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　私たち星医療酸器グループは、医療用ガス事業
や在宅医療事業、介護福祉事業などを全国ネット
ワークで展開しています。患者さんの命に関わる仕
事のため、24時間365日、品質の高いサービスを
提供し続けることが何よりも重要だと考えていま
す。このような「お客様第一主義」が当社グループ
共通の思想であり、仕事を通じて社会に貢献できる
ことに喜びと誇りを感じています。
　私たちはチームワークを大事にしており、それは
当社の強みにもなっています。私はかねがね、企業
の財産は人材である社員だと考えてまいりました。
社員の地道な努力を評価し、社員一人ひとりにとっ
て働きがいのある会社にしていきたいと思っていま
す。それが引いては患者さんへの品質の高いサービ
スに結びつく、そう確信しています。
　当社グループのもう一つの大きな強みは、財務基
盤が安定していることでしょう。それによって未来
への投資やあらゆる成長のチャンスに機動的に対
応できるからです。実際、当社グループは好機を生
かした事業拡大とM&Aによって成長を遂げてまい
りました。

24時間365日、高品質なサービスを
提供しています。

　失敗を恐れず、果敢にチャレンジすること―――。
　星医療酸器グループの社風を言い表すとこうなります。私は社
員に対して失敗しないことを求めてはいません。失敗を恐れて冒険
をしないことは、挑戦をして失敗することよりも弊害が大きいと考
えるからです。
　失敗からは成功のもとを得ることができます。例えば、お客様か
らいただいたクレームは、より高品質なサービスを行うための“気
づき”になります。仕事を通じてお客様から学び、患者さんに喜ん
でいただくサービスへとつながっているのです。ただ一つ忘れては
ならないのは、私たちは患者さんの命を預かっているということ。

この点だけは常に肝に銘じ、自
らの仕事にあたっています。
　患者さんの命を守る仕事を
行う責任とプライドは、先輩か
ら後輩へと受け継がれていき、
それはやがて社員の間で「星イ
ズム」と呼ばれるようになりま
した。私はこのことに大きな喜
びを感じています。

挑戦する社風が
患者さんの喜びにつながっています。

　当社グループが事業展開する医療用ガス市場は成熟期を迎
え、淘汰の時代に入っています。しかしそれは企業が選ばれると
いうことであり、業界トップの私たちにとってチャンスとなりま
す。M&Aなども視野に入れ、さらなる事業規模拡大を目指して
いきます。
　一方、在宅医療と介護福祉の市場は、今後ますます大きくなっ
ていきます。この機会を逃さず、両市場でもトップクラスになる
ために、高齢者の方を元気にする“ポジティブな介護”という従
来にはない切り口で、競争力を高めていく方針です。
　また今後の取り組みとして、患者さん同士のネットワークづく
りを私たちが支援し、将来的には事業化を目指すといったこと
も検討しています。

　人の命は一人のものではありません。家族や友人など周囲の
多くの人のために、私たちの事業がお役に立てればと願っていま
す。当社グループの経営理念「生命を守る最前線で社会に貢献
し続ける」を私たちの進むべき羅針盤とし、世代を超えて支持さ
れる企業となれるよう、これからも全力で社業に邁進してまいり
ます。

在宅医療と介護福祉の市場でも
トップを目指します。

仕事への責任と誇りを「星イズム」として
未来に引き継ぎます。

星医療酸器の「今」

星 幸男
代表取締役社長

事業領域

経営理念

私たち星医療酸器グループは、

生命（いのち）を守る最前線で

社会に貢献しつづけます。

40年以上にわたる医療用ガスの提供サービス。

その中で私たちは、常に「命」と「暮らし」に真正面から向き合い、

自らの可能性を切り拓いてきました。 

そして今、高齢化・情報化が進む社会に即応するべく、

新しい事業の開拓・確立へ。

社会との接点は、ますます広がりつつあります。

医療
関連事業
●医療用ガス製造・販売
●設備工事・メンテナンス
●在宅医療

介護・福祉
関連事業
●介護福祉
●施設介護
●看護学校事業



未来想像図

生命、健康、安らぎ、生きがいを守り、創る――。

星医療酸器は創業以来、この精神を貫きながら歩みを

進めてきました。

社会の変化をとらえて常に挑戦を続け、24時間365日

の医療用ガス供給を基盤に事業領域を拡大。サービス

地域も全国ネットワークを構築するまでに至りました。

これからも変わらぬ精神で、人々のお役に立ちながら、

挑戦と成長を続ける会社でありたいと考えています。

変化への、

あくなき挑戦。

たゆまぬ挑戦により
全国ネットワークを構築

1997年 亜酸化窒素製造開始
1995年 株式会社ケイ・エム・シー設立
1994年 茨城事業所（工場酸素充填開始）　
 神奈川事業所（工場酸素充填開始）

1993年 株式会社アイ・エム・シー設立　
 株式会社星エンジニアリング設立
1990年 第1回在宅酸素サービスマーク取得
 医療ガス保守点検業務に関する
 サービスマーク取得

