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■SUD勉強会から

単回使用医療機器 (SUD) の再製造の現状について
新規会員企業紹介
メディカルヒルズ本郷

ものづくり企業との『医工連携』
――医療機器産業の活性化と国際競争力の強化のために――

理事会の動き

会場

東京ビッグサイト（東京・有明）東展示棟、会議棟
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国際モダンホスピタルショウ2018 ホームページ URL

日本医療機器協会は
共生を目指して〜

http://noma-hs.jp/

健康・医療・福祉の未来をひらく〜世代と国境を越えた豊かな

のテーマのもと開催される「国際モダンホスピタルショウ2018」に

今年も協賛し、
「医療機器ゾーン」に協会ブースを確保し、
ものづくり企業との「医工連携」
で提携する文京・大田両区、宮崎県をはじめ会員企業、合わせて18法人が展示いたします。
どうかお誘い合わせの上、ご来場いただきたきますようご案内いたします。

平成30年度「継続的研修」開催のご案内
日本医療機器協会では平成18年度より毎年、医療機器販売業等の営業所管理
者、医療機器修理業責任技術者のための継続的研修を実施しています。本年、平
成30年度も下記により、昨年同様、文京シビックホール大ホールで開催いたしま
すので、ご予定に入れていただきますようお願い申し上げます。
なお、29年度に日本医療機器協会の継
続的研修を受講又は申込みをされました
方には、６月頃正式な開催案内等を送付
いたします。併せて、当協会ホームペー
ジにも開催案内（受講申込書）を掲載い
たします。
記
日

時：平成30年９月26日㈬ （13：30〜16：00の予定）
会 場：文京シビックホール 大ホール 東京都文京区春日１−16−21
受講料：5 , 000円
定 員：600名
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表紙写真：高圧煮沸消毒器
陸軍野戦病院用の高圧煮沸消毒器で熱源の燃料は薪であった。明治37年（1904年）から東京・篠
田和助器械店で平山式蒸気消毒車が販売されていたが、それをもとに鵜殿工業所（現・㈱ウドノ医
機）の創業者、鵜殿廣久氏が改良した。ドイツ製消毒器に備わっていた安全弁・圧力計・温度計な
どを加え、日本で最初に製造された高圧蒸気滅菌器と考えられている。（写真提供：一般財団法人
日本医科器械資料保存協会

https://ikakikai-hozon.org）

表紙・本文レイアウト：戸部光明（㈱磐梯広報社）
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国際モダンホスピタルショウ2018 に出展の当協会ブー
スご案内
当協会はこの夏も恒例の

国際モダンホスピタル

ております。その他にも、リハビリ関連商品も取り

ショウ に協賛し、医療機器ゾーンに出展します。同

扱っております。日本医療機器協会のブース内の弊

ショウ2018は、 健康・医療・福祉の未来をひらく〜

社にお立ち寄り下さい。

世代と国境を越えた豊かな共生を目指して〜

のテ

〒113‑0033

東京都文京区本郷3‑31‑4

ーマのもと、７月11〜13日の３日間、東京ビッグサ

TEL. 03‑3811‑0802

イトにおいて開催されます。

URL

http://akiyama‑elp.com

今回、当協会の展示には、ものづくり展示交流会
等で連携を図っている関係諸団体を含む、合わせて
18法人が参加します。

株式会社 新井製作所
院内感染・医療安全・看護業務改善に役立ち、既

下記にそれぞれの展示ブースの特徴を掲げますの

存の製品にワンタッチで装着できるクランプ式オプシ

で、お誘いあわせの上、奮ってご観覧いただきます

ョンパーツ（針ボックスホルダー、酸素ボンベホル

よう、お願い申し上げます。

ダー、メラサキューム用ホルダー、電源タップホルダ
ー、ドレーンバッグ用ホルダー等）と「ネスティング

当協会ブース出展会員企業等紹介（50音順）

点滴スタンド（NT900シリーズ）
」
、脚部サイズ・重
量・高さなど、用途別にカスタマイズが可能な「点

アイエスケー株式会社
看護用品のメーカーであるアイエスケーがお届け

滴スタンド（NT200、300、500、600シリーズ）
」
、そ
の他特注製作事例等を当社ブースではご紹介します。
〒343‑0823

する新製品
®

■ガーグルベース のディスポーザブルバッグ『Ｉ
ＳＫガーグル・バッグ』

埼玉県越谷市相模町2‑122

TEL. 048‑986‑2131
URL

http://www.ami‑inc.jp

■バスマットのディスポーザブルタイプ『ＩＳＫど
こでもすイマット』
■小さなディスポーザブルカバー付きの冷却剤『Ｉ
ＳＫひえ子Ａ』
■尿バッグのディスポーザブル目隠しカバー『ＩＳ

eastsidemed株式会社
2018年３月より、
『世界の東に位置する日本から世
界に発信される医療機器ブランド』として株式会社
イマムラから eastsidemed 株式会社に商号変更いた

Ｋ・ＰＥバッグカバー』

しました。eastsidemed の製品・サービスは、国内

〒113‑0034

の病院や学校、その他医療現場で利用され、またユ

東京都文京区湯島4‑9‑12

TEL. 03‑3812‑0191

ーザー様の貴重な意見を取り入れながら長きに渡り

URL

改良を重ねてきました。聴診器、血圧計、ペンライ

http://www.isk‑tokyo.co.jp/

ト、加圧バッグ、ネブライザなど eastsidemed 独自

株式会社 秋山製作所
㈱秋山製作所は、ELP と、SIGMA のブランドが

のデザインで開発された医療機器をぜひお手に取っ
てご覧ください。

あり、全国の病院、医療現場で使用される縫合針、縫

〒113‑0033

合糸、メス、スカルペル、ステイプラー等、ディス

TEL. 03‑3815‑0056

ポーザブル縫合材料及び紺子等の鋼製小物を提供し

URL
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東京都文京区本郷3‑24‑5

http://www.eastsidemedinc.com

NECフィールディング株式会社

ブライザー：効果的な治療をより早く、より簡単に。
〒113‑0034

NEC フィールディングは、24時間365日、全国約
400のサービス拠点から、約3 , 600人のエンジニアに

東京都文京区湯島2‑17‑5

TEL. 03‑3813‑9612
URL

http://www.okdms.co.jp

よる保守サポート体制を活かし、IT サービスで培っ
たノウハウを発揮して医療従事者をトータルサポー
トします。

華琳株式会社
弊社は、放射線治療用固定具と電動ストレッチャ

本展示では、IT 機器やネットワークインフラをは

ー（電動式患者移載搬送装置）の販売を中心に高品

じめとする多彩な製品の保守運用を行なってきた豊

質の医療機器とサービスを提供しています。今回は

富な経験とノウハウを活かし、安心でスピーディな

放射線治療用「メイセン固定シェル」･「ベースプレ

「アフターサービス」と、 現場で役立つ サービス・

ート」
、患者移送用ストレッチャー「トランスファー

製品を紹介します。
〒108‑0073

東京都港区三田一丁目４番28号

イト」を展示します。
「メイセン固定シェル」
、
「ベー

三田国際ビル

スプレート」は今年販売を開始した新製品で、用途

TEL. 050‑3146‑3338
URL

ビークル」
、乳がんセルフチェック機器「ブレストラ

https://solution.ﬁelding.co.jp/medical/

に合わせた複数のタイプがございます。
〒130‑0025

東京都墨田区千歳１丁目４番12号
桜井ビル４F

公益財団法人 大田区産業振興協会
大田区産業振興協会では、高い技術を持つ大田区

TEL. 03‑6666‑9179
URL

http://www.karin‑jp.com

内の中小企業をご紹介する【研究開発マッチングシ
ステム】を運営しております。会員企業は共同研究・
部材供給・新製品開発などに強い『ものづくりのエ
キスパート』である142社です。
大田区内のものづくりに強い中小企業約3 , 500社の
中から最適な企業をご紹介し、皆さまの研究開発を
後押しいたします。

株式会社 河野製作所
マイクロサージャリー用針付縫合糸をはじめとし
た縫合糸や関連製品を創業の地である千葉県市川市
の本社工場、茨城県のつくば工場にて開発、製造し
「クラウンジュン」ブランドとして展開しております。
弊社製品の特徴は国産だからこそ実現できる品質の

まずは、私たちにご相談ください。

高さと医師のご要望に合わせてカスタマイズできる

〒144‑0035

東京都大田区南蒲田一丁目20番20号

種類の多さにあります。国産吸収性縫合糸をはじめ

大田区産業プラザ３階

とした新製品と世界最小直径30㎛の針付縫合糸を展

TEL. 03‑3733‑6294
URL

http://www.pio‑ota.jp/

示しておりますのでぜひご覧ください。
〒272‑0832

千葉県市川市曽谷2‑11‑10

TEL. 047‑372‑3281

オカダ医材株式会社

URL

http://konoseisakusho.jp/

ディスポーザブル製品を中心に医療器業界におけ
るニッチ & ユニークな製品を提供しています。今回

ケイセイ医科工業株式会社

の展示は以下の通りです。ME シリーズ：術者・介護

1964年の創業以来50余年の間、形成外科、口腔外

者のご要望にお応えして改良を重ねたディスポーザ

科領域での手術器械、電気機器、縫合材料等を始め

ブル製品。フットラボ：長時間立ち仕事をしても疲

とする医療機器の開発やイノベーションを通して「明

れないシューズが欲しい、そんな願いを形にしまし

日の医療に貢献する」をキャッチフレーズに医療機

た。マジックベッド：術中、術後の体位保持及び安

器の製造・販売に励んできました。今回の展示は、シ

静、矯正、幼児の全身固定などに。プラスチックネ

ャワーストレッチャーである電動シャワートローリ
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―です。ストレッチャーでありながらお風呂を再現、

