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医療現場が望む医療機器の開発に向けて 
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事業の目的・内容 
 
  厚生労働省及び文部科学省と連携し、 
 
①医療現場からのニーズが高く、課題解決に資する実用化課題を選定。 
 
②地域の特色あるものづくり技術（切削、精密加工、コーティング等）を有
する中小企業等と、それらの課題を有する医療機関研究・機関等が連
携した「医工連携」による医療機器の開発・改良を促進。 

 
③医工連携による共同体（コンソーシアム）に対して臨床評価、実用化ま
での取り組みを一貫して支援。 
 

医工連携事業化推進事業（課題解決型~）実証事業 
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医工連携事業化推進事業のスキーム 

イノベーション 

を支える 

基盤整備 

戦略的モデル 

の実証 

累計：150件 

戦略的モデル 

の拡大 

(成果の普及) 

連携・ 

ネットワーク化 

実証事業 

開発支援
ネットワーク 

委託費から 
補助金へ 

開発支援NW
の自立化 

相談窓口、伴走コンサル、
ユーザー評価、ニーズの橋渡し 
全国会議、地域セミナー 

MEDIC、事業化ガイドブック、医療
機器開発ハンドブック、人材育成
（セミナー、ケース教材等） 
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医工連携事業化推進事業の成果 

• 実証事業の成果 
○戦略的医工連携モデルの実証 
   競争力向上・新規市場創出等 
○国産医療機器市場の拡大 
 

• 開発支援ネットワークの支援 
○成果の普及・情報発信 
○伴走コンサル 
○ニーズの橋渡し 
○ユーザー評価 
○人材育成 

実証事業 
成果の活用 
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医工連携事業化推進事業の予算額及び実証事業の採択件数一覧 

年度 予算額 採択件数 応募件数 

平成22年度補正 30.0億円 36件 303件 

平成23年度 10.0億円 12件 181件 

平成24年度 25.0億円 28件 146件 

平成25年度 30.5億円 13件 154件 

平成26年度 30.5億円 18件 136件 

平成27年度 31.9億円 23件 91件 

平成28年度 35.0億円 20件 64件 

計 192.9億円 150件 1,075件 

5 
※予算額は、事業全体の予算額 
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【事業概要】 

近年daVinci手術ロボットなどの高度な内視鏡手術器具（細長く，先端が曲
がるもの）の開発が進んでいるが、海外製品が多数を占めている。また3mm

以下の細さで製品化されているものはほとんどない。 

本事業では、外径2mm台の極細屈曲鉗子、90°以上に屈曲可能な大屈曲
鉗子及び先端機能交換等によりカスタマイズ可能な高機能・多自由度屈曲
鉗子を製品化し、既存の機器では難しい小児（特に新生児）や脳内手術等の
より高度な手術への対応を可能とすることによって低侵襲治療の進展に資す
る。 

様々な内視鏡手術に対応する先端機能交換型極細径屈曲鉗子の開発 
（製造販売業者：(株)スズキプレシオン、製造業者：(株)スズキプレシオン、医療機関：国立成育医療研究センター） 

【機器・システムの概要】 

 自動車産業で培われた微細部品加工技術を活用して以
下を実現。 
 
・細径・剛性を両立（2㎜台） 
・大屈曲を実現（先端機能交換型） 
・高機能多自由度・屈曲・回転を実現 
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【事業概要】 

昨今のがん治療では、がんの進行度に応じて切除範囲を決めるが、その際
に用いられている病理診断は人手と時間を要しており、確定診断結果が術
中にでないという問題がある。 

本事業では、新たに開発された電界撹拌技術を用いて診断精度の高い免疫
染色を高速化する自動免疫染色装置を製品化し、これまで術中では不可能
であった免疫染色診断を可能にすることにより、確定診断後の本来不必要で
あるべき再手術をなくして患者の負担軽減を図る。 

