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医療機器分野参入セミナー  
         医療機器参入事例紹介 

『計測技術とモノづくりのノウハウを活かした 
 医療機器開発 ～呼吸計測器の開発から 
  医工連携について～』  
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創業109年 安心・安全・信頼を可視提供する 
                 株式会社木幡計器製作所 
会社概要 
 社名  

        KOBATA GAUGE MFG.CO.,LTD. 
 所在地   〒551-0021 大阪市大正区南恩加島5丁目8番6号 

        TEL 06-6552-0545(代表) FAX 06-6551-1588 

 創業 明治42年1月10日 

 資本金 2,000万円 

 代表者  代表取締役 木幡 巌 

 事業内容 圧力計、差圧計、液面計、温度計、圧力・差圧・液面 
        ・温度各スイッチ、電気接点付圧力計、電子式 
        圧力発信器、圧力試験器(基準重錘型圧力計、基準 
        液柱型圧力計、計装用機器、油空圧機器他 

社員    １８名  
工場    ７５０㎡ 

URL     http://www.kobata.co.jp/ 
加入団体      日本圧力計温度計工業会 理事 

        大阪府計量器工業会 理事 

        大阪商工会議所 

        （一社）大正工業会 

        日本バーナ研究会 
        ものづくり医療ｺﾝｿｰｼｱﾑ 
        大阪ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰｽﾞ倶楽部 
          関西積乱雲プロジェクト 

Since 1909 3 



圧力計測・制御 差圧計測・制御 

温度計測・制御 液位計測・制御 

製造製品体系と保有技術 

【保有技術分野】 

・微圧から高圧までの圧力計測技術と圧力応用計測（流量・質量・液位等） 
・機械技術と電子技術（ｾﾝｼﾝｸﾞ、伝送、IoT/M2M分野） 
・加工技術（TIG,YAG溶接,ロウ付け、機械加工） その他（産学等 他社連携） 

Since 1909 

 会社概要 
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ボイラ・ポンプ・油圧機器等に使われる工産業用圧力計測機器が 
主たる製造品目 工業計測分野からの医療機器参入 



呼吸計測器開発への取り組み 

大阪トップランナー育成事業 
プロジェクト認定（大阪市） 

ﾊﾝｽﾞｵﾝ支援 
（平成25年10月～平成27年3月） 

おおさか地域創造ファンド 
助成金採択事業 

（平成25年7月～平成28年3月） 

医療機器開発へのチャレンジ 

Since 1909 

大阪府医療機器研究開発支援事業補助金 
「呼吸リハビリテーションに利用される呼吸訓練器具の国産化及びデジ
タル化製品の開発・事業化」（平成２７年９月１日～平成３０年３月３１日） 

①呼吸筋力計（口腔内圧測定器）：管理医療機器（クラス２）の開発 

呼吸筋力計 連携先：国立国際医療研究センター、大阪市立大学 

②呼吸訓練器具用アダプタ：一般医療機器（クラス１）の開発 

③胸腔内圧測定システム：医療機器＋一般計測器  or  新規医療機器 

呼吸訓練器具 オリフィスアダプタ  連携先：国立国際医療研究センター 

連携先：関西医科大学総合医療センター（共同特許出願） 

気胸患者の胸腔に穿刺した針から胸腔内圧を測定できる システム 
胸腔内圧を簡便で精密に測定し、 気漏の有無の推測。 



医療機器分野参入（製品開発）のきっかけ 

Since 1909 

KOBATA GAUGE 

 機械式呼気圧計の製販実績とその後の医療関係からの引合い 

 医療従事者との接点から、医療分野での呼吸計測ニーズと、
呼吸リハビリテーションの存在を知り、製品開発を想起 

医療研究分野での納入実績 

平成24年2月 某国立大学大学院 研究室でご利用。 
平成25年3月 某医療系大学 リハビリテーション学科 
 呼吸リハビリテーションに関する研究でご利用。 

商品名：ハイトーンゲージ 
 管楽器演奏者の為の 
 ブレストレーニング用 
 呼気圧計測器 
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管楽器店オーナーからの機械式呼気圧計の製造依頼 

