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一般社団法人日本分析機器工業会（JAIMA）は、

いたします。昨年同様、幕張メッセ国際展示場 3

一般社団法人日本科学機器協会
（JSIA）との連携

ホール
（4ホール〜6ホール）での開催となります。

で、今年も、最先端科学・分析システム&ソリュ

また、今年は例年と異なり、月曜日から水曜日ま

ーション展
「JASIS
（ジャシス）
」を、11月 8日
（月）

でが開催期間となります。

〜10日
（水）の 3日間、千葉県の幕張メッセで開催

新型コロナ感染症の終息が見えない状況下、出
展小間数・出展社数ともに、前年と比較して減少
はしておりますが、今年も多数の出展社が参加の
予定です。また、昨年同様、リアル（幕張）とバー
チャル
（WebExpo）のハイブリッドでの開催とな
ります。さらに今年は、大幅に企画内容の見直し
を行い、幅広い分野での社会課題の解決を意識し、
最先端のソリューション提案を行ってまいります
ので、この機会に読者の皆様にご来場いただけれ
ば幸甚です。
JASISのキャッチフレーズは
「未来発見。
」です。
出展社が提供するソリューションを通じ、来場者
の皆様の課題解決のヒントを見つけていただき、
明るい未来を発見していただければ、との想いで
す。今年は従来からのキャッチフレーズに加え、
JASISが目指すものを伝えるメッセージを発信
し、より社会および産業への貢献を意識した企画
に取組んで行きます。

会期：2021年11月8日
（月）〜 10日
（水）
会場：幕張メッセ国際展示場
主催：一般社団法人日本分析機器工業会
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JASISからのメッセージ
〜「測る」が支える未来の社会〜
ゆたかな暮らし、産業・科学の発展を支えると

一般社団法人日本科学機器協会

ともに、さまざまな連携によるイノベーションの

https://www.jasis.jp/

機会を創造していきます。未来に向かって…

特別企画 JASIS 2021
JASIS トピックスセミナー概要
トピックス
マーケット
（ライフサイエンス）
テクノロジー

レギュレーション

テーマ
データサイエンス
バイオ医薬

バイオ医薬の現状を探る

ラボラトリ・デジタル・トランス 新たな研究開発システムへの変革と機械学習・ロボット・
フォーメーション
分析機器の統合システム
食品規制

食品規制の最新動向

環境規制

世界的に広がる化学物質規制にどう対峙するか！
～最新情報を添えて～

日本薬局方セミナー

マーケット
（アプリケーション）

教育
グローバル

セミナータイトル
食品開発に活かすデータサイエンス
～設計から販売まで～

日本薬局方の現況
（第18改正、理化学試験法、バイオ医薬品）

エネルギー

カーボンニュートラル社会の実現に向けたブレークスルーと
分析機器への期待

材料劣化

材料劣化の評価

電池

全固体電池の評価

JAIMAセミナー（1）

機器分析の基礎
（溶液調整と測定値の信頼性）

JAIMAセミナー（2）

機器分析の基礎
（不確かさ）

国際セミナー

日本ならではの高度な先端技術を通じ、従来に
はなかったイノベーションを生み出し、豊かな社
会、ビジネス発展につながることを目指します。

中国のスマート実験室とIoT応用事例
アジアにおけるマイクロプラスチック計測と政策

講下さい。
●JASIS トピックスステージ
今年は展示会場にステージを作り、トピックス

今年は展示会場にJASISトピックスステージ
（主

セミナーでご講演いただいた先生方による座談会

催者がメッセージを発信するためのステージ）を

や、研究内容発表および出展社紹介などを企画

設け、さまざまなメッセージの発信を行っていく

し、”
「測る」がささえる未来の社会“を具体的にイ

予定です。また、昨年までご好評をいただいてお

メージできるよう取り組んでまいります。講師の

りました
「オープンソリューションフォーラム」
や

先生方には自身の研究内容などもご紹介いただく

「ライフサイエンスイノベーションゾーン」を
「日

予定です。セミナーとはまた違った側面の話もお

本薬局方セミナー」などと統合して
「JASIS2021

聞かせいただけると思いますので、トピックスセ

トピックスセミナー」とし、内容も新たにし、来

ミナーと合わせてご参加下さい。

場者の皆様にお届けする予定です。読者の皆様に
参加いただければ幸甚です。
各新企画については、
次の項目で説明させていただきます。

JASIS2021新企画のご紹介
●JASISトピックスセミナー
例年、JASISでは
「オープンソリューションフ
ォーラム」や「JASISセミナー」などさまざまな講

