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異業種発・日本発の
医療機器イノベーションの創り方
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T H E B I G

3
2 Think:Act

異業種発・日本発の医療機器イノベーションの創り方

1.         医療機器は高成長・高収益有望事業。 
 但し、医療機器業界特有の難しさへの覚悟・備えが必要 

2.      日本をとっかかりとしたイノベーション創発、 
　　　　　　 日米欧3極同時展開が有望オプション 

3.    臨床現場のメディカルアンメットニーズの追及と　

　　　　   技術競争、脱自前主義によるスピードが要諦
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クロエレクトロニクス化、高度なセンシングと制御 （例、手術ロボッ

ト）、製品の小型化や生体親和性向上に向けたナノテクノロジー

や材料進化、ワイヤレスやモバイルアプリケーション （例、アルム

の「Join」）だ。 また自動車やコンシューマー・エレクトロニクスの

ように、量が出ないため、単一製品の事業規模も小さい。他方で、

人命に関わる製品につき、臨床試験・薬事申請といったプロセス

に費用と時間を要するがゆえに、特に大企業の事業開発規模の

間尺に合いにくい。また、マーケティング・広告、営業活動上の様々

な法律・業界団体のガイドライン等の制限を受ける。異業種で

の商売のやり方は通用しない。

但し、技術競争余地のある疾患領域・製品領域では、エビデ

ンスと実績が重要視される医療機器業界においても、プレイヤー

のシェア構造はがらりと変わる。 2000年前後の冠動脈ステント

が代表例だが、Cardinal Health社の子会社である Cordis社
⇒ Guidant Corporation社（現 Boston Scientific）⇒ Cordis社
とマーケットリーダーは 3～ 5年置きに入れ替わっている。 また、

