病院・介護・再生医療・医療機器・製薬を網羅
日本初、“医療の総合展” が誕生！

下記 ７つの展示会で構成されています

会期： 2015年2月4日（水）～6日（金）
主催： リード エグジビション ジャパン 株式会社
後援：厚生労働省はじめ、医療関連５１団体が後援
厚生労働省
(一社) 日本医療機器産業連合会
(一社) 日本再生医療学会
(一社) 再生医療イノベーションフォーラム
(一社) 日本医療福祉設備協会
日本臨床検査薬協会
(一社) 大阪府病院協会
(一社) 大阪府私立病院協会
(公社) 全国自治体病院協議会 大阪府支部
(一社) 大阪府薬剤師会
(公社) 大阪府看護協会
(公社) 大阪府放射線技師会
(公社) 大阪府臨床検査技師会
(公社) 大阪介護老人保健施設協会
大阪医療機器協会
大阪科学機器協会
大阪医薬品協会
(一社) 京都府歯科医師会
京都府病院協会
(一社) 京都私立病院協会
(一財) 京都府薬剤師会
(公社)京都府放射線技師会
京都府介護老人保健施設協会
京都医療機器協会
兵庫県病院協会
(一社) 兵庫県民間病院協会
(一社) 兵庫県薬剤師会

会場： インテックス大阪
特別協力：関西広域連合※
(公社) 兵庫県看護協会
(公社) 兵庫県臨床検査技師会
(公社) 兵庫県放射線技師会
兵庫県介護老人保健施設協会
(公社) 全国自治体病院協議会兵庫県支部
(一社) 和歌山県歯科医師会
(公社) 和歌山県病院協会
(一社) 和歌山県薬剤師会
(公社) 和歌山県看護協会
(一社) 和歌山県放射線技師会
(一社) 滋賀県歯科医師会
(一社) 滋賀県病院協会
(一社) 滋賀県薬剤師会
(公社) 滋賀県看護協会
(公社) 滋賀県臨床検査技師会
(公社) 滋賀県放射線技師会
(公社) 全国自治体病院協議会滋賀県支部
(一社) 鳥取県薬剤師会
(一社) 鳥取県臨床検査技師会
(一社) 徳島県歯科医師会
(一社) 徳島県薬剤師会
(公社) 徳島県看護協会
中部医療機器工業協会
杏友医療機器協同組合
在大阪カナダ通商事務所
・
・
（順不同、2014年11月5日現在）

※２府５県４市（滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・鳥取県・徳島県・京都市・大阪市・堺市・神戸市）で
構成される府県域を越えた全国初の地方公共団体。「世界の人、モノが交流するアジアのハブ機能を有する
関西」の実現を目指す。

メディカル ジャパン 開催にあたって

リードと行政の協力体制により 成功させ、
医療産業の方々の期待に応えます！

日本初！医療の総合展、ついに大阪で開催。初回から６６０社が出展！
年間１２３本の産業見本市を主催する リード エグジビション ジャパン㈱が、ついに医療分野においても、待望の「国
際 医療総合展」を開催する。
本展は、病院設備から看護・介護製品、臨床検査、医療機器向けの部材の出展に加え、再生医療・製薬まで、医療
全体を網羅する総合的且つ大規模な展示会となる。出展社数は初回から６６０社の企業が揃う。世界から注目され
る日本の医療技術を背景に、初回開催から国際的な展開を計り、世界中から出展社・来場社が集まる世界有数の
展示会へと近い将来、発展するだろう。
その日本初の医療総合展である「メディカル ジャパン２０１５ 大阪」とはどのような展示会なのか、ご紹介しよう。

病院・介護・医療機器・再生医療・製薬分野など７つの専門展を開催

※予定

会場であるインテックス大阪の展示ホール（レイアウト図）を見てみよう

各専門分野ごとに区画されているが、招待券は１枚で全ての展示会に入場可。まさに病院から介護・医療機器・製
薬まで医療全体の製品・業界動向を見ることが出来る。では各展示会ではどのような製品が出展するのか、下記
をご覧いただこう。

■第1回 関西 病院イノベーション展
医療ＩＴ／遠隔医療技術、病院設備・備品、予防医療/健康管理機器・システムや在宅医療製品など、あらゆる病院
関連製品が出展。医療関係者（経営・施設・システム担当等）は必見。

