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1. 事業の概要 

病院の手術業務における看護師や薬剤師が行う煩雑業務のうち、自動化が急務である使用済注射薬の

自動認識について、中規模病院への普及を目指す装置の開発・販売に取り組む。医療現場からニーズの

高い医療材料読み取り端末も追加し、手術コストの見える化によって医療スタッフの負荷軽減を図る。 

 

 

 
 

注射薬・医療材料自動認識装置次世代機の開発・事業化

次世代型 注射薬・医療材料自動認識装置
オオクマ電子株式会社・北九州工業高等専門学校・遠賀中間医師会おんが病院

H28-018

使用済みの薬剤・材料を独自の技術で正確に管理

手術で使用した薬剤・医療材料の自動カウント

オオクマ電子株式会社：KUMAMOTOから世界へ

 手術で使用した薬剤・医療材料の実施カウントは、
従来は手術後に手作業にて行っている

 担当者の業務が煩雑になり結果的にカウントミス
が発生する

 自動認識によるカウントミスの低減
 煩雑なカウント業務からの解放
（手術後の作業を60分から15分に削減）

 正確な材料管理が病院の経営・運営の健全化を
果たす

 先発機に比べ、コストダウン・コンパクト化を図り、
採用病院 設置場所の自由度が向上

創業以来培ってきた、電子機器設計・画像処理・ソフトウェア
の技術をもとに、ランダムに投入された様々な使用済みの薬
剤を正確にカウントする技術を応用し、世界初の注射薬自動
認識装置を開発しました。

装置運用イメージ

医療材料読み取り

平成30（2018）年3月時点

非医療機器

使用済み薬剤やＳＰＤバーコードをシステム
にてカウントする

医療材料のパッケージを個別にカメラ撮影し、
バーコード・特徴イメージを抽出してカウントする

販売

医療機関

遠賀中間医師会
おんが病院
・ニーズの提供 ＿
・試作品評価 ＿
・製品化アドバイス

製販企業・製造企業

オオクマ電子(株)
• 製品設計・開発 .
• 実用化研究推進・
• 製品化 .   
• 知財管理 .

顧客
（国内）

代表機関

中

研究機関

北九州工業高等専門学校
• 画像認識部評価支援

平成28（2016）年12月時点

SL

委託事業実施体制

PL

販売企業・代理店
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1.1 事業の目的 

我が国の医療現場において、手術のコスト算定に当たっては、使用した薬品・医療材料の詳細精微な

記録が不可欠であるが、これらは術中又は術後に、主に手作業で行われている。これには、担当する手

術看護師、麻酔科医の精細なノウハウ及び労力を必要とし、それが本来の業務の妨げとなっている。特

に医療材料においては、仕入れ業者が複数にまたがり、使用品チェックに使用する後付けバーコードの

運用が効率的に出来ない場合も多く、結果的に手作業での記録業務による業務負担増と、正確な記録の

妨げとなっている。これにより病院が自己負担する医療材料がどのくらい使用されているのか等の解析

が難しく、コストデータの見える化が出来ず、病院経営改善の障害となる。これを解決するには、手作

業で行っていた使用済み薬剤、医療材料の記録作業の自動化・効率化が不可欠となる。 

先に我々が開発した従来の使用済注射薬の自動認識装置は、手術で使用し廃棄物となった薬剤の容器

を廃棄前に装置に投入、自動的にカウントを行う事によって、手術で実際に使用した薬剤の集計を可能

としていた。薬剤のカウントに際しては、その個装に付与されている GS1 DataBar の読み取りを基本

としながら複数の認識装置を組み合わせる事により認識率の向上を実現した。しかしながら、現行機器

については、販売価格が高く導入の障害となっている事、本体サイズが大きいにもかかわらず新しい発

想の製品であるが故に既定の設置スペースが存在しない為に設置場所の確保が困難である事、また医療

材料の集計に対応出来ておらず、手術コストの見える化という観点で、手術コストの一括した管理・解

析には対応出来ない事が課題である。 

そこで本事業では、当社が独自開発を行った使用済注射薬の自動認識装置を、さらに発展させた注射

薬・医療材料自動認識装置次世代機を開発し販売する。今回開発する次世代機本体については、認識技

術をさらに進歩させて内部構造の簡素化を図り、従来機に比べて、コンパクト化と低コスト化を図る。

また新たに医療材料の認識機能を追加する事によって、取り込んだ薬品・医療材料の手術費用を、術式

毎やドクター毎等、統計的に分析出来る手術統計システムが構築出来る。このような病院経営改善及び

医療費削減の為の総合ツールを提供する事で拡販を図り、大病院から中小規模の病院まで、自動認識機

による薬剤・医療材料の集計業務をより広く普及させる。 

尚、医療材料の認識に関しては、使用後の医療材料の包装材を画像認識技術で取り込む事を想定して

いるが、今後普及が見込まれる UDI コードの認識も積極的に利用する事を視野に入れて開発を行う。 

注射薬・医療材料 自動認識装置次世代機は、注射薬自動認識装置本体・医療材料認識機・手術統計

システムから構成され、最終的に国内市場について、平成 30 年に上市を行う事を目標とする。 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：オオクマ電子株式会社 

PL： 大隈 恵治（オオクマ電子株式会社） 

SL： 久池井 茂（独立行政法人国立高等専門学校機構 北九州工業高等専門学校） 

共同体： ①独立行政法人国立高等専門学校機構 北九州工業高等専門学校 

②一般社団法人遠賀中間医師会 遠賀中間医師会おんが病院 

  



 

3 

 

