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The 12th ASIA MEDICAL SHOW 2015御礼

　この度第12回アジアメディカルショー開催にあたりましては格段のご高配

を賜り誠にありがとうございました。

　お陰を持ちまして、多数のご出展・ご協賛並びに14,243名のご参加を得て、

盛会裡に終了することができました。これもひとえに皆様のご支援とご協力の

賜物と深く感謝いたしております。

　運営につきましては不行き届きの点も多かったことと存じますが、何卒ご容

赦下さいますようお願い申し上げます。

　末筆ではございますが、皆様のご健勝と一層のご発展を心から祈念申し上げ

御礼とさせて頂きます。

第12回アジアメディカルショー実行委員会
実行委員長　末石　藏八
九州医療機器団体連合会 会長

第12回 アジアメディカルショー実行委員会

役　　職 氏　　名 会　社　名

実行委員長 末石　藏八 (株)キシヤ

実行副委員長／総務 前田　雅英 ジーエムメディカル(株)

会　計 原口　錠二 (株)ソム・テック

出展募集 山下　尚登 山下医科器械(株)

会場制作・運営 五十嵐　彰 (株)五十嵐医科器械

催　事 原野　雅典 (株)グループ二十一

広報・来場者動員 近藤　正二 (株)アステム

監　事 米満　康彦 アイティーアイ(株)

出展募集ワーキング委員

山内　澄明 (株)ムトウ

楠田幸次郎 (株)キシヤ

近藤　正二 (株)アステム

松尾　　聡 アイティーアイ(株)

第12回アジアメディカルショー事務局 (株)日本ジーニス
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The 12th ASIA MEDICAL SHOW 2015開催概要

第12回アジアメディカルショー

本展をコマーシャル展示として位置づけ、具体的ビジネスチャンスの場となるアジ
ア・全国規模の商業展示会として確立させ、業界の発展と医療現場への貢献をめざす

人と医療・福祉の更なる成長をめざして

2015年6月19日(金)・20日(土)

10:00 ～ 18:00　※但し最終日は17:00まで

福岡国際会議場(福岡市博多区石城町2-1)
TEL:092-262-4111

無　料

九州医療機器団体連合会/福岡県医療機器協会

厚生労働省、九州経済産業局、福岡県、福岡市、北九州市、長崎県、佐賀県、熊本県、大
分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、一般社団法人九州経済連合会、福岡商工会議所、北
九州商工会議所、公益社団法人福岡県医師会、一般社団法人長崎県医師会、一般社団
法人佐賀県医師会、公益社団法人熊本県医師会、一般社団法人大分県医師会、公益社
団法人宮崎県医師会、公益社団法人鹿児島県医師会、一般社団法人沖縄県医師会、一
般社団法人山口県医師会、一般財団法人医療情報システム開発センター、公益財団法
人医療機器センター、一般社団法人日本臨床衛生検査技師会、公益社団法人日本臨床
工学技士会、公益社団法人日本診療放射線技師会、一般社団法人日本病院薬剤師会、
一般社団法人日本病院会、一般社団法人日本医療福祉設備協会、公益社団法人全日本
病院協会、公益社団法人日本理学療法士協会、公益社団法人日本看護協会、一般社団
法人日本作業療法士協会、一般社団法人日本医療法人協会、公益社団法人日本視能訓
練士協会、社会福祉法人福岡県社会福祉協議会、公益社団法人全国病院理学療法協
会、公益社団法人福岡県看護協会、一般社団法人日本医療機器学会、システム制御情
報学会、日本医用画像工学会、一般社団法人日本超音波医学会、日本医学会、一般社団
法人日本リウマチ学会、日本臨床外科学会、公益社団法人日本麻酔科学会、一般社団
法人日本移植学会、一般社団法人日本人工臓器学会、一般社団法人日本耳鼻咽喉科学
会、公益社団法人日本放射線技術学会、公益社団法人日本薬学会、公益社団法人日本
整形外科学会、一般社団法人日本消化器内視鏡学会、特定非営利活動法人日本胸部外
科学会、一般社団法人日本言語聴覚士協会、一般財団法人九州産業技術センター、公
益財団法人福岡県国際交流センター、公益財団法人福岡観光コンベンションビュー
ロー、在福岡アメリカ領事館、台湾貿易センター福岡事務所、毎日新聞社、読売新聞西
部本社、産経新聞社、フジサンケイビジネスアイ、日刊工業新聞社、西日本新聞社、
NHK福岡放送局、九州朝日放送、テレビ西日本、RKB毎日放送、FBS福岡放送、TVQ
九州放送、サガテレビ、KTNテレビ長崎、NBC長崎放送、NCC長崎文化放送、NIB
長崎国際テレビ、熊本放送、熊本朝日放送、テレビ熊本、くまもと県民テレビ、OBS
大分放送、TOSテレビ大分、OAB大分朝日放送、MRT宮崎放送、UMKテレビ宮崎、
KTS鹿児島テレビ、鹿児島放送、九州旅客鉄道株式会社、ふくおか経済      （順不同）

一般社団法人日本医療機器工業会、一般社団法人日本画像医療システム工業会、一般
社団法人日本医療機器テクノロジー協会、日本薬科機器協会、一般社団法人日本ホー
ムヘルス機器協会、一般社団法人日本衛生材料工業連合会、日本顕微鏡工業会、一般
社団法人日本電気計測器工業会、一般社団法人日本計量機器工業連合会、日本試験機
工業会、一般社団法人電子情報技術産業協会、一般社団法人日本試薬協会、一般社団
法人次世代センサ協議会、日本在宅医療福祉協会、一般社団法人シルバーサービス振
興会、一般社団法人日本医療機器販売業協会、日本理学療法機器工業会、日本医療用
縫合糸協会                                                                              （順不同）

213社

186社　　　　　　　　　　　　　293小間

名 称

開 催 理 念

テ ー マ

会 期

開 催 時 間

会 場

入 場 料

主 催

後 援

協 賛

出 展  ・ 協 賛

出 展 小 間 数
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The 12th ASIA MEDICAL SHOW 2015開会式＆レセプション

