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項 目

☆ オールジャパンでの医療機器開発

世界最先端の医療機器の開発

医工連携の推進：「医療機器開発支援ネットワーク」の構築

☆ 医療機器開発・製品化を円滑にするため規制・制度面からの環境整備

☆ 医療機器・サービスが一体となった国際展開の推進
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● 我が国の医療機器産業の動向

○ 政府全体及び経済産業省における医療機器産業政策



医療機器の分類

① 治療機器 ② 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
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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。

（２０１４年時点で、国内は２．８兆円、世界全体で約４０兆円となり、いずれも過去最大。）

 我が国の輸出額・輸入額は、いずれも増加傾向（対前年比で、輸出約８％増、輸入約５％増）。

グローバル市場の動向 医療機器の輸出入の推移

○ 輸出入額は、２０１４年時点で、約８,０００億円の輸入超過。
（輸出額:5,723億円－輸入額:13,685億円）

※ 輸入額のうち約２割は、日本企業の海外工場から国内向けの逆輸入と推計。
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日本の医療機器市場の動向
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単位：億円 我が国の医療機器の市場規模と対前年伸び率の推移

出典：厚生労働省 薬事工業生産動態統計

 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２６年は、約２．８兆円となり、過去最大の市場規模。

 我が国の医療費は、平成２５年度は４０．１兆円。医療機器市場は、うち約７％となっている。
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単位：億円 単位：％

医療機器市場（約２．８兆円）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５３％、 診断機器（内視鏡、ＣＴ、ＭＲＩ等）が２５％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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「日本再興戦略 改訂２０１６」＜抜粋＞（平成２８年６月２日閣議決定）

昨年４月１日に発足した国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）

において、基礎研究から実用化まで切れ目ない研究管理・支援を一体的に行うことにより、

日本発の革新的な医薬品・医療機器等の創出に向けた研究開発を推進する。

医療現場のニーズに合った優れた医療機器等の開発・事業化に向けて、民間資金も

活用しつつ、異業種からの参入、製品コンセプトづくり、知財戦略、人材育成、販路開拓等

を支援するとともに、医療現場と医療機器の開発事業者、異業種参入事業者、

地域支援機関等のネットワーク（医療機器開発支援ネットワーク）を強化する。

日本発の医療・介護及び医療機器等のグローバル市場での普及のため、相手国・地域の

ニーズに合った性能・価格水準の医療機器開発を推進する。また、医療機器等に係る

実用的な評価法を世界に先駆けて提案し、規制で用いられる基準として受け入れられるよう、

国際標準化を推進する。

7

日本発の優れた医薬品・医療機器等の開発・事業化、グローバル市場獲得・国際貢献



 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）
予算規模：１，２６５億円（＋調整費 １７５億円） 人員：３００人程度（うち常勤１０２名）

内閣総理大臣
「総合調整」を担う

＜主務大臣＞

５９９億円
平成２８年度
政府予算

オールジャパンでの医療機器開発（９８．９億円）

○未来医療を実現する医療機器・システム研究開発事業

（４３．９億円）

○医工連携事業化推進事業

（３５．０億円）

○ロボット介護機器開発・導入促進事業

（２０．０億円）

日本医療研究開発機構（ＡＭＥＤ）

４７８億円 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

経済産業省の取組（平成２８年度政府予算）

オールジャパンでの医薬品創出（５６．２億円）

○次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発

（５６．２億円）

再生医療の実現化ハイウェイ構想 （２５．０億円）

○再生医療の産業化に向けた評価基盤技術開発事業

（２５．０億円）

日本医療研究開発機構（AMED）の概要

8



経済産業省が推進する医療機器産業政策の全体像

●世界最先端の医療機器開発

・産学官が連携し、最先端診断・治療システム開発推進
（未来医療を実現する医療機器・システム研究開発事業：

28年度政府予算 43.9億円）

●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： 28年度政府予算 35.0億円）

●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
・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
・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
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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。
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●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



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
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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。

