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医療機器開発支援ネットワークの 
               取組について 

日本医療研究開発機構（AMED） 
産学連携部 医療機器研究課 
  
後藤 卓史 
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本日の内容 

 

• 日本医療研究開発機構/産学連携部 

• 医工連携事業化推進事業（実証事業） 

• 医療機器開発支援ネットワーク 
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日本医療研究開発機構/産学連携部 

=AMED 
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医療分野の研究開発体系 

健康・医療戦略推進本部 
○ 医療分野研究開発推進計画を策定 
○ 医療分野の研究開発の司令塔として総合的な予算要求配分調整を実施 
○ 調整費の使途を戦略的・重点的な予算配分を行う観点から決定 

個別の研究費の 
ファンディング  研究開発に係る基盤整備  

臨床研究 
中核病院等 

※ 国立高度専門医療研究セン  

 ター（NC)、理化学研究所、 

 産業技術総合研究所、国立感 

 染症研究所等  
研究を臨床につなげるため、

国際水準の質の高い臨床

研究・治験の確実な実施  

研究者・研究機関に配分される研究費及び

当該研究に係るファンディング機能を日本

医療研究開発機構に集約し、管理  

※ 研究開発の基盤整備に係る予算に 

 ついても集約 

総合的な予算要求配分調整 

◎研究者の発意による  
  ボトムアップの基礎研究 
科学研究費助成事業（※） 

医療分野研究開発推

進計画等を踏まえて

課題を採択 

発掘したシーズを
シームレスに移行 

⇔ 

※ 大学、研究所等及び研究者  

各研究機関への 
財源措置  

※ 科学研究費助成事業全体の
配分額は約2,100億円 

 
◎国が定めた戦略に基づくトップダウンの研究 
・ 新法人(日本医療研究開発機構)に約1,300億円を集約化。 
 この他、調整費（500億円）のうち175億円を活用 
・ ＰＤ、ＰＳ、ＰＯによるマネジメント 

 

◎インハウス研究 
国の研究機関 

 

医療分野研究開発推進計画を踏まえた研究の実施 

健康・医療戦略室 作成資料を一部改変 

日本医療研究開発機構(AMED) 
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「医療分野の研究開発」の“要素”を考える 
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●「定義」や「対象領域」 

 「ライフサイエンス」との違い。「原材料（化学物質、無機物、生物由来物質
など）」や、「製造・評価」等の研究との関係。 

●「シーズ」と「ニーズ」 

 「シーズ」を生み出す基礎研究と「ニーズ」に対応する臨床研究では、目的、
方法、評価の視点などが異なる（プレーヤーやステークホルダーも）。 

●「製品化（≒実用化）」のための「プロセス」 

 技術として完成していても、さらに、法律（医薬品医療機器等法など）による
規制をクリアする必要がある。 

●「ビジネス（≒事業化）」 

 「公的保険で償還される製品」を目指すかどうか（そもそも、対象にならない
ものもある）。 
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アカデミアのみなさんとの 
最初のご相談(ご理解いただきたいこと) 
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Ｑ．先生方からのご質問 

 先日、疾患の治療に関する画期的な原理を発見し、論文が
ジャーナルに掲載されたので、どこかの企業がこの技術を活用
すれば必ず良い薬や治療技術ができると思うのですが、ＡＭＥＤ
で私の研究を支援してくれないでしょうか。 

 
Ａ．ご回答（お願い）します 

 医療分野の優れた研究開発の成果は、企業によって製品化さ
れ普及して初めて、私達（患者のみなさん）が実際に使えるよう
になります。 

 出口が定まらない（まだパートナーが見つからない）場合は、
科研費などの支援により、じっくりと基礎研究に取り組むことで
貢献されてはどうでしょうか。 
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  戦略推進部    課題（疾患）毎の戦略的な研究開発の実施 
医薬品 
研究課 

再生医療  

研究課 
  がん 
研究課 

感染症 
研究課 

脳と心の
研究課 

   難病 
 研究課 

  研究 
企画課 

臨床研究・治験基盤事業部 

バイオバンク等研究開発基盤の整備支援 

戦略的国際研究の推進 

アカデミア創薬実現のための創薬支援ネットワークによる支援 

質の高い臨床研究・治験への支援 

産学連携等実用化へ向けた支援 

日本医療研究開発機構の事業部(課)構成 
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「連携」による「実用化」の推進 

○「産学連携」のメリットの最大化 

 基礎を担う大学等（医療機関を含む）と、実用化・事業化を担う企業が共同
で提案して実施する研究開発を支援することで、「イノベーティブかつ患者に
具体的な恩恵をもたらす質の高い医療技術」の実用化・普及を目指します。 

※複数の支援制度を運営し、大学等と企業間の「多様かつ戦略的な連携」を推進していきます。 

 

○「臨床研究・治験」との連携強化 

 「臨床上の効果の確認（治験フェーズを含む）」を行い得る連携（実施体制）
の構築を求めることで、研究開発成果のいち早い実用化を目指します。 

※医療機関との連携が困難な非臨床・臨床に関する研究開発については、「ヒトの生体サンプル
による臨床評価」を求め、着実に実用化を進めます。 
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「支援対象となる研究開発」の考え方 

○「探索的な研究」との関係 

 研究開発には「探索的要素」は不可欠ですが、それが大部分を占める研究（成
果が学術論文のレベルに留まるもの）については、原則として産学連携部の事業
対象にはなりません。※サイエンスのベースは科研費による研究に依存するとの整理 

 

