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千葉県野田市

株式会社 ティーアンドエス

販売代理店・製造協力企業・臨床医療機関募集中 http://www.ts-xray.com/

平成30年度

アコマX線50年の技術を継承した技術陣が小型X線装置専門メーカーとしてお客様のご満足にお応え
一回で広範囲を撮影、遠隔画像診断にも対応
ＰＲ
その他製品
出展品目

超小型レントゲンシス

ポータブルＸ線装置

埼玉医療機器等製品事例 成果発表会

在宅医療に対応したコンパクトな
Ｘ線装置

テム開発を通して医療

出展企業リスト

軽量・コンパクトモデル
あらゆる撮影方法に対応する
APR の組み合わせで最適な撮影
が可能

と産業分野で世界進出
を目指します！

【2019年3月14日開催】

回診用デジタルＸ線装置

企業概要 所 在 地 〒278-0051 千葉県野田市七光台433-1 Ｔ Ｅ Ｌ 04-7127-7323 ＦＡＸ 04-7127-6188
事業内容 医療用エックス線装置、産業用エックス線装置の開発及び製造･販売

※都合により、内容等が変更になる場合がございます

【基礎研究】
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神奈川県川崎市

株式会社 常光

設計・製造協力企業、医療分野の販路を探している企業募集中

検体検査装置、検体前処
および体外診断薬の開発、

http://www.saitama-j.or.jp/sentan/iryou/

新たに需要が見込まれる医療分野への研究開発を推進するとともに、医療機器産業に新規参入を目指す企業の
支援を強化
ＰＲ
ネットワークは、県内外の医
療機器製販業・製造業・
医療機関等が参加するプ
ラットフォームです。
医療関連産業に関するセミ
ナー、医療分野研究会など
医療に関する事業を提供し
ますので、お気軽に登録くだ
さい。

電解質分析装置

ゲル電気泳動で分画したLDLをガウシャン
フィッティング法を用いて、粒子径と量を更
に詳細に分析する

製造、販売をしています。

医療イノベーション埼玉ネットワーク

その他製品

LDLサイズ自動測定装置
超悪玉LDLの粒子サイズと量を特定し、
心筋梗塞の予防、治療に役立てる

埼玉県さいたま市

遺伝子増幅検査
細胞診標本作成装置

企業概要 所 在 地 〒213-8588 神奈川県川崎市高津区宇奈根731-1 Ｔ Ｅ Ｌ 044-811-9211 ＦＡＸ 044-811-9204
事業内容 医療機器・体外診断薬の開発、製造、販売

ネットワーク事務局

理装置などの医療機器、

http://jokoh.com/

支援メニュー

産学連携を推進しており、基礎研究の実用化に向けた商品を開発
機器のみならず、専用試薬、体外診断薬の開発も可能
ＰＲ
出展品目

１

ニーズマッチングｉｎ 医療機関

HOSPEX Jａｐａｎへの出展支援

医療イノベーション紹介頁へ
（埼玉県産業振興公社ＨＰ)

先端産業支援センター埼玉（埼玉県産業振興公社）
TEL 048(711)6870
URL http://www.saitama-j.or.jp/sentan/
埼玉県 産業労働部 先端産業課 推進担当
TEL 048(830)3735 URL http://www.saitama-leading-edge-project.jp/
さいたま市 経済局商工観光部 産業展開推進課
TEL 048(829)1371 URL http://www.city.saitama.jp/
さいたま市産業創造財団 支援・金融課
TEL 048(851)6652 URL http://www.sozo-saitama.or.jp/

【手術支援】
埼玉県戸田市

14 佐竹化学機械工業株式会社

販売代理店・製造協力企業・臨床医療機関募集中 https://www.satake.co.jp/

２

撹拌装置トップメーカー、撹拌技術を軸にニーズ対応
世界初の産業用３Ｄ浮遊ｉＰＳ細胞分化誘導培養装置、ｉＰＳ細胞分化誘導後の大量培養を実現
ＰＲ

出展品目

当社では、国内唯一の撹拌技術研究所
を有し、長年培ってきた世界最高水準の
撹拌技術と共に、数値流体計算を取り
入れた撹拌装置の開発を行っています。
ここでは、産業化を目指すスケーラブル
培養装置、取分けiPS細胞の均質・均一
な分化誘導を可能とする、世界初の産
業用3D浮遊iPS細胞分化誘導攪拌培養
装置を紹介します。

