
一般社団法人日本医工ものづくりコモンズ 

平成 29 年度総会 議事録 

 

日時：平成 29年 6 月 14日（水）午後 2時 30 分～3時 30 分 

会場：TEPIA（高度技術社会推進協会）地下会議室 

会員出席者数 35名、委任状 70 名、会員総数 202名 

会員の動向：正会員：157名（147 名）、賛助会員：45 社（37 社）、会員総数：202 名（184名） 

      役員：理事 29 名（29 名）、監事 3名（3名）、特別顧問 29名（27名）、 

      評議員 17名（17名）（括弧内は前年度） 

 

議事内容 

１． 平成 28 年度（H28.9.1～H29.4.30）事業報告：承認されました。 

1.1 委託事業など 

1) 東京都からの委託事業に関する入金（10,446,482 円） 

 

1.2 主催共催事業 

1) 第 15 回日本医工ものづくりコモンズシンポジウム「特別講演」H28.10.19 /日本橋ライフサイエンスビルディング 

2) 平成 28年度第 2回「医療機器ニーズ探索交流会」及び「九州地域ものづくり企業等と 

 本郷地区等の医療機器メーカーとのマッチング会」H28.10.20/のがみプレジデントホテル 

3) 第 16 回日本医工ものづくりコモンズシンポジウム H28.11.26 /東京工科大学蒲田キャンパス 

4) ワークショップ（科研費挑戦的萌芽研究・早稲田大学ナノテクノロジーフォーラム・日本医工ものづくりコモンズ 

共催） H28.12.3/早稲田大学 国際会議場第三会議室 

5) 第 17回医工ものづくりサロン H28.12.5 先端技術館地下会議室 三澤裕様（MTJAPAN専務理事・元テルモ開発担当） 

6) 第 18 回医工ものづくりサロン H29.3.9 先端技術館地下会議室 八木雅和先生（大阪大学） 

7) 日本医工ものづくりコモンズシンポジウム in MEDTEC H29.4.21 /東京ビックサイト 

8) 第 17 回日本医工ものづくりコモンズシンポジウム H29.4.26 /先端技術館地下会議室 

 

1.3 協賛・後援事業  

1) 富山県 本郷展示会 H28.9.8 /医科器械会館 

2) 長野県 本郷展示会 H28.9.29 /医科器械会館 

3) 山口県本郷展示会 H28.10.13 /医科器械会館 

4) 第 14 回医療機器レギュラトリーサイエンス研究会 H28.10.28 /産総研臨海センター 

5) 文京区 医工連携展示・商談フェア 2016 H28.11.4 /医科器械会館 

6) 宮崎県・大分県 本郷展示会 H28.11.9 /医科器械会館 

7) 鳥取県 本郷展示会 H28.11.24 /医科器械会館 

8) 京都府 本郷展示会 H28.12.8 /医科器械会館 

9) 大阪市 ものづくり企業商談会 in 本郷 H28.12.21 /医科器械会館 

10) 青森県ものづくり企業と本郷の医療機器メーカーとの連携推進・マッチング会 H29.1.12 /医科器械会館 

11) 広島県・三重県・岐阜県 本郷展示会 H29.1.26 

12) 柏市ものづくり企業商談会 in 本郷 H29.2.16 医科器械会館 

13) 大田区医工連携マッチング会 in 本郷 H29.2.21 医科器械会館 

14) 埼玉県本郷展示商談会・交流会 H29.3.3 医科器械会館 



15) 群馬県ものづくり企業本郷展示会 H29.3.16 医科器械会館 

 

