
地域発の
医療機器開発プロジェクト創出に向けた取組

平成29年1⽉
関東経済産業局 次世代産業課

第３回 全国医療機器開発会議

【事業説明】



⼈事、予算、経済・産業に関する調査・統計などを所管
約７００⼈

経 済 産 業 省（定員約８，１００⼈）

経済構造改⾰の推進、産業政策などを所管
約２００⼈

通商の振興、経済協⼒、貿易管理などを所管 約３００⼈

産業技術政策、標準、環境などを所管 約３００⼈

製造産業などを所管 約３４０⼈

情報通信産業、商業、流通業などを所管 約３５０⼈

⽯油、電⼒、ガスなどのエネルギーの安定供給政策や省エネルギー・新エネルギー政策などを所管 約４７０⼈

産業財産権（⼯業所有権）制度の企画⽴案と審査・審判、商標登録などを所管 約２，９００⼈

中⼩企業の育成、発展に関する事務などを所管 約２００⼈

関東経済産業局について（組織）

北海道経済産業局

東北経済産業局

中部経済産業局

近畿経済産業局

中国経済産業局

四国経済産業局

九州経済産業局

関東経済産業局
通商に関する政策などを所管 約２００⼈

３４４⼈
(全経済産業局
定員の約２割)

※本省 約２，４００⼈ ※経済産業局 約１，８００⼈
⼤⾂官房

経済産業政策局
地域経済産業グループ

通商政策局

貿易経済協⼒局

産業技術環境局

製造産業局

商務情報政策局
商務流通グループ

資源エネルギー庁

特許庁

中⼩企業庁

○所在地
さいたま新都⼼

○管轄区域
茨城県、栃⽊県、
群⾺県、埼⽟県、
千葉県、東京都、
神奈川県、新潟
県、⼭梨県、⻑野
県、静岡県
（１都10県）
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下請代⾦検査官室／中⼩企業相談室／消費税転
嫁対策室

クリエイティブ・コンテンツ産業室／商業振興室／⼤規
模⼩売店舗法相談室

商品取引室

次世代産業課について

情報公開・政策評価室／広報・情報システム室

産業⼈材政策課

地域振興課
新規事業課

地域経済部

情報政策課

特許室産業技術課

地域経済課

アルコール事務所 新潟

企業⽴地⽀援課

消費者相談室／製品安全室

アルコール室

⾦融連携推進室／競争環境整備室／消費税転嫁
対策室

監査室／総合エネルギー広報室／地域エネルギー振
興室資源エネルギー環境課

環境・リサイクル課

電⼒事業課
資源・燃料課
ガス事業課

省エネルギー対策課

通商事務所

資源エネルギー環境部

東京、横浜

新エネルギー対策課

次世代産業課 ヘルスケア産業室（医療機器・バイオ・健康
産業）／航空宇宙産業室

※平成25年4⽉1⽇新設

4部28課21室3事務所体制（職員数344名）

企画課

会計課

総務企画部

産業振興課

国際課

商務・取引信⽤課

産業部

製造産業課

流通・サービス産業課

中⼩企業課

総務課

調査課

消費経済課

中⼩企業⾦融課
経営⽀援課
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医療機器製造販売業許可の取得企業数

広域関東圏（１都１０県）は、我が国最⼤の医療機器⽣産拠点（全国の約６割を占め
る）であるとともに、医療機器産業において中核企業である医療機器製造販売業許可を有し
た企業（東京にほぼ⼀局集中）が数多く存在。

関東経済産業局管内のポテンシャル（医療機器産業の状況）
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「メディカルオープンイノベーションプラットフォーム」 コンセプト

事業化ノウハウを有するが、
優れた技術を有するパートナー不⾜

技術を有するが、薬機法や販路
などの障壁による参⼊失敗

医療機関

専業医療機器
メーカー

ものづくり
企業

地域医⼯
連携活動

ニーズを有するが、
連携パートナー不⾜

地域外との連携の模索

医療機関、専業医療機器メーカーは、それぞれニーズや事業化ノウハウを有するが、連携パートナーが不
⾜している。
⾃治体やものづくり企業は、それぞれ域外との連携や参⼊障壁といった問題を抱えている。
それぞれを結びつけることで、①新規取引先の発掘による新医療機器の開発・改良、②医療機器産業

への新規参⼊、③パートナー発掘による潜在ニーズの具現化を実現する。

それぞれを結びつけることで課題解消

○専業医療機器メーカー
新規取引先の発掘による新医療機器の開発・
改良
○地域ものづくり企業
医療機器産業への新規参⼊
○医療機関
パートナー発掘による潜在ニーズの具現化

専業医療機器メーカーを核に据えた事業展開
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・⾃治体
・産業⽀援機関
・地域病院
・⼤学医・⼯学部
・製販企業
・⾦融機関

平成28年度 関東局 実施事業

関東経済産業局
メディカルオープンイノベーションプラットフォーム

ハンズオン⽀援
６．個別ハンズオン⽀援
⇒開発テーマが明確で、地域波及効果
が⾼いなど有望な案件の課題解決に対
し、専⾨家によるサポートを実施。
７．医療ベンチャー企業育成
⇒医師発ベンチャーの発掘、及びVCとの
ミートアップを実施。

