新興国における医療機器の
メンテナンス体制強化に関する研究会
報告書

平成 29 年 3 月

経済産業省ヘルスケア産業課

新興国における医療機器のメンテナンス体制強化に関する研究会 報告書
― 目 次 ―
はじめに ......................................................................................................................................................... 2
第１章 現状認識 ......................................................................................................................................... 4
１．本研究会における背景・目的および検討範囲 ................................................................................. 4
１）本研究会における背景・目的 ......................................................................................................... 4
２）本研究会における「メンテナンス」の範囲 ................................................................................. 4
２．現状の課題認識 ..................................................................................................................................... 5
１）新興国等におけるヘルスケア市場環境の詳細調査や官民ミッションで得られた意見 ......... 5
２）平成 28 年度ベトナム現地調査で明らかになった日系医療機器メーカーの課題 ................... 6
３．現状の課題認識に関する本研究会での検討 ..................................................................................... 8
１）課題認識の整理 ................................................................................................................................. 8
２）本研究会で示された視点 ................................................................................................................. 9
４．現状の課題認識に関する総括 ........................................................................................................... 10
第２章 課題に対する解決手法案 ........................................................................................................... 12
１．参考となる既存取組 ........................................................................................................................... 12
１）医療機器業界における取組 ........................................................................................................... 12
２）医療機器以外の業界における取組 ............................................................................................... 13
２．解決手法案 ........................................................................................................................................... 15
１）課題解決に向けた改善点 ............................................................................................................... 15
２）課題に対する解決手法案 ............................................................................................................... 17
第３章 今後の方向性 ............................................................................................................................... 27
参考資料 ....................................................................................................................................................... 29

1

はじめに
政府は、日本再興戦略に基づき、官民一体となって医療技術・サービスの国際展開を推進する
ことにより、各国の保健医療水準の向上に貢献し、我が国の医療関連産業の競争力強化を図りな
がら、平成 32 年度までに海外における日本の医療拠点を 10 カ所構築し、海外の医療技術・サー
ビス市場を 1.5 兆円獲得することを目標としている。
日本の医療機器の品質、有効性、安全性に対する評価は総じて高いが、海外での販売を拡大し
ていくためには、価格とスペックのバランス、個々の医療機器を超えた多種多様な医療機器によ
るトータルソリューションの提供、販売後のメンテナンスサービスの提供など、踏まえるべき視
点は多い。
経済産業省においては、これまで新興国におけるネットワークの構築支援や、医療技術・サー
ビスの拠点化を進める事業主体の支援等を通じ、医療の国際展開を加速させ、医療機器産業等の
振興も図ってきた。こうした取組の過程で、新興国の政府関係者や医療機関等から、医療機器販
売におけるメンテナンスの重要性を訴える意見が多く寄せられる一方、日本の医療機器メーカー
のメンテナンスサービスに対しては、厳しい意見が相次いだ。
このため、まずは新興国における医療機器のメンテナンス体制に焦点を絞り、そのさらなる充
実のため、課題の整理を行うとともに、効果的な解決手法や体制のあり方などを検討することが
重要との認識に至った。
こうした観点から、経済産業省に、有識者や医療機器関連団体、個別の医療機器メーカー、メ
ンテナンスに係る事業者等からなる研究会を設け、計 3 回の議論を行った。
この報告書は、研究会関係者の真摯な議論のとりまとめであり、この成果も参考にしながら、
海外における医療機器のメンテナンス体制強化に向けた取組が推進されることが期待される。
なお、本研究会は、経済産業省の平成 28 年度「医療技術・サービス拠点化促進事業」の一環と
して実施したものである。他産業の動向や海外事情の調査も含め、野村総合研究所の本研究会に
対する尽力に謝意を表する。
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・新興国における医療機器のメンテナンス体制の現状について
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第１章 現状認識
１．本研究会における背景・目的および検討範囲
１）本研究会における背景・目的
平成 27 年度に医療技術・サービス拠点化促進事業において、経済産業省の委託を受けて野村総
合研究所が実施した新興国の医療機関等へのインタビューでは、医療機器販売におけるメンテナ
ンスの重要性を訴える意見が多く寄せられた。一方で、日系医療機器メーカーにおけるメンテナ
ンスを含めたアフターサービスについては、
「交換部品が十分に準備されていない」「アフターサ
ービスが遅い」など、厳しい意見が多く寄せられた。
そこで本研究会では、日系医療機器メーカーのメンテナンス提供体制に関する新興国での評価
や課題を議論するとともに、その課題に対する解決手法案の検討を行うこととした。なお、解決
手法案の検討に当たっては、医療機器業界及び他業界の参考事例も把握した上で議論した。
２）本研究会における「メンテナンス」の範囲
本研究会で取り上げる「メンテナンス」に含まれる内容は下表の通りである。
図表・1 「メンテナンス」に含まれる内容

日常使用管理

メ
ン
テ
ナ
ン
ス

保
守
点
検

•
•

日常の使用に合わせて、消耗品補充・清掃・消毒・滅菌等を行う。
医療機関が行う機器の維持管理業務である。

•

機器が正しく動作しているかを定期的に点検する。画像表示等に関する校
正や消耗部品交換が該当する。
医療機関の中でも、専門技術者が担当する業務である。

定期保守管理
•

修
理

•
•
修理
•

故障・破損・劣化等の箇所を本来の状態・機能に復帰させる。性能復帰。
故障に関係なく機器を解体・点検し、劣化部品の交換等を行うオーバー
ホールも含む。
医療機関からの依頼を受け、製造販売業者や受託修理業者が実施する
業務である。

出所）本研究会第 1 回資料
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２．現状の課題認識
１）新興国等におけるヘルスケア市場環境の詳細調査や官民ミッションで得られた意見
平成 27 年度医療技術・サービス拠点化促進事業（日本の医療技術・サービスの海外展開に関
する調査）において、インドネシア、タイ、ベトナムの 3 か国を対象とした新興国等におけるヘ
ルスケア市場環境の詳細調査を実施した。同調査では、
平成 27 年 10 月～平成 28 年 2 月にかけて、
3 か国の保健省・主要医療機関・医療機器を取り扱う現地代理店などへのヒアリング調査を行っ
た。また同時期には、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、ミャンマーを対象とした官民ミ
ッション1も実施されている。
これら事業の中で、各国の保健省や医療機関から、日系医療機器メーカーのメンテナンス体制
に関するネガティブな意見が複数聞かれた。具体的には、
「地方のアフターサービス（修理・メン
テナンス）が遅い」
、
「維持管理が良くなく明確なメンテナンス計画がない」
、「交換部品が十分に
準備されていない」といった声である。その一方で、外資メーカーに対しては「高いメンテナン
スフィーを取るが、良いアフターサービスを享受できるため評価している」という声も出ていた。
図表・2 平成 27 年度事業の中で得られた意見
平成 27 年度の新興国等におけるヘルスケア市場環境の詳細調査や官民ミッションで得られた意見

・ 「地方のアフターサービス（修理・メンテナンス）には大きな問題がある。連絡後、技術
工が来るまでに時間がかかる」
（タイ・保健省）
・ 「日本企業が連携して専門家が集うメンテナンスセンターを作るべきと提言している」
（タ
イ・保健省）
・ 「日本製はベトナムで非常に価格が高いが、なぜかわからない。維持管理も良くなく明確
なメンテナンス計画がない」
（ベトナム・保健省）
・ 「アフターサービスが遅い。エンジニア数が不十分なのか、すぐに対応しない」
（ベトナム・
公立病院）
・ 「交換部品が十分に準備されておらず、部品が輸入されるまで待たなければならない」
（ベ
トナム・公立病院）
・ 「某外資メーカーは高いメンテナンスフィーを取るが、良いアフターサービスを享受でき
るという意味でむしろ評価している」（タイ・公立病院）
・ 「アフターサービスでユーザーの信頼がなくなると、それ以降も信頼を得られなくなって
しまう。日本のメーカーは、長年ビジネスをしていて、アフターサービスに信頼が寄せら
れる代理店を選ぶべきだ」
（タイ・公立病院）
出所）本研究会第 1 回資料
また、平成 28 年度医療技術・サービス拠点化促進事業（日本の医療技術・サービスの海外展
開に関する調査）でも、同じく新興国等におけるヘルスケア市場環境の詳細調査や官民ミッショ
ンを行う中で、日系医療機器メーカーのメンテナンス体制に関するネガティブな意見が聞かれた。
例えば、平成 28 年 9 月～10 月にインドの保健省・主要医療機関・現地代理店などにヒアリン
グ調査を行った際は、
「代理店任せのアフターサービス（修理・メンテナンス）体制を構築するこ
とで、質の低いサービスを提供している」といった声が出ていた。また、官民ミッションとして
フィリピンの現地医療機関等と意見交換を実施した際には、
「機器選定に当たってアフターサービ
スを重視しており、対応が良い欧米メーカー製を導入している。」
「外資メーカーの製品は、本体
現地医療関係者等とのネットワーク構築や日本の医療機器・サービスの認知度向上を目的として、経済産業省、
機器メーカーや医療関係者から成る官民ミッションのこと。
1
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価格とメンテナンスのパッケージとして評価しており、メンテナンス対応は極めて良質である。」
「大型機器は日本の病院においても日系以外のメーカーのものが導入されており、そのメンテナ
ンスも良い。
」といった声が出ていた。なお、これらの意見は民間病院からのものであり、日系医
療機器メーカーのメンテナンス体制に関するネガティブな意見は、公立・私立の開設主体を問わ
ず寄せられる意見であると言える。
図表・3 平成 28 年度事業の中で得られた意見
平成 28 年度の新興国等におけるヘルスケア市場環境の詳細調査や官民ミッションで得られた意見

・ 日本企業はリスクを嫌う。メーカーは主に販売業者を通して病院とつながろうとするが、
病院は多くの保証が得られるためメーカーと直接取引することを好む。アフターサービス
はメーカーから提供される必要があるが、多くの場合、販売業者がアフターサービスの責
任を負っている。販売業者は対応が速くなく、短期的な目標しかない。以前日系メーカー
から現地販売業者を通して 4000 万 INR 相当の備品を購入したが、その備品にアフターサー
ビスは提供されず、ほとんどがライフサイクル終了前に陳腐化してしまった。（民間病院）
・ 日本企業は意思決定が非常に遅い。米国やドイツの有力企業に比べてマーケティングが得
意でない。提供されるアフターサービスも求められる基準に達していない（対応が速くな
い代理店を通して仕事している）
。
（民間病院）
・ インド市場で発展するには迅速な意思決定が必要。良質なサービスは必須である。インド
に子会社がなければならず、マーケティングとアフターサービスに関してインドのオフィ
スが病院と直接取引する必要がある。（民間病院）
・ 機器選定に当たっては、アフターサービスを重視しているため、故障の連絡後、可及的速
やかに対応することを契約条件としており、ほとんどの機器は対応が良い欧米メーカー製
を導入している。
（フィリピン民間病院）
出所）本研究会第 1 回資料
２）平成 28 年度ベトナム現地調査で明らかになった日系医療機器メーカーの課題
こうした意見を踏まえ、日系医療機器メーカーのメンテナンス体制に関して、さらに現状を把
握するため、平成28年7月～10月にかけてベトナムを対象とした調査を実施した2。なお、対象国
の選定に当たっては、平成27年度事業の中で得られた意見を参考にし、メンテナンス体制の課題
への言及が多かったベトナムに着目することとした。ベトナムはODAによる医療機器導入実績も
多いため、ODA案件ならではの特性の有無にも着目して調査を進めた。
本調査では、ベトナムのメンテナンス提供に関する現状を押さえつつ、日系医療機器メーカー
の強み・弱みや解決すべき課題を把握するために、ヒアリング調査（医療機関7件・代理店4件・
保健省1件など）を行った。以下、ヒアリング結果の概要を、①メンテナンスの提供体制／提供に
関する規制、②ユーザーが重視する要素、③課題（日系医療機器メーカー）、④課題（代理店）、
⑤課題（医療機関）の5項目に分けて示す3。
①メンテナンスの提供体制／提供に関する規制や現状
・ Decree No. 36/2016/ND-CP on medical equipment management（保健省、2016年7月1日
に発効）では、メンテナンスサービスが必須となる医療機器の製造・貿易・使用・修繕に

