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========================================================================== 
【新着情報】 
  1．あいちロボット産業クラスター推進協議会 
     第14回製造・物流等分野ロボット導入実証ワーキンググループを開催します 
 2．第3回 医工連携セミナー「医療におけるＡＩの活用と施策動向～法規制の解説と 
   事例紹介を中心に～」を開催します 
  3．2019年度中部地区医療・バイオ系シーズ発表会を開催します 
 4．「基盤産業支援セミナー」の参加者を募集します！ 
     ～計測・評価技術の観点から見た自動車開発動向～ 
  5.「自社技術を活かした新事業創出ワークショップ」の参加者を募集します！ 
 
【トピックス】 
  1．「メディカルメッセ in 第30回日本臨床工学会」のご案内 
 
【IoT推進ラボからのお知らせ】 
 ◎「愛知県IoT活用相談窓口」をご利用ください 
========================================================================= 
～新着情報～ 
【愛知県からのお知らせ】 
------------------------------------------------------------------------------- 
１．あいちロボット産業クラスター推進協議会 
  第14回 製造・物流等分野ロボット導入実証ワーキンググループを開催します 
------------------------------------------------------------------------------- 
 愛知県では、2014年11月に「あいちロボット産業クラスター推進協議会」を設立し、 
産学行政が連携してロボットの新技術・新製品を創出していく活動を行っています。 
協議会の3つのワーキンググループのうち、「製造・物流等分野ロボット導入実証 
ワーキンググループ」では、製造・物流等の現場へのロボット導入実証を促進する 
活動を進めています。 
 この度、以下のとおり第14回ワーキンググループを開催します。今回のワーキング 
グループでは、産業用ロボットメーカー世界4強の1社、株式会社安川電機 冨田浩治氏の 
講演ほか、「あいちロボットショーケース」参加企業2社による講演、及びサービス 
ロボット実証実験見学会を実施します。 
 是非御参加ください。 
 
＜日 時＞2019年11月13日（水曜日）午後1時00分から午後4時30分まで 
＜会 場＞中部国際空港 セントレアホールR-3会議室 
     （電話：0569-38-7227） 
＜対象者＞あいちロボット産業クラスター推進協議会の会員 
      ※入会方法は協議会ホームページを御覧ください。 
＜定 員＞40名（申込先着順） 
＜内 容＞ 
  ・ 講演 
   (1)「産業用ロボットの実証について（安川電機及びIVI※の例）」 
      ※ IVI:インダストリアル・バリューチェーン・イニシアティブ 
     株式会社安川電機 技術開発本部 技術企画部 国際規格担当部長 冨田浩治 氏 
   (2)「-もっともっと優しい社会の実現を目指して-サービスロボットによる 
     新たなチャレンジ」  
     株式会社シンテックホズミ  営業戦略企画室 室長  柴田 泰臣 氏 
   (3)「作業負荷軽減を目的とした電動パワーアシストスーツ（J-PAS）」  
     株式会社ジェイテクト 新規事業推進部 第1推進室 室長 尾崎 光晴 氏 
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  ・ 「あいちロボットショーケース」実証実験見学会       
＜参加費＞無料 
＜参加方法＞ 
         参加申込書に必要事項を記入し、FAX又はE-mailにて御提出ください。 
＜申込期限＞ 2019年11月5日(火曜日) 
      ※参加申込書は、下記よりダウンロードいただけるチラシの裏面です。 
            https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jisedai/robotseizoubuturyu14.html 
＜問合せ＞愛知県経済産業局産業部産業振興課次世代産業室 
     次世代産業第二グループ 
     TEL：052-954-6352 FAX：052-954-6943 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
【メディカル・デバイス産業振興協議会からのお知らせ】 
-------------------------------------------------------------------------------- 
２．第3回 医工連携セミナー「医療におけるＡＩの活用と施策動向～法規制の解説と 
  事例紹介を中心に～」を開催します 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 「第3回医工連携セミナー」では、医療分野でのＡＩの活用について、その施策 
動向や法規制についてご説明します。さらに、様々な専門科における医療用 
画像診断や、眼科を始めとした病院内での研究・開発・実用が進む事例についても 
ご紹介します。 
 是非ご参加ください。 
 
