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医工連携企画展示は要素技術と医師ニーズのマッチングを目的としており、

各企業の有する技術の紹介が展示の趣旨となります。

要素技術の展示に加えて、販売前のプロトタイプや特許内容の展示も可能ですが、

既に薬事承認済みの医療機器や市販されている製品の展示はできません。
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第35回日本内視鏡外科学会総会

医工連携企画開催にあたって

平素は日本内視鏡外科学会にご支援を賜り厚くお礼申し上げます。

日本内視鏡外科学会ではかねてより医工連携に力を入れており、年次総会では総会企画か
ら独立した形で様々な医工連携企画を提供し高い評価をいただいております。

2022年の第35回日本内視鏡外科学会総会は12月8日から10日までの3日間、藤田医科大学先
端ロボット・内視鏡手術学講座教授の宇山一朗会長のもとで名古屋市において開催されます。

ここ数年の総会は新型コロナウィルス感染拡大の影響で、医工連携企画も縮小あるいは一
部企画は中止を余儀なくされておりました。今年度の総会は、新設予定の名古屋市国際展示
場「ポートメッセなごや」での初めての開催ということもあり、医工連携企画も何とか例年
の形に復活させ盛り上げたいと考えております。医工連携企画の中心であります医工連携展
示・ブースツアーでは多くの会員に医療機器開発における要素技術の重要性を紹介し将来医
療機器開発に関わる外科医の育成を目指していきたいと考えております。また学術セッショ
ンでは例年同様、医療機器開発やDX化に関する有益な情報提供ができるよう、鋭意準備を進

めております。そのほか毎年継続しております女性外科医に優しい医療機器開発に関しても、
医師側・企業側の両方の視点から考えてまいりたいと考えております。

つきましては医工連携に興味を持っている多くの医療従事者や、新しい技術の開発に取り
組んでおられる企業の方々にも本企画の趣旨にご賛同いただき、奮ってご参加いただければ
大変ありがたく存じます。医工学連携委員一同で知恵を出し合い魅力的な医工連携企画を企
画しております。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

2022年5月吉日

一般社団法人日本内視鏡外科学会

医工学連携委員会

委員長 内藤 剛

医工連携企画開催にあたって
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一般社団法人日本内視鏡外科学会 概要

主催・学術団体名

和文名： 一般社団法人日本内視鏡外科学会

英文名： Japan Society for Endoscopic Surgery

理事長： 坂井 義治 （大阪赤十字病院）

住 所 ：〒100-0013

東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル

日本コンベンションサービス株式会社内

T  E  L  ： 03-3503-5917

F  A  X ： 03-3508-1257

M a i l  ： ikou-jses@convention.co.jp

会員数： 約14,800名（2022年3月時点）

設 立 ： 1995年2月

目 的 ： 内視鏡外科手術に関する研究、教育およびその普及、発展に努め、会員相互の連絡、

ならびに関連機関との連絡を図り、もって国民の福祉の増進に寄与することを目的

とする。

事 業 ：（1）会員の学術集会、学術講演会等の開催ならびに教育に関する事業

（2）機関紙及び論文図書等の刊行

（3）内視鏡外科の技術認定制度に関する事業

（4）内外の関係学術団体との連絡及び提携

（5）内視鏡外科学に関する研究及び調査

（6）国民に対する内視鏡外科診療に関する情報の提供

（7）その他この法人の目的を達成するために必要な事業
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1. 会議名称

和文名：第35回日本内視鏡外科学会総会

英文名：The 35th Annual Meeting of the Japan Society for Endoscopic Surgery

メインテーマ：ハードルを踏み倒して進め！Create disruptive innovation!