詳細な結果は、別添の「ベトナム医療機関における医療機器のメンテナンス及び販売後のサービスの現状」を参
照のこと。
3 なお、ベトナムでのメンテナンス体制に着目した調査は、国際協力機構（JICA）も公的医療機関を対象として
2017 年に実施中である。
2
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関する必要事項を示すなど、規制に関する制度設計は進んでいる。
・ メンテナンス状況を管理・監督している公的機関はなく、現行の規制もほぼ強制力がない。
・ メンテナンスは主に代理店によって提供されており、医療機器メーカーは一部の技術サポ
ートや代理店からの相談対応を行っている。
②ユーザーが重視する要素
・ 医療機器の価格や質に加え、充実したメンテナンスサービスの提供も医療機関の調達に影
響を与える要素である。
・ 医療機関は、メンテナンスサービスに対して、迅速な対応を通じたメンテナンス完了まで
の時間短縮を重視している。
・ メンテナンス費用については、この調査の対象病院では必ずしも重視されているとは言え
ないとの結果が出た。
図表・4 ユーザーが重視する要素
病院A

病院B

病院C

病院D

病院E

病院F

病院G

(公立)

(公立)

(公立)

(公立)

(公立)

(公立)

(私立)

迅速な対応

〇

〇

〇

〇

メンテナンス完了までの時間が短い

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

部品交換のリードタイムが短い
メンテナンス費用が安い

〇

提供業者の評判

〇

メンテナンスプロセスの明確性

〇

旧型機器部品の提供

○
○
○

〇

〇

サービスの多様性（例：修繕を行っ
ている間、病院に代用品を貸し出す）

〇

出所）「ベトナム医療機関における医療機器のメンテナンス及び販売後のサービスの現状」

③課題（日系医療機器メーカー）
・ 日系医療機器メーカーは、本国承認が必要な場合の対応時間が長いなど欧米と比較し対応
が遅い。医療機関が重視するスピードに欠ける。
・ 部品等の在庫がない場合が多く、交換部品を海外から取り寄せる際の対応時間が長い。
④課題（代理店）
・ 技術者の業務・技術・人材について懸念がある。メーカーが販売成績次第で認可代理店を
変えるため、メンテナンスサービスの質を維持できなくなる。
・ また、修理時の依頼先がわからなくなるのも問題の一つである。
⑤課題（医療機関）
・ 公立病院は、メンテナンス業務に割ける予算が少ない。病院幹部は、メンテナンス業務の
7

重要性に気付いていない。
・ 病院のメンテナンスチームの知識力・技術力が十分でない。

３．現状の課題認識に関する本研究会での検討
１）課題認識の整理
前節までの調査結果を踏まえ、新興国における日系医療機器メーカーのメンテナンス提供体制
の課題認識について、研究会の中で議論を行った。なお、医療機器の種類によって直面する課題
が異なると考えられることから、機器の種類を踏まえた議論を行った（図表・5）
。
図表・5 医療機器の種類に応じた直面している課題の整理
機器
種類

大
型
医
療
機
器

主な医療機器

小
型
医
療
機
器

直面している課題

○機器が高額で保守契約の契約率が
高い。
○自前でメンテナンス体制を構築す
ることが最終目標。よって最終的に
は投資をして現地拠点を構築するこ
とが必須だが、販売状況を見ながら
の投資判断の中で対応が遅れること
もある。

○現地拠点構築は理想だが、
導入台数が増えない中では、
まずは代理店活用中心にな
らざるをえない。
○ラインナップが豊富な競
合外資が拠点整備で先行し
がちである。

○代替品の提供等の対応が基本。メ
ンテナンス契約率は相対的に見て高
くない。
○メンテナンス事業による収益化が
難しいが、一方で買い替え期に入っ
た市場においてはサービス体制の構
築は必須である。

○メンテナンスは収益にな
りづらいが、特に買い替え期
に入った地域でサービス事
業を強化する必要がある。
○いかにメンテナンスにか
かる負荷を下げるかが一つ
の方向性である。

臨床検査機器
透析装置
輸液管理 など

○消耗品を伴った日々の機器利用が
基本であるため、消耗品の利用状況の
管理を含めた機器メンテナンス・アフ
ターサービスの体制構築は相対的に
見て進んでいる。

○メンテナンスを含むアフ
ターサービス体制の構築は
必須。先進的な日系メーカー
の事例も存在する。
○一方で、体力の少ない中小
企業が実施できる解決手法
を考える必要がある。

内視鏡
人工関節

○利用後のサービス（清掃・滅菌な
ど）が必須であるため、同処理を含
めた機器メンテナンス／アフターサ
ービスの体制構築は相対的に見て進
んでいる。

○メンテナンスを含むアフ
ターサービス体制の構築は
必須。先進的な日系メーカー
の事例も存在する。
○先進的な日系企業もいる
が、中小企業が実施できる解
決手法は考える必要がある。

○ディスポーザブルでメンテナンス
対応が不要なもの。

○本研究会では議論対象外
とする。

画像診断機器
(CT,MRI など)
治療装置
(放射線治療装置
など)

生体現象計測
(心電計) など

医
療
材
料

特徴

ガーゼ

など

など

出所）本研究会第 1 回資料
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２）本研究会で示された視点
本研究会での検討において、新興国で生じている課題については、前節で示された現地の状況
を含めて存在するとの認識で概ね一致した。その上で、個別の課題に係る原因の存在や解決手法
についての意見が多く出された。
例えば、メンテナンスができない国・地域では、そもそも医療機器を販売すべきではないとい
う意見、医療機器の初期不良の発生しやすさに着目して、リスクヘッジをする仕組みを考えるべ
きという意見や、中古品市場で流通した医療機器が故障して放置された結果、日系医療機器メー
カーの評価が下がっている事例に言及し、中古医療機器への対応について検討すべきという意見
が出された。
そのほか、現地医療機関のメンテナンス料の支払いに関する意識の低さや、現地代理店等にお
けるメンテナンスサービスの重要性に関する意識の低さなど、現地での意識変革に向けた取組の
重要性に関する意見が出された。これらを含めた主な意見は、以下のとおりである。
医療機器の初期不良に着目した意見
・ 高度な医療機器は複雑で取扱いに慎重さが求められるが、使い方次第で特に初期不良が発
生しやすい。品質保証の中で、初期の動作に関する担保をすることも重要ではないか。
中古医療機器への対応に関する意見
・ 中古市場はASEANでも非常に大きくなっている。中古品市場に流通した医療機器の情報を
つかみ、それをどのようにメンテナンスしていくのか考えていくことも重要である。
現地医療機関の意識やメンテナンス体制に関する意見
・ 保守メンテナンスの対価を誰からどのように支払ってもらうかが重要である。保守メンテ
ナンスの費用が払われるという前提に立った上ではじめて、サービス品質を向上させると
いう議論になる。
・ 発展途上国の医療機関では、サービスは無償が当然で、故障は医療機器メーカーが悪いと
いう考え方がある。このメンタリティを変えていく必要がある。
・ 一方で、メンテナンスサービスのコストや質の改善には取り組むべき。
・ CEやME4のようなメンテナンス人材に係る制度を確立していくための助言も大切である。
現地代理店等に関する意見
・ 現地代理店や現地法人のサービスマンに対して教育することで彼らのモチベーションを
高め、サービスレベルを上げることは重要である。顧客・現地代理店ともにマインドチェ
ンジが必要である。
・ メンテナンスサービスはキャッシュフローに繋がる重要な部分であり、かつサービス担当
者は営業担当者よりも顧客に近く、顧客のニーズ（VOC）を吸い上げることが重要な役割
と考えている。

日本では、臨床工学技士・Clinical Engineer(CE)は、医学と工学の専門知識に基づいた業務管理や診療の補助を
行うことで医療の質的向上及びその安全性を維持・確保するとともに、医療機器のメンテナンスを行う。また、
米国では、臨床工学技士・Medical Engineer(ME)は、医療機器のメンテナンスをより専門的に行う。
4
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４．現状の課題認識に関する総括
調査結果及び研究会の検討を踏まえ、外資系医療機器メーカーと比較した際の日系医療機器メ
ーカーの課題について考察する。
外資系医療機器メーカーは、現地拠点を創設することにより、迅速な対応ができるメンテナン
ス体制を構築しており、現地医療機関からも評価をされている。また、IoT5を用いた故障の予兆
の把握など、先進的な取り組みも実践している例がある。
図表・6 外資企業における新興国での現地拠点の設置状況6
国名

No.