産業用iPS細胞
産業レベルでの生産に適した上下
分化誘導培養装置 往復動iPS細胞分化誘導培養装置

フローティング
マグミキサー

企業概要

事業内容 製造業、撹拌装置・環境試験装置・培養装置・分級装置の開発、販売

光学機器・顕微鏡メーカーとの商談を希望します

埼玉県さいたま市
https://www.sumita-opt.co.jp/ja/

光学ガラス分野の数少ないエキスパート企業
高度な精密加工技術を保有、製品ラインナップ約200種類以上
出展品目

ＰＲ
住田光学は、全ての土台となる
「光学ガラス」をはじめ、「光ファイ
バー」、「光システム」の3事業部
からなります。ガラス素材の開発
から最終製品まで一貫して手掛
けることで、技術と経験を蓄積し、
様々なニーズに応じた製品をご
提供してまいります。

生体観察プローブ
注射針とほぼ同じの世界最細プローブ
◆極小モールド非球面レンズを複数枚組合せ、
減した内視鏡用光学レンズ

事業内容 生体観察プローブの開発、販売

Ｔ Ｅ Ｌ 048-834-1046 ＦＡＸ 048-824-0734

３

入手し易く低価格
実臓器に近い柔軟性、感触で、実際の手術と
同様のトレーニングが可能
柔軟性、強度、感触、色等はコントロール可能
電気メスなどのエネルギーデバイスに対しても
臓器に近い切開・剥離が可能

所 在 地 〒340-0835 埼玉県八潮市浮塚１９０－２
事業内容 手術用トレーニング製品の開発・販売

株式会社 コスミックエムイー

その他製品

ラパロトレーニング

トレーニングモデル

Ｔ Ｅ Ｌ048-951-5211 ＦＡＸ 050-3588-1032

埼玉県川口市
販売代理店募集中・受託開発製造承ります http://www.cme.co.jp/

様々なニーズに応えた業務形態でのサポートを実施
創業から医療電子機器の開発・製造に携わってきた技術力を保有、規格に対応した設計・開発が可能
その他製品
光導波路の分離可
能な一光子顕微鏡
用光学プローブ

球面収差、色収差、ディストーションを極力低

企業概要 所 在 地 〒330-8565 さいたま市浦和区針ヶ谷4-7-25

Training Tissue) 埼玉発、日
本発のVTTが世界中の医
療・手術教育シーンで使わ
れることを目標に展開中

上下動撹拌培養装置
VMFリアクター

企業概要 所 在 地 〒335-0021 戸田市新曽60 撹拌技術研究所 Ｔ Ｅ Ｌ 048-441-9200 ＦＡＸ048-444-1042

15 株式会社 住田光学ガラス

腹腔鏡トレーニング用品を中心に、実際の手術と同様のトレーニングが可能な商品を開発
医療機器等試作品コンテスト等で受賞した製品を販売
ＰＲ
出展品目
全く新しい手術トレーニング
VTT（コンニャク素材のトレーニング用模擬臓器）
用模擬臓器VTT(Versatile
食品素材で実現したリアルな臓器

その他製品

振幅、速度、波形のパラメーターを複数制御
する複数のプログラムを保有
より安価で世界初の医療現場における産業
用iPS細胞分化培養装置の製品化を実現

埼玉県八潮市

医療機器取扱企業商談・製造協力企業・
臨床医療機関募集中
https://kotobukimedical.com/

ＫＯＴＯＢＵＫＩ Ｍｅｄｉｃａｌ株式会社

極小レンズ

ＰＲ
医療機器の開発・製造・販売
に携わっており、医工連携の
成果として小児鼠径ヘルニア
の閉鎮針がございます。アイ
ディアをお持ちの方はお気軽
にご相談ください。

企業概要

出展品目
EndoneedleNeo(腹腔鏡下経皮的腹膜外ヘルニア
穿刺抵抗を軽減し、誤穿刺や
閉鎖用針）
腹膜破損のリスクを軽減
縫合糸を針の内腔に納めることが
できる為、 穿刺、運針がスムーズ
グリップを大きく握りやすく設計し、
操作性を向上

所 在 地 〒330-0848 埼玉県川口市芝下2-21-3 Ｔ Ｅ Ｌ 048-268-9811 ＦＡＸ 048-269-0845
事業内容 医療・電子機器の開発、販売

その他製品
低周波治療器

弾性ストッキング

【診療支援】
埼玉県本庄市

４ 株式会社 グローバルソフトウェア

販売代理店募集中
電子カルテシステムを中心に医療機関向けの業務システムを多数開発
iOSやAndroid向けのアプリケーション開発を企画から運用に至るまでワンストップで提供可能
ＰＲ