近年の事例としては、血栓回収デバイスにおいても、金属製ステ

ントが主流の市場に対し、米ベンチャー Penumbraがカテーテ

ル型で2011年の上市後急速に浸透し、市場の過半を取るに至っ

た。他方で、金属製ステントでも Medtronicが 2014年上市の新

製品でシェア獲得に成功している。これらは良い製品を開発でき

ればシェア構造はひっくり返せること（良い製品は必要条件で十

分条件ではない）、他方で継続的な改良開発をしないと短命に

終わるリスクがあることを示唆している。

3 .　異業種からの医療機器市場への参入、 
        スケールアップの仕方

大企業が、事業の 1 つの柱として、ヘルスケア（本稿では医療

機器を対象とする）への参入を図る場合、本稿のタイトルの通り、

日本の臨床現場・技術を中心に革新的な事業コンセプトを生み

出し、磨き上げ、日米欧 3極同時申請により、一気呵成にグロー

バル展開、という戦略が、チャレンジングであるが有望な戦略オプ

ションとなろう。 A

1 .　数少ない有望事業領域（高成長・高収益）

そもそもヘルスケア領域になぜ注目が集まるのか。日本は世

界的に見ても、超高齢化社会と言われて久しく、また先進国のみ

ならず、中国をはじめとする新興国も高齢化社会に突入し、世界

はますます長寿高齢化していく。高齢化による医療費の増大が

各国の財政を圧迫する一方で、クオリティ・オブ・ライフが生活

者・医療現場でますます重要になり、健康状態の管理、疾病の

診断・予防、治療、治療後のフォローアップやケア含め、ペイシャ

ント・ジャーニーが拡がりながら最適化される方向でヘルスケア

業界は発展・進歩する。加えて、償還価格制度に裏打ちされた

医療機器事業の収益性の高さも魅力の 1 つに挙げられよう。医

療機器業界は、一定のスケールメリットが効くため（顧客基盤であ

る医療機関ネットワーク、疾患知識・知見を背景とする営業力、

グローバル市場へのアクセスによる開発効率等）、大手寡占傾向

は強いが、特定疾患領域でドミナント・ポジションを築けば、営

業利益率で 20%以上を稼ぐ高収益企業も多い。例えば、泌尿

器科を中心に手術ロボット 「ダヴィンチ」を展開する米 Intuitive 
Surgicalは、手術ロボットの機器＋保守・消耗品ビジネスモデル

で、売上高 31億ドル、年間平均成長率 14％ （直近 3年）、営業

利益率 33%超を達成している。 同じく米 Globus Medicalは、

米 Stryker、Medtronic等グローバルジャイアントが寡占する脊

椎領域にて、後発ながらグローバルでシェアを確保し、高成長・

高収益企業の代表例となっている。

なお、国策としても、医療機器の貿易赤字解消と日系医療機器

メーカーの国際競争力向上は重要課題である。産官学民が注目

する分野である。

2 .　医療機器業界の参入障壁・特徴

他方で、特に門外漢の異業種メーカーにとって、医療機器は

決して簡単な市場でない。疾患領域、診断・検査・治療等によっ

ても異なるが、市場がますます細分化され、その中で医療機器開

発の要素技術は複雑化している。例を挙げると、デバイスのマイ

異業種発・日本発の医療機器イノベーションの創り方

製薬企業の Around/Beyond Drug戦略、すなわち疾患領域スペシャリストとしての医療機器参入戦略は「日系製

薬企業の戦略的トランスフォーメーション」 （視点 121号服部著）においてご紹介させていただいた通りだが、製薬

企業のみならず、昨今幅広い異業種にとって「ヘルスケア」「ライフサイエンス」 「メドテック」は、異口同音に多くの日

系企業の成長戦略の要の 1 つとなっている。本稿では製薬企業も含め、日系異業種企業による医療機器事業開

発の要諦について、考察したい。
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 ステップ 1は、メディカルアンメットニーズを解決しうる新しいイノ

ベーティブな製品コンセプトで、日米欧 3極同時申請・上市を目

指す。特定の診療科および疾患領域にフォーカスするのが得策

である。製品コンセプト策定から、製品開発、日米欧それぞれの

承認機関の承認を得て、上市という流れになる。製品開発から上

市まで数年を要するため、一朝一夕に事業化できるものではない。

上市後も、製品の改良、SKU拡充、製造品質の作り込みといった

製品面での強化のみならず、疾患知識・製品知識向上、アカデミッ

ク・ネットワークの強化等の営業組織の強化等、製品面以外でも

やるべきことが多いが、事業を盤石なものとするための投資が必要。

海外展開については、申請前から、他力活用を想定しておくべ

き。自前展開もできないわけではないが、スピードとスケールを優

先し、自前ではなく他社との協業による展開が望ましい。

続いて、ステップ 2 は、ステップ 1 で築き上げたコア製品の横

展開である。 横展開には、2 つのパターンがある。 1 つ目は、疾

患領域製品スペシャリストとして、周辺製品のラインナップの拡充

である。これは、特定の疾患や手技に対する知識、エビデンスや

医学的な根拠も含めた製品知識、対象疾患領域のドクターとの

ネックワーキング、学会や専門誌での存在感の発揮など、疾患領

域特有の競争力や参入障壁を築いていくことになる。もう1つは、

要素技術スペシャリストとしての疾患領域横断的に事業拡大。カ

テーテル、ステント、ガイドワイヤなど、素材固有の技術力が多様

な疾患領域を跨いで活用可能なケースが該当。いずれのパター

ンにせよ、はじめの一歩である、革新的な製品を生み出すことが

最も重要であるため、ステップ 1 で押さえるべき要諦につき、次章

で詳述させていただく。

4 .　押さえるべき要諦　 B

アイデア出し～事業コンセプト策定～PoC（Proof of Concept）まで

ステップ 1 における領域特定と製品コンセプトの具体化が最

も難しいが、教科書的には、ニーズ・シーズの両面から有望案

を幅出しし、検証・進化のサイクルをスピーディに回すに尽きる。

プロトタイプを実際に医師に使ってもらい、フィードバックを活用す

ることで製品コンセプトを固めることが結局成功への近道となろう。

事業化ロードマップA

出所：  ローランド・ベルガー

製品カテゴリー

脳外科

循環器

消化器

製品 A

製品 A´

製品 B

製品 A

製品 A´

製品 B

製品 A

製品 A´

製品 B

日本 米 欧州 アジア

 > 特定疾患領域・製品にフォーカスし、
革新的製品を開発

 > 日米欧 3極同時申請・上市を目指す

 > コアプロダクトの横展開

 > ① 疾患領域スペシャリスト、あるいは
② 要素技術スペシャリスト
のいずれかの方向性

疾患スペシャリストとしての横展開

FDA

要素技術スペシャリストとしての横展開

要素技術スペシャリストとしての横展開

CE
(MDD, AIMDD, AIVD)