・VC/⾦融機関
・⼤企業（Exit先として）

・AMED
・伴⾛コンサル

・地域病院
・弁理⼠会
・⾃治体
・地⽅局
・AMED

・AMED
・補助⾦

ニーズ創出⽀援
１．臨床ニーズ発掘セミナー
⇒⽇本医師会と連携し、全国レベルで
セミナーを実施。臨床ニーズを集約し、
AMED、医療機器・ものづくり商談会等
で事業化を図る。
２．地域の臨床現場とのマッチング
⇒地域医療機関等における臨床ニーズ
と医療機器メーカーのマッチング。

ニーズ具現化⽀援
３．医療機器・ものづくり商談会
⇒医療機器メーカーとものづくり企業との
マッチング
４．医⼯連携出会いの広場
⇒医学系学会への出展・マッチング
５．医⼯連携⼈材の育成
⇒産学連携による⼈材育成(信州⼤学
への講師派遣等）

海外展開⽀援
８．⽇本⼈医師の⼿技と連動した
⽇本製医療機器のプロモーション
⇒⽇本⼈医師の⼿技と連動した医療機
器コンテンツを取りまとめて⾒せるPFを構
築し、専⾨⼈材による⼀体的なサポート
を実施。
●国際学会等への出展⽀援
⇒国際学会や海外展⽰会での共同出
展⽀援、資料の翻訳の⽀援

・JETRO
・MEJ
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平成28年度 関東局 実施事業

１．⽇本医師会と連携した「臨床ニーズ発掘セミナー」 〜医師のアイディアを事業化に〜

第１回 6⽉１１⽇ 東京都
第２回 ７⽉３０⽇ 神奈川県川崎市
第３回 １０⽉１５⽇ 宮城県（仙台市）

質の⾼い医療を提供するためには、医師と機器の開発を担う事業者等が信頼関係に基づき、機器
開発を進めることが重要であり、全国の臨床現場に眠るアイディアを創出するため、全国６箇所にて
セミナーを実施する。

医師主導による医療機器開発のためのニーズ創出・事業化
⽀援セミナー

主催：関東経済産業局、(公財)⽇本医師会
後援：各都県医師会、地⽅経済局、特許庁 他

セミナー概要：
⽇本医師会の会員医師を中⼼に、⼯学系研究者、医療機

器メーカー、ものづくり企業、⾃治体等にも参加を呼びかけて、
医療機器開発の促進に向けたあり⽅について展望するとともに、
医療従事者から、臨床ニーズ、アイディアを広く発掘する。

開催概要 事業スキーム

開催スケジュール
第４回 １１⽉２６⽇ 兵庫県（神⼾市）
第５回 １⽉２８⽇ 埼⽟県（さいたま市）
第６回 ２⽉１８⽇ 福岡県（福岡市）
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ニーズ創出⽀援



7⽉８⽇、千葉県と連携し、 C-square 
EXPOを共催実施。国⽴がん研究センター東
病院、千葉⼤学フロンティア医⼯学センター等
から医療機器ニーズを発表。医療機関、医療
機器メーカー、千葉県のものづくり企業、⼤学
等との交流を実施。

９⽉６⽇、栃⽊県と連携し、「医⼯連携促進事業（実践編）」を共催実施予定。⾃治医科⼤学
の臨床医、教授等が医療機器ニーズを提⽰し、医療機器メーカー、ものづくり企業と意⾒交換を実施
する。

平成28年度 関東局 実施事業

２．地域の臨床現場とのマッチング 〜地域に根を張る医療機関との連携〜
⼤学病院等の⾼度医療ニーズを有する医師とニーズ事業化可能性について、スクリーニング機能を
有する専業医療機器メーカーとのマッチングを実施し、事業化の促進を図る。

千葉県 C-square expo 2016

栃⽊県 医⼯連携促進事業
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ニーズ創出⽀援



医療等機器メーカー 全国ものづくり企業

⾃治体
産業⽀援機関
地域⾦融機関

①ニーズ提供

②ニーズ配布

③企業発掘④シーズ提案

⑤推薦

⑥提案共有

医療機器
ものづくり
商談会

⑦企業選定

第1回 平成28年8⽉22〜26⽇
第2回 平成29年2⽉6〜10⽇
主 催：経済産業省関東経済産業局
共 催：地⽅局、⾃治体、産業⽀援機関、⾦融機関等
※平成25年度より開催しており、現在まで通算6回実施

医療機器メーカーが有する医療機器開発・改良ニーズと、⽇本全国の優れたものづくり企業が有する技術ソリューション
を結びつける、医療機器メーカーとものづくり企業とのマッチング会を実施。

延べ83社の医療機器等関連メーカーより179件のニーズが提供
×

延べ850社のものづくり企業より、1,385件のエントリー

商談742件を実施！

開催スキーム開催概要

均質な研磨を⾏う為の
表⾯処理技術 細径ステント

平成28年度 関東局 実施事業

３．医療機器・ものづくり商談会 〜全国のものづくり企業の技術で医療機器開発〜
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ものづくり企業A社

