資料２．国内販売代理店情報リスト
企業名

1 （株）エムシー

2 （株）キシヤ

3

丸木医科器械
（株）

小西医療器
4
（株）

5

ベルメディカル
ケア（株）

6 （株）大黒

7

8

9

冨木医療器
（株）

売上高

150億円

453億円

東京都
渋谷区

福岡県
福岡市

233億円

宮城県
仙台市

662億円

大阪市
中央区

非公開

静岡県
静岡市

和歌山県
311.4億円
和歌山市

196億
石川県
8400万円 金沢市

ジェイメディカル
非公開
（株）

山下医科器械
（株）

本社
所在地

非公開

新潟県
新潟市

長崎県
佐世保市

事業所数

7

13

8

事業内容

・各種医療器具、医療用器材の販売
・各種ＭＥ機器の販売・アフターサービス

・ 医科器械理化学器械及び医療設備機器の製造・
修理並びに販売
・ 試薬・医薬品及び高圧ガスの販売
・ 医療機器・健康機器・福祉用具及び介護用品の販
売及び賃貸
・ 中古医療用具の販売

物流セン
ター（2ケ
所）、ＳＰＤセ 医療用機器及び器具の販売
ンター（3ケ
所）、営業所
（9ケ所）

取引先
(株式会社は省略)

納入施設

東京女子医科大学病院、東京医科歯科大学医学部附属病院、横浜労災病院、国立国際医療センター、群馬県立心臓血管センター、心臓血管研究所付
心臓ペースメーカー・人工心肺回路・人工心肺・人工 属病院、順天堂医院、自治医科大学附属病院、虎の門病院 千葉県循環器病センター、関越中央病院、ＮＴＴ東日本関東病院、三井記念病院、獨協医科 日本メドトロニック、平和物産、テルモ、エドワーズライフサイエンス、日本ライフライン、ボストンサイエンティフィックジャパン、ソーリン、泉工医科工
心臓弁・人工血管・PTCAバルーン・コロナリーステン 大学病院、自治医科大学附属大宮医療センター、横須賀共済病院、聖マリアンナ医科大学病院 東京女子医科大学附属第二病院 社会保険中央総合病 業、セント・ジュード・メディカル、日本光電、ボストンサイエンティフィック
ト・ステントグラフト他
院、他公立病院多数

・試薬・医薬品・医療ガス
・医療機器（検査機器、滅菌）
・福祉器具
・各種オフィス製品

・診療機器・ディスポ材料
・手術室内装など設備備品
・高圧蒸気滅菌装置、ＥＯＧ滅菌各種
・鋼製器具、滅菌コンテナ、滅菌バック、洗浄薬剤
病院、医院の設備関係および医療器械器具の販売・
・内視鏡、超音波生理検査用機器
医薬品の販売
・検体検査機器、放射線治療装置
・人工呼吸器、血液浄化装置、生体モニタ
・患者様サービス関連設備、看護備品
・薬剤機器

大学病院・官公立病院・地方自治体病院・一般病院及びクリニック

大学病院・官公立病院・地方自治体病院・一般病院及びクリニック

医科機器、理化学機器、検査機器、病院設備機器、
薬剤機器、調剤台、実験台、医療用用具全般、バイ 大学病院・官公立病院・地方自治体病院・一般病院及びクリニック
オ関連の研究機器
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医療機器販売
介護機器販売
動物医療機器販売
医院開業支援

非公開

7

医療販売業
修理業
貸与業
（医療機器、理化学機器、放射線機器、福祉機器、
病院設備機器）
医療機関向けシステム提案及び販売
（物流管理、消費管理、リスク管理）

手術用顕微鏡カバー、新サーレムメッキンガウン、医
療画像・各種検査データベース、静止型エアーマット、 非公開
メラソフィットクリア

県立総合病院、県立こども病院、市立静岡病院、市立清水病院、静岡赤十字病院、桜ケ丘総合病院、磐田市立総合病院、沼津市立病院、三島社会保険
病院、富士市立中央病院、菊川市立総合病院、社会福祉法人静岡厚生会、社会福祉法人聖隷福祉事業団、ＳＢＳ静岡健康増進センター、岡本石井病
院、有隣厚生会富士病院、有度の郷、小鹿病院、かば記念病院、ＪＡ静岡厚生連、市立御前崎総合病院、榛原総合病院、遠州病院、フジ虎ノ門整形外科
病院、浜松労災病院、浜松市リハビリテーション病院、浜松医科大学、十全記念病院、浜松赤十字病院、天竜病院、等

×

特になし

東北

×

×

特になし

総合代理店
□ディスポ材料系
□検査部門系

大阪

近畿

○

×

特になし

全国医療機関・機器メーカー

アグリス、旭化成メディカル、アズワン、アトムメディカル、アマノ、伊藤超短波、オオサキメディカル、オムロンコーリン、オリバー、川澄化学工業、カワ
ジリ、カワムラサイクル、川本産業、キャノンファイフケアソリューションズ、小池メディカル、酒井医療、シーホネンス、ジェイ・エム・エス、新鋭工業販
売、スミスメディカル・ジャパン、泉工医科工業、セントラルユニ、第一医科、高園産業、トーイツ、東機貿、東京サラヤ、東芝メディカルシステムズ、
東レ・メディカル、トップ、ナカメディカル、日機装、ニプロ、日本アロカメディカル、日立メディコ、、日進医療器、ハイルバーディ、ハクゾウメディカル、
パラマウントベッド、富士フィルムメディカル、フクダ電子神奈川販売、プラッツ、フランスベッド、ミキ、ミナト医科学、メディカルＵ＆Ａ、メディキット、メ
ドライン・ジャパン合同会社、モルテン、モリタ製作所、等

非公開

ホギメディカル、ＧＥヘルスケア・ジャパン、ＲＥメディカル、アイ・エム・アイ、アコマ医科工業、アトムメディカル、アルケア、アロカ、エイエムオー・ジャ
パン、エム・シー・メディカル、オリオン電機、オリンパスメディカルシステムズ、カールツァイスメディテック、キヤノンマーケティングジャパン、コヴィ
ディエンジャパン、サクラファインテックジャパン、シスメックス、ジャパンゴアテックス、ジョンソン・エンド・ジョンソン、シンセス、ジンマー、スミス・アン
ド・ネフューウンドマネジメント、スミスメディカル・ジャパン、スリーエムヘルスケア、ゼオンメディカル、センチュリーメディカル、テルモ、トーイツ、ニプ
ロ、バイオメット・ジャパン、パラマウントベッド、ビー・ブラウンエースクラップ、フクダ電子、ボストン・サイエンティフィックジャパン、メディキット、メドトロ
大学病院、国立病院機構、県立病院、市立病院、公立病院、私立病院、医院、社会福祉施設、動物病院、官公庁、教育施設、検査センター、民間企業 な ニックソファモアダネック、ユニチカ、ラジオメーター、科研製薬、ＪＦＣセールスプラン、アムコ、イナミ、エムイーテクニカ、エルクコーポレーション、オ
ど
リンパス、グッドマン、ジェイ・エム・エス、タカギセイコー、トーショー、トーメーコーポレーション、トプコンメディカルジャパン、ナナオ、ニデック、バリアン
メディカルシステムズ、はんだや、フィリップスエレクトロニクスジャパン、メディコスヒラタ、メディコン、ユヤマ、ラボテック、リブドゥコーポレーション、東
機貿、日立ハイテクノロジーズ、日立メディコ、三洋電機、山田医療照明、持田シーメンスメディカルシステム、住友ベークライト、瑞穂医科工業、
川澄化学工業、中央産業貿易、東レ・メディカル、東芝メディカルシステムズ 、日本アルコン、日本コヴィディエン、日本シャーウッド、日本ストライ
カー、日本ポラデジタル、日本メディカルネクスト、日本メディカルマテリアル、日本メドトロニック、日本光電工業、日立メディカルコンピュータ、富士
フィルムメディカル、扶桑薬品工業
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アズワン、アトムメディカル、アムコ、アルケア、アルフレッサファーマ、日立アロカメディカル、インターメドジャパン、エムシーメディカル、エルクコーポ
レーション、オージー技研、オムロンコーリン、オリンパス、科研製薬、カネカメディックス、クリエートメディック、コヴィディエングループジャパン、コニカ
ミノルタ ヘルスケア、小林メディカルカンパニー、酒井医療、サクラ精機、パナソニックヘルスケア メディコム、ＧＥヘルスケア・ジャパン、ジェイ・エ
ム・エス、シスメックス、ジョンソン・エンド・ジョンソン、メディカルカンパニー、シンセス、ジンマー、スミス・アンド・ネフュー ウンドマネジメント、スミスメ
ディカル・ジャパン、住友ベークライト、スリーエムヘルスケア、泉工医科工業、センチュリーメディカル、セントラルユニ、大研医器、高園産業、テル
モ、東機貿、東芝メディカルシステムズ、東レメディカル、トーイツ、トップ、日本アルコン、日本エム・ディ・エム、日本光電、日本ストライカー、日本
ベクトン・ディッキンソン、日本メディカルマテリアル、日本メディックス、八光 メディカル事業部、パラマウントベッド
フィリップスエレクトロニクス、ジャパン、フクダ電子、富士システムズ、富士フイルムメディカル、ブリストル・マイヤーズ・スクイブ(有)、ホギメディカル
ボストンサイエンティフィック、ジャパン、松吉医科器械、瑞穂医科工業、ミナト医科学、美和医療電機、村中医療器、メディキット、メディコスヒラタ、
メディコン、ユヤマ、ラジオメーター

医療機器・理化学機器の卸売

×

仙台

医療機器の販売、レンタル、リース
理化学機器の販売
医療事務コンピューターの販売
医療設備器械の販売
動物用医療機器の販売
医薬品の販売
在宅介護機器のレンタル並びに販売
物流システムの開発並びに物品管理の運用
医療廃棄物処理業
医療機関のコンサルティング
前号に付帯する一切の業務
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首都圏

