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1.会社紹介

会社名
(設立日)

(株)イエムテク

(2011年11月10日)
代表者

ハングル : 

オム・ジャンファン

漢子 : 嚴長煥

英語名 : Eom janghwan

技術分野 熱可塑性樹脂 主生産品 医療機器

資本金 300百万ウォン
売上

(2018年)
3100百万ウォン

住所
#510, InnovationCenterA, UlsanTechnopark, 421 Daun-Dong Jung-

gu, Ulsan, Korea

Homepage www.ecomeditech.com E-mail

TEL FAX
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2. 技術紹介

❑技術概要

• 低温熱可塑性技術。

•医者が患者に処置できる副木。

•円筒形キャスト(板形スプリント)で簡単に適用できる唯一の低温熱可塑性医療機器で、従来のガ

ラス繊維の医療機器に代替できる、施術者及び患者に優しい製品。

1) ガラス繊維と同様のメリット、「軽さ」

(1) 網のような形、さらに軽い。

(2) 水の影響を受けない：しっくいのように汚くならない。

2) ガラス繊維より優秀な利点、「無毒性(Non-Toxic)」

(1) 手袋不要。

(2) 皮膚刺激なし。

3) 優れた通気性：網のような形を基にしている。

4) 無駄なし：使われていない部分は他の用途に使える。

5) 接合や溶媒が不要で、表面が粗くない。

6) 優れた形態性：希望する形状に簡単に変更できる、広げたり引っ張る必要がない。
7) 強度の調整ができる：強度を高めるためには層を追加すればいい。さらに支持したい場合、ス
トリップを追加。
8) 100%可逆的である：お湯に数秒間入れると元の状態に戻る。
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2. 技術紹介

❑技術特徴

•技術的特徴 : 強い部分と柔らかい部分が融合した生地を用いた副木。

1) 患者の適応症に対応する副木。

2) 様々な体型の特性に対応する生地を適用した副木。

•事業的特徴 : 医者が診療室で患者の多様な体型に合わせて処置する、その患者
にピッタリの副木。

1) 医療サービスの質の向上

2) 患者の医療満足度の向上

•差別性 : 優れた通気性
1) 体熱や水分（汗）の自由な移動を支持する大きな開口のある生地
2) 様々な体型に対応する強い部分と柔らかい部分がうまく結合された生地
3) 使う人にピッタリの生地
4) 無毒性(Non-Toxic)の生地
5) 微生物が分解される生地
6) 網のような形の開口
7) 溶媒不要

8) 100%可逆的である。
-お湯に数秒間入れると元の状態に戻る。
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2. 技術紹介

❑既存技術との比較
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区分 弊社の技術の優秀性 既存技術

項目 1 -使う人にピッタリのmolding - 普遍的なmolding(基本型固定)

項目 2
- 優れた通気性(体熱及び水分の自由
な移動)

- 通気性が良くない(体熱及び水分の
移動を遮断)

項目 3 - 無毒性(Non-Toxic) - 毒性

.

.
- 熱可塑性 - 空気硬化性



2. 技術紹介

❑技術適用範囲及び適用分野

•比較表
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2. 技術紹介

❑価格

•従来の副木

1) Short Arm : @28,990ウォン (診療報酬を適用)

2) Short Leg : @43,840ウォン(診療報酬を適用)

3) Long Arm : @46,140ウォン(診療報酬を適用)

4) Long Leg : @55,830ウォン(診療報酬を適用)

技術副木

1) Short Arm : @28,990ウォン(診療報酬を適用)

2) Short Leg : @43,840ウォン(診療報酬を適用)

3) Long Arm : @46,140ウォン(診療報酬を適用)

4) Long Leg : @55,830ウォン(診療報酬を適用)

診療報酬に搭載された医療機器。使用目的が同一であれば、診療報酬の差は
ほとんどない。
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3. 市場現況及び見込み

❑韓国市場現況及び見込み

• 国内市場現況 : 700億ウォン

- 2015年の資料によると、副木の内需市場規模は約550億ウォン

•製造業者の現況 : 副木の製造業者は約62社

- エポキシ副木の製造業者 : 約55社

- 熱可塑性副木の製造業者 : 約4社

- その他、副木の製造業者 : 約3社

1) 整形外科病院 : 6,771ヵ所

2) 整形外科の見込み : 週5日制の導入を受け、整形外科の患者は増加している状況

-医療サービスの質の向上を求める需要の増加を受け、専門病院が増えている状況

- 高齢者の増加により、老化向け整形分野の需要が増加している。

- 少子化により、小児向け整形分野の需要が増加している。

3) 技術副木の運営案 : ソウル(京畿道)に地域総販3ヵ所、地方に地域総販４ヵ所運営。
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3. 市場現況及び見込み

❑日本国内市場現況及び見込み

• 日本市場現況 : 