2. 会長

宇山一朗（藤田医科大学先端ロボット・内視鏡手術学講座）

3. 開催会期

2022年12月8日（木）～10日（土）［3日間］

4. 開催場所

ポートメッセなごや（名古屋市国際展示場）

〒455-0848 愛知県名古屋市港区金城ふ頭２丁目２

5. 参加人数

約7,000名

6. 参加対象者

医師、技師、看護師、臨床工学士、研究者、学生等

7. 主なプログラム（予定）

理事長講演、会長講演、大上賞受賞講演、特別講演、特別企画、

シンポジウム、パネルディスカッション、ワークショップ、

Educational Lecture、Educational Symposium、 Evening Lecture

一般演題、教育セミナー、ハンズオンセミナー、付設展示会 等
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1. 催事名称

医工学連携委員会主催 医工連携企画展示・ブースツアー

2. 展示日程

2022年12月8日（木）～10日（土）［3日間］

3. 展示場所

ポートメッセなごや（名古屋市国際展示場）「新第1展示館」（予定）

〒455-0848 愛知県名古屋市港区金城ふ頭２丁目２

4. 実施責任者

一般社団法人日本内視鏡外科学会
医工学連携委員会
委員長 内藤 剛 （北里大学医学部下部消化管外科学）

5. 目的と意義

各企業の有するユニークで優れた技術の紹介を趣旨とし、要素技術と医師のニーズの
マッチングを目的とします。

6. 展示小間数

30 小間 （予定）

7. ブースツアー

医療機器開発に携わったことのある医師が「ツアーコンダクター」となり、
自身のアイディアを具現化できそうな企業を探している医師や、面白い新技術のある
企業を探している医師を複数名連れて、医工連携企画展示ブースをまわる企画と
なります。出展される企業にとっては、自社が持つ要素技術へ関心の高い医療者へ
向けてプレゼンする機会となります。
ツアー終了後に参加医師との名刺交換、意見交換の場を設ける予定です。
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医工連携企画展示・ブースツアー概要
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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

※上記料金には、企画展示開催時の消費税10％が含まれております。
※ブースツアーについては、申込みいただいた企業様へ後日別途詳細をお知らせいたします。

3. 募集小間数

30小間（予定）

※多数のお申込みをいただいた場合は、出展内容を審査の上で、出展者を決定させていただきます。

4. 展示小間割の決定

出展規模、出展内容、申込み順等を考慮し、医工学連携委員会で決定いたします。

※１ブースにつき１社が基本となります。

複数社でご出展希望の場合は、社数分の小間をお申込みください。

出展社が主催者の承諾なく、小間の全部または一部の譲渡や展示場所の交換を行うことは

禁止といたします。

5. 出展者へのご案内

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あわせてご案内いたします。

ブースツアーの実施回数は、1社１回ないし2回となる予定です（応募状況により決定いたします）。

種類 単位 小間サイズ 出展料金

基礎小間 1小間 （W2,700×D900×H2,400) ￥110,000

【オプション】
ブースツアー

1社 ― ￥22,000
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医工連携企画出展要項



6. 展示物について

本展示は要素技術と医師ニーズのマッチングを目的としており、各企業の有する技術の紹介が

展示の趣旨となります。

要素技術の展示に加えて、販売前のプロトタイプや特許内容の展示も可能ですが、

既に薬事承認済みの医療機器や市販されている製品の展示はできません。

展示物等が本企画趣旨にあわない場合、出展をお断りしたり、追加の出展料金を請求することも

ございます。完成品の販売促進が目的となる場合は、第35回日本内視鏡外科学会総会の

協賛募集へお申し込みください。

（第35回日本内視鏡外科学会総会協賛募集）

https://site.convention.co.jp/jses35/sponsor/

7. 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ございます。

上記を理由として出展申込みを取り消すことはできません。変更に関する補償は行いません。

8. 注意事項

1）海外出展物

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、

ATAカルネの制度をご利用ください。

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いたします。

ただし、医工学連携委員会が認めたものは、限定的に許可する場合がございます。

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、紛失及び出展小間内における人的災害の発生については、

補償を含めた一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

9. 医工連携企画への参加資格について

1小間につき2名様まで医工連携企画参加証を発行する予定です。

詳細は決定次第、ご案内させていただきます。
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医工連携企画出展要項