運動機能の回復支援システム

 検出した脳波の状態に応じて手足
を動かすことで、重度の麻痺からの
回復を支援。

 回復の程度に応じて、リハビリ内容
を自動的に設定。

 日本が強みを持つロボット技術や診断技術等をフルに活用し、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）を中心に、手術支援技術、早期に疾患を発見する診断装置や低侵襲の
治療装置等、世界最先端の医療機器・システムを、各省連携で開発・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 身体組織・機能の回復技術 低侵襲・高精度な治療技術

《技術開発の事例》
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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
（平成２８年度政府予算：４３．９億円（４１．５億円））

ＫＰＩ： ２０２０年頃までに、５種類以上の革新的医療機器の実用化を目指す。



【参考】 実施中の主な研究開発案件

ＩＣＴを活用した診療支援技術
○医療分野へのＩＣＴ技術の活用が進んできているもの

の、収集した診療情報等を集計・分析して治療に活用
する取組は発展途上。

○新規デバイスと一体化した

診療支援機器・システムを
開発し、定量化された医療

情報を臨床現場で利用

可能とするシステムを開発。

軟性内視鏡手術システム
○硬性内視鏡ロボットによる手術では、膵臓がん等での

使用は難しく、依然として開腹手術が主流。

○日本が得意とする軟性内視鏡

とロボット技術の融合により、

医師が手術野を俯瞰しながら
操作できる内視鏡手術シス

テムを開発。

がんの低侵襲解析技術
○がんは、発生する組織やその性状により治療の難易

度が左右され、発見の段階で原発巣からの転移が
進んでいると治療は特に難しい。

○リンパ節等に転移した微小な

がん細胞を対象に、最先端の
イメージング（画像診断）技術

を活用し、発生組織や部位を

低侵襲かつ高精度に特定、
評価する技術を開発。 光学技術でがん細胞を可視化

新規ウェアラブル血圧計
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立体バイオインプラント
～iPS細胞等を用いた立体組織・臓器の製造～

○再生医療製品の実用化に向けて、バイオ3Dプリンタや

細胞シート積層技術などの立体造形技術を用いて、
骨や、血管 心臓などの立体組織・臓器を製造。

足場材

各種細胞

＋

軟骨などの組織

心臓などの臓器

バイオ3Dプリンタや
細胞シート積層技
術などの立体造形
技術

細胞間の接着や足
場材への生着

培養液など



地域支援機関による医師
の臨床ニーズと企業のシー
ズとのマッチング

臨床ニーズを抽出するスキーム
 臨床現場のニーズを踏まえた医療機器の開発を加速すべく、 ①日頃の医療行為から生まれ
る改良ニーズや②医療機関における高度かつ革新的な臨床ニーズを抽出

 抽出したニーズは、AMEDに設置する「臨床ニーズ抽出委員会」により事業性を加味して
練り上げ、支援事業や企業とのマッチングに繋げる。

AMED (臨床ニーズ抽出委員会)

日本医師会

支援事業

企業マッチング

「未来医療を実現する医
療機器・システム研究開
発事業」のテーマ候補

外部有識者からなる委員会にて、事業
性を加味しニーズを練り上げる。

× 極細内視鏡
○ 姿勢制御カプセル

内視鏡
知財あり
△△社も興味あり

医療機器開発支援窓口から開発
アイデアやシーズを登録

消化管内視鏡検査
を苦痛無くできないか

腹部消化管の狭窄治療
に生体吸収性ステントを
利用できないか。

医療機関

臨床現場でのニーズ抽出

アイデアボックスによるニーズ登録

https://www.med-device.jp/db/
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 我が国のものづくり技術を、医療機器に積極的に応用（新規参入や異分野展開の支援）。
 関係省（厚労省、文科省）及び関係機関（PMDA、産総研、JST、JETRO等）が連携し、開発段階から事業

化に至るまで、切れ目ないワンストップ支援を提供。加えて、地方自治体や公設試等と連携し、地域レベルでの支援
体制を強化することで、我が国の医療機器産業の裾野の拡大を図る。

