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会 社 名 出展の見どころ

アボワールインターナショナル株式会社

〒600-8492　  京都市下京区四条通新町東入月鉾町39-1　 
四条烏丸大西ビル9F

TEL：0７5-７08-6208　FAX：0７5-７08-6269
URL：https://avoir.jpn.com/

形成外科医武石明精医師のご協力で乳房再建用ブラジャーを開発。
術後に使用する「締め付けないブラジャー」発売済。
次段階の乳房再建用ブラジャー（特許取得済）は、ワイヤー有無・
乳房左右差を調整できるお洒落なブラジャー（発売準備中）。
ブースにてご確認頂けます。

株式会社インテグラル

〒141-0021　  東京都品川区上大崎2-25-2　 
新目黒東急ビル11階

TEL：03-641７-0810　FAX：03-341７-0853
URL：https://www.integralcorp.jp/

乳房を自動で構築、計測できるようになったハンディタイプ
の 3 Dカメラ ベクトラVectra H 2 を展示します。
木曜14:10-16:40はB1F第 3 展示場でハンズオンセミナーを
開催しています。
全世界で汎用されている皮膚専用硬度計、弾力計も展示し
ます。

株式会社池山メディカルジャパン

〒465-0095　愛知県名古屋市名東区高社一丁目231番地
TEL：052-７７6-6918　FAX：052-７７７-6918
URL：http://www.ikeyama-mj.co.jp

乳がん患者様向けにリアルなオーダーメイド人工乳房をはじ
め、パッドや人工ニップルなどの乳がんケア用品全般を製造
販売。その他身体の一部を欠損された方へのエピテーゼ全般。
また自家組織再建オペ用ガイドの「乳房再建MT計量法システ
ム」の提供。是非ブースで品質の高さをお確かめ下さい。

科研製薬株式会社

〒113-8650　東京都文京区本駒込2-28-8
TEL：03-59７７-5001　FAX：03-59７７-5131
URL：www.kaken.co.jp

形成外科の先生方にご支持をいただいている褥瘡・皮膚潰瘍
治療剤『フィブラストスプレー』と、外用爪白癬治療剤『ク
レナフィン爪外用液10％』等の創傷・皮膚疾患関連の治療薬
を中心に展示いたします。お気軽にお立ち寄りくださいませ。

グンゼ株式会社

〒530-0001　  大阪市北区梅田2-5-25　 
ハービスOSAKAオフィスタワー22階

TEL：06-6348-1315　FAX：06-6348-4815
URL：https://www.medicure-gunze.com/

「肌にやさしい」セルフケアに役立つ製品を紹介しています。
■ 前開きハーフトップ 
・術後の傷が気になる方に
・カップ部に縫い目がないので楽
■ カッティングチューブ
・自壊創のガーゼ固定や術後の創をやさしくカバーしたい方に
・ハサミで切って繰り返し使えるチューブ状の腹帯・胸帯

三優メディカル株式会社

〒490-1144　愛知県海部郡大治町西條南井口58番地
TEL：052-526-501７　FAX：052-526-5018
URL：https://www.sanyu-medical.com

リンパ浮腫患者さまの圧迫療法の中で、最近は夜間圧迫の重要性
が認識されてきております。弊社は弾性着衣の中で数少ない国産
メーカーとして、夜用弾性着衣に特化した製品作りをしておりま
す。この 5 月に発売した新製品「エアボ・ウェーブスリーブミト
ン付ショルダー」も展示しておりますので、是非展示ブースで試
着して頂いて、装着感を体感してください。お待ちしております。

株式会社ジェイメック

〒113-034　  東京都文京区湯島3-31-3 
湯島東宝ビル4階　

TEL：03-5688-1803　FAX：03-5688-1652
URL：https://www.jmec.co.jp

ジェイメックのブースでは赤外線治療器「OMNILUX」を展
示しております。LED（発光ダイオード）の穏やかな光により、
痛みやダメージを与えずアプローチが可能です。設置場所を
選ばない小型・軽量のデザイン設計。是非ブースへお立ち寄
りください。

	 企業展示の見どころ	 ※五十音順 　
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株式会社　総見

〒531-00７2　  大阪府大阪市北区豊崎3-5-10 
KENSOビル3F

TEL：06-6359-5７00　FAX：03-6359-056７
URL：http://www.sawkenn.com

Macro-TexturedからMicro-Texturedへ。
マイクロテクスチャード・アナトミカル乳房インプラント

（Polytech社）や乳輪再建用刺青機器（Permark社）、イン
プラントシェルへの局所ストレスを軽減するインプラント挿
入具をご紹介いたします。是非お立ち寄りください。

