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医療機器の分類
医療機器には、⼤きく分けて①治療機器、②診断機器、③その他、30万品目以上が存在
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出典：医療機器開発支援ハンドブック平成28年1月（内閣官房・文部科学省・厚⽣労働省・経済産業省）

⽇本の医療機器市場の動向

○⽇本の医療機器市場は、平成16年以降増加し、2兆円超の規模で推移。
平成26年は約2.9兆円となり過去最大の市場規模となった。

○景気の影響を受けにくく安定した市場といわれている。
○⾼齢化が進む中、今後も市場拡⼤が⾒込まれる。
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「平成24年度医薬品・医療機器産業実態調査」（厚⽣労働省）より作成

○⽇本の医療メーカーは中⼩企業（従業者規模）が約7割
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医療機器産業への参⼊パターン

出典：医療機器開発支援ハンドブック平成28年1月（内閣官房・文部科学省・厚⽣労働省・経済産業省）



どこに参入していくか
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卸、商社等

完成品メーカー
（製造販売業者）

完成品／部品
メーカー

ユーザー
（医療機関、家庭など）

完成品／部材供給

製品供給

（薬機法の主な手続き等）

（事業者）製造販売業
（製造業）

（モノ）届出／認証／承認

（事業者）製造業

※地域別、専門分野別に複数の
卸、商社等が介在することがある

①自社ブランドでの
医療機器の製造、販売

②完成品のＯＥＭ供給

③部材供給

（参入の主な選択肢）

どう参⼊していくかで、アプローチも異なる

部品メーカー

部材供給
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参入に必要な要件、製品の許認可

出典：医療機器開発支援ハンドブック平成28年1月（内閣官房・文部科学省・厚⽣労働省・経済産業省）

■医療機器の製造販売：製造販売業の許可
医療機器の製造：製造業の登録
■医療機器のクラス分類に応じた届出、認証、承認



医療機器の開発から上市まで

企画 研究
開発

薬事
手続 製造 販売

サービス
ユーザ
（医療現場
など）

届出／認証／承認
・製造販売承認
・第三者認証 等

業許可取得
・製造販売業
・製造業 等

保険収載検討

モノに対する⼿続き（半年〜数年）

事業者としての手続き（数か月）

アライアンス組成
（医療機関、製造業等）

製造所の業許可対応

人材育成／確保

資⾦確保
（競争的資⾦等）

市場分析

知財対応

どうすれば・・・

８



９

中小企業等による医療機器開発・実⽤化における課題

■医療現場におけるニーズの把握が困難
通常の⼯業製品開発とは異なり、ユーザー（医療現場）の情報を得ることが難しく、
ニーズに対応した製品開発や改良が困難
○特定の医師の意⾒に基づいて製品化しても、市場性は不透明

■具体的な販売を⾒据えた事業化・知財・ファイナンス等の
戦略が困難
医療機関への販路開拓が難しく、製品を開発しても販売に結びつけることが困難
○中⼩企業・ベンチャー・⼤学等が有する技術・部品・加⼯等のシーズと、医療機器
メーカなどの大企業とのニーズのマッチングが困難
○機器の安全性・有効性に関する説明・根拠が不⼗分だと、医療現場は購⼊しない

■医薬品医療機器等法への対応が困難
薬機法にかかる⼿続きを⾒据えた開発計画・臨床試験計画の策定や、臨床試験を⾏う
医療現場の確保、薬事申請書の作成などについて、専⾨性が⾼く対応が困難
○製品化までのロードマップの⽴案がむずかしいことや、臨床試験実施のノウハウが
不⾜し、時間と費⽤を要する
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そんなときこそ、ご活用ください！

関⻄広域連合の医療機器
Ｑ：相談対象は？

Ａ：医療機器だけでなく理化学機器、
医療現場で使う⽤品類でもご相談が
可能です。

開発プロセスで生じる様々な課題に、専門相談員が丁寧にお答えします！
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そんなときこそ、ご活用ください！

関⻄広域連合の医療機器
Ｑ：どんな相談ができる？

Ａ：医療機器開発の市場調査や製品開発、
薬事⼿続き、販路開拓など、開発から
上市までの多様なご相談が可能です。

開発プロセスで生じる様々な課題に、専門相談員が丁寧にお答えします！
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そんなときこそ、ご活用ください！

関⻄広域連合の医療機器
Ｑ：誰でも相談できる？

Ａ：関⻄広域連合エリア
（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
和歌山県、徳島県、鳥取県）に事業所
のある、又は事業所を開設する予定の
ある企業、法人等が対象です。

開発プロセスで生じる様々な課題に、専門相談員が丁寧にお答えします！



相談場所について
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千里中央
［住所]
豊中市新千里東町１－４－２
千里ライフサイエンスセンタービル２０階
（大阪府商工労働部成長産業振興室

