
 
 

平成 25 年度課題解決型医療機器等開発事業 

看工連携推進支援事業（ものづくりプラットフォームの構築） 

 

 

課題解決型医療機器等開発事業の一環として、看護現場からの課題・ニーズの収集、技

術・シーズを持つ企業とのマッチング等、看工連携のあり方について検討した。 

平成 24 年度は、「看護ニーズ医療機器等開発に関する研究会」を設置・開催し、看護現

場のニーズを顕在化しながらものづくりにつなげる仕組みが重要であることが明確になっ

た。 

平成 24 年度の成果を踏まえ、平成 25 年度は、当事者からのニーズを引き出し製品化に

つなげるプロセスを実践している共用品推進機構に調査研究を委託し、下記調査を行なっ

た。 

 

 

平成 25年度看工連携推進支援事業（共用品推進機構への委託調査） 

 

看護現場の「ものづくりプラットフォーム」（「入口：ニーズの開発」と「出口：効果的

な販売戦略」を重視した「売れるものをつくる」プラットフォーム）の構築を検討するこ

とを目的として以下を調査した。 

・看護師が使用する製品について供給側からのアプローチで課題を抽出 

・ニーズの掘り起しプロセスを看護現場のヒアリングを通じて実証 

・上記を踏まえて売れるものをつくるプラットフォームへの提案 

 

 

 

 

 

平成２６年３月 

  



 
 

目次目次目次目次 

1 背景と目的 ..................................................................................................................... 1 

2 調査の概要 ..................................................................................................................... 1 

2.1 文献調査 ................................................................................................................. 1 

2.2 企業へのヒアリング調査 ........................................................................................ 1 

2.2.1 調査対象 ................................................................................................................. 1 

2.2.2 調査内容 ................................................................................................................. 1 

2.3 看護師のヒアリング調査 ........................................................................................ 2 

2.3.1 調査対象 ................................................................................................................. 2 

2.3.2 調査内容 ................................................................................................................. 2 

2.4 アイデア抽出の実証 ............................................................................................... 2 

2.4.1 会議参加者 ............................................................................................................. 2 

2.4.2 実施内容 ................................................................................................................. 2 

3 調査結果 ........................................................................................................................ 3 

3.1 看護関連製品の市場について ................................................................................. 3 

3.1.1 看護関連製品の範囲と流通構造 ............................................................................. 3 

3.1.2 製品分類別の具体的な品目 .................................................................................... 6 

3.1.3 製品分類別の市場規模 ............................................................................................ 8 

3.2 供給サイドからみた事業展開上の課題 ................................................................... 9 

3.3 製品評価基準 ........................................................................................................ 13 

3.4 アイデア抽出 ........................................................................................................ 17 

3.5 需要サイドからみた製品開発上の課題 ................................................................. 24 

3.5.1 ニーズの把握について ...................................................................................... 24 

3.5.2 製品情報の入手 ................................................................................................. 24 

3.5.3 評価基準表の活用 ............................................................................................. 26 

4 より使いやすい製品が創出される仕組みのあり方 ...................................................... 28 

4.1 看護関連製品の特徴 ............................................................................................. 28 

4.2 製品創出に向けて必要な機能 ............................................................................... 29 

4.2.1 製品ニーズ情報の収集・蓄積機能 .................................................................... 29 

4.2.2 製品情報などの収集・蓄積機能 ........................................................................ 29 

4.2.3 製品評価の収集・蓄積機能 ............................................................................... 30 

4.3 製品創出に向けたプラットフォームあり方 ......................................................... 30 

 

 

 



1 
 

1 背景と目的 

課題解決型医療機器等開発事業は、現場の課題・ニーズを製品化に結び付ける医工連携

での事業化促進を目指している。しかしながら、医療機器の場合は、臨床研究や治験・薬

事申請等に長い時間がかかるために、現場ニーズを活かしたものづくりのサイクルを短期

間で試行してみることができない。 

そこで、看護現場の課題・ニーズを対象に、薬事申請が必要ない製品プロセスをとりあ

げ、看護現場の「ものづくりプラットフォーム」（「入口：ニーズの開発」と「出口：効果

的な販売戦略」を重視した「売れるものをつくる」プラットフォーム）の構築を検討する。 

平成 24年度においては、看護現場からの課題・ニーズの収集、技術・シーズを持つ企業と

のマッチング等、今後の看工連携の在り方について検討を行ってきたが、平成 25年度は、 

販売サイドと看護サイドのヒアリングを実施し、看護師に幅広く需要のある製品を企画・

開発・販売できる仕組みのあり方を検討することとした。 

本報告書は、すでに看護関連用品に参入している企業、これから医療業界に参入したい

企業、医療現場で働いている看護師が読むことを前提としている。 

今後、これらのステークホルダーが製品開発に取り組む上での一助になれば幸いである。 

 

2 調査の概要 

文献調査では、看護師が利用する製品について市場の現状について整理を行い、次に看

護用品を取り扱っている事業社にヒアリングを実施し、事業を展開する上での課題を把握

した。 

また看護師のヒアリング調査を実施し、利用者側かの製品のニーズについて抽出し、ニ

ーズに基づく製品評価基準を作成した。 

2.1 文献調査 

看護師が使用する製品について、製品分類、市場構造、市場規模について調査をした。 

 

2.2 企業へのヒアリング調査 

2.2.1 調査対象 

看護用品を取り扱う流通業者（2 社）、製造企業（3 社）に対しヒアリングを行っ

た。 

 

2.2.2 調査内容 

ヒアリングは、事業を展開していくにあたり、看護師のニーズ把握、情報提供、

取引に関する課題や、製品開発し改善すべき事項等について確認し、共通する課

題として、①ニーズの把握、②製品情報の提供、③モニタリング、④マッチング

機能、⑤パテント管理について取りまとめた。 
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2.3 看護師のヒアリング調査 

2.3.1 調査対象 

調査は、以下の所属している看護師 12 名についてヒアリング調査を実施した。 

大規模病院勤務の経験者(６名) 

中規模病院勤務の経験者（１名） 

クリニック勤務の経験者(２名) 

訪問看護師の経験者(３名) 

老健（介護老人保健施設）の勤務経験者、看護大学の指導経験者、小児専門病院の勤務 

 

2.3.2 調査内容 

予め、事前のヒアリング調査で把握した製品を整理し、その製品を中心に「製品の使い

やすさ、使いづらさ」や「使いやすい製品の特徴」等について、簡易ラダリング法1をもち

いてインタビューをおこなった。このヒアリングを通じて得られた発言を体系的にまとめ、

製品の評価基準を作成した。 

    

2.4 アイデア抽出の実証 

製品開発するうえで行う手法として、不満解消型、解析対応型、合同模索型といったい

くつかの手法があり、このうち合同模索型について実証し、具体的な製品が創出されるか

検証をおこなった。 

2.4.1 会議参加者 

看護師 2 名、メーカー・流通企業担当者 1 名、入院患者の経験者 4 名 

 

2.4.2 実施内容 

ヒアリング調査から、代表的なニーズ、発言頻度の高い作業、作業空間をキ

ーワードとして、以下のテーマを設定し、希望製品のアイデアやその改良に

ついてイラストを取り入れながら意見交換を行った。 

テーマ（発想のキーワード） 
① 患者・患児にとって快適であること 
② 患者に負担を掛けないこと 
③ 看護師が快適に作業できること 
④ 作業：洗う 
⑤ 作業：計る 
⑥ 作業：食べさせる 
⑦ 場所：ベッドの上 
⑧ 場所：ベッドの周辺 

        

                                                  
1 ラダリング法とは、商品を選んだ潜在的な理由を把握するための調査手法。「なぜこの商品をあなたにとって価値があ

るのか」といった質問を繰り返すことによって、商品が持っている属性を明らかにし、商品の機能的価値・情緒的な価

値を明らかにし、消費者の価値観の結びつきを明らかにする。 
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3 調査結果 

3.1 看護関連製品の市場について 

3.1.1 看護関連製品の範囲と流通構造 

医療機関の購入物品には、薬事法の範囲にある医療機器、並びに薬事法の範囲の周辺用

品がある。看護師は、診療科横断的、かつ診療段階で関わる範囲が広い職種であるので、

医師を含めた他の医療従事者と比較しても、多くの物品と接点を持つ可能性がある。 

また看護師が使用する製品には、業務実施時に使う一般製品（たとえばシューズやユニ

フォームなどの衣料品、時計などの装身具、はさみなどの文具類）も存在している。 

そしてこれらの流通については、製品の特性による違いは若干あるものの、主には下記

のようにとらえることができる。 

 