総合代理店
旭化成、東芝、トップ、アロカ、オリンパス、オムロンコーリン、テルモ、花王、オオサキメディカル、ドレーゲル、日立メディコ、コニカミノルタ、JMS、島
□ディスポ材料系
津製作所、シーメンス、ホギメディカル等
□手術室系

（福岡）九州大学病院、大手町病院、大牟田市立総合病院、北九州市立医療センター、九州厚生年金病院、九州歯科大学附属病院、九州中央病院、九州
労災病院、久留米大学医療センター、久留米大学病院、国立病院機構大牟田病院、国立病院機構九州医療センター、国立病院機構九州がんセンター、国
立病院機構小倉病院、国立病院機構福岡東医療センター、国立病院機構福岡病院、公立八女総合病院、産業医科大学病院、ＪＲ九州病院、社会保険久
留米第一病院、社会保険小倉記念病院、（株）麻生 飯塚病院、社会保険小倉記念病院、社会保険田川病院、白十字病院
（佐賀）佐賀大学医学部附属病院、唐津赤十字病院、国立病院機構嬉野医療センター、国立病院機構佐賀病院、国立病院機構東佐賀病院、国立病院機
構肥前精神医療センター、佐賀県立病院好生館、佐賀社会保険病院、済生会唐津病院、武雄市民病院、伊万里有田共立病院
（長崎）長崎大学医学部・歯学部附属病院、壱岐市民病院、大村市立病院、健康保険諫早総合病院、国立病院機構長崎医療センター、国立病院機構長
・外来診察機器・分包器、調剤機器・X線撮影機器、
崎川棚医療センター、国立病院機構長崎病院、佐世保共済病院、佐世保市立総合病院、長崎労災病院、長崎県済生会病院、長崎県立島原病院、長崎県
CT、MRI・手術室関連装置・滅菌洗浄機器・病棟関連
立成人病センター多良見病院、長崎県病院企業団、長崎市立市民病院、日本赤十字社長崎原爆病院、北松中央病院、佐世保中央病院
機器・リハビリ関連機器・専門診断、治療機器・汎用医
（熊本）熊本大学医学部附属病院、天草地域医療センター荒尾市民病院、牛深市民病院、熊本市民病院、熊本赤十字病院、熊本地域医療センター、熊本
療消耗品
中央病院、熊本労災病院、健康保険天草中央総合病院、健康保険人吉総合病院、健康保険八代総合病院、公立玉名中央病院、国立病院機構菊池病
・人工関節・骨折治療材料・関節鏡手術機器
院、国立病院機構熊本医療センター、国立病院機構熊本再春荘病院、国立病院機構熊本南病院、公立多良木病院、国民健康保険植木病院、国民健康
・システム生物顕微鏡・血液分析装置・病理検査機
保険上天草総合病院、済生会熊本病院、玉名地域保健医療センター、水俣市立総合医療センター、山鹿市立病院
器・臨床検査試薬・研究、実験用科学機器
（大分）大分大学医学部附属病院、九州大学病院別府先進医療センター、大分県厚生連鶴見病院、大分県済生会日田病院、大分県立病院、大分県立三
重病院、大分市医師会立アルメイダ病院、大分赤十字病院、健康保険南海病院、国立病院機構大分医療センター、国立病院機構西別府病院、国立病院
機構別府医療センター、新別府病院、中津市民病院、東国東広域国保総合病院
（宮崎）宮崎大学医学部附属病院、串間市国民健康保険病院、国立病院機構都城病院、国立病院機構宮崎東病院、国立病院機構宮崎病院、小林市立
市民病院、都城市郡医師会病院、宮崎県立日南病院、宮崎県立宮崎病院
（鹿児島）鹿児島大学病院、今給黎総合病院、今村病院分院、大隅鹿屋病院、鹿児島県立大島病院、鹿児島県立薩南病院、鹿児島市医師会病院、鹿児
島市立病院、鹿児島生協病院、川内市医師会立市民病院、徳之島徳洲会病院、名瀬徳洲会病院、ゆのもと記念病院

北海道
札幌市

東京

その他

○

資料未着

11 （株）竹山

滅菌受
託

○

ペースメーカー、ICD、血管関連の各種カテーテル、透
析監視装置等の各種装置、ダイアライザー、血液回
路をはじめとする各種ディスポーザブル機器、臨床検 資料未着
査機器、理化学機器、研究機器、X線診断装置（レン
トゲン）、CT装置、超音波診断装置、MRI装置

1

SPD

福岡

11

医療機器・医療材料および福祉用具販売
福祉用具レンタル
病院における物品管理業務受託
医業経営コンサルタント
不動産賃貸
通販事業（アスクル メディカルプロエージェント）

カバー範
囲

福岡

1. 高度管理医療機器等販売・賃貸業
2. 医療機器修理業
3. 医薬品販売業
4. 毒物劇物一般販売業
5. 動物用高度管理医療機器等販売・賃貸業
6. 再生医療等製品販売業
7. 特別管理産業廃棄物収集運搬業
8. 一般建設業（管工事業、電気工事業、内装仕上工
事業、機械器具設置工事業、電気通信工事業）
9. 高圧ガス販売
10. 登録電気工事業者

北海道
札幌市

□心臓血管・循環器系

卸業以外の事業の有無

主エリア

・ 医療機関の設立・経営・
運営に関するコンサルテー
ション
・ 電気工事・電気通信工
事・管工事及び機械器具
設置工事の請負
・ 損害保険代理業及び生
命保険の募集に関する業
務
・ 不動産の販売及び斡旋
・ 不動産賃貸業
・ 労働者派遣事業法に基
づく一般労働者派遣事業、
特定労働者派遣業

・医療機器・理科学機器の販売、保守メンテナンス
・病院設備の設計・施工
・医事用コンピュータの販売

非公開

地域
得意分野

アールイーメディカル、アイ・エム・アイ、アコマ医科工業 アズワン、アトムメディカル アビオス アボット バスキュラー ジャパン、アムコ、アルケア ア
ルフレッサ ファーマ インターメドジャパン 宇都宮製作 ウドノ医機 エドワーズライフサイエンス エムエス エム・シー・メディカル オオサキメディカル
小川医理器 オムロン コーリン オリンパス、テルモ、カールツァイスメディテック カネカメディックス 川澄化学工業 川本産業、キヤノン、京都科
学、Cook Japan、グッドマン、クリエートメディック ケイセイ医科工業 ケープ ケルン 小池メディカル ゴヴィディエン ジャパン、高研 小西医療器
コロプラスト コンバテック ジャパン CYBERDYNE、酒井医療、サカセ化学工業 サクラ精機、GE、シーホネンス、シーメンス、ジェイエスエス、ジェイ・
エム・エス シャープ、J&J ジンマー スター・プロダクト、スミス・アンド・ネフュー、住友ベークライト スリーエム 泉工医科工業、センチュリーメディカ
ル セント・ジュード・メディカル、大研医器 タカゾノ タカラベルモント テルモ、テレフレックスメディカルジャパン、東機貿 東芝メディカルシステムズ、
東レ・メディカル トーイツ、トーショー TOTOエンジニアリング、トップ、ナガイレーベン 永島医科器械、ニプロ 日本アルコン 日本エム・ディ・エム 日 総合代理店
本光電九州 日本コヴィディエン 日本シグマックス、日本ストライカー 日本船舶薬品、日本ベクトン・ディッキンソン 日本メディカルネクスト 日本 □検査部門系
メドトロニック 日本ライフライン、バイタル 白十字 バクスター ハクゾウメディカル 八光 パナソニック ヘルスケア パラマウントベッド ビー・ブラウン □材料管理・滅菌部門系
エースクラップ、日立アロカメディカル 日立メディコ Fisher & Paykel Healthcare フィリップス エレクトロニクス ジャパン、フクダ電子、富士システム
ズ、富士フィルムメディカル 扶桑薬品工業 フランスベッド 平和物産 ヘモネティクスジャパン合同会社 ホギメディカ、ボストン・サイエンティフィッ
ク、ホリスター マッケ・ジャパン 松田医科工業 松吉医科器械 三浦工業 ミズホ ミナト医科学 村中医療器 メディカルユーアンドエイ、メディ
キット メディコスヒラタ メディコン メドトロニック ソファモア ダネック メドライン・ジャパン合同会社 メンリッケヘルスケア モレーンコーポレーション
山田医療照明 ユフ精器、ユヤマ、ラジオメーター リブドゥコーポレーション レールダル メディカル ジャパン
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（株）ノバメディカ 18億
10
ル
6千万円

非公開

主な取扱い品目

静岡

東海

×

×

・マーケットリサーチから開
院手続き、医院設備の構
築・デ ータ入力指導・アフ
ターフォローまで、医院開業
をトータルでサポート
・ケアマネージャーさんの要
請を受け、介護を必要とす
る方の元に直接出向き、
「困っていることを改善・軽
減する」 福祉用具を選んで
レンタルし、継続的にケア

和歌山

近畿

×

×

修理業
貸与業（リース業）

□心臓血管・循環器系
□透析系
□検査部門系
□放射線部門系
□材料管理・滅菌部門系

石川県

北陸

○

×

医療材料物品管理ソリュー
ション
ＭＥ機器管理ソリューション
開業支援事業

□心臓血管・循環器系
□透析系
□検査部門系
□放射線部門系

新潟県

首都圏

×

×

一般建設業（管工事業、電
気工事業、内装仕上工事
業、機械器具設置工事業、
電気通信工事業）

クリニックの新規開業支援
をはじめ、医療ガス配管設
備工事、メンテナンスサービ
ス、医療廃棄物収集運搬
請負、福祉介護用品販売
人材育成支援、院内感染
対策支援、空間演出コー
ディネート、画像診断ソ
リューション、IT･ホームペー
ジ活用支援

