
スマホ時代の疼痛管理

第7回全国医療機器開発会議

マイクロポンプを搭載した医薬品注入器



会社概要
■社名 大研医器株式会社

■本社所在地 大阪府和泉市あゆみ野2丁目6番2号

■代表者 代表取締役社長 山田 圭一

■設 立 1968年11月

■資本金 495百万円

■従業員数 329名（2020年3月期）

■事業所 本社、本社分室、9支店、1営業所（全国）

■開発拠点 商品開発研究所（大阪府和泉市）

■製造拠点 和泉アセンブリーセンター（大阪府和泉市）

商品開発研究所

アセンブリーセンター
（新棟）

「クーデック」とは、「クーデター・バイ・テクノロジー」という意味の造語で、当社が展開する商品の統一ブランドです。
独創的な技術で医療に革命をもたらしたいという、当社の想いが込められています。
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事業セグメント

＜注入器関連＞

フィットフィックス

医療用吸引器。血液凝固剤が既に入っている

密封容器。血液の漏出が無く安全に廃棄。

キューインポット

軽量かつコンパクトな使い捨て吸引器。

病棟で簡単かつ清潔に使用可能。

シリンジェクター

バルーンジェクター

PCA装置

流量制御のためのスパイラル細管。

真空を利用して一定の薬液投与を確保（シリンジェクター）

＜手洗い設備関連＞

無菌水で手を洗う

装置や手を拭く

ワイペルタオル等。

＜吸引器関連＞

＜電動ポンプ関連＞

シリンジポンプ、輸液ポン

プと、これらを何台もまと

められるコンパクトな装置

（ユナイター）。

（単位：百万円）

ディスポーザブル製品が主軸

吸引器関連

注入器関連

電動ポンプ関連

手洗い設備関連
その他

ディスポ製品割合87.1%

2020年3月期 売上高割合

コネクティングチューブ

柔軟でキンクしにく
いチューブ設計。

用途に応じて選べる
コネクター付き。
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医工連携事業による
医療用マイクロポンプの

開発
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きっかけ ある医師からのご要望

輸液スタンドの使用をやめるこ
とはできないか？

当社にはマイクロポンプの技術が
ありますので、検討してみます。

患者の転倒事故が発生している。

輸液ポンプが落下する事故もあ
る。

看護師は輸液ポンプを確認する
のが仕事と思っている。それを
止めて、もっと患者のケアをし
てほしい。
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医工連携事業化推進事業に採択
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マイクロポンプ

⚫ ダイヤフラム式の超小型ポンプ
⚫ 駆動原はPZT素子（圧電セラミックス）

外部から電圧と周波数を制御する
ことで流量が調整できます
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マイクロポンプ
ディスポーザブルのマイクロポンプ（自社開発、自社製造の技術）

*流入側が加圧されても薬液が流れない安全弁

ステンレスシート 拡散接合 7



模式アニメーション

PZT

Inlet Valve Outlet 
Valve

ポンプ室

マイクロポンプの動作
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目的
◼ 輸液に関わる医療現場の課題やニーズの抽出を行う。

実施日程

◼ 2015.5.28 ~ 2015.6.10

実施施設

◼ 看護師：合計 名（ 病棟）
◆消化管外科・肝胆脾外科：15名

◆耳鼻咽喉科・形成外科：7名

◆小児科：11名

◆整形外科：13名

◆婦人科：10名

◆消化器内科：10名

◆循環内科：13名

◆腎臓内科・糖尿病棟：11名

◆泌尿器科・消化器内科：10名

◆脳神経外科：9名

◆腫瘍センター：11名

看護師アンケートを実施
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マイクロポンプを用いた携帯型輸液ポンプ

500mL

輸液ラインドライブユニット

PCAスイッチ

警報ランプ
マイクロポンプ

スマートフォン

設定と表示はスマートホンで行うように変更。
スマートホンと電子カルテの連携で伝達ミスなし。
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【結論】

スマートフォンを用いたコントロールを行うという製品に対して、使い勝手や携帯性
について既存品と比較しても高い評価が得られた。
製品課題として破損を含む製品そのものの「安心感」の向上が
改善点として挙げられた。

麻酔科医 4名 看護師 13名 ME 4名 合計 20名
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ユーザビリティ評価を実施

試作品を用いた非臨床評価を実施
→医師、看護師、MEに実際に操作してもらい製品に対する調査した。

既存品
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医工連携事業化推進事業に採択
（2回目）

12



テーマ名：マイクロポンプの大量生産技術の開発・事業化

■事業内容

【目的】医療費削減

⚫ 大量生産技術開発
⚫ 大量生産品→販売するために海外への市場投入を行う
⚫ 海外販売（CEマーキング）のため臨床評価が必要
⚫ 臨床評価を特定臨床研究として実施する

30-212 医工連携事業化推進事業
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接合炉選定
シンターランド（代理店NJS） エス・エス・アロイ

LOBOX-350 プラズマンCSP-V

1. 低価格小型機
2. 最大5000A大容屋パルス電源搭蔵
3. 加圧機構をスペックアップ

1. 大容量インバータ直流電源と大口径チャンバー
2. 高真空(10-E3pa)可能、3段引きポンプ
3. 油圧による加圧制御
4. 冷却能力と耐熱性を強化、長時間焼結可
5. 電流出力18000A（仕様変更可能）
6. ホットウォール付帯チャンバ構造

量産初期に使用する接合装置 大量生産を想定した接合装置 14



従来工法
25 chip/sheet

大量生産工法
100 chip/sheet

技術開発 1. ワークを設計変更する。
2. 接合したワークをレーザー加工機で個

片化する。
3. マイクロポンプとして実装し、従来製

造方法と性能が同等であることを確か
める。

接合バッチサイズの拡大
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ドライブユニット
エイミーPCA

PCAスイッチ
エイミーPCAスイッチ

充電器
エイミーズホーム

通信モジュール
コムタッチ

クーデックエイミーPCA

コントローラ

エイミーMPユニット300

専用アプリ
エイミーズウィンドウ

製品構成

ストラップ

消耗品

バッグサイズ：50,100,300mL

オプション

ハードケース
エイミーキャリングケース

オプション

アプリはコムタッチに付属
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アプリケーションを使って、術後の痛みをコントロールする疼痛管理システム

ドライブユニット PCAスイッチ

エイミーMPユニット
（マイクロポンプ内蔵輸液ライン)

輸液設定 設定確認 詳細確認 警報表示 ペインスケール

専用アプリケーション（エイミーズウィンドウ）

専用通信モジュール
(コムタッチ)

製品構成
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スマホアプリでコントロール



マイクロポンプ
クーデックエイミーPCA

クーデックシリンジポンプ
CSP-120

クーデックエイミーPCA
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マイクロポンプの性能



岡山大学で特定臨床研究を実施

192020/4/23付 岡山大学プレスリリース



⚫ 2019年6月末に薬事承認申請書をPMDAに提出。
⚫ 2019年12月10日に薬事申請承認取得。

薬事承認取得

一般的名称：患者管理無痛法用輸液ポンプ
汎用輸液ポンプ
ポンプ用輸液セット

承 認 番 号：30100BZX00245000

改良医療機器として薬事申請を実施
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より安全な医療へ

病院から在宅、地域医療へ

日本の技術が世界へ

これからの未来

CEマーキング取得準備中

医工連携事業化推進事業により、医療現場におけるニーズがより具体的な内容で得
ることができました。また、伴走コンサルにおいて技術的なアドバイスや相談窓口
の紹介により、早期課題解決と製品化が実現しました。 21