① 一般的な病院 

薬事法の範囲にある医療機器や衛生材料、及びその周辺用品などについては、医療機器

メーカーなどが製造したものを、卸業者を介して（さらに、品目と地域によって医療機器

ディーラーを介して）医療機関が購入する。一部の高額医療機器＊1 については、流通業者

を通さずに直接医療機関が購入するケースもある。 

またこれらの製品は、品目が多岐にわたり、それぞれを確実に院内の各現場に届ける必

要があることから、一定規模以上の医療機関では院内物流機能について専門業者（SPD＊2）

に委託しているため、これを通じて現場に届けられることも多い。 

一方で、（薬事法の範囲にある製品やその周辺製品以外の）看護師が業務実施時に使う一

般製品についても、上記の医療機器を扱う卸業者やディーラーが医療機器とあわせて提供

する場合や、一般的な事務用品として事務部門などの他職種と共通に扱われる場合などが

想定される。 
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図表図表図表図表 1 一一一一般的な病院などにおける看護師が使う製品に関する製造・流通の現状般的な病院などにおける看護師が使う製品に関する製造・流通の現状般的な病院などにおける看護師が使う製品に関する製造・流通の現状般的な病院などにおける看護師が使う製品に関する製造・流通の現状    

 

 

＊1）高額医療機器の代表例としては、CT（コンピューター断層撮影）、MRI（磁気共鳴画像装置）、PET 

（陽電子放出断層撮影）などの診断機器や、リニアックなどの放射線治療機器などが挙げられる。 

＊2ｄ）SPD（Supply Processing and Distribution）とは、「院内の物品・物流管理の機能、またはこ 

れらを受託する業者」を指す。広義には「病院が使用・消費する物品（医療材料、医薬品、試薬、 

滅菌・再生品、手術器械・鋼製小物、ＭＥ機器、文具･日用雑貨、印刷など）の選定、調達・購入方 

法の設定、発注から在庫・払出・使用・消費・消毒・滅菌・補充にいたる一連の製品の流れ（物流）、 

取引の流れ（商流）および情報の流れ（情流）に関し物品管理コンピュータ・システムを使い管理 

することにより、トレーサビリティなど医療の安全性を確保するとともに、コスト削減、原価管理 

など院経営改善・効率化にするための『物品・物流管理システム』のことをいう」と定義される 

（※SPD 業者の業界団体である「ＳＰＤ研究会」の定義による）。特に近年、病院の医薬品や診療 

材料の選定、調達機能を代行するケースも増えており、こうしたケースでは SPD が製品選択に大き 

な影響力を持っている。一般財団法人医療関連サービス振興会によると、病院による SPD 業務の委 

託率は増加傾向にあり平成 24 年度には 21.1%に上っている。日本における SPD 業務の歴史が浅いこ 

ともあり事業者数の正確な把握はできていないが、前述の「SPD 研究会」の会員企業が現在約 30 社、 

同研究会発足時に声をかけた関連事業者が約 60 社程度と言われている。 

 

 

院内物流業者院内物流業者院内物流業者院内物流業者（（（（SPD)

一般的な病院等一般的な病院等一般的な病院等一般的な病院等

※カート
※針捨てﾎﾞｯｸｽ
※陰部洗浄ﾎﾞﾄﾙ

※薬事法範囲の
各種機器・用具

医療機器／衛生材料／周辺用品等の製造医療機器／衛生材料／周辺用品等の製造医療機器／衛生材料／周辺用品等の製造医療機器／衛生材料／周辺用品等の製造 一般製品の製造一般製品の製造一般製品の製造一般製品の製造

医療機器卸医療機器卸医療機器卸医療機器卸

医療機器ﾃﾞｨｰﾗｰ医療機器ﾃﾞｨｰﾗｰ医療機器ﾃﾞｨｰﾗｰ医療機器ﾃﾞｨｰﾗｰ（各地域）（各地域）（各地域）（各地域）

医療機器／医療機器／医療機器／医療機器／

衛生材料等衛生材料等衛生材料等衛生材料等
周辺用品等（介護用品含む）周辺用品等（介護用品含む）周辺用品等（介護用品含む）周辺用品等（介護用品含む）

一般製品一般製品一般製品一般製品

卸・ﾃﾞｨｰﾗｰ卸・ﾃﾞｨｰﾗｰ卸・ﾃﾞｨｰﾗｰ卸・ﾃﾞｨｰﾗｰ

一般一般一般一般製品製品製品製品

※衣料品、装身具
文具 など

一部の高額

医療機器等

（CT,MRI等）

※ベッド/ベッド柵
※褥瘡予防寝具

など
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② 診療所、訪問看護ステーションなど、小規模施設の場合 

診療所や訪問看護ステーションなどの小規模施設の場合、病院以上に各地域の二次卸（デ

ィーラー）を活用して看護用品を購入するケースが一般的である一方、単独で SPDを導入

するケースは少ないと考えられる。ただし、診療所や訪問看護ステーションであっても、

公立病院や大規模な法人傘下にある病院では、ディーラーを経由しないケースや、SPD を

活用しているケースも見受けられる。 

 

図表図表図表図表 2 診療所、訪問看護ス診療所、訪問看護ス診療所、訪問看護ス診療所、訪問看護ステーションなどにおける看護師が使う製品に関する製造・テーションなどにおける看護師が使う製品に関する製造・テーションなどにおける看護師が使う製品に関する製造・テーションなどにおける看護師が使う製品に関する製造・

流通の流通の流通の流通の現状現状現状現状 

 

 

診療所／訪問看護ステーション等診療所／訪問看護ステーション等診療所／訪問看護ステーション等診療所／訪問看護ステーション等

※カート

※針捨てﾎﾞｯｸｽ

※陰部洗浄ﾎﾞﾄﾙ

※薬事法範囲の

各種機器・用具

医療機器／衛生材料／周辺用品等の製造医療機器／衛生材料／周辺用品等の製造医療機器／衛生材料／周辺用品等の製造医療機器／衛生材料／周辺用品等の製造 一般製品の製造一般製品の製造一般製品の製造一般製品の製造

医療機器卸医療機器卸医療機器卸医療機器卸

医療機器／医療機器／医療機器／医療機器／

衛生材料等衛生材料等衛生材料等衛生材料等
周辺用品等（介護用品含む）周辺用品等（介護用品含む）周辺用品等（介護用品含む）周辺用品等（介護用品含む）

一般製品一般製品一般製品一般製品

卸・ﾃﾞｨｰﾗｰ卸・ﾃﾞｨｰﾗｰ卸・ﾃﾞｨｰﾗｰ卸・ﾃﾞｨｰﾗｰ

一般一般一般一般製品製品製品製品

※衣料品、装身具

文具 など

一部の高額

医療機器等

（CT,MRI等）

※ベッド/ベッド柵
※褥瘡予防寝具

など

医療機器ﾃﾞｨｰﾗｰ医療機器ﾃﾞｨｰﾗｰ医療機器ﾃﾞｨｰﾗｰ医療機器ﾃﾞｨｰﾗｰ（各地域）（各地域）（各地域）（各地域）
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3.1.2  製品分類別の具体的な品目 

看護現場で使用される製品は、①薬事法の範囲にある医療機器・衛生材料、②薬事法の

範囲外の周辺用品、③一般製品となっている。 

 

① 薬事法の範囲にある医療機器・衛生材料 

薬事法の範囲にある医療機器（家庭用除く）および衛生材料には下記のような品目があ

り、その国内生産額は、約 2.4 兆円程度となっている。 

 

図表図表図表図表 3 医療機器（家庭用除く）、衛生材料医療機器（家庭用除く）、衛生材料医療機器（家庭用除く）、衛生材料医療機器（家庭用除く）、衛生材料 

    

出所）厚生労働省「薬事工業生産統計」平成 24 年度 

    