□透析系
□検査部門系
□福祉器具系
□患者用ベッド・病室内設
備

□手術室系
□福祉器具系
□患者用ベッド・病室内設
備

□放射線部門系
□整形外科系
□材料管理・滅菌部門系
□検査部門系

九州

九州

○

×

画像診断装置…血管造影装置、PET・CT・MRI装置な
アムコ、カール ツァイス、小林製薬 小林メディカルカンパニー、ジョンソン・エンド・ジョンソン、スズラン、トーショー、東機貿、トップ、ニプロ、日本光 □放射線部門系
ど
禎心会病院、稚内禎心会病院、函館脳神経外科病院、岩見沢脳神経外科、滝川脳神経外科病院、JR札幌病院、南札幌脳神経外科、老健ら・ぱーす、老
電工業、白十字、ビー・ブラウンエースクラップ、フクダ電子、富士システムズ、ボストンサイエンティフィックジャパン、瑞穂医科工業、メディキットな □脳血管・心臓血管系
高度医療機器…脳血管カテーテル、心臓ペースぺー 健ら・ぷらーさ、老健ゆあみーる、ほか 個人開業医、調剤薬局、介護施設など
ど
□整形外科系
カー、各種プレートなど

北海道

北海道

○

×

医療機器全般・医療設備器具全般・科学器械全般・
ME機器全般・
官公立病院・病院・診療所ほか
X線装置全般・理科器械全般・ 分析機械全般・医療
材料全般

北海道

北海道

○

×

非公開

□心臓血管系
□整形外科系
□透析系
□放射線部門系

物品管理業務受託
開業支援
福祉用具貸与・販売

医療機関の開業・開設の
トータルサポート、SPD運用
サポート、コンサルティング

資料２．国内販売代理店情報リスト
企業名

売上高

（株）シバタイン
12
非公開
テック
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サンセイ医機
（株）

201億円

本社
所在地

宮城県
仙台市

福島県
郡山市

（株）ウイン・イン 388億
東京都
14
ターナショナル 8807万円 台東区

15

（株）イノメディッ
508億円
クス

東京都
文京区

16

（株）いわしや西
非公開
方医科器械

17

マコト医科精機 69億
山梨県
（株）
4300万円 甲府市

18 （株）半田

非公開

石川県
金沢市

非公開

愛知県
名古屋市

20 佐野器械（株）

非公開

京都府
京都市

事業内容

主な取扱い品目

取引先
(株式会社は省略)

納入施設
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心疾患治療用カテーテル、ペースメーカー、ＩＣＤ（埋
込型除細動器）、人工弁、人工血管、人工心肺関連
製品
CT、MRI、血管造影装置、PET-CT、SPECT、サイクロ
トロン等の核医学関連装置、リニアック、ラルストロン、
粒子線
医療機器、病医院設備機器、治療診断機器、診療材
検体検査部門：臨床検査システム・生化学自動分析
料、
装置・免疫分析装置・ 多項目血液分析装置・グリコヘ
理科学機器、臨床検査機器、研究検査設備、試薬
モグロビンＡ１Ｃ分析計・ 全自動糖分析装置 尿分析
品、
装置・血液ガス 他
毒劇物薬品、衛生材料、医療用ガス、
病理検査部門：病理システム・自動固定包埋装置・ミ
輸入機器等の卸販売及び医療用具メンテナンス、
クロトーム・ 自動染色装置・自動免疫染色装置 有機
介護福祉機器・用具の卸販売及びレンタル、
溶剤対策機器・感染対策解剖台 他
細菌検査部門：細菌システム・血液培養・抗酸菌検査
装置・自動細菌検査装置 他 遺伝子検査部門：PCR
検査装置 他
生理検査部門：生理検査システム・超音波診断装置・
多機能心電計・トレッドミル 他

国立大学法人東北大学、独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター、独立行政法人国立病院機構 西多賀病院、独立行政法人国立病院機構 宮
城病院、地方独立行政法人 宮城県立病院機構 宮城県立がんセンター、地方独立行政法人 宮城県立病院機構 宮城県立循環器・呼吸器病センター、
地方独立行政法人 宮城県立こども病院、仙台市立病院、公益財団法人 仙台市医療センター 仙台オープン病院、一般財団法人 厚生会 仙台厚生病
院、社団法人全国社会保険協会連合会 東北厚生年金病院、社団法人全国社会保険協会連合会 宮城社会保険病院、社団法人全国社会保険協会連
合会 仙台社会保険病院、独立行政法人労働者健康福祉機構 東北労災病院、国家公務員共済組合連合会 東北公済病院、国家公務員共済組合連合
会 東北公済病院宮城野分院、日本赤十字社 仙台赤十字病院、日本赤十字社 石巻赤十字病院、仙台逓信病院、JR仙台病院、NTT東日本東北病院、
財団法人宮城厚生協会 坂総合病院、財団法人宮城県成人病予防協会附属仙台循環器病センター、医療法人徳州会仙台徳州会病院、財団法人広南会
広南病院、医療法人社団スズキ病院 スズキ記念病院、医療法人寶樹会 仙塩総合病院、医療法人寶樹会 仙塩利府病院、石巻市立病院、みやぎ県南
中核病院、公立刈田綜合病院、大崎市民病院、大崎市民病院鹿島台分院、大崎市民病院鳴子温泉分院、栗原市立栗原中央病院、栗原市立若柳病院、
栗原市立栗駒病院、登米市立登米市民病院、登米市立米谷病院、登米市立豊里病院、気仙沼市立病院、塩竈市立病院、社団法人 日本海員掖済会
宮城利府掖済会病院、医療法人浄仁会 大泉記念病院、医療法人社団 仙石病院、医療法人永仁会 永仁会病院、医療法人松田会 松田病院、医療法
人社団 白嶺会 仙台整形外科病院、財団法人 結核予防会宮城県支部、財団法人 宮城県予防医学協会、財団法人 宮城県成人病予防協会、山形大
学医学部附属病院、山形県立中央病院、山形県立新庄病院、山形県立河北病院、山形県立鶴岡病院、山形市立病院済生館、地方独立行政法人 山形
県酒田市病院機構 日本海総合病院、地方独立行政法人 山形県酒田市病院機構 日本海総合病院酒田医療センター、鶴岡市立荘内病院、置賜広域
病院組合 公立置賜総合病院、社会福祉法人恩賜財団済生会 山形済生病院、独立行政法人国立病院機構 山形病院、独立行政法人国立病院機構
米沢病院、白鷹町立病院、天童市民病院、寒河江市立病院、真室川町立真室川病院、医療法人 篠田好生会 篠田総合病院、医療法人徳州会 山形徳
州会病院、医療法人徳州会 新庄徳州会病院、特定医療法人社団みゆき会 みゆき会病院、医療法人社団 小白川至誠堂病院、医療法人社団 松柏会
至誠堂総合病院、財団法人 三友堂病院、特定医療法人 舟山病院、医療法人社団山形愛心会 庄内余目病院、医療法人 健友会 本間病院、庄内医
療生活協同組合 鶴岡協立病院、公立大学法人 福島県立医科大学附属病院、財団法人太田綜合病院付属 太田西ノ内病院、独立行政法人国立病院
機構 福島病院、公立藤田総合病院、社団法人全国社会保険協会連合会 社会保険二本松病院、いわき市立総合磐城共立病院、公立相馬総合病院、
公立岩瀬病院、財団法人星総合病院、医療生協 わたり病院、社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福島済生会 済生会川俣病院、国立大学法人 東北
大学、東北薬科大学、東北学院大学、公立大学法人 宮城大学、東北工業大学、東北福祉大学、宮城教育大学、学校法人尚絅学院 尚絅学院大学、石
巻専修大学、仙台大学、宮城県食肉衛生検査所、宮城県保健環境センター、宮城県警察本部、独立行政法人水産総合研究センター 東北区水産研究
所、宮城県農業・園芸総合研究所、仙台市衛生研究所、宮城県産業技術総合センター、宮城県古川農業試験場、宮城県仙台家畜保健衛生所、健康福祉
局保健衛生部 食肉衛生検査所、宮城県畜産試験場、宮城県水産技術総合センター、宮城県水産加工研究所、宮城県保健所 各所、宮城県家畜保健衛
生所 各所、仙台市水道局、財団法人 宮城県公衆衛生協会、独立行政法人 農林水産消費安全技術センター、財団法人 宮城県公害衛生検査セン
ター、財団法人 宮城県下水道公社、国立大学法人 山形大学、公立大学法人 山形県立保健医療大学、独立行政法人 国立高等専門学校機構 鶴岡
工業高等専門学校、慶應義塾大学先端生命科学研究所、公立大学法人 福島県立医科大学、奥羽大学、郡山女子大学、郡山女子大学短期大学部、日
本大学工学部
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消耗品から高度管理医療機器まで販売、循環器科・
整形外科・脳神経外科等の専門分野、医療材料物
流管理（SPD）を通しての医療経営支援、各種医療機
器のメンテナンス及び修理、在宅管理医療機器の販 非公開
売・レンタル、開業にあたってのご提案、改装・増改築
のコンサルティング、安全セミナーの実施及びトレーニ
ング

