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ようこそ MEDICA 2015 
デュッセルドルフへ 

2014年のMEDICAでは、67カ国から4,831の出展企業が自社製品
とサービスを紹介しました。2015年も多彩な医療機器や医療製品
が揃うこの世界最大のメッセに、業界関係者のご来場をお待ちし
ています。デュッセルドルフのメッセ会場では皆様のあらゆる関心
にお応えするソリューションが一堂に会する予定です。MEDICAは
今回も世界で他に例を見ない国際的なメッセとして、さまざまな
新製品、新技術を皆様にご紹介します。

トップクラスの水準を維持するため、主催者メッセ・デュッセルド
ルフはパートナーと協力し、MEDICA 2015の開催期間を変更しま
した。来場される専門家の皆様や出展各社のご要望に基づき、 
開催日を2015年11月16日（月）から19日（木）としました。

これはMEDICAだけでなく、同時開催の専門フォーラムやコンファ
レンスにとっても、期間中毎日、均等に参加者が見込めるため、よ
り有益な変更となります。また、この変更でM E D I C Aと
COMPAMEDは完全に同時開催となります。

さらに全てのコンファレンスとフォーラムでは、専門家が先進的な
テーマを取り上げ、参加者の興味に合わせて学術、理論、実践を 
バランスよく組み合わせて発表します。
 

主要テーマ 

» 電子医療機器／医療技術

» ラボ技術

» 診断技術

» 理学療法／整形外科技術

» 医療用備品及びディスポ用品

» 情報技術及び通信技術

» 医療サービス及び出版物

»  最新の遠隔医療及び医療情報システム



フォーラム

HEALTH IT
FORUM
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FORUM
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» ホール15
» www.medica.de/MEC1
» 言語：  
 ドイツ語／一部英語 

» ホール15
» www.medica.de/MCH1
» 言語：   
 ドイツ語／一部英語 

» ホール12
» www.medica.de/MTF1
» 言語：   
 ドイツ語／一部英語 

» ホール6
» www.medica.de/MWCF1
» 言語：  
 ドイツ語／一部英語 

» ホール15
» www.medica.de/MEF1
» 言語： ドイツ語 

フォーラムではメッセ期間中、医療に関するテーマをわかりやすく
実践的な形で提供します。

MEDICA HEALTH IT FORUMでは、データ取得とデータネット
ワーク化における革新的な技術を体験いただけます。トップクラス
の専門家が学問と産業の最先端技術をご紹介します。

インターネットの現況、M2Mコミュニケーション、ウェアラブルテク
ノロジー、モバイルヘルスがMEDICA CONNECTED HEALTCARE 
FORUMSのテーマです。これに医療用アプリとMEDICAアプリ
COMPETITIONが加わります。

MEDICA TECH FORUMの中心テーマは医療技術のイノベーショ
ンと特許権問題です。

実際の診療に即した創傷ケアと最新の治療コンセプトがMEDICA 
WOUND CARE FORUMのテーマであり、最新のマテリアルを紹
介しながら具体的な症例に即した発表が行われます。
 
MEDICA ECON FORUM by TKは「ヘルスケアの担い手との対話」
のテーマのもと、健康保険組合TK（Techniker Krankenkasse）が
メッセ・デュッセルドルフと協力して開催する保険経済学フォーラム
です。
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» ccd South
» www.medica.de/MEC1
» 言語： 
 ドイツ語／一部英語 

» ccd South
» www.medica.de/MEC1
» 言語： 英語 

» ccd South
» www.medica.de/MEC1
» 言語： ドイツ語 

» ccd South
» www.medica.de/MEC1
» 言語： 英語 

» ccd east
» www.medica.de/MEC1
» 言語：  
 ドイツ語／一部英語

» ccd east
» www.medica.de/MEC1
» 言語： 英語 

コンファレンスでは、学術、実践、医療技術をつなぐ貴重な知識が
それぞれの課題分野に即して提供されます。

MEDICA EDUCATION CONFERENCEはCME認証を取得でき
る学術的でハイレベルな研修イベントです。「学術と医療技術との
出会い」をテーマに、外科学と最新の外科手術テクニック、イメー
ジング、内視鏡検査、老人医学、緩和医療と栄養医学、感染医学、炎
症、ラボ医学に焦点を当てます。

