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一般社団法人日本医工ものづくりコモンズ 

令和元年度総会 議事録 

 

日時：令和元年 6月 20日（木）午後 14時 30分～15時 30 分 

会場：TEPIA（一般社団法人高度技術社会推進協会）４階会議室 

会員（正会員、賛助会員）出席者数：42名、委任状：75 名 合計 117 名 

会員の動向：正会員：168名（168名）、賛助会員：45 社（50 社） 合計 213 名 

      役員：理事 29 名（30 名）、監事 3名（3名）、特別顧問 29名（29名）、 

      評議員 29名（27名）（括弧内は前年度） 

 

議事内容 

１．新理事長選出 理事の互選の結果、谷下一夫副理事長が理事長に選出された。 

２． 平成 30 年度（H30.5.1～H31.4.30）事業報告 

 

2.1 賛助会員のロゴとリンク先掲載と会員専用ページの設置 

2.2 主催共催事業 

<シンポジウム> 

1) 第 21 回日本医工ものづくりコモンズシンポジウム「基礎から実践への橋渡し」H30.6.29 / Cross 

Transit 日本橋会議室 

2) 第 22 回日本医工ものづくりコモンズシンポジウム「医工連携オープンイノベーションによる医療機器開

発」H30.11.10 /奈良県文化会館（日本コンピュータ外科学会大会内） 

3) 第 23 回日本医工ものづくりコモンズシンポジウム「医療機器開発に物申す」H31.1.22 / Cross 

Transit 日本橋会議室 

<医工ものづくりサロン> 

1) 第 22 回医工ものづくりサロン H30.5.18 /先端技術館地下会議室 八木雅和先生（大阪大学）谷口達典先

生（大阪大学）田島知幸先生（東京大学）桝田浩禎先生（大阪大学） 

2) 第 23 回医工ものづくりサロン H30.9.28 /先端技術館地下会議室 株式会社ナノ・グレインズ鈴木啓太様 

株式会社 JKB平井和夫様 

<イブニングセミナー> 

1) 第１回医工ものづくりイブニングセミナー「AIの医療応用」 H30.11.8 /先端技術館地下会議室 

<展示会> 

1) 第 10 回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会（JOSKAS）医工連携出会いの広場 H30.6.14～16 / 福岡

国際会議場 

2) 第 44 回日本骨折治療学会 医工連携出会いの広場 H30.7.6～7 / 岡山コンベンションセンター 

3) CVIT2018 （日本心血管インターベンション治療学会）医療機器開発セッション・対談 H30.8.2～4/ 神

戸国際会議場 

4) Medtec Japan 出展 H31.3.18-20 / 東京ビッグサイト 
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<その他> 

1) MINCの会「海外医療機器の最新動向勉強会」 

第 4回 H30. 5. 9 /国立国際医療研究センター 

第 5回 H30. 7.11 /国立国際医療研究センター 

第 6回 H30. 9.18 /国立国際医療研究センター 

第 7回 H30.10.31 /国立国際医療研究センター 

   第 8回  H31. 1.16 /国立国際医療研究センター 

第９回 H31. 2. 5 /国立国際医療研究センター 

 

2) 日本医工ものづくりコモンズ・日本弁理士会関東支部合同セミナー「医工連携と知財リスク」H31.2.4 / 

弁理士会館 

 