1989年　株式会社エイ・エム・シー設立
1987年　東京事業所開設
　　　　（工場酸素充填開始）

自社製品・サービスの開発
新規事業へ進出

在宅医療事業／
介護・福祉事業への参入

自社工場での酸素充鎮
24時間365日体制の確立

創業～設立

自社製品・サービスの開発
新規事業へ進出

在宅医療事業／
介護・福祉事業への参入

自社工場での酸素充鎮
24時間365日体制の確立

創業～設立

1978年　一般建設業許可（管工事業）取得
1974年　株式会社星医療酸器設立

2019年 食添用炭酸製造開始
2016年 酸素濃縮器「WESTELLA」
 販売開始
 医療用炭酸製造開始
2015年 ISO9001取得
2014年 酸素濃縮器並びにタブレット端末
 遠隔管理システム特許取得
 消防施設工事業許可取得
2013年 食添用ガス「SHINE」販売開始
2012年 居宅介護支援事業所及び訪問介
 護事業所「ライフステージ阿佐ヶ
 谷ケアセンター」に併設
 通所介護施設開設
 コールセンターの構築
2006年 看護学校向け商材取扱い開始
2005年 介護付有料老人ホーム開設
2003年 株式会社星医療酸器関西設立
 株式会社星医療酸器東海設立
2002年 介護福祉関連事業開始
2000年 株式店頭公開



創業時より医療用ガスを販売しておりますが、現在では品質管理の徹
底した製造拠点を国内４か所で運営しております。医療用ガス製造に
必要な資格を取得した社員が、充填前の検査から、充填、品質検査、
出荷までの工程を管理することで高品質な医療用ガスを製造する環
境を整備。配送も自社スタッフで行い、全国の販売拠点から8,500以
上の医療機関にお届けし、安全・安心な医療体制をバックアップして
います。コールセンターを整備して夜間注文にも対応するなど、365日
24時間、年中無休の安定供給体制を確立しています。

医療用ガス製造・販売

全国の拠点から8,500以上の医療機関に
供給しています。

医療用ガス供給設備の企画から
スプリンクラーの設置まで、
有資格社員が対応します。
医療機関の新築・増改築に伴う医療用ガス供給設備の企画から設計、施
工、保守までを行っています。創業時よりサービスの一環として行ってきたメ
ンテナンス等の実績が高く評価され事業化。最近では医療機関へのスプリ
ンクラーの設置まで手がけています。工事やメンテナンスを行うために必要
な管工事施工管理技士や消防設備士などの資格を持つ社員を数多く擁し、
多様な工事ニーズに確かな技術と安心・安全でお応えします。

設備工事・メンテナンス

本社・東京事業所では、国
際標準化機構による品質
マネジメントシステム
「ISO 9001」認証を取得
し、安全・安心、高品質な
医療用ガス・医療関連製
品をお届けしています。

安全・安心・高品質の保証

医療関連事業

星医療酸器グループは、医療用ガスを年中無休で提

供しています。医療に携わる人々と同じように「命と

健康を守りたい」という強い思いがあるからです。時

に非効率かもしれませんが、それが私たちの哲学で

あり、原点です。この信念を軸に、医療用ガス製造・

販売から医療施設の設備工事やメンテナンスへと事

業を拡げています。積み重ねた実績から得た“見えな

いノウハウ”を強みに、ユーザーのあらゆるニーズに

お応えしています。

緊急災害時への備え
営業所・事業所の拠点の多くでは大規模災害等に
備え、医療用ガスを備蓄しています。震度5強以上
の地震発生時は、即座に医療機関への連絡と設備
損傷の確認を行い報告します。停電等に備え、電源
が無くても吸引できる機器なども取り揃えていま
す。また、消防署からの指導事項等を遵守しながら
防災・災害訓練を定期的に行うほか、医療機関との
合同訓練にも参加しています。

