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イスラエルのライフサイエンス産業:グローバル・ヘルスケアへ
の挑戦
イスラエルは今、生命科学分野でその素晴らしい技術力と想像力豊かな開発において広く認
識される国となりました。高齢化や低コストパフォーマンスなど、今日の医療が求めるニー
ズに応じて様々な解決法を広く提案し、そしてまた、人生と情熱をかけて医療界に貢献しよ
うとする起業家たちが溢れる国でもあります。

ライフサイエンス企業全体の約４割は、この過去６年の間に立ち上げられました；

毎年70〜80社の企業が興され、2012年迄には1,000社にものぼ
る数となり、それぞれの医療分野(循環器及び末梢血管、神経変性
疾患、救急医療、集中ケア&リハビリテーション、呼吸器・気道管
理、腫瘍学、 女性医学、整形外科&スポーツ医学、消化管、感染対
策、眼科、痛み&マネジメント創傷、オーラル&歯科、皮膚科と美
容など)にて様々な取り組みをしています。

80以上の総合サービス企業が革新的開発及びその商品化に成功し
ています。
現状；
• イスラエルの医療機器イノベーションは、世界中で数多く採用されています。

• 医療機器関連企業の30%以上が、収益を上げる段階に達していま
す。

• Seed及びR&D企業の信頼のおけるパイプラインを用い、今後の
さらなる成長をお約束します。

イスラエルは、ヘルスケアITを最初に導入した国の一つであ
り、e-ヘルスにおける20年近くの実績と経験、専門知識を持つ国
でもあります。そしてこれからも、多くのイスラエル医療機器企業
との出会いをサポートし、新鋭技術を用いた適切な問題解決法及び
その導入を促し、信頼のおける確固たる地位を築いてまいります。

イスラエルパビリオン（ブース番号：　16ホール・G40）にて、皆様のご来場を心よりお
待ちしております。
 
お問い合わせ窓口 : 
アンジェラ W. ラビノヴィッチ, ライフサイエンス産業
Tél: +972 3 514 2891 | E-mail: Angela@export.gov.il 
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イスラエル MEDICA イノベーシ
ョン 2014

イスラエルの輸出及び国際協力研究所は、民間の団体とイスラエル政府によりサポートされ
る研究所です。主に、イスラエル輸出業者と海外企業の間で、そのビジネスサポートを行っ
ております。特に、イスラエル企業の国際ビジネス社会進出の際の援助、戦略的提携や貿易
パートナーシップ、及び合弁事業の構築サポートなどの業務を行っております。

IEICIライフサイエンス部門は、あらゆるレベルで世界的なビジネス・マッチングサービス
を行うリーダーです。イスラエルのライフサイエンス業界においては既に、１２００社以上
もの企業間関係をサポートしています。さらに、産業界のみならず政府機関との接点にも焦
点を置き、適切でポテンシャルのあるビジネスパートナーの識別や組み合わせ、そして1対1
のビジネスミーティング設定など、その確実で信頼の置ける業務や質にも信頼が寄せられて
います。

MEDICA2014を機会に、イスラエル代表主催者でもあるIEICIと共に、イスラエル ライフサ
イエンス産業(Israeli Life Science Industry)について深く知り、新たな発見をして行きま
しょう。

外国貿易管理、経済産業省

イスラエルの国際貿易政策を管理する、外国貿易管理局(FTA)
FTAは、様々な方法でイスラエル産業のプロモーションをしています(貿易協定の締結及び管
理、イスラエルからの輸出を推進, イスラエルと世界各国の産業間にて強固な関係を築き育む
事など)。FTAは主に3部門から構成されています。この3部門はそれぞれイスラエル産業促進
活動を行っています。貿易政策及び国際協定部門は、イスラエルの産業に影響を与える規制
上の障壁へ取り組み、政府間及び通商関係での改善及び保持、イスラエルの自由貿易協定の
サポートなどを行っています。輸出振興部門はイスラエルの輸出の継続的発展を目的として
業務に取り組んでいます。国際事業財務部門及び振興部門は、イスラエル企業の海外事業活
動をサポートするため、各プログラムを提供しています。これら3部門を中心に機能するFTA
は、世界中の経済及び貿易における課題の解決へ取り組む本部でもあります。WTOやOECD
などの多国間機関、商業中心地や主要貿易国にも、課題はまだ多く存在しています。ここ数
年間でも、イスラエルは極東地域と南米にて多くの課題の解決へ取り組み、また成果を築き
上げてきました。海外市場にてイスラエル産業を後押しするこれらの「イスラエル経済及び
貿易における課題への取り組み」には、現在イスラエル政府も力を入れています。さらに、
海外からのイスラエルの国内産業への投資を促すためにも、政府の各省はFTAの各ユニット
と連携して業務を行っております。そして私達はこれからも、誠意と熱意を持って業務への
取り組み、グローバル市場におけるイスラエル産業活躍サポートを続けて行きたいと思って
おります。

www.itrade.gov.il

The Israel Export & 
International Cooperation Institute

www.export.gov.il

http://itrade.gov.il/
http://itrade.gov.il/
http://www.export.gov.il/eng/homepage
http://www.export.gov.il/eng/Branches/Technologies/LifeScience/.aspx
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会社単位内容表

会社名 カテゴリーと下位カテゴリー 治療分野 ページ
Allium Medical 医療機器

消耗品
移植可能

女性医療
泌尿器科
消化器官
循環器内科

10

BioGaming 医療機器
遠隔医療
スポーツ医学
ホームケア
トレーニング＆理学療法

整形外科
リハビリテーション

11

BioLight Medical Devices 医療機器
 医療機器
OTC - 薬局

アレルギー
ENT - 耳鼻咽喉科
経口&歯科治療
炎症 

12

Cnoga Medical Ltd. 医療機器
医療機器
診断およびモニタリング
MIS - 低侵襲 システム
遠隔医療
ホーム介護

循環器
糖尿病
内分泌学
血液学
肥満
EMS - 救急医療サービス

13

CoolSense Medical Ltd. 医療機器
医療機器
診断およびモニタリング
消耗品&植込 み型
MIS - 低侵襲システム

皮膚科及びエステティック
糖尿病患者
ICU - 集中治 療室

14

Core Scientific Creations 医療機器
サービス
医療機器
消耗品&植込み型
代理店
下請業者

創傷管理
EMS - 救急医療サービス
プライマリーケ ア
一般外科
ICU - 集中治療室
女性医療
産婦人科
腎臓
ENT - 耳鼻咽喉科
オーラル歯科治療

15

EarlySense 医療機器
医療機器
診断およびモニタリング
遠隔医療
高 齢者介護
ホーム介護

循環器
感染管理
内科
腫瘍学
リハビリテーショ ン
呼吸器系

16
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会社名 カテゴリーと下位カテゴリー 治療分野 ページ
Elad Health Solutions eヘルス

インターネットベースヘルスインフ
ォメーショ ン
EHR - 電子カルテ
CPR - 臨床カルテ

17

Erika Carmel Ltd. 健康一般
一般外科
皮膚科やエステティック
糖尿 病
整形外科

創傷管理
炎症
オーラル•歯科治療
リハビリテーシ ョン
獣医

18

Essence 医療機器
eヘルス
診断&モニタリング
遠隔医療
意思決定支援システム
インターネットベース健康管理情
報。高齢者ケア
在宅介護治療

健康一般 19

Exorgate Ltd. 医療機器
その他
医療機器
診断およびモニタリング
消耗品&植込み型
アクセサリー

ICU - 集中治療室
一般外科
泌尿器科

20

Flight Medical Ltd. 医療機器
医療機器
在宅介護

EMS - 救急医療サービス
ICU - 集中治療室
プライ マリーケア
肺
呼吸器
リハビリテーション

21

G.R. Dome Medical 医療機器
医療機器
消耗品&植込み型
高齢者介護 

泌尿器科
女性医療

22

HealthWatch 医療機器
診断&モニタリング
遠隔医療
スポーツ医学
高 齢者介護
在宅介護

心臓血管
呼吸器
ICU - 集中治療室
健康一般 

23
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会社名 カテゴリーと下位カテゴリー 治療分野 ページ
Hip Hope Technologies 医療機器

医療機器
診断およびモニタリング
遠隔医療
高齢者介護
在宅介護

整形外科 24

Hy·labs 医療機器
バイオテクノロジー
サービス
アグロバイオ
その他
診断/ IVD/研究所
遺伝子治療・分子生物学
微生物学
研究ツール
代理店
病院
研究所
個人投資
化学薬品
生物学及びその他
産業用/OEM

感染症
女性医療 

25

Inovytec Medical Solutions 医療機器
eヘルス
医療機器
診療&モニタリング
消耗品&埋め込み型
遠隔治療
インターネットベースの健康情報

EMS - 救急医療サービス
心血管
呼吸器/気道管理 

26

Integrity Applications 医療機器
医療機器
診断およびモニタリング
MIS - 低侵襲 システム
在宅介護

心血管
糖尿病
血液
健康一般

27

Itamar Medical Ltd. 医療機器
バイオテクノロジー
医療機器
診断およびモニタリング
研究ツール、スポーツ医学
在宅介護
リサーチツール

呼吸器/睡眠時無呼吸
心血管
末梢血管
神経および変性 疾患
耳鼻咽喉科 - 耳鼻咽喉科
全身の健康状態
プライマリーケア
内科
オーラル歯科治療

28
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会社名 カテゴリーと下位カテゴリー 治療分野 ページ
Lev El Diagnostics of Heart 
Diseases

医療機器
診断&モニタリング
遠隔医療 

循環器 29

MDC Industries 医療機器
その他
消耗品&植込み型
薬物送達
産業用/ OEM 

呼吸/気道管理
泌尿器科
耳鼻咽喉科 - 耳鼻咽喉科
EMS - 救急医療サービス
健康状態
一般外科
消化器
糖尿病患者

30

Medic Shoes 医療機器
その他
医療機器
ホームケア
アクセサリー

糖尿病
末梢血管

31

Medical Compression 
Systems Ltd.

医療機器
医療機器

ICU - 集中治療室
整形外科
リハビリテーション
泌 尿器科
創傷管理

32

MedicSense サービス
レギュレーションコンサルティング 
CRO
教育

33

MediTouch 医療機器
医療機器
トレーニング&理学療法
遠隔医療
ロ ボット工学
高齢者介護
在宅介護

神経学及び変性疾患
リハビリテーション
整形外科
小児科

34

Medoc 医療機器
医療機器
診断およびモニタリング 

神経学及び変性疾患 35

Mizra Medical 医療機器
その他
医療機器
消耗品&植込み型
高齢者介護
OTC - 薬局
産業用/OEM

健康一般
泌尿器科
整形外科
小児科
耳鼻咽喉科 - 耳鼻咽喉科

36
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会社名 カテゴリーと下位カテゴリー 治療分野 ページ
Motorika 医療機器

医療機器
ロボット工学
トレーニング&理学療 法
高齢者介護

神経及び変性疾患
整形外科
循環器
リハビリテーシ ョン
健康一般

37

MST - Medical Surgery 
Technologies Ltd.

医療機器
医療機器
MIS - 低侵襲システム
内視鏡&アクセ サリー

胃腸科
女性医療
一般外科

38

Naveh Pharma 医薬品
栄養食品
特許使用
OTC - 店頭

ENT - 耳鼻咽喉科
心臓血管
骨疾患
胃腸
健康一 般
女性医療
内科
代謝性疾患
小児科
妊婦
呼吸器系 

39

neoLaser Ltd. 医療機器
栄養食品
特許使用
OTC - 店頭

ENT - 耳鼻咽喉科
心臓血管
骨疾患
胃腸
健康一 般
女性医療
内科
代謝性疾患
小児科
妊婦
呼吸器系 

40

Neuronix Ltd. 医療機器
医療機器
高齢者介護

神経及び変性疾患
リハビリテーション

41

NOAM URIM 医療機器
消耗品&植込み型
在宅介護
OTC - 薬局

感染制御
プライマリーケア
健康一般 

42

OHK Medical Devices – 
HEMACLEAR 

医療機器 
医療機器 

整形外科用 43
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会社名 カテゴリーと下位カテゴリー 治療分野 ページ
Savyon Diagnostics 医療機器

診断/体外診断/研究所
心臓血管
消化器
健康一般
血液学
感染制御
感染 症
腫瘍学
妊婦
女性医療
不妊症
呼吸器系
泌尿器
獣医

44

Sion N.T.R. Medical 
Industries Ltd.

医療機器
消耗品&植込み型

感染制御
整形外科
創傷管理
眼科
心臓血管
一般 外科

45

TavTech Ltd. 医療機器
医療機器
消耗品&植込み型
内視&アクセサリー
MIS
低侵襲システム

皮膚科やエステ
胃腸
感染制御

46

Trig Medical 医療機器
医療機器
診断およびモニタリング
画像処理

女性医療
産婦人科
腫瘍学
末梢血管
泌尿器科
一 般外科

47

Viasonix 医療機器
医療機器
診断およびモニタリング

末梢血管
心臓血管
神経および変性疾患

48

Vitalgo Systems Ltd. 医療機器
医療機器
高齢者介護

健康一般
肥満
整形外科
肺
リハビリテーション
 呼吸器系
創傷管理

49
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目次に戻る Hall 16 Stand G40

Allium Medical 
カテゴリー : 医療機器
サブカテゴリー : 消耗品、移植可能
治療エリア : 女性医療, 泌尿器科, 消化器官, 循環器内科
ステータス : 初期収益

企業概要
アリウムメディカルソリューションズ株式会社は、イスラエルのカイザリアに本社を置く企
業です。主に、三つの領域(泌尿器科、婦人科、循環器内科)で動作する低侵襲性製品に特化
しています。製造及び国際的な市場開拓を行い、テルアビブ証券取引所でも取引されている
民間企業です。
テクノロジー＆製品

Allium® 特定箇所ステント :
長期使用向け、完全被覆、自己拡張式の取り出し可能な金属製ステントです。Alliumステン
トは、自動的及び機能的なステントであり、泌尿器系及び消化管障害の治療などの特定器官
との互換性も持ち合わせています。Alliumステント設計時の導入概念は「ステントを、治療
される器官の特性に臨機応変に適応させる」という事であり、治療及び治療後の患者への負
担を大幅に減らす事を目指しています。そして医師と患者へ、最も効果的なステント治療を
提供致します。AlliumのステントにはCEマーキングが付与されており、またTGAからも承認
され、さらに中国とブラジルでもその使用が認可され、実際に移植されたステントは現在迄
に２５００個を超えています。
EndoFast® 依存システム―柔軟細胞組織定着テクノロジー：
任意の柔らかい細胞組織にメッシュを定着させるためのユニークなクモの巣状ファスナー。
本製品は、骨盤内蔵器脱および失禁を治癒するために使用されます。クモの巣状ファスナー
は浸透度が極めて浅いにもかかわらず引き抜き力が強く、容易に取り外すことができます。
現在の4つの製品ライン:
・EndoFastリライアント– CE & FDA より認可され、すでに1,700個以上のデバイスが販売

