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ライフサイエンスによるイノベーション創出

【精神・神経疾患】
脳神経回路の機能解明に向けた研究開発等を進めるとともに、国際連携
も視野に入れた革新的診断・予防・治療法の確立や、行動選択・環境適応
を支える脳機能原理の解明に向けた取組を推進。

○健康・医療戦略（平成26年7月22日閣議決定）等に基づき、iPS細胞研究等による世界最先端の医療の実現や、疾患の克服に向けた
取組を強力に推進するとともに、産業応用及び臨床応用・治験へとつなげる取組を実施。

○日本医療研究開発機構（AMED）における基礎から実用化までの一貫した研究開発を関係府省と連携し強力に推進するため、
特に文部科学省においては、大学・研究機関等を中心とした医療分野の基礎的な研究開発を推進する。

概 要

世界最先端の医療の実現

【再生医療】
京都大学iPS細胞研究所を中核拠点とした研究機関の連携
体制を構築し、厚生労働省及び経済産業省との連携の下、
iPS細胞等を用いた革新的な再生医療・創薬をいち早く実現
するための研究開発を推進。

○再生医療実現拠点ネットワークプログラム 90億円（90億円）

○脳科学研究戦略推進プログラム・脳機能ネットワークの全容解明
プロジェクト 58億円（58億円）

疾病領域ごとの取組

【ゲノム医療】
既存のバイオバンク等を研究基盤・連携のハブとして再構築すると
ともに、その研究基盤を利活用した目標設定型の先端研究開発を
一体的に実施。

○東北メディカル・メガバンク計画 （健常者コホート） 30億円（26億円）
うち、復興特別会計 16億円（12億円）

※コホート研究：疫学調査

臨床研究・治験への取組 その他の重点プロジェクト等

【感染症】
アジア・アフリカの海外研究拠点を活用した感染症の疫学研究や、創薬
シーズの標的探索研究、BSL4施設を中核とした感染症研究拠点に対する

研究支援及びそれを支える研究者の育成等を行う。

○感染症研究革新イニシアティブ 7億円（新規）

【医薬品・医療機器、基礎研究や基盤整備、国際的な取組等】
医薬品創出・医療機器開発、医療分野の先端的な基礎研究、
バイオリソースの整備、国際共同研究、産学連携の取組等を推進

【老化メカニズムの解明・制御に向けた取組】
老化メカニズムの解明・制御を目指す基礎研究や疾患への
応用・研究基盤の整備等を推進。

実用化基礎研究
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【橋渡し研究】
アカデミア等における革新的な基礎研究の
成果を臨床研究・実用化へ効率的に橋渡しが
できる体制を我が国全体で構築し、革新的な
医薬品・医療機器等をより多く持続的に創出
することを目指す。

○橋渡し研究戦略的推進プログラム 43億円（60億円）

【がん】
がんの生物学的な本態解明に迫る研究等を推進して、画期的な治療法
や診断法の実用化に向けた研究を推進。

○老化メカニズムの解明・制御プロジェクト 13億円（新規）



● クリニカル・イノベーション・ネットワーク(CIN)推進支援事業
利用目的毎にレジストリ情報収集等のワンストップ
サービス化を推進 ※のうち、CIN関連事業を支援

（独）医薬品医療機器総合機構（PMDA）による薬事戦略相談等の支援

２．オールジャパンでの医療機器開発

【2020年頃までの達成目標】
○医療機器の輸出額を倍増（平成23年約５千億円→約１兆円） ○５種類以上の革新的医療機器の実用化 ○国内医療機器市場規模の拡大 3.2兆円

医療機器促進法に基づく医療機器基本計画を着実に実行するため、また医工連携による医療機器開発を促進すべく、AMEDを通じて、各省・専門
支援機関（産総研、医療機器センター等）・地域支援機関・医療機関・学会等の連携による開発支援体制（医療機器開発支援ネットワーク）を強化し
、我が国の高い技術力を生かし、医療機器の開発・事業化を加速。また、医療機器の承認審査の迅速化に向けた取組や、事業化人材・伴走コンサ
ル人材の育成、国際標準化、知財強化を進める。
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● 未来医療を実現する医療機器・システム研究開発事業
ロボット技術、ＩＴ等を応用して、低侵襲の治療装置や早期に疾患を発見する診断装置など、
医療現場のニーズに応えた、日本発の、国際競争力の高い医療機器・システムを開発・実用化