GE healthcare
拠点有無

Philips healthcare

拠点数

拠点有無

Siemens Healthcare

拠点数

拠点有無

拠点数

1

インドネシア

あり

1

あり

1

あり

1

2

タイ

あり

1

あり

1

あり

1

3

フィリピン

あり

1

あり

1

あり

1

4

ベトナム

あり

1

あり

1

あり

1

5

ミャンマー

なし

0

なし

0

なし

0

6

バングラデシュ

なし

0

あり

1

あり

1

7

ブラジル

あり

1

あり

不明

あり

1

8

ロシア

あり

不明

なし

0

あり

不明

9

カンボジア

なし

0

なし

0

なし

0

10

中国

あり

不明

なし

0

あり

不明

11

インド

あり

13

あり

11

あり

27

12

トルコ

あり

2

あり

3

あり

不明

メキシコ

あり

不明

あり

1

あり

1

－

9ヶ国

－

11ヶ国

－

13

現地拠点「あり」とした国の数

10ヶ国

出所）本研究会第 1 回資料

他方、日系医療機器メーカーは、現地の代理店の活用が多い中で、①初期対応や判断のミス（修
理対応や判断をする代理店の人材の質が不安定であること等）
、②修理対応速度が遅い（部品の取
り寄せが発生することによる修理対応期間の長期化、現地に決裁権がないことで生じる意思決定
の遅さ等）といった問題が生じていると考えられる。また、これらに加えて IoT を用いたメンテ
ナンス対応で後発組となることもあり、③予期せぬ故障が発生するという点も課題であると考え
られる。これら①～③を原因として、日系医療機器のメンテナンスに係るダウンタイムが長期化
する事例が発生している可能性が高い。

Internet of Things の略。
各国用に公開されている各社 HP の「Contact Us」の情報などより作成。現地代理店のみが連絡先となっている
場合は「なし」としている。拠点数については、現地語 HP で詳細が不明な国は「不明」と記載している。
なお、Philips Healthcare のロシアおよび中国の拠点については、ロシアは代理店を多数活用しているものの
Philips の企業名を冠した子会社の存在が確認できなかったため「なし」としている。また中国についても、Contact
Us の宛先が米国およびオランダとなっていたため「なし」としている。
5
6
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図表・7 日系医療機器メーカーと外資系医療機器メーカーの比較（仮説）

外資メーカーの取組（例）

日系メーカー

積極的な現地拠点創設

代理店の活用が多い

• 普段からの現場とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
• 現場への迅速な駆けつけ

• 現地代理店によりｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
や早期駆けつけにバラつき

• 人材育成を通じた質の高い
スタッフの確保

• 修理対応や判断をする代理店の
人材の質が不安定なのではないか

• 在庫管理を通じた迅速な
部品供給

• 取り寄せなどが発生し、
部品供給が遅いのではないか

• 現地決裁権限の強化を通じた
迅速な意思決定

• 現地に決裁権がなく意思決定
が遅いのではないか

• IoTを駆使した予防的な保守対応

• IoT分野では後発部隊

両者に生じうる差

日系医療機器の
ダウンタイムの長期化
初期対応や判断のミス

遅い修理対応速度

予期せぬ故障の発生

出所）本研究会第 1 回資料

こうした課題が発生する背景の一つは、新興国でのメンテナンス体制強化に向けた投資判断な
ど医療機器メーカーの戦略にもよると考えられる。しかしながら、販売後のメンテナンスの重要
性に鑑み、少しでも実施可能な手段を用いた課題解決を行うため、医療機器メーカーとしてどの
ような体制強化が考えられるか、第 3 者との連携や医療機器メーカー等による共同メンテナンス
拠点の整備も含めて検討していく必要がある。
また、それと並行して、現地医療機関や代理店など、新興国側でのメンテナンスサービスに対
する意識の変革も必要となる。メンテナンスの必要性の PR や、それを支える人材（CE・ME）の
育成など、産業界と国が一体となって取り組むべき分野もある。
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第２章 課題に対する解決手法案
第 1 章では日系医療機器メーカーのメンテナンス体制構築の課題について整理した。本章では
参考となる既存取組を把握した上で、課題の解決手法案の検討を行う。

１．参考となる既存取組
１）医療機器業界における取組
日系医療機器メーカーの中で、参考となる既存取組を行っている企業もある。臨床検査機器等
を販売するシスメックス株式会社では、顧客との継続的な接点となるサービス＆サポートを早く
から重要視し、IT を組み合わせたサービス＆サポートを展開している。例えば装置の測定精度保
証として、ネットワークを介して装置から得た QC データ（Quality Control データ）をリアルタ
イムで集計・判定する外部精度管理サービスを提供している。また、定期的に装置から入手する
様々なログデータを解析し、故障やメンテナンス時期の予測を行うことで装置がダウンする前に
対処するなど、
IT を駆使して装置が常に安定稼働する環境
（ダウンタイムを最小限に留める環境）
を顧客に提供して、顧客満足度の向上に努めている。
図表・8 シスメックス社が提供する Sysmex Network Communication Systems（SNCS）の概要
装置情報送信

リアルタイムエラー情報

高品質なコールサポート

（QCデータ・ログデータ）

装置使用頻度に応じた定期保守

動作回数情報

突発故障の低減・計画的な予防保守

故障予測情報

プロアクティブサービスにより、
装置が常に安定稼働する環境を提供
出所）本研究会第 1 回資料

また医療機器業界の中では、医療機器メーカー以外の第 3 者も、メンテナンス体制強化につな
がる取組を行っている。例えば、物流業を営む鴻池運輸株式会社は、使用済み医療機器の滅菌代
行・修理サービスを提供している。医療機関から使用済みの医療機器を回収し、洗浄・メンテナ
ンス・修理を行った後に、これを再度医療機関に届けるサービスを一括して実施することで、メ
ンテナンスと物流にかかる一連のコスト削減に貢献している。
このほかに、医療機関のメンテナンス体制強化を実現している企業もある。アイメック株式会
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社は、病院の ME センター7業務を受託している。これにより、複数メーカーの医療機器を ME セ
ンターで修理対応できるようになり、修理対応の窓口の一本化が可能になる。また、当該 ME セ
ンターと病院側のメンテナンス要員が緊密に連携することを通じ、医療機関側のメンテナンス対
応力が上がることで、メーカー側のメンテナンス対応負荷も軽減される効果がある。
さらに、医療機器メーカーの負荷軽減という点では、株式会社ベルシステム 24 傘下のグループ
企業が日本国内で提供している、24 時間対応可能な医療機器メンテナンスのコールセンター業務
も参考事例と言える。
２）医療機器以外の業界における取組
医療機器以外の業界でも、参考となる既存取組が存在する。メンテナンス提供時のフローに沿
って、
「気付く」
「駆けつける」
「点検・修理する」の各ステージに区分して調査したところ、下図
のような事例が参考になると考えられる。
図表・9 医療機器以外の業界における参考事例
気づく
• 壊れる前に予測する
• 壊れた時にすぐに気づく

駆けつける
• チャネル（拠点）がある
• 十分な技術を持つ技術者がいる

点検・修理する
• 部品が迅速に供給・管理される
• 修理がしやすい製品にする

自動車

－

トヨタグループ（3社）：
PIT&GO

Honda：テックマチック

農機・建機

コマツ：KOMTRAX

－

コマツ・日立建機：
部品の共同購入

物流

－

富士物流：配送＋保守

－

電子機器

－

京西テクノス：
Global Repair Center

富士通：
ジャスト・イン・タイム生産

事務用機器

全般：ファシリティマネジメント

－

－

インフラ

－

三菱日立パワーシステムズおよび
IHIパワーシステムマレーシア

－

出所）本研究会第 2 回資料

例えば、プリンターなどの事務用機器業界では、ユーザー（テナント）内の複数社の機器をま
とめて保守契約をするファシリティマネジメントを行っている。事務用機器メーカーの販売会社
がユーザーと一括保守契約を結んだ上で、第 3 者メンテナンス事業者などに保守サービスを委託
し、ユーザー内の機器のメンテナンスを実現している。ユーザーは保守の窓口や契約を一本化で
きる利便性があり、またメーカー側には機器の買い替え時期を捕捉できるというメリットがある。

医療機関の中で共同利用する医療機器の中央管理業務や臨床支援業務を担い、医療機器の安全で効率的な運用を
図ることを目的とした部署。
7
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図表・10

ファシリティマネジメントのイメージ
①契約締結

ユーザー（テナント）

A社

B社

⑤サービス料支払

（※仮にA社の販売会社が契約したとする）

メーカーの販売会社

②保守サービス
の委託

C社

サービス提供主体
第3者メンテナンス事業者
④保守サービス提供

ディーラー

③研修

B社およびC社

③部品供給

メーカーのメンテナンス部門
出所）本研究会第 2 回資料

また、他産業からのメンテナンスサービスへの参入という点では、富士物流株式会社の事例を
挙げることができる。富士物流では、保守作業の技術を習得した「IT ドライバー」を活用するこ
とで、OA 機器等の「配送」+「現地保守作業」の一体型サービスを提供している。従来の設置作
業や障害復旧作業では、作業を行う技術作業員(エンジニア)と設置機器や保守部品を運ぶ配送ドラ
イバーが別々に手配され、複数の手間や管理コストがかかっていたが、設置・保守作業の技術を
修得した配送ドライバーを育成することで、上記の手間や管理コストの削減を実現した。
2 社間で部品の共通化を行った事例もある。株式会社小松製作所と日立建機株式会社は、一部
の部品を共通化し、両社で生産しているコンポーネントの相互供給を行えるようにするとともに、
外部から購入しているコンポーネントの共同購買を行った。海外でも同様であり、サプライヤの
相互紹介・共同開拓・共同購入を行うほか、インドネシアなどの海外生産現地法人間で、部品・
コンポーネントの相互供給を行った。具体的には、超大型油圧ショベルの下部走行体については、
設計を共通化した上で、日立建機が生産しコマツに供給している。一方で、ミニショベルの下部
走行体については、設計を共通化した上で、コマツが生産し日立建機に供給している。アタッチ
メントや、ニッチな商品／特殊な商品等の新分野における相互補完によって効率化を図っている
事例である。
この他、メンテナンスしやすい機器開発を行う事例もある。本田技研工業株式会社は、従来、
メーカーや特定の業者しか取り付けのできなかった自操車の部品を、販売店にて車両に搭載する
ことを前提に開発した。モジュール化を行い、部品の取り付けに既存の締め付け点を利用するこ
とで、新たな穴あけ加工を必要としない取り付けやすい構造としてメンテナンスを簡易化した。
これら他産業の取組については、参考までに巻末の参考資料にまとめた。
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２．解決手法案
１）課題解決に向けた改善点
第 1 章で検討した「現状の課題認識」や、前節の「参考となる既存取組」を踏まえ、メンテナ
ンス体制強化に向けた 6 種類の改善点と、それに対応する 9 種類の解決手法案を検討した。以下、
まずは各改善点の解説をした上で、その後に解決手法案の詳細を述べることとする。
図表・11 メンテナンス体制強化に向けた改善点 と 対応する解決手法案
改善点１
情報連携

