
医療イノベーション埼玉ネットワーク 
          の取組について 

平成28年1月29日 

埼玉県産業労働部産業支援課 
さいたま市経済局商工観光部産業展開推進課 



埼玉県のポテンシャル 
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全国シェアの高い製造業 

＊医療機器生産 全国4位 
 ※H25薬事工業生産動態統計の生産額 

 
・病院用器具、同装置 全国１位 

・医療用電子応用装置 全国２位 

・歯科用機械器具 全国２位 

・顕微鏡・望遠鏡等 全国２位 

・カメラ用レンズ 全国２位 

・医療用Ｘ線装置 全国３位 

・理化学機械器具 全国３位 

・眼鏡ﾚﾝｽﾞ（ｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞ含む） 全国３位 

・はかり 全国３位 

・光学機械用ﾚﾝｽﾞ・ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 全国５位 

・時計・同部分品 全国５位 

 ※H25工業統計の製造品出荷額 

医療機器事業者の状況 

＊製造販売業 155事業者（全国３位） 

          （1種： 32事業者（全国３位） 

                 2種： 58事業者（全国３位） 

                 3種： 65事業者（全国３位）） 

＊製造業       303事業者（全国３位） 

 ※H26年度末事業者数 



埼玉県とさいたま市の取組 
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先端産業 
研究サロン 

産総研・NEDO・ 
埼玉県の三者協定 

産業振興・雇用 
機会創出基金 

地元金融機関 

県企業局 
 民間ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾊﾟｰ 

ステップ１ 

実用化開発 

ステップ２ 

製品化開発 

ステップ３ 

事 業 化 

ステップ４ 

県内集積 

先端的な研究シーズと企
業の優れた技術を融合さ
せ、県内に先端産業を育
成し集積を目指す 

先端産業創造プロジェクト 
（2014～） 

さいたま医療ものづくり都市構想 
（2012～2021） 

研究開発型ものづくり企業の医療機器関連分野
への新規参入・事業拡大を支援 

【重点分野】 
Ⅰ レーザー･フォトニクス技術応用医療分野 
Ⅱ 低侵襲・低リスク技術分野 
Ⅲ 周産期・小児医療分野、予防医療分野 

第1期行動計画 （2012～2016） 

【初期の取組み】 
① 臨床現場との連携促進 
② ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ企業／ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ企業への支援 
③ 支援のための体制構築 

埼 玉 県 

医療機器関連産業を 
伸ばしたい思いは同じ 

→効果的に取り組むには… 



医療イノベーション埼玉ネットワークの設立 
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◆ 埼玉県とさいたま市が共同で、 
  企業や大学、医療機関等が参加する 
  産学医のプラットフォームを設立（H26.11月） 

◆ 会員数 154社・機関でスタート 
    H27.12月末現在には264社・機関に!! 

◆ 医療関連情報セミナー   
研究開発シーズ･医療機関ニーズ等の情報提供 
医療現場見学会 

会員相互の交流の場の提供  などを実施 
 

医療イノベーション埼玉ネットワーク 

医療機器メーカー 

ものづくり企業 

産 

医療現場 
 
 
 

医 
大 学 

研究機関 

学 
産学医 
連携 

先端産業創造 

プロジェクト 

さいたま 

医療ものづくり 

都市構想 

埼 玉 県 さいたま市 オール埼玉体制で、 

参入支援 
研究開発 
活性化 

市場化 
支援 

人材育成 
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一貫した支援体制を構築 

医療イノベーション埼玉ネットワークの活動① 

活動コンセプト 

参入支援 

研究開発活性化 

市場化支援 

医工連携セミナー 
先進医療 
施設見学会 

医療現場との 
意見交換会 

大学・研究機関 
とのｼｰｽﾞﾏｯﾁﾝｸﾞ 

画像診断 
機器勉強会 

医療機器等 
試作品ｺﾝﾃｽﾄ 

医療ものづくり
フォーラム 

医療機器参入 
促進・基礎ｾﾐﾅｰ 

主催事業 

連携事業 

※ 

【医工連携の見識を深める】 【医療現場のニーズを把握する】 【大学・研究機関のｼー ｽ゙を活用する】 

さ
い
た
ま
医
療
も
の
づ
く
り 

人
材
開
発
プ
ロ
グ
ラ
ム 

人
材
育
成 

展示会・商談会 
への出展支援 
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これから医療機器関連産業に参入を目指す方を対象に、医薬品医療機器等法への
対応や製販企業との連携などの基礎知識を学ぶ（全2回） 