福島県立医科大学附属病院、奥羽大学歯学部付属病院、（独）国立病院機構福島病院、（独）国立病院機構いわき病院、県立会津総合病院、県立南会津
病院、県立喜多方病院、町立猪苗代病院、県立宮下病院、町立三春病院、県立矢吹病院、県立大野病院、県総合療育センター、太陽の国病院、公立岩
瀬病院、公立藤田総合病院、公立小野町総合病院、公立相馬総合病院、市立総合磐城共立病院、（財）ときわ会いわき泌尿器科病院、（財）ときわ会常磐
病院、南相馬市立病院、南相馬市立小高病院、泉崎村立病院、梁川国保病院、済生会福島総合病院、済生会川俣病院、福島労災病院、福島赤十字病
院、白河厚生総合病院、桑野協立病院、わたり病院、塙厚生病院、鹿島厚生病院、双葉厚生病院、小名浜生協病院、高田厚生病院、坂下厚生総合病
非公開
院、北福島医療センター、大原綜合病院、大原医療センター、太田綜合西ノ内病院、あづま脳神経外科病院、福島第一病院、総合南東北病院、太田綜合
熱海病院、星総合病院、枡記念病院、寿泉堂綜合病院、坪井病院、土屋病院、谷病院、会田病院、東白川中央病院、須賀川病院、日東病院、有隣病院、
竹田綜合病院、飯塚病院、かしま病院、会津西病院、佐藤病院、四倉病院、呉羽総合病院、松村総合病院、大町病院、渡辺病院、石井脳神経外科・眼科
病院、小高赤坂病院、小野田病院、相馬中央病院、（独）地域医療機能推進機構二本松病院
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薬剤溶出型ステント（ＤＥＳ）、ＰＴＣＡバルーンカテーテ
ル、血管内超音波（ＩＶＵＳ）診断カテーテル、ペース 香川大学医学部附属病院、千葉大学医学部附属病医、防衛医科大学校病院、独立行政法人災害医療センター、独立行政法人千葉医療センター、いわき
機器の販売だけにとどまらず、手術室などの医療設備
メーカ、植込型除細動器（ＩＣＤ）、両室ペーシング機能 市立総合磐城共立病院、埼玉県立循環器・呼吸器病センター、千葉県救急医療センター、千葉県循環器病センター、市立豊中病院、高松赤十字病院、順 ボストン・サイエンティフィック・ジャパン、テルモ、日本ライフライン、アボットバスキュラージャパン、日本メドトロニック、日本光電工業、フクダ電子、
の設計、施工から、大型医療機器のパッケージ販売、
付き植込型除細動器（ＣＲＴＤ）、ステントグラフト、末 天堂大学医学部附属順天堂病院、昭和大学病院、昭和大学横浜市北部病院、自治医科大学附属さいたま医療センター、帝京大学医学部附属病院、東京 エドワーズライフサイエンス、ジョンソン・エンド・ジョンソン、グッドマン、セント・ジュード・メディカル、平和物産、コヴィディエンジャパン、ＧＥヘルスケ
医療情報やマーケティング支援などの付加価値の高
梢血管用ステント、塞栓用コイル、インスリンポンプ、磁 医科大学病院、東京歯科大学市川総合病院、東邦大学医療センター佐倉病院、日本医科大学付属病院、板橋中央総合病院、イムス葛飾ハートセンター、 ア・ジャパン、東レ・メディカル、フィリップエレクトロニクスジャパン、シーメンス・ジャパン、他
いサービスの提供まで、総合的に医療施設をサポート
気共鳴画像診断装置(MRI)、移動式X線撮影装置、 湘南鎌倉総合病院、千葉西総合病院、他
ハイブリッド手術室

14

1. 医療機器、医療材料、病院設備の仕入・販売・企
画・賃貸及び修理・保守
2. 電動式低圧吸引器、排液バック 電気パッド加温
装置コントロールユニット等の
医療機器の設計・開発、製造及び修理

医療器機販売及び適正使用支援
介護・福祉用品販売（レンタル）
ストーマ用品販売

神奈川県
平塚市

（株）大森器械
店

19

事業所数

超音波診断装置、血液ガス分析装置、電子聴診器、
パルスオキシメータ、生体情報モニタ、麻酔器、超音
波手術装置、無影灯、手術台、鋼製小物、電気メス、
人工呼吸器、ウォッシャーディスインフェクター、プラズ
マ減菌器、高圧蒸気減菌器

稲城市立病院、ＮＴＴ東日本関東病院、青梅市立総合病院、がん研有明病院、北里研究所病院、杏林大学医学部付属病院、慶應義塾大学病院、結核予
防会複十字病院、健生会立川相互病院、、公立阿伎留医療センター、公立昭和病院、幸隆会多摩丘陵病院、、国立がん研究センター中央病院、、国立国
際医療研究センター、国立成育医療研究センター、国立病院機構災害医療センター、国立病院機構東京医療センター、国立病院機構東京病院、国立病院
機構村山医療センター、国家公務員共済組合連合会九段坂病院、国家公務員共済組合連合会立川病院、国家公務員共済組合連合会東京共済病院、、
国家公務員共済組合連合会虎の門病院、公立学校共済組合関東中央病院、自衛隊中央病院、ＪＲ東京総合病院、順天堂大学医学部附属順天堂医院、
順天堂大学医学部附属浦安病院、順天堂大学医学部附属練馬病院、順天堂大学医学部附属 、順天堂東京江東高齢者医療センター、心臓血管研究所
付属病院、聖路加国際病院、全国土木建築国民健康保険組合、総合病院 厚生中央病院、東京高輪病院、帝京大学医学部附属病院、同愛記念病院、東
京警察病院、東京大学医学部附属病院、東京大学医科学研究所、東京医科歯科大学医学部附属病院、東京医科歯科大学歯学部附属病院、東京医科
大学病院、東京医科大学八王子医療センター、東京慈恵会医科大学附属病院、東京慈恵会医科大学附属第三病院、東京女子医科大学病院、東京女子
医科大学東医療センター、東京逓信病院、東京都済生会中央病院、東京都保健医療公社多摩北部医療センター、東京都保健医療公社多摩南部地域病
院、東京都保健医療公社東部地域病院、東京都保健医療公社大久保病院、東京都保健医療公社荏原病院、東京都保健医療公社豊島病院、東京都立
大塚病院、東京都立駒込病院、東京都立小児総合医療センター、東京都立神経病院、東京都立多摩総合医療センター、東京都立広尾病院、東京都立墨
東病院、東京都健康長寿医療センター、東京新宿メディカルセンター、東邦大学医療センター大橋病院、、東邦大学医療センター大森病院、日本赤十字社
医療センター、日本私立学校振興・、共済事業団東京臨海病院、日本医科大学付属病院、、日本医科大学付属多摩永山病院、日本大学医学部附属板橋
病院、日野市立病院、府中恵仁会病院、町田市民病院、武蔵野赤十字病院、労働者健康福祉機構東京労災病院、誠馨会千葉メディカルセンター、誠馨
会自動車事故対策機構、千葉療護センター、船橋中央病院、聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院、総合病院国保旭中央病院、船橋市立医療センター、公
立長生病院、国保直営総合病院君津中央病院、国保松戸市立病院、国保匝瑳市民病院、、国立がん研究センター東病院、国立国際医療研究センター国
府台病院、国立病院機構下志津病院、国立病院機構千葉医療センター、さんむ医療センター、誠馨会千葉メディカルセンター、誠馨会自動車事故対策機
構千葉療護センター、船橋中央病院、聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院、総合病院国保旭中央病院、千葉県がんセンター、千葉県救急医療センター、千
葉県こども病院、千葉県循環器病センター、千葉県済生会習志野病院、千葉県千葉リハビリテーションセンター、千葉県立佐原病院、千葉大学医学部附属
病院、千葉市立青葉病院、千葉市立海浜病院、帝京大学ちば総合医療センター、鉄蕉会亀田総合病院、東京歯科大学市川総合病院、東京女子医科大
学八千代医療センター、東邦大学医療センター佐倉病院、成田赤十字病院、日本大学松戸歯学部付属病院、労働者健康福祉機構千葉労災病院、神奈
川県警友会けいゆう病院、川崎市立井田病院、川崎市立川崎病院、北里大学病院、北里大学東病院、国立病院機構横浜医療センター、国立病院機構相
模原病院、国家公務員共済組合連合会、横須賀共済病院、済生会横浜市南部病院、昭和大学横浜市北部病院、帝京大学医学部附属溝口病院、、日本
文化厚生農業協同組合連合会、相模原病院、東海大学医学部付属病院、淵野辺総合病院、三浦市立病院、大和市立病院、横須賀市立うわまち病院、横
浜市立市民病院、横浜市立大学附属病院、横浜市立大学附属市民総合医療センター、横浜市立脳卒中・神経脊椎センター、、横浜みなと赤十字病院、横
浜保土ヶ谷中央病院、労働者健康福祉機構関東労災病院、労働者健康福祉機構横浜労災病院、防衛医科大学校病院、川口市立医療センター、北里大
学メディカルセンター、国立病院機構西埼玉中央病院、、自治医科大学附属大宮医療センター、埼玉県立がんセンター、埼玉県立リハビリテーションセン
ター、埼玉県立小児医療センター、埼玉県立精神医療センター、埼玉メディカルセンター、埼玉県立循環器・呼吸器病センター、埼玉医科大学病院、埼玉医
科大学総合医療センター、埼玉医科大学国際医療センター、労働者健康福祉機構鹿島労災病院、茨城県立医療大学付属病院、茨城県立中央病院、茨
城西南医療センター病院、国立病院機構水戸医療センター、常仁会牛久愛和総合病院、総合病院 土浦協同病院、筑波大学附属病院、筑波メディカルセ
ンター病院、筑波麓仁会筑波学園病院、東京医科大学茨城医療センター、群馬大学医学部附属病院、群馬県立小児医療センター、群馬県立がんセン
ター、国立病院機構西群馬病院、国立病院機構沼田病院、国立病院機構高崎総合医療センター

医療機器、介護用品、ストーマ用装具

平塚共済病院、平塚市民病院、小田原市立病院、藤沢市民病院、厚木市立病院、茅ヶ崎市立病院、国立病院機構神奈川病院、山近記念総合病院、間
中病院、小林病院、ふれあいホスピタルグループ、丹羽病院、小澤病院、丹沢病院、八木病院、高台病院、くず葉病院、大内病院、永井病院、長岡病院、
湘南中央病院、くらた病院、藤沢御所見病院、寒川病院、湘南太平台病院、山内病院、鈴木病院、八木病院、仁厚会病院、平塚病院、高根台病院、平塚
十全病院

医療機器、理化学検査機器、ME機器、放射線機器、
薬品の販売、病医院設備施工、各種医療材料、メン 非公開
テナンスサービス
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1

医科機器、医療材料、ME機器、病院設備機器、衛
生材料、家庭用健康機器、ストマ製品、人工心肺装
置および 心臓外科関連製品、ペースメーカー、血管
造影用・血管手術用カテーテル等を扱う商社