看護師

看護師看護師

看護師 医師

医師医師

医師

その他

その他その他

その他

医療職

医療職医療職

医療職

患者

患者患者

患者

1 処置用機器 ○ ○
注射器具及び穿刺器具、チューブ及びカテーテル、採血・輸血

用、輸液用器具及び医薬品注入器、結紮・縫合用器械器具、

外科・整形外科用手術材料、その他の処置用器具

662,791,573

2 生体機能補助・代行機器 ○ ○
生体内移植器具（人工心臓、人工血管、人工関節等）、血液対

外循環器（透析器、人工心肺等）、生体機能制御装置（人工呼

吸器、麻酔器、酸素治療器等

566,090,667

3 画像診断システム ○ ○ ○

診断用Ｘ線装置、歯科用Ｘ線装置、医用Ｘ線ＣＴ装置、診断用

核医学装置及び関連装置、超音波画像診断装置、磁気共鳴画

像診断装置、診断用Ｘ線画像処理装置、主要構成ユニット、そ

の他の画像診断システム

289,036,540

4 生体現象計測・監視システム ○ ○ ○

生体物理現象検査用機器（体温計、血圧計、聴診器等）、生体

電気現象検査用機器（心電計、脳波計等）、生体現象監視用機

器、生体検査用機器、医用内視鏡、その他の生体現象計測・監

視システム

254,765,167

5 眼科用品及び関連製品 ○ ○ ○ ○
視力補正用眼鏡、特殊眼鏡、コンタクトレンズ、検眼用品、その

他の眼科用品及び関連製品

220,180,296

6 治療用又は手術用機器 ○ ○ ○

放射性同位元素治療装置及び治療用密封線源、治療用粒子

加速装置、放射線治療用関連装置、理学療法用器械器具、

レーザ治療器及び手術用機器、手術用電気機器及び関連装

置、ハイパーサーミア装置、結石破砕装置、その他の治療用ま

たは手術用機器

121,992,261

7 医用検体検査機器 ○ ○ ○
臨床化学検査機器、血液検査機器、検査用核医学装置、医用

検体前処理装置、血清検査装置、尿検査装置、その他の医用

検体検査装置、

57,089,552

8 衛生材料（最終製品） ○ ○ ○ 生理処理用品 52,474,937

9 鋼製器具 ○ ○
切断、絞断及び切削器具、挟器（ピンセット、鉗子等）、鋭ひ及

び鈍ひ、開創器、開孔器、起子、剥離子及びてこ、整形外科手

術用器械器具、その他の鋼製器具

37,726,715

10 画像診断用X線関連装置及び用具 ○ ○ ○
診断用Ｘ線関連装置、撮影用具、Ｘ線撮影用品、防護用品、Ｘ

線防護用品、その他の画像診断用Ｘ線関連装置及び用具

36,815,985

11 施設用機器 ○ ○
医薬品噴霧、吸入用器具、医療用吸引器、医科用洗浄器、診

療施設用機械装置、その他の施設用機器

32,740,540

12 衛生材料及び衛生用品 ○ ○
衛生材料（医用不織布等）、衛生用品（手術用手袋及び指サッ

ク等）

16,858,045

13 衛生材料（大判製品） ○ ○ ○ 医療脱脂綿、医薬部外品脱脂綿、医療ガーゼ 8,261,705

小計小計小計小計 2,356,823,9832,356,823,9832,356,823,9832,356,823,983

看護師

看護師看護師

看護師 医師

医師医師

医師

その他

その他その他

その他

医療職

医療職医療職

医療職

患者

患者患者

患者

14 歯科材料 ○ ○ ○ ○

歯科用金属、歯冠材料、義歯床材料、歯科合着、充填及び仮

封材料、歯科用印象材料及び複膜型用印象材、歯科用ワック

ス及びワックス成型品、歯科用模型材及び歯科用埋没材、歯科

用研削材及び研磨剤、その他の歯科材料

139,308,938

15 歯科用機器 ○ ○
歯科診療用機器、歯科用ユニット及び関連器具、矯正用器材

及び関連器具、歯科技工用機器、その他歯科用機器

40,099,463

小計小計小計小計 179,408,401179,408,401179,408,401179,408,401

主な使用者

主な使用者主な使用者

主な使用者

No.No.No.No. 品目品目品目品目 明細明細明細明細
国内出荷金額国内出荷金額国内出荷金額国内出荷金額
（千円：H24年）

（千円：H24年）（千円：H24年）

（千円：H24年）

想定される主な使用者

想定される主な使用者想定される主な使用者

想定される主な使用者

No.No.No.No. 品目品目品目品目 明細明細明細明細
国内出荷金額国内出荷金額国内出荷金額国内出荷金額
（千円：H24年）

（千円：H24年）（千円：H24年）

（千円：H24年）



7 
 

② 薬事法の範囲外の周辺用品 

上記の医療機器には含まれないが、看護師の業務の中で、直接患者さんとの接点で活用

される周辺用品が存在し、下記のような品目があげられる。 

 

図表図表図表図表 4 医医医医療機器および衛生材料以外に、看護現場で活用される周辺用品（例）療機器および衛生材料以外に、看護現場で活用される周辺用品（例）療機器および衛生材料以外に、看護現場で活用される周辺用品（例）療機器および衛生材料以外に、看護現場で活用される周辺用品（例） 

    

出所）本事業の看護師ヒアリング調査結果より一部抜粋 

    

③ 一般製品 

一方で、医療機器やその周辺用品、介護用品には分類されないが、看護師が現場で使用

する一般製品（衣料品、文房具類、その他小物類）も存在する。 

 

図表図表図表図表 5    看護現場で利用される一般製品（例）看護現場で利用される一般製品（例）看護現場で利用される一般製品（例）看護現場で利用される一般製品（例） 

    

出所）本事業の看護師ヒアリング調査結果より一部抜粋 

医療機器・衛生材料の周辺用品

点滴関連用品（点滴台、点滴シーネ、滴下早見表など）

薬の管理ボックス

車椅子

ベッド

褥瘡予防関連寝具（マット、シーツ、マットレス）

入浴関連用品（介護チェア、足浴用洗面器

拘束具

口腔ケア関連用品

採便用具

文具等 その他（設備・機器等）

メモ帳／ポストイット 休憩室

ボールペン／シャープペンシル／油性マジック トイレ（患者用／看護師用）

懐中電灯 ロッカー

ペンライト テーブル

清潔保持関連 カート及び周辺用品（ゴミ入れ、引き出し）

化粧品 個人用ワゴン

ハンドクリーム PHS

制汗剤 PHSのストラップ

ペーパータオル ナースコール

歯磨きセット 電子カルテ

ボディシャンプー／石鹸／シャンプー／リンス

移動手段関連

電動自転車

移動車両

自転車の修理用具
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3.1.3  製品分類別の市場規模 

流通業は前述のとおり、卸業者やディーラーなどに分類が可能であるが、これらの流通

段階に着目をすると「商業統計（経済産業省・平成 19年）」によれば、医療用機械器具（歯

科用含む）の卸売業、医療用品の卸売業の総販売額は、約 6 兆 1,140 億円に上る。 

（※この数値には一次卸⇒二次卸⇒医療機関という各段階での販売額の全てが含まれると

共に、卸売業者が、薬事法の範囲にある医療機器のみならず、周辺機器や一般製品も同時

に扱っていれば、これらの販売額も含めた数値である） 

 

図表図表図表図表 6    医療用機械用具・医療用品の卸売業の販売額医療用機械用具・医療用品の卸売業の販売額医療用機械用具・医療用品の卸売業の販売額医療用機械用具・医療用品の卸売業の販売額 

 

出所）経済産業省「商業統計」平成 19 年 

 

看護師が使用する製品の種類と流通構造および市場規模の関係を整理した。 

 

図表図表図表図表 7    流通構造と市場規模のまとめ流通構造と市場規模のまとめ流通構造と市場規模のまとめ流通構造と市場規模のまとめ 

 

  

年間商品販売額

(百万円)

医療用機械器具卸売業
（歯科用機械器具を含む）

3,743,705

医療用品卸売業 2,370,320

合計合計合計合計 6,114,0256,114,0256,114,0256,114,025

医療機関医療機関医療機関医療機関

※カート

※針捨てﾎﾞｯｸｽ

※陰部洗浄ﾎﾞﾄﾙ

※薬事法範囲の

各種機器・用具

医療機器／衛生材料／周辺用品等の製造医療機器／衛生材料／周辺用品等の製造医療機器／衛生材料／周辺用品等の製造医療機器／衛生材料／周辺用品等の製造 一般製品の製造一般製品の製造一般製品の製造一般製品の製造