自動化による術中高速組織診断のための新型免疫組織染色装置の開発 
（製造販売業者：サクラファインテックジャパン(株)、製造業者：秋田エプソン(株）、医療機関：秋田大学、北海道大学ほか） 

【機器・システムの概要】 

 免疫組織染色に迅速撹拌法を用いることで、短時間に必
要な染色結果が得られる技術を開発。 

 この技術をさらに発展・応用し、免疫染色工程を自動化
することにより、さらなる高速化と操作性を向上させ、儒集
病理診断が可能な装置を開発。 
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【事業概要】 

癌性胸腹膜炎や肝硬変の難治性胸腹水の濾過濃縮再静注療法（CART）は
1981年に保険適用となった有効な治療法であるが、濾過濃縮処理が煩雑で
経験とマンパワーを要し、治療時間が長いため、入院が必要。 

本事業では、ベッドサイドで胸腹水採取開始と同時に濾過濃縮処理を行い、
早期に再静注を開始することにより治療時間を短縮できる安価なモバイル型
胸腹水濾過濃縮処理装置を製品化し、外来治療化による入院治療の削減を
図る。 

難治性胸腹水の外来治療を可能とするモバイル型胸腹水濾過濃縮用装置 
（製造販売業者：(株)タカトリ、製造業者：(株)タカトリ、医療機関：徳島大学） 

【機器・システムの概要】 

 ベッドサイドで胸腹水採取開始と同時に濾過濃縮処理を行
い、早期に再静注を開始できる。 

 現状では6時間以上かかるため入院が必要となっている。新
機器での目標は3.5時間。 

 濾過濃縮処理装置を自動化することにより、経験のない医
師や看護師でも簡単かつ安全に使用できる低価格な
CART専用機を開発。 

3時間以上 

3時間 



Copyright (C) MEDIC 医工連携事業化推進事業 

医工連携事業化推進事業 

【事業概要】 

外耳道閉鎖症等の難聴者は、骨導補聴器かBAHA（埋め込み型骨導補聴
器）を使用するしかないが、既存の骨導補聴器は頭蓋骨への圧迫による不
快感をともない、BAHAは頭蓋骨にアンカーを埋め込む手術が必要である。 

本事業では、小形・高出力・低消費電力を実現した新構造の振動子を外耳道
入口の耳軟骨に装用して使用する世界初の軟骨伝導補聴器を製品化し、患
者QOLの向上を図る。 

新構造の振動子を用いた世界初の軟骨伝導による補聴器の開発 
（製造販売業者：リオン(株)、製造業者：リオン(株)、医療機関：奈良県立医科大学） 

【機器・システムの概要】 

 新構造の電磁型振動子は、通常のデジタル補聴器で駆
動でき、小形・高出力・低消費電力を実現。 

 振動子を外耳道入口の耳軟骨部に装着して音を伝達す
る軟骨伝導補聴器は外耳道閉鎖耳等に有効。 
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実証事業終了 実証事業継続中
上市 開発中 中断 上市 開発中

平成22年度補正 36件 36件 12件 18件 6件 0件

平成23年度 12件 12件 4件 8件 0件
平成24年度 28件 28件 7件 19件 2件 0件
平成25年度 13件 1件 1件 12件 12件
平成26年度 18件 2件 2件 16件 1件 15件
平成27年度 23件 0件 23件 23件

計 130件 79件 24件 47件 8件 51件 1件 50件

採択件数
年度

実証事業採択案件の上市状況 
製品上市（非医療機器を含む）を実現した案件：全25件 

上市製品数：国内45製品、海外3製品（※国内製品と重複） 
 1案件で複数製品を開発しているため、上市案件数と上市製品数は異なる点に注意。 

出所：平成27年度フォローアップ調査および平成27年度継続審査・終了評価資料を元に作成 

国内 海外
（医療機器） 29製品 2製品

クラスⅠ 13製品

クラスⅡ 13製品
クラスⅢ 2製品
クラスⅣ 1製品

（非医療機器） 16製品 1製品
45製品 3製品
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実証事業採択案件の今後の上市見通し 

