
平成 28 年 9 月 9 日 

「飯塚メディコラボ キックオフイベント(医工学連携フォーラム）」 

「医療機器ニーズ発表・マッチング会」参加者募集のご案内 
１．趣旨・目的 

福岡県飯塚地域では、飯塚病院を中心に関係機関が連携し医工学連携による医療機器開発を積極的に

推進しています。 

 また、九州地域では、ふくおか医療福祉機器開発・実証ネットワーク（福岡県）や東九州メディカル

バレー構想（大分県、宮崎県）、九州ヘルスケア産業推進協議会（HAMIQ）など、地域の強みとポテンシ

ャル（自動車・半導体関連産業の集積等）を活かした医療機器分野への取組みが行われています。 

この度、これらの取組みをさらに発展させるため、飯塚病院・済生会飯塚嘉穂病院・飯塚市立病院の

地域 3 病院の連携による「飯塚メディコラボ(※1)」が開始されるのを記念して、キックオフイベントと

して医工学連携フォーラム(※2)を開催いたします。 

併せて、飯塚・九州発の新たな医療機器の開発･創出を目指して、医療現場のニーズ発表会及び東京都

本郷地区に集積する専業医療機器メーカー等と九州のものづくり企業によるビジネスマッチング会(※

3)を開催いたします。 

ビジネスパートナーとの連携や医療機器の新規開発･改良などを目指す医療機器メーカーや九州のも

のづくり企業、医療機関等の皆様のご参加をお待ちしています。 

※1 飯塚メディコラボ：詳細は別紙参照 

※2 医工学連携フォーラム：(公財)飯塚研究開発機構が管理機関として行っている、「中小企業ものづくり連携体による医療機器具等 

の開発・販路開拓（全国中小企業団体中央会）」事業として開催 

※3 ニーズ発表･マッチング会：九州連携事業として、HAMIQ と福岡県･大分県･宮崎県が連携し、今年度 3 回開催予定。 

今回の開催は第 2 回目（第 1 回は 6 月末に開催済、第 3 回は 12 月開催予定。いずれも大分県で開催。) 

 

２．開催概要（内容は都合により変更になることがありますのでご了承ください） 

〈１日目〉 飯塚メディコラボ キックオフイベント(医工学連携フォーラム、施設見学、交流会) 

【日 時】平成２８年１０月２０日（木）１４：００～１９：００ 

【場 所】のがみプレジデントホテル ４階 王朝 

（所在地：福岡県飯塚市新立岩１２−３７） 

【次 第】 

（第 1 部：医工学連携フォーラム「市中医療機関連携による国内初の医療イノベーションの取り組み」） 

13:30～    受付 

14:00～14:05 開会挨拶 飯塚研究開発機構 専務理事 上鶴芳久  

14:05～14:35 飯塚メディコラボについて 

           飯塚病院 院長 増本陽秀 氏 

飯塚病院 イノベーション推進本部 稗島武 氏 

   14:35～16:15 講演・パネルディスカッション 

（登壇予定者）東京大学 Japan Biodesign ファカルティー 前田祐二郎 氏 

東京大学 Japan Biodesign フェロー 田島知幸 氏、桑木織葉 氏、 

 内田貴之 氏 

飯塚病院 副院長 名取良弘 氏 

飯塚市立病院 管理者 武冨章 氏 

福岡県済生会飯塚嘉穂病院 院長 迫康博 氏 

（モデレータ）一般社団法人日本医工ものづくりコモンズ 専務理事 柏野聡彦 氏 

   16:15～16:25 飯塚地域における取組みについて 

飯塚研究開発機構 研究開発部長 中村裕章  

16:25～16:30 閉会挨拶 飯塚市 経済部長 田中淳 氏 

 



 （第 2部：施設見学、交流会） 

16:40～17:40 施設見学（飯塚病院 ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進本部 等） 

  及び九州地域企業開発品展示、病院紹介ビデオの見学 

  ※展示は「医療・福祉・リハビリ機器」に限る 

 

   17:50～19:00 参加者交流会 

           ※参加費３,０００円（当日徴収、領収書あり） 

 

〈２日目〉ニーズ発表会、マッチング会（個別面談会）  

【日 時】平成２８年１０月２１日（金）９：３０～１６：３０ 

【場 所】のがみプレジデントホテル ２階 金剛ほか 

（福岡県飯塚市新立岩１２−３７） 

【次 第】 

9:30～ 9:45 開会 

       地域の支援制度の紹介 等 

9:45～11:15 ニーズ発表会 

     飯塚病院、済生会飯塚嘉穂病院、飯塚市立病院 

   11:30～16:30 マッチング会（個別面談会） 

          医療機器製販メーカー、九州のものづくり企業 

 

３．参加申込等 

（１）参加対象 ①医療機器分野への参入を目指す九州のものづくり企業 等 

②専業医療機器メーカー、医療機器販売企業 

③医療機関 等 

（２）参加費用 無料（交流会を除く） 

（３）参加申込 

  ・申込方法 以下の方法によりお申し込みください。 

①HAMIQ ホームページ 

http://hamiq.kitec.or.jp/(「新着情報」の本会「参加申込」欄よりお申込み下さい。) 

