心 を、情 熱 を、すべて医 療 のために。

Our Mission

小さな命を救いたい。その想いに突き動かされてきました。
1984年、私たちは、世界初となるピストン式のHFO（高頻度振動換気）人工呼吸機器の製品化に成功しました。HFO
方式が、従来方式より優位であることは明白でしたが、製品化は困難と考えられてきました。
しかし、実現すれば多くの
未熟児を救うことができる、
その想いに突き動かされ開発に取り組みました。試行錯誤を繰り返し完成した製品を、高頻度
人工呼吸器コンペティション
（アメリカ国立衛生研究所（NIH）主催）
に出品し、最優秀賞に選ばれました。以来、
メトランの
HFO人工呼吸器は着実に進化を遂げています。
日本の新生児集中治療室の約90%に導入され、世界トップ水準といわれ
る日本の未熟児医療に貢献できたことは大きな誇りです。私たちには、医療機器開発に携わる者としての信念があります。
目の前の技術に患者さんを合わせるのではなく、患者さんの状態に合わせて技術を進化させるべきだということ。
それを
可能にするのは、開発者の“ハート”と“情熱”以外にはありえません。
この想いを胸に、
これからも挑戦し続けていきます。

代表取締役会長

新田 一福（Tran Ngoc Phuc）

Our Vision

高度医療の最先端から在宅治療の支援まで。
メトラン独自の医療機器を待っている人が、世界中にいます。

人間が人間らしく生きるために必要な製品を、世界に届けたい。
世界にはまだ、手の施しようがなく亡くなっている新生児がいることはとても悲しいことです。
在宅治療で、酸素吸入のたびに大変な思いをしなければならない方々がいます。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)で、苦しくつらい日々を強いられている方々がいます。
医療の現場を訪れるたびに、私たちメトランが取り組むべき課題がいかに多様であり、
迅速な解決が求められているかを痛感するばかりです。
そして、
すべての人が人間らしく生きるために、
そして健やかな毎日を取り戻していただくために、
私たちでなければ実現できない機器開発に全力を注ぎ、
お役に立ちたいと痛切に願っています。
その開発成果を、世界中の高度医療の最先端から在宅治療まで、幅広くお届けしていきたいと考えています。

技術力と豊富なノウハウを活かした受託開発、共同開発も積極的に展開しています。
メトランには、世界初、
日本唯一の人工呼吸器開発を実現した独創的な技術力と開発力があります。
医療の最先端における共同研究で培ってきた豊富なノウハウがあります。
困難な治療に立ち向かうドクターをサポートし、患者さんにとって最高の医療機器を創出するために不可欠な“情熱”があります。
だからこそ、医療現場や開発関連企業の多くから高く評価され、確かな信頼を得ることができたのだと考えています。
そして、製品開発及び生産体制のさらなる充実と、
グローバルな活動を積極的に展開しています。
着実に増加している受託開発・共同研究開発ニーズにも迅速かつ的確にお応えしていきます。
私たちはこれからも、
自社製品の開発から共同研究開発まで、
そのすべてに全力を投入して取り組んでいきます。

代表取締役社長

中根 伸一

Our Technology

ハードウェア&ソフトウェア開発の融合で、
人工呼吸器の未来を切り拓いてきました。

世界唯一のピストン式HFO人工呼吸機器を実現した技術開発力があります。
HFO人工呼吸機器には、様々な方式があります。
その中で、未熟児の肺に負担をかけない理想的な方式であるが、
製品開発が非常に困難とされているのがピストン方式です。
これを世界で唯一実現しているのが、私たちメトランです。
1分間に約900回の振動を繰り返すピストンをソフトウェアによってミクロン単位で制御し、
症例に応じた詳細な制御を可能としました。
駆動音を大幅に削減したマグネットジョイント式横型ピストン、
さらに成人にも
適応できる大容量のHFOを実現したロータリーバルブなど、着実に進化を遂げてきています。