○「技術シーズ」との関係 

 基礎研究（探索的な研究）との関係は、それらの「成果」が「技術シーズ」として
確立していること（例えば知的財産の確保に向けた取組が行われていること）を
「必要条件」、何らかの医療（臨床）ニーズに結びついていることを「十分条件」とし
て、研究開発事業に組み込みます。※円滑な技術の移転・共有を目指します 

 

○「医療技術」や「創薬技術」との関係 

 研究開発の「出口」としては、医療行為及び創薬対象としての、病気（疾病）の原
因の発見（診断）・治療・予防、さらに予後管理のための技術等、総合的な視点を
持って、「成果の最大化」「実用化の加速」を目指します。※「パイプライン」や「システム」化 
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開発 

魔の川 

事業化 研究 

死の谷 

産業化 

ダーウィンの海 

次のフェーズへ迅速な“橋渡し”が課題 

他企業との競争、
真の顧客の受容
などの障壁 

資源調達や、法律・
規制等外的要因など
の障壁 

知識獲得と実用化
の目的ベクトルが
異なる障壁 

研究開発成果の「実用化」と「事業化」 
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基礎研究 応用研究 非臨床 臨床研究・治験 

実用化に向けた運営・管理 
●異なる研究開発主体・手法の融合 

  大学等における「基礎研究」の成果と、
企業・医療機関等における「応用研究」
「臨床研究」の活動を、有効に（相互補完
的に）組み合わせます 

●異なる研究開発フェーズをシームレス
につなぐ 

  研究開発の成果を、「原理の発見」か
ら「ヒトを対象とするPOCの確立」、さらに
「臨床上の効果の確認」へと進展させます 

先端計測分析技術・機器開発プログラム 

未来医療を実現する医療機器・システム 
研究開発事業 

ロボット介護機器開発・導入促進事業 

医工連携事業化推進事業 

国産医療機器創出基盤整備等事業（人材育成） 

医療機器開発推進研究事業 

産学連携医療イノベーション創出プログラム 
※医療機器に限らず、医療技術全般を対象 

産学連携・医工連携により、（先進的な）医療技術の実用化・臨床応用を加速化するため、 
下記のような体系的な事業運用に努めています。 
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事業体系（概念図） 
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産学の連携で 
次の「医療機器コア技術」を 

探索・具体化する 

12 
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先端計測分析技術・機器開発プログラム 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●有望な技術シーズを広く発掘し、医療イノベーション
創出を加速する医療機器の開発（プロトタイプ機まで）
を目指します。 
●特定疾患の診断に用いられている既知のターゲット
または診断への応用の可能性がある新規ターゲットを
測定・可視化するための、独創性・新規性がある計測
分析技術および機器の開発を支援します。 
●開発期間中に、ヒト、ヒト由来サンプル、または臨床
サンプルを用いてターゲットを測定できる技術および
機器の開発を目指します。 

平成２８年度予算額 １２．９億円 

事業概要 

類型（タイプ） 要素技術開発タイプ 先端機器開発タイプ 

開発推進体制 
ＰＳ：榊  佳之（静岡雙葉学園） 
ＰＯ：菅野純夫（東京大学） 

開発期間 ２．５年以内 ３．５年以内 

開発内容 要素技術の開発 プロトタイプ機の開発 

開発目標 

L-1：同定されたターゲット（マーカーや症状）を測

定するための診断技術（要素技術開発タイプ）又
は診断機器を開発（先端機器開発タイプ） 
 
L-2：新規ターゲット（マーカーや症状）を探索・解

明するための革新的な計測分析技術（要素技術
開発タイプ）又は機器を開発（先端機器開発タイ
プ） 

チーム構成 
産と学・官が連携し、かつ医師（臨床医）が参画し
た開発チームを編成 

※若手研究者の応募を推奨 

開発費の目安 
26,000千円程度/年  65,000千円程度/年 

全額AMED支出 

要素技術
開発タイ

プ 

・実現場での活用 

・製品化 

・標準化 

機器の利用者へのフィードバック 

医療機器支援ネットワークでの活用 

開発された成果を発表 など 

課題管理等を通じたニーズの取り込み 

先端機器 

開発タイプ 

AMED先端計測分析技術・機器開発プログラム 

各種基礎研究事業 

MEXT科研費 

 

JST（CREST、 

さきがけ） 

 

AMEDーCREST 

他 

「オールジャパンでの医療機器
開発」で実施される各事業で実

用化 
｢未来医療を実現する医療機器・
システム研究開発事業｣ 

｢ロボット介護機器開発・ 

導入促進事業｣ 

｢医工連携事業化推進事業｣ 

｢医療機器開発推進研究事業｣ 

他 

【文部科学省予算要求事業】 

事業推進方法 

13 
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多種多様な「アカデミアシーズ」の 
可能性・有用性を見極め 
企業のコミットメントを高める 

14 

※医療機器以外も含めた、幅広い「医療技術」を対象とします 
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●イノベーションが必要な医療技術分野（テーマ）を提示
し、大学等と企業の産学連携で構成される研究開発
チーム（国際チームも可）から研究課題を公募します。 

●テーマごとにAMEDが指名するPOを置き、各課題をPO
が統括・評価して研究開発を推進します。 

●探索を終えた「可能性検証フェーズ」から「実用性検証
フェーズ」までの課題を対象とし、「ヒトを対象とした
POCの確立」、さらに「臨床上の効果の確認（治験を含
む）」へと進展させることを目指します。 