＜日 時＞ 
 令和元年11月21日（木）午後３時30分から午後５時まで 
＜場 所＞ 
 名古屋商工会議所 5階 会議室BC 
 （名古屋市中区栄2-10-19） 
＜内 容＞ 
 (1)「AIを活用した医療機器に関する法規制」 
   株式会社サン・フレア リサーチ＆コンサルティング部門 
   医療機器・ヘルスケアデバイス担当 コンサルタント 有川 慎也 氏 
 (2)「AIを活用した医療画像診断支援技術「EIRL(エイル)」」 
   エルピクセル株式会社 代表取締役 島原 佑基 氏 
 (3)「株式会社シンクアウトのAIの取り組み」 
   株式会社シンクアウト 最高技術責任者 
   社会医療法人三栄会ツカザキ病院 人工知能エンジニアチーフ 升本 浩紀 氏 
＜定員＞ 
 40名（先着順） 
＜参加費＞ 
 無料 
＜詳 細＞ 
 https://www.nagoya-cci.or.jp/event/event-detail.html?eid=1572 
＜お問合せ先＞ 
 名古屋商工会議所 産業振興部 
 モノづくり・イノベーションユニット 
 Tel：052-223-8608 
 Fax：052-232-5752 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
【中部地区医療・バイオ系シーズ発表会実行委員会からのお知らせ】 
-------------------------------------------------------------------------------- 
３．2019年度中部地区医療・バイオ系シーズ発表会を開催します 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 中部地区の大学等研究機関から最先端の技術シーズを発信する 
「2019年度中部地区医療・バイオ系シーズ発表会」を開催します。 
 中部地域の研究機関と公的機関及び関連企業が一堂に会し、新しい技術・情報を 
相互に交換・入手し、研究機関と企業のマッチングを推進し、わが国における医療・ 
バイオ産業の活性化を目指します。 
 昨今急成長市場として注目されているスマホアプリを活用したモバイルヘルス業界の 
現状と、医療×ITで疾病重症化予防について、第一線の研究者による招待講演を行います。 
 ぜひご参加ください。 
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＜会期＞ 
 2019年12月13日（金）午後1時～午後6時 
＜場所＞ 
 ウインクあいち 12階会議室（愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38） 
＜内容＞ 
 ・中部地区11の大学・研究機関から、研究者による 
  ポスター展示、口頭発表等を予定しています。 
 ・医療機器・創薬・介護福祉・リサーチツール等幅広い分野の 
  シーズ展示を行います。     
 ・スマホアプリを活用し、重症化予防という疾病既往社に対する健康づくり 
  支援に取り組む、名古屋大学発スタートアップPREVENTの取り組みについて、 
  萩原悠太代表取締役社長が招待講演を行います。 
＜参加費＞ 
 無料 
＜詳細＞ 
 http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/industry/recital/2019/index.html 
＜申込＞ 
 発表会への事前申込は不要です。直接会場にお越し下さい。 
 個別商談会を希望される方は2019年11月22日（金）までに上記よりお申し込み下さい。 
 
