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2013 年、
ホギメディカルは
新成長局面へ

　ホギメディカルは、2012 年

10 月に中期経営計画を発表し

た。この計画は今 2013 年 3

月期から 2016 年 3 月期まで

の 4決算期をカバーしている。

医療の安全への貢献に努めた

50 余年の歴史を踏襲し、この

中期経営計画は、「飛躍へのた

ゆまぬ挑戦」というテーマを掲

げている。
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 Growth Driver
Jun-ichi Hoki    President and CEO



年 4 月に保木記録紙販売株式会社を設立

した。数年後には、同社の医療用記録紙

のシェアが 50％近くに達した。

　医療用記録紙のビジネスは順風満帆と

言える状況だったが、保木ファウンダー

は新製品の開発に乗り出す。記録紙は他

社の機器で使われるため、他社に依存し

ない独自製品を持つべきと判断したため

だ。「病院の中でどこが最も遅れているか

を懸命に探した結果、医療用機器の滅菌

を担当している部署にたどり着いたので

す」と、保木ファウンダーは説明する。

そして、1964 年春から滅菌包装袋の開発

を始めた。

　滅菌包装袋は器具や用具を簡単に包め、

しかも滅菌のために高圧の蒸気を通過さ

せねばならない。このため、素材は耐熱、

耐圧、耐水が求められる。保木ファウン

ダーは合成樹脂など様々な材料を研究し

た結果、素材を紙と決め、多くの試行錯

誤の後、メッキンバッグの開発に成功し

た。当初はこのような新製品の採用に保

守的な病院が多くて販売に苦労したが、

1965 年春に東京医科歯科大学付属病院か

ら大量の注文が入り、これをきっかけに

メッキンバッグは病院に浸透していった。

メッキンバッグで
基礎固め

　東証 1 部上場の医療機器メーカー、

ホギメディカルは医療の安全に貢献し

た 50 年余の歴史を誇っている。同社は、

2011 年 4 月に創立 50 周年を祝った。

「資本金 1 万円の個人商店として事業を

始めたのですが、当初はそれが 50 年も

続くとは思っていませんでした。まし

てや、株式市場に上場することなど考

えてもいなかったですね」と、創業者

である保木将夫名誉会長ファウンダー

は振り返る。

　保木ファウンダーは、紙・文具の小売

業である保木明正堂を 1955 年に創業し、

そこから医療用記録紙の専門販売に転進

した。当時、医療機関は科学医療という

時代に入り、多くの診断用機器が輸入品

を中心に病院に導入されていた。特に、

診断用機器の記録紙はほとんどが輸入品

であったため、保木ファウンダーはその

成長性に着目し、医療用記録紙の販売を

開始したわけである。そして、日本でも

輸入品に負けない心電計用記録紙を製作

できるようになった機会を捉えて、1961
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医療の安全への貢献に努めた
50年の歴史