ボンベ一本一本が、
「患者さんの安心」
を支えています。

医療機器
商品の販売
酸素流量計や吸引器、プラスチック
手袋など、医療機器全般及び消耗
品関連の商品の販売と配送を行っ
ています。また、酸素流量計等の破
損品の部品交換などの修理にも対
応しています。そのほか、ナース
シューズの販売会や人体模型等の
販売も行っています。人工呼吸器、
ネーザルハイフロー等の高度管理
医療機器の販売も行っています。



在宅医療

呼吸器系疾患でも症状が安定している患
者さんが自宅で酸素濃縮機を使って行う
治療法です。生存期間の延長や入院回数
の減少が期待でき、自宅での生活によって
精神的に安定するといったメリットがあり
ます。酸素は薬と同じ存在です。私たちも
チーム医療の一員と認識し、定期的なメン
テナンスや旅行時・緊急時の対応など万全
な体制を整えています。

在宅酸素療法
（HOT：Home Oxygen Therapy）

動画閲覧サービス
「MIRU MOVE（ミルムーブ）」

様 な々機器を通じた「心を届ける」サービスで
患者さんのQOL向上をサポートします。
医療制度や介護福祉制度が浸透し、自宅での療養を望む患者さんが増えています。私
たちは在宅医療に関わる様々な機器を提案し、使い方や効果、安全性等の啓蒙、定期
的なアフターケア、医療機関への情報フィードバックと多面的にサポートしています。
最近は呼吸リハビリテーションとして栄養補助食品の販売も開始。「心を届ける」を
モットーに、患者さんのQO L（クオリティ・オブ・ライフ）向上に貢献しています。

患者支援タブレット端末「Pallet’s（パレッツ）-R」
Pallet’s（パレッツ）-Rは、Bluetoothの通信技術を用い、各種機器の遠隔操作を可能にしたタブレット端末です。自宅内のどこにいても操作がで
きるため、患者さんの行動範囲が大幅に広がり、運動による体力維持や症状の改善にもつながります。リモコンや警報装置の役割だけではなく、
災害時にGPS機能で現在地を特定して携帯用ボンベを届ける「災害通報」や、担当医師と日々の健康状態を共有する「療養日誌」「呼吸療法」「運
動療法」「栄養療法」などのセルフマネジメントサポート機能に加えて、疾患管理システム（オンライン診療・問診機能）などの機能を拡充。療養日誌
や問診の情報を共有することで、オンライン診療時やそのほかのシーンで、関係する方が患者様をサポートしやすい環境を整えました。

CPAP療法 
（CPAP：Continuous Positive Airway Pressure） 

専用の機器を使って鼻から気道に加圧した空気を
送り込み、気道の閉塞を防いでいびきや無呼吸を
抑え、安定した睡眠をもたらします。現在では、睡眠
時無呼吸症候群（SAS）の最も重要な治療法となっ
ています。

人工呼吸療法
呼吸器疾患や神経・筋疾患などにより換気補助が
必要な患者さんが、自宅で人工呼吸による補助換
気を行う治療法です。院内、在宅での人工呼吸器の
販売とレンタルを通じて高度な呼吸管理をサポー
トしています。

携帯用ボンベカート

パレッツ対応・酸素濃縮器

在宅酸素療法を動画で学べるサービスです。

①QRコードの読み取り
②動画の選択
③再生・閲覧
と操作はいたって簡単。在宅酸素療法の生活から
酸素濃縮器や酸素ボンベ等の機器の取り扱い方
法まで、わかりやすく解説しています。

医療関連事業

「心を届ける」ことが、
私たちのモットーです。

星医療酸器グループは、患者さんの命と健康を守る

在宅医療向けの機器を提供しています。その際、モッ

トーとしているのは「心を届ける」ということ。私たち

は機器というハードを売っているのではありません。

患者さんの気持ちを推し量り、心（ハート）を込めて

機器を届けることが私たちの役目だと考えています。

私たちの在宅医療機器が、多くの人に利用されてい

る大きな理由はそこにあります。

LIC TRAINER 2は、患者の肺を膨らませ肺や胸部
の柔軟性を維持・改善し、呼吸状態を少しでも良く
することを目的に開発されました。特に神経難病領
域で使用され、肺や胸部を広げる効果は大変高い
と考えられています。



