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精密小物(アルミなど) セラミック製品 

・調製時間の短縮を目的としたデバイスの開発を 

医師と共同で進めており、今年度医療機器登録予定 

目線や顔の動きを認識する入力装置  「

ＦＡＲＧ」の医療分野への応用 

溶接構造品、板金等自社内で表面処

理・研磨を除く殆どの加工が可能。 

〇光、温度、人のセ

ンシング機能を内蔵

したタブレット連動

型みまもり機器 

   ＜ロコモティブシンドローム計測機器＞ 

  歩幅・膝関節角度・歩行速度を計測し、 

     専用ソフトウェアでロコモ度を判定 

  (宮崎大学医学部との共同開発) 

＜転倒リスクチェック機＞ 

○立ち姿勢時のバランスなどを計測 

○専用ソフトウェアで転倒リスクの評価と 

   転倒予防のコメント表示 

(宮崎大学医学部との共同開発) 

 

宮崎大学医学部との共同研究による医療機器の開発 

目線や顔の動きを認識する入力装置「FARG」 

＜医療機関との連携実績＞ 

・宮崎大学医学部・・・感覚運動医

学講座顎顔面口腔外科分野との

共同開発中 

・関西大学、大阪医科大学・・・眼

科用検査機器の開発中 

・宮崎大学・・・・生体信号計測装置

「FARG」の医療分野への応用 

 

     透析システム用 サンプリングポート 

 

「パッキンを使用せずに 

液の流れを止める」 
 

当社は、樹脂バルブの要とな

る加工技術を磨いてきました。 

小型真空ポンプ 

   
部品の高精度加工を実現 九州保健福祉大学と 

自動痰吸引器を開発中 

管理医療機器 

受託製造 

アルバック機工株式会社  

（宮崎県西都市） 

小型真空ポンプ、真空機器 

 

真空又は加圧源として医療用吸引器、 

滅菌機、酸素濃縮機等で広く使用 

岡富鉄工有限会社 

（宮崎県延岡市） 

・金属・樹脂材料の切削加工 

・ワイヤーカット加工、レーザー加工 

・樹脂成形機械設計、製造 

 

三和ニューテック 
株式会社 （宮崎県宮崎市） 

・電子応用機器製造 

（企画デザイン、機構設計、基板設計、

筐体設計、組込ソフトウエア設計） 

株式会社システム技研 
（宮崎県都城市） 

 ・省力化機器の設計、製造 

 
半導体、LED、液晶、自動車をはじめ 

あらゆる分野の製造装置をつくりあげる 

 

株式会社昭和 
（宮崎県延岡市） 

 ・切削・精密板金加工 

・塗装 

・機械加工部品組立 

 

泰誠工業株式会社 

（宮崎県延岡市） 
樹脂バルブの「本体・弁体・スピンドル」

等の部品加工 

 
樹脂バルブを基幹として精密機械部品

を手がける 

 
 

医療機器製造業 

医療機器製造業 

特殊ﾌｨﾙﾀｰや薄膜基材、また、耐熱

性(MAX 500℃)を活かした放熱材料

や、ｾﾝｻｰ等にも応用可能 

難削材の各種

加工に対応致し

ます。 

*レーザー、放

電ワイヤ、マシ

ニング、旋盤、

フライス、研削

等 

抗がん剤を内封したDDS エマルショ

ン製剤の調製用デバイス開発、製造 

ISO9001 

エス・ピー・ジーテクノ 
株式会社 （宮崎県宮崎市） 

エレクトロニクス、自動車、医療分野な

ど、製造・検査設備等の開発製造 

ＳＰＧ膜乳化法によるW/O/W乳化型ＤＤＳ製剤 製造概念図 

乳化デバイス 

(ダイレクトコネクター) 

・材料：SUS316L 

・内径ネジ：二条ネジ 

        M10 P=1.5 L=3.0 

・流路：リーマー仕上げ 

 
形状・サイズ・材質など、 

ご要望にお応えします 

医療機器製造業 

ISO14001 

ISO13485 

乳化デバイス 

(ポンピングコネクター) 

ISO9001 

ISO9001 ISO14001 

医療機器の開発 

  

製造業許可取得 

  

臨床例１０数例 

  

製販業者様の開拓中 

  

（その他の開発品の受託） 

１ 旭有機材株式会社 

(宮崎県延岡市） 

プラスチックバルブ 
 

半導体分野で培ったバルブのクリーン化・

コンパクト化・ストレート流路化技術 

ISO9001 ISO14001 フッ素樹脂製バルブ 

薬液用２方弁(AVSDV) 

フローコントローラ      

高精度流量制御        

＜流量計+制御弁+

コントローラ＞

(AVFCS2) 
 

カスタム設計によ

りバルブの複合化

が可能  
異種バルブの

連結 

完全ストレート流路

のピンチバルブ

(AVPV3)：高精度制

御タイプなど 

○開閉時にウイルス

（100nm）より小さいゴミも

出さない低発塵性 

○pptレベルの低金属溶出

性 

パーティクル（塵）による

配線のショート 

コンパクト化 

定圧弁 

On/Off弁 

多連化 

クリーン化 ストレート流路化 高機能樹脂製バルブ 

信頼性試験設備を保有 

会場で実機の体

験会を開催予定 
<判定・コメント付> 

旋盤・マシニングの複合

加工機にて加工 
機械加工、板金、溶接

による複合加工機 

スケール 洗浄カゴ 

医療の未来のために！  共同で開発・商品化を御考えの企業様ぜひお声をおかけ下さい。 

宮崎県北部医療関連産業振興等協議会作成
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１ 旭有機材
クリーン化 