〒113‑0033

ケアする看護師さんの労力も軽減する高機能の商品

TEL. 03‑3812‑3251

です。皆様方のご来場をお待ちしております。

URL

〒113‑0033

http://www.mera.co.jp/

東京都文京区本郷3‑19‑6

タイホー株式会社

TEL. 03‑3816‑0311
URL

東京都文京区本郷3‑23‑13

http://www.keiseimed.com

タイホーは55年以上、病院の様々な収納を手掛け
てきました。感染・災害・ヒューマンエラーなどの

泉工医科工業株式会社

危険を少しでも低減し、安心して業務に専念できる

弊社では「循環器関連」
「手術・病棟関連」
「麻酔

環境作りのお役に立ちたいと製品開発に取り組んで

関連」
「整形関係」などの各分野で、先進的な製品を

います。内視鏡保管庫と扉式の搬送カートは、清掃

取り扱っています。今回の国際モダンホスピタルショ

がすみずみまでできると高い評価を得ています。ま

ウ2018では手術室製品の新製品麻酔器 PIXYS Ⅱと病

た手術室での手間のかかる入替工事への一つのご提

棟製品の低圧持続吸引器メラサキューム009を展示し

案としてフロア型保温庫とフロア型手術時計を出展

ます。これらの製品については、７月12日（木）12：

しています。ぜひ弊社製品に触れてみてください。

20〜12：50にかけてオープンセミナーにて製品の詳細

〒358‑0032

埼玉県入間市狭山ヶ原232‑3

について説明させていただきます。その他ディスポー

TEL. 04‑2934‑5141

ザブル製品も多数取り揃えて展示いたします。

URL

http://www.taiho‑cab.co.jp

当協会ブース出展会員企業等配置図

昨年の会場風景
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松吉医科器械株式会社

株式会社 田中医科器械製作所
弊社は今年で創業103年を迎える鋼製小物メーカー

医療機器専門商社として豊富な取扱商品を掲載し

です。職人の手仕上げによる技術で日々進化する手

た業界屈指の軽量カタログ「松吉医療総合カタログ」

術手技に対応した医師の

は、初版発刊以来、お取引先様、医療従事者様の方々

手の代わり

となる器械

を製造しています。自社工場にて製造を行い、修理

にご好評をいただいております。

にも迅速に対応しています。しっかりとしたアフタ

今回は聴診器や非接触式体温計、パルスオキシメ

ーフォローにより安心して器械をお使い頂きたいと

ーターなどの看護アイテム、現場で役立つマスク・

考えています。また、規格にない器械の特別注文も

グローブなどをご紹介します。

１点から製造に対応しています。
〒114‑0012

〒113‑8520

東京都北区田端新町2‑14‑18

東京都文京区湯島3‑14‑9
湯島ビル３F

TEL. 03‑3894‑7810

TEL. 03‑5816‑8819

URL

URL

http://www.e‑tanaka.co.jp/

株式会社 英技研

https://www.matsuyoshi.co.jp

宮崎県北部医療関連産業振興等協議会

株式会社英技研（はなぶさぎけん）は、昭和59年

宮崎・大分両県では「東九州メディカルバレー構

より医療器械の開発を目的として創業され、以来30

想」が推進され、医療機器産業の集積を活かした地

年余り新たな付加価値を持つ製品や技術を継続的に

域活性化と医療の分野でアジアに貢献する地域づく

お届け出来るように取り組んでいます。今回出展の

りを目指した取り組みを行っています。延岡市・日

「IC 麻薬保管ボックス」は静脈認証と IC カード（社

向市・門川町により設立された当協議会では、地元

員証やスマホなど）の二重で麻薬や向精神薬を管理

のモノづくり企業の技術を活かし、医工連携による

します。さまざまな運用に対応でき、扉ごとに管理

開発を進めています。これまで医療機器メーカーと

が可能で、だれがいつ扉を開閉したかがわかる履歴

の連携を推進する取り組みの中で生まれた成果や地

機能付きで、簡単・便利な麻薬保管が可能です。

元モノづくり企業の技術についてご紹介します。

〒370‑1127

群馬県佐波郡玉村町上之手2103

〒882‑8686

宮崎県延岡市東本小路2‑1

TEL. 0270‑65‑3162

TEL. 0982‑22‑7085

URL

URL

http://www.hanabusagiken.co.jp/

文京区

http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp

株式会社 メッツ

文京区は、東京都心に近接し、11.29㎢の区域に19

院内医療機器を台帳・カルテ管理し運用状況を可

もの大学・短期大学や教育機関が集積する「文の京」

視化する ME 機器管理システム Me-ARC、滅菌・洗

です。特に大学附属病院などが多く立地する本郷・

浄を含めた手術器材のトレーサビリティを確保する

湯島地区は、医療関連産業の集積地であり、文京区

手術器材滅菌・洗浄管理システム DI-ARC や手術中

を代表する地場産業となっています。文京区では、大

術野内 手術器材出入り管理システム、極小二次元コ

田区、川崎市などの他自治体と連携し、
「医療機器関

ードを高速読み取りするバーコードリーダ、水の交

連企業」と「ものづくり企業」を結びつけるマッチ

換は年３回と清潔な FFP 融解装置、オゾンと過酸化

ング支援などを行っています。文京区ブースにどう

水素のハイブリッド室内殺菌システム等、各種管理

ぞお気軽にお立ち寄りください。

システム、感染対策機器を出展します。

〒112‑8555

東京都文京区春日1‑16‑21

〒120‑0036

東京都足立区千住仲町1‑7

TEL. 03‑5803‑1173

TEL. 03‑3888‑8445

URL

URL

http://www.city.bunkyo.lg.jp

http://www.mets‑tokyo.jp
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医機法委員会主催

「医療機器 QMS・製造販売業等講習会」を開催
当協会の主催する「医療機器 QMS・製造販売業更
新時の立入調査の指摘事項等講習会」は、去る４月
13日㈮の午前11時より東京文京区の文京シビックホ
ール大ホールにおいて開催された。
当協会の医機法委員会の根本理史委員（㈱根本商
会）の司会により、まず今村清理事長が、
「本日はお
忙しい中を全国から多数のご参加をいただきまして
ありがとうございます。この度の講習会は、 わかり
やすい

今村清理事長

医機法委員会委員長の中島孝夫副理事長

ということをモットーに協会の医機法委員

ンター認証事業部審査役の池田潔氏が「登録認証機

会の委員に企画してもらいました。ぜひこの講習会

関による第三者認証業務について―QMS に焦点を

を踏まえてより一層、製造販売業の更新や QMS 等、

当てる―」、最後は㈱日立ハイテクサイエンス品質

医療品医療機器等法にかかわる社内体制の整備の参

保証本部の浅井英規氏が、「改正 QMS 省令の対応

考にしていただければ幸いと思います。

のポイント」をテーマに講習を行った。

本日は長丁場ですが、ご協力の程、よろしくお願
いいたします」と開会の挨拶を行った。

プログラムの最後は、この講習会を主催した当協
会の医機法委員会委員長の中島孝夫副理事長が閉会

ここで講習に入り、東京都福祉保健局健康安全研

の挨拶として「長時間の講習会、大変お疲れ様でご

究センター広域監視部医療機器監視課の坂本龍弥

ざいました。今回のように、東京都福祉保健局の坂

氏が、
「製造販売業更新時の立入調査の指摘事項等

本様、PMDA の小川様、並びに医療機器センターの

について」の講習を行い、昼食休憩をはさんで13

池田様、最後に業界の有識者として浅井様という、こ

時20分より、独立行政法人 医薬品医療機器総合機

の４名の方のご講演は、１日の講習会としては盛り

構（PMDA）品質管理部医療機器品質管理課課長

だくさんです。以前実施したアンケート結果をみま

の小川将仁氏が「QMS 適合性調査の申請から終了

して、この講習会の評判がずいぶん高かったもので

まで」をテーマに、続いて公益財団法人医療機器セ

すから、来年も開催しましょうということで、この
会場をとりました。次回は、2019年４月
19日の金曜日です。
今日の会場は、今回は850人以上の参加
者がいらっしゃっていますが、大会場で
すので、皆様、結構余裕をもってお座り
になられたのではないかと思います。
今日のアンケートを参考にさせていた
だいて、来年もより充実した講習会を実
施したいと思っておりますので、皆様よ
ろしくお願いいたします。今日は本当に
ありがとうございました」と述べ、長時
間にわたったQMSに関する講習会が無事

会場風景
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終了した。

三村申吾青森県知事が当協会を訪問
三村申吾青森県知事は、去る４月9日の午後１時、

三村知事と今村理事長は、今年２月中旬に東京

東京・本郷の当協会のオフィスを訪れ、今村理事

で開かれた青森県農産物輸出の PR イベントで顔

長、中島副理事長と約30分にわたって懇談された。

を合わせたばかりであったが、知事の来訪は昨年

今回はここ数年、本郷で開催している青森県の

４月以来でほぼ１年ぶりのこと。

ものづくり企業による展示・商談会の主催者側と

今回の懇談では、日本の医療機器産業の現状か

して参画する田中商工労働部長、貝守東京事務所

ら話が始まり、青森県の農産物や海産物の国内外

長、藤本新産業創造課長などスタッフの方々も知

への販売促進にまで話題は及び、終始なごやかに

事秘書とともに訪問。

有意義な情報交換が行われた。

終始なごやかに情報交換が行われた

「平成30年度日本医療機器協会野球大会」開催のお知らせ
今年も恒例の野球大会を下記により開催いたしま
す。当野球大会は、昭和30年代より開催されている

大会運営：大会は審判員を中心に参加者が主体的に
運営し、協会が支援しております。

歴史のある大会で、毎年多くの会員企業のチームが

申込方法：お申し込の方は、http://www.jmia.or.jp

参加しています。また、複数の企業からなる混成チ

協会ホームページにて「参加申込書」及び「メンバ

ームも参加が可能です。参加ご希望のチ−ムは、奮

ー登録書」をダウンロードしてご記入のうえ、6月16

ってお申し込み下さい。会社の厚生事業としてぜひ

日㈮までに協会事務局あて FAX で送付願います。

ご活用下さい。

参 加 費：38 , 000円（振込手数料はご負担願います）
記

大会日程：７月８日㈰、22日㈰、29㈰…、以後、毎
週日曜日が予定日です。但し、雨天等により試合
（勝抜き・敗者復活戦とも）日程が流動的となる場
合があります。
球

参加費振込先及び方法：すべて銀行振込にてお願い
いたします。
振込先

みずほ銀行

本郷支店

当座預金 ０１０４６８１
口座名

日本医療機器協会（ﾆﾎﾝｲﾘｮｳｷｷｷｮｳｶｲ）

場：サンケイスポーツセンター（埼玉県三郷

大会説明会：６月20日㈬午後６時より医科器械会館

市）他。但し、当グラウンドが不良の場合は、他

で行います。本年度の大会概要説明、組合せ抽選

のグラウンドで開く場合があります。

等を行います。
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販売業部会主催

勉強会「単回使用医療機器（SUD）の再製造の現状について」を開催
当協会の販売業部会が主催する「単回使用医療機
器（SUD）の再製造の現状について」の勉強会は、
去る３月13日㈫の午後１時30分から東京本郷の医科
器械会館２階セミナーホールにおいて講師に国際医
療福祉大学大学院の医療経営管理分野責任者の武藤
正樹教授を招き、開催された。
司会を販売業部会の関口陽介副部会長（ワシエス
メディカル㈱）が務め、販売業部会の近藤正邦部会
長（㈱イトー医科器械）の開会挨拶で勉強会はスタ
ート。今、医療産業界で最も関心の高いテーマだけ
に多くの会員が会場に詰めかけた。
§

§

§

単回使用医療機器 (SUD) の再製造の現
状について
武藤正樹氏（国際医療福祉大学大学院教授）
single-use device（SUD）の再製造に関し、米国
と欧州の現状を見てきましたので、その事情をご説

