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四、医療機器業界 

 

(一)医療機器の分類及び業界概要 

 

 医療消耗品は、医療機器の中の一つの種類である。台湾薬事法23813 条 1 項に

よると、所謂医療機器とは、「人間の病気を診断、治療、軽減、又は直接に予

防し、又は人間の身体構造及び機能に影響を及ぼすに足り、しかも薬理、免疫

又は代謝方法により人体に作用せずに、その主な機能を果たす器具、器械、道

具、物質、及びその付属品、ソフトウェア、体外診断用医薬品及びその関連物

品を指す」と明文規定されている。 

 

 医療機器の主な目的は、人間の健康を守り、病気予防、診断、治療及びリハ

ビリに使用するためにあり、その安全性及び機能は人体の健康及び人間の命と

深く関わるので、医療機器産業は、厳格的な法規制を受けている。 

 

 医療機器の範囲は広く、人体と直接若しくは間接な関連性があるので、その

範囲、種類、管理等の事項は、別途主務機関により管理規則を定めて規制する

（薬事法 13 条 2 項239）。 

 

 台湾の医療機器管理規則2条240によると、医療機器はリスクの程度によって、

三種類に分けられ、第一級(綿棒、ガーゼ、絆創膏、電動車いす、医療用マス

ク〈手術用マスクを除く〉、多機能ウォーカー等)は低リスクに属し、第二級(使

い捨てコンタクトレンズ、血糖測定器、血圧測定器、体温計、耳式体温計、タ

ンポン、コンドーム、低周波治療器等)は中リスクに属し、第三級(シリコン豊

胸バッグ、冠動脈用ステントシステム、ペースメーカー等)241は高リスクに属

                         
238 尚注目すべきなのは、国際的な趨勢に対応するため、行政院は 2017 年で「医療機器管理法」

の草案を作り、医療機器を「薬事法」より分離して、単独に医療機器の専用の法律を制定

する動きがあった。なぜなら医療機器は主に製品のリスクの度合いより、クラス分類して

別々で規制するので、薬品の管理とは異なる。しかも近年医療機器分野の経営モードから

すると、薬品分野の経営モードとは明らかに異なるため、現行法の通り「薬事法」で対応

するだけでは、とても医療機器の管理を適切に運営しきれないように思われる。 
239 薬事法 13 条 2 項に「前項の医療機器につき、中央衛生主務機関が実情の必要の応じ、その

範囲、種類、管理又はその他の管理すべき事項に即し、医療器材管理規則を定める」と規

定されている。 
240 医療機器管理規則 2 条に「医療機器はそのリスクの度合いにより、下記のクラスに分けら

れている：第一クラス：低リスク。第二クラス：中リスク。第三クラス：高リスク」。 
241 参照： 

https://www.hcshb.gov.tw/home.jsp?mserno=200802220002&serno=200802220015&menudat

a=HcshbMenu&contlink=hcshb/ap/news_view.jsp&dataserno=201407080003 （最終閲覧日：

2019 年 12 月 27 日）。 

―203―



204 
 

する。 

 

 この医療機器の分類は、いずれも医療消耗品の使用に関わる。よく目にする

医療消耗品は、病院で頻繁に使われる品目であり、多くは技術レベルの比較的

に低い製品である。例えば、創傷被覆材、包帯、注射針、カテーテル、マスク、

医療用手袋、X線フィルム、外科手術用ゴム製品等がある。しかし近年その関

連産業の発展に伴い、技術レベルが上がり、売上高利益率が比較的高い製品の

研究開発に向けて進んでおり、より広範囲の臨床応用を目指している。 

 

 台湾において、医療消耗品の製品は、主に下記の数種類に分類されている242： 

 

 個人保護用医療機器―医療従事者及び患者等が医療過程及び医療行為

における細菌、微生物、放射線等の有害物質の感染又は伝播、人間同士

の直接的な接触及び感染を防ぐために、病院が提供するものである。例

えば、マスク、手袋、防護服等である。 

 輸液注射及び検体検査用の医療機器―主に医療用体外物質及び人体物

質例えば血液、体液、組織液を伝送等、または医療行為において医療物

質を輸注又は吸引するものである。例えば、注射針、注射器、カテーテ

ル等である。 

 救急及び傷跡ケアの医療機器―、たとえば創傷被覆材、包帯、注射針、

止血材等である。単回使用医療機器が多く、患者の自宅でも使用できる

医療機器である。 

 その他プラスチック、ゴム及び紙製製品―上記の範囲外の医療機器はほ

ぼこのカテゴリーに含まれている。主に単回使用医療機器であり、例え

ば生理用ナプキン、おむつ、コンドーム、外科手術用ゴム製品等の医療

用製品及び紙製品である。 

 