●チーム内連携において、企業の役割分担（実質的な費
用負担やリソースの提供等）も評価の対象とするなど、
研究の進捗状況に応じた実施体制の構築を求めます。 

基 礎 研 究 
前臨床研究 臨床研究 

大学等 
企業 

（探索フェーズ） （可能性検証フェーズ） （実用性検証フェーズ） 
実
用
化 

応 用 研 究 

産学連携に「企業リソース」を効果的に活用 

医療イノベーション 
創出 

3つのLife 
（生命・生活・人生） 

の向上 

特
許 

学 
基礎研究成果 

産 
事業化 

官 
連携支援 

産学連携により医療分野における技術課題を解決 

研究開発費  
 1000万円～5000万円／年（間接費を含む） 
研究開発期間 
 ３年間 ※終了時の評価により加速研究開発を認める場合
があります。  

対象分野 
 ３つのLife(生命・生活・人生)の向上を目指す、医薬品、医療
機器、医療技術に関連する課題を対象とします。 

  「生命」：ライフサイエンスに関する知見の活用 
  「生活」：医療に付随する生活の質の向上 
  「人生」：予防的あるいは先制的な医療 
       若年期から老齢期にわたる長期的視点 

ＰＳ：山西弘一（阪大微生物病研究会） 
ＰＯ：谷田清一（京都高度技術研究所） 

   千葉 勉（京都大学） 

本プログラムの範囲 

産学連携医療イノベーション創出プログラム(ACT-M) 

平成２８年度予算額 ８億円 

事業概要 事業推進方法 

【文部科学省予算要求事業】 

15 
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○ACT-Mに、アカデミア等が保有する「挑戦的な技術シーズ」を企業等に導出可能なレベルにまで高めるための
研究開発を支援するスキームを構築。 

●アカデミアと企業の産学連携による共同研究開発は、アカデミア発の技術シーズを実用化（さらには事業化）に
つなげることを目的としているが、事業化に向けたシナリオやスケジュールが不明確なために「アカデミアの研究
フェーズ」にとどまるケースも散見される（結果として、アカデミアの研究に企業が事業化を度外視して付き合う場
合など）。また、挑戦的なアカデミアシーズには、企業が自らの資金を投じて事業化に取り組むことに躊躇すると
いう指摘もある（挑戦的ではあるものの、再現性（データの信頼性）が不足しているなど）。 

●アカデミア（挑戦的なアカデミアシーズ） 

提案 

◎「課題解決のための研究開発計画」 

●セットアップ企業（企業家） 
（挑戦的なアカデミアシーズを自らの事業として発展させる企業経営者） 
◎「ブラッシュアップ研究」を当該アカデミアに実施させる考え方 
  （アカデミアとの役割分担等）、導出のためのビジネスモデルと 
   資金調達戦略 

アカデミア＆セット
アップ企業 

評価 

評価 

技術シーズの導出を希望
する者や、追加の資金支
援をする者からセットアップ
企業への具体的な支援
の確約を得る 

次のフェーズに移行 YES 
継
続
希
望
の
場
合 

3年度目実施 

推進打ち切り 

ブラッシュアップ
研究の推進 

１．挑戦的な技術シーズを有するアカデミアとその事業化を行う企業（セットアップ企業）の連名により応募。 
２．AMEDは、アカデミアが実施する、技術シーズを磨き上げる研究（ブラッシュアップ研究）を支援対象とする。 
（一課題当たり、実施期間二年度（実質１．５年前後）、契約金額各年度あたり上限2000万円以下。実施期間内に評価を行うことにより、継続実
施も可能。） 

 
 

産学連携医療イノベーション創出プログラム 
 イノベーションセットアップスキーム(ACT-Ms) 

事業概要 

事業推進方法 

平成２８年度調整費 ３億円 

16 



Copyright 2015 Japan Agency for Medical Research and Development. All Rights Reserved. 

技術の熟度 

企業の 
コミットメント 疾患やシーズに 

着目したプログラム ＡＣＴ－Ｍ 

実用化のための 
ブレークスルーが 

必要 

技術シーズ 
分岐点 

ＶＣ、メガファーマ等 

産学連携により 
「技術シーズ」を 
磨き上げる 
プロセス 

一気に事業化 
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「ナショナルプロジェクト」としての 
戦略的な医療機器研究開発の推進 

18 



Copyright 2015 Japan Agency for Medical Research and Development. All Rights Reserved. 

事業概要 事業推進方法 

ＰＳの運営方針の下、ＰＯからの指導・助言に従い、
大学等における基礎研究の成果を企業・病院等によ
る「応用研究」や「臨床研究」を通して実用化・事業化
に発展させます。 

 PS：北島政樹（国際医療福祉大学） 
 PO：土肥健純（東京電機大学） 北野正剛（大分大学） 
プロジェクト期間中に、研究開発の意義、目標達成度、
成果の技術的意義並びに将来の産業への波及効果
等について、中間評価（必要に応じてステージゲート
評価）を実施します。また、プロジェクト終了後に事後
評価を実施します。 

日本が強みを有するロボット技術、ICT等を応用し、
日本発の革新的医療機器・システムの開発及び実
用化を推進します。 

「医療機器開発の重点分野」も踏まえて、我が国にお
ける高齢化の進展や、新興国における医療需要の
増大などに対応した、戦略的な医療機器開発を目指
します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、こうした先進的な医療機器等の開発指針とな
る開発ガイドラインの策定を行います。 

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年度予算額 ４３．９億円 

【経済産業省予算要求事業】 

研究課題例 

代表的な研究開発課題 

•高い安全性と更なる低侵襲化及び高難度治療を可能にする 

 軟性内視鏡手術システム  

•麻痺した運動や知覚の機能を回復する医療機器・システム 

•安全性と医療効率の向上を両立するスマート治療室  

•がん診断・治療ナビゲーションシステム  

•再生医療製品の有効性予測支援システム  

•立体造形による機能的な生体組織製造技術  

•転移がんの発生部位を特定し、その転移がんを構成する 

 細胞の性状をできるだけ低侵襲に解析する技術  

•空間的、時間的に高精度な放射線照射による治療技術  
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①医療拠点からのニーズ 