1.3 最終製品（＝事業化する医療機器） 

(1) 事業化する医療機器の概要 

 1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 事務機器 クラス分類 非医療機器 

製品名 
使用済注射薬・医療材料自動

認識システム 
分類名称（一般的名称） － 

対象疾患 － 届出／認証／承認 － 

想定される販売先 病院 新／改良／後発 － 

使用目的又は効果 手術による使用済注射薬・医療材料の集計 

薬事申請予定者 － 医療機器製造販売業許可 － 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

オオクマ電子株式会社 医療機器製造業許可 － 

－ 業許可 － 

－ 業許可 － 

 2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  － 

薬事申請時期 － － 

上市時期 非公開 － 

想定売上（上市後 3年目） 非公開 － 

市場規模（上市後 3年目） 非公開 － 

想定シェア（上市後 3年目） 非公開 － 
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 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

 

注射薬・医療材料自動認識装置次世代機は 

① 使用済注射薬自動認識装置次世代機本体 

② 手術統計システム 

③ 医療材料読み取り端末 

から構成される。 

 

 

 

 

①使用済注射薬自動認識装置次世代機（新ＳＰＡＳＥＲ） 

・従来機通り使用済みの薬品を手術 1 件毎に一度に投入し自動認識を行う。 

・従来機に比べコンパクト化する（特に現行機での市場ニーズをふまえ、奥行を 980mm から 600mm

に抑えて、院内の狭小スペースに設置した場合のスタッフ移動動線の妨げとならないようにする事

は、非常に効果が高い）。 

・大幅な低コスト化を図る（目標販売価格は、従来機に比べて約 50％である）。 

・薬品ゴミの廃棄分別機能を搭載し、廃棄コストの低減に寄与する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・投入口は手術 2件分のみ。 

・設置寸法が大きい。 

 

・奥行・幅を縮め、棚・机等と同サイズとし、設置導入を容易にする。 

・ローダーユニットにより最大 5件分の投入を可能にし、投入業務の煩雑化を解消する。 

・アンローダーユニットには仕分け機能として、薬剤の区分毎に分別することが可能で廃棄の手間を軽減。 

次世代機(オプション付き） 

本体    W890×D595×H1667(mm) 

ローダー W600×D595×H1667(mm) 

アンローダー：W503×D595×H1667(mm) 
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②手術統計システム（自動認識装置の標準オプションのアプリケーション） 

・自動認識装置での、薬品・医療材料のカウント情報を基に手術実績情報の解析が可能。 

・診療科、執刀医師、術式別のコスト解析が可能。 

・手術コスト削減に向けての課題の見える化により、コスト見直しの提案が可能となる。 

 例）加算限度数以上の自動縫合機・吻合機の使用の抽出。 

   使用薬品のジェネリック品使用率の比較 等。 

・将来的にデータ蓄積を行っていけば、現状では不可能であった病院間の手術コストのベンチマーク

比較による見直しが可能になる。 

  

③医療材料読み取り端末（オプション） 

・医療材料のカウントをインホスピタルバーコードに頼らずに箱やパッケージの画像認識が可能。 

・GS1-128 データバーの他、UDI シンボルにも対応。 

・この読み取り端末一台でバーコードの有無、シンボルの種類に関わらず、医療材料の読み取りが可

能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

医療材料読み取り端末 
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(2) 市場性（想定購入顧客） 

 1) 当該機器等の市場性及び医療現場で期待される波及効果 

 ① 提案する機器の想定顧客 

病床数が 150 床以上の中大規模病院を主なユーザーと想定し、機器の導入効果を鑑み、特に年間手術

件数 2,000件以上の病院を対象とする。 

 

従来機であるＳＰＡＳＥＲ®は 350 床以上の大規模病院がターゲットとしていたが、導入価格や大きな

設置面積などの課題があった。開発目標としている小型化、コストダウン及び処理の高速化を実現する

事で、今後は総合病院や専門病院（循環器系）を視野に入れた販路拡大を目指す。また、大規模病院で

複数導入して手術室の回転を高める事も期待出来る。 

また、本システムは、従来より、使用済み薬品及び材料からカウントを行う事が特徴で、手術後での

看護師以外による運用が可能としている事が他の提案に比べて非常に優位であり、さらに、次世代機で

の低価格化による普及は、医師・看護師の負担軽減をより現実のものとすると考える。 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模（本製品としての見込み） 

DPC 参加病院の手術件数報告によると、150 床以上の病院で平成 26 年度に 2,000 件以上の手術を行っ

た施設は、約 800施設存在する。 

従来機は、販売価格の観点よりターゲットとして大規模病院である病床数350床以上、年間手術数4,000

件以上の 350 施設を想定していた。よって次世代機のターゲット病院数は従来機より 2 倍以上に増加す

ると考える。 

また次世代機の想定価格を鑑みた市場規模としては、機器価格 1,300万円×800 施設で 104億円の規模

となる。従来機は、機器価格 2,800万円×350施設の 98億円程度を市場規模としていた。 

従来機、次世代機ともに約 100 億円の市場規模であるが、次世代機の販売単価の減少で大手企業の新

規参入に対する参入障壁としての優位性がさらに増す事となる。 

販売の効果としては、従来機の対象としていた病院に比べ、より小規模の施設への提案が可能となる

ので、地方の看護師の人員確保が比較的困難な病院に対しての省力化提案の機会がより向上する事で顧

客の増大を見込む。 

またこの 800施設の病院を対象に、5年間で段階的に約 10％の 77件の販売を目標とする。 

 

【年間手術数別の病院施設数】 

 
年間手術数 2,000件以上 年間手術数 4,000件以上 

病床数 対象施設数 
手術件数 

合計（件) 

年間平均 

手術数（件) 
対象施設数 

手術件数 

合計（件) 

年間平均 

手術数（件) 