 2017 年の世界の医療機器製品の売上高を参照すると243、医療消耗品は 16%を

占めており、しかも医療機器の製品において着実に成長する安定感を示してい

る。医療消耗品の市場は、医療機器産業中にある程度の市場シェアを占めてい

る。BMI Research 社の研究報告によると、2017 年世界の医療機器の市場規模

は約 3,598 億米ドルであり、2020 年は 4,253 億米ドルに上る見込みであり、

                         
242 参照：https://www.twcsi.org.tw/topic_detail.php?Iid=2131 （最終閲覧日：2019 年 10

月 27 日）。 
243 経済部工業局、《2018 バイオテクノロジー産業白書》、頁 38-39。 
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医療機器業界の成長率は約 5.7%まで達する見込みである244。2018 年と 2019 年

の分布概況を参照すると、その比率は 2017 年と大差ないが、医療用消耗品は、

逐年約 0.1%の割合で成長しつつあり、消耗品製品の使用量が需要者数に正比

例している傾向がある245。 

 

 台湾において、主に医療消耗品を製造する企業は多数あり246、如何に医療消

耗品を産業上で利用していくかが、医療消耗品を製造する企業にとって、非常

に重要な課題である。 

 

(二) 医療消耗品特性 

 

医療消耗品の X線チューブヘッド、血液透析器のカテーテル等は、単回使用

の消耗品であるため、他の業界にある消耗品・修理部品のように修理又は交換

が効くものではない。医療消耗品は、技術レベルの比較的に低い消耗品も多い

が、精密な医療機器と同じように、厳格な法規制の管理下に置かれている。そ

の主務機関は、台湾の「衛生福利部食品薬物管理署」であり、医療機器検査登

記審査規則によると、各クラスの医療機器、医療消耗品も含まれ、検査を受け、

認証番号を取得してから初めて販売することもできる。医療機器がその認証取

得したかどうかは、主務機関の設置するデータバンク247で調べることができる。 

 

(三) 医療消耗品を消毒して再利用するについて 

 

 医療消耗品の再利用について、業界ではかなりの物議をかもしている。2019

年 5 月に、台湾でいくつかの病院が単回使用医療機器を医療機器で消毒して再

利用したというマスコミの報道248があり、大きな議論を呼んだ。台湾の衛生福

利部はこれを非常に重視し、患者の安全を守り、医療品質の維持及び患者の権

益に鑑み、医療機器は、認証を得た医薬品添付文書により単回使用と記載して

ある場合は、一度使用した限り、原則として廃棄するというプレスリリースを

発表した249。 

                         
244 前掲書、頁 35。 
245 張慈映、林怡欣、2019、《医療機器産業年鑑》、頁 48。 
246 経済部工業局、《2018 バイオテクノロジー産業白書》、頁 90。 
247 医療機器認証証書検索サイト、https://mdlicense.itri.org.tw/DB/MDLicense.aspx (最終

閲覧日：2019 年 12 月 23 日)。 
248 聯合新聞サイト、2019 年 5 月 9 日、〈調査報告／医学界の黒幕を暴く、単回使用医療機器

は重複に使用された〉、参照：https://udn.com/news/story/7266/3802509 (最終閲覧日：

2019 年 10 月 31 日)。 
249 衛生福利部プレスリリース、2019 年 5月 9日、参照： 
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 更に、衛生福利部は、各業界の専門家を集めて、単回使用医療機器について

の会議を開催した。その結論としては、各国の医療機器の管理規則を参照する

と、医薬品添付文書に単回使用医療機器と記載されているにもかかわらず、フ

ランス以外の国はほぼ消毒して再利用することが許されていることが分かっ

た。しかし、「安全性」、「機能性」及び「患者の負担しきれる範囲」という三

つの原則と大前提として、再利用できるものを「列挙する」（列挙されない限

り再利用できない）という形で、衛生福利部がその再使用の品目及び使用規定

を定めようとしている。病院はこれらに列挙された物を使用するとき、その（再

使用のものと新品の）メリットとデメリット及び費用をきちんと患者に説明し

た上で、患者に選べる権利を与えなければならない250。 

 

