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１．国内外の医療機器産業の動向



医療機器の分類

② 治療機器① 診断機器 ③ その他

ＰＥＴ、ＰＥＴ－ＣＴシステム

ＭＲＩ

Ｘ線撮影フィルム、
体温計、
血圧計、
心電計 等

内視鏡（ビデオスコープ）

超音波診断装置
人工心肺システム
（ローラーポンプ、人工肺）

心臓ペースメーカ

人工関節

注射器

歯科材料

歯科用ユニット

家庭用
マッサージ器

手術用手袋

コンタクトレンズ

カテーテル
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http://www.med.shimadzu.co.jp/products/pet/03.html


日本の医療機器市場の動向

⚫ 我が国の医療機器市場規模は、平成１６年以降、増加に転じ、２兆円超で推移。

平成２９年は、約３兆円となり、過去最大の市場規模。

⚫ 我が国の医療費は、平成２８年度は４２．１兆円。医療機器市場は、うち約７％となっている。
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出典：厚生労働省 薬事工業生産動態統計
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日本の医療機器市場の構造

出典： 厚生労働省 薬事工業生産動態統計※ 国内市場規模＝国内生産額＋輸入額－輸出額

診断系医療機器
市場規模 ：５，６３３億円（２０％）
平均成長率：０．１７％

治療系医療機器
市場規模 ：１７，２１７億円（５９％）
平均成長率：４．３０％

その他医療機器
市場規模 ：６，１７７億円（２１％）
平均成長率：２．３０％
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H30年時点の
輸入品シェア

単位：億円 単位：％

医療機器市場（約２．９兆円）のうち、金額ベースでは治療機器（カテーテル、ペースメーカー

等）が５９％、 診断機器（内視鏡、ＣＴ、ＭＲＩ等）が２０％を占める。一般的に治療機器

の成長率が高く、市場規模も大きい。しかしながら、治療機器は輸入比率が相対的に高い。
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世界における医療機器市場の動向

⚫ 高齢化の進展や新興国の国際需要の拡大を受け、医療機器のグローバル市場は、拡大傾向。

⚫ 国内市場も拡大傾向にあるなか、輸入額の増加が顕著。

グローバル市場の動向推移 医療機器の輸出入の推移

○ 輸出入額は、２０１８年時点で、約９，５２９億円の輸入超過。
(輸出額:6,676億円－輸入額:16,206億円)
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参考：我が国医療機器のイノベーション加速化に関する研究会資料５参考資料
（BMI Research “Worldwide Medical Devices Market Forecasts to 2021” よりみずほ銀行産業調査部
作成 ）
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米国系
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世界における医療機器市場の動向

⚫ 診断機器分野では一定の国際競争力を確保する一方、治療機器分野では国際競争力が弱い。
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主な医療機器の外資系／日系世界シェア （2014年世界市場規模）

(出典)平成27年度 日本企業の国際競争ポジションに関する情報収集（ＮＥＤＯ）（平成28年3月）
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２．政府全体及び経済産業省における
医療機器産業政策



＜次世代ヘルスケア＞
ⅰ）技術革新等を活用した効果的・効率的な医療・福祉サービスの確保
ⅱ）日本発の優れた医薬品・医療機器等の開発・事業化、国際展開等

⚫ ロボット・センサーについて、重点分野に基づき、利用者を含め介護現場と開発者等をつなげる

取組や、介護現場でのモニター調査等により、現場ニーズを捉えた開発支援を行うとともに、介

護ロボットを活用した介護技術の開発や介護ロボットの普及啓発を行い、介護現場への導

入・活用支援を着実に進める。あわせて、障害福祉分野についても同様の取組を進める。

⚫ 2040 年を展望した中長期ビジョンである「未来イノベーション WG」の取りまとめを踏まえた医

療福祉分野における取組を検討し、2019 年度中に具体化する。ムーンショット型研究開発、

先端技術の速やかな社会実装に向けた新たな評価モデルの開発、技術インテリジェンス機能

の強化等、政府一丸でロボット・AI 等の溶け込んだ社会システムの実現を目指す。また、国

民が自分の健康状態を自ら把握できる社会の実現に向け、機器やサービスに関して、評価手

法の開発を推進する。

⚫ 予防からQOL向上まで様々なニーズを踏まえた医療機器・ヘルスケアサービス等の開発を行う

ため、ベンチャー支援等を強化し、新規参入の促進等を２０１９年度中に検討する。

「成長戦略フォローアップ」＜抜粋＞（令和元年６月２１日閣議決定）
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⚫ 医療分野研究推進計画を踏まえた、医療分野の研究開発を促進するためのファンディング。
①各省における医療分野の研究開発予算を一元化
②基礎研究から実用化まで、一気通貫の支援

※平成２７年４月１日設立。理事長：末松誠（前 慶應義塾大学医学部長）
令和２年度決定額：１，２７２億円 人員：５５０人程度（うち常勤３７８名）

内閣総理大臣
「総合調整」を担う

＜主務大臣＞

６０８億円
令和２年度
決定額

医療機器・ヘルスケアプロジェクト（１２１億円）

○先進的医療機器・システム等技術開発事業

（３８．８億円）

○医工連携事業化推進事業

（２１．４億円）

○ロボット介護機器開発・標準化事業

（１１億円）

日本医療研究開発機構（ＡＭＥＤ）

４７４億円 １８５億円

文部科学大臣
「基礎研究」を担う

厚生労働大臣
「臨床研究」を担う

経済産業大臣
「実用化」を担う

経済産業省の主な取組（令和２年度予算案額）

医薬品プロジェクト（３８４億円）
○次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発
（５９．０億円）

再生・細胞医療・遺伝子治療プロジェクト（１８５億円）

○再生医療・遺伝子治療の産業化に向けた基盤技術開発事業
（３８．０億円）

日本医療研究開発機構（AMED）の概要

10



概要 開発機器の例

１．手術支援
ロボット・システム

●世界一のロボット技術（RT）を医療分野に応用した
機器・システム開発
内視鏡手術ロボット、手術ナビゲーション・シミュレーション、
インテリジェント手術室等

●産業用ロボットの技術を活用した軟性内視鏡手術ロ
ボット

●産業用ロボットで実績のある情報処理技術を活用し
たスマート治療室

２．人工組織・臓器

●世界最先端技術を生かし、ものづくり力を結集した
機器開発
人工心臓、人工関節、人工内耳等植えこみ型医療機
器、歯科用インプラント等高機能材料

●３Dプリンタ技術により、細胞などを積み上げて血管・
骨等の生体臓器を作製するシステム

● 細胞シート積層技術を用いて、心臓壁などの立体
組織を作成するシステム

３．低侵襲治療
●患者の体力的負担を減らし、早期回復のニーズ対応
放射線の動体追跡照射技術、血管内にカテーテルなど
を導入するガイドワイヤー、放射線治療、血管内治療等

●呼吸により動く臓器（肺等）に、放射線を照射する
技術を応用した高精度な放射線治療装置

●脳活動の信号を読み取って、機器や装置の制御に
利用する技術を用いた、麻痺した運動機能の回復
支援システム

４．イメージング
（画像診断）

●早期診断により医療の効率を向上、健康寿命の延伸
MRI、CT、PET、高機能内視鏡（周辺機器を含む）、
分子イメージング等

●微粒子化した造影剤を用いて、転移したがん細胞を
検出しやすくするがん転移診断装置

●光学顕微鏡の画像処理技術を活用し、細胞を切り
取らずに、がん細胞を検出するがん診断装置

５．在宅医療機器
●高齢化社会の医療現場ニーズに対応
●「小型化・軽量化」といった日本の得意分野を生かす
酸素濃縮装置、ポータブル歯科治療器等

●現場のニーズに応じて、小型化・軽量化した機器を
組み合わせることができる在宅訪問歯科診療の専用
器材パッケージ

●ウェアラブル機器から入手した血圧データと、ICT技術
を組み合わせた診療支援システム

医療機器産業重点５分野の技術開発

11
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AMED「医療機器開発の重点化に関する検討委員会」の報告書概要
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３．オールジャパンでの医療機器開発



医
療
機
器

AI・IoT技術、計測技術、ロボティクス技術等を融合的に活用し、診断・治療の高度化や、予防・QOL向上に資する医療機器・ヘルスケアに関する研
究開発を行う。

２．医療機器・ヘルスケアプロジェクト 日本医療研究開発機構対象経費
令和２年度予算額121億円

フ
ェ
ー
ズ

基
盤

実
用
化
（市
販
・医
療
現
場
へ
の
普
及
等
）

● 医工連携イノベーション推進事業：医療ニーズを踏まえた中小企業・ベンチャー等の医療機器等の開発を支援

● 医療機器開発推進研究事業
：革新的医療機器の創出を目指す質の高い臨床研究、医師主導治験等を支援

● 開発途上国・新興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ニーズに基づく研究開発等を支援

● 医療・介護・健康データ利活用基盤高度化事業：8K内視鏡、遠隔医療ネットワークの研究開発を支援

● ロボット介護機器等福祉用具開発標準化事業：自立支援型ロボット介護機器の開発、効果の評価、安全基準策定

● 次世代医療機器連携拠点整備等事業：医療現場ニーズに基づいた医療機器開発のための企業人材の育成、人材育成拠点の整備・連携

● 医工連携イノベーション推進事業（再掲） ：開発初期段階から事業化に至るまで伴走コンサル等による切れ目ないワンストップ支援

● 先進的医療機器・システム等技術開発事業（再掲） ：医療機器開発ガイドラインを策定

● 官民による若手研究者発掘支援事業：医療機器分野で大学等の有望シーズ研究を発掘し、若手研究者を育成

予算額22億円

予算額12億円

予算額3億円

予算額21億円

予算額11億円

予算額2億円

予算額21億円

予算額39億円

予算額4億円

● 革新的がん医療実用化研究事業
：がんの早期発見、層別化および低侵襲治療のための医療機器開発等 予算額2億円

● 難治性疾患実用化研究事業： 難病の診断・治療のための医療機器の開発 予算額1億円

予算額3億円

● 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、産学連携医療イノベーション創出プログラム）
：大学・ベンチャー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

対象疾患毎の
機器開発

基礎研究 臨床研究・治験 実用化非臨床応用研究

■文科省、■厚労省、■経産省、■総務省

企
業
／
ベ
ン
チ
ャ
ー
等
に
よ
る

研
究
・実
用
化
の
推
進

● 先進的医療機器・システム等技術開発事業
：先進的な医療機器・システム等の開発、基盤技術の開発等を支援 予算額39億円

● 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化事業：生活習慣改善のための医療機器等、疾患リスクを評価するツールを開発 予算額0.3億円
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術の応用等）



経済産業省が推進する医療機器産業政策の全体像
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●世界最先端の医療機器開発

・産学官が連携し、先進的な医療機器・システム等の開発推進
（先進的医療機器・システム等技術開発事業：
平成31年度当初予算額 35.1億円）

・開発・審査の円滑化に資する評価指標、 開発ガイドラインの策定

●医工連携による医療機器開発
・ものづくり技術を有する企業・大学等と医療機関との連携を促進し、
医療現場のニーズに応える機器開発・実用化
（医工連携事業化推進事業：平成31年度当初予算額 27.3億円）

●医療機器開発支援ネットワークによる支援
・「伴走コンサル」として、開発段階に応じた切れ目ない支援を提供
・開発機関を総動員し、ワンストップで、医療現場のニーズ発掘や事業化（許認可、知財、販路開拓、
ファイナンス）等への支援を提供

●事業環境の整備
・臨床ニーズを抽出するスキーム
・医療機器の部材供給に関するガイドブック
の策定・普及
・海外展開に向けた国際標準化の加速

●海外市場の獲得
・医療機器とサービスの一体的な展開
（医療技術・サービス拠点化促進）
（MEJ、JICA等と連携した支援体制）

市場開拓、
ﾃﾞｻﾞｲﾝ・ｺﾝｾﾌﾟﾄ設計

開発・治験
製造・サービス供給

販売
マーケティング



先進的医療機器・システム等技術開発事業
令和2年度予算案額 38.9億円（35.1億円）

⚫我が国の医療機器に関する競争力のポテンシャル、公的支援の必

要性及び医療上の価値等を踏まえて策定した５つの重点分野(※)