自社ホームページでの掲載 

予想外に医療分野からの問い合わせ 



医療機器分野参入（製品開発）のきっかけ 

Since 1909 

KOBATA GAUGE 

 身内である実母（先代 社長 木幡喜久惠）の死 

7年前に肺がん・乳がん併発が発覚 
まったく自覚症状ないものの 見つかった時点でステージ４の末期がん 
余命 3ヶ月～半年と宣告される。切除手術・放射線治療は不可能で 
完治は絶望的。抗がん剤での延命治療のみと言われるも抗がん剤を拒否。 
その後、自然療法で奇跡的に 3年3ヶ月の余命をえて亡くなる3ヶ月前まで 
生涯現役経営者として従事 4年前の 平成26年3月22日 享年70歳で逝去 
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母の死を意味あるものとするためにも 遺志を継ぎ、技術とノウハウを活かし、 
世の中のためになるものを創ることが使命（ミッション）という強い思いが生まれる。 



新分野進出を決める前の準備 

新たなチャレンジを始める前に考えたこと  

Since 1909 8 

  ⇒ 作る前に調べて考える 
   取り組む前の仮説、検証 



Since 1909 
事業想起の動機に至る調査 
・ヒアリングとその後の仮説検証 
ネットでわかること 現場でしかわからないこと 

事前独自調査（ネット検索）による仮説と、その後の検証ヒアリング 

１．インターネットでの医学論文のリサーチや統計データ、特許 検索等 
   ・ CiNii Articles 国立情報学研究所 http://ci.nii.ac.jp/ 
   ・  J-Stage 「科学技術情報発信・流通総合システム」 
       国立研究開発法人科学技術振興機構（JST） 

       https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage   
   ・ メディカルオンライン  http://www.medicalonline.jp/ 
   ・ 厚生労働省各種統計調査 http://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/toukei/ 
   ・  独立行政法人工業所有権情報・研修館 特許情報プラットフォーム 
      https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage 
 
 
２．現場ニーズをご存知の医療従事者よりの直接ヒアリング 
 （医師、歯科医師、看護師、理学療法士、臨床工学技士、言語聴覚士、歯科技工士） 
   縁故  親類・友人・知人 
   collabo’s316（大阪市都市型産業振興センター）でのマッチング紹介 
   次世代医療システム産業化フォーラム（大阪商工会議所）でのマッチング紹介 
   地元 行政（大正区役所）よりの紹介（地元地域の総合病院） 
   ものづくり医療コンソーシアム（大阪市立大学医学部） 
   展示会出展（学会併設展示会、医療系展示会） 

 

http://ci.nii.ac.jp/
http://ci.nii.ac.jp/
http://ci.nii.ac.jp/
http://ci.nii.ac.jp/
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Since 1909 

KOBATA GAUGE ネット（WEB検索）でわかること 
社会的課題①（呼吸器系疾患の増加） 

 超高齢化社会の到来による呼吸機能 
・嚥下機能低下者の増大による肺炎の増加傾向 

主な死因別にみた死亡率の年次推移 

厚生労働省 平成23年人口動態統計月報年計より 
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai11/kekka03.html 

肺炎は死因の 
3位に上昇 
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http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai11/kekka03.html


Since 1909 

KOBATA GAUGE 

 肺がんの増加傾向 
悪性新生物の主な部位別死亡率（人口10万対）の年次推移 

厚生労働省 平成23年人口動態統計月報年計より 
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai11/kekka03.html 

男女とも 
肺ガンが急増 
(男：死因1位、
女：死因2位) 

ネット（WEB検索）でわかること 
社会的課題①（呼吸器系疾患の増加） 
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http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai11/kekka03.html


Since 1909 

KOBATA GAUGE 

 慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）の増加傾向 
日本におけるCOPD死亡者数（1996-2011年）   

厚生労働省 平成23年人口動態統計月報年計より 
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai11/kekka03.html 

年々増加傾向 

ネット（WEB検索）でわかること 
社会的課題①（呼吸器系疾患の増加） 

12 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai11/kekka03.html


Since 1909 

KOBATA GAUGE 

 呼吸器系医師は不足し、疲弊している 

いずれも 日本呼吸器学会将来計画委員会報告書 「呼吸器診療に携わる医師増加策の必要性」 より 
http://www.jrs.or.jp/home/uploads/photos/increase-physician_report.pdf 

ネット（WEB検索）でわかること 
社会的課題②（呼吸器系医師の不足） 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

呼吸器 循環器 消化器 

呼吸器疾患患者の受診率 比較 

入院 外来 

19.2 7 12.9 
0

5

10

15

20

25

呼吸器 循環器 消化器 

重症度（死亡数/常勤医数） 比較 

4595 

12166 

17105 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

呼吸器 循環器 消化器 

専門医数 

呼吸器の受診率は他と変わらないが、患者の重症度は高く、専門医数は少ない 

⇒ 忙しい呼吸器専門医 ⇒ 患者の自立、継続した呼吸リハビリの必要性 
13 
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Since 1909 