ステップ 1

ステップ 2

ステップ 2 1

1
2

ステップ 2 2

ステップ 2 2

PMDA
ステップ 1
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B 押さえるべき要諦（ステップ 1）

出所：  ローランド・ベルガー

アイデア出し

製品コンセプト
策定

PoC

臨床試験、
申請

事業化

医師等ユーザー目線で、臨床現場に 
根差したアンメットニーズを掘り起こす

新たな手技点数／償還 
価格を設計、L交渉する

当局要件のみならず、KOL
を巻き込んで臨床試験を 
設計する

活用可能かつ差別化可能な自社技術
の棚卸しをする

n倍・n分の 1の差を目指す

早期段階からKOLを巻き込み、開発・
進化のPDCAを回す

技術・資金ニーズ
を持つ大学・研究
機関・医師と協創
する

ブレストは盛り上がるが、
リアリティがない

ユーザーに聞いたが 
刺さらない

いざ投資が必要な段になると、
経営からブレーキがかかる

いいものができそうだが、PoC
の予算がない

PMDAの申請のため
の臨床開発要件が
よくわからない

承認にこぎつけた
ものの販路が弱く
売れない

PMDA :  Pharmaceutical and Medical Device Agency
独立行政法人医薬品医療機器総合機構。日本

の承認機関

FDA　　:  Food and Drug Administration
アメリカ食品医薬品局。 アメリカの承認機関

CE　　　:  CEマーキング。

EUでの販売承認。医療機器では以下 3 つの指

令がある

MDD　 : Medical Device Directive 医療機器指令

AIMDD:  Active Implantable Medical Device  Directive 
能動体内埋込医療機器指令

AIVD 　:  In-vitro Diagnostic Medical Device Directive
対外診断用医療機器指令
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イノベーション探索の起点の 1 つ目は、長年の既存事業で磨