武藤正樹教授

ある EP カテーテルを約300人の患者に院内滅菌の上、
再使用された可能性があります。次いで、リガシュ
アという血管接合器（資料２）の事件で、この機器
がまた高価なため大阪府堺市北区にある国立病院機
構近畿中央胸部疾患センターがなんと2008年から６
年間、胸腔鏡手術の際に2300件の手術に使い回しを
していたと発表しました。

明します。わが国はようやく2017年７月に SUD 再製

最近では、2017年 ９月19日に大阪市立大学附属病

造の制度化が省令改正という形で行われ、いよいよ

院はドリルバー約40種類や骨を切断するブレードを

SUD の再製造を国内で産業化することになり、スタ

130人の患者に院内滅菌して再使用していたというこ

ートします。

とです。これはおそらく国内的には当たり前のこと

まず、SUD の再利用ないしは再使用の実態に関し
てですが、単回使用品（SUD）のことで、
「単回使

だという受け止め方をされているんでしょう。
こうした事件の実態調査として

全国国立大学医

用の医療用具については、
・・・・・
『再使用禁止』

学部付属病院材料部長会議

と記載するとともに『禁忌・禁止』の項にも記載す

ます。国立大学の場合は、2007年頃は再利用がほと

ること」としています。厚労省はこういう通知を再

んどでしよう。ですが、
「国立大学だから国の通達も

三出したんですが、これまで全然効き目がなかった。

あるし、再利用しないよ」ということで徐々に再利

例えば、神経生理電極（EP）カテーテル（資料１）

でのアンケートがあり

用が減ってきたんです。

というのは、１本20万円もする。今、心房細動、つ

そこで法的な整備ですが、例えば、
「ガイドライン

まり不整脈が高齢化とともに増えています。心房細

とかを望むか？」と訊くとみんな内心やはりこれで

動の治療にアブレーションという方法があるんです

はまずいんじゃないのと思っているようで、８割く

が、１回の治療に EP カテーテルを４〜５本使う。１

らいが「そういう整備が必要だ」と言っています。

本20万円ですから５本で100万円で、これがもったい
ない気持ちはよくわかります。
それで2015年７月、神戸大学病院において SUD で
8
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■「510ｋ」が義務づけられ、SUD 再製造の道が開かれた
実は米国でも2000年以前は SUD の院内滅菌による

神経生理電極（EP）カテーテル

リガシュア

資料１

資料２

再利用が現在の日本のように頻繁に行われていたよ
うです。今の日本は米国の2000年くらいの状況でし
ょう。これを米国の医薬食品局（FDA）が SUD の
再製造の安全基準と「再製造された SUD はオリジ
ナル品と同等である」という市販前承認基準「510K」
を整備して、SUD の再製造に公式の道を切り開いた
んです。
そこで2014年５月にわれわれはこうした米国にお
ける SUD の再製造の現状を調べにアリゾナ州フェニ
ックス市に行きました。整形のインプラントを作っ
資料３

ている Stryker 社が子会社の再製造企業を買収した
Stryker Sustainability Solutions 社の SUD の再製造

っくりしたのはそこに並んでいるのは SUD の再製造

工場を見学したんです。

品ばかりでした。価格はほぼオリジナル品の半額で

われわれは EP カテーテルの再製造ラインを見て

しょう。SUD を４〜5回使い、６回目にしかオリジ

きました。この機器は電極部分が破損しやすいんで

ナル品は使いませんから、並んでいるのは再製造品

すが、いろんなメーカーの EP カテーテルをここに

ばかりでした。

集めて滅菌し、これをオリジナル品と同等にまで復

今、米国で問題になっているのは、あまりに SUD

元していました。いろんなメーカーのものが集まっ

の再製造品が売れに売れてオリジナル品が足りなく

ていますから、それぞれの仕様に合わせて、オリジ

なり、それが原材料不足を引き起こしていることで

ナル品の性能にまで復帰させる大変な作業です（資

す。ですからオリジナル品をもっと使いましょうと

料３）
。

いう矛盾した話になっています。そこまで原料のオ

滅菌によって製品が劣化しますので滅菌が大変重
要で、そうしたことも勘案した滅菌体制をとってい
ます。そしてこれをパッケージにして Stryker 社の
名を表に出して「製造責任はわが社にある」と謳っ
ています。

リジナル品の供給不足に苦慮しているのが、米国の
現状です。

■ SUD で再製造をされている製品にはどんなものがあるのか
実際、米国において SUD で再製造をされている製

実際にロサンジェルスにある UCLA のロナルドレ

品を見てみますと、まずサージカル：これはやはり

ーガン病院の心臓カテーテル室に行ってその使用の

本命でしょうか。例えばシーリングデバイス、ある

現場を見てきました。ストッカールームに入り、び

いは超音波メス先、それからトロッカー、関節鏡の
日本医療機器協会広報 2018.5‑6 No.247
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米国で実際に再製造されている製品例

次にバリデーションデータです。製造工
程のフローチャートやダイアグラムなどを
用いて洗浄、消毒、滅菌、機能、これらを
すべて示さなければいけません。それから
再製造するための最大回数も規定しなけれ
ばなりません。
まず洗浄、この洗浄が鬼門です。洗浄工
程から洗浄機器の特性。この業界に一番関
心を持っているのは洗浄・滅菌業者さんで
す。そして包装・滅菌、ほかに滅菌バリデ
ーションも大変ですが、パイロジェン試験
をしたり、定期モニタリングしないといけ

資料４

シェバー先、そしてバスキュラーです。

ません。
それから機能及び性能に関してです。再製造品の

超音波診断用カテーテル、EP カテーテル。それに

ワーストケース、これはもっとも汚染された状態で

EP インターフェイスケーブル、こういうケーブル類

す。あるいは破損寸前ぐらいまで使っている、そう

も single-use になっています。ケーブル類は簡単に

したケースを想定するんです。それが機器の機能及

再製造できますよね。この難易度はなにかというと

び性能が仕様に適合していること、これを評価する。

構造が複雑なもの、それから中空なものは滅菌が難

そうしたワーストケースを復元する。それがきちん

しい。ですから中空がなくて構造がわりと単純なも

とオリジナル品と仕様が適合する必要があります。

のは滅菌も容易でしょうから、やるんでしたら、そ

さらに製造所、品質に関する要求事項です。
「再製

ういう構造の難易度を見ながらやっていくことが大

造を行う施設の所有者もしくは経営者はオリジナル

切です。

品の製造業者と同じく再製造を行う施設を FDA に

それから日本でするなら低侵襲性のクラスⅠとか
クラスⅡの DVT スリーブとか、パルスオキシメータ

登録し、この施設で再製造するすべての医療機器を
登録しなければならない」ということです。

のプローブ。電極部分って SUD で実は今100億円市

表示に関しては、再製造品自体または再製造品に

場です。こうした簡単なところから手始めにやって

貼付される表示ラベルには、再製造業者の名称もし

いくのがポイントです。それから空気圧タニケット

くは再製造業者を特定できるマークや略称をはっき

カフ：これは手術中に使うものですが、血圧用カフ

りと目立つように表示するよう求められています。例

あたりから始めたらどうかと思います。

えば、Stryker 社の再製造製品のバイオセンサウエ

後は先ほど申し上げましたドリルとかブレードと

ブスターのカテーテルがありますが、これにはオリ

かの鋼製小物がありますけれども、こういうのがい

ジナル品の企業ブランド名もちゃんと載っています

いのではないでしょうか。そして EP カテーテル、超
音波カテーテル、リガシア、トロッカーとか超音波
メスとかになります（資料４）
。
では米国の事情を細かく見ていきます。まず、市

（資料５）。
ジェネリックの場合は、一般名称があるんでしょ
うけれども医療機器にももちろん一般名称があるん
ですが、しかし、SUD の場合はジェネリックと違っ

販前手続きで、これは先ほど言いましたように「510

てどういうデバイスを再製造したかっていうことが、

ｋ」によって規定されていますが、オリジナル品で

オリジナル名称でないとわからないんです。ですか

求められている情報に加えていくつかの追加情報が

らオリジナルのブランド名を正しく記載する必要が

ありますので、これを記載する必要があります。

あります。
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資料５

それから市販後の安全対策が大事です。
再製造業者は、オリジナル品の製造業者
と同じく、市販後安全対策に関する種々

リバースエンジニアリングで得られた情報を基に、再
製造プロセスを開発する。
病院の使用済SUD回収ボックス

の規制対象があり、医療機器のトラッキ
ングや不具合の報告、さらに回収・改修、
是正措置などの要求事項に対応する必要
があります。
もう一つのポイントは、リバースエン
ジニアリングです。この考え方はわかり
にくいんですけれど、なにかというと再
製造メーカーはみんな市販品を買ってき
て分解して、
「何が使われているか」とい
うことを全部明らかにして、一種の設計

資料６

図の逆引きを行うんです。こうしたリバースエンジ

染された状況を想定したワーストケースですが、例

ニアリングは日本はわりと得意でしょうが、これが

えば、生物学的汚染とエンドトキシン試験では、発

要求事項です。

熱性、タンパク質や残留タンパク質とか、ヘモグロ

実際にリバースエンジニアリングで求められた情

ビンなどを測ります。

報を基に再製造プロセスを開発する（資料６）
。明ら

性能試験も大変です。当たり前の話ですが、製品

かにオリジナル品製造とは別のプロセスですから。回

の特性はみんな違いますから、性能試験は製品ごと

収から始まって仕分け、分解、洗浄、検査と機能試

によって全部違うんです。例えば EP カテーテルを

験、袋詰め、梱包、滅菌、出荷、こういったプロセ

例に挙げてみますと電気試験（抵抗、導通、誘電漏

スです。そして洗浄工程の検証です。これは最も汚

洩）や機械試験（引張 / トルク試験、偏差、操縦性）
日本医療機器協会広報 2018.5‑6 No.247
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などをやっています。