KOBATA GAUGE 

 ＣＯＰＤ等の呼吸系疾患の有病率は低い 

日本におけるCOPD有病率  

理由：呼吸器系疾患の初期はいずれも、自覚症状が殆どない。 

⇒ ⇒ 仮説：呼吸計測の必要性 

 【ＮＩＣＥスタディ（2001年）】 

５３０万人 
（有病率 8.6％） 

総患者数 
（厚生労働省 
患者調査２０１１年） 

22.0万人 

未受診または診断されていない患者が 
相当数いると考えられる。 

早期発見の重要性 

ネット（WEB検索）でわかること 
社会的課題③（多い潜在患者数） 
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Since 1909 

KOBATA GAUGE 

一般社団法人 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会会員推移より引用しグラフ表示 
引用  http://www.jsrcr.jp/modules/about/index.php?content_id=3 

 呼吸リハビリテーションへの注目の高まり 

呼吸リハビリテーションとは？ 
「呼吸リハビリテーションとは、呼吸器の病気によって生じた障害を持つ患者 
に対して、可能な限り機能を回復、あるいは維持させ、これにより、患者自身 
が自立できるように継続的に支援していくための医療である。」 
（日本呼吸管理学会／日本呼吸器学会：呼吸リハビリテーションに関するステートメントより） 
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会員数は増加 

ネット（WEB検索）でわかること 
社会的課題④（呼吸リハビリへの期待） 
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Since 1909 

KOBATA GAUGE 

 様々な呼吸訓練器具と訓練法 
  

ネット（WEB検索）でわかること 
社会的課題⑤（未確立の呼吸リハビリ） 

 医学論文リサーチから  

  有意差有り ＶＳ 有意差無し 

インセンティブ・スパイロメトリー 吹き戻し 

⇒ 仮説：現場で活用可能な、呼吸状態を簡易に正確かつ複合的 
（圧力・流量・流速）な計測とデータ記録が可能な計測器が現状存在しない 

⇒ 症状等に応じた最適な呼吸リハビリテーション 
   方法は、まだ確立途上の現況 
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スレショルド 



Since 1909 

KOBATA GAUGE 現場でしかわからないこと 
 複数の専門家へのヒアリング 
 携帯可能で価格も手頃な測定器はない。 

 自分一人で訓練・計測が出来るのはとても有望。 

 急性期：術後排痰不能が合併症リスクを高める。 
     ⇒排痰のための術前呼吸訓練には需要あり。 

 慢性期：患者の「意識づけ」「継続性」が重要 

      ⇒呼吸の「見える化」には意味がある。 

S市民病院 呼吸器・アレルギー内科部長 T先生 

 呼吸圧力を指標とした研究、呼吸訓練への活用の可能性あり。 

 呼吸訓練器具と計測器の活用は科学的根拠の裏付けに有効。 
 Ｋ市民病院  臨床工学技士  Ｍ先生 

 手軽に測定出来き、比較的安価な呼吸計測器は無い。 

 研究用途で、記録が取れるデジタル製品は有望。 
Ｋ大学 ﾘﾊﾋﾞﾘ学科 理学療法士 Ｉ 先生 17 



医療分野進出の方法 

そもそもどのようなものをどう作るのか？ 
について 
（医療機器なのか？ 医療機器の分類は？） 
  
  

Since 1909 18 

  ⇒ 医療機器 or 非医療機器（周辺一般機器） 

大阪府 薬務課にて 確認 

医療機器の定義： 医療機器は、構造、使用方法、効果又は性能が 

            明確に示されるものであって、「疾病の診断、治療、 

            予防に使用されること」又は「身体の構造、機能に 

            影響を及ぼすこと」のどちらかの目的に該当し、 
            政令で定めるもの  



19 厚生労働省資料より引用 
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、 

申請区分 定義 

 
 

新医療機器 

既に製造販売の承認を受けている医療機器（法第14  

条の4第1項第1号及び第2号に規定する再審査期間を経  
過していないものを除く。以下、「既承認医療機器」  とい
う。）と構造、使用方法、効能、効果又は性能が  明らかに
異なる医療機器。 

 