150～249床 56  135,552  2,421  0  － － 

250～349床 207  578,199  2,793  12  53,712  4,476  

350～499床 270  1,033,762  3,829  96  473,004  4,927  

500床以上 269  1,777,034  6,606  254  1,724,965  6,791  

計 802  3,524,547  
4,395 

(全体平均)  
362  2,251,681  

6,220 

(全体平均)  

厚生労働省 平成 27年度第７回 診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会資料より算定 
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(3) 競合製品／競合企業との差別化要素 

 1) 競合製品／競合企業の動向 

・競合企業：㈱ソルブ 

・競合製品：iMRS（注射薬・医療材料認識システム） 

・直接の競合製品より、市場自体がまだ導入期であると考えている。自動認識装置自体の認知度の向   

上が先決となる。 

 2) 当該医療機器等と競合製品／企業とのベンチマーキング（競合との差別化要素） 

・従来機、競合を含めた次世代機との比較 

 提案機器（次世代機 新ＳＰＡ

ＳＥＲ） 

従来機器（ＳＰＡＳＥＲ） 競合機器 

メーカー オオクマ電子（株） オオクマ電子（株） （株）ソルブ 

概要 注射薬・医療材料自動認識シス

テム 

注射薬・医療材料自動認識

システム 

注射薬・医療材料認識シス

テム 

形式 SPNM-A 次世代機 SPNM-A iMRS mini 

特徴 ・手術 1件毎に薬品を一度に投

入し自動認識が可能 

・医療材料のインホスピタルバ

ーコードを使用しての一括読

み取りが可能。 

・手術実績情報の解析が可能 

・インホスピタルバーコードを

使用しない場合でも箱・パッ

ケージの画像を直接認識して

読み取れる。 

・プラアンプル・アンプル・バ

イアル等の分別、又は手術毎

に排出する機能。 

・手術 1件毎に薬品を一度

に投入し自動認識が可

能 

・医療材料のインホスピタ

ルバーコードを使用し

ての一括読み取りが可

能。 

・手術実績情報の解析が可

能 

・手術室で使用した注射薬

を人が手作業で 1 本ず

つ投入しカウントする

機械 

・医療材料はハンディーバ

ーコードリーダーで読

み取る。 

企業 オオクマ電子（株） オオクマ電子（株） （株）ソルブ 

国内 

市場規模 

年間 2000件以上の手術を行う

150床以上の病院 

（約 800施設） 

年間 4000 件以上の手術を

行う 350床以上の病院 

（約 350施設） 

国内で手術を行う病院（約

1500施設） 

売価 1,000万円～1,300万円 

1台で集中的に運用可能 

（1病院で 1台） 

2,800万円～ 

1台で集中的に運用可能 

（1病院で 1台） 

350～500万円／1台 

（手術室毎に設置が必要） 

手術室 8部屋の場合 

2,800～4,000万円必要 

保険償還点数 該当無し 該当無し 該当無し 

クラス分類 該当無し 該当無し 該当無し 

外形寸法 本体    W890×D595×H1667(mm) 

ローダー W600×D595×H1667(mm) 

アンローダー： 

W503×D595×H1667(mm) 

W1000×D980×H1790(mm) W222×D400×H1100(mm) 

 

処理速度 1本当たり 25秒 1本当たり 30秒 - 
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1.4 上市（投資回収）に至るまでのプロセス（事業計画） 

(1) 委託期間後を含めた事業計画の概要 

 

 

H27（2015）年度 H28（2016）年度 H29（2017）年度 H30（2018）年度 H31（2019）年度 H32（2020）年度
以前 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4-6 7-9 10-12 1-3

要素技術開発

試作機開発・改良
【製品名】
SPASER
使用済み注射薬認識
装置次世代機

試作機開発・改良
【製品名】
医療材料読取り端末

試作機開発・改良
【製品名】
手術統計システム

量産準備
【製品名】
SPASER
使用済み注射薬認識
装置次世代機

量産準備
【製品名】
医療材料読取り端末

量産準備
【製品名】
手術統計システム

臨床研究

薬事申請

知財対応

販売戦略

上市時期

スケジュール変更理由

事業の実施内容

自主事業の内容

次世代機本体開発の本体設計に於いて、本
体のコンパクト化の為の再評価・設計に時間
を要した。よって試作品作成を一次試作のみ
として、モニタに充てる。

①薬品認識部機能評価機
②薬品ピッキング部機能評価機
③医療材料認識機能評価機開発
④手術統計システムの仕様作成

①試作機開発（一次） ①試作開発モニター
②量産体制構築
③上市

試作品開発（一次）

薬品ピッキング部（撮影実験・機能評価機開発・評価）

薬品認識部（撮影実験・機能評価機開発・評価）

★H30年度★

販売計画作成

広報戦略・実施

医療材料認識部（撮影実験・機能評価機開発・評価）

試作品仕様作成

量産機仕様作成

モニター

製造ライン設計・検証

部品手配

試作品開発（一次）試作品仕様作成

機機調整

システム仕様作成

量産機仕様作成

製造ライン設計・検証

サンプル収集

★H28.9 ヒアリング1
★H28.10 ヒアリング2

★H28.12 ヒアリング3

★H29.2 ヒアリング4

ソフト改良

ソフト開発・システム構築（一次・二次)

モニター

薬剤ピッキング部 先願調査 出願

機構部 先願調査 出願

材料認識部 先願調査 出願

手術統計システム 先願調査 出願

量産機組み立て

ソフト改良

ソフト改良

量産機組み込み手順作成

組み込み

量産機図面作成

部品手配

量産機組み立て

モニター
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(2) 投資回収計画 

 ① 国内 

(a) 使用済注射薬・医療材料自動認識システム 

これまでの従来機の販売状況を基に、上市後 3 年目より黒字化可能な目標販売台数を設定。初年度は体

制の確立も含めて台数設定は低めとするが、H32（2020）年以降販売台数を伸ばす予定。手術統計シス

テムを標準オプションとした価格設定にて販売を行う。 

従来機の販売実績は過去 3 年にて年平均で約 10 台出荷しており、平成 31 年度の上市後に従来機レベ

ルの販売数を達成する事は比較的容易であると想定している。 

 H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

H37 

(2025) 