医療機器卸医療機器卸医療機器卸医療機器卸

医療機器／医療機器／医療機器／医療機器／

衛生材料等衛生材料等衛生材料等衛生材料等
周辺用品等（介護用品含む）周辺用品等（介護用品含む）周辺用品等（介護用品含む）周辺用品等（介護用品含む）

一般製品一般製品一般製品一般製品

卸・ﾃﾞｨｰﾗｰ卸・ﾃﾞｨｰﾗｰ卸・ﾃﾞｨｰﾗｰ卸・ﾃﾞｨｰﾗｰ

一般一般一般一般製品製品製品製品

※衣料品、装身具

文具 など

一部の高額

医療機器等

（CT,MRI等）

※ベッド/ベッド柵
※褥瘡予防寝具

など

医療機器ﾃﾞｨｰﾗｰ医療機器ﾃﾞｨｰﾗｰ医療機器ﾃﾞｨｰﾗｰ医療機器ﾃﾞｨｰﾗｰ（各地域）（各地域）（各地域）（各地域）

・出荷額：約・出荷額：約・出荷額：約・出荷額：約2.４兆円４兆円４兆円４兆円

・事業所数：・事業所数：・事業所数：・事業所数：1,406（月平均）（月平均）（月平均）（月平均）
（薬事工業生産動態統計）

～H24_厚生労働省

・販売額：約・販売額：約・販売額：約・販売額：約6.1兆円兆円兆円兆円

・事業所数：・事業所数：・事業所数：・事業所数：6,314箇所箇所箇所箇所

（商業統計）

～H19_経済産業省

・会社数：・会社数：・会社数：・会社数：193社社社社
※日本医療機器販売業協会員数

（医療機器産業実態調査報告書）

～H23_厚生労働省
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3.2 供給サイドからみた事業展開上の課題 

5 社のヒアリング結果から共通してみられる課題について取りまとめた。 

 

① ニーズの把握について 

【共通】【共通】【共通】【共通】    

� ニーズの把握は、製造業、流通業ともに重要視している。看護現場との接点を増や

すことが多くの企業で課題とされている。 

� 主なニーズ収集方法としては、以下のとおりである。 

① ディーラーを介しての情報収集  

② 展示会、学会への参加 

③病院内での看護部門の検討会への参加 

④個人的な紹介などによる看護師へのヒアリング 

    

【流通業】【流通業】【流通業】【流通業】 

ニーズの把握は重要視され、個々の事業者がそれぞれに取り組んでいるが、十分にでき

ていない。特に製品が使われる看護現場への訪問を（新製品登場前後を除き）定期的に、

高頻度に、訪問することができていない。これらを補う手段として、展示会への出展など

も行っているが機会が限られる。 

したがって、地域に密着し定期的な訪問をしているディーラーを経由しての情報に頼る

ことになるが、それだけでは看護業務の「広さ（業務範囲の広がりと、そこでのニーズの

発見）」と「深さ（ある分野に特化し掘り下げたニーズの発掘）」の両面で不足している。

特に後者について多くをディーラーに期待することはできない。 

その点、看護部門が行っている勉強会への訪問・参加などの機会は貴重であり、実際に

新製品の開発につながることも多い。しかしこれらは既存製品の改善・改良に対する検討

が中心である。そのため新製品を開発する上で重要となる、現場での困りごと／不便さな

どの基本的ニーズの把握が困難である。これについては既存業者でさえ十分に把握できて

いない中で新規事業者の参入はより困難な状況といえる。 

一方、看護現場のニーズを伝えるべき立場として病院内の事務部門も想定できるが、同

部門スタッフの人材不足、または現場感覚不足などから、看護ニーズを供給サイドに伝え

る役目を果たせていない。 

さらに、看護師が使う製品には「看護師だけが使うもの」ばかりでなく、患者や、医師 

を中心とした他職種のニーズを配慮しなくてはならない場合が多く、この点もニーズ把

握を困難にする要因となっている。 

【製造業】【製造業】【製造業】【製造業】 

製造業の立場では、「企業規模」に加えて「扱う製品の特性」が、ニーズ情報の把握の方
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法や考え方の違いをもたらしている。 

たとえばＢ社の「ユニフォーム」、Ｃ社の「ガーゼ」「包帯」などでは、「現場との接点を

内部の人手をかけてでも増やし、「高品質」の方向性を見つけ出し、新商品開発につなげる」

というサイクルが成り立ち、この点で流通業と共通するモデルが想定できる。 

一方、Ａ社の「手袋」「マスク」などのディスポーザブル商品の場合、質については「薄

さ」「耐久性」「アレルギー対応」など、仕様に反映させやすい明確なポイントが多く単価

も安いこともあり、品質競争よりも価格競争が中心となってしまう傾向がある。そうした

中では「看護現場に近づくことで使いやすい試作品を作る」ことは出来ても、これを採算

性にのせるためには大きな壁がある。中小の製造業者にとっては限られた経営資源を有効

に活用する観点からは、新製品を使うより、既存の技術の転用などの比較的実現しやすい

領域に投資していく選択が多くなる。 

また小規模の企業にとっては、調達機能も担う医療機器卸や SPDなどとの関係で、流通・

購買側に優越性（購買交渉力）があるので、独自に現場と接点を持つこと自体が「商流を

乱す」という感覚があり、遠慮するケースも見受けられる。 

 

② 製品の情報提供・入手 

【共通】【共通】【共通】【共通】 

� 既存／新製品の情報を供給者が看護現場に伝えることは、ニーズ把握と同様重要視さ

れている。 

� 情報提供は、展示会やイベント、既存の取引先とのネットワークなど、何らかの形で

現場との直接の接点を作り、情報提供を試みている。 

� また使用者である看護師が自らのニーズにあった製品を探索できていない。特に多く

の看護師は「今あるもので何とか工夫する」ことを苦にせず、本来、製品で解決すべ

き課題を認識しない傾向がある。そのためニーズが顕在化しにくい要因となっている。 

� 看護関連用品の多くは、最終購入窓口は事務部門であるが、価格や欠品時の対応が中

心となっており、製品の品質や看護師に代わってよりよい製品の探索などの役割を担

っていない。 

� インターネットを通じた製品情報の入手は、看護業界においては、一般的でなく、製

品情報の普及速度を遅らせる要因となっている。 

 

【流通業】【流通業】【流通業】【流通業】 

供給者は看護現場に対して、既存／新規製品情報を十分に伝えきれていない。特にディ

ーラーへの情報提供は比較的実施できても、ディーラーから看護現場への情報提供の質ま

で製造・流通業者から管理するのは困難である。したがってニーズ把握と同様、製造・流

通業者が、自ら現場に伝えるために高頻度には訪問できないことが、情報提供面でも問題

となっており、効果的な手段の発掘が課題となっている。 
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【製造業】【製造業】【製造業】【製造業】 

製造業においても、現場への直接訪問の強化など、流通業者と同様の課題が存在するが、

特に小規模の製造業にとっては、（ニーズの把握時と同様）納入先との力関係を反映し、特

に都市部では流通業者の「御用聞き」のような立場になるケースが多い。一方で都市部以

外では、たとえば東京の病院の動向に関する情報が期待されることもあり、ディーラーや

病院に対して勉強会を実施するなどしながら接点を持ちやすい環境にある。 

 

③ モニタリング 

【共通】【共通】【共通】【共通】 

� 多くの製品について、現場のニーズとマッチしているか否かモニタリングをせず

に、製造・販売される。 

� この背景には、モニタリングを自ら実施したくとも、資源、スキルの双方の点で、

特に中小事業者にとっては困難である。外部業者に委託するとでも、調査対象の

リクルート～調査の実施～分析～報告まで、一括して実施するには費用が高い。 

 

【流通業】【流通業】【流通業】【流通業】 

製造業と同様にモニタリングを自前で実施する場合もあるが、限られた資源であるため

限界がある。 

【製造業】【製造業】【製造業】【製造業】 

事業規模と製品特性によって、モニタリングに対する積極性が大きく異なる。たとえば

ニーズ情報の把握で述べたように、ディスポーザブル製品のように安価で大量に納入され、

仕様が明確なタイプの製品は、価格が競争のポイントになるためモニタリングに対して積

極的になるが、一方で特に事業規模が小さい製品については、費用対効果の観点からモニ

タリングに消極的となる。 

 

④ マッチング機能 

【共通】【共通】【共通】【共通】 

� 看護現場と製造現場の双方の立場に精通した人材が不足している。具体的には、 

－個別性の高い看護現場のニーズに関する知見 

－多岐に渡る技術・シーズ分野に関する知見 

－上記の両者を製品にあてはめる仮説構成力 

－ビジネス上の採算性評価 など 

を兼ね備え、二つの現場をつなげることができる人材がいない。現在はこれらの機能

を流通業者が担うことが多く、実際にスキルを持った人材も存在すると思われるが、

そのスキルが発揮されるような機会は限定されている。 

� 仮にこうしたコーディネート機能を担う人材がいても、これを支援する情報が十
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分ではない。具体的には下記が挙げられる。 

－ニーズ情報の蓄積（製品分野別、看護現場別のニーズなど） 

－シーズ情報の蓄積（製品情報、技術情報、提供者情報など） 

－参入促進支援に関する政策情報、マーケティング情報などの蓄積（制度変革、資金 

調達、業界構造など） 

 