デヴィコア メディカル ジャパン株式会社

〒169-00７5　  東京都新宿区高田馬場1-29-9 
東亜DKK株式会社別館オフィスビル７階

TEL：03-6205-6951　FAX：03-6205-6952
URL：http://www.devicormedicaljapan.jp

私たちデヴィコアメディカルジャパンは、「マンモトーム生検」
装置の先駆者として、女性のからだも心も傷つけたくない想
いを大切に、小さな傷痕でより確かな乳癌の診断を実現させ
る乳房吸引式組織生検装置をご提供いたします。

ナチュラルブレスト株式会社

〒812-0018　  福岡県福岡市博多区住吉3-1-18  
福岡芸術センター50７

TEL：092-292-3883　FAX：092-291-７09７
URL：https://www.naturalbreast.co.jp/

【特許取得済】全摘出・部分摘出手術に適合。接着剤を使用
せず簡単に着脱できる貼り付けタイプの人工乳房を製造販売。
3 D技術＆ 3 Dプリンターで型を作る日本で唯一の企業です。
乳房再建手術向けの人工乳首は低価格で10800種類の組合せを
ご用意しました。

ナック商会株式会社

〒550-0012　大阪府大阪市西区立売堀5丁目７-13
TEL：06-6599-9000　FAX：06-6599-900７
URL：http://www.nakcorp.co.jp/

乳癌術後の一時的な浮腫の圧迫に導入しやすい筒状包帯「tg
グリップ」やリンパ浮腫発症後に必要な弾性スリーブ・弾性
包帯を展示しております。また、体幹の浮腫をほぐすのに最
適な凹凸のあるキルティングシート「ふわポコ」もございます。
ぜひ弊社ブースまでお越しください。

ニプロ株式会社

〒330-0081　  埼玉県さいたま市中央区新都心5-2 
小池ビルPorte　4・5階

TEL：048-612-2456　FAX：048-600-3920
URL：https://www.nipro.co.jp/

ニプロ株式会社のブースでは、多種多様なラインナップにて
ご要望にお応えする「UKスリムドレーン」やハンディタイプ
のエコー、「ニプロIPエコー」等を展示しております。ぜひブー
スにお越しいただき、お手にとってご覧ください。

BioTouch	Japan	/	株式会社	NMT Japan

〒231-0861　  神奈川県横浜市中区元町4-1７9　 
ウィスタリア元町3階

TEL：045-263-6125　FAX：045-263-6126
URL：http://biotouchjapan.com/

私達の医療アートメイク技術と知識は様々な医療補助治療に
活用されています。（乳癌オペ後の乳輪乳頭カモフラージュ・
火傷・皮膚線条・白斑等）また当社の製品は、各国の安全基
準をクリアしており日本国内の多くの医療機関でも導入され
ています。

株式会社　萩原歯研　メディカルラボK

〒3７0-0862　 群馬県高崎市片岡町3-25-5
TEL：02７-384-4084
URL：http://www.medical-lab-k.com

人工ボディ・エピテーゼをはじめ乳輪乳頭再建後の保護とし
てニップルカバー・ピアニー®など製作。エピテーゼは人工乳
房・人工乳頭だけでなく顔面や手指等全身における欠損にフ
ルオーダーメイドにて対応。労災・装飾用手部義手製作可。
ピアニー®のサンプルご用意しております。
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浜松ホトニクス株式会社

〒431-3196　静岡県浜松市東区常光町812
TEL： 053-431-0122　FAX： 053-433-8031
URL： www.hamamatsu.com

赤外観察カメラシステムPDEシリーズは、ICGの蛍光による
血流評価のパイオニアであり標準機器として多くの施設でご
使用いただいております。
pde-neoは、取り回しの良いハンディー型のカメラで、『ICG
の蛍光』を感度よく撮影することを特徴としたロングセラー
モデルです。

PRSS.Japan株式会社

〒103-0001　  東京都中央区日本橋小伝馬町10-11 
日本橋府川ビル6F

TEL：03-366７-７252　FAX：03-366７-７251
URL：itabashi@prss.jp

弊社では閉鎖式脂肪分離フィルターピュアグラフトと人工乳
房インプラント（MOTIVA）を参考出展させていただきます。
海外では、既に多くの国で使用されております。また、企画ブー
スではラシャスリップス（アンチエイジンググロス）の展示
もしております。

有限会社フォーメディックス

〒169-0051　新宿区西早稲田1-14-14-2F
TEL：03-5292-2455　FAX：03-5292-2456
URL：www.fourmedics.com