改善点５
メーカー

研修・仕様書・
部品の提供

監督・指導

二次代理店
or
修理専門業者

問い合わせ
メンテナンスサービ
スの提供

問い合わせ

一次代理店

医療機関

医療機関
院内

メンテナンスサービスの提供

修理依頼
製品回収

改善点２

改善点３

改善点４

メンテナンス
チーム

メンテナンスサービスの提供・修理済み製品の返却

改善点６

解決手法案

視点

【改善点１】問い合わせ対応の強化

外部事業者（コールセンター事業者等）を活用した現地拠点
①
の構築

【改善点２】メンテナンス負荷の軽減

②

【改善点３】医療機関に対する一括保守
契約など提案力の強化（適切なメンテナ
ンス契約のあり方の模索）

③ 在庫管理サービスなど周辺サービスを組み合わせた体制構築
④ 医療機関のMEセンターの一括受託
⑤

【改善点４】院内メンテナンス体制強化
【改善点５】部品供給の効率化・迅速化
（在庫管理効率化や現地調達促進など）
【改善点６】院内在庫管理との連動

外部事業者（物流事業者）の現地倉庫などを活用した医療
機器部品の保管・出荷（・メンテナンス）

第3者メンテナンス事業者を交えた病院の
ファシリティマネジメントの提案

⑥ 新興国でのリモートメンテナンス普及
⑦ メンテナンスしやすい機器開発
⑧ 部品共通化の可能性検討
⑨

第3者と
提携した
取組

ユーザー教育の実施および安全管理等に関する現地での制度
の設計

医療機器
メーカー
単体もし
くは業界
団体とし
ての取組

出所）本研究会第 2 回資料

改善点 1：医療機関からの問い合わせに対する対応力強化
医療機器の故障等に関する医療機関からの問い合わせに対しては、問い合わせ内容の正確な理
解と、その内容に対する適切な対応を選択する判断力が求められる。また、現地医療機関からの
問い合わせ内容は、単純なものも多いとの声もある。現地拠点を構築して直接的な問い合わせ対
応ができている医療機器メーカーであれば問題ないが、代理店に一次的な問い合わせ対応を任せ
ている場合、代理店の能力次第で問い合わせ対応の品質が上下してしまう。
よって、医療機関からの問い合わせに対する対応力強化は、課題解決に向けた一つの方向性で
あると考えられる。まずは代理店や現地拠点への継続的な教育の実施が考えられるが、これに加
えて本研究会では「外部事業者（コールセンター事業者等）を活用した現地拠点の構築」を想定
した。
（⇒解決手法案①）
改善点 2：メンテナンス負荷の軽減
修理を行う専門人材を現地まで派遣しなければ直せないなど、医療機器のメンテナンスにかか
る負荷が高い場合、医療機器が故障して使えない期間（ダウンタイム）も必然的に延びることに
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なる。
よって、例えば「リモートメンテナンスの普及」を通じて、現地に行かずともメンテナンスが
実施できる環境を構築することは一つの解決手法になると考えられる。また、機器内部の部品の
モジュール化を進めて部品交換を容易にするといった「メンテナンスしやすい機器の開発」も、
課題に対する解決手法として考えることができる。
（⇒解決手法案⑥・⑦）
改善点 3：医療機関に対する一括保守契約など提案力の強化
ユーザーである医療機関にとって、メンテナンス対応を行う窓口や契約を一本化できれば利便
性が増す。他産業の事例を見てもニーズの存在は明らかであるが、一方で、多様な製品ラインナ
ップを持つ外資系医療機器メーカー以外には、医療機関内の複数の医療機器を全体的にメンテナ
ンス対応する保守契約を提案することは難しい。
そこで、医療機器メーカーが、複数の医療機器メーカーの機器修理を行うことができる「第 3
者メンテナンス事業者を交えた形で医療機関に対してファシリティマネジメントを提案する」こ
とも一つの解決手法として考えられる。
（⇒解決手法案⑤）
改善点 4：院内メンテナンス体制強化
ユーザーである医療機関側でメンテナンス対応できる幅を広げられれば、医療機器メーカーに
求められるメンテナンス体制強化の度合いも抑えることができ、結果としてダウンタイムの削減
にもつなげられる。
よって、参考取組事例に即した「医療機関の ME センターの一括受託」は、一つの解決手法に
なると考えられる。医療機器メーカーの新興国展開において、一括受託に対応できる事業者と提
携して現地に出て行くことができれば、メンテナンス体制強化にもつなげられる。また、現地の
医療機関に対してメンテナンスの重要性を伝えるなどの「ユーザー教育の実施や、安全管理等に
関する制度設計を現地において進める」ことも、一つの解決手法となるであろう。
（⇒解決手法案
④・⑨）
改善点 5：部品供給の効率化・迅速化（在庫管理効率化や現地調達促進など）
現地からのネガティブな意見にも出ているように、部品の調達コストが高く、調達期間にも数
ヶ月を要し、結果としてダウンタイムが延びているという事例が発生している。一方で、各国に
十分な部品の在庫を保有する体制を作ることは難易度が高い。
これについては、例えば「外部事業者（物流事業者）の現地倉庫などを活用した医療機器部品
の保管・出荷（・メンテナンス）」を実現することが一つの解決手法になると考える。さらに、物
流事業者が医療機器の修理を含めたメンテナンスを行うことができれば、さらに効率化・迅速化
が実現できる可能性がある。また、開発・設計段階での連携を通じて「部品共通化の可能性を検
討」することも一つの解決手法と考える。
（⇒解決手法案②・⑧）
改善点 6：院内在庫管理との連動
主に医療材料を対象として、院内在庫の状況に応じた効果的な製品等の供給体制を構築するこ
とも、方向性の一つとして考えられる。SPD 事業者8と提携し、
「在庫管理サービスなど周辺サー

8

SPD（Supply Processing & Distribution）は、医療機関内の物品・物流を包括的に管理し、発注も含めた効率化
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ビスを組み合わせた体制構築」を目指すことは、検討すべき一つの解決手法と考える。
（⇒解決手
法案③）
２）課題に対する解決手法案
前述した解決手法案①～⑨について、その概要と実現に向けた留意点は、以下の通りである。
①～⑤は、第 3 者との連携を前提とした手法、⑥～⑨は医療機器メーカー及び医療機器関連業界
が中心に実施しうる手法である。外部の第 3 者との連携を前提とした①～⑤を先に記載する。
①外部事業者（コールセンター事業者等）を活用した現地拠点の構築
医療機関からの問い合わせに対する対応力強化を目的として、医療機器メーカーが、現地語対
応ができるコールセンター事業者と提携し、メンテナンス受付対応を含む一次窓口業務を委託す
る解決手法である。委託を受けたコールセンター事業者は、医療機関からの故障の通知や問い合
わせを一次受けした上で医療機器メーカーへの報告を行う。またコールセンター事業者の対応力
次第では、現地代理店等への修理依頼や、医療機関への直接的な操作指示も考えられる。
メリットとしては、医療機器メーカーが自前で問い合わせ対応窓口を構築するよりも安価に構
築できる点を挙げられる。医療機関からの問い合わせは、単純なものも多いとの声もあり、一次
対応を迅速に行うことで、医療機関の満足度を上げることが期待できる。また、エンドユーザー
の声を直接収集でき、サポートの質も安定させられるきっかけにすることが可能となる。
実現に向けた主な留意点は次図に吹き出しで示している通りである。医療機器メーカーとコー
ルセンターの間の契約範囲をどう設定するか、現地語対応など必要な人材の要件は何か、といっ
た点を挙げることができる。
図表・12

解決手法案①｜外部事業者(コールセンター事業者等)を活用した現地拠点の構築と留意点
・必要な人材の要件は何か。
・現地語対応ができるスタッフを確
保できるか。

②故障の通知・問い合わせ

エンドユーザー
（医療機関）

③原因特定・操作指示
・各代理店の対応能力の可否まで考慮して
連絡先の振り分けを行うことができるか。

・対応可能な事業者は
いるか。

④（修理が必要な場合は）適切な相手に修理依頼
ダウンタイム
の削減

・現地代理店や現地
拠点は、運用の変更
拠点は、運用の変更
を受け入れられるか。
を受け入れられるか。

現地代理店

医療機器メーカー
（現地拠点）

コールセンター

⑥定期的な
フィードバック
・フィードバックの内
容や頻度はどうす
るか。不具合事象
など迅速・的確な
報告が必要なもの
も存在する。

①対応範囲の
取り決め

医療機器メーカー
（日本国内本社）

・契約範囲をど
う設定するか。
（一次対応のみ
とするか、遠隔
指示まで委託す
るか）

⑤作業員の派遣

出所）本研究会第 3 回資料

を実現するサービスである。主に小型医療機器や医療材料などが対象となる。
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これらの留意点について、研究会では次表のような意見が出された。それらも踏まえて解決手
法案①の方向性を考えると、現地語対応できる人材育成のほか、各社からの情報開示を通じたマ
ニュアル整備などに一定の時間を要すると考えられる中では、まずコールセンター事業者が対応
できる地域・医療機器に限って小規模での試行を開始することが、基本的な方向性になると考え
られる
図表・13

解決手法案①｜外部事業者(コールセンター事業者等)を活用した現地拠点の構築に対する主
な意見および今後の方向性

青字：否定的意見、赤字：肯定的意見
委員・オブザーバの意見

方向性（案）

• 修理の受付のみではなく取り扱い説明対応まで行うならば、医療現場や臨
床の知識も必須となる。基本的には一次対応とし、各社現地主要代理店へ
引き継ぐのが妥当ではないか。
• 故障内容によっては遠隔指示まで必要。機器別故障内容の正確な伝達、二
次対応者の選別までを契約範囲としてはどうか。コールセンターを現地に置
く前提であれば、遠隔指示まで委託は可能と思われる。

• コールセンター活用の初期
は一次対応までとしつつ、人
材育成が進んだ後は二次対
応まで委託する形が妥当で
はないか。

• 対象とする医療機器の技術面の理解に加えて、使用方法・目的・効果・顧客
要望などへの理解力が必要となる。
• 現地語対応は必須である。複数の国・地域を見る拠点を1ヶ所に作る場合は
現地語対応ができるコールセン
難易度が増すが、担当地域・国の人材教育で対応できるのではないか。
タースタッフを確保できるか。

• 対象とする医療機器に関す
る技術面および使用方法・目
的・効果等を理解する人材が
必要。
• 人材育成に時間がかかるこ
とも予想されるため、まずは
コールセンター事業者が対応
できる地域で小規模での試
行をしてはどうか。

• スタッフの判断力に依存するが困難ではないか。
コールセンタースタッフが、各代 • 各代理店の力量評価などについて情報共有をし、体系化されたマニュアルを
作ることで対応できるのではないか。コールセンターにMEを配置し育成して
理店の対応能力可否まで考慮
し、連絡先振り分けを行えるか。
いけばさらに実行可能性は高まる。
• ただし、振り分けられる情報を各社が出せるかどうかは論点である。

• 医療機器メーカーからの情
報開示を通じたマニュアル化
により実現できるのではない
か。
• ただし、情報の開示や人材
育成の可能性については要
検討である。

個別論点

契約範囲をどう設定するか。

コールセンタースタッフの
要件は何か。

• 現地法人や代理店のメリット
を明確にする必要がある。
• 販売サービス一体体制をとる各国現地法人において、サービス収益は重要
• 例えば、コールセンター側で
な収益源で受け入れられないのではないか。
現地代理店や現地拠点は、運
は休日・夜間の対応のみを受
用の変更を受け入れられるか。 • 代理店も、機能の重複や収益への影響があるため交渉は難航すると考える。
けるようにすれば、現地法
• 現地側のメリットを明確にすれば可能ではないか。
人・代理店が負荷を負うこと
なく24時間対応体制を構築
することができる、など。

コールセンターから医療機器
メーカー（日本国内本社）への
フィードバックの内容や頻度は
どうするか。不具合事象など迅
速・的確な報告が必要なものも
存在する。

• 現地状況の可視化のためにも、問い合わせ対応と並行した報告の仕組みが
必要。
• 不具合の報告は、リスクレベル等を踏まえた対応の違いを設けるべき。
• 予め契約条件の中で指定するべき。例えば、全体の結果報告は定期的（月
次・週次）とした上で、代理店や販社へエスカレーションされた情報の中から
緊急性のあるもの等は、代理店や販社の判断で日本に連絡される想定。

• 報告を行う仕組みは必須で
ある。
• 定期的な報告と緊急性のあ
る重要な報告とに分けた上
で、報告の仕組みをマニュア
ルとして整備するなどが考え
られる。

解決手法案①に関する総括
• 現地語対応できる人材の育成のほか、医療機器メーカー各社からの情報開示を通じたマニュアル整備など、一
定の時間は必要。
• まずは、コールセンター事業者が対応できる地域から小規模での試行を開始してはどうか。

