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巻頭言 

年頭所感(平成27年1月5日) 

～医療機器産業の成長軌道を築く～ 

 

 

一般社団法人日本医療機器産業連合会 会長  中尾 浩治 

 

 新年あけましておめでとうございます。本年も皆様方のご指導、ご協力を賜りたく、何卒よろ

しくお願い申し上げます。 

 

まず昨年以来の大きな動きを振り返ってみたいと思います。平成26年11月25日に長年の念願

であった医薬品医療機器等法(｢医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する

法律｣)が施行されました。 

同年6月には3つの法律が成立しました。6月20日に施行された議員立法である｢国民が受ける

医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律｣は、国として医療機

器の重要性を認識したという意味に他なりません。 

その直後の6月23日には、医療分野の研究開発や産業の創出を推進するための｢健康・医療戦

略推進法｣が施行されました。 

また、同日に施行された｢独立行政法人日本医療研究開発機構法｣を基に、平成27年4月に

AMED((独)日本医療研究開発機構)が発足し、医療機器の専門部門が設けられることになりま

した。 

 

PMDAについては、平成26年度より５カ年の新中期計画を進めており、目標を定め、審査迅

速化を推進すべく、具体的な目標を定めました。デバイスラグ、デバイスギャップは解消されつ

つありますし、世界に先駆けて日本で初めて承認される新しいテクノロジーもこれから出てくる

のではないでしょうか。 

 

医療業界では、高い倫理観を持ち事業活動の透明性を確保することの重要性が一層高まってい

ます。医機連としては、｢透明性ガイドラインに係る実務指針｣及び｢競争法コンプライアンス規

程｣を策定し、より高い透明性と公正性を堅持すべく、医機連会員19団体を通して徹底を図って

います。 

 

このように昨年は、医療機器を取り巻く環境整備が大きく進展した年でした。年頭に際し、医

機連として取り組むべき重点課題を4つ申し上げます。 

 

1．｢医薬品医療機器等法｣の周知徹底と課題解決 

法と運用について業界内での周知徹底を図るとともに、運用面での課題について行政と連携

し、規制緩和を基軸として早期解決を図り、産業成長に結びつけられるよう努力してまいりま

す。また、積み残しになっている｢一変不要範囲の拡大｣についてもポジティブリスト方式など
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具体的提案を行い早期実現に努めます。 

 

2．医療保険制度改革への対応 

消費増税が平成29年4月に延期されました。これに伴い平成28年改定に続く価格改定や｢毎年

改定｣の議論が活発化することが考えられますが、医機連としては、これらには反対の立場を貫

きます。それと同時にイノベーションの適切な評価、償還価格制度の適切な仕組みなどを推進

する所存です。 

 

3．国際展開の推進 

平成26年は、厚生労働省、PMDAと連携して台湾、マレーシア、ブラジル、インド、ロシア

等に対し、我が国の規制への理解を深め、日本製品に対する各国申請の簡素化に向けた活動を

行いました。これが実現しますと日本企業の国際展開を大きく後押しできることから、引き続

き行政、PMDAと連携して取り組んでいきます。 

 

4．医療機器イノベーション人材の育成 ｢イノベーションは学べる｣ 

成長軌道を描くためには、イノベーションリーダーを育成し長期的に輩出していくことが必

要です。政府が策定した｢健康・医療戦略｣には｢イノベーション人材育成の取り組み｣が明記さ

れました。医機連は、健康医療戦略室、文部科学省、経済産業省、厚生労働省や大学等とオー

ルジャパンで、これを推進します。リーダー人材の育成は、産業基盤や国際競争力の強化に向

けて是非とも実施しなければなりません。ご理解とご協力をよろしくお願い致します。 

 

医療機器は道具や材料であった時代から既に医療に欠かせないテクノロジーになりました。し

かしながら医療機器の具体的な価値は、一般の皆様にはまだまだ理解されていません。そこで産

業振興の一環として、一般の方々への広報活動も強化したいと考えています。 

 

｢予防・診断・治療｣に加え、医療機器産業として｢健康寿命の延伸｣への貢献も成長戦略と捉

え、｢病気と生きる｣ことや｢治療の質｣｢痛みの緩和｣｢在宅医療｣｢健康教育｣などの観点を入れた

｢日本の医療のあるべき姿｣という原点を広く議論していくことも必要ではないでしょうか。少子

高齢化社会の先進国である日本が新しい方向を示すことができれば、世界的にも評価されます

し、産業としても大きく世界に展開できる成長軌道を描けるのではないかと考えています。 

 

皆様におかれましては引き続きご支援、ご協力賜りますようよろしくお願い申し上げます。 
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年 頭 所 感 

 

 

 

 

厚生労働大臣  塩崎 恭久 

 

平成二十七年の新春を迎え、心よりお慶び申し上げます。本年も何とぞよろしくお願い申し上

げます。 

厚生労働大臣に就任してから約四ヶ月が経過しました。その間、国民の皆様の安全・安心の確

保に万全を期すべく努力して参りましたが、引き続き、私自身が先頭に立って、様々な課題に全

力で立ち向かう決意を新たにしています。 

 

第一に、東日本大震災からの復興を加速させなければなりません。 

東日本大震災の発生からもうすぐ四年が経とうとする今もなお、多くの方々が避難生活を送っ

ておられます。昨年、私も被災地を訪問し、被災された方々からお話を伺いました。現場第一主

義に立ち、将来を見据えて復興に取り組む思いを新たにいたしました。私自身も復興大臣である

との強い意識で、対策を進めていきます。 

具体的には、避難生活の長期化に対応するとともに、地域の復興を進めるため、被災者の健康

確保や心のケア、医療・介護の体制整備、雇用対策等に取り組んでいきます。 

また、東京電力福島第一原子力発電所事故への対応も重要な課題であり、発電所での作業や除

染作業などに従事する方々の放射線障害防止や食品中の放射性物質の安全対策に努めていきま

す。 

 

第二に、昨年、消費税率の十パーセントへの引上げについて、安倍総理より、予定されていた

今年十月からの引上げを十八か月延長する旨の表明がありました。安倍総理のご判断を重く受け

止めつつ、今後とも、国民の安心を支える社会保障制度を所管する立場として、世界に誇る我が

国の社会保障制度を次の世代にしっかりと引き渡していくため、国民のご理解を得ながら改革を

進めていきます。 

 医療・介護については、住み慣れた地域で継続的に生活できるよう、質の高く効率的な医療提

供体制や地域包括ケアシステムの構築が必要です。このため、昨年六月に成立した医療介護総合

確保推進法に基づき、地域医療構想の策定によって医療機能分化や連携を図るとともに、各都道

府県に設けた地域医療介護総合確保基金を人材不足対策等への支援に活用していきます。また、

在宅医療・介護の連携の推進等によって地域支援事業を充実するなど、地域の実情に応じた医

療・介護提供体制の確立に引き続き取り組んでいきます。さらに、平成二十七年度の介護報酬改

定に取り組むとともに、認知症の方が安心して暮らせる社会の構築に向けて、関係省庁とも連携

しながら認知症施策を加速するための戦略を策定し、施策を推進していきます。 

医療保険制度については、国民皆保険を今後とも堅持するとともに、広く国民の納得・信頼・

安心を実現できる制度を構築することが重要です。国民健康保険を始めとする医療保険制度の財
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政基盤の安定化、医療費の適正化、国民の負担に関する公平の確保等を推進し、将来を見据えた

改革に向けてしっかりと取り組んでいきます。 

子ども・子育て支援の充実についてはきわめて重要な施策であるため、幼年期の学校教育・保

育、地域の子ども・子育て支援の総合的な推進を図る子ども・子育て支援新制度を、本年四月か

ら施行します。引き続き、円滑な施行に向けた準備を進めるとともに、｢待機児童解消加速化プ

ラン｣に基づき、平成二十九年度末までの待機児童の解消を目指して取組を進めます。また、い

わゆる｢小一の壁｣の打破に向け、｢放課後子ども総合プラン｣に基づき計画的な整備を進め、放課

後児童クラブによる受皿の拡大に取り組んでいきます。 

年金については、国民の老後の安定した生活を支えるセーフティネットであり、将来にわたっ

て制度を持続可能で安心できるものとすることが重要です。 

このため昨年から、社会保障制度改革プログラム法に規定された公的年金制度の検討課題等に

ついては、社会保障審議会年金部会において、また、企業年金制度の普及・拡大の方策等につい

ては、社会保障審議会企業年金部会において、それぞれ検討を行っています。本年早々に議論を

取りまとめ、必要な取組を進めます。年金積立金の運用については、運用の見直しとガバナンス

の強化は車の両輪であり、改訂日本再興戦略等を踏まえ専ら被保険者の利益のための取組を進め

ます。さらに、年金記録問題を踏まえ、年金事業を更に国民に信頼されるものとするよう年金記

録の訂正手続の円滑な実施や、国民年金納付率の向上、厚生年金の適用促進等に取り組んでいき

ます。 

 

第三に、持続的な経済成長のためには、女性や高齢者が働きやすく、意欲と能力のある若者が

将来に希望が持てる環境を作るとともに、投資の促進や人材力の強化等を通じた労働生産性の向

上を図ることが重要です。このため、改訂日本再興戦略に基づき、働き方改革や失業なき労働移

動の実現、女性・若者、高齢者等の活躍推進等に取り組んでいきます。 

 働き方改革については、昨年九月に、私を本部長とする｢長時間労働削減推進本部｣を厚生労働

省内に設置し、長時間にわたる過重な労働が疑われる事業場に対する重点監督の実施等、省を挙

げて長時間労働の削減に取り組んできました。その上で、時間ではなく成果で評価される新たな

労働時間制度の創設など労働時間法制の見直しや、年次有給休暇の取得促進策の検討など、働き

方改革の実現に取り組んでいきます。また、パートタイム労働者の均等・均衡待遇をより一層確

保するための取組を行います 。 

 失業なき労働移動の実現については、労働市場全体としてのマッチング機能の強化を図るほ

か、産業ニーズ等を踏まえた職業訓練の推進、主体的なキャリア形成支援、新たな職業能力評価

制度の構築等、職業能力開発施策を積極的に推進していきます。 

女性の活躍促進については、急速な少子高齢化の進展や国民ニーズの多様化などの社会経済情

勢の変化に応じていくため、｢女性の力｣が十分に発揮される環境を整備し、活躍の場を充実させ

ることが重要です。このため、各企業における女性の活躍推進に係る取組の着実な推進を図るた

めの仕組みなどを盛り込んだ法律案の再提出・成立に向けて全力で取り組んでいくとともに、仕

事と家庭を両立できる職場環境の整備･充実に向けた取組を進めていきます。 

 若者等の活躍促進については、若者の円滑な就職支援、企業における若者の活躍促進に向けた

取組の支援等、若者の雇用対策の充実に向けた法的整備を含む検討、｢正社員実現加速プロジェ

クト｣により非正規雇用労働者の正社員化を推進します。 
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 また、外国人技能実習制度については、国際貢献を目的とする趣旨を徹底するため、関係省庁

と連携して、新たな法律に基づく制度管理運用機関の設置等による管理監督体制の抜本的強化や

対象職種の拡大等の拡充を図ってまいります。 

このほか、医療・福祉、建設業等の人材不足分野における｢魅力ある職場づくり｣等を通じた人

材確保対策を進めます。 

労働者派遣制度については、昨年の臨時国会で改正法案が廃案となりましたが、派遣労働者の

一層の雇用の安定と保護等を図るため、制度の見直しの必要性についてさらなる理解を求めてい

きます。 

 

 第四に、地方創生については、昨年末にまち・ひと・しごと創生本部でとりまとめられた長期

ビジョン・総合戦略に基づき、今後、政府において本格的な取組みが始まります。厚生労働省に

おいても、昨年十月に、私を本部長とする、｢まち・ひと・しごと創生政策検討推進本部｣を設置

し、この問題について省を挙げて対応することとしておりますが、引き続き、国民が安心して働

き、希望通り結婚や出産・子育てができ、将来に夢や希望を持てる、魅力あふれる地方の創生に

向け、各府省と連携し、総合的な対策に取り組んでいきます。 

 

