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1．企業紹介

会社名

(設立年月日)

メディファームソフト株式会社

(2018年5月04日)
代表取締役社長

韓国語 : 전 재 후

英語 : Jae hoo, Jeon

技術分野 AI生体認識医療機器 事業内容 CAI 100( ECG )

資本金 994百万ウォン
売上高

(2021年)
24百万ウォン

従業員数 16 人 事業者登録番号

住所 B-906～907 25, Beobwon-ro 11-gil, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea

ホームページ www.medifarmsoft.com E-mail

電話番号 FAX



❑ 技術•製品概要

2‐1. 技術・製品紹介

開発背景
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心臓疾患患者95万人、 診療患者(3万人以上が死亡)
突然死の原因90％が不整脈
心臓疾患の特徴：発病後15分後には賞状が消える
コロナ19、心臓疾患同伴40%の発病率
全世界死亡率の1位、韓国では2位

高価装備。韓国病院は輸入製品を使用(米国)
病院、療養病院の患者待機時間18週
医療スタッフ疲労累積、高齢化、人口増加で患者増加の傾向

総合病院での検査は3~5回訪問が必要
専門検査装備は数千万ウォン、判読ソフトウェアは一億
ウォンの価額
1回検査費用は13~18万ウォン(海外)

中小病院は判読専門医が不在
看護師、臨床工学技士などの人件費過多
外来や巡回診療の時、1次スクリーニング機器はなし



❑ 技術•製品概要

2‐2. 技術・製品紹介

55

Size

Weight

Button

LED

Battery

Rechargeable

Bluetooth

Distance

Sensor

Channel

Sampling

Resolution

Data Encryption

Compliant

Waterproof

Electrode

CMRR

Input Impedance

84 x 34 x 7mm

20g

1 Button

3-Colored(Red, Green, Blue)

120mAH

Yes(USB C-type)

BLE 5.0

Up to 3 Meter to connect mobile application

High Performance AFE Sensor

Lead-1

512 sps

ADC 18Bit

AES-128 Encrypted

IEC60601-2-47 Compliant

IP22

24K Gold Plated Copper 

Higher than 60dB

Higher than 10㏁

• いつでもどこでも使える便利な携帯型心電計

• 「人口知能基盤判読サービス」開発、リアルタイムで心臓疾患予防及び管理

• 18種以上の心臓疾患に関する診断、診断収率F1 Score 94％以上の性能

• 最終診断の補助手段として使用



❑ 製品示現、フラットフォーム紹介

2‐3. 技術・製品紹介
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2‐5. 技術・製品紹介
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❑ 技術・製品特徴



2‐6. 技術・製品紹介
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❑ 既存技術・製品との比較

判読率

医療機器
クラス

分析方法

判読可能
種類

判読SW

連続使用
時間

販売先

参考

根拠レポート提供

約80時間

不特定多数

携帯、使用性、大衆性
値段でのメリット

なし

約40時間

個人

携帯、使用性、大衆性

値段でのメリット

なし

約48時間

個人

携帯、使用便意と比べ、

医療性が不足

なし

2日~14日

病院など医療施設

携帯、使用便意と比べ、大衆性不足

(長い時間着用の拒否感ある)



2‐7. 技術・製品紹介
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❑ 技術・製品適用範囲及び分野

健康保険審査評価院

健康保険審査評価院

保険診療報酬

保険
診療報酬

判読センター設置運営
(専門医配置）
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3‐1．市場現状及び展望

❑ 韓国市場現状及び展望

• ヘルスケア－市場のビジョン、主要需要先

전국 보건소, 방문간호사

재가,방문요양센터, 
사설 요양원,요양병원

개인병의원,한방병원

기업의무실.보험사
헬스케어 기업

종합병원

대학병원

국공립병원

携帯型心電図機器需要展望
(単位：千台)
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3‐2．市場現状及び展望

❑ 日本の市場現状及び展望

• 市場調査、戦略準備段階

☞ GE、フィリップスなど高価医療機器中心の市場、初期や未開拓市場

• 日本医療機器市場の共同マーケティング協約可能なパートナー発掘

☞ 日本の大手製薬会社、医療機器製造や流通会社との提携計画

• 日本での法人や支店、合弁会社設立、共同マーケティングパートナー選定
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3‐3．市場現状及び展望

❑ ニッチマーケットや適用可能市場

• グローバルヘルスケア－市場は2027年まで年に2~10倍成長予想、6,000億ドル規模に成長展望

医療機器市場現状、医療機器産業協会
世界遠隔診療、モバイルヘルスケア－市場展望

出典：情報通人企画評価院

グローバルデジタルヘルスケア－市場展望
MarketstandMarkets出典

グローバルヘルスケア－クラウド。コンピューティング市場展望
MarketstandMarkets出典

(単位：億ドル)

2027年グロバールヘルスケア－市場600兆予想
出典：情報通信通人企画評価院
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3‐3．市場現状及び展望

❑ 国内外販売実績(契約含む)

韓国販売実績 輸出実績 その他実績 備考

韓国内販売 当年度10億予想
海外パートナー協議中

(サンプル提供)
FDA認証審査中

• 部品需給難による予想売上より低いが、解決すると急上昇する見込み
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4．権利獲得現状

❑ 申請技術・製品関連韓国内及び海外出願、登録現況

番
号

出願
状態

文献番号 国 特許名称 備考

1 登録 2142841 韓国 AI基盤心電図判読システム 技術特許

2 登録 30-2019-0051898 韓国 携帯型心電図測定器 デザイン

3 出願 10-2020-0141008 韓国 AI基盤心電図判読システム(分割出願) 技術特許

4 登録 10-2309022 韓国 人工知能基盤の生体信号遠隔モニタリングシステム 技術特許

5 出願 10-2021-0018513 韓国 生体データ測定及び判読システムその他１件 技術特許

6 登録 30-2020-0064105 韓国 携帯型心電図測定器 デザイン

7 登録 30-2020-0064106 韓国 携帯型心電図測定器 デザイン

8 登録 40-2020-0234804他 韓国 商標2件 商標

9 出願 PCT/KR2021/018948 国際 PCTグローバル特許2件進行中 技術特許

10 出願 PCT/KR2021/018949 国際 PCTグローバル特許2件進行中 技術特許

☞ 2020.10特許庁IP-R＆D随行から特許分析や出願戦略完了
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4．権利獲得現状

❑ ノウハウ及びその他技術

• AI心電図疾患判読技術/時系列派型分析技術/神経網加重値統合アルゴリズム技術

• データの前処理エンジン制作技術/データ前処理フィルタリング技術/データノイズ除去技術

• コンピュータービジョン処理基盤AI自己技術、Deep Learning AI高度化複合アルゴリズム技

術

• DBクライアント・インターフェース、サーバー、運営管理/IOS、Android APPの企画、制

作

• 超精密ディバイス製作技術/Firmwareソフトウェア製作技術/製品量産工程技術
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5．マーケティング目標

❑ 技術移転、投資誘致、輸出、共同研究、代理店など

1. 海外グローバル医療機器販売ネットワークを持つ企業との協業

2. 海外企業の持ち分投資、海外進出、共同研究など活発な交流が可能な企業

3. 海外進出を目的とする合弁、投資、M＆Aからの領土拡大を図る企業の投資誘致

4. 次世代医療機器投資開発投資、合弁法人設立に興味のある投資会社