＜お問合せ先＞ 
 「中部地区医療・バイオ系シーズ発表会」実行委員会事務局 
 chubu_seeds@aip.nagoya-u.ac.jp 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
【愛知県からのお知らせ】 
--------------------------------------------------------------------- 
４．「基盤産業支援セミナー」の参加者を募集します！ 
  ～計測・評価技術の観点から見た自動車開発動向～ 
--------------------------------------------------------------------- 
 本県の自動車産業は、「100年に一度」の大転換期を迎えています。 
また、環境問題に対応するため、車両を構成する部材等が大きく変化する 
ことが見込まれています。 
  愛知県では、企業の皆様に計測・評価技術の観点から自動車開発を 
支える動向に対する理解を深めていただくとともに、新たな技術開発に 
つなげる“きっかけづくりの場”とすることを目的とした「基盤産業 
支援セミナー」を開催します。 
  自動車開発に携わるトヨタ自動車株式会社の舟橋様、ミリ波による 
測定装置を開発したキーコム株式会社の鈴木様を講師としてお招きして、 
自動車開発の現状と今後の展望についてご講演頂きます。 
  参加費は無料です。是非、御参加ください。 
 
＜日時＞2019年11月22日（金曜日）13:30～16:30（13:00～受付開始） 
＜場所＞愛知県技術開発交流センター 研修室１ 
     （刈谷市恩田町一丁目１５７番地１） 
＜内容＞ 
（１）講演（午後１時３５分から午後２時５５分まで） 
  「自動車開発を支える計測・評価技術の動向」 
  講師：トヨタ自動車株式会社 計測・デジタル基盤改革部 主査 舟橋陽一 氏 
（２）講演（午後３時１０分から午後４時３０分まで） 
  「ミリ波を用いた材料の電気的特性評価～自動車開発への展開～」 
  講師：キーコム株式会社 代表取締役 鈴木洋介 氏 
＜主催＞愛知県 
＜共催＞愛知工研協会 
＜定員＞80名程度 
＜申込方法＞以下のURLよりお申し込み下さい※無料 
  https://www.pref.aichi.jp/soshiki/sangyoshinko/kiban-seminar2019.html 
＜申込期限＞2019年11月19日（火曜日）17時 
＜問合せ＞愛知県経済産業局産業部 産業振興課 基盤産業グループ 
     TEL:052-954-6345 FAX:052-954-6976 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
【愛知県からのお知らせ】 
---------------------------------------------------------------------------- 
５．「自社技術を活かした新事業創出ワークショップ」の参加者を募集します！ 
---------------------------------------------------------------------------- 
  県では、大企業等の開放特許を活用し、中小企業の新製品開発を支援する「知財 
ビジネスマッチング」の取組を進めております。この度、中小企業の経営者や開発 
担当者等を対象に、大企業等の開放特許をヒントに自社製品開発・新事業創出を 
考えていただくための機会として、「新事業創出ワークショップ」を開催します。 
 当日は、開放特許を活用した自社オリジナル製品開発の事例を紹介するほか、 
ワークショップでは自社の強みを探索した上で、開放特許との掛け合わせによる 
アイデア出しを実施します。新製品開発や新事業創出等に関心をお持ちの中小企業の 
経営者、開発担当者等は、是非御参加ください。 
 