薬事申請時期           

上市時期   ●        

支出額（単位：億円） 0.31 0.41 0.20 － － － － － － － 

 うち委託費 0.30 0.37 － － － － － － － － 

 うち自己負担 0.01 0.04 0.20 － － － － － － － 

売上高（単位：億円） － － － － － － － － － － 

販売数量（単位：台） － － － － － － － － － － 

 

(b) 使用済医療材料自動認識システム 

使用済注射薬自動認識装置次世代機のオプション端末として 1 システムにつき 1 台又は 2 台セットの

販売を目標とする。 

 H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

H37 

(2025) 

薬事申請時期           

上市時期   ●        

支出額（単位：億円） 0.10 0.16 0.10 － － － － － － － 

 うち委託費 0.10 0.12 － － － － － － － － 

 うち自己負担 0.00 0.04 0.10 － － － － － － － 

売上高（単位：億円） － － － － － － － － － － 

販売数量（単位：台） － － － － － － － － － － 

※上市時期、売上高、販売数量は非公開。 

 ② 海外：当面想定せず。 

 

 ③ 国内・海外合計 

使用済注射薬自動認識装置次世代機・医療材料読み取り端末の合計分を下記に記載する。 

 H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

H37 

(2025) 

支出額（単位：億円） 0.41 0.57 0.30 － － － － － － － 

 うち委託費 0.40 0.49 － － － － － － － － 

 うち自己負担 0.01 0.08 0.30 － － － － － － － 

売上高（単位：億円） － － － － － － － － － － 

販売数量（単位：台） － － － － － － － － － － 

※上市時期、売上高、販売数量は非公開。 

  

非公開 

非公開 

非公開 
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1.5 事業化に向けた検討結果 

(1) ビジネススキームの特長 

 1) 売れ続けるためのビジネスの”仕組み”   

今回の自動認識装置を導入すると、手術にて使用する薬剤・医療材料の使用コストを手術実施毎に把

握する事が可能となる。これらの情報は、病院はもとより、病院に SPD サービスを提供する薬剤・医療

機器卸業者またコンサルタント業者にとってさらなるサービスの展開に向けて非常に有用なものとなる

事が予想される。 

よって上記の業者に対して、情報収集ツールとしての自動認識装置の有用性を PR し、それらを通じて

の販売展開を図るべく協力体制を構築して行く。 

また自動認識装置の導入提案にあたって、まず病院に対し、各医療システムのマスター改善コンサル

ティング業務を行い、その延長線にて手術統計システムの有意性の展開を図ることにより、機器導入の

提案を行う販売戦略も展開する。 

 

データ活用例（請求漏れ改善） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ＳＰＡＳＥＲの導入による薬剤請求漏れのシミュレーションでは、 

500 床規模の病院にて、最大で年間約 1,000 万円の請求漏れの改善が可能との結果を得ている。 

この収益の改善結果はＳＰＡＳＥＲ導入の償却に充てることが可能。 

 

○また、ＳＰＡＳＥＲシステム導入により、手術に使用する品目のコストダウン検討による 

収益改善は、大きいものでは 1 症例当たり 4 万円の改善効果もみられた。 

こちらの収益改善効果として手術 1 件当たりの削減効果を１万円～2 万円とした場合、 

年間手術件数を 2,000 件の病院では、2,000~4,000 万円の収益改善を見込む事が可能。 

 

○手術に使用する品目のコストダウン結果による医療費削減の効果について上の結果を適用し、 

導入病院 1 件当たりの削減効果を年間 2 千万円~4 千万円と推定する。 

平成 30 年度の上市後の当社の販売目標としては、6年間で 50施設～80施設を計画している。 

単純計算とはなるが、仮に 50施設の導入で上記削減効果が実現された場合の算定結果として、 

 年間 10億～20億円の効果があると試算される。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 12 

 

 

 

データ活用例（手術使用品の検討による収益改善例） 
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 2) ビジネス体制 

 
 

(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 非医療機器にて該当無し 

 2) 知財戦略検討状況 

 国内外の先行技術調査と保有特許の精査（強化のための取組） 

平成２８年度において、「容器」「医療用容器」の分野で先行技術調査を行い、薬剤投入部の注射

液用容器の底部の特徴として、注射液用容器の外観的特徴やラベル情報をカメラで取得しやすいピ

ッキングシステムの国内特許出願、審査請求、ＰＣＴ出願を行った。 

平成 29 年度において、カメラ撮像の光源、アンプル、バイアル等の認識の分野で先行技術調査

を行い、認識工程を短縮可能で効率的な注射薬容器認識システム及び認識方法として、国内特許出

願、審査請求を行った。 

さらに、医療材料包装を簡単かつスピーディに認識して、正確な集計や管理等に利用出来る医療

材料認識システムとして、国内特許出願、審査請求を行った。 

平成２８年度、29 年度の事業期間において、注射薬、医療材料の読取機構や認識システムの知

財として計３件の国内特許出願、審査請求、1 件についてはＰＣＴ出願まで行う事が出来た。 

 