山梨大学ならびに関連諸施設、独立行政法人国立病院ならびに関連諸施設、赤十字病院各位、社会保険病院各位、山梨県関連諸施設、全国自治体病
院各位、公立病院各位・私立病院各位、医院・クリニック各位、社会福祉施設関連施設各位、企業内研究施設各位、動物病院各位、接骨院各位、その他

アークレイ、アイ・エム・アイ、アイホン、アイメディック、アコマ医科工業、朝日ライフサイエンス、アルケア、アルフレッサファーマ、アズワン、アース
レックスジャパン、アトー、アドバンス、アトムメディカル、アフィメトリクス・ジャパン、アボットジャパン、アムコ、アルバック機工、安西メディカル、家田貿
易、イナ・オプティカ、イムリス、乾商事、イマムラ、インターメディカル、いうら、イソメディカルシステムズ、池上通信機、イワツキ、ウェルファン、
エー・アンド・デイ、エア・ブラウン、エイアンドティー、エクセルエンジニアリング、エスアールエル、エスペック、エッペンドルフ、エドワーズライフサイエ
ンス、エム・イー・システム、エム・シー・メディカル、エムエス、エル・エム・エス、エルマ販売、エレクター、円田医科工業、エンジニアリングシステ
ム、オージー技研、オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス、応研商事、欧和通商、オオサキメディカル、オカダ医材、岡村製作所、オペロンバイ
オテクノロジ－、オムロンコーリン、オリンパスメディカルサイエンス販売、オルガノ

地域
得意分野

□整形外科系
□心臓血管系
□放射線部門系
□検査部門系

□心臓血管系
□整形外科系
□放射線部門系
□検査部門系

□心臓血管系
□放射線部門系

アイ・エム・アイ、アトムメディカル、アムコ、アルフレッサファーマ、、インターメドジャパン、、エドワーズライフサイエンス、エムエス、、エム・シー・メディ
カル、オムロンコーリン、オリンパスメディカルサイエンス販売、、カールツァイスメディテック、、科研製薬、カネカメディックス、ハリヤード・ヘルスケ
ア・インク、クリエートメディック、ケーシーアイ、コヴィディエン ジャパン、日本メディカルネクスト、、サクラ精機、GEヘルスケア・ジャパン、ジェイ・エ
ス・エス、ジェイ・エム・エス、ジャメックス、ジョンソン・エンド・ジョンソン、ジンマー、スター・プロダクト、スミス・アンド・ネフュー、ウンドマネジメント、スミ
ス・アンド・ネフュー、オーソペディックス、スミスメディカル・ジャパン、住友ベークライト、、スリーエム ジャパン ヘルスケアカンパニー、泉工医科工
□検査部門系
業、センチュリーメディカル、、富士フイルム ソノサイト・、ジャパン、大研医器、タキロン、東機貿、東レ・メディカル、トップ、ドルニエメドテックジャパ
□手術室系
ン、ドレーゲルメディカル・ジャパン、、二プロ、日本アルコン、日本コヴィディエン、日本ストライカー、日本ベクトン・ディッキンソン、日本メドトロニック、
□材料管理・滅菌部門系
白十字、バクスター、パラマウントベッド、、ビー・ブラウンエースクラップ、、日立アロカメディカル、フィリップスエレクトロニクス、ジャパン、フィリップス・
レスピロニクス合同会社、ホギメディカル、ボストン・サイエンティフィック・、ジャパン、マシモジャパン、、マッケ・ジャパン、三浦工業、ミズホ、メディカ
ルユーアンドエイ、メディカルリーダース、メディコン、メドトロニックソファモアダネック、、メドライン・ジャパン合同会社、シーメンス・ジャパン、山田医
療照明、ラジオメーター、レールダルメディカルジャパン

卸業以外の事業の有無

主エリア

カバー範
囲

SPD

滅菌受
託

その他

仙台

東北

×

×

メンテナンス、開業支援、コ
ンサルティング

福島県

東北

○

×

医療経営支援、開業支援
コンサルティング

東京

首都圏

×

×

医療施設支援、ロット管理
システム「SHINZO（信蔵
君）」

東京

首都圏

×

×

自社製品開発（HAMA)、コ
ンサルティング

秋山製作所、アクティブメディカル、アズワン、アルケア、イマムラ、イワツキ、エア・ウォーター防災、エー・アンド・デイ、円田医科工業、欧和通商、
OG技研、オオサキメディカル、ガテリウス・メディカル、川澄化学工業、川本産業、京都科学、杏友医療機器協同組合、クリエートメディック、ケー
プ、コヴィディエンジャパン、コロプラスト、コンバテックジャパン、酒井医療、ジェイ･エム･エス、スミスメディカル・ジャパン、スリーエムヘルスケア、泉
工医科工業、武井医科光器製作所、竹虎、チェスト、テクノスジャパン、東機貿、サラヤ、トーイツ、トーショー、永島医科器械、ニチオン、日昭産
業、日進医療器、ニプロ、日本医療器研究所、日本エンゼル、日本光電、日本コヴィディエン、博愛社、八光、パラマウントベッド、日立アロカメディ
カル、フィリップス・レスピロニクス合同会社、フクダ電子、富士システムズ、フジタ医科器械、富士フィルムメディカル、フランスベッド、ベアーメディッ
ク、ホギメディカル、星医療酸器、ホリスター、牧口ゴム、松永製作所、マテリクス、ミズホ、武藤化学、名優、メッツ、メディカルサイエンス、メディカ
ルプロジェクト、メディコン、モルテン、ユヤマ

□材料管理・滅菌部門系
□福祉器具系
神奈川県
□患者用ベッド・病室内設
備

首都圏

×

×

身体障害者手帳の申請
や、交付・提出等の相談

非公開

□検査部門系
□放射線部門系
□材料管理・滅菌部門系

山梨県

首都圏

×

×

特になし

石川

北陸

×

×

特になし

医科器械、理化学器械、病院施設設備機器、Ｘ線装
置及び関連機器、検査室設備機器、医療用滅菌装
置、医療用滅菌及び医療用高圧ガス、ＭＥ機器、人 金沢大学附属病院、金沢医科大学病院、金沢循環器病院、国立病院機構金沢医療センター、石川県立中央病院、公立能登総合病院、石川勤労者医療 ボストン・サイエンティフィックジャパン、ジョンソン・エンド・ジョンソン、メディコン、ニプロ、日本ライフライン、日本メドトロニック、USCIジャパン、メディコ
□心臓血管・循環器系
工心肺装置及び関連製品、ペースメーカ及び人工弁 協会 城北病院、国家公務員共済組合連合会 北陸病院、金沢市立病院、金沢赤十字病院、公立松任石川中央病院、小松市民病院、恵寿総合病院、富 ス・ヒラタ、セント・ジュード・メディカル、クリエートメディック、テクノウッド、テルモ、アコマ医科工業、日本光電、フクダ電子、エドワーズライフサイエン
□放射線部門系
等人工臓器、血管造影用カテーテル及び関連製品、 山大学附属病院、富山県立中央病院、市立砺波総合病院、福井循環器病院、福井厚生病院、その他北陸３県の主要病院など
ス、泉工医科工業
□ディスポ材料
各種インターベンション用製品、各種医療用ディス
ポーザブル製品、衛生材料、家庭用健康機器、リハビ
リ用機器、各種ストマ製品

1. 医療機器の販売･賃貸･修理･ﾚﾝﾀﾙ･設置･保管
2. 中古医療機器の販売･賃貸･修理･ﾚﾝﾀﾙ・設置･保
管
3. 動物用医療機器の販売･賃貸･修理･ﾚﾝﾀﾙ･設置･
保管
4. 度量衡計量器の販売･修理
5. 薬品･薬種の販売
6. 事務用品･用具の販売･賃貸
非公開
7. 劇薬物一般販売業
8. 居宅介護支援事業
9. 居宅サービス事業
10.ｺﾝﾋﾟｭｰﾀのﾊｰﾄﾞ･ｿﾌﾄの販売･賃貸
11.病院経営のコンサルタント業務
12.住宅改造業者の紹介業務
13.右に付帯する一切の事業

名古屋第一赤十字病院、独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院、独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター、藤田保健衛生大学病院、藤 泉工医科工業、トップ、セントジュードメディカル、エドワードライフサイエンス、アズワン、ボストン・サイエンティフィック・ジャパン、アボットバスキュラー □心臓血管・循環器系
田保健衛生大学坂文種報徳會病院、名古屋市西部医療センター、名古屋市東部医療センター、独立行政法人労働者健康福祉機構旭労災病院
ジャパン、テルモ、日本メドトロニック、日本ライフライン、朝日インテックJセールス、フクダ電子中部販売、メデキット、その他
□手術室系

愛知県

東海

×

×

特になし

京滋地区を中心に官公庁 民間医療機関、研究機関
非公開
への医療機器 理化学機器の販売商社。

非公開

□内視鏡系
オリンパスメディカルシステムズ、東芝メディカルシステムズ、GEヘルスケア・ジャパン、日本GEマルケットメディカルシステム、日本光電工業、八光
□心臓血管・循環器系
コビディエン ジャパン、ボストンサイエンティフィックジャパン、日本シャーウッド
□検査部門系

京都府

近畿

×

×

特になし

資料２．国内販売代理店情報リスト
企業名

21 （株）三笑堂

22

23

売上高

549億
京都府
5500万円 京都市

いわしや森川医
非公開
療器（株）

海井医科器械
（株）

本社
所在地

非公開

奈良県
奈良市

山口県

24 （株）カワニシ

512億
岡山県
8100万円 岡山市

四国医療器
25
（株）

香川県
高松市

26

ジーエムメディ
カル（株）

27 （株）ムトウ

28

153億

72.0億円

1,567億円

（株）シバタ医理
非公開
科

事業所数

事業内容

地域
得意分野

19

洗浄履歴管理システム ウォシュレコ、内視鏡用ビデ
オカメラ デジタルムービーカメラ、加温加湿機搭載型
フロージェネレーター AIRVO™2、汎用超音波画像診 官公立病院・準官公立病院・民間病院・医院・診療所・研究施設・老人保健施設・特別養護老人ホーム・薬局・官公庁・福祉事務所など
断装置 Vscan Dual Probe、スリープアイ GD700、リア
ルタイムPCR用プライマー設計済みプレート