された
・EndoFast 引き抜き力リザーブ – ユニークな生分解性のクモの巣状ファスナー
・EndoFast SCP – Endofastリライアント向け鏡検査用拡張
・EndoFast MN - 男性圧迫尿失禁治療用CE承認済み手術用スリング
Gardia WIRION®: 
WIRIONは心臓血管系ステント治療用CE認証済みのユニークな塞栓保護装置です。これは、
治療や臨床実験の際に医師が適切なガイドワイヤを選択し、またワイヤ上の任意の箇所でフ
ィルターをロックする事を可能とした唯一のシステムです。WIRIONは現在治療にも使われ
ており、利用方法も簡単な信頼性のある補修技術です。
目的

目的 : ビジネス開発、代理店、ビジネスパートナーを見つける
対象事業 : ビジネス開発、代理店、ビジネスパートナーを見つける
対象国 : 東ヨーロッパ、ラテンアメリカ、アジア

www.allium-medical.com

http://www.allium-medical.com
http://www.allium-medical.com
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目次に戻る Hall 5 Stand M19

BioGaming 
カテゴリー : 医療機器
サブカテゴリー : 遠隔医療、スポーツ医学、ホームケア、
トレーニング＆理学療法
治療エリア : 整形外科、リハビリテーション
ステータス : 初期収益

企業概要
BioGamingはイスラエルチーフサイエンティストオフィスの支援及び個人投資家により
設立されたイスラエルのスタートアップ企業です。2012年に設立され、革命的に有効な
理学療法であるe-ヘルスプラットフォームを提供し、ヨーロッパ市場へも目を向けていま
す。BioGamingチームは優秀なゲームスペシャリストと優れた理学療法専門家から構成さ
れ、最も高度で鋭利なtele-リハビリテーションプラットフォ ームを市場に提供しています。 
テクノロジー＆製品

BioGamingは患者の負担となるホーム・リハビリテーション・プログラムに伴う問題を解決
する事を目的として、この技術を開発しました。退屈でつまらないホームエキササイズを、
楽しくて魅力的なものとして提供する事に成功しました。しかも、その効果や管理に関して
妥協する事をせずに効果を上げる事ができます。
特許出願中であり、診療所及び患者自宅用のインタラクティブe-ヘルス・プラットフォーム
はクラウドベースを導入しています。また、管理の行き届いた専門的理学療法エキササイズ
・プログラムを提供しています。BioGamingの製品は、リハビリテーションで成果を得るた
めに必須である3つの要素を提供します: 
1. 回復の見込みに応じ、リハビリの成果を得るために必要とされる使用期間。患者が無理な

く利用し続ける事ができる環境。楽しくインタラクティブ性のある豊かなユーザー・エク
スペリエンス。 

2.管理: このシステムは、療法士と一緒にリハビリエキササイズを行った場合と同じ管理レ
ベルを提供します。 実行された全エキササイズの質を分析する「革新的ジェスチャー認識
技術」によって、正確で信頼の置けるレポートを得る事ができます。また、患者はより早
く、思い通りの成果を上げる事ができます。

3.パーソナライズ: BioGamingの技術は、患者の微妙な能力の違い、力の強さ、体格、パフ
ォーマンスの進捗状況などを正確に認識します。このプラットフォームを導入する事によ
り、従来のように療法士から処方されたエキササイズ・プログラムを、楽しいビデオゲー
ムへと変化させる事ができます。しかも、自動的且つリアルタイムで患者の体格や能力を
把握し、エキササイズの内容を適切に調節致します。
目的

目的 : 以下の発掘:理学療法販売代理店バイヤー発掘(中規模の組織団体、パートナー、投資
家、e-ヘルスプラットフォーム向け健康保険及び市場リサーチに関わるバイヤー)
対象事業 : 理学療法専門クリニック、中規模組織の各部門、軍用理学療法クリニックへの販
売代理店
対象国 : すべての欧州諸国

www.biogaming.com

http://www.arazygroup.com
http://www.biogaming.com
http://www.biogaming.com
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BioLight Medical Devices
カテゴリー : 医療機器
サブカテゴリー :  医療機器、OTC - 薬局
治療エリア : アレルギー、ENT - 耳鼻咽喉科、経口&歯科
治療、炎症 
ステータス : 収益成長

企業概要
BioLightは、低レベルの狭帯域赤色光をベースにした電子光線療法デバイスを生産する会社
です。私たちの開発デバイスは非侵襲性、無薬剤、無副作用の治療を提供します。治療の対
象 : 花粉症、口腔病変、慢性疼痛及び関節リウマチ、吹出物及び慢性創傷など。 
私達は最近新しくBioNetteを開発しました。これは花粉症 (アレルギー性鼻炎) を効果的
に治療する、元来のBioNasegがさらに洗練された第2世代のデバイス機器です。18世紀以
前には存在しなかったアレルギー性鼻炎は、21世紀に現れた病気だと言われています。ま
たアレルギー専門の研究者たちは、20年以内に西洋の人口約50%がこのアレルギー症状に
悩まされるだろうと予測しています。 (現在では人口の約20%-25%がアレルギー性鼻炎
に悩まされていると推定されています。また、いくつかの世界最大級小売業者及び販売業
者は既にBioNetteを取り扱っています: Boots (英国) 世界最大級のヘルス及び美容チェー
ン、Sinopharm (中国) 中国最大の製薬複合企業、 Hanmi Medicare (韓国) 韓国で第二の
医薬品企業、Wholesale Medical Network (WMNI – カナダ) カナダで非常に信頼されてる
卸売業者、 Marpel Pharma (メキシコ)大手製薬販売代理店、 Hemocat (ブラジル) 大手医
療販売代理店、Imir Kimya (トルコ)、 Retia (スロバキア)
テクノロジー＆製品

BioLightのその他の製品: 
BioStick – アフタ性口内炎、 歯肉炎、 口唇ヘルペス治療向けのパーソナルデバイス。
BioBeam 660 – 吹き出物及び非治癒傷治療向けデバイス。
BioBeam 940 – リウマチ性関節炎の痛みを緩和するデバイス
目的

目的 : BioLightは、BioNetteの販売及びマーケティングにおけて協力・信頼できる販売及び
卸売パートナーを探しています
対象事業 : 医療機器ディストリビューター、卸売業者及び投資家
対象国 : アジア太平洋地域、米州、欧州

www.syrolight.com

http://www.arazygroup.com
http://www.syrolight.com
http://www.syrolight.com
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Cnoga Medical Ltd. 
カテゴリー : 医療機器
サブカテゴリー : 医療機器、診断およびモニタリング、MIS 
- 低侵襲 システム、遠隔医療、ホーム介護
治療エリア : 循環器、糖尿病、内分泌学、血液学、肥
満、EMS - 救急 医療サービス
ステータス : 初期収益

企業概要
Cnoga Medicalでは、患者が積極的にかつ継続的に自己健康管理を行うことを想定してお
ります。そこで、人々がそれぞれ自分自身で継続的な健康状態の監視を行えるようにしまし
た。非侵襲的装置を用いてデータを収集し、必要な際には、パソコン及び携帯電話などを利
用して医療従事者へデータを送信する事も可能にしました。
テクノロジー＆製品

Cnoga Medicalでは、3D-分光器及びカラーディストリビュータとして使用されているカラ
ーイメージセンサーをベースに、このシステムを開発しました。Cnoga Medicalテクノロジ
ーは、ごく普通のカラービデオカメラをベースに作られています。システムを使用する際は
このビデオシグナルを用いて、皮膚組織からグルコースや脈拍、皮膚血圧など、特定のバイ
オパラメータを計算し取得します。
目的

目的 : 非侵襲的モニタリング装置を使用した在宅医療スクリーニング 
対象事業 : 次の分野において、販売代理店を探しています:
1 糖尿病市場;
2 ホームモニタリング、在宅介護
3 診察診断市場
4 薬局、診療所、病院
5 救助サービス
6 心臓血管モニタリング
7 血液ガスモニタリング
対象国 : 欧州市場、アジア、南アメリカおよびラテンアメリカ、オーストラリア

www.cnoga.com

M   E   D   I   C   A   L
Seeing  Beyond  Imagination

C N    G A 

http://www.cnoga.com
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CoolSense Medical Ltd. 
カテゴリー : 医療機器
サブカテゴリー : 医療機器、診断およびモニタリング、消
耗品&植込 み型、MIS - 低侵襲システム
治療エリア : 皮膚科及びエステティック、糖尿病患
者、ICU - 集中治 療室
ステータス : 初期収益

企業概要
CoolSense Medical社はMD Medical Groupの子会社であり、イスラエルのテルアビブ
に本社を置いています。CoolSense Medical社は革新的な携帯型疼痛麻痺アプリケータ
CoolSense™の製造につながるR&Dを担当しました。そして、注射の際の痛み及びの不快
感を排除し、簡単に操作できるCoolSenseは、医療関係者、エステティシャン及び一般の
人々へと提供されます。CoolSenseTMは、CE及びFDAより承認された疼痛麻痺アプリケー
タです。さらに、今後のMedicaイベントの開催期間には、電子制御温度付きE-Coolsense
やDerma-SenseTM(高度トリプルアクティブ・メソセラピー・デバイス)の発表も予定して
おります。スキン・リハビリテーション手持ち式でバイスは、顔色の改善、小じわ予防(も
しくは目立たなくする)、しわ、手術跡やにきび痕、その他の多くの皮膚欠陥の治療に役立
ちます。最後に紹介させて頂く技術は、革命的リップモイスチャライザー、LipSenseTMで
す。これは手術後に患者のリップに潤いを保ち、乾燥による不快感を大幅に軽減いたしま
す。
テクノロジー＆製品

注射の際の痛み及びの不快感を排除して麻酔をかける、革命的CoolSenseTMデバイス。無痛
の注射アプリケーターCoolSenseは、医療及び美容目的で皮膚に注射をする際に、医療担当
者にとって欠かせない道具として利用されています。また、日常的に注射をしなければいけ
ない患者たちにとっても、大幅にその負担を改善する非常に貴重なツールとなっています。
CoolSenseTMは、世界的に最も一般的な医療手段である「注射」によるストレスや恐怖をな
くして、動作時間もほんの3〜5秒以内に設定されています。Derma-SenseTMにはマイクロ
ニードル、血清コンプレックス、冷却ユニットがあり、またマイクロニードルと保湿促進真
皮血清コンプレックスを同時に放出する事ができます。The LipSenseTMは唇周りの保湿を
する特許取得済みの内蔵型デバイスです。患者はデバイスに唇を置くだけで、その唇が潤さ
れるように設計されています
目的

目的 :主にヨーロッパやラテンアメリカ、東アジア諸国にて、ポテンシャルのある販売代理店
を探すこと 
対象事業 : 医療機器の販売代理店、病院や医療化粧品向けの消耗品
対象国 : ドイツ、フランス、スイス、ブラジル、コロンビア、ロシア、インド、日本

www.coolsense.net

http://www.coolsense.net
http://www.coolsense.net
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Core Scientific Creations 
カテゴリー : 医療機器、サービス
サブカテゴリー : 医療機器、消耗品&植込み型、代理店、
下請業者
治療エリア : 創傷管理、EMS - 救急医療サービス、プライ
マリーケ ア、一般外科、ICU - 集中治療室、女性医療、産
婦人科、腎臓、ENT - 耳鼻咽喉科、オーラル歯科治療
ステータス : 初期収益

企業概要
Core Scientific Creationsは止血分野での利用向けに、高度な医療機器を開発及び生産する
会社です。使用方法や製品開発のためにプロの介護者へ直に関わり意見を聞くとともに、ア
イデアに富んだ革新的開発をして行く事が私たちの役割だと自負しております。また私た
ちは、エンドユーザーに知識と信頼の置ける製品を届けることにも特化しております。CSC
は、直に介護に関わる者たちとバイオ技術専門科学研究者たちよって構成され、より良い介
護の提供を目的として開発に携わっております。そして、介護者が介護現場にて、患者を考
慮した適切な意思決定が出来るようにサポートする技術開発にも挑戦しています。患者への
より良い治療やより迅速な回復をサポートするためにも、高度な科学及び最高品質の製品、
新しい治療法の発見など、チームが一丸となって日々努力しております。
テクノロジー＆製品

WoundClotはFDA承認済みの止血用クラスIの医療機器です。これは、クラスIIb外傷性出血
止血用デバイスであるのみならず、外傷性出血止血用のCEクラスIII認証済み及び完全移植
可能な手術用止血材です。WoundClotは傷口を直接圧迫する事無く、重度の動脈及び静脈出
血を止血します。強い血圧を抑え、ほぼ即座に流血を止める事を可能にし、再生セルロース
による協力な接着性と弾力を持つ血行動態ポリマー膜を生成します。さらに独自の分子構造
で構成され、修復すると同時に血小板と凝固剤を捕捉するように設計されています。また、
既存の製品の5倍程度まで利率を上げ、自然凝固プロセス活性化の効果も十分に得られるよ
う、強化が変化する分子官能基も製品の構成に取り入れられています。
目的

目的 : 重大及び軽い症状において、人命救助の際に適切な判断を下すサポートをする事を主
な目的としています。病院および診療所にて、最も過度な出血状態へ対応できる、私どもの
救命技術を現場に浸透させたいと願っております。
対象事業 : 緊急時、外科的用途、内出血制御用、神経内科手術、心臓カテーテル研究室、産
婦人科と耳鼻咽 喉用など、病院および診療所向けの代理店及びエンドユーザ。EMS提供者
および軍事/政府介護者、また歯科 消耗品の販売代理店。
対象国 : 欧州連合(EU)、米国/北米、ヨーロッパ・中東・アフリカ、東欧諸国、オーストラリ
ア、アジア市場、南米

www.corecsc.com

http://www.corecsc.com
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Earlysense 
カテゴリー : 医療機器
サブカテゴリー : 医療機器、診断およびモニタリング、遠
隔医療、高 齢者介護、ホーム介護
治療エリア : 循環器、感染管理、内科、腫瘍学、リハビリテ
ーショ ン、呼吸器系
ステータス : 収益成長

企業概要
EarlySenseは2004年に設立され、また非接触及び継続的モニタリング技術の市場リーダーで
す。査読済みの研究として世界中の病院内で検証され、実績を残している当社独自の非接触セ
ンシング技術は、心拍数や呼吸速度の変化をモニタリングします。主に病院や入院施設、老人
ホームなど様々な環境下において、介護の質を改善して人々の命を救うために利用されていま
す。EarlySenseの主な製品ラインは、EarlySenseシステムと呼ばれる院内ソリューションで
す。これは、患者のマットレスの下に配置されるセンサーで重要なパラメータを測定する技術
です。離れた別病棟からでも患者の生命兆候及び動きを追って分析することにより、早期に患
者の悪化を検出できる医療スタッフ向けサポートシステムです。看護職員をサポートすること
で、ICUと一般病棟内で床ずれ(圧迫性潰瘍)などの有害事象を減らすだけでなく、入院期間の短
縮や臨床結果の改善も可能にします。EarlySenseシステムは米国、 欧州、アジア、オーストラ
リアで既に適用されています。さらに、EarlySenseは消費者市場をターゲットに、睡眠及び健
康状態の監視及び遠隔患者モニタリングのため、独自のソリューションを提供しています。
テクノロジー＆製品

EarlySenseシステムのターゲットとする市場: 
・病院、高齢者センターや介護施設 - EarlySenseシステムは、8時間に1回の頻度で看護師の監視を

必要とする患者を対象とした医療チームのニーズに応えて設計されました。システムは、患者の
マットレスの下に置かれた独自のセンサー、ベッドサイドモニタ、中央表示ステーションとハン
ドヘルドデバイスを備えています。医療スタッフは早期に患者の容態変化に気づく事ができ、落
下や床ずれ(圧迫性潰瘍)などの有害事象を防ぐとともに、心臓や呼吸数を継続的に監視する事も可
能にしています。 

