令和 4 年度「第 63 回科学技術週間」参加行事

第 50 回「優秀発明発表会」

受賞者たちの貴重な体験談や
提言には時代を超えた多くの発想や
熱意があふれていた
令和 4 年 4 月 22 日（金）
、第 50 回「優秀発明発表会」が JAM 金属労働会館（東京都渋谷区）で開催された。
新型コロナウイルス感染症の影響で 2 年ぶりの開催となった発表会は、第 47 回「発明大賞」受賞者 7 名に
よる熱のこもった発表に、大いに盛り上がった。

な方法などの発明の数々が紹介された

周年を迎えます。樹脂ベアリングや

が、すでに製品化・実用化されたもの、

クラッチ、ダンパー等の機構部品か

更なる改善・改良を重ねているものも

ら、医療機器などの完成品まで製造し

あり、私たちの健康や暮らしの向上に

ています。 “新しい価値”の提供によ

大きな役割を果たしている。

る社会貢献を経営理念として、これま
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などに関する技術を基に、全く新しい
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はないため、異物混入のリスクがあり
ません。我々は、MD 処理のひとつ、
MDbio 処理に大腸菌や黄色ブドウ球
菌に対して抗菌効果があることを発見
しました。薬剤を使用しないため、薬
剤耐性菌への対策として有効であり、
実際に MRSA などの薬剤耐性菌にも
効果があることを確認しました。細菌
だけでなく、カビやウイルスなどの増
殖抑制にも効果があることも確認し、
異物混入対策と衛生管理を同時に実現
することが可能です。
前半・後半に分かれて、以上 7 件の
発表と質疑応答があり、参加者からは
多数の質問が寄せられ、発表会は大い
に盛り上がった。
例年、発表会終了後に開催されてい
た恒例の懇親会は、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止のため、残念ながら
開催を見送った。

発表内容（受賞技術内容）は、前号「発明と生活 5/6 月号
－第 47 回発明大賞特集号」№ 624 をご参照ください。

発明と生活

No.625 July/August 2022

3