第五に、国民の皆様の安全と安心の確保に向けた取組についても、迅速に進めていかなければ

ならないことが多々あります。 

国民の生命や健康を守るため、感染症対策については、昨年公布された改正感染症法の円滑な

施行に取り組むとともに、エボラ出血熱や新たなインフルエンザなどへの当面の対応として、行

政機関や医療機関における対応を強化すること、国民の皆様への正確な情報を提供し協力をいた

だくなど、警戒を怠ることなく万全を期していきます。 

難病や小児慢性特定疾病については、本年一月から、公平かつ安定的な医療費助成の制度の確

立等を柱とした難病法等が施行されました。本年夏には国の基本方針を定めることとしており、

今後とも、難病等の克服を目指し、相談支援体制の確保など総合的な対策を進めていきます。ま

た、予防接種基本計画に基づく予防接種施策の推進、がん検診の受診率向上やがん登録推進法の

円滑な施行に向けた取組をはじめとするがん対策、肝炎、生活習慣病等様々な疾病を抱える方々

への支援策や予防策、原爆被爆者の方々への支援を引き続き進めていきます。 

心身に重大な悪影響を及ぼし、幼い子供などが犠牲者となる悲惨な事故を引き起こす危険ド

ラッグについては、厚生労働省は、指定薬物の迅速指定、検査命令・販売停止命令の発動や、販

売サイトの削除要請などを強力に推進してきました。その結果、販売店舗の八割を廃業又は閉鎖

に、国内販売サイトの約四分の三を閉鎖又は販売停止に追い込みました。昨年十一月に成立した

改正医薬品医療機器等法に基づき、危険ドラッグの撲滅に向けて取締り等を徹底していきます。 

医薬品・医療機器等については、昨年施行された医薬品医療機器等法に基づく取組を進めると

ともに、安全対策や審査の迅速化、薬事戦略相談の拡充等により、世界に先駆けた革新的医薬

品・医療機器の創出や再生医療の実用化を図っていきます。 

児童虐待については、子どもの命が奪われる痛ましい事件が後を絶たないなど、依然として深

刻な状況が続いています。こうした現状を踏まえ、政府としては、｢児童虐待防止対策に関する

副大臣等会議｣を開催し、関係府省庁が連携して検討を進めております。厚生労働省でも、昨年

九月に｢児童虐待防止対策のあり方に関する専門委員会｣を設置し、妊娠期からの切れ目ない支援
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のあり方など、課題について実効ある児童虐待防止対策の構築に向けて検討し、十一月にはこれ

までの議論のとりまとめを行ったところです。専門委員会では、引き続き、自立に向けた支援等

について議論することとしています。 

また、児童養護施設等には、虐待などにより保護者の適切な養育を受けられないことが原因で

入所する子どもが増加しています。そうした子ども達に対して家庭的な養育環境の下できめ細か

なケアを提供していくため、里親やファミリーホーム、児童養護施設の小規模化・地域分散化等

の社会的養護の充実をさらに取り組んでいきます。 

社会福祉法人については、福祉ニーズの多様化、複雑化に対応していく中で、その果たす役割

がますます重要となっており、高い公益性や非営利性に見合ったガバナンスの強化、透明性の確

保、財務規律の確立等、制度の見直しに取り組みます。 

福祉人材確保対策については、喫緊の課題である介護人材の確保に向けて、多様な人材の参入

促進、資質の向上及び労働環境の改善について、あらゆる施策を総動員し、総合的な確保方策を

講じていきます。 

生活保護・生活困窮者施策については、昨年施行された改正生活保護法の規定に基づき、不

正・不適正受給対策の強化や医療扶助の適正化を図るほか、受給者の自立に向けた就労支援の強

化を進めるとともに、生活困窮者に対して包括的な相談支援や就労支援等を行う生活困窮者自立

支援制度の本年四月からの円滑な施行に取り組みます。 

あわせて、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、また、

貧困が世代を超えて連鎖することがないよう、子どもの貧困対策を総合的に進めていくことが重

要です。 

援護行政については、戦後七十周年を迎える節目の年に当たり、戦没者の遺骨収集帰還事業の

一層の推進を図るとともに、慰霊事業、戦傷病者、戦没者遺族に対する支援に着実に取り組んで

いきます。また、中国残留邦人等に対する支援策をきめ細かく実施します。 

障害のある方への支援については、障害福祉サービス等の報酬改定に取り組むとともに、障害

の有無に関わらず活躍できる環境整備を推進し、障害者総合支援法施行後三年の見直しに向けた

検討を進めていきます。また、改正障害者雇用促進法の円滑な施行に取り組むなど、障害者の就

労支援の充実を進めて行きます。 

その他にも、生活衛生関係営業の振興や老朽化した水道施設の計画的更新や耐震化、運営基盤

強化のための広域化等を推進していきます。 

 

以上、厚生労働行政には多くの課題が山積しています。国民の皆様には、一層の御理解と御協

力をお願い申し上げ、年頭にあたっての私の挨拶と致します。 
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｢新年のご挨拶｣ 

 

 

 

 

内閣官房 健康・医療戦略室長  和泉 洋人 
 

 平成27年の新春を迎え、謹んでお慶びを申し上げますとともに、日頃からの多大なる御理解と

御協力に厚く御礼申し上げます。 

 

 健康な状態で長生きしたいということは、多くの国民の共通の願いであり、国民の生命を守り、

個々の生活を保障する医療福祉分野における基本理念を堅持した上で、国民が更に健康な生活及

び長寿を享受することのできる社会、すなわち健康長寿社会を形成することが急務となっていま

す。 

 このため、政府は、健康長寿社会の形成に向け、世界最先端の医療技術・サービスを実現し、

健康寿命を更に伸ばすとともに、健康長寿社会の形成に資する新たな産業活動の創出やこれらの

産業の海外における展開を促進することにより、海外における医療の質の向上にも寄与しつつ、

これらの産業を戦略産業として育成し、我が国経済の成長に寄与できるように取り組んでいます。 

 安倍総理から指示のあった医療分野の研究開発の司令塔機能の創設については、政治の強いリ

ーダーシップの下で着実に具体化が進捗しています。｢日本再興戦略｣にこの内容が盛り込まれる

とともに、昨年の通常国会では、この取組を一層強化するための健康・医療関連2法(｢健康・医

療戦略推進法｣及び｢独立行政法人日本医療研究開発機構法｣)が成立しました。 

 これを受け、平成26年6月10日に安倍総理を本部長とし、全閣僚からなる、｢健康・医療戦略推

進本部(以下、｢推進本部｣という。)｣を設置しました。同年7月22日には、革新的な医薬品や医療

機器の実用化の加速等のための医療分野の研究開発、健康長寿社会の形成に資する新産業の創出、

我が国の優れた医療の国際展開等を戦略的に進めていくための基本となる方針である｢健康・医療

戦略｣が推進本部での取りまとめの後、閣議決定されました。同日、医療分野の研究開発並びにそ

の環境の整備及び成果の普及等に特化した集中的かつ計画的な計画である｢医療分野研究開発推

進計画｣が推進本部で取りまとめられました。 

 健康・医療関連2法に基づき、本年4月1日に｢日本医療研究開発機構(以下、｢機構｣という。)｣

を設立することとしています。機構は、医療分野研究開発推進計画において、医療分野の研究開

発及びその環境整備の実施・助成について中核的な役割を担う機関として位置付けられており、

医療分野の研究開発関連予算(国が定めた戦略に基づくトップダウンの研究を行うために、研究者

や研究機関に配分される研究費等)を集約することにより、各省それぞれが実施してきた医療分野

の研究開発について、基礎から実用化まで切れ目ない研究支援を一体的に行います。平成26年10

月31日の閣議で機構の理事長となるべき者に、慶應義塾大学医学部長の末松誠氏を指名すること

が了解されました。機構設立当初から期待される役割が十分に発揮できるように、必要な準備を

着実に進めてまいります。 

 ｢健康・医療戦略｣を着実に推進していくため、推進本部の下に創薬支援ネットワーク協議会及
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び医療国際展開タスクフォース等、6つの協議会とタスクフォースを設置しています。 

 次世代医療機器の開発推進については、平成26年8月に推進本部の下に次世代医療機器開発推

進協議会を設置し、関係府省や関係機関と連携してネットワークの構築や産学官連携による世界

最先端の医療機器開発の推進を目指し、今後一層の取組を進めてまいります。 

 また、平成27年度から医療分野の研究開発は機構が一体的に研究支援を行うこととなります。

この中の重要な取組の一つに、｢オールジャパンでの医療機器開発｣があります。このプロジェク

トは、文部科学省、厚生労働省、経済産業省の連携体制による、世界最先端で医療ニーズに応え

る医療機器開発とその支援体制の整備を目指すものであり、医療機器産業の皆様が、我が国経済

の成長に大きく貢献いただけるものと期待されています。 

 

 (一社)日本医療機器産業連合会並びに会員団体、会員企業の皆様におかれましては、本年も益々

の御理解と御協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 最後になりましたが、皆様の御健勝と御多幸を心より祈念いたしまして、新年の御挨拶とさせ

ていただきます。 
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新年のご挨拶 

 

 

 

 

厚生労働省医政局長  二川 一男 

 

謹んで新年の御挨拶を申し上げます。 

平成二十七年の年頭に当たり、日頃から医療行政に多大なる御支援と御協力をいただいている

皆様に改めて御礼を申し上げるとともに、所信の一端を述べさせていただきます。 

 

本年で団塊の世代が七十五歳以上となる二〇二五年まで十年となります。急速に増大する医療

需要を見据え、地域の実情に応じた医療を確保していくためには、医療機能の分化・連携を進

め、質が高く効率的な医療提供体制と地域包括ケアシステムの構築が喫緊の課題です。昨年成立

した医療介護総合確保推進法等に基づき、各般にわたる施策の展開を図ってまいります。 

  

第一は、質が高く効率的な医療提供体制の構築です。 

今後の我が国の医療を｢地域完結型｣の方向に変えていくためには、病床の機能分化を進め、急

性期から長期にわたり療養が必要な患者まで、それぞれの患者に適した医療を提供するととも

に、受け皿となるリハビリ機能や、在宅医療・在宅介護を充実させることが必要です。 

昨年十月に病床機能報告制度が施行され、医療機関からそれぞれの病床が担う医療機能(高度

急性期、急性期、回復期、慢性期)等を報告していただきました。こうした報告を基に、平成二

十七年度から都道府県は、地域の医療提供体制のあるべき姿である地域医療構想を策定すること

になります。地域の実情に応じた取組が進むよう、厚生労働省としても鋭意、支援等を行ってま

いります。 

こうした地域の実情に応じた医療提供体制を構築するためには、医療人材の確保も重要であり

ます。特定の地域・診療科での勤務を条件とした｢地域枠｣を活用した医学部入学定員の増加に加

え、特に人材不足が指摘される看護職員確保対策として、看護師等免許保持者の届出制度の創設

をはじめ、ナースセンターの強化などの取組を行うこととしています。また、昨年十二月に看護

職員需給見通しに関する検討会を立ち上げたところであり、平成二十八年以降の看護職員需給見

通しの策定や、総合的な看護職員確保対策等の検討を進めてまいります。また、昨年十二月に医

道審議会において特定行為及び特定行為研修の基準等についてとりまとめをいただいたところで

あり、引き続き、本年十月の円滑な施行に向けて努めてまいります。 

こうした病床機能の機能分化・連携や医療人材の確保・養成に係る事業を行うための財源とし

て、地域医療介護総合確保基金を昨年設けました。今後とも地域の実情に応じた活用をしていた

だくことを期待しております。 

医療提供主体である医療法人制度に関連しては、日本再興戦略に基づき非営利新型法人の創設

について、医療法人の事業展開等に関する検討会において検討を進めております。 

第二に、医療機器・医薬品産業、再生医療などに対する諸般の取組についても、本年の重要な
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課題として取り組みます。 