そして、この独自製品が医療機器メーカー

としてのホギメディカルの基礎を築くこ

とになった。

院内感染防止の
不織布製品で飛躍

　メッキンバッグが順調な拡大軌道に

乗ったところで、ホギメディカルはディ

スポーザブル不織布製品の開発を開始す

る。その当時、有名な病院で手術中の感

染が原因となって医師が死亡するという

事件が相次ぎ、院内感染が大きな社会問

題になったからだ。開発の動機について、

保木ファウンダーはこう語る。「院内感染

を防止するため、微生物を通過させない

素材による手術用ガウンなどを何として

も開発しなければならないと決心しまし

た」。

　ホギメディカルは当初、日本の製紙メー

カーの不織布を素材としてガウンなどを

製造し、1972 年に医療用不織布製品の販

売を開始した。しかし、素材の質がよく

ないため、手術中にガウンが破れるとい

うことが起こった。
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Head Office



このため、良質の素材を探したが、なか

なか見当たらず、適切な不織布を欧州で

見つけたのは 1973 年のことだった。そ

して、かなりの時間が経過した後に、こ

の不織布がデュポン製のソンタラとわ

かった。しかし、デュポンは米国の医療

用器具の大手であるジョンソン・アンド・

ジョンソンとの契約を理由にホギメディ

カルにソンタラを供給せず、供給を開始

したのは、ソンタラの特許が切れてジョ

ンソン・アンド・ジョンソンが自社でソ

ンタラを製造するようになった 1982 年

だった。

　当時、ガウンなど医療用不織布製品の

市場には、ジョンソン・アンド・ジョン

ソンに加え、もう一つの大手であるバク

スターが参入していた。これにホギメディ

カルが加わり、3 社による激しい競争が

展開したのだ。競争の決め手として、ホ

ギメディカルは顧客であるそれぞれの医

師が要求する製品をスピーディに製造す

ることに注力した。これによって、製品

の数が膨大になり、コストがかさんだが、

最終的にはホギメディカルが 75％のシェ

アを獲得することになった。

　ちなみに、ホギメディカルの主力商

品の市場規模は、メッキンバッグが記

録 紙 の 10 倍、 不 織 布 製 品 が メ ッ キ ン

バッグの 10 倍、にそれぞれ拡大した。

ここに見るように、不織布製品がホギ

メディカルの飛躍への原動力になった

のは間違いない。

病院の経営効率化目指す
「オペラマスター」

　医療用不織布製品に続くホギメディ
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カルの主力商品が、ディスポーザブル

医療用具一式をパッケージにしたキッ

ト製品である。ホギメディカルは 1993

年 頃 か ら キ ッ ト 製 品 の 開 発 を 始 め た。

この背景について、保木ファウンダー

はこう指摘している。「不織布製品に新

規参入する会社が増えてきた当時、米

国からキット製品の輸入が増えてきま

した。そこで、ここにビジネスチャン

スがあると考えたのです」。と言うのは、

手術室で使う器具をすべてパッケージ

にしたキット製品は、手術準備の短縮

をはじめ病院の業務効率化と安全性の

向上に大きく寄与できるからだ。しか

も、注目すべきポイントは、それまで

の主力商品である医療用不織布製品が

キット製品の重要な内容物であること

だ。「この点に着目して、キット製品の

市場は不織布製品を大きく上回ると見

込みました」と、保木ファウンダーは

続ける。想定したように、キット製品

は 1998 年 3 月期から離陸に向かった。

　 キ ッ ト 製 品 の 需 要 が 拡 大 す る 中 で、

ホギメディカルは病院の医師・術式別

に 1 手術・1 キットで対応できるフル

キットを中核とする製品・物流・情報

管理の総合システムである「オペラマ

ス タ ー」 を 開 発 し、 そ の 販 売 を 2004

年 3 月期に開始した。これに際し、販

売の対象を急性期病院の大手 1000 病

院に絞り込んだ。政府が病院の機能分

化、つまり急性期（一般病床）と慢性

期（療養病床）への二極分化を強く後

押ししていることが背景だ。現在、病

院の 7 － 8 割が赤字経営と言われてい

るが、ホギメディカルは「オペラマス

ター」を病院の経営効率化の決め手と

して提案している。
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飛躍に向けて
中期経営計画がスタート

2000 万円に増加する、と見込んでいる。

　こうした利益成長のエンジンになるの

が、主力の製品・サービスである「オペ

ラマスター」の販売を重点に置く「オペ

ラマスター戦略」だ。「オペラマスター」

は、医師・術式ごとに 1 手術・1 キット

で対応できるように手術で使用するディ

スポーザブル品を組み合わせて梱包した

製品であるフルキットを中核とし、製品・

物流・情報管理の 3 つを基軸とする総合

システムだ。医療機関の業務効率化・在

庫削減・原価管理を全面的にサポートす

るトータル・ソリューション・サービス

である。医療機関の経営改革が強く求め

られている中、ホギメディカルは「オペ

ラマスター」により病院経営の効率化・

合理化に寄与する情報を可視化する方法

を確立し、病院への提案を一層強化する。

　

競争力のある商品づくり
―新キット工場を建設

　「競争力のある製品づくり」では、ま

ず主力製品・サービスである「オペラマ

スター」について更なる付加価値の向上

テーマは
「飛躍へのたゆまぬ挑戦」

　中期経営計画のテーマについて、保木

潤一代表取締役社長兼 CEO はこう語る。

「少子高齢化の急速な進展などにより医療

保険制度が揺らいでいる状況下、医療機

器業界は厳しい経営環境が続くと予想し

ています。これから各企業の優勝劣敗が

ますます鮮明になるでしょう。こうした

環境に対応して、われわれは “ 飛躍への

たゆまぬ挑戦 ” をスローガンに掲げまし

た。具体的には、創業からの経営方針を

踏襲しながら、長期にわたって企業価値

を向上させるための施策を果敢に実行し

ていきます」。

　中期経営計画では、「継続的な利益成

長」・「競争力のある製品づくり」・「次期

主力製品の開発」・「社内体制の強化」と

いう 4 つの重点施策に取り組む方針であ

る。「継続的な利益成長」では、損益計画

として、売上高は 2012 年 3 月期の 318

億 7300 万円から 2016 年 3 月期の 385

億 5000 万 円 へ と 拡 大 し、 経 常 利 益 は

2012 年 3 月期の 78 億 2500 万円から増

益基調を続け、2016 年 3 月期には 96 億
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を図る方針だ。「オペラマスター」につい

