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目指したもの
ものづくり企業の得意な技術を生かして、医療分野への
参入を促しプレイヤーを増やす。

・メーカーを目指す（自社あるいはコンソーシアムを結
成して製品開発に挑戦。ビジネスに繋げる）
・部材供給に徹する（製品の一部を受注に基づき提
供する）

そのためには、
①医療分野の現実を把握して、自社が適正な技
術や知識を持っているのか確認。（何ができるかを知る）
②継続性のある事業を作る（ビジネスを目指す）
・マーケット、製品の普遍性



医療分野への参入を目指すにも、^^;
さて、

ブラック
ボックス

必要な事は、参入のためのブラックボックスの解
明や医工連携に必要な情報の説明や解説

参入したい！



医療分野への参入を目指すにも、^^;
さて、

保険制度を理解すればOK？
これ、保険適応？包括って何？

現場ではどんな機器が欲しいの？
みんな使ってくれるかな？

現場のニーズはどうすればキャッチできる？

医学的に意味がある？
治療効果、治験？

薬事って何？
医療機器と工業製品の境目は？

販路開拓や販売体制？

良いものさえ作れば売れる？
売れない？

開発に成功したら誰かに真似されない？

使う人と提供する人とお金を出す人が異な
る！？需要曲線と供給曲線と？？参入したい！



と言うことで、初めて参入される企
業の方や、既に参入しているが上手
く行っていない企業の皆様を対象に
本分野を基礎と応用に分けて支援し

て参ります。

基礎だけではビジネスにはならない。

基礎無くしてビジネスに結びつかない。
分野とは：医療、健康、ヘルス、周辺機器



凧を上げる（事業を進める）には、
①風をキャッチする
・良質のニーズをつかむ、時流に乗る
②走る
・支援機関が走る
⇨ニーズ探索、事業立案と実施（しかし予算や事業期間など限界あり）

事例：講習会の開催（医療健康分野参入研究会）

・企業が走る
⇨積極的な参加
⇨エコシステムに繋がる

支援機関とって一番つらいこと

それは、無風の凧揚げ

（いつか終焉を迎える）



①参入を支援する事を目的としています
・単なる情報提供の場では有りません

②ビジネスを目的とした参入支援です
・試作品を作っても儲けに繋がりません
・ビジネスを目指した基礎学習が目的です

③連続セミナー （医療健康分野参入研究会）

・連続で受講する事に意味があります
・好みのテーマだけの参加はダメ！
⑤スピンオフは大歓迎（見学会、医療従事者とのブレーン
ストーミングなど）

⇒自社の積極的な参加努力

支援組織とは



①地方独立行政法人大阪産業技術研究所
②一般社団法人日本の技術をいのちのために委員会
③東大阪市、和泉市
④弁理士事務所
⑤近畿経済産業局
⑥商工会議所
⑦総合病院
⑧臨床工学技士会
⑨一般社団法人医療健康機器開発協会
★大阪府内の大手医療機器メーカ（製販）

支援組織の実際



①地方独立行政法人大阪産業技術研究所
・医療健康分野参入研究会の運営
・一般社団法人医療健康機器開発協会の運営支援

②一般社団法人日本の技術をいのちのために委員会
・医療健康分野参入研究会の運営支援
・俯瞰的な支援、アドバイス
・スーパーバイザー
③東大阪市、和泉市
・医療健康分野参入研究会の共催
・講習会の開催協力

支援組織の実際



④弁理士事務所
・知財戦略（開発前の調査や参入障壁）

⑤近畿経済産業局（補助金や他地域とのチャネル）

・催事に関する協力
・施策の紹介
・補助金や他地域とのチャネル

⑥商工会議所
・運営の支援

支援組織の実際



⑦総合病院
・ニーズ探索、製品評価
⑧臨床工学技士会
・ニーズ探索、医療現場の現状、製品評価
⑨一般社団法人医療健康機器開発協会
・ビジネス化支援
ニーズ探索、個別コンソーシアムの運営、医療現場の見
学会の開催、医療機器相談、医療従事者とのブレーンス
トーミング
★大阪府内の大手医療機器メーカ（製販）
ビジネス化を目指した具体的な勘所