⑤ パテント管理 

【共通】【共通】【共通】【共通】 

� パテントに関する情報入手が困難である。Web などの公開情報では、簡単な内容

の確認しかできない一方、個別ケースに対して相談をもちかけると、特許事務所の

場合数十万円単位の案件となり、費用面で気軽には利用できない。 

� 事業展開に余裕のある会社は専門家を内製化するが、そうでない場合は素材メーカ

ーなどをはじめ、既存の取引先から得る情報を頼りにしている。 

 

  



 

 

3.3

事前に準備した看護関連製品の

を用いたヒアリングによって、得られた発言を

と大項目

基準となるものであり、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 製品評価基準

事前に準備した看護関連製品の

を用いたヒアリングによって、得られた発言を

と大項目として取りまとめた。

基準となるものであり、

 

製品評価基準 

事前に準備した看護関連製品の

を用いたヒアリングによって、得られた発言を

して取りまとめた。

基準となるものであり、中項目、大項目はそれぞれ

図表図表図表図表 8    

図表図表図表図表 9    

 

事前に準備した看護関連製品の 116 製品を中心に

を用いたヒアリングによって、得られた発言を

して取りまとめた。これは、ユーザーである看護職員が製品を使用する評価の

中項目、大項目はそれぞれ

    事例事例事例事例 1    ユニフォームに関する検討モデルユニフォームに関する検討モデルユニフォームに関する検討モデルユニフォームに関する検討モデル

    事例事例事例事例 2    ユニフォームに関する検討モデルユニフォームに関する検討モデルユニフォームに関する検討モデルユニフォームに関する検討モデル
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116 製品を中心に

を用いたヒアリングによって、得られた発言を階層化し

これは、ユーザーである看護職員が製品を使用する評価の

中項目、大項目はそれぞれ

ユニフォームに関する検討モデルユニフォームに関する検討モデルユニフォームに関する検討モデルユニフォームに関する検討モデル

ユニフォームに関する検討モデルユニフォームに関する検討モデルユニフォームに関する検討モデルユニフォームに関する検討モデル

製品を中心にヒアリングを実施した。

階層化し（図表

これは、ユーザーである看護職員が製品を使用する評価の

中項目、大項目はそれぞれ 65 項目、12

ユニフォームに関する検討モデルユニフォームに関する検討モデルユニフォームに関する検討モデルユニフォームに関する検討モデル

ユニフォームに関する検討モデルユニフォームに関する検討モデルユニフォームに関する検討モデルユニフォームに関する検討モデル

ヒアリングを実施した。

（図表 8、9）、共通の内容を

これは、ユーザーである看護職員が製品を使用する評価の

12 項目に集約された。

ユニフォームに関する検討モデルユニフォームに関する検討モデルユニフォームに関する検討モデルユニフォームに関する検討モデル 

ユニフォームに関する検討モデルユニフォームに関する検討モデルユニフォームに関する検討モデルユニフォームに関する検討モデル 

ヒアリングを実施した。ラダリング法

、共通の内容を中項目

これは、ユーザーである看護職員が製品を使用する評価の

項目に集約された。

ラダリング法

中項目

これは、ユーザーである看護職員が製品を使用する評価の

項目に集約された。 
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図表図表図表図表 10    製品評価基準【大項目】製品評価基準【大項目】製品評価基準【大項目】製品評価基準【大項目】 

 

 

  

① 快適性

② 安全性

③ 清潔

④ 機能と性能

⑤ 適合性

⑥ 確実性

⑦ 簡便性

⑧ 安心感

⑨ 迅速性

⑩ 経済性

⑪ 看護師の特性

⑫ その他

大項目
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図表図表図表図表 11    製品評価基準製品評価基準製品評価基準製品評価基準のののの中項目中項目中項目中項目 

 

大項目大項目大項目大項目    中項目中項目中項目中項目    

①①①①快適性快適性快適性快適性（５０）（５０）（５０）（５０） お墨付き、コンパクト、ずれ防止、トラブルの心配が少ない、ニオイが気になら

ない、ぶつからない、リセットする、汚れが付かない、家計に優しい、我慢した

くない、介助しやすい、患者が気兼ねしなくて良い、患者が痛くない、患者が不

快な思いをしない、患者に恐怖感を与えない、患者に苦痛を与えずに作業が出来

る、患者に負担がかからない、患者の安全を確保する、患者の快適が保たれる、

患者の使いやすさを最優先、患者を汚さない、患者を危険な目にあわさない、看

護師の動きを妨げない、機械に任せる(自動式)、帰り支度が楽、気分良く働ける、

経済的負担が軽い、高額でも納得できる、高機能、作業が楽にできる、作業に集

中できる、作業の邪魔にならない、使いやすい、使用条件に制約がない、自宅と

同じようである、手間取らない、睡眠妨害をしない、操作が簡単、男性看護師へ

の配慮、調整しやすい、抵抗感がない、働きやすい、動きやすい、認識しやすい、

疲れない、疲労が増さない、病院らしくない、面倒くさくない、理解しやすい、

力が要らない 

②安②安②安②安全性（２５）全性（２５）全性（２５）全性（２５） ずれ防止、つななげたまま使える、トラブルの心配が少ない、ミスの発生機会を

減らす、握った時に滑らない、安全に操作できる、安全に働くことができる、汚

れない、怪我防止、確認工程を設ける、患者の安全を確保する、患者の姿勢を保

つ、感染源になりうるものを拡散させない、感染源になり得るものなどが付着し

にくい、感染予防、見分けやすい、誤嚥を防ぐ、事故防止、体を覆う、脱落防止、

転倒防止、判断ミスを防ぐ、頻回な洗濯に耐える、紛らわしくない、放射線をあ

びない 

③③③③清潔清潔清潔清潔（１４）（１４）（１４）（１４） アルコールで拭ける、ゴミ処理をきちんとする、汚れと共に捨てられる、汚れの

拡散を防ぐ、汚れを吸着させない、感染源になりうるものを拡散させない、感染

予防、気持ち良く働ける、携帯して備える、清潔に使う、清潔を保つ、清潔感を

保つ、洗える、耐熱性 

④④④④機能と性能機能と性能機能と性能機能と性能（２４）（２４）（２４）（２４） きちんとセットできる、こぼれない、コンパクト、しかるべき機関の、お墨付き、

つくりがシンプル、汚れの拡散を防ぐ、汚れモノを増やさない、患者に負担がか

からない、患者に負担をかけずに作業をする、機能的、堅牢、高機能、使いやす

い、持ち運びしやすい、手でできる、小児患者にも対応、色々な場面や対象で使

用できる、正確な情報を得られる、洗濯機で洗える、動かしやすい、動きやすい、

必要最低限の機能がある、分別する、変形しない 
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大項目大項目大項目大項目    中項目中項目中項目中項目    

⑤⑤⑤⑤適合性適合性適合性適合性（１７）（１７）（１７）（１７） 楽にできる、患者の症状、障がいレベルに合っている、患者の体型体格に合って

いる、高齢者向け、使う量に合っている、使用条件に合っている、使用目的に合

っている、市場で手に入る、周辺機器の動向に合わせる、周辺製品との連動性、

性別年代に合った、設備の使用条件に合っている、値頃感、乳幼児のサイズに合

った、年代に合った、用途に合った、利用条件に合っている 

⑥⑥⑥⑥確実性確実性確実性確実性（１８）（１８）（１８）（１８） あせらずにできる、きちんとセットできる、きちんと投薬できる、すぐに読める 

確実に仕事ができる、確実に測定できる、確認不要、患者の状態を正確に把握、

間違い防止、細かい作業ができる、仕事が出来る、状態を正確に把握する、正確

に測れる、精度が良すぎない、短時間で作業ができる、母親の負担軽減、余計な

作業を増やさない、撥水（はっすい）・防水 

⑦⑦⑦⑦簡便性簡便性簡便性簡便性（１３）（１３）（１３）（１３） メンテナンスが楽、家族も使いやすい、患者の体型体格に合っている、後処理が

楽、作りがシンプル、作業が楽にできる、使いやすい、手間取らない、色々な場

面や対象で使用できる、素人でも使える、操作が簡単、病院とは異なる、良い姿

勢が保てる 

⑧⑧⑧⑧安心感安心感安心感安心感（１２）（１２）（１２）（１２） きちんと覆う、汚れから身を守る、汚れない、家族が気兼ねしない、患者が安心

できる、患者が気兼ねしなくて良い、患者を汚さない、患者を傷つけない、看護

師が安心して仕事できる、機械に任せる(自動式)、使い慣れる、清潔感が感じら

れる 

⑨⑨⑨⑨迅速性迅速性迅速性迅速性（９）（９）（９）（９） すぐに対応できる、患者に負担がかからない、希望通りの作業ができる、作業の

邪魔にならない、手間取らない、素早く行動する、早く終えられる、短時間で作

業ができる、迷わない 

⑩⑩⑩⑩経済性経済性経済性経済性（４）（４）（４）（４） 看護師が手に入れやすい、看護師にとって経済的、経済的負担が軽い、長持ちさ

せる 

⑪⑪⑪⑪看護師の特性看護師の特性看護師の特性看護師の特性（２０）（２０）（２０）（２０） 

 