● 開 会 式

●レセプション

日　時

場　所

式次第

日　時

場　所

式次第

2015年6月19日（金）　9：30 ～ 10：00

福岡国際会議場３Ａ／テープカット２階展示会場 正面入り口前特設会場
司会：明石 紗希子

9:31 オープ二ングセレモニー／第12回ＡＭＳプロモーション映像   
9:32 開会     
9:33 主催者挨拶     
 　第12回アジアメディカルショー　 　　実行委員長　    末石　藏八 
9:37 来賓・第12回AMS公式ナビゲーター・主催者紹介    
9:44 来賓挨拶     
 　九州経済産業局　  　　　　　　 局長　 　岸本　吉生　　様
 　福岡県　  　　　  　　　　　　  副知事　 　海老井　悦子　様
9:51 閉会     
9:55 テープカットセレモニー     
 　主賓　九州経済産業局　 　　　　　　 　　　　局長　　　　　岸本　吉生 様
 　　　　福岡県 保健医療介護部薬務課 　　 課長　　　　　山浦　俊明 様
 　　　　一般社団法人日本医療機器販売業協会　 会長　　　　　 森　　清一 様
 　来賓　九州大学大学院医学研究院　先端医療医学講座　 教授　　　　　 橋爪　　誠 様
 　主催　第12回アジアメディカルショー　　　   実行委員長　　末石　藏八  
　　　　　　　　第12回アジアメディカルショー　　　   実行副委員長　 前田　雅英 
　　　　　　　　第12回アジアメディカルショー　　　    AMS公式ナビゲーター　森口　博子 
10:00 テープカット終了後、２階展示会場へ

2015年6月19日（金）　19：00 ～ 21：00

ソラリア西鉄ホテル 8F 彩雲
司会：野川 眞里／明石 紗希子

19:00 オープ二ングセレモニー／第12回ＡＭＳプロモーション映像   
19:02 開会     
19:03 主催者挨拶     
 　第12回アジアメディカルショー実行委員会　実行委員長　末石　藏八 
19:07 来賓紹介    
19:08 来賓挨拶     
 　九州経済産業局　地域経済部長　堀尾　容康　様
19:12 鏡開き
19:19 乾杯     
 　福岡市議会議員 　栃木　義博　様
19:22 歓談
19:30　祝電披露
19:45　プログラム案内
20:00　森口博子サプライズステージ
20:30〜　歓談
20:45　プレゼン者紹介
20:57　閉会の挨拶
　　　　　第12回アジアメディカルショー実行委員会　出展募集責任者　山下　尚登
21:00　 閉会
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The 12th ASIA MEDICAL SHOW 2015出展者一覧　50音順