支援組織の実際



以上の組織が連携して参入を支援します。



医療分野での情報の流れ

ものづくり
技術

薬事、保
険情報

医療現場
の事情

製造販売
＆

販路・知財戦略

開発には三つの知識と良質なニーズが必要となる。

ものづくり企業は、製品に必要なすべての技術を自
社保有する必要はない（薬事も含む。コンソーシアム結成）。

マーケット

製販は、事情通。

一人のニーズを聞き、それが、広
範囲への展開可能かを想像する
ことができる。（ビジネスニーズ）

良質なニーズ？

★

作る
売る

普遍的or個別
ニーズ



製造販売業を中核とした情報の流れ
（部品部材供給、依頼加工の場合）

ものづくり
技術

薬事、保
険情報

医療現場
の事情

製造販売
＆
販路

マーケット

ニーズ医療機器

依頼加工、部材供給等の事業形態
であれば薬事、医療現場の事情は
適切な製販と連携できれば、さほ
ど重要ではない。

売る事に特化
したスキーム



現場ニーズとシーズの活用

ものづくり
技術
シーズ

現場ニーズや

医療現場から
の相談、見学
会、ブレストが
情報源 製造販売

＆
販路

マーケット

（ビジネス
ニーズ）

医療分野を知らない企業に
とっては、医師のニーズも
マーケットニーズも同じであ
ると感じてしまう。

オーダー（製品化の相談）とそれに基づいた受注（ビジネス）は工業製品では当たり前のこ
と。部品・部材供給業者や依頼加工業者は、発注（ニーズ）されれば、儲けに繋がるので、
ニーズに飛びついてしまうケースもある。

依頼加工、部品供給
＠ ○△．１２円／個

シーズからニーズまで、結構距離
がある。

１つの医療現場から得られた
ニーズでビジネスに繋がるか？



自社が目指す将来像により、必要な知識、
リソースは異なります。

先ずは、何を目指すのか明確にしましょう。

メーカ、製造販売、製造業、部材供給、
クラス１～４、

そもそも、医療機器なのか周辺機器

何を目指すかを明確に



連携形態別の特徴①
横連携

（ ）
提案型部材等供給

縦連携
（ ）

事業の形態 コンソーシアム
部品部材の供給
依頼加工

連携先 ものづくり企業 製販、メーカ

目指す姿
メーカ（先ずは製造
業）

安定した受注

必要な情報・
知識

・医療現場の状況

（医療現場のルール、
良質なニーズ）

・医療機器に関する
規則

（周辺機器、クラス分
類など）

・部品調達情報

・製販ドリブンに関す
る理解

・図面情報（極論を
言えば図面があれば
受注できる）

支援機関との
繋がり

強い 弱い



参入形態別の特徴②
横連携

（ ）
提案型部材等供給

縦連携
（ ）

新たな
機器開発

自社次第 発注元次第

リスク 高い 低い

リターン 高い 低い

特徴

・手弁当

（負担割合の客観的
な評価が課題）

・自社にない情報は
支援機関やコンソを
活用する
・能動的

・製品・技術に関する
情報のみでビジネス
が成り立つ

・相手からの受注が
スタート
・受動的

横連携や縦連携、提案型部材等提供などの参入のカタチを考え、手当たり次第に活
動するのではなく、目標を明確にしてそれに向かって経営資源を整理する。



（基礎・知識）
ものづくり企業が、医療機器開発を目的としたコンソーシ
アムに参加するには、知っておくべき最低限度の事がある。
そのために、プロジェクト事業として医療健康分野参入
研究会を運営している。

（応用・知識の活用）
ビジネスを目指すための取組も必要であり、具体的な
ニーズ探索とそのニーズを実現するための課題の発見と
解決策の提案力が必要である。
それに加えて、マーケティング力（販路、商品としての魅
力）がビジネスには求められる。

参入のステップ



医療機器開発で必要なコト

特有の事情：新たな経営資源を投入する必要があるが、医療分
野への参入期には、必ずしも「特有の事情」への対策を社内で保
有する必要はない。知識として知っておき、困った時・必要な時に
利用できる環境を整えることが重要。