2

医療機器の販売・修理及び賃貸
介護福祉用具の販売・修理及び賃貸
医薬品・検査用薬品・消毒薬等の販売
医療材料・医療用消耗品・衛生材料等の販売
医療材料・消耗品等の集配及び在庫管理の受託事
業
医療・介護施設の設備・備品の販売及び賃貸
医療・介護施設の開設及び経営に関するｺﾝｻﾙﾃｨﾝ
ｸﾞ業務
計量器・事務機器・日用品雑貨等の販売

診療ユニット、照明機器、滅菌器、洗浄器、特殊入浴
装置、手術用電気機器、手術用顕微鏡、結石破砕装
置、理学療法用機器、Ｘ線撮影装置、Ｘ線ＣＴ、超音
波診断装置、ＭＲＩ、画像管理システム、血圧計、心電
計、生体情報モニター、内視鏡、呼吸機能検査機
器、ペースメーカー、ステント、人工関節、人工透析
非公開
器、人工呼吸器、臨床化学検査機器、血液検査機
器、血清検査機器、尿検査機器、注射器具及び穿刺
器具、チューブ及びカテーテル、輸液用器具、切断・
絞断及び切削器具、挟器、匙、鈎・開創器・開孔器、
不織布ガーゼ、脱脂綿、手術用手袋、手術衣、包帯
など

7

医科・理化学器械・光学器械・外科手術器械
整形外科器械・脳神経外科器械・産婦人科器械
眼科器械・耳鼻咽喉科器械・泌尿器科器械
非公開
手術室器械器具・リハビリテーション器械
在宅介護用品・福祉機器一般
（上記に付帯するアフターサービス・メンテナンス業務）

山口大学医学部附属病院、山口県立総合医療センター、国立病院機構関門医療センター、国立病院機構柳井医療センター、国立病院機構山口宇部医療
センター、国立病院機構岩国医療センター、国立病院機構広島西医療センター、済生会下関総合病院、済生会山口総合病院、下関医療センター、総合病
院社会保険徳山中央病院、下関市立中央病院、下関市立豊浦病院、下関市立豊田中央病院、山陽小野田市病院、岩国市医療センター医師会病院、美
祢市立病院、美祢市立美東病院、周南市立新南陽総合病院、周南記念病院、光市立光総合病院、光市立大和総合病院、厚生連長門総合病院、厚生連
周東総合病院、厚生連小郡第一総合病院、黒川病院、徳山医師会病院、益田医師会病院、山口労災病院、周防大島町立橘病院、周防大島町立東和病
院、柴田病院、宇部協立病院、山口赤十字綜合病院、益田赤十字総合病院、宇部興産中央病院、日立病院、錦病院、佐々木外科病院、岩国中央病院、
斎木病院、玉木病院、都志見病院、聖比留会セントヒル病院、阿知須同仁病院、阿知須共立病院

18

1．医療機器及び材料の販売、レンタル、リース、保守
点検、修理
2．医科、産業衛生、理化学、生化学、光学機器及び
計量器の販売、レンタル、リース、
ペースメーカー、人工関節、人工血管、CT、MRI、超
保守点検、修理
音波メス、縫合糸、衛生材料（マスク・手袋・不織布な
3．医薬品、医薬部外品の販売
ど）など
4．物流システムの研究開発並びに販売
5．物品在庫管理の受託業
6．病医院の経営コンサルティング

国立大学法人および付属病院（岡山、神戸、鳥取、島根、広島、山口、愛媛、高知、香川、徳島、他）
社会福祉法人恩賜財団済生会（岡山、兵庫、松山、今治、香川、他）
（独）国立病院機構（岡山、松江、神戸、姫路、呉、東広島、福山、岩国、四国こどもとおとな、四国がん、高知、他）
（独）労働者健康福祉機構労災病院（岡山、山陰、中国、山口、愛媛、香川、他）
日本赤十字赤十字病院（岡山、松江、広島、三原、庄原、益田、山口、松山、高松、徳島、高知、他）
□ディスポ材料
アボットジャパン、エドワーズライフサイエンス、京セラメディカル、コヴィディエンジャパン、ジェイエムメス、ジョンソンエンドジョンソン、ジンマー、スミス
学校法人川崎学園、岡山市立市民病院、（公財）大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院、（一財）倉敷成人病センター、（一財）津山慈風会津山中央病
□心臓血管・循環器系
アンドネフュー、セントジュードメディカル、テルモ、日本ストライカー、日本メドトロニック、日本ライフライン、バイオメットジャパン合同会社、フィリップ
院、県立広島病院、地方（独）広島市立病院機構（広島市民、安佐市民、他）、特定医療法人あかね会土谷総合病院、JA広島総合病院、福山市民病院、
□整形外科系
スエレクトロニクスジャパン、ホギメディカル、ボストンサイエンティフィックジャパン
尾道市立市民病院、市立三次中央病院、愛媛県立病院（中央、今治、新居浜、南宇和）、（一財）永瀬会松山市民病院、（医）住友別子病院、市立八幡浜
□放射線部門系
総合病院、喜多医師会病院、市立宇和島病院、香川県立病院（中央、白鳥、丸亀）、屋島総合病院、社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院、坂出
市立病院、三豊総合病院、麻植協同病院、高知医療センター、神戸市立医療センター中央市民病院、赤穂市民病院、（医）白鳳会赤穂中央病院、（医）川
崎病院、高砂市民病院、兵庫県立病院（尼崎、淡路医療センター、柏原、姫路循環器病センター）、特定医療法人三栄会ツカザキ病院、兵庫県立リハビリ
テーション中央病院、西神戸医療センター

J&J、ボストン、テルモ、JMS、日本メドトロニック、メディコン、コヴィディエンジャパン、パラマウントベッド、シーホネンス、プラッツ、日本光電、フクダ電 □内視鏡系
子、東芝メディカル、島津製作所、オムロンコーリン、テバ薬品、東和薬品 ほか
□検査部門系

非公開

日本ストライカー、ジョンソン＆ジョンソン、ジンマー、日立アロカメディカル、デピューシンセス・ジャパン、瑞穂医科工業、GE横河メディカルシステ
ム、トーイツ、アトムメディカル、日本エムディエム、カールツァイスメディテック、パラマウントベット、コヴィディエングループジャパン、日本メディカル
ネクスト、タカラベルモント、永島医科器械、山田医療照明、三興化学工業、オムロンコーリン、日本アルコン、トーメーコーポレーション、日東メディ
カル、三浦工業、日本メディカルマテリアル、島津製作所、大研医器、高 研、富士フィ ルム、ニデック、泉工医科工業、ジェミック、第一医科、クリ
エート・メデック、日本シグマックス、タカイ医科工業、武井医科光器製作所、はんだや、オオサ キメディカル、白十字、バイオメットジャパン、スミス・
アンド・ネフュー、アズワン、スリーエムヘルスケア、富士システムズ、シーメンスジャパン、ケイセイ医科工業、HOYAペンタックス、酒井医療、OG技
研、ミナト医科学、日本光電、フクダ電子、トーショー、トップ、美和医療電機、レールダルメディ カルジャパン、エアー・ウォーター防災、エー・アン
ド・ディ、アイメディク、アコマ医科、五十嵐医科工業、村中医療器、松吉医科工業

□整形外科系
□心臓血管系
□放射線部門系
□検査部門系

×

特になし

四国

四国

○

×

SPD事業（医療材料管理業
務や院内スタッフの効率的
な運用や経営分析のサ
ポート）

福岡
佐賀

九州

×

×

特になし

□整形外科系
□心臓血管・循環器系
□放射線部門系
□検査部門系
□内視鏡系

北海道

北海道
首都圏

○

×

特になし

□検査部門系
□放射線部門系
□リハビリ系
□福祉系
□ディスポ材料系

青森県

東北

×

×

医療機器の修理及びメンテ
ナンス事業
介護福祉機器の販売及び
レンタル事業

東京
静岡
群馬
秋田
福島

首都圏
東北

×

×

新設・移転・増改築支援

群馬県

首都圏

○

×

SPD
新設・移転・増改築支援
販売・物流管理・リース・レ
ンタル・修理・保守点検

東京

首都圏

×

×

開業支援領域、医療施設
情報統合管理システム（メ
ディフィームス）

6

国立大学法人弘前大学（医学部、医学部附属病院、農学生命学部、理工学部）、独立行政法人国立病院機構（弘前病院、青森病院）、弘前市立病院、健
医療機器、理化学機器、病院設備機器、研究施設機
医療機器、理化学機器、介護福祉機器の販売と保守
生病院、五所川原市立西北中央病院、黒石市国保黒石病院、青森県立中央病院、青森市民病院、むつ総合病院、公立野辺地病院、十和田市立中央病
器、放射線装置、臨床検査機器、介護福祉機器、救
管理等のアフターサービス、関連事業への投資を行
院、八戸市立市民病院、青森労災病院、三沢市立三沢病院、秋田労災病院、鹿角組合総合病院、大館市立総合病院、秋田社会保険病院、(財)環境科学 非公開
急医療機器、リハビリ訓練機器、バイオ関連機器、試
う、介護福祉機器のレンタル事業
技術研究所、青森県庁、青森県（農林総合研究センター、水産総合研究センター、ふるさと食品研究センター、工業総合研究センター）、診療所、消防署、
薬、医療器材、硝子器具、プラスチック器材
老健施設、保健所、学校、etc。

サンメディックス 361億
東京都
（株）
7700万円 中央区

20

□検査部門系
□放射線部門系
□材料管理・滅菌部門系
□ディスポ材料系

非公開

グループ企業により総合
的に取り扱う。
□心臓血管・循環器系
□検査部門系
が多い

医療機器、理化学機器、ME機器、放射線機器、病医 イントラバスキュラーサージェリー、オーソペディック
院設備施工、介護用品、各種医療材料、メンテナン サージェリー、エンドスコピー＆ウロロジー、診断検査機 非公開
スサービスケア
器、眼科機器、カーディアックリズム＆サージェリー