  会社名
あ
㈱ IFCリーディング

IMJ Group
㈱インターメドジャパン・㈱ジェイエスエス

アイティーアイ㈱

アクアビューティー

旭化成ケミカルズ㈱

㈱アステム

アズワン㈱

㈱アドバンスト・メディア

アトムメディカル㈱

㈱アムコ

有田電器情報システム㈱

アルケア㈱

アルビレオ

アルフレッサファーマ㈱

㈱ ALEX

㈱イーピーメディック

五十嵐医科工業㈱

医器販協・＠MD-Net 合同プロジェクト

一社）遺伝子検査協会

伊藤超短波㈱

㈱イマムラ

医療機器業公正取引協議会日本医療機器販売業協会支部

ウィズグループ

㈱ヴェネマーレ

㈱ Webプロモーション

宇都宮製作㈱

㈱ウドノ医機

㈱エイチ・エス・ピー

㈱エーシーケー

エース印刷㈱

㈱ NBC

espace TAG Heuer　福岡店

㈱エフスリィー

㈱エベレックス・ジャパン

㈱エムエス

エレクター㈱

オオサキメディカル㈱

オージー技研㈱

㈱オオタニ・ヘルスケア・オフィス

㈱岡村製作所

小川医理器㈱

オムロンコーリン㈱

オリンパス㈱

か
花王プロフェッショナル・サービス㈱

㈱カメラのゴゴー商会

㈱カワムラサイクル

㈱キシヤ

キヤノンライフケアソリューションズ㈱

九州エア・ウォーター㈱

㈱九州シグマ

㈱九州神陵文庫

九州大学先端医療イノベーションセンター

九電工グループ
㈱九電工グッドタイムホーム
㈱ネット・メディカルセンター

キュテラ㈱

㈱京都科学

㈱グリーンメディカル

クレッシェンド

㈲グローバルアーキテクツ　チーム・ガット

ケイセイ医科工業㈱

㈱ケープ

㈱ケルン

健栄製薬㈱

コヴィディエンジャパン㈱

㈱高研

  会社名
神戸大学大学院医学研究科消化器内科
MIKCS 一社）医療イノベーション神戸連携システム

神戸医療機器イノベーションセンター

コクヨマーケティング㈱

COCOFUL

コニカミノルタヘルスケア㈱

小西医療器㈱
さ
酒井医療㈱

サカセ化学工業㈱

サクラ精機㈱

㈱シーエス研究所

ジーエムメディカル㈱

㈱ JMS

㈱ JSOL

㈱志賀設計

㈱シティーライン

ジャガー福岡中央㈱

ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱ ASP ジャパン

㈱新鋭工業福岡

シンコー九州㈱

スギモト産業㈱

㈱スズキ自販福岡

スター・プロダクト㈱

スポーツ工房　ベロスタイル

スミス・アンド・ネフューウンドマネジメント㈱

㈱スミロン

スリーエムジャパン㈱

セイワパーク㈱

世界基準№1ブルーエア空気清浄機

㈱ゼネラルアサヒ

セルコム㈱

泉工医科工業㈱

㈱セントラルユニ

総合メディカル㈱

崇城大学情報学部アハラリ研究室・
㈱フュージョンテク

ソフトバンクモバイル・ピーアップ㈱ピーアップ

ソルブ㈱
た
大栄電通㈱

タイセイエンター㈱

大同化工㈱

㈱タカゾノ

タカノ㈱

㈱高橋商店

タカラベルモント㈱

㈱竹内製作所

㈱田島器械／ BeeLine.Co.,Ltd

㈱タニタ

公社）ツーリズムおおいた

㈱テクノスジャパン

㈱テクノリンク

テルモ㈱

㈱東機貿

㈱東京ダイヨー器械店

㈱東邦製作所

東洋羽毛九州販売㈱

東洋紡エンジニアリング㈱

東洋理研㈱

東レ・メディカル㈱

㈱トーショー

㈲徳風堂　創作弁当　辻が花

㈱トップ

㈱トップラン

㈱トミナガ　ゴルフランド事業部
な
南国フルーツ㈱

南部化成㈱

  会社名
㈱ニチオン

日油技研工業㈱

日科ミクロン㈱

日産プリンス福岡販売㈱

日本光電九州㈱

日本ビスカ㈱

日本ヒューマンメディク㈱

日本メディカルネクスト㈱

㈱日本メディックス

日本ライトサービス㈱

㈱ニュートン・グラフィックス九州
は
白十字㈱

パナソニックヘルスケア㈱

㈱ハノミライ

浜地酒造㈱

パラマウントベッド㈱

ピー・シー・エー㈱

ビー・ブラウンエースクラップ㈱

Victoria Golf & SUPER SPORTS XEBIO ゆめタウン博多店

日立アロカメディカル㈱

㈱ VIP グローバル

㈱ヒュー・メックス

㈱ファーストレイト

フィッシャー＆パイケルヘルスケア㈱

フォーク㈱

㈱フォレストヴィラホーム

深川製磁㈱

福岡県・九州大学先端医療イノベーションセンター大平開発チーム

福田税務 / 労務合同事務所

フクダ電子西部北販売㈱

㈱ふくや

㈱富士医科精器

㈱プラス

フレゼニウスカービジャパン㈱

㈱ホギメディカル

㈱保科製作所
ま
マシモジャパン㈱

巻き爪ケア・フットケア楽人

松吉医科器械㈱

三浦工業㈱

ミズホ㈱

ミナト医科学㈱

ムトウグループ
（ムトウ、東京医研、MM＆N、ムトウテクノス）

村中医療器㈱

㈱名優

㈱メディオ

㈱メディコン

㈱メディソンアコマ西日本販売

メドー産業㈱

㈱メルシー
や
山下医科器械㈱

山田医療照明㈱

㈱ヤマト

ユビックス㈱

㈱ユヤマ
ら
㈱リブドゥコーポレーション

THE LUIGANS SPA＆RESORT

レールダルメディカルジャパン㈱
わ
㈱ワールドグローブ
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The 12th ASIA MEDICAL SHOW 2015協賛者一覧　50音順

アイティーアイ㈱
㈱アステム
㈱アドバンスト・メディア
アラマンダ
医器販協・@MD-Net合同プロジェクト
㈱イワサキ
㈱Webプロモーション
NPO法人足もと健康サポートねっと
介護情報誌HappyHappy(エース印刷㈱）
㈱ガウディ
花王プロフェッショナル・サービス㈱
㈱キシヤ
クレッシェンド
ジーエムメディカル㈱
㈱志賀設計
㈱事業承継支援センター
㈱シティーライン
スポーツ工房　ベロスタイル
世界基準№1ブルーエア空気清浄機
㈱ゼネラルアサヒ
総合メディカル㈱
ソフトバンクモバイル㈱・㈱ピーアップ
㈱テクノスジャパン
デジ・アド㈱
テルモ㈱
南部化成㈱
日進医療器㈱
日本コヴィディエン㈱
日本光電九州㈱
㈲ビューティフルライフ
福岡県保健医療介護部薬務課
福岡県・九州大学先端医療イノベーションセンター
大平開発チーム
福田税務/労務合同事務所
フクダ電子㈱
㈱プラッツ
ペルモビール㈱
㈱ホギメディカル
松吉医科器械㈱
㈱ミキ
㈱モリトー
矢崎化工㈱
山下医科器械㈱
ライズ株式スクール

アイティーアイ㈱
㈱アステム
㈱オーエーメディア福岡
㈱キシヤ
㈱グループ二十一
コニカミノルタヘルスケア㈱
㈱サイコー舎
㈱シー・アール・シー
ジーエムメディカル㈱
総合メディカル㈱
㈱西鉄シティホテル
西鉄旅行㈱福岡支店
㈱日医リース
日本光電九州㈱
日本メドトロニック㈱
フクダ電子西部北販売㈱
福交運輸事業協同組合
㈱フローリスト・リバティ
三浦工業㈱
山下医科器械㈱

AMSプログラム協賛 広 告 協 賛

エース印刷㈱
espace TAG Heuer 福岡店
花王プロフェッショナル・サービス㈱
㈱九州共立
クレッシェンド
㈱サイコー舎
㈱シティーライン
㈱シナプス
デリカ食品㈱
㈱西鉄シティホテル
西鉄旅行㈱福岡支店
Victoria Golf & SUPER SPORTS XEBIO ゆめタウン博多店
福交運輸事業協同組合
㈱フローリスト・リバティ

協 力・提 供

オフィストータルサポートの大栄電通
コクヨマーケティング㈱
シンコー九州㈱

特 別 協 力
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AMSプログラム　6/19（金）

3A

4E

4C

5B

4B

406

4D

5A

5C

10:00 11:00 12:00 13:00

11:30 ～ 12:30 （株）アドバンスト・メディア

13:00 ～ 18:00　　    　      　  AMSインターナショナルプログラム

医療機器データベース             とEDIの効果的活用
講師:日本医療機器販売             業協会　並木 秀文　他
主催:医器販協・@ＭＤ　          -Net合同プロジェクト

 AMSオーガスタゴルフin福岡国際会議場
ドラゴン／ニアピン  コンテスト(最新ゴルフシミュレーター )
参加費：無料

マイナンバーと今後の法改正対応について
～マイナンバーへ向けた準備と法改正対応
　　　　　　　　　　　　（労務リスク対策）～
講師:肥海 聡芝（社会保険労務士法人かぜよみ 福岡オフィス 
　　　　　　　　　　所長／ (株)菅村経営 常務取締役）

♦13:00 ～ 14:30
　在福岡アメリカ領事館　　　　  セミナー
　拡大する対米直接　　　   投資の現状と可能性
　講師：高畑 和久
　　　　　 （在大阪・神戸アメ                 リカ合衆国総領事館商務部 上席商務専門官）

医療業界における音声認識
技術活用事例とこれから
講師：岩瀬 浩一（医療事業部 事業部長）

医療・介護・生活のフットケアとそのビジネス
モデル ～歩行分析（実演）とインソール・靴～
講師：岡橋 伸浩
　　　　 （（株）アステム事業開発部長「足と靴のフットケア協会」
     　　　　　　　　　　　　　　         認定インストラクター）

薬事法から医薬品医療機器等法へ～大幅改正された医療機器の規制～
講 師：福岡県薬務課
・定石 佳子（福岡県保健医療介護部薬務課生産指導係 生産指導係長）
・三嶋 克彦（福岡県保健医療介護部薬務課生産指導係 技術主査）
・小池    恒（医薬品医療機器総合機構 審査マネジメント部 薬事戦略相談課課長）
・林　 克己（医薬品医療機器総合機構 審査マネジメント部 薬事戦略相談課テクニカルエキスパート）