これらの情報・リソースは、共通で保有する方が効率的！
⇒支援機関の活用（医療健康分野参入研究会、（一社）医療健康機器開発研究会）

医療機器＝①「もの・サービス」×②「特有の事情」
①もの・サービス＝医学的意味×要素技術Ａ×要素技術Ｂ…

②特有の事情＝薬事×知財×診療報酬点数×医療機関
等とのチャネル
もの・サービス：公設試の本来の役割大阪技術研による開発支援、ものづくり

企業の連携



目標：医療・健康ヘルス分野への参入を摸索している（上手く行っ
ていない）企業に対して、同分野への参入障壁（課題）、ビジネスに
必要な事とは何かを理解し参入の可能性や本分野での自社の強み
は何かを理解する。 ⇒ 医療分野の基礎知識の習得の支援

医療健康分野参入研究会とは

主 催：地方独立行政法人大阪産業技術研究所
共 催：和泉市、東大阪市、

一般社団法人医療健康機器開発協会
後 援：一般社団法人日本の技術をいのちのために委員会

経済産業省近畿経済産業局
大阪大学大学院医学系研究科・医学部附属病院産学連携・

クロスイノベーションイニシアティブ

会 員：１期生 １５社、２期生：１３社
（本研究会の前身である医療健康機器開発研究会）



研究会参加企業への期待

できない事情、各社それなり
①医療現場とのチャンネルがない。
②問題が発生時、責任が大きそう。参入リスクが高そう。
③とにかく何を調べてよいか分からない。
④本分野の商習慣や構造が分からない。
⑤自社の強みをどの様に生かせば良いのか分からない。
⑥保険点数制度って何？
・需要曲線と供給曲線だけでは価格は決まらない
⑦上代はいくらにすべき？納入価格？卸？製販？工場出荷
⑧どの分野に参入する？医療機器、周辺機器、ヘルス分野
⑨メーカを目指すの？部品や部材の供給？

この課題を自社のみで解決できるでしょうか？

これらの、諸事情を自社で解決するための基礎力、
情報、誰が解決してくれるのかを学ぶための研究会です。





１．医療現場を取り巻く環境（良いものを作っても売れない）
・病院の収益構造
・医療費の仕組み

２．医療従事者との連携
・医師、臨床工学技師、看護師が思うこと
・歯科領域

３．薬事
・QMS

４．医療機器
・クラス分類、周辺機器

５．ビジネス化
・知財（他人の知財を使用していれば重大な結果を招く）
・保険制度
・市場分析

６．具体的な開発
・ニーズ探索、ケーススタディー

講習会の内容



今年度の目玉事業
病院見学会
単なる見学会ではない。事業効果の高いものを目指す。

１．参加者
参加者総数：25名
内訳：
受講生 15名、チーム担当（臨床工学技士）： 4名
アドバイザー： 4名（一般社団法人医療健康機器開発協会の顧問、理事）
事務局： 2名（辻、竹田）
チーム内訳（担当：臨床工学技士 １名 企業 ４名）
A.カテ室
B.手術室or内視鏡
C.集中治療
D. 医療機器管理



今年度の目玉事業
２．スケジュール
（１）座学
①日時：１月11日（土曜日）13：15～16：45
②場所：難波市民学習センター セミナー・展示室
③概要
・講義形式：ワークショップ
・グループリーダ、書記の決定
・事前予習：
・終了次第、交流会（チーム毎に懇親会）
（２）見学会
①日時：1月25日（土曜日）13：00～17：00
集合：12：30
場所：神戸大学医学部付属病院 玄関ホール
（最寄り駅は、大倉山です）
・ ～15：30 見学
・15：30～16：30 ディスカッション
・16：30～ チーム発表・総評（7分/チーム）
（３）発表会
①日時：2月8日（土曜日）13：00～17：00
集合：12：30
場所：神戸大学医学部付属病院 玄関ホール



コンソーシアムの結成
（協力体制とその運営）

医療現場

医師、臨床工学技師、看護
師などの医療現場の方々

ものづくり技術

ものづくり企業ビジネスニーズ

ニーズの提供
ニーズの実現・
技術的課題解決

支援機関（またはコーディネータ）によるサポート
（知財、販路、開発のスケジューリング、薬事、ニーズの精査などビジネスに繋げるための活動）

① ②

実際に物を作るには自社
のみの技術では作れない



参入ステップに進んだ場合（参入を決意した場合）
支援組織を活用して下さい

ものづくり企業にとってのメリットは、
・自前の医療現場とのチャンネルを開拓する必要がない
・自前の受注窓口を持つ必要がない
・自前の薬事専門家を養成する必要がない
・自社技術の高度化に専念できる（技術の選択と集中）
（但し、専業を目指す場合は別です）