おしゃれ、ナイチンゲール誓詞に則る、街の中にあって違和感の無いデザイン、

患者を汚さない、患者を指導する、看護師の専門性を生かした仕事をしたい、看

護師らしさを表す、自分に合っている、自分らしさを表す、手をかける、女性ら

しい、信頼される、身だしなみ、人を不快にさせない、清潔感が感じられる、恥

ずかしくない、目立たない、優越感に浸れる、余計な作業を増やさない、余裕を

持って仕事が出来る 

⑫⑫⑫⑫その他その他その他その他（１２）（１２）（１２）（１２） コンパクト、サイズの統一、どこにでもある、ポケットが膨らまない、音の違い

を聞き分けられる、患者が自分でできる、工夫する、邪魔にならない、書き直す、

病院とは異なる、福祉機器情報がわらない、励み 
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3.4 アイデア抽出 

ここでは、製品を具体的に検討するうえでの方法として不満解消型、解析対応型、合同

探索型ついてまとめた。今回の検討においては、合同探索型については実際に検証をおこ

なった。 

 

① 不満解消型 

� 既存品に対する要望をヒアリングする 

� もっとも簡便で一般的なもの 

� ただし、原則既存品の改良型のアイデア抽出となる。 

例例例例    長尺の小児用よだれかけ長尺の小児用よだれかけ長尺の小児用よだれかけ長尺の小児用よだれかけ 

【課題】 

- 一人できれいに食べられない３～５歳児が対象。 

- 既存のよだれかけだと、覆う部分が小さいので、パジャマや、リネンを食べ

こぼしで汚してしまう。 

- 患者の体が小さいため、テーブルの高さが合わなかったり、隙間が出来てし

まったりすることも汚す原因にはなっている。 

- 毎食後、着替えをさせるのは大変なので、なかにはバスタオルでぐるぐる巻

きにして食事をさせるケースもある。 

- 上記の不満(ニーズ）を解消できる、長尺で大判のよだれかけがあったらとい

う声が上がった。 

【アイデア】 

- 既存製品より長尺（※どのくらいの長さ、幅にするかは別途調査が必要）に

する。これまでにない製品ができる。 

 

 

② 解析対応型 

� ニーズを把握したあとで、その背景を含めて想定される製品評価基準を念頭に

そこからアイデア抽出のヒントを得る。 

� 自社の技術（シーズ）の応用機会をユーザーニーズに基づく製品評価基準に照

らし合わせながら具現化することも可能である。 

� 単純なシーズ発想のアイデア抽出よりは、ユーザー・オリエンテッドではある

が、開発の論理が優先されやすい。 

例例例例    シリコン製陰部洗浄ボトルシリコン製陰部洗浄ボトルシリコン製陰部洗浄ボトルシリコン製陰部洗浄ボトル 

【要望】 

- 熱湯バンウォッシャー対応。 



18 
 

- 外寸は５００ｍｌのペットボトル程度の長さ。 

- 外形は、ペットボトルもしくは食器用洗剤ボトルのようなもので、注ぎ口か

らあまり離れていない本体部分が押しやすくなっている。 

- キャップの先はシャワーヘッドのようになっている。 

【アイデア】 

- 例えば、耐熱性があり、柔軟性と自立するだけの硬度を持ち合わせた素材（シ

リコンなど）で、食器用洗剤ボトルメーカーに既存のノウハウを使ってボト

ル部分の開発が期待される。 

- また、キャップ上部がシャワーヘッドのようになっているというアイデアに

関しても、すでにペットボトルを使い、そのキャップ代わりに取り付けて簡

易シャワーとして使える製品があり、調味料・香辛料などの穴の開いた中蓋

を製造するメーカーのノウハウにも期待できる。 

 

③ 合同模索型 

� 製品に関わるステークホルダーが同時に参加して、ユーザーニーズから得たキ

ーワードを使って、アイデア抽出をする方法。 

� ユーザーニーズと、作り手、売り手の経験知や要望を同列に扱いながら、アイ

デアを出していく。 

� 既存概念、既存製品にとらわれないアイデア抽出が可能である。 

� ただし、具現化しにくい製品案も多数出てくるが、それもまた、アイデアの原

点になる可能性がある。 

 

複数のキーワードの組み合わせで、抽出されたニーズは以下の通りとなった。 

①患①患①患①患者・患児にとって快適であること＋④洗う（歯磨き）＋⑦ベッドの上者・患児にとって快適であること＋④洗う（歯磨き）＋⑦ベッドの上者・患児にとって快適であること＋④洗う（歯磨き）＋⑦ベッドの上者・患児にとって快適であること＋④洗う（歯磨き）＋⑦ベッドの上 

- 毎日磨きたい 

- ガーグルベースン・膿盆が冷たい感じがする。色を付けるだけでも印象が変

わった例が多くある。 

- ガーグルベースの後処理がわずらわしい（洗う作業、×看護師にとっての快

適性） 

- 樹脂製にすると、カラフルなモノが作れるが、コストがあがる＋消毒面に不

安（樹脂製にも蒸気滅菌が出来るタイプが多いが、看護師の認識不足などに

由来する場合もある）。 

 

③看③看③看③看護師が快適に作業できること＋護師が快適に作業できること＋護師が快適に作業できること＋護師が快適に作業できること＋⑤計る（患者が語れない、痛み、しびれ、不快感⑤計る（患者が語れない、痛み、しびれ、不快感⑤計る（患者が語れない、痛み、しびれ、不快感⑤計る（患者が語れない、痛み、しびれ、不快感

の見える化）患者・患児にとって快適であること＋④洗う（歯磨き）＋⑦ベッドの上の見える化）患者・患児にとって快適であること＋④洗う（歯磨き）＋⑦ベッドの上の見える化）患者・患児にとって快適であること＋④洗う（歯磨き）＋⑦ベッドの上の見える化）患者・患児にとって快適であること＋④洗う（歯磨き）＋⑦ベッドの上 

- 表示にスマイルマークを活用したスケール使用例は既にあるが、数値化しや
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すい他の測定に比べ不十分である。 

- あまりセンサーに頼りすぎない測定法であればよい。 

- 患者の負担にならない測り方が必要（センサーは感度が良すぎて患者に負担

を感じさせる場合もある） 

 

①①①①患者・患児にとって快適であること＋患者・患児にとって快適であること＋患者・患児にとって快適であること＋患者・患児にとって快適であること＋③看護師が快適に作業できること③看護師が快適に作業できること③看護師が快適に作業できること③看護師が快適に作業できること（イラスト（イラスト（イラスト（イラスト

①①①①）））） 

- 病室のドアを軽量化する。 

- アコーディオン・カーテンのようにならないか。 

- 自動ドアは経費が掛かるから取り入れられないだろう。 

- 木目調など病院らしくないデザインがあった 

 

①①①①患者・患児にとって快適であること＋患者・患児にとって快適であること＋患者・患児にとって快適であること＋患者・患児にとって快適であること＋    ⑦ベッドの上（病衣）⑦ベッドの上（病衣）⑦ベッドの上（病衣）⑦ベッドの上（病衣）（イラスト（イラスト（イラスト（イラスト②②②②）））） 

- サイズが合わない(小さい)と寒く、体調を更に悪くしそう(患者の安心にも

繋がる)。 

- 寝返りをうってもはだけない（ねまきの場合）。 

- *患者衣にはパジャマタイプと綿のねまきタイプがある。 

- 疾患や病状によっては皮膚が敏感、素材のバリエーションも複数欲しい。 

- 洗濯を繰り返しても、くたびれない、色落ちしないものであって欲しい（見

た目がよくないと、本人も元気になれないし、家族も心配＝×家族の快適

性）。 

- 前開き、ベルクロ・スナップでツーピースタイプ。下は巻きスカート風（お

むつ替えの時、上半身ははだけない。尿漏れ時、スカートの交換だけで済む

×着せ替え作業が二度手間になる）。 

- 検査や診察で病院内を移動するときは、病衣の上から羽織れるガウンを用意

してあると良い。 

 

①①①①患者患者患者患者・患児にとって快適であること＋・患児にとって快適であること＋・患児にとって快適であること＋・患児にとって快適であること＋③看護師が快適に作業できること③看護師が快適に作業できること③看護師が快適に作業できること③看護師が快適に作業できること（イラスト（イラスト（イラスト（イラスト

