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日本医療機器販売業協会（医器販協）ご紹介日本医療機器販売業協会（医器販協）ご紹介

医療機器販売業者（ディーラ）の全国組織
全国の医家向け医療機器の販売業者が加盟した 全国唯一の医療機器販売業全国の医家向け医療機器の販売業者が加盟した、全国唯 の医療機器販売業

団体として平成１０年１１月に設立。会員数は1362社。
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医器販協（日本医療機器販売業協会）医機連（日本医療機器産業連合会 ） 医器販協（日本医療機器販売業協会）

医器工（日本医療機器材料工業会）
MEDIS－DC 

医器工（日本医療機器材料工業会）（財）医療情報システム開発センター

@MD N 日医工（日本医用機器工業会）

医機連加盟 その他１７団体

@MD-Net 
医療機器・材料業界情報化協議会経済産業省

医機連加盟 その他１７団体
流通システム開発センター
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医器販協医器販協 およびおよび 情報部会情報部会 の役割りの役割り

医療機器・材料販売業界の情報化促進を図るため、関連機関との協力医療機器 材料販売業界の情報化促進を図るため、関連機関との協力
および連携を行い、医療機器データベースの精度アップ、登録件数の
拡大・項目内容の充実に貢献します

高度情報化時代における医療業界において、医療材料及び医療用具の
物流の中核を担う我々卸業者として、医療材料物流サプライチェーンを
推進するための情報化に寄与します

医療機器デ タベ スの運営による 会員 の医療機器情報の提供と

推進するための情報化に寄与します

医療機器データベースの運営による、会員への医療機器情報の提供と
関連業務の支援

医療機器データベースの精度向上とサービス内容の充実

行政や医機連・ＭＥＤＩＳ－ＤＣとの連携および連絡調整

医療機器物流サプライチェーンマネージメントの推進活動

医器販協会員へのＩＴ化推進へ向けた啓発活動の実施医器販協会員 のＩＴ化推進 向けた啓発活動の実施
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医療機器医療機器 およびおよび 医器販協データベースの状況医器販協データベースの状況

№ 項 目 内 容 備 考

1 会員企業数 ９３社 医器販協会員の約７％に相当

2 データ件数 約７５万件 業界最大規模のデータ件数

3 登録企業数 ６６４社

4 項目数 ５５３項目 １件の項目数4 項目数 ５５３項目 １件の項目数

5 ログイン数 ９０万アクセス ３，０００件／日以上のログイン回数が発生

【リスクに応じた分類】 【項目数－全ての要求に対応－】

基本情報
商品名・規格・製品番号・
ＪＡＮコード・製造販売業者

クラス分類 特定保守

一般医療機器

（クラスⅠ）

Ｘ線フィルム・メス・医療用はさみ・
血圧計・聴診器・副木 等 １７．０万件 ２２．７％

管理医療機器
注射針・採血針・補聴器・電子体温計・
超音波診断装置 電 内視鏡 薬事法関連

クラス分類・特定保守・
生物由来・承認番号

償還情報
特定保険医療材料名・
償還価格・医事コード

管理医療機器

（クラスⅡ）
超音波診断装置・電子内視鏡・
Ｘ線診断検査装置 等

１１．８万件 １５．７％

高度管理医療機器

（クラスⅢ）

輸液ポンプ・シリンジポンプ・電気メス・
除細動器・人工心肺装置・
コンタクトレンズ 等

２０．８万件 ２７．７％
償還価格 医事

梱包形態 荷姿・ＰＩ情報

（クラ ） コンタクトレンズ 等

高度管理医療機器

（クラスⅣ）

冠動脈ステント・ＰＴＣＡカテーテル・
人工血管・吸収性縫合糸・
ペースメーカー・人工心臓 等

１７．７万件 ２３．５％

・体外用診断薬

その他 滅菌方法・使用区分 等その他
体外用診断薬

・雑品 ７．７万件 １０．４％
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医器販協データベースの課題医器販協データベースの課題

迅速な更新作業の実現

チェック精度の向上

負荷軽減

操作性・レスポンスの向上
（システムが旧式化）

検索機能の強化メンテナンスの負荷軽減

会員数の伸び悩み

プラットフォームの統一化

検索機能の強化
（複合やあいまい検索）

加工しやすいデータの提供プラットフォ ムの統 化
（Ｃ／Ｓ型システムからの脱却）

画像も含めた情報の提供

（自社システムへの取り込みに
利用）

様々な出力帳票の提供
モバイル機器など、外出先でも
利用できる機能の提供

事務局にて軽度な改修が可能な

様々な出力帳票の提供

事務局にて軽度な改修が可能な
仕組み
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eeBASE BASE 採用の決め手とシステム構造の比較採用の決め手とシステム構造の比較

現システム 新システム

パッケ ジを利用し 早期導入と運用管理コストの低減を目指す

オリジナル開発なので、運用開始
後のデータベース構造や機能の
変更負荷が高く、それにかかる

スト負担も大きい

パッケージを利用し、早期導入と運用管理コストの低減を目指す

→「 eBASE」は、様々な業界で実績のあるパッケージ

色々な形式の情報（文字・画像等）が取り扱える

出力形式も多種多様（印刷・ＥＸＣＥＬ形式等）である

デ タ構造フレキシビリテ が高い

オプション eB-series

コスト負担も大きい

操作性・見やすさ重視のweb画面

便利な機能も搭載！

データ構造フレキシビリティが高い

ニーズに応じたオプションの導入により、段階的な機能拡張が可能

データ

オリジナル
開発

Ｗｅｂ
アプリ

データ eBASEserver

Ｗｅｂ
アプリ

eBASEweb
（webソフト）

ソフト eB-series

EXCELファイル・EXCEL帳票の出力が可能
EXCEL帳票フォ マットは追加 変更が

便利な機能も搭載！

PCの他にモバイルにも対応！

ミドル
ウェア

Oracle

ベース

ミドル
ウェア SQL server

ベース （基本ソフト）

マルチメディアコンテンツ管理機能で、
文字データの他に、画像データや

EXCEL帳票フォーマットは追加・変更が
容易に可能！

データ
チェック

EXCEL データ
チェック

eB-check
eB-compare

データチェックを、EXCELで行って
いたが 大量デ タの更新箇所の

データ登録 データ更新・メンテナンス

文字デ タの他に、画像デ タや
オフィース形式など、あらゆるファイルの
管理が可能！

いたが、大量データの更新箇所の
確認が大変！

CSVファイルによる一括登録と、
１レコード単位での画面登録が
可能！

差分比較ツールで、
データ更新作業も改善！
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eeBASE BASE を利用した運用イメージを利用した運用イメージ

会員企業

外出先
医器販協 事務局 画面照会

外出先
（モバイル対応）

多彩な検索機能を利用して素早く検索
出来るだけ１画面で情報が確認できるよう
分類された見やすい画面構成

情報提供

メ カ 様メーカー様
ご提供

MEDIS-DC

カタログや
デジタルデータ

ＥＸＣＥＬ形式ファイル、
EXCEL帳票の出力が可能

eBASE series
出力

新医器販協ＤＢ
は ビジュアル化

EXCEL帳票の出力が可能。
（帳票は、追加・変更が容易に可能！）

eBASE series
JAHID 医療機器DB

は、ビジュアル化
が進み、分かり
易く、使い易くな
ります

更新作業がスムーズに行えるので、
精度の高い情報の掲載が早期に実施

電子
カタログ

精度の高い情報の掲載が早期に実施
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