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１．会社概要
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いわき市のシンボル
塩屋崎灯台

「みだれ髪」の題材となる

・医療機器製造業許可取得；医療機器一般（平成21年取得）
許可番号 07ＢＺ200027
製造販売業取得（平成25年5月予定）

[高度管理医療機器（クラスⅢ）]

・品質管理認証；ＩＳＯ １３４８５取得（平成25年3月）
（認証番号；ＤＮＫＲＣ 96457Ａ）

・所在地；福島県いわき市植田町南町1-3-2
・設 立；平成8年4月（1996年4月）
・資本金；1000万円
・社 員；7名
・代表取締役；赤津 和三



２．当社の事業概要

1）；形状記憶合金による携帯電話機用２段式ｱﾝﾃﾅの量産技術の確立
2）；ｱﾓﾙﾌｧｽ材を応用した高性能電波腕時計用ｱﾝﾃﾅの開発・量産化
3）；「Ti-Ni形状記憶合金への貴金属表面処理技術の開発」
4）；「形状記憶合金及び金属からなる伸縮性ﾜｲﾔｰの開発」

5）；錆びにくい医療用「はさみ」の製造技術の確立

6）；Ti合金材（6-4Ti)による伸縮性ワイヤーの開発及び製造技術の確立

7）;「高い骨癒合環境を実現する体内固定ケーブルシステムの開発」

平成23年度課題解決型医療機器の開発･改良に向けた病院・企業間
の 連携支援事業に採択 (経産省）

8）;「高機能神経内視鏡用リトラクターの開発」

平成24年度JST復興促進プログラム（マッチング促進）

支援事業に採択 （科学技術振興機構）
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高性能電波腕時計用アンテナの開発・量産化

高性能電波腕時計用アンテナの開発・量産化

２.-1 高性能電波腕時計用アンテナの開発・量産化

ｱﾝﾃﾅ素子多数個取製造技術 アンテナ素子 電波腕時計ｱﾝﾃﾅ素子
(文字盤の裏側に装着）

・アモルファス材による
高性能電波腕時計用アンテナの開発
（2003年6月 国内大手時計ﾒｰｶｰより発売）

・電流検出素子の開発（リチュウムイオンバッテリ-用）
経産省「戦略的基盤技術高度化支援事業」に採択
（平成22年度）



３．企業との共同開発での「にがい経験」
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１）；腕時計用高性能電波アンテナの開発 ⇒ （一部上場企業との共同開発）
①；アンテナ用高磁性材料の選定にはじまり、選定後材料支給依頼。
②；条件設定・製造工程の制定・試作トライ
③；製造用詳細図面の作成
④；量産製造技術の確立・・・・委託生産 ⇒ 工場監査

⇒ノウハウの流出 ⇒ 約１年半の量産受注後、企業の海外工場に
移管、受注が ０ となる。

「知財管理」、「ノウハウの囲いこみ」 反省点

２）；医療機器メーカーとの共同開発 ⇒ （国内でも、分野別ではトップ企業）
①；医療機器用の材料に、貴金属メッキ処理の依頼を受け、

共同開発契約を締結する。 ⇒ 「共同特許出願」
②；製品のメッキ仕様で、メッキ時の通電の際の電極「跡」の残留は、

なきことの仕様に関し、独自のメッキ処理装置を開発する。
③；企業より、薬事承認を取得のため、製造工程・条件を確認の要請あり。

製造工程・条件の開示 ⇒ 約２年の量産受注後、０となる。
「ノウハウの囲いこみ」 反省点



４．医療機器製造業許可取得について
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11
・自社で簡単に許可取得には・・・・薬事法 クラス Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

この中で取りやすい ⇒Ⅰである。
・クラス Ⅰでも、機器の該当範囲は≒４３０品目あり

県の産業振興センターの技術支援部隊に相談
医療関係コーデェネーターより、いわき市内の

医療機器メーカーを紹介いただく

医療機器メーカーとの打合せ
シーズのマッチング

・県よりの、取得に関し支援
⇒薬事担当者養成プログラム講習会受講
⇒薬事コンサルタント派遣を受ける
◎；指導を受け、申請する

手術用
さびにくい

はさみ

医療機器製造
業許可取得

自社固有の技術の応用 医療現場・機器メーカーで困っていることは・・・・



５．福島県・いわき市の医療機器関係支援状況
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◎；助成事業（補助金交付）

１）ハード面
①；ふくしま応援ファンド助成（1000万円まで 2/3助成）
②；製品試作助成（100万円まで1/2助成）
③；産学官連携事業化助成（300万円まで 1/2助成）
④；経済産業省の支援事業

２）ソフト面
①；医療機器製造業取得支援（アドバイザーの派遣）
②；性能/安全性試験支援（50万円まで 1/2助成）
③；展示会出展助成（ブース出展料等 10/10助成）
④；特許取得について一部助成
⑤；医療機器開発・安全性評価センターの設立（福島・郡山市）

