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原材料・部材の仕入れ価格高騰や入手難
および物流費高騰の影響に関する
アンケート調査集計結果原材料・部材の仕入

れ価格高騰や入手難
および物流費高騰の影響に関する

2022年7月８日
(一社)日本医療機器産業連合会
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調査概要

１． 調査事項 ： 原材料・部材の仕入れ価格高騰や入手
および物流費高騰の影響

２． 調査対象 ： MTJAPAN 会員企業
医機連 正会員団体会員企業

３． 調査期間 ： MTJAPAN:2022年3月16日-4月15日
その他医機連：2022年5月31日-6月10日

４． 回答方法 ： MTJAPAN:調査用紙に記入しメールにて回答
その他医機連：WEBよりアンケートに回答

５． 回答先 ： MTJAPAN
集計：(一社)日本医療機器産業連合会

回答件数 185件
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調査概要

団体 企業数 団体 企業数
(一社)日本画像医療システム工業会 10 日本医用光学機器工業会 3
(一社)電子情報技術産業協会 2 (一社)日本分析機器工業会 1
(一社)日本医療機器工業会 21 (一社)日本コンタクトレンズ協会 1
(一社)日本医療機器テクノロジー協会 59 日本理学療法機器工業会 5
(一社)日本医療機器販売業協会 1 (一社)日本補聴器工業会 2
(一社)日本ホームヘルス機器協会 3 (一社)日本衛生材料工業連合会 14
(一社)日本歯科商工協会 29 (一社)日本臨床検査薬協会 22
(一社)日本眼科医療機器協会 5 その他 6
商工組合 日本医療機器協会 1

16団体 185社

団体別 回答企業数
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1. 現在、原材料・部材の仕入れ価格高騰の影響を受けていますか？

 回答企業の82％が影響を受けている

分類 具体例（企業数）

樹脂材料 シリコーン(35),PP(33),綿等(18),プラスチック
(17), PC(16),ABS (14),樹脂成型資材(8)
PE(8),ポリスチレン(5),スチロール(5),石油由来
フィルム(5), フッ素樹脂(2),PET(2),レーヨン(2)
PPSU(2)

電気電子
部品

半導体(50), CPU(34), IC(21),コネクタ(8)
FPGA(5).マイクロプレート(5),ノイズ対策品(5)
電気部品(5)

金属材料 ステンレス(27),アルミ(27),金属全般(12)
鋼材(11),貴金属(7),チタン (7),コバルト(5)
鉄(5),真鍮(5),珪素鋼(2)

その他 滅菌包材(10),クエン酸ソーダ(5),パラジウム(5),
医療用ガーゼ(5),抗体・基質(5),紙類(剥離紙）
(5).絶縁油(5),輸入診断試薬(5), PFA(5)
アクリル系粘着剤(5), PFA(5),資材全般(5)
抗原、抗体原料(4),動物血液(3)
放射線遮へいシート(3),油(3),接着材(2)
ガーゼ(2),繊維(2)

 特に影響を受けている原材料・部材
（各社における上位5つまでの回答）

＊1社のみの原材料・部材は未記載

82%

14%

4%

受けている
受けていない
回答できない
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２．現在、原材料・部材の（仕入れ価格高騰以外の要因による）入手難の影響を
受けていますか？

 回答企業の70％が影響を受けている

分類 具体例（企業数 記載なしは1社）

樹脂材料 シリコーン(33),PP(21),プラスチック(17),綿等
(17),ABS(13), ポリスチレン(5),石油由来フィ
ルム(5), PC(4),ポリエチレン(4),製品容器
(3),PE(3),フッ素樹脂(2),PVC(2),ナイロン(2)
PTFE(2),PET,ウレタン樹脂(2),レーヨン(2)

電気電子
部品

半導体(50), CPU(38), IC(25),コネクタ
(15),FPGA(5),ノイズ対策品(5),電気部品(2)