①H27.7.15「成功する医療機器参入の考え方」（44名参加） 

②H27.12.22「医療機器関連市場動向と参入の可能性」「事例紹介」（41名参加）                                                

医療イノベーション埼玉ネットワークの活動② 

参入支援 

画像診断機器勉強会 

医療機器参入促進・基礎ｾﾐﾅｰ 

画像診断機器や検査機器の部品・構造等を理解し、部材から医療機器関連分野の
参入を目指す（全4回） 

①H27.6.16「画像診断機器及び周辺機器の概要と現状」（31名参加） 

②H27.9.8「画像診断機器及び周辺機器の課題と今後の方向性」（39名参加） 

③H27.12.8「工場見学会（東芝ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ（株））」（26名参加） 

※2月に最終回を予定 
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産学医のそれぞれの視点から医工連携についての成功例や失敗例、留意すべき点
を学ぶ（全2回） 
①H27.5.14 医療機関視点及び医療機器ﾒｰｶｰ視点から学ぶ（61名参加） 
②H27.8.27 医工連携基礎講座及び医療機器ﾒー ｶー 視点から学ぶ（40名参加）                                                     

医療イノベーション埼玉ネットワークの活動③ 

研究開発活性化【医工連携の見識を深める】 

医工連携セミナー 

医療機器における医工連携の事例紹介やパネルディスカッションのほか、医療側と
工業側両面からのポスターセッションを行い連携を深める 
＊H28.1.22開催（103名参加）                                                     

さいたま医療ものづくりﾌｫｰﾗﾑ 

フォーラムの概要 
Ａ会場 -シンポジウム- 
・大阪大学教授/日本ﾚｰｻﾞｰ医学会理事 粟津 邦男氏やﾐｭﾝﾍﾝ大学付属病院ﾚｰｻﾞｰ研究室長Dr. Ronald Srokaによる基調講演 
・「さいたま地域における医療ものづくり人材の育成について ～日独の事例から～」をテーマとしたパネルディスカッション 
 （司会：（公財）医療機器センター理事長 菊地 眞氏） 
Ｂ会場 -医療ものづくりショーケース- 
・臨床ﾎﾟｽﾀｰ掲示（日本ﾚｰｻﾞｰ医学会、日本小児外科学会、内視鏡外科学会等）、企業技術展示、地域大学研究成果等のポスター展示 
・臨床ドクターによるショートセッション  
  ＜テーマ＞新しい医療機器の開発 ～さいたま地域に期待すること～ 
  ＜司 会＞さいたま市立病院 名誉院長 遠藤 昌夫 氏 
                 東京慈恵会医科大学教授/日本内視鏡外科学会医工連携委員会委員長 森川 利昭 氏 
  ＜発表者＞臨床研究ポスター提供ドクター（日本小児外科学会、内視鏡外科学会） 
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先進医療施設の施設や研究を学ぶとともに、医療現場のニーズを聞きとり、先進
医療施設関係者との交流を深める（全2回） 

①H27.7.2 自治医科大学附属さいたま医療センター 
      （29名参加） 

※2～3月に次の見学会を予定                                        

医療イノベーション埼玉ネットワークの活動④ 

研究開発活性化【医療現場のニーズを把握する】 

先進医療施設見学会 

医療関係者に現場で必要なニーズをヒアリングし、ともにディスカッションする
ことで深く掘り下げ、真に必要な医療機器開発へとつなげる 

※日本医工ものづくりコモンズとの共催事業で調整中                                      

医療現場との意見交換会 

http://www.jichi.ac.jp/center/center/index.html
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大学や研究機関が持っている技術シーズを紹介し、産業や医療ニーズとのマッチ
ングを行うことで新たな研究開発へとつなげる 

＊H27.7.30「産学医連携シーズマッチングwith東京電機大学」（69名参加）                   

医療イノベーション埼玉ネットワークの活動⑤ 

研究開発活性化【大学・研究機関のｼｰｽﾞを活用する】 

大学・研究機関とのｼｰｽﾞﾏｯﾁﾝｸﾞ 
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医療機器等の試作品をコンテスト方式
で評価しPRを行うことで、その後の
市場化を支援 