ては、すでに新しいサービスとして「手

術管理システム」の提案を開始している。

これは、「オペラマスター」のシステム部

分を拡張したもので、手術室の「見える化」

に貢献することがセールスポイントだ。

このシステムは、さまざまな情報収集ツー

ルによって得られるデータから、収益管

理・在庫管理・稼動管理を行うことがで

き、医療現場の業務負担やコストを把握

して手術室運営を一層効率化する。いわ

ば、病院の経営改善に役立つサービスだ。

今後は、このような付加価値のある製品・

サービスづくりに取り組む方針である。

　加えて重視しているのは、安全な製品

の安定供給とそれを可能にする製造設備

の確立である。この方針に沿って、ホギ

メディカルは約 200 億円を投じてキッ

ト製品の新工場を建設する。新しい工場

は茨城県牛久市の現工場の隣に建設し、

2016 年 3 月期から順次稼動する計画だ。

新工場の生産能力は年 100 万キットを想

定している。　「ホギメディカルの設備投

資コンセプトは “ 競争力のある製品づく

り ” と “ 生産性の向上を図る原価低減 ” で

す。新工場では、ラインの増設で生産量

の伸びに対応すると共に、設備の増設を

細分化して高い稼働率を維持します」と、

保木社長は説明する。新工場の特色は、

自動化で効率化を実現し、原価低減につ

なげることである。具体的には、医療用

具を仕分けるロボットなどを導入し、作

業の自動化を徹底的に進める方針だ。

　キット製品を使う病院のメリットは、

多くの種類の医療用具の在庫を抱える必

要がなく、手術ごとに在庫を取り出す手

間を軽減できることにある。病院が手術

予定の数日前にホギメディカルにキット

製品を発注すると、手術の前日に届けら

れるからだ。現状では、ホギメディカル

が受注して発送までにかかる時間は 4 日

だが、新工場の稼動後はこれが短縮され

る。病院の経営が厳しさを増す状況下、

ホギメディカルはこうした措置によって

病院の在庫圧縮に寄与することを狙って

いるわけだ。

「医療現場に役立つ製品」
の新商品開発に注力

　創業以来、ホギメディカルは製品のラ

イフサイクルを特に重視してきた。つま

り、「優れた製品でも成長は長く続かない」

と考え、「主力製品の売上高が伸びている

間に次の成長製品を軌道に乗せる」こと

により、中長期の成長を目指している。

そのために、「次期主力製品の開発」を重

点施策の一つとし、新製品開発に経営資

源を重点配分し、とりわけ医療現場に貢

献する製品の開発に注力している。

　例えば、前 2012 年 3 月期に発売した

新製品の「IC TRACER」は、手術中に試

用したガーゼが体内に遺残しないように

ガーゼに IC タグを取り付け、機械でト

レースすることができるシステムである。

機械で正確に早くガーゼの枚数をカウン

トすることにより、看護師の業務負担軽

減と安全性の向上が図られるといった効

果を期待できる。今 2013 年 3 月期には、

この新製品、「IC TRACER」の販売に総力

を挙げて取り組んでいる。

　中期経営計画の期間中、ホギメディカ

ルは創業以来継続してきた「医療の現場

に役立つ製品」をコンセプトとし、「医療

安全」、「低侵襲」、「病院経営」、「在宅・

介護・予防」という４つの分野をテーマ

に定めて新製品を開発する方針だ。「現在、

当社が手がけている新製品の開発計画は、

そのほとんどが顧客である医療機関との

共同開発です。言い換えれば、顧客が求

めている製品・サービスの開発を最も重

要視しています。例えば、開発テーマの

一つである “ 低侵襲 ” については、拡大し

ている内視鏡関係の手術に関連する製品

を中心に開発を進めています」と、保木

社長は語っている。

　顧客が求めている製品・サービスの一

つとして、薬剤管理システムを挙げられ

る。薬剤師の不足によって薬剤関係の管

理は手術室以上に厳しい状況に置かれて

いるからだ。これに対応し、ホギメディ

カルは「オペラマスター」の手術管理シ

ステムの延長線上の製品・サービスとし

て薬剤管理システムを中期経営計画期間

中に開発する方針である。

　50 年の歴史と今後の経営方針につい

て、保木潤一代表取締役社長兼 CEO はこ

う語る。「50 年余の歴史を踏襲しながら