 権利化／ブラックボックス化、意匠権・商標権等との組み合わせ等のミックス戦略 

装置名称「ＳＰＡＳＥＲ」「ＳＰＡＳＥＲ ＳＹＳＴＥＭ」及び社名の「オオクマ電子」 

のロゴ字体、さらに社のロゴマーク「ＯＫＥ」の商標登録を取得済み。関連する商品及び役務に

平成28（2016 ）年12月時点

上市後のビジネス体制

販売

医療機関

遠賀中間医師会
おんが病院
・ニーズの提供_
・改良アドバイス 製販企業

オオクマ電子(株)
• 製品製造・販売＿＿
• 製品メンテンス ＿

• 製品改良 .
• 知財管理 ＿＿＿

顧客
（国内病院）

代表機関

中

研究機関

北九州工業高等専門学校
• 改良アドバイス

SL

PL

販売企業・代理店 又は直売

（医薬品・医療品卸）
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て権利化。 

コア技術の機構部分、ソフトウェアについては権利化をしない（公開しない）方針で検討。また

海外特許では意匠登録、商標登録を組み合わせての模倣品対策を行う事も検討する。 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

特許化することにより形状（意匠）は保護されるが、実際に模倣品・侵害者が出た場合は、当社

顧問弁護士に相談し権利主張を行う事とし善後策を検討する。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

ＳＰＡＳＥＲのコンパクト化とコストダウンの為の装置開発及び画像処理技術開発・評価を行

い、コンパクト化とコストダウン化を達成した。 

 

 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

2017年 10月 1日より業務開始した新社屋にて製造拠点として運用を行い、 

直販及び SPD等の販売店経由で販売する予定。 

 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

アフターサービス担当・教育担当・クレーム処理担当を構築し、対応を行う予定。 

 

SPASER 生産・販売体制

部品
調達

組立・配線
出荷

販売

購買部門
資材部
資材課

製造・販売
オオクマ電子（株）

営業
メディカルシステム部

営業課

SPD等の
販売店

製造部門
メディカルシステム部

製造課

ユーザー
病院
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 QMS 等の品質保証体制 

弊社品質担当の管理の下、以下の体制で品質管理を行う予定。 

 

 広報・普及計画 

自動認識装置の導入提案に当たり、病院に対し、まず各医療システムのマスター改善コンサルテ

ィング提案を行い、その延長線にてＳＰＡＳＥＲシステムの手術統計システムの有意性の展開を図

ることにより、機器導入に至る販売戦略を基本として、普及を図る。 

 

 

 5) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策（まとめ） 

領域 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

薬事 ①非医療機器のため、該当無し。  

知財 

①バラバラに置かれた状態からのピッキング 

②システム化の知財 

①薬剤ピッキング時の画像認識処理方法と、医療

材料の認識システムについて特許申請を行う。 

②類似特許の調査及び先願権の取得、及び非公開

部の選択（ノウハウ化） 

技術 ・

評価 

①本体寸法サイズダウン（奥行 600mm）について 

②医療材料認識機の材料認識率向上 

③物流管理における医療 ICT 化推進施策対応 

 

①薬品ピッキング部の改良・評価により奥行の短

縮を図った。 

②ラベルのパターン認識を行う改良を実施した。 

③UDI シンボルに対応した。 

その他

事業化

全般 

①保守サービス体制 

②導入 PR手法 

③製造拠点の再構築（熊本地震の影響） 

④個人情報保護 

 

① 上市時期を予定した体制の確立。（人員の確保） 

② 従来方法に加え医療材料コンサルティング手

法を加えて病院に PRを行う。 

③H29(2017)年 10 月 1 日より新社屋にて業務開

始、製造拠点としても運用。 

④社内教育を含めた保護システム体制の確立。 

オオクマ電子（株）品質管理体制

仕入れ先 受入納入 組立・配線 出荷

開発部門
メディカルシステム部
システム開発課

品質担当
品質管理部
品質管理課

営業
メディカルシステム部

営業課

ユーザー

品
質
チ
ェ
ッ
ク

出
荷
チ
ェ
ッ
ク

品
質
チ
ェ
ッ
ク

部品
品質向上

協議
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1.6 平成 29 年度委託事業の成果概要 

(1) 委託事業の事業概要 

注射薬・医療材料自動認識装置次世代機は、使用済注射薬自動認識装置本体・医療材料読み取り端末・手術統計システムから構成される。 

○使用済注射薬自動認識装置の試作機を完成しモニタ評価を行う。知見のフィードバックと画像処理実験を繰り返し、低コスト化の目的に合致す

る機器構成にする。その上で、低コスト、コンパクト化を図った使用済注射薬自動認識装置本体の量産モデルを完成させる。 

○医療材料読み取り端末の試作機を完成させる。ラベル形状・文字認識・バーコードを複合的に認識させ、認識精度と認識速度の向上を実現する。 

○手術統計システムのソフトウェア開発を行い、使用済注射薬自動認識装置に搭載する。使用済注射薬自動認識装置を中心としたプラットフォー

ム化を図り量産モデルに搭載出来る状態にする。 

○使用済注射薬自動認識装置と手術統計システムの仕様を鑑みて、次年度の販売計画を策定する。知財戦略を活用したビジネスモデルも検討する。 

 

(2) 委託事業終了時までに完成する試作品の概要 

試作品名 概要 

使用済注射薬自動認識装置本体 使用済み注射薬を自動で画像認識し、手術毎にカウントし、集計する装置 

装置のコンパクト化・低コスト化を行う。 

医療材料読み取り端末 医療材料のバーコードやパッケージを画像認識し、手術毎にカウントする端末 

手術統計システム 手術で使われた注射薬・医療材料のデータを見える化し、コスト解析を可能にするシステム 

 