＜出展社＞

＜来場対象者＞
病院、診療所の下記の方

商 談

●
●
●
●

経営 ● 総務・事務
用度 ● 購買管理部
情報システム
医師 ● 看護師

医療機器・用品の商社・
ディーラー

など

下記を取扱う企業
●医療IT
●設備・エンジニアリング
●医療機器
●医療備品
●医療関連サービス など

■第1回 ナーシングＥＸＰＯ（看護と介護の総合展）
看護と介護の一体化が進む中、看護・介護に必要なあらゆる製品が出展する専門商談展がついに誕生！看護師、
介護福祉士、リハビリ医、理学療法士、作業療法士の方は特に見逃せない。

＜来場対象者＞

商 談

●看護師
病院、診療所、
訪問看護ステーション、
健診センター など

●介護福祉士、
ケアマネージャー
●理学療法士
●介護専門商社
など

＜出展社＞
下記を取扱う企業
●看護用品、介護用品
●家具・設備
●移動補助用品
●リハビリ用品
●看護・介護システム

など

■第1回 関西 臨床検査・診断展
体外診断・検査の機器や試薬、搬送システム、受託サービス、画像診断や検査室用の汎用製品などが出展。

●医療機関の検査技師
●検査センターの技師
●大学、研究機関の研究者
●医療機器ディーラー
…など

商 談

＜来場対象者＞

＜出展社＞
下記を取扱う企業
●体外診断（機器・試薬）
血液/病理/遺伝子検査機器
搬送ロボット
受託サービス

●画像診断機器
●検査室用 汎用製品

など

■第5回 関西 医療機器 開発・製造展
医療機器を開発・製造するための技術を集めた専門技術展。注射器や体温計をはじめ、人工臓器、カテーテル、
MRI、生体情報モニターなどの医療機器メーカーの方は来場をお勧めする。

●医療機器メーカー、
新規参入メーカーの下記の方
・設計 ・開発
・生産技術 ・製造
・購買 ・試作

●大学・研究機関・病院

など

商 談

＜来場対象者＞

＜出展社＞
下記を取扱う企業
●モーション技術
●機械部品、加工技術
●電子部品、EMS
●計測機器、センサ
●OEM、ODM など

■第1回 再生医療 産業化展
培地、試薬、培養/細胞製品をはじめ受託サービス、ライセンス関連など再生医療を産業化するための
あらゆる関連製品・サービスが出展。

商 談

＜来場対象者＞
下記に所属する研究者・
事業開発部門
●医療機関
●大学・国公立研究所
●製薬メーカー
●再生医療実施企業
●化粧品メーカー など

＜出展社＞
下記を取扱う企業
●再生医療製品
●研究支援機器・サービス
●細胞加工施設
●保管・輸送サービス
●製造・品質管理受託 など

■第1回 インターフェックス 大阪
東京で毎年夏に開催され、すでに２６回の実績を持つ「インターフェックス」がついに大阪に上陸！
医薬・化粧品・洗剤を製造・研究開発するためのあらゆる機器・システム・技術が一堂に出展。

●医薬品メーカー
●化粧品メーカー
●化学メーカー
●健食・食品メーカー

商 談

＜来場対象者＞
下記の製造・研究・品質管理・
経営部門の方々

など

＜出展製品＞
●製造・製剤機器
●測定・分析装置
●検査製品
●クリーン製品
●包装機械・資材
●受託サービス
●物流・搬送機器

など

■第1回 in-PHARMA 大阪 (医薬品原料 国際展)
こちらも東京で毎年夏に開催され、７回の実績を持つ「in-PHARMA （医薬品原料 国際展）」が大阪へ上陸。
医薬品原料・中間体、添加剤、受託合成、分析・合成機器／サービスのサプライヤーが一堂に出展。

商 談

＜来場対象者＞
下記の研究・品質管理・
経営部門の方々
●医薬品メーカー
●化粧品メーカー
●化学メーカー
●健食・食品メーカー

など

＜出展製品＞
●原薬・中間体
●添加剤
●受託合成
●機能性素材
●天然物抽出物
●各種ファインケミカル

など

以上のように、メディカルジャパンは、７つの専門展示会で構成されており、すべての展示会を一度に見ることができ
る。そのため、同時開催の相乗効果が一番の魅力と言え、例えば、病院ITシステムを導入するために比較検討のた
めに来場した病院の施設担当者は、同時に、臨床検査機器の導入・調査も可能になり、さらには将来的な実施も視
野に入れて、再生医療技術の出展企業とも情報交換が可能になる。
このように、医療（病院・介護・医療機器・製薬）に携わる来場者が同時開催展のシナジーによって、いままでにない
ビジネスチャンス・購買の機会を得ることになる。今から開催が待ち遠しい。