②アイデアボックスによる 
  医療従事者からのニーズ 

 
 
 
 

日常感じている改善・改良・工夫等 
○課題＋ﾆｰｽﾞ＋ｿﾘｭｰｼｮﾝのセット提案もあり  
 →ただし、知財対応はしない 
○開発にコミットしたいかどうかを選択 
 →コミットする場合は所属組織。個人は× 

AMED 
臨床ニーズ抽出委員会 
（企業への橋渡し委員会） 
 

〇ニーズは中分類程度の括りで整理 
 

①業界団体、学会等を含む関係有識者
によりニーズを精査 
 

②事業性も考慮して各ニーズに、有望性
のコメントを付記。 
 

●付加情報をつけたニーズを地域支援
機関に開示。企業とのマッチングを促進。 
 

●マッチング状況は一定期間を超えたら
公開。 
 
③マッチング状況を委員会にて評価。 
 

企業による 
開発･改良･改善 

（地域支援機関、自治体によ
る競争的資金の活用含む） 

 

医工連携
事業 

 

未来医療テーマ候補 

③地域支援機関が 
 収集しているニーズ 
  （地域内だけでは事業化が困難なもの） 

AMED 
臨床ニーズ抽出委員会 

（革新的医療機器創出
委員会） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
窓口 

 

橋渡し 
 

地域支援機
関間調整 

 
状況把握 
報告 

 
 

 
 
 
 
 

文科省 
厚労省 

医療機器
関連事業 

地域支援
機関による 

企業との
マッチング 

伴走 
ｺﾝｻﾙ 
事業計画
書精査 

開発支援NW 

医療現場のニーズ収集とその活用（医療機器） 

20 



Copyright 2015 Japan Agency for Medical Research and Development. All Rights Reserved. 

医療機器産業の拡大 
（「研究」ではなく「事業化」を支援） 
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実証事業の実施体制 
●ものづくり中小企業、製造販売担当企業、医療機関を含んだコン
ソーシアムを構成した体制で実施することを条件とします。 
実証事業の委託金額 

●上限額 ：８，０００万円 

※非医療機器          ：５，０００万円 

※治験を実施する年度：１億円 

実証事業の委託期間 
●３年間以内 
実証事業委託の基本的範囲 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●高度なものづくり技術を有する中小企業・ﾍﾞﾝﾁｬｰ
等の、医療機器分野への新規参入や医療機関との
連携・共同事業を促進し、安全性や操作性の向上
などの「医療現場のニーズ」に応える、医療機器の
開発・実用化を目指します。 

 
実証事業（委託） 

 医療機器等の事業化に向けた提案を公募し、採択
された共同体による、事業化に向けた試作機開発、
量産試作、非臨床試験、臨床評価など機器の開発
を推進します。併せて、薬事、知的財産、販売・物流
戦略、体制の構築など事業化のための「伴走コンサ
ルティング」による支援を実施します。 
医療機器開発支援ネットワーク事業（委託） 

 医工連携を通じた医療機器の開発・事業化が自律
的に進展するように、薬事、知的財産、技術面、
マーケティングなど多岐にわたる支援を新規参入を
含む医療機器開発事業者が一体的に受けられる、
「国と地域の連携ネットワーク」の構築を進めます。 

 
ＰＳ：妙中義之（国立循環器病研究センター） 
ＰＯ：佐久間一郎（東京大学） 

事業概要 事業推進方法 

医工連携事業化推進事業 

平成２８年度予算額 ３５億円 

【経済産業省予算要求事業】 
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●高齢者の自立支援、介護実施者の負担軽減に資するロ
ボット介護機器の開発・導入を促進します。 
●介護現場等のニーズを踏まえ、「ロボット技術の介護利用に
おける重点分野」を特定し、その分野のロボット介護機器を
開発企業等に対し補助を行うとともに、介護現場への導入に
必要な基準作成等の環境整備を行います。 

 
◆経済産業省と厚生労働省が公表する「ロボット技術の介護利用
における重点分野」のロボット介護機器の開発・実用化促進のた
めの、製品化の意思を持つ企業等への開発補助（補助事業）  
◆重点分野のロボット介護機器の実用化に不可欠となる実証試験
ガイドライン確立のための研究や、共通基盤技術開発や標準化
の研究（委託事業） 

 
対象分野（重点分野） 
  移乗介助（装着、非装着） 
  移動支援（屋外、屋内）        ※屋外は２６年度で終了 
  排泄支援 
  認知症の方の見守り（施設、在宅） ※施設は２６年度で終了 
  入浴支援 

事業概要 

成果目標と事業イメージ 

 
 
実施体制 
●コンソーシアムが共通基盤技術の開発や標準化を行い、実証試
験ガイドライン（基準）や介護現場への導入に必要な環境をロボット
介護機器を開発する民間企業に提供します。 

ＰＳ:本田幸夫(大阪工業大学) ＰＯ:鎌田実(東京大学) 
 
 
 
 
 
 
 
 
補助金額 
●５００万円～１億円／年 
●補助率１/２（大企業）または２/３（中小企業） 
補助期間 
●１～３年間（最長は重点分野により２～３年） 
●交付決定は１年ごとに行う 
●ステージケート（SG）評価を毎年度末に行う 