 医療消耗品は前述の通り、その性質は、単回使用して廃棄するものに属する

ものが多く、関連医療消耗品の医薬品添付文書に「単次使用に限る」や「消毒

して再利用することを禁止する」と明記されているものも勿論あるが、医療消

耗品にも、単価が比較的に高いもの例えば腹腔鏡、胸腔鏡等の機械等があり、

コスト削減するために消毒して再利用する病院もあるという251。この状況に対

して反発する医療スタッフも患者もおり、台湾患者連盟は、単回使用医療機器

を消毒して再使用する場合は、医療機器自体が圧力で歪んだりする場合で体液

または血液を消毒しきれず、細菌感染を起こした場合は、とても再利用の品質、

安全性または有効性を確保できず、患者に高いリスクをもたらしかねないと述

べている。 

 

 これに対して、ある学者は、ほかの国は単回使用医療機器について明確的な

規定が定めてあると挙げた。例えばアメリカの食品医薬品局（U.S. Food and 

Drug Administration, FDA）は、単回使用医療機器を消毒して再利用しようと

する場合は新品並みで、一定の手続きを行った上で初めて販売でき、特に感染

リスクの高い医療機器に対してはより厳格に規制されており、商品が販売され

た後も、随時監視して、医療機器の安全性の情報を集めなければならないとし

ている。 

 

                                                                       
https://www.mohw.gov.tw/cp-4257-47570-1.html (最終閲覧日：2019 年 10 月 31 日)。 

250 衛生福利部オフィシャルウェブサイト、2019 年 5 月 14 日、 

https://www.mohw.gov.tw/cp-4343-47642-1.html (最終閲覧日：2019 年 10 月 31 日)。 
251 劉育志医師、「単回使用医療機器は重複使用できるか？消毒した後に再利用は非常にリス

クの高いことである」。参照： 

https://www.thenewslens.com/article/118727 (最終閲覧日：2019 年 11 月 1 日)。 
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 イギリスの場合は、回収使用の医療機器の「追跡」に重きを置き、メーカー

が、使用済みの医療機器及びその回収再使用の回数を記録することが義務づけ

られているという。カナダの場合は一部の省に、当該医療機器がどの患者に使

用したかまで追跡しなければならない（感染のリスクを下げるために単回使用

医療機器は同じ患者で使用しなければならない）252。 

 

 事実、医療消耗品は消毒して再利用することは、医療機器安全性の規制の角

度からすると、性質上には再生産に属するように思われる。人体に高リスクを

もたらしかねない医療性消耗品の再利用は、実務上、病院側が自らの医療機器

を消毒して再利用したことも多見している中、衛生福利部は各国の法規制を参

考にして丹念に検討した上で法案を練ると示したが、未だ検討中である。現在

はっきりと分かっているのは、衛生福利部はゆくゆく「医療機器消毒再利用ガ

イドライン」を制定しようとしており、2019 年の 8 月の終わりの時点で、将

来的に少なくとも更に 4回の会議で打ち合わせして初めて、消毒して再利用で

きる単回使用医療機器のリストを列挙することができるという見込みである
253。 

 

(四) 医療消耗品の規制及びその保護手段 

 

 前述のように、医療消耗品は、医療機器関係の法規制又はまたはその機能性

で、再利用することが難しく、ライフサイクルも比較的に短いという性格によ

り、意匠権によって保護することが比較的に少なく、台湾の医療機器業界の専

利ポートフォリオを組む際は、特許、実用新案のほうが多い (下記の表を参照)。

一方、やはり実務上では意匠登録によって医療消耗品の外観を保護するケース

もある254。 

 

                         
252 許若茵、陳奕安、「単回使用医療機器を消毒して再利用、楊志良曰く、国際規範に沿える

ように」、参照： 

http://shuj.shu.edu.tw/blog/2019/10/14/%E9%87%8D%E6%B6%88%E4%B8%80%E6%AC%A1%E6%8

0%A7%E9%86%AB%E6%9D%90-%E6%A5%8A%E5%BF%97%E8%89%AF%EF%BC%9A%E7%9B%BC%E7%AC%A6%E5

%9C%8B%E9%9A%9B%E8%A6%8F%E7%AF%84/ (最終閲覧日：2019 年 11 月 1 日)。 
253 聯合報、「消毒して再利用できる使用済みの単回使用医療機器、衛生福利部は三種類の再