改良医療機器 

新医療機器等又は後発医療機器のいずれにも該当し  
ない医療機器。すなわち、再審査の指示を受ける対象  
となるほどの新規性はないが、既存の医療機器と構造  
使用方法、効能、効果又は性能が実質的に同等でない  
もの。 

 
後発医療機器 

既承認医療機器と構造、使用方法、効能、効果及び  
性能が同一性を有すると認められる医療機器。すなわ  
ち、既承認医療機器と構造、使用方法、効能、効果及  び
性能が実質的に同等であるもの。 

医療機器の申請区分による分類 

平成21年3月27日付け医薬食品局長通知（薬食発第0327006号） 



医療分野進出の方法 

どうつくりどう売るのか？ について 
  

Since 1909 21 

・医療機器への構成部材供給 
・医療機器でなく一般周辺機器の開発 
・教育用機器の開発 

薬事申請不応なものをつくる 

医療機器をつくる ＝ 薬事申請が必要 

・医療機器製造業としてOEM生産 
   ⇒ 医療機器製造販売業に販売 
・医療機器製造販売業（メーカー）として生産し、 
   ⇒ 販売業で医療現場に売ってもらう 



新分野進出を推進する経営資源の確保 

新たなチャレンジに対して 

経営資源の ヒト ・ モノ ・ カネ ・ 情報 を 

どう確保してきたか？について 
  

Since 1909 22 

  ⇒ 各種の支援メニューを活用 



Since 1909 新規事業推進のための 
 専門人材の確保（人 ヒト） 

大阪商工会議所のキャリア人材採用支援事業の 
合同面接会において、2年間で4名の人材採用により 
業許可の人的要件を確保    http://www.osaka.cci.or.jp/b/dcjss/ 

平成25年3月21日（第4回面接会） 大手弱電メーカー出身 電子系技術者 2名採用 
     製品の技術開発を担当 
       医療機器製造業    責任技術者 
       医療機器製造販売業 統括製造販売責任者  

大阪府・大阪市・大阪商工会議所等 各支援機関の専門コーディネーター支援 

平成26年5月19日（第7回面接会） 業務推進担当者2名採用 
     大手弱電メーカー出身（研究技術者→事務系管理者） 1名 
       医療機器製造販売業 医療機器等安全管理責任者 
     大手医療機器メーカー（営業→品管/安責経験者）1名 
       医療機器製造販売業 国内品質業務運営責任者 

医療機器製造業 → 平成27年2月 登録 
第2種医療機器製造販売業許可 → 平成28年3月 許可取得 
高度管理医療機器等販売業・貸与業許可 → 平成28年6月 許可取得 

http://www.osaka.cci.or.jp/b/dcjss/


Since 1909 新規事業推進のための 
 設備の確保（物 モノ） 

補助金や設備貸与制度を利用して 
各種の高精度校正用計測器や設計用機器の導入 

・公益財団法人大阪産業振興機構の小規模企業等設備貸与事業を利用 
 して高精度圧力校正器や電子計測器を導入 
   http://www.mydome.jp/equipment/ 

高精度圧力校正器/電気測定器類 ・上記の他、補助金・助成金を利用した機器導入 

新規事業推進のための 
 資金の確保（金 カネ） 

・ものづくり補助金など各種補助金、助成金に応募し、新規事業推進の 
 ための資金を獲得 
 
 「呼吸リハビリテーションに利用される呼吸訓練器具の国産化及びデジタル製品の 
  開発・事業化」など３事業 

http://www.mydome.jp/equipment/


Since 1909 新規事業推進のための 
 ノウハウの確保（情報 ジョウホウ） 

・ 次世代医療システム産業化フォーラム 医療機器相談 １０回以上 
   http://www.osaka.cci.or.jp/mdf/consultation/index.html#01 （会員限定） 
・ 医療機器開発支援ネットワーク 相談窓口 ２回 
 
・ 関西広域連合 医療機器相談 ４回 
   http://www.kouiki-kansai.jp/contents.php?id=1059 
・ PMDA 事前相談 １回 
   http://www.pmda.go.jp/review-services/f2f-pre/strategies/0003.html 

次世代医療システム産業化フォーラムの 
医療機器相談をはじめ各種無料相談窓口の活用 

展示会・マッチング後の大学、医療機関の専門家への 
直接ヒアリング 

 １０箇所に対して ３０回以上のヒアリング 

http://www.osaka.cci.or.jp/mdf/consultation/index.html#01
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新分野進出を推進する戦略の検討 