● 医工連携事業化推進事業
ものづくり中小企業と医療機関等との医工連携により、医療ニーズに応える医療機器の
開発・実用化を推進。また、医工連携支援機能を整備し、支援機関の連携体制を構築

● 医療機器開発支援ネットワークの構築（医工連携事業化推進事業）（再掲）
中小企業のものづくり技術を核として、開発初期段階から事業化に至るまで、「伴走コンサル」として切れ目ないワンストップ支援
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● ロボット介護機器開発・導入促進事業
実際に介護現場で「使える」ロボット機器を開発する企業に対して補助を行うとともに、
介護現場への導入に必要な基準作成等の環境整備を実施

日本医療研究開発機構対象経費
平成29年度予算額 142億円（一部再掲）

● 医療分野研究成果展開事業
大学等と企業との連携を通じ、大学等のシーズ等の実用化に
向けて革新的な医療機器につながる技術・機器・システムを開発
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● 医療機器開発推進研究事業※

日本発の革新的医療機器の創出を目指す質の高い非臨床研究及び
臨床研究・医師主導治験等を支援

平成29年度予算額 16.4億円

平成29年度予算額 34.5億円

● 国産医療機器創出促進基盤整備等事業
医療機器の研究開発を行う医療機関で、医療機器を開発する企業の人材を受け入れて
研修等を通じて開発人材の育成等を推進

平成29年度予算額 12.2億円

● 審査の迅速化・質の向上と安全対策の強化（医薬品等規制調和・評価研究事業）

研究開発から承認審査、市販後対策に至るまでの規制、国際標準化等に
ついて、科学技術と社会的要請を調和させる研究を推進
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● 途上国等における医療技術等実用化研究事業
海外における医療機器等の臨床研究等を支援

平成29年度予算額 18.3億円

平成29年度予算額 43.8億円

平成29年度予算額 3.2億円

平成29年度予算額 11.6億円≪再掲≫

平成29年度予算額 1.5億円

平成29年度予算額 0.3億円≪再掲≫

そ
の
他



医療分野研究成果展開事業

先端計測分析技術・機器開発プログラム

・医療機器基本計画（平成28年5月31日閣議決定）にも掲げられるように、医療機器産業は高齢社会を支える大きな柱の一つであり、この
活性化に向けて、産学官が連携した革新的な医療機器の実用化に向けた取組が必要となっている。

・このため、大学等と企業との連携を通じて、有望な研究者が持つ技術シーズを広く発掘し、革新的な計測分析技術・機器を生み出す研究
開発を推進する。また、独創的な｢技術シーズ｣を発掘・確立し、革新的な医療機器につながる技術・機器・システムを開発する。

・特に、ヒト、ヒト由来サンプル、または臨床サンプル等の生体試料を用い、開発期間中に医療機器としての原理実証を行う。

概 要

＜テーマ（平成28年度公募）＞ （１）将来の革新的医療機器につながる技術・機器の開発
（２）ターゲットを解明するための計測分析技術・機器の開発

要素技術開発 ・実現場での活用
・製品化
・標準化

臨床医

技術の開発者 製品の開発者

参画
参画

「オールジャパンでの
医療機器開発」で実施
される各事業へ橋渡し

先端機器開発
プロトタイプ機の性能確認要素技術の原理確認

参画

各省連携による
医療機器開発

【経済産業省】
・医工連携による医療機器開発
・世界最先端の医療機器開発

【厚生労働省】
・臨床拠点を核とした機器創出
・適切な審査と安全対策のための基盤整備

技術シーズの提供、
試作機等成果の活用評価

技術動向・現場ニーズの提供、
評価方法等の整備

参画 参画

○研究開発の進捗段階に応じて、「要素技術開発」「先端機器開発」の２つのタイプを設け、産学連携による研究開発を推進。

「要素技術開発」タイプ： ヒトやヒト由来サンプルを用いて、開発する技術の原理検証を行う。提案技術の臨床的な有用性を示し、次フェーズで開発するプロト
タイプ機の性能仕様を見定めることを目標とする。