2.3 協賛・後援事業 

1) 第 1回「医療機器りそなオープンイノベーションセミナー」H30.7.18 /新都心ビジネス交流プラザ 

2) 長野県ものづくり企業による本郷展示商談会・交流会 H30.9.6 /医科器械会館 

3) 山梨県ものづくり企業による本郷展示商談会・交流会 H30.10.4 /医科器械会館 

4) AMED:医療機器等ガイドライン 活用セミナー #18 H.30.10.23 /トラストシティ カンファレンス・丸の内 

5) 東大阪ものづくり企業による本郷展示商談会・交流会 H30.10.24 /医科器械会館 

6) 医療現場ニーズ勉強会（青森 MOT）【八戸市立市民病院】 H30.11.5 /ラ・プラス青い森 

7) 福井県ものづくり企業による本郷展示商談会・交流会 H30.11.8 /医科器械会館 

8) 鳥取県ものづくり企業による本郷展示商談会・交流会 H30.11.29 /医科器械会館 

9) 北海道ものづくり企業による本郷展示商談会・交流会 H30.12.20 /医科器械会館 

10) 群馬県ものづくり企業による本郷展示商談会・交流会 H31.1.17 /医科器械会館 

11) さいたま医療ものづくりフォーラム 2019 H31.1.18 /新都心ビジネス交流プラザ  

12) 群馬県ものづくり企業による本郷展示商談会・交流会 H31.1.17 /医科器械会館 

13) 柏市ものづくり企業による本郷展示商談会・交流会 H31.1.24 /医科器械会館 

14) AMED:医療機器等ガイドライン 活用セミナー #20 H31.2.6 /ナレッジキャピタルカンファレンスルーム 

15) 青森県ものづくり企業による本郷展示商談会・交流会 H31.2.7 /医科器械会館 

16) 拡大版りそなオープンイノベーションセミナー＆個別商談会 H31.2.28 /埼玉りそな銀行 さいたま新

都心支店 

17) TIK 第 50回 医工連携による医療機器開発勉強会 H31.4.20 /日本橋ライフサイエンス HUB 

  

2.4 企画協力 

1) 第 9回イノベーションハブ京都 交流会 H30.6.6 /医薬系総合研究棟 

2) 大分大学医療機器ニーズ探索交流会 H30.7.5 /大分大学医学部 

医療関連機器開発ビジネスマッチング会 H30.7.6 /大分銀行宗麟館 

3) 歯科医療 臨床ニーズマッチング会（第２回クラスター研究会）H30.7.19 / 日本歯科大学生命歯学部 

4) 京都大学 臨床ニーズマッチング会（第３回クラスター研究会）H30.7.31 / 京都大学 

5) 国立国際医療研究センター 臨床ニーズマッチング会（第４回クラスター研究会）H30.8.3 / 国立国際医療

研究センター 

6) 新潟県：異業種からの医療機器産業への参入 ～製販企業のノウハウを活用した医工連携～ H30.8.2 / 燕
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三条地場産業振興センター 

7) KISTEC×東京都医工連携 HUB機構セミナー：医学の「常識」に挑んだ医療機器開発  

  H30.10.29 /日本橋ライフサイエンスハブ 

8) 国立国際医療研究センター 臨床ニーズマッチング会（第１０回クラスター研究会）H31.2.22 /国立国際医

療研究センター 

これらの平成 30年度の事業報告が承認された。 

 

３． 平成 30 年度会計報告（平成 30 年 5 月～31 年 4月） 

貸借対照表 

科目 当年度 前年度 増減

Ⅰ　資産の部
　1．流動資産
　　　現金預金 ¥3,147,403 ¥5,845,394 -2,697,991
　　　売掛金 ¥2,000 ¥2,000 0
　　　未収会費 ¥1,507,500 ¥2,104,500 -597,000
　　　未収金 ¥16,200 ¥0 16,200
　　　未収還付法人税等 ¥4 ¥9 -5
　　　前払費用 ¥328,241 ¥280,791 47,450
　　流動資産合計 ¥5,001,348 ¥8,232,694 -3,231,346

　2．固定資産
　　　（1）基本財産
　　　　　基本財産合計 ¥0 ¥0 ¥0
　　　(2)特定資産
　　　　　特定資産合計 ¥0 ¥0 ¥0
　　　(3)その他固定資産
　　　　　什器備品 ¥40,990 ¥68,316 ¥-27,326
　　　　　建物付属設備 ¥463,259 ¥518,414 ¥-55,155
　　　　　敷金 ¥684,409 ¥651,767 ¥32,642
　　　　その他固定資産合計 ¥1,188,658 ¥1,238,497 ¥-49,839
　　　　固定資産合計 ¥1,188,658 ¥1,238,497 ¥-49,839
　　　　資産合計 ¥6,190,006 ¥9,471,191 ¥-3,281,185