出所：平成27年度フォローアップ調査および平成27年度継続審査・終了評価資料を元に作成 

（注）平成27年度の上市製品数は、平成28年3月上市予定を含む 
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上市案件の売上高 

出所：平成27年度フォローアップ調査を元に作成 
（注）平成27年度の売上は暫定値 
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医療機器開発支援ネットワーク 

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 
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 

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 

伴走コンサルによるアドバイス 

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：日本医療研究開発機構（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 
  

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・ファンドと連携 

 ベンチャー含む中小・中堅企業による医療機器の開発・事業化については、医療現場のニーズ把握、
薬機法への対応、販路開拓等、ハードルの高い多数の課題が存在。 

 事務局サポート機関及び71の地域支援機関（自治体、公設試、商工会議所等）に窓口を設置。 
 「伴走コンサル」を通じて、多岐にわたる課題に対して助言等を実施。 
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医工連携事業化ポータルサイト MEDIC 

※2016年9月1日現在 

MEDICトップページ 

メールニュース 

登録 
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医工連携による医療機器事業化ガイドブック 

トップ > 本事業の背景・狙い > 事業概要とこれまでの実績 

MEDICポータルからDL可能 
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医療機器開発支援ハンドブック＋全国会議 

MEDICポータルからDL可能 

トップ > 開発支援ネットワーク > 開発支援ネットワークの狙い 

全国会議の開催 

毎年1月に全国会議を開催し、各省庁・支援機関の次年度の
政策・活動等を情報発信 
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開発支援ネットワーク 伴走コンサル稼働状況 
 医療機器開発支援ネットワークへの問い合わせ件数は1,055件。このうち、伴走コンサル件数は

334件（予定、複数回実施を含む）。  ※2016年9月1日時点 

 地域別にみると、関東・近畿が多いが、他地域でも徐々に増加。 

都道府県 相談件数 

東京都 107 

大阪府 35 

京都府 18 

神奈川県 15 

埼玉県 12 

兵庫県 12 

愛知県 12 

広島県 8 

滋賀県 6 

長崎県 6 

茨城県 5 

長野県 5 

石川県 4 

愛媛県 4 

栃木県 4 

北海道 4 

三重県 4 

都道府県別伴走コンサル件数 

※2016年9月1日現在 
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相談企業の傾向 

新規参入企業の内訳 参入済企業の内訳 

医療機器分野への参入状況 

注）ベンチャー企業：創業10年以内の中小～小規模企業 

注）「参入済」は部材供給での参入も含む 

   「その他」はNPO、大学等研究機関 等。 

 医療機器分野へ参入済みの企業の割合が大きい。 
 参入済・新規参入両方とも、中小～小規模企業からの相談が多い。また、新規参入のベンチャー
企業も一定割合存在。 
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相談内容の傾向 

 参入済企業の場合 

 分野やクラス分類の異なる製品開発における薬事戦略 等 
 

 

 新規参入企業の場合 

 製品コンセプト／事業評価 

 薬事戦略／業許可／QMS 

 

 全体的な傾向 

 海外展開 

 医療機器プログラム（ソフトウェア）   ※特にベンチャー企業 

 周辺分野（ヘルスケア、介護福祉分野 等） 

【比較的多く見られる傾向】 
•特定医師の意見に偏向 
•製品スペック＞商品価値 
•薬事への対応⊃事業計画 
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支援機関等の皆様へ 

地域でお困りの企業様がいらっしゃいましたら、お気軽に窓口までご相談くだ
さい。貴機関の希望される進め方を調整させていただきます。 

  ※相談企業の方々から直接のご連絡でなくても結構です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 効果的な伴走コンサルを実施するために： 
 製品コンセプト・利用シーンの明確化／事業計画の作成 
 アフターフォロー（消化不良にならないように…） 

 

    
 

 

 

 