高度なものづくり技術を有する中小企業と医療機関等との
連携（医工連携）により、医療現場のニーズに応える
医療機器の開発・実用化を推進。

デンタパックココロ

（社）日本歯科商工協会
（東京都）

日本歯科医学会と日本歯科
医師会、日本歯科商工協会
とが開発初期から連携し、
在宅訪問歯科診療の専用
器材パッケージを開発。

《医療機器の開発例》

（株）スズキプレシオン
（栃木県）

自動車などの超微細・精密
部品の製造技術（切削加工
技術）を活かし、低侵襲な単
孔式内視鏡下手術に用いる
微細鉗子（かんし）を開発。

内視鏡下手術用
の微細鉗子

医工連携事業化推進事業
（平成２８年度政府予算：３５．０億円（３１．９億円））
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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

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

事業・
海外戦略

生産・
知財・戦略

薬事戦略

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

ものづくり技術の活用

ＫＰＩ： ２０２０年頃までに、国内における医療機器市場規模の拡大を目指す。



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71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1,100件に達し、このうち、伴走コンサルは約350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（秋田、仙台、群馬、つくば、京都、広島、鳥取等）も開始。

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

【北海道・東北地区】
○北海道立総合研究機構 ○青森県
○いわて産業振興センター ○インテリジェン
ト・コスモス研究機構 ○秋田県 ○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

【近畿地区】
○滋賀県産業支援プラザ
○京都リサーチパーク ○大阪商工会議所
○先端医療振興財団
○奈良県地域産業振興センター
○わかやま産業振興財団

【信越・北陸地区】
○にいがた産業創造機構 ○富山県新世紀産業機構
○石川県産業創出支援機構 ○ふくい産業支援センター

【中部地区】
○やまなし産業支援機構
○長野県テクノ財団
○岐阜県研究開発財団
○静岡産業振興協会
○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
○大田区産業振興協会
○神奈川科学技術アカデミー

【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 ○くまもと産業支援財団
○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
○しまね産業振興財団
○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

(平成28年10月7日時点)

17



1

3% 2

6%

3

16%

4

5%5

14%

6

44%

7

7%

8

5%

伴走コンサルにおける機器の種類、相談内容
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●「治療機器」に関する相談が最も多い (32%)。

●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

①医療機器の種類

●「販路開拓」に関する相談が最も多い (44%) 。

●技術開発：技術や試作機の評価等

●承認申請：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

②相談の内容



伴走コンサルにおける相談企業の規模、業種

1
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2

15%

3

29%

4
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21%
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4

10%

5

18%

N=254N=254
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 「中小企業」が最も多い（51%） 。

 大企業：相談件数は21%。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。

 医療機器の「製造販売業・製造業」が最も多い
(37%) 。部材供給企業（自動車部品、精密加
工等）も15%。

 医療機器以外の業種（電機電子・自動車部品等
）は約30%。各地で開催されるセミナー等の情報を
もとに、地域支援機関等を通じて相談。

③企業規模 ④業種



伴走コンサルの具体的な成果例

• 難病である「メニエール病」向けの中耳加圧治療器について
、承認申請に向けた治験の進め方の悩み。

• 承認申請に係る戦略を見直し、２段階で申請。

• まず、後発医療機器（按摩器）の認証を先に取得し、
早期の上市を実現。

• 現在は、新医療機器（中耳加圧治療器）としての治験
を進めている。

→ 効率的・効果的に開発の継続が可能に。

【製品概要】 無侵襲・携帯可能な中耳加圧器

• 無侵襲で携帯可能な
「中耳加圧治療器」を、
低価格で販売することを
目指す。

承認申請に係る戦略を再構築、早期上市を実現
中耳加圧治療器の開発 第一医科(株)