ました。

知的財産権ですが、米国では、
「特許権者である製

ワーキンググループは３つの議論をしました。ま

造業者が、製品の無条件の売買を行った以後、製造

ず、⑴審査手続きをどうしますか。⑵医療機器の製

業者によるこれらの製品の特許権を主張するという

造及び品質管理（QMS）及び製造所登録はどうした

行為は消尽されたとみなされる」これが米国連邦最

らいいのか。⑶市販後安全対策及び表示はどうした

高裁判所判決です。
「これは便利だな」と思っていま

らいいのか。それから権利侵害、特許商標登録、使

すが、これはおそらく SUD だからです。SUD はあ

用済み医療機器の収集をどうするのか、運搬をどう

くまで１回しか使わないという前提に立っています

するのか、保険償還はどうするのか、に関してです。

ので、それを使ってしまうと特許権を保証する行為

医薬品医療機器等法に第42条がありますが、この

を消尽する。これは日本でもってやってみないとわ

42条があったので大変救われました。これがあった

かりませんが、消尽だけで切れるかというと、どう

おかげで省令改正だけで済んだんです。どういうこ

でしょうか。多分、先行品メーカーは必ず特許係争

とかと言いますと「厚生労働大臣は、保健衛生上の

を起こしますから、特許係争になることを覚悟しな

危害を防止するために必要があるときは、医薬部外

ければなりません。

品、化粧品又は医療機器について、薬事・食品衛生

それから扱いにこだわると、今まで使用してきた感

審議会の意見を聴いて、その性状、品質、性能等に

染性廃棄物になるでしょう。SUD は感染性廃棄物で

関し、必要な基準を設 けることができる」
。この規

はなくて再利用できる有価物です。ところが有価物

定があったおかげで42条の規定を適用しようという

の規定がまったく日本にはないんで、これまでは捨て

ことになりました。それで薬事・食品衛生審議会薬

るしかなかった。その規定をしなければなりませんが、

事分科会に審議をゆだねてを OK いただき、今回の

使用済みの医療材料として規制することになります。

省令改正になったわけです。これがなかったらいく

ちょっとこれは運ぶのも感染性廃棄物と別の運び方

ら時間があっても足りなかったんです。

をしなければならないわけで、国連で決めた三重梱

結論から言いますと昨年の７月31日に公布、即時、

包をして、それで初めて感染性廃棄物でなく使用済

施行になりました。制度の骨子は、まず、再製造の

みの医療材料として運ぶことが可能になります。

対象となる医療機器は、国内の医療機関で使用され

■わが国における再製造の制度化に関して

た SUD だけで、米国で使われた海外製品を日本に戻
して使うことはできないんです。国内で使われたも

わが国における再製造の制度化ですが、これは28

のを必ず国内で消費する。日本の EP カテーテルを

年度研究として行いました。先ほど話しましたが、再

米国のフェニクスにもって行き、再製造しても、ち

製造ガイダンス案を研究するのに、業界団体はいろ

ゃんと日本に戻して使う必要があります。これが条

んな利害関係があるところから来てもらい、PMDA

件です。

等の関係者からなるワーキンググループを作り、ワ

それから植込み型の医療機器は対象外です。クラ

ーキンググループが現行の医薬品医療機器等法の範

ス分類ですが、これはクラスⅠの再製造品はクラス

囲内で SUD 再製造を実現できるかどうかを調査・検

Ⅱとして承認対象にする。また SUD の再製造品は、

討しました。これは医機法の改正までつながってし

オリジナル品とは別の一般的名称を申請する必要が

まったら、いくら時間があっても足りないんです。で

あり、オリジナル品とは別の一般的名称を新設する

すから現行の法律の範囲内で SUD を作れるかどうか

必要があります。

の問題です。

使用済みの SUD の選別は、脳、脊髄、及び網膜に

現在の規制の枠組みでは取り扱うことができない

触れたものは、クロイツフェルト・ヤコブ病の問題

というのは、一体なんなのか、それを洗い出し、欧

がありますから、それを使ったものは再製造には回

米各国の規制等の調査のうえガイダンスに盛り込み

せません。それから感染症の治療（Ⅰ類からⅣ類ま

12
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である）に使ったものは除外します。それか
らちゃんと病院の中でもって区分して保管・
管理、運搬してください。よくオペ室で感染
性廃棄物のハザードマーク付きのごみ箱でご
ちゃごちゃにして捨てることがありますが、あ
れはコンタミが起こりますからだめですよ。
ですから確実に一品一品を区分して保管
し、運搬しましょう。そしてオリジナル品と
同等の有効性・安全性を有するように設計
（リバース・エンジニアリング）して製造し
会場風景

ましょう。
原料となる使用済みの SUD 製品を妥当性が確認さ

したが、これは結構大変です。

れている適当な方法により、血液、体液、粘膜等に

これら関連省令の改正だけで、これだけたくさん

由来する病原性微生物等を洗浄、滅菌する、という

あります。これで制度はいよいよ整いました。後は

ことですが、これは大きな課題です。再製造 SUD に

ここに参入していただける国内の業界団体さんが、ど

はシリアル番号を付与し、これは何回使ったか、バ

れだけ手を挙げてくれるのか。制度は作ったけれど

ーコード管理によるトレーサビリティが必要です。院

誰も来なかったら野っ原ですからね。

内のトレーサビリティは、どんな患者さんがいてど

今年2018年１月に任意団体ですけれど「単回医療

んな使い方をしたのか、というのは病院でもトレー

機器再製造推進会議」ができました。これはサクラ

ニングが必要なことです。それを運ぶ業者さんも必

グローバルホールディングの松本謙一代表取締役会

ずしも製造業が運ぶ必要がない。卸の方が運んでも

長が理事長になっていただいて、ストライカージャ

いいわけですから、そういうところにトレーサビリ

パン社の社長やホギメディカルの部長などに入って

ティが必要になります。

いただき、発足しました。どのくらいの市場規模に

洗浄及び滅菌ですが、これは例えば、先ほど申し

なるか、今日本の医療機器産業、2 . 5兆円くらいです

ました EP カテーテルの洗浄は洗浄剤をきちんと決

が、なんと single-use device（SUD）の市場規模が

めて、残留タンパク・パイロジェンを検証しなきゃ

1 . 5兆円です。びっくりしましたね。すぐには浸透率

いけないとか、滅菌法としては酸化エチレンガス滅

が上がりませんので、控えめに見積もってこのうち

菌を行うとかです。

10％としても結構な規模になります。それが浸透率

こんなふうにして、それぞれの製品ごとの洗浄方
法や滅菌方法を規定していくことになります。それ
からオリジナル品についての継続的な把握に関して

が徐々に上がってくるようだとすごいと思います。

■まとめ

は、これまで結構議論があったんですが、オリジナ

まとめになりますが、単回使用医療機器（SUD) の

ル品の原材料等の変更を継続的に把握する必要があ

院内滅菌による再使用は感 染性、耐久性・性能保証

りますので、そういうことも覚えておいてください。

の観点から行うべきでありません。欧米では2000年

オリジナル品の安全情報を継続的に把握し、例え

以降、SUD 再製造が進んでいます。わが国でも2017

ばオリジナル品に欠陥が見つかってリコールされた

年７月31日より、SUD の再製造の新しい制度がスタ

ら、即、製品を回収しなければなりません。それか

ートしました。今後、わが国でも SUD 再製造を行う

ら名称及び表示、登録に関し、業許可登録に関して、

再製造企業の発展を期待したい、というところです。

もちろん製造業登録が必要なんですが、そこに「細

ご清聴ありがとうございました。

菌学的知識を有する者を置く」ということになりま

（文責・広報委員会）
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新規会員企業紹介

株式会社 東鋼
― ドリルメーカーとしても

切る 、 削る

の基本は一緒 ―

今回は、昭和12年から特殊精密切削工具の開発・
製造販売を行って来た株式会社東鋼の代表取締役
である寺島誠人社長に登場いただき、会社の来し
方、行く末を語っていただいた。
///////////////////////

わが社は祖父が興した会社で、もともと栃木県
足利で絹織物屋を営んでいて、足利の業界で納税

造で、これが仕事になり、21

者番付の十指に入っていたのですが、昭和恐慌で

年には医療機器の製造業許

店をたたみ、祖父は東京に出て旋盤のバイトを製

可を取得し、今では、医療

造する東京製綱所に好待遇で入り、そこのバイト

関係が売り上げの２割を占

を昭和12年に自ら興した寺島商工で販売していた

めます。基本は整形で、お

と聞きます。

得意さんの多くはインプラ

昭和20年の敗戦で東京製綱所は GHQ の命令に

ントメーカーです。

株式会社東鋼の寺島誠人
代表取締役社長

より解散、祖父も足利で糸偏の仕事につきました

医療は不況知らずですが、自動車関係はそうは

が、朝鮮戦争で景気が上向くと東京製綱所の良質

いきません。リーマンショックでは、社の売り上

のバイトを求める声が上がり、祖父は昭和24年、東

げが７割落ちましたが、それが普通です。ですが

鋼製作所というバイトの会社を創設し、ここ本郷

医療も国のコントロール次第という難点があり、民

に本社を置きました。

間の値引き要求より厳しい面もあります。ですか

祖父亡き後、昭和29年に法人化しますが、その

ら軸足を分ける必要が生じます。20％ずつ５本の

うち旋盤が自動化され、切削工具も特殊な形状が

足で立つのが理想です。今、医療が２割、航空機

要求されてオーダーメイド工具に注力します。昭

３割、自動車３割、その他諸々が２割です。面白

和39年には茨城県が誘致した第1号の工業団地で

いところで、鉛筆の形を６角形や丸くするカッタ

ある猿島群五霞村の10 , 000㎡の土地に工場を建設

ーを作っていますが、日本製の鉛筆のほぼ９割は

しました。平成に入り、ものづくりの考え方に変

わが社が作るカッターで製造しています。

化がきざして工作機械も自動機から NC 機に変わ

本業はバイト製造ですが、ここ数年はドリルメ

り、工具を複雑な形状にしなくても機械が勝手に

ーカーに変わりつつあります。しかし、基本は一

形状を作る時代になり、バイト製造は縮小に向か

緒で、 切る 、 削る をベースに置き、なにをす

いますが、新しいものづくりを求めて、平成３年

るかなんです。対象が、鉄か、アルミか、木か、人

に福島に工場を建設しました。

骨かで、それがマーケットで言えば、医療だった

平成９年に

プリウス

の登場で将来電気自動

り、自動車だったり、鉛筆だったりというのが、わ

車になってしまう危惧を抱きました。ブレーキの

が社の形です。

部品も電気に変わるだろうし、
「何か見つけなけれ

―

ば」と思っていた矢先、平成18年に医療の仕事が
舞い込んできました。骨に穴を開けるドリルの製

14

「東鋼が開発したオメガドリル〜骨に穿孔時に滑らない、狙っ
た個所に穿孔出来るドリル〜」
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㈱東鋼
本社：〒113‑0033 東京都文京区本郷5丁目27‑10
http://www.toko-tool.co.jp

新規会員企業紹介

橋本電子工業株式会社
― ハイテクを利用したニッチ・オンリーワン商品を医療の分野にも ―
三重県松阪市に拠点を置くわたしども橋本電子
超音波頸動脈血流モニター
「FURUHATA」

工業は、1983年の会社創立以来、おもに電子制御
機器の開発、製造を手掛けてきましたが、1990年
代後半から景気後退に伴い、国際的なコスト競争
で太刀打ちできるのはハイテクを利用したニッチ・
オンリーワン商品しかないのではないかと思い、
医療やバイオ分野への技術開発に取り組んできま
した。
最初に手掛けたのは、三重大学工学部と共同開