ライト付筋鈎
脂肪注入・脂肪吸引関連商品展示しております。

株式会社ベアーメディック

〒113-0034　  東京都文京区湯島2-31-24
湯島ベアービル

TEL：03-3818-4041　FAX：03-3818-4042
URL：http://www.bearmedic.co.jp

縫合材料を全般にモノフィラメント合成吸収糸モノスティン
ガー、乳房再建後の下溝形成用吸収糸、マイクロ針付縫合針、
ディスポーザブルマイクロバスキュラークリップなどを展示
しております。先生方から症例に応じた特注品での試作対応
も承っておりますので、サンプル依頼も併せて是非お立ち寄
り下さい。

株式会社メディカルユーアンドエイ

〒530-0003　  大阪市北区堂島2丁目4-2７　
新藤田ビル5F

TEL：06-4７96-3151　FAX：06-4７96-3150
URL：https://www.mua.co.jp

乳房再建関連の機器を展示します。
Tulipシステム：乳房への脂肪注入において多数の選択肢
GEM微小血管縫合器：皮弁移植の為の血管縫合器
マイクロ鋼製小物：U&A社オリジナル、S&T社製
ニーズに沿った製品をご案内させて頂きますので、是非ブー
スにお立ち寄りください。

日本メドトロニック株式会社

〒108-00７5　東京都港区港南1-2-７0
TEL：03-6７７6-0016(事業部代表)　FAX：03-6７７4-4830
URL：medtronic.co.jp

メドトロニックブースでは乳腺外科領域に関わる 3 製品「プ
ラズマブレード」、「LigaSure™ Exact 」、「V-Loc™クロー
ジャデバイス」を出展いたします。
各製品実機によるハンズオンを行いますので、是非ブースま
でお越しください。







■Clearhesive広告版 A4/1C 2015.4

フリーダイヤル 土・日・祝日を除く
午前9：00～午後5：00

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19F 〒130-0013
TEL.03-5611-7800（代表） FAX.03-5611-7825

お問い合わせ：コールセンター

0120-770-863

Clearhesive
ハイドロコロイド創傷被覆材
Hydrocolloid Wound Dressing

クリアヘッシブ®

皮膚にやさしく、水に強い
縫合創用ドレッシング

一般医療機器/医療機器届出番号:13B1X00207000060

「患者さんに、もっとやさしく」をコンセプトに誕生した縫合創用ドレッシングです。

密着性・吸水性に優れ、耐水性も向上させたハイドロコロイドが

術後の縫合創を保護し、不安やストレスも軽減。

患者さんへのやさしさを追究した《クリアヘッシブ》が、

入院中の患者さんのQOL向上に貢献します。

ハイドロコロイドにより、
術後の湿潤環境を維持

ハイドロコロイド創傷被覆材のはたらき（断面図）

●縫合創からの滲出液により創面に柔らかい親水性
  コロイド（ゲル）を形成し、湿潤環境を維持します。
●創部を被覆保護して外部からの刺激を緩和します。

細菌

滲出液 創

水

縫合糸

ポリウレタンフィルム

断面はイメージ図です。

親水性コロイドによるゲル化

ハイドロコロイド
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アストラゼネカ株式会社

アボワールインターナショナル株式会社

アラガン・ジャパン株式会社

アルケア株式会社

株式会社池山メディカルジャパン

一般社団法人命の食事

株式会社 いわしや盛田器械店

株式会社 インテグラル

株式会社エーエムコーポレーション

エーザイ株式会社

株式会社 NMT Japan

MSD株式会社

科研製薬株式会社

川越ヒフ形成外科クリニック

グンゼ株式会社

医療法人慶和会

ケーシーアイ株式会社

医療法人社団 宏志会

コンバテック ジャパン株式会社

三優メディカル株式会社

ジェノミックヘルス株式会社

株式会社 ジェイメック

医療法人社団松弘会 トワーム小江戸病院

医療法人湘美会

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

信越ポリマー株式会社

センチュリーメディカル株式会社

株式会社総見

医療法人 大那

武田薬品工業株式会社

つぐ内科

株式会社ツムラ

デヴィコア メディカル ジャパン 株式会社

中村ブレイス株式会社

ナチュラルブレスト株式会社

ナック商会株式会社

ニプロ株式会社

日本イーライリリー株式会社

日本メドトロニック株式会社

株式会社萩原歯研

浜松ホトニクス株式会社

株式会社ビューティーパートナーズ

PRSS.Japan 株式会社

有限会社フォーメディックス

株式会社Future Nail

株式会社 ベアーメディック

マルホ株式会社

水田歯科医院

医療法人 豊仁会 三井病院

メディカランド株式会社

株式会社メディカルユーアンドエイ

 （五十音順、敬称略）

 2019年 9 月 5 日現在

第７回日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会総会の運営にあたり、上記の皆様よりご協賛いただました。
ここに深く感謝いたします。
 第７回日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会総会
 会長　三鍋　俊春
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