我が国の成長産業として期待される医薬品・医療機器産業については、研究開発が更に進むよ

う、研究開発税制や医療法上の臨床研究中核病院の承認などにより、基礎研究から保険適用に至

るまでの切れ目のない支援を引き続き行ってまいります。 

また、医療用医薬品等の流通改善に引き続き取り組むとともに、｢後発医薬品のさらなる使用

促進のためのロードマップ｣に基づき、啓発活動など使用促進のための一層の取組を推進してま

いります。 

新たな治療法としてなど、大いに期待が高まる再生医療の実用化については、昨年十一月に施

行された｢再生医療等の安全性の確保等に関する法律｣に基づき、安全で迅速かつ円滑に多くの製

品をより早く提供できる体制の確立を目指します。 

 

第三に、医療や臨床研究に係る安全性確保への取組も進めてまいります。 

平成二十七年十月から医療事故の再発防止を行う医療事故調査制度が施行されます。その円滑

な施行に向けて、医療事故調査制度の施行に係る検討会を設置して議論を進めているところであ

り、できるだけ早期に関連する省令・告示・ガイドラインの策定をしてまいります。 

臨床研究に係る不適切な事案への対応については、｢臨床研究に関する倫理指針｣について、研

究の信頼回復に向けた見直しを行い、昨年十二月に公布いたしました。また、同じく十二月に

は、臨床研究に係る制度の在り方に関する検討会から、一定の範囲の研究については法規制が必

要であるとの報告書が取りまとめられました。我が国の臨床研究の信頼回復のため、本検討会の

報告書も踏まえた対応を今後進めてまいります。 

  

 第四に、医療・保健分野における国際貢献と、五年後の東京オリンピック・パラリンピックも

見据えた外国人患者受入れ環境整備も進めてまいります。 

医療の国際展開については、医療・保健分野における覚書を十カ国と署名しており、今後も署

名国を拡大しつつ、医療制度に関する経験の共有、人材育成等の支援、相手国の実情に適した医

療機器・医薬品等の輸出などを更に進めてまいります。 

また、国内で外国人患者が安心して医療サービスを受けられるよう、医療通訳等が配置された

モデル拠点整備や外国人受入れ医療機関認定制度を支援してまいります。 

 

こうした取組に加え、生涯を通じた歯科保健医療の展開など様々な重要な課題がございます。

これらの医療行政を進めるに当たりましては、医療に携わる様々な関係者の方々のご協力が不可

欠です。本年も、医療行政に一層の御理解、御支援をいただきますようお願い申し上げるととも

に、皆様にとって本年が実り多き一年となることを心から祈念して、新年の挨拶といたします。 
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新年御挨拶 

 
 
 
 

厚生労働省医薬食品局長  神田 裕二 

 

新年明けましておめでとうございます。 

年頭に当たり、今年の医薬品、医療機器等行政を展望し、所感を申し述べます。  

まず、今年は『医薬品医療機器等法の本格施行の年』です。皆様ご承知のとおり、昨年十一月

二十五日に、医薬品等の添付文書の届出義務化、高度管理医療機器の認証範囲の拡大、再生医療

等製品の条件・期限付き承認制度の創設等を内容とする改正法が施行されましたが、未だ一ヶ月

余で、実質は、今年から本格施行です。特に、再生医療等製品に関しては、再生医療等安全確保

法が合わせて施行され、臨床研究と治験の規制の整合性が図られたことから、海外からも注目さ

れており、条件・期限付き承認段階での保険適用とあいまって、その実用化の促進が期待されま

す。既に、新制度に基づき、重症心不全を適応とする心筋シートや造血幹細胞の移植に伴う急性

移植片対宿主病を適応とする細胞懸濁液といった新たな再生医療等製品の承認申請がされまし

た。今年はこれらの審査を迅速かつ着実に進めてまいります。また、医療機器についても、業界

からいただいた要望も踏まえ、優先順位付けを行い、高度管理医療機器の認証基準の策定を着実

に進めてまいります。再生医療等製品や医療機器の実用化を推進するため、新たな制度をしっか

りと運用していきます。 

この抜本改正の他、昨年は、六月に、一般用医薬品のインターネット販売の仕組みを導入する

改正、さらに十二月には危険ドラッグ取締り強化のための議員立法による改正と、旧薬事法につ

いて別個の改正法が三度にわたって施行される稀有な年でした。 

一般用医薬品のインターネット販売については、消費者の安全性を確保する適切なルールを整

備するとともに、いわゆるスイッチ直後品目等の要指導医薬品については薬剤師が対面で販売す

ること等の見直しを行いました。販売サイトでは、一般用医薬品の定義や解説が表示されていな

い等の軽微なものが多いもののルールを守っていないものが一定数見られます。自治体等と連携

し、繰り返し指導しても改善がみられない場合は、改善命令も視野に入れて強い姿勢で徹底を

図ってまいります。 

また、今年は、革新的な医薬品等を世界に先駆けて実用化していくため、｢日本再興戦略｣にも

位置づけられた『先駆けパッケージ戦略の具体化を図る年』です。また、患者アクセスの改善の

ための新しい仕組みを導入する年でもあります。 

第一に、｢先駆けパッケージ戦略｣の一環として、臨床試験データから著明な有効性が期待でき

る画期的な医薬品等について、各種支援により通常の半分の期間で承認することを目指す｢先駆

け審査指定制度｣の運用を平成二十七年度から開始します。 

その第二は、人道的な治験参加の仕組みの導入です。日本再興戦略等を踏まえ、現在、医療保

険制度において、患者からの申出を起点として、国内未承認薬や国内承認薬の適応外使用等を保

険外併用療養として迅速に行うことができる仕組みである患者申出療養が検討されているところ
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です。これと合わせ、治験中の医薬品についても、安全性の確保等一定の条件を満たす場合に

は、参加基準に満たない患者にもアクセスを認める人道的な治験参加の仕組みを検討し、実施に

移してまいります。 

さらに、今年は『セルフメディケーション推進の環境整備の年』でもあります。 

その第一は、薬局・薬剤師を活用した地域に密着した健康情報拠点の制度化です。モデル事

業、税制上の措置と合わせて、薬局機能情報提供制度を活用した制度化を検討します。幅広い医

薬品の提供や健康相談、健康づくりの支援、在宅医療等の機能を果たすとともに、かかりつけ医

やケアマネジャー等とも連携を図ることができる地域包括ケアを担う薬局・薬剤師の専門性の発

揮や活動を支援していきます。 

その第二は、スイッチOTC化の推進です。日本再興戦略を踏まえ、既に、審査期間短縮の目

標設定、相談体制の拡充等に取り組んでいますが、今年は、更に、海外の事例も参考に、産業

界、消費者等の多様な主体からの意見を反映する仕組みを構築します。また、医療用検査薬から

一般用検査薬への転用については、昨年、二十四年ぶりに一般用検査薬の導入に関する一般原則

を見直し、まずは、侵襲性のない検体に範囲を拡大するとともに、血液検体等課題があるもの

は、その整理状況を把握し、関係者の理解と合意を得ながら段階的に検討していくこととしてい

ます。今年は、具体的に転用の仕組みの運用を始めます。 

 今年は、奇しくも、医薬品と医療機器の規制の国際調和の枠組みであるICH(日米欧医薬品規

制調和国際会議)とIMDRF(国際医療機器規制当局フォーラム)の両方の議長国に我が国が当た

る年です。これを機に、産業界からの要望等も踏まえ、PMDAと連携し、優先順位を考え、『国

際協力・規制調和の戦略を練る年』にしたいと思います。 

昨年は、危険ドラッグにより、犠牲者を出す悲惨な事故が発生したこと等を踏まえ、指定薬物

の迅速な指定の他、初めて、検査命令・販売停止命令の発動や販売サイトの削除要請を行う等、

できる限りの取組みを実施しました。その結果、既に、八割を超える店舗を廃業、閉鎖に追い込

みました。十二月十七日には、販売停止命令等の対象の危険ドラッグ全般への拡大、その停止命

令の効果の全国化、サイトの削除要請に応じたプロバイダの免責等のインターネット対策の強化

を内容とする議員立法が施行されました。今年は、改正法を 大限に活用し、『危険ドラッグ撲

滅に向けた 終 後の年』とするべく、徹底した取締まり等を実施します。 

血液事業については、少子高齢化によって献血が可能な人口が減少する中、将来にわたり血液

の安定供給ができる体制を確保すべく、特に若年層への普及啓発活動の強化など、献血の推進に

取り組んでまいります。また、昨年八月にこれまでの献血者二十人分をまとめた核酸増幅検査に

替えて、一人分ごとの検査を導入し、検査精度の向上を図っており、今後も献血時の問診の充実

やHIVなどの病原体に対する検査精度の向上等の安全対策の一層の強化を進めてまいります。 

 国民の皆様に有効かつ安全な医薬品・医療機器等をできる限り早くお届けするという責務を果

たすため、関係者の皆様とも、率直な意見交換をしながら、今申し述べた施策を進めてまいりた

いと考えています。皆様の医薬品・医療機器等行政に対する一層の御理解と御協力をお願い申し

上げますとともに、皆様方のますますの御発展と御多幸をお祈りしまして、新年の御挨拶とさせ

ていただきます。 
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｢新年のご挨拶｣ 

 

 

 

 

経済産業省商務情報政策局長  富田 健介 

 

 平成27年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。 

 

 日本経済は、長く続いたデフレ経済からの脱却に向けて着実に前進しています。景気は緩やか

な回復基調にあり、賃上げ率は過去15年で最高水準を記録するなど、経済の好循環が生まれ始

めております。この好循環を拡大するためにも、アベノミクス第3の矢｢成長戦略｣を推進してい

く必要があります。我が国の立地競争力を高め、世界のヒト、モノ、カネを日本に惹きつけるた

め、成長志向の法人税改革、エネルギーコスト対策、TPP等の経済連携交渉を推進することで、

我が国の新たな成長基盤を構築してまいります。 

 さらに、成長の実感を全国津々浦々に行き渡らせるために、経済産業省として地方に｢しごと｣

を創り出す観点を中心に取組を進めます。ITを活用した、地域の雇用の6～7割を支えるサービ

ス産業の生産性向上や、｢食｣や｢伝統工芸｣、｢観光｣などの魅力的な地域資源の磨き上げと海外へ

の売り込みなどを通じ、地方の産業の活力を高めてまいります。 

 

 こうした中、我が国が今後とも持続的な成長を続けるためには、医療に関連する産業分野を成

長の原動力の1つとして、戦略的に発展させていくことが重要です。政府としても、平成26年6

月24日に策定した｢日本再興戦略 改訂2014｣において、引き続き｢国民の健康寿命の延伸｣を戦略

的に取り組むべき分野と位置づけました。 

 経済産業省としては、医療分野の研究開発の司令塔機能となる｢独立行政法人日本医療研究開

発機構｣の本格始動にしっかりとつなげていくべく、健康・医療戦略室を中心に厚生労働省・文

部科学省と連携し、諸施策を力強く進めてまいります。 

 

 1つ目の取組は、高度なものづくり技術を有する企業等と医療機関との連携を進める｢医工連

携｣の強化・加速です。安全性や操作性の向上など、医療機器に対する課題や医療現場のニーズ

に応える医療機器の開発・実用化を進めてまいります。 

 また、地域に密着した商工会議所等の地域支援機関が推進役となり、｢医工連携｣による医療機

器の開発・実用化のネットワークを構築してまいります。平成26年10月28日に行われた｢次世代

医療機器開発推進協議会｣では、地域における医療機器開発のイニシアティブを支えるべく、関

係省庁やPMDA等の関係機関が連携した｢医療機器開発支援ネットワーク｣の構築が取り上げら

れ、同月31日に本格的に始動しました。 

 医療機器の開発では、医療現場のニーズ把握、薬事関連制度の対応、販売開拓等において、

ハードルの高い多数の課題があります。また、医療機器の開発を支援する取組が各地域で始まる

一方、支援のノウハウや情報が不足しているといった課題も存在します。こうした課題に対応す
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べく、この｢ネットワーク｣では、開発の初期段階から事業化に至るまでの各課題や地域での取組