を対象に、先進的な医療機器・システム等の開発を支援します。

※ ①検査・診断の一層の早期化・簡易化、②アウトカムの最大化を図る診断・

治療の一体化、③予防、④高齢化により衰える機能の補完・QOL向上、

⑤デジタル化/データ利用による診断治療の高度化

⚫ また、我が国の医療機器産業の競争力の底上げを図るため、協調

領域における基盤的な技術の開発や、医療機器の実用化を促進

するための開発ガイドラインの策定等を行います。

⚫令和２年度は、令和元年度に採択した案件についての継続的な支

援及び新規採択を通じ、重点5分野における開発を推進します。

成果目標（最終）

⚫令和９年度までに５件の医療機器等の実用化を目指します。

事業目的・概要

（研）日本医療研究開発機構
（AMED）

大学・民間
企業等

（研）日本医療研究開発機構
（AMED）

事業の内容 事業イメージ

商務・サービスG 医療・福祉機器産業室
03-3501-1562

条件（対象行為、事業者、補助率等）

（１）先進的医療機器・システム等開発プロジェクト（令和元年～6年）

⚫ 開発に伴うコストやリスクが高い、先進的な医療機器・システム等の
実用化開発を支援します。

⚫ 企業を主体としたコンソーシアム等に対し、最長5年間、企業へは
補助（２／３）、大学等へは委託。

（２）基盤技術開発プロジェクト（令和元年～6年）

⚫ 将来の医療機器・システム開発を見据え、診断の早期化を図るソリュー
ションや日常生活データの予防への活用等につながる要素技術や基盤
技術を開発します。

⚫ 企業を主体としたコンソーシアム等に対し、最長3年間、委託。

（３）開発ガイドラインの策定

⚫ 革新的な医療機器等の速やかな実用化を目指し、薬機法の承認審査
を迅速化するための開発ガイドラインを、厚生労働省等と連携し、策定
します。

企業等
（補助２／３、委託）

国

定額

補助
大学等
（委託）

情報支援内視鏡外科手術システム

熟練医師の暗黙知をAI等
の技術によりデータ化

光超音波３Dイメージングによる
画像診断装置

微細な動静脈、リンパ管を「見える化」する
画像解析システムを実現

「アウトカムの最大化を図る
診断治療の一体化」具体例

「デジタル化/データ利用による診
断治療の高度化」具体例

光超音波3Dイメージングの原理図

超音波センサ

パルスレーザ

画像化システム

超音波発生

システムイメージ
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開発事例（先進的医療機器・システム等開発プロジェクト）
○○動脈

⚫ 高度な技術が必要となる内視鏡手術においては、
術者間や施設間の治療成績格差や、国内の外科医
不足が課題。

⚫ 本プロジェクトにおいては、熟練医師の暗黙知を
AI等の技術によりデータ化し、外科手術の均質化、
安全性の担保、手術室運営の効率化を実現するシ
ステムを開発。

情報支援内視鏡外科手術システムの開発
光超音波3Dイメージングによる

革新的画像診断装置の開発

システムイメージ

⚫ 光超音波3Dイメージング技術による脈管（0.2ｍ
ｍの細血管とリンパ管）の3D画像化と超音波の同
時計測が可能な画像診断装置及び画像解析システ
ムを開発。

⚫ 当技術により、微細な動・静脈、リンパ管を捉え
ることが可能となり、安全・迅速なリンパ浮腫外
科治療や、乳がんの薬物治療効果の早期評価等を
実現する。

光超音波3Dイメージングの原理図

超音波センサ

パルスレーザ

画像化システム

超音波発生

画像化した手掌の血管像

光超音波画像診断装置の製品コンセプト
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開発事例（基盤技術開発プロジェクト）
○○動脈

⚫ 手術動画を含む産業目的に活用可能な手術関連
データを全国から収集し、医療機関・アカデミ
ア・企業コンソーシアムが求める価値あるデータ
ベースを構築。

⚫ 関係学会とも連携し、手術の効率化・均てん化等
に繋がる開発のための基盤整備を完了することを
目的とする。

内視鏡外科手術のデータベース構築に
資する横断的基盤整備

三次元像フローサイトメトリー細胞診によ
る血中循環腫瘍細胞の質的診断法の開発

システムイメージ

⚫ 全血から抽出した有核細胞（白血球等）1x106個
を8時間でスクリーニング撮影可能な、三次元像
フローサイトメーターと人工知能(AI)を組み合わ
せた検査装置試作機を開発。

⚫ これにより、採血により得た血液中のCTC（血中
循環腫瘍細胞）を検査することで、簡便かつ迅速
ながんの早期診断、治療効果予測・判定、予後予
測等を実現する。

将来像

細胞の３次元画像自動診断

確定診断

＋

低侵襲

新規
バイオマーカ

AI

質的診断 個別化医療
コンパニオン診断
再発早期診断

本課題研究開発

早期診断 治療効果 予後予測
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スマート治療室

✓ 手術室内の各医療機器を接続し、
患者・医療機器の情報を一元管理し
て手術スタッフで共有、手術中の診断・
治療を支援。

✓ 当該情報を、術後のフォローや医師の
訓練等に活用。

⚫ 2015年6月に「優れた医療機器を国民に安全かつ迅速に届ける議員連盟」において、「市場規模」「成長率」「日
本企業のシェア」の切り口から、我が国として注力すべき５つの重点分野（手術支援ロボ、人工組織・臓器、低侵
襲治療、画像診断、在宅医療）が定められ、その分野を中心に、世界最先端の医療機器・システムを開発・実用
化。

⚫ 具体的には、先端技術を有する企業・大学等がコンソーシアムを形成し、開発に比較的長期間を要し、開発費用
や開発リスクが高い医療機器の開発を進める。

高精度な放射線治療装置

✓ 呼吸等で常に動く臓器（肺等）に
対して、がん部位を高精度に特定
することにより、がん細胞へ放射線を
集中的に照射。

ロボット・ＩＣＴ技術を活用 低侵襲・高精度な治療技術

《技術開発の事例》

【参考】未来医療を実現する医療機器・システム研究開発事業
（平成26年～平成30年度事業）

ＫＰＩ： ２０２０年までに、５種類以上の革新的医療機器の実用化を目指す。
19

軟性内視鏡手術システム

✓ 高度なロボット技術を活用することで、
医師が手術野を俯瞰しながら、医師
の手足と協調した医療機器の操作
が可能に。

✓ 深部の病変に対して開腹が不要とな
り、低侵襲の治療を実現。

高度なロボット技術の活用



医療機器開発ガイドライン（手引き）の策定

⚫ 次世代・革新的な医療機器の承認審査に向けて、検査すべき評価項目や実験条件の予
見可能性を高めるため、医療機器開発ガイドライン（手引き）を策定。

⚫ 具体的には、評価項目（安全性、有効性、品質、強度等）や実験条件などを設定し、企
業等における医療機器の研究開発を支援。

⚫ 厚生労働省の次世代医療機器・再生医療等製品評価指標と、作成分野等で連携。

策定・公表した主なガイドライン H30年度に公開したガイドライン

■DNAチップ（3件）

■人工心臓（1件）

■ナビゲーション医療、トレーニングシステム（5件）

■人工関節、インプラント、積層造形（12件）

■ヒト細胞培養・加工・搬送装置（11件）

■コンピュータ、ソフトウェア（3件）

■スマート治療室のシステム構成・運用（1件）

■その他（8件）

■「外科手術用及び内視鏡下手術用（体腔鏡下手術に使用される）低侵襲プラズマ止血装置開

発ガイドライン２０１９（手引き）」

■「再生医療等製品の製造所における安全キャビネットの設置と維持管理に関するガイドライン２０１

９（手引き）」

■「スマート治療室のシステム構成・運用に関する開発ガイドライン２０１９手引き）」

■「再生医療等製品製造の作業所におけるインキュベータの初期設置と維持管理に関するガイドライン

２０１９（手引き）」

■「PDT機器開発ガイドライン２０１９（手引き）」

■「in silico評価に関する開発ガイドライン２０１９（手引き）」

■「三次元積層造形技術を用いた椎体間固定デバイスの開発ガイドライン２０１８（手引き）」

■「マグネシウム合金を用いたスーチャーアンカー及び骨接合材料等の整形インプラントの開発ガイドライ

ン２０１８（手引き）」

現在策定中の主なガイドライン

○ホウ素中性子捕捉療法（BNCT）

〇画像診断支援装置（AI技術の応用を含む） 等

医療機器開発ガイドラインの公表
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/report_ir
you_fukushi.html

次世代医療機器・再生医療等製品評価指標として発出された通知
http://dmd.nihs.go.jp/jisedai/tsuuchi/index.html

医療機器開発ガイドライン活用セミナーについて
http://md-guidelines.pj.aist.go.jp/

４４件策定(平成31年3月末時点）
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官民による若手研究者発掘支援事業
令和２年度予算案額 10.5億円（新規）

産業技術環境局 大学連携推進室
03-3501-0075

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ

事業目的・概要

⚫ 産業界においては、投資リスクの高まり等から、短期的に成果の出やすい応用

研究にシフトする企業が多く、大学等の研究機関において、研究期間が長期に

わたり、実用化への難易度も高いなど企業独自では取り組むことが難しい研究

を担うことが求められています。

⚫ 他方、大学においては基盤的経費の減少により、基礎研究が弱体化し、比較

的短期間で成果が出やすく、資金も確保しやすい応用研究へのシフトが進み、

基礎研究の担い手が減少することが懸念されるとともに、若手研究者の質の向

上や多様なキャリアパスの構築等が必要となっています。

⚫ また、現状、産学連携の端緒となり得るような、企業から大学の研究者・研究

内容に対するシーズの見える化、アクセス機会や交流の場が不足しているとの

指摘もあります。

⚫ このため、破壊的イノベーションにつながるシーズ創出をより一層促すべく、官民

が協調して有望なシーズ研究を発掘し、これに取り組む若手研究者を支援しま

す。また、実施に際しては、有望な若手研究者の発掘を行うとともに、官民協

調による資金拠出と、企業・大学双方での成果の共有を図ります。

成果目標

（１）若手研究者のシーズ研究を最大５年間支援します。
（２）研究シーズの早期実用化（助成終了5年後の実用化率7.5％）を目指

します。

• 産業界等のニーズを踏まえ、民間の事業化・実用化（社会実装）という
目的志向型の研究開発に向け、イノベーションを創出し得る若手研究者の
シーズ研究について公募を行い、採択された若手研究者には当該研究にか
かる研究費を支援します。

• また、採択テーマに関心を持つ民間企業との共同研究等にかかる研究費を
支援をします。

• 研究実施期間には、民間企業との意見交換の場を設けるとともに、必要な
アドバイスや設備提供等、ハンズオン支援を行います。

• 目利き機能を担う民間事業者を介してイノベーションを創出し得る若手研
究者と企業とのマッチングを支援します。

国

企業

官民が協調し、若手研究者
の発掘・育成支援

目利き機能を担う
民間事業者の活用

大学等の
若手研究者

大学等（若手研究者）

国
①NEDO
②AMED

①交付金

民間企業等

委託等

定額補助

（１）官民協調による若手研究者支援・育成

（２）民間事業者を介した若手研究者と企業とのマッチング促進

商務・サービスG 医療・福祉機器産業室
03-3501-1562

②定額補助

マッチングサポート法人



医工連携イノベーション推進事業
令和2年度予算案額 2１.４億円（新規）

商務・サービスG 医療・福祉機器産業室
03-3501-1562

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ

成果目標

⚫ 本事業による助成終了後、5年経過した時点で採択課題の30%以上の

製品について上市（事業化）を目指します。

事業目的・概要

⚫ 医療ニーズに応えるための医療機器の開発について、我が国の中小企業が

有する高度なものづくり技術を活用した開発・事業化を支援します。

⚫ 特に、国際競争力のある日本発の高度管理医療機器等の開発やベン

チャー企業の参入を促進し、医療機器産業のイノベーションを推進します。

⚫ また、医療機器の開発に際し、知財・法務等の課題や、異業種からの新

規参入、国際展開に関する課題に対応するため、全国76カ所に展開する

『医療機器開発支援ネットワーク』を通じ、専門コンサルタントによる対面助

言（伴走コンサル）等を行い、切れ目ない支援を実施します。

国
(研)日本医療研究
開発機構(AMED) 民間企業等

補助（2/3）補助（定額）

委託
※国際弁護士・弁理士、国際薬事コンサルタント等を含め充実・強化予定
。

事業の内容

医療機器開発支援ネットワーク（事務局：AMED）

地域支援機関 専門支援機関
連携・支援

市場探索・
コンセプト設計

開発・試験

製造・ｻｰﾋﾞｽ
供給体制

販売・
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

上市

販売後
改良

ネットワークによる伴走コンサル（開発・事業化のノウハウ支援）

医療機器開発・事業化の知見・
ノウハウを活用した伴走コンサルに
より切れ目ない支援を実施します

専門家

《医療機器開発支援ネットワーク体制》

相談者

PMDA、産総研、JETRO、

国衛研、医療機器センター 等

医療機関、金融機関・ファンド
、学会、弁護士、弁理士、販
売業界、コンサル企業・機関
等

自治体、商工会議所、

公設試 等

事務局
(AMED)

（２）医療機器開発支援ネットワークの充実（令和２～６年度）

⚫ ものづくり企業、ベンチャー企業、医療機関等の連携により行う、医療現場の

ニーズに応える医療機器の開発・事業化を支援します。

●補助対象経費上限：１億円/年 ●補助率：2/3 ●事業期間：3年程度
※治験を実施するテーマの補助対象経費の上限1.5億円/年

⚫ ベンチャー企業の参入促進を図るため、ベンチャーキャピタルによる対応が困難なア
ーリーステージの取り組み（コンセプトの実証等）を支援します。
●事業規模：2,000万円/件（委託） ●事業期間：2年

（１）医療機器開発・事業化の支援（令和２～６年度）
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医工連携事業化推進事業（開発・事業化事業）について