ミスト噴霧装置の卸販売 
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     レンズ駆動部品 
 （光学機器関連部品） 

超音波洗浄機 

（ステンレス） 
医療補助器具 （整形

外科医と共同開発） 

アンプルカッター 

ホルダー 
医療用カート 

【みまもりシステム （病院・介護施設向け）】 

放射線遮蔽効果

のある「錫めっき

不織布」を活用し

た、宮崎大学医

学部との共同研

究開発を実施中 

・ソフトウェア開発、WEBアプリ、 

 FileMaker開発 

・公共 自治体系 

 資産管理、セキュリティ対策 

・介護医療系 

 電子カルテ、健診システムなど 

 

 

      医療・介護機器 

（免荷機能付き歩行器）  

 不織布素材への 

銅めっき（拡大写真） 

銅めっき不織布を利用し

た圧力センサー試作品 

【射出成形】 ①透明品が得意。 

②筒物、細物、長物、小物が得意。 

１ 管理医療機器受託製造 

２ 高度度管理医療機器受託製造 

３ 射出部門、印刷部門、発砲部門、商事 

  部門のシナジーによる提案力 

４ 長年、医療機器の射出成形部品を生産 

  してきた実績による成形ノウハウ 【医用ラベル】 

小物精密ばねの総合メーカー 

・線ばね部門 線径0.14～8.0mm 

・板ばね部門 板厚0.07～5.0mm 

・金型設計・製作、熱処理、表面処理 

 ばね完成品まで一貫加工 

  

 

有限会社花菱精板工業 
（宮崎県延岡市） 

精密板金加工等 

 
設計力を活かした、病院や福祉施設の

現場ニーズに基づく各種器具の開発 

 

株式会社エイビス 
（大分県大分市） 

銅めっき不織布を利用した

漏液センサー試作品 

ヘルメット潜水株式会社  

（大分県国東市） 

吉玉精鍍株式会社 

（宮崎県延岡市） 

各種素材の表面処理加工 

 

不織布へのめっき技術 

安井株式会社 

（宮崎県門川町） 
射出成形、医療用ラベル 

医療機器受託製造（クラスⅡ、クラスⅢ） 

 

立ち上がり補助 

機能付 車いす 

  放射線防護服試作品 

医療機器製造業 
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株式会社のなか 
（宮崎県高鍋町） 

高品質な日本製の【世界最小】微小

液体粒子発生装置（ミスト噴霧装置）

の卸販売 

ISO13485 

平成28年11月9日(水) １２：００～１７：３０ (個別面談会も同時開催) 

東九州メディカルバレー構想（大分県・宮崎県）ものづくり企業と 

医療機器メーカーとの技術展示・マッチング会in本郷 

  

株式会社キャム 
（大分県豊後高田市） 

中央発條工業株式会社 

（大分県日田市） 

ISO9001 ISO14001 

金型設計・製作～成形の一貫メーカー 

優れた断熱性・保温機能を備えた 

ウエットスーツ素材の特徴を活か 

した様々なオリジナル商品を展開中 

ISO/TS16949 
  ねじり  

コイルばね 

圧縮・引張  

コイルばね 

ISO9001 医療機器製造販売業 

【商品のコンセプト】 

 ・ベッドからおりる前にアラーム通知 

 ・設置をご利用者に気づかれない 

 ・寝返りによる誤報と失報をなくす 

 ・ベッド上の動きを履歴管理できる 

・精密金型の設計・製作 

・成形品の製造・販売 

・スーパーエンプラから汎用樹脂まで 

 あらゆる材料に対応 樹脂ウォームギア  

（自動車関連部品） 

      噴霧ノズル  

 （エアゾール部品）  

   弊社オリジナル着色機 

 （小ロット製品着色に最適) 

 

 
  

≪新商品≫ 

クロッツ エアー 
安心と快適の為に開発された、 

3次元網目状高反発樹脂素材

の寝具ライン 

 

ISO9001 ISO14001 線細工ばね 薄板ばね 

ISO9001 ISO14001 

ISO9001 ISO14001 

究極の成形技術確立に向けキャムは挑戦を続けます 

自社ブランド名の「CLO’Z（クロッツ）」は、国東半

島の黒津崎海岸の白砂青砂をイメージしたもの。

生地に微細な気泡が無数に含まれており、その

気泡が熱の伝わりをゆるやかにし、極寒の冬の

海にも入れる程の優れた断熱性・保温性機能を

備えた、高品質の国産ウェットスーツ素材を使用

して、様々なオリジナル商品を展開しています。 

現在開発中 

・夏用ひんやり枕等 

・介護グッズ(ｴｱｰｸｯｼｮﾝ・入浴用ｳｴｯﾄｽｰﾂ等)  

・防水・防災バッグなど 

< 開発製造企業  

  (株)ウィズダム> 

宮崎県北部医療関連産業振興等協議会作成


