
はじめに

なぜ医療機器産業をとりあげるか？自治体

の経済振興施策の主要なものの一つとして、

「医療機器産業の振興」あるいは「健康・医

療産業の振興」という形で、医療機器産業の

振興を掲げる自治体が多くみられる。愛知県

においても、その産業政策の中で医療機器産

業に重要な位置づけを与えている。すなわち、

『あいち産業労働ビジョン2016－2020』（20

15年12月愛知県策定）の「施策の柱３ 次世

代産業の育成・強化」として4項目を掲げて

いるが、その一項目として、「健康長寿産業

の振興」をあげ、そのなかで福祉、介護機器

とともに医療機器の振興を謳っている。

このように重要視されている医療機器産業

だが、現状はどうなっているのだろうか。県

の政策は効果を発揮しているのだろうか。こ

れらに関し私がみる限りでは、現状を調べた

文献なり調査レポートといったものは見当た

らない。

そこで、私なりに愛知県における医療機器

産業の現状を中心に調べ、できうる限り課題

分析にも踏み込んでみた。本稿は、現時点で

それらをとりまとめたものである。

（なお、本稿は、さる6月3日の都市再生プラ

ン研究会で報告し、その際いただいた質問や

意見を踏まえ内容を補充している。ここに記

して感謝の意を表する。）

１ 医療機器の定義、範囲

最初に、医療機器の定義および範囲につい

て述べておきたい。

医療機器に関する法規制は、「医薬品医療

機器等法」（旧薬事法）に定められているが、

それによると、医療機器の定義は「人若しく

は動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使

用されること、又は人若しくは動物の身体の

構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的

とされている機械器具等（再生医療等製品を

除く。）」とされている。（下線部―牧野）

少しわかりやすく言うと、医療機器は大きく

は、診断用と治療用に分けることができる。

診断用とは、例えばMRI、CT、心電図、血圧

計、体温計のように体外から身体内部の様子

を探るためのものであり、他方、治療用とは、

放射線治療に使われるリニアック（放射線照

射装置）、手術支援用ロボット、心臓ペース

メーカー、内視鏡、カテーテル、メス、ピン

セットといった直接身体内部への治療や身体

機能維持のために用いられるものである。

ところで、産業統計のもととなる「日本標

準産業分類」には、「医療機器」として一つ

にまとめた項目はない。このため、工業統計

等を用いて分析を行うときには、医療機器に

該当する細分類項目を集めて集計を行うこと

になる(文末の注参照)。

２ 医療機器産業の特性

次に、医療機器産業の特性を述べる。

医療機器産業は多品種少量生産という特性

をもつことから、中小企業に向いた業種とい

われる。また、わが国の場合、輸入品の占め

る割合が高い状態が続いており、治療用の機

器は圧倒的に海外企業が優位を占めている。

医療機器は他の商品とちがい人体を対象に

機能するため、厳しい規制が課せられており、

製造、製造販売には「医薬品医療機器等法」

の規制により、その身体へのリスクに応じて

許可、承認、届出が必要とされている。

ただ、完成品でなく、部品、部材の提供に
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とどまる場合はこれらの許可等は不要であり、

製造物責任法（いわゆるPL法）も適用外とさ

れている。

このほかの医療機器の特性として、製品販

売先である医療現場との連携が必要である。

いかに優れた機能をもつ医療機器を開発した

としても、医療現場で使われなければ意味が

ない。また、開発のアイデアそのものも、医

療現場との接触から始まることが多い。開発

後の改善改良も医療現場との継続的な関係が

必要とされる。

３ 日本の医療機器産業の現状

以上のような特性をもった医療機器産業の

現状はどうなっているであろうか。

まず、日本全体の状況を見、そのあと愛知

県の状況を見ることにしたい。

図表１で確認できるように、日本における

医療機器の市場規模は拡大傾向にある。

生産額と輸出額は2008年のリーマンショッ

ク後少し落ち込んだが、2010年以降、上昇傾

向にある。医療機器はもともと輸入超過であっ

たが、近年、輸出の伸びより輸入の伸びがさ

らに大きくなり、輸入超過が拡大している。

４ 愛知県の医療機器産業の現状

次に、愛知県の状況をみる。

①愛知県の医療機器の生産額

愛知県の生産額も全国状況と同様に2009年

にリーマンショックの影響を受けて一時的に
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図表1 医療機器生産額等推移 （単位：億円）

注：薬事工業生産動態統計から作成

図表２ 愛知県の医療機器の生産額 （単位：億円）

注：厚生労働省「薬事工業生産動態統計」から作成。

日本国内の市場規模は、「生産金額−輸出金額」＋「輸入金額」で計算。



事業所数 従業者数 出荷額等 付加価値額

2010年 83 2,831人 375億6,278万円 165億 2,567万円

2012年 81 2,637人 421億7,243万円 228億 5,911万円

2014年 76 2,966人 586億2,199万円 350億 6,890万円

図 表 ４ 　 愛 知 県 の 医 療 機 器 事 業 所 数 等 の 推 移

注：工業統計各年版から作成

2005 2007 2009 2011 2013 2015

(H17) (H19) (H21) (H23) (H25) (H27)