Hummaxシステムに代表される快適性開発技術力があります。
Hummaxは、吸入ガスの加湿・加温をコントロールするメトラン独自のシステムです。
呼吸器の装着によって引き起こされる粘膜の乾燥や過剰な加湿などの不快感を解消するために開発しました。
鼻腔から肺にいたるまでの呼吸器粘膜が持つ生理的な調整機能を適切に補い、
負担をかけない穏やかな機器使用を実現します。
メトランは、患者さんなど機器を使用される方の快適さに配慮した製品開発を推進しています。

最適化のアルゴリズムなどのソフトウェア開発技術力があります。
高度医療から在宅医療まで、
すべての医療機器を正確にコントロールするためにソフトウェアは欠かせません。
患者さんの容態や症状によっては、圧力の急激な上昇や下降を感知し、
適切かつ緻密な制御を実現するソフトウェア開発も必要です。
メトランの製品のほとんどが独自のソフトウェアを搭載し、的確で信頼できる機能を提供しています。

Our Research & Development

医療の最先端が求める
最高の開発技術を提供するために。

開発には、医療研究者や現場医師とのコミュニケーションが不可欠です。
私たちは、医療に関する最先端の研究論文や多様な関連文献の研究を継続的に取り組んでいます。
医療関連の国際規格協会や最新の研究成果が発表される関連学会にも参加し、
最新かつ最先端の情報収集を行っています。
また、臨床最前線で活躍されている医師とのコミュニケーションを通じ、
医療機器開発に関するヒアリングを重ねています。時には、臨床現場に立ち会わせていただきながら、
共同研究を重ねることもあります。
それは、常に多面的な情報収集と分析結果に基づいて、
最も理想的な機器のあるべき姿を追求し続けたいと願っているからです。
患者さんにとって最適かつ最高の機器開発、技術開発に取り組むという
メトランの姿勢は、
これからも決して変わることはありません。

最先端の医療現場が求めている機器開発ニーズに応えていきます。
最も現実的かつ切実な医療機器開発のニーズを提供していただけるのは、
臨床現場の医師の方々です。機器の機能はもちろん、信頼性と安全性、
機器の見やすさや扱いやすさ、
そして患者さんの負担軽減に関する要望まで、
その一つ一つの重要性を、
メトランのR&Dチームの技術者や
カスタマーサービスのスタッフたちは十分に理解しています。
それぞれが収集した情報や提示されたニーズを社内にフィードバックし、
常に情報の共有化を図っているからです。
また、高度医療の現場で求められている
医療機器の複合化・シンプル化も、重要な開発テーマとなっています。
メトラン１社だけでできることは限られていますが、国内外の多様な分野の医療機器メーカーとの
共同開発の実現に向け、積極的に取り組んでいきたいと考えています。

写真の新生児（出生時体重約350グラム）
は、
肺機能が未発達な状態でしたが、
メトラン社製高頻度振動（HFO）人工呼吸器を
使用することにより、肺損傷なく無事に救命できました。

Our Products

ICUなどの医療現場から在宅治療支援まで、
様々な分野で活躍しているメトランの製品。

Humming Vue ハミングビュー

KM-X 3L（酸素濃縮器）

30年にわたる開発成果を結集した、最新式ピストン式HFO人工呼吸器。

在宅治療を支援する酸素濃縮器。

HFOはもちろん、
CMVやNIVなど

バッテリー式とすることで、

多様な換気モード機能を搭載したハイブリッドタイプです。

軽量でコンパクトを実現。

幅広い症例への対応はもちろん、患者さんの容態の変化に応じて、

車の助手席やカートを使って

機器を取り替える負担なく迅速な対応を可能にしました。

持ち運べる携帯型です。

JPAP（持続的自動気道陽圧ユニット）
SASの治療支援機器であるCPAPに関し、
メトランでは受託開発などを通じて数多くの開発実績を培ってきました。
その開発経験とノウハウを活かして、
メトランの独自製品として誕生したのがJPAPです。
在宅治療支援はもちろんですが、飛行機などを使った
長距離移動を頻繁に行う必要のあるアクティブな患者さんのために
すべての機能・仕様から構造設計までを最適化しました。

Compos X
（動物用人工呼吸器）
小さなマウスから
馬などの大型動物まで、
様々な
動物に対応できる人工呼吸器。
すでに国内外の動物病院などで
幅広く採用されています。

