
国立国際医療研究センター　公開ニーズ一覧　　（2022年3月現在）

No 診療科 開発するデバイスの種類

1 リウマチ膠原病科 内視鏡デバイス

2 リウマチ膠原病科 処方薬の包装

3 リハビリテーション科 自宅・施設で使える医療用電気刺激装置

4 リハビリテーション科 お惣菜を柔らかく温めることのできる機器

5 医療機器管理室 離床センサー

6 医療機器管理室 感染リスク指示薬

7 医療機器管理室 点滴架台

8 医療機器管理室 点滴架台

9 医療機器管理室 コード配線

10 医療機器管理室 人工心肺モニター

11 医療機器管理室 人工肺循環補助装置

12 医療機器管理室 酸素流量計

13 医療機器管理室 外部から判断する身体測定デバイス

14 医療機器管理室 非侵襲的且つ持続的血液測定デバイス

15 医療機器管理室 簡易型医療機器管理システム

16 医療機器管理室 医療機器シミュレーター

17 医療機器管理室 直接操作をしない医療機器の操作方法

18 医療機器管理室 新しいコンセプトのRFタグ

19 医療機器管理室 医療現場でスマートグラスを使用したい

20 医療機器管理室  アルコール消毒用プッシュポンプ

21 医療機器管理室 自動搬送用カート

22 医療機器管理室 自己（事故）抜針防止用留置針

23 医療機器管理室 NPPVマスクを選択するデバイス

24 医療機器管理室 生体情報モニター等のケーブル保守管理台

25 医療機器管理室 人工呼吸器の設定条件がわかるデバイス

26 医療機器管理室 医療ガス配管を繫ぎ易くしたい

27 看護部 拘束帯

28 看護部 拘束帯

29 看護部 抑制帯・拘束帯

30 看護部 止血用押圧器具

31 眼科 点眼（患者さん用）の補助具

32 救急科 ベッド/チューブ類

33 救急科 便器

34 救急科 ストレッチャー/CT台

35 救急科 頸椎カラー

36 救急科 ID識別機器

37 救急科 点滴針

38 救急科 モニター

39 救急科 容易に汚染なく創部の洗浄を行える器具

40 救急科 アルコール濃度簡易測定機器（医療用）

41 救急科 従来より持ち運び易いビデオ喉頭鏡

42 救急科 四肢筋内圧を非侵襲的に測定する機器

43 救急科 緊急事態発生お知らせ携帯アプリ

44 救急科 頚椎カラーの汚染を最小化できるデバイス

45 形成外科 簡易型3Dマイクロシステム

46 形成外科 体外固定式マイクロクランプ

47 形成外科 エコー用マーキング機器

48 形成外科 簡易手術用顕微鏡

49 研究所膵島移植プロジェクト 新規細胞移植用埋め込みデバイス

50 呼吸器外科 術中の乳び胸・リンパ漏れ簡易検査デバイス



No 診療科 開発するデバイスの種類

51 呼吸器外科 手術内視鏡の曇り止め、血液垂れ込み防止

52 呼吸器内科 内視鏡診断用のキュレット・小型カメラ

53 呼吸器内科 新規酸素ボンベキャリアーの開発

54 呼吸器内科 人工呼吸器グラフィックモニターの自動解析

55 呼吸器内科 重症患者の換気モニタリングシステムの構築

56 国際医療協力局 途上国用透析用フィルター

57 国際医療協力局 安価な手指衛生評価

58 国際医療協力局 HIV感染暴露後の薬剤キット

59 国際医療協力局 偽造医薬品検出器

60 国際医療協力局 途上国向け医療標準化・見える化電子カルテ

61 国際医療協力局 途上国で使用可能なHPVテストキット

62 国際医療協力局 病理遠隔診断プラットフォーム

63 国際医療協力局 HIV予防内服薬のパック化

64 国際医療協力局 途上国向け新生児用SPO2モニター

65 国際医療協力局 看護業務の一部を担うロボット等

66 国際医療協力局 電源なしで3日間持つクーラーボックス

67 国際医療協力局 充電器不要の胎児ドップラー

68 国際医療協力局 小児科患児の口腔内の診察用ライト

69 国際医療協力局 血液スクリーニング感染症検査キット

70 国際医療協力局 血液スクリーニング感染症PCR検査

71 国際医療協力局 尿検体による性感染症PCRキット

72 国際医療協力局 人工呼吸器用バッテリー

73 国際医療協力局 病理診断支援システム

74 国際医療協力局 陣痛中の妊婦用自動監視装置

75 国際感染症センター 直接監視用デバイス

76 国際感染症センター 情報伝達システム

77 国際感染症センター 診療支援デバイス　（耳鏡に類似した形状）

78 国際感染症センター 感染対策遵守状況のモニタリングシステム

79 国際感染症センター 感染対策に用いる個人防護具

80 国際感染症センター 陰圧陽圧切替可能なクベース

81 国際感染症センター ネット回線を介さないビデオ通話デバイス

82 国際感染症センター 感染リスクの低いCVポート開発

83 国際感染症センター 汚れや細菌を非接触で可視化するデバイス

84 国際診療部 通訳・翻訳機能を持ったロボット