Ⅱ．負債の部
　1．流動負債
　　　未払金 ¥17,121 ¥20,226 ¥-3,105
　　　未払費用 ¥190,799 ¥410,974 ¥-220,175
　　　未払法人税等 ¥120,000 ¥120,000 ¥0
　　　未払消費税等 ¥196,500 ¥0 ¥196,500
　　　前受金 ¥53,000 ¥280,000 ¥-227,000
　　　預り金 ¥39,252 ¥18,447 ¥20,805
　　流動負債合計 ¥616,672 ¥849,647 ¥-232,975
　2．固定負債
　　　固定負債合計 ¥0 ¥0
　　　負債合計 ¥616,672 ¥849,647 ¥-232,975

Ⅲ．正味財産の部
　1．指定正味財産
　2．一般正味財産 ¥5,573,334 ¥8,621,544 ¥-3,048,210
　　　正味財産合計 ¥5,573,334 ¥8,621,544 ¥-3,048,210
　　　負債及び正味財産合計 ¥6,190,006 ¥9,471,191 ¥-3,281,185  
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正味財産増減計算書 

収入 平成30年度予算 平成30年度決算 平成29年度決算 決算の増減
繰越金 ¥8,621,544 ¥8,621,544 ¥9,307,122 ¥-685,578
正会員会費 ¥480,000 ¥314,000 ¥321,000 ¥-7,000
賛助会員会費 ¥2,000,000 ¥2,200,000 ¥2,412,500 ¥-212,500
委託請負 ¥7,500,000 ¥7,150,000 ¥7,722,000 ¥-572,000
集会事業参加費 ¥500,000 ¥393,000 ¥115,000 ¥278,000
展示会出展参加費 ¥500,000 ¥2,180,000 ¥530,000 ¥1,650,000
雑収益（利息） ¥100,000 ¥33 ¥33
合計 ¥19,701,544 ¥20,858,577 ¥20,407,622 ¥450,955

支出 平成30年度予算 平成30年度決算 平成29年度決算 決算の増減
事業費
旅費交通費 ¥1,000,000 ¥891,360 ¥910,098 ¥-18,738
消耗什器備品費 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
印刷製本費 ¥0 ¥21,648 ¥0 ¥21,648
賃貸料 ¥3,000,000 ¥2,885,751 ¥2,815,632 ¥70,119
諸謝金 ¥900,000 ¥1,440,586 ¥926,966 ¥513,620
租税公課 ¥0 ¥0 ¥4,000 ¥-4,000
委託費 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
会議費 ¥100,000 ¥0 ¥52,000 ¥-52,000
委員会謝金 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
集会事業補助費 ¥500,000 ¥210,319 ¥398,012 ¥-187,693
雑費 ¥100,000 ¥16,678 ¥17,898 ¥-1,220
事業費計 ¥5,600,000 ¥5,466,342 ¥5,124,606 ¥341,736

管理費
役員報酬 ¥3,600,000 ¥3,249,600 ¥499,200 ¥2,750,400
給与 ¥2,400,000 ¥2,171,376 ¥2,295,158 ¥-123,782
会議費 ¥21,500 ¥0 ¥21,500
交際費（弁当代） ¥3,600 ¥0 ¥3,600
旅費交通費 ¥142,049 ¥0 ¥142,049
通信運搬費 ¥300,000 ¥705,014 ¥384,641 ¥320,373
原価償却費 ¥100,000 ¥82,481 ¥100,698 ¥-18,217
消耗什器備品費 ¥200,000 ¥160,198 ¥1,032,049 ¥-871,851
消耗品費 ¥100,000 ¥169,261 ¥33,638 ¥135,623
財政システム使用料賃貸料等 ¥500,000 ¥123,450 ¥306,504 ¥-183,054
租税公課 ¥20,000 ¥282,935 ¥30,700 ¥252,235
支払寄付金 ¥300,000 ¥489,000 ¥292,000 ¥197,000
印刷製本費 ¥100,000 ¥14,908 ¥124,740 ¥-109,832
管理諸費 ¥400,000 ¥435,000 ¥534,600 ¥-99,600
集会事業補助費 ¥0 ¥43,476 ¥-43,476
広告宣伝費 ¥1,000,000 ¥569,917 ¥707,880 ¥-137,963
懇親会補助費 ¥200,000 ¥161,111 ¥108,391 ¥52,720
雑損失 ¥815,000 ¥0 ¥815,000
雑費 ¥100,000 ¥102,501 ¥47,857 ¥54,644
管理費計 ¥9,320,000 ¥9,698,901 ¥6,541,532 ¥3,157,369