「メディカル ジャパン」 ＝ 「商談のための展示会」
本展の二つ目の魅力は「商談展」であること。出展社は来場者と座って商談を行うため、ブース内に必ず商談席を複
数設置する。来場者が気になった製品・サンプルがあれば、その質問、商談、打合せをその場で座ってじっくり聞くこ
とが出来る。その結果、総額で８０億円の受発注が展示会場から生まれることが見込まれている。
下記はリードが主催している「インターフェックス ジャパン」の会場の様子だが、「メディカル ジャパン」も下記のように、
商談が活発に行われるだろう。

セミナーも充実！全１７０講演、受講無料
さらに三つ目の魅力は「セミナーが充実していること」。同展では、下記のように多数のセミナーが開催される。専門
分野ごとに「メディカル ジャパン セミナー」「病院セミナー」「看護・介護セミナー」「再生医療セミナー」「医療機器 開発
セミナー」「製薬セミナー」と銘打った講演が目白押しである。
まさに各分野の専門家が今、知りたい業界の最新動向が講演される。
初回開催を記念し企画された「メディカル ジャパン 基調講演」では、（独）国立国際医療研究センターの 総長であり、
理事長である春日 雅人氏が「国立国際医療研究センターのビジョン ～未来の病院のあり方を考える～」と題し、講
演。続いて内閣官房 健康・医療戦略室の中垣 英明次長から「我が国の健康・医療戦略について」、講演される。
それ以外にもそうそうたる方が講師として名を連ねるセミナーは圧巻であり、プログラム公開後、申込みが殺到する
など、メディカル ジャパンへの期待値の高さを感じさせる。

【基調講演・特別講演・
専門セミナー】
＊プログラムを別途お送りいたします＊

【関西広域連合 研究成果企業化促進
セミナー／アカデミック フォーラム】
同セミナーは、関西広域連合が「関西を医療の集積地に
する」べく、次世代・先端医療を支える研究者の研究成
果発表の場を企画。一部の発表者とはその場でマッチン
グ・共同提携の商談を行えるなど、産学連携の場として
重要な機会となるだろう。
＊プログラムを別途お送りいたします＊

【出展社による製品・技術PRセミ
ナー・医療ＩＴサミット】
多数の出展社が会場内で製品・技術のPRプレゼンテー
ションを行う。各社の新製品の技術解説や、導入メリット
を詳細に聞けるのが特徴だ。そのセミナーを聞いた後に、
そのまま出展社のブースで商談を行う来場者も多い。セ
ミナー時間に合わせて出展社にアポイントを取ると効率
的だろう。
また特別企画セミナー【医療ＩＴサミット】を企画しており、
医療ＩＴ関連に興味ある方は必聴のセミナーである。
＊プログラムを別途お送りいたします＊

セミナーは、一部【事前申込制】である。気になるセミナーはぜひお早めに。（セミナー詳細・申込みは>>
http://www.interphex-osaka.jp/seminar/ ）

【展示会概要】
◇◆ 招待券申込 (無料) 受付中 ◆◇
展示会名：メディカル ジャパン 2015 大阪
会期：2015年2月4日[水]～6日[金] 10：00～18：00 ※最終日のみ17：00終了
会場：インテックス大阪
特別協力：関西広域連合 後援：厚生労働省、医療関連４８団体
同時開催：第1回 関西 病院イノベーション展、第1回 ナーシングEXPO（看護と介護の総合展）
第1回 関西 臨床検査・診断展、第5回 関西 医療機器 開発・製造展
第1回 再生医療 産業化展
第1回 インターフェックス大阪、第1回in-PHARMA大阪（医薬品原料 国際展）
【展示会に関する問合せ】 メディカル ジャパン 2015 大阪 事務局（リード エグジビション ジャパン株式会社内）
〒163-0570 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル18F 広報：高瀬・畠山
TEL：03-3349-8509 FAX：03-3349-4922 E-mail：medical@reedexpo.co.jp
公式HP：http://www.medical-jpn.jp/