事業推進方法 

大学・企業等で構成する 
コンソーシアム 

委託 

※上限：1億円 
国立研究法人
日本医療研究
開発機構
（AMED) 

民間企業等 

補助 

基準・評価 

移乗介助(装着・非装着) 移動支援(屋外・屋内) 排泄支援 認知症の方の見守り(施設・在宅) 入浴支援 

ロボット介護機器開発・導入促進事業 

平成２８年度予算額 ２０億円 

【経済産業省予算要求事業】 
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医療機器開発に関する 
臨床現場・臨床拠点の活用 

（医師主導治験、人材育成・研修等） 
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研究費 
 ●上限 6000万円／年 
  （間接費を含む） 
 
研究期間 
 ●最長で３年間 
 ●中間評価により変更・中止もあり得る 
 

ＰＳ：梶谷文彦（川崎医療福祉大学） 
ＰＯ：谷下一夫（早稲田大学） 
 
 
 
 
 
 

 

●臨床研究や医師主導治験の活用等によって、日
本で生み出された基礎研究の成果を薬事承認に効
果的に繋げることにより、革新的な医療機器の創出
を目指します。 
 

●企業への導出等を想定しつつ、以下のテーマに
ついて非臨床研究・臨床研究等を支援します。 

 ① 低侵襲の診断・治療機器の開発 
 ② 医薬品と医療機器とが融合した医療用製品の開発 
 ③ ナノテクノロジーを活用した医療機器の開発 
 ④ IT関連技術等を活用した医療機器開発 

 

●開発人材の育成と医療ニーズの創出を目指した
研究を支援します。 

 

●優れた医療を提供するため、技能研修に必要な
トレーニング機器や手術訓練シミュレータ等の研
究開発を支援します。 

 

●在宅医療の充実に必要なニーズに応えるべく、
改良・改善をした医療機器の実用化研究を支援し
ます。 

事業概要 事業推進方法 

光音響画像診断機器の開発 
（光照射により生体内から放射された超音波を画像化） 

研究課題例 

光ファイバー 

超音波プローブ パルスレーザー 

画像処理 
画像表示 

信号処理・制御 

医療機器開発推進研究事業 

平成２８年度予算額 １１．７億円 

【厚生労働省予算要求事業】 
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補助対象 
●医療機器に関する研究開発の実績がある医療機関 
 
補助金額 
●約3,000千円～7,000千円／年  （平成２７年度） 
●人材育成事業の実施に要する支出を対象とする 
 
補助期間 
●最大平成３０年度末まで  
  ただし、本事業終了後も本取組を継続するものとする 
●単年度毎の事業評価により打ち切りもあり得る 
 

ＰＳ：荒井保明（国立がん研究センター） 
ＰＯ：村山雄一（東京慈恵医科大学） 

 
 

●医療機関において企業人材を受け入れる下記の
内容の研修を実施することで、医療ニーズを満たす
医療機器の実用化を促進します。 

 
① 実臨床部門との行き来 
 現場見学、臨床医との対話等を通じ医療ニーズを発見する 
② 研修の実施 

 医療機器の研究開発、上市戦略の立て方等の研修を実施
する 
③ 開発ニーズの集約 

 国内外の医療機関からニーズを収集し、市場性及び競争力
を有する製品開発プランを作成して企業と共有する 
④ 医療機器開発・交流セミナー 

 シンポジウムを開催し、医療機関内の取組について発表・討

議し、企業の開発関係者との交流を促進する 

事業概要 事業推進方法 

事業イメージ 

国産医療機器創出促進基盤整備等事業 

平成２８度予算額 ０．７億円 

【厚生労働省予算要求事業】 
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大阪大学 

信州大学 

東京女子医科大学 

浜松医科大学 

国立循環器病研究センター 

神戸大学 

岡山大学 

鳥取大学 

大分大学 

東北大学 

九州大学 

国産医療機器創出促進基盤整備等事業 
拠点 

2016/4/13現在 
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○個々の事業の目的や性格（支援対象）を明確化する 
 事業の開始において、「より適した制度」での支援を検討（審査にも反映） 

○事業間の連携を強化する 
 終了した事業について、必要に応じて次のフェーズの事業への応募を促す 

○課題の審査プロセス等において、産業界の視点・意見を 
効果的に盛り込む 
 審査委員、レビュアー（書面審査委員）への産業からの体系的・組織的参加を促す 

○臨床研究の質を向上させ、実用化を加速する 
 ＰＭＤＡとの連携、臨床中核拠点等や橋渡し事業の活用などを進める 

○基礎研究（アカデミア）との連携を強化する 
 次のイノベーションの「種」に対する目配りと、事業を通じた「マッチング」 

○ＡＭＥＤ以外の支援施策へ「つなぐ」 
 リスクマネー等を活用し、ベンチャー（スピンアウトを含む）や他企業との協業を促す 
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医工連携事業化推進事業（実証事業） 
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事業の内容 