新分野進出を成功させるために 

 出口戦略とビジネスモデルを熟考  

Since 1909 26 

  ⇒ ものが出来ても売れないという 
    ことのないように 
    各種の支援メニューを活用し 
     走りながら考える 



Since 1909 新規事業推進のための 
 出口戦略（販路開拓） 

大阪商工会議所、大阪市都市型産業振興センター 
のマッチング事業支援や展示会等による販路開拓 

まずは、既存取引のある医療商社（産業機器販売部門と既存取引）２社へのアプローチ 

 その後、展示会出展 

 1.大阪ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏｯﾁﾝｸﾞﾌｪｽﾀ（H26/3 産創館） 
 2.日本呼吸ｹｱ・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学会併設（H26/10 奈良日航ﾎﾃﾙ） 
 3.ﾒﾃﾞｨｶﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ2015臨床検査診断展（H27/2 ｲﾝﾃｯｸｽ大阪） 
 4.医療機器販路開拓支援展示会（H27/2 ｼﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ大阪） 
 5.関東経済局 医療機器・ものづくり商談会（H27/2ＴＫＰｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨ永田町） 
 6.大阪ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰｽﾞ商談会（H27/3 産創館） 
 7.日本医学会総会併設(H27/4 京都国際会議場 近経局・大商ﾌﾞｰｽ） 
 8.次世代医療ｼｽﾃﾑ産業化ﾌｫｰﾗﾑ併設（H27/6 大商ﾎｰﾙ) 
 9.日本呼吸療法学会併設(H27/7 京都国際会議場） 
10.医療機器開発・販路開拓ﾏｯﾁﾝｸﾞ商談会(H27/9 産創館） 
11.関東経済局 医療機器・ものづくり商談会（H28/2ＴＫＰｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨお茶の水） 
12.ﾒﾃﾞｨｶﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ2016 関西広域連合ﾌﾞｰｽ（H28/2 ｲﾝﾃｯｸｽ大阪） 

13.大阪ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰｽﾞ大商談会（H28/3 産創館） 
14.ﾒﾃﾞｨｶﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ2017医療機器開発・製造展 大阪産業振興機構ﾌﾞｰｽ 
15.ライフサポート展2017（H29/3 産創館） 
16.ライフサポート展2017（H30/1 産創館） 
17.ﾒﾃﾞｨｶﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ2018 関西広域連合ﾌﾞｰｽ（H30/2 ｲﾝﾃｯｸｽ大阪） 
 
 

展示会で重要なことは 
誰が対象で目的は何か？ 

・医療機器メーカー 

・医療機器商社 

・医療従事者 

展示会の種類 

・各種学会併設展示会 

・医療系商談展示会 

・医療系技術展示会 



ビジネスモデルの熟考 

ビジネスとして成り立つか？ 

Since 1909 28 

市場性の問題 国内の呼吸リハビリ施設は？ 約3,000施設 
呼吸器外科専門医委員会認定施設 約620施設  
医療機器分野は成長産業と言えど、そのジャンルは微細多数 
１つ１つは 大手では小さすぎる市場 （中小向きの市場） 