展示会
9月現在、267社、871小間の申し込みをいただ
いています。
展示会は、お客様と出展社の出会いの場です。
多くの皆様に、ソリューション解決のため、また
は情報取集のため、来場いただき、多くの出展社
を見ていただけることを願っております。

演会、セミナーを開催して参りましたが、JASIS

昨年同様、新型コロナ感染症対策を行い、ご来

2021では
「JASISトピックスセミナー」
としてさま

場をお待ちしております。各出展社の展示内容な

ざまなテーマのセミナーを皆様にお届けする予定

ど詳細は、JASISオフィシャルサイトをご覧くだ

です。現在、私たちの周りには、さまざまな社会

さい。

課題があります。今回のトピックスセミナーは、
それら社会課題に関連したテーマを選定し、テー

新技術説明会

マ別に、第一線の専門家の方々にご講演いただく

出展社による最新情報発信の場として、毎年ご

予定です。ぜひ、幕張会場にご来場いただき、聴

好評をいただいているJASISのメイン企画の一つ
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JASIS WebExpo Ⓡ 2021-2022 前期予定
テーマ

講演タイトル

講師

JASIS 2020 オープンソリューションフォーラム
マイクロプラスチッ
ク

発酵食品

軽量化材料

マイクロプラスチック計測の新たなソリューション構築

産業技術総合研究所 エネルギー・環境領域
環境創生研究部門 副研究部門長 鳥村 政基 氏

海洋プラスチック問題に科学技術で挑む

国立研究開発法人 海洋研究開発機構 JAMSTEDC
海洋生物環境影響研究センター センター長 藤倉 克則 氏

発酵食品

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
門 微生物機能ユニット長 木村 啓太郎 氏

－伝統と新しい潮流－

発酵食品に込められた伝統の知恵と微生物の力～将来の食

石川県立大学 生物資源環境学部 食品化学科
食品微生物学研究室 准教授 小栁 喬 氏

構造材料分野における具体的なニーズからの新しい評価分
東京大学名誉教授 東京工科大学副学長
析機器の研究

教授

食品研究部

食品製造系
香川 豊 氏

JASIS 2020 ライフサイエンスイノベーションゾーン
TopicsWebinar①
新型コロナウィルス 新型コロナウィルスと分析技術（インタビュー）
と分析技術

慶應義塾大学 医学部 医化学教室

教授

TopicsWebinar③
COVID-19と呼気医療: パンデミックを克服する未来型医療 東北大学 医学系研究科環境医学分野
呼気オミックス診断

末松 誠 氏

教授

赤池 孝章 氏

JASIS 2019 ライフサイエンスイノベーションゾーン
バイオを観るサイエ
光顕標本の低真空走査電子顕微鏡による観察
ンス

東京腎臓研究所

生活者の参加が必要なヘルスケアのイノベーション

NPO法人

所長

山中 宣昭 氏

サイバー絆研究所

代表

神沼 二眞 氏

次世代ヘルスケアと 食とライフスタイルで健康管理をーシステム生物学による オランダ応用科学研究機構
（TNO）
Healthy Living日本代表
薬づくり
アプローチ
出香氏
政策立案のオープンイノベーション「政策OpenLab」

農林水産省

渡辺 一行 氏

キリンホールディングス株式会社・ワイン技術研究所
任研究員） 吉田 聡 氏

日本生物工学会
美味しさを可視化する分析技術
Joint
「お い さ を 可 視 化 す
ポップの香りをGC-MS分析で科学する
る分析技術」

西

サッポロビール株式会社

担当部長

主査
（主

蛸井 潔 氏

JASISセミナー
日本薬局方の現況

日本薬局方の動向

18局発出に向けて

国立医薬品食品衛生研究所

所長

医薬品製造におけるプロセス分析技術

国立医薬品食品衛生研究所

薬品部

明星大学

上本 道久 氏

初めての機器分析～
測定値の正しい取り扱い方
自信の持てるデータ
に
処理～

－測定値を分析値にするため

初めての機器分析～
自信の持てるデータ 測定の不確かさの考え方
処理～

理工学部

教授

第3室

国立研究開発法人 産業技術総合研究所

機器分析のステップ 質量、容量の正確な計量－自信を持って電子天瓶とピペッ
株式会社島津総合サービス
アップ
トを使いこなす－
これであなたも 専門
質量分析の基礎
家－MS編