♦第1部　10：30 ～ 12：00 

  「地域包括ケアシステムにおける健康管理～職域と地域の連携～」
  講師：伊達 豊（医療法人芙蓉会 筑紫南ヶ丘病院 医療介護連携本部長 兼 診療部長）
♦第2部　13：00 ～ 14：30
  「これからの介護事業の経営ビジョンと組織改革・総合福祉モデル」
  　講師：兼峯 大輔（介護事業に特化した社労士事務所 エール労務サービス 代表）

♦特別プレゼンテーション　                         14：40 ～ 15：10
　　    第12回日本フットケア学会　　        久留米セミナー
　      講師：石橋 理津子
            （社会医療法人天神会 新古賀クリ                 ニック 糖尿病センター 看護師長）

10:45 ～ 12:15　（株）アステム

10:30 ～ 12:30　特別セミナー

10:45 ～ 12:15　（株）キシヤ

13:10 ～ 18:00　　　　　 特別シンポジウム

13:00 ～ 14:30

（株）トミナガ　ゴルフランド事業部

（ひかい さとし）

介護・福祉特設コーナー 特別セミナー 　　企画:介護情報誌HappyHappy編集部（エース印刷株式会社）

パーソナルロボットPepperと人工知能型システム
Watsonとの融合で実現する最先端医療の世界
講 師：中山 五輪男
　　　 　（ソフトバンクモバイル(株) 首席エヴァンジェリスト）
後 援：ソフトバンクモバイル㈱・㈱ピーアップ

11:00 ～ 12:30　招待講演

公益社団法人
ツーリズム
おおいた
講師：川島 太郎

（MICEセンター 誘致課長）

福井大学病院に　　　  おける
PNSパートナー　　     シップナーシングシステムの実例
座 長：中畑 高子　　        （公立学校共済組合関東中央病院 副院長 看護部長）
・13:10 〜 14:40　　　     講演①「ＰＮＳと組織改革」　  講 師：橘 幸子
・15:20 〜 16:20　　　     講演②「ＰＮＳの導入と運営」 講 師：上山 香代子

福岡県の医療福祉機器
産業振興の取組
講師：福岡県新産業振興課

10:35～プレゼンテーション

12:30 ～ 12:40　プレゼンテーション

当院における変形性股関節症に対す取り組み
～ Jiggling(貧乏ゆすり様運動)による関節裂隙開大を目指して～
講師：堤　聖（柳川リハビリテーション病院）

13:30～13:45 プレゼンテーション

  9:30 ～開会式［3A］

10:00 ～テープカット［2F展示会場 正面入口 特設会場］
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14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

16:00 ～ 17:30　（株）事業承継支援センター

13:00 ～ 18:00　　    　      　  AMSインターナショナルプログラム
♦14:30 ～ 16:00 ♦17:00 ～ 18:00

医療機器データベース             とEDIの効果的活用
講師:日本医療機器販売             業協会　並木 秀文　他
主催:医器販協・@ＭＤ　          -Net合同プロジェクト

♦13:00 ～ 14:30
　在福岡アメリカ領事館　　　　  セミナー
　拡大する対米直接　　　   投資の現状と可能性
　講師：高畑 和久
　　　　　 （在大阪・神戸アメ                 リカ合衆国総領事館商務部 上席商務専門官）

医・食・住におけるハラール認証制度の重要性
一般社団法人日本ハラールユニット
講師：正岡 三一（佐賀大学名誉教授）
　　　新山 利光（一般社団法人日本ハラールユニット専務理事(AQL担当））

医療法改正！経営統合について考える
講師：平野 拓矢
　　　　（（株）事業承継支援センター 代表取締役）

台北市醫療器材商業同業公會 
姉妹会締結調印式

平成27年度スキルアップセミナー
MDIC認定研修会
 主催：日本医療機器販売業協会
 共催：福岡県医療機器協会

①「2025年に向けた医療・介護の方向性」　
　  講師:河東 茂明
　　　　　　（コンサルティング部シニアアドバイザー 医業経営コンサルタント）

②「近未来の医院建築」　
　  講師:林 建司（（株）ソムテック 設計次長 医業経営コンサルタント）

最新の離床センサーでの転倒転落対策/離床
センサー運用の課題解決
①離床センサーあるあるワークショップ   
②在宅ケアの今後
    講師:宮薗 翔太（（株）テクノスジャパン 西日本営業グループ 所長代理）

♦特別プレゼンテーション　                         14：40 ～ 15：10
　　    第12回日本フットケア学会　　        久留米セミナー
　      講師：石橋 理津子
            （社会医療法人天神会 新古賀クリ                 ニック 糖尿病センター 看護師長）

♦第3部　15：20 ～ 16：20
    「メディカル物流革命～煩雑業務からの解放～」
　講師:田浦 通（(株)シティーライン 代表取締役）
♦第4部　16：30 ～ 17：30
   「～海藻～「フコイダン」で10歳若返りを目指して」
   講師:宮﨑 義之（九州大学大学院農学研究院 学術研究員 農学博士）

13:45 ～ 15:15  （株）テクノスジャパン

13:10 ～ 18:00　　　　　 特別シンポジウム

15:30 ～ 17:30　

13:45 ～ 15:15　総合メディカル（株）

介護・福祉特設コーナー 特別セミナー 　　企画:介護情報誌HappyHappy編集部（エース印刷株式会社）

再生医療用先端機器開発およびパンデミッ
ク脅威に対するマイクロナノバブル技術開
発の要件と実用化
 講 師：大平 猛（九州大学先端医療イノベーションセンター 
　　　　　　　　　   プロジェクト部門 特任教授）

13:45 ～ 15:15　招待講演

先端医療の現状と病診連携からみた将来展望
講 師：橋爪 誠（九州大学大学院医学研究院 先端医療医学講座 教授）

後 援：一般財団法人九州先端医療振興財団

16:00 ～ 17:30　特別講演

第13回日本褥瘡学会 九州・沖縄地方会学術集会
講師：菊池 守（佐賀大学医学部附属病院 形成外科 診療准教授）

福井大学病院に　　　  おける
PNSパートナー　　     シップナーシングシステムの実例
座 長：中畑 高子　　        （公立学校共済組合関東中央病院 副院長 看護部長）
・13:10 〜 14:40　　　     講演①「ＰＮＳと組織改革」　  講 師：橘 幸子
・15:20 〜 16:20　　　     講演②「ＰＮＳの導入と運営」 講 師：上山 香代子