（2015年より共用開始予定）

◎；いわき市支援事業
①；産学官連携・戦略産業創出モデル事業（200万円まで10/10助成）
②；展示会出展助成（20万円まで、年２回まで合計額で１/２助成）
③；市指定展示会出展料（10/10助成）



６．当社の事業体制全体像（現在）

開 発

品 質

産業技術総合
研究所

委託生産

福島ﾊｲﾃｸﾌﾟﾗｻﾞ

東北大学工学部福島県立医科大学
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薬事コンサルタント

コンピェーレ知財管理
創成国際特許事務所

販路開拓
コンサルタント

ＩＰＳＮ

納 入
・医療機器メーカー
・電子機器メーカー

開 発

共同開発
医療機器メーカー
電子機器メーカー

薬事戦略相談
医療機器センター

開 発

品 質 製 造

Syntec



７．高い骨癒合環境を実現する体内固定ケーブル
システム の開発
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７.-1 プロジェクトの概要
プロジェクトコンソーシアム

相談申請

医療機関

福島県立医科大学

•製品機能評価

医薬品医療機器総合機構
（PMDA）

助言承認

顧 客

技術アドバイス

東北大学
工学部

製造業

㈱シンテック
・製造販売業（取得予定）

平成25年5月
・ISO 13485 （取得済）

平成25年2月
・医療機器製造業一般

[07BZ200027]

PL

中

製造業
販売代理先

(株)田中医科
器械製作所
第一種製造販売業

［13B1X00274］

中

事業管理機関

製造業

㈲エスク
・クリンプ加工

販売戦略

IPSN知的財産戦略
ネットワーク(株)

知財管理

創成国際
特許事務所
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医療機器センター

相談

助言



７.-2 プロジェクト・タイムライン
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項 目 概要

医療機器クラス分類 クラスⅢ

一般的名称 （仮称）ベロシンク ケーブルシステム

対象疾患／患者数

脊椎、肘頭、膝蓋骨、足関節内果または大転子ま

たは、骨切り部を再接合したり固定したりするため

に使用する固定用ケーブルである。

対象顧客 整形外科を有する医療機関

市場規模
推定患者数にして50万人

150億円／年

上市時期 平成26年

想定売上規模

（上市3～5年目程度）

・当初(3～5年後）；15億円／年

・目標（7年後）；50億円／年
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７.-3 （仮称）ベロシンク ケーブルシステムに
係わる市場性精査結果
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７.-4 競合製品／競合企業との差別化要素に関する精査結果



７.-5 関連知財出願（Ｈ24年度） ：ＰＣＴ出願３件

ＮＯ． 出願番号 出願日 発明の名称 ポイント

①
PCT/
JP2013/052209

2013.1.31 骨癒合のための
医療用線状部材

強度を十分に保ちなが
ら、伸びとしなやかさを
備え合わせた医療用線
上部材

②
PCT/
JP2013/052269

2013.1.31 医療用線状部材

体内において術者の視
認性を高め、操作性に
優れた医療用線状部
材

③
PCT/
JP2013/052166

2013.1.31 かしめ工具
低侵襲で操作性に優れ
たかしめ工具



８．今後の展望

1）;Ｈ２３年度「課題解決型医療機器の開発の開発・改良に向けた
病院・企業間の連携支援事業」の事業化推進

・ 「高い骨癒合環境を実現する体内固定ケーブルシステムの開発」
（H25年；PCT 3件出願・H24年商標登録済）
①；国内販路開拓
②；海外販路開拓

2）;Ｈ２４年度JST（科学技術振興機構）「復興促進プログラム支援事業」の推進
・ 「高機能神経内視鏡用リトラクターの開発」 産総研・枡記念病院

①；国内販路開拓
②；海外販路開拓

3）;Ｈ２５年３月に、・ISO １３４８５取得済（認証番号；ＤＮＫＲＣ 96457Ａ）
・５月に、製造販売業を取得予定(高度管理医療機器＝クラスⅢ）
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９．ご協力・ご指導をいただいた方々に、
御礼を申しあげます。

・三菱総研：山田氏、藤瀬氏

・福島医科大学(整形外科）：紺野教授、江尻先生

・東北大学(工）：山内教授

・創成国際特許事務所:佐藤所長、酒井氏、金沢氏

・知的財産戦略ネットワーク(株)；秋元社長、新谷部長

・(合）コンピエーレ：麻坂氏

・福島医科大学リエゾン推進室：大橋副室長、幕田氏、宮仕氏

・(株)田中医科器械製作所：田中社長、中島専務、金子氏

・㈲エスク；高畠社長
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ご清聴に、感謝します。

ありがとう、ございました。
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 株 式 会 社 シンテック

 代表取締役 赤津 和三