 

進め方の一例 

支援機関の方と事務局サポート機関による 

事前ミーティング 

伴走コンサルタントの 

選定・協議 

相談企業の状況把握 

支援方針の検討 

伴走コンサル 

状況に応じて 

出張型コンサルも 
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ニーズの橋渡し 

１．医工連携事業化推進事業＝課題解決型事業 
   ・医療現場の課題を解決する医療機器を開発 
   ・医療現場が使いたくなる・使える・売れる医療機器 
   ・研究開発ではなく、事業化を目指す 
   とは言うものの・・・・企業にとってはわからないことだらけ・・・・ 
    
２．どこに行けば医療現場の課題・ニーズがわかるのか？ 
 
３．どのニーズを選んで、どのような解決策を考えればよいのか？ 
 
４．誰と一緒に考えればよいのか？ 
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医療機器の開発に挑戦してみたいけど・・・ 

こんな医療機器があれば
便利なのに・・・・ 
こんな医療機器があれば
もっと良い診断・治療が
できるのに・・・ 

医療機器の開発に挑戦し
てみたいけど、どんなも
のが売れるのか・・・ 
さっぱりわからない
よ・・・ 
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「アイデアボックス」のリニューアル 
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http://www.med-device.jp/ 
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アイデアボックスとは 
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医療機器開発のニーズ情報の提供と閲覧が可能なサイト 
ニーズを提供・閲覧するためには会員登録が必要 
会員数：医療関係者：272人、コーディネーター：360人、開発企業966人         

                                       （平成28年7月25日現在） 
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アイデアボックスを活用した医療機器の開発 
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医工連携の成立 

医療現場の 
課題解決 

現場の
ニーズ 

地域支援機関が 
ニーズを活用 

ニーズ 

ニーズ 

企業がニーズを活用 

医療 
機器 
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アイデアボックスの運用スキーム 

26 

コーディネーターへの 
（地域支援機関等） 

公開 

ニーズの検討 医療現場の 
ニーズ収集 

医療現場の課題・ニーズを
広く収集します。 
①医療関係者から 
②コーディネーターから 

開発企業等への 
一般公開 

ステップ4 ステップ3 ステップ2 ステップ1 

日本医療研究開発機構に
設置される臨床ニーズ抽出
委員会（企業への橋渡し
委員会）にて、ニーズの妥
当性、市場への参入機会
や市場の成長性等を検討
します。 

 委員会での検討結果を付
加したニーズをコーディネー
ター（地域支援機関等）
に先行公開します。 
 地域の企業への橋渡しを
促進します。 

 公開1ヶ月後より、開発企
業などへ広く公開します。 

非公開 コーディネーターに公開 一般公開 

 ニーズは、臨床ニーズ抽出委員会（企業への橋渡し委員会）にて、公開に関して検討。 
 公開にあたっては、サイトに登録したコーディネーター（地域支援機関等）から先行公開。 
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ユーザー評価 

 医療機器の開発においては、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。 

 開発の各段階において、開発に直接関わる医療従事者以外からの意見（第三者
の意見）を採り入れながら、ユーザーのニーズに合致した製品開発を進めることが
求められる。 

開発段階 ユーザー評価の目的 

■コンセプト段階  利用シーンの明確化 

 医療現場での課題・ニーズの確認 

 臨床現場における「価値」の検証 

■試作品段階  製品スペック、インターフェース（使い勝手） 
 価格設定等の検証 

■完成品段階 
 第二世代（廉価版、改良品 等）開発指針の策定 

 戦略の見直し 

開発段階別ユーザー評価の目的 
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医療機器開発の事業化を促進する人材 

開発・試験 コンセプト設計 市場探索 
販売・ 

マーケティング 

  