1)使われている副木 : エポキシ副木(95%)、熱可塑性副木(0%)、その他の副木(5%)。

2) 病院 : 大学病院(総合病院)、専門病院、地方病院。

3) 流通網 : ４つの地域に区分し、規模に関係なく、専門的な流通網を運営中。

4) バイヤー発掘 : ほとんどが従来のエポキシ副木を使っていることで、新技術の医

療機器の場合、商談のチャンスすらなかなか得られないため、医療機器展示会に参加

したり、大学病院を直接訪れる方法を行っている。

5) 価格 : 日本の病院で使われているエポキシ副木より、技術副木が技術的に優秀性

を持っていることが多数の展示会及び商談会などで認められたため、30~40%高い供

給価格を求める。

6) マーケティング1 : 日本市場を調べてみたら、日本の青少年(7~18歳)は１日の運動

量(60~90分)が義務付けられていることが分かったので、「接骨院」への供給及び薬屋

などに供給する方策を立て、病院のほかに副木の生地を供給しようとしている。

7) マーケティング2 : 化粧品、医療補助器具市場に生地の切れ端などを供給している。
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3. 市場現況及び見込み

❑国内外での製品販売実績(契約含む)

• 国内：7つの地域総販を中心に、6つの総販を運営中。

1) 地域総販で代理店の開設/管理、代理店を支援。

2) 地域総販：月の履行事項を満たし、3段階に区分(1億ウォン、1億5千万ウォン、2億ウォン) 

•売上高

1) 2016年：7億9千万ウォン

2) 2017年：18億ウォン

3) 2018年：31億ウォン

4) 2019年：目標(希望)売上高は70億ウォン

•海外:中国への進出、日本での認定取得作業中、欧州(北アメリカ)でのODM契約後、製作中。

1) 中国：2016年11月22日、中国衛生許可を取得。

2) 日本：2017年東京医療機器展示会、2018年東京医療機器展示会、2019年大阪医療機器展示会、 東京

医療機器展示会に参加、2018年大学病院での副木説明会(東京大学病院、東京女子大学病院)、医療機器の

認定の申込中。

3) 欧州(北アフリカ)、アルラド + イエムテク = ODM契約の締結、3回の実地調査後、技術の共有、19年

に発売の予定。

-アルラド(スウェーデンに本社がある100年の歴史のある企業、約40ヵ国・地域に支社を運営している

多国籍企業)
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3. 市場現況及び見込み

❑売上高現況

•内需市場 : 

1) 2019年の希望売上高 : 70億ウォン

- 6つの地域総販、< 18の代理店

- 19年に新製品の発売

- ソウル事務所の開所(5月中)

2) 2018年の売上高 : 31億ウォン

3) 2017年の売上高 : 18.3億ウォン

4) 2016年の売上高 : 7.1億ウォン

•輸出市場 : 

1) 2018年、中国向け輸出 : 84百万ウォン

2) その他の輸出(サンプル、7ヵ国) : 15百万ウォン
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4. 権利獲得現況

❑国内特許登録現況

番号 特許出願国 特許番号 出願（登録）日 特許名

1 出願
PCT/KR2017

/003550
2017-03-31

熱可塑性樹脂の生地を用いた副木及び
その製造方法

2 出願 110001416 2017-03-31
熱可塑性樹脂の生地を用いた副木及び

その製造方法

3 出願
KHP1721106

96.3
2017年3月31日

熱可塑性樹脂の生地を用いた副木及び
その製造方法

4 登録
10-2017-

0041841
2017.03.31

熱可塑性樹脂の生地を用いた副木及び
その製造方法
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4. 権利獲得現況

❑ノーハウ及びその他保有技術現況

• キャスト(Cast)、副木(Splint)、ブレース(Brace)の共通した処置の目的は「関節の固

定」

- 運動や作業などにより、最も多く発生する疾病は関節や周辺の組織などの損傷

- そのような疾患の最も根本的な治療方法は、関節の固定による関節部の安定

世界的に最も多く発生する疾患に対し、最も求められる共通した処置は関節の固定

1) 技術副木は関節を固定する医療機器

- 副木の強度の度合いによって、

- 副木の整形の必要性によって、

- 副木の強い固定力の必要性によって、

- 怪我の種類によって、様々な患部に対応できる副木で構成

-医者の特性によって、異なる方法で適用される副木の多様性に対応できる副木
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5. マーケティング目標

❑技術移転の条件

• 輸出市場(日本市場の場合)

1) 病院 : 日本の病院の閉鎖的な構造のため、外国人が医療人に接触することは難しいので、

医療機器専門展示会の来場者を中心に進めている。

- 日本に常駐している韓国人(化粧品に携わる人)及び整形外科、日本の企業と接触中。

- 日本整形外科学会及び展示会に参加(ミーティング)

2) 薬屋 : 絆創膏のように指に怪我(捻挫)をした際、家で処置する生地を開発し、薬屋向け販

売用として作業中。

-医薬部外品

3) 化粧品 : 日本の青少年を対象に、球技運動による「指の怪我」に使える製品を開発

- 100円ショップや300円ショップなどにも供給を予定している(反対の意見もあり、内部で意

見調整中)

4) その他、接骨院 : 全国的な流通網と地域別流通網のうち、地域別流通網と接触する方法で

進めている。

- 韓国では無くなった接骨院について研究中。
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5. マーケティング目標

❑技術ライセンシング希望先

希望
順位

技術輸出(移転) 

希望バイヤー
Homepage

希望類型
(技術輸出、移転、

合併など)

備考
(事前意思打診可否など)

1 輸出 展示会、意思確認、推進中

2 輸出 展示会
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