成果概要

⚫ AMEDを通じ、ものづくり中小企業、製販企業、医療機関等の共同体(コンソーシアム)に補助金交付。
⚫ 医療機器開発関連経費だけでなく、治験経費、PMDAへの相談経費等も支援の範囲。

⚫ 平成22年度補正～31年度まで183件採択。
⚫ このうち、上市（医療機器製造販売許認可等）したものは、79（国内65、海外14）機器。
上市機器の売上高総計は、約71億円（30年度末時点）。

⚫ 本事業を契機に、医療機器ベンチャーが大手企業のM&Aにより機器開発・上市加速化、
異業種中小企業が医療機器分野に参入し事業展開等の成果もあげている。

国
日本医療研究開発機構

（AMED）

補助

共同体

必須
顧客（国内、海外）卸企業

代理店

大学・
研究所

販売

・医薬品医療機器総合機構
（PMDA）
・米国食品医薬品局
（FDA）

・第三者認証機関 等

補助（2/3）

★過去の採択案件等

「MEDIC医療機器開
発支援ネットワークポータ
ルサイト」参照
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医療機関

必須
製販企業
※事業期間中
取得予定も可

ものづくり
中小企業

必須

共同体の構成

承認、認証

申請

必須

公募研究開発課題

① 医療費削減効果
② 海外市場の獲得
③ 国産医療機器市場の拡大

補助対象経費上限額

１課題あたり年間上限8,000万円
※治験を実施する年度は上限1.5億円
※非医療機器（課題①に限る）は上限5,000万円

補助率、開発実施予定期間、採択件数

補助率2/3、最長3年、採択件数12件程度（予定）

公募スケジュール

公募：平成３１年２月１日（金）
～平成３１年３月２９日（金）正午

公募説明会：平成３１年２月中旬～３月中旬



医工連携開発事業化事業（開発・事業化支援）の成果事例

医療機器ベンチャーが国の支援制度活用、ＶＣ資金調達、大手企業のM&A（買収）に
より開発・上市加速化 【㈱Biomedical Solutions】

24

（参考）28年度医工連携事業化推進事業に、
「頭蓋内動脈狭窄治療ステント開発・事業化」採択

平成25年度課題解
決型医療機器等開発
事業(現・医工連携事
業化推進事業)による
支援

機器のコンセプト発案、設計・試
作開発、設計検証、Non-GLP
動物実験

株式会社JIMRO（大塚HD）によるM&A（買収）

初期開発

ベンチャー企業としてのEXIT
（大手企業による買収）

次の開発への
再投資

非臨床試験、FIH（First In 
Human）、治験

実用化開発

量産化・市場への供給

独自に開発した特殊な構造のステントを用いて、
血栓を除去する脳梗塞の治療機器を開発。

末梢領域の治療も可能とする。

血栓除去ステント

血栓性梗塞病変

血栓と共に
ステント回収

開発製品：ステント型血栓除去デバイス（クラスⅣ）

VC（MedVenture
Partners）による出資



医工連携開発事業化事業（開発・事業化支援）の成果事例

日本製ＨＦＯ人工呼吸器の安全機能強化による海外事業展開
【製販業者：㈱メトラン、(公財)埼玉県産業振興公社】

25

機器と同時にプロトコル開発を進め海外市場に積極展開(クラスⅢ)

⚫未熟児として生まれた新生児は、肺が未発達であ
り、従来の呼吸器では肺に損傷が生じる可能性があ
るため、空気を振動させることで、未熟児であっても換
気できる呼吸器を開発し、2012年に上市。

⚫同様の仕組みを用いて、肺への負担が少ない成人
向け呼吸器へと開発を拡大。

⚫同社の高頻度振動換気（HFO）人工呼吸器は、
国内総合周産期母子医療センターの9割以上に導入。

⚫当該製品は世界16ｶ国に販売。
出荷台数の３０%以上が海外市場向け。

22年度 課題解決型医療機器等開発事業
（現・医工連携事業化推進事業）に採択



医工連携開発事業化事業（開発・事業化支援）の成果事例

異業種新規参入で「第1種製販業」、「クラスⅢ治療機器での承認」取得 【㈱タカトリ】

⚫産業機械（電機電子分野）から医療機器
分野に新規参入（機械設計技術、制御技術、
モーター等の技術等を活用）。

胸腹水ろ過濃縮装置T-CARＴ(クラスⅢ)

⚫伴走コンサル（専門家等との対面助言）を
活用し、薬機法上の規制対応（PMDA承認
申請等）、知財対応等を行い、製造販売承認
取得（28年8月）・上市。さらに改良・小型化
した機器の承認取得（30年3月）。

25年度課題解決型医療機器等開発事業
（現・医工連携事業化推進事業）に採択。
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⚫徳島大学の臨床ニーズを元に、がんや肝硬変
に伴う胸水・腹水を効率的に処理（ろ過濃縮
処理の自動化、治療時間短縮等）する装置を
開発。

T-CART

M-CART



医工連携開発事業化事業（開発・事業化支援）の成果事例

異業種新規参入による、自己組織に置換され、伸長する心臓修復パッチの開発
【製造業者：福井経編興業㈱、大阪医科大学、製販業者：帝人㈱】
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経編技術を活かして小児心臓手術の課題を解決 (クラスⅣ)

⚫福井経編興業が75年の長きにわたって培ってきた
業界をリードする経編技術を活かし、自己組織に置
換され、かつ伸長可能な心臓修復パッチを開発中。

⚫小児心臓手術後、患児の心臓の成長に合わせ
て伸長でき、徐々に生体に吸収・置換され自己組
織が再生される材料を開発することで、現行品では
回避できなかった再手術が小児にもたらす生命の
危機および経済的負担という課題を解決を目指す。

⚫心臓修復パッチ実用化の後には、伸長性が求め
られている他の医療材料に展開予定。

⚫画期性が認められ、先駆け審査指定を獲得。
2019年治験開始、2022年製造販売承認申請予定。

非吸収性構造の伸長試験

製品の使用イメージ：血管等の拡
張のための補綴に使用される→

血管の成長に合わせてパッチが
伸長可能

26年度 医工連携事業化推進事業に採択



医療機器開発支援ネットワーク

⚫ 平成26年10月に、「医療機器開発支援ネットワーク」を立ち上げ。

⚫ AMEDを事務局として、事務局サポート機関と76の地域支援機関に「ワンストップ窓口」を設置。

⚫ 相談件数は約1,690件に達し、このうち、専門家による助言（伴走コンサル）は約770件。

⚫ 異業種（電機電子・自動車部品・化学・光学・製薬等）から相談増。

⚫ 地域支援機関と連携し、伴走コンサルの地方開催（福島、石川、大阪、福岡 等）も実施。

市場探索
コンセプト設計

開発・試験

製造・サービス
供給体制

販売・
マーケティング

事業・
海外戦略

生産・
知財戦略

規制対応

マーケティング・
ファイナンス戦略

地域支援機関

・自治体 ・商工会議所
・公設試 等

医療機器開発支援ネットワーク（事務局：ＡＭＥＤ）

専門支援機関

・PMDA ・産総研 ・JST ・JETRO
・国衛研 ・医療機器センター 等

連携・
支援

ネットワークによる伴走コンサル
（企業・大学等に対するワンストップ支援）

上市
「実証事業」のノウハウを活用した「伴走
コンサル」により切れ目ない支援を実施

伴走コンサル地方開催

医療機関、コンサルタント企業・機関、販売業界、学会、金融機関・ファンド

【近畿地区】
○滋賀県産業支援プラザ
○京都産業21 ○大阪商工会議所
○神戸医療産業都市推進機構
○奈良県地域産業振興センター
○わかやま産業振興財団

【中部地区】
○福井しあわせ健康産業協議会
○富山県新世紀産業機構
○石川県産業創出支援機構
○岐阜県研究開発財団
○名古屋商工会議所
○三重県産業支援センター

【関東地区】
○つくば研究支援センター
○栃木県産業振興センター
○群馬県産業支援機構
○埼玉県産業振興公社
○千葉県産業振興センター
○東京都中小企業振興公社
○神奈川県立産業技術総合研究所
○にいがた産業創造機構
○やまなし産業支援機構
○長野県テクノ財団
○静岡産業振興協会

【四国地区】
○とくしま産業振興機構
○かがわ産業支援財団
○えひめ東予産業創造センター
○高知県産業振興センター

【九州地区】
○福岡県 ○佐賀県地域産業支援センター ○熊本県
○大分県 ○宮崎県 ○鹿児島県 ○沖縄県産業振興公社

医療機器生産額

【中国地区】
○鳥取県産業振興機構
○岡山県産業振興財団
○ひろしま産業振興機構
○山口県産業技術センター

主な地域支援機関

(令和2年1月31日時点)

【北海道・東北地区】
○北海道科学技術総合振興センター ○青森県
○いわて産業振興センター ○秋田県 ○宮城県
○山形県産業技術振興機構
○ふくしま医療機器産業推進機構
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自社の特性を活かして医療機器の製造に部材を提供
自社技術をアピールし、製造販売業者や製造業者と連携することが重要

医療機関、大学、研究所とともに新しい機器や技術を試作・開発
■試作タイプ：医師や研究機関と連携し、ニーズを引き出すかが重要
（試作だけであれば基本業許可は不要・自社での量産受注にはつながらない）
■要素技術タイプ：自社のシーズ開発技術が優れているかをアピールする必要

医療機器産業への参入のパターン

29

○研究開発タイプ

○部材供給タイプ

完成品を量産供給（委託生産含む）
製造業の登録を受ける事が必要
自社で開発した機器を販売する、製造販売業者と連携することが必要

○製造業タイプ

最終製品を製造し、自社ブランドで販売
医薬品医療機器法上対処すべきことが多く、製品デザイン、製品の承認申請、
販路開拓等、自社が主体的に行う事が多い

○医療機器メーカー（製造販売業＋製造業）



上
市

事業戦略

知財戦略

海外戦略

マーケティング戦略

生産戦略
業許可取得
承認申請

市場ニーズ・
市場規模把握

類似・競合製品
とのベンチマーキング

規制対応

試作機開発・改良
先行特許調査

販売業者との連携・
テストマーケティング

ファイナンス戦略

市場探索

デザイン・
コンセプトの設計

開発・試験

製造・サービス
供給体制

販売・
マーケティング

コンセプト
設計段階

製品・事業化パートナー
の見極め

ライバルとなる製品・企業
の分析

自社の強みと顧客ニーズ
の結び付け

法規制への対応の検討

製品・事業コンセプトの確定

開発・試験段階

知的財産への対応

外部活用を含む規制対
応及び開発の戦略検討

非臨床試験の実施

治験の実施

市場探索段階

パートナーの見極め

ニーズの精査

解決方法の精査

医療機器事業参入
の検討

参入パターンの想定

製造・サービス
供給段階

業許可、ISO取得、PL対
応、必要な人材などの

要件を把握

開発する製品のビジネス
モデル・販路の構築

製造、サービスを含む
事業化の遂行

海外展開において必要な
プロセスの把握、遂行

人材育成、外部活用を
踏まえた体制管理

販売・
マーケティング段階

販売活動の実施
（販路拡大）

保険収載に向けた活動

海外を含む販売促進、
営業活動の遂行

販売活動の実施
（医師へのアクセス）

販売後の評価の把握

医療機器の開発から上市までのロードマップ
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伴走コンサルにおける相談内容、企業規模

●「規制対応」に関する相談が最も多い (31%)

●規制対応：クラス分類（医療機器か非医療機器か
の判断を含む）、申請手続き等

●販路開拓：販売代理店に関する情報収集や海外市
場への展開等

●技術開発：技術や試作機の評価等

①相談内容

⚫ 「中小企業」が最も多い（44%）

⚫ 大企業：相談件数は27%。特に、異業種（電機
電子・自動車部品等）からの参入に関する相談。

⚫ 中小企業：自動車部品、精密加工等の企業から、
主に事業戦略や技術開発の相談。

⚫ ベンチャー：医療用ソフトウェア等の相談

②企業規模

規制対応

31%

販路開拓

25%
技術開発

9%

市場動向

9%

体制強化

7%

資金調達

4%

シーズ発掘

3%

臨床評価

2%

その他

10% 大企業

27%

中小企業

44%

ベンチャー企業

13%

その他（大学・

支援機関等）

16%
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伴走コンサルの具体的な成果例

専門家面談によって法規制対応の方向性を明確化
VR/MR技術を用いた医療現場でのコミュニケーションツールの開発

Holoeyes（株）

●VR／MR技術を用いて、医療お
よび医療教育で利用可能なコミュ
ニケーションサービスを提供。
●VR/MR変換サーバシステムを用
い、CT/MRIの画像データを基に
VR/MRアプリケーション化が可能。

事業戦略を再構築、早期上市を実現
「音のバリアフリー」を実現するスピーカーの開発

（株）サウンドファン

MIRAI SPEAKER

●空港等広いスペースで遠く
離れていても明瞭に聞こえる
ため、災害時公共用としても
有効。
●高齢者が多い場所（介
護施設、病院等）での活用
を期待。

→ 事業戦略の方向性を絞り込み、早期上市を
実現。

【製品概要】広い場所でも明瞭に音を伝えるスピーカー

• Holoeyes社は自社の製品／サービスを複数の市場セグメン
トに提供することを検討していた。その中には医療機器として対
応すべきと思われるものも含まれていた。