・16:30 〜 17:10　シンポジウム　実践報告①「消化器病棟のＰＮＳ」　講 師：野田 恵
　　　　　　　　　　　　　　　   実践報告②「３人夜勤でのＰＮＳ」　講 師：黒田 正子
・17:20 〜 18:00　ディスカッションとまとめ
協 賛：松吉医科器械 (株)、日本コヴィディエン(株)、テルモ (株)、クレッシェンド、(株)ホギメディカル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （順不同） 

15:15 ～ 15:30　プレゼンテーション

医療コミュニケーションの原点
～医療者と患者から、人と人との関わり合い
           へのこだわりが成功へのカギを握る～
講 師：宮原 哲（西南学院大学文学部 対人・医療コミュニケーション学 教授）

13:45 ～ 15:15　招待講演

17:30 ～ 18:00　特別プレゼンテーション
九州大学先端医療イノベーションセンターにおける
イノベーション事例～効率的炭素固定化技術実用化への試み～
講師：橋爪 誠（九州大学先端医療イノベーションセンター センター長）
講師：剣持 一（九州大学先端医療イノベーションセンター 渉外企画部門長）
講師：中村 馨（（株）ロイヤルコーポレーション 代表取締役社長）
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AMSプログラム　6/20（土）

10:30 ～ 12:00　ライズ株式スクール

10:45 ～ 12:15　アラマンダ

12:10 ～ 13:30　デジ・アド(株)

♦第1回11:00 ～ 12:00 ♦第2回 13:30 ～ 14:30 ♦第3回 15:30 ～ 16:30

13:00 ～ 14:30　(株)Web　　        プロモーション

世界中の見込み客を　　　　  射程距離に捉える
真実のWEB集客技術と　　    その活用方法とは？
講師：植田 雄輝（(株)Web                  プロモーション）

佐賀県での救
急車における
ICT 活 用 事 例
の成果と課題
講師：円城寺 雄介

（佐賀県統括本部 情報・業務改革課 主査）

スペーサーを活用した
病院経営
講師：杉町 圭蔵

（おんが病院・おかがき病院 統括院長）

実践フットケア
研究会　足病変
の治療予防連携
ネットワーク
講師:清川 兼輔

（久留米大学医学部 形成外科・  
 顎顔面外科学講座 主任教授）

これからの医療業界に活用すべき動画・CG
医療の様々なシーンで必要とされる「伝える」スキル。一般業界・医療業界の実績を紹介             しながら、より具体的な活用方法を紹介。

「伝える」に必要な様々な媒体の常設展示・人体臓器 プロジェクションマッピング・3Dプリンタ出力物・　　        各種POP

認知症とともに生きる
　 ～認知症の症状から　　 　　予防まで～
講師：小原 知之
　　　   （九州大学大学院医学研究　　　　　   院 精神病態医学 助教）

①「形成外科治療にお             ける極細3本針パス
　 キンの有効性」
　  講師：木村 広美（福岡大学                     医学部 形成外科学教室）

②「リンパ浮腫ICG蛍光              検査における極細3本
　 針パスキンの有効性」
　  講師：浜田 裕一（愛媛県立                     中央病院形成外科 部長）

①「2025年に向けた　　　　　医療・介護の方向性」
　　講師:河東 茂明
                 （コンサルティング部シニア                            アドバイザー医業経営コンサルタント）

②「近未来の医院建築」
　　講師:林 建司（（株）ソムテック                        設計次長 医業経営コンサルタント）

医療関係者のための株式投資
～現在の仕事の強みを生かす～
講師：本田 浩平 （ライズ株式スクール 専任講師）

安心を与え、信頼されるコメディカルへ
～『身だしなみ』から始まる『おもてなしの心』～
講師：仁部屋 陽子
　　　　（トータルビューティーサロン アラマンダ 代表）

　　 最新の離床センサーでの転                倒転
落対策 /離床センサー運用の課題                解決
①離床センサーあるあるワークショ                ップ
②在宅ケアの今後
　講師：宮薗 翔太
　（（株）テクノスジャパン 西日本営業グループ所長                         代理）

　　 最新の離床センサーでの転倒転
落対策/離床センサー運用の課題解決
①離床センサーあるあるワークショップ
②在宅ケアの今後
　講師：宮薗 翔太
　 （（株）テクノスジャパン 西日本営業グループ 所長代理）

蘇生バッグの安全性確保と
経済性の両立について
講師：野田 英一郎
　　　　（九州大学病院 救命救急センター 診療講師）
座長：外　須美夫
         （九州大学大学院医学研究院 麻酔・蘇生学 教授）

「シニアの為のアンチエイジング」
①MCI(軽度認知障害)の早期発見・改善と介護予防プロ
　グラム WEB版　アプリ「あたまケア」
　  講師：川口 裕二（株式会社ナレッジ・フォース 代表取締役）
②誰にも言えない排尿障害とEDの悩みを解消しよう　
　  講師： 中井 喜一郎(EDコンシェルジュ )

第63回日本麻酔
科学会学術集会
講師：外 須美夫

（九州大学大学院医学研究院    
　麻酔・蘇生学教授）

10:00 11:00 12:00 13:00

足病（フットケア）診療・    　　 連携・教育の重要性
について～超高齢化社会　　　　 に備えておくこと～
講 師:竹内  一馬（社会医療法人                     喜悦会 那珂川病院 血管外科 部長） 
共 催: NPO法人足もと健             康サポートねっと

10:30 ～ 12:15　特別プログラム

11:00 ～ 16:30　（株）ゼネラルアサヒ

産・学・官による医工連携事業化プロジェクト
講 師：松尾 清美（佐賀大学 大学院医学系研究科 医学部附属地域医療　　
　　　　　　　　         科学教育研究センター 福祉健康科学部門 准教授）
共 催：九州ヘルスケア産業推進協議会（HAMIQ）
協 賛：矢崎化工(株)、日進医療器(株)、ペルモビール(株)、(株)モリトー、(株)プラッツ、 
　　　　(有)ビューティフルライフ、(株)ミキ、スポーツ工房ベロスタイル（順不同）