合田 幸広 氏

イオン化法とスペクトルの読み方

東京理科大学

これであなたも専門
目からウロコのGC理論
家−GC 編

麻布大学

教授

杉田

坂本 知昭 氏

城野 克広 氏

宮下 文秀 氏

国立研究開発法人 産業技術総合研究所

これであなたも専門
液クロのコツ－そのエッセンス－
家－LC編

室長

絹見 朋也 氏

中村 洋 氏

和俊

氏

超臨界流体抽出及び
超臨界流体の利用によって広がる新たな分離分析技術の可
九州大学生体防御医学研究所
クロマトグラフィー
能性
の応用と展開

教授

環境化学会連携セミ マイクロプラスチックの計測と環境影響「マイクロプラスチ
東京農工大学 農学部 環境資源科学科
ナー
ック問題の概要」

馬場 健史 氏
教授

高田 秀重 氏

トピックスセミナー（ライフサイエンス）
日本脳神経外科学会とコラボしませんか？
組とブルーオーシャンの開拓

これまでの取 日本脳神経外科学会 医療機器レジストリ管理運営委員会
委員長 大阪市立大学 特任教授、名誉教授 大畑 建治 氏

医療・ヘルスケア領域での機器・ソリューションの開発
日本脳神経外科学会 医療機器レジストリ管理運営委員会
LSIセ ミ ナ ー 脳 神 経 VUCA、Dxだからこそ、現場での一次情報、アカデミアと
東北大学病院臨床研究推進センター 特任教授 中川 敦寛 氏
科学が開くライフサ の連携がインパクトをもつ
イエンスの未来
日本脳神経外科学会 医療機器レジストリ管理運営委員会
【ディスカッション】グローバルな脳神経医療と関連産業に 国立循環器病研究センター 病院長 飯原 弘二 氏
大阪市立大学 特任教授、名誉教授 大畑 建治 氏
Made in Japanを牽引していただくために
東北大学病院臨床研究推進センター 特任教授 中川 敦寛 氏
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特別企画 JASIS 2021
JASIS WebExpo Ⓡ 2021-2022 前期予定（続き）
トピックスセミナー
（ライフサイエンス）
ハーバード大学 医学部 マサチューセッツ総合病院
（MGH）
麻酔・集中治療科 教授 市瀬 史 氏

COVID-19とNO吸入療法

イメージングメタボロミクスによる活性硫黄の検出と医学
慶應義塾大学
応用
第 ３回 国際活性硫黄 超硫黄代謝と呼気オミックス
研究会活性硫黄分析 新規活性硫黄分析法
の医療応用

東北大学

医学部

大学院

医化学教室

医学系研究科

株式会社島津製作所

教授
教授

末松 誠 氏
赤池 孝章 氏

遠山 敦彦 氏

九州大学 生体防御医学研究所 教授 馬場 健史 氏
東北大学 大学院 医学系研究科 教授 赤池 孝章 氏
【ディスカッション】硫黄代謝解析のグローバルスタンダー
株式会社堀場製作所 代表取締役社長 足立 正之 氏
ド確立に向けて（JASIS紹介あり）
株式会社島津製作所 代表取締役所長 上田 輝久 氏
慶應義塾大学 医学部 医化学教室 教授 末松 誠 氏
トピックスセミナー（グローバル） 日本語翻訳音声付

アジアテクニカルフ Technologies to combat food fraud: today and
ォーラム
tomorrow

Dr. Bert Popping（FOCOS）

中国フォーラム

上海启迪科技園分析技術産業研究院

中国の分析機器の現状とAIとの連携による発展

日米合同セッション －最先端医薬開発と日米におけるオープンイノベーション－

康 怀志 常務副院長

英語講演

Topics on development of new pharmaceuticals
（Vaccine）mRNA Therapeutics Analytical and
Dr. Bak Annette （AstraZeneka）
Bioanalytical Characterization
Open innovation Activities of open innovation platform between
platform towards Japan and US（1）Advancing Pharmaceutical
the advancement Crystallization Technology through Industrial and
of new pharma- Academic Partnerships
（Enabling Technologies Consortium）
ceuticals
Activities of open innovation platform between
Japan and US（2）Introduction of Shonan Health
Innovation Park（iPark）