(3) 平成 29年度の委託事業の成果と今後検討すべき課題 

平成 29年度実施内容（研究開発計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

①使用済注射薬自動認識装置試作機開

発 

オオクマ電子が使用済注射薬自動認

識装置本体の一次試作機・二次試作機各

1 台程度を開発・製作する。薬品バーコ

ード・画像認識を併せた読み取り認識率

について 99.9％を達成目標とする。 

平成 29年 5 月末までに薬品認識部・

薬品ピッキング部機能評価機の評価結

果を基にした仕様を決定し、平成 29年

10 月末までにコストダウン・コンパク

ト化を盛り込んだ一次試作機を製作す

る。 

また平成 29年 12月末にモニタ機とし

▶ 

【進捗 100％：○】 

試作機の製作を完了した。 

現在、ソフトウェア・ハードウェアの改良を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ 

 

引き続き、改良を行う。 
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平成 29年度実施内容（研究開発計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

ての二次試作機を完成させる。 

北九州工業高等専門学校が、画像処理技

術に関して技術支援する。 

 

 

本体外観 

 
 

 

②使用済注射薬自動認識装置試作品モ

ニタ 

上記の使用済注射薬自動認識装置モ

ニタ機を平成 30年初めより、おんが病

院にてモニタ稼働を行い、実運用での問

題点が無いか評価を行う。 

モニタ期間は本体としての期間は 3

か月とし、平成 30 年 3月末までにモニ

タ結果を一旦取りまとめ、開発を終了さ

▶ 

【進捗 100％：○】 

平成 30年 3 月 28日～モニタを行ったが、 

ソフトウェアとハードウェアの改造を行うため 30 日に引き上

げた。 

▶ 

 

ソフト・ハード改修後に改めてモニタを

行う。 
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平成 29年度実施内容（研究開発計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

せる。 

 

③医療材料認識機能評価機開発 

オオクマ電子にて、平成 28 年度にオ

オクマ電子・北九州高専が製作した医療

材料画像認識機能評価機を用いて、平成

28 年度中におんが病院から提供を受け

た 300 種の医療材料パッケージサンプ

ルの内、150 種の読み取り評価について

平成 29 年 6 月末を目途に完了する（平

成 28 年度計画で、300 種のサンプルを

取得し、半分の 150 種を読み取り済み）。

その後、下記④の医療材料読み取り端末

試作機の仕様決定、開発を行う。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

医療材料認識機能評価機開発は終了し、試作機の製作を完了し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

▶ 

 

③は終了とし、④を進める。 

④医療材料読み取り端末 試作機開発 

オオクマ電子が医療材料読み取り端

末試作機として、一次試作機、二次試作

機各 1台程度を平成 30年 2 月末までに

製作する。北九州工業高等専門学校が、

画像処理に関して技術支援する。 

平成 29年 12月末までに読み取り機能

を実現する一次試作機を製作し、それを

基に、平成 30年 2 月末にモニタ機とし

ての二次試作機を完成させる。 

二次試作機によるモニタはおんが病

院にて平成 30年 3 月から開始し、モニ

タ期間は 3か月とし、平成 30年 3月末

までにモニタ結果を一旦取りまとめる。 

▶ 

【進捗 80％：△】 

医療材料認識機の試作機を製作した。 

現在ソフトウェアとハードウェアの改良を行っている。 

 

 

 

▶ 

 

引き続き、改良を行う。 
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平成 29年度実施内容（研究開発計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

⑤手術統計システム 試作開発 

オオクマ電子にて、平成 28 年度に作

成した仕様に基づき、手術統計システム

ソフトウェアの、一次試作・二次試作を

平成 30年 2 月末までに製作する。 

平成 29年 12月末までに機能提供用の

一次試作システムを構築し社内評価を

行う。 

またそれを基に、平成 30年 2月末に

モニタ用としての二次試作システムを

完成させる。 

モニタはおんが病院にて平成 30 年 3

月から開始し、モニタ期間は 3か月と

し、平成 30 年 3月末までにモニタ結果

を一旦取りまとめる。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

試作機の開発を完了し、病院でのモニタを平成 30 年 2 月から開

始している。 

 

 

 

 

レポート画面表示例 

 
 

▶ 

 

不具合修正や、機能改善・改良を行う。 

 

⑥知財戦略検討・実施 

オオクマ電子にて今期の試作機開発、

及び仕様書策定を進める上で、第三者の

知的財産権の侵害を行っていないか調

査すると共に、試作機ハードウェアにお

ける目視可能な部分を念頭に、新たな知

的財産権の取得を行う。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

使用済注射薬自動認識装置試作機、医療材料読み取り端末試作

機の開発にて、 

・注射液用容器の認識システム 

・医療材料の認識システム 

の 2件について 3月末に特許出願・審査請求を行った。 

▶ 

 

手術統計システムの特許出願も検討す

る。 

⑦販売戦略検討・決定 

オオクマ電子にて、平成 29 年 6 月よ

り使用済注射薬自動認識装置及び手術

統計システムの仕様を基に、使用済注射

▶ 

【進捗 90％：△】 

病院の訪問ヒアリング調査について、さらに病院訪問を追加継

続している。 

 

▶ 

 

試作機のモニタ結果も参考にして、さら

に販売戦略の検討を行う。 
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平成 29年度実施内容（研究開発計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

薬自動認識装置の販売戦略を検討し、平

成 30 年 3 月末までに上市後の販売計画

を見直す。 

⑧事業の管理・運営 

プロジェクト構成員相互の連絡調整、

プロジェクト全体の事業の運営及び管

理を実施する。また、北九州工業高等専

門学校、おんが病院と共同して伴走コン

サル、有識者委員会への対応を図ると共

に、プロジェクト全体委員会の定期的開

催運営でプロジェクト内での情報交換

を図り、推進課題の共有化を図る。また、

必要な報告書等の取りまとめを行う。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

ピッキングシステムの画像認識技術支援を円滑に進める調整

を北九州工業高等専門学校と継続して実施。 

また手術統計システム試作品のモニタ、自動認識装置次世代機

本体のモニタを継続して行う。 

 
▶ 

 