• 事業戦略を検討する上で、どのような法規制対応を行うべき
かについて医療機器開発支援ネットワークへ相談。

→ 初回面談時には、医療機器の該当性について説明を
行い、医療機器に該当する場合に求められる対応と、
ビジネス上のメリット／デメリットを議論した。
2回目の面談では、医療機器として進める場合の方針に
ついて、複数案を提示。
同社では面談結果を踏まえて、事業戦略を整理した。

• 加齢性難聴者にも聞こえやすいスピーカーを開発。医
療機器として事業化を目指すべきか否かが判らなか
った。

• 非医療機器での事業化を決定、早期上市を実現。
• 実績と検証データを積み上げた事で、新たな選択肢
（段階的な事業展開）に気づく事ができた。

【製品概要】

※本試作品（外科用デバイス）は現在、医薬品医療機器
等法に基づく医療機器として承認・認証等を受けたものでは
ありません。 診断・治療目的ではご使用になれません。



支援機関の施策を一冊に集約。
MEDICのHPからダウンロード可能

https://med-device.jp/

《ハンドブックの内容》
・「医療機器開発・事業化の基礎」

・「医療機器開発・事業化における
課題解決のポイント」

・「医療機器開発支援ネットワークについて」

・「医療機器開発支援ネットワークの活用事例」

○文科省・AMED、JST等

○経産省・AMED、中企庁、
産総研、公設試、特許庁等

○文科省・AMED、厚労省・AMED

○国衛研、PMDA

○中小機構、MEJ、JETRO、
よろず支援拠点

○産業革新機構、地域経済活性化
支援機構

○全国各地の地域支援機関による
支援策

ネットワークの取組（ハンドブックの作成、全国会議の開催）

○厚労省・AMED、日本医師会

○多様な業界団体による支援策

「医療機器開発支援ハンドブック」の作成

「全国医療機器開発会議」の開催

◆全国の地域支援機関や企業等に対して、関係府省・
独法等の施策、医療機器開発に成功している企業等
の取組を共有する機会とし、これら企業や関係機関な
どが交流する機会を提供。

技術シーズの発掘

技術開発

臨床評価

販路開拓・経営相談

資金供給

地域支援機関

開発人材育成

業界団体

安全性評価・薬事申請

医療機器開発支援ネットワーク

・「支援政策の全体構成」

医療機器開発産業の現状、参入パターン等

市場の見極め、基本戦略の明確化など事業参入へのポイント

◆主催：内閣府・経産省・厚労省・文科省。
◆毎年1月下旬頃に開催。
（令和元年度は令和2年2月4日開催予定）
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医療機器開発支援ハンドブック

平成31年3月
内閣官房（健康・医療戦略室）・

文部科学省・厚生労働省・経済産業省

別添 医療機器の部材供給に関するガイドブック（改訂版）

平成29年度医工連携事業化推進事業

医療機器開発支援ネットワーク



「医療機器アイデアボックス」
～医療現場のニーズを開発企業へ橋渡しするサービス～

34

医療機器アイデアボックスの利用には
会員登録（無料）が必要。

登録／閲覧はこちら⇒



「医療機器アイデアボックス」ウェブサイト画面
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各ニーズの詳細は
こちらから

公開中のニーズ数

151 件
（2020年1月31日現在）



【現状】

脊椎・脊髄血管障害の検査・治療では、非常に高い精

度と繊細さが要求され、正面像、側面像を併せた考察

が必要。

【ニーズ】

側面像の撮影時に上肢を固定できる操作台がほしい。

例４）血管撮影における側面像を撮影する為の
操作台がほしい

臨床ニーズ (医療機器アイデアボックスにて公開）

医療従事者に登録頂いたニーズについては、複数の専門家（医療従事者）が、ニーズの妥当性等を評価。企業への
橋渡しのニーズが高いと判断されたものを「医療機器アイデアボックス」にて公開。(現在151件公開）

【現状】

刺突による経時的採血は患者に対して苦痛を伴う。

超高齢社会により自己血糖測定、インスリン管理が困

難な人が増加、またそのような患者に対する指導にも膨

大な労力が必要となっている。

【ニーズ】

痛みなく、誰でも簡単に血糖値測定器がほしい。

例１）針を刺さない血糖測定器がほしい

【現状】

近年主流の胸腔鏡手術は、ポート孔から処置具を胸

腔内に挿入して行うため、術前マーキングを行う必要が
あるが、より安全かつ確実な理想的なマーキング法は

いまだ開発されていない。

【ニーズ】
肺の硬度を定量化して、正常組織とがん組織を簡便に
判別したい。

例３）胸腔鏡下で触診に代わる病変の位置決めを
低コストかつ簡便に行うデバイスがほしい

【現状】

急性期病院では重傷者入院や救急搬送のケースが
多く、心電図電極のリード線が治療に邪魔になること
がある。またリード線を含めルート類が多いと患者のせ
ん妄リスクが高まるとの報告もある。

【ニーズ】

非接触もしくは電極についたリード線が無い測定装置
とすることで上述のようなリスクを軽減したい。

例２）リード線のない心電図計測装置がほしい
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【診療科】

糖尿病内科

出所：厚生労働省 平成14, 17, 20,23, 26年度 患者調査

インスリン依存性、非依存性糖尿病患者数の推移

出所：富士キメラ総研 ウェアラブル／ヘルスケア ビッグデータビジネス総調査2016

【患者セグメント】

●患者／セグメント：

●トレンド：

血糖測定を行う糖尿病患者

自己血糖測定器の販売数は、2015年度478千台。三和化学研究所がシェアトップ。

臨床ニーズ例の事務局付加情報①

例１）針を刺さない血糖測定器がほしい

2015年自己血糖測定器の販売数と販売数シェア
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【既存治療法】

【既存のソリューションに関連するデバイス等】

●内容

糖尿病治療ガイド（2016-2017）によると、インスリン非依存状態の糖尿病の治療ステップは以下の通り。

①食事療法と運動療法

②薬物療法

（経口血糖降下薬、インスリン製剤、

GLP-1受容体作動薬の種類と量を選択）

●点数 「医科」平成28年度診療報酬点数

＜血糖自己測定器加算＞

月20回以上測定する場合 400点

月40回以上測定する場合 580点

月60回以上測定する場合 860点

月80回以上測定する場合 1,140点

月100回以上測定する場合 1,320点

月120回以上測定する場合 1,500点

（株）E3ホームページ http://e3e.jp/product/ketto/

KETTO（特許出願中）(株)E3

出展：

臨床ニーズ例の事務局付加情報②

例１）針を刺さない血糖測定器がほしい
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製品評価サービス

⚫ 医療機器の開発において、ユーザーである医療従事者の声を反映した製品開発が重要。

⚫ 企業自身が医療従事者との関係を有していなくても、サービス提供機関（支援機関等）を通じて、

開発に直接関係しない医療従事者の意見（開発各段階の評価情報）を収集し、企業へフィードバック。

⚫ 医療従事者のニーズに合致した製品開発を促進。

(詳しくは医療機器開発支援ネットワーク事務局もしくはポータルサイトMEDIC へお問い合わせ下さい。
https://www.med-device.jp/consulting/ ）

※平成29年度から有料で開始。

製品評価サービスの概略

企業

サービス提供機関
（支援機関等）

医療従事者等

AMED

連携（情報提供等）

4.調査結果
（とりまとめ）

1.調査依頼
自社開発製品に対する

評価を依頼

2.評価実施
・評価者の選定、依頼
・評価の実施
①コンセプト段階
②試作機段階
③上市後段階
④市場性段階

3.評価結果
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市場・ニーズの目利き、法令・規格のコンサルティング・市
販後調査等、医療機器分野への新規参入から事業化
までの段階・状況に合わせた総合的なサポート

“ふくしま”のものづくり企業の特徴を活かした、部材供
給、量産・OEM供給等のコーディネート、各種展示
会の開催

●実際の臨床現場に即した環境の提供による、
医師、看護師の手技トレーニング

●医療機器開発に携わる企業の医療機器の
開発・改良の促進

国内関係法令や海外規格にも対応する、大型動物を用
いる生物学的安全性試験や、電気的・物理的・化学的
安全性試験等

ふくしま医療機器開発支援センター
（運営主体：一般財団法人ふくしま医療機器産業推進機構）
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① 安全性評価機能 ② 人材育成・訓練機能

③ コンサルティング・情報発信機能 ④マッチング機能

安全で信頼される医療機器の開発及び適正
かつ安全な使用の促進を図り、
医療の安全確保と医療機器産業の発展へ貢献

○お問い合わせ先
(一財)ふくしま医療機器産業推進機構 TEL：024-954-4011(代表)
E-mail：jimukyoku@fmdipa.or.jp
URL:http://www.fmdipa.jp/index.php【センター外観】

平成28年11月、医療機器の製品開発から事業化までを一体的に支援する
我が国初の施設が福島県郡山市に開所。



国内では数少ないX線遮蔽機能を有する電波暗室を備え
るほか、各種環境試験機器、各種分析装置などにより、幅
広い評価試験に対応。

【主要な試験項目】
●電気・物性試験(EMC試験,電気安全性試験,

機械的強度試験等)

●環境試験(振動試験 ,防水試験,温湿度試験等)

●各種分析(有害化学物質指令対象物質分析等)

【主要な施設・設備】
●電気安全性試験(X線遮蔽機付電波暗室)

●環境試験(防水試験装置,耐塵試験装置,恒温恒湿室)

●化学分析機器(LC-MS/MS,GC-MS,ICP-MS,FT-IR)

ふくしま医療機器開発支援センターの安全性評価機能
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ISO/IEC17025試験所認定を取得済み
GLP施設適合確認済み（一般毒性等に関する試験「局所性」に限る)・AAALAC認証取得済み

（10ｍ法電波暗室） （IP試験装置）

●電気的試験を行った場合のモデル料金(※参考見積)
○EMC試験（外部からの妨害波等による機器の耐性）

1)第2版：723,000円(4～5日)
2)第4版：938,000円(5～6日)

○安全性試験（漏れ電流測定,耐電圧,リスクマネジメントファイ
ルの調査など）
3,500,000円(2～3ヶ月)

大型動物(実験用ブタ)を用いた試験が実施可能。

【主要な設備・設備】
●手術室×2
●アンギオハイブリッド
手術室×1

●MRI(1.5T)
●飼育室

(ブタ最大150頭
飼育可能)

(飼育室)

GLP:医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施基準 AAALAC:実験動物の管理と使用に関する指針
ISO/IEC17025：試験所及び校正機関の能力に関する基準

生物学的安全性試験 電気・物理・化学的安全性試験
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４．医療機器開発・製品化を
円滑にするための環境整備



【供給者】
部材供給企業（部材・加工）

医薬品医療機器法の規制範囲

○ 部材供給企業は、医療機器メーカーに部材（医療機器以外）の
供給を行う場合、医薬品医療機器法上の規制は適用範囲外。

○ 部材供給企業は、医療機器メーカーの仕様に基づいて部材を供給
した場合、供給した部材に欠陥が生じた場合でも、部材供給企業
に過失がない限り免責される(製造物責任法第4条第2号)。

○ 医療機器製造販売業者は、医薬品医療機器法により、医療機器
の品質や安全性等を担保することが求められており、医療機器に
対する一義的な責任を負う。

○ 部材供給企業と医療機器メーカー間の契約書に関する主な留意
事項。
・部材の仕様
・部材の変更または製造中止等の取り扱い
・リスクシェアリング
・紛争解決の手段

【医療機器メーカー】
医療機器製造販売業者
医療機器製造業者

医療機器販売業者

部材供給ガイドブックで取り扱う範囲 ガイドブックのポイント

医療機器の部材供給の円滑化に向けた取り組み
＜医療機器の部材供給に関するガイドブック＞

⚫ 医療機器分野への異業種からの参入や、部材供給を後押しするため、部材供給企業と医療機器
メーカーの双方が留意すべき事項について、ガイドブックを作成（平成23年3月）。

⚫ 医薬品医療器機法施行、QMSにおける医療機器製造販売業者による製造管理、品質管理体制の
統括化等を踏まえ、改訂（平成29年1月）→http://www.med-device.jp/pdf/buzai_201701v1.pdf
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⚫ 業界団体では、HPでの相談窓口や、リーフレットを作成するなど、部材供給の円滑化に向けたサポート
体制を整備。

⚫ 中小機構では、中小企業と国内外の企業をつなぐビジネスマッチングサイトJ-Goodtechを展開。

（参考）医療機器の部材供給の円滑化に向けた取り組み
＜業界団体・中小機構のサポート体制＞

相談窓口（MTJAPANのHP）

リーフレット（MTJAPAN作成）

J-Goodtech（中小機構）
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５．医療機器・サービスが一体となった
国際展開の推進



経済産業省が支援したプロジェクト（一例）

◆北原国際病院（東京都八王子市）
が、カンボジア・プノンペンに
開設した救命救急センター。
段階的に高機能病院や人材育
成施設の整備も行っていく。

◆病床数５０床、脳神経外科や整形外科等を診療
科とする医療機関。２０１４年１２月に着工し、
２０１６年１０月に開業。
※日揮、産業革新機構が出資、ＪＩＣＡが融資。