これからホギメディカルをさらに飛躍さ

せる方針です。まずは、売上高 500 億円

の達成に向けて走ります。経営の根幹は

変えませんが、多くの新しい製品とサー

ビスの開発に全力を投下します。30 年後

には商品が一変しているかもしれません。

よく “ ホップ・ステップ・ジャンプ ” とい

う言葉が使われますが、これで言うと当

社の現状はステップの段階にあると認識

しています。この中期経営計画の期間中

に “ たゆまぬ挑戦 ” によって飛躍への準備

を徹底的に進め、ジャンプするという展

望です。ホギメディカルは、医療の安全

への貢献をスローガンに掲げて走り続け

ます」。
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 Growth Driver
IC TRACER, SECUREA

IC トレーサーは、IC タグを利用して手
術時のガーゼのトレーサビリティを行
う新しいガーゼ管理システムです。

A. 

セクレアとは、ポリウレタンを素材と
したスポンジで、鏡視下手術での圧排、
吸液、洗浄、圧迫止血などを目的とし
て開発した製品です。

B. 

A

B



History
1955 東京都文京区に保木将夫（現当社名誉会長ファウンダー）の個人商店として保木明正堂を創業し、 

 　紙・文具小売と医療用記録紙の販売開始 

1961 東京都文京区に資本金 100 万円で保木記録紙販売株式会社を設立 

1963 HOGY 印心電計記録紙の販売開始 

1964 東京都練馬区に野方工場を設置し、メッキンバッグ（滅菌包装袋）の製造開始 

 メッキンバッグの販売開始 

1967 千葉県柏市に柏工場を建設し、野方工場を閉鎖 

1970 商号を株式会社ホギに変更 

1971 千葉県流山市に第一配送センターを設置 

1972 医療用不織布製品の製造及び販売開始 

1977 東京都知事より毒物劇物一般販売業の登録、医薬品販売業の許可を受ける。医療用具販売業を届出 

1978 茨城県稲敷郡美浦村に美浦工場（現美浦工場第一）を建設し、メッキンバッグ及び不織布製品の製造開始、 

 　柏工場の業務吸収 

1979 旧柏工場を改築し、第二配送センターを設置 

1982 E・I・デュポン社製「不織布ソンタ ®」を使用した医療用不織布製品の製造販売を開始 

1983 美浦第二工場完成し、不織布製品専用工場とする。隣接地に第三配送センターを設置 

1984 OR パック（手術用覆布パック）新製品の販売開始 

1985 独自の全面採用システムによる不織布製品の販売戦略を開始 

1987 商号を株式会社ホギメディカルに変更 

1988 業務の統一管理及び省力化のため新コンピュータシステムを導入 

1989 江戸崎配送センター（全自動倉庫）設置 

1991 東京証券取引所市場第 2 部に上場 

1992 江戸崎滅菌センター（電子線滅菌）稼働 

1993 美浦第三工場（1994 年 4 月に美浦第二工場に統合）完成 

 筑波工場用地（南奥原工業団地）取得 

1994 江戸崎配送センター増築完成、第一配送センター統合 

 キット製品の販売開始 

 P.T. ホギインドネシア（現・連結子会社）設立 

 東京営業所ビル完成 

1995 筑波滅菌センター（全自動電子線滅菌）完成 

1997 筑波配送センター（全自動倉庫）完成 

1999 鋼製器具の販売開始 

2000 東京証券取引所市場第１部に指定替え 

2002 本社ビル完成 

 本社を現在地（東京都港区）に移転 

2003 筑波キット工場が完成し、キット製品専用工場とする 

2004 オペラマスターの販売開始 

2005 筑波工場オペラマスター専用生産ライン稼働開始 

2006 筑波新配送センター（筑波 OPC）（全自動倉庫）稼働開始 

2007 P.T. ニットウマテックスインドネシア（現連結子会社、2008 年２月に P.T. ホギに商号変更）孫会社化 

2009 P.T. ホギインドネシアが P.T. ホギを吸収合併 

 「手術管理システム」を市場投入 

 P. T. ホギインドネシアのパック・キット製品製造工場（パック・キット製造工場）完成 

2011 創立 50 周年 

  P.T. ホギメディカルセールスインドネシア（現連結孫会社）設立 

 手術管理システム発売開始 

2012 IC TRACER 発売開始