に対して、切れ目のない支援を提供してまいります。 

 

 2つ目の取組は、最先端の医療機器やシステムの開発・実用化の推進です。我が国が競争力を

有するロボット技術や情報技術(IT)等をフルに活かし、より革新的な医療機器開発を支援する

ことにより、我が国発の医療機器の競争力強化に引き続き努めてまいります。 

 

 さらに、3つ目の取組としては、医療サービス・機器の国際展開です。今後大きな成長が見込

まれるアジアなどの新興国を中心とする医療機器市場を積極的に獲得するべく、関係省庁間の連

携を更に強化し、MEJ(一般社団法人Medical Excellence JAPAN)等と一体となって、相手国市

場に入り込むための効果的なビジネスモデルの構築を進めてまいります。 

 今年度は、｢病院まるごと輸出｣モデルの多様化や医療人材育成を通じた販路開拓といった視点

からプロジェクトを組成しております。現地の政府、主要な学会・大学等とのネットワークを構

築しつつ、それらを通じた新たなビジネスモデルの創出により、優れた医療技術・機器と医療関

連サービスとが一体となった国際展開を、引き続き戦略的・積極的に推進してまいります。 

 

 経済産業省としても、独立行政法人日本医療研究開発機構の本格始動にしっかりつなげていく

べく、これらの施策等に対して、産業界をはじめ関係各省とも連携しつつ、引き続き一つ一つ着

実に実行し、我が国の医療機器産業全体の競争力強化と国民の生活の質(QOL)向上に積極的に

貢献してまいります。 

 最後になりましたが、本年も医療機器産業のますますの発展と、御関係の皆様方のいっそうの

御健康・御多幸を祈念致しまして、私の新年の御挨拶とさせていただきます。 
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新年のご挨拶 

 

 

 

 

文部科学省 研究振興局長  常 盤  豊 

 

 謹んで新春のお慶びを申し上げます。 

 

 政府では、今後の成長戦略の柱の1つとして、科学技術イノベーションの推進を掲げていま

す。医療の分野においては、革新的な医薬品・医療機器等を創出し、健康長寿社会を実現すると

ともに、我が国の成長産業として育成することを目指しているところです。 

 

 本年4月には日本医療研究開発機構が新たに設立されることとなりました。この法人では、関

係府省の医療分野の研究医開発関連予算を集約し、基礎的な研究開発から実用化のための研究開

発までの一貫した研究開発を推進することとされています。 

 

 文部科学省としても、大学・研究機関等を中心に研究開発を推進し、その成果を産業応用及び

臨床応用へと繋げるための取組を行っており、関連省庁や産業界等とこれまで以上に連携しなが

ら、イノベーションの実現に貢献したいと考えております。 

 

 具体的な取組としては、大学等からの有望な基礎研究の成果を臨床研究・治験へとつなげるた

めに、橋渡し研究支援拠点を全国に整備する｢橋渡し研究加速ネットワークプログラム｣がありま

す。これまでも橋渡し研究支援拠点が支援するいくつものシーズについて、(一社)日本医療機器

産業連合会会員団体及び会員企業と共同研究をさせていただいております。昨年は、従来の7拠

点に加え、新たに慶應義塾大学、岡山大学の2拠点を追加致しました。さらには、厚生労働省の

｢臨床研究中核病院整備事業｣との連携を進めており、さらなる体制整備、シーズ創出能力の強化

を図っております。 

 

 昨年9月には、iPS細胞を用いた世界初の臨床研究で第1例目となる患者への細胞移植が実施さ

れ、社会で大きく取り上げられたことは、記憶に新しいと思います。これは、加齢黄斑変性の患

者に対し、患者自身のiPS細胞から作成したシートを移植するというものでした。今後とも、関

係省庁はもとより、産業界等とも連携し、革新的な再生医療・創薬をいち早く実現するための研

究開発を推進してまいります。 

 

 併せて、科学技術イノベーションを実現するためには、研究の推進のみならず人材の育成が重

要と考えており、文部科学省としましてもイノベーション人材の育成に向け、しっかりと取り組

んでまいりたいと考えております。 
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 産官学連携が科学技術イノベーションの鍵となっている中、（一社)日本医療機器産業連合会会

員団体及び会員企業の皆様のこれまでのご支援に感謝申し上げるとともに、今後より一層のご指

導、ご協力を賜りたく存じます。 

 

 最後になりましたが、本年が皆様にとって実り多き一年となりますよう祈念致しまして、新年

のご挨拶とさせていただきます。 
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｢新年のご挨拶｣ 

 

 

 

 

内閣府 政策統括官  倉持 隆雄 
 

 謹んで新春のお慶びを申し上げます。 

 平成27年の年頭に当たり、日頃から科学技術・イノベーション政策にご理解とご支援を賜っ

ております皆様方に改めて感謝申し上げます。 

 

 わが国が、本格的な人口減少・少子高齢化社会を迎え、また、厳しいエネルギー制約や国際経

済環境の中で今後とも持続的な発展を遂げていくためには、科学技術・イノベーションにより、

常に新たな価値を創造し続けていくほかにはないと考えます。そのため、質の高い研究開発を進

め、その成果を事業に結びつけていく必要があり、関係府省はもとより産学官の連携について

も、これまでの実績や慣習を超えて、さらに一層協働しやすい環境をつくっていかなければなり

ません。安倍総理は、日本を世界で最もイノベーションに適した国にするという明確な方針を打

ち出され、力強いリーダーシップを発揮されています。その一環として、科学技術でイノベー

ションを起こしていくための司令塔機能を強化するために、昨年、内閣府設置法の一部が改正さ

れ、総合科学技術・イノベーション会議がスタートしました。 

 

 総合科学技術・イノベーション会議では、まず、産学官連携の下で、基礎研究から出口までを

見据えて一気通貫で府省・分野の枠を超えた横断型のプログラムを進めるため、戦略的イノベー

ション創造プログラム(以下、｢SIP｣という。)を創設しました。このプログラムは、オールジャ

パンで少しでも早くイノベーションに結びつけようとするもので、従来とは次元の異なる産学官

連携が進む環境づくりにも貢献できればと期待しています。また、ともすればリスクに対して慎

重になっていた意識を変え、ハイリスク・ハイインパクトな研究開発に挑戦する仕組みとして、

革新的研究開発推進プログラム(以下、｢ImPACT｣という。)を創設し、研究開発全体の企画・マ

ネージメントを担うプログラム・マネージャーを厳選して、その方々に、非連続なイノベーショ

ンを目指して思い切って取り組んでいただくことになりました。SIPのプログラム・ディレク

ターやImPACTのプログラム・マネージャーには、産業界、アカデミアから卓越したリーダーに

ご就任いただいたところであり、これらのプログラムから、オープン・イノベーションの時代を

リードする成果を産み出して行けるよう、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。 

 

 さて、総合科学技術・イノベーション会議では、平成28年度からの5年間をカバーする第5期

科学技術基本計画の検討に入りました。今年は、この基本計画の議論を深め、結実させる年でも

あります。科学技術により持続的なイノベーションを産み出していくためには、イノベーション

に適した環境の整備が不可欠です。経済の高度成長を支えたこれまでの組織体制や慣習について

も、優れたところは大切にしながらも、イノベーションの創出に向けて、リスクテイクすること
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にも挑戦でき、また、関係者が連携して協働しやすい環境をつくり出していくための検討も進め

られることになります。昨年は、青色発光ダイオードの発明により、赤崎勇先生、天野浩先生、

中村修二先生がノーベル物理学賞を受賞されるという大変嬉しいことがありました。この受賞

は、地道な研究開発に取り組んだ成果が大きなイノベーションにつながるという事例を見事に示

しています。総合科学技術・イノベーション会議は、このような好事例に学びながら、健康・医

療戦略推進本部とも連携し、わが国から優れた研究成果が生まれ、その成果がイノベーションの

創出につながるような環境づくりに努めてまいります。 

 

 最後になりましたが、本年が皆様にとって実り多き一年となりますよう祈念いたしまして、新

年のご挨拶とさせていただきます。 
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新年のご挨拶 

 

 

 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA) 
理事長  近藤 達也 

 

平成27年の新春を迎え、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。 

また、日頃より独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の業務につきまして、ご理解

とご協力を賜っております皆様に改めて御礼を申し上げます。 

さて、本年は、PMDAにとって、また貴連合会を含む医療機器産業界の皆様にとっても、飛

躍の年となります。といいますのも、医療機器の特性を踏まえて構築された｢医薬品、医療機器

等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)｣が昨年11月25日に施

行され、まさに本年から本格的に運用が開始されるためです。PMDAとしては医薬品医療機器

等法にも的確に対応することによって、より有効でより安全な医療機器をいち早く医療現場に届

けられるよう、尽力していきたいと考えております。 

改めて医薬品医療機器等法とは何かを述べると、法律の名称にもあるとおり、国民の健康のた

めに、常に信頼性の確認を行った上で、医療機器等の品質、有効性及び安全性を確保するために

必要な規制であります。加えて、医療機器等の新たな研究開発の促進の手助けをしようというも

のであります。医薬品医療機器等法においては、常に公平感をもって、倫理的かつ科学的な判断

が求められています。この倫理的かつ科学的な判断を支えるのはレギュラトリーサイエンスであ

ります。レギュラトリーサイエンスは昭和62年に内山充先生により提唱された日本発の科学で

あり、特に平成20年以降、積極的にわが国から世界に向けて発信してきました。その結果、米

国食品医薬品局(FDA)をはじめとした世界各国で認知され、定着してきました。 

今後、世界に先駆けて、最先端の医療技術を利用したシーズを実用化して、多数の日本国民に

革新的な医療機器を提供していくことが求められています。これを実現するためには、レギュラ

トリーサイエンスの振興により、最先端の技術のための評価方法や判断基準をわが国が率先して

作成し、国際標準にしていくことが重要であります。PMDAは、レギュラトリーサイエンスの

考え方を基本として、医療機器の審査の更なる迅速化と質の向上、開発の迅速化に向けた科学的

側面からの支援を行っていく所存です。また、製造販売後の安全性確保へ積極的に取組んでいく

とともに、更なる業務の国際化、わが国の医療機器規制に関する国際発信にも力を入れていく所

存です。これらの取組みを通じて、世界第一級の審査機関を目指し、邁進して参りたいと考えて

おります。 

革新的な医療機器を世界初承認とし、国民の健康寿命の延伸に寄与するためには、PMDAだ

けでなく、貴連合会を含む医療機器業界の皆様と協働での取組みが不可欠です。そのため、引き

続き、変わらぬご支援・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

最後に、貴連合会と医療機器産業の益々の発展を祈念致しまして、私からの新年のご挨拶とさ

せていただきます。 
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１.行政の動向 

沖縄の特区・地域制度について 

～使い勝手の良くなった制度を是非ご活用下さい～ 

 

内閣府政策統括官(沖縄政策担当)付産業振興担当参事官  鈴木 洋一郎 

 

1．はじめに 

沖縄の特区・地域制度の紹介の場をもうけていただき、ありがとうございます。平成26年の

沖縄振興特別措置法(以下、｢沖振法｣という。)改正により、より使いやすくなった特区・地域

制度について説明します。 

沖縄の特区・地域制度には、3つの特区｢経済金融活性化特別地区(以下、｢経済金融特区｣と

いう。)、国際物流拠点産業集積地域(以下、｢国際物流特区｣という。)、情報通信産業特別地

区｣及び3つの地域｢情報通信産業振興地域、産業高度化・事業革新促進地域(以下、｢産業イノ

ベーション地域｣という。)、観光地形成促進地域｣があり、諸要件を満たした際に税控除等を受

けられる制度があります。特に、特区においては、各事業年度の所得金額の最大40％を損金算

入できる所得控除制度が設けられております。そのほかにも、設備を投資した際に受けられる

投資税額控除や特別償却といった制度もあり、沖縄の産業振興のために役立っております。 

今回は、製造業が対象産業となっている経済金融特区、国際物流特区、産業イノベーション

地域について紹介します。 

 