＜日 時＞令和元年12月17日（火） 
     午後1時30分から午後4時30分まで 
＜場 所＞愛知県産業労働センター(ウインクあいち)18階セミナールーム 
     （名古屋市中村区名駅4丁目4−38） 
＜内 容＞1.開放特許の活用について 
     2.大企業の開放特許活用事例紹介 
       講師 株式会社木村台紙 取締役 木村 慶子 氏 
     3.自社技術を活かした新事業創出ワークショップ 
      ～大企業等の開放特許をヒントに新製品・新サービスを生み出す～ 
      ・自社の強み探索 
      ・開放特許紹介 
      ・自社の強み×開放特許のアイデア出し 
       講師 特許業務法人コスモス国際特許商標事務所 弁理士 富澤 正 氏 
     4.愛知県等の中小企業支援施策紹介 
＜参加費＞無料 
＜主 催＞愛知県 
＜定 員＞40名（申込み先着順、要事前申し込み） 
＜申込方法＞以下のＷｅｂページの申込みフォームから、又は申込書に必要事項を 
      記載の上、ＦＡＸにてお申し込みください。 
  （https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/chizai-workshop2019-12.html） 
＜申込締切＞令和元年12月10日（火） 
＜申込み・問合せ先＞ 
     愛知県経済産業局産業部産業科学技術課 研究開発支援グループ  
        TEL 052-954-6370 FAX 052-954-6977 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
～トピックス～ 
【愛知県からのお知らせ】 
------------------------------------------------------------------------- 
１．「メディカルメッセ in 第30回日本臨床工学会」のご案内 
------------------------------------------------------------------------- 
 県、名古屋市、名古屋商工会議所等が主催となり、医療×モノづくり技術の 
展示商談会『メディカルメッセ』を 2020年５月23日、24日に、名古屋国際 
会議場にて開催します。  
 「メディカルメッセ」は、医療関係者と医療機器メーカー、そしてモノづくり 
企業が一堂に会し、新たな医療機器の開発・改良・改善を目指す展示商談会です。  
 第６回目となる今回は、医療機器のスペシャリストである「臨床工学技士」が 
全国から集まる「日本臨床工学会」と同時開催いたします。 
 医療現場の多種多様な課題を解決すべく、企業との連携を望む臨床工学技士と 
新たなネットワークを広げる絶好の機会です。 
 この度、メディカメッセに出展する企業を募集します。 
 
＜日時＞2020年５月23日（土）９時～17時  
         24日（日）９時～15時  
＜会場＞名古屋国際会議場イベントホール（名古屋市熱田区熱田西町1-1） 
＜対象＞ 
 医療機器の設計・開発・改良に向けたシーズ・ニーズの提案  

Page 4 of 5

2019/10/31http://oamail01.intra.aichi/mail/sF1100.nsf/fba26c3107b17fa64925827800408481/93...



 ・医療機器メーカー及び大学関係者に対し、部材供給、技術協力等を 
   希望するモノづくり企業  
 ・部材や技術のニーズを有する医療機器メーカー  
＜開催規模＞出展者数 100小間（予定）  
      来場者数 3,000名（予定）  
＜内 容＞ 展示、商談会、医療現場ニーズ発表会等  
＜その他＞ 
 ・メディカメッセWEBサイト 
  （https://www.medicalmesse.com/） 
 ・メディカメッセパンフレット 
  （https://docs.wixstatic.com/ugd/b88e1b_73916e7f2a5442b6acef021ef54ddac9.pdf） 
 ・日本臨床工学会WEBサイト 
  （http://www.congre.co.jp/jace30/） 
＜募集締切＞2019年12月27日（金）  
＜問合せ先＞ 
  メディカルメッセ事務局 
  名古屋商工会議所 産業振興部  
  モノづくり・イノベーションユニット 加藤・林・新木 
  TEL：052-223-8603 FAX：052-232-5752 
  E-mail：medical-device@nagoya-cci.or.jp 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
============================================================================ 
 
○アドレス変更・配信の追加および停止については、以下へご連絡ください。 
 jisedai@pref.aichi.lg.jp 
 なお、この手続きではあいちロボット産業クラスター推進協議会、 
 あいち健康長寿産業クラスター推進協議会からのお知らせの配信は停止されません。 
 
○メール配信停止のご連絡に基づいて配信リストからの削除を行っています。 
 万が一、メールが届いてしまった場合は御迷惑をおかけして申しわけありませんが、 
 その旨をご連絡くださいますようお願い致します。 
 
○愛知県ではメールアドレスの漏えい防止のため、すべての宛先に対して 
「bcc」を使用して送信しております。ご理解とご協力をお願いいたします。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
（問合せ先） 
 愛知県 経済産業局 産業部 産業振興課 次世代産業室 次世代産業第二グループ 
 〒460-8501名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 
  担当：奥山、辻本 
 TEL： 052-954-6352 FAX: 052-954-6943 
 URL： http://www.pref.aichi.jp/soshiki/jisedai/ 
 E-mail: jisedai@pref.aichi.lg.jp 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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