北九州工業高等専門学校と定期的にミー

ティングを開催し、進捗を図っている。 

おんが病院と本体完成後のモニタの結果

をまとめていく。 



 

 21 

 

1.7 委託事業の振り返り 

(1) 委託事業の到達点（総括） 

注射薬・医療材料自動認識装置次世代機（新ＳＰＡＳＥＲ）について開発を行う事が出来た。 

コンパクト化並びにコストダウンを行った新ＳＰＡＳＥＲ本体に加え、医療材料読み取り端末を組み

合わせたカウント処理により、手術におけるコストダウン検討の有効なツールとなる手術統計システム

を提供する事が可能となった。 

医療システムコンサルティングによるマスター改善提案をきっかけに手術統計システムの有意性の

PR による、新ＳＰＡＳＥＲの導入を提案する販売戦略を加えた事業戦略の骨子が確立出来た。 

これを平成 30 年に上市し販売展開を行う。 

 

 

領域 終了評価で特にアピールしたい点 

薬事 非該当 

知財 

本事業にて新たに 3件の特許出願と審査請求まで行った。 

・使用済み薬剤容器収納箱を使用したピッキングシステム（ＰＣＴ出願含む）  

・注射液用容器の認識システム 

・医療材料の認識システム 

技術・評価 

注射液用容器の認識部の認識技術において、 

ピッキング後の回転による認識で従来機より認識能力を大きく向上し、処理能力の向上を図

る事が出来た。 

また、機器内部構成の簡素化にも寄与し、サイズのコンパクト化に向けて大きく貢献した。 

 

その他事業

化全般 

新スペーサーの導入提案に当たって、まず病院に対し、各医療システムのマスター改善コン

サルティング業務を行い、その延長線にて手術統計システムの有意性の展開を図ることによ

り、機器導入の提案に至る販売戦略を構築出来た。 

 

 

(2) 当初目標達成度に関する自己評価 

 1) 自己評価結果 

B：当初目標を達成した。 

 

 2) 自己評価理由 

当初目標の機器の開発は平成 30 年 3 月末に完了し、平成 30 年の上市に向けての準備を整える見込み

である。 

これは、委託事業受託時での当初目標の上市時期に比べ半年の前倒しとなっている。 

さらに機器スペックにおいてもコンセプトであるコストダウン及びコンパクト化も目標達成出来た事

で、当初目標を達成したと考える。 
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(3) チェックリストによる自己評価結果 

  

当該機器のニーズは特定の意見ではなく、客観的な情報で確認できていますか。 ○十分
当該機器の販売先（導入・普及場所）は明確になっていますか（一般、診療所、地域中核病院、高機能病院）。 ○十分
対象となる患者が明確になっていますか。 該当せず
対象となる疾病・診療科等が明確になっていますか。 ○十分
当該製品の業界特性は把握できていますか。 ○十分
市場規模（導入・普及台数）は明確になっていますか。 ○十分
SWOT分析は十分に行っていますか。 ○十分
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。 △一部
マーケティング戦略（市場のセグメント化、ターゲットとするセグメント、自社のポジショニング等）は明確になっていますか。 ○十分
会社としての経営戦略上、当該製品の位置付けは明確になっていますか。 ○十分
臨床試験、申請、認可まで想定したスケジュールは明確かつ妥当ですか。 該当せず
コア技術の開発戦略は明確になっていますか。 ○十分
どのような効果があるか明確になっていますか。 ○十分

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 ○十分
どのようなリスク（含む禁忌）があるか明確になっていますか。 ○十分

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 ○十分
上市までに必要な開発費の想定、その調達計画はできていますか。、 ○十分
現行の薬事法下で承認が可能ですか（規制システム面、科学評価体系面）。 該当せず
ビジネスモデルに対応した業許可を持っていますか。 ○十分
新医療機器、改良医療機器、後発医療機器のどれに該当するか整理できていますか。 該当せず

機器のリスク分類で、I～IVのどれに当たるか整理できていますか。 該当せず
臨床試験の必要性の有無が明確になっていますか。 該当せず

PMDAとの調整が進んでいますか。 該当せず
薬事法以外の規制についても対応が明確になっていますか。 ○十分
製品の利用方法が明確になっていますか。 該当せず

同時に利用する機器も含めて導入が実現可能になっていますか。 該当せず
これまでのルールや慣行に逆らわない利用方法になっていますか。 該当せず

当該製品に関連する先行特許調査は十分に行っていますか。 ○十分
当該製品に必要な先行特許についてはライセンス等で使用できるようになっていますか。 ○十分
開発後の特許調査についても実施することになっていますか。 ○十分

コア技術に関して、どのように保護するか（権利化／ブラックボックス）は明確になっていますか。 ○十分
権利化に必要な新規性だけではなく進歩性が明確になっていますか。 ○十分
必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。 ○十分
意匠等の他の産業財産権について検討していますか。 ○十分
知的財産の権利化またはノウハウ保護に対する予算・体制・規程は確保されていますか。 ○十分

模倣品・侵害者が現れたときの対応について明確になっていますか。 ○十分
販売チャネルは明確になっていますか。 ○十分
当該製品の供給（生産、物流）体制は明確になっていますか。 △一部
当該製品のアフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制は明確になっていますか。 ○十分
QMS等の品質保証体制が明確になっていますか。 ○十分
広報・普及計画は明確になっていますか。 △一部
想定価格は顧客が感じる価値に見合ったものですか。 ○十分
製造原価（あるいは提供コスト）は明確になっていますか。 △一部
売上、コスト（変動費・固定費）、利益、減価償却等を考慮した計数的な計画は明確になっていますか。 ○十分
十分な収益性が得られることが明確になっていますか。 ○十分
事業拡大に伴い、どのタイミングでどのような人材・資金がどの程度必要になるか明確になっていますか。 ○十分
海外に対する戦略は明確になっていますか。 該当せず
当該事業に対するリスクの洗い出しは十分に行われていますか。 △一部