中耳加圧治療器（製品イメージ）

• CTのデータを元に、３Dプリンタを用いて、フル・オーダー
メイドの精密心臓モデルを開発。手術前のシミュレーシ
ョン向けの販売を検討。

• 医療機器分野での経験が浅いため、どのように事業を
展開していくべきか、暗中模索。

• 販売に至るまでの課題を整理の上、PMDAの相談
手順や治験の進め方などを見直し。

→ 承認申請やその後の販売に向けた準備を効率的に
進められるようになった。

【製品概要】 精密心臓モデル

• リアルな精密性・質感・強度を有する「心臓モデル」
の開発に成功。

課題を整理し、事業化に向けて前進
精密心臓モデルの開発 (株)クロスエフェクト

精密心臓モデル

※第5回「ものづくり日本大賞」
内閣総理大臣賞 受賞
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伴走コンサルのその他の成果例

伴走コンサルの内容 伴走コンサルの成果

①自動車部品の中小企業

●規制に係る戦略を含め、今後検討す
べき事項を整理・助言。

●伴走コンサルの助言内容を「有識者の意見」として経営陣
に説明することで、開発事業に対する経営陣の理解を得る
ことができた。

②半導体製造装置分野の大企業

●研究開発の方向性について、市場
性及び法規制の観点から助言。

●クラス分類など医薬品医療機器法への対応方針が明確
化された。

●現在、地域支援機関と相談しつつ、承認申請の準備を進
めている。

③電機・電子分野の中小企業

●市場性の観点から、非医療機器とし
て進めることを助言。

●事業戦略の方向性を絞り込むことができた。
●非医療機器での事業化を決定し、早期上市を実現。

④ベンチャー企業

●客観的に現状の課題点を整理し、
検討すべき事項を助言。

●目標とする市場を特定することができた。
●現在、専門支援機関との相談を実施。その内容を踏まえ、

今後、薬事戦略相談を実施予定。

21



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

http://www.med-device.jp

《ハンドブックの構成》

○文科省・AMED

○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

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

医療機器開発支援ネットワーク

ネットワークの取組（全国会議の開催、ハンドブックの作成）

日程 平成２８年１月２９日（金）

場所 新霞ヶ関ビル 灘尾ホール

主催 内閣府・文科省・厚労省・経産省

事務局 日本医療研究開発機構

《主な講演者》

・成功事例紹介：第一医科 (株)、(株) クロスエフェクト
大阪商工会議所、埼玉県産業支援課

・関係省庁：内閣官房（健康・医療戦略室）、
文科省、厚労省、経産省

・専門支援機関： 産総研、特許庁、国衛研、PMDA、
中小機構、MEJ、JETRO、産業革新機構、

地域経済活性化支援機構、医療機器センター

《主な参加者》

・企業、地域支援機関、大学・病院、業界団体、行政等
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開発人材育成

業界団体

安全性評価・薬事申請

○厚労省・AMED

○多様な業界団体による支援策

機密性○ 

平成 27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 

機密性○ 

平成２８年１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 

「第２回全国医療機器開発会議」の開催 「医療機器開発支援ハンドブック」の作成



項 目

☆ オールジャパンでの医療機器開発

世界最先端の医療機器の開発

医工連携の推進：「医療機器開発支援ネットワーク」の構築

★ 医療機器開発・製品化を円滑にするため規制・制度面からの環境整備

☆ 医療機器・サービスが一体となった国際展開の推進
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○ 我が国の医療機器産業の動向

○ 政府全体及び経済産業省における医療機器産業政策



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、経済産業省
は、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
を作成し、公表（2011年3月）。2017年1月改訂予定。
→http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g110407aj_02.pdf

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。

○ 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
医療機器製造業

医療機器販売業
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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



医療機器開発ガイドライン（手引き）の策定

連携

医療機器開発ガイドライン（手引き）

開発の際に考慮すべき工学的評価基準等を
作成。

次世代医療機器評価指標

審査時に用いる評価指標をレギュラトリー
サイエンスに基づいて作成。
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医療機器開発ガイドライン（手引き）
【経済産業省】 ３１件