2．沖縄の特区・地域制度について 

(1) 経済金融特区 

 平成26年沖振法改正により、従来の金融業務特別地区を発展的に解消し、経済金融の活性

化に資する多様な産業の集積を促進することで、｢実体経済の基盤となる産業｣と｢金融産業｣

を車の両輪とした沖縄の経済金融の活性化を実現すべく創設された特区です。対象地域は名

護市に指定されており、対象産業は県知事が設定できるようになりました。平成26年11月現

在の対象産業は、金融関連産業、情報通信関連産業、観光関連産業、農業・水産養殖業、製

造業等となっております。この特区の特色としては、これまでの特区は対象地域、すなわち

名護市内では専ら対象産業を営むことが所得控除制度を利用できる条件でしたが、今年度か

らは主に対象産業を営めば、対象地域内外でどのような産業を営んでもよいこととなりまし

た。 

 

(2) 国際物流特区 

 高付加価値型のものづくり企業や新たな高機能型の物流企業といった、臨空・臨港型産業

の集積を目指している特区です。対象地域は、那覇市・浦添市・豊見城市・宜野湾市・糸満

市及びうるま・沖縄地区が指定されており、対象産業は製造業、こん包業、倉庫業、卸売業、

特定の無店舗小売業、特定の機械等修理業、航空機整備業等です。この特区の特色としては、

保税地域の活用を通じた輸出入の円滑化に加え、輸入品の国内引き取りに際し、製品課税又

は原料課税を選択できる制度(選択課税制度)を有しています。 
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●沖縄振興特別措置法に基づいて指定されている特区・地域

名護市

宜野座村

うるま市

浦添市

那覇市

東村

国頭村

大宜味村

今帰仁村

本部町

伊江村

金武町

恩納村

読谷村
沖
縄
市嘉手納町

北中城村

中城村

西原町

北谷町

宜野湾市

豊見城市

糸満市

石垣市

宮古島市

与那原町

南城市

八重瀬町

南風原町

地域 対象地域

観光地形成促進地域 県内全域

産業高度化・
事業革新促進地域

県内全域

情報通信産業
振興地域

宜野湾市、石垣市、糸満市、沖縄市、豊見城市、
宮古島市、南城市、本部町、恩納村、金武町、
読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、
西 原 町 、 与 那 原 町 、 南 風 原 町 、 八 重 瀬 町

（各市町村全域）

情報通信産業
特別地区

名護市、宜野座村、那覇市、浦添市、うるま市
（各市村全域）

国際物流拠点
産業集積地域

那覇市、浦添市、豊見城市、宜野湾市、糸満市
（各市全域）

うるま・沖縄地区

経済金融活性化
特別地区

名護市全域

スペースの都合上、離島については一部のみ掲載。

国際物流拠点産業集積地域
情報通信産業振興地域
情報通信産業特別地区
経済金融活性化特別地区

凡

例

うるま・沖縄地区 ※下図の枠内

(3) 産業イノベーション地域 

 ものづくり産業が沖縄県経済振興の一翼を担う移出型産業として成長し、沖縄科学技術大

学院大学や琉球大学、沖縄高等専門学校を核とした産学官連携により、生み出される研究開

発成果を活用した新事業・新産業を創出し、国際的な｢知的・産業クラスター｣の形成を目指

している地域です。この地域には所得控除制度がありませんが、対象地域が沖縄県全域と

なっており、対象産業は製造業、卸売業、こん包業、道路貨物運送業等と幅広い産業が対象

となっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．最後に 

沖縄には、成長著しいアジアの中心に位置し、人の流れ、モノの流れの中核となりうる｢地の

利｣といったポテンシャルに加え、豊かな自然と特色ある文化に恵まれ、魅力ある｢地域資源｣が

多様にあります。また、沖縄科学技術大学院大学の開学により、新たなビジネスのシーズを育

てる｢知の基盤｣が急速に形成されています。 

内閣府としては、沖縄の優位性・潜在力を生かして、国際物流産業の集積をはじめとする取

組をさらに推し進め、沖縄が日本経済活性化のフロントランナーとなるよう、引き続きしっか

り支援してまいります。沖縄におけるビジネス展開をご検討頂ければ幸いです。 
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※｢沖縄の特区・地域制度｣の詳しい内容については、下記よりご確認いただけます。また、その

他詳細につきましては、下記連絡先までお問い合わせいただけますと幸いです。 

・別添【沖縄の特区・地域制度の概要】（次頁を参照して下さい） 

・キーワード｢沖縄特区 内閣府｣にて検索 

・内閣府ホームページ 

http://www8.cao.go.jp/okinawa/seisaku/okishinhou/2014kaisei/toc.html 

 

 

内閣府政策統括官(沖縄政策担当)産業振興担当参事官室 

電話 03-6257-1688 
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別添【沖縄の特区・地域制度の概要】 
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２.活動報告 

競争法コンプライアンス規程の策定について 

～安心の業界活動のためのコンプライアンス体制整備の一環として～ 

 

企業倫理委員会 委員長  中島 慎一郎 
(MTJAPAN／テルモ㈱) 

 

1．はじめに 

医機連競争法コンプライアンス規程(以下、｢本規程｣という。)が平成26年度 第2回 理事会で

承認され平成27年1月から施行されました。本規程の趣旨を一言でいえば、｢医機連の会員団体・

会員企業の役職員が医機連の活動に参加し情報交換を行うに当たり、もっぱらカルテルの発生を

防止するため、会合で禁止すべき話題、会合運営上の禁止事項・遵守事項、統計情報の取扱い等

について具体的に明記した実践的なルール｣と表すことができます。 

本規程策定の背景として、昨今の国を跨ぐカルテルの法執行の強化(各国の競争当局間の連携

による摘発の増加、厳罰化、及び領域外の行為に対する積極的な法運用等)が挙げられます。と

りわけ事業者団体においては、競合他社が集まるという点で競争法上のリスクが必然的に高いこ

とから、我が国においても、すでに公正取引委員会が｢事業者団体の活動に関する独占禁止法上

の指針｣を策定し、経済産業省の研究会報告においても、事業者団体におけるルール策定が重要

との提言がなされるなど、事業者団体への競争法コンプライアンス体制整備の要請はますます強

まっています。加えて、昨今の臨床研究不正に端を発した一連の不祥事発生によって医療業界に

対する国民の不信感を招いたという事情から、医機連としても、率先してコンプライアンス体制

を整備することにより医療業界への信頼確保を図るとともに、会員団体・会員企業が安心して医

機連の活動に参加することができる環境を醸成するため、引き続き啓発活動を推進してまいりま

す。 

なお、各会員団体には、平成27年9月を目処に、本規程と同趣旨の規程を策定頂くよう、企業

倫理委員会から通知を発出しご依頼しているところです。 

 

2．本規程の概要 

(1) 目的 

1) 医機連の会合または活動に参加する会員団体の役員及び職員、医機連の会合または活動

に参加する会員企業の役員及び職員が、医機連のすべての会合の運営や情報交換等、医

機連の連合会としての活動について独占禁止法を含む各国・地域の競争法を遵守する。  

2) 医機連の正会員団体がその事業者団体としての活動について、独占禁止法及び競争法を

遵守する。 

(2) 適用範囲 

医機連のすべての活動  

(3) 適用対象者  

1) 医機連役職員  

2) 医機連の会合・活動に参加する会員団体の役職員  
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3) 医機連の会合・活動に参加する会員企業の役職員  

(4) 専務理事等の責務  

1) 専務理事 

① 本規程の内容または運用に関する疑義発生時の理事会報告  

② 医機連役職員及び各委員会委員長ならびに会員団体及び会員企業に対する競争法コン

プライアンスに関する研修の実施 

③ 規程違反等発生時の原因調査・分析、理事会への報告 

2) 事務局長 

① 専務理事が本規程に基づき責務を果たすことについての補佐 

(5) 会合の運営 

1) 話してはいけない話題 

① 会員企業が供給し、または供給を受ける商品又は役務の価格、価格変更、価格構成、価

格戦略、値引き、入札条件、数量、在庫、コスト等 

② 会員企業の設備投資、設備廃止、生産・供給量、生産・供給能力、開発・生産・調達・

販売計画、販売先、販売地域、供給機種、市場占有率、需要予測、需要動向等 

③ その他会員企業の事業活動における重要な競争手段に具体的に関係する内容 

2) 会議の議長及び医機連役職員による議題・配布資料等の事前確認  

3) 会議における事前確認議題・配布資料等に沿った議論  

4) すべての会合への医機連役職員1名以上の出席  

5) 会議の開始前における議長による｢遵守事項｣の掲示、配布または読み上げ  

6) 議長による議事録の作成、医機連による議事録原本または写しの保管  

7) 議長による競争上問題発言発生時の措置   

① その者に対して注意を促す  

② 当該発言を中止しない場合に会議を終了、当該終了事由を会議議事録に記載、遅滞なく

顛末を専務理事に文書で報告  

③ 医機連役職員による競争法遵守の観点から会議の進行の補助   

8) 懇親会における医機連役職員による事前の遵守事項の掲示、配布または読み上げ 

9) 懇親会における競争法上問題発言発生時における措置  

① その者に対して注意を促す  

② 当該発言を中止しない場合に当該懇親会を終了、遅滞なく顛末を専務理事に文書で報告  

(6) 統計情報の収集、管理及び提供 

1) 統計業務は、医機連役職員又は会員企業と無関係な第三者機関に限定  

2) 収集情報は｢実績値｣のみとし、将来予測情報の収集禁止  

3) 統計業務に携わる医機連役職員による収集情報の厳格な管理  

4) 一般又は会員団体もしくは会員企業への統計情報提供は概括的かつ個別企業情報の特

定・ 抽出ができない程度に集合化した情報のみ  

(7) 正会員団体による規程制定の支援 

 

3．おわりに 

末筆になりましたが、本規程の策定にあたりましては、ご助言を頂きました医療機器業公正取
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引協議会、(一社)日本画像医療システム工業会、(一社)電子情報技術産業協会、(一社)日本分析

機器工業会を始めとする関係各位の皆様に深く感謝申し上げます。 
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＜参考資料＞ 
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｢第10回 企業倫理とプロモーションコード講習会報告｣ 

～防げ！不祥事、守れ！社会の信頼と企業価値～ 

 

企業倫理委員会 副委員長  広瀬 剛史 
(日理機工／ミナト医科学㈱) 

 

1．はじめに 

(一社)日本医療機器産業連合会(以下、｢医機連｣という。)では、企業倫理とコンプライアン

スの強化を目的とした業界全体の取り組みとして、平成26年10月を｢企業倫理とプロモーショ

ンコード強化月間｣(以下、｢強化月間｣という。)と定め会員企業における企業倫理とプロモー

ションコードの周知・啓発の取り組みを推進致しました。 

第10回 企業倫理とプロモーションコード講習会(以下、｢本講習会｣という。)は、｢強化月

間｣の推進事業の一環と位置づけ、平成26年10月21日(火)に東京虎ノ門のニッショーホール(日

本消防会館)で開催致しました。 

本講習会は、10回目の節目に当たり、各界の専門家による講演に加え、初めての試みである

パネルディスカッションを企画し、また、現在、｢医療機器業界における医療機関等との透明性

ガイドライン｣(以下、｢透明性ガイドライン｣という。)に基づく資金提供の情報公開が進められ

ていますが、｢透明性ガイドライン｣に関する最新情報も含め、事業運営にお役立ていただける

内容で開催致しました。以下にご講演いただいた内容と講演者によるパネルディスカッション

の概要を報告致します。 

 