13:00 ～ 14:30　招待講演

3A

4E

4C

5B

4B

406

4D

5A

5C

13:00～14:00 （株）テクノスジャ　　            パン11:00～12:00 （株）テクノスジャパン

10:45 ～ 12:15　アイティーアイ（株）

効果的な看護師の採用と定着について
講師：諸橋 泰夫（南東北グループ人財開発部 部長）

第59回日本形成
外科学会総会・学
術集会
講師：高木 誠司（福岡大学
医学部形成外科 形成外科学 准教授）

13:10 ～ 14:30　南部　　       化成(株)

11:00～12:00　ジーエムメディカル（株） 12:00～12:30 
 特別プレゼンテーション

12:00～12:30 特別プレゼンテーション10:30～11:00 プレゼンテーション

13:00 ～ 14:30　　総合  　　 　　 メディカル（株）

13:00 ～ 14:30 日本光電　　 　　 九州（株）

13:00 ～ 13:10
プレゼンテーション

第4回日本下肢救済足病学会 
九州・沖縄地方会学術集会
講師：村瀬 邦崇

（福岡大学病院 内分泌・糖尿病内科 外来医長）

10:15～10:30 プレゼンテーション

第12 回日 本 フ ッ
トケア学会久留米
セミナー
講師:石橋 理津子

（社会医療法人天神会 新古賀クリ
ニック 糖尿病センター 看護師長）

12:15 ～ 12:30
プレゼンテーション

（株）トミナガ　ゴルフランド事業部

11:00 ～ 12:00　（株）イワサキ

14:30 ～ 14:45　プレゼン　　 　　 テーション
第13回日本褥瘡学会　　　　  九州・沖縄地方会学術集会
講師：菊池 守（佐賀大学医学部　　　 　　 附属病院 形成外科 診療准教授）

 AMSオーガスタゴルフin福岡国際会議場
ドラゴン／ニアピン  コンテスト(最新ゴルフシミュレーター )
参加費：無料

2部1部
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13:40 ～ 15:00　（株）ガウディ 15:10 ～ 16:30　福田税務/労務合同事務所

14：50～15：50　(株)志賀設計 16：00～17：00　(株)志賀設計

♦第1回11:00 ～ 12:00 ♦第2回 13:30 ～ 14:30 ♦第3回 15:30 ～ 16:30

13:00 ～ 14:30　(株)Web　　        プロモーション

世界中の見込み客を　　　　  射程距離に捉える
真実のWEB集客技術と　　    その活用方法とは？
講師：植田 雄輝（(株)Web                  プロモーション）

　　これからの病院の姿、
そして患者様がえらぶ病院つくり
講師：八島 英孝
　　　　（医業経営コンサルタント、一級建築士）

　　これからの病院の姿、
そして患者様がえらぶ病院つくり
講師：八島 英孝
　　　　（医業経営コンサルタント、一級建築士）

これからの医療業界に活用すべき動画・CG
医療の様々なシーンで必要とされる「伝える」スキル。一般業界・医療業界の実績を紹介             しながら、より具体的な活用方法を紹介。

「伝える」に必要な様々な媒体の常設展示・人体臓器 プロジェクションマッピング・3Dプリンタ出力物・　　        各種POP

認知症とともに生きる
　 ～認知症の症状から　　 　　予防まで～
講師：小原 知之
　　　   （九州大学大学院医学研究　　　　　   院 精神病態医学 助教）

2025年医療・福祉のパラダイムシフト
～医業経営インフラとして、新たな
生命保険のミカタ～
講師：杉原 隆

（鶴見大学歯学部 非常勤講師、（株）ガウディ 代表取締役）

医院経営の ㊙『成功レシピ』教えます！
～医学部受験のスペシャリストとの特別対談～
講師：福田 英一
　　　　（税理士法人恒輝 福田税務/労務合同事務所 代表税理士）

①「形成外科治療にお             ける極細3本針パス
　 キンの有効性」
　  講師：木村 広美（福岡大学                     医学部 形成外科学教室）

②「リンパ浮腫ICG蛍光              検査における極細3本
　 針パスキンの有効性」
　  講師：浜田 裕一（愛媛県立                     中央病院形成外科 部長）

感染症クライシスへの対応
～インテリジェンスネットワーク構築の重要性～
講師：賀来 満夫（東北大学大学院医学系研究科 教授）

①「2025年に向けた　　　　　医療・介護の方向性」
　　講師:河東 茂明
                 （コンサルティング部シニア                            アドバイザー医業経営コンサルタント）

②「近未来の医院建築」
　　講師:林 建司（（株）ソムテック                        設計次長 医業経営コンサルタント）

第29 回 日 本
靴医学会学術
集会　
講師：塩之谷 香

（塩之谷整形外科 副院長）

知られざる風邪の非常識
　  ～診断から治療・予防まで～
講師：長尾 哲彦
　　　　　（医療法人原土井病院 
　　　　　　　みどりのクリニック院長）

　　 最新の離床センサーでの転                倒転
落対策 /離床センサー運用の課題                解決
①離床センサーあるあるワークショ                ップ
②在宅ケアの今後
　講師：宮薗 翔太
　（（株）テクノスジャパン 西日本営業グループ所長                         代理）

モニタ心電図の見方
講師：福本 義弘（久留米大学医学部 心臓・血管内科 主任教授）
共催：フクダ電子西部北販売㈱/フクダ電子西部南
　　　販売㈱/フクダライフテック九州㈱

14:00 15:00 16:00 17:00 閉会 18:00

足病（フットケア）診療・    　　 連携・教育の重要性
について～超高齢化社会　　　　 に備えておくこと～
講 師:竹内  一馬（社会医療法人                     喜悦会 那珂川病院 血管外科 部長） 
共 催: NPO法人足もと健             康サポートねっと

13:00 ～ 14:30　招待講演 14:30 ～ 15:00 15:15 ～ 16:15 世界基準No.1ブルーエア空気清浄機
プレゼンテーション

13:00～14:00 （株）テクノスジャ　　            パン 14:40 ～ 15:40　山下医科器械（株） 15:50 ～ 16:50　山下医科器械（株）

      地域連携時代に向けての
医療機関の取組について
～病院完結から地域完結へのアプローチ～
講師：金丸 隆文
        （ソリューション事業 推進部 事業開発部長）

      地域連携時代に向けての
医療機関の取組について
～病院完結から地域完結へのアプローチ～
講師：金丸 隆文
        （ソリューション事業 推進部 事業開発部長）

13:10 ～ 14:30　南部　　       化成(株) 15:15 ～ 16:45　花王プロフェッショナル・サービス（株）

公益社団法人
ツーリズム
おおいた
講師：川島 太郎

（MICEセンター 誘致課長）

14:30～14:40プレゼンテーション

Life Reverse Engineering:
医用画像に基づいたVirtual 
realityと3D printing
講 師：杉本 真樹（神戸大学大学院 医学研究
科 内科学講座消化器内科学分野 特務准教授）