非公開

□検査部門系
□眼科系
□放射線部門系
□ディスポ材料

・医療機器・理化学機器・放射線機器・介護用品・各
種医療材料の販売、
整形・インプラント領域、画像・診断領域、医療材料・
・医療施設のプランニング・コンサルタント
消耗品領域、IVR領域、
・機器の保守点検サービス

アールイーメディカル、アイメディック、秋山製作所、アコマ医科工業、アスクル、アズワン、アトムメディカル、アムコ、アラタ、アルケア、アルフレッサ
ファーマ、イワツキ、ウェルチ・アレン・ジャパン、エムエムアンドニーク、エム・イー・システム、エム・シー・メディカル、オージー技研、欧和通称、オカ
ダ医材、オムロンコーリン、オリンパス、オリンパス テルモ バイオマテリアル、オリンパスメディカルサイエンス販売、カールツァイス メディテック、カイ
ゲンファーマ、科研製薬、ガデリウス・メディカル、川澄化学工業、KiSCO、キヤノンライフケアソリューションズ、京セラメディカル、共和、クリエートメ
ディック、ケイセイ医科工業、コニカミノルタヘルスケア、コヴィディエンジャパン、コンバテックジャパン、酒井医療、サクラ精機、ＧＥヘルスケア・ジャ
パン、シーメンス・ジャパン、ジェイ・エム・エス、ジェイシード、ジェイテック、島津製作所、島津メディカルシステムズ、シャープマニファクチャリングシ
ステム、ジョンソン・エンド・ジョンソン、ジンマー、スミス＆ネフュー ウンドマネジメント、スミス＆ネフュー エンドスコピー、スミス＆ネフュー オーソペ
ディックス、スミスメディカル・ジャパン、住友ベークライト、スリーエムヘルスケア、泉工医科工業、センチュリーメディカル、大衛、大研医器、高園産 □整形外科系
業、タカラベルモント、田中医科器械製作所、帝人ナカシマメディカル、テルモ、東機貿、東京サラヤ、東芝メディカルシステムズ、東レ・メディカ
□検査部門系
ル、トップ、ドレーゲルメディカルジャパン、永島医科器械、ニプロ、日本アルコン、日本エム・ディ・エム、日本ゴア、日本光電工業、日本コクレア、日 □ディスポ材料系
本シグマックス、日本コヴィディエン、日本ストライカー、日本メドトロニック、日本メディカルネクスト、日本ユニテック、ネクスメッドインターナショナル、
バイオメット・ジャパン、バイリーンクリエイト、白十字、バクスター、八光、パナソニックヘルスケア、パラマウントベッド、ビー・ブラウンエースクラップ、
ベアーメディック、日立アロカメディカル、ファーストレイト、フィリップス エレクトロニクス ジャパン、フクダ電子、伏見製薬、フツロ、ヘモネティクスジャ
パン合同会社、ＨＯＹＡ、ホギメディカル、ボストン・サイエンティフィック・ジャパン、堀井薬品工業、マイクロポート・オーソペディックス・ジャパン、松
吉医科器械、ミズホアーバン、ミズホ、ミナト医科学、宮田化学、村中医療器、メイラ、メディカルユーアンドエイ、メディコン、メディテック、メドトロニッ
クソファモアダネック、メドライン・インターナショナル・ジャパン、山田医療照明、ヤマト科学、ユフ精器、ユヤマ、ライカマイクロシステムズ、利康商
事、YDM

主要大学病院、国・公・私立病院、各地保健所、診療所、健康保険組合、等

クリニック開業サポート
介護福祉機器販売及びレ
ンタルショップ ｢ひまわり｣
医療法人支援事業会社 ㈱
フォスターマネジメント
施設及び在宅介護サービ
スを運営 ㈱キッド鹿命

○

青森県
弘前市

20

開業支援、医業継承、レン
タルサービス、

中国

84

773億
群馬県
4894万円 太田市

×

岡山県

北海道
札幌市

（株）栗原医療
器械店

×

×

1500メーカー、15万種類
【整形部門】人工股関節材料、人工膝関節材料、人
工肩関節材料、人工肘関節材料、人工指関節材料、
骨折治療材料、脊椎治療材料、人工股関節システム
人工股関節システム、脊椎固定材料、脊椎固定材料
各種医療用機器・消耗品、試験研究機器・材料 およ 【内視鏡部門】医用内視鏡全般、上部、下部消化器
び介護用機器・用具などの販売。 医療施設新築・増 内視鏡処置具、十二指腸内視鏡処置具、経皮胆道 非公開
改築コンサルテーション
内視鏡処置具、気管支内視鏡処置具、外科用ビデオ
スコープ、高周波焼灼電源装置、内視鏡洗浄装置
【循環器部門】D.E.S.(薬剤溶出型ステント)、PTCA用
バルーンカテーテル、末梢血管用手術用カテーテ
ル、ペースメーカー、ICD、CRT-D（P)、アブレーション
用カテーテル他

グループ企業
http:、、www.medius.co.jp、company、group、

近畿

×

セント・ジュード・メディカル、ボストン・サイエンティフィック ジャパン、アボット バスキュラー ジャパン、エドワーズライフサイエンス、コヴィディエン ジャ
パン、日本メドトロニック、カネカメディックス、日本ライフライン、テルモ、朝日インテックJセールス、メディキット、日本光電九州、グループ21、ボル □心臓血管・循環器系
ケーノジャパン、フィリップス エレクトロニクス ジャパン、フクダ電子、ジョンソン･エンド･ジョンソン、マッケ・ジャパン、クックジャパン、ドレーゲル・メディ □検査部門系
カルジャパン、シーマン、オーバスネイチメディカル

グループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務

京都府

中国

医療機器、検査治療材料の販売（流通）

8社

その他

山口県

□検査部門系
□整形外科系
□眼科系
□手術室系
□福祉系

7

○協和医科器械株式会社
○株式会社栗原医療器械店
○株式会社オズ（循環器専門）
○メディアスソリューション株式会社
（物流管理、コスト管理）
○株式会社ネットワーク（循環器専門）
○株式会社秋田医科器械店：SPD
○株式会社ジオット
○株式会社ケアフォース

滅菌受
託

×

■本社 [福岡地区] [筑豊地区]
済生会福岡総合病院、九州大学病院、福岡徳洲会病院、福岡和白病院、国立病院機構福岡東医療センター、福岡大学筑紫病院、福岡大学病院、宗像水
光会総合病院、福岡赤十字病院、白十字病院、国立病院機構九州医療センター、福岡市民病院、浜の町病院、九州中央病院、済生会二日市病院、千早
病院
■久留米営業所 [筑後地区]
新古賀病院、聖マリア病院、久留米大学病院、大牟田天領病院、杉循環器科内科病院、荒尾市民病院、玉名中央病院、米の山病院、久留米中央病院、
久留米大学医療センター、馬場病院、田主丸中央病院
■佐賀営業所 [佐賀地区]
心血管インターベンション製品、不整脈製品、IVR製 佐賀県医療センター好生館、佐賀大学医学部附属病院、志田病院、町立太良病院、白石共立病院、犬塚病院、長崎北徳洲会病院、国立病院機構佐賀病
品、脳血管インターベンション製品、血管造影室製
院、国立病院機構嬉野医療センター、新武雄病院、高木病院
品、クリティカルケア製品、生理検査室製品、心臓血 ■北九州営業所 [北九州地区]
管外科製品
飯塚病院、萩原中央病院、九州病院、JR九州病院、産業医科大学病院、新行橋病院、門司メディカルセンター、丘ノ規病院、新小文字病院、新水巻病院、
北九州市立八幡病院、済生会八幡総合病院、新小倉病院、九州労災病院、北九州市立医療センター、北九州総合病院、飯塚市立病院
■熊本営業所 [熊本地区]
済生会熊本病院、熊本大学医学部附属病院、熊本赤十字病院、杉村病院、国立病院機構熊本医療センター、人吉医療センター、熊本中央病院、熊本市
民病院、熊本労災病院、熊本総合病院、くわみず病院
■鹿児島営業所 [鹿児島地区]
鹿屋ハートセンター、今給黎総合病院、大隅鹿屋病院、鹿児島徳洲会病院、鹿児島大学病院、植村病院、徳之島徳洲会病院、鹿児島生協病院
■沖縄営業所 [沖縄地区]
北部地区医師会附属病院、中部徳洲会病院、中頭病院、浦添総合病院、大浜第一病院、南部徳洲会病院、琉球大学医学部附属病院

非公開

SPD

×

医療機器及び理化学機器の総合商社

福岡市

カバー範
囲

近畿

旭化成メディカル、アトムメディカル、オムロンコーリン、オリンパス、カネカメディックス、コヴィディエンジャパン、サクラ精機、GEへルスケア・ジャパ
ン、シーメンスへルスケア・ダイアグノスティクス、シスメックス、ジョンソン・エンド・ジョンソン、ジンマー、スミス・アンド・ネフュー、スリーエムへルスケ
ア、トップ、東レ・メディカル、東芝メディカルシステムズ、ニプロ、日本アルコン、日本エム・ディ・エム、日本光電、日本ストライカー、日本メディカル
ネクスト、パナソニック へルスケア、パラマウントベッド、ビー・ブラウンエースクラップ、日立アロカメディカル、日立工機、日立ハイテクサイエンス、フ
クダ電子四国販売、富士システムズ、ホギメディカル、瑞穂医科工業、メドトロニックソファモアダネック、ライフテクノロジーズ、ロシュ・ダイアグノス
ティクス 他

7

卸業以外の事業の有無

主エリア

奈良県

診断用機器、治療用機器、病院設備機器、在宅医療
機器、健康機器、ディスポーザブル用品、検査用試
非公開
薬、保険衛生材料、医療情報システム、理化学分析
機器、研究室用機器、医療用ガス、一般高圧ガス 等

1461億
東京都
6800万円 中央区

31

取引先
(株式会社は省略)