医療機器開発時に必要な経営資源を協同で持つことで、一社では超えれない
参入の障壁を乗り越えるための支援が受けられます。

それでも、去って行く企業はあります。
・既にやり方や考え方が完成していて形態を変えれない
・どうしても自社ニーズとマッチしない
・なんか、ええこと無いかなと思い参加した企業



勤務先：地方独立行政法人大阪産業技術研究所
〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野２丁目７番１号
TEL:0725-51-2608      E-mail: takeda@tri-osaka.jp 

URL:https://orist.jp/

所在地：〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-17-26
スキルインフォメーションズ株式会社内

E-mail: takeda@med-innov.org URL:https://med-innov.org/

事務局長
理事 Takeda Hiroki

竹田 裕紀



一般社団法人医療健康機器開発協会
https://med-innov.org/



一般社団法人医療健康機器開発協会
https://med-innov.org/
理 事 長：杉本 浩 氏（スキルインフォメーションズ株式会社 代表取締役社長）
副理事長 ：山﨑 陽彦 氏（株式会社オーゼットケー 代表取締役社長）
理 事：
上村 英一 氏 （日本の技術をいのちのため委員会 理事）
小林 武治 氏 （大研医器株式会社 課長）
木幡 巌 氏 （株式会社木幡製作所 代表取締役社長）
若林 繁正 氏 （株式会社若林精機工業 代表取締役社長）
加藤 博史 氏 （神戸大学医学部附属病院 臨床工学技士長）
中原 一郎 氏 （大阪医療センター 整形外科 医師）
十河 基文 氏 （大阪大学大学院歯学研究科 教授）
村上 佳代 氏 （医療法人生長会 看護師）
西 謙一 氏 （NES株式会社 ヘルスケアビジネス創成室 室長）
竹田 裕紀 （兼 事務局長）

監事 鷹津俊一 氏（鷹津中小企業診断士・弁理士事務所代表）

・特別顧問
妙中 義之 氏
（国立循環器病研究センター客員研究員、大阪大学国際医工情報センター特任教授）
村中 秀樹 氏 （大阪府臨床工学技士会 会長）



２０１７年度のOJT題目
「検査に必要な機器（ホルマリン容器）の開発」
背景：現状の機器では使用の際に医療従事者および患
者が薬品（ホルマリン）被爆する可能性がある。

伴走される側：主にもの作り企業（コンソーシアム）
樹脂メーカー（藤川樹脂：プラスチック機器製造販売）、
病理・解剖機器設計工事業者（ゼク・テック株式会社）

伴走する側：
医療従事者（臨床工学士）、医療機器開発経験者、
知財管理者（弁理士）
ニーズ発案者：某総合病院の臨床工学技士

現 状：コストと機能を見直し二次試作、特許出願

医療健康機器開発研究会の活動

一期生、二期生の現状①



背景：簡素で使いやすいという利点はあるものの、単純な作業の繰り返しであり、発展性
がなく、長期間の使用に耐えられない。そのため、訓練が一時的に終わってしまい、機能
の十分な改善がはかれない。また、画一的な仕組みであり、いくつかのコツを覚えること
により、容易に目標が達成されてしまう。各自の状況に応じた訓練を行うことができない。
さらに販売価格が数万円と作りや機能に比べると極めて割高な印象が否めない。
伴走される側：主にもの作り企業（コンソーシアム）
樹脂メーカー（プラスチック機器製造販売）、電子機器メーカ、
ヘルスケア製造販売、大手医療製造販売企業

伴走する側：
医療従事者（ドクターや臨床工学士）、
医療機器製造販売業、医療機器開発経験者、知財管理者（弁理士）

ニーズ発案者：某総合病院の医師（グループ）

現 状：新たな機能を持たせることでマーケットが数倍に膨れる可能性があり、
再度マーケティングを行っている。また、機器に関しては、提案者に対して試作
品を提示し機能の最終確認を行っている。臨床の準備中。

２０１７年度のOJT題目
「機能訓練機器の開発」

医療健康機器開発研究会の活動

一期生、二期生の現状②