◆従来、カンボジア国内で治療を受けることが出来なかっ
た人々（特に交通事故等による負傷者）に対して高
度治療を提供する。

カンボジア救命救急センター設立事業
（日本の医療拠点の設立）

インドネシア内視鏡医療センター設立事業
（人材育成・制度整備とパッケージ化した展開）

◆日本消化器内視鏡学会と
オリンパスが、インドネシアの
国立チプト病院（ジャカルタ）に、
内視鏡医療センターを
開設（２０１４年９月）。

◆同センターで、インドネシア人医師への実技指導を実
施。また、研修を修了した医師を、インドネシア消化
器内視鏡学会が、最新の内視鏡医療に関する技能
を習得した医師として認定。

◆現地での日本製内視鏡を用いたトレーニングを通じ、
日本の内視鏡医療を普及・拡大させ、インドネシアで
不足している内視鏡医の育成と日本製内視鏡の販路
拡大を図る。

医療機器・サービスの国際展開（アウトバウンド）

経済産業省が推進する「医療の国際展開」の取組

• 医療機器・サービス一体となった国際展開を推進するため、各省と連携しながら、特に
①我が国の医療機関等が運営する現地医療機関の設立や、
②人材育成や制度整備とパッケージ化した医療機器・サービスの効果的な海外展開
に向けたプロジェクト等に対して、事業化・拠点化をサポート。
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北斗病院が、脳ドック・心臓ドックを含む総合検診セ
ンターをウラジオストクに設立。
日本側が６４％、ロシア側が３６％出資した現地
法人がセンターを運営。

ウラジオストク・画像診断センター
平成２５年５月開業

北原国際病院が、脳神経外科等を診療科とする、
救急救命センターを備えた総合病院をプノンペンに設
立（日本側１００％出資）。

カンボジア・救命救急医療センター
平成２８年１０月開業

現地有力病院（フガスト病院、デバセ病院）が、東
京医科歯科大学と富士フイルム等の協力を得て、日
本の大腸がん検診システムのトレーニングセンターを設
立。

ブラジル・大腸がん検診トレーニングセンター
平成２７年１月設立

インドネシア消化器内視鏡学会と国立チプト病院（
ジャカルタ）が、日本消化器内視鏡学会とオリンパス
等の協力を得て、チプト病院内に内視鏡医療トレー
ニングセンターを設立。

インドネシア・内視鏡トレーニングセンター
平成２６年９月設立

ベトナム保健省直轄のバクマイ病院（ハノイ）が、名
古屋大学と富士フイルム等の協力を得て、バクマイ病
院内に内視鏡医療トレーニングセンターを設立。

ベトナム内視鏡トレーニングセンター
平成２６年７月設立

相澤病院が現地法人を設立し、北京天壇普華医
院との業務提携により日本のサービスや機器を導入し
たリハビリテーションセンターを開設。

中国・リハビリテーションセンター
平成２７年３月開業

：「医療拠点構築モデル」案件 ：「医療人材育成等」案件

グリーンホスピタルサプライが現地パートナーである
AICHIグループとＪＶを設立し、循環器内科、心臓
外科等を診療科とする650床の総合病院をダッカに
設立予定（平成31年頃開業予定）。

バングラデシュ・総合病院
平成２８年２月ＪＶ設立

ジェイ・エム・エスが、大連JMS内に、透析に必要な水
質管理・メンテナンス等の技術研修を行うテクニカルセ
ンターを設立。

中国・透析テクニカルセンター
平成２９年２月設立

メディヴァと富士フイルムが、国立セントラル・ウーマン・
ホスピタル（マンダレー）内に、乳がん検診センターを
設立。

ミャンマー・乳がん検診センター
平成２７年２月設立

医療機器・サービスの国際展開（アウトバウンド）

経済産業省の支援により事業化・拠点化に結びついた主なプロジェクト例

経済産業省が実施した実証調査事業を通じて、成果を上げつつあるプロジェクトが複数組成。

①日本の医療拠点の設立：事業・投資リスクの適切な分担を図るプロジェクトモデルの構築
②医療人材育成等を通じた販路開拓：ティーチングホスピタル等にトレーニングセンターを設立
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国際医療福祉大学等は、ホーチミン・チョーライ病院
の敷地内に日本水準の人間ドックセンターを設置。チ
ョーライ病院と共同で運営を行う。

ベトナム・人間ドックセンター
平成３０年１０月開業

オリンパスが日タイ両国の内視鏡学会協力の下、タイ
のみならずメコン地域のトレーニング拠点として、バンコ
クに内視鏡トレーニングセンター（T-TEC）を設立。

タイ・内視鏡トレーニングセンター
平成２８年５月設立



事業イメージ事業の内容

国際ヘルスケア拠点構築促進事業

令和2年度概算要求額 6.0億円（5.5億円）

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国
委託

事業目的・概要

⚫ 政府の方針として、未来投資戦略では、「国民の健康寿命の延伸」に向
けて、医療・介護サービス・機器等の国際展開の推進を掲げています。

⚫ 経済産業省では、関係省庁や一般社団法人メディカル・エクセレンス・ジャ

パン（MEJ）等と連携し、ヘルスケア（医療・介護・健康を指す）に
関する技術・サービス及び製品を一体とした戦略的な国際展開等を推進
するとともに、日本への医療渡航等に関する海外向けPRを行います。具
体的には、以下の事業を実施します。

⚫ これらを通じて、新興国市場において、日本の優れたヘルスケアに関わる
技術・サービス及び製品を発信し、我が国のヘルスケア産業の競争力強化
を図ります。

カンボジア（プノンペン）
救急救命センター

ロシア（ウラジオストク）
日本製CT/MRIを導入した
高度画像診断センター

海外市場の獲得

民間企業等

成果目標

⚫ 平成30年度から令和2年度までの3年間の事業であり、本予算事業により
令和2年度までに海外における日本のヘルスケア拠点を新規に５カ所構築
し、海外の市場を獲得することを目指します。

補助（2/3）※大企業の場合は1/2

①国際ヘルスケア拠点の構築等に向けた実証調査（個別案件支援）

現地の事業環境等調査

JBIC（国際協力銀行）、JICA（国際協
力機構）等による出・融資 等

資金調達支援

日
本
の
拠
点
構
築
ま
で
の
過
程

基礎調査

海外展開促進のための実証調査
（FS）

②アウトバウンドの促進

• 新興国等への官民ミッションの派遣、

現地政府関係者等の招聘

• 海外専門家による支援

• ヘルスケア拠点構築にかかる各国の事業環境の調査

• 介護事業者の海外展開支援（ビジネスマッチング等）

等

③インバウンドの促進

・海外における、日本への医療渡航

のプロモーション

・コーディネート事業者の能力向上

（先進事例共有）

等

補助
MEJ

商務・サービスグループ ヘルスケア産業課
03-3501-1790

①海外におけるヘルスケア拠点の構築や、医療機器のトレーニングセンター・
メンテナンス拠点の構築、新事業開拓等に向けた実証調査
②新興国のヘルスケア関係者や政府関係者とのネットワークの構築・深化
③海外における日本への医療渡航等のPR等

事業化

事業化準備
（１／２or２／３補助）
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【参考】伴走コンサルにおける機器の種類、相談企業の業種

⚫ 全相談のうち企業からの相談は8割強、残りは

起業を見据えた大学等研究機関、支援機関

⚫ 部材供給から製造販売業許可の取得を目指

す企業や、医療機器分野へ新たに参入しよう

としている異業種の企業からの相談が多い

⚫ 新規参入企業については電機・電子系分野企

業やソフトウェア開発企業からの相談が増加

業種

●「治療機器」、「診断機器」に関する相談が共に
32%と多い

●治療機器：呼吸式治療器、バルーンカテーテ
ル、レーザー治療器、ステント等

●診断機器：遺伝子解析装置、脳波計、心電
図計、電子聴診器、呼吸機能診断等

●その他：歯科のインプラント等

医療機器の種類
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治療機器

32%

診断機器

32%

その他（歯科、

健康・福祉

等）…

その他

（シーズ…

部材供給、新

規参入企業

46%
製造販売業、

製造業

37%

大学等研究

機関、支援機

関等

17%



【参考】医薬品・医療機器法による規制

一般医療機器 管理医療機器 高度管理医療機器

クラス Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

リスクに
よる分類

人の生命及び健康に影響を与えるお
それがほとんどない

人の生命及び健康に影響を与えるおそ
れがある

人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある

販売業
届出 高度管理医療機器販売業 許可

製造販売業
※1 第三種医療機器製造販売業 許可 第二種医療機器製造販売業 許可 第一種医療機器製造販売業 許可

製造業 ※2 登録 （法改正に伴い、 「許可」から簡略化）

医療機器の
手続き

認証基準があるものは、民間の登録認証機関による
第三者「認証」が可能。その他は、「承認」。

（法改正に伴い、クラスⅢの一部で「認証」が
可能）

品目毎に、品質、性能、効能効果、安
全性等をＰＭＤＡ（独立行政法人）
が審査

医療機器
の例

・電動式患者台 ・聴診器
・血圧計 ・メス ・はさみ

・Ｘ線診断装置 ・ＭＲＩ ・内視鏡
・造影剤注入装置 ・電子体温計

・心臓用カテーテル ・中心静脈カテーテル
・機械式人工心臓 ・人工心臓弁 ・放射線治療装置

医薬品・医療機器法（平成２６年１１月２５日施行）では、医療機器を人体への危険度が低いものから、
一般医療機器・管理医療機器・高度管理医療機器の３分類に分かれる（国際分類では４段階）。

「承認」「届出」 「認証」 or 「承認」

※1：自社製造／委託製造が可能。いずれも「許可」。 ※2：受託製造のみ可能。
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【参考】医療機器の製品コンセプト設計から上市までの流れ

⚫ 医療機器の開発は、研究開発、試作・量産前、非臨床・臨床試験、承認申請・保険収載
を経て、量産・製造販売に至る。

⚫ 医療機器の事業化のためには、医療機器特有の規制対応や保険収載、医療機関への販
路開拓などの戦略が重要。

●製品コンセプト

に基づいた設計

●試作品による各

種試験の実施

●問題抽出・改善

●自社工場への技

術移転

●金型設計・製作

●テスト成形

●知的財産対応

●市場調査

●臨床ニーズの抽

出・精査

●ライバル企業・

製品の分析

●製品コンセプト

の企画立案

●法規制への対応

の検討

●事業計画立案

●薬事戦略の検討

●非臨床試験

●臨床試験

●製造・品質管理

●許認可申請の相

談

●業許可

●必要な人材など

の要件を把握

●第三者認証機関

やPMDAへ許認

可申請

●製造所のQMS適

合調査対応

●保険適用申請

●海外展開のプロ

セス把握

●量産製造・品質

管理

●代理店への販路

拡大

●医療機関への販

路拡大

●市販後安全対策

●市販後の保守

●海外展開

試作・
量産前

非臨床・
臨床試験

承認申請・
保険収載

量産・
製造販売

研究開発
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クラスIV
高度管理医療機器

【参考】医療機器の審査の流れ

承
認

クラスI
一般医療機器

製造販売届
PMDA

認証申請
登録

認証機関

QMS
適合性
調査申請

認
証

QMS
適合性
調査申請

承認申請
PMDA

なし

ありクラスII
管理医療機器

認証
基準

なし

ありクラスIII
高度管理医療機器

認証
基準

⚫ 医療機器の審査は、クラス分類及び認証基準の有無により異なる。

⚫ QMS適合性調査では、医療機器を製造している国内外の製造所に対し実地調査を実施。

(QMS：医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する基準）

例：画像診断機器（ＭＲI・超音波診
断装置）、補聴器、電子体温計等

例：コンタクトレンズ、人工骨、
透析装置等

例：メス・ピンセット・はさみ、
家庭用救急絆創膏、注射針等

例：ペースメーカー、人工心臓、心臓
弁、ステント等

13機関
(外資系7機関)

製造及び品質管理
の基準適合性調査

製造及び品質管理
の基準適合性調査

血液フィルタ、超音波治療器、
連続測定電子体温計、脳波計等

汎用輸液ポンプ、
インスリンペン型注入器、
ヘパリン使用人工心肺回路用血液フィルタ等
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日本 米国 欧州

法律 医薬品医療機器等法 連邦食品、医薬品及び化粧
品法（FD&CA）

医療機器指令（MDD, IVDD, 
AIMD）

審査
組織

医薬品医療機器総合
機構 (PMDA：820
名)
第三者認証機関

米国食品医薬品局（FDA: 
14,648名）
第三者認証機関

欧州医薬品庁（EMA: 約750名）
各国の所轄官庁（独ZLG,英
MHRA, 仏AFSAAPSなど）
CE審査は第三者認証機関

クラス
分類

I、II、III、IV
基準あり：認証申請
基準無し：承認申請

I、II、III
基準あり：510(K)
基準無し：PMA

I、II a、II b、III
基準あり：適合性を判断
基準無し：MEDDEVで審査

保険 主に公的健康保険 主に民間保険（高齢者や低
所得者は公的健康保険）

各国で制度が異なる
国ごとに申請が必要

補足 民間の認証機関による「ＣＥマー
ク」を取得することで医療機器の販
売が可能

【参考】日欧米審査機関の比較（PMDA、FDA、CEマーク）

⚫ 日本では、独立行政法人医薬品医療機器総合機構 (PMDA)が医療機器の審査関連業務を実施。
⚫ 米国では、FDA（連邦食品医薬品庁）が医療機器の審査を実施。
⚫ 欧州では、民間の認証機関による「ＣＥマーク」を取得することで医療機器の販売が可能。