1.4 企画協力 

1) 合同クラスター研究会（海外ニーズ編）国立国際医療センター×東京都医工連携 HUB 機構 H28.10.4 /国立医療研

究センター大会議室 

2) 東京都医工連携 HUB機構  記念クラスター研究会 H28.11.15 /日本橋ライフサイエンスハブ 

3) 東京都・板橋区 医工連携交流会 in 帝京大学医学部附属病院（平成 28年度 第 6回クラスター研究会）H28.12.13 /

帝京大学板橋キャンパス 

4) 合同クラスター研究会 （山梨大学 × 東京都医工連携 HUB 機構 × 山梨県）H29.1.21 /山梨大学医学部 

5) 東京都・板橋区医工連携交流会 in 東京都健康長寿医療センター（平成 28年度第 7 回クラスター研究会）H29.1.27 

/板橋区立文化会館 

6) 合同クラスター研究会（国際医療福祉大学×東京都医工連携 HUB 機構×栃木県）H29.2.14 /国際医療福祉大学 

7) 第 8回クラスター研究会 H29.3.28 /日本橋ライフサイエンスハブ 

8)第 9回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会「医工連携出会いの広場」 H29.6.22-6.24 札幌 

9)第 26回日本心血管インターベンション治療学会「ものづくり企画」H29.7.6-7.8 京都 

10)第 30 回日本内視鏡外科学会総会「医工連携企画」H29.12.7-12.9 京都 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２． 平成 28 年度会計報告（平成 28 年 9 月～29 年 4月）：承認されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３． 監査報告：承認されました。 

森川康英監事、松本晃監事、松本謙一監事より、会計報告には問題無いとご報告を頂きました。 

 

４． 平成 29 年度事業計画（平成 29 年 5月 1日～平成 30年 4月 30日）：承認されました。 

1)第 18 回～21 回日本医工ものづくりコモンズ・シンポジウム開催を予定：内容は未定 

2)第 19 回以降の医工ものづくりサロンの開催を予定：内容は未定 

3)国立国際医療研究センターとの提携事業「MINC の会」の継続 

4)学会との提携事業：日本内視鏡外科学会、日本関節鏡スポーツ膝整形外科学会、日本脳神経血管内治療学会、日本

心血管インターベンション治療学会、看護理工学会、日本コンピュータ外科学会、日本機械学会など 

5)医療機器展示イベントへの協力 

6)東京都「東京都医工連携 HUB機構」事業の活動への協力 

7)医工人材育成講座の実施   

8)その他 

収入 2016年度予算 2016年決算 2015年度決算 決算の増減
繰越金 ¥4,780,203 ¥4,780,203 ¥2,607,177 ¥2,173,026
正会員会費 ¥480,000 ¥310,000 ¥359,000 ¥-49,000
賛助会員会費 ¥2,000,000 ¥1,988,075 ¥2,212,500 ¥-224,425
協賛金・寄付等 ¥500,000 ¥0 ¥0 ¥0
委託請負 ¥8,000,000 ¥10,446,482 ¥5,161,296 ¥5,285,186
集会事業参加費 ¥500,000 ¥146,000 ¥321,000 ¥-175,000
雑収益 ¥100,000 ¥78,012 ¥138,287 ¥-60,275

合計 ¥16,360,203 ¥17,748,772 ¥10,799,260 ¥6,949,512

支出 予算 2016年決算 2015年決算
事業費
旅費交通費 ¥400,000 ¥86,106 ¥210,000 ¥-123,894
消耗什器備品費（チェア等） ¥0 ¥96,120 ¥0 ¥96,120
印刷製本費 ¥200,000 ¥106,530 ¥107,110 ¥-580
賃貸料 ¥0 ¥1,999,938 ¥0 ¥1,999,938
諸謝金 ¥300,000 ¥450,420 ¥296,756 ¥153,664
租税公課 ¥0 ¥4,000 ¥0 ¥4,000
委託費 ¥800,000 ¥140,616 ¥850,000 ¥-709,384
会議賃貸料 ¥400,000 ¥108,000 ¥216,340 ¥-108,340
委員会謝金 ¥300,000 ¥0 ¥0
集会事業補助費 ¥400,000 ¥557,754 ¥144,558 ¥413,196
雑費 ¥200,000 ¥8,537 ¥5,564 ¥2,973
事業費計 ¥3,000,000 ¥3,558,021 ¥1,830,328 ¥1,727,693