介護福祉

居宅介護支援
（ケアマネジメント）
自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、
ケアマネジャーが利用者の心身の状況や置かれて
いる環境に応じた介護サービスを利用するための
ケアプランを作成し、そのプランに基づいて適切な
サービスが提供されるよう、事業者や関係機関と
の連絡・調整を行っています。 

デイサービス
「あしつよ」
通所介護としてデイサービス「あしつよ」を東
京都内で展開。“人生を楽しむ基礎づくり”を
コンセプトに、利用者一人ひとりがイメージす
る楽しみを実現し、より良い人生を送るため
のお手伝いをしています。足腰を強くするため
の運動プログラムを用意し、利用者同士やス
タッフとの会話を楽しみながら、心も身体もリ
フレッシュできるひと時をお届けしています。

介護・福祉機器の販売、
レンタル
特殊寝台、車いす、特殊浴槽などの介護・福祉機器、リ
ハビリ機器を病院や介護施設へ販売・レンタルしてい
ます。また、介護保険の指定を受けた福祉用具貸与・
販売事業所の専門職、福祉用具専門相談員が他の
介護保険サービスの専門職と連携しながら、高齢者
の自立した生活を福祉用具の提供、住宅改修でサ
ポートしています。東北大発ベンチャー企業開発の「あ
きらめない人の足こぎ車いす」やギネスブックで認定さ
れた世界でもっともセラピー効果があるロボットなど
の先進的な福祉用具の普及にも取り組んでいます。

車いすの販売からリハビリの
お手伝いまで多様なニーズに
お応えします。 

施設介護

介護・福祉関連事業

笑顔をつくることが、
私たちの仕事です。

高齢社会を迎えた今、介護・福祉のさらなる充実が求

められています。星医療酸器グループは、医療関連事

業で得たノウハウやネットワークを活かし、介護・福祉

用具の販売・レンタルをはじめとする介護サービス、施

設運営などの事業を展開しています。

一つでも笑顔が増えてほしい。すべては利用者さんの

QOL向上のために。

私たちは介護・福祉分野への取り組みを通じて、長寿社

会にふさわしいやすらぎや生きがいをお届けします。

介護福祉事業は、在宅医療事業での高齢者へのライフサポートの一環とし
て、介護・福祉用具の販売・レンタルからスタートしました。長年築き上げて
きた医療機関や在宅患者さんとの信頼関係をベースにコンサルティングを
行い、今では訪問看護、居宅介護支援といった介護サービスを手がけるな
ど、多様なニーズにお応えしています。

住空間・生活環境づくりの側面から
高齢者の充実した人生を応援します。
生活の基盤となる「住まい」の提供として、介護付有料老人ホームの運営と
デイサービスを行っています。入居者や利用者の方々に笑顔をお届けした
い、人生を楽しんでもらいたい。その思いを大切にしながら、快適な住空間・
生活環境づくりに取り組んでいます。

訪問看護・
居宅療養管理指導
「真心と笑顔」をモットーに、病気や障害を持ち通院が
困難な方が住み慣れた地域や自宅で療養生活を安心
して送れるよう、看護師が医師やケアマネジャーなど
の関係者と連携し、看護ケアを提供しています。また、
療養上の管理や指導、助言などを行い、ケアマネ
ジャーに対してケアプランの作成に必要な情報提供
も行っています。同じく、理学療法士、作業療法士、言
語聴覚士といったリハビリ専門職は、医師や看護師な
どと情報を共有しながら機能維持・向上を図り、医療
機関では行うことができない実際の生活場面に即し
た能力的な部分へのアプローチを行っています。

介護付有料老人ホーム
「ライフステージ阿佐ヶ谷」
都会にありながら緑に包まれた東京都杉並区の一
角にある特定施設入居者生活介護「ライフステージ
阿佐ヶ谷」は、看護師が24時間常駐し健康管理や
医療サポートなど医療面の受け入れ体制を充実させ
ています。昼夜を問わず医療ケアが必要な医療依存
度の高い方はもちろん、将来的に医療ケアが必要に
なった場合に備えることでより安心して日常生活を
送っています。 

看護学校事業

教材類の販売を通じて、
看護師育成に貢献します。
関東近県の看護学校へ医療機器や実習用の模型、
生徒のナースウェアや聴診器などの備品・教材を販
売しています。オリジナル商品も含めて取り扱いアイ
テム数が多く、豊富な商品知識を有しています。近
年、医療用ガス販売先で看護学校を経営し、看護師
の教育から雇用まで一貫して行う病院などもあり、
事業部門を超えてサポートしています。