次世代医療機器評価指標
【厚生労働省】 ２５件

（主なガイドライン）

○ 高機能人工心臓システム開発ガイドライン

○ ＤＮＡチップ開発ガイドライン

○ ヘルスソフトウェア開発に関する基本的

考え方（手引き）

○ ロボット技術を用いた活動機能回復装置開
発ガイドライン（手引き）

○ 高生体適合性（カスタムメイド）脊椎インプ
ラントの開発ガイドライン（手引き）

（主な評価指標）

○ 次世代型高機能人工心臓の臨床評価のため
の評価指標

○ DNAチップを用いた遺伝子型判定用診断薬に
関する評価指標

○ 自己iPS 細胞由来網膜色素上皮細胞に関す
る評価指標

○ 活動機能回復装置に関する評価指標

○ 可動性及び安定性を維持する脊椎インプラント
に関する評価指標



 業界での運用
（法規制対象外のソフトウェアを対象）

– 平成２６年８月、（一社）ヘルスソフトウェア

推進協議会（GHS）を設立。

– 「開発ガイドライン（手引き）」に基づいて、

運用主体が「業界自主基準」を作成。

– 各企業が「自己適合宣言」を行い、その客観性

を担保するために必要な情報を公表。

・臨床情報システム （日本光電）
ベッドサイドモニタや各種機器から得られる測定値データの他、
心電図・血圧などの波形データ、モニタからの情報を統合・
共有化。

・総合健診システム （東芝メディカル）

・電子カルテシステム （亀田医療情報） 等。

単体ソフトウェア（プログラム）に係る規制の見直し
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 薬事法の改正により、単体プログラムが
規制対象に

汎用の装置に
インストールする
ソフトウェア

プログラム単体で、医薬品・医療
機器法の規制対象とする。

医薬品・医療機器法

ソフト部分
（プログラム）

【自己適合宣言を行った製品の例】



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）

平成28年度11月上旬、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。

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

【センター完成予想図】
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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(放射性試験、機械的強度試験等)

●環境試験（振動試験 ・防水試験等）

●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）

●化学分析機器

ふくしま医療機器開発支援センターの安全性評価機能

GLP・ISO・AAALAC等の各認証を取得予定

（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、耐電圧など）
4,050,000円(1.5～2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)

*イメージ画像

(飼育室)

GLP:医療品の安全性に関する非臨床試験の実施基準 AAALAC:国内実験動物管理の認証基準
ISO(17025)：製品管理・品質管理の基準

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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項 目

☆ オールジャパンでの医療機器開発

医工連携の推進：「医療機器開発支援ネットワーク」の構築

世界最先端の医療機器の開発

☆ 医療機器開発・製品化を円滑にするため規制・制度面からの環境整備

★ 医療機器・サービスが一体となった国際展開の推進
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○ 我が国の医療機器産業の動向

○ 政府全体及び経済産業省における医療機器産業政策



 経済産業省では、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、日本の
医療機関・医療機器メーカー等による事業性調査（ＦＳ調査）や実証調査を支援。

 これまで、特に
①我が国の医療機関等が運営する現地医療機関（日本式医療拠点）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を支援。

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
建設予定の日本式救命救急
センター。同センター開業後、
段階的に高機能病院や人材育成施設の整備も
行う予定。

◆病床数４０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９月に開業予定。
※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。

カンボジア救命救急センター設立事業
（日本式医療拠点の設立）

インドネシア日本式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、
日本式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、
日本式内視鏡医療を普及・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・サービスが一体となった国際展開の推進
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事業化・拠点化に結びついた主なプロジェクト例

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日本式総合病院をプノン
ペンに設立予定（日本側１００％出資）。

カンボジア救急救命医療センター
平成２６年１２月着工

医療法人偕行会が、一般内科や糖尿病内科
等を診療科とする日本式クリニックをジャカルタに
設立（日本側６７％出資）。

インドネシア日本式クリニック
平成２６年７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、日本式
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、チプト病院内に日本式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
院内に日本式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

：「病院まるごと輸出」案件 ：「医療人材育成等」案件

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式サービスや機器を
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

モスクワ第一医科大学とモスクワ循環器センターが、東芝
メディカルシステムズ等の協力を得て、循環器病画像診
断トレーニングセンターを設立。

ロシア循環器病画像診断トレーニング
センター
平成２７年９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。