出所）本研究会第 3 回資料

18

②外部事業者（物流事業者）の現地倉庫などを活用した医療機器部品の保管・出荷（・メンテナンス）
部品の円滑な調達の実現を目指し、物流事業者の現地倉庫や流通ノウハウを活用して、まとめ
て部品を管理する解決手法である。医療機器メーカーは現地倉庫を持つ物流事業者に部品管理を
委託し、物流事業者側で医療機関からの部品配送依頼等に対応することが想定される。
メリットとしては、一元的な部品管理により管理コストが減らせるほか、大規模拠点からの配
送によりタイムロスを少なくすることが出来る。
物流事業者は、部品管理受託以外の事業拡大に向けて、修理・滅菌代行などのメンテナンスサ
ービス自体を提供していくことも考えられるのではないかという点も、検討すべき論点となると
考えられる。
図表・14

解決手法案②｜外部事業者（物流事業者）の現地倉庫などを活用した医療機器部品の
保管・出荷（・メンテナンス）と留意点

・対応可能な事業者は
いるか。
エンドユーザー
（医療機関）

物流事業者

医療機器メーカー
①契約

③故障の通知、
部品配送依頼

②部品管理の委託

④部品の配送

＋
※メンテナンスサービス自体の提供
（修理・滅菌代行など）

・事業拡大に向け、メンテナンスサービス
自体も提供することは考えられるか。

出所）本研究会第 3 回資料

これらの留意点について、研究会では次表のような意見が出された。それらも踏まえて解決手
法案②の方向性を考えると、全体的に前向きな意見が多い解決手法案として、まずは具体的な取
組につなげていくことが重要であると考える。その中で、対象とする機器の種類やリスク管理手
法を具体化しつつ、物流事業者が迅速に展開できる地域・医療機器で具体的な試行に着手してい
くべきであると考える。
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図表・15

解決手法案②｜外部事業者（物流事業者）の現地倉庫などを活用した医療機器部品の
保管・出荷に対する主な意見および今後の方向性
青字：否定的意見、赤字：肯定的意見

個別論点

方向性（案）

委員・オブザーバの意見

• 日系物流事業者を活用
する場合は、既に進出し
• 日系物流事業者は、アジアには強いが中近東・中南米ではサービスしていないな
対応できる国・地域で、ま
ど、グローバルでの協業は難しいと考える。また外資の大手であっても制限がか
対応可能な物流事業者はいる
ずは対象機器も絞った試
かる国・地域があり、全てを網羅している物流事業者は存在しないのではないか。
か。
行を実践するのが妥当か。
• 国内複数個所に代替機や部品を保管し、すぐに届けられる機動性のある状態が
• また、現地物流事業者の
必要。現地物流事業者が候補となるのではないか。
活用も見据え、実現に向
けた検証を進めるべき。

• 医療機器の洗浄や消毒、日常点検などユーザーが本来実施するべきメンテナン
ス内容であれば対応可能だが、精密な電子部品等が組み込まれた医療機器な
どには対応できないと考える。
事業拡大に向け、物流事業者
がメンテナンスサービス自体も • 代替機の搬送や、簡単な修理・点検などを、本来の物流業務に組み合わせられ
る事業者がいれば検討の余地はある。
提供することは考えられるか。
【※参考】鴻池運輸のように、国内でも実際に滅菌代行等のメンテナンス対応を
展開している事業者はいる。

（その他、全般的なご意見）

• 日常点検や洗浄・消毒な
ど、対応範囲を区切った
形での事業展開が基本と
考えられる。

• 各国同様に展開できる事業者があれば、物流改善には非常に良い解決手法案
であると考える。
• 機器センドバック方式でのメンテナンスや、調整不要な部品交換修理であれば比
較的容易に実現できると思われる。
• （下記参照）
• 免税地区にある倉庫などを利用することで、輸出入に伴う税コストを軽減できるの
であれば更に有効と考える。
• ただし、現地の物流事業者を活用する場合は、現在の代理店以上に紛失や盗難
に対するリスク管理が必要になると考える。

解決手法案②に関する総括
• 全体的に前向きな意見が多い解決手法案である。
• 対象とする機器の種類やリスク管理手法を具体化した上で、実際に試行を開始してはどうか。

出所）本研究会第 3 回資料

③在庫管理サービス（SPD 事業者）など周辺サービスを組み合わせた体制構築
院内在庫の状況に応じた効果的な製品等の供給体制を構築するために、医療機器メーカーと
SPD 事業者が提携して、医療機関の利用状況に合わせた医療機器・医療材料の提供体制を構築す
ることも解決手法の一つと考えられる。
メリットとしては、医療機関としては院内物流の最適化につながる点とともに、医療周辺サー
ビスである SPD 事業と一体となった海外展開を実現できる点が挙げられる。
実現に向けた留意点としては、対応可能な SPD 事業者がいるかという点とともに、医療機器メ
ーカーとの間での契約範囲（在庫リスクの持ち方など）をどう設定するかといった点を挙げるこ
とができる。
図表・16

解決手法案③｜在庫管理サービスなど周辺サービスを組み合わせた体制構築と留意点

エンドユーザー
（医療機関）

・事業拡大に向け、メンテ
ナンスサービス自体も提供
することは考えられるか。

SPD事業者*1
（現地拠点あり）

②医療機器・医療材料等の
利用状況の把握

・対応可能な事業者は
いるか。
①提携

③利用状況に合わせた
機器等の適切な供給・補充

医療機器メーカー

・契約範囲をどう設
定するか。（在庫リス
クの抱え方など）

④医療機器・材料費の支払および
追加の医療機器・材料の供給

*1 SPD（Supply Processing & Distribution）は、医療機関内の物品・物流を包括的に管理し、発注も含めた効率化を実現するサービスである。
主に小型医療機器や医療材料などが対象となる。

出所）本研究会第 3 回資料
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これらの留意点について、研究会では次表のような意見が出された。それらも踏まえて解決手
法案③の方向性を考えると、期待される効果や実現可能性への前向きな意見が多いことから、対
象とする機器の種類やリスク管理手法を具体化しつつ実際に試行を検討していくべきと考える。
ただし、国内で事業展開している SPD 事業者の巻き込みや、医療機器メーカーと SPD 事業者の
関係の検討など留意すべき点がなお残されている。
図表・17

解決手法案③｜在庫管理サービスなど周辺サービスを組み合わせた体制構築に対する主な
意見および今後の方向性
青字：否定的意見、赤字：肯定的意見
個別論点

委員・オブザーバの意見

方向性（案）

SPD事業者と医療機器メーカー
の契約範囲をどう設定するか。
（在庫リスクの抱え方など）

• 想定される契約のスキームは、まずSPD事業者が病院と契約し、その中に医療
機器の修理が含まれる。その後、SPD事業者とメーカー／代理店の間で、部品
の供給や修理・点検の教育提供に関する契約を結ぶ形になると思われる。
• 医療機器メーカーがSPD事業者に委託する構図は考えづらいのではないか。

• SPD事業者への委託に関
する医療機器メーカーの
意向確認が必要。

対応可能なSPD事業者はいる
か。

• 対応可能な事業者がいるかは不明。

• －

事業拡大に向け、SPD事業者が • 医療機器の洗浄や消毒、日常点検などユーザーが本来実施するべきメンテナン
メンテナンスサービス自体も提
ス内容であれば対応可能だが、精密な電子部品等が組み込まれた医療機器な
どには対応できないと考える。
供することは考えられるか。

（その他、全般的なご意見）

• 機器センドバック方式でのメンテナンスや、調整不要な部品交換修理であれば
比較的容易に実現できると思われる。
• 一定数以上の医療機関があれば、ポテンシャルは高い解決手法案と考える。

• 日常点検や洗浄・消毒な
ど、対応範囲を区切った
形での事業展開が基本と
考えられる。

• （下記参照）

解決手法案③に関する総括
• 期待される効果や実現可能性については前向きな意見が見られる。
• 国内で事業展開しているSPD事業者の巻き込みを含め、海外での試行に向けた取組を開始してはどうか。その
際は、対象とする機器の種類やリスク管理手法の具体化や医療機器メーカーとSPD事業者の関係について検討
する必要がある。

出所）本研究会第 3 回資料

④医療機関の ME センターの一括受託
医療機関側のメンテナンス対応力強化を目的とした解決手法である。医療機器メーカー等が、
複数企業の医療機器の修理対応を行うことができる第 3 者メンテナンス事業者と提携し、医療機
関の ME センターの受託を通じてエンドユーザー側のメンテナンス対応力を強化する。
メリットとしては、医療機関側で修理対応できる範囲が広がることで、医療機器メーカーによ
る現地メンテナンス体制の構築を相対的に低いコストで始められる点や、医療機関側との密接な
コミュニーケーションを通じて、医療機関側のメンテナンス能力向上が期待できる点を挙げるこ
とができる。
実現に向けた留意点としては、医療機器メーカーが第 3 者メンテナンス事業者に機器修理に関
する情報をどこまで開示できるかという点などを挙げることができる。
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図表・18

解決手法案④｜医療機関の ME センターの一括受託と留意点

エンドユーザー
（医療機関）

第3者メンテナンス
事業者

①院内のMEセンターの一括受託

・対応可能な事業者は
いるか。

医療機器メーカー

・第3者メンテナンス事業者へ
の修理関連情報の開示を許
容できるか。

②故障時等の問い合わせ

④第3者メンテナンス事業者が
対応しきれなかった故障等にのみ対応

③院内での修理対応

出所）本研究会第 3 回資料

これらの留意点について、研究会では次表のような意見が出された。それらも踏まえて解決手
法案④の方向性を考えると、相対的に低いコストで始められ、医療機関側のメンテナンス能力向
上も見込まれることも踏まえれば、実現可能性のある解決手法案と考えられる。今後は、対象と
する機器や業務範囲、医療機器メーカー側が許容できる情報開示の範囲の特定も検討することが
必要である。さらに、医療機器メーカーや医療機器販売業者が主導する形が基本ではないかと考
えられるが、関係者を交えた具体的な検証を進めるべきと考える。
図表・19

解決手法案④｜医療機関の ME センターの一括受託に対する主な意見および今後の方向性
青字：否定的意見、赤字：肯定的意見
委員・オブザーバの意見

方向性（案）

医療機器メーカーが第3者メン
テナンス事業者への修理関連
情報の開示を許容できるか。

• 取扱製品や第3者メンテナンス事業者の体制などによるものの、契約範囲に
限った対応であれば可能と考える。特にエンドユーザーに実施責任のある日常
点検や定期点検は可能と考える。
• ただし、修理に関しては開示できない情報も有り得る。また、代理店との調整な
どが必要になる可能性もある。

• 対象とする機器や業務範
囲を特定すべき。
• また、修理関連情報の開
示については否定的意
見が目立ったので、医療
機器メーカー側が許容で
きる情報開示の範囲を特
定した上で、具体化に向
けた検討を行うべき。