「先端機器開発」タイプ：原理実証プロトタイプ機を開発し、ヒトやヒト由来サンプルまたは臨床サンプルを用いて医療機器としての有用性と性能の検証を行う。
課題終了後に臨床現場での評価を開始する体制と計画を見定めることを目標とする。

○開発開始１年経過時に中間評価を、開発終了後には事後評価・追跡評価を実施し、事業目標の達成状況を適時・適切に検証。

○企業と大学・独立行政法人等の研究機関が密接に連携した「開発チーム」を編成し、チームには臨床医が参画することを原則

とする。



【参考：平成28年度公募】

類型（タイプ） 要素技術開発タイプ 先端機器開発タイプ

開発期間 2年7ヶ月以内 3年7ヶ月以内

開発内容 要素技術の原理確認 プロトタイプ機の性能確認

開発目標
L-1：将来の革新的医療機器につながる技術・機器・システムの開発
L-2：新たな診断・治療技術を生むためのターゲット（マーカーや症状）を探索解明
することを目的とした計測分析技術・機器・システムの開発

チーム構成
産と学・官が連携し、かつ医師（臨床医）が参画した開発チームを編成
※若手研究者の応募を推奨

採択予定数 数課題 数課題

開発費の目安
26，000千円程度/12ヶ月 65，000千円程度/12ヶ月

全額AMED支出

（平成28年度公募要領より）

【参考：平成29年度公募】
＜AMEDホームページ http://www.amed.go.jp/
にて公募予告中！＞

詳細：公募要領（公募開始時に公開）をご覧ください
公募期間：平成29年2月上旬～3月下旬（予定）
公募説明会：参加申し込み受付中

http://www.amed.go.jp/


医療分野研究成果展開事業

産学連携医療イノベーション創出プログラム

・革新的な医薬品、医療機器の開発には、大学等と企業（ベンチャー企業やものづくり技術を有する中小企業等も含む）との産学連携の
推進が重要であり、イノベーションの創出に向けて産学連携を戦略的に展開することが必要。
・このため、産学が連携して医療分野の技術課題を解決し、大学等の研究成果の実用化を加速することにより、医療分野における革新的
なイノベーションを創出する。

概 要

基 礎 研 究
前臨床研究 臨床研究

大学等 企業

（探索フェーズ） （可能性検証フェーズ） （実用性検証フェーズ）
実
用
化

応 用 研 究

産学連携により研究開発 ・ 実用化を推進

医療イノベーション
創出
3つのLife

（生命・生活・人生）
の向上

特
許

学
基礎研究成果

産
事業化

官
連携支援

産学連携により医療分野における技術課題を解決

本プログラムの範囲

イノベーション
セットアップスキーム

テーマ： １．オープンイノベーションによる革新的な新薬の研究開発
２．急激な少子高齢化社会を支える革新的医療技術・医療機器の研究開発

産学連携医療イノベーション創出プログラム
基本スキーム

（上限50百万／年；推進期間 上限３年間）

イノベーションセットアップスキーム
（上限20百万／年； 推進期間 上限２年間）

※研究開発費は大学等にのみ支援

○セットアップ企業と連携した事業化への大学等の取組を推進
・大学等：ボトルネックの解消のための研究開発（「ブラッシュ

アップ研究」）を実施
・セットアップ企業： 「ブラッシュアップ研究」の戦略、導出のた

めのビジネスモデル、資金調達戦略を策定
○採択課題のうち5年後に二割程度がアライアンスやライセンス
アウトなどの次のフェーズにつながることを目指す

○大学等と企業の産学連携で構成される研究開発チームによる目標
達成に向けた 課題解決研究開発を実施

○研究開発期間終了後には、連携企業等による本格的な事業化のス
テージに展開することを目指す。

○課題提案は大学等と企業の共同提案を必須とし、大学等と企業の
役割分担（企業側の費用負担等、リソース提供も含む）も評価、研究
開発の進展により企業からのリソース提供を増やす仕組みを構築

