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第４期 METIS
戦略会議・ＷＧの取組みについて

２０１０年１０月５日

第４期 医療技術産業戦略コンソーシアム（ＭＥＴＩＳ）
事務局

METIS

第３回 医療テクノロジー推進会議

gyoumu
新規スタンプ
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METIS

医療機器の適正な評価

視点１ 医療機器の有用性の認知度向上

視点２ 患者・国民に向けて、医療機器・技術の理解を深める

検討・研究

視点３ 安全・安心のための啓発活動

視点１ 「革新的医療機器創出のための5か年戦略」の推進

視点２ 医療機器に合った規制、関連体制の整備に向けて、

継続的に検討

視点３ 未承認医療機器による

臨床研究のための「手引き」の作成

視点４ 技術・技能の向上と人材育成

視点１ 革新的医療機器・技術の実用化推進

視点２ 医工連携、産学連携による継続的改善・改良

視点３ 新しいニーズへの対応とビジネスモデル開発

視点４ 国際競争力（アジア・新興国市場への市場拡大）

（知財戦略）

視点５ イノベーションの適正な評価

革新的医療機器・技術の実用化推進

医療機器産業の基盤整備 提言と推進

啓発活動

第４期 METISの活動視点と戦略会議の設定

アジアとの連携・交流

革新的医療機器と
レギュラトリーサイエンス

未承認医療機器による臨床研究

◆市民フォーラムの継続実施

◆METIS広報活動の促進

戦略会議 主査 下條 委員

戦略会議 主査 川上 委員

戦略会議 主査 佐久間 委員

戦略会議 主査 楠岡 委員
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METIS

戦略会議・ＷＧの体制

産側ＷＧ （主査；三澤）

産側ＷＧ （主査；中里）

産側ＷＧ （主査；鹿妻）

産側ＷＧ （主査；城風）

（医機連）産業戦略委員会 ＷＧ調整会議

戦略会議； 革新的医療機器とレギュラトリーサイエンス

主査 佐久間 委員

戦略会議； 未承認医療機器による臨床研究

主査 川上 委員

戦略会議； 医療機器の適正な評 価

主査 楠岡 委員

戦略会議； アジアとの連携、交流

主査 下條 委員

戦
略
会
議
合
同
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

医
療
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
推
進
会
議



4

METIS

戦略会議・ＷＧの編制 ＷＧは副主査および産側委員で編制

戦略会議； 革新的医療機器とレギュラトリーサイエンス （敬称略）

主査 佐久間 一郎 東京大学大学院 工学系研究科 教授

副主査 三澤 裕 テルモ㈱ 研究開発本部 上席主任研究員

学側委員 鎮西 清行 （独）産業技術総合研究所 治療支援技術ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ

鄭 雄一 東京大学大学院 工学系研究科 教授
松岡 厚子 国立医薬品食品衛生研究所 医療機器部 部長

村垣 善浩 東京女子医科大 先端生命医科学研究所 准教授

産側委員 志賀 明 ｵﾘﾝﾊﾟｽﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ 開発企画本部 薬事推進部 部長

塚本 忠博 アロカ㈱ 営業本部

中崎 知道 ディーブイエックス㈱ 薬事・品質本部 薬事監督部 部長

森永 修平 日本光電工業㈱ 生体情報技術センタ 第１技術部 部長

戦略会議； 未承認医療機器による臨床研究
主査 川上 浩司 京都大学大学院 医学研究科 薬剤疫学分野 教授

副主査 中里 適 オリンパス㈱ 医療品質保証部 部長

学側委員 北川 雄光 慶応義塾大学 医学研究科外科系専攻外科学 教授

田上 和夫 上野外科胃腸科病院 院長

戸高 浩司 国際医療福祉大学 教授

山本 晴子 （独）国立循環器病研究センター 臨床試験開発部 室長

産側委員 新井 茂鉄 （㈱メディコン 業界担当部長

大庭 和夫 フクダ電子㈱ 品質保証部 安全管理 次長

上崎 勇一 （株）カネカ 医療器事業部 薬事・品証担当

清水 公治 （㈱島津製作所 経営戦略室 次世代医療事業推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ部長

丸岡 英二 日本光電工業㈱ 品質管理統括部 薬事管理部 部長
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METIS

戦略会議・ＷＧの編制 ＷＧは副主査および産側委員で編制

戦略会議； 医療機器の適正評価 （敬称略）

主査 楠岡 英雄 (独)国立病院機構大阪医療センター 院長

副主査 鹿妻 洋之 オムロンヘルスケア㈱ 経営統轄部 主査

学側委員 池田 俊也 国際医療福祉大学 薬学部大学院医療福祉学研究科 教授

中野 壮陛 （財）医療機器センター 医療機器産業研究所 主任研究員

福田 敬 東京大学大学院医学系研究科 公共健康医学専攻 准教授

産側委員 今井 勝正 日本光電工業㈱ 経営企画室 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾏﾈｼﾞｬｰ

昌子 久仁子 テルモ㈱ 取締役 上席執行役員 業界統括

野口 雄司 富士フィルムメディカル㈱ 医療政策室 室長

細木 活人 フクダ電子㈱ 執行役員 営業本部 副本部長

山田 義治 ㈱メニコン 経営本部 経営本部長補佐

戦略会議； アジアとの連携・交流
主査 下條 文武 新潟大学 学長

副主査 城風 淳一 旭化成クラレメディカル㈱ 執行役員 医療製品開発本部長

学側委員 酒谷 薫 日本大学医学部脳神経外科 教授

産側委員 井上 正治 ㈱カネカ 医療機器事業部 海外事業推進グループ 幹部職

野村 治 テルモ㈱ 薬事部 課長

栗田 秀一 日本光電工業㈱ 海外事業本部 販売推進部 部長

古屋 進 ㈱日立メディコ 総務本部経営サポート部 医学連携担当 部長