き上げた保有技術、保有知財をベースに、医療機器用途で活か

せるシーズの探索がある。元々異業種からの医療機器参入成功

例として有名な帝人ナカシマメディカルの整形外科金属インプラ

ント、朝日インテックの心疾患カテーテル、消化器内視鏡ガイドワ

イヤーのパイオラックスなど、金属や樹脂系の高度な加工技術が

ベースとなっている。ヘルスケア業界に関わらず、ある領域・用

途での特許や知財が、他領域・用途での活用可能性を秘めて

いる。「医療機器はリスクが高いから、あるいは承認が難しいから、

リスクの低いクラス Iから」といった声も聞くが、朝日インテックの例

が示しているように、医療機器のクラス分類を問わず、イノベーショ

ンを必要としているメディカルアンメットニーズを切り取るべきであ

る。必要な機能・能力は協業によって補えばよい。

2 つ目は、臨床現場でのメディカルアンメットニーズ起点での

テーマ探索である。手術時および術後の負担を下げる低侵襲化

のトレンド、治療後の QOL （クオリティ・オブ・ライフ）向上を重

視する流れ、患者の医療知識・リテラシーの向上等を受け、既

存プレイヤーが寡占している市場においても、メディカルアンメッ

トニーズは必ずある。自社の技術とメディカルアンメットニーズ、起

点はどちらでもよいが、双方向的に繰り返し検証を重ねながら、製

品・事業コンセプト案に仕立てていく。

自前でのテーマ探索に加え、昨今流行りのオープンイノベー

ション（インバウンド型）も積極的に活用すべきであろう。具体的に

は、技術シーズと資金ニーズを持つ大学・研究機関・医師との協

業である。 メディカルアンメットニーズを捉え、技術の種を持ち、イ

ノベーション仮説に取り組む大学や研究機関・医師で、資金ニー

ズを抱えている案件は多い。こうしたイノベーションの種を、既存

技術で、技術玉成や量産技術確立の支援によって、単なる資金

供給に止まらない事業会社ならではの事業化加速が可能になる。

製品開発・臨床試験～上市まで

製品コンセプトが固まれば、薬事申請に向けた研究開発ロード

マップの策定である。薬事申請の詳細プロセスは本稿では割愛

するが、ここで重要なのは、承認までの時間短縮と、新しい手技・

新しい医療機器としての償還価格の設定である。強かに、用意

周到に対応しないと、貴重な時間的資源と利益を逸することにな

りかねない。

また臨床試験の設計段階から、KOL（Key Opinion Leader）を
巻き込むことが上市後の市場浸透スピードを決定づける。販路構

築も重要要素だが、たとえ疾患や手技に対する知識、使い方等の

製品知識を備え、行動力と提案力に長けた営業組織を作り上げ

ても、やはりアカデミックへのアピールが肝で、かつそれはテーマ

探索段階、臨床試験段階から決まっている。既存事業における

医療機器メーカーの営業力は、立会い等による医師のサポートを

含め、競争要因としての貢献は極めて大きいが、異業種からの新

規参入時に、経験年数と規模が効く競争はしてはならない。

日本のヘルスケア市場は、医療機器全体で 3兆円規模の市

場、米国に次いで世界第 2位、イノベーションの出発点としては、

日本企業にとって最適な場だが、個別製品の市場規模は大きく

て数十億円〜百億円規模。やはりスケールアップは海外展開だ。

市場規模が大きく、市場の透明性が高く、医療インフラ・保険制

度が充実しているアメリカ、欧州主要国の優先度が高い。イノベー

ションの方向性如何によっては、例えば、アジア人の骨格や血管

等形状によるイノベーションの場合はアジアということになるが、透

明性や単価の観点で難易度は上がる。製品コンセプト策定段階

で、海外展開の筋道も見立てておくことが必須となろう。

また、海外展開の際は、パートナーになりうる医療機器メー

カーとの協業が最善の選択。当該疾患領域で現地営業リソース、

KOLへのアクセス、卸ネットワークを持っているため、たとえ短期

的な利益率を犠牲にしてもパートナーと組んだ展開が望ましい。

実績がない中で海外医療機器メーカーとの協業の難易度は一

般的に高いため、現地卸と期間と条件を縛っての参入も視野に

入れる必要がある。資本力を活かせば、米 Globus Medicalのよ

うに、買収で流通力・営業力を一気に獲得するのも一案。いず

れにせよ、Time to marketとスピードを重視した事業展開が肝

要であろう。

5 ． さいごに

手前味噌の宣伝になるが、弊社東京オフィスは「和ノベーショ

ン」を提唱し、弊社自らが自前主義や業界の伝統的なコンサル

ティング業の枠組みに捉われず、スピード感を持って、日本の産

業にイノベーションの量産をもたらすことを標榜している。医療

機器のイノベーション創造においても、一例をご紹介すると、保

有技術起点のイノベーション探索は、世界一のイノベーション・

データベース企業であるアスタミューゼ、臨床現場起点でのメディ

カルアンメットニーズの掘り起こしならびに事業コンセプト化では、

東北大学発のライフトゥデイと協業している。 その他、VR、AI、
3Dプリンティング等革新的な技術から最先端の金属加工技術ま

で協業の輪を広げ、イノベーションのコンセプト策定から実装まで

の支援体制を強化してきた。

今回加えて、医療機器・デジタルヘルスケア領域におけるイ

ンキュベーター兼 VCの日本医療機器開発機構（以下、JOMDD）
と協業させていただいた 。 JOMDDは、医療機器クラスに合わせ

た臨床試験や開発ロードマップ策定・実行のノウハウ、臨床現

場・KOLとのネットワークを有しており、薬事対応も含めたインキュ

ベーションを行う医療機器のプロ集団である。今般ご紹介した異

業種からの医療機器市場への参入や海外展開に関しても、戦略

策定から実行まで豊富な実績を有しており、AI ・デジタルヘル

ス・ロボティクス・腸内細菌・再生医療など、医療機器市場にお

ける近年の注目技術領域についても深い知見を持つ。  JOMDD
との協業により、医療機器・デジタルヘルス分野において、戦略

策定から薬事対応を含む実行支援まで一気通貫での支援体制

を強化できたと自負している。日本発の医療機器イノベーション、

オープンイノベーションに関心のお持ちの方と是非、その実現に

向けて議論させていただきたい。
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