す。この機器はそれを健

発した DDS（ドラッグ・デリバリー・システム）

診で見つけて予防しよう

に使うリポソームの全自動製造装置です。DDS と

という脳梗塞予防診断用

は、大きさ50ナノメートルから100マイクロメート

装置です。

ルくらいまでの小さなシャボン玉のようなものを

最近、心臓手術や術後

作って、その中に抗がん剤を入れ、その膜に特定

に亡くなられる方や半身

のタンパク質をつけてがんの組織にもって行って

不随になられる方が数パ

パカッと割る。がんだけをやっつけるためのもの

ーセントいますが、手術中に血管を傷つけたりし

です。それに利用するリポソームをワンタッチで

て、栓子が脳に飛んでつまるわけです。そこで手

製造する装置を開発したんです。開発した頃は時

術中にモニタリングし、予防しましょうというのが、

期尚早で、今頃になってやっとそれがほしいとい

この機器です。平成23年度の経産省の課題解決型

う会社が手を挙げてくれつつあります。

医療機器等開発事業に採択されまして、薬事もと

もう一つは、体長２〜３センチで、人間と DNA
が70％ほど類似したゼブラフィッシュ（ZF）を利

橋本正敏代表取締役社長

りました。この機器の開発がきっかけで日本医療
機器協会に入れていただくことになったんです。

用したがん臨床です。患者さんに合った抗がん剤

団塊の世代は70代に入り、どんどん脳梗塞、心

を投与するため、患者さんのがん細胞を採取、そ

筋梗塞のリスクが出てきますので、この機器によ

れを ZF に移植し、あらかじめ抗がん剤が効くか

る定期健診で予防すれば、かなりの医療費の削減

どうかを確かめる臨床です。その ZF を多く同時

につながるはずです。保険点数も360点ですので、

に観察するための ZF プレートを開発しました。従

そのリスクをこの機器で見つけ、薬を飲んで脳梗

来のようなマウスやラットに代えて ZF を使用す

塞にならないよう予防するのも可能です。生涯脳

れば、時間も費用も比較にならないほど早く安く

梗塞にならずに死ぬか、脳梗塞で死ぬかは QOL が

あがります。

大変違います。ですからぜひこの機器を普及させ

また、東京の慈恵会医科大学と共同開発したも
のに FURUHATA という超音波頸動脈血流モニタ
ーがあります。脳梗塞、心筋梗塞にかかった人は、
もともと小さい栓子が血管の中を飛んでいるんで

ていきたいんです。
（談：橋本正敏代表取締役社長）
―
橋本電子工業㈱
所在地：〒515‑0104 三重県松阪市高須町3866番地12
http://www.hashimoto-inc.co.jp/
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理事会の動き

＜平成30年度第１回定例理事会＞
平成30年度第１回理事会は、４月25日㈬、午後３
時より医科器械会館３階特別会議室において開催さ

２．委員会・部会報告等
１）医工連携委員会
①

れた。

国際モダンホスピタルショウ2018出展企業
一覧

第１回理事会は、財務委員会から提出された、30

30年７月11日㈬〜13日㈮、東京ビッグサイトで

年度通常総会の議案書の内容となる「29年度事業報

開催される「国際モダンホスピタルショウ2018」

告案並びに収支決算報告案」
・「30年度の事業計画案

に、当協会のコーナーに出展の事業所名と各小間

並びに収支予算案」
をはじめとする各委員会報告、美

数、レイアウト案、オープンセミナー実施（協会

容医療機器部会や販売業部会報告、JMIA ユースア

として３枠）について、資料により説明が行われ

ップの会報告、医機連報告、並びに事務局からの30

た。

年度の展示商談会予定などの説明が行われた。
・理事総数

24名

・理事出席者
今村

監事総数

３名

18名

井上政昭、植竹

茂、大野修嗣、柿沼明生

近藤正邦、園部経夫、武井和之、中村宏行
根本裕司、林

正晃、平尾泰朗、廣瀬英一

前多宏信、山﨑隆次
６名

東竜一郎、大平善之、岡田典久、関口陽介
瀧本次友、松原一郎
・監事出席者

応を図ることとした。
②

30年度第１回委員会報告（４月３日開催）
同日、審議に先立ち、今後の医工連携事業のメ

ディア戦略についての提案があり、６月28日㈭に
メディア（記者）向け説明会を行うこと。また、下
記の審議内容等の報告が行われ、その対応等を含
めて全員の承認を得た。
Ⓐ

１名

古関伸一
・監事欠席者

り出展の希望があり、当該企業は昨年より出展の
検討をしていた企業であること等の説明があり、対

清、吉田路樹、中島孝夫、田中一嘉

・理事欠席者

また、席上事務局より、現在、会員企業１社よ

と。
Ⓑ

２名

事

１．前回理事会議事録の確認
平成29年度第10回理事会（30年３月12日開催）議
事録の内容についての説明があり、全員の承認を得
た。

国際モダンホスピタルショウ2018に向けて、
オープンセミナー３枠の活用、18小間の出展

加藤高身、田中耕一

■議

前回委員会報告の確認を行い、了承したこ

の確認、レイアウト等について。
Ⓒ

当委員会の2018年度の施策について。

Ⓓ

会員企業検索機能について。

Ⓔ

30年度内の本郷展示会の、４月３日時点で
のスケジュール。

２）医機法委員会
① 「医療機器 QMS、製造販売業立入調査指摘事
項等講習会」開催報告（４月13日開催）
４月13日㈮、文京シビックホール大ホールで開
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資料により説明が行われ、原案として全員

催した同講習会について、今回は東京都、PMDA、

の承認を得た。

（公財）医療機器センター、そして業界の有識者と
して浅井英規氏に、それぞれご講演をいただいた

Ⓒ

平成30年度事業計画案

こと。また、当日の受講者は800名を超えて、当協

資料により説明が行われ、分かりやすい表

会の講習会の規模としては過去最大となったこと

記に文面の工夫を行うこととして、内容につ

等、資料をもとに開催の概要報告が行われた。

いては全員の承認を得た。

また、来年も、４月19日㈮、今回と同じ文京シ

Ⓓ

平成30年度収支予算案
資料により説明が行われ、原案として全員

ビックホール大ホールでの開催を決定したことの

の承認を得た。

報告があった。
３）財務委員会
①

29年度第３回委員会報告（４月19日開催）

４）会館運営委員会
①

医科器械会館改修に向けての見積依頼等、経

下記の審議内容等の報告が行われた。

過報告

Ⓐ 前回委員会報告の確認を行い、了承したこと。

これまでの経過報告として、４月９日㈪に改修

平成29年度収支決算について

工事の業者選定のための見積説明会を実施したこ

一般会計、特別会計、公取協会計の、それ

と、また、質疑書提出期限、質疑回答、見積提出

ぞれの収支状況を確認し、活発な事業展開を

等、今後のスケジュール等、資料により報告が行

ふまえれば、現時点では概ね健全な状況にあ

われ、全員の承認を得た。

Ⓑ

ること。
なお、平成31年度以降の今後の事業展開等

５）総務委員会
①

29年度第４回委員会報告（３月13日開催）

をふまえて、31年度に賦課金の「均等割部分」

下記の審議内容等の報告が行われた。

の値上げが必要であるとの意見で一致したこ

Ⓐ

前回委員会報告の確認を行い、了承したこ
と。また、賀詞交歓会も無事滞りなく開催し、

と。
Ⓒ

平成30年度予算について

来年は2019年１月11日㈮、再来年は2020年１

予算案をベースに審議を行い、一部調整の

月15日㈬を予定とする。

うえ理事会に提出する。
Ⓓ

Ⓑ

協会加入申込者について
既に理事会に承認されている加入申込者に

平成29年度事業報告書及び平成30年度事業

ついて、書類により確認を行った。

計画案について資料により説明があり、理事
会に提出する。
②

Ⓒ

平成30年度通常総会について
５月29日㈫に上野精養軒で開催の通常総会、

平成30年度通常総会の各議案の説明
通常総会に提出する各議案について、財務委員

並びに永年勤続表彰式と懇親会について、会

会の審議を経た内容として、席上、下記の説明並

次第、全体の実施に向けての方向づけを行っ

びに審議が行われた。

たこと。

Ⓐ

平成29年度事業報告案

Ⓓ

30年度の事業計画について、29年度に計画
として記載し、その後に会館運営委員会に付

行ったうえで、原案として全員の承認を得た。

託された事業をのぞいて、29年度と同様とす

Ⓑ

資料により説明が行われ、誤字等の修正を

平成29年度収支決算報告案

ること。
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②

協会加入申込の審査について
下記の加入申込１社について書類上の確認を行

株式会社 SIXINCH. ジャパン
代表取締役

行われた。
10）販売業部会

い、加入を承認した。
◎

部会の総会を４月26日㈭に開催することの紹介が

見上

① 単回使用医療機器（SUD）の現状についての
勉強会報告（３月13日開催）

真司

30年３月13日㈫、医科器械会館２階セミナーホ

６）教育研修委員会
①

30年度第１回委員会報告（４月23日開催）

ールで、国際医療福祉大学大学院 医療福祉経営管

下記の審議概要の報告が行われた。

理分野教授の武藤正樹先生を講師に招いて、SUD

Ⓐ

委員会内の勉強会とディスカッション。

の現状についての勉強会を開催したことについて、

Ⓑ

前回委員会議事録の確認を行い、内容を共

資料により報告が行われた。

有し了承されたこと。
Ⓒ 30年度の事業計画の検討を行い、
「会員企業

11）JMIA ユースアップの会
①

が社内で活用できる教育体系・教育年間プロ

16日開催）

グラムなどのモデルの研究」などとする。

当定時総会の決議報告として、４月16日㈪、東

Ⓓ

次回の委員会開催など、今後の予定につい
て。

７）会員交流委員会
①

フットサル大会「優勝カップ」について

フットサル大会の「優勝カップ」について、資
料により見積書等を確認し、席上、当カップを作
成することで全員の了承を得た。

京ガーデンパレスにて開催し、全提出議案が決議
された旨、資料により報告が行われた。
3．医機連関係
事務局より、下記の事項について報告並びに説明
が行われた。
①

８）公正取引運営委員会
①

29年度第１回委員会報告（３月12日開催）

下記の審議内容等の報告が行われた。
Ⓐ

29年度内の「インストラクター養成研修」

（29年７月14日㈮）をはじめ、実施事業の総括
を行ったこと。
Ⓑ

公取協の、指導・審査、規約・基準の、各
委員会の審議状況等について。

Ⓒ

30年度の事業計画について、29年度の事業
計画をベースに「臨床研究法」への対応も、そ
の計画とする。

Ⓓ

今後の講習会の開催について。

９）美容医療機器部会
当部会の活動報告として、資料により、30年１
月より３月までの事業報告が行われた。また、当

18

平成30年度定時総会決議報告について（４月
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平成29年度第３回理事会（３月14日開催）の
審議状況等について。