タブレットなどのスマート

その他製品

得意としております。
所 在 地 〒367-0044 埼玉県本庄市見福3-11-10
事業内容 医療システム開発・アプリケーション開発

ラジエンスウエア株式会社

Ｔ Ｅ Ｌ 0495-22-0001

20年の実績があります。
■Ｌｉｔｏｎの販売代理店
募集中です！

介護施設向け見守りロボット

埼玉県児玉郡
販売代理店・ 臨床医療機関募集中

紙カルテ運用はそのままで、
オーダー、会計を電子化。
操作入力はタブレットで簡単。
薬剤検索はＡＩ機能で更に便利、オーダー項
目は日医標準レセプトソフトへ登録されます。

所 在 地 〒369-0313 埼玉県児玉郡上里町堤696-7 Ｔ Ｅ Ｌ 0495-35-0081
事業内容 医療情報システムの開発、販売、導入から保守サービス

https://www.radianceware.co.jp/

有限会社 宇賀神溶接工業所

企業概要

９

https://www.sanko-med.com/

出展品目
酸素残圧低下警報器
医療現場のヒヤリハットを予防
酸素ボンベの圧力が低下するとアラー
ム音とＬＥＤ光でお知らせ
圧力の低下検出は、光センサーにより、
圧力計指針の位置から判断
単４型乾電池（又は充電池）を使用

その他製品
・酸素吸入器、圧力調整器
・吸引器、ネブライザー
・病院用配管設備
・動物用麻酔器 等

所 在 地 〒331-0077 埼玉県さいたま市西区大字中釘652 Ｔ Ｅ Ｌ048-624-8121 ＦＡＸ 048-622-3470
事業内容 医療機器の開発、販売

東京都調布市

株式会社 ケアコム

ＰＲ
・医療施設へのシステム
納入実績は業界第一位。

その他製品
看護・リハビリ支援ロボット
メイアー

販売代理店・ 製造協力企業・ 臨床医療機関募集中

ＦＡＸ 0495-35-0075

出展品目

ひとことコール

https://www.carecom.jp/

企業概要

その他製品

呼出ボタンを押すだけで、用件を
音声でスタッフの端末に伝えます

ナースコール
システム

呼出頻度の高い８種の選択押ボタン
ナースコールとの連動で緊急度把握
や対応準備ができて業務効率が向上
コードレスなので患者の身体状況に応
じて操作しやすい自由な置き方が可能

・情報の「見える化」、ケア
にまつわるリスク・ソリュー
ションを実現しています。

急性期患者と対話し、リハビリを円滑化さ
せるAIロボット、誕生

緊急通報
システム

所 在 地 〒182-0025 東京都調布市多摩川3-35-4
Ｔ Ｅ Ｌ 042-485-7111 ＦＡＸ 042-485-7216
事業内容 医療・福祉施設向けナースコールインターホンおよび看護支援ソフトの開発、販売

【臨床検査】
埼玉県朝霞市
販売代理店・ 製造協力企業・ 臨床医療機関募集中

高い技術力による「精密板金溶接加工」で半導体製造装置・食品加工装置などを受注生産
オリジナルハンドバイクの企画・製造・販売
ＰＲ
出展品目
各種金属財の加工、特に
ハンドバイク
手で漕ぐ三輪自転車
自社で設計・製造、熟練の職人によるハンド
ステンレス溶接、薄板の
メイド（スポーツタイプと電動アシスト付）
板金溶接が得意ですので、
利用者様の症状・体格に合わせて最適な
精密な精度が求められる
サイズをご提案するカスタムメイド
ライフスタイルに合わせて様々なオプショ
ものにも対応可能です。

https://www.yousetsu.net/

その他製品
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埼玉県行田市

ドクタージャパン株式会社

https://www.drjapan-jp.com/

医療用特殊針の製造販売を行っており、新規事業として放射線防護製品を開発
医療機関とものつくり企業の連携で放射線防護性能に優れる画期的製品を2018年に発売開始
ＰＲ
出展品目
医療従事者用放射線防護メガネ Dr. B-Go®
医療現場のニーズに応え
放射線から眼を護りたい。現場の想い
をカタチにしたハイスペック防護メガネ
るオンリーワン製品の開