その他

知的
財産

薬事

市場

基本
戦略

販売・
物流

事業
収支

開発
戦略
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(4) 委託事業期間全体を振り返って改善すべきだったと考える点 

 1) 事業体制 

特になし。 

 

 2) 事業の進め方 

・次世代機本体開発の本体設計において、本体のコンパクト化の為の再評価・設計に時間を要した。 

機能評価機の設計段階で、最終のサイズをより意識した設計を行っていれば、本体設計期間の短縮

が図れたと考える。 

 

 3) その他 

特になし。 
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(5) 当初計画からの変更点（深耕点）とその理由 

領域 変更前 変更後 変更理由 

対象とする 

課題・ニーズ 

特になし   

機器スペック・

ビジネスモデル 

機器スペックについて、コストダウンと機

器のサイズダウンを目標としていた。 

処理能力（スピード）について、1 件の処

理時間を約 20％の高速化を図った。 

薬剤ピッキングの処理アルゴリズムの改

善過程で、高速化を図る事が出来た。 

販売展開先について、病院に SPDサービス

を提供する薬剤・医療機器卸業者またコンサ

ルタント業者をターゲットとした販売戦略

を想定していた。 

従来の SPD サービス業者に対する PR に加

えて、病院に対して医療システムコンサルテ

ィング業務改善提案からの機器導入に向け

た PR を図る販売戦略も実施する。 

手術統計システム開発を通しての、病院に

よるヒアリング等のマーケティングによる。 

事業化体制 特になし   

事業化計画（開

発･薬事・上市

スケジュール） 

開発及び上市計画について 

 

上市時期を:当初予定より早く設定した。 伴走コンサルティングでのＡＭＥＤ様の

ご提言により、より早期の市場投入の必要性

を認識した。 

 

 

(6) 有識者委員会･伴走コンサルでの指摘事項とその対応 

領域 指摘事項 対応 

薬事 該当無し  

知財 過去の知財案件について出願したが審査請求を行わなかったもの

がある。請求可能であったと思われるので、経営戦略に基づいた知財

戦略を行う事。 

物流全般の先行調査を行う事。 

開発した発明案件として、3 件を出願し、審査請求を行った。 

また、過去の知財案件も見直し、今後も経営戦略と連携した体制を

構築し、知財戦略の強化を図る。 

技術・評価 本事案を含め、今後の知財戦略の強化を図る。過去の知財案件も見

直し、経営戦略と連携した体制を構築する。 

次年度の本体モニタや手術統計システムヒアリングに反映する。デ

ータベースとしてまとめ、貴重な情報源として製品開発に活かす。 

その他事業

化全般 

今回提案の機器は ICT 化推進施策の流れ等にも沿った形で進める

事。 

医薬品・医療材料の読み取りに UDI コードも併せてソースマーキ

ングを使用したものを導入した。 

本体について、将来的に薬剤の読み取り機材にイノベーションが発

生する事も考慮し、薬剤の読み取り機能と、システムを切り離し出来

るような設計を検討する事。 

将来的な仕様として検討する。市場の動向は常に考慮し柔軟に対応

する。現時点では，独自の画像処理技術によって包含出来るシステム

構築を実現している。 

競合品に対して価格面では競争力はあると思うが、それ以外の差別 ・手術で使用された注射薬・医療材料の使用実績を確実に取ること
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領域 指摘事項 対応 

化要素は何か。 

 

 

が出来るシステムである。 

・本システムを中心とし、注射薬や医療材料情報の一元管理を行う

ことが可能となる。 

また、コスト解析、経営改善，業務軽減，リスクマネジメントなど

の導入効果があり、病院の経営・運営の健全化を可能とするプラット

フォームが構築出来る。 

 

ビジネスモデルとして競合会社である医療卸会社への展開よりも

病院経営層につながっているコンサルティング会社に販売してはど

うか。 

コンサルティング会社との提携の前段として、手術室における医療

システムコンサルティング業務改善提案からの機器導入に向けた PR

プランの作成を進めている。 

 

(7) 継続条件への対応状況 

継続条件 対応状況 

物流管理における医療の ICT 化推進施策（UDI等）に配慮した事業化計画と

する事。 

医療材料読み取り端末について UDI シンボルの対応が完了した。 

UDI シンボルのデータベース情報を取り込み可能な材料情報データベース

の構築を行った。 

 

より早期の製品化が見込めるレベルに研究開発が進んでいると考えられる

ため、平成 29年度を委託事業の最終年度とする事。 

本体試作を平成 30 年 3 月に完成し、平成 30 年の上市に向けた準備を行う

予定。 

 

 

1.8 平成 30 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

新ＳＰＡＳＥＲについては、平成 30 年 3 月末に試作品を完成し、平成 30 年の上市に向けて開発量産向けの開発とモニタを継続する。 

上市時期までにモニタ結果及び量産に必要な改良を加えた量産準備を含める。 

上市後の販売に向けては、現在稼働中の他病院の情報を含めた手術統計情報の利用の利点をまとめ、医療システムコンサルティングからの機器導

入提案と、従来の機器導入による業務軽減提案の二つを柱とする販売戦略をもって販売先への PR を行う。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 

オオクマ電子株式会社 メディカルシステム部 

〒861-8037 熊本県熊本市東区長嶺西 1丁目 8-104 

電話: 096-285-1893 / FAX: 096-285-1898 / E-mail: info.okm@okm.co.jp 