②

医機連通信（2018年４月13日発行）

４．今後の行事予定について
第２回フットサル大会（５月23日㈬）、30年度通常
総会（５月29日㈫）
、30年度野球大会（７月８日㈰以
降の毎週日曜日等）
、そして、国際モダンホスピタル
ショウ2018（７月11日㈬〜13日㈮）など、今後の協
会の行事予定について、資料により説明が行われた。
このほか、定例理事会、並びに医工連携の展示・
商談会の予定等、配布資料により説明が行われた。
また、30年８月の医科器械会館の閉館期間（※１）
について、８月の第２週の、13日㈪から15日㈬まで
の３日間とすることとした。
（※１：協会事務局もお休みとなります）

JMIA ユースアップの会 活動報告

【平成30年度定時総会】
日

時：４月16日㈪

午後６時30分

場

所：東京ガーデンパレス

出席者：24名（会員数44名、うち本人出席24名、
委任状出席16名）

JMIA ユースアップの会（代表幹事・山﨑隆次）の
平成30年度定時総会は、４月16日㈪午後６時30分か
ら、文京区湯島の東京ガーデンパレスにおいて24名
の会員が出席して開催された。
平成30年度新役員

開会に先立ち壇上に立った山﨑代表幹事は、
「みな
さん、こんにちは、代表幹事の山﨑です。例年通り

と思います。

今回も無事に総会を開催することができました。

会員ですが、例年、卒業されていく会員がいる中

本日はご多忙のところ、会員の皆様にはお集まり

で、総会員数を維持する上で、新規会員の獲得は一

いただき、心よりお礼を申し上げます。今期１年通

番重要なことであります。今期は幹事会を中心とし

し、会の存在を意義あるものにするには、事業内容・

会員の方々とも連携し、目標である６名を無事に達

予算・会員数、この３点を同時に伸ばしていく必要

成できました。

があると感じました。

最後に、会員の皆様には１年間にわたる本会活

事業に関しては、トータル12回の活動を行い、そ

動に対しご理解とご協力を賜り、ありがとうござ

の中には、ユース継続事業としての、４年目の学校

いました。心より感謝申し上げます」旨の挨拶を

展示会を行い、６月には新しい試みとして家族レク

行った。

レーションを行いました。
その他、セミナーや見学会に関しては会員の方々

このあと、以下の６議案について慎重審議の結果、
全議案とも満場一致で承認可決された。

のお力添えをいただきました。この場を借りて御礼

第１号議案

平成29度事業報告承認の件

申し上げます。ありがとうございました。

第２号議案

平成29年度収支決算承認の件

予算では、今期は親会よりセミナールームの無料

第３号議案

平成30年度事業計画案承認の件

貸し出しとは別に10万円を補助していただきまし

第４号議案

平成30年度収支予算案承認の件

た。これがあったことからも積極的な活動ができた

第５号議案

規約改正の件

第６号議案

役員改選の件

なお、第６号議案の役員改選で選任された新役員
は以下の通り（敬称略）
。
代 表 幹 事 山﨑

隆次（富士医療測器㈱）

副代表幹事 長谷川
〃

新井

健介（㈱新井製作所）

串畑

恭平（㈱河野製作所）

〃

岩田

雅人（㈱荒井製作所）

〃

美濃島正浩（美濃島工業㈱）

幹

定時総会出席者

監

亮（㈱ハセガワメディカル）

事

査

役

松原

英雄（アトムメディカル㈱）
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医薬品医療機器法ほか関連資料一覧
（2018年 3 月 1 日〜 4 月27日）
本欄は、2018年３月１日〜４月27日までに公表された厚生労働省・関係各省庁からの通知のほか、
日本医療機器産業連合会（医機連）はじめ関係団体からの事務連絡等文書の一覧です。誌面の都合に
より一覧（目次）のみを掲載しています。内容については、協会ホームページでご確認下さい。

平成30年３月
１

3/1

実施要綱の一部改正について

医療機器の電磁両立性に関する日本工業規格

17 3/22 安全対策等拠出金率の変更について（再通知）
18 3/23

の改正の取扱いについて

ズに係る療養費の支給における留意事項について

２ 3/2 臨床研究に用いる医薬品等の品質の確保に必要

19 3/23

な措置について
３ 3/2

3/5

20 3/26 「厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基
準の制定等に伴う実施上の留意事項及び先進医療に

体外診断用医薬品に係る保険適用希望書の記

係る届出等の取扱いについて」の一部改正について

載例等について
５

3/5

輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレン

ズに係る療養費の支給について

臨床研究法における臨床研究の利益相反管理

について
４

輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレン

医療機器に係る保険適用希望書の記載例等に

21 3/26 「厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基
準の制定等に伴う手続き等の取扱いについて」の一

ついて

部改正について

６ 3/9 医薬品の品質に係る承認事項の変更に係る取扱

22 3/26

い等について

医薬品等電子申請ソフト Windows8.1及び10

７ 3/9 新医療機器として承認された医療機器について

対応版の公開について

８ 3/9 レギュラトリーサイエンス総合相談に関する実

23 3/26 〔告示〕厚生労働128
24 3/26

施要綱の一部改正について
９

3/13

公表について

臨床研究法の施行等に関する Q&A について

25 3/29

（その1）

性の確保等に関する法律第２条第５項から第７項ま

26 3/29 MDSAP Pilot の調査結果の試行的受入れ期間

での規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医

の再延長と本格運用後の MDSAP の調査結果の試行

療機器、管理医療機器及び一般医療機器（告示）及

的受入れ期間の延長について

び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の

27 3/30

労働大臣が指定する特定保守管理医療機器（告示）

28 3/30 〔告示〕厚生労働158

の施行について」等の改正について

29

11

3/13 〔告示〕厚生労働54

12

3/13

55

新たに追加された一般的名称の製品群への該

当性について
13 3/16 平成30年度「人道的見地からの治験支援事業」

平成30年度における医薬品の PACMP 品質相

談の試行に係る実施依頼書の受付方法等について
30 3/30 「独立行政法人医薬品医療機器総合機構が行
う審査等の手数料について」の一部改正について
31 3/30 「独立行政法人医薬品医療機器総合機構が行
う対面助言、証明確認調査等の実施要綱等について」

3/16

の一部改正について

経腸栄養分野の小口径コネクタ製品の切替え

3/20

次世代医療機器・再生医療等製品評価指標の

公表について

20

3/30

の取扱いについて

について

16

医療機器の販売業及び修理業の取扱いに関す

る質疑応答集（Q&A）について

確保等に関する法律第２条第８項の規定により厚生

15

新医療機器として承認された医療機器につい

て

10 3/13 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全

14

医療事故調査・支援センター平成29年年報の

3/22

レギュラトリーサイエンス戦略相談に関する
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32 3/30

加工細胞等に係る治験の実施状況の登録につ

いて
33 3/30
いて

機械器具等に係る治験の実施状況の登録につ

34

3/30

医療事故情報収集等事業第52回報告書の公表

等について
35

3/30

（その２）等
７ 4/10

第8回産科医療補償制度再発防止に関する報

告書の公表について

について（通知）
８ 4/10 〔告示〕厚生労働202
９ 4/13

平成30年４月
１

4/1

薬事工業生産動態統計調査の調査方法の変更

使用状況確認）フィンランド産のシカ科動物

由来物を原料等として製造される医薬品等の自主点
検について

厚労省医薬・生活衛生局／医政局／保険局 配

10 4/25 〔省令〕厚生労働61

置図
２ 4/2 健康被害救済制度における給付金額の改正につ

11 4/25

平成30年度診療報酬改定関連通知の一部訂正

について

いて
３ 4/4 新医療機器として承認された医療機器について

12 4/25

疑義解釈資料の送付について（その３）

４

13 4/27

独立行政法人医薬品医療機器総合機構が行う

4/6

臨床研究において使用される未承認の医薬品、

審査等の手数料について 新旧対照表

医療機器及び再生医療等製品の提供等に係る医薬品、
医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関
する法律の適用について
５

4/9

６

4/10

臨床研究法の統一書式について
臨床研究法の施行等に関するＱ＆Ａについて

■日本医療機器協会ホームページ
（http://jmia.or.jp/）
ID、パスワードは会員企業毎に配布されたものをご使用ください。

ものづくり企業との展示 ･ 交流会 in 本郷スケジュール
自社医療機器の製造開発に向けて、ものづくり企業と出会う絶好の機会です。
是非ご参加下さい（いずれの展示・交流会も当協会との共催です）。
９月 「長野県ものづくり企業」との展示・交流会

10月 「東大阪市ものづくり企業」との展示・交流会

日

時：９月６日㈭

日

時：10月24日㈬

主

催：長野県

主

催：東大阪市

会

場：医科器械会館セミナーホール

会

場：医科器械会館セミナーホール

出

展：長野県内ものづくり企業

出

展：東大阪市内ものづくり企業

13：00〜17：30

入場料：無料

13：00〜17：30

入場料：無料

10月 「山梨県ものづくり企業」との展示・交流会
日

時：10月４日㈭

13：00〜17：30

主

催：山梨県

会

場：医科器械会館セミナーホール

出

展：山梨県内ものづくり企業

入場料：無料
※上記スケジュールは予定です。変更になる場合があります。また、展示会の名称も仮称です。
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連

載

メディカルヒルズ本郷発達史
―『東京医療機器協会 百年史』より
５．スマトラ沖地震で命名された
津波肺
一命を取り留めた患者の中にも、ス
マトラ沖地震で命名された 津波肺
と呼ばれる、溺れたときに重油などの