[規格基準あり]：基準適合性を判断。 [規格基準なし]：EUの医療機器ガイダンス(MEDDEV)に基づき審査。
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６．福祉・介護ロボット機器産業政策
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0  ～ 14  歳

15  ～ 64  歳

65  ～ 74  歳

75  ～ 84  歳

85  ～ 歳

将来推計実績
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超高齢社会の課題

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」、総務省「人口推計」より経済産業省が作成

• 社会の高齢化率が急速に高まる中、社会保障費の拡大が財政を圧迫する要因となるとともに、
労働力の減少に伴う経済活動の停滞が懸念される。

• 他方、６５歳以上の高齢者人口は横ばい。急速な高齢化は若年層の減少が原因。

超高齢社会の懸念

① 社会保障費の増加に
よる財政の圧迫

② 生産年齢人口の減少
による労働力の低下

③ 介護離職による労働
力の更なる低下

【日本の将来人口推計】

高齢者
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平均寿命と健康寿命
⚫ 平均寿命も世界一であるが、平均寿命と健康寿命の差（不健康寿命）は約10年。

⚫ 健康寿命を延伸させ、平均寿命との差を如何に小さくするかが重要。

71.19

74.12

80.21

86.61

50 55 60 65 70 75 80 85 90

男

性

女

性

平均寿命 健康寿命

【日本の平均寿命と健康寿命】

12.49年

9.02年

出典：平成27年版高齢社会白書



これまでの「高齢者」概念ではくくれない時代
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 高齢者の歩行速度は、男女ともに１１歳程度若返り、また、自立度合いも異
なる。 例）今の７５歳は、昔の６４歳と同様の歩行速度

 「高齢者」の実像を捉えて、社会における役割を持ちづけてもらう仕組みを
作っていくことが重要。

高齢者の歩行速度の比較 高齢者の２０年の追跡調査（男性）
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目指すべき姿 ～生涯現役社会の構築～

⚫ 誰もが健康で長生きすることを望めば社会は必然的に高齢化する。→ 「超高齢社会」は人類の理想。

⚫ 戦後豊かな経済社会が実現し、平均寿命が約50歳から約80歳に伸び、「人生100年時代」も間近。

⚫ 国民の平均寿命の延伸に対応して、「生涯現役」を前提とした経済社会システムの再構築が必要。

経済活動 ゆるやかな就労（短時間労働等）

社会貢献活動（ボランティア）

農業・園芸活動 等

身体機能の維持（リハビリ等）

居宅サービスの利用

企業・地域社会において如何に健康で

活躍できるかが重要：健康投資
→ その後の健康寿命にも大きく

影響

経済活動へのゆるやかな参加
ボランティア等社会貢献：
新たなビジネス創出の必要
地域社会の特性に応じた働き
方、社会貢献の在り方を検討。

ニーズに応じた
ケア体制の整備

この期間（健康寿命）を如何に長く維持することが
できるか

＜就労（効率性・生産性を重視）＞ ＜第二の社会活動＞ ＜介護サービス・施設等の利用＞

居宅継続
の場合も

最期まで自分ら
しく生ききるため
の多様なニーズ
に応じた柔軟な
仕組み作り

介護施設の利用
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ヘルスケア産業（公的保険外サービスの産業群）の市場規模（推計）

⚫ ヘルスケア産業（公的保険を支える公的保険外サービスの産業群）の全体像を整理した上で、民間調査会社
等が既に試算している各産業分野の市場規模を集計し、現状及び将来の市場規模を推計。

2016年は約25兆円、2025年には約33兆円になると推計された。

⚫ 今後、ヘルスケア産業政策の動向等を踏まえ、随時見直しを行っていく。

民間保険
患者向け

商品・サービス*

要支援・要介護者
向け商品・サービス*

終活

看取り

周辺サービス
（未算出）

ヘルスケア産業
（患者/要支援・要介護者の生活を支援するもの）

約15.8兆円 約17.3兆円 約20.6兆円

16年 20年 25年機能補完*

健康経営
関連

癒

住

衣

遊・学

食
運動*

測*

予防*

知
睡眠

ヘルスケア産業
(健康保持・増進に働きかけるもの)

約9.2兆円 約10.3兆円 約12.5兆円
16年 20年 25年

＜出典＞経済産業省委託事業
*データ利用の制約上、公的保険サービス等を含む

公的医療保険・介護保険

地域包括ケアシステム

疾患/介護共通
商品・サービス



① 超高齢化社会の背景と課題

② 経済産業省の研究開発事業
「ロボット介護機器・福祉用具開発標準化
事業」
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福祉用具とは

共用品

共用品福祉用具（狭義）

福祉用具（広義）

①温水洗浄便座
②低床型バス
③ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀ
④乗用車（座席

ｼﾌﾄ等されたもの）

①車いす
②杖・歩行器
③段差解消機
④ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾄｲﾚ
⑤特殊寝台
⑥眼鏡
⑦補聴器

⑧義肢・装具 等

①家庭電化機器
②ビール・酒
③映像機器
④住宅設備
⑤ガス機器
⑥エレベータ

⑦複写機 等

『点字、凸文字、音声、
光などの機能を有した。』

・高齢者・障害者配慮されたアクセシブル・デザイン［ＡＤ］商品
・また、ユニバーサル・デザイン［ＵＤ］商品の一部

※共用品とは、身体的な特性や障害にかかわりなく、より多くの人々が共に利用しやすい製品



主な福祉用具（介護保険制度の給付対象）

• ２０００年４月に介護保険法が施行。
• 要介護者の認定を受けた障害者、高齢者等が対象品目の貸与（レンタル利用）、又は、特定福祉用具対

象品目の購入を行う場合には、介護保険から９割が給付される。（自己負担１割）

62

○特定福祉用具販売の対象種目：５品目

車いす付属品

○貸与（レンタル）対象種目：１３品目

車いす 特殊寝台 特殊寝台付属品 床ずれ防止用具

自動排泄処理装置
の交換可能部品

腰掛便座 入浴補助用具 簡易浴槽 移動用リフトの
吊り具部分

手すり体位変換器 スロープ 歩行器 歩行補助つえ

移動用リフト（吊り具部分を除く）認知症老人徘徊感知器 自動排泄処理装置
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我が国の福祉用具関連産業の市場規模

【出典】福祉用具産業市場動向調査報告（２０１６年版：日本福祉用具・生活支援用具協会（ＪＡＳＰＡ））

• ２０１５年度の福祉用具関連産業の市場規模は、約１兆４，６０２億円。
• 対前年度比２．４％、３４７億円増加し、７年連続の増加。
• 福祉用具メーカーで構成されるＪＡＳＰＡの会員の多くが、「今後の重点分野」として、「公的給付以外の分

野」を挙げている。
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

家庭用治療器 820億円

義肢・装具（広義）2,251億円

（義肢、義歯、かつら等）

パーソナルケア関連 4,491億円

（温水洗浄便座、おむつ等）

移動機器等 1,197億円

（杖、歩行器、シルバーカー等）

家具・建物等 1,111億円

（介護ベッド、手すり、レバー等）

コミュニケーション機器 3,771億円

在宅等介護関連分野・その他 411億円

（床ずれ防止用具、レクリエーション用具等）

その他 20億円

福祉施設用機器システム 67億円

（ケアプラン作成システム等）

社会参加支援機器等 463億円

（視覚障害用誘導、点字本等）
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世帯構造別にみた65歳以上の者のいる世帯数及び
構成割合の年次推移

【出典】平成28年国民生活基礎調査の概況（厚生労働省）
※熊本地震の影響により、熊本県については調査を実施していないため、2016年の調査結果は熊本県分を除いて集計。

• 2016年における全国の世帯総数は5042万5千世帯。
• 世帯類型別にみると、「65歳以上の者のいる世帯」は2378万7千世帯（全世帯の47.2％）で、「65歳以

上の者のみの世帯」は1319万7千世帯（全世帯の26.2％）となっている。
• さらに「夫婦のみの世帯」が773万1千世帯、「単独世帯（いわゆる独居）」が627万4千世帯となって、益々

高齢者が安心して取り扱いやすく使用できる日常生活用品・介護用品が必要。
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我が国の共用品の市場規模

【出典】２０１６年度共用品市場規模調査（公益財団法人共用品推進機構）

• 2016年度（平成28年度）の共用品市場規模は、2兆9,390億円と推計。前年度比で＋3.4%、961億
円の増と、2年連続の増加となった。

• 家庭電化機器は＋369億円の増と前回に続き金額を伸ばしたほか、ほぼすべての品目で出荷金額が伸び、
特にまとめ洗い対応した高機能器が 順調であった洗濯機等が今回も全体の押し上げに貢献した。

家庭電化機器

ビール・酒

映像機器

ガス器具

住宅設備

映像機器、温水
洗浄便座、シャ
ンプー・リンス
等
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経済産業省における福祉機器産業政策の方向性

福祉用具の新たなマーケット開拓（③）

新たな分野への福祉機器開発に積極的に貢献

１．福祉用具の実用化開発支援

○介護者の人材不足等社会課題をロボット技術により解決するため、厚労省と連携して策定した重点
分野に基づき高齢者の自立支援等に資するロボット介護機器開発を支援
→ロボット介護機器開発・標準化事業（AMED）
○高齢者や障害者の自立促進や新たな社会課題・ニーズへの対応を行うため、福祉用具開発を担う
民間企業とユーザー評価を担う機関等が連携した開発・実用化を支援。
→課題解決型福祉用具実用化開発支援事業（NEDO)

２．福祉用具の安全対策及び安全使用

○ＪＩＳ製品の普及により重大事故の発生を防ぐとともに、福祉機器を安全に取り扱う使用方法の
普及啓発
一般社団法人日本福祉用具・生活支援用具協会（ＪＡＳＰＡ）、公益財団法人共用品推進機構

３．福祉用具の新たなマーケット開拓

○農林水産、建設、流通・運搬従事者の労働力不足と作業負担軽減をサポートする、介護者用に
開発された製品の新たな分野への転用の促進

４．福祉用具の海外市場の獲得

○国際標準化の推進
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福祉用具等の開発・実証、導入の全体像

開発・実証 導入

介
護
保
険
対
象

介
護
保
険
対
象
外

●要介護者認定を受けた高齢者が介護サービスと

して訪問介護や老人ホームを利用する場合や、対

象品目の福祉用具を貸与又は購入する場合は、

介護保険から９割給付。

●2013年度福祉用具貸与給付額2,754億円

（介護給付総額8.8兆円のうち、約3％）

ロボット関連事業

⚫ ロボット介護機器開発・標準化事業（経産省） 平成31年度予算案額 13.5億円（11.0億円）

⚫ 介護ロボット開発等加速化事業（厚労省）平成31年度予算案額 4.8億円（3.7億円）

公的介護保険

●福祉用具の製品開発を担う民間企業とユーザー
評価を担う者（福祉・介護施設等）とが連携した
福祉用具の開発・実用化を支援。

●厚生労働省と連携して策定した「ロボット技術の
介護利用における重点分野」に基づき、高齢者の自
立支援等に資するロボット介護機器の開発を支援。

補装具費支給
●障害者総合支援法に基づき、障害者の身体機

能を補完・代替する用具は、市町村を通じて国・地

方自治体が全額給付（※）。

（※）世帯所得に応じて、一部自己負担が生じる場合あり。

福祉機器の開発・事業化支援

【対象】

（福祉用具貸与対象種目13品目）①車いす、②車いす付属品付

属品、③特殊寝台、④特殊寝台付属品、⑤床ずれ防止用具、⑥体

位変換器、⑦手すり、⑧スロープ、⑨歩行器、⑩歩行補助つえ、⑪認

知症感知器、⑫移動用リフト、⑬自動排泄処理装置

義肢・装具、身体障害者が利用する電動車いす

標準化の推進

●JIS製品の普及により重大事故の発生を防ぐとと

もに、福祉機器を安全に取り扱う使用方法の普及

啓発。

厚労省と連携



ロボット技術の介護利用における重点分野
（平成24年11月経産省・厚労省公表、平成26年2月、平成29年10月改定）

ロボット介護機器等福祉用具開発標準化事業
令和2年度予算案額 1１.９億円（1４.４億円）

商務・サービスG 医療・福祉機器産業室
03-3501-1562

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国

民間企業等

2.交付金

事業イメージ

成果目標
１．重点分野のロボット介護機器導入台数について、2030年までに

8,000台を目指します。

２．● 本事業による助成終了後、3年経過した時点で、50％以上の製

品について市場化されていることを目指します。

● 本事業の支援により、市場化した製品について販売後2年を経過し

た時点で50%以上が継続的に売り上げがあることを目指します。

【成果事例】

● 高齢者及び障害者のQOL向上を目指した機器
軽量で走破性に優れる電動車椅子の前輪とモーター

● 高齢者の日常動作を支援する機器
多機能で簡易な下向き動作補助手摺棒装架腰掛

(研)新エネルギー・
産業技術総合開発
機構(NEDO)