③③③③）））） 

- 病室のドアを軽量化する。 

- アコーディオン・カーテンのようにならないか。 

- 自動ドアは経費が掛かるから取り入れられないだろう。 

- 木目調など病院らしくないデザインがあった 

 

①①①①患患患患者・患児にとって快適であること（ステンレス音が出ない仕組み）者・患児にとって快適であること（ステンレス音が出ない仕組み）者・患児にとって快適であること（ステンレス音が出ない仕組み）者・患児にとって快適であること（ステンレス音が出ない仕組み）（イラスト（イラスト（イラスト（イラスト④④④④）））） 

- ワゴンに振動止めになるテープを天板の裏に貼る。（×安全性→感染防止） 
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- 水の入った容器が振動を吸収する例から、プラスチック製の点滴ボトルなど

振動止めになるアクセサリーなどを付ける。 

 

①①①①患患患患者・患児にとって快適であること者・患児にとって快適であること者・患児にとって快適であること者・患児にとって快適であること＋⑥食べさせる（食器）＋⑥食べさせる（食器）＋⑥食べさせる（食器）＋⑥食べさせる（食器）（イラスト（イラスト（イラスト（イラスト⑤⑤⑤⑤）））） 

- 食事療法の人が、容器で食べる適量が判る食器。ライン入りはあるが、も

っと模様でさりげなく表す。 

- 目印に合わせてよそうと、少量しか食べられない人は容器の底に少しだけ

になって、本人も周囲も惨めなので、上げ底にする。 

- 痴呆症の人の中には、色の識別のしかたに特徴や支障のある人がいること、

高齢者は色のコントラストがハッキリしていることが望ましいので、容器

の色の工夫は料理の色を判りやすくする。 

- こうした食器は退院後も使いたいので、病院内のショップに実物やカタロ

グを置いて購入しやすくする（家族にとっての快適にも通じる）。 
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【イラスト①】【イラスト①】【イラスト①】【イラスト①】    

    

    

【イラスト②】【イラスト②】【イラスト②】【イラスト②】    
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【イラスト③】【イラスト③】【イラスト③】【イラスト③】    

 

    

【イラスト④】【イラスト④】【イラスト④】【イラスト④】    
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【イラスト⑤】【イラスト⑤】【イラスト⑤】【イラスト⑤】    
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3.5 需要サイドからみた製品開発上の課題 

看護師ヒアリングより、製品開発する上で、需要サイドの課題となると思われる内容

についてまとめた。 

 

3.5.1 ニーズの把握について 

3.2供給サイドからみた事業展開上の課題でも述べられているように、看護関連用品

を取り扱う製造業者、流通業者ともに看護のニーズは非常に重要である。一方、看護

サイドからは医療機関の規模の大きさによって、ニーズを伝える手段が異なっている

ことがわかった。 

大病院の場合、ニーズが満たされた製品が必ずしも医療機関に導入されるというこ

とはない。これは、組織が大きな病院になると購入決定プロセスが複雑になり、利用

者が直接の決定者にならないケースが多くなるためである。そのため、製品の使用目

的、それにあった製品の優位性などを考慮するだけでなく、購入決定権の視点にたっ

た業務の工数削減や経費削減といった経営上の効果についても製品情報に付加させる

必要があると考えられる。 

また、新製品の採用には、必ずキーパーソンが存在する。主には看護師長クラスの

管理職にその権限がある場合が多い。そのため情報提供する際には、製品性能だけで

なく、経済的効果も含め、然るべき部署や職位の人に情報が提供され、さらに購入権

限のある部署に情報が伝わるようにしていく必要がある。 

また、製品のニーズや不満点の意見の把握は、職場環境にも影響している。職場が

全体として若い層である場合には、リーダークラスに言いやすく、よって希望の製品

が導入されることが多い。一方、ベテランの多い職場については、自身の看護能力の

未熟さ故の要望としてとらえられやすく、ほしい製品が導入しづらい環境にある。そ

のため、一見ニーズがないと思われる職場であっても、潜在的なニーズが存在してい

ると考えられる。 

次に小規模の病院、診療所や訪問看護ステーションの場合には、大規模病院に比べ、

現場の声が採用につながりやすい。そのため、使用者からも使い勝手を十分に確認し

てから採用したいという希望がある。現在は、業者から提供される試供品が採用決定

のきっかけになるケースが増えてきていると言われている。 

そのため、消費量の多くない診療所の場合でも利用できる試供品もしくは小ロット

での販売可能な製品があれば、購入が促進すると思われる。 

 

3.5.2 製品情報の入手 

① 入手経路 

A) インターネット 

多くの人は、インターネットを利用し、製品を検索している。若い人はスマ
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ホを利用する傾向にあり、主には個人が使用する製品を検索している。また、

ベテラン看護師が、院内で導入する製品について提案するために調べる際に

は、職場のパソコンを用いて検索している。いずれの製品についても、カタ

ログ情報だけでなく、インターネットでの検索をおこなっている。 

B) 口コミ 

個人、医療機関ともに購入する製品については、カタログやインターネット

で得られた情報をもとに選択している。しかし、製品評価については、個人

で購入する場合には、同僚の評判（口コミ）で判断していることが多く、ま

た、病院が購入する場合には、先行導入した病院による評価を重視する傾向

にあった。病院が購入する製品の評価について、主な情報入手先としては、

卸などの業者から得ていることがわかった。 

 

C) カタログ 

カタログは、個人で使用される衣類や聴診器などが掲載されており、看護学

生時の注文履歴から継続的に送付されるため、目にする機会が多い。 

しかし、カタログに掲載されている製品の機能の特徴等が十分に記載されて

いないため、インターネットなどで更に情報収集をして、製品の選択を行っ

ている。 

例えば、聴診器などは診療科によって求められるスペックが異なるため、選

択基準として、価格やスペックをインターネットや口コミなどで判断し購入

している。 

D) 学会 

新しい製品情報の収集場所として、各種の関連学会がある。学会では製品の

展示ブースがあり、現物を確認することが出来る。ここで得た情報を職場で

フィードバックをし、看護師間での情報共有を行っている。 

② 入手したい情報の種類 

A) 新製品情報 

製品情報の収集においては、現時点で必要であると認識している製品につい

てインターネットやカタログで確認することが多く、自身が求めていない製

品分野については新製品を把握できていない状況にある。 

B) 製品スペック 

看護師が求める製品のスペックは、必ずしも一定でなく、測定機器などは使

用するのは看護師であっても装着対象者が患者であるような場合には、その

患者の特徴にあった機能を求めることが多く、高機能であっても操作性が複

雑であったり、測定に時間がかかったり、あるいは測定にあたり、対象患者

の身体的な拘束性が高い場合などは商品として受け入れられない場合が多
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く、使用実態に即したスペックが求められる傾向にある。 

 

C) 使用評価 

インターネットやカタログから購入する製品については、現物が見られない

ことから、使用経験者の評価情報を重要視する傾向にあった。これには、一

般的な口コミ評価と同様に、職場の同僚、同業者など評価を参考としている

ことがわかった。 

 

D) 福祉関連製品 

福祉関連の製品については、急性期病院に勤務している看護師にとっては、

情報を積極的に収集する傾向にないことがわかった。これは福祉と医療が業

務として離れているといった意識の現われであると思われる。しかし、昨今、

政策的にも在宅医療が促進され、急性期病院から介護施設、さらに在宅への

移行や急性期病院から直接在宅への移行など在宅医療の流れが加速するも

のと思われる。そのため、医療機関の看護サイドからも、在宅療養への指導

が可能となるように、福祉関連製品の情報が入手できる仕組みがより必要に

なってくると考えられる。 

 

3.5.3 評価基準表の活用 

ニーズの構造化によってまとめられた 12 項目の大項目は、製品評価基準として利活用可能

である。 

 

① 製品供給者側の製品チェック 

製品供給者が既存製品あるいは試作品の問題点を確認する際に、図表 12のようなチェッ

クリストを用いながらヒアリング等を実施することによって、それぞれの使用者の視点や

評価項目を漏れなく聞き取ることが可能となり、課題の見える化が図れるものと期待され

る。 

 

② 利用者側の製品チェック 

製品の利用者が、製品を購入する際に、チェックリストとして利用することで、自身の

ニーズに合致しているか漏れなく確認し、また、自身の潜在的なニーズの顕在化も期待さ

れ、より用途に合った製品の購入することができる。 

 

③ 製品開発のアイデアの抽出 

チェックリストをもとに抽出された発言は、3.4アイデア抽出で述べられたように、合同

探索型のような製品開発の会議においてより具体的な製品のアイデアを出す際のディスカ
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ッションのキーワードとして利用可能であると考えられる。 