・EarlySense HomeCareソリューションは、自宅で静養する患者を対象に、医療チームが離れた場
所からでも患者の容態をモニタリングし、容態変化の早期検出や早期対応を可能にしています。 

・健康/消費者ソリューション - このソリューションは、睡眠段階や質など睡眠に関する分析をしま
す。無線睡眠トラッキング及び健康状態監視用の手頃な価格のセンサを備えて、そのデータをス
マートフォンやタブレットPCにデータを送信する事もできます。そして、睡眠を監視する事で人
々がより健康的生活を送ることができるようサポートします。 

・OEMソリューション - 当社の連続認識機能を備えた非接触式デバイスは幅広く互換性もあり、他社
の製品やサービスの充実、及びサービスの拡大を検討している企業にも提供する事が可能です。
目的

目的 : 商業や開発目的のためのビジネスパートナーを見つけること:当社の技術を統合して実装
するための戦略的パートナー、病院や介護施設への販売パートナー、 私たちのホームベース
ソリューションの商業的発展を促すパートナーを探しています。
対象事業 : 
- 院内ソリューション - 患者モニタリング会社、病院チェーン、流通企業。 
- OEMソリューション - メーカー: 患者監視機器、病院ベッド、換気設備、ナースコール装

置、睡眠監視デバイスメーカー、在宅医療/それに関わる人々を支援する生活機器、その他
の非接触式モニタリング機能が必要な関連メーカー。 

- ホームソリューション - ホームケア流通企業、ホームケアサービスプロバイダ。 - 当社の
消費者/健康ソリューションのため 

- 消費者健康分野においての主要企業、投資会社。
対象国 : ヨーロッパ・中東・アフリカ地域、米州、アジア太平洋地域

www.earlysense.com

http://www.earlysense.com
http://www.earlysense.com
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Elad Health Solutions 
カテゴリー : eヘルス
サブカテゴリー : インターネットベースヘルスインフォメ
ーショ ン、EHR - 電子カルテ、CPR - 臨床カルテ
ステータス : 収益成長

企業概要
ELADヘルスケアソリューションは、医療市場向けITソリューションの開発者として2003年
に設立され、電子カルテソフトウェア(医療センター、医療外来診療、健康管理組織向け)を
提供しています。(2004年以来、ELADは独自の製品であるChameleonTM電子カルテの販売
を行っています)
テクノロジー＆製品

ChameleonTMは、病院や外来診療所、医療機関向けの電子カルテ情報システムです。これ
は、患者の管理情報、患者医療情報、入院病棟、外来クリニック、医療専門分野広範囲な情
報を含む、包括的アプリケーション・モジュールで構成されています。ChameleonTMはパ
ソコンさえあれば、時間や場所を選ばずに、必要な情報を入手することを可能にします。そ
の結果、医師や看護師は時間をより効率的に活用し、患者へ最善の治療を施すことができ
るようになります。ChameleonTM EMRプラットフォームは、最先端のソフトウェア技術や
Microsoft.NET、またSQLデータベースサーバを使用したWebベースのアプリケーションで
す。そしてこれらの技術を取り入れる事によって、効率の良い情報共有ネットワークを構成
しています。
目的

目的 :
• ペーパーレス医療環境による医療スタッフの業務効率アップ及びエラー削減。 
• 簡単かつ迅速な治療を制御と事例管理。 
• カルテを大局的に捉える事ができる相互運用性、及びケアの連続性確保により改善された

治療。 
• 科学的管理報告書やデータマイニングをサポートし、医療局面全体を含む包括的情報。 
• 法医学的バックアップと完全な監査証跡サポート。 
• 病院全体での記録共有機能。 
• 問題点の普遍的観点/薬物療法/アレルギー。 
• 医師がより良い判断ができる環境の提供 
• より高い患者満足
対象事業 : 医療機関、病院、HMO
対象国 : ヨーロッパ

www.elad-solutions.com

http://www.elad-solutions.com
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Erika Carmel Ltd. 
カテゴリー : 医療機器
サブカテゴリー : 医療機器、スポーツ医学、在宅介護、OTC 
- 薬局 
治療エリア : 健康一般、一般外科、皮膚科やエステティッ
ク、糖尿 病、整形外科、創傷管理、炎症、オーラル•歯科治
療、リハビリテーシ ョン、獣医
ステータス : 収益成長

企業概要
B-CURE LASERはクリニックでの使用も可能な、世界初のポータブル低レベルレーザー医療機
器です。2010年1月には以下の16適応症(膝の痛み、首の痛み、下部及び上部背中、スポーツ
外傷、筋肉痛、関節炎、線維筋痛、テニス肘、アキレス 腱炎、手根骨のトンネル症候群、炎
症、創傷治癒、火傷、新鮮な外科的傷跡、妊娠後のストレッチマークの痛 み、にきび、単純ヘ
ルペス、歯科医学、鍼灸)向けにヨーロッパのCE0120からも承認されました。
B-CURE LASER(イスラエル開発や特許済み)は、医療センターのみならず、大手の疼痛
診療所、創傷治 癒クリニック、整形外科分野、主要な専門医からも推奨される技術です
(Hadassah、Sourasky、Rambam、Shebaなどの大手医療センターからも推奨を受けてい
ます）。既に約数千人もの患者を対象に、多くの施設(イスラエルの防衛力理学療法クリニッ
ク、大手スポーツクラブ、イスラエルを代表するスポーツ選手、ホームケア治療を受けている
プライベート患者など)で広く利用されています。さらに、B-Cure Laser Sport Proにおいて
は、Dr. Luba Galitzkaya(オリンピック医者、ウィンゲート研 究所、Dr. Mia Kala-BenTzur、
理学療法学科ディレクター、ウィンゲート研究所)より、次のようなお言葉も頂いております - 
「私達は治療の際に、このデバイスを導入する事で得られた大きな効果と、痛み緩和の成果を
保証致します」
テクノロジー＆製品

B-CURE LASER低レベルレーザー治療:B-CURE LASERは非常に効果的な治療法であり、高
品質で継続的なプライベート治療を可能にし、早く治療効果の得られるデバイスです。ソフト
レーザーは熱によって肌を傷つけることなく、皮膚に浸透して治療を施します。またこのソフ
トレーザー治療は、細胞および全身レベルでの身体自然治癒力をバイオ促進させることでも知
られています。あらゆる細胞が、治療時に活性化及び最適に機能するために必要なエネルギー
を受け取り、その自然治癒力を高めるとされています。B-CUREレーザーは、ソフトレーザー
治療において画期的な技術であり、専門家および個人で行う治療にも推奨されています。使用
方法は非常に簡単であり、安全性も高く、ホームケアや自己治療のためにも適切なデバイスで
す。また、このデバイスに用いられている当社独自の排他的電気光学メカニズム技術は、幅広
い特性(4.5平方センチメートルの広範囲領域をカバー、ポータブル充電式、安全で使いやす
い、高出力、フルコヒーレント・レーザービームなど)を併せ持った特許出願中の技術です。
提供製品
1) B-Cure Laser：痛みやリハビリテーション、整形外科的な問題の効率的な治療をする、簡
単で安全な家庭用の製品 2) B-Cure Laser PRO：特に、ヘルスプラクティショナー向けであ
り、効果の高いレーザー発光(毎分5ジュール)が可能です。糖尿病性創傷治療、理学療法士、
整形外科クリニック向けの製品です。3) B-Cure Laser Dental PRO：より速く優良で安全な
治療用ソフトレーザー。最新の歯科治療におけるビフォー及びアフターケア用ソルーション。
より効果のあるリハビリテーションを行い、痛みを軽減し、外科手術(インプラント、 抜歯、 
TMJ、歯根膜手術など)の際に腫れを押さえます。4) B-Cure Laser Dental：ソフトレーザー歯
科医療において最新で唯一無二のカテゴリとして存在します。5) B-Cure Laser Sport Pro：
整形外科的痛みやスポーツ傷害治療のための専門的製品。イスラエルのオリンピック委員会で
も推奨され、プロスポーツ選手の治療においても大きな成果を上げました。プロ及びアマチュ
アスポーツマン向けの疼痛治療や傷害治療に最高のソリューションとして用いて頂けます。
目的

目的 : パートナー/代理店
対象事業 : 消費者、自宅でのセルフトリートメント用エンドユーザー、薬局、独自のビジネス
モデル開発事業者、診療所、病院、スポーツチーム、スポーツマン、スポーツ選手、治安部
隊、ホームケア、老人ホーム、理学療法士、創傷管理クリニック、歯科医。
対象国 : 全世界各国。当社の製品を取り扱っている代理店が、既に存在する国もあります。

www.laser.bcuredental.com

http://www.laser.bcuredental.com
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Essence 
カテゴリー : 医療機器、 eヘルス
サブカテゴリー : 診断&モニタリング、遠隔医療、 意思決
定支援システム、インターネットベース健康管理情報。高
齢者ケア、在宅介護治療
治療エリア : 健康一般
ステータス : 収益成長

企業概要
Essenceは、イスラエルを拠点としたスマートコネクト・リビングソリューション企業で
す。主にセキュリティ、通信、医療サービスプロバイダを取り扱っております。世界で既に
１千万以上インストールされている当社製品と20年の経験、及びエンドツーエンド・ソリュ
ーションの所有権を保持している事にも大変誇りを持っています。概要：1) コンセプト開発
設計、ハードウェア製造及び日々の運営：システムの信頼性と柔軟性を確保し、市場ポジシ
ョンと成果を改善するためにパートナーのニーズに合わせ、パーソナライズされた設計とカ
スタマー・エクスペリエンス。2) Smart Care：高齢化に伴う不便を軽減し、自分自身や愛
する人が心の安らぎを保ち、個人の生活能力の自立性を重んじています。また、必要な時に
だけサポートするシステムを提供し、安心して快適に生活を楽しむことができるようにしま
す。Care@HomeTMプラットフォームは、他のサービスプロバイダーでも強化拡張を試みて
いる、自宅介護医療用プラットフォームです。3) スマートリビング：WeR@HomeTMプラッ
トフォームは、消費者ができる限り生活を楽しめるように設計され、シームレスに、いつで
もどこでも、任意の画面上から、接続されている家の管理をする事ができます。このセルフ
モニタ・スマートコネクト・ホーム・ソリューションより、サービスプロバイダーは他社製
品の差別化を計る事ができます。4) スマートセキュリティ：従来のセキュリティ概念だけに
とどまらず、安全性とビデオモニタリング機能を備えたシステムです。遠隔操作ですべての
データにアクセス可能であり、信頼性及びコストパフォーマンスの高いシステムとセキュリ
ティサービスプロバイダが提供され、お客様が安心して大切な人と家を守る事ができます。
テクノロジー＆製品

Care@Homeは、シームレスに日常生活(ADL)を監視することによって、高齢者が独立して
自宅で生活できる環境を提供致します。ワイヤレスセンサーは各部屋に取り付けられ、患者
の活動レベルを検知します。制御ユニットがすべての運動情報を収集し、その情報をスマー
トアルゴリズムを使った分析エンジンで解析し、日常生活パターンを学習し、自宅からクラ
ウドプラットフォームへ必要な情報を送信します。日常生活パターンから外れる動きがあっ
た際には、モバイルアプリとWebポータルを通して介護者または家族に通知が届きます。患
者はシステムを操作したり何らかのボタンを押す必要もなく、家族に見守られながら最大限
に生活を楽しむ事ができます。日常生活パターンから外れる動きの例と特徴：
- 食事をスキップした 
- 長時間の外出している 
- 何度も頻繁にトイレに立った 
- Care@Home で差別化要因となる無活動/低活性 
- シームレスモニタリングが可能な自己学習式システム 
- いかなるボタンを押す必要はありません 
- 重症度に応じて(低/中/高)洞察力の鋭いアラート通知を可能にするスマートアルゴリズム 
- 家族メンバーと健康サービスプロバイダ両方に、モバイル用アプリを経由しての通知とア

ラートをプッシュ送信する 
- PERS(個人緊急対応システム)付きモジュール型ソリューション。利用者が「伝統的

PERS」もしくは「トータル健康ソリューション」を選択する事ができます 
- ユーザのニーズに応じてカスタマイズ可能。安全装置やその他の周辺機器は、臨機応変に

追加することができます 
- ユーザーエクスペリエンス: 直感的で使い方も非常に簡単なアプリです
目的

目的 : 私たちは、革新的テレケア・ソリューションの大規模な実装のため、販売パートナー
を探しています。 潜在的な顧客、業界アナリストやメディア代表者の方々にもお会いしたい
と思っております。
対象事業 : 保健サービスプロバイダーの通信サービスプロバイダ:通信事業者、モバイルオペ
レーター 
対象国 : EU加盟国、北米、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ地域

www.essence-grp.com

http://www.essence-grp.com
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Exorgate Ltd. 
カテゴリー : 医療機器, その他
サブカテゴリー : 医療機器、診断およびモニタリング、消耗
品&植込み型、アクセサリー
治療エリア : ICU - 集中治療室、一般外科、泌尿器科
ステータス: 臨床試験

企業概要
EXORGATEは、イスラエルに拠点を置き、レジャーから専門市場にまで渡る幅広い知識のみなら
ず、IT業界で世界を舞台に活躍した経験を持つ経営陣の率いる会社です。そして主に、管理サー
ビスの提供を行っております(対象：製造及び開発、海洋、医療、自動車、土木市場を含むグロ
ーバル市場全体で大手メーカー向けの販売、マーケティング及びサプライチェーン)。サービス
提供の際には、プログラム開発及びシステム移植に伴った改良から、世界各地での小売業向け管
理システム導入にまで、幅広く対応致します。さらに、熱心なチームメンバーと高度な技術的シ
ステムのペアリング、そして販売パートナーとの協力を背景に、高度な情報管理システムを提供
して行きます。また、私たちは液体電流測定機器の提供も行っております。EXOR BLUETM特許
技術に基づいて開発された製品は、異なるダイビングニーズに合うよう設計されています。
テクノロジー＆製品