補助
(2/3、1/2)

委託

1.補助 (研)日本医療研究
開発機構
(AMED)

補助
(2/3、1/2)

委託
民間企業等

事業目的・概要

1. 介護需要の増加や慢性的な介護人材不足という社会課題をロボット

技術により解決するため、高齢者の自立支援等に資するロボット介護

機器の開発を支援します。また、ロボット介護機器導入の効果に関わ

る評価や、海外展開に繋げるため標準化等の環境整備を行います。

２.高齢者や障害者の自立の促進、活動を広げる製品や介護者の負担の

軽減等に資する福祉用具の研究開発を支援します。令和2年度からは

、

特に、事故防止や安全対策等の社会課題への対応を行います。

⚫ 福祉用具開発を担う企業とユーザー評価を行う機関等が連携した開発・
実用化を支援します。

●補助対象経費上限：2,000万円/年 ●補助率：2/3、1/2

⚫ 厚生労働省と連携して策定した重点分野について、高齢者の自立支援等

に資するロボット介護機器の開発を支援します。

●補助対象経費上限：1億円/年 ●補助率：2/3、1/2

⚫ ロボット介護機器導入の効果に係る評価を実施します。また、新たな機器の

安全基準を策定するとともに、安全性に関する国際規格（ISO13482）と

EUの基準適合マーク（CEマーク）との連携等を進めます。

（２）課題解決型福祉用具実用化開発支援事業（平成5年度～）

（１）ロボット介護機器開発・標準化事業（平成30年度～令和2年度）

移動支援
（装着）

排泄支援
（排泄予測）

排泄支援
（動作支援）

見守り・コミュニケーション
（コミュニケーション）

介護業務支援
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課題解決型福祉用具実用化開発支援事業の成果事例

視覚支援用網膜投影アイウェア
（株）ＱＤレーザ

車椅子乗車用電動三輪車
（株）ワイディーエス

簡便に機能調整が
できる短下肢装具
川村義肢（株）

介護労働支援
筋力補助スーツ

（株）スマートサポート

ワンタッチ操作型
車イス型移乗器

（株）イデアシステム

手足が不自由でも首だけで
操作可能な電動車いす
（株）今仙技術研究所

ストーマ（人工肛門・人工膀胱）用品の開発

アルケア（株）

【第3回ものづくり日本大賞経済産業大臣賞】

抱きかかえ型移乗補助装置
（株）アートプラン



• 2035年時点の介護職員の需給を推計すると、介護職員は68万人不足する見込み。

• 介護職員の採用が困難な主な理由は、「賃金が低い」、「仕事がきつい（身体的・精神的）」、「
社会的評価が低い」、「休みがとりにくい」等。

• 介護需要の抑制、人材供給の増加、労働生産性の向上が不可欠。
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出所：経済産業省「将来の介護需要に即した介護サービス提供に関する研究会報告書」
（総務省「平成22年国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人
口（平成25年3月推計）」、厚生労働省「平成25年介護サービス施設・事業所調査」、厚生労
働省「平成26年度介護給付費実態調査」、厚生労働省「2025年に向けた介護人材にかかる需
給推計（確定値）（都道府県別）」より経済産業省作成）

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年

人材需要
295万人

人材供給
227万人

2035年の人材
需給ギャップ

68万人
2025年の人材需給
ギャップ

31万人

人材需要
247万人

人材供給
215万人

介護離職ゼロに向けた課題（介護人材の不足）

介護人材の受給の推計

6%

9%

10%

18%

23%

38%

49%

61%

0% 20% 40% 60% 80%

労働時間が長い

キャリアアップの機会が不十分

夜勤が多い

雇用が不安定

休みがとりにくい

社会的評価が低い

仕事がきつい（身体的・精神的）

賃金が低い

介護職員の採用が困難な主な理由

出所：公益財団法人 介護労働安定センター「平成26年度介
護労働実態調査」より経済産業省が作成



「ロボット新戦略」とは
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サービス部門の生産性の低さは、世界共通の課題。ロボット技
術のさらなる進歩と普及は、こうした課題を一挙に解決する、大
きな切り札となるはずです。

ものづくりの現場でも、ロボットは、製造ラインの生産性を劇的に
引き上げる「可能性」を秘めています。

ロボットによる「新たな産業革命」を起こす。そのためのマスター
プランを早急につくり、成長戦略に盛り込んでまいります。

１．OECD閣僚理事会 安倍内閣総理大臣 基調演説（2014年5月6日）

２．ロボット革命実現会議の開催
（2014年9月～2015年1月 計6回）

３．「ロボット新戦略」の策定
（2015年2月 日本経済再生本部決定）

ロボットメーカー・ユーザー双方の有識者等からなるロ
ボット革命実現会議を総理の下に設置。2015年1月
までに計６回会議を開催し、「ロボット新戦略」を策定。

2015年度から2019年度の５年間を
ロボット革命集中実行期間と位置付け、ロ
ボット革命実現に向けた戦略及び分野毎
のアクションプランを推進。



次世代産業用ロボット NEXTAGE

ロボット革命の背景と考え方

⚫ 現状は「ロボット大国」（産業用ロボットの年間出荷額、国内稼働台数ともに世界一）。

⚫ 少子高齢化や老朽インフラ等、ロボットが期待される「課題先進国」。

⚫ 欧米は、デジタル化・ネットワーク化を用いた新たな生産システムを成長の鍵として巻き返し。
他方、中国などの新興国もロボット投資を加速（年間導入台数で日中逆転）。

ロボットの徹底活用により、データ駆動型の時代も、世界をリード。
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① ロボットが劇的に変化（「自律化」、「情報端末
化」、「ネットワーク化」）

自動車、家電、携帯電話や住居までもが
ロボット化

② 製造現場から日常生活まで、様々な場面
でロボットを活用

③ 社会課題の解決や国際競争力の強化を通じて、

ロボットが新たな付加価値を生み出す社
会を実現

① 世界のロボットイノベーション拠点に

② 世界一のロボット利活用社会
（中小企業、農業、介護・医療、インフラ等）

③ IoT(Internet of Things)時代のロボッ
トで世界をリード（ITと融合し、ビッグデータ、
ネットワーク、人工知能を使いこなせるロボット
へ）

ロ
ボ
ッ
ト
革
命
の

実
現
に
向
け
て



＜農業＞

• ２０２０年までに自動走行トラクターの現場実装を実現

• 省力化などに貢献する新たなロボットを20機種以上導入

＜ものづくり・サービス＞

• サービスロボットのベストプラクティス100例選定・公表

• ロボットの頭脳（ＡＩ）、目（センサー）、指（制御）

の高度化

• 段取り作業や接客業の裏方等へロボット導入。

労働生産性を２％以上向上させ、国内立地の競争力強化

• システムインテグレーター事業に係る市場規模を拡大

＜介護・医療＞

• 移乗等での腰痛リスクの高い作業機会をゼロに

• 介護関係諸制度を見直し。現行、３年に１度の介
護保険制度の種目検討について、要望受付・検討
等を弾力化し、新たな対象機器の追加を随時決定。
地域医療介護総合確保基金により介護従事者の
負担軽減のための介護ロボット導入支援

＜規制改革＞ 規制改革会議とも連携し「ロボットバリアフリー社会」へ、関係制度１０本見直し
（ロボットが使用する電波のルール整備、目視点検のロボット化（インフラ保守）、飛行ロボットに関するルール整備 等）

＜インフラ・災害対応・建設＞

• 生産性向上や省力化に資する情報化施工技術の普及率３割

• 重要/老朽インフラの目視点検や補修の２０％にロボット導入

• 災害現場においても有人施工と比べて遜色ない施工効率

⚫ 2015年度からの５年間をロボット革命集中実行期間と位置付け、以下の取組を推進。

➢ 官民で、総額1,000億円のロボット関連プロジェクトへ投資
➢ ロボットの市場規模を2.4兆円（年間）へ拡大（2017年:製造分野8,956億円、 2016年:非製造分野1,446億円）

➢ 福島に新たなロボットテストフィールドを設置
➢ World Robot Summitの開催を通じたイノベーションの促進と社会実装の加速

※更に、「ロボットの初期導入コストを2020年までに2割削減、ロボット導入を支援する人材を3万人に倍増。」

ロボット新戦略（2015年2月）

（2016年4月 安倍総理 未来投資会議）
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ロボット介護機器の開発・導入促進体制

民間企業・研究機関等

○日本の高度な水準の工学技術を活用し、高
齢者や介護現場の具体的なニーズを踏まえ
た機器の開発支援

介護現場

○開発の早い段階から、現場のニーズの伝達
や試作機器について介護現場での実証(モニ
ター調査・評価)

・モニター調査
の依頼等

・試作機器の
評価等

機器の開発 介護現場での実証等

【経産省中心】 【厚労省中心】

開発現場と介護現場との
意見交換の場の提供等

※ロボット技術の介護利用における重点分野（2017年１０月 経産省・厚労省改訂）
新たに追加された、以下の分野について開発を支援

見守り・コミュニケーション
（コミュニケーション）

排泄支援
（排泄予測）

移動支援
（装着）

介護業務支援
排泄支援

（動作支援）

・高齢者等の外出を
サポートし、転倒予
防や歩行等を補助
するロボット技術を
用いた装着型の移
動支援機器

・ロボット技術を用い
て排泄を予測し、
的確なタイミングで
トイレへ誘導する機
器

・ロボット技術を用い
てトイレ内での下衣
の着脱等の排泄の
一連の動作を支援
する機器

・高齢者等とのコミュ
ニケーションにロボッ
ト技術を用いた生
活支援機器

・ロボット技術を用いて、見
守り、移動支援、排泄支
援をはじめとする介護業務
に伴う情報を収集・蓄積し、
それを基に、高齢者等の
必要な支援に活用するこ
とを可能とする機器



移乗介助分野（装着型）事例１

事業者 ： CYBERDYNE（株）、腰部負荷軽減用HAL

⚫ 重量物を持ったときの腰にかかる負荷を軽減することで、腰痛になる
リスクを減少。

移乗介助分野（非装着型）事例２

事業者：パナソニック（株）、離床アシストベッド

⚫ 抱え上げることなく、1名の介助者だけで簡単・安全に移乗介助をす
ることが可能。

これまでの開発事例

見守り支援分野事例３

事業者 ： NKワークス（株）、Neos+Care（ネオスケア）

移動支援分野事例４

事業者：ＲＴ．ワークス（株）、歩行アシストカート

⚫ 昼夜を問わず、赤外線センサーで動きを察知し、ベッドからの転倒
等がないように見守りを行う。

⚫ ロボット制御のアシスト機能により、カートが使用者の歩調に合わせ
て動作し、転倒の危険性を大きく低減。
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取組・成果イメージ①

• 高齢者等の日常生活の動きをサポートしたり、筋力の維持・向上を可
能とする、自立支援型ロボット介護機器(ウェアラブルパワースーツ等)の
開発を実施。

• 我が国のロボット介護機器開発の成果を、介護現場への普及、さらに
今後の海外展開につなげていくために、安全基準の策定及び、安全性
に関する国際規格（ISO13482）と海外規格との連携を実施。

⚫ 2014年6月、科学技術イノベーション総合戦略2014が閣議決定。内閣府に「2020年オリンピック・パラリンピック東京大会に向けた
科学技術イノベーションの取組に関するタスクフォース」が設置され、大会に向けた科学イノベーションの取組を推進。

⚫ オリパラＴＦの９つのプロジェクトのうちの１つとして、「多様な人が参加する活気あふれる社会の発信に向けた高齢者、障害者やパラ
リンピック競技サポートの実現」をテーマとして、文部科学省、厚生労働省等とも連携しつつ、安価で汎用性の高い福祉用具の実用
化開発や用途の拡大を推進。

取組・成果イメージ②

• 「電動車椅子」や「視覚障害者向け自立歩行補助システム」等移動支援に
関連する福祉機器の技術開発により、高齢者や障害者も含む多様な人が
参加する活気あふれる社会の姿を2020年大会を通じて発信する。

「2020年オリパラ東京大会タスクフォース」に係る福祉用具開発の取組

WHILL シェアリングサービス

ルート案内地図
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具体的な研究内容等

生活支援ロボット安全認証マーク

ロボット介護機器
「リショーネ」（パナソニック）

ロボット介護機器標準化事業

⚫ ロボット介護機器について、効果の評価、国際規格を踏まえた安全基準の策定、国際標準化を推進。

－リスクアセスメント等安全性に関する国際規格（ISO13482）を踏まえた具体的安全基準の策定

ー安全基準の国際標準化の推進

－EUの基準適合マーク（CEマーク）との連携

⚫ サイバーダイン株式会社のロボットスーツHAL腰タイプ介護支援用や、パナソニックエイジフリー株式会社リ
ショーネ等5製品が安全認証を取得。

取
得

【認証機関】日本品質保証機構（JQA)

