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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6月20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 ： 医機連 正会員団体会員企業

３． 調査期間 ： 2022年5月31日-6月10日

４． 回答方法 ： WEBよりアンケートに回答

５． 回答先 ： (一社)日本医療機器産業連合会

回答件数 133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 7 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 133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？

82%

14%
4% 受けている

受けていない
回答できない

 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(28),PP(19),プラスチック(17)
綿等(17), ABS樹脂(13),樹脂成型資材(8)
ポリスチレン(5),スチロール(5),石油由来フィルム
(5), PC(4),ポリエチレン(4),フッ素樹脂(2)

電気電子
部品

半導体(50), CPU(29), IC(17), FPGA(5)
マイクロプレート(5),ノイズ対策品(5)
コネクタ(5)

金属材料 ステンレス(22),アルミ(20),金属全般(12)
鋼材(10),貴金属(7),鉄(5),真鍮(3)
チタン材料(3)

その他 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),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
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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？

69%

26%

5%
受けている

受けていない

回答できない

 回答企業の69 ％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(22),PP(19),プラスチック(17)
綿等(17),ABS樹脂(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),フッ素樹脂(2)

電気電子
部品

半導体(50), CPU(35), IC(17), FPGA(5)
ノイズ対策品(5),コネクタ(5)

金属材料 ステンレス(21),アルミ(20),金属全般(12)
鉄(10),貴金属(7),コバルト(5),鋼材(5),
真鍮(4),チタン材料(3)

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),動物血液(3)
放射線遮へいシート(3),油(3),ガーゼ(2)
繊維(2),ガラス機材,フィルム,ヘリウム
炭化ケイ素

 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）
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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

55%26%

14%
5%

(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
50%

28%

15%
7%

(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

52%32%

6%
10%

(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。

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）が病院製品の値上げをしないため、原料価格の値上げ分を全く吸
収できない
原油価格高騰による運賃の高騰など
値上げができない場合は、撤退の可能性あり
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
部材調達難によるコスト増、在庫増、長納期化
不安定な部品調達、製品納入遅延により、原材料・部材・製品在庫上昇
度重なる生産調整による固定費増加
世界各地でのロックダウン影響による船舶便確保の困難さに加えて部品輸入、製品輸出の
物流費高騰
使用部材変更に伴う設計変更にリソースを割かれ、他業務遅延
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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？

41%

41%

17%
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

 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80％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？

10%

47%20%

23% 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

 回答企業の20％が転嫁する予定はない
と回答
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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することは難しい
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

輸入品に関しては、為替変動による購入費の高騰、輸送費の高騰、納期の遅延と三重苦
の状況
原材料・部材の仕入れ価格は過去1～2年以内に同一メーカーから数回値上げ要請があり
全て承諾してきた。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、この状態が
長期化した場合、経営に大きく影響することが懸念される。
原材料・部材の仕入れ価格高騰、物流費高騰しても情勢から受けざるを得ない
一方で保険点数・薬価の制約等あり値上げが難しく、自社で吸収するしかない
製品価格に転嫁する予定だが 将来 追加の値上げが予想され 価格を決めかねている
今まで在庫を持たないで購入をしていた部品が、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を進める必要が出てきている。在庫増（在庫金額
増）となる
綿糸の原料である綿花は中国の新疆ウイグル人権問題から端を発しており、そこにコロナでの
生産減、輸送費高騰などが重なり2019年比250％高になっている。天然繊維のため気候
にも左右され相場で投機マネーも入っており自助努力では対応不可能
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】
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医療機器はエッセンシャルビジネスであり社会インフラとしても非常に重要であるが、生産部
材調達においては小口であり、部材確保は厳しい状況が続いている。
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
取引先工場等の事情により、承認書、認証書に記載されている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可能性が出てくる。一変等の承認・認証申請、
生物学的安全性試験が必要になれば、審査等に期間を要することになり、医療機器の
市場への供給が止まってしまうことが懸念される
この状況(価格高騰、入手難)がいつまで続くのか、部品メーカー自身が分かっておらず、
回答してもらえない。そのため、ユーザー(病院など)に納得してもらえるような説明ができない
原材料メーカーは「円安」を理由に価格を上げるが、「円高」に振れた際には値下げをせず、
価格が上がる一方である
原料メーカーが不採算製品の統合、廃版を進めるケースがある
取引先からの事前案内がなく、突然の未納入が多々あり、対応に困っている
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
部品ﾒｰｶｰからの納期回答が出てこない

【取引先】

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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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
近い将来物流センターからの配送を委託している宅配便業者の価格値上げによるコスト
上昇が懸念される。また、一部チャーター便を移用しているが、生命関連製品の物流費抑
制のため、輸送会社と医機連で協議し、会員企業に効率の良い運搬を提供してほしい

【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

ここ最近急激に進んだ円安による影響を大きく受けている
海外：ロックダウン等地域の販売数低下。ロシアによるウクライナ侵攻等の要因
国内：非常事態宣言、まん延防止処置による販売数低下
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
通常ルート以外からの在庫調達の為、仕入れコスト大幅増、リードタイム長期化による資金
繰り影響や失注。部品調達や製造工程でイレギュラーな作業が多く発生し、品質維持の
コスト上昇
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
当社は契約で決められた金額で製品を海外から輸入し、国内で販売する業態なので、未だ
原材料高騰の影響は本格化していない。但し、海外メーカーからは原材料や物流費の高騰
が示唆されており、今後少しずつ影響が顕在化してゆくものと懸念している。

【その他の要因】
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特殊な技術を保有する協力会社(中小企業)が廃業した場合、それに代わる同一製品、
同一品質、同一価格での調達は困難になることが予想される。また、製造所追加には
一定期間の準備が必要であるため、実質的に生産がストップすることが懸念される。
部材入手難により、通常の正規商流ではない仕入先(流通品業者)から部材を購入する
ケースも増えているが、品質保証がない為品質が心配。原因不明の不具合が出るケースあり
原料メーカーの中には設備老朽化等の理由で事業を撤退する企業が増えてきている。国
内に同等品がなく海外から調達するケースもあり、為替による影響や品質維持の面等で
苦慮している。

【取引先】

材料の変更等を行う必要があり、そのための薬事承認等の変更が必要となる製品がでて
きており製品の安定供給への不安定要素となっている。
グローバルな視点での市場優位性として、製品供給力を強化していく上での生産能力向上
・人的労働力の確保
新型コロナ禍による原材料不足や物流停滞や価格高騰に加え、自然災害リスクや地政学
的リスクなど事業に影響を及ぼす不確実性が高まっている。当社ではそれらを想定して安定
供給とBCP対応の強化を図っている

【社内体制】

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
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