製造・サービス 

供給体制 

 ①コーディネーション 

③専門的助言 
（臨床、技術、薬事、知財 等） 

【事業化に向けた客観的助言】 
• 事業／製品コンセプトを客観的に評価・分析 

• 課題の抽出、解決方策の助言       等 

【専門的見地からの助言】 
• 薬事・知財・技術戦略等に
対する評価、助言 

②事業化コンサルティング 

連携 

連携 

【立ち上げ期を中心に支援】 
• 医療現場とのネットワーク構築（「医」と「工」の連携支援） 
• 必要なリソース確保に向けた支援 

• 必要な専門家への橋渡し         等 

③専門的助言 
（臨床、技術、薬事、知財 等） 

③専門的助言 
（臨床、技術、薬事、知財 等） 

③専門的助言 
（臨床、技術、薬事、知財 等） 

③専門的助言 
（臨床、技術、薬事、知財 等） 

連携 

※開発支援NWにおける仮説 
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事業化促進人材向けセミナー  

プログラムＡ 

コーディネーション基礎 

プログラムB 

事業化コンサルティング基礎 

＜９：００～１８：００＞ （開場 8：45) 

【1】 オリエンテーション 

【2】 医療機器の定義・市場 

【3】 関連支援施策 

【4】 医療機器と知財 

【5】 医療機器ビジネス概論 

【6】 医療現場とのネットワーク構築 

＜１日目 １２：３０～１８：３０＞ （開場 12：15) 

【1】 オリエンテーション 

【2】 関連支援施策 

【3】 医療機器と知財 

【4】 マーケティング① 

【5】 マーケティング② 

＜２日目 ９：００～１８：００＞ （開場 8：45) 

【6】 医療機器デザインと現場への提案力 

【7】 対人スキルと課題解決スキル 

【8】 中小企業のコンサルティング 

【9】 コンサルシュミレーション 

【受講対象者】 

・プログラムＡ：主に、地域支援機関等所属または大学の産学連携本部等において、コーディ
ネーション業務に携わっている方（携わる予定の方） 
・プログラムＢ：医療機器分野での事業化コンサルティングに携わっている方（携わる予定の方） 
※いずれも経験３年未満の方を想定 

詳細並びにお申込みはポータルサイト（MEDIC）を
ご参照ください。 
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ケーススタディ用教材のご案内 

 採択団体の「経験」を新規参入企業等への「教訓」へ 

 

 実証事業の知見＝ラーニングポイントとして整理 

 

 医療機器市場に参入した架空企業の失敗事例に学ぶ 
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教材の位置づけ 

本教材の利用者（読み手） 
新規参入を予定するものづくり中小企業の担当者 

医療機器ビジネスを支援するコーディネーター 

教材を活用する場 
新規参入予定企業での社内研修 

自治体等が開催する医療機器セミナー・研修 

医療機器ビジネス講座を開講している大学等 

本教材の使われ方 
グループディスカッションなど議論中心の人材育成の場 
（法規制対応などの基礎知識は既存書籍等を参照） 

講師のファシリテートの下で、受講者同士で議論 
（受講者自らが勘所を発見・理解できることを意図） 
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ケーススタディ用教材の構成 

ケース 
（受講者用） 

ティーチングノート 
（講師用） 

解説用資料 
（講師用） 

種別 内容 

ケース 
過去の実証事業に多く見られたつまずき例（実例または実例をベー
スとしたもの）を2,500字程度の読み物形式で記載しています。 

ティーチングノート 
講師向けに、当該ケースのつまずき例への対策（ラーニングポイン
ト）と受講者の議論を促進するヒント等を記載しています。 

解説用資料 
各講座の最後に講師が「議論のまとめ」として受講者に提示する資
料です。ラーニングポイントをわかりやすく記載しています。 
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ケーススタディ用教材を入手するには 

利用条件 

出所明示 

非営利目的 

再配布禁止 

AMED事業へのご協力 
（終了後アンケート） 
 

medic@mri.co.jp  
にお問い合わせください。 

mailto:medic@mri.co.jp
mailto:medic@mri.co.jp
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ご清聴ありがとうございました！ 