栃木県 栃木県 静岡県 静岡県 静岡県 静岡県

207,411 233,984 195,553 344,864 373,890 369,970

静岡県 静岡県 栃木県 栃木県 栃木県 栃木県

154,741 187,714 158,354 164,655 189,486 201,278

東京都 東京都 東京都 東京都 福島県 茨城県

152,787 155,130 132,337 114,422 124,471 120,214

大分県 大分県 大分県 大分県 埼玉県 埼玉県

103,642 109,489 123,961 112,083 110,368 115,902

千葉県 埼玉県 千葉県 福島県 東京都 東京都

92,614 93,826 93,154 97,639 105,655 113,623

埼玉県 千葉県 茨城県 茨城県 茨城県 千葉県

83,260 89,869 85,226 92,633 97,860 92,215

滋賀県 茨城県 埼玉県 千葉県 大分県 大分県

72,738 77,040 83,483 90,865 96,434 91,051

福島県 福島県 福島県 埼玉県 千葉県 福島県

61,045 68,811 80,128 84,958 91,754 77,567

茨城県 京都府 山梨県 山梨県 愛知県 愛知県

59,171 58,843 75,249 63,216 57,765 66,286

京都府 山梨県 滋賀県 滋賀県 山梨県 兵庫県

50,059 57,255 49,182 57,973 55,225 60,789

山梨県 愛知県 愛知県 兵庫県 兵庫県 大阪府

56,758 55,189 46,600 57,388 53,137 59,479

愛知県 神奈川県 京都府 愛知県 青森県 山梨県

49,270 54,048 45,904 50,173 44,406 52,651
⑫

注：薬事工業生産動態統計から作成

　(単位：百万円）　図表３　都道府県別の医療機器生産額順位　　　　　
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落ち込みをしめしたが、その後、順調に生産

額を伸ばしている。（図表２）

これをみると、愛知県の医療機器生産額は、

2015年で663億円。全国の3.4％を占めている。

また、都道府県別の全国順位をみると、こ

の10年間に12位から9位へと上昇してきてい

る。（図表３）

②事業所数と従業者数

次に、愛知県の「医療機器産業」の事業所

数と従業者数であるが、工業統計（従業者4

人以上の事業所）によると、2014年の事業所

数は76、従業者数は2,966人となっている。

（図表４）

近年、事業所数は減少傾向にあるものの、

従業者数は増加をみている。産業細分類でみ

ると、データは省略するが「歯科用機械器具」

と「医療用計測器」が、事業所数、従業者数
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事業所数 従業者数 出荷額等 付加価値額
（人） （億円） （億円）

2010年 24 688 174 80
2012年 25 741 240 153
2014年 24 831 276 245

事業所数 従業者数 出荷額等 付加価値額
（人） （億円） （億円）

2010年 23 1,233 72 47
2012年 21 496 55 33
2014年 23 1,286 92 62

図表５　愛知県の「医療用機械器具製造業」

図表６　愛知県の「医療用品製造業（動物用医療機械器具を含む ）」

注：図表5,6とも「工業統計細分類　都道府県」各年版から作成

においてともに減少している。ただ、これは

全国的な傾向と同じである。他の「医療用機

械器具」や「医療用品製造業」などは、事業

所数は横ばいで推移し、従業者数は増加して

いる。

③ 出荷額と付加価値額

次に、出荷額と付加価値額をみておくと、

2014年の出荷額は586億円に、付加価値額は3

51億円へと増加してきている。（図表４）

医療機器のうち、どの細目分野が増大に寄

与しているか工業統計の細分類でみると、

｢医療用機械器具製造業｣と｢医療用品製造業」

の増加が大きいことがわかる。(図表５、６)