法人税等支払 ¥100,000 ¥120,000 ¥120,000 ¥0

支出の合計 ¥15,020,000 ¥15,285,243 ¥11,786,138 ¥3,499,105
次年度への繰り越し ¥4,681,544 ¥5,573,334 ¥8,621,544 ¥-3,048,210  

 

４． 監査報告 

森川康英監事、松本晃監事、松本謙一監事より、会計報告には問題ないと報告された。 

監査報告を含めて、平成 30 年度の決算報告が承認された。 



5 

 

５． 令和元年度（R1.5.1～R2.4.30）事業計画 

1) 第 24 回医工ものづくりサロン R1.5.20 /先端技術館地下会議室 テルモ株式会社松村啓史様・  

株式会社メディカルラボパートナーズ清水 深雪 様・東栄化学工業株式会社 関 康貴 様 

2) MINC の会「海外医療機器の最新動向勉強会」第 10 回  R1. 6.5 /国立国際医療研究センター 

3) 第 24 回日本医工ものづくりコモンズシンポジウム「発想を変えるきっかけ」R1.6.20 /先端技術館４F会

議室 

4) 第 11回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会（JOSKAS）医工連携出会いの広場 R1.6.13-15 / 札幌コ

ンベンションセンター 

5) 第 45 回日本骨折治療学会 医工連携出会いの広場 R1.6.28-29 / 福岡国際会議場 

6)「医工連携 出会いの広場 in Medtec Japan 2020」 R2.3.16-18 / 東京ビッグサイト 

 

後援 

1) KISTEC教育講座「作って、売る医療機器」R1.5.28～ /かながわサイエンスパーク 

2) 山梨県ものづくり企業による本郷展示商談会・交流会 R1.6.27 /医科器械会館 

3) 富山県ものづくり企業による本郷展示商談会・交流会 R1.7.25 /医科器械会館 

令和元年度の事業計画が承認された。 

６． 令和元年度予算（令和元年 5 月 1 日～令和 2 年 4月 30 日） 

収入 令和元年度予算 適用
繰越金 ¥5,573,334
正会員会費 ¥480,000 3000円X160名
賛助会員会費 ¥2,250,000 50000円ｘ45社
協賛金・寄付等 ¥500,000
委託請負 ¥7,500,000
集会事業参加費 ¥500,000 10万円ｘ5回
展示会出展参加費 ¥2,000,000
雑収益 ¥100,000

合計 ¥18,903,334

支出 令和元年度予算 適用
事業費
諸謝金 ¥1,000,000 講演謝礼など
旅費交通費 ¥1,000,000
会議賃貸料 ¥100,000 会議会場賃貸料
賃貸料 ¥3,000,000 25万円ｘ12箇月
委託費 ¥0
集会事業補助費 ¥500,000 シンポサロン会場賃貸料
印刷製本費 ¥100,000
雑費 ¥100,000
事業費計 ¥5,800,000

管理費
役員報酬 ¥3,600,000 2名
給与 ¥2,400,000 ３名（パートタイム）
通信運搬費 ¥300,000
原価償却費 ¥100,000
消耗什器備品費 ¥200,000
消耗品費 ¥100,000
印刷製本費 ¥100,000
財政システム使用賃貸料等 ¥150,000
租税公課 ¥100,000
支払寄付金 ¥300,000
管理諸費 ¥400,000 会計監査委託料
広告宣伝費 ¥500,000 WEB管理、パンフレット作成
懇親会補助 ¥200,000
雑費 ¥100,000
管理費計 ¥8,550,000

法人税支払 ¥120,000

支出の合計 ¥14,470,000
次年度への繰り越し ¥4,433,334  
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令和元年度の予算計画が承認された。 

 

７． 協議事項 

1) 新特別顧問の推薦 

キヤノン株式会社専務執行役員瀧口登志夫氏が、特別顧問に就任する事が承認された。 

2) コモンズ主催の「医工連携出会いの広場」参画共創の指針が、柏野専務理事から提案され、承認され

た。 

3) その他 無し 

 

８．その他 無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