利用禁止を明文規定した」。参照： 

https://health.udn.com/health/story/5999/4021327 (最終閲覧日：2019 年 11 月 1 日)。 
254 【知的財産裁判所 102 年度民専訴字第 20 号】民事判決を参照。 
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 なお、ソフトウェアで操作する医療儀器設備の場合は、特定の医療消耗品に

使用に合わせ、機器のソフトウェアに、シリアル番号認証又は無断複製防止措

置を設けることで、シリアル番号付きの消耗品が当該機械で使用できるよう

になり、このように消耗品の使用状況を管理することもできるため、使用者

は無断複製防止措置を回避又は破壊する場合は著作権法に違反する可能性が

ある。なお、医療消耗品が高度に管制されている属性により、営業秘密によっ

て医療消耗品を保護することは難しいように思われる。 

 

 なお、医療消耗品の多くは医療サービス過程において使用されるため、法規

により厳格的に規制され、しかも専門性の高い医師又は看護師に使用されてい

るため、模倣品の出現は少ないと思われる。しかし、一旦出現すると人体への

悪影響を及ぼしかねないので、商標の商品または役務の出所を表示する機能よ

り、ブランドの識別力及び認知度を構築しておくほうがよい。 

 

 最後に、医療消耗品はかなり頻繁に使われており、医療サービス自体は長期

的・継続的なものであるため、医療機関が医療機器を購入する時に、大量且つ

同時に沢山の医療消耗品をまとめ買いをすることもあるので、医療消耗品メー

カーは、自社製品の利用率を向上させるために、その消耗品の売買契約書によ

って保護することが望ましい(例えば、医療機器の無償品質保証は、特定のブ 
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ランドの医療消耗品と合わせて使用しなければならない等)255。 

  

                         
255 例えば A記念医院の医療儀器保証契約の 13 条によると、医療機器を交付する際に「機器の

当年度のメンテナンス材料及び値段リスト」をも添付する。更に、機器の品質保証期間に

おいて無償で点検整備・部品交換を受けるほか、保証期間を過ぎた後のメンテナンス費用

も明文規定されている。参照： 

http://www.mmh.org.tw/taitam/purchase/download/MedicalInstrument_30D.pdf (最終閲

覧日：2019 年 11 月 17 日。) 
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伍、まとめ 

 

 本報告書は、まず台湾における法律の規定及び修理部品・消耗品の関連裁判

例から出発し、半導体、自動車、民生品及び医療機器業界で活用できる知的財

産権を総括し、更に個別の知的財産権(例えば商標権、営業秘密等)、契約条項、

またはマーケティング戦略により、その利点及び特性を分析した。 

 

 著作権、契約条項等で保護することは、その取得及びコストが比較的低いた

め、費用がかさむ商標権、専利権、及びアフターサービスの展開によるビジネ

スモデルと比べると小規模企業が利用しやすい。 

 

 なお、企業での研究開発時には、資源不足のために専利出願ができないこと

もあるが、営業秘密による保護を求めることもでき、合理的な秘密保持措置を

取ることも一つの手段である。したがって、技術レベルの高低及び企業資源の

多寡に沿って、消耗品・修理部品のアフター市場で採用できる保護手段を、下

記のように分けることができる。 

 

 

 

 製品の技術レベルが高く、企業規模が比較的大きい会社 (例えば大手の半導

体・自動車・医療機器のメーカー)は、その予算も潤沢であることから、採用

できる保護方法も多く、例えば専利、商標、著作権、営業秘密、取引方法の工
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夫（レンタル、サブスクリプション等）や、契約によるアフターサービスの

構築等がある。 

 

 製品の技術レベルが低く、企業規模が大きい会社 (例えば高級服飾品等の民

生品メーカー)は、発明や実用新案を出願する必要がさほどに高くないが、意

匠出願、商標ブランディング又は著作権で製品外観を保護し、また上質なサー

ビスも合わせて提供することで、競争優位性を築いていく。 

 

 一方、技術レベルが高く、企業規模が小さい会社 (例えば医療機器、半導体

のスタートアップ企業)は、営業秘密による保護に重きを置いて、その研究の

優位性を守る。 

 