        ②メール or FAX 

         E-mail：hamiq.info@kitec.or.jp FAX：092-472-6609 

         

・申込締切：平成２８年９月３０日(金)まで 

        ※申込状況により、施設見学等については、参加を制限させていただく 

場合がありますのでご了承ください。 

 

【主催】公益財団法人飯塚研究開発機構、飯塚病院、飯塚市立病院、福岡県済生会飯塚嘉穂病院、飯塚市、 

福岡県（ふくおか医療福祉関連機器開発・実証ネットワーク）、大分県・宮崎県（東九州メディカ

ルバレー構想）、九州ヘルスケア産業推進協議会(ＨＡＭＩＱ) 

【共催】商工組合日本医療機器協会、一般社団法人日本医工ものづくりコモンズ、福岡県ロボット・シス

テム産業振興会議、大分県医療ロボット・機器産業協議会 

【お申込み・お問い合わせ先】 

九州ヘルスケア産業推進協議会事務局（担当：中島、本木） 

TEL：092-411-7450  FAX：092-472-6609  E-mail：hamiq.info@kitec.or.jp 

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2 丁目 13 番 24 号 （一財）九州産業技術センター内 

mailto:hamiq.info@kitec.or.jp


 

 

 

 

 

※１ 一企業・機関から複数名の参加は可能ですが、申込み多数の場合、人数を制限させていただく場合がございます。 

※２ 参加申込書に関する個人情報は、主催者及び事業再委託先（日本医工研究所）において事業推進のため必要な場合にのみ利用し、 

その他の目的で使用することはありません。 

企業･機関名  

住所  

連絡先 TEL  

参加者名 

役職 

氏名 

E-mail 

 

役職 

氏名 

E-mail 

 

 

 

１０月２０日（木） 〇or× 備  考 

飯塚メディコラボキックオフイベント   

施設見学   

交流会（会費：３,０００円）   

１０月２１日（金） 〇or× 備  考 

ニーズ発表会   

 

マッチング会(個別面談会) 

 

 

 

 

 
【記入例】 
 面談相手への希望（メッセージ） 

・自社の〇〇技術を医療機器に活用したい 
・〇〇分野(機器)の製販メーカーと面談したい 
・〇〇技術を持つものづくり企業と連携したい 
・〇〇を一緒に開発しましょう など 

「飯塚メディコラボ キックオフイベント(医工学連携フォーラム）」 
「医療機器ニーズ発表・マッチング会」 (10/20-10/21)  

参 加 申 込 書 

【申込先・申込方法】 

九州ヘルスケア産業推進協議会のホームページ 

（ http://hamiq.kitec.or.jp/ ）の「新着情報」 

の本会「参加申込」欄よりお申込み下さい。 

なお、事務局あて FAX（092-472-6609）でのお申 

し込みも可能です。 

 

【開催日時・場所】 

《１日目》平成 28 年 10 月 20 日（木）14:00～19:00 

のがみプレジデントホテル 4 階 

《２日目》平成 28 年 10 月 21 日（金） 9:30～16:30 

のがみプレジデントホテル 2 階 

（福岡県飯塚市新立岩１２−３７） 

※可能な限り 10/20、10/21 の両日にご参加ください。 

 

【申込期限】 

平成 28 年 9 月 30 日（金） 

http://hamiq.kitec.or.jp/


 

 

 

「秘密保持に関する申し合わせ」及び「臨床ニーズに関する情報の取り扱い」 

について 

 

私は、平成２８年１０月２１日にのがみプレジデントホテルで開催される「医療機器ニーズ発表・マッ

チング会」への参加にあたり、会場で知り得た情報を第三者に漏洩しないことを誓約いたします。 

また、臨床ニーズが医療者にとって大切な情報であることを理解し、その取り扱いについては留意いた

します。 

会場で知り得た情報を記事にする場合、事前に、医療者に対して事実及びその情報公開の範囲を確認い

たします。 

 

 

 

ご所属 

 

お名前 
 

 

 

※あらかじめ直筆でご記入のうえ、当日の受付でご提出ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



マッチング会参加企業（九州ものづくり企業）の皆様へ 

 

 

・ニーズ発表･マッチング会の開催に先立ち、九州ヘルスケア産業推進協議会（HAMIQ）のコーディネ

ータ及び日本医工研究所スタッフによる医療機器メーカーへの広報活動や個別面談のセッティング

を行うため、「ワンルック企業リスト」を作成することとしておりますので、作成にご協力ください。 

・大分県での 6 月 30 日～7 月 1 日開催のマッチング会に参加された方で、既に作成済みの企業は作成

不要です。 

  ・なお、「ワンルック企業リスト」作成にあたっていただいた情報については、主催者ＨＰ等でご紹介

させていただくことがあります。 

 

《作成例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