IVセンサー：EXOR-6B 使い捨てIV流量センサ。Exorgate株式会社ソリューションは、水、医
薬品、血液など、正確に水性IVソリューションを測定する完備システムを提供しています。こ
れは次の3つの要素から構成されています：1) EXOR-6B - 使い捨ての低コストのセンサー 2) 
MCU - マルチタスク制御ユニット 3) TSM - タッチスクリ ーンモニタディスプレイ(オプショ
ン) / Exor-6Bは、特許取得済みのExor Blue技術に基づいて開発され、低コストで精密な高感
度の流量センサです。この使い捨てセンサは、水基ソリューションのリアルタイムな流量、速
度、温度を検出いたします。Exor-6B技術の主な利点は以下のとおりです: 精密で高感度な医
療用流量測定(0.03ミリリットル/秒)、 低価格、 使い捨て、 使い方が簡単、 機械的パーツな
し、 さまざまな水ベースソリューションを対象に稼働、 尿センサ温度を表示する。/ EXOR-
6D 使い捨てIV流量センサ。このExorgate株式会社ソリューションは、尿流量、速度、温度
を正確に測定し、尿の流れが停止した場合に動作を停止するリアルタイムアラーム機能を含
んだ完備システムを提供しています。これは次の3つの要素から構成されています：1) Exor-
6D – 使い捨ての低コストのセンサー 2) MCU – マルチ タスク制御ユニット 3) TSM – タッ
チスクリーンモニタディスプレイ(オプション) / Exor-6Dは、特許取得済みのExor Blue技術
に基づいて開発された、低コストで精密な高感度の流量センサです。この使い捨てセンサは、
リアルタイムの流量、速度、および尿の温度を検出します。Exor-6D技術の主な利点は以下の
とおりです：精密で高感度な医療用流量測定(0.03ミリリ ットル/秒)、 低価格、 使い捨て、 
使い方が簡単、 機械的パーツなし、さまざまな水ベースソリューションを対象に稼働、温度
表示、 MCU。/ Exorgateマルチタスク制御ユニット / Exorgateマルチタスク制御ユニットは
EXOR-6から受信したデータを分析し、リアルタイムで整理した情報を送信します: リアルタ
イム液体流量、リアルタイム液流体速度、リアルタイム液体温度、ユニットの位置 (GPS経由)
。 / MCUは、Exorgate株式会社ソフトウェアプロトコルを経由して、任意の医療システムへ
組み込むことができます：装置とリアルタイム通信するためのインタフェース、ロケーション
ベースサービス (GPS/Glonass)、無線ファームウェア(FOTA)アップデート、GPRS通信(オプ
ション)、内蔵データロガー、他のシステムとの互換性、流動停止を示すリアルタイムアラー
ムTSM、タッチスクリーンモニタディスプレイなど。 / TSMはシンプルで高品質、そしてコン
パクトなリアルタイム・タッチスクリーンモニタです。TSMの仕様: 1) Exorgate7”タッチス
クリーン 2) 接続ユニット 3) USBケーブル 4) ソフトウェア
目的

目的 : 1) 検査、マーケティング、流通のためのパートナー発掘 2) 共同事業者の発掘 3) 戦略
的パートナーの発掘
対象事業 : 医療販売代理店
対象国 : 全世界各国

www.exorgate.com

http://www.exorgate.com
http://www.exorgate.com
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Flight Medical Ltd. 
カテゴリー : 医療機器
サブカテゴリー : 医療機器、在宅介護
治療エリア : EMS - 救急医療サービス、ICU - 集中治療
室、プライ マリーケア、肺、呼吸器、リハビリテーション
ステータス : 収益成長

企業概要
1997年に設立されたFlight Medicalは、呼吸生命維持装置の開発、製造および販売を専門と
しており、多目的ハイエンドポータブル人工呼吸器の提供をしています。18,000個以上の
人工呼吸器がすでに世界中で販売され、在宅介護、一般介護、トランスポート、急性患者、
病院内、さらに災害対策にも利用されています。またすべての臨床セグメント向けに、独自
の機能を備えた最先端の人工呼吸器Flight 60の導入も致しました。世界で広く知られている
HT50ベンチレーターに続き、Flight 60の開発から製造まで、全てFlight Medicalによりな
されました。私たちのビジョンは、治療の際の高いコストパフォーマンスと安全性を備えた
使いやすい汎用性のある人工呼吸器を、医学界に提供することです。
テクノロジー＆製品

Flight 60は、長期療養、緊急時、病院内輸送、入院、在宅介護及び急性呼吸疾患への高まる
ニーズに対応して設計された汎用人工呼吸器です。Flight 60人工呼吸器はコストパフォーマ
ンスが高く、小型・軽量で、治療に優れた効果を提供しています。当社の人工呼吸器は単純
で使いやすく、侵襲的および非侵襲的な機能両方を持ち、最長12時間のバッテリー寿命を誇
る独自のダブル・バッテリー・コンセプトを搭載した、高度な機能も提供しております。
目的

目的 : グローバルな流通ネットワークを構築することに加えて、ネットワーク活性化のため
に戦略的パートナーを発掘すること(例えば、OEMや技術移転など)。
対象事業 : 当社の人工呼吸器を販売するため、病院、在宅介護、輸送、介護市場分野におい
て世界的な流通パイプラインを持つ企業(代理店)
対象国 : 全世界各国

www.flight-medical.com

http://www.flight-medical.com
http://www.flight-medical.com
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G.R. Dome Medical 
カテゴリー : 医療機器
サブカテゴリー : 医療機器、消耗品&植込み型、高齢者介護 
治療エリア : 泌尿器科、女性医療
ステータス : 初期収益

企業概要
G.R.Dome Medicalは、非侵襲尿及び体液採取装置に特化した開発企業です。同社は、ハイ
ファ、イスラエルのD&D会社の子会社でもあり、イスラエル医師の間でその名を知られてい
るAmir Laniadoによって2013年に設立されました。また、同社は事業開発、医学、泌尿器
科及びMEDハイテクを背景に、スウェーデンとイスラエルからの投資家グループによって支
えられています。G.R. Dome Medicalはすでに、二つの主となる製品ラインを完成させてい
ます。
テクノロジー＆製品

UriTop-Mは、男性のための非侵襲的な尿収集装置です。これはしっかりと亀頭陰茎上に装
着可能であり、取り外しも簡単で漏れもありません。UriTop-Mは、CE及びFDAより承認済
みです。すでにイスラエルとスウェーデンで臨床試験が行われ、院内患者や外来患者を対象
に、すばらしい実績を残しています。 
UriTop-Fは、しっかりと生殖器周囲に装着できる、女性のための非侵襲的尿収集装置です。
これも取り外しが簡単で漏れがありません。UriTop-Fは現在、CEとFDA承認申請中です。
すでにイスラエルとスウェーデンで臨床試験が行われ、院内患者や外来患者を対象に、すば
らしい実績を残しています。
目的

目的 : G.R. Dome Medicalは、大規模な尿失禁市場に参入するために、泌尿器科学分野にお
ける法人向けに、世界各地で当社のIPライセンスを取得する事を目的としています。
対象事業 : カテーテル、ひしゃくおよびその他の尿失禁製品メーカー
対象国 : 米国、EU加盟国、日本、中国、インド

www.grdome.com

Dome Medical

http://www.integrity-app.com
http://www.grdome.com
http://www.grdome.com
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目次に戻る Hall 3 Stand E20

HealthWatch 
カテゴリー : 医療機器
サブカテゴリー : 診断&モニタリング、遠隔医療、スポー
ツ医学、高 齢者介護、在宅介護
治療エリア : 心臓血管、呼吸器、ICU - 集中治療室、健康
一般 
ステータス : 規制認可

企業概要
HealthWatch Ltd.は、医療先端技術機器メーカーです。主に新たな接続技術を使用し、今
日のライフスタイルに着用可能なヘルスケア製品の開発を専門としています。私達の提供す
る、最新のマイクロ技術を活用したシームレス且つトランスペアレントな製品は、継続的に
ユーザーの健康を守り、緊急検知能力にすぐれています。また、緊急事態の際にもいち早
く、スマートフォンなどを経由して医療専門家や製品ユーザーに警告できるよう設計されて
います。また、HealthWatch製品は、画期的で着用可能なテキスタイル用電極及び心臓セン
シング電子技術を搭載する事が可能です。どんな日常的衣服にも組み込み可能であり、継続
的に患者の状態をモニタリングをする事ができます。 これらの製品は、病院内や自宅で心臓
発作を起こす可能性のある患者を対象としています。また、健康及びエキササイズをする際
の身体状態のトラッキングのために利用可能です。さらに、接着剤やゲル剤、またはシェー
ビングなど、準備なしで利用して頂けます。
テクノロジー＆製品

技術と製品: 1) 検知と警告 2) hWearTM (ヘルスウェア): 心臓検知、継続的なバイタルサ
イン監視のために、衣類に織り交ぜる事が可能なデジタルテキスタイル 3) 電極を搭載しシ
ームレス衣服：心臓発作の恐れがある患者が病院内や自宅で過ごす際に有効です。健康と安
心のために利用して頂けます。また、接着剤やゲル剤、またはシェービングなど、準備なし
で装着が可能です。4) 衣料品自体を検知デバイスとする考え方：洗浄可能です。 
3〜15リード心電図、各動作、転倒、呼吸などの活動の生体信号を検知することができま
す。5) MasterCaution®モニター&コントロールシステム: 衣服サイドポケットに装着し、
絶えずリアルタイムで実際のECG信号を分析します。例えば不整脈、虚血、呼吸異常、突然
の患者の転倒や運動不足などを検知致します。このシステムは全自動であり、初期段階に警
告のお知らせを致します。患者の遠隔測定、遠隔監視サービスを提供し、医療関係者やユー
ザーに警告を通知致します。警告通知は、ユーザーのスマートフォンを経由して、クラウド
ポータルへ送信されます。
上記の製品ラインを組み合わせる事で、長期的なホルター心電図、イベントループ録画、遠
隔心臓病学など、世界中のどこからでも遠隔監視をする事が可能です。
目的

目的 : 製品の市場拡大、潜在的代理店や戦略的パートナーを発掘する事 
対象事業 : 病院、在宅介護や高齢者、遠隔心臓モニタリングサービス、心臓研究室 対象
対象国 : 全世界各国

www.personal-healthwatch.com

http://www.personal-healthwatch.com
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目次に戻る Hall 5 Stand M19

Hip Hope Technologies 
カテゴリー : 医療機器
サブカテゴリー :医療機器、診断およびモニタリング、遠
隔医療、高齢者介護、在宅介護
治療エリア : 整形外科
ステータス : 臨床試験

企業概要
Hip Hope Technologies Ltd. (HHT) は、イスラエルで2011年に設立されたスタートアッ
プ企業です。主に、高齢者の転倒に関わる股関節部骨折の治療のために、実践可能なソルー
ションを提案しております。また、簡単な操作と最高品質、革新的アイデアと技術的創造性
を、能動股関節プロテクター装置へ一つに統合する事にも成功致しました。HHTは現在、ス
キルのあるコンサルタント10人を採用し、各分野にて補完的な専門下請け業者の雇用もし
ております。HHT研究開発は、民間投資家 からの資本調達に加えて、イスラエル事務所の
主任科学者及びイスラエル経済産業省より授与された助成金サポートにより支えられていま
す。装着可能な高品質デバイスHip-HopeTMは、さらなる安全性を確保したリモートモニタ
リングアプリケーションです。医療において、スマートプラットフォームとして効果的に機
能することができます。
テクノロジー＆製品

Hip-HopeTMは、エステティックベルトとして設計され、スマートでアクティブな装着可能
股関節プロテクターデバイスです。利用者は、衣服の上から簡単に腰周りに着用する事がで
きます。このデバイスは、高度なマルチセンサ転倒検知システムが転倒を予測する衝突を検
出するとすぐに、2つの高速展開エアバッグを作動させます。膨張したエアバッグは転倒に
よる衝撃を減衰させ腰を包み込み、股関節部骨折のリスクを最小限に抑えてくれます。Hip-
HopeTMは、エレクトロニクス、DSP、ソフトウェアおよびアルゴリズム、空気圧、エアバ
ッグ技術、装着可能な医療機器工業デザイン分野など、多様な技術を採用したコンポジット
製品です。さらに、ミニセンサーセット、システムロジック、アルゴリズムにより、「実際
の転倒」と「誤解を招く動作」を正確に識別しています。最後に、さらなる利便性の追求、
自動稼働性、スタイリッシュな装着などのユーザーコンプライアンスを確保するためにも、
日々、誠意を込めて努力しております。 Hip-HopeTMは、ユーザーとその介護者のために、
次のような付加機能も提供しております:
• リモート転倒事象アラート 
• モーションデータ記録 
• 内蔵された緊急ボタン 
• 私物などを収納できるポーチ
Hip HopeTMの販売開始は第3四半期/2015に予定されています。
目的

目的 : 1. Hip HopeTMデバイスの市場拡大 2. 潜在的な戦略的パートナーの発掘
対象事業 : 1. 健康やLTC(介護)保険会社 2. 医療センター、病院やリハビリテーションセンタ
ー 3. HMO(健康維持組織)4. 高齢者介護施設、生活支援施設、老人ホーム及びシニア住宅 
5. 遠隔医療やスマー トホーム製品メーカーやサービスプロバイダー 6. 在宅介護サービスプ
ロバイダー 7. 在宅医療緊急サービスプロバイダー
対象国 : 私たちは、世界市場(特にOECD加盟国市場)の拡大を目指しています。優先度の高い
ターゲット市場は、以下の通りです:EU、米国、カナダ、日本、中国。

www.hip-hope.com

http://www.hip-hope.com
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目次に戻る Hall 3 Stand E20

Hy·labs 
カテゴリー : 医療機器、バイオテクノロジー、サービス、
アグロバイオ、その他
サブカテゴリー : 診断/ IVD/研究所、遺伝子治療・分子生
物学、微生物学、研究ツール、代理店、病院、研究所、個
人投資、化学薬品、生物学及びその他、産業用/OEM
治療エリア : 感染症、女性医療 
ステータス: 収益成長

企業概要
Hy Laboratories Ltd (hylabs)は、感染症識別製品を提供するイスラエルの主要な開発企業
です。製品やサービス全は、ヘルスケア(健康保険会社、病院、民間研究所)、産業(製薬、 
バイオテクノロジー、食品&飲料、水道会社など)、環境および学術研究市場へ向けて提供さ
れています。また、Hylabsは1974年以来、高品質の製品、信頼性のおける優れたサービス
を提供し、実績を積んできました。そして経験豊富なR&Dスタッフは、分子&細胞生物学や
微生物学の一流専門家と連携して市場のニーズや次世代技術を分析し、新製品の開発に携わ
っています。
テクノロジー＆製品

Hy Laboratoriesは、微生物学および分子生物学の研究室へ、調製培養剤メディアや生化学
的および分子ツールを幅広く提供しています。また、子癇前症を予測するための独自のエリ
サ・テストの提供もしております。
当社の製品ラインは次のものを含みます: 
• 婦人科医学 
• 子癇前症早期予測のため微生物学製品(PP13エリサ•テスト) 
• HY-Gieneモニターシステム(HGM) - 両面培地スライド 
• 調製培養培地(プレート、試験管&ボトル) 
• 放射線照射コンタクト&セトリング・プレート 
• 生化学キット分子生物学製品 
• オリゴ 
• 感染性疾患の検出のためのPCRおよびqPCRキット 
• DNA抽出および精製キット 
• 酵素 
• バッファおよび使用準備の整ったゲル化サービス 
• 国内および国際的な規制基準を満たしている微生物及び毒性試験 
• サンガーシークエンシング&NGS(次世代シークエンシング)、マイコプラズマなど広範囲

のゲノムサービスに特化した分子生物学部門
目的

目的 : 主に世界的な販売代理店を探しています
対象事業 : ヘルスケア(健康保険会社、病院、民間研究所)、産業(製薬、バイオテクノロジ
ー、食品&飲料、水道会社など)、 環境および学術研究市場
対象国 : 全世界各国

www.hylabs.co.il

http://www.hylabs.co.il
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目次に戻る Hall 16 Stand G37

Inovytec Medical Solutions 
カテゴリー : 医療機器、eヘルス
サブカテゴリー : 医療機器、診療&モニタリング、消耗
品&埋め込み型、遠隔治療、インターネットベースの健康
情報
治療エリア : EMS - 救急医療サービス、心血管、呼吸器/
気道管理 
ステータス : 初期収益益

