
ワークショップ： 
 「医療現場のニーズを企業にどう橋渡しするか」 

医仁会武田総合病院 

ニーズの掘り起こしと 

受け渡しのためのフォーマットの検討 

医仁会武田総合病院泌尿器科 
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自己紹介 

1962/12 大阪市生まれ 

1982/04 京都大学医学部入学 

1988/04 京大付属病院泌尿器科研修医 

1989/04 和歌山日赤泌尿器科着任 

1992/04 京都大学大学院入学 

1996/04 京都医療少年院法務技官 

1997/06 京都専売病院泌尿器科着任 

1999/04 京都大学泌尿器科助教 

2000/04 医仁会武田総合病院 

              泌尿器科着任 

2005/04 同部長、現在に至る 
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専門は尿路結石
と腹腔鏡下手術 

本当は 

エンジニア 

したかったけど 
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病院紹介 

1976年   7月 第二武田病院開業  

      12月 医療法人 医仁会第二武田病院に変更  

1979年   4月 総合病院指定  

      西日本で初めて体外衝撃波採石装置を導入 

1987年   7月 医仁会武田総合病院に名称変更、 

         500床に増築  

1993年   4月 臨床研修病院に指定  

2003年   5月 救急医療センター新設 

2004年   4月 初期臨床研修制度開始。 

         研修医10名採用 

2014年   ４月 救急医療センター常勤２名体制に 
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地域に密
着した総
合病院 
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医仁会武田総合病院の取り組み 

2016年 

•  ５月 医学連携の模索 

•  ６月 日本医療研究開発機構による 

     アイデアボックス説明会、意見交換会 

•  ７月 院内及び関連施設アイデアボックス募集 

•  ８月 アイデアの選定 

• 11月 アイデア抽出委員会、 

     医工連携推進準備室を設置 

 １２月 優秀アイデア表彰（検討中） 
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アイデアボックス収集結果 

• 部署：医局  24件（２施設８科） 

     看護部    ５件（全て看護部長） 

     検査科    ５件 

     放射線科    ２件（全て科長） 

     栄養科    ６件（５件が科長） 

     福祉介護部   ３件（全て部長） 

• 総計   ４５件 

4 

医局以外は殆ど部門長からの発案である 

医局においても、当院20科中６科１０名の医師からのみ 

多くの職員が、積極的に関わらなかったとも言えるし 

強制されれば、２−３件程度のニーズはでてくるとも言える。 
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ニーズとは、業務改善の必要性 
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業務改善 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果物の質の
向上 

治療成績など 

コスト削減 

労力の効率化 

使用物品検討 

無駄の排除 

リスクの低減 

合併症率や 

業務上の誤謬 

多くの場合 

業務手順の
変更で対応 



医仁会武田総合病 泌尿器科 山田 仁 

HOSPEX JAPAN2016 (Oct.28.2016 東京) 

例えば 
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患者、薬剤の取り違えを無くさなきゃ 

同姓がいたら、注意喚起プレートを作ろう 

常にフルネームで確認しよう、いや生年月日も・・・ 

患者さんに復唱してもらおう 

患者さんにはリストバンドをつけてもらおう 

複数の患者さんに同時に対応しないようにしよう 

薬剤を持ち出すときは、今から処置する患者の分だけ 

確認作業は、医療従事者２人でしよう 
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7 

なんかどんどん仕事
が増えるんだけど 

なんか簡単確実に 

確認する方法はないの？ 

そうだ 

ICタグがあるじゃないか！ 

手順の問題か 

設備の問題か 

日々の業務改善を手順の変更でなく、有用な機械の 

イメージに置き換えると、ニーズを掘り起こせる 
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私、ICタグって知らないし 

• 医療従事者から出る
ニーズ（アイデアボック
ス）は玉石混交 
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疾病・介護予防プログラムの普及啓発 

• 目的・意義： 

 健診場面や介護予防場面での生活全体の実践
による健康寿命の伸長に貢献する。 

• 概要： 

 グループの健診及び介護予防現場での利用者の
科学的データ分析をコンピューターにより解析し、
利用者へフィードバックし、汎用性のある指導指針
として活用する。 
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どんな現
場？ 