1. 申込方法について

第35回日本内視鏡外科学会総会ウェブサイト内の「医工連携企画」ページより、

医工連携企画展示・ブースツアー出展申込画面へアクセスの上でお申込みください。

ウェブサイト：https://site.convention.co.jp/jses35/ikou/

2. 申込締切日

2022年9月30日（木）

但し募集小間数に達した時点で、お申込みを締め切らせていただくことがございます。

3. 決定通知

2022年10月下旬予定

4. お支払い方法

一般社団法人日本内視鏡外科学会事務局より請求書を送付いたします。

振込期限は請求書に記載させていただきます。

5. 出展の取消

2022年10月1日以降のキャンセルは、対応できかねますので、予めご了承ください。

■ 申込み・お問合せ先

一般社団法人日本内視鏡外科学会事務局

〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル

日本コンベンションサービス株式会社内

TEL: 03-3503-5917 FAX: 03-3508-1257

E-mail： ikou-jses@convention.co.jp 

※第35回日本内視鏡外科学会総会の協賛募集（製品展示）は

第35回日本内視鏡外科学会総会運営事務局へお問い合わせください。

E-mail： jses35@convention.co.jp
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申込方法



1.

2.

日程（予定）

小間規格

※第35回日本内視鏡外科学会総会のプログラム次第で、上記スケジュールは
変更となる場合があります。
詳細なスケジュールは2022年11月上旬を目途にご案内させていただきます。

基礎小間（パッケージブース）

1小間=間口2,700mm ×奥行900mm ×高さ2,400mm 
※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。ご了承ください。

下記の物はご用意いたします。上記以外の小間内装飾は、出展者が行ってください。
・バックパネル（ポスターパネル）サイズW2,700 H2,400
・展示台（白布巻）サイズW1,800 D900 H700
・社名版 サイズW900 H180 40W 蛍光灯付
ロゴ等必要な場合は別途ご指示ください。（有料）

・椅子1脚

基礎小間姿図（※イメージ）

搬入・設置 12月7日（水） 15：00 ～ 18：00

展示会 12月8日（木） 9：00 ～ 18：00

12月9日（金） 9：00 ～ 18：00

12月10日（土） 9：00 ～ 16：00

搬出・撤去 12月10日（土） 16：00 ～ 18：00
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展示日程及び設置概要

2500

1800

バックパネル

社名板

展示台
(展示台の下に荷物収納可)

2400

900

1000

2700



展示日程及び設置概要

9

3. 禁止事項

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。
技術展示に「水、プロパンガス、圧縮空気」が必要な場合は、事務局まで
お問い合わせください。
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ください。

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）小間まで
供給いたします。プラグの形状はAタイプです。
それ以外の特殊電源に関しては別途ご相談ください。
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いたします。



委員長 内藤 剛 北里大学医学部下部消化管外科学

副委員長 和田 則仁 湘南慶育病院外科

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 金沢大学医薬保健研究域医学系消化管外科学/乳腺外科学

委員 植村 宗則 神戸大学大学院医学研究科外科学講座

委員 遠藤 裕一 大分大学医学部消化器・小児外科

委員 神崎 正人 東京女子医科大学呼吸器外科

委員 河野 恵美子 大阪医科薬科大学一般・消化器外科

委員 七戸 俊明 北海道大学医学研究院消化器外科学教室II

委員 高木 剛 西陣病院外科

委員 竹下 修由 国立がん研究センター東病院大腸外科

委員 武中 篤 鳥取大学医学部腎泌尿器学分野

委員 竹原 裕子 岡山済生会総合病院外科

委員 中川 敦寛 東北大学病院臨床研究推進センターバイオデザイン部門

委員 長谷川 芙美 土浦協同病院外科

委員 花井 恒一 藤田医科大学先端ロボット・内視鏡外科／総合消化器外科

委員 早稲田 龍一 福岡大学呼吸器・乳腺内分泌・小児外科

アドバイザー 中島 清一 大阪大学大学院医学系研究科次世代内視鏡治療学共同研究講座

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 お問合せ先】

一般社団法人日本内視鏡外科学会事務局

〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル

日本コンベンションサービス株式会社内

TEL: 03-3503-5917 FAX: 03-3508-1257

E-mail： ikou-jses@convention.co.jp 
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