対応可能な第3者メンテナンス
事業者はいるか。

• （目立った意見なし）

• －

• 第3者メンテナンス事業者が単独で医療機関や各メーカー、代理店と調整するこ
とは難しいのではないか。
• （一方で）解決手法案③と同様に、医療機器メーカーが第3者メンテナンス事業
者に委託する意向があるかは確認すべきと考える。

• 第3者メンテナンス事業者
が前面に出る形での展
開ではなく、医療機器販
売者や医療機器メーカー
などが主導する取組の中
で、その1機能を担う形が
基本ではないかと考える。
• ただし、メーカー等から第
3者メンテナンス事業者へ
の委託意向は要確認。

個別論点

（その他、全般的なご意見）

解決手法案④に関する総括
• エンドユーザー側の満足度も高いと考えられ、医療機関側のメンテナンス能力の向上も見込まれることから、実
現可能性はあると考えられる。
• 対象とする医療機器、業務範囲や医療機器メーカー側が許容できる情報開示の範囲を特定する必要がある。
• 医療機器販売業者や医療機器メーカーが主導する形が考えうるのではないか。

出所）本研究会第 3 回資料
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⑤第 3 者メンテナンス事業者を交えた病院のファシリティマネジメントの提案
メンテナンス対応の窓口や契約を一本化したい医療機関のニーズに応え、医療機関内の医療機
器の一括保守対応を提案できるようにする解決手法である。まずは、医療機器メーカーや第 3 者
メンテナンス事業者等が提携してコンソーシアムを組成し、コンソーシアムが、医療機関と一括
メンテナンス契約（ファシリティマネジメント契約）を結ぶ形態である。医療機器が故障した場
合、医療機器メーカー側で受けるものと第 3 者メンテナンス事業者側で受けるものを分けて対応
する想定である。
メリットとしては、医療機関はメンテナンス契約の窓口や契約を一本化でき、医療機器メーカ
ーは、医療機関側のニーズを捉えた医療機器導入の提案や、一括保守対応の過程で、導入されて
いる医療機器の買い替え時期の捕捉が可能となる点を挙げることができる。
実現に向けた留意点は次図に吹き出しで示している通りである。コンソーシアムの代表団体と
して医療機関と契約を結ぶ主体など多くの留意点がある。
図表・20

解決手法案⑤｜第 3 者メンテナンス事業者を交えた

病院のファシリティマネジメントの提案と留意点
コンソーシアム
医療機器メーカー
（A社）

エンドユーザー
（医療機関）

①医療機関内の全ての機器の
一括メンテナンス契約の締結
（ファシリティマネジメント契約）

③A社機器
の修理へ
・対応できる医療機器の範囲は。
（第3者メンテナンス事業者のトレーニ
ング対応能力の限界もある）

②故障時等の問い合わせ
第3者メンテナンス
事業者

④修理された機器の返却
（もしくは医療機関現地での修理）

・対応可能な事業者は
いるか。

・コンソーシアムの代表団体（＝医療
機関との契約主体）は誰になるか。
医療機器メーカーが引き受けるか、そ
れとも医療機器メーカー以外の事業
者が前面に立つべきか。

③A社機器
以外の修理へ

・円滑な部品供給は可能か。

医療機器メーカー
（A社以外）
事前に機器修理関連
情報を開示
（③の故障内容次第
ではメーカー側で修
理対応も行う）
・第3者メンテナンス事業者への修理関
連情報の開示を許容できるか。

出所）本研究会第 3 回資料

これらの留意点について、研究会では次表のような意見が出された。それらも踏まえて解決手
法案⑤の方向性を考えると、まずは小型医療機器を中心とした具体化の検討を進めるべきと考え
る。推進主体として、商社・ゼネコン等がプライムを取る場合や、一括販売・一括メンテナンス
会社の構築、直販を行う日系医療機器大手への委託など、様々な形態が考えられるため、関係者
を交えた具体的な検証が求められる。
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図表・21

解決手法案⑤｜第 3 者メンテナンス事業者を交えた病院のファシリティマネジメントの
提案に対する主な意見および今後の方向性
青字：否定的意見、赤字：肯定的意見
個別論点

方向性（案）

委員・オブザーバの意見

コンソーシアムの代表団体（＝医
• メーカー同士の利害が影響する点からメーカー以外の事業者が妥当と考える。
療機関との契約主体）は誰になる
契約者は商社・ゼネコンになるのではないか。
か。
• 複数事業者による共同のメンテナンス拠点を作る方針が考えられる（仮称：当該国日
本医療機器センター構想）。
医療機器メーカーが引き受けるか、
それとも医療機器メーカー以外の
対象医療機器メーカー及び同代理店がコアとなり、臨床工学技士会が教育並びにメン
事業者が前面に立つべきか。
テ要員の派遣等を協力し対応する方針が考えられる。
対応できる医療機器の範囲は。

• 大型機器は現実的ではない。クラス分類上は日本のクラスII程度までと考える。
• 医療材料を伴う小型医療機器（点滴ポンプ、シリンジポンプ、透析装置等）は容易。

• 使用実績データによる管理が無ければ困難ではないか。
• 自社にとってメリットがあれば可能である。想定された部品の範囲であれば可能。

対応可能な第3者メンテナンス事業 • 心当たりがない。
【※参考】アイメック社のように複数企業の製品を修理できる事業者はいる。
者はいるか。

（その他、全般的なご意見）

•
•
•
•

• 大型医療機器ではなく、小型
医療機器を対象とする想定
が基本と考える。
• ④の解決手法案と同様に、
医療機器メーカー側が許容で
きる情報開示の範囲を特定し
た上で、具体化に向けた検討
を行うべき。

コンソーシアムに参加していないそ
の他医療機器メーカーは、第3者メ • 修理に関しては開示できない情報も有り得る。
ンテナンス事業者への修理関連情 • （一方で）個別契約があれば可能であると考えられる。
報開示を許容できるか。
円滑な部品供給は可能か。

• 医療機器メーカー以外の主
体（たとえば商社・ゼネコンな
ど）が推進主体となるのが妥
当か。

メーカー間の利害関係の調整は難しい可能性がある。
医療材料含めた、小型医療機器等では検討価値がある解決手法案である。
一括販売、一括メンテ会社等が必要になるのではないか。
理想的には、直販を行う日系医療機器大手に、競合他社以外の製品群のメンテナン
ス業を担って頂くのが良い。病院への売り込みに際し、自社ブランド以外も含めてパッ
ケージで売り込むことに意欲的な企業への支援があればと思う。（当該企業と、現地へ
の売り込みを依頼したい企業とのマッチング、等）

• メーカーへのメリットの明確
化を進めるべき。
• 国内で類似事業を展開する
企業と組むのが基本か。

• （以下参照）

解決手法案⑤に関する総括
• 小型医療機器を中心として具体化を進めてはどうか。
• 医療機器メーカーによる情報開示範囲の検証を行いつつ、商社・ゼネコン等がプライムを取る場合や、一括販売・一括メ
ンテナンス会社の構築、直販を行う日系医療機器大手への委託など、様々な形態が考えられることに留意。

出所）本研究会第 3 回資料

⑥新興国でのリモートメンテナンスの普及
以下⑥～⑨の手法は医療機器メーカー又は業界団体中心に検討する解決手法である。⑥は、医
療機器メーカーのメンテナンス負荷を軽減することを目的とした、リモートメンテナンスの普及
である。オンラインで機器の状況を確認し、遠隔でのメンテナンスを行うことで迅速な原因特定・
修理が可能になる。
留意点としては、リモートメンテナンスの仕組みの構築のほか、現地の IT インフラの整備状況
が十分かどうかという点を挙げることができる。
図表・22

解決手法案⑥｜新興国でのリモートメンテナンスの普及と留意点

エンドユーザー
（医療機関）

・現地のITインフラの整備
状況は十分か。

医療機器メーカー
②原因の特定

①機器の状況の送信

③遠隔での指示や修理
（故障内容によっては代理店や現地拠点へ作業員派遣の指示）

出所）本研究会第 3 回資料

これらの留意点について、研究会では次表のような意見が出された。それらも踏まえて解決手
法案⑥の方向性を考えると、リモートメンテナンスに必要な IT インフラについて先行的に調査・
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検証する必要はあるものの、基本的に肯定されている解決手法案として、対応できる医療機器か
ら先行して推進していくべきと考える。
図表・23

解決手法案⑥｜新興国でのリモートメンテナンスの普及に対する主な意見および今後の方向性
青字：否定的意見、赤字：肯定的意見
個別論点

方向性（案）

委員・オブザーバの意見

現地のITインフラの整備状
況は十分か。

• 回線スピードの問題もあり、機能を十分に活用出来ないケースがある。
• 地域によるが、インターネットを使用する前提ならば、普及しているのではないか。

• 想定する機能と地域の組
み合わせによる。一般的
なケースでの確認が必要
ではないか。

（その他、全般的なご意見）

• これから対応する製品にリモートメンテナンス機能をもたせるには、商品開発のか
なり初期段階での仕組み・体制等の確立が必要であると考えられる。
• リモート操作・情報収集後の対応に必要な機動性も重要。物流業者の活用などと併
せて考える必要がある。

• 対応できる機器から先行
して推進していくべき。
• 開発・設計段階でも今後
意識していくことが重要。

解決手法案⑥に関する総括
• リモートメンテナンスに必要なITインフラは、想定する機能と地域の組み合わせで評価される必要がある。一般的
なケースで十分であるかどうかは、先行して検証しておくべきではないか。
• 方向性としては基本的に肯定されているので、対応できる医療機器から先行して推進することが期待される。

出所）本研究会第 3 回資料

⑦メンテナンスしやすい機器開発
上記⑥と同様に、医療機器メーカーのメンテナンス負荷を軽減するための解決手法である。部
品のモジュール化などを通じて、現地の代理店でも簡易に修理対応ができるような機器開発をし、
メンテナンス体制構築の負荷軽減を実現する。
これらの留意点について、研究会では次表のような意見が出された。それらも踏まえて解決手
法案⑦の方向性を考えると、メンテナンスしやすい機器開発を目指す方向性は、基本的に肯定さ
れており、機器開発の際の重要な視点として、各メーカーが意識することが期待される。
図表・24

解決手法案⑦｜メンテナンスしやすい機器開発に対する主な意見および今後の方向性
青字：否定的意見、赤字：肯定的意見

個別論点

（その他、全般的なご意見）

委員・オブザーバの意見

方向性（案）

• 大型医療機器になるほど製品化までの道のりは長く難しい面も出て来るが、メン
テナンス性の向上は更に強化・改善が必須。
• 商品開発の重要ポイントとして注力して行くべき。

• メンテナンスしやすい機
器開発を目指すという方
向性は、引き続き目指さ
れるべきである。

解決手法案⑦に関する総括
• メンテナンスしやすい機器開発を目指す方向性は、基本的に肯定されている。機器開発の際の重要な視点とし
て、各メーカーも意識することが期待される。