どんな利
用者？ どんな

データ？ 

どう解析
する？ 

何をフィー
ドバック？ どんな内

容を想定 

この文章から、成果物のイメージや、必要なシーズ、 

開発の手順を想像できるか？ 
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診療やインフォームドコンセントの時の記録 

• 目的・意義 

–患者、家族を見て、ゆっくり 

話しあえる。患者を観察する時間が増え、信頼
関係の醸成、満足度の向上に資する。 

• 概要： 

診療録記録のため、診察時にモニター、キーボード
を見ていることが多いが、患者を診る時間が短くな
るため、これを回避する。 
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会話の全文を記録することは診
療録としては馴染まない。要約
機能が必要であるが、会話文を
要約するのは現時点では困難 

本当に必要な機能が、提示 

されていないことを 

誰が気づくことができるか？ 
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輸血用製剤内のウイルスの不活化 

• 目的・意義： 

ウイルスの不活化により、輸血合併症である感染
を防止でき、安全性を向上する。 

• 概要： 

ウイルスの不活化 
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過熱など様々な不活性
化法のうち、製剤に影
響のないもの確実性の
高いものを検索する 

同時に、様々な病原微生物 

リンパ球など免疫細胞 

アレルゲンなどの有害物質の 

不活性化は？ 

成果物、開発のコンセプト 

を考える上で、十分な情報を誰が提供するか？ 
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末梢、中心静脈穿刺を容易にする機械 

• 目的・意義： 

静脈穿刺手技は、時に困難でトラブルになる。 

• 概要： 

静脈穿刺手技は、診療の現場では最も多い手技の
一つであるが、時に困難でトラブルになることもあり、
負担の大きい業務である。その負担を軽減できる
機械があれば非常に有用である。 
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中心静脈と末梢
静脈では全く異
なる特徴がある 

穿刺手技は、針の先
端を静脈内腔に移
動させることである 

すでに実用化されて
いるセンシング技術と
ロボット技術で実現で

きそう 
皮膚の硬さの相違、対象の 

静脈径に対応できる精度を出せるか？ 

殆どの部位に適応できる設定が可能か？ 
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技術者との情報共有 

• 医療業務上の問題の提示 

← 要点の明確な具体的な表現が必要 

• 問題の背景の説明 

← 医療現場をしらない人には理解しがたい面も 

• ソリューションに使えるキー技術・原理の提案 

← 必ずしも判るわけでない 

• 現場に合わせた使いやすい 

 インターフェース 

← 試行錯誤、評価・改良が必要 
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ニーズとシーズを結びつけるために 
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開発の現場 

 

 

 

適合する 

ニーズの提案 

開発の現場 

 

 

 

アンケート
によるニー
ズ調査 

医療の現場 

 

 

 

とりあえず 

ニーズの提案 とりあえず 

ニーズの提案 とりあえず 

ニーズの提案 とりあえず 

ニーズの提案 
市場価値のある
ニーズの選択 

開発会議 

への招待 

製品説明会 

アイデアボックス 

医療の現場 

 

 

 

解決できる 

ニーズの探索 

メーカーや 

代理店の手術 

見学やヒヤリング 
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ニーズとシーズを結びつけるために 
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開発の現場 

 

 

 

医療の現場 

 

 

 

とりあえず 

ニーズの提案 とりあえず 

ニーズの提案 とりあえず 

ニーズの提案 とりあえず 

ニーズの提案 

アイデアボックス 

保有するシー
ズの情報提供 保有するシー
ズの情報提供 保有するシー
ズの情報提供 保有するシー
ズの情報提供 

支援組織 

 

 
医療の現場に詳しい 要素技術や開発に詳しい 

ソリューション 
両方に詳しい橋渡し 

役が欲しい 
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誰が何処を 

担当するか？ 
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医療業務上問題 

医療業務上背景 

解決のｷｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 保有ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 

プロジェクト立案 

製品のイメージ 

試作品の製作 

試作品の評価 

製品化へ改良 

製品の運用 

市場調査 
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ニーズ掘り起こしの動機付け 

• まずは、製品化されること 

• あるいは製品化を検討されること 

• 何らかの経済的動機付け 

• ニーズ発案に対する表彰 

• 業務改善を手順ではなく機器に置き換えると
有用なニーズを発掘できる可能性あり 

• どういうニーズ、どういう情報が付帯したニー
ズが有用かは議論の余地がある 

17 