企業概要
Inovytecは、非侵襲的クリティカルケア機器の設計、開発、製造を行っております。主に、
病院外で、即時に医療サポートを必要とする緊急事態の患者に効果的な応急処置を施すため
の製品を提供しております。当社の狙いは、効果的且つコストパフォーマンスの高い、万人
向けで安全なソリューションの開発及び販売です。
テクノロジー＆製品

SALITM (SAve LIfeSALITM)デバイスは、病院到着前に一般人が使用可能なクリティカルケア
ユニットです。即時に医療補助を必要とする緊急事態の人へ、効果的な応急処置を施すため
に開発されたデバイスです。Invoytecは従来の壁を超え、素人でもより速く簡単に、非侵
襲的で且つより効果的な治療が施せるような応急処置支援技術を提供しています。SALITMが
サポートしているのは、革新的なInovytec LUBOTMエアウェイカラーです。これは、頸椎保
護の必要有無に関わらず、顎推力操縦を模倣することで気道を開くことができる非侵襲的デ
バイスです。SALITMおよびLUBOTMデバイスは、緊急事態の次世代応急処置デバイスとして
も認識されてきました。また、LUBOTMエアウェイカラーは既に全世界でも販売されていま
す。
目的

目的 : 全世界で、応急処置としてInovytec救急医療ソリューションを広く導入
対象事業 : 販売代理店、戦略的パートナー
対象国 : LUBOTM Airway collar – 世界各国、特にイタリア、フランス、ドイツ、スペイン、
ロシア、米国、 日本、韓国、インド、トルコ、アフリカ及びラテンアメリカ

www.inovytec.com

http://www.inovytec.com
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目次に戻る Hall 16 Stand G40

Integrity Applications 
カテゴリー : 医療機器
サブカテゴリー : 医療機器、診断およびモニタリング、MIS 
- 低侵襲 システム、在宅介護
治療エリア : 心血管、糖尿病、血液、健康一般
ステータス : 初期収益

企業概要
Integrity Applications (OTCQB: IGAP) は、血中のブドウ糖を検査することができる
GlucoTrack®を開発しました。これは主に家庭用の革新的な非侵襲性の血糖監視装置であ
り、糖尿病患者は検査の際に、採血をする必要がありません。GlucoTrackには独自のアル
ゴリズム、特許取得済みの超音波、電磁や熱技術などが組み込まれています。また、耳たぶ
装着用クリップの小型センサーは、ハンドヘルドコンパニオン制御装置に接続され、検査
結果はスマートフォンサイズのディスプレイに表示される仕組みです。さらに、検査結果
はほんの数分で得る事ができます。このCEマークの承認済みのデバイスに続いて、現在は
Integrity ApplicationsモデルDF-F(2013年6月)も、世界各国で合わせて実用化されていま
す。GlucoTrackの操作は極簡単で、ユーザーに優しい設計となっています(使用時は「クリ
ップするだけ!TM」)。このデバイスでは、簡単な操作と画面上での動向追跡機能を持つカラ
ータッチスクリーンを採用しています。さらなる分析および長期記憶のために、測定値デー
タを簡単にダウンロードする事もできます。
テクノロジー＆製品

GlucoTrackの特許取得済み技術を同時に利用した、「組み合わせ技術」:世界レベルの特許
取得済みアルゴリズムによって合成された電磁的熱超音波。設定は半年ごとに、耳クリップ
を交換した際にのみ必要となります。測定を行うには、ユーザは耳たぶを(TM)をクリップに
挟むだけです。測定は自動的に開始され、結果は数字で大きく表示されるだけではなく、視
覚障害を持つ人達のために、音声でのお知らせも致します。
目的

目的 :Integrity Applicationの目標は、当社で開発及び生産した糖尿病患者向け家庭用非侵襲
的グルコースモニターを市場に流通させる事です。GlucoTrackグルコース監視装置は、痛
み、不便さ、高コスト、従来の(侵襲的)指先穿刺デバイスの不快さなど、一切無しで血糖測
定値を計れるようにする事で糖尿病患者をサポート致します。
対象事業 :Integrity Applicationsは世界中でGlucoTrack非侵襲的グルコース監視装置を商品
化する予定です。当社は現在、より多くの国や地域でデバイスを販売して頂ける代理店を募
集しています。 
対象国 : 全世界各国 

www.integrity-app.com

 

http://www.integrity-app.com
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目次に戻る Hall 16 Stand G40

Itamar Medical Ltd. 
カテゴリー : 医療機器、バイオテクノロジー
サブカテゴリー : 医療機器、診断およびモニタリング、研究
ツール、スポーツ医学、在宅介護、リサーチツール
治療エリア : 呼吸器/睡眠時無呼吸、心血管、末梢血管、神
経および変性 疾患、耳鼻咽喉科 - 耳鼻咽喉科、全身の健康状
態、プライマリーケア、 内科、オーラル歯科治療
ステータス : 収益成長

企業概要
Itamar Medical医療技術会社は現在、独自のPATプラットフォーム技術に基づく診断用製品
の販売に力を入れています。このプラットフォームは、心臓学や睡眠医学の臨床医チームが、
生物医学エンジニアや物理学者と協力して開発したプラットフォームです。この技術では、非
侵襲的な記録、測定、末梢動脈圧測定の分析、またはPAT信号分析を可能にしています。PAT
信号は患者の拍動性動脈容積の変化を測定し、心血管系および自律神経系の交感神経枝への「
窓」として機能します。WatchPAT製品概要：自宅用。睡眠無呼吸症候群の診断、及び睡眠中
の呼吸監視用製品。従来の製品以上に、EndoPAT内皮機能評価により正確にリスクを分類でき
る事が臨床的に検証されました。高価で複雑、面倒で不便なテストの代わりに、オペレータに
依存しない使いやすい診断デバイスとして提供されます。この製品を使って既に、100万人以
上を対象に診断テストが実施されております。さらに10,000個以上のItamar医療デバイスが
世界中で購入されています。当社の製品で実施された何百もの臨床研究や査読、科学雑誌への
記載をもとに、私たちはPAT技術が幅広く実用化されるために十分に信頼のおける製品である
と信じています。
Medtronic、Philips Respironics、日本のRoyal Philipsの子会社、日本光電との協定も結ばれ
ています(2014年)
テクノロジー＆製品

WatchPAT™デバイスは、家庭用医療グレードのポータブルホーム睡眠診断装置です。正確な
診断や検出を可能にし、睡眠時の無呼吸や睡眠呼吸障害のフォローアップ治療として提供され
ています。これを導入する事で、睡眠ラボの不快な鼻腔カニューレや労力ベルトなど、全て省
いた診断が可能となります。患者により快適で自然な睡眠を提供し、そして驚くほどの低故障
率を誇っております。このデバイスは、呼吸指標に加えて睡眠/覚醒分析、電極無使用で睡眠段
階や睡眠構築情報を分析致します。 ターゲット：世界中で睡眠時無呼吸に苦しむと疑われてい
る100万人の人々
主な顧客：米国：カイザー保険、バージニア州、EndoPAT™デバイスは世界的にトップクラ
スの研究睡眠ラボで唯一、内皮機能非侵襲オペレータに依存しない診断テストです。主に心
臓病専門医らによって、正確かつ非侵襲的に血管内皮機能を評価する結果が認められていま
す。EndoPAT®試験はわずか15分程で診断結果を得る事が可能です。診療所で医療助手によっ
て、容易に検査を行って頂く事もできます。EndoPAT®テストは現在、不顕性動脈硬化症の治
療において、信頼性のおける分析情報を提供する機器として何百もの科学的査読論文から圧倒
的な支持をうけています。特に内皮機能不全検査、あらゆる疾患の心血管イベントや予測因子
の判定、さらに一般的な診断テストとしても有用な点も評価されています。
市場:症候性または心血管患者 / 主な顧客:米国:ノースショア-LIJの医療サービス提供者、NYU 
Langone病院、MAYOクリニック、スタンフォード、イェール。 
目的

目的 :私たちの目標は、PAT®診断技術を医療機関に広く浸透させることです。特に、慢性疾患の
治療補助デバイスとして広く利用される事を願っております。さらに、既に多数の慢性疾患の治
療にて重要な役割を果たしているPATが、将来的にはすべての診療所や病院で使用される事も強
く望んでいます。
対象事業 : WatchPAT(TM) - この製品の潜在的市場は、世界中で睡眠時無呼吸に苦しむと疑わ
れている100万人です。EndoPAT(TM) - 潜在的市場:すべての症候性または心血管患者。
対象国 : ヨーロッパ、南アメリカ、アメリカ、極東地域

www.itamar-medical.com

http://www.itamar-medical.com
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目次に戻る Hall 16 Stand G40

Lev El Diagnostics of Heart Diseases 
カテゴリー : 医療機器
サブカテゴリー : 診断&モニタリング、遠隔医療 
治療エリア : 循環器
ステータス : 初期収益

企業概要
Lev El心疾患診断株式会社は、生物医学を専門として心血管疾患の検出に特化した製品を提
供する非上場企業です。主力製品であるHeartTrendsTMは、初期の段階の症状や健康な人を
スクリーニングするための診断ソフトウェアツールであり、冠動脈疾患(CAD)関連の心筋虚
血を検出するために利用されています。
テクノロジー＆製品

当社の主力製品HeartTrendsは、その優れた感度と高い陰性的中率(NPV)で治療を大幅に改
善し、従来のESTに代わる製品として提供されます。従来の運動負荷テスト(EST)と比較した
場合のHeartTrendsTMの相対増分価値(x5.11)が臨床試験でも証明されています(リファレン
ス参照)。さらに、HeartTrendsTM試験に伴う患者の運動負荷リスクはなく、医師不在でも試
験を行う事が可能です(試験内容：安静時に１時間、ホルター心電図のデータを記録する)。
目的

目的 : ターゲット市場に於けて当社の製品の存在を認知頂き、製品の普及に努める。
対象事業 : 関連するターゲット市場は、公共および民間病院、保険会社、一般開業医を含む心臓
病専門医
対象国 : アジア太平洋地域、ヨーロッパ、アフリカ、カナダ、アメリカ、南アメリカ、アラ
ブ首長国連邦

www.levhm.comLe ELv

Le ELv 

http://www.levhm.com
http://www.levhm.com
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目次に戻る Hall 16 Stand G40

MDC Industries 
カテゴリー : 医療機器、その他
サブカテゴリー : 消耗品&植込み型、薬物送達、産業用/ 
OEM 
治療エリア : 呼吸/気道管理、泌尿器科、耳鼻咽喉科 - 耳
鼻咽喉科、EMS - 救急医療サービス、健康状態、一般外
科、消化器、糖尿病患者
ステータス : 収益成長

企業概要
MDCは、開発及び製造を行うOEMサプライヤーです。幅広い用途に対応する最高品質の医
療用チューブを提供しています。
当社は創設1987年以来25年間、国際的医療機器会社へオーダーメイド・チューブの提供を
してきました。そして、MDCの経験豊富なエンジニアリングチームがクライアントのニーズ
に応えます(当社独自の特徴:適確な設計、迅速なプロトタイプ作成、フルスケール生産)。さ
らに、MDCは、どんな医療機器チューブもカスタムメイドで対応致します。
MDCでは、多様な押出成形機能、様々な素材、二次サービス提供、およびアセンブル機能も
提供しています。また、当社の医療チューブは多様な使い捨てセットや医療用途に対応し、
治療においても重要な構成要素としても扱われています。製品は全てクラス10万クリーンル
ームで「FDA cGMP」及び「ISO 13485など国際基準」に順次て製造されます。製造の際は
すべて「ISO10933生体適合性規格」に準拠した高品質原料が用いられます。安定した製品
の精度や品質を保つため、MDCは先進的な設備とその製造プロセスにおいてベストプラクテ
ィスを導入しています。
テクノロジー＆製品

テクノロジー&製品: 25年にも渡るMDCのエンジニアリングチームの豊富な経験と知識を背
景に、クライアントのニーズと仕様に従い、設計からフルスケール生産までしっかりとサポ
ート致します。 
押出成形機能: 外径の範囲0.5ミリメートル〜15ミリメートル、精度0.01ミリメートルまで
製造可能な医療用チューブ(当社の押出成形:シングル ルーメンチューブ、チューブマーキン
グストライプ、ツイン/トリプルクワッドチューブ、マルチレイヤーチューブ、薄肉チュー
ブ、レイフラットチューブ、プロファイル)(広範囲の医療押出し用製造原料(主にバージン材
料)：PVC(DEHPフリー)、ポリエチレン、熱可塑性ウレタン(TPU)、熱可塑性、エラストマ
ー (TPE)、ポリアミド(PA)が、エチレンビニルアセテート(EVA))。 組立及び二次サービス: 
MDCのチューブは多岐に渡り、消耗品セットの重要なコンポーネントとして機能します。さ
らに当社は医療用途用組み立てサービスも提供致しております。組立および二次的作業はす
べて、クラス10万クリーンルームで行われています(例:印刷、切断、チップフ ォーミング、
精密穴加工、包装、ラベリングおよび滅菌)。
目的

目的 :1)新規顧客の発掘 2)各国の医療機関代表者との会合 3)中東へ製造を展開する(独自の
医療用チューブを開発する合弁事業として製造を展開する)
対象事業 : 1) 医療機器の製造業者 2) OEM使い捨てセット製造企業 3) 医療使い捨てセットイ
ンテグレーター 
対象国 : 西および東ヨーロッパ圏、アジア太平洋圏、南アフリカ

www.mdcindustries.com

I N D U S T R I E S

Delivering Life 
Through Innovation

http://www.mdcindustries.com
http://www.mdcindustries.com
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目次に戻る Hall 16 Stand G40

Medic Shoes 
カテゴリー : 医療機器、その他
サブカテゴリー : 医療機器、ホームケア、アクセサリー
治療エリア : 糖尿病、末梢血管
ステータス : 臨床試験

企業概要
同社は、健康関連商品開発を行っています。特許取得済み商品の製造、また金融活動にも関
与しています。同社は、1997年にノベルティスタートアップ2位にランク付けされました
(ジュネーブ条約、ダイエット用携帯型コンピュータ部門)。また2011から糖尿病患者の症
状の研究がなされ、近年にはMedic Shoeを開発致しました。これは既に特許取得済みであ
り、血液循環及び血流増加を手助けし、糖尿病に伴う症状を緩和するのに役立ちます。
テクノロジー＆製品

Medic ShoeTMは糖尿病に伴う症状を緩和するために、指圧やリフレクソロジーの原理に基
づいて、末梢神経障害の軽減および測定可能な末梢血行動態の改善を致します。これは、従
来の薬物療法にかわる有効な非医療法として提供されます。また、既に臨床的に治療効果も
実証されております(有名な心臓病専門医により行われた臨床試験で、その有効性が証明さ
れました)。被験者は主観的及び客観的要素の両面において、大きくプラスとなる効果を実
感しています。
さらに注目すべきは、糖尿病(または末梢血管疾患を持つ)患者が1日15〜30分Medic Shoe
を利用した場合に得られた、次のような効果です： 
- 足の痛み、うずき、夜間の痛みの目覚めの大幅な軽減 
- 拍出量、脳卒中指数心拍出量、および心係数の著しい上昇 
- マークされた全末梢抵抗の全体的な改善(TPR)
目的