管理費
給与 ¥2,000,000 ¥825,250 ¥1,167,675 ¥-342,425
会議費 ¥0 ¥85,000 ¥0 ¥85,000
交際費（弁当代） ¥0 ¥8,500 ¥0 ¥8,500
旅費交通費 ¥0 ¥59,718 ¥0 ¥59,718
通信運搬費 ¥300,000 ¥89,017 ¥52,414 ¥36,603
原価償却費 ¥200,000 ¥40,910 ¥15,852 ¥25,058
消耗什器備品費（プロジェクター等） ¥200,000 ¥491,907 ¥955,800 ¥-463,893
消耗品費 ¥200,000 ¥540 ¥91,574 ¥-91,034
財政システム使用料賃貸料等 ¥3,000,000 ¥611,010 ¥1,032,884 ¥-421,874
租税公課 ¥20,000 ¥16,000 ¥12,000 ¥4,000
印刷製本費 ¥100,000 ¥0 ¥0 ¥0
管理諸費 ¥400,000 ¥356,400 ¥378,000 ¥-21,600
集会事業補助費 ¥0 ¥7,452 ¥45,435 ¥-37,983
広告宣伝費 ¥2,000,000 ¥992,541 ¥63,395 ¥929,146
懇親会補助費 ¥200,000 ¥25,000 ¥95,040 ¥-70,040
雑費 ¥200,000 ¥29,883 ¥15,016 ¥14,867
管理費計 ¥6,820,000 ¥3,639,128 ¥3,925,085 ¥-285,957

法人税等支払 ¥500,000 ¥1,244,501 ¥263,644 ¥980,857

支出の合計 ¥12,320,000 ¥8,441,650 ¥6,019,057 ¥2,422,593
次年度への繰り越し ¥4,040,203 ¥9,307,122 ¥4,780,203 ¥4,526,919



５． 平成 29 年度予算（平成 29 年 5月 1日～平成 30年 5月 2 日）：承認されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６． 協議事項：承認されました。 

１) 医工人材育成講座について：来年度開講に向けて検討準備する事になりました。 

２) 医療情報の課題取り組みについて：勉強会を開催する事としました。 

３) 新理事：今野弘之先生（浜松医科大学学長）が選出されました。 

４) 新評議員：植木賢先生（鳥取大学教授）、玄場公規先生（法政大学教授）、平中崇文先生（高槻病院副院長）、前島

洋平先生（岡山大学客員教授、カワニシホールディングス代表取締役社長）が選出されました。 

５) 副理事長：谷下一夫理事が選出されました。 

６) その他：無し 

 

７． その他：無し 

収入 2017年度予算 適用
繰越金 ¥9,307,122
正会員会費 ¥480,000 3000円X160名
賛助会員会費 ¥2,000,000 50000円ｘ40社
協賛金・寄付等 ¥100,000
委託請負 ¥7,500,000
集会事業参加費 ¥500,000 10万円ｘ5回
雑収益 ¥100,000

合計 ¥19,987,122

支出 2017年度予算 適用
事業費
諸謝金 ¥500,000 講演謝礼など
旅費交通費 ¥300,000
会議賃貸料 ¥400,000 会議会場賃貸料
賃貸料 ¥3,000,000 25万円ｘ12箇月
委託費 ¥300,000
集会事業補助費 ¥800,000 シンポサロン会場賃貸料
印刷製本費 ¥200,000
雑費 ¥200,000
事業費計 ¥5,700,000

管理費
給与 ¥2,400,000 ３名（パートタイム）
通信運搬費 ¥200,000
原価償却費 ¥100,000
消耗什器備品費 ¥200,000
消耗品費 ¥200,000
印刷製本費 ¥100,000
財政システム使用賃貸料等 ¥500,000
租税公課 ¥20,000
管理諸費 ¥400,000 会計監査委託料
広告宣伝費 ¥1,000,000 WEB管理、パンフレット作成
懇親会補助 ¥200,000
雑費 ¥200,000
管理費計 ¥5,520,000

法人税支払 ¥1,200,000

支出の合計 ¥12,420,000
次年度への繰り越し ¥7,567,122