15：00 ～ 16：00　招待講演

13:00 ～ 14:30　　総合  　　 　　 メディカル（株）

13:00 ～ 14:30 日本光電　　 　　 九州（株）

15:15 ～ 16:45　フクダ電子（株）

14:30 ～ 14:45　プレゼン　　 　　 テーション
第13回日本褥瘡学会　　　　  九州・沖縄地方会学術集会
講師：菊池 守（佐賀大学医学部　　　 　　 附属病院 形成外科 診療准教授）

1部 2部

1部 2部

フィリピン・アジア諸国
における医療・病院事情
と問題点

16:15～17:00 AMSインターナショナルプログラム
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♦来場者

♦地域区分♦職種区分

♦勤務先・職種区分

福岡県
60.4%

医療関係者・
福祉介護関係者
35.4%

 商社・コンサルタント・
メーカー・卸・
ディーラー
56.0%

大学・研究者・
官公庁・団体
1.9%

一般・学生
6.5%

長崎県
8.5%

佐賀県
5.2%

宮崎県2.8%

沖縄県0.7%

山口県
0.6%

関東 1.7% 関西 0.4%
近畿・中国・四国・東北0.1%  
海外 0.1％
未記入 2.3％

鹿児島県4.4%

熊本県
6.6%

大分県
6.2%

1. 病院・診療所

院長・理事　　　　　医　師　　　　　 事務部門　　　　　施設部門　　　　  看護部門　　　　   給食部門　　　  　 技師（士）

   薬剤師　　　 その他（病院・診療所）

8. メーカー

機器・装置（設計・開発）　機器・装置（購買・調達）　機器・装置（営業）　  機器・装置（企画・調査・広報）   部品・素材（設計・開発）　  部品・素材（営業）　 部品・素材（企画・調査・広報）　

 その他（メーカー）

2. 介護・福祉・保健

施設サービス　　　　　　　　　　　　　　　　在宅サービス　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　保健・健康増進

　シルバーサービス事業者 　　　　  医療関連サービス事業者         　その他（介護・福祉・保健）

3. 官庁・自治体・団体

官庁・自治体・団体

4. 教育・研究機関

教育・研究機関

6.コンサルタント
（医療建築）

コンサルタント
（医療建築）

7. 商社・ディーラー

商社・ディーラー

9. その他・学生

その他・学生

5. 建築・設計

設計事務所 建築・設備・工事

訪問介護ステーション
在宅介護支援センターなど［　　　　　　　　　　　　　］［　　　　　　　　　　　　　］老人保健施設

社会福祉施設など　

1.51%    　　　1.46%　　　　1.43%　　　　0.94%　　　　　6.43%　　　　 0.00%　　　　11.81%

2.30%　　　　 1.75%

0.13%    　　　0.00%　　　　3.30%　　　　0.20%　　　　 0.00%　　　　0.05%　　　　 0.00%

3.30%

0.13%　　　　　　　　　　 　0.06%　　　　　　　　　　　　0.00%

0.00%　　　　　　　　　　　 0.18%　　　　　　　　　　　　0.07%

0.06%

10.20%

0.00% 0.00% 0.05% 0.07% 56.0%

6月19日（金）くもり 6月 20日（土）晴れ

6,810名 7,433名
合計 14,243名

2015年
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❺興味を持たれた理由をお聞かせください

❶性別は？

❸ご来場の目的は？（複数回答あり） ❹特に興味を持ってご覧になった分野は？
（複数回答あり）

❷本展について

♦内容は・・・ ♦雰囲気は・・・

　女性
46.5％

既存取引先
との商談　
11.6％

研修 9.8％

講演会、
セミナーに参加　　
25.1％

製品研究
2.3％

製品購入
5.0％

次回出展の為の
事前調査　
0.8％

家族の介護の為1.0％
その他2.3％

ほぼ期待通りだった
42.6％

あまりよくなかった
2.6％

不満だった0.6％

未回答3.1％

男性
53.5％

新規取引先、
製品、
技術の発掘　
20.3％

業界動向に
関する情報収集　
21.8％

診断用機器
14.0％

その他 3.1％

コンサルティング・教育
4.7％

治療用
機器
17.5％

病院設備　
12.4％臨床検査機器　　

4.7％

医療関連機器
17.6％

薬剤機器
2.7％

医療環境機器　
4.7％

在宅介護機器　
7.5％

医療情報
システム
9.1％

放射線診断機器　
2.0％

期待以上
だった
27.0％

明るい
17.8％

良い
17.4％

和やか
17.6％

未回答
39.1％

暗い
1.2％

普通 6.9％

普通
24.1％

・新しい商品を知りたかったため
・看護に役立てたいと思った　・最先端だから
・当院で採用できるか（最新機の理解）
・知識を身に付ける機会がなかったので助かるため
・現場で実際にニーズがあり、それにお応えする為
・CRC を始めたばかり昨年薬事法が改正された医療機器の規則につい  
　て聞きたかったPMDAの方の事例はわかりやすくてよかった
・これからの医療の向く方向の模索
・リハビリテーションに力を入れているから
・医療、情報システムに興味を持っているから
・新規開業等の参考として
・普段あつかってる商品について知識を深められたから
・病院経営について知りたかったからです
・移設する病院をもっているため
・自分の病院で使えるものがないか見たかった
・実際にどのような医療が現場で使われるようになるのか知りたかった
・実体験をし、とてもその物がどういったものか分かることができた

・在宅で介護する為に、便利な用品、用具を知りました
・病院が建て替わる契機なので
・様々な製品を見て、現在使用しているものと比較できるから。無料で
　講演が聞けるから
・日々の業務に役立つから
・在宅療養の可能性が増すことがあるのか、現状を知りたくて
・高齢化社会に向けて、必要な情報を得る
・実際に臨床で使用する機器である為
・最新の機器と情報、異業種の交流の場として大事
・PNS導入に関心があった。電子カルテ導入準備中のため設備機器購入
　のため
・患者さんにとってより安全な技術を提供できる
・PNSの取り組みを知りたかったから
・当院でのPNSと比較し、利点を見出してフィードバックしたいから
・最新の機器情報を確認　・介護施設をターゲットとした営業のため
・病院全体の営業のため　・先端医療と遺伝子検査
・最先端の技術を見ることができたから　・学業に役立つ
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その他ご意見、ご要望など