医工連携事業化推進事業 
平成29年度概算要求額  37.1億円（35.0億円） 

商務情報政策局 医療・福祉機器産業室 
03-3501-1562 

事業イメージ 

事業目的・概要 

 日本が誇る「ものづくり技術」を活かした医療機器の開発・事業化とともに、

技術を有する中堅・中小企業やベンチャー等の新規参入、医療機関と

の連携（医工連携）を促進し、我が国の医療機器産業の活性化と医

療の質の向上を目指します。 

 文科省や厚労省及び関係機関等の連携による『医療機器開発支援

ネットワーク』を通じて、開発初期段階から事業化に至るまで、専門コンサ

ルタントとの対面助言（伴走コンサル）による切れ目ない支援を実施し、

異業種からの新規参入や早期事業化を促進します。 

 医療現場のニーズに応える医療機器について、ものづくり中小企業、医

療機関等から構成される共同体(コンソーシアム)による開発・事業化を

支援し、国内外の市場拡大・獲得や当該医療機器の利用による医療

費の適正化を促進します。 

 
成果目標 

 平成26年度からの事業であり、平成32年度までに、本事業実施者に

より開発した医療機器等の上市件数100件を目指し、医療機器市場

を3.2兆円へと拡大することに貢献します。 

国 
日本医療研究 
開発機構 

補助（定額） 

民間企業等 

補助（3/4、2/3、定額） 

 《医療機器開発支援ネットワーク体制の構築》 

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 

医療機器開発支援ネットワーク（事務局：ＡＭＥＤ） 

地域支援機関 

・自治体 ・商工会議所 
・公設試  等 

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 

上
市 

製品化事例（デンタパックココロ） 

 学会と医師会、事業者が開発初期から連携。

ユーザーのニーズに応じた在宅訪問歯科診療

専用器材セットを開発し上市した。 

医工連携による医療機器開発・事業化を
通じた知見・ノウハウを活用し、伴走コンサル
により切れ目ない支援を実施 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

委託 

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） 
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事業の背景 

主要因 

①医療機器は規制産業である 

②参入リスクが高い（人命に直接関わる分野であるため、製造責任が

重いと考えられている等） 

③医療現場が有する課題・ニーズがものづくり現場に行き届いていない 

我が国の医療機器産業 
• 輸入超過で推移 
• 日本が誇る中小企業の「ものづくり技術」が活かしきれていない 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 平成22年度補正予算～「課題解決型医療機器等開発事業」 
 平成26年度～  「医工連携事業化推進事業」 
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医工連携事業化推進事業の基本方針 

• 医療機器の「研究」ではなく「事業化（上市）」を目指す
取組を支援 

 

• 医療現場の課題・ニーズに基づく、「売れる医療機器」
の開発・改良を支援 

 

• 優れたものづくり中小企業等と医療機関等とが連携し
た「医工連携」を支援 
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事業の内容 

○戦略的に解決し事業化すべき実用化課題を選定し、その課題に対応する医
療機器の開発・改良を促進するため、 
 ・臨床評価や課題に対する有効性評価を担う医療機関 
 ・実現するためのものづくり技術を有する中小企業 
 ・製品化・事業化を責任を持ってリードする製造販売企業 
 ・先端技術を提供・評価する大学・研究機関  等 
 により構成されるコンソーシアムの医工連携による事業化の推進を図る 
 
○医療機器開発の実証を通して、伴走コンサルにより事業化に向けた問題点を
抽出・整理・分析することにより、ものづくり技術を活かししつつ、多様な臨床課題
に迅速・柔軟に応えられる中小企業等が開発・参入しやすい環境を整備する 
 
○委託費（最長３か年度*） 
 平成26年度まで  経済産業省で実施 
    平成27年度～ AMEDで実施 

*平成22年度補正予算案件（単年度）を除く 

国 ¥
¥ 

補助 

AMED 

委託 

民間事業者等 
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コンソーシアム（共同体） 

医工連携支援機関 
 

 独自の支援 
 事業管理機関として自らもコ
ンソーシアムに参加し、全体
をコーディネートする場合も 

販売 

申請 

医療機関 
 

 ニーズの提供 
 臨床エビデンスの構築 
 開発機器の導入・普及 

大学・研究所 
 

基盤研究 
技術シーズの提供 
有効性、安定性等の検証 
材料評価 

製販企業 
 

 製品化・事業化 
 知財のとりまとめ 
 薬事・市場化を見据えた
他機関への助言 

ものづくり 
中小企業 

 
 試作品の開発・作成 
 技術・技能の提供 
 部品の供給 
 生産プロセスの確立 

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 

承認 

認証 

顧客 
（国内、海外） 

卸企業、代理店 

必須 

必須 

なるべく早く
相談 

なるべく早く
相談 

プロジェクトリーダーの明確化 
 
平成27年度からは企業の役員
または職員に限定 
平成28年度からは代表機関 
所属に限定 

34 
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平成28年度の応募分類 

医療現場の課題・ニーズに基づく、「売れる医療機器」の開発・改良を支援する。 

35 

 
 

（平成28年度公募要領より） 
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医療機器開発支援ネットワーク 

36 
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医療機器のイノベーションプロセス 

協
力
企
業
／
医
療
機
関
な
ど 

販売・ 
マーケティング 

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 

上市 
販売戦略 

生産戦略 

海外戦略 

製品戦略 

事業戦略 財務戦略 

人材戦略 
知財戦略 

薬事戦略 

競合分析 

市場分析 

技術スペック 

価格設定 
業許可取得 

保険収載検討 

審査対応 

治験・臨床 

医療機器に特有の対応事項 

ニーズ・解決策の精査 

デザイン、仕様の検討 

自社の強みと顧客ニーズの結びつけ 

各種試験の実施 

参入パターンの想定 
パートナーの探索 

ビジネスモデルの構築 

チャネル 

プロモーション 

既存の製販業との連携 

既存の販売業・卸業との連携 
学会との連携 

37 
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産学連携≠医工連携 

産業界 
（企業） 

大学 

市場 

市場ニーズ 

技術シーズ 
発明 
技術 

製品化 

産学連携 
（シーズ移転モデル） 

医工連携 
（ニーズ移転モデル） 

製品化 
市場 

工業界 
（企業） 

市場ニーズ 

技術シーズ 医療機関 

技術 

38 



Copyright 2015 Japan Agency for Medical Research and Development. All Rights Reserved. 