Hummax QE
自社製・他社製を問わず、
多様なCPAPへの装着が可能なHummaxシステムです。
的確な加温・加湿で粘膜の乾燥を防ぎ、
機器使用の不快感を大幅に軽減します。

Corporate
Philosophy

心のこもった医 療 機 器を開 発しご提 供することを目指す。
ここに心とは、お医者様の要望によくお応えすること、患者さんにとって優しく、
しかもすぐれた効果をもつこと、
そして安全な製品であることである。

世 界で唯 一 無 二の製 品の開 発・提 供を目指す。
私どもは他社が提供できない医療機器の提供を目指し続ける。

従 業員は同じ志を持つパートナーである。
私どもは全従業員一丸となって、医療関係者のご要望にお応えし、
患者さんのお役に立つことを目指す。

Corporate
Profile

会社名

株式会社メトラン
（Metran Co.,Ltd.）

本社所在地

〒332-0015

創

1984年7月14日

立

埼玉県川口市川口2丁目12番18号

資本金

8,750万円

事業内容

医療機器、主に人工呼吸器・麻酔器・モニター関係の開発製造・販売及び
輸出入業務、動物医療関連機器の製造及び販売、

従業者数

38名

販売総代理店

日本光電工業 株式会社（人工呼吸器）
株式会社 小池メディカル
（ホームケア）

主要販売先

東京大学病院、京都大学病院、大阪大学病院、国立成育医療センター、
他全国大学付属病院、小児医療センター、
基幹病院、動物病院、動物医療関連施設など

メトラングループ企業

ME TRAN Co., Ltd.（Ho Chi Minh City, Viet Nam）
METRAN VIETNAM Co., Ltd.（Ho Chi Minh City, Viet Nam）
Biotran Inc.（San Diego, CA, USA）
METRAN VITEC（BINH DUONG, Viet Nam）

取引銀行

埼玉りそな銀行 大宮支店
三菱東京UFJ銀行 大宮駅前支店
商工組合中央金庫 押上支店

役

員

代表取締役会長

新田一福

代表取締役社長

中根伸一

取締役副社長

新田ダン

取締役

新田満子

監査役

加藤和範

Company
History

1984 「株式会社メトラン」設立、独自の医療機器開発メーカーとして活動開始
1984 高頻度人工呼吸器 "ハミングバード"開発

アメリカ国立衛生研究所主催の高頻度人工呼吸器コンペティション にハミングバードで参加、
（世界各国から8社参加）
優勝を飾る。85台受注
小動物人工呼吸器SAV-6開発、
製造

1986 次世代麻酔システムを開発 "FOUNT-2000"［手術室の全ての情報を集中、管理できる麻酔器を開発］
小動物用麻酔、
人工呼吸器 "COMPOSβ"開発、
製造

1987 携帯用人工呼吸器 "Popy"開発 新型麻酔器用炭酸ガス吸着システム開発、製造
医療機器輸出活動開始

1988 新型IMV人工呼吸器 "CV-5000"開発［新しい制御法により呼吸仕事量軽減可能のもの］

麻酔機用安全機能付き流量制御システム開発、
製造
高頻度人工呼吸器 "ハミングⅡ"開発、
製造
［ハミングバードの後継機としてIMV機能を付け普及器として製造開始］
複数センサー内蔵カテーテル開発

1989 小児、未熟児用IMV呼吸器開発、製造
1991 ダブルベローズインボルト法モデル肺開発、製造 成人用高頻度人工呼吸器 "RotaryHFO"開発
1993 高頻度人工呼吸器 "ハミングV"開発、製造［ハミングⅡの後継機としてハイパワー、高機能のものである。］
1994 小児、未熟児用人工呼吸器 "PB-920"開発
NOx吸入システム開発、
製造

加湿機能付き呼吸回路開発

1995 新型小児、未熟児用、IMV人工呼吸器開発

NSV呼吸器法付き成人用人工呼吸器開発、
製造、
販売予定
米国大手医療機器メーカーHealthdyne社に技術提供

より新方式人工呼吸器
（NSV）
に対し、
資金の保証を受ける
1996 VEC（ベンチャーエンタープライズセンター）

1997 新方式の呼吸回路 "Hummax"開発
1998 小児用人工呼吸器 "Calliope"及び成人用人工呼吸器 "Eliciae"を開発、製造
米国の大手医療機器メーカーRespironics社にHummaxの技術提供