2．開会にあたり 

開会に先立ち、医機連 企業倫理委員会 中島 慎一郎委員長より、以下の内容で挨拶が行われ

ました。 

｢臨床研究不正に端を発した、一連の不祥事は医療産業に対する社会からの信頼を大きく揺る

がせる事態となった。我々医療機器産業は公的保険制度の中で事業活動を行っていることか

ら、高い遵法精神と倫理観を持って事業活動を行うことが求められている。また、安倍政権の

戦略に医療機器が取り上げられ、官民上げて医療産業の発展に邁進している中、一度不祥事が

起これば、起こした企業のみならず医療機器産業全体に大きな影響を与えることになる。 

平成26年は医機連にとって、透明性ガイドラインの初年度開示における重要な年で、適切な

情報開示を進めていかなければならず、会員企業の皆様には、ガイドラインに沿った適切な開

示を進めていただくと共に、本日ここで学ばれたことを、会員団体及びご所属の企業において

の周知徹底をお願いします。｣との開会の挨拶を述べられました。 

その後、今年度強化月間の推進標語の紹介がなされ、今年度の標語｢防げ！不祥事、守れ！社

会の信頼と企業価値｣を考案いただいた一般社団法人日本医療機器テクノロジー協会 杉田 雄介

様(Cook Japan㈱)にご登壇いただき、中島委員長より紹介とお礼が述べられ、杉田様より｢コ

ンプライアンスの遵守が、企業価値を守り、高めていくことに繋がっている。その認識が標語

を通じて拡がればと思い作りました｣とのコメントを頂きました。 
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中島 慎一郎委員長と杉田 雄介様 強化月間ポスター 

 

3．企業倫理の諸課題について 

厚生労働省 医政局 経済課 首席流通指導官 池元 伸孝様から、以下の内容でご講演を頂きま

した。 

(1) 最近の医療機器政策関連の動き 

革新的な医療機器の実用化の促進等を図るため、薬事法の名称を｢医薬品・医療機器等の

品質・有効性及び安全性の確保等に関する法律｣に改め、平成26年11月25日に施行される。 

平成26年6月に、｢国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促

進に関する法律｣が成立し、わが国の経済成長を担う医療機器産業に対する支援体制の構築

が進んでいる。 

医療機器における貿易収支の輸入超過を解消するためには、日本の医療機器産業が世界を

リードし、海外でより広く日本製医療機器を使用してもらうために、産学官や関係府省が密

に連携を取り、わが国の優れた物作り技術を生かし、医療ニーズに基づいた出口戦略をもっ

て革新的医療機器の実用化を推進することが重要である。日本の国民皆保険制度、薬事規

制・ノウハウ等の全般パッケージとして輸出を行うことを推進することで各国の医療への協

力に尽力したい。 

(2) 不祥事の防止、コンプライアンスの徹底 

粉飾決算、金銭・物品の贈与、接待による便宜供与が、まだまだ絶えない。そのようなこ

とがマスコミに報道されれば、企業のみならず業界全体にとっても大きな損失になる。この

ような企業の共通点は、隠蔽体質、社会常識からの乖離、国民の軽視、社会に対する説明責

任の欠如が考えられる。不祥事発生を防止する基本は、経営トップ層の率先垂範である。対

策としては、コンプライアンス第一の風土、内部通報制度の実効性を確保する、第三者によ

る監査の充実である。 

企業に望むこととしては、新たな医療機器の開発・患者さんへの早期提供は当然である

が、高い企業倫理の確立や、公正競争規約・プロモーションコードの遵守が求められる。 

 

4．企業倫理委員会活動報告 

企業倫理委員会の活動報告と透明性ガイドラインの推進について、企業倫理委員会 後藤 秀

郷副委員長より以下の内容で説明がありました。 
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(1) 企業倫理委員会について 

会員19団体から推薦された委員により構成されており、倫理･プロモーションコード分科

会、周知分科会、透明性推進WG、海外コード対応WG、競争法遵守ルールWGで構成されて

いる。使命と役割は、医機連策定の業界自主ルールの管理運営を行うこととコンプライアン

スの周知啓発活動を通じ不祥事を未然に防止することである。 

(2) 透明性ガイドラインについて 

Q&Aを定期的に発行し、各団体会員を通じ会員企業に情報提供を行っている。今回の資料

に統合版として掲載しているので、参考にしていただきたい。 

Q&Aの変更点として、平成27年度公開分より運用が変更となる箇所の説明があった。ま

た、医機連のホームページ内に開設された“自社ウェブサイトを開設していない会員企業が

情報公開を行うことのできるページ”が紹介された。 

最近の動向として、医機連会長通知として、｢臨床研究に係わる信頼性確保に向けた透明

性確保と企業ガバナンスの徹底について｣と｢透明性ガイドラインに基づく情報公開につい

て｣の発出があり、平成26年11月を目処に具体的な実務指針を策定する予定で、会員企業は

改めて情報公開について確認していただきたい。 

(3) APEC Business Ethicsについて 

APECではビシネス倫理コードの確立を目指し活動を推進しており、平成26年9月に中国

南京市においてビシネス倫理コードに関するフォーラムが行われ、医療機器業公正取引協議

会の高橋勝美指導・審査委員長(一般社団法人日本歯科商工協会副会長)に我が国の医療機器

業界における自主ルール等の積極的な周知活動の報告を行っていただいた。 

(4) 医機連･競争法コンプライアンス規程について 

医機連の活動としての会合の運営や情報交換におけるカルテルの防止を目的に、｢医機連

競争法コンプライアンス規程｣の策定を検討しており、平成27年1月1日施行予定で準備を進

めている。 

 

5．製薬企業の活動と製薬企業を取り巻く環境について 

透明性ガイドラインを中心として、日本製薬工業協会(以下、｢製薬協｣という。) コード委員

会 実務委員長 川尻 邦夫様より、以下の内容で講演を頂きました。 

(1) 平成26年度 事業活動方針として、コンプライアンスの徹底と企業活動の透明性向上を製

薬協一体となって行っている。高い倫理性をもって透明性の確保と社会の信頼に応える活動

として、コード・オブ・プラクティス等の自主基準を遵守することに加え、透明性ガイドラ

インを医学・医療の健全な発展、有機的な産学連携推進のためのツールとしている。 

(2) 臨床研究事案を踏まえた対応の再発防止策として、｢臨床研究支援のあり方に関する基本

的な考え方｣を取りまとめたが、その中で明記している通り、新薬の開発には産学連携は不

可欠であり、関係がきちんと保たれている状況が必要で、そのためにも透明性が求められて

いる。 

(3) 平成26年度の事業計画では、国際連携を図り、会員会社と医療関係者等のステークホル

ダーと、適正な交流を確保するとともに、患者さんにとって最善の治療及び製薬協の信頼性

の維持向上に寄与することを基本方針としている。ノバルティス社問題を受けての対応と、

資金提供の情報公開の現状と今後のあり方について情報公開の統一化を含め検討している。 
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(4) 最後に、平成26年コード理解促進月間(｢あなたの仕事に活かされていますか？(コード・

オブ・プラクティス)～コード・オブ・プラクティスは、患者さんから信頼されるための私

たちの行動規範です～｣)が紹介された。 

 

6．会員企業による不祥事と再発防止に向けての医療機器産業界の取り組み 

医療機器業公正取引協議会(以下、｢公取協｣という。) 指導・審査委員長 (一社)日本歯科商

工協会 副会長 高橋 勝美様に、以下の内容で講演を頂きました。 

(1) 医療機器業界の自主ル－ルは、平成3年～4年に増収賄事件が同時多発して発生したことか

ら、厚生省(当時)より行政指導があり、取引の適正化の確立を目指した医療機器業界の自主

ルールとして、平成5年に｢倫理綱領｣、平成9年に｢プロモーションコード｣、平成11年に｢医

療用具業における景品類の提供制限に関する公正競争規約｣が施行された。 

(2) 自主ルールの施行後の状況として、公正競争規約違反事件等の紹介があり、毎年違反事例

が発生している。再発防止の取り組みとしては、①企業倫理とプロモーションコード強化月

間と周知、②企業倫理とプロモーションコード講習会開催、③周知資材の活用、④規約イン

ストラクター養成研修を挙げられ、そのポイントとして、プロモーションコードと公正競争

規約の遵守、相談窓口の活用、企業トップの率先垂範が重要であること、そして法令軽視→

不祥事→社会的信頼の喪失→業績の悪化・倒産の連鎖に巻き込まれないことである。 

 

7．臨床研究等のCOI(conflict of interest)の現状と透明性向上への取り組み 

東京医科歯科大学 研究･産学連携推進機構 教授 産学連携研究センター センター長 飯田 香

緒里様に、以下の内容で講演を頂きました。 

(1) 医学研究COIを巡る動向として、平成25年のディオバンの臨床研究事案を受け、大学サイ

ドも危機意識を感じ、COIマネジメントに対する意識が向上している。医学研究費の現状は

40％が民間企業からの資金で、我が国の医学研究は、産業界に大きく支えられている。 

学術研究機関と産業界との多様な産学連携活動(共同研究・受託研究・寄附講座・奨学寄

附金・技術移転・技術指導・ベンチャー企業による開発・講演・原稿執筆等)による役割分

担でイノベーションの創出が可能となる。 

(2) 医学研究透明性向上に向けた取り組みは、平成25年11月に全国医学部長・病院長会議策定

の｢医系大学・研究機関・病院におけるCOI マネジメントガイドライン｣、平成26年6月には

国立大学附属病院長会議策定の｢企業等からの資金提供状況の公表に関するガイドライン｣が

公表された。文部科学省においては、平成27年適用予定の｢研究活動における不正行為への

対応等に関するこのガイドライン案｣が検討中であり、COIマネジメント体制強化の動きがあ

る。 

(3) 平成26年4月の製薬協による｢製薬企業による臨床研究支援のあり方に関する基本的考え

方｣において、奨学寄附金の資金提供のあり方として、“自社医薬品に関する臨床研究に対

する資金提供の支援方法としては用いない”とされているが、今まで奨学寄付金にかなり医

学研究は支えられてきている。奨学寄附金がなくなると、臨床研究を支援する新たな受け皿

の検討をしなければならないことが、大学サイドの課題とされている。COIマネジメントだ

けで解決するものでなく、学会発表、論文発表、インフォームド･コンセントの際にきちん

と利益相反状態を開示することにより、国民･社会から信頼が獲得される。研究者各人に意
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識が無ければ全う出来ず、更なる意識向上が課題となる。また、COIマネジメントは、社会

に対する責任であり、更にディオバン問題は、産学における転換期であり、産業界と大学サ

イドが対話をし、適切なシステムを考えていく必要がある。 

 

8．クライシスコミュニケーション 

不祥事発生時の情報発信について、読売新聞社東京本社 編集局医療部 部次長 館林 牧子様

より、以下の内容で講演を頂きました。 

(1) 何か事件が起きたときに、マスコミはどのように反応をするのか。例えば、JR北海道の貨

物列車の脱線事故では、同じ事件が起こっても情報公開が遅れ後手後手に回ると社会の不信

感を招き、記憶に残りやすい、意図していない作為があったのか、意図的に改ざんしていた

のか、それが組織的に行われたのかなどの疑念が生じると、マスコミが記事を大きく掲載し

て行く判断材料になる。 

(2) 医薬品の臨床試験の改ざんにおいても、医療機関の記者会見で別の大学に飛び火して潮目

が変わり、問題が大きくなり、更に刑事事件に発展、他の製薬メーカーへも拡がった。事件

の背景には｢利益相反状態｣があり利益相反は悪ではないことを分かりやすく発信しなければ

ならない。また、企業と医療機関との労務提供も問題視されている。 

(3) 医療機器業界においても製薬メーカーの労務提供とどこが違うのか、違うのであれば社会

に説明できる状態にすることが必要である。医療産業育成が社会的な課題となっている昨

今、問題が起きたときのクライシスコミュニケーションは大事であり、産業界として日頃か

らの分かり易い情報発信が重要である。 

 

