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スペーサーシステムは手術使用後の薬剤・医療材料のコスト記録を自動化するロボットシステム

医療⽤マグネシウム合⾦を⽤いた医療機器に応⽤可能な⽣体吸収性素材

心疾患治療の未来を変えるマグネシウム合金製生体吸収性スキャフォールド

１世紀培った針づくりの技術を医療に！

熊本県ものづくり企業と医療機器
メーカーとの展示交流会出展企業一覧

オオクマ電子 株式会社

・バーコード読み取り、ラベル認識画像処理の独⾃
の技術で正確な薬剤・医療材料管理を実現。
・読み取ったデータを基に独⾃の⼿術統計レポート
を作成し、経営改善コンサルティングを提案。

ロボット制御技術

様々な形状・大き

さの薬剤を自動的

に1本づつ確実に

ピックアップ

ラベル認識画像処理技術

薬剤、医療材料を正確に

識別する独自の画像処理

技術

開発中製品例
⽣体吸収性スキャフォールド ⽣体吸収性ステープラー

医療⽤マグネシウム合⾦の開発から鋳造、
押出による細線、細管、板材などの⽣体
吸収性素材⽣産および精密加⼯によるス
キャフォールド素材の提供

微細かつ均⼀な
結晶組織

安定⽪膜形成による
優れた⽣分解寿命

九州オルガン針 株式会社

外科⼿術関係

★医療機器製造業登録

★医療機器メーカーとの取引実績あり

透析⽤のガイド針電気メス先端電極部 カテーテル⽤のガイド針

製造

不二ライトメタル 株式会社

経験あり

開発中

・少量から量産まで対応可能
・お客様のニーズに合った製品を共に開発製造
いたします
・量産時、専⽤設備を⾃社開発することで低コ
スト化を実現

株式会社

日本医療機器技研

⼼疾患治療⽤⽣体吸収性スキャフォールドの
実⽤化開発を推進しています。その他、消化
器ならびに運動器疾患⽤治療機器の受託
開発を⼿掛けます。

マグネシウム合⾦⺟材製造から最終製
品組み⽴てに⾄るまで⼀貫した⽣産体
制の下で、ハイスペックな医療機器を創
⽣します。

安⼼安全な純国産次世代ステントを⼀
刻も早く医療現場へとお届けします。

★NEDO事業採択
★AMED事業申請中
⾃社開発医療機器（クラスⅣ）

製販

高度販売

未来

★スペーサーシステムは大学病院など

全国の病院への導入実績あり

★特許３件取得

経験あり

開発中

未来

高度販売

共同研究

開発中

未来

開発中

製造 経験あり

共同研究

診療科名

共同研究

外科、薬剤部

共同研究

循環器内科

4

3
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製造

経験あり

開発中

製販

高度販売

未来

共同研究

診療科名

医療用針誤刺し防止器具

めっき技術による　微細部品の製造加工。金属表面の機能特性向上。

自社開発医療機器を中心とした樹脂精密切削加工品

まもる〜のクラウドサービス

◆主要設備
・３Dプリンター ・３Dスキャナー ・３D⾮接触形状測定装置
・３DCAD ・マシニングセンター ・その他加⼯設備

株式会社スリーダイン

仕様構築、設計、製造、制御のスペシャリスト
集団が、あらゆる製造⽅法を駆使し、想いを
カタチにします。

■ ペン型注射器
針外しキット
『ななこ®』

１．⼯業⽤プラスチック加⼯
２．アルミ構造材設計組⽴
３．全⾃動半導体洗浄装置
４．省⼒化機器
５．医療・防災商品の開発

■ VR医療機器
操作体験教材

株式会社

オジックテクノロジーズ

★医療機器部品の開発中
さまざまな産業分野のメーカーとめっき技術の
開発
精密電鋳を利⽤して、がん細胞を捕捉する
フィルターを開発中

株式会社

上村エンタープライズ

★医療機器製造業許可
★管理医療機器販売業及び賃貸業許可

樹脂精密切削加⼯

⾃社開発医療機器（クラスⅡ）を中⼼に医療業界向け樹脂精密切
削加⼯品を展⽰いたします。

提案型営業により、多くのお客様に信頼された樹脂精密切削加⼯品
をご覧下さい。

⾃社開発医療機器を中⼼とした樹脂精密
切削加⼯品

ＡＳＤ 株式会社

弊社睡眠計の特徴

⾼感度エアバッグセンサーで呼吸・⼼
拍・体動を計測し睡眠の状態を判定。
センサーはベッドマットの下に設置する
ため、直接体に触れず違和感なくご利
⽤いただけます。