ライフサイエンス産業課内）
［TEL］06-6115-8100
［FAX］06-6833-8170
［最寄駅］千里中央駅（北大阪急行、大阪モノレール）

グランフロント大阪 北館
タワーＣ ナレッジキャピタル
（７階 大阪イノベーションハブ内）

［最寄駅］
大阪駅（ＪＲ）、梅田駅（地下鉄、阪急、阪神）

○グランフロント大阪

○千里中央（千里ライフサイエンスセンタービル）
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相談日など
○相談日

○相談費用

原則 毎週木曜日

関西広域連合域内に事業所を有する企業：無料

但し、同一相談者、同一案件の３回目以降の相談より有償（6000円／回）

関西広域連合に事業所を有しない企業：有償（6000円／回）

○申込方法 相談申込書に必要事項を記入の上、
メール：iryoukikisoudann@kouiki-kansai.jp

または ＦＡＸ：06-6833-8170 へ送付
（相談申込書は http://www.kouiki-kansai.jp/contents.php?id=1059 よりダウンロードできます）

（お問い合わせ先）
関西広域連合広域産業振興局
ライフサイエンス産業振興課
（大阪府商工労働部成長産業振興室ライフサイエンス産業課内）

TEL: ０６－６１１５－８１００
E-mail: iryoukikisoudann@kouiki-kansai.jp
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よくある相談
①医療機器分野に参入したい。どうすればいいですか。

②開発中の製品が医療機器に該当しますか。
どのような手続きが必要になりますか。

③製造販売業の許可を取りたいのですが。

④開発中の製品の薬事申請をしたいのですが。

⑤製品が完成したのですが、どうやって販売したら
いいですか。

⑥販売したものの売れないのですが・・・



ヘルスケア産業と医療機器
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（医薬品医療機器等法第二条第４項）
この法律で「医療機器」とは、⼈若しくは動物での疾病の診断、治療若しくは予
防に使⽤されること、⼜は⼈若しくは動物の⾝体の構造若しくは機能に影響を及
ぼすことが目的とされている機械器具等（再⽣医療等製品を除く。）であって、
政令で定めるものをいう

〇分析装置
→医療機器に該当しないこともある

（例えば分析結果をもとに疾病の判断や治療、予防に使⽤する
ことを目的にしない場合など）

〇健康グッズなど（例：遠⾚外線効果を利⽤した温浴のための物品）
→広告や表⽰等によっては医療機器に該当することもある

原則は、各都道府県薬務主管課から厚⽣労働省へ照会

〇医療機器に使⽤される部品や材料
→原則該当しないが、例外もある（例：⻭科材料）

「医療機器」は、医薬品医療機器等法で定義されている
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参入に必要な要件、製品の許認可

出典：医療機器開発支援ハンドブック平成28年1月（内閣官房・文部科学省・厚⽣労働省・経済産業省）

■医療機器の製造販売：製造販売業の許可
医療機器の製造：製造業の登録
■医療機器のクラス分類に応じた届出、認証、承認
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医療機器の検索（医療機器データベース検索システム）



「製造販売業」と「製造業」

「製造販売業」は定義に注意が必要

（医薬品医療機器等法第二条第13項）
この法律で「製造販売」とは、その製造（他に委託して製造する場合を含み、他から委託を受けて製
造する場合を含まない。以下「製造等」という。）をし、又は輸入をした医薬品（原薬たる医薬品を除
く。）、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品を、それぞれ販売し、貸与し、若しく
は授与し、又は医療機器プログラム（医療機器のうちプログラムであるものをいう。以下同じ。）を電
気通信回線を通じて提供することをいう。

（ケース１）
OEM等、製造の委託

（ケース２）
自社ブランドでの製造

（ケース３）
海外からの輸入

製造販売業

製造業

製造委託

製造者

販売者

製造販売業

製造業

製造販売業

（輸入）

販売者製造者

（自社
工場）

２０

製造販売業

製造業

法人ごとに許可

登録制



部材供給に対する扱い
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※OEM等、製造の委託を仮定ユーザー

販売者
（医療機器メーカー）

製造者

部材、原料メーカー

製造販売業

製造業

（業許可）

業許可不要

要求仕様に基づいた、部材や原料の供給

要求仕様に基づいた、医療機器の製造

部材や原料の供給に関しては、業許可は原則不要
ただし、要求仕様に基づいた部材や原料の供給を ２１



（お問い合わせ先）
関西広域連合広域産業振興局
ライフサイエンス産業振興課
（大阪府商工労働部成長産業振興室ライフサイエンス産業課内）

TEL: ０６－６１１５－８１００
E-mail: iryoukikisoudann@kouiki-kansai.jp

ご静聴、ありがとうございました。

関⻄広域連合ブースで出張相談を実施中！
関心をお持ちの方はお気軽にお越しください。
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