出所）本研究会第 3 回資料

⑧部品共通化の可能性検討
部品供給の円滑化を目的とした解決手法の一つである。医療機器の開発・設計段階から複数企
業間で部品共通化を図り、部品の調達や修理対応の効率化につなげる。
留意点としては、医療機器の特性等を踏まえる必要がある点、仮に共通化が実現できたとして
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も、部品交換時のミスを防止する工夫として、例えば 2 次元バーコードや RFID タグ9での管理な
ども実装しなければならない、という点を挙げることができる。
これらの留意点も踏まえつつ、解決手法案⑧については、研究会で次表のような意見が出され、
部品共通化の実現可能性については否定的意見が目立った。一方で、他産業における事例も踏ま
えつつ、メンテナンスの迅速化や軽減を図る観点から、共通化できる部品の範囲を検証し、その
期待効果の想定と合わせて、実現可能性を継続検討していくべきと考える。
図表・25

解決手法案⑧｜部品共通化の可能性検討に対する主な意見および今後の方向性
青字：否定的意見、赤字：肯定的意見

個別論点

（その他、全般的なご意見）

方向性（案）

委員・オブザーバの意見
• 医療機器の部品／ユニットの構成は多種多様であり、各企業にとっての商品競
争力を決定する要素の一つでもある。共通化の可能性は低いと思われる。
• 競合複数社でユニットを手分けして開発し、外装やUI、ソフトウェアなどで差別化
している例も存在するが、投資回収困難な開発の事例であろう。

• （下記参照）

解決手法案⑧に関する総括
• 部品共通化の実現可能性については否定的意見が目立った。
• 一方で、他産業における事例も踏まえながら、メンテナンスコストの軽減等の観点から、共通化できる部品の範
囲を検証し、その期待効果の想定と合わせて、実現可能性を継続検討すべき。

出所）本研究会第 3 回資料

⑨ユーザー教育の実施および安全管理等に関する現地での制度の設計
医療機関側のメンテナンス対応力強化を目指した解決手法の一つである。例えば、医療機関に
対して、医療機器の安全管理や適正利用の必要性の認知度を高めることが考えられる。また、必
要に応じて、現地政府にも重要性を認知してもらい、メンテナンスに関する制度設計や人材育成
の仕組み作りを行うことも考えられる。
これらの留意点について、研究会で、その重要性は基本的に肯定されたと言える。メーカーを
中心としつつ、必要に応じて行政等とも連携しながら、ユーザー教育や安全管理等の制度設計に
向けた取組を進めるべきと考える。
図表・26

解決手法案⑨｜ユーザー教育の実施および安全管理等に関する現地での制度の設計に
対する主な意見および今後の方向性
青字：否定的意見、赤字：肯定的意見

個別論点

（その他、全般的なご意見）

方向性（案）

委員・オブザーバの意見
• ユーザー教育は積極的に行うことが有用である。院内技術者には日常点検の指
導、ナース等のエンドユーザーには予防保全の教育が有用と考える。
• 医療スタッフの医療安全の啓発、及び職業としてMEの育成が必要。
• メンテナンスを行えるスタッフが増えユーザー自身が修理を行えるようになれば、
メーカーは部品を供給すれば良く、管理状態は向上する。

• （下記参照）

解決手法案⑨に関する総括
• ユーザー教育の実施等について、その重要性は基本的に肯定される。
• メーカーを中心としつつ、必要に応じて行政等とも連携しながらユーザー教育や安全管理等の制度設計に向け
た取組を進めるべき。

出所）本研究会第 3 回資料

RFID（Radio Frequency Identification）は無線を用いた自動認識技術であり、タグやカードに読み取り機を近づ
けることで非接触で情報を読み取り、認証などに用いることができる。
9
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第３章 今後の方向性
本研究会では、平成 27 年度・28 年度の経済産業省の事業を実施する中で各国から寄せられた
日系医療機器メーカーのメンテナンス体制への意見を背景として、その体制強化に向けた検討を
行った。
「はじめに」でも述べたとおり、日本の医療機器の品質、有効性、安全性に対する評価は総じ
て高いが、海外での販売を拡大していくためには、価格とスペックのバランス、個々の医療機器
を超えた多種多様な医療機器によるトータルソリューションの提供、販売後のメンテナンスサー
ビスの提供など、踏まえるべき視点は多い。さらに、研究会においては、現地で災害が起こった
際に、日本の医療機器の存在感を出していくことをメーカー等が視野に入れることで、日本への
信頼が高まるとの指摘もあった。
本研究会では、特にメンテナンス体制に絞った検討を行ったが、医療機器の海外における販売
拡大に当たり、その他の事項についても各主体の更なる取組が求められる。
メンテナンス体制については、調査結果および研究会の検討を踏まえると、日系医療機器メー
カーは、外資系医療機器メーカーと比べた時に、大きく分けて 3 種類の解決すべき課題を抱えて
いると考える。具体的には、日系医療機器メーカーは代理店の活用が多い中で、①初期対応や判
断のミス（修理対応や判断をする代理店の人材の質が不安定であること等）
、②修理対応速度が遅
い（部品の取り寄せが発生することによる修理対応期間の長期化、現地に決裁権がないことで生
じる意思決定の遅さ等）
、③予期せぬ故障が発生する（IoT を駆使した事例の少なさ等）が課題と
なっていると考えられる。これら①～③を原因として、日系医療機器のダウンタイムが長期化す
る事例が発生している可能性が高い。
これら課題に対し、本研究会では①～⑨の 9 種類の解決手法案を検討した。大別すると、医療
機器メーカーと第 3 者の連携を前提とした解決手法案（①～⑤）と、医療機器メーカー単体や業
界団体中心で検討する解決手法案（⑥～⑨）がある。これらは、あくまでも課題解決の手段の例
であり、医療機器メーカーがそれぞれの状況に応じて採用の可否やこれらの手段に留まらない手
段を検討すべきである。
解決手法案（再掲）
①外部事業者（コールセンター事業者等）を活用した現地拠点の構築
②外部事業者（物流事業者）の現地倉庫などを活用した医療機器部品の保管・出荷
③在庫管理サービス（SPD 事業者）など周辺サービスを組み合わせた体制構築
④医療機関の ME センターの一括受託
⑤第 3 者メンテナンス事業者を交えた病院のファシリティマネジメントの提案
⑥新興国でのリモートメンテナンスの普及
⑦メンテナンスしやすい機器開発
⑧部品共通化の可能性検討
⑨ユーザー教育の実施および安全管理等に関する現地での制度の設計
さらに、有識者委員からは、専門家（臨床工学技士）等の協力も得ながら、日系メーカーが共
同でメンテナンス拠点を整備することも検討すべきとの意見があった。
無論、競争関係にある日系医療機器メーカー同士が共同することには困難も伴うが、新興国に
おける市場拡大と我が国における将来の市場動向も踏まえつつ、競争力のある医療機器産業を構
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築する観点から、産業界としての将来を見越した取組の検討が求められるのではないか。
また、医療機器メーカーや業界団体のみでは対応しきれない局面が出てきた際、例えばメンテ
ナンス人材に関する制度を現地政府とともに構築したり、輸出入における事務処理の簡易化に向
けた調整を進めたりする場合には、日本政府および関係機関と一体となった取組を行うことも必
要と考える。そのような連携をとる意味でも、本研究会の終了後も、引き続き産業界での検討状
況がフォローアップされる仕組みを継続すべきである。
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参考資料
参考となる既存取組（医療機器以外の業界における取組）
第２章の１．参考となる既存取組の中で、２）医療機器以外の業界における取組として複数の
参考事例を取り上げた。本節では、本文で取り上げなかったその他の参考事例を解説する。
○コマツ KOMTRAX
建設機械メーカーのコマツは、各建設機械に通信システムを搭載した上で稼働状況を監視し、
保守・メンテナンスが必要なタイミングをユーザーや保守業者に通知している。
具体的には、各車両に GPS と通信システムが装備され、稼働状況などの情報や位置情報が通信
システムにより送信される仕組みである。サーバ側で車両から送信されたデータを蓄積し、イン
ターネットを通して、ユーザーやコマツ販売代理店に情報を提供している。
これにより、燃料の残量や稼動量に応じて、部品の交換やメンテナンスの必要性を事前に察知
し、ユーザーに知らせることができるようになる。
図表・27

コマツ KOMTRAX のイメージ

出所）コマツホームページより

○トヨタグループ PIT＆GO10
トヨタグループ 3 社（豊田通商・アイシン精機・デンソー）は、2013 年 12 月、自動車の修理・
メンテナンスおよび関連部品の販売を行うアフターサービス専門店「PIT&GO」を、3 社が共同出
資する形でカンボジアに設立した。背景としては、カンボジアにおいて、周辺国などからトヨタ
車をはじめとする日本車の中古車が大量に流入し、修理や点検などのニーズが高まる中で、これ
に対応する必要があったという事情がある。
3 社の出資比率は、デンソー・インターナショナル・アジア社（デンソー100％出資。豪亜地域

10

PIT&GO プレスリリース、2015 年 5 月日経 Automotive、2013 年 11 月日刊自動車新聞より作成。
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の統括運営、自動車部品の開発・設計会社）が 51％、トヨタ・カンボジア社（豊田通商グループ
80％出資。カンボジアにおけるトヨタ車正規販売代理店）が 39％、アイシン・アジア社（アイシ
ン精機 100％出資。豪亜地域での自動車用アフターマーケット部品や住生活商品の販売会社）が
10％である。プノンペン周辺にサービスショップを 2 箇所、地方に販売拠点を 2 箇所保有してい
る。
PIT&GO では、直営店のみならず、その地域で同レベルのサービスを行える現地メンテナンス
事業者の中から PIT&GO 認定店を選定し、修理技術の指導や運営支援等を行うことで、地域にお
けるサービス拠点の拡充につなげてもいる。
○京西テクノス Global Repair Center
複数メーカーの医療機器・電子計測器・産業用電子機器を修理・保守するマルチベンダーサー
ビスを提供する京西テクノスは、海外顧客向けの修理時間短縮を目指し、日本の空港内の保税工
場に海外からの故障品を集めて修理する体制を構築した。
海外の故障品を飛行機で集め、関西国際空港内の保税工場にて修理を行っている。米国の医療
機器メーカーの事例では、アジアの顧客の修理サイクルタイムを短縮できたとしている。
図表・28

京西テクノスによる修理サイクルタイムの短縮実例

出所）京西テクノスホームページより

○三菱日立パワーシステムズ
エネルギー業界では、メンテナンス体制の強化もひとつの目的とした上で国内企業 2 社が事業
統合し、三菱日立パワーシステムズを立ち上げたという事例が存在する。
2014 年 2 月に、海外での拠点を拡大するため、三菱重工業と日立製作所の２社が火力発電シス
テム事業を統合した。これにより、世界の主要地域をほぼカバーできる拠点網が完成した。背景
には、アジア・中東・米州で事業展開してきた三菱重工業と、欧州・米州・アジア・アフリカに
展開してきた日立製作所が、完全な補完関係にあった点を挙げることができる。
本事業統合の目的の一つには、メンテナンス体制の強化も挙げられていた。なお、拠点の中に
は、他社のボイラーのメンテナンスを請け負っている拠点もある。
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図表・29

