinker Duplicate：
術者の目線の画像を、同手術室内のモニターに
大写しして、術野の映像をリアルタイムに共有します。

一般社団法人
15 日本医工ものづくりコモンズ 日本医工ものづくりコモンズは、日本内視鏡外科学会や日本機械学会など医学系と工学系の
16連携学協会を基盤とした誰でも自由に参加できる医工連携のプラットフォームです。

（東京都中央区）

・医学と工学が連携するための
環境・ネットワーク構築

16

異分野のエキスパートが出会い、新たな共創を実行する場を
提供しています。
・医療者を囲む「ものづくりサロン」
・臨床医学の学会出展 「医工連携出会いの広場」
・製販企業とものづくり企業のマッチング「本郷展示会」
・シンポジウム開催
・人材育成講座（神奈川県、東京都、さいたま市への協力）
・バイオデザイン 等の活動を行っています

特別展示
株式会社

【シングルタスクモデル】
経鼻・経口気管挿管のトレーニングを
することができる。リアリティを追求し、
多数の挿管困難症例を再現することが
可能。

MICOTOテクノロジー
（鳥取県米子市）
・医療現場からの幅広いニーズを
受け医療用ロボットや医療機器の
研究開発及び製品開発等を行っ
ている
・鳥取大学医学部附属病院の複数
の診療科・医師と密接に連携し、
【マルチタスクモデル】
開発から製品化まで一貫して
経鼻・経口内視鏡検査、
できることを強みとする
経鼻・経口気管挿管、
喀痰吸引の３手技を一体でトレーニング
することができる。リアリティを追求し、
生体反応、客観的評価が可能。

支援機関

製販企業

ものづくり企業