1999 小児用人工呼吸器 "Calliopeα"及び "M7α"を開発、製造
成人用人工呼吸器 "M6α"を開発、
製造

2001 成人用人工呼吸器 "R-100"開発、製造
2004 ISO9001（2000）取得、ISO13485（2003）認証を取得
米国サンディエゴにグループ会社 "Biotran Inc."設立

2006 "Biotran"社から指用パルスオキシメーター "FOX"の海外市場向け販売を開始。

睡眠時無呼吸症候群の治療器 "ジャスミン"を開発・製造
［（株）小池メディカルとのOEM］
新生児・小児用高頻度人工呼吸器 "ハミングX"を開発・製造

2007 米国HAMILTON THORNE BIOSCIENCES社と販売代理店契約を結ぶ。
取扱製品：レーザーアブレーションシステム
「XYclone; ザイクロン」
販売地域：日本国内における動物関連市場。

2008 ベトナム工場 "Me Tran Co., Ltd."設立（ベトナム ホーチミン市）

在宅酸素療法用の酸素濃縮器 "KM-X"を 開発・製造
［（株）小池メディカルとのOEM］

2010 "R-100" CEマーク取得

在宅酸素療法用の酸素濃縮器 "KM-X3L"を開発・製造
［（株）小池メディカルとのOEM］
日本光電工業
（株）
と業務提携および人工呼吸器の世界的な販売契約を締結

2011 ISO9001（2008）取得〈ME TRAN CO.,LTD（ベトナム）〉

EN ISO13485
（2012）
取得〈ME TRAN CO.,LTD
（ベトナム）
〉
動物用人工呼吸器 "Compos X"を開発・製造

2012 カナダ規格 CMDCAS認証取得

天皇陛下 御視察行幸賜る
フクダ電子
（株）
との合弁会社 "ブレステクノロジー
（株）
"設立
ベトナム工場 "METRAN VITEC"設立

2014 ISO9001（2008）取得〈METRAN VITEC CO.,LTD（ベトナム）〉

EN ISO13485
（2012）
取得〈METRAN VITEC CO.,LTD
（ベトナム）
〉
組織変更／新田一福 代表取締役会長 就任、
中根伸一 代表取締役社長 就任

2015 新型人工呼吸器 "ハミングビュー"国内販売開始

Network

会社名

ME TRAN CO., LTD.（ベトナム）

本社所在地

37-37A Dong Ho, Phuong 8, Quan Tan Binh, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (84) 8-3864-0528

創

立

Fax: (84) 8-3864-0622

2008年7月9日

資本金

800,000,000VND

社長 & CEO

新田 ダン

事業内容

医療機器及び用具の製造・輸出

主要取引銀行

Vietcom Bank

会社名

METRAN VIETNAM CO., LTD.（ベトナム）

本社所在地

37-37A Dong Ho, Phuong 8, Quan Tan Binh, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (84) 8-3864-0528. (84) 8-3971-2552

創

立

Fax: (84) 8-3864-0622

2007年8月28日

資本金

100,000USD

社長 & CEO

Hoang Khoi Ngoc

事業内容

ソフトウェア開発

会社名

METRAN VITEC CO., LTD.（ベトナム）

本社所在地

Lo K-5B-CN, Khu Cong Nghiep My Phuoc 2, Thi xa Ben Cat,
Tinh Binh Duong, Viet Nam
Tel: (84) 650-3557822

創

立

Fax: (84) 650-3557820

2012年12月26日

資本金

1,000,000USD

社長 & CEO

新田 ダン

事業内容

医療機器、医療用具、及び医療機器用水（無菌水）
の製造・輸出

主要取引銀行

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Vietcom Bank
Bangkok Bank Public Company Ltd.

会社名

BIOTRAN, INC.（アメリカ）

本社所在地

11515 Escoba Pl, San Diego, CA U.S.A.
Tel: (1) 858-863-0621

創

立

2004年

資本金

10,000USD

社長 & CEO

Shon Nakanishi