が検出された農水産物の出荷制限や

災害対策委員会が対応を行った。これ

出荷停止、さらには近県まで巻き込

は、災害時における医薬品等の調達業

んだ風評被害による損害は甚大なも

務に関する協定実施細目第２条の規定

のとなっていた。

に基づいた通知であり、その内容は、

東北地域は震災以前から医師不足
医療過疎

気仙沼市派遣の東京都医療救護班持

汚染物質や病原微生物が混入した海

が深刻で

に悩む地域で

参物資５件と、20大都市災害時相互応

水を飲んだために起こる重症の肺炎に

あった。震災後には地域の救急医療

援協定に基づく仙台市立病院供給医

罹ったり、有機物を含むヘドロが細粒

体制だけでは対応できないほどの、

療物資の１件、また陸前高田市派遣の

となって飛散、その吸入による感染

大規模災害や事故などの現場に急行

東京都こころのケアチーム供給医療物

性・化学性肺炎を起こした患者も若干

する医療チームの DMAT（医師、看

資の１件であった。

見られた。さらに断水によって口腔ケ

護師、救急救命士、薬剤師、放射線

この要請に、急遽、本協会事務局

アが十分に行えなくなった結果、唾液

技師、事務員等で構成される業務調

からは災害時における緊急連絡網の

量が低下し、病原性細菌の繁殖に由来

整員からなる災害派遣医療チームの

ネットワーク企業数社宛てに物資調

する誤嚥性肺炎を発症した高齢者も

略称）や、医師会傘下の JMAT（日

達要請を行い、迅速な対応を図るこ

少なからずいた。

本医師会災害医療チーム）をはじめ

とができた。なお、要請品目は、イ

こうした感染性疾患が多発した背景

とする多くの医療支援チームが、瓦

ンスリン自己注射用の針に始まり、

には、長期間の劣悪な避難所生活に起

礫撤去もままならない地域に入って

血圧計、ギプス処置品、ベッド用ラ

因するストレス過多によって、カテコ

獅子奮迅の活躍を展開した。海外か

バー、オキシジェンマスク
（大人用・

ールアミンやコルチゾンの増加といっ

らのさまざまな医療支援チームの派

子供用）
、酸素カニューラ、リザーバ

た影響や、栄養状態、ADLの低下が

遣も受けている。

ーマスク、酸素マスク、酸素マスク

もたらす免疫機能の低下によって体調

しかし、今後復旧が進むにつれて

を崩す人が多かったことも、今回の震

課題になるのは、DMAT などの専門

災には際立っていた。被災地周辺地域

的な訓練を受けた医療支援チームが

納品場所は東京都福祉保健局健康

での震度３以上の余震も数百回も発生

担ってきた医療のクオリティを保っ

安全部薬務課（新宿区西新宿２−８

しており、震災への恐怖からくるPTSD

たまま、震災前の地域医療機関にス

−１）などであり、協力企業は、岩

の発症も大きく懸念されている。

ムーズに移行できるかということで

片医療器㈱、五十嵐医科工業㈱、星

ある。

盛堂医療器工業㈱であった。このほ

以上の被害にさらに追い討ちをか
けたのが、収束の見通しが二転三転
している福島第一原子力発電所の事

用蛇管、血糖測定セット、等多岐に
わたった。

か、東京都からの紹介で警視庁より
６．災害時における救急器材の調達

注射針等の供給要請があり、連絡等

故である。福島県の大熊町と双葉町

業務に係る協定

にまたがる第一原子力発電所は、津

東医協は、災害時における医療機器

波による原子炉電源の破損で冷却機

等の調達に関する協定を東京都、東京

能が麻痺してメルトダウンを起こし、

消防庁及び文京区とそれぞれの日時で

放射性物質が施設外に漏れ、半径20

締結している。今回、３月11日の「東日

１．平成23年度東医協通常総会開催

キロ圏内は避難地域、半径20〜30キロ

本大震災」の発生にともなって、東京

東日本大震災から２ヶ月ほど経過

圏内は屋内退避（後に自主避難勧告

都福祉保健局からは、３月17日から６

した５月24日（火）
、平成23年度の東

地域）になるという不測の事態に陥っ

月20日納品分までの計７回にわたり医

医協の通常総会が、東京ドームホテ

た。国の基準値を超える放射性物質

療機器等の供給要請があり、東医協の

ルにおいて午後３時30分より開催さ
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の対応を行った。

第２節 更なる100年への船出

れた。震災で創立100周年記念式典が

の判断は決して間違っていなかった

延期されたため、この総会は東医協

と思います。

の会員が100周年を迎えて公式に集

ただ、あまり自粛、自粛と言いま

う記念すべき最初の顔合わせの会合

すと日本経済が萎縮して一層後退し

になった。

てしまいますので、かえって被災地
のためにもならないと思いますから、

司会を武井和之副理事長が務め、
来賓として東京都福祉局健康安全部

平成23年度通常総会会場風景（東京ドームホテル）

秋頃には記念式典を挙行する予定で
す。その節は是非とも皆さまのご協

薬務課長の野口俊久氏、文京区長の
成澤廣修氏、文京区区民部部長の渡

そういった連帯感も高まっていくの

部敏明氏の３名が出席して、会の冒

ではないかと思います。

力をお願い申し上げたいと思います。
この一年間の東京医療機器協会の

頭では、件の東日本大震災の犠牲者

日本の将来に大きな不安を感じる今

事業へのご理解とご支援を感謝申し

と会員の物故者に捧げる黙祷が行わ

日ですが、しかし、この逆境を乗り越

上げますとともに、今年度もこの東

れた。その後、本総会が組合員344名

え、自立する力を国民は間違いなく持

医協が、夢と活力が溢れた団体とし

のうち委任状を含め、226名の出席

っているのではないかと思います。日

てさらに成長していくことを期待し

で、定款34条によって成立が有効で

本人の誠実さというか、忍耐力で再び

て、ご挨拶とさせていただきます」

あることを宣言した。次いで、松原

立ち上がるだろうということを私は信

一雄理事長が以下のような挨拶を行

じて止みません。今こそ私たちは心を

った。

一つにしなければならないし、そうい

選任

う復興を目指して対策を考えるときで

このあと、第１号議案から第５号

「会員の皆さまには常日頃から業
界の事業にご協力並びにご理解を賜

ないかと思います。

２．東医協第16代理事長に今村清を

議案の役員改選の件までを決議し、
つづいて永年勤続優良従業員の表彰

りまして、厚く感謝を申し上げたい

その意味では東医協の会員の皆さ

と思います。さて、先般の東日本大

まにおかれましては、医療機器に携

に移り、40年勤続１名、30年15名、

震災により亡くなられた方々には衷

わるものの共通の拠り所として、製

20年31名、10年34名、計81名に表彰

心よりお悔やみを申し上げたいと思

造、あるいは販売、サービスという、

状と記念品が贈呈された。

いますとともに、被災された皆さま

この業態の同じ目線からともどもに

そして、任期満了にともなう役員

に謹んでお見舞いを申し上げます。

携えていく団体ですので、東医協な

改選に移り、東医協の101年目からの

すでに発生から約２ヶ月半を経過し

らではの理念を今一度思い起こして

新たな門出を担う大役を務める新理

て、復興という道はなかなか遠く険

強い鉄則を持ってこの困難を克服し

事長はじめ新理事、監事などの選考

しいものがありますが、それでも一

てまいりたいと思います。

が行われ、第16代理事長には今村清

日も早い復旧をということで、献身

実は、「歴史と伝統」、「次世代に

（㈱イマムラ代表取締役）が選出さ

的に力を尽くす多くの方々の姿をニ

向けて」というスローガンで、創立

れた。また、副理事長には青木眞（泉

ュースで見るにつけ、本当に頭が下

100周年記念式典の開催を３月14日

工医科工業㈱）、平尾泰朗（永島医科

がる思いです。

に予定していましたが、ご承知のよ

器械㈱）が新たに選出され、再任の

ところで、東京医療機器協会とし

うに、あの東日本大震災により急遽

吉田路樹（松吉医科器械㈱）と合わ

ても平成13年度に災害対策委員会を

開催を見送ることになりました。そ

せて３人体制となった。こうして、

設置して、東京都やあるいは東京消

のため、出席を予定していた方々に

今村新理事長の下、副理事長３名、

防庁とともに連携してその体制を整

大変なご迷惑をお掛けしました。未

理事18名、監事３名のフレッシュス

えてきました。

曾有の天災ではありましたが、この

タッフによる新執行部が船出をした。

場をお借りしてお詫び申し上げます。

ちなみに、今村新理事長は昭和19

この震災によって日本人の意識が
大きく変わったのではないかと思い

また、この記念事業に向けて数年前

年２月甲府に生まれ、昭和41年、早

ます。地震のもとに原発と節電のあ

から準備を進めていただいた委員の

稲田大学を卒業。昭和61年㈱イマム

り方と申しますか、日本人の家族の

方々のご苦労を考えると本当に残念

ラの社長に就任し、東医協理事、同

絆の深さを改めて認識するとともに、

ですが、甚大な被災を考えますとそ

副理事長、看護用品協会理事長、東
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京科学機器協会理事等、多くの役職

記憶がありますが、その経済環境の

で新しいビジョンでぜひ皆さんで支

を歴任し、現在に至っている。

もとで、まさに21世紀に変わるとき

えていただきたいと思いますし、私

でした。

も陰ながら特別顧問という形で微力

議事終了後、今村理事長は、以下

ですから、出口の見えない、経済停

ではありますが貢献していきたいと

「ただいま審議により誕生しました

滞の谷間にこの理事長職を受けるのは

思っています」と感慨深く来し方の

新理事長の今村です。このたび、６

正しい判断かどうか、正直言って相当

思いを語った。

期12年の長きにわたってご尽力をい

に不安でした。そのなかで皆さんに支

このあと、18時より会場を移して懇

ただいた松原理事長が退任されると

えられながらしゃにむに開かれた東医

親会を開催した。バイオリン、フルー

いうことで、図らずも私が先ほどの

協21世紀を目指し、 改革と創造 と

ト、チェロの三重奏の BGM が会場に

理事会におきまして理事長の推挙を

いうキーワードのもと愚直にそれに取

流れる中、林正晃総務副委員長の司会

受けました。16代目となるというこ

り組んでまいりました。

で、まず、吉田路樹副理事長の開会宣

のような新任の挨拶を行った。

とで、大変な大役を仰せつかりまし

物事を変えるというのは、勇気と

言の後、今村清新理事長が挨拶に立

た。このような重責が私に務まるか

決断が必要で、覚悟も要りますし、

ち、
「私の前任者の松原理事長は 開

どうかわかりませんが、お引き受け

簡単なことではありません。よほど

かれた東医協21 のスローガンの下に

いたした以上、頑張ってやっていき

信念がなければできません。偉そう

さまざまな改革を行ってこられました。

たいと思います。

なことを言いますが、長い歴史の培

私にとって偉大な前理事長だったと思

ご承知のように、この業界を巡る

った古文化がありますから、これを

っています。私もその路線を踏襲し、

環境には非常に厳しいものがありま

変えるのは、
「お前さん何を考えてい

理事会並びに委員会活動を活性化し、

す。このようなときだからこそ、私

るか」と言われることにつながりま

東医協の事業をさらに発展させていく

たちは新製品の開発、現在の製品の

したが、幸いにも皆さんの賛同を得

つもりでおります。この５月５日は100

改良・改善を迅速にできるように医

て、名称も変え、マークも変え、定

周年記念日ですが、その５月５日は端

療機器に即した法律の制定を目指し

款も変えました。これは、より会員

午の節句という、ものの始まりを意味

たり、医療機器産業の発展のために

に何かメリットを与え、会員に還元

することから、スタートを飾るにふさ

英知を結集しながら会員企業を応援

できることだけを考えてのことで、

わしい日だそうです。この日に私たち

していきたいと思っています。どう

例え零細、中小の企業の規模に関係

東医協ができたということです。秋に

か、ご指導、ご鞭撻を賜りますよう

なく、一隅を照らすという意味でバ

はその100周年の行事が開催できます。

お願い申し上げまして、理事長の挨

ランスよく皆さんに参画を呼びかけ

これを境に101年目という栄えある記

拶とさせていただきます」

ようと心がけました。製造も、販売

念すべき年度の理事長職に就いたとい

もサービスも垣根なく、この東京が

うことは、私にとっても記念すべき年

った松原前理事長が退任にあたって

中小企業の30％のマーケットですが、

だと思っています。

の挨拶に立ち、
「平成11年の通常総会

そんななかで我々は自助努力しなが

皆さまと一緒に今日からこの101

から実に６期12年の長きにわたって

らお互いに切磋琢磨していこうよと

年目が始まるんだということで気持

理事長として務めさせてもらいまし

いう、こんな理念のもとに改革を断

ちを新たにし、これからの100年先を

た。今日、退任の挨拶をさせていた

行したわけです。

見据えながら頑張っていきたいと思

つづいて、特別顧問に就任が決ま

だきますが、歴史と伝統のあるこの

そういうことを実際にやるにして

います。どうぞよろしくお願いいた

団体の理事長の大役を平成11年の５

も皆さんの支えがなかったら到底で

します」と東医協の将来を見据えた

月にお受けしました。今日、その頃

きないことでしたし、気がつけばあ

挨拶を行った。

を振り返ってみますと1990年代とい

っという間の６期12年間でしたが、

うのは、まさにバブル崩壊後でリー

当初はホップ・ステップ・ジャンプ

ぞれ来賓の挨拶があり、松原前理事

マン・ショックとか、9・11の同時多

で合計６年でお役ご免と思っていた

長の乾杯の音頭で祝宴に入った。そ

発テロとか、まさに平成不況期の最

のですが、乗せられてとうとう100周

して吉田路樹副理事長が中締めを行

中でしたので、挨拶するたびに「厳

年まで来てしまったというのが実情

い、閉会となった。

しい」
、「厳しい」と言い続けてきた

です。これからは今村新理事長の下
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このあと、東京都、文京区のそれ