発を得意としております。

半導体関係部品

ナルパーツも装着可能

企業概要

製造協力企業・ 臨床医療機関募集中

情報通信専門メーカーとしてナースコールシステムをプラットフォームに各種病棟業務を開発サポート

【整形・リハビリ】
６

多くの人々の命を支えている
治療系医療機器を開発から生
産、出荷、アフターフォローまで
一貫して社内で行っています。
国産だからできる高い品質と安
心をお届けしています。

クリニック版電子カルテシステム

ＦＡＸ 0495-24-3380

医師や医療スタッフの負担を軽減させる「メディカル・ハイウェイ」の提供
日医標準レセプトソフト（ORCA）を中心に、院内ICT化を支援
出展品目
ＰＲ
紙カルテ支援システム 紙カルテの便利さを活かしな
■医療機関へのICT導入
がら簡単に使えるシステム
Ｌｉｔｏｎ（ライトン）
コンサルティングで

企業概要

ＰＲ

がん治療への効果が期待されるePRO
抗がん剤の副作用に関する患者の訴え
を医師や看護師がリアルタイムに把握し
て対応することが可能
独自アルゴリズムによるデータ解析で重
大な副作用の発生を予測

埼玉県さいたま市

株式会社 三幸製作所

私たちは、信頼ある医療機器を通じて“いのち”を支え続けます
患者さまとそのご家族、医療に関わるすべての人々からの“ありがとう”のために

がん患者ケア支援システム

システム構築システムを

５

https://www.globals.jp/

出展品目

デバイスを活用した情報

企業概要

８

省スペース喫煙ルーム

◆ 業界最高の防護性能（鉛当量0.88mmPb）
◆ 業界初の鉛塗装フレーム（鉛当量0.365mmPb）
◆ βチタン製サイドフレームでフィット感の向上
◆ 視力矯正用跳ね上げレンズ（オプション）

その他製品
世界30か国で販売
している麻酔針
国内・欧州主要国
で広く使われてい
る生検針

企業概要 所 在 地

〒361-0023 埼玉県行田市長野4-15-1 TEL 048-559-0022 FAX 048-559-0088
事業内容 医療機器の開発、販売

所 在 地 〒351-0033 埼玉県朝霞市浜崎4-14-15 Ｔ Ｅ Ｌ 048-486-2720 ＦＡＸ 048-486-2721
事業内容 金属加工業・産業装置の製造やハンドバイクの開発、販売

【医療安全】
７

株式会社 ＫＳＫ

埼玉県東松山市

販売代理店・臨床医療機関募集中

https://ksk-ymts.p-kit.com/

医療現場の周辺機器（什器）メーカーとして長い実績
標準仕様をベースに幅広いオーダーメイドにも対応
出展品目
ＰＲ
ユーティリティ・ウォーカー
設計・開発から製造まで
(歩行補助機能付き点滴スタンド)
点滴スタンド及び患者の転倒事故を
全て社内で行っている
極力減らす
鋼製什器メーカーです。
企業概要

スチールフレームのしっかりした構造体
大径・靜音キャスターによるスムーズな走行性
豊富なオプションによる個別仕様に対応

所 在 地 〒355-0005 埼玉県東松山市松山1990-1
Ｔ Ｅ Ｌ 0493-21-7388
事業内容 病院、公共施設向け什器の開発、販売、製造

その他製品

非磁性カート

ＦＡＸ 0493-21-7389

ナースカート

埼玉県川口市

11 アイソン株式会社

http://www.aison.jp/

医療機器・健康関連機器の企画・開発・輸入販売をしている製造販売業者です。
フィールドでの使用を想定して開発されたモバイル超音波診断装置を発売！
ＰＲ
出展品目
救急医療の現場から生まれた
「ポケット型超音波画像診断装
置」を開発しました。装置本体
とプローブが一体型で携帯性
に優れるため、あらゆるフィー
ルドに持ち出すことができます。

超音波画像診断装置（SONON 300L）
コードレス化されたモバイル超音波画像診断装置
◆Wi-Fi無線接続 ◆高感度カラードプラ機能
◆モバイル＆高画質 ◆高機能・長時間バッテリー
◆iOS & Android 対応アプリ
◆ＰＡＣＳ（画像用管理システム）に対応
◆画像の送信
◆計測機能

企業概要 所 在 地 〒332-0032 埼玉県川口市中青木3-12-21 Ｔ Ｅ Ｌ 048-299-3597 ＦＡＸ 048-299-3598
事業内容 医療機器・健康関連機器の輸出入並びに販売

その他製品
平衡機能計

股関節運動
ストレッチ機器