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３０年開業予定）。

ミャンマー乳がん検診センター
平成２７年２月設立

バングラデシュ日本式総合病院
平成２８年２月ＪＶ設立

 経済産業省が実施した実証調査事業では、成果を上げつつあるプロジェクトが複数組成されている。

①「病院まるごと輸出」モデルの多様化：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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 日本政府から各国政府への働きかけを行うことで、民間企業が取り組む有望案件の事業化を促進。
また、ＪＩＣＡをはじめとする関係機関と連携し、日本の医療機器・サービスを積極的に売り込み。

トップセールスや関係機関との連携を通じた医療機器・サービスの売り込み

【ＪＩＣＡ等関係機関との連携】

• ＪＩＣＡによる招へいで来日したバングラデシュのナシム保健家族福祉大臣を迎え
、バングラデシュ保健家族福祉省（大臣の他、保健サービス局長等の主要幹部
が出席）と日本の医療機器メーカー（ＭＥＪ会員企業）によるラウンドテーブ
ルを、経済産業省において開催。

• バングラデシュで実施している画像診断トレーニング事業等、経済産業省や日本企
業の取組を紹介するとともに、バングラデシュ側と意見交換を実施。

「安倍晋三総理大臣のブラジル訪問に係る日伯戦略的グローバルパートナーシップ構築に関する共同声明」

（2014年7月31日～8月2日 於：ブラジリア，サンパウロ）

“両首脳は、公衆衛生分野、特にがんに関する力の重点化を強調した。安倍晋三総理は、大腸がん検査の促進のような実施可能

な協力と取組を発表した。”

【トップセールスによる売り込み】

• 民間企業が取り組む有望なプロジェクトの事業化を促進するため、日
本政府から相手国政府トップに対する案件の訴求を行う。その後の
フォローアップにおいて、事業加速化のための働きかけを、日本政府か
ら相手国政府へ実施。

• 例えば、ブラジルでは大腸がん検診プロジェクトについて、経済産業省
立ち会いのもとで両国関係者の協力覚書の署名式を実施。また、日
ブラジル首脳会談の共同声明にも盛り込み、日本政府としてのコミッ
トメントを表明。
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 平成２８年度医療技術・サービス拠点化促進事業においては、①実証調査事業、②国際展開推
進を目的としたネットワーク構築等の事業、③課題解決のための企画事業を実施。

・アウトバウンド及びインバウンドの実証事業を支援。
・ＭＥＪ（※）に補助金を交付し、ＭＥＪより各コン
ソーシアムへ間接補助金を交付。

a) アウトバウンド
・自立的・持続的に収益が見込める医療拠点や
トレーニング拠点等の構築を目指す。

・医療機器メーカーと医療機関等の連携による組織
（コンソーシアム）が、重点国において実施する実
証調査を支援。

b) インバウンド
・我が国の医療機関が外国人患者の受入環境の
整備を図るために実施する実証調査を支援。

・国内外の関係者間のネットワーク構築等に関する、
以下の事業を推進。
①官民ミッションの派遣等を通じた現地ネットワークの

構築・維持・発展
②国際展開に積極的な学会や医療機関等のネット

ワーク化を通じた、産学医連携の強化
③海外における日本の医療の認知度向上に向けた

プロモーション
④外国人患者受入れに関するノウハウの普及等を

目的とした国内セミナーの開催

・医療の国際展開を一層推進するため、課題解決の
方向性等を検討。
①海外での医療拠点構築の促進
②医療機器メーカーのメンテナンス体制の強化
③外国人患者の受入れをサポートするコーディネート

事業者に求められる能力・体制の整理

補助率： 中小企業 ２／３補助

大企業 １／２補助

公募時期： 平成２８年４月

平成２８年度予算：７．１億円
（平成２７年度：７．４億円）

※ＭＥＪ（メディカル・エクセレンス・ジャパン）
：医療の国際展開の中核を担う一般社団法人

医療技術・サービス拠点化促進事業
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１．医療拠点化促進実証調査事業（補助事業） ２．医療国際展開推進事業（委託事業）

３．国際展開体制整備支援事業（委託事業）