目的 : 潜在的ビジネスパートナー及び代理店、さらに潜在的顧客を発掘す
対象事業 : 医療機器販売代理店や病院
対象国 : 全世界各国

www.medicshoes.com

http://www.medicshoes.com
http://www.medicshoes.com
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目次に戻る Hall 16 Stand G40

Medical Compression Systems Ltd. 
カテゴリー : 医療機器
サブカテゴリー : 医療機器
治療エリア : ICU - 集中治療室、整形外科、リハビリテー
ション、泌 尿器科、創傷管理
ステータス : 収益成長

企業概要
ActiveCare®は、人工膝や股関節置換手術の後の深部静脈血栓症の予防(DVT)を目的とし
て、病院や自宅で利用できる治療法です。これは既に臨床試験でその効果が実証され、抗凝
固薬投与にかわる治療法として提供されます。また、著しく薬剤投与の必要性が低減され
ることでリスクを最小限に抑える事ができます(大出血などの合併症、コストのかかる再入
院、補足血液製剤の必要性)。 
ActiveCare®はMCS医療機器会社の商標ブランドです。また、現在既に全米80以上の外科セ
ンターで日々使用されています。 MCSは1997年設立のイスラエルの公共会社です。テルア
ビブ証券取引所(:MDCL TASE)でも取引されています。さらに米国では、MCS社の支店も存
在しています。
テクノロジー＆製品

ActiveCare®+ S.F.T.は、米胸部医師エビデンスに基づく臨床実習大学の基準を完全に満た
しています。(薬剤投与で不必要な全関節後DVT予防ができます。独立療法としてガイドラ
イン(2012 ACCP)に準じて、病院滞在治療を完全自宅療法へ切り替えることが可能です。)  
ActiveCare®+ S.F.T.は患者の正常な静脈血流パルスを識別して、活性化された血流の脈拍
を自然な脈拍へと同期させます。 コンパクトなサイズと独自の携帯性は、それが継続的に着
用されることを可能にします。また、ユニット付属のLCD画面上で簡単に血流状況を監視す
ることもできます。
ActiveCare®+ S.F.T.の特徴：
• 圧縮袖付き軽量小型モバイルユニット(1.65ポンド)。患者の下肢の周りに簡単に巻き付け

ることができます。充電池またはAC/ DCアダプタで動作します。 
• DVT/ VTEの血餅形成のリスク軽減及び防止をする、安全で非常に効果的な治療法 
• 携帯可能。24時間体制監視で連続的なDVT予防が可能(同期化されたフロー技術(SFT)に

基づく)。急性(院内)ケアやホームケアでの使用にも推奨されています。
目的

目的 : 代理店パートナーの発掘 
対象事業 : アジアおよびEU各国
対象国 : アジアおよびEU各国

www.mcsmed.com

ActiveCare® is 
a trademark of MCS
Medical Compression 
Systems Ltd.

http://www.mcsmed.com/home.html
http://www.mcsmed.com/home.html
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目次に戻る Hall 16 Stand G40

MedicSense 
カテゴリー : サービス
サブカテゴリー : レギュレーションコンサルティング、 
CRO、教育
ステータス : N / A

企業概要
MedicSense株式会社は、医療機器メーカーの支援企業として設立されました(臨床試験や規
制、QMS要件の克服へ対応しています)。
当社は、製造初期段階から最終的な規制認証の段階(FDA、CE、またそれ以上)まで総合的に
サポート致します。
技術的および規制関連業務(臨床試験実施計画、CRO事業、システムの品質確立など)や、補
完的な幅広いサービス(欧州の認定申請代理、米国エージェント、戦略的市場レビュー、払
い戻し、四半期基準レビューなど)の提供に、20年以上に渡り携わってきました。当社は、
この幅広い経験(豊富な研究開発、エンジニアリング、医療機器技術規制などの課題への関
与)を強みとしています。私たちは、複雑な規制環境や規制のハードルを乗り越える方法を
熟知しており、有効且つ実用的ソリューションを提供致します。さらに、MedicSenseはイ
スラエルRegistration Holder（IRH)も務めております。

www.medicsense.com

 

http://www.medicsense.com
http://www.medicsense.com
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目次に戻る Hall 5 Stand M19

MediTouch 
カテゴリー : 医療機器
サブカテゴリー : 医療機器、トレーニング&理学療法、遠
隔医療、ロ ボット工学、高齢者介護、在宅介護
治療エリア : 神経学及び変性疾患、リハビリテーション、
整形外科、 小児科
ステータス: 収益成長

企業概要
MediTouchは定量的および物理的なリハビリテーション機器を導入するため、2004年に設
立されました。同社は神経学的および整形外科的リハビリテーションシステムの販売を行っ
ており、幅広いユーザー(病院入院患者、外来患者、大人から子供までを対象とした家庭ユ
ーザー)向けに製品の開発から製造までを手がけ、リハビリテーション分野へ画期的な技術
やシステムを提供しております。さらに、怪我や病気に伴う機能的障害改善のための組み合
わせ療法(伝統的治療法と理学療法)や治療評価ツール(対象：患者、臨床医、介護者)を、神
経筋整形外科向けに提供致しております。
患者のモチベーションを維持しつつ、能力とニーズへ応じた物理的リハビリカスタマイズ治
療を可能するためには「患者の能力に柔軟に適応できる事」が必要です。そこで、セラピス
トや患者にとって使いやすい同社のリハビリテーションプラットフォームでは、患者の下肢
及び上肢機能の動きとバランス能力を向上させる要素(生体フィードバック、適切なエキサ
サイズ)を取り入れています。さらに、有意義な治療が行えるよう購入後サポートも充実し
ております。また、購入に関して経済面でのフォローもしております。
テクノロジー＆製品

MediTouchは、あらゆる知識(ハードウェア、リハビリ専用ソフトウェア、物理的リハビリ
テーション実践)に基づいて、物理的リハビリテーション・ソリューションを提供しており
ます。このソリューションは世界中で沢山のユーザー(民間の物理的リハビリ治療クリニッ
ク、リハビリ治療を受ける入院患者及び外来患者、在宅リハビリユーザー、OT、PT)によ
り、既に厚い支持さを受けています。
MediTouchシステムではコンピュータゲームを使用し、楽しく反復的且つ機能的な動きを練習
するための環境を提供しています(診療所や自宅で使用可能)。当システムはモーションフィー
ドバック(感覚運動や認知運動能力向け演習タスクのカスタマイズが可能です)を導入していま
す。このシステムを用いたエクササイズでは、コンピュータ・インターフェースを介して即座
にフィードバックを得る事ができます。そして患者は、ゲームに挑戦しながらモチベーション
を高め、運動能力を向上させると同時にリハビリ効果を上げる事ができるのです。
さらにMediTouchでは、ロボット・ダイナミック・バランストレーナー・プログラム(効果
検証済みの摂動の原理を取り入れたプログラム)も導入しています。すべてのシステムにお
いて、客観的フォローアップ(キャプチャ提供、リハビリテーション過程での定量的データ
記録、治療アカウンタビリティの確保)を可能にしています。
目的

目的 : 世界規模で信頼のおける販売ネットワークを形成すること。
対象事業 : 身体機能リハビリテーション
対象国 : 全世界各国

www.meditouch.co.il

http://www.meditouch.co.il/en
http://www.meditouch.co.il/en
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目次に戻る Hall 16 Stand G40

Medoc 
カテゴリー : 医療機器
サブカテゴリー : 医療機器、診断およびモニタリング 
治療エリア : 神経学及び変性疾患
ステータス : 収益成長

企業概要
Medocは最新の熱刺激装置を製造する世界的メーカーです(対象：神経診断医療システム、慢
性疼痛、神経障害)。当社の製品は、疼痛経路を構成する、大小の末梢感覚神経線維(A-デル
タ&C線維) を診断します。Medocの製品は世界中で販売され、QSTにおいて既に普及してお
り、FDA及びCEマーキングの承認も取得済みです。 当社の製品ライン: TSA-II、感覚神経ア
ナライザ、PATHWAY、fMRI環境で使用される痛み&感性診断システム(CHEPS、ATS)、 
Q-Sense、小繊維試験、Conditioned pain modulation(CMP)システム、AlgoMed、コンピ
ュータ式痛覚計 
MedocはMedasense株式会社と共同で、痛覚モニターを開発しました(手術室で治療中の麻
酔を受けた患者を対象として、客観的および継続的に疼痛診断をするためのモニター)。 
Medasenseは、患者から非侵襲的に取得した複数の生理学的信号に基づいたソリューシ
ョンを提供しています。そしてMedocは、ボストン科学ニューロモデュレーション株式
会社イスラエルオフィスの独占的代理パートナーであります(慢性的な痛み治療を対象)。
さらに当社は、疼痛や脊椎、外科分野において、グローバル企業の代理も務めています
(NeuroTherm、Epimed、Spinal Simplicity、Myelotec、Touchstone、RanDなど)。
テクノロジー＆製品

PATHWAY - 痛み&感性評価システムは、高度な痛覚研究やfMRIに新たな可能性を提供しま
す。 
PATHWAYモデルCHEPS(コンタクト熱誘発電位刺激装置) - 誘発痛の客観評価を可能し、痛
み誘発電位分野での突破口となり得ます。 
PATHWAYモデルATS(アドバンスト熱的刺激装置)、PATHWAYモデルCHEPS - 現在のfMRI
の研究で高度な痛覚研究に使用されています。 TSA-II - 熱感覚AnalyzerはQST(定量的感覚
検査)に使用されています。小さな感覚神経線維(A-デルタ&C線維)評価を行います。
VSA-3000振動感覚アナライザ - 大きな末梢神経線維(A-β)評価を行います
Q-Sense - 小繊維試験は携帯型で使いやすく、価格の手頃なシステムです(診療所、臨床研
究および薬理学的試用向け)。これは神経因性疼痛、糖尿病性神経障害、化学療法およびそ
の他の小繊維神経障害を診断します CPMシステム - 2thermodes CPM(Conditioned pain 
modulation)は、慢性的な痛み研究のための最新型コンピュータ式システム。 AlgoMed - 
コンピュータ化圧力痛覚計は、リアルタイム制御型のS / Wベースシステムです。加えられ
た圧力率を監視し、画像や音声で結果をお知らせ致します。 
Medocはこれからも、イスラエル市場で製品販売市場の拡大を検討している有望な医療機器
会社とすすんで契約を結び、画期的技術と革新的製品を提供しています。
目的

目的 : 主に神経科/神経生理学/痛覚分野を専門とする代表者との会合、販売代理店の発掘 
対象事業 : 画期的な技術を提供する販売代理店および医療機器企業
対象国 : 全世界各国

www.medoc-web.com

http://www.medoc-web.com
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Mizra Medical 
カテゴリー : 医療機器、その他
サブカテゴリー : 医療機器、消耗品&植込み型、高齢者介
護、OTC - 薬局、産業用/OEM
治療エリア : 健康一般、泌尿器科、整形外科、小児科、耳
鼻咽喉科 - 耳鼻咽喉科
ステータス : 収益成長

企業概要
MizraはISO9001 13485 CE FDA認証済みの医療メーカーであり、高品質の製品とサービス
を提供しています。主に、高級ディップラテックス製品、医療消耗品、男性用外部カテーテ
ル、泌尿器科向け付属品、Monofiliment試験、新しい商品開発を行っております。また私た
ちは、OEMを厚く歓迎いたします。
テクノロジー＆製品

高品質のディップラテックス製品、医療用消耗品、男性用外部カテーテル、泌尿器科向け付
属品、Monofiliment試験、新製品開発、ISO 9001 13485 CE FDA認定済み。
目的

目的 : 私どもの製品を導入して頂ける病院、起業家、販売代理店、OEMの発掘 
対象事業 : 代理店、病院、OEM
対象国 : 全世界各国

www.mizramedical.com

http://www.mizramedical.com/English/Default.aspx
http://www.mizramedical.com/English/Default.aspx
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Motorika 
カテゴリー : 医療機器
サブカテゴリー : 医療機器、ロボット工学、トレーニン
グ&理学療 法、高齢者介護
治療エリア : 神経及び変性疾患、整形外科、循環器、リハ
ビリテーシ ョン、健康一般
ステータス: 収益成長

企業概要
Motorikaは、ロボットリハビリ療法に関してリーダー的存在の企業です。私どもは、様々な
患者の治療ニーズ(肢を低くしたり高くしたりする、神経学的および整形外科的障害へのサ
ポートなど)を満たすため、有意義なソリューションを提案しております。
テクノロジー＆製品

ReoGo: 先進的電動ロボットアームを使用した、世界最先端3次元ロボットシステムです。
これは、三次元の反復的な腕の動きが容易にできるように設計された、上肢治療向けのシス
テムです。このシステムは広範囲に渡る治療に利用頂けます(脳卒中の回復のすべての段階
の患者に適応)。また、5つの操作モードを提供しており、患者の能力に合わせた適切な受
動的サポートガイド、ほとんど腕が動かせない場合のサポートガイド、あるいは全く腕が動
かせない場合の運動ガイド付きです。さらにReoGoでは、インタラクティブゲーム(自然な
手の動きを模倣する刺激的で多様なゲーム)を通して、患者のモチベーション向上を促しま
す。/ ReoAmbulator: ReoAmbulatorは、「神経リハビリテーションへの深い理解」と「
独自開発ロボットを用いた訓練支援プラットフォーム」を組み合わせることで、最新のリ
ハビリテーション・ソリューションを提供しています：1) 神経疾患を持つ患者(大人から子
供向け)への集中的な歩行訓練療法 2) 二つの動的モードを使用したリハビリテーション：
ロボットの脚を用いたパッシブモード(動作の開始やガイドを行う)とアクティブモード(高
度なリハビリテーション治療段階向け) 3) バーチャルリアリティ技術を導入した治療(患者
へのインタラクティブ性、患者のモチベーション向上、効果的認知訓練を伴う) 4) セッシ
ョンパラメータのカスタマイズにより、より効率的な治療が可能です 5) 正確な診断や進捗
状況の分析を提供し、治療管理の質を向上させます 6) ロボットの足を使用して、徐々に装
置から患者へ負荷をシフトし、さらにカスタマイズされた体重負荷を与える事ができます / 
ReoActive：これは、モーションセンサー(Kinectのカメラ)技術を取り入れた、3次元リハ
ビリテーション訓練器です。 ReoClinicは、診療所向けに治療用ゲームプラットフォームを
提供します(PTの監督の下で、患者にリハビリを実践させる事ができます)。このシステムで
は、治療用の機能的活動プログラムやゲームを提供しています(患者の進捗状況の測定や記
録、報告も致します)。ReoActiveは、神経学的障害(脳卒中、多発性硬化症、パーキンソン
病、一部の整形外科手術による身体的コンディショ ン、小児の多様な適応症、脊髄損傷と外
傷性脳損傷患者など)のある患者向け、及び大規模な市場に対応できます。導入による主な
利点は以下のとおりです: 
1.  測定の目的 - 客観的測定および記録機能は、保険会社への進捗状況を報告する際にも役