ロボットスーツHAL介護支援用
（サイバーダイン）
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福祉用具の安全性の確保・標準化①

• 日本工業規格に基づく製品を製造している製造業者等は、国から登録を受けた登録認証機関の認証を受け
て、製品、包装等にＪＩＳマークを表示することができる（第三者認証制度）。

• 認証は、審査基準である品質管理体制及び製品試験によって実施。

１２品目についてＪＩＳマーク（福祉用具であることを示す「目的付記型ＪＩＳマーク」）が対象
（２０１９年１月末現在）
【ＪＩＳ認証取得状況】
①ＪＩＳ Ｔ９２０１手動車いす：４社（６工場）
②ＪＩＳ Ｔ９２０３電動車いす （ハンドル形以外）：１社
③ＪＩＳ Ｔ９２０８電動車いす（ハンドル形）：６社
④ＪＩＳ Ｔ９２５４在宅用電動介護用ベッド：７社
⑤ＪＩＳ Ｔ９２０７車いす用可搬形スロープ：３社
⑥ＪＩＳ Ｔ９２５７入浴台：１社
⑦ＪＩＳ Ｔ９２５８浴室内及び浴槽内すのこ：０社
⑧ＪＩＳ Ｔ９２５９浴槽内いす：１社
⑨ＪＩＳ Ｔ９２６０入浴用いす：０社
⑩ＪＩＳ Ｔ９２６１ポータブルトイレ：1社
⑪ＪＩＳ Ｔ９２６９ベッド用テーブル：０社
⑫ＪＩＳ Ｔ９２０５病院用ベッド：２社
⑬ＪＩＳ Ｔ９２６３シルバーカー：０社

（一財）日本品質保証機構(JQA)
（一財）電気安全環境研究所(JET)
（一財）日本文化用品安全試験所(MGSL)

登録認証機関
手動車いす 電動車いす 在宅用電動介護用ベッド
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福祉用具の安全性の確保・標準化②

⚫ （一財）製品安全協会では、「ＳＧマーク制度」を設け、①消費生活用製品の安全性品質・使用上の注
意事項等に関する基準（ＳＧ基準）を策定し、②ＳＧ基準に基づく認証及び認証済み製品への表示
（ＳＧマーク）の許可、③ＳＧマーク付き製品の欠陥による人身事故に対する賠償措置の実施、を行ってい
る。

福祉用具については、9品目がＳＧマークの対象となっている。
（２０１９年１月末現在）

①００７３ 棒状つえ
②００７４ 簡易腰掛け便座
③００７５ シルバーカー
④００７８ 手動車いす
⑤０１２０ 歩行車（ロレータ及びウォーキングテーブル）
⑥０１２１ 電動介護用ベッド
⑦０１２７ ポータブルトイレ
⑧０１２９ 入浴用いす
⑨０１３１ 電動立上げ補助いす
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歩行車 手動車いす

走行耐久性や
各部の強度・耐久性を規定

主として高齢者が使用するための
安全性や各部の強度を規定

主として身体を支持するための
安全性や客部の強度を規定

出典：（一財）製品安全協会

シルバーカー
ハンドル一体形の例



国際標準化の推進による国際展開

⚫ 産業競争力強化の観点から、国が主体となって取り組むべき国際標準化テーマについて、必要な実証データ
の収集、関連技術情報の収集などを行った上で、国際規格提案を実施。

⚫ 国際交渉を進め、適切な国際標準化を戦略的に実現（戦略的国際標準化推進事業）。
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【座位変換機能付き車いす】

○急速に高齢化を迎える他のアジア諸国の活力を取り込むため、福祉・介護機器等の
国際標準化を推進。

○具体的には、国内で開発するJIS原案を基に、座位変換（リクライニングや座面上昇等）
機能付き車いす、シルバーカーの２品について国内規格をもとに国際規格案を提案。
海外市場における我が国の福祉用具産業の競争力を強化。

【シルバーカー】

リクライニングは背部のみ角度が変わり座面は水平。
ティルティングは座面と背もたれ共角度が変わる。

外出の際に歩行の補助や品物の運搬
及び休憩に用いる。

ハンドル一体形の例



（参考）ISO13482を取得済 製品化機器一覧

• ロボット介護機器開発・導入促進事業においてリスクアセスメント等安全性に関する
国際規格（ISO13482）を取得している5つの製品化機器一覧。

事業者 ： CYBERDYNE（株） 製品名：腰部負荷軽減用HAL

移乗介助分野（装着型）事例１

移乗介助分野（非装着型）事例３、４、５

事業者 ：株式会社FUJI
製品名：移乗サポートロボット Hug T1

事業者 ：マッスル株式会社
製品名 ： ROBOHELPER SASUKE

⚫ 重量物を持ったときの腰にかかる負荷を軽減することで、腰痛になるリスクを減少。

⚫ 介護従事者の腰痛発生の低減や、要介護者の行動活力
の向上。

⚫ ベッド（ストレッチャー）⇔車いすの移乗介助アシストが可
能。介護を受ける方と行う方、双方の負担を軽減。

事業者 ：パナソニックエイジフリー株式会社
製品名 ：離床アシストロボットリショーネPlus

⚫ 介助者一人だけで簡単・安全・スムーズに移乗可能。

屋外移動事例２

事業者 ： RT.ワークス株式会社 製品名：歩行アシストカート

⚫ 使用者の操作力や路面環境を勘案した、アシスト・ブレーキ制御。転倒の危険性を
大きく低減。個人の操作特性を学習することで、快適に使用できる歩行支援を実現。
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多様なモビリティ導入支援事業
令和元年度補正予算案額7.7 億円

１．製造産業局 車両室
03-3501-1694

２．商務・サービスG 医療・福祉機器産業室
03-3501-1562

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業の内容

事業目的・概要

• 高齢運転者による交通事故が社会問題となる中、高齢者が自動車に
頼らずに日常生活を円滑に営むことができるよう、高齢者や地域に合わせ
た様々な移動手段の確保が課題となっています。
そこで、以下の事業を実施します。
（１）電動アシスト自転車安全対策・普及推進事業
高齢者等に対して安全講習会の実施を前提とした貸出事業を支援する
とともに、利用形態に係るデータを収集します。
（２）電動車いす等安全対策・普及推進事業
高齢運転者の自動車乗り換え対象として、電動車いす等の認知度を向
上するため、安全対策を含めた普及促進を行うとともに、利用可能性を
拡大するための実証事業を行います。

成果目標

⚫自動車に代わる移動手段として、電動アシスト自転車への切り替えを促

すため、電動アシスト自転車の利用回数の増加を目指します。

⚫自動車に代わる移動手段として、電動車いす等の認知度の向上及び利

用可能性の拡大を目指します。

事業イメージ

1．電動アシスト自転車安全対策・普及推進事業

• 電動アシスト自転車については、一般用自転車と比べて脚力を要しない等、移
動距離によっては高齢者の自動車の代替手段となりうることが期待されていること
から、高齢者に対して自転車に関する基本的な交通ルール等の再教育と、乗り
方講習を含めた安全講習会の実施を前提とした電動アシスト自転車の貸出事
業を行う民間団体等へ、支援を実施します。

• 利用者の移動形態等を収集可能な、GPSロガー等のIoT端末を搭載した自転
車を導入することで、自転車利用者の行動範囲等を取得し、今後の免許返納
の促進を見据えて、多様なモビリティ普及促進施策の検討のためのデータ収集を
行います。

２．電動車いす等安全対策・普及推進事業

• 電動車いすについては、運転免許が不要で運転も容易であることから、高齢者
の移動に際して自動車の代替手段になりうることが期待されています。

• 高齢者に対する電動車いす等の安全対策を含めた普及促進を行うため、都市
部や地域における実証や、空港、観光地などの施設等における利用可能性を拡
大するための実証を行います。

• また、都市部や地域における実証では、IoT端末を搭載した電動車いす等を利
用することにより、地域による利用状況の特性の違い等、多様なモビリティ普及促
進施策の検討のためのデータ収集を行います。

電動アシスト
自転車

電動車いす

製品イメージ
国

補助

(定額)
民間団体等

補助

(2/3)
民間団体等

（１）電動アシスト自転車安全対策・普及推進事業

（２）電動車いす等安全対策・普及推進事業

国 民間団体等民間団体等
委託 委託
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(1)電動車いす等安全対策・普及推進事業の実施背景①

⚫ 高齢運転による一連の痛ましい交通事故等を受けて、政府では、「未就学児等及び高齢運転者の
交通安全緊急対策(2019年6月18日関係閣僚会議決定）」をまとめ、対策に取り組んでいる。

⚫ シニア層を中心とした交通の安全と生活に必要な移動手段の確保を両立するためには、
移動に関する多様な選択肢を用意していくことが重要である。

⚫ 都市や地方が抱える様々な移動課題への対応や、新たなビジネスの創出といった観点からも、
多様なモビリティはポテンシャルを有すると考えられるため、「多様なモビリティ普及推進会議」を開催。

⚫ 多様なモビリティを普及・促進するため、安全性・社会的受容性の向上などについて検討を実施。

事業目的・背景①

小型電動モビリティ 電動アシスト自転車

＜多様なモビリティ（例）＞

電動車いす
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(1)電動車いす等安全対策・普及推進事業の実施背景②

⚫ 電動車いすについては、今まで障害者や要介護の高齢者による利用が一般的と認識されている傾向
が強く、日常生活や医療・介護施設周辺で利用されることが多かったが、高齢者の潜在需要は大きい。

⚫ 今後は空港やショッピングセンター等におけるシェアリングサービスや、自動運転、AI・IoTを活用した
Maasの一部としても屋内外で普及が進むことへの期待がある。

⚫ 本事業では電動車いす等について、様々な地域環境における実証事業や、
空港・ショッピングセンター等で屋内外での実証事業とともに、安全な活用方法について普及を行い、
電動車いす等の社会受容性を高めると共に、安全で魅力的な活用方法について集中的に発信する。

事業目的・背景②

＜電動車いすの特徴＞

✓ 交通ルールは歩行者と同じ

✓ 歩道、横断歩道を通行する

✓ 歩道の無い道路では右側通行

✓ 歩行車用信号に従う

✓ 最高速度6㎞/h以下

電動車いすは歩行者扱い
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(2)電動車いす等安全対策・普及推進事業の概要①

1. 電動車いす等の様々な地域環境における実証

2. 空港・ショッピングセンター等で屋内外でのシェアリングサービス等の実証

3. 安全な活用方法の普及

３つのアプローチを行うことにより

電動車いす等の認知度の向上

利用可能性の拡大

安全な活用方法の普及

を目指す。

事業概要全体像
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未来イノベーションWGのとりまとめ

• 未来イノベーションWGを平成31年1月～3月にかけて3回実施し、2040年頃における未来の医療・
福祉分野の在り方について、議論。

– 2040年の将来における日常生活を含めた国民の暮らしの中に、ICT、AI、ロボット等が溶け込んでいる社会
システムという目標・将来像

– 変容していく医療介護サービスを想定し、必要になる技術・サービスの抽出

• 議論の内容を踏まえた未来像からバックキャストして中長期の戦略の下、研究開発を行うことを目指
し、以下の施策についても議論。

① ムーンショット型プロジェクトの立ち上げ・ロードマップの策定

② インテリジェンス機能の実現

医
療
・
介
護
分
野
の
技
術
と
他

分
野
の
技
術
の
融
合
が
不
可
欠

＜2040年に直面するリスク＞ ＜2040年にかけて
見込まれる技術の進展＞
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2040年の将来像を実現するための施策

• 2040年に「人と先端技術が共生し、共に支えあうネットワーク型の次世代ケア」を実現するために
は、従来の医療・介護分野の研究者や企業だけでなく、 ①異なる分野の研究者や企業と連携
した基礎研究、②自治体や企業等と協力したより生活環境に近い領域での実証研究、③医療
現場から在宅まで幅広く利用可能な形で社会実装を一体的に行うことが重要。

• このため、厚生労働省、経済産業省、文部科学省の３省庁が基礎研究、実証研究、社会実
装までを一気通貫で実施する予算事業の下、新たな2040年までの社会実装を目指した新たな
プロジェクトの組成を目指す。

• WGにおける議論を踏まえ、①最適な医療・介護の提供、②インクルージョン（福祉）・住まい、
③予防の3分野にテーマを分けて、議論を加速化し、プロジェクト組成。

実態把握

・３省庁それぞれのネットワークを生かし、未来を見据えた従来の取組・実施主体を整理。

有識者ラウンドテーブルの立ち上げ

・３分野に分けてアカデミア、ビジネス、医療・介護専門家、グローバルの有識者からなるラウンドテーブルを組成。
・現在の研究や医療・介護の現場の実態を踏まえ、他の分野や領域と連携し、取組を加速すべき分野を整理。
※インテリジェンス機能の下、長期的視野で実施

新たなプロジェクトの公募の開始

・実態把握や有識者ラウンドテーブルを踏まえ、案件組成。中長期的視野でプロジェクトを支援。
・その際は、2040年までの研究ロードマップの作成や各研究段階における他の分野や領域との連携を求め、一般
社会と医療・介護分野の技術の融合を目指す。

（5月～）

（夏以降～年明け）

（来年度以降）