＊H27.11.24開催 28作品出展 

＊賞金：グランプリ 500万円 

    準グランプリ300万円 

＊出展試作品の展示会・商談会も併催 
 （159名参加） 

医療機器等試作品コンテスト 

医療イノベーション埼玉ネットワークの活動⑥ 

市場化支援 

展示会・商談会への出展支援 

学会や展示会・商談会への出展を支援 

＊H27.12.10～12 内視鏡外科学会総会 医工連携企業展示（8社参加） 
 →来訪者326名 のちに商談に結び付いた件数27件                                        

賞 受賞試作品名 企業名 

ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ  
多視点裸眼3D 
内視鏡システム 

(株)金子製作所 
（さいたま市） 

準 
ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ 

人工関節手術用 
３Dナビゲーション 

ｱﾙｽﾛﾃﾞｻﾞｲﾝ(株) 
（川口市） 

細胞シート移植 
デバイス 

オカモト(株)  
（東京都） 

ALS患者向け呼吸 
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ機器 

ｶｰﾀｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ(株) 
（川口市） 

特別賞 
車椅子フット 
レストホッパー 

(株)協新製作所 
（川島町） 

既存３Ｄ表示(専用メガネ必要) 専用メガネ不要に 

【ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ】多視点裸眼3D内視鏡システム 
 



医療機器ビジネスの中核を担う人材を育成し、医療機器産業への参入や研究開発、
事業化促進につなげる 

＊H27.10月～H28.2月 全9回開催 

＊診療科別、工学、法規制等、部門別に講義 

 ①H27.10.19 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

 ②H27.10.29 呼吸器外科 

 ③H27.11.12 脳神経外科 

 ④H27.11.30 法規制 

 ⑤H27.12.16 整形・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 

 ⑥H27.12.22 工学 

 ⑦H28. 1.12  工学 

 ⑧H28. 2. 8     耳鼻咽喉科 

 ⑨H28. 2.17  ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 

＊18名参加（初年度は少人数体制で実施） 
11 

さいたま医療ものづくり人材開発プログラム 

医療イノベーション埼玉ネットワークの活動⑦ 

人材育成 
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医療イノベーションを支える 

埼玉県の支援① 

 大学・研究機関等と県内企業が連携して取り組む研究開発を支援 

【埼玉大学】 
 ◆ 感染症及びがんの早期検出・診断薬の研究開発（㉖～㉘） 

【理化学研究所】 
 ◆ ﾏｲｸﾛ流体ﾁｯﾌﾟを用いた簡易なﾏｲｸﾛRNA検査ｼｽﾃﾑの開発（㉗～㉙） 
 ◆ 人工塩基等を活用したがん幹細胞検出ｼｽﾃﾑの開発（㉗～㉙） 

【産業技術総合研究所】 
 ◆ 糖尿病リスク検査機器の開発（㉗～㉙） 
 ◆ 超音波治療用ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻｰの開発（㉗～㉙） 

【埼玉県産業振興公社】 
 ◆ 心筋梗塞リスク検査機器の開発（㉗～㉘） 
 ◆ 熱中症・脱水症予防対策用検査機器の開発（㉗） 

     

産学連携による研究開発 ※ ○数字は開発年度  
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新技術・製品化開発への補助 

◆ 医療機器等の実用化・製品化開発を支援 
◆ 補助率10/10 上限2,000万円   ◆ 申請件数：37件 → 採択件数：10件  

事業テーマ 企業名 所在地  

O157等食中毒菌の迅速・高感度検査試験紙読取装置の開発  (株)ICST さいたま市  

3Dスキャナを搭載した人工膝関節手術ナビゲーションの製品化  アルスロデザイン(株) 川口市 

裸眼多視点立体画像による立体内視鏡システムの開発  (株)金子製作所  さいたま市 

iPS細胞分化誘導培養装置の開発と製品化  佐竹化学機械工業(株)  戸田市  

超微細非加熱加工用フェムト秒レーザーの製品化開発  (株)シングルモード 坂戸市  

体外補助循環用血液ポンプ内血液凝固監視システムの開発  泉工医科工業(株) 春日部市  

iPS細胞などの無菌搬送及び無電源搬送を目的とした極低温保冷容器の開発  (株)タイショ― 川越市  

内視鏡に装備される、世界初の高機能高信頼性反射防止膜付き対物ﾚﾝｽ゙ の開発  (株)タナカ技研 秩父市  

体外診断用POCT型QCMバイオセンサの開発  日本電波工業(株) 狭山市  

腹腔鏡手術用高精度機能鉗子部品の多品種小ロット生産新技術の開発  ポーライト(株) 熊谷市 

【採択テーマ・企業】 

医療イノベーションを支える 

埼玉県の支援② 



◆ 先端産業に関する相談・マッチング等の支援に専門の
コーディネータが対応（H27.5.11設置） 

       
 
 
 
 
 
 
 
             

◆ 先端産業創造プロジェクトの取り組み状況や開発動向
等を紹介する展示コーナーも設置  

分野 
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ 
配置数 

相談件数 
（12/10現在） 

ナノカーボン分野  1名 103件 

医療ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ分野  8名 267件 

ロボット分野  1名 28件 

新エネルギー分野  3名 170件 

航空・宇宙分野  2名 45件 

合計（他分野含む） 15名 644件 
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認証等取得への補助 