立ちます 
2.  利益の向上 - 追加治療を正当化し、詳細な治療経過の実証が可能。患者一人一人が十分

な治療期間を得られるようになります 
3.  効率的な時間配分 - 患者がシステムを使用している間、PTが並行して他の患者を監督す

る事も可能です。また、容易に保険会社への必要書類を記入することもできます。
目的

目的 : ビジネスの拡大と事業展開
対象事業 : 臨床病院、リハビリセンター、セラピスト、流通企業
対象国 : アジア太平洋地域、ヨーロッパ・中東・アフリカ、ラテンアメリカ

www.motorika.com

Therapy with a Robotic Touch

http://www.motorika.com
http://www.motorika.com
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MST - Medical Surgery Technologies Ltd. 
カテゴリー : 医療機器
サブカテゴリー : 医療機器、MIS - 低侵襲システム、内視
鏡&アクセ サリー
治療エリア : 胃腸科、女性医療、一般外科
ステータス : 収益成長

企業概要
MST - 医療手術テクノロジーズ株式会社は、最小侵襲性外科手術向けにAutoLapTM(画像誘
導腹腔鏡位置決定システム)を商品化している株式会社です。
テクノロジー＆製品

MST - 医療手術テクノロジーズ株式会社は、最小侵襲性外科手術向けにAutoLapTM(画像誘
導腹腔鏡の位置決定システム)を提供しています。
従来の腹腔鏡手術では、外科医が作業している場所を確認するために、外科助手が腹腔鏡の
角度を適切に調整しつつ保持し続ける必要がありました。2人同時に別個のシステムを操作
し、1つのシームレスユニットとして機能させる事はコストパフォーマンスも悪く、その不
安定性が腹腔鏡手術における大きな課題となっています。腹腔鏡を操作する助手と上手く連
携が取れないと、手術に集中できないだけでなく、適切な画像を得る事もできません(より
強力でシャープかつ鮮明な次世代のHD/ 3Dの腹腔鏡に於けてはバランスに欠ける画像は致
命的になります)。 
そこで、確かな安定性と制御機能性を外科医へ提供するためにAutoLapが開発されました。
操作の簡単で、しかも高度な画像分析を備えた腹腔鏡位置決定システムを導入することで、
外科医へは本来の作業に集中する事ができます。AutoLapは医療サービス従事者を対象に、
最先端の外科技術を比較的低コストで提供致します。これにより医療サービス従事者は、機
材へ投資したコストをより早く回収できるようになります。  製品の主な特長： 
• 手術中の外科医インタラクションを最小化(単独手術が容易に行える) 
• 短い学習期間と簡単な制御インターフェース 
• 改善されたワークフローで、平均管理時間を短縮 (例えば、より少ないレンズクリーニン

グ作業など) 
• スタッフ活用の最適化によるコスト削減(例えば、スケジューリング、より少ない外傷な

ど) 
• シームレスに統合可能：既存機器の使用が可能(手術器具、ベッド、イメージングシステ

ム)、小規模な実装面積、簡単なセットアップ。
目的

目的 : AutoLapのヨーロッパとU.S.Aへの市場拡大
対象事業 : 販売代理、病院、診療所、マーケティングパートナー
対象国 : イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、アメリカ、ヨーロッパ圏

www.mst-sys.com

http://www.mst-sys.com
http://www.mst-sys.com
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Naveh Pharma 
カテゴリー : 医薬品
サブカテゴリー : 栄養食品、特許使用、OTC - 店頭
治療エリア : ENT - 耳鼻咽喉科、心臓血管、骨疾患、胃
腸、健康一 般、女性医療、内科、代謝性疾患、小児科、妊
婦、呼吸器系 
ステータス : 収益成長

企業概要
Naveh Pharmaは、一般的な医学的問題へ向けて独創的かつシンプルなソリューションを提
案し、独自の製品開発を行っています。同社は、耳鼻咽喉科および小児科向け製品だけでな
く、マグネシウムサプリメントにも焦点を当てています(Naveh Pharmaの開発した特許取
得済みマグネシウム組成物は、現在市場に存在するどの商品よりも高い体内吸収率を誇って
います)。当社の洗練されたOTC製品は、その品質が保証され、既に世界中の薬局で販売さ
れています(Naveh PharmaはISO 9001: 2008、ISO 13485: 2003及びCEより認証済みで
す)。
当社の目標は、最も高い品質の製品を顧客に提供し、組織の更なる成長を成し遂げることで
す。
テクノロジー＆製品

CleanEars：家族全員に適した優しい耳の洗浄溶液です。これは、耳あかの蓄積を防ぎ、耳
をスッキリと清潔な状態に保ちます。使い方も簡単で、綿棒の使用に代わりに安全に耳垢を
落とします。その効果は臨床的に証明され、パーソナルケアの習慣として、週に2〜3回使用
される事をお勧めしています。
CleanEarsには独特方法で抽出した天然オリーブオイルが使用されています。定期的に
CleanEarsを使用して頂く事で、清潔で新感覚の使い心地も実感して頂けるはずです。
*CleanEarsは防腐剤フリーの製品です。  Magnox：最も高い細胞内吸収を誇る、独自の特
許取得済みマグネシウム組成物です。
Anti-Leg-Cramps： 夜間の脚のけいれん(筋肉や筋肉群の突然の激しい収縮によって引き起
こされる、一時性の痛み)を緩和する、当社独自の即効性のあるハイグレード製剤です。こ
れには死海から高度精製された塩基性マグネシウム塩、マグネシウム吸収を最大限にサポー
トするビタミンB6、血液循環とマグネシウムとの相乗効果をサポートするビタミンEが配合
されています。
目的

目的 : 世界中での市場拡大
対象事業 : 薬局向け代理店 
対象国 : 全世界各国

www.navehpharma.com

http://www.navehpharma.com
http://www.navehpharma.com
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neoLaser Ltd. 
カテゴリー : 医療機器
サブカテゴリー : 栄養食品、特許使用、OTC - 店頭
治療エリア : ENT - 耳鼻咽喉科、心臓血管、骨疾患、胃
腸、健康一 般、女性医療、内科、代謝性疾患、小児科、妊
婦、呼吸器系 
ステータス : 収益成長

企業概要
NeoLaserは、世界トップクラスの医療用レーザー製品の設計・製造・販売を手がける企業
です。医療レーザー業界の専門家によって設立され、最高のエンジニアリング、マーケティ
ング、設計知識を誇っています。当社は主に、主に高いコストパフォーマンス、優れた性
能、柔軟性とモジュール性を備えた製品を提供しています。
NeoLaserの製品は、血管および内視鏡手術だけでなく、美容歯科治療を含む、多くのさま
ざまな分野をサポートしています。そして、地域の販売代理店やOEMパートナーを通じて、
既に各市場に販売されています。
同社はISO13485がから、既に認証を受けております。また、当社の高級医療用レーザーシ
ステムも、CEマークおよびFDAから承認済みです。さらに近年、グローバル市場において
も、その収益を伸ばしています。
テクノロジー＆製品

neoVシリーズ：ポテンシャルのある波長及び、さまざまなアプリケーションを提供してい
ます。
neoV1064：1,064nm、20ワット。特別コリメータ及びフォーカスハンドピースで、爪真
菌およびいぼ治療のために利用されています。 
neoV1470、neoV980：1,470nm/980nm、10ワット/20ワット。バタフライ及びベアフ
ァイバー、CORONA360を導入しています。独特の血管内手術用キット付き。主に静脈瘤静
脈治療のために利用されています。
neoVプラットフォームは、耳鼻咽喉科、婦人科、ロボティクスにおける低侵襲外科治療と
して利用可能です。また、椎間板ヘルニアのPLDD治療を可能にする専用使い捨てキットも
提供しております。さらに、歯科用繊維および付属品、美容や皮膚科も利用して頂けます。
すべてのneoV製品は最小化および軽量化され、最先端デザイン、最高品質、携帯性、使い
やすさ、安全性と効果の信頼性を備えています。
目的

目的 : グローバル市場へ販売ルートを拡大する事。OEMパートナー発掘。直販パートナーの
開拓。 
対象事業 : 複数の治療分野での販売代理店およびOEMパートナー(血管外科、美容歯科) 
対象国 : 全世界-欧州、米国、カナダ、アジア、オーストラリア、南米、アフリカ

www.neo-laser.com

http://www.neo-laser.com
http://www.neo-laser.com
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Neuronix Ltd. 
カテゴリー : 医療機器
サブカテゴリー : 医療機器、高齢者介護
治療エリア : 神経及び変性疾患、リハビリテーション
ステータス : 収益成長

企業概要
Neuronixは、認知症を「管理可能な慢性疾患」へとカテゴライズすることを目的として
います。さらに、患者の日常生活の質の向上、回復への希望、治療後の長期的改善をめざ
し、神経変性疾患やアルツハイマー病(AD)の治療に効果的な新しいメソッドを提案致しま
す。NeuronixのneuroAD技術は、アルツハイマー病患者の治療において、安全かつ有効で
あることが証明されています。
テクノロジー＆製品

neuroADシステム：この特許技術はCE承認済みであり、軽度から中度のアルツハイマー病
の治療を対象にしています。この治療法には、独自に開発した中核非侵襲皮質エンハンサー
(NICETM)技術を導入しています。
これは、アルツハイマー病の影響を受ける脳領域に刺激を与えると同時に、特定の脳領域に
向けた認知トレーニングを組み合わせた治療法であり、臨床試験においてもその効果が確
認されています。学習および記憶過程に関わるLTP(長期増強)を誘導する刺激を与える治療
は、開始後わずか数週間で確実な認知力の改善を確認して頂けます。neuroADシステムは現
在、米国の大手医療センター内で、マルチセンター中枢のFDA調査を受けています。

www.neuronixmedical.com

http://www.neuronixmedical.com
http://www.neuronixmedical.com
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NOAM URIM 
カテゴリー : 医療機器
サブカテゴリー : 消耗品&植込み型、在宅介護、OTC - 薬局
治療エリア : 感染制御、プライマリーケア、健康一般 
ステータス : 収益成長

企業概要
Noam Urim Enterprises株式会社は、中東最大級の不織布およびニードルパンチメーカーの
一つです。1967年に設立され、医療用途に応じて多様なファブリック/基板を提供しています
(ソーピングスポンジ/手袋、抗菌クリーニングクロス、化粧品用途用布、パーソナルケア用白
ニードルパンチ)。
Noam Urimの顧客としては、ウェットティッシュメーカー、化粧品を提供するクライアン
ト、医療や観光産業(病院、ホテルなど)が挙げられます。また当社は、原材料およびクリーニ
ング製品として役立つロール・ファブリックのサプライヤーでもあ ります。さらに、製品開発
の際には、経験豊富なR&Dチームがクライアント様のニーズを満たすために最適な繊維ブレン
ド(複合)設計を行っております。
用途に応じた製品のパッケージ化：マザーロール、バルクパッケージング、プライベートラベ
ルのカスタマイズ包装。Noam Urimは、オーダーメイド品の開発および製造からパッケージ
ングまで、ニーズに応じて素早く対応致します。
Noam Urimは、世界市場へ向けた輸出に適応する、最高水準の品質を提供しております
(IS09001: 2000認証を取得済み)。 
テクノロジー＆製品

ソーピングスポンジ：このユニークなスポンジは、水で濡らすことで石鹸や洗剤が活性化させ
る製品です。特に病院やその他の医療センターにおいて、個人衛生のために利用されていま
す。この多目的スポンジ/基質/布巾には、あらゆる石鹸や洗剤を含浸させることが可能です。
ウェットティッシュ：近年需要が高まり、急速にその高品質化が進んでいます。そして更なる
改良のため、ドライアプリケーションのニードルパンチ材料の改良も進められています。
• ソーピングスポンジの乾燥バージョン 
• 軽量 
• 一つで二役の商品、石鹸やスポンジのパーツが交換できるシステム設計 
• 消耗品 
• 長持ち 
• 多岐にわたるアプリケーション：パーソナルケア用品、ペットケア用品、一般的洗浄、自動

車ケア用品など 
• 毎日の使用や敏感肌にも最適な商品  抗菌ワイプ：非アレルギー性が検証済み製品。カビ、

真菌、酵母、細菌の増殖に対し、長期的な抗菌効果を発揮。洗わなくても永久的に効果を持
続させます。

化粧品粒子：優しく肌を磨く目的で製造された粒子(ウィットティッシュでの利用も可能)。 衛
生目的のホワイトニードルパンチ：90平方メートル以下の範囲で、マザーロール型で生産され
ます。
手袋用のホワイトニードルパンチ：15センチメートル幅
目的

目的 : 代理店、アライアンス、クライアント(民間レベルの代理店)を見つける事  
対象事業 : 医療機器の供給、医療ディスポーザブル、ヘルスセンター、流通
対象国 : 全世界各国

www.NOAM-URIM.com

http://www.NOAM-URIM.com
http://www.NOAM-URIM.com
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目次に戻る Hall 16 Stand G40

OHK Medical Devices – HEMACLEAR 
カテゴリー : 医療機器 
サブカテゴリー : 医療機器 
治療エリア : 整形外科用 
ステータス : 収益成長

企業概要
OHK医療機器は、MD、心肺生理学者であり緊急医師でもあるProf.Noam Gavriely氏によっ
て設立されました。4年間の開発期間を経て、HemaClearTM(旧S-MART)がテストされ、特
許を取得し、規制当局の承認 (FDA&CE)を受け、生産に成功し、2007年には世界市場へ向
けて発売も開始されました。それ以来、HemaClearTMは世界中で30万以上の治療に用いら
れてきました。そして当社は現在、無血四肢手術向け製品、HemaClearTMファミリーの販売
も行っています。
OHKは、将来を視野に入れ、さらなる製品の開発を手がけています。
テクノロジー＆製品

当社のR&Dおよび製造施設は、品質管理が最も厳しいとされる、地中海の港湾都市、イスラ
エルのハイファに拠点を置いています。
OHK医療機器はISO9001-2000の認定を受け、その安全性は市場でも高く評価されていま
す。
当社は欧州全域、ラテンアメリカなど、広範に流通販売網を設けております。さらに米国で
は2011年初め、ヘンリーシャイン社との間でパートナーシップも結ばれました。
目的

目的 : 流通チャンネル開拓
対象事業 : 整形外科、代理店
対象国 : 全世界

www.hemaclear.com

http://www.hemaclear.com
http://www.hemaclear.com
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目次に戻る Hall 3 Stand E20, Hall 16 Stand G40

Savyon Diagnostics 
カテゴリー : 医療機器
サブカテゴリー : 診断/体外診断/研究所
治療エリア : 心臓血管、消化器、健康一般、血液学、感染
制御、感染 症、腫瘍学、妊婦、女性医療、不妊症、呼吸器
系、泌尿器、獣医
ステータス : 収益成長

企業概要
Savyon Diagnosticsは30年以上に渡って、感染症や遺伝子スクリーニング検出システムおよ
び高品質の診断キットの製造、開発、販売をしています。当社は世界中のヘルスケア関連業務
に携わり、オランダに拠点を置く企業Gamidaのライフグループメンバーです。 Savyon診断
製品ラインは、疾患診断の分野(性感染症、気道感染症、胃腸感染症、遺伝キャリアスクリー
ニング、院内感染、尿路感染症と女性医学)に応じて分類されています。Savyon Diagnostics
テストは、さまざまな免疫学および分子生物学技術(マイクロアレイ、ELISA、MIF、IPA
などラテラルフロー)に基づいて行われています。そして近年、当社の革新的な研究開
発力を基盤とした2種類の新規ベンチトップマイクロアレイシステムが導入されまし
た：1) NanoChip®XLアナライザ(DNA / RNAの完全自動化された高スループット・テストが
可能) 2) CAS100TMシステム(中低域スループット、「ロード&ゴー」プロトコル及び適正サ
ンプル回答オートメーション使用、90分以内にそれぞれの単一のサンプルから最大100個まで
のターゲットを緊急検知)。
Savyon Diagnosticsは、研究開発および製造において、ISO 13485を含む国際規格により
認定され品質が保証されています。すべて製品はCE認定済みです。さらに米国で販売されて
いる製品に関しては、FDAからの承認も受けています。カナダで販売されるものに関しては
CMDCAS, ISO 13485 (2003)より認証を受けています。
テクノロジー＆製品