（つづく）

医学生の青春記の面白さの半面で大学病院の核心に迫る
久坂部 羊著
『ブラックジャックは遠かった ― 阪大医学生ふらふら青春期』（新潮社刊）

JR 有楽町駅前の書店で本誌に紹

れられ初めて入ったキャバレー

ハ

介する医書を探していたら、仲野徹

ワイ

での大あわてぶりも、同世代

著『こわいもの知らずの病理学講義』

の筆者には片腹痛い、どこかで耳に

という医学書が目に留まり、難しい

したような話である。

医学理論をやさしく書いてあるよう

勉強ぎらいの著者は大阪大学医学

な気がして、レジに持って行った。店

部をあの手この手でどうにか卒業す

を出ようとしたとき文庫の棚に目が

るが、その後の医師国家試験に臨む

行き、そこに医師であり、小説家で

苦労話もなかなか興味深く、門外漢

ある久坂部羊氏の文庫本が見え、こ

にはいい参考になる。

久坂部氏の本では、以前『モーツ

文庫判 320頁
定価 本体 550円（税別）

研修医としての仕事も映画 白い

れも読みやすそうなので購入した。

巨塔

に象徴される、当時全盛期に

アルトとレクター博士の医学講座』

あった大学病院の

が教授陣

治験への疑問である。当時は、研修

という医書を本欄で紹介した。その

やその取り巻きによって蹂躙され、い

医のくじ引きによる新薬と偽薬（プ

際、人体の生理をわかりやすく手ほ

かに始末に悪いピラッミド社会であ

ラセボ）の無作為投与が行われてい

どきしてあるのに感心した覚えがあ

ったのかが描かれている。

たというのだが、患者は偽薬の方に

医局

研修医の仕事でとりわけ異色なも

ふりわけられると、ただのメリケン

過日、仲野氏の病理学講義を開く

のが、ヤクザの指ツメの後始末だっ

粉に類する薬を服用させられたとい

と久坂部氏の名前が出てきた。なん

た。ヤクザの指ツメの始末には著者

う。

と２人は友人関係にあるという。そ

は結構多く遭遇し、研修医時代に４

こでプロフィールを調べてみると、ご

人の手当を行ったという。在学当時、

施されていたのはこの一時のことで、

両人は２年違いであるものの、大阪

医学生としての最大のイニシエーシ

こと抗がん剤に関する限りそうした

大学医学部の同窓であった。しかも、

ョンとしての解剖実習も、怖いもの

治験は今は絶えてなくなったと思う

購入した文庫の巻末には、２人の対

見たさの読者には興味津々に違いな

が、医学の進歩に名を借りたこんな

談が載っていて、そこではともに学

いが、もっとディープなところでは、

ずさんな治験が行われていたとは、

び、遊んだ阪大医学部時代の懐かし

同大学に当時隠れるようにしてあっ

い思い出が語られていた。

た

った。

裏標本室

の逸話がある。

患者を無視したこのような医療が

裏標本室

以上に怖い話である。

将来、作家になる資質にたけた著

その大学時代というのは、今から

この部屋は、大学のキャンパスの

者が、医学生時代に文学だけでなく

30年ほど前の高度経済成長期後の、

移転に伴い消失してしまったそうだ

絵画にも特異な才能を発揮していた

雑誌では『POPEYE』や『PLAYBOY』
、

が、ラテン語で病名を書かれた遺体

当時を振り返り、そのエピソードに

ゲームではインベーダーゲームが流

の病変の患部が、ホルマリン漬けに

みるやんちゃぶりは肩の凝らない読

行っていた昔懐かしき、古き良き時

なっていくつも保管されており、著

み物になっている。その半面で、そ

代のことであった。本書に出てくる

者は何度も怖いもの見たさにその部

の昔

20円寿司（10円寿司の場合もあり、こ

屋にひそかに足を運んだという。

院の核心を突き、医学界の矛盾にま

れは筆者も当時、道玄坂百軒店の寿

それはともかく本書で印象に残る

司屋で経験した）の話も、教授に連

医学界の問題は、抗がん剤に対する

白い巨塔

と呼ばれた大学病

で鋭い視線を投げかけているのも本
書なのである。

（記：S.C）
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日本医療機器協会日誌
当協会の事業、理事会並びに委員会の開催

『日本医療機器協会広報』広告料金
本誌では、会員様向けに、表４（裏表紙）の広告募集を始

状況です。今回は30年４・５月の内容を掲載

めました。料金は下表のとおりです。

しています。なお、開催場所について記載が

広告掲載料・チラシ同送料（税別、１回あたりの料金）

ないものは医科器械会館内の会議室において
の開催、また、回は30年度内の開催回数です。

掲載面

広告サイズ
mm（枠付）

会員
広告料金
15 , 000円

表２

４月３日

第１回医工連携委員会

４月11日

監査会

４月13日

医療機器 QMS、製造販売業立入

表３

於：文京シビックホール大ホール
４月16日

12 , 500円
20 , 000円

モノクロ１頁
（天地257×左右170）

7, 500円

20 , 000円

モノクロ1/2頁
（天地124×左右170）

5 , 000円

14 , 000円

A4チラシ520部

20 , 000円

30 , 000円

記事中

JMIA ユースアップの会
「平成30年度通常総会・懇親会」

カラー１頁
（天地257×左右170）

表４

調査指摘事項等講習会

非会員
広告料金

同送料

於：東京ガーデンパレス
広報誌にチラシ同送の利用が可能です。同送に当た

４月19日

平成29年度第３回財務委員会

４月23日

第１回教育研修委員会

４月25日

第１回日本医療機器協会理事会

５月２日

第２回医工連携委員会

５月14日

第１回会館運営委員会

■お問い合わせ

５月23日

JMIA フットサルリーグ

日本医療機器協会 事務局

っては A4判のチラシを520部持ち込みください。
（なお、
同送の内訳は会員企業330社、ほかに官庁並びに医療機
器業界関係団体等に190部を発送しています）

Emai：info@jmia.or.jp

於：日本サッカーミュージアム
５月29日

電話：03‑3811‑6761

平成30年度通常総会、永年勤続
優良従業員表彰式、懇親会
於：上野精養軒

『日本医療機器協会広報』

原稿募集中

日本医療機器協会広報

2018

発

行／平成30年６月１日

随筆・エッセイ・旅行記・評論等、テーマ

編

集／日本医療機器協会広報委員会

は問いません。お気軽にお寄せ下さい。皆

編 集 人／岡田

様の原稿を心よりお待ちしております。

発 行 者／今 村

応募資格：原則として日本医療機器協会会員
原稿枚数：400字詰め原稿用紙４〜13枚程度
ワープロ原稿の場合１〜４枚程
度（Ａ４用紙40字×40行）
原稿送付・問合先：日本医療機器協会事務局

⑤ ‑ ⑥ No.247

典久
清

発 行 所／ 商工組合

日本医療機器協会

〒113‑0033

東京都文京区本郷 3‑39‑15

TEL. 03‑3811‑6761

FAX. 03‑3818‑4144

URL

http://jmia.or.jp/

Email

info@jmia.or.jp

広 報 委 員／岡田典久・田中耕一

選考委員：広報委員会

関口陽介・綾部華織・糸永考以・牧口信明

※なお、原稿の採否は広報委員会に一任願

三井桂子

います。採用された方には粗品を進呈し

制 作 協 力／株式会社

磐梯広報社

ます。
印刷・製本：株式会社
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丸井工文社
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公益財団法人

大田区産業振興協会

〒144-0035 東京都大田区南蒲田1-20-20 大田区産業プラザ3階
ものづくり ・ イノベーション推進課 イノベーション創出担当
TEL:03-3733-6294 FAX:03-3733-6496
Mail innovation@pio-ota.jp
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医療機器業公正取引協議会

日本医療機器協会支部 ご入会のおすすめ
医療機器業公正取引協議会（公取協）日本医療機器協会支部では、公
正競争規約に関する情報提供及び説明会の開催を初めとして、インスト
ラクター養成研修会等を実施し、公正競争規約の周知・啓発の徹底を通
して、正常な取引慣行の推進に努めております。
まだ、公取協に加入されていない方は、この機会に公取協 日本医療機
器協会支部にご入会されますようご案内申し上げます。なお、年会費は、
１万円です。
■お問合せ・お申込みは
日本医療機器協会事務局（電話 03‑3811‑6761）
もしくは、info@jmia.or.jp までご連絡下さい。

医療機器に関する
生産物賠償責任保険のご案内
◆国内 PL 保険（国内生産物賠償責任保険）
◆海外 PL 保険（輸出品生産物賠償責任保険）

〇 海外での PL 問題にも対応可能です。
〇「製造」
「販売・リース」
「修理」など、皆様の業務内容に応じた保険設計が可能です。
〇 保険料は、全額損金処理が可能です。(※)
（※）今後、法改正等により変更になる可能牲があります。また、実際の税務処理につきましては、税理士にご確認ください。

■ PL 保険に関する詳細は、協会ホームページにてご確認ください。

契約者：商工組合 日本医療機器協会
■加 入 対 象 者：当協会の会員企業
■引受保険会社：損害保険ジヤパン日本興亜株式会社
■お問い合わせ先

株式会社 ウーベル保険
TEL

32

岡崎

03‑3553‑8552（受付時間
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平日午前9時から午後5時まで）
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