医療イノベーションを支える 

埼玉県の支援③ 

先端産業支援センター埼玉によるサポート 

◆ ISO13485など認証等取得への補助 

◆ 補助率1/2 上限150万円  ◆ 採択枠10件程度 → 採択数6件（12月末現在） 



学会との連携 

医療イノベーションを支える 

さいたま市の支援 

医療ものづくり道場の開催 

医学会との連携に積極的に取り組んでおり、学術集会での
ブース出展や、さいたま市主催事業「医療ものづくり
フォーラム」における臨床ポスター掲示等を実施 

◆ 日本小児外科学会 ◆ 日本内視鏡学会  

◆ 日本レーザー医学会 ほか 

ドイツ医療クラスターとの連携 

医師や医療機器製造販売メーカーを講師に迎えた、セミク
ローズドな「実践的な学びの場」。臨床現場のニーズから、
実際の製品開発に向けた、コンソーシアム形成を目指す 

平成23年より、ドイツ最大のネットワークを持つ医療ク
ラスター「Forum MedTech Pharma」との連携を開始 
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・「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
・関係機関を総動員し、ワンストップで医療現場のニーズ発掘や
事業化支援（薬事、知財、海外展開、ファイナンスなど）を提供

医工連携による機器開発（医療機器開発支援ネットワーク）

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

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
薬事申請

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

薬事戦略

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
上市

地域支援機関
・自治体 ・商工会議所
・公設試 等

専門支援機関
・NEDO， JST   ・国衛研 ・医療機器センター
・PMDA            ・産総研 等

連携・支
援

医療機器開発支援ネットワーク （事務局：ＡＭＥＤ）

伴走コンサルによるアドバイス

医療機関、コンサルティング企業・機関、販売業界、学会、金融機関・ファンド
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資金面での支援 
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）   

医療イノベーションを支える 

国等の支援 

事業化支援 

ものづくり補助金（一般型） 

（補助率2/3 上限1,000万円） 

戦略的基盤技術高度化支援事業 

（補助率2/3 上限4,500万円） 

医工連携事業化推進事業 

（実証事業  

 上限8,000～4,000万円）  

        and more... 

人材開発 

国産医療機器創出促進 
基盤整備等事業 
（医療機関において 
 企業人材を受け入れた 
 研修を実施）   

出典：日本医療研究開発機構 発表資料 

http://www.chusho.meti.go.jp/index.html
http://www.chusho.meti.go.jp/index.html
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◆ 研究開発の支援 
◆ 認証等資格への補助 
◆ 学会との連携 
◆ 海外クラスターとの連携 
◆ 専門コーディネーターによ

るサポート 

医療イノベーション埼玉ネットワーク 

医療機器メーカー 

ものづくり企業 

産 

医療現場 
 
 
 

医 

大 学 

研究機関 

学 

産学医 
連携 

先端産業創造 

プロジェクト 

さいたま 

医療ものづくり 

都市構想 

埼 玉 県 さいたま市 

参入支援 
研究開発 
活性化 

市場化 
支援 

人材育成 

医療イノベーション埼玉ネットワークを中心とした 

埼玉の医療イノベーション支援体制 

オール埼玉体制で“攻め”の
ネットワーク活動 

埼玉県・さいたま市
の積極的な支援体制 

国等の充実した 
支援体制 

埼
玉
の
医
療
関
連
産
業
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

振
興
・
集
積
へ 

◆ ものづくり補助金や医工連
携事業化推進事業実証事業
などの豊富な補助・委託メ
ニュー 

◆ 医療機器開発支援ネット
ワークによる事業化支援 

◆ 国産医療機器創出促進基盤
整備等事業（人材育成プロ
グラム） 

http://www.chusho.meti.go.jp/index.html


お問合せ先【事務局】 

埼玉県 

公益財団法人埼玉県産業振興公社 公益財団法人さいたま市産業創造財団 

ご清聴ありがとうございました 

産業労働部 産業支援課 先端産業担当 
TEL   048(830)3735   
MAIL a3770-08@pref.saitama.lg.jp 
URL   http://www.saitama-leading-edge-project.jp/ 

先端産業支援センター埼玉 
TEL   048(711)6870   
MAIL sentan@saitama-j.or.jp 
URL   http://www.saitama-j.or.jp/sentan/ 

経済局商工観光部 産業展開推進課 
TEL   048(829)1371   
MAIL sangyo-tenkai-suishinka@city.saitama.lg.jp 
URL   http://www.saitamacity-business.jp/ 

支援・金融課 
TEL   048(851)6652   
MAIL shien@sozo-saitama.or.jp 
URL   http://www.sozo-saitama.or.jp/ 