金属材料 ステンレス(23),アルミ(21),金属全般(12)
鉄(10),貴金属(7),コバルト(6),鋼材(6),
チタン材料(6),真鍮(4),

その他 アクリル系粘着剤(5),クエン酸ソーダ(5), PFA(5)
パラジウム(5),マイクロプレート(5).医療用ガーゼ
(5),抗体・基質(5),紙類(剥離紙)(5)
絶縁油(5),輸入診断試薬(5), 資材全般(5)
抗原、抗体原料(4),滅菌包材(4),動物血液
(3),放射線遮へいシート(3),油(3),接着剤(3)
ガーゼ(2),繊維(2), ヘリウム(2)

 特に影響を受けている原材料・部材
（各社における上位5つまでの回答）

70%

25%

5%

受けている
受けていない
回答できない

＊1社のみの原材料・部材は未記載
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３．現在、物流費高騰の影響を受けていますか？

 回答企業の77％が影響を受けている

 航空輸送
・減便による運賃高騰（コスト10倍も）
・仕立て便のチャーターにより単価上昇
・ウクライナ情勢悪化により欧州経路が中東
経由になり価格高騰

 海上輸送
・運賃高騰、コンテナ不足（コスト5倍も）
・サーチャージの影響で価格上昇
・各国のロックダウンによる便の確保難

 国内輸送
・単純な上昇に併せ、梱包サイズ自体も小さく
する２重の値上げ

 その他
・出荷までの滞留期間の保管料増
・リードタイムの延長
・物流コストの部品価格への転嫁
・諸外国での現地人件費上昇による費用高騰

77%

18%

5%

受けている
受けていない
回答できない

具体的な影響例
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４．原材料・部材の仕入れ価格高騰や入手難、および物流費高騰による
事業への影響についてお聞きします

59%
32%

7%

2%
（１）減産・生産停止等、生産計画への影響

既に影響が出ている
影響が懸念される
影響はない
回答できない

45%

32%

18%

5%

（２）納期遅延・受注抑制等、顧客への影響

既に影響が出ている
影響が懸念される
影響はない
回答できない

49%

38%

5%
8%

（３）収益への影響

既に影響が出ている
影響が懸念される
影響はない
回答できない
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(4) 事業縮小の検討など、(1)-(3)以外の事業への影響がありましたら、
ご自由にご記入下さい

部材価格が通常の数十倍に増加
海外工場への一部移管を検討
国産計画を検討
増産設備投資の遅延、部材変更で、再度承認取得が必要に
原材料、部材の確保や前倒しの発注 在庫過多による管理費、在庫金利の増加
工場稼働予定の調整
稼働減による人員削減。
市場へ出荷する製品の欠品を懸念している
生産調整や代替品検索等に多くの労力等を費やしている
価格改定などによるリーフレットなどの修正廃棄、今後の賃金への影響等
OEM先(販売メーカー)が製品の値上げをしないため、原料価格の値上げ分を吸収できない
入手難により、既存製品の製造への影響のみならず、新規開発がスムーズに進まない
値上げができない場合は、撤退の可能性あり
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５．原材料・部材の仕入れ価格高騰や入手難、
および物流費高騰による製品の
安定供給への影響はありますか？

 回答企業の約40％が既に影響を受けている

 影響が懸念されるを含めると81％を占める

６．原材料・部材の仕入れ価格高騰や
物流費高騰を製品価格に
転嫁していますか？

 回答企業の24％が転嫁する予定はない
と回答

40%

41%

18%

1%

既に影響が出ている

影響が懸念される

影響はない

回答できない

9%

41%
24%

26% 転嫁している

転嫁する予定

転嫁する予定はない

回答できない
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６．「転嫁する予定はない」とお答えの方、その理由をご記入下さい

償還価格が上がらない限り転嫁はできない
償還価格が下げられているので、価格据置以上の価格転嫁はできない
診療報酬等、仕組みとして何らかの方策がないと転嫁することはできない
その他経費の削減によって吸収している
ここ、15年程値上げはしていないが、仕入メーカー様は3年に1回位のペースで値上げされて
いる。今回は値上げ幅が大きく社内吸収では到底難しい
エンドユーザーに対して製品の値上げ要請を行う場合、他社製品への切り替えが懸念される
ため、製品価格に転嫁することができない
海外企業含め競合製品の価格競争が激しいことから、最終製品の値上げは難しい状況
売上への影響懸念
当社単独でのアクションでは現実の価格転嫁は難しく、臨床医、市場環境や流通など
全般的な状況を見ながらの判断が必要
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7．原材料・部材の仕入れ価格高騰やおよび物流費高騰に関して、その他お困りのことが
ありましたら、ご自由にご記入下さい