MEDICA MEDICINE + SPORTS CONFERENCEは国際的なス
ポーツ医学の専門分野を紹介します。スポーツ医学の専門家とス
ポーツ用品産業／医療機器メーカーの代表者との間で、分野の枠
を超えた交流が実現します。

理学療法士、手技療法士、手技医療者、整骨医、整形外科医のため
のMEDICA PHYSIO CONFERENCEには、「手技療法と整骨 － 
コインの表と裏？」、「動作系の痛みの原因」、「筋膜性疼痛治療」の
3つのテーマが用意されています。



comPAmed

SUPPLIERS
FORUM

by

» ホール8a
» www.compamed.de/CHF1
» 言語： 
 ドイツ語／一部英語 

» ホール8b
» www.compamed.de/CSF1
» 言語：  
 ドイツ語／一部英語

COMPAMEDは国際的な医療技術分野のサプライヤーのための
交流、商談の場で、前回は37カ国から724の出展企業が参加しまし
た。医療機器製造に必要な技術分野のソリューションとサービスソ
リューションとして、新素材、コンポーネント、半製品、包装、サービ
ス、マイクロシステム技術など多彩な製品が、個々のコンポーネン
トから複雑な委託生産までさまざまな形で紹介されます。

同時開催される世界最大の医療専門メッセ、MEDICAとの相乗効
果により、COMPAMEDはメーカー、サプライヤー、システムパート
ナー、エンジニアの理想的な交流の場となります。
今回は2つの専門メッセが初めて月曜から木曜までの4日間にわた
り、完全に並行して開催されます。

DiMiMEDでは、国際的な従軍医療者が医療技術への目下の要望
を発表します。
軍医学と災害医学、および現場での医療機器使用例に関する最新
知識を中心とした国際的な意見交換が行われます。

GERMAN HOSPITAL DAY（ドイツ病院デー）は入院患者治療に
関する全ての意思決定者のための交流の場です。今回のポイント
は患者志向の病院治療です。

EUROPEAN HOSPITAL CONFERENCEは、ヨーロッパの病院
の約150名の最高意志決定者によるコンファレンスです。国内外
の病院オーナー、病院長、病院経営者、患者ケアの最高責任者、管
理職クラスの病院医師など、病院治療におけるあらゆる意志決定
者の交流の場となります。



medicA educATion conFerence
medicA PHYSio conFerence
medicA medicine + SPorTS conFerence
dimimed

deuTScHer KrAnKenHAuSTAG
（ドイツ病院デー）
euroPeAn HoSPiTAl conFerence

medicA HeAlTH iT Forum
medicA connecTed HeAlTHcAre Forum
medicA econ Forum by TK

medicA Wound cAre Forum

medicA TecH Forum

comPAmed HiGH TecH Forum by iVAm

comPAmed SuPPlierS Forum by devicemed

会場見取り図

MEDICA 国際医療機器展

 ホール1、2、3 
 ラボ技術、診断機器、診断薬

 ホール4、5 
 理学療法／整形外科技術

 ホール5、6、7.0、7.1、7a 
 医療用備品、ディスポ用品

 ホール9～14 
 電子医療機器、医療技術、手術設備

 ホール14 
 病院設備、通信システム

 ホール15 
 情報技術、通信技術

 ホール15、16、17 
  ナショナル・パビリオン、グループ出展 

電子医療機器、医療技術

 
COMPAMED 国際医療機器技術・部品展

 ホール8a 
 ホール8b 



4,600社を超える出展企業と、24,000の製品、年間1100万のペー
ジビュー、218万人のユーザー、3万人のニュースレター定期購読
者を誇るwww.MEDICA.deは、医療分野で世界最大のインター
ネットポータルのひとつです。

MEDICAを丸ごとポケットに
MEDICAアプリで、メッセ訪問の準備がいつでも、どこでも簡単
に。さらにモバイルMEDICAバージョンm.medica.deでよりスピ
ーディーに会場の概要が把握できます！

MyMEDICA
メッセの製品情報とイベントを記載した自分だけの個人リストを
作成可能。
» www.medica.de/mymedicA1

MyOrganizer/MyCatalog 
「MyCatalog」を「MyOrganizer」に取り込むと、自分専用の出展
企業カタログがPDFで作成できます。
» www.medica.de/myorganizer1