9．近時の企業不祥事の傾向と課題 

西村あさひ法律事務所 弁護士 木目田 裕様に、以下の内容で講演を頂きました。 

(1) 贈賄、外国公務員贈賄、民々汚職について、平成9年～10年に接待汚職が摘発され、国家

公務員倫理法が制定された。最近は単なる接待であっても、贈賄収賄で摘発されることが目

立ってきている。世界を上げて汚職撲滅に取り組まないといけないとされ、不正競争防止法

で処罰される。 

(2) 世間の見る目は厳しく変わってきており、民間であっても、会社法967条の汚職罪、

Fraud(詐欺)については、英国では既に対象、中国では商業賄賂となり処罰される可能性が

ある。汚職やデータ操作があると、良い物を作っていても、製品やサービスにおいても“駄

目”の評価を受ける。外部目線から見て不透明な関係や関与は、製品や研究において、たと

え中身が適正であっても、適正でないと見られ、疑われないためにも透明な手続きが重要で

ある。 

(3) 独占禁止法・カルテルについては、リニエンシー制度により横への連鎖が拡がったため、

露見は必至である。日米欧で同時摘発されており、日本企業に数十億円から数百億円の罰金

が科せられ日本人30名弱が服役している。 

カルテルと情報交換は紙一重、政府規制や政策、政府情報、一般的な経済動向、統計等は

問題はないが、アウトプット情報、将来や今年のプライス戦略等の話を交換すると、カルテ

ルの合意に結び付くと考えられ、充分な注意が必要である。業界団体での会合においても、

事前に議案の送付を受け、内容を検討し、プライスや出荷量の話があれば、議論をさえぎ
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り、退出する必要がある。 

 

10．講演者によるパネルディスカッション 

独立行政法人地域医療機能推進機構 理事 前野 一雄様をコーディネーターとし、公取協 高

橋様、東京医科歯科大学 飯田様、読売新聞社 館林様、西村あさひ法律事務所 木目田様による

パネルディスカッションが行われました。 

日本の産業戦略において、医療産業が経済成長を支える重要産業に位置付けられています

が、臨床研究等における一連の不祥事が発覚したことにより、国民の不信感や不安感が増して

おり、コンプライアンスと透明性を推進することが不可欠となっています。これらの背景を踏

まえ、“何故今、コンプライアンスが重要なのか”をテーマにパネルディスカッションが進め

られ、活発で有益な意見交換が行われました。 

(1) 医療機器の場合はメーカーと利用者においてクローズな関係が有り、一般の人には分から

ない部分があるのではないか 

・ 医療機関との関係は一般の方には分かりにくい領域ではある。それだけに、自主ルール

によるコンプライアンスと透明性が必要となる。我々も治療してもらうことを考える

と、医療機関と事業者のコンプライアンスや透明性が確保されていなければならない。

(高橋様) 

(2) データの改ざん等が表面化したことに見られる国民の不信感についてどう考えるか 

・ 今回の事件をきっかけに危機意識は高まっており、各大学において基盤の整備が進んで

いる。利益相反の指針を作っている研究機関等は、国立大学は85.7％、公立大学は

32％、私立大学は23％であり、推察ではあるが一般クリニック・病院に関しては、ほと

んどないのが現状と考えられる。(飯田様) 

・ 医療機器業界においても市販後調査を悪用する事例もある。(高橋様) 

・ 不正なことをしていると信用されなくなり、また制裁措置や資格喪失により、マーケッ

トを制限されて経営危機に陥ることも少なくない。(木目田様) 

・ 一般にいう“たれこみ”について、内部告発や同業他社によるもの、ネットによるもの

等、近年の動きについては、マスコミにおいては、週に一件程度はあり記事になるもの

もある。(館林様) 

・ 医療研究機関の不祥事のダメージは、研究費がもらえない、研究者個人に対しても数年

間において公的資金を取りにいけなくなり、研究生命が断たれることになる。現在、不

正ができない仕組み作りが始められている。(飯田様) 

・ 海外でのダメージについて、自動車部品カルテルの例では、個人に責任が課せられ、ア

メリカにおいては、会社の行為に関しては違法な利得を吐き出させ、違法行為を行った

個人に対しては禁固になる場合が多い。(木目田様) 

・ 利益相反に関し、企業から奨学寄附金を受け取ることが悪いことだと誤解され、講演を

受けると企業に有利なデータの開示をすると見られ、透明性の開示の一点を抽出し非難

をしようとしている状況がある。何をしようとしているか全体を見て、産学連携が必要

であることも含め、適正に報道していただきたい。(飯田様) 

・ 業界サイドからは、ひも付きのように見られるが、発展の為には必要である場合が多

い。報道から見ると、奨学寄附金の額により、治験が左右され、有効な開発に使われて
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いるのでなく、販促に使われているのではないかと思われるものもある。(飯田様) 

・ COI開示を明確に行うべきで、学会発表、論文発表、また患者さんへの説明に、明確な

説明責任を果たすことを徹底しなければいけない。(飯田様) 

(3) 医療機器業界においては、製薬業と規模の違いがあるが、医療機器による治験を行うこと

が少ないのか、このような問題は起こっていないのか。また、医療現場に医療機器業者が立

ち会うことは一般から見れば異様に感じるが、産学連携には必要なことでもあり、どの様に

国民に説明していくべきか 

・ 大学でも医療現場に医療機器メーカーを呼びニーズを知ってもらう、医師と対話をし、

新たな医療機器の開発になる治験を企画している大学も多い。その場合もインフォーム

ド･コンセントを行い、倫理審査を経由することを徹底している。その後、共同研究を

スタートした後では、開示をして行くことに尽きる。(飯田様) 

・ 日本の基準とグローバルな基準について、米国と比較すると、1、2歩後れてついて行っ

ているように思える。経営トップの認識不足があり、信用されていないように感じる。

(木目田様)  

(4) メディアの報道について 

・ ずさんな管理体制等があると報道されやすい。早めの情報公開が大事。分からないこと

があっても、事態把握のため、今何をしているかを説明する必要がある。早めに謝罪す

ることが良く、報道側は良く分からない場合、とりあえず大きめに扱う傾向がある。

(館林様) 

(5) 最後に強調したい点について 

・ トップから現場に係わっている方まで、全社を挙げての広い範囲で公正競争規約、プロ

モーションコードに取り組んでいただければ、不祥事を未然に防ぐことができる。(高

橋様) 

・ 利益相反マネジメントと情報開示で全うできると思っている。利益相反が悪いことだと

誤解している先生方もおられ、産学連携は社会貢献の一部であり、利益相反に対する意

識を強く持っていただく必要がある。製薬企業の中には、ネガティブデータに関して開

示をさせないことを条件にしている場合もあり、両方の意識を高める必要がある。(飯

田様) 

・ 基本的に悪いことは書きたくないので、書かなくて良いようにお願いする。(館林様) 

・ グローバル展開において、医療機器においても日本製品がすばらしいと評価される時代

が来る。グローバルな状況変化に対し常に敏感になり、コンプライアンスを第一に社内

に浸透させていけば不祥事は防げる。(木目田様) 

(6) パネルディスカッションまとめ 

・ 全ての企業は、社会のシステムの一部として責任を持っている。企業のコンプライアン

ス違反問題は、社会の信頼を裏切る行為になる。一旦国民の信頼を失うと、回復は膨大

な労力が必要となる。企業の社会的使命を自覚すればその方向が見える。肝に銘じ産業

界として進めていただきたい。(前野様) 

 

11．おわりに 

今回は初めての試みとして、パネルディスカッションを実施致しましたが、各テーマにおい
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て、立場の異なる方々からの意見交流を聞くことでき、自主ルールの周知活動に大変参考とな

りました。今回の試みを生かし、今後もより良い講習会を企画して参ります。 

最後になりますが、今回ご講演をいただきました講師の方々、企業倫理委員会委員、並びに

事務局をはじめとする関係各位に感謝申し上げます。 

 

パネルディスカッションの様子 
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｢第4回 医療機器技術者セミナー｣報告 

～『医療機器の研究開発を安全に適正に推進するために』～ 

 

技術委員会 委員長  平 野  知 
(日医工／フクダ電子㈱) 

 

1．はじめに 

 医機連技術委員会では、我が国の医療機器産業の活性化のために、医療機器開発に係わる若

手技術者の育成を支援することを目的に、平成23年から｢医療機器技術者セミナー｣を開催して

います。このセミナーは、研究や開発に係わる技術者が、より独創的で効果的な医療機器の開

発を実現するための貴重な知見や情報をはじめ、医療機器の開発に必要で有用な共通の知識や

情報をわかり易く解説して、より多くの皆様に実践で活かしていただくことで、より優れた医

療機器の開発に役立つことを意図しています。 

 ここでは、平成26年9月26日にニッショーホールで開催致しました｢第4回 医療機器技術者セ

ミナー(以下、｢本セミナー｣という。)｣につきましてご紹介致します。 

 

2．本セミナーの内容 

 本セミナーは、副題を、｢医療機器の研究開発を安全に適正に推進するために｣と題して、総

務省、厚生労働省、経済産業省、特許庁に係わる各分野についてそれぞれのトピックスを選び

講演を頂きました。また、設計開発事例として補聴器を題材に、小型・高密度化技術の紹介を

行いました。詳細は以下の通りです。 

 

(1) ｢医療機関における携帯電話等の使用に関する指針について －電波が医療機器へ与える影

響－｣ 

1) 埼玉医科大学 保健医療学部教授 加納 隆 先生 

 平成26年8月19日付けで、EMCC(電波環境協議会)より公表された｢医療機関における携

帯電話等の使用に関する指針｣に関して、指針改正の背景及び実験結果、指針の概要、携帯

電話の院内使用に関する注意点等についての講演。 

 

(2) ｢研究開発者が遵守すべき規範について －試験評価を適正に行うために－｣ 

1) 第1部 厚生労働省医政局研究開発振興課  高橋 未明 課長補佐 

 ｢臨床研究に関する倫理指針の概要｣ 

2) 第2部 医機連法制委員会 元 社内で実施される人を対象とした性能確認等の試験 

WG主査 清水 佳文 氏 

 ｢社内で実施される人を対象とした試験等に関する倫理指針への取り組みについて｣ 

 第1部では、疫学指針・臨床指針の見直し及び最近の問題事案について、第2部では、社

内でのボランティア被験者での性能確認等作業に関して社内規程の整備や倫理審査委員会

等の設置の必要性についての講演。 
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(3) ｢神戸医療産業都市のクラスター集積について －神戸の機能を活用した医療機器開発－｣ 

1) 神戸市医療産業都市企業誘致推進本部医療関連企業誘致担当課長 森川 誠也 氏 

 神戸医療産業都市の概要、医療機器開発支援の取組、バイオ・メディカルクラスター、

産官学・国家戦略特区等についての講演。 

 

(4) ｢医療機器開発時の知的財産の創生 －開発の価値を高めるために－｣ 

1) ㈱日立メディコ知的財産部 特許グループ長 水戸部 勝彦 氏 

 開発における上流から下流における各開発コンセプトでの特許・意匠出願へのキーポイ

ントについて、実例を挙げての説明。 

 

(5) ｢福祉・医療機器の設計開発事例｣ 

1) 医機連技術委員会副委員長 リオン㈱執行役員R＆Dセンター 技術開発部長 

 成沢 良幸 氏 

第1部 ｢聴覚障害を補う補聴器の技術 －聞こえの追求と小型化技術－｣ 

第2部 ｢機器の小型高密度化設計 －3次元テクノロジーと設計手法－｣ 

補聴器の事例を元に、補聴器としての技術進歩の変遷、小型化・高密度化への取り組

み、雑音との戦い、3次元設計の利点とキーポイント等についての講演。 

 

3．参加状況  

本セミナーの参加者数は187名でした。 

 過去の技術者セミナーと比較すると、約半数

程の入場者数となりました。 

これは2ヶ月後に予定されていた薬事法改正

に伴う講習会の同時期開催等による影響を受け

たものと考えられます。 
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4．参加者へのアンケート結果 

 本セミナーは継続的に開催する位置づけとなっているため、以下、｢参加者職種｣、｢参加者年

齢｣、｢参加回数｣、｢参加満足度｣について第1回～4回の集計を表します。 

 