どこで儲けるのか？ 製品、ディスポ製品（消耗品）、アフターサービス（校正需要） 

そもそも医療機器かどうか？ 診断用でなく単なる測定器なら非医療機器、 
            研究用機器や健康用品では？ 

保険適用機器かどうか？保険収載の可能性は？ 

保険適用されなければ医療報酬がなく 購入されない？ 

医療現場に受け入れられるかどうか？  学会での評価、派閥、利用しやすさ 

出口戦略をどうするか？ OEM供給もしくは製販業としてメーカーとなるか？ 
販路開拓は？サポート体制はどうするか？ 

既存ビジネスとの関係性は？ リスク分散策や シナジー効果はあるか？ 
技術品質や信用力UP 



Since 1909 29 

医療機器には必ず求められるエビデンス 
医工連携の重要性 

医工連携 共同研究から 学会発表に向けて 

メーカーとして求められる製品品質の信頼性・妥当性を担保する検証データ 

製品としての信頼性・妥当性 

製品の品質が高くても 

 医療機器として認められるには、必須といえるエビデンスや臨床事例となる
学会での発表等がないと信頼して使ってもらえない。 

⇒ 医師・医療従事関係者もしくは、医療機器メーカー・医療商社等 
   との連携が必修要件 

⇒ 社内 ＱＭＳ体制の確立・運用が不可欠 
 

保険収載（保険適用）に向けて 

製品の品質が高くても 
 医療機器として臨床現場で使ってもらうには、保険適用されていないと 
使ってもらいえない 

⇒ 保険収載が必要。そのためにも医師との 
   連携が重要 
 



Since 1909 医工連携による共同研究開発 
や新たなニーズに対する展開 

医工連携 共同研究への 発展 と新たなニーズﾞへの対応 

応用展開ニーズへの発展への可能性 

産学連携（大学・病院との共同研究の流れ） 

・ 国立研究機関（呼吸訓練器の開発） 
・ 某大学理学療法学部（当該測定器の検証） 
・ 某大学医学部付属病院（当該測定器の応用展開） 
・ 某大学工学部（アナログ計器のデジタル化） 
・ 某公立大学医学部（一般用呼吸測定器の開発） 
・ 某医科大学附属病院（呼吸器外科向け測定器の開発） 

・呼吸機能測定から 呼吸訓練分野の訓練器や嚥下機能の測定、訓練への発展 
・呼吸リハビリ以外への応用展開 
・他の運動リハビリテーション分野での計測 
・医療機関での利用から、介護・スポーツ施設や、家庭用測定器への展開。 
・設備点検、校正用測定器へのニーズ展開 



Since 1909 31 

医工連携のギャップ 

ものづくり（医療機器の許認可）と市場を知らない医療関係者 

医療関係者からのニーズを受けて開発を進める 

医療現場と市場を知らないものづくり企業 

医療関係者は、ものづくりの技術があれば簡単にできると思われがち 

注意すべきは：医師・医療従事関係者の方は、当たり前ながらものづくりの 
         工程をご存じない。また医療機器のクラス分類や薬事手続き 
         などもご存じない。市場性には当然ながら殆ど関心はない。 

注意すべきは：そのニーズは、他の病院や診療科でも同様の課題が 
           実際にあるものか？ 本当に必要な要件は何か？ 



Since 1909 

KOBATA GAUGE 
小規模事業者でも医療機器 
 分野参入は可能？？ 

社会的責任と 高いハードル（参入障壁） 

32 

孤軍奮闘 

使命感 

魔の川、死の谷、ダーウィンの海 

 不可欠な連携と支援 

心強きは同志の仲間 



Since 1909 

KOBATA GAUGE 国家戦略特区であり、支援メニューが 
豊富な大阪での医療機器分野への
参入は中小企業にとっても有利 

33 

・関西広域連合 医療機器相談窓口 http://www.kouiki-kansai.jp/contents.php?id=1059 
・大阪府商工労働部 ライフサイエンス産業課 http://www.pref.osaka.lg.jp/bio/ 
 大阪バイオ・ヘッドクオーター  http://www.osaka-bio.jp/ 
・大阪府健康医療部薬務課 製造調査グループ http://www.pref.osaka.lg.jp/yakumu/ 
・大阪商工会議所経済産業部 ライフサイエンス振興担当 
  次世代医療システム産業化フォーラム  http://www.osaka.cci.or.jp/mdf/ 
・大阪市経済戦略局 立地推進部事業創出担当 
 大阪トップランナー育成事業     http://www.osaka-toprunner.jp/ 
 
・一般財団法人ものづくり医療コンソーシアム（大阪市立大学医学部 内）  
     http://cmc-samurai.jp/ 
・一般社団法人日本の技術をいのちのために委員会 http://www.inochinotameni.jp 
 
・日本医療研究開発機構(AMAD）  http://www.amed.go.jp/ 
   医療機器開発支援ネットワーク(機器ネット窓口） http://www.med-device.jp/ 
・医薬品医療機器総合機構 関西支部（PMDA-WEST ）薬事戦略相談 
    https://www.pmda.go.jp/ 
・経済産業省近畿経済産業局 地域経済部 バイオ・医療機器技術振興課 
   http://www.kansai.meti.go.jp/bio.html 
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ご清聴ありがとうございました。 
なお開発製品は本広域連合ブース内にて、展示を 
させて頂いております。 
また、関西医科大学と共同で進める「胸腔内圧測定 
システム」に関しては、本日午後14:20～14:50に、 
2号館アカデミックフォーラム セミナー会場Ｌ にて、 
関西医科大学金田先生のご講演がございます。 
併せて開発製品の機器展示も行っております。 
こちらもご興味がございましたらお運び下さい。 

 

Since 1909 

KOBATA GAUGE 

株式会社木幡計器製作所 

Email：info@kobata.co.jp 
TEL：06-6552-0545  FAX：06-6551-1588 
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