採択団体がつまづく隘路 

チェックリストによる自己評価 

 ビジネス採算性 

（製造原価、市場規模、開発費
など） 

 競合（代替）機器 
とのベンチマーキング 

 基本戦略 

（外部環境、市場構造分析） 

 PMDAとの調整 

 知的財産 

（意匠等、模倣品対策） 

 ビジネス採算性 

 投資計画（資金・人材） 

 海外戦略 

 事業リスクの洗い出し 

 

 

実証事業開始時に 
自己評価が低い項目 

委託事業終了時に 
自己評価が悪化する項目 

39 
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典型的な失敗例 

企業主導型 
（市場ニーズに合致しない 
医療機器の開発）  

 

医師主導型 
（ビジネスが成立しない 
医療機器の開発）  

 

40 
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事業計画の強化 

 事業化のための医工連携 

• 「製品開発」だけでなく「市場開拓」のパートナー 

• 開発段階から「ビジネス」体制を 

 

 試作品段階における第三者（ユーザー）評価 

• 「コンセプトの妥当性確認」から「市場の拡大」へ 

 

 事業化に向けた資金調達 

• 公的資金を活かしつつ自己調達も同時並行 

41 
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事業戦略と連動した薬事戦略 

 非医療機器（または後発・改良機器）での先行上市 

• 継続的な製品投入戦略 

 

 適用範囲を限定した薬事申請 

• 販売時に何を訴求するか（販売戦略）≒薬事戦略 

 

 最初から海外市場を意識した開発 

• 対象国のニーズ・規制に合わせた機器コンセプト 
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医療機器開発支援ネットワーク活用方法 

医療機器開発支援ネットワークへのお問合せ 
 事務局サポート機関 

株式会社三菱総合研究所（国立研究開発法人日本医
療研究開発機構から委託） 

 連絡先 

医療機器開発支援ネットワークポータルサイト 
MEDIC 
URL http://www.med-device.jp/  
Email：kikinet@mri.co.jp 
TEL：03-6705-6181 
三菱総合研究所 医療機器イノベーション事業チーム 
東京本社 
〒100-8141 東京都千代田区永田町二丁目10番3号 
関西センター 
〒530-0011  大阪市北区大深町4番20号（グランフロ
ント大阪 南館 タワーA 17階） 

43 
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地域と連携した支援体制 

44 

• AMEDを事務局として、71
の地域支援機関（自治体、
商工会議所など）と専門
支援機関（医療機器セン
ター、PMDAなど）が連携 
 

• 将来的には現在、開発支
援ネットワークで担って
いる役割は地域支援機関
へ 

 
• 「伴走コンサルティン

グ」の提供 
• 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 

• 異業種から相談増加 

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 
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伴走コンサルティング 

45 

• 伴走コンサルタントは現在約70名、薬事、
知財、事業化支援の専門家が中心 

• 彼らの経歴は、公的機関の研究者・職員や
民間コンサルタント、企業OBなど 

• 技術、知財、薬事、事業化及びマーケティ
ングに係る コンサルティングを事業実施
期間を通してシームレスに実施 
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ネットワークに関する相談・伴走コンサルの活用 

 

○伴走コンサル件数について地域別にみると、関東・近畿が多いが、全国各地においても徐々に増加。 
 

○具体的な相談内容としては、「販路開拓」に関する相談が最も多い（４６％）。 

伴走コンサル件数の 
地域分布 

46 

事業化段階別の相談件数       伴走コンサルによる支援の流れ 
 
 

ワンストップ窓口 
（事務局サポート機関・ 
地域支援機関） 

※事業者等がカルテ（相談受付
票）に記入 

面談実施 
※カルテに基づいて面談し、支援

内容を検討 

支援チームの組成 
※支援計画を作成し、実行 

伴走コンサルの実施 
 
 ・カルテを用いたコンサル 
 ・現地への出前コンサル 
 ・カルテ・支援計画の更新 
 ・有料支援の紹介 

伴走コンサルタント・ 
専門支援機関 

（ＰＭＤＡ、国衛研、産総研
等） 

技術シーズ 

8% 

技術開発 

16% 

知財戦略 

0% 

臨床評価 

5% 

安全性評価 

1% 薬事申請 

10% 
販路開拓 

46% 

その他 

14% 
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これまでの相談事例と対応例（１） 
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相談者  B社 ものづくり企業（新規参入・大企業） 

フェーズ コンセプト設計 

  事業戦略 

相談内容  現在社内で検討している医療機器の製品コンセプトと販売戦略について、事業性の観点から助言いただきたい。 

伴走コンサルの内容  医療機器としての強み／弱みを客観的に評価。 
 強みとなる技術を元にした、新たな事業展開の可能性を示唆。 
 社内で検討すべきと考えられる事項を整理。 

相談者からの意見、感想等 
  

 客観的な立場から事業性を評価いただけた。 
 今まで思いつかなかった事業展開アイデアを得ることができた。 
 得られた助言を社内のプロジェクト報告会にも活用。経営層から一定の評価が得られた。 
 １回目の伴走コンサルの内容を持ち帰り、社内で検討。検討結果について、再度伴走コンサルを活用し、戦略を