平成29年度公募：調整中
（平成28年度中に公募予告予定）



＜実施状況＞
・平成27年1月、3大学が医機連等の産業界の協力も得ながら、連携してスタン
フォード大学バイオデザインプログラムを導入することを合意
文部科学省も、橋渡し研究加速ネットワークプログラムを通じた支援を開始

・10月5日、3大学においてプログラムを開講し、第1期生（3大学合わせて10
名）が修了

・集中研修から開始し、医療現場におけるニーズの発掘、スタンフォード大学や
シリコンバレーにおける研修を終了

・平成28年度9月、第2期生（3大学合わせて8名）が受講開始。

・工学、医学、ビジネスといった多様性のある人材からなるチームを構成
・知的財産、規制・審査、保険償還、ビジネスプランニングについて、
それぞれの専門家が継続的に指導

・医療現場におけるニーズの発掘、デザイン思考を活用したコンセプト創造、
事業化というイノベーションのプロセスを実践的に習得するプログラム

＜ジャパン・バイオデザインの概要＞

● 医療機器開発においてリーダーとなりうる人材を育成するため、課題解決型のイノベーション
に必要な考え方やスキルを、臨床現場のニーズを出発点として、実践的に習得するプログラム

● 大阪大学・東北大学・東京大学が連携し、日本医療機器産業連合会（医機連）等の産業界の
協力も得ながら、スタンフォード大学のバイオデザインプログラムの実施、展開を推進

ジャパン・バイオデザインプログラム

＜今後の方向性＞
・産業界からの支援の促進、3大学以外の機関の参入など、
プログラムの実施、展開を推進

集中研修（10月）

スタンフォード訪問（2月）

大学におけるイノベーション人材育成
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出江 紳一

医工学研究科長

山田 憲嗣

MEI センター
特任教授

Uday Kumar
Director, Strategy

Ritu Kamal
Asst. Fellowship Director 

(US), 

中川 敦寛

Co-Director 

北河 尚芳

Administrator, JAMTI

中尾 浩治

医機連会長

大森 初夏

Industry faculty

西内 大祐

Co-Director

(Industry)

小野 稔

医学系研究科
心臓外科教授



○詳細は、各大学もしくは一般社団法人日本メドテックイノベーション協会にお問い合わせください。
・大阪大学 ジャパン・バイオデザイン事務局 TEL： 06-6105-5249

・東北大学 ジャパン・バイオデザイン事務局 TEL： 022-717-8588

・東京大学 ジャパン・バイオデザイン事務局 TEL： 03-5841-4845

・日本メドテックイノベーション協会 TEL： 03-6265-6885 URL： http://www.jamti.or.jp

○橋渡し研究加速ネットワークプログラムに関しては、下記までお問合わせください。
国立研究開発法人日本医療研究開発機構 臨床研究・治験基盤事業部 臨床研究課
TEL： 03-6870-2229

【ジャパン・バイオデザインプログラムの特徴】

■ 大阪大学･東北大学･東京大学は、スタンフォード大学や医療機器産業界と連携し､医療現場の潜
在的ニーズをもとに革新的な医療機器を開発し、事業化することができる人材を育成する。

■ スタンフォードバイオデザインでの指導者研修を受けた各大学および産業界からの講師と、医療機
器業界をはじめ様々な業界からの専門講師が人材の育成を担当する。プログラムの修了者には、
医療機器ベンチャーの起業、大学での研究および企業における製品開発など幅広いキャリアパス
が期待される。

※本事業の一部は、日本医療研究開発機構の橋渡し研究加速ネットワークプログラムで支援している。

問い合わせ先