部材加工費も高騰。協力企業の値上げを受けざるを得ない
露のウクライナ侵攻による航空便減便や遠回りルート調達でコスト、L/T増
コンテナ不足により、海上輸送から航空輸送に切り替えでコスト増
製品タイプによっては原価割れ(逆ザヤ)が発生しているため 経営に大きく影響することが懸念
主要材料を輸入しているため為替の変動で更に価格に影響があり困っている
価格高騰・物流費高騰により数量を取り纏めて購入や先の予定を見越して購入

【価格高騰】

電気部品市場では部品の取り合い。代替品も入手できない
大企業の在庫抱え込みの影響を受けている
大手原材料メーカーより「値上げを認めなければ販売しない」と通告あり
納期が確定しない。納期回答もない。先が見えず生産計画が立てにくい
多品種少量生産のため、購入頻度が低く仕入れ先からの値上げ連絡が突然来ることがある
取引先工場の事情により、原材料の仕入れが不可能になった場合代替材料が見つからない
市場流通品で入手した部材が不良品の為使用できない事がある

【取引先】
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国民の医療を維持すための優遇制度（部材の優先調達、補助金等）
代替部材への迅速な変更承認（切替前の材料在庫が厳しい状況）
電気部品の発注を数年先まで行わなければならない状況。販売見込みが不明な中での
発注は厳しい。通常ルートでは、電気部品が手に入らす、海外のネットショップから購入して
いる状況。このままだと、生産できない状況は差し迫ってる
国内、医療機器メーカーにも電気部品の供給を行うよう働きかけてほしい
半導体の入手難が深刻。特にFPGAとCPU正規ルートの商社から入手出来ないので、高額
な市場品を買わなければならない状況。通常購入価格1,000円程度のICが50,000
～60,000円で購入している。工業会などの団体或いは経産省などの国が旗振りして、各社
で困っている部品を見える化して、部品のトレード（融通）し合う仕組みを構築してもらいたい。
報道や商社・半導体メーカーからは、現在の供給困難な状況は来年度（CY2023）も
継続するとの見解が出ている。医療市場（病院、医療従事者、患者 他）に対する我々
医療機器メーカーの責任は非常に重い
安定調達、価格安定にむけ政府、各種団体からのサポートをお願いします

【要望事項】

7．原材料・部材の仕入れ価格高騰やおよび物流費高騰に関して、その他お困りのことが
ありましたら、ご自由にご記入下さい
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８．原材料・部材の仕入れ価格高騰や入手難、および物流費高騰以外に、
事業に影響を及ぼす要因が現在ありましたら、ご自由にご記入下さい

急激な円安による仕入れ価格の高騰
為替差損による収益への影響
電気料金の改定によるエネルギーコストの増加診療報酬改定による償還価格の見直し
新型コロナ等の影響で輸出用コンテナの手配が円滑でない現状
生産が遅れ、契約納期が守れない。契約違反を問われる恐れがある
国内外の原材料入手難により、一部製品が減産になった
資材不足や輸入遅れで、生産設備の納期が遅れ、生産計画に影響も
露のウクライナ侵攻により、ガスや放射性物質の入手難が懸念される
自動車産業等の発注増で、加工メーカーの工程が確保できない
便乗値上げと思われる申し入れが多数ある
外資系半導体メーカーの部品統廃合による突発的な生産中止宣言を受けた
世界全体の生産量に影響が出ており、また日本におけるビジネスの収益性低下から製品の
日本への割当に関して優先順位が低下している
この状況下においてもユーザー(病院など)からは値下げ要求があり、断れないケースも多い
この状況下では、ユーザーの価格に対する考え方も要因となっている
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