磨き上げている。 

相談者  A社  ものづくり企業（新規参入・中小企業） 

フェーズ コンセプト設計～研究開発段階 

薬事戦略、事業戦略 

相談内容  これまで様々な支援機関に相談したが、アドバイスの内容が様々であり、どのように進めればよいか分からなくなって
しまった。 

   （※製品コンセプト・事業計画が曖昧な段階での相談であったことが要因と考えられる。） 

伴走コンサルの内容  客観的に現状の課題点を整理し、今後相談者が社内で検討すべき点を整理。 

相談者からの意見、感想等  情報の交通整理が出来た。 
 これまで、製品コンセプトを検討する段階で相談に乗ってもらえる場が無かったので、助かった。 
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これまでの相談事例と対応例（２） 
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相談者  C社  ものづくり企業（新規参入・中小企業） 

フェーズ 研究開発段階 

薬事戦略、研究開発 

相談内容  研究開発中の製品が医療機器に該当するかどうか。あるいは、医療機器にしていくべきかどうかという点に関して、助
言をいただきたい。 

 研究開発中の製品の物理的／生理学的メカニズムを分析し、有効性を検証したい。当該分野の専門家から意見
をいただきたい。 

伴走コンサルの内容  事業性に関してディスカッションを行った上で、非医療機器として進めた方がマーケットに広がりがあることを助言。 
 専門支援機関の研究者との共同研究へとつなげるため、調整を行うこととした。 

相談者からの意見、感想 
 

 事業戦略の方向性が絞り込めた。 
 社内には無かった新しい視点（発想）を得ることができた。 

相談者  D社 ものづくり企業（新規参入・大企業）、研究機関 

フェーズ 研究開発段階 

  薬事戦略、事業戦略 

相談内容  研究開発中の装置に関して、医療機器として承認を得ることを検討しており、必要な検討事項を整理したい。 
 現在検討している事業計画の妥当性を第三者の立場から客観的に評価していただきたい。 

伴走コンサルでの実施内容  研究開発の方向性について、市場性及び医薬品医療機器等法の規制の観点から助言を行った。 
 事業計画を精緻化するためのポイントを示し、相談者間で再度検討いただく事とした。 
 途中段階での相談は地域支援機関が受けることとし、ある程度方向性が見えた段階で、再度伴走コンサルを実施

することとした。 

相談者からの感想 
（良かった点） 

 医薬品医療機器等法への対応方針が明確化した。 
 市場性の観点から助言が得られた。 
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これまでの相談事例と対応例（３） 
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相談者  E社 ものづくり企業 （医工連携事業化推進事業 実証事業終了案件・中小企業） 

フェーズ 薬事申請後（ただし、現状の薬事申請だけでは本来目指していた効果・効能は謳えていない） 

販路開拓 

相談内容  研究用機器として販売は可能になったが、研究用では投資を回収できるだけの市場規模にはならない。 
 今後の販売戦略に対する助言をいただきたい。 

伴走コンサルの内容  本来アピールしたい効能・効果を謳える機器として販売するのであれば、臨床研究等を実施し、新医療機器として
薬事申請することになるため、経営層に対する助言を実施。 

 薬事戦略を含め、今後社内で検討すべき事項を整理・助言。 

相談者からの感想 
（良かった点） 

 経営層に対して状況を理解してもらった。 
 引き続き、本ネットワークを活用しなから検討を進めたい。 

相談者  F社 ベンチャー企業 

フェーズ 上市直前  ※非医療機器 

販路開拓 

相談内容  開発した製品（健康器具）を介護／リハビリ分野へ展開したいと考えており、当該分野のニーズを収集したい。 

伴走コンサルの内容  介護福祉分野における市場動向を紹介 
 当該分野においてユーザー評価を実施している支援機関、キーマンを紹介。 

相談者からの意見、感想  支援機関を介して介護福祉分野の企業（ユーザー）とのコネクションが出来た。 
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アイデアボックスの活用を 

50 

http://www.med-device.jp/ 
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アイデアボックスとは 

51 

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：291人、コーディネーター：70人、開発企業1,359人         
                                 （平成28年10月24日現在） 

 

是非登録を 
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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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ニーズ公開から企業への橋渡しまでの流れ 
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公開済みの臨床ニーズ 
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臨床ニーズ（平成２８年８月３日公開） 

主膵管の変化や膵実質内のミリ単位の変化を観察することにより膵癌を早期発見し
たい 

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欲しい 

低侵襲で行える精度の良い癌のバイオマーカー検査がほしい 

新生児のかかとから安全・低侵襲に採血したい 

人工呼吸器・気管切開が離脱できるようにしたい 

末梢動脈疾患の根本的な治療を行いたい 

重症心不全や呼吸器不全の全身麻酔ができない患者に消化管吻合ができるようにし
たい 

胆道閉塞治療における患者負担を軽減したい 

体内に挿入したままで、内視鏡スコープの汚れ、曇りを除去したい 

日常生活が送れるように排尿をコントロールしたい 
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公開予定の臨床ニーズ 

54 

臨床ニーズ（平成２８年１１月公開予定） 

乳幼児の気道炎症を評価する検査機器がほしい  

小児の心臓形状を把握する方法がほしい  

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 

術前のCT画像と術中の内視鏡画像を統合的に表示してほしい 

腫瘍病変の経時変化を観察するシステムがほしい 

泌尿器癌の腫瘍部位を精度よく同定する方法がほしい  

体水分の量と分布を示すデバイスがほしい  

生分解性を持つ内視鏡用クリップがほしい 

患者の体型に合ったコルセットがほしい 

リンパ浮腫の治療機器がほしい  

診療録作成支援システムがほしい 

ベッドからの転落を防止する為の 危険予知通報デバイスがほしい 
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ご清聴ありがとうございました。 
以下のページも是非参考にしてくださ
い。 
 
http://www.amed.go.jp/ 
 
 
http://www.med-device.jp/ 
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