介護施設向け睡眠⾒守りサービスとして
夜間の業務改善を実現。
2018年4⽉ 在宅向け睡眠⾒守りまも
る〜のクラウドサービスをリリース予定。

経験あり 開発中 共同研究

開発中
共同研究

消化器科
未来

製造 製販
共同研究

循環器科

開発中

経験あり 開発中

8

7

6

5

開発中の電鋳マイクロフィルター概要
がん患者の⾎中に存在する循環腫瘍細胞(CTC)を診断に利⽤し、少量

の採⾎で従来の画像診断よりも⼿軽な検診の実現を⽬指している。僅か
にしか存在しないCTCは、捕らえることが⾮常に難しいが、開発を進めている
マイクロフィルターで、効率よく、選択的に捕捉することが可能になる。
その他製品
めっき技術で表⾯の撥⽔、硬さ、⾊など特性を向上させることが出来ます。
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製造

経験あり

開発中

製販

高度販売

未来

共同研究

診療科名

電解水＋水素で陰極電荷を付加した歯科用吸引式洗浄・殺菌・消毒器具

開発アルマイトの紹介【導電性・抗菌・耐熱性アルマイト】【超硬質アルマイト】

医療、福祉分野に向けた画像処理、生体信号処理ソフトウェアのご提案

軽量化と精密機械

医療機器 20年以上の実績︕

株式会社

熊本アイディーエム

◎⼝腔洗浄技術の紹介
◎電解⽔の機能を活かした電荷ナノバブルによる
⼝腔メディカルケア
◎訪問⻭科診療を含めた⼝腔メディカルケア装置
◎ベッド上で⼊浴と同等な効果のある介護装置の
開発

ネクサス 株式会社

総合病院の薬品、薬剤,輸液、アンプル等の
払出し装置を２８台納⼊実績あり。
⼿に持つものや、持ち運ぶ検査機・装置につ
いては、軽くて丈夫な⽅が良いので、鉄やアル
ミニウムから、マグネシウムやプラスチックＧ⼊り
に置き換えて製作出来ます。

株式会社 熊防メタル

弊社独⾃のアルマイト（⽩・⿊・艶消し）
や亜鉛メッキ、無電解ニッケルなど、医療
機器メーカーへ導⼊実績あり

導電性・抗菌・耐熱性アルマイト

不動態⽪膜であるアル
マイト⽪膜に⾦属を電
解析出させることで【導
電性】【抗菌】【耐熱
性】を特性として持たせ
た独⾃開発処理。

従来の硬質アルマイトに
⽐べ、より緻密な微細孔
を持つ酸化⽪膜を形成
し、かつ⽪膜硬度、耐⾷、
耐摩耗性を⾼めた
陽極酸化技術。

超硬質アルマイト

株式会社 テラプローブ

・バイオメトリクス分野、特に画像処理、⽣体信号に
関するソフトウェア開発・販売
・半導体デバイスに組込み可能なソフトウェアの開発
・国⽴⼤学と共同研究実績あり
・国⽴病院と臨床実験中

医療分野 30年以上の実績︕

経験あり 共同研究

血液浄化センター

経験あり 開発中

共同研究

未来

開発中 共同研究

神経内科

経験あり

１２

１１
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製造

経験あり

開発中

製販

高度販売

未来

共同研究

診療科名

ME機器管理システムZEROMEゼロシステム 株式会社

医療機関向けソフトウェア
・ME機器管理システムの開発販売
・褥瘡管理システムの開発販売
・物流管理システムの開発販売
・透析業務⽀援システムの開発販売

★全国100ヵ所以上の医療機関へ導⼊

ME機器管理システムZEROME

病院内の医療機器を管理
タブレット端末を活⽤し、点
検、ラウンド業務のペーパレ
ス化を実現

ICタグを使った、
所在管理機能で
院内の機器所在
を可視化

所在管理機能
経験あり

開発中

共同研究

国立病院

１３
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