毎週発行のMEDICAニュースレター 
MEDICAニュースレターの定期購読を。常に最新のニュースをお
届けします。 
» www.medica.de/newsletter1

共同フォーラム／マッチング 
MEDICA出展企業に特にご質問がある場合は、
MEDICAマッチングをご利用ください 
» www.medica.de/matchmaking1

Who is Who? – 業界ネットワークをつなぐ
Who is Whoコミュニティにご参加の方は有意義な交流が可能で
す。参加は無料ですので、ご自分のプロフィールを入力し、同僚や
新しい従業員、職場、ビジネスパートナーをお探しください。
»  www.medica.de/whoiswho1

MEDICAアプリ 
iOS用 

iTunes Store

MEDICAアプリ 
Android用 

Google Play

MEDICAアプリ 
BlackBerry用 

BlackBerry World

www.MEDICA.deから
切れ目なく情報をご案内

皆さま一人一人に専用の
メッセ訪問準備を



時間節約、コスト節約、
メリット最大

» 会場に直接入場でき、 
窓口に並ぶ必要がありません。

» 当日窓口で入場券を購入するより最大で50ユーロお得。

» eTicketの場合、来場日当日、メッセ会場への公共交通機関を往
復無料でご利用いただけます。対象エリアはVRR及びVRSエリ
ア（ドイツ鉄道-DBの1等車、ICEなど特急は対象外）。

2015年8月から： 

http://medica.messe-

dus.co.jp

会期と開催時間
2015年11月16日（月）～19日（木）、10：00～18：30

入場券価格
2015年8月から、メッセ・デュッセルドルフ・ジャパンのMEDICA
日本語ウェブサイトで日本円販売します。（銀行振込のみ対応）
http://medica.messe-dus.co.jp

1日券：前売り入場券 3,500円

1日券：現地窓口価格 60ユーロ

４日券：前売り入場券 10,500円

４日券：現地窓口価格 159ユーロ

コンファレンスの入場券の日本円販売はございません。購入ご希望の場合
は公式サイト www.medica.de/2130 より現地へ直接お問合せください。

公式カタログ（出展者リスト）
公式カタログ引換券（現地窓口にて引き換え） 3,500円
http://medica.messe-dus.co.jp

＊日本でのカタログ本体の販売はございません。ご了承ください。

渡航と宿泊
現地、メッセ・デュッセルドルフのパートナー
 Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH
 http://business.duesseldorf-tourismus.de/
 en/fair/medica/

日本国内での渡航準備・手配は、メッセ・ビジネスの経験豊富な
サービスALLIANCE（日本語対応）のご利用をお勧めします。⇒ 
www.messe-dus.co.jp /index.php?id=122

アクセス
デュッセルドルフ中央駅から地下鉄U78番、U79番、 
またはバス722番、896番

空港からタクシーで約8分（20ユーロの固定料金）、 
またはバス896番

アウトバーン「Düsseldorf Messe / Arena」 
から駐車場P1/P2まで。駐車後、 
シャトルバスでメッセ入口まで移動。 
ナビゲーションシステム用住所： 
„Düsseldorf, Am Staad“
www.medica.de/1772

hattori
線

hattori
線

hattori
線



* MEDICA/COMPAMEDの参加にはオンライン登録が必要です。MEDICA/
COMPAMEDの入場券ですべてのMEDICA/COMPAMEDフォーラムに参加
できます。フォーラムは展示ホール内で開催されます。

MEDICAコンファレンスは展示ホールとは別のCongress Center 
Düsseldorf （CCD South）で開催され、別途入場料が必要です。入場券の購
入と登録は別途必要となります。コンファレンス入場券でMEDICA/
COMPAMEDとすべてのMEDICA/COMPAMEDフォーラムに入場できます。

＊コンファレンスの入場券の日本円販売はございません。購入ご希望の場合
は公式サイトwww.medica.de/2130より現地へ直接お問合せください

日本国内問い合わせ先：
㈱メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町4-1
ニューオータニ ガーデンコート７F
Tel.03-5210-9951 Fax 03-5210-9959
mdj@messe-dus.co.jp
http://www.messe-dus.co.jp（日本語）
http://medica.messe-dus.co.jp（日本語）