納入施設

医療・医薬・介護・バイオ専門商社
医療機器・病院設備・医療用品・衛生材料などの販
売
医療設備ならびに病院経営などのコンサルティング業
務
人工透析などのサービス業務
開業支援業務(市場調査、資金計画作成、計画書作
成、建築図面提案作成、開業関連アドバイス、開業周
辺業務アドバイス)
バイオ事業、研究施設・検査センター等で使用される
分析機器・試薬の販売
医療機関の物流をサポートするSPD業務
介護用品・福祉用具などの販売
医療・介護用ベッド・車椅子などのレンタル事業
ジェネリック医薬品を中心とした医薬品の販売

メディアスホー
29 ルディングス
（株）

30

主な取扱い品目

資料２．国内販売代理店情報リスト
企業名

32

（株）八神製作
所

33 （株）やよい

34

源川医科器械
（株）

宮野医療器
35
（株）

売上高

1085億円

318億円

本社
所在地

愛知県
名古屋市

兵庫県
姫路市

非公開

新潟県
新潟市

非公開

兵庫県
神戸市

事業所数

30

事業内容

主な取扱い品目

取引先
(株式会社は省略)

納入施設

・医療機器、健康開発機器、福祉用具、理化学機器
眼科・透析関係、循環器・ＩＶＲ関係、検査機器・顕微
及び病院設備機器の販売
鏡関係、内視鏡下外科手術機器関係、整形外科関 収集中
・医療機器の保守点検・修理
係
・医療機器、福祉用具のレンタル
診断用医療機器：超音波診断装置、電子血圧計、脳
波計
衛生材料：ガーゼ、包帯、脱脂綿、サージカルテープ
検査機器：血液凝固測定装置、臨床化学自動分析
装置、自動血球分析装置
透析関連商品：透析液供給.装置、ダイアライザー、血
液回路、血液浄化装置
医療用消耗品：注射針、シリンジ、カテーテル
大学病院ならびに関連諸施設、独立行政法人国立病院機構ならびに関連諸施設、府立・県立病院ならびに関連諸施設、市立病院各位、公立病院各位、
電子内視鏡製品：電子内視鏡装置、腹腔鏡手術装 社会保険病院各位、赤十字病院各位、済生会病院各位、医師会立病院各位、労災病院各位、私立病院・医院・クリニック各位、社会福祉施設関連施設各
置、手術用顕微鏡システム
位、動物病院各位、その他
整形外科用機器：人工関節、骨接合材料
介護用品：車椅子、吸引器、介護ベッド
血管造影用関連製品：冠動脈ステント、ＰＴＣＡ拡張カ
テーテル、ＰＴＡカテーテル、頸動脈ステント
医用画像システム：血管連続撮影装置、コンピュータ
断層撮影（ＣＴ）、核磁気共鳴断層撮影装置（ＭＲＩ）、
マンモグラフィー

9

医療機器、医療器具、病院設備、衛生材料、ＭＥ機
器、介護用品の販売

11

医療機器の販売及び賃貸、医療機器の修理及び設
置工事、医療機器の保守点検業務、医療用設備工
新潟大学、新潟労災病医、燕労災病院、西新潟中央病院、県立中央病院、厚生連三条総合病院、日本歯科大学、長岡赤十字病院、立川総合病院、小千
事の施工、理化学分析機器の販売、医薬品、毒物、
治療用・施設用機器、画像診断機器、光学機器、生 谷総合病院、県立十日町病院、厚生連糸魚病院、新潟市民病院、両津病院、水原郷病院、済生会新潟第二病医、済生会三条病院、南部郷総合病院、桑
劇物の販売、度量衡器、計量器の販売、福祉用具、
体情報関連機器、理学療法機器、検査用機器、医療 名病院、新潟臨港総合病院、新潟南病院、信楽苑病院、新潟薬科大学、秋田大学医学部、秋田赤十字病院、明和会中通病院、秋田厚生医療センター、
介護用品の販売及び賃貸、医療施設の清掃、消毒、
材料等
市立角館総合病院、男鹿みなと市民病院、明和会大曲中通病院、湖東総合病院、市立秋田総合病院、由利組合総合病院、山形大学医学部、県立中央
環境測定の受託、医療施設の医療材料、器具の洗
病院、山形市立病院済生館、県立河北病院、公立高畠病院、米沢市立病院、白鷹町立病院、公立置賜病院、北村山公立病院
浄、滅菌業務の受託
医療施設の物品物流管理業務の受託

30

療器械、理化学機器の製造販売、電気･電子医療機
器、X線･光学器械、公害･環境衛生計測･分析機器、
医療用品･衛生材料、毒劇物･試薬･高圧ガスの販
人工心肺装置、心臓血管外科で必要な手術関連装
売、計量器（濃度計･圧力計）の販売修理、医療機器
官公庁、大学、企業
置、人工弁・人工血管、血液浄化療法関連商品、
の直輸入販売、一般卸販売、病院･薬局･検査･研究
設備の設計、設置工事、修理等全般及びこれら業務
に付帯する一切の事業

収集中

地域
得意分野

収集中

卸業以外の事業の有無

主エリア

カバー範
囲

SPD

滅菌受
託

愛知県

東海

×

×

特になし

その他

アイエムアイ、秋山製作所、アコマ医科工業、旭化成メディカル、アズワン、アトムメディカル、アボット・バスキュラージャパン、アムコ、アルケア、ア
ルフレッサファーマ、エドワーズライフサイエンス、オージー技研、オムロンコーリン、オリンパスメディカルシステムズ、ガデリウス、カネカメディックス、
カワムラサイクル、京セラメディカル、グッドマン、コヴィディエン ジャパン、コロプラスト、コンバテックジャパン、GEヘルスケア・ジャパン、シーメンス・
ジャパン、ジェイ・エム・エス、島津製作所、ジョンソン・エンド・ジョンソンメディカルカンパニー、シンセス、ジンマー、スミス・アンド・ネフューウンドマネ
ジメント、スミスメディカル・ジャパン、住友ベークライト、スリーエムヘルスケア、ゼオンメディカル、泉工医科工業、センチュリーメディカル、テルモ、
テルモ・クリニカルサプライ、東機貿、トーイツ、トップ、東レ・メディカル、ドレーゲル・メディカルジャパン、ナガイレーベン、日機装、ニチバン、日東メ
ディカル、日本エム・ディ・エム、日本光電関西、日本コヴィディエン、日本シグマックス、日本ストライカー、ニプロ、日本ベクトンディッキンソン、日
本メディカルネクスト、日本メドトロニック、バイオトロニックジャパン、白十字、バクスター、パラマウントベッド、日立アロカメディカル、ビーブラウンエー
スクラップ、フクダ電子、富士システムズ、ホギメディカル、ボストンサイエンティフイックジャパン、ホリスター、マッケ・ジャパン、三浦工業、ミナト医科
学、メディカルユーアンドエイ、メディキット、メディコスヒラタ、メドライン・インターナショナル・ジャパン、メディコン、ユニチカ、ユヤマ

□放射線部門系
□検査部門系
□透析系
□内視鏡系

兵庫

近畿

○

×

SPD事業、ストーマ装具の
販売

アイ・エム・アイ、アズワン、アトムメデイカル、アムコ、アムテック、アルケア、アルフレッサファーマ、五十嵐医科工業、エム・シー・メディカル、オムロ
ンコーリン、オリンパス、オリンパスメディカルサイエンス販売、オリンパスメディカルシステムズ、カールツァイスメディテック、カネカメディックス、京セ
ラメディカル、クックジャパン、クリエートメディック、ケーシーアイ、健光社、高研、コヴィディエンジャパン、コニカミノルタヘルスケア、コロプラスト、コン
バテックジャパン、酒井医療、サクラ精機、サクラファインテックジャパン、GEヘルスケアジャパン、シーメンス・ジャパン、ジェイ・エム・エス、シャープ
マニファクチャリングシステム、ジョンソン・エンド・ジョンソン、ジンマー、スミス・アンド・ネフュー、スミスメディカル・ジャパン、住友ベークライト、スリー
エムヘルスケア、泉工医科工業、センチュリーメディカル、大衛、タカラベルモント、チェスト、テルモ、デヴィコアメディカルジャパン、東機貿、東芝メ
ディカルシステムズ、トップ、長野八光商事、ニプロ、日本エム・ディ・エム、日本ゴア、日本光電工業、日本ストライカー、日本ポール、日本メディカ
ルネクスト、日本メドトロニック、バイオメット・ジャパン、ビー・ブラウンエースクラップ、日立アロカメディカル、日立メディコ、富士システムズ、ベックマ
ン・コールター、ホギメディカル、ボストン・サイエンティフィックジャパン、ホリスター、松吉医科器械、ミズホ、村中医療器、メディコスヒラタ、メドトロ
ニックソファモアダネック、メディコン、ユヤマ、ラジオメーター

□心臓血管・循環器系
□放射線部門系
□検査部門系
□材料管理・滅菌部門系

新潟

東北

×

○

滅菌装置各種・洗浄装置
等の修理及びメンテナンス・
保守点検業務
医療ガス工事一貫サービス
および建設プラン

兵庫

近畿

×

×

開業支援領域

式会社日立ハイテクノロジーズ、日立ハイテクサイエンス、サーモフィッシャーサイエンティフィック、大塚電子、日本ウォーターズ、パーキンエル
マージャパン、堀場製作所、Bruker Daltonics Inc、パナソニックヘルスケア、メルクメルクミリポア事業所本部、日立工機、オリンパス、ＧＥヘルスケ
アバイオサイエンス、トミー精工、アプライドバイオシステムズジャパン、カールツァイス、日本ベクトン・ディッキンソン、エムエス機器、久保田商事、 □透析系
グライナー・ジャパン、住友ベークライト、シスメックス、日本フリーザー、日本モレキュラーデバイス、日立アプライアンス、シグマアルドリッチジャパン □心臓血管・循環器系
ライフサイエンス事業部、浜松ホトニクス、バイオメディカルサイエンス