 また、技術レベルが低く、企業の規模が小さい会社(例えば一般民生品業者)

は、コストの低い著作権又は契約条項で自社の権益を守る。 

 

 異なる知的財産権の権利は、それぞれその特徴と相応しい土台・条件がある

ので、半導体、自動車、民生品又は医療機器業界は、その市場と顧客を見極め、

企業規模、製品性質により、一番相応しい権利を活用してこそ、競争が激しい

アフター市場から抜きん出て競争優位を構築できるであろう。 
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添付資料、日系企業関連訴訟リスト 

 

番号 案件番号 製品 日系企業の立場 頁数 

1. 知的財産裁判所 103 年度民専訴字第 50 号民事判決 半導体発光素子 原告 36 

註 

2. 板橋地方裁判所 95 年度重智字第 3 号民事判決 発光ダイオード 原告(兼反訴被告) 37 

3. 最高裁判所 98 年度台上字第 2333 号民事判決 

（番号 2.の上告審） 

発光ダイオード 原告(兼反訴被告) 38 

4. 知的財産裁判所 99 年度民専上更(一)字第 1号民事判決 

（番号 3.の差戻審） 

発光ダイオード 原告(兼反訴被告) 38 

5. 最高裁判所 100 年台上字第 1843 号民事判決 

（番号 4.の上告審） 

発光ダイオード 原告(兼反訴被告) 38 

6. 板橋地方裁判所 91 年度易字第 2607 号刑事判決 車用モーター 関係者(商標権者) 72 

7. 台湾高等裁判所 92 年度上易字第 1002 号刑事判決 

（番号 6.の控訴審） 

車用モーター 関係者(商標権者) 72 

8. 板橋地方裁判所 93 年度声判字第 47 号民事判決 車用ブレーキパーツ 審判交付の申立人 

(商標權者) 

73 

9. 台湾高等裁判所 94 年度上訴字第 1169 号刑事判決 車用フラッシャー等 関係者(商標権者) 76 

10. 台南地方裁判所 90 年度易字第 1929 号刑事判決 パワーウィンドウ 関係者(商標権者) 75 

11. 台湾高等裁判所 95 年度上易字第 1805 号刑事判決 オイルフィルタ 関係者(商標権者) 78 

12. 台南地方裁判所 98 年度易字第 620 号刑事判決 車用ベルト 関係者(商標権者) 79 

13. 知的財産裁判所 98 年度民専訴字第 21 号民事判決 連続インク供給装置 原告 81 

14. 台中地方裁判所 95 年度智字第 34 号民事判決 インクカートリッジ 原告 82 

15. 知的財産裁判所 106 年度刑智上易字第 8 号刑事判決 充電器、電池セット 関係者(商標権者) 84 

16. 台湾高等裁判所台中支部95年度上易字第258号刑事判決 インクカートリッジ 関係者(商標権者) 89 

17. 高雄地方裁判所 93 年度智字第 21 号民事判決 ピアノ 原告 90 

18. 台湾高等裁判所 85 年度上易字第 920 号刑事判決 油圧ショベル 関係者(商標権者) 91 

19. 台湾高等裁判所 86 年度上易字第 4742 号刑事判決 

（番号 18.の控訴審） 

油圧ショベル 関係者(商標権者) 91 

20. 知的財産裁判所 97 年度民専上字第 20 号民事判決 糖尿病治療薬 原告 109 

21. 台中地方裁判所 97 年度易字第 1530 号刑事判決 車用ガラス 関係者(商標権者) 123 

註 

22. 知的財産裁判所 106 年度民専訴字第 12 号民事判決 化粧品容器 原告 181 

23. 知的財産裁判所 103 年度刑智上易字第 25 号刑事判決 カメラ用電池 関係者(商標権者) 201 

註 
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とした知的財産権の侵害対策事業を実施しております。具体的には、現地にて以下の活動を
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１． 台湾における知的財産権の侵害対策に資する情報の収集 

２． 弁護士、弁理士など知的財産権の専門家を講師としたセミナーの開催 

現地で活躍する専門家から最新の情報を得る機会です。 

３． 知的財産権に関する相談窓口の設置 

知的財産権の権利取得手続きから、知的財産権の侵害に関する相談まで、幅広いご

質問にお答えいたしますので、是非ご利用ください。 
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H P：http://www.koryu.or.jp 
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