85 産婦人科 ハサミあるいは組織回収装置

86 産婦人科 子宮頸管狭窄予防留置チューブ

87 産婦人科 経腹超音波プローブ専用カバー

88 産婦人科 腟・外陰専用の潤滑油

89 産婦人科 子宮頸管留置チューブ

90 産婦人科 痛みの少ない腟鏡

91 歯科・口腔外科 口腔内拡大・詳細観察用デバイス

92 歯科・口腔外科 口腔内保護デバイス

93 歯科・口腔外科 プレート固定補助デバイス

94 歯科・口腔外科 病変判別用デバイス

95 歯科・口腔外科 固定用デバイス

96 歯科・口腔外科 抜歯用デバイス

97 歯科・口腔外科 連絡用デバイス

98 歯科・口腔外科 口腔ケアがやりやすい人工呼吸器用マスク

99 歯科・口腔外科 高性能口腔内管理システム

100 歯科・口腔外科 特殊な歯科用ミラー

101 歯科・口腔外科 歯科治療時のアシスト器具



No 診療科 開発するデバイスの種類

102 歯科・口腔外科 簡易型診療補助器具

103 歯科・口腔外科 口腔内清掃器具

104 歯科・口腔外科 口腔内清掃器具

105 歯科・口腔外科 患者移動用デバイス

106 歯科・口腔外科 手をフリーにできる安価な照明装置

107 歯科・口腔外科 口腔ケア時に頭位を固定できるクッション

108 歯科・口腔外科 誰でも簡単に着脱できる開口器

109 歯科・口腔外科 誰でも簡単に持てる歯ブラシグリップ

110 歯科・口腔外科 針刺し防止用の簡易装置

111 歯科・口腔外科 口の中の「きれいさ」測定器

112 歯科・口腔外科 「歯の状態」を調べる機器

113 歯科・口腔外科 多数歯欠損・無歯顎患者に適応する開口器

114 歯科・口腔外科 歯科治療用PPE

115 歯科・口腔外科 AI技術による埋入インプラントの判別装置

116 児童精神科 子どものメンタルヘルスに関するアプリ

117 集中治療科 気管内血餅（フィブリン塊）除去カテーテル

118 循環器内科 レジストリー研究の病診連携ネットワーク

119 小児科、新生児内科 非侵襲的連続血糖測定装置

120 小児科、新生児内科 NCPR心拍モニター

121 小児科、新生児内科 非侵襲的頭蓋内圧測定機器

122 小児科、新生児内科 乳児採尿器具

123 小児科、新生児内科 閉鎖式保育器の除湿器、器内温度調節機器

124 消化器内科 酸素吸入カテーテル

125 食道胃外科 高度肥満手術における鉗子類の開発

126 食道胃外科 高度肥満手術における手術道具類の開発

127 食道胃外科 せん妄に対するセンサーの開発

128 食道胃外科 ドレーンの新しい固定方法についての開発

129 食道胃外科 患者用アプリ

130 食道胃外科 腸瘻チューブの接続

131 食道胃外科 針を探す金属探知機ロボットの開発

132 食道胃外科 手術室におけるゴミひろいロボットの開発

133 食道胃外科 採血をしなくとも血液ガスが感知できる器械

134 食道胃外科 術中にクリップの金属を感知できるシステム

135 食道胃外科 皮膚保護剤の開発

136 食道胃外科 ドレーン排液を吸収してくれるシートの開発

137 食道胃外科 ローラがない経腸用チューブの開発

138 食道外科 腸瘻チューブ/経鼻経管チューブ

139 食道外科 胃瘻チューブ

140 心臓血管外科 新しい冠動脈バイパス用スタビライザー

141 整形外科 電動工具用のドリル、ソーのジェネリック品

142 内科 ルンバールの髄圧測定器

143 内科 点滴ラインの先端

144 内科 血糖測定器

145 内科 抑制帯

146 内科 採血の翼状針

147 内科 インスリン注射用デバイス

148 内科 インスリン注射用デバイス

149 内科 血糖測定用デバイス

150 内科 認知症患者用玩具

151 内科 せん妄予防

152 内科 医療用白衣, 靴、眼鏡



No 診療科 開発するデバイスの種類

153 内科 病棟患者ひまつぶしアルゴリズム

154 内科 PHS 

155 乳腺外科 手術時の切除範囲マーキング用試薬

156 乳腺内分泌外科 乳房部分切除による欠損部の補填素材

157 脳神経外科 X線CT

158 脳神経外科 血管造影装置

159 泌尿器科 超音波プローブ

160 泌尿器科 尿道カテーテルに装着する蓋（キャップ）

161 皮膚科 医療／衛生材料の有効活用

162 放射線診療部門 CTガントリ感染防止カバー

163 放射線診療部門 体表マーカー

164 放射線診療部門 CT装置用体重計測機能付きマット

165 薬剤部 抗がん剤自動調製ロボット

166 薬剤部 医薬品の温度湿度モニタリングツール

167 臨床研究センター  教育研修室 枕

168 臨床研究センター  教育研修室 通信システム

169 臨床研究センター  教育研修室 バイタルモニター

170 臨床研究センター  教育研修室 電池の寿命が長い身体活動計