三菱日立パワーシステムズのグローバルネットワーク

出所）三菱日立パワーシステムズホームページより

ベトナムにおける医療機器のメンテナンスサービスの構図
平成 28 年度に現地調査を行ったベトナムでも、医療機器のメンテナンス業務に係る基本的な流
れは日本と同様であった。ただし日本と比べて、医療機関における院内メンテナンスチームの対
応力が相対的に低いため、大規模病院であっても代理店やメーカーのメンテナンスサポートを必
要とするケースが多いという特徴はある。
（詳細は別添の「ベトナム医療機関における医療機器の
メンテナンス及び販売後のサービスの現状（抜粋）
」を参照のこと。
図表・30

ベトナムにおける医療機器のメンテナンスサービスの構図
情報連携

監督・指導

メーカー

研修・仕様書・
部品の提供

二次代理店
or
修理専門業者

問い合わせ

メンテナンス
サービスの提供

医療機関

問い合わせ

一次代理店

メンテナンスサービスの提供
修理依頼
製品回収

院内
メンテナンス
チーム

メンテナンスサービスの提供・修理済み製品の返却
大規模病院：院内にメンテナンスチームを有するが、十分ではないため代理店やメーカのサポートを必要とする場合が多い。
小規模病院：メンテナンスチームを持たない場合が多く、メンテナンス業務はメーカーや代理店に外部委託している。

出所）本研究会第 1 回資料
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重点国における輸入規制について
メンテナンス体制に影響を与えるものの一つとして、医療機器に関する輸入規制や、もしくは
中古医療機器の流通に関する制度の存在を上げることができる。そこで、参考までに重点国にお
ける制度の状況を一覧化した。詳細は次表を参照いただきたい。
図表・31
輸入規制

国

インドネシア

重点国における輸入規制について
中古医療機器

• 輸入医療機器の流通許可が必要。
医療機器流通業者（PAK）許可と、医療機器流通許可（Izin
Edar）を取得する必要がある。（一般製品の輸入に必要な輸
入ライセンス（API）や通関基本番号（NIK）も必要である。）

• 下記3点を満たし、大臣の特別承認があれば中古医療機器の輸入
が可能。
•
•
•

タイ
フィリピン

HSコード9022に該当する中古品（医療分野などで使用されるエックス線、ア
ルファ線、ベータ線、ガンマ線を使用した機器）である。
事前に、商業省国際貿易総局輸入局長からの輸入承認の取得や船積み前検
査を受けている。
インドネシア原子力監督庁（BAPETEN）より推薦状を取得している。

• 詳細は不明

• 中古医療機器の輸入は禁止。

• 輸入許可を得るために、下記3点の税関への提出が必要。

• 中古医療機器は規制なしに輸入可能。
• しかし公的医療機関は中古医療機器の購入ができないため、留
意が必要である。

•
•
•

医療機器登録証明書（Certificate of Product：COP）
輸入業者の販売業許可書（License to Operate：LTO）
医療機器原産地国政府の製造（販売）者登録証明書

ベトナム

• 輸入医療機器の登録承認が必要。
• 輸入に必要な手続きはCircular 24/2011/TT-BYTにより定
められており、輸入許可証の申請時には、ISO9001または
ISO13485の取得証明書等の書類を提出して登録を受けな
ければならない。

• 中古医療機器の輸入は全面的に禁止だが、科学技術環境省によ
る検査に通過すれば輸入が可能。
• しかし、現地のサプライヤーが中古医療機器の輸入に積極的では
ないため、事実上、海外の中古医療機器は出回っていない。

ミャンマー

• 輸入医療機器の推薦状と許可が必要。
• 商工会議所管轄のNGOに価格とスペックを提出し、推薦
状を取得、別途商工会議所から輸入許可を受け取る必要
がある。

• 販売を目的とした中古医療機器の輸入は禁止。
• ただし、無償提供は許可を得ることで輸入が可能となる。

バングラデ
シュ

• 医療機器輸入規制は特にない。

• 販売を目的とした中古医療機器の輸入は禁止。
• ただし、寄付目的であれば輸入は可能となる。

ブラジル

• 輸入医療機器の登録承認が必要。
（国家衛生監督庁（ANIVISA）、国家度量衡・規格・工業品質
院（INMETRO）などの規制官庁が存在し、登録承認には時間
を要することが想定される）

• 下記3点を満たせば、中古医療機器の輸入が可能。
•
•
•

医療機器が国家衛生監督庁に正規登録、または、簡易登録されている。
製造企業の責任下で、国家衛生監督庁への製品登録時の条件を満たすた
めに必要な再調整が行われている。
中古機器輸入に関して国家衛生監督庁に事前通知を行い、承認を得ている。

ロシア

• 輸入医療機器の登録承認が必要。
• 「医療機器国家登録証明書」と「国家標準規格（GOST-R）」
（適合証明）の取得が必要である。

• 中古医療機器は規制なしに輸入可能。

カンボジア

• 医療機器輸入規制の関連法案などは存在しない。
• 保健省に提出する書類は、書式やフォーマットは公開され
ておらず、口頭で必要な項目を提示されるのが通例。

• 中古医療機器の輸入に関して明確なルールはない。

中国

• 輸入医療機器の申請が必要。
• 輸入製品販売の申請は、全て現地法人からSFDAに行わ
れなくてはならず、クラス1～3で必要な手続きが異なる。
• 医療機器登録証の有効期限は4年間であり、有効期限の
6ヶ月前に再登録する必要がある。

• 中古の大型医療機器の購入や輸入は禁止 。
• 実際の現場では、有効期限を過ぎた医療機器がそのまま使われ
ていることが珍しくない。

インド

• 中古医療機器は輸入が禁止、又は許可が必要な製品がある。
• 医療機器輸入規制は特にない。
• 放射線診断機材でこれまでの使用期間が8年以上に及ぶものにつ
• ただし、注射器やカテーテルなど、医薬品の一部として規
いては、輸入が禁止されている。
制対象と見なされる 14 品目（あるいは 22 品目）について
• 人工呼吸器、患者監視システムなどの救命医療機器の中古改造
は、医薬品として規制対象となる。
品の輸入には、原産地の規制当局などによる適切な認可が必要。
• 輸入に際し、下記4点の書類を提出する登録申請が必要。

トルコ

•
•
•
•

適合性宣言（トルコ語の翻訳も用意）
フォーマット済みのインボイス
GMP証明
製造場所の証明

• 中古医療機器の輸入は禁止。（官報27957号（2011年6月7日発行）

• ただしCEマークを取得していれば、登録手続の簡素化が
可能である。

メキシコ

• 中古医療機器は規制なしに輸入可能。ただし、中古であっても一
般に販売する場合は衛生登録が必要となる。
• また、医療機関や研究所等が衛生登録のない中古の医療機器を
輸入することは可能だが、COFEPRISに対して輸入事前許可を申
請する必要がある。

• 輸入医療機器の販売登録（衛生登録）が必要。

出所）「平成 28 年度医療技術・サービス拠点化促進事業 医療国際展開カントリーレポート 新興国
等のヘルスケア市場環境に関する基本情報」および「ロシアの医療機器市場と規制（JETRO）」に
基づいて作成
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医療機器の輸出に係る保険について
前項のような医療機器の海外取引（輸出）においては、様々なリスクがついてまわる。一方で、
医療機器メーカーや販売業者に向けて、そのリスクをカバーする保険を整えている事例も存在す
る。そこで本報告書では、参考までに医療機器の輸出に係る保険について整理した。
保証の種類としては、次に挙げる 3 種類が存在する。すなわち、①当該医療機器の利用等によ
り何らかの損害賠償請求を受けた場合の保証、②輸送時に医療機器が損傷等を負った場合の保証、
③輸出ができない・代金回収ができないといった貿易取引時のトラブルに対する保証の 3 種類で
ある。それぞれの保証を行う具体的な事例は以下の通りである。
図表・32

医療機器の輸出に係る 3 種類の保証の具体例

①輸送した医療機器の利用等により何らかの損害賠償請求を受けた場合の保証
◎例：MT JAPANによる海外進出支援サービス制度
• Ⅰ型～Ⅳ型までの加入タイプがあり、最大US$500万まで保証されている。
• 加入タイプフリーで支払限度額を個別設定できるプランも有る。
• 団体契約であり、保険提供会社は東京海上日動火災である。

②輸送時に医療機器が損傷等を負った場合の保証
◎外航貨物海上保険（例：東京海上日動火災の外交貨物海上保険の場合）
• 外航貨物における損傷等を保証する。
• 保険金額（1回の事故で保険会社が支払う金額の上限）は、CIF価額の110％とするのが通常である。
• なおCIF価額とは「Cost（価格）」と「Insurance（保険料）」と「Freight（運賃）」の3要素からなる価格
である。医療機器自体の価格に加え、かかった保険料と運賃の合計の110％が設定されることになる。

③貿易取引時のトラブルに対する保証
◎貿易保険（例：独立行政法人日本貿易保険の貿易保険の場合）
• 輸出契約・仲介貿易契約・技術提供契約は、船積前の貨物の輸出不能リスク（例：輸出先における輸入規制の
新規導入など）と、船積（対価確認）後の代金回収不能リスクを保証範囲とする。
• 保証の詳細は保険商品により異なるが、最大で97.5％まで保証される。

出所）MT JAPAN、東京海上日動火災 HP および独立行政法人日本貿易保険 HP より作成

プロフィットシェアについて
医療機関への医療機器導入のスキームとして、近年はプロフィットシェアというスキームを利
用する事例が見られるようになってきた。メンテナンスサービスの対価支払いについては、この
スキームの中に載せて回収するというアイデアもありうる。
プロフィットシェア（以下、
「PS」
）とは、CT や MRI 等の高額医療機器に関し、販売代理店や
投資家が医療機器を購入し、当該機器を病院に提供する取引である。最近では、カテーテルラボ
等も PS の対象とされ始めている。当該機器を用いた診断・治療から生じる診断報酬（または経費
差引後収益）に一定の割合を掛けた金額を資産保有者（投資家、PS 事業者）と病院側で分け合う
スキームである。PS は、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン等の新興国で普及が加速し
ており、日系医療機器メーカーにとっても機器の販売拡大に際し、PS によるファイナンスが必要
となっている状況にある。
この PS 事業に関する直近の日系企業の動きとしては、三井住友銀行が東南アジアの医療機器・
施設に係る PS 事業へ投資を行うファンドに、邦銀として初めて出資（三井住友銀行を含む投資家
が出資するファンド総額最大ＵＳＤ25mil 規模）したという事例が存在する。日本の医療の国際
展開を支援するため、三井住友銀行、Medical Excellence JAPAN（MEJ）および ACA Investments
Pte. Ltd.（ACAI）が業務連携合意書を締結した。これにより、医療機器の調達資金を始めとする、
現地病院及び日系事業者の資金調達面における課題の解決等に資することが期待される。
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図表・33

三井住友銀行における PS 事業のスキーム図

三井住友銀行含む投資家
出資

PSファンド（ACAIが運営）
＊総額最大USD25mil規模

出資
医療機器等

病院
診療報酬の一部
診療

診療費

各国のPS事業会社
（機器所有権）
機器代金

医療機器
（販売）

患者

メーカー
出所）三井住友銀行プレスリリース等より作成
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