以上をまとめると、愛知県の医療機器の事

業所数は減少傾向だが、従業者数、出荷額、

付加価値額は増加傾向にあるといえる。

４ 医療機器産業の課題

以上のように、愛知県の医療機器産業は近

年ある程度の伸びを示している。

医療機器に対する市場は高齢化により今後

とも拡大する見込みであり、アジア等の海外

需要も拡大が見込まれている。順調に拡大す

れば地域経済にも貢献しそうである。

しかし、医療機器産業は、愛知県に限らず

全国共通の課題として、国際競争力の問題を

抱えている。

すなわち、医療機器のなかでも、主として

治療用機器の製品において外国製優位の現状

がみられ、これが入超拡大の大きな要因となっ

ている。

また、医療機器産業というのは、その扱う

製品が人の命と健康に係わるものでありその

意味では中小企業にとって開発と参入が困難

な分野である。そこで、製造物責任が問われ

る場合に備えて、PL保険（生産物賠償責任保

険）に入っておくことが考えられるが、商工

会議所で扱うＰＬ保険は、支払限度額が少な

い。例えば、名古屋商工会議所の場合は3億

円が限度となっている。もし医療機器を原因

とする損害が多数の人に発生した場合、この

額では対応することができないであろう。と

くに手術に用いるような侵襲的な治療用器具

の場合、その被害額は高額なものとなろう。

以上をまとめると、国際競争力とPL法リス

クという二つの課題の解決が求められている

といえる。

それでも医療機器産業の伸長は、地域経済

との関係で、一定の意義をもつ。産業連関表

でみると、ある程度の生産誘発効果や雇用誘

発効果を期待できることがわかる。

今、産業連関表で、生産誘発効果を示す逆

行列係数をみると、「医療用機械器具」は2.

07であり、製造業全体平均の1.65を上回って

いる（2011年産業連関表逆行列係数表）。雇

用誘発係数は0.08（2005年産業連関表から筆

者試算）で輸送機械0.05を上回っている。

このように生産誘発や雇用誘発といった地

域経済効果はみられるのであるが、そもそも

愛知県の「医療機器」生産額の絶対額は大き

くない。したがって、これらの係数をもって

成長を牽引する産業とまではいうことはでき
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ない。念のため付加価値額についても確認し

ておくと、愛知県の製造業の付加価値額に占

める医療機器の割合はわずか0.2%に過ぎない。

(愛知県の製造業付加価値額は12兆8646億円、

2014年工業統計)

なぜ、絶対額が小さいのか。その要因の一

つは、医療機器では愛知県に本社を有する大

手企業が存在しないということが考えられる。

業界の大手企業の本社所在地をみると、キャ

ノン（東芝メディカルを買収）、オリンパス、

日立製作所、テルモ、富士フィルム、ＧＥヘ

ルスケアジャパンは東京であり、島津製作所

は京都。ニプロは大阪、カネカは大阪・東京

両本社制、シスメックスは神戸である。この

ように愛知に本拠を置く大手の医療機器企業

は存在しないのである。

では、本社はないとしても大手企業の投資

先として愛知県は考えられないのか。今、大

手企業は国内外の投資先候補地としてどのよ

うなところを考えているか、山口県に投資を

したテルモの例が参考になる。（雑誌『産業

立地』2014年5月号対談記事でのテルモ山口

㈱小熊社長の発言）

「汎用性が高く世界中で大量に使われるもの

については、日本で開発を行い、安定生産で

きる製造技術が確立したらどんどんアジアへ

移す」

「商品の内容によっては日本にとどめる場合

もある。先端的な製品はノウハウの塊なので、

重要なノウハウが海外に流出してしまうのを

防ぐため、量産も日本で行う。」

「（山口に）決めるまでに、数十か所の候補

地を挙げて検討した。」

「地震や津波の危険性や原発からの距離、電

力事情、水、交通アクセス、人材など、さま

ざまな点を調べた。」

「山口県の候補地については、地震が非常に

少なく、標高は40ｍ以上あり津波の危険は低

い。・・・土地の広さや価格も条件に適って

いた。」

以上のように述べているのをみると、愛知

県に大手企業の工場誘致というのは、難しそ

うである。

５ まとめ

最後に現時点でのまとめを述べたい。

「医療機器産業」は国内外で市場が拡大し

ている。愛知県の「医療機器産業」は事業所

数は減少しているものの、従業者数、出荷額、

付加価値額においては増加をみている。今後

も市場の拡大に伴い、地域経済へのある程度

の波及効果は期待できよう。しかし、愛知県

の「医療機器産業」の生産額そのものはそれ

ほど大きいものではない。ということをみれ

ば成長産業という程までの期待はできないで

あろう。むしろ今後も伸びの期待のできる中

小企業という位置づけのもと、中小企業振興

の一環として、さまざまな支援策を講じては

どうか。人材育成、新商品の開発、販路開拓

支援、資金融資といった一般的施策に加え、

医療の分野に特有の支援策として、医療現場

とのつなぎ役の充実強化やＰＬ法適用が除外

される部材・部品供給企業を増やすといった

ことを地道に続けることが考えられる。

（注）医療機器産業の事業所数等に用いた産

業細分類項目

1992 医療・衛生用ゴム製品製造業

2741 医療用機械器具製造業

2742 歯科用機械器具製造業

2743 医療用品製造業（動物用医療機械器具を含む）

2744 歯科材料製造業

2961 Ｘ線装置製造業

2962 医療用電子応用装置製造業

2973 医療用計測器製造業
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