❻ 本展を何でお知りに
　 なりましたか？（複数回答あり）

❾ 何処からお越しになりましたか？ 次回もご来場いただけますか？

❼ アジアメディカルショーは今回で
    12 回目を迎えますが、過去にご来
     場になったことがありますか？

❽ 来場方法は？

ポスター
7.0％

未回答
0.1％

ダイレクト
メール3.2％

ホームページ
5.0％

会報誌／学会誌
1.6％

知人、友人
10.8％

その他 9.0％

 未回答 5.8％

・病院関係者より日曜日に開催してほしいと意見有り

・駐車場が満車となり他が分からなかったので第二、第三が欲しい

・場所が狭いと思う（国際センターが良かった）

・病院内の業務効率向上のデータをテーマとした講演

・案内など会場別に分かりやすく表示してほしい

・ユニホームについて特に興味があり、当院にもぜひ取り入れたいと思いました

・大変、勉強になりました。ありがとうございました

・クーラーを強くすること。暑すぎる。非常に不快

・歯科をもっと多くしたらいいと思います

・時間帯によっては、シャトルバスの本数を増やしても良いのでは？

・6/20（土）3A　10:30 ～開催された佐賀大松尾先生の講演は印象にのこった。

　同時にステージ上でメーカーとともに補助具のデモを説明されながら報告されたことが、ブースでは通りすごしてしまうチャンスをのがすこと

　がなくてよいと思った

・調剤分包機等を見たい

・休憩所を設けてほしい

医療機器業界
関係者からの

案内
57.6％

ない
52.9％

ある
47.0％

乗用車
45.3％

JR
16.0％

バス
15.6％

電車 7.6％

徒歩1.5％

しない0.2％

その他6.5％
未回答4.1％

シャトルバス
3.4％

10

する
72.7％

わからない
27.1％

福岡
55.9％

佐賀 6.4％

長崎 8.7％

熊本 6.7％

大分 6.9％

宮崎 3.2％

鹿児島4.0％

沖縄 0.4％

関東 2.0％ 関西 2.0％ その他1.3％
未回答2.5％
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・駐車場の問題と搬出入の問題点。会場を変更する検討も必要かと思います
・搬入、搬出用のスペースが少なく感じました
・会場の冷房が弱かったです。暑かったです
・出展社が多く狭く感じました。又、照明が暗く狭く感じました
・調剤機器なので2Fに出展したかった　・来場者が少なすぎる
・もっと講演プログラムを増やしてほしい
・会場内に商談スペースがあると助かります。お客様の腰掛けるスペースも 
　必要と思います。開始、終了がわかりにくいので、何かの合図（音楽）があっ
　た方がいいのでは
・とても充実した2日間になりました。これからの宣伝効果に期待してい
　ます。ありがとうございました
・出展フロアは、1つにしてほしい。フロアによって、来場者数の差がはげしい
・階が進むにつれ人通りが少なくなっていった。入場証が裏を向いていると
　何色か分からなく、どの区分のお客様か分からないのでストラップの色で
　区分するなどはいかがでしょうか
・ブース配置を来場者の導線に合わせて配置した方がより良いと思います
・確認事項、情報連絡が多すぎる。必要事項は、出展者問合せで十分である
・人が少なすぎる。場所が悪い。主催の人たちは見て翌日はこちらに移動OK　
　など色々してほしかった…。実際動いている企業さんがいらっしゃったので
・フード系が3Fのみなので、わざわざ3Fに食べ物求めに来る人は少ない。　
　入口付近にするなど、わざわざ行かなくても買える環境にしてほしかった。
　フードはフードでまとめて入口付近にするのが良いかも。3Fの死角になっ
　ている奥まで行かナイ…
・いろいろな出会い等もあり、いい機会となりました

・同業社が隣りのブースにならない方が良いと感じました。営業活動に支
　障が出る為
・当社にとっては興味持って頂けるお客様が少ないように感じました
・フロアー毎の客数に差があったかのように思います。またフロアーの導
　線にも課題があるように感じました
・病院ご関係者の方の訪問が増えると商談にもつながりやすく尚良いと思
　います
・小間規格を守ってないブースがある。
・2階が盛況なのに比べ、5階は来場者が圧倒的に少なかった。また、人の
　流れがない（違うルートで講演会場へ行かれてしまう）
・女性客が少なかった為　・もっと集客がほしい
・アジアメディカルショーという割には海外出展者や来場者が少なく感じた
・会場が広い為か非常に暑かったです。お客様に説明する際、気にしてい
　る方も数名いらっしゃいました
・エンドユーザー様の来訪より、業者の方が多かったように感じられた。ユー
　ザー様の名札のヒモを色別にすれば尚良かったと思う（業者と区別するため）
・搬入出の際のトラック着車制限が辛いです　・開始等のアナウンスがない
・搬出時、梱包資材は事前にブースに運びたいです
・全体の運営が非常にスムーズに感じた
・福祉機器にも力を入れて欲しい　・小間の奥ゆきがもう少し欲しい
・ AMS プログラムの事前参加人数（事務局提供）に対して漏れが18名程 
　あった。又、事前申込者の半分程度の出席であった。申込み者の精度を
　上げるための方式を検討頂きたい

その他ご意見、ご要望など

❶来場数について ❷来場者の層について ❸宣伝効果について ❹開催時期について

❺開催曜日について ❻小間配置について ❼小間規格について ❽AMSプログラムなどの
　催事企画について

❾会期前にお送りした
　広報用印刷物（ポスター、
　ご招待状）の数について

　展示会関係者の
　対応について

　次回の出展について 　 　で出展希望すると
　 お答えの場合、次回の
　 出展小間数について
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出展者アンケート結果





赤は「人々」を、

青は「出会い・技術」を、

緑は「医療」を表しています。

本展をコマーシャル展示として位置
づけ、具体的なビジネスチャンスの
場となるアジア・全国規模の商業展
示会として確立させ、業界の発展と
医療現場への貢献をめざす

第12回アジアメディカルショー実行委員会
〒810-0001 福岡市中央区天神2-14-8
福岡天神センタービル5F九州医療機器団体連合会内

第12回アジアメディカルショー事務局
〒810-0073 福岡市中央区舞鶴3-1-27 第2理研ビル2F㈱日本ジーニス内
TEL 092-406-2598／ FAX 092-406-2467
info@12thams.com

開催理念