 

 

 

図表図表図表図表 12    チェックリスト例チェックリスト例チェックリスト例チェックリスト例 

対象対象対象対象    

製品評価基準製品評価基準製品評価基準製品評価基準    

看護師看護師看護師看護師    患者患者患者患者    家族家族家族家族    その他その他その他その他    

快適性快適性快適性快適性        

安全性安全性安全性安全性        

清潔清潔清潔清潔        

機能と性能機能と性能機能と性能機能と性能        

適合性適合性適合性適合性        

確実性確実性確実性確実性        

簡便性簡便性簡便性簡便性        

安心感安心感安心感安心感        

迅速性迅速性迅速性迅速性        
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4 より使いやすい製品が創出される仕組みのあり方 

本調査においては、利用者である看護師サイドと製品の供給者である事業社サイドから

みた看護関連製品に関わる現状や課題について調査を行った。その結果をもとに、ここで

は、看護関連製品が創出の仕組みのあり方について記述する。 

 

4.1 看護関連製品の特徴 

看護関連製品は、薬事申請の必要の有無以外にも利用者や使用場所などが異なるなど、

製品の幅が広く、どの製品の開発をターゲットとするかで、製品開発の方法や製品情報の

提供方法などが異なってくるため、十分なマーケティング戦略が必要である。 

特に最終的な利用者が患者である場合や、利用者（保有者）が看護師であっても検査機

器などの測定対象者が患者である場合には、必ずしもハイスペックである必要はなく、患

者のユーザービリティに配慮した設計の方が求められる。そのため、看護師のみならず患

者目線に立った使いやすさを考慮した開発が必要である。 

また、昨今の制度環境においては、医療機関の機能分化、在院日数の短縮、在宅医療の

充実を推進する方向性が打ち出されている。このことから、看護師が使用する製品も「短

期間で使いこなせる」、「在宅でも使用できる」、「患者・家族の利用者が安全・確実に自宅

で使用できる」「在宅向け機器の取り扱いについての指導のしやすさ」などといった視点が

看護師のニーズとして増えていき、また細分化されていくものと予想される。従ったその

ニーズに応じた新規の製品開発だけではなく、既存製品の改良などの機会が増えていくも

のと思われる。 

 

図表図表図表図表 13    看護関連用品の特徴看護関連用品の特徴看護関連用品の特徴看護関連用品の特徴 

製品特徴 内容 

主体的な利用者 看護師/患者/家族/介護者 

使用場所 医療機関/自宅 

購入者 看護師/医療機関/家族  

 

図表図表図表図表 14 看護関連製品例看護関連製品例看護関連製品例看護関連製品例    

製品分類 

医療機器 

医療用具 

医療材料 

医療用消耗品 

医療用生活用品 

福祉用具 

日用品 

消耗品 

消費財 
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4.2 製品創出に向けて必要な機能 

4.2.1 製品ニーズ情報の収集・蓄積機能 

今回の調査において、看護サイドも供給者サイドもニーズに関する情報が非常に重要視さ

れているにも関わらず、その情報の取得や提供手段がなく、さらに体系的にデータを蓄積

される仕組みがないことが明らかとなった。まずは情報ニーズの収集とその蓄積を目指す

る。今回のヒアリングで作成された製品評価基準のチェックリストを活用し、看護師、製

造業者、コーディネーターなどを対象にファシリテーターを交えた小グループのフォーカ

スグループディスカッションを行い、製品ごとに製品の開発する上での配慮すべき視点を

整理しながらまとめていくことも有効であろう。ただし、ここで気をつけなければならな

いのは、看護師のニーズをすぐさま開発することが売れる製品に結びつくわけでなく、薬

事の問題や新規で開発されない背景が潜んでいることもあり、大学の研究者や有識者など

の意見も取り入れながら進める必要がある。 

 

4.2.2 製品情報などの収集・蓄積機能 

製品開発をするうえで、当該製品がどの製品分野であるか、製品の利用者、購入者、購

入決定者、使用場所などの多様性、また、必要とされる技術や薬事申請対象製品であるか、

またそうした点について相談できる組織や人材など、製品開発をするうえで基礎的な情報

を把握できる機能があれば、新規で参入しようとする企業に限らず既存製造業者、流通業

者や医療機関にとっても参考となりうる。 

 

① 製品情報 

 ・看護現場別／製品分野別の主要製品 

 ・アクセス情報（販売拠点、販売形式、入手方法など） 

②技術情報（素材、加工、パテントなど） 

 ・分野別のものづくり技術・加工情報 

 ・パテント情報 

③政策情報 

 ・薬事法関連情報（対象製品の範囲、開発のステップなど） 

 ・公的支援、公的補助（地域情報含む）、支援民間団体に関する情報 

④組織・人材情報 

 ・モニタリング実施機関 

 ・コーディネート人材 

 ・特許事務所 

 ・関連機関 

 ・その他コンサルタント事業者など 
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4.2.3 製品評価の収集・蓄積機能 

看護ヒアリング結果からも購入する指標としては、口コミなどの使用者の評価を参考に

することが多い。一方、製造業者にとっては、この評価は少なからず製品の品質に影響し

ている。 

そのため、ニーズにマッチした製品開発のためには、「既存製品に関する（使い勝手をは

じめとした）評価の実施／結果のフィードバック」や「開発段階をはじめとする製品化前

の「試作」に対するモニター調査の実施」などを事業者に支援できる仕組みが構築される

こと重要である。また、製品評価を実施する際にも、今回の調査結果から得られた製品評

価基準のチェックリストを用いて、データ収集することができれば、より体系的に製品評

価とデータの蓄積によって深堀りされた分析が可能となると考えられる。 

上記のような製品のニーズ収集結果や製品評価結果をもとに製品ごとのガイドラインを

作成・提供し、更にガイドラインをブラッシュアップされれば、製品開発の効率化が期待

できると考えられる。 

 

4.3 製品創出に向けたプラットフォームあり方 

様々なデータ収集・蓄積機能をシステム化し、それぞれの機関が担う役割について整理

すると、図表 15のような仕組みとなる。 

しかし、これらを直ちにシステム化しプラットフォームを形成することは困難である。

そのため、まずは地域や病院単位で一つでも多くの看護関連製品の開発に向けて試行する

など関心の高い病院や看護のキーパーソンを学会で探し出し、できることから着手してみ

ることが現実的である。具体的には、看護現場（病院/診療所/在宅、病棟/外来/手術室など

の部門別）での不便さ調査を実施、その結果を分析し、製品開発に向けたガイドラインを

作成する、さらに可能であれば、実際に新製品の開発あるいは改良を行い、製品評価調査

を行う。こういった取組は、まずは小規模でも始めることが肝要である。 

こういった地道な取組から、看護師が看護現場の業務改善につながる製品開発に積極的

になることで、看護の課題解決型の製品開発が活性化できるものと期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

図表図表図表図表

 

 

 

 

 

 

 

 

図表図表図表図表 15    プラットフォームイメージプラットフォームイメージプラットフォームイメージプラットフォームイメージプラットフォームイメージプラットフォームイメージプラットフォームイメージプラットフォームイメージプラットフォームイメージプラットフォームイメージプラットフォームイメージプラットフォームイメージ
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プラットフォームイメージプラットフォームイメージプラットフォームイメージプラットフォームイメージ 図表図表図表図表

 

ニーズ

ニーズ

図表図表図表図表 16    看護関連製品開発の試行例看護関連製品開発の試行例看護関連製品開発の試行例看護関連製品開発の試行例

看護師

ニーズ収集

Step1

ニーズ評価

Step2

製品開発

Step3

実用化

Step4

評価

Step5

看護関連製品開発の試行例看護関連製品開発の試行例看護関連製品開発の試行例看護関連製品開発の試行例

看護現場別の不便さ調査の実施

看護師・製造/流通業者・コーディネータとのフォーカスグルー
プディスカッション

調査結果の収集・分析

製品別ガイドラインの作成・反映

モニター

看護関連製品開発の試行例看護関連製品開発の試行例看護関連製品開発の試行例看護関連製品開発の試行例

現場別の不便さ調査の実施

流通業者・コーディネータとのフォーカスグルー
プディスカッション

調査結果の収集・分析

製品別ガイドラインの作成・反映

製品開発

実用化

モニター/ユーザー評価

看護関連製品開発の試行例看護関連製品開発の試行例看護関連製品開発の試行例看護関連製品開発の試行例 

現場別の不便さ調査の実施

流通業者・コーディネータとのフォーカスグルー

製品別ガイドラインの作成・反映

 