です。今年は約 230テーマにて実施されます。例
年は隣接ホテルにて実施しておりましたが、今年

Dr. Dimitri Skliar （Crystallization
nologies Consortium）

WG, Enabling Tech-

（Video Presentation ）

JASIS WebExpo Ⓡ

は国際会議場にて開催いたしますので、お間違え

2017年より出展企業とお客様の交流の場を、幕

のないようご注意下さい。今年もコロナ感染症 感

張での展示会開催期間のみにとどめることなく、

染拡大防止対策としてソーシャルディスタンス確

幕張での展示会の前後でWeb上にバーチャルな

保のため、各会場の定員を減らして開催致します。

展示会場を開設しJASISが企画する各種セミナー
の聴講、コンテンツをダウンロードできる新企画

日本薬局方セミナー

「JASIS WebExpo」をスタートさせました。アジ

今年はタイトルを
「日本薬局方の現況」とし、3

ア最大級の分析機器・科学機器関連展示会である

講演を開催いたします。日本薬局方第 18改正、

JASISでは、分析・科学機器に関する世界の最先

理化学試験法の現状、バイオ医薬品について、日

端情報が一堂に集まるため、見たいもの・聴きた

本薬局方の最新状況をご紹介いたします。国立医

いものを漏れなくカバーするには
「複数日来場し

薬品食品衛生研究所 所長 合田 幸広氏、北里大学

てもまだ時間が足りない」という声が来場者から

薬学部 教授

挙がっておりました。また、関東圏で開催される

加藤 くみ子氏、国立医薬品食品衛
石井 明子氏にご

展示会によくみられる傾向ですが、JASISでの来

講演いただきます。2日目の 11月 9日
（火）
15:00か

場者は約 7割以上が関東圏からであり、地方から

ら国際会議場にて開催いたします。なお、昨年同

来場いただけていない状況です。このような傾向

様、ソーシャルディスタンスを確保する必要があ

に対応するため、開催期間中はいつでも、どこか

りますので、定員が195名となっておりますので、

らでも参加できる新しいJASISへと発展していく

よろしくお願い致いたします。

ことを目指したのが本企画です。今年はエントラ

生研究所

生物薬品部

部長

ンスや展示ブースも、より多くの方に参加いただ
けるよう、デザインを一新しました。
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JASIS 2020会場風景

前期の開催は 9月 8日から始まりました。昨年

で、ぜひ、幕張会場のトピックスステージにお越

人気の講演動画の掲載、展示会出展社の一部コン

し下さい。また、残念ながら、コロナ感染症の感

テ ン ツ を 公 開 い た し ま す。 後 期 開 催 はJASIS

染対策の問題で、密な状況を防ぐという観点から、

2021終了後から2021年3月中旬となります。幕張

来場者様向けのサービスの一環として実施してお

会場だけでは時間が足りず見られなかった方、今

りました無料シャトルバスの運行は、昨年同様、

年は会期中に会場に足を運べなかったという方

今年も中止させていただきます。

も、JASISの特別企画・出展企業コンテンツの一
部をご覧いただけます。昨年同様、後期には新た

JASISでのコロナ感染症対策

に「新技術説明会」
会場が加わり、新技術説明会の

今年もJASISはご来場の皆様、出展社、スタッ

一部を公開いたします。JASIS 2021の事前登録

フの健康と安全を考慮し、以下の感染拡大防止策

終了後、すぐに閲覧可能ですので、ぜひアクセス

を行います。

をお願いいたします。今後も、
皆様の課題の解決、

・マスク着用

新しいアプリケーションの開発、企業パートナー

・サーモグラフィーで体温チェック

の発掘ができるよう一層の付加価値向上を目指し

・会場入り口にアルコール消毒液設置

ます。

・ソーシャルディスタンスを確保したセミナー

来場者様向けサービスについて

会場・待機列

JASIS2021ではポイントラリーを開催いたしま

Webからの事前入場登録で、入場証をご自分

す。事前来場登録や、JASISオフィシャルホーム

で印刷できます。この入場証ををご持参くだされ

ページにアクセスいただくと、ポイントが加算さ

ば直接会場にご入場いただけます。ぜひ、事前入

れ、そのポイントで幕張展示会場内のトピックス

場登録をご活用ください。

ステージにて景品と交換させていただきます。皆

https://www.jasis.jp/visitor/jasisregist.html

様にお楽しみいただけますよう準備を進めますの

JASIS 2021、WebExpoでお待ちしております。
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