医療機器開発案件⼀例

ニーズは、
ウェブに公開

http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/bio/kmop.html

JSTマッチングプランナーと連携開始
本年度より、JSTマッチングプランナーとタイアップし、医療

機器メーカーのニーズと⼤学側シーズのマッチングを開始。

ニーズ具現化⽀援



ドクター

多数の専⾨医が⼀同に集まる医学系学会と連携し、専⾨医が有する医療機器開発に係る課題・ニ
ーズの発信と、ソリューションを有する企業の出展を⾏うことで、医師と企業との出会いのきっかけづくり等
の⽀援を実施。

第２９回⽇本内視鏡外科学会総会において、臨床ニーズを有する医師とものづくり企業が有する⾼度な要素技術と
をマッチングさせ、新たな医療機器の創出を図る「医⼯連携出会いの広場」を実施予定。

第２９回内視鏡外科学会総会
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平成28年度 関東局 実施事業

４．医学系学会との連携 〜医師とものづくり企業（技術）との出会い〜

■会期：平成28年12⽉8⽇〜10⽇
■場所：パシフィコ横浜展⽰ホール
■募集数：100⼩間
■出展料⾦：108,000円（⼩間）

21,600円（ブースツアー）

■ブースツアー for Doctors
医療機器開発に実績のある医師がツアコンとなり、技術を持った

企業を探している医師を複数連れて、展⽰ブースをラウンドする。
■ブースツアー for Industry
ものづくり企業を⽀援する地域コーディネーターがツアコンとなり、

商業展⽰に出展中の医療機器メーカー担当者を対象にものづくり
企業の展⽰ブースをラウンドする。

ものづくり技術 医療機器メーカー

ニーズ具現化⽀援



平成28年度 関東局 実施事業

５．医⼯連携⼈材の育成

地域を牽引する中核機能を有する事業者の、事業化可能性が⾼いプロジェクトに対し、専⾨⼈材の派遣や、必
要な調査の実施等を通じて、速やかな上市を⽬指す。

６．個別ハンズオン⽀援

⼤学と連携し、医療機器メーカーの医療機器開発責任者を⼤学に派
遣の上、臨床ニーズ具現化の際の留意点、知財の取り扱いといった開
発現場の実態に係る講義を実施するなど、⼤学の医学部、理⼯学部、
医療機器メーカー等との交流を図り、産学連携による医⼯連携⼈材の
育成を図る。
（連携⼤学：信州⼤学⼤学院総合理⼯学研究科 修⼠課程）

医学部

医療機器
メーカー

理⼯学部

７．医師発ベンチャー・⼤学発ベンチャーとVCとのミートアップ
 ⽇本医師会と連携し、医師発ベンチャー、⼤学発ベンチャーを発掘し、事業化ノウハウを有する専⾨⼈材の⽬

利きの上、VC、⾦融機関、⼤⼿医療機器メーカー等とのミートアップ事業を実施し、優れたアイディア、技術を
有するベンチャー企業の事業化を促進する。

 臨床ニーズ発掘セミナーで収集したニーズに対応する技術を有するベンチャー企業を発掘し、VC等とマッチング
する。
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ハンズオン⽀援



平成28年度 関東局 実施事業

８．⽇本⼈医師の⼿技と連動した⽇本製医療機器のプロモーション
 ⽇本⼈医師の⼿技は、世界中の医師から評価されており、⼿技だけにとどまらず、⽇本⼈医師が使⽤してい

る機材、機器についても注⽬を集めている。
 ⽇本⼈医師、海外法規専⾨家、医療機器メーカー等を含めた幅広いネットワークを構築した上で、⽇本⼈

医師の⼿技と連動した医療機器をとりまとめた英語版ウェブページを構築し、専⾨家による海外戦略に基づ
き、国際学会へのプロモーションや出展により、中⼩企業群の海外シェア拡⼤を実現する。
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国際学会におけるプロモーション

MEDICAL TAKUMI JAPAN
両学会において、Medical Takumi Japan のPRを実施。学会に参加して
いた海外医師288⼈からアンケートを収集したところ、ほとんど全員が⽇本⼈
医師の⼿技と⽇本製医療機器に興味があると回答。

 アジア太平洋消⽕器病週間（APDW2016神⼾ 平成28年11⽉3⽇〜5⽇）
 世界内視鏡外科学会議（WCES/ELSA上海 平成28年11⽉9⽇〜12⽇）
 ⽶国消化器内視鏡外科学会議（SAGESヒューストン 平成29年3⽉22⽇〜

24⽇）

海外展開⽀援



Medical TAKUMI Japan
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http://www.med-takumi.go.jp



お問い合わせ先
関東経済産業局
地域経済部 次世代産業課

〒330-9715 さいたま市中央区新都心１－１
さいたま新都心合同庁舎１号館 １０階

電話 ０４８－６００－０２０６

ご清聴ありがとうございました


