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高齢化社会の到来高齢化社会 到来

４人に１人が６５歳以上/６５歳１人を現役世代３人で支える４人に１人が６５歳以上/６５歳１人を現役世代３人で支える

総人口の減少

現役世代の減少

高齢者は横ばい
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医療費の内訳

2014/11/11 Terumo Corporation 3

0 20 40 60 80 100

厚労省, 医療保険データベース(2012)

万円
医療費の内訳



社会保障制度社会保障制度

医療・介護費の急増 社会保険料収入と乖離医療・介護費の急増、社会保険料収入と乖離
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出典: ＫＰＭＧ



高齢化社会における医療課題と貢献高齢化社会における医療課題と貢献

• 課題• 課題

» 健康悪化

» 医療費増加» 医療費増加

» 地域医療・介護

» 医師・病院の不足» 医師 病院の不足

• 企業の貢献

» 患者様にやさしい医療・革新的製品を届ける

» 医療機関・介護現場に安全と効率を提供する

» 国民の医療負担を減らす

» 予防医療、在宅・自分でできる医療を提案する
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医療機器医療機器

• 医療従事者の皆様に使って頂いて、はじめて患者様に医療従事者の皆様に使って頂いて、はじめて患者様に
医療を提供できる

• 日本の医療機器• 日本の医療機器

» 製品数: １.８万品目(３０万種類)

» 市場規模: 約２ ４兆円» 市場規模: 約２.４兆円

» 企業数: ４,９００社(８０％が中小企業) 従業者数: １２万人

産 特• 産業の特徴

» 景気動向に左右されにくい

高齢化 経済発展 技術進歩 成長» 高齢化、経済発展、技術進歩で成長

» 知的集約型産業 (=高付加価値産業)
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日本でこそ育成されるべき産業日本 そ育成 れ き産業

• 医療器市場 世界的に成長• 医療器市場、世界的に成長
» ２８兆円、成長率 ５-７％

» 先進国: 高齢化、医療費と介護の課題 ３９兆円

医療器市場

» 先進国: 高齢化、医療費と介護の課題

» 発展途上国: 人口増加、高齢化、経済発展

» 日本は横ばい ２８兆円» 日本は横ばい

• 日本の強みを活かし、成長産業へ 3.1

5.4

アジア

その他
新興国

２８兆円

本 強 活 成長産業

» ものづくり日本

» 高齢化の最先端
5.6

2.9

欧州

日本

» アベノミクス３本の矢 10.8米国

２０１２ ２０１７
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２０１２ ２０１７

出典: Espicom WWMedical Market Forecast to 2017 (2012)



テルモ株式会社テル 株式会社

• １９２１年創立• １９２１年創立
第一次大戦の影響で輸入が途絶えた体温計
を国産化するため、北里柴三郎博士をはじめ
とする医師らが発起人となり設立とする医師らが発起人となり設立

• 社名の由来社名の由来
体温計を意味するドイツ語から命名
Thermometer(テルモメーター)

国産体温計
の標準器
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の標準器



テルモの事業内容テル 事業内容

海外売上比率事業構成と売上比率 海外売上比率事業構成と売上比率

• 社員数 ４,７６４名

• テルモグループ関連子会社
８１社, １９,２６３名

生産拠点 ２５ (国内６ 海外１９)
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• 生産拠点 ２５ (国内６, 海外１９)



私たちが大切にしていること私たちが大切に る と

• 企業理念企業理念

医療を通じて社会に貢献する

• ビジョン

ユニークな輝く技術で, 人にやさしい医療を実現します

• 企業活動規範

» 開かれた経営
• 安全と安心

痛み 侵襲の少ない» 開かれた経営

» 新しい価値の創造

» 安全と安心の提供

• 痛み、侵襲の少ない

• 使いやすい

• 治らない疾患を治す安 と安心 提供

» アソシエイトの尊重

» 良き企業市民

治らない疾患を治す

• 予防、自分でできる

• 短時間、経済価値
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世界最細の注射針世界最細 注射針

糖尿病の注射針糖尿病の注射針

先端部の直径 突き刺すのではなく、

０.１８mm 「小さく切る」針先形状

製造方法
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一枚の板から丸めて加工



侵襲の少ない心臓血管治療侵襲 少な 心臓 管治療

外科治療 → カテーテル治療

ステント

外科治療 → カテ テル治療

カテーテル 心臓以外でもカテーテル治療心臓以外でもカテ テル治療

脳動脈瘤

転載: Univ Ottawa 2009

大腿部から手首へ
腹部大動脈瘤

転載: Univ Ottawa 2009
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下肢狭窄



予防、在宅・自分でできる医療予防、在宅 自分 きる医療

高齢者疾患 体温高齢者疾患

>６５歳の医療費 要介護原因

体温

循環器
その他

脳血管
その他

パーキンソン

血圧

癌

筋骨格
糖尿病

泌尿器

高齢
衰弱

転倒
骨折

関節

痴呆

血糖

糖尿病 骨折

転倒防止靴下 ヒッププロテクタ

出典: 厚労省データ

尿検査

活動量計
転倒防止靴下 ヒッププロテクター
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医療従事者との連携:医療従事者との連携:
テルモメディカルプラネックス®

• 医療従事者のトレーニング施設

• 第２の研究開発センタ の位置づけ• 第２の研究開発センターの位置づけ

テルモメディカルプラネックスの価値テルモメディカルプラネックスの価値
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結語: 医療機器企業の役割結語 医療機器 業 役割

• 医療を通じて 高齢化社会に安全と安心を提供する• 医療を通じて、高齢化社会に安全と安心を提供する

• 世界に誇れる医療を日本から発信する

• 医療に関わる皆様と連携し、人にやさしい医療を届ける

新しい医療を創出する人材を育成し 日本を活性化する• 新しい医療を創出する人材を育成し、日本を活性化する
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ご清聴、ありがとうございましたご清聴、ありがとうございました

テルモ研究開発本部テルモ研究開発本部
神奈川県足柄上郡中井町神奈川県足柄上郡中井町
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神奈川県足柄上郡中井町神奈川県足柄上郡中井町



はテルモ株式会社の商標です。
テルモ、アップウォーク、マモリーナ、テルモメディカルプラネックスは
テルモ株式会社の登録商標です。テルモ株式会社の登録商標です。
©テルモ株式会社 2014年10月
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