Savyon Diagnosticsテストは、さまざまな免疫学的および分子生物学的技術をベースに作られ
ています(マイク ロアレイ、ELISA、MIF、IPA、ラテラルフローなど)。Savyon診断製品ライ
ンは、疾患診断の分野(性感染症、気道感染症、胃腸感染症、遺伝キャリアスクリーニング、 
院内感染、尿路感染症と女性医学)に応じて分類されています。
Savyon Diagnosticsは、独自のマイクロエレクトロニックアレイ技術をベースに2つの分子診
断プラットフォームを開発しました： 
1)  NanoCHIP®：複数のターゲット(例：　病原体、突然変異)の複数のサンプルを自動的にミ

ッドハイスループット・スクリーニングします。一回の実行事に5〜100のターゲット、10
〜200のサンプルを自動的にテストし、現在最もコストパフォーマンスの良い技術です。 

2)  CAS100TMシステム：中低域スループット、「ロード&ゴー」プロトコル及び適正サンプ
ル回答オートメーションを使用。90分以内にそれぞれの単一のサンプルから最大100個
までのターゲットを緊急検知するシステム。

両システムは主に臨床診断を目的としていますが、ライフサイエンス研究、銀バイオ、食品&
飼料安全性、獣医、バイオテロ対策などの分野でもご利用頂けます。
目的

目的 : 1) 当社の分子プラットフォームやアプリケーションを販売する販売代理店の発掘 
2) 当社の免疫測定法とテスト診断製品の販売代理店の拡
対象事業 : 臨床検査設定を専門としたディストリビューション企業
対象国 : 1) 分子プラットフォーム - イスラエル、イタリア、オランダ、トルコ 全てを除く
世界各国 2) 免 疫測定法とテスト診断製品 - ラテンアメリカ、東南アジア、カナダ、スカン
ジナビア、コーカサスおよび一部のアフリカ諸国。

www.savyondiagnostics.com

http://www.savyondiagnostics.com
http://www.savyondiagnostics.com
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目次に戻る Hall 16 Stand G41

Sion N.T.R. Medical Industries Ltd. 
カテゴリー : 医療機器
サブカテゴリー : 消耗品&植込み型
治療エリア : 感染制御、整形外科、創傷管理、眼科、心臓
血管、一般 外科
ステータス : 収益成長

企業概要
Sion-NTR Medical Industriesは、皮膚洗浄や治療消耗品、高度な創傷治療と専門医療部門
の外科的ソリューションを提供しているメーカーです。豊富な処方製品は、必要なユニット
のみの購入も可能です。また、必要に応じて製品拡張も承っております。
当社の製品は、特定の用途やニーズに応じるため、製品の多様なパッケージサイズや分配カ
スタムオプションを提供しています。また、医師の意図とするニーズを満たすと共に、看護
師が使いやすい設計も常に心がけております。
私たちはヘルスケアプロバイダー向けに、治癒コスト削減につながるソリューションををご
提案またご一緒に模索しています。
Sion-NTRは、ISO 9001、ISO 13485、GMP規定よりそれぞれ認定済みであり、製品の品
質が保証されています。さらに、当社の製品はすべて、CEマークおよびFDAから認証を受け
ています。
テクノロジー＆製品

「クレンジング&ケアライン」は広い用途に応じた皮膚消毒製品を提供し、皮膚病原体によ
って引き起こされる感染を最小限に押さえるのに役立っています。: 

• クロルヘキシジン(0.5%)とアルコールプレップパッド) 
• P.V.P.プレップパッドとSwabsticks 
• アルコールプレップパッドとSwabsticks 
• レモングリセリンSwabsticks 
• 電極スキンプレップパッド 
• 粘着テープリムーバーパッド 
• SkinCoatプレップパッド
「スキンケアと患者治療」 製品は医薬品グレードベースで提供され、皮膚を保護し、健康な

皮膚を維持するために役立っています。: 
• 滅菌潤滑ゼリー 
• 応急軟膏&クリーム 
• 酸化亜鉛、ビタミンA&D軟膏 
• ワセリン軟膏アドバンスケアラインは、伝統的な包帯と含浸技術を融合してもたらされ

た、新しい時代の製品ラインです 
• 亜鉛/カラミンペースト/ 静脈下腿潰瘍の管理のための包帯 
• S.非接着パッド 
• ワセリンドレッシング/ハニードレッシング 
• 「外科ライン」ではドレープ、パック、スタッフ用衣料品、カスタマイズされたプロシー

ジャパックやトレイ、手術室での総合ソリューションの提供も行っております。
目的

目的 : 流通拡大、アライアンス
対象事業 : 診療所、病院、ホーム介護
対象国 : 欧州、米国、カナダ、南アメリカ、オーストラリア

www.sb-medical.com

http://www.sb-medical.com
http://www.sb-medical.com
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目次に戻る Hall 16 Stand G37

TavTech Ltd. 
カテゴリー : 医療機器
サブカテゴリー : 医療機器、消耗品&植込み型、内視&ア
クセサリー、MIS、低侵襲システム
治療エリア : 皮膚科やエステ、胃腸、感染制御
ステータス : 収益成長

企業概要
TavTechの最新循環アプリケーションJetechnolgyは、航空宇宙科学原理に基づいています。
水及び作用液体物質は、デバイスにセットされると加圧空気を利用して音速と同じ速度まで加
速され、特別なハンドピースノズルを用いて微細液滴状にされます。治療の際には、皮膚また
は組織にやさしく、痛みを伴わずにジェットストリームが接触します。
Jetpeel3V、MyJet、Jetpeelミニは、すべての肌タイプ、すべての季節、美容専門分野など、
様々な分野で利用して頂く事ができます。これらのデバイスは無針、無痛、不快感なしで、皮
膚組織に効果的な治療を施します。
Jetechnolgyは、創傷管理(jetox)および大腸内視鏡検査中(Medjet)においても、重要な役割を
担っています。
テクノロジー＆製品

TavTechで使用されているジェット航空工学は、急速に拡大する美的スキンケア市場のニー
ズを満たすことができます。 TavTechの特許技術は、秒速200メートルにまで加速された生
理食塩水およびガス(もしくは空気)からなる微小液滴の独自の二相噴流を生成します。これ
は、皮膚治療を施す際の精密で汎用性のある技術としてご利用して頂けます。
目的

目的 : TavTechは希望の個人的容姿(健康的容姿、希望の物理的容姿)の実現を目的とし、皮
膚状態を改善するため美容アプリケーションを提供致します。ジェット技術において世界で
リーダー的存在としても認識されるTavTechは、これからもデバイスやメソッドの改善や開
発に、より一層力を尽くして行きたいと思っております。
対象事業 : 潜在的販売代理店の発掘:クリニック、美容/化粧品チェーン
対象国 : 創傷管理 - 日本に於ける美容市場 - 米国、カナダ、ラテンアメリカ、日本に於ける
大腸内視鏡検査(内視鏡検査)-全世 界各国

www.tav-tech.com

http://www.tav-tech.com
http://www.tav-tech.com


47

目次に戻る Hall 16 Stand G28

Trig Medical 
カテゴリー : 医療機器
サブカテゴリー : 医療機器、診断およびモニタリング、画
像処理
治療エリア : 女性医療、産婦人科、腫瘍学、末梢血管、泌
尿器科、一 般外科
ステータス : 収益成長

企業概要
Trig Medicalは、介入型超音波検査用および分娩中の女性患者向けに開発を行い、医療の水
準向上に努める医療機器会社です。Trig Medicalの独自の製品、レバレッジ位置追跡、超音
波撮像技術、消耗品、および独自のソフトウェアは、非侵襲的方法で一貫性のある正確な測
定値を収集します。
当社は、多岐にわたる知的財産ポートフォリオを有しており、2つの最先端製品の開発も手
がけました： LaborPro - リアルタイムで正確に放射線フリー骨盤計測ならびにすべて研究
所進行パラメータの非侵襲的測定をします。超音波イメージングに基づき、シンプルで使
いやすく、客観的な意思決定を促す支援システムです。LaborProには、CFDA、FDA、CE
マークが付与されています。 TrigGuide - フリーハンド介入的超音波検査向けガイダン
ス。面内及び面外な診察が完了するまで、リアルタイムで視覚的なガイダンスを提供しま
す。TrigGuideシステムは、あらゆる超音波や針との互換性をもっています。この製品の潜
在的用途は、生検を含め、OB / GYNと妊婦治療、神経ブロック/疼痛管理、脈管アクセスお
よび組織切除などが対象となります。TrigGuideは既に、米国および欧州でFDAおよびCEマ
ークの承認を受けています
テクノロジー＆製品

Trig Medicalの独自の製品、レバレッジ位置追跡、超音波撮像技術、消耗品、および独自の
ソフトウェアは、非侵襲的方法で一貫性のある正確な測定値を収集します。当社は、多岐に
わたる知的財産ポートフォリオを有しており、2つの最先端製品の開発も手がけました
-LaborPro:非侵襲的で、またすべての研究所進行パラメータにおいて、正確な判定結果を得
る事ができる意思決定支援システムです。シンプルな超音波スキャンが自動的に、赤ちゃん
の頭のある場所、位置、下垂などを判定します。位置センサーにより、子宮頸管の開大、長
さ、および重要な骨盤の直径(骨盤計測)を、まるで定規ではかるように測定する事ができま
す。
LaborProは、位置センサ、超音波イメージング、ユーザーフレンドリーなソフトウェア、
および使い捨て消耗品から成り立っています。さらに、外部超音波入力および統合超音波ユ
ニットの追加も可能です。 
-TrigGuideは、フリーハンド介入的超音波検査を施す際に、リアルタイムで視線誘導をサポ
ートします。TrigGuideには、コンピュータ、独自のソフトウェア、位置センサ、位置セン
サに針を接続するための使い捨ての滅菌針アダプタが含まれています。TrigGuideは、あら
ゆる超音波システムや介入装置との互換性がある独立ユニットです。
目的

目的 : 当社は、イメージング、介入的医学、産科の分野の製造業者と連携すること。販売代
理店ネットワークを拡大すること。世界的に広く存在をアピールする事。
対象事業 :超音波機械の販売代理店。超音波装置の製造会社。 産婦人科、婦人科、介入的放
射線科、麻酔、 血管および腫瘍学科向けの使い捨て及び永続的製品を提供する企業。
対象国 : 欧州- 欧米、中央および東アメリカ、カナダ、日本、中国、韓国、台湾、オーストラ
リア、インド

www.trigmedical.com

http://www.trigmedical.com
http://www.trigmedical.com
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目次に戻る Hall 16 Stand G28

Viasonix 
カテゴリー : 医療機器
サブカテゴリー : 医療機器、診断およびモニタリング
治療エリア : 末梢血管、心臓血管、神経および変性疾患
ステータス : 収益成長

企業概要
Viasonixは、ハイエンド血管診断システムを提供する国際的リーダー企業です。さらに、
経験豊富なマネジメント能力を備え、過去20年にわたり、製品の多くを市場での成功に
導いてきました。特に、ファルコン製品ラインは、それぞれ5大陸で市場確立に成功して
います。さらに、当社はISO13485より承認され、ファルコン製品は多くの国の規制機関
(FDA、CE、カナダ保健、TGA、AMAR、TFDA、その他)にて承認済みです。
テクノロジー＆製品

Viasonixの主な製品ライン
Falcon末梢血管製品ファミリー: Falcon/Pro、 Falcon/Quad、Falcon/ABI+。
Falconの製品ラインは、末梢血管疾患を診断する事を目的とし、末梢血管診断の最先端技術
に基づいて設計されています。さらに、完全な標準的診断プロトコル、非常に簡単な操作、
検査時間の短縮、フレンドリーなユーザーインターフェイス、柔軟な互換性などに焦点を当
て開発されました。
-Falcon/Pro：高品質多機能の強力なハイエンド装置。リアルタイムサポート、10圧力チャ
ンネルを導入し、柔軟性のあるViasonixのIPU技術をベースに開発されました。さらに、こ
の製品はレイノー診断のための5PPGセンサー及び、標準周波数に加え10MHzのドップラー
周波数をサポートする唯一のシステムです。
-Falcon/Quad 及び Falcon/ABI+システム：低予算でオフィス作業向けに設計されまし
た。機能も、高度なFalcon/Proが提供している全範囲をカバーしています。主な違いは、こ
れら2つの製品ラインがサポートする圧力チャネル(4圧力チャネル)のみです。
すべての製品において、DICOM、HL7、GDT、およびSQLサーバを含むネットワークへの
接続が可能です。
目的

目的 :代理店パートナー発掘、国際的販売ネットワークの拡大
対象事業 : Falcon製品ファミリーは、主に病院、血管研究所、民間診療所、血管外科分野の
治療向けに設計されています。
対象国 : Falcon販売代理店が設置されていない国々(Viasonix製品は現在すでに5大陸で販売
されております)

www.viasonix.com

http://www.viasonix.com
http://www.viasonix.com
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Vitalgo Systems Ltd. 
カテゴリー : 医療機器
サブカテゴリー : 医療機器、高齢者介護
治療エリア : 健康一般、肥満、整形外科、肺、リハビリテ
ーション、 呼吸器系、創傷管理
ステータス : 収益成長

企業概要
VitalGoは、一般医療市場や高齢者向けの高度な製品開発、およびその導入に取り組んでい
ます。当社の特許取得済み設計デザインは、多くの合併症を防止することによって、患者に
より良い治療環境を提供致します。
私どもは主に、「病院、患者、介護者、リハビリセンターのニーズ」に応じて開発された
業界最先端の医療用ベッド「Total Lift Bed」を市場に提供しております。特許取得済みの
「Total Lift Bed」は、多くの医学的合併症を防ぎ、劇的に患者の治療環境を改善していま
す。
テクノロジー＆製品

Vitalgo Systemsは、Weight Bering測定とフルサポートを導入しています。寝たり起きた
りと言う動作をサポートする技術をベースに、病院、特別養護老人ホーム、リハビリや在宅
介護市場向けに、製品の開発を行っています。
当社の開発した技術のうちいくつかは既に特許を取得しています。その中でも、例えばTLB.
Joy BathやTotal Lift Chairなど当社独自に開発されてきた技術や機能は、それを応用してさ
らにより良い製品開発の手助けとなるものもありました。
目的

目的 : 初期モビリティ、リハビリ、ユニットバーン、医学的アプリケーションの分野でリー
ダー的存在になれるよう、世界中でより多くの販売代理店を発掘すること
対象事業 : 医療機器の販売代理店、ホスピタルベッドに於けるサービスを取り扱うインフ
ラ・環境
対象国 : 全世界各国

www.vitalgosys.com

http://www.vitalgosys.com
http://www.vitalgosys.com
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