 4-1 参加者職種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 参加者の職種の分布は、｢設計開発｣が毎年最も多く、第4回の割合は68.9％で過去最高となっ

ています。 

 

 4-2 参加者年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 参加者の年齢分布は、第1回に30歳代以下が66％でしたが、第2回51％、第3回41％、第4回

43％となっており、30代、40代、50代の割合がほぼ同様になってきています。 
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 4-3 参加回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第1回を除き、第2回目以降、｢初めて参加｣が圧倒的に多い。これは、リピータ数が少ないこ

とを示しており、トータル的な技術者総数から鑑みると継続的な展開のための何らかの対処が

必要と考えます。 

 

 4-4 参加満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第1回～第4回の全体的な傾向として、｢とても満足｣、｢満足｣が過半数を占めています。 
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5．今回のセミナーで最もためになったと思うテーマ及び今後セミナーで取り上げて欲しいテーマ 

 

 5-1 今回のセミナーで最もためになったと思うテーマ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5-2 今後セミナーで取り上げて欲しいテーマ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本セミナーで最もためになったテーマは、設計開発事例紹介でした。また、今後取り上げて

欲しいテーマとしては、｢医療機器の開発等に係る新技術の情報や解説｣、｢医療機器開発の進め

方に関する情報や事例解説｣、｢医療機器の安全対策に関する情報や事例解説｣となりました。こ

れらのアンケート結果より、医療機器を設計開発する上で、新しい技術をどのように効率的に

開発に生かしていくかがキーワードとなると考えます。 

 

6．終わりに 

 先述のように、｢医療機器技術者セミナー｣は第4回目となりましたが、毎年の受講者数が減

少傾向にあります。これは、薬事法の改正のほか、様々な要素によるものと考えられますが、

受講者から頂いたアンケートの内容を分析し、設計、開発技術者の技術力向上を目的とし、今

後のセミナー立案に生かしていきたいと考えます。 



 

44  医機連ニュース 第88号（2015年 JANUARY) 

『医療機器販売業・貸与業、修理業の対応』講演報告 

～法改正におけるスムーズな移行に向けて～ 

 

販売・保守委員会 副委員長  山口 幸宏 
(歯科商工／㈱吉田製作所) 

 
1．はじめに 

平成26年11月25日に『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法

律』いわゆる『医薬品医療機器等法』が施行されました。これに先立ち、販売・保守委員会で

は、近年毎年開催している『医療機器業セミナー』の中で、法改正に伴う販売・貸与業、修理

業に関係する内容をテーマとして取り上げました。本稿では、10月8日(東京会場)、10月15日

(大阪会場)に開催したセミナーの概要を説明致します。 

 

2．医療機器業セミナー(以下、｢本セミナー｣という。) 

(1) 外部講演 

1) 医薬品医療機器等法について 

今回、厚生労働省 医薬食品局 医療機器・再生医療等製品審査管理室 室長補佐 渋川 

明良氏より、以下について講演していただきました。 

① 製造業の登録制 

② 承認/認証審査 

③ 単体プログラム 

④ 高度管理医療機器の認証基準 

⑤ 認証の承継制度 

⑥ 使用成績評価制度 

これらの講演の中でも、今回の法改正の目玉とも言うべき、単体プログラムについて受

講者もかなり興味を持たれたことではないでしょうか。 

今回の改正により、医療機器製造業が登録制になり、その取扱い、単体プログラムの考

え方や取扱い、高度管理医療機器(クラスⅢ機器の一部)の認証化の説明、認証の承継の考

え方、再審査・再評価制度の見直しなどについて、講演時においてまだ検討中である内容

を含め講演していただきました。 

 

2) 薬事監視状況の実態 

厚生労働省 医薬食品局 監視指導・麻薬対策課 薬事監視第二係長 江田 美沙子氏よ

り、以下について講演していただきました。 

① 法改正の概要 

② 販売業者の遵守事項 

③ 分割販売について 

④ 修理業者の遵守事項 
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⑤ 医療機器プログラム(単体プログラム)について 

⑥ 自主回収 

⑦ 広告制限、未承認医療機器の取締り等 

講演の中で、分割販売に関連した、発出された通知の解説及び『分割販売』と『小分け

製造』についての説明、医療機器プログラムを取扱う上での販売業のイメージ、添付文書

の考え方や表示について図で示した説明をしていただきました。また回収については、具

体的な回収事例を交え、基本的な考え方を講演していただきました。 

 

3) 東京都における法改正による移行、更新等の手続き【東京会場のみ】 

東京都 福祉保健局 健康安全研究センター 広域監視部 医療機器監視課課長 小川 正氏

より、以下について講演していただきました。 

① 法改正の主な内容 

② 法改正関係 

③ 高度管理医療機器等販売業・貸与業特別区への権限移譲 

④ 通知等 

⑤ その他 

特に、『法改正関係』では、東京都における高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の

許可更新申請、法改正に伴う対応窓口について具体的に説明していただき、『高度管理医

療機器等販売業・貸与業特別区への権限移譲』では、｢地域の自主性及び自立性を高める

ための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律｣(平成25年6月7日成立、平成

25年6月14日交付)に伴う、今まで東京都が行ってきた手続きを、特別区が行うこととなる

旨の説明がありました。(施行日は、平成27年4月1日) 

 

4) 法改正に伴う手続き等について【大阪会場のみ】 

大阪府 健康医療部 薬務課 医療機器グループ 鶴村 春佳氏より、以下について講演を

していただきました。 

① 法改正の概要について 

② 販売業・貸与業の法改正等について 

③ 修理業について 

④ 販売業等の権限移譲 

法の改正については、医療機器の流通関係図を示しながら、法改正に関係する範囲を示

した上での各項目における説明をしていただいたので、初めて聞いた方には聞きやすかっ

たのではないかと思います。 

具体的には、薬事法等の一部を改正する法律の概要(平成25年法律第84号)の資料を元

に、そこに記載された以下について解説していただきました。 

① 医薬品、医療機器等に係る安全対策の強化 

② 医療機器の特性を踏まえた規制の構築 

③ 再生医療等製品の特性を踏まえた規制の構築 

また、医療機器販売・貸与業に関する経過措置、高度管理医療機器等販売業・貸与業者

の遵守事項、修理業者の遵守事項、販売業等の権限移譲について講演をしていただきまし
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た。 

 

(2) 業界側講演 

1) プログラム医療機器とその取扱いについて 

小職より、本セミナー当日までに発出された告示、省令、通知などを紹介し、プログラ

ム医療機器についての考え方や、取扱いについて明確になっている項目、本セミナー開催

時点でなお議論されている内容を踏まえ説明しました。 

また、法改正で初めて医療機器となることから、医療機器としての様々な手続きに関す

る経過措置についても説明しました。 

 

2) 各業態における注意事項 

① 販売業等に関する注意事項 

販売・保守委員会委員 伊藤超短波株式会社 茂腹 和男氏(東京会場)、株式会社日立ハ

イテクフィールディング 近藤 路加氏(大阪会場)が講師となり、販売業・貸与業に関連

する法改正の概要説明及び運用上の解釈ということで、｢医療機器の分割販売｣(薬食監麻

発0411第3号 平成26年4月11日)について当該通知の意図する｢医療機器の分割販売｣と

は、在宅医療の現場への医療機器販売を意図したものであることを説明致しました。 

また、中古医療機器について｢製造販売業者による中古品の販売又は賃貸に係る通知の

処理について｣(薬食監麻発1018第1号 平成25年10月18日)についての解釈についても説

明致しました。 

本セミナーに初めて参加された方に向けて、業申請手続きについての説明も致しまし

た。 

② 修理業に関する注意事項 

販売・保守委員会委員 テルモ株式会社 戸澤 匡広氏より、修理業に関連した講演とし

て、実務者としては是非、確認しておいていただきたい内容について、幅広く説明して

いただきました。 

a.修理業申請時の疎明書について 

b.責任技術者の呼称変更について 

c.修理業の特例について 

d.プログラムの修理の非該当について 

e.賃貸業から貸与業への変更について 

f.修理時の代替え機貸出しについて 

g.輸入品に対する補修について 

h.医療機器の故障による事故防止について 

今となっては、貸与業のQ&Aとして発出されましたが、『修理時における代替え機貸出

し(修理の付帯行為)の実態を考慮して、貸与業の許可等を受けることを要しない。』につ

いても、説明をしました。 

 

以上、本セミナーでは法改正をテーマにしたことから、多数の参加者を見込み、平成21年以

来となる大阪でも開催を計画し、準備を進めていましたが、参加募集開始後、1日半で東京会場
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が満席となり、医機連初となる同日2会場での開催となりました。それでも聴講出来なかった方

には、この紙面をお借りしてお詫び申し上げます。 

また大阪会場も予想以上の方々が申込みをされたので、同じ会場の大ホールに会場を替えての

対応を致しました。 

本セミナー当日は、会場の外に長い行列が出来、東京会場では参加申込み者843名(369社)、

出席者785名、大阪会場では参加申込み者535名(314社)、出席者507名の方に参加していただき

ました。 

小職が講師として講演を行った時に、檀上から『本セミナー又は医機連開催セミナーに初めて

参加した方』への挙手をお願いしたところ、会場参加者の約3分の1の方から手が挙がりまし

た。 

これは、今回の法改正及びプログラム医療機器への関心の高さであると実感しました。 

本セミナーでは、開催案内の公表後に会場追加や変更が生じ、応募された皆様には御不便をお

かけ致しました。 

平成27年度 本セミナーでは、『医薬品医療機器等法』に対応した『販売業等に関する手引

書』(仮タイトル)、『修理業に関する手引書』(仮タイトル)に関する内容で計画しています。詳

細が決定次第お知らせ致しますので、是非参加していただければ幸いです。 
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販売・保守委員会講師：山口(筆者)  販売・保守委員会講師：茂腹氏 
 

   

販売・保守委員会講師：近藤氏  販売・保守委員会講師：戸澤氏 
 

   

司会：高松氏(東京会場)  司会：武藤氏(大阪会場) 
 

   

閉会の挨拶をする、内山委員長   
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医機連副会長の開会挨拶 

医療機器・再生医療等製品審査
管理室専門官 

監視指導・麻薬対策課専門官

｢平成26年度 第一回 医療機器の承認・認証申請等に 

関する説明会｣開催報告 

 

法制委員会 副委員長  神野 武夫 
(JEITA／フクダ電子㈱) 

 

1．はじめに 

平成26年9月11日(東京)、9月17日(大阪)、9月30日(東京追加)の計3回、｢医療機器の承認・

認証申請等に関する説明会｣(以下、｢本講習会｣という。)を開催させていただきました。本章で

は、説明会申込み時に実施したアンケート及び講演内容について、報告させていただきます。 

 

2．｢医療機器の承認・認証申請等に関する説明会｣について 

 本講習会は、平成26年11月25日に施行される｢医薬品、医療機器

等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略称：医薬品医

療機器等法)｣(以下、｢新法｣という。)について、具体的な運用はど

うなるのか、今から何を準備すべきなのか、新法への対応準備はど

う進めるべきか、ということを、事前に理解していただき、各種対

応に向けてスムーズに行動していただくことを目的として企画させ

ていただきました。 

 政省令が7月30日と8月6日に2回に分けて発出されましたが、施行

日を目前に控えているにもかかわらず、関係通知類の発出が遅れ、

運用通知等が明らかにならないまま、日にちだけが過ぎていく状況

でした。 

 今回施行される新法では、医療機器に係る規制が多方面に渡って変更されることから、｢体制省

令｣に基づく組織体制の整備をはじめ、新QMS省令に準拠した手順書類の確立、また製造業の登

録や既存品目の新法移行手続き(記載整備)、そして新法下における更新QMS調査に向けた準備な

ど、医療機器の製造販売業者、製造業者には各種の対応が求められることになりました。 

 このような背景から、本講習会では医機

連の関連委員会が総力を結集し、新法の全

体像を可能な限り具体的に示すとともに、

企業側で必要となる対応準備等に焦点をし

ぼった内容で行うこととし、通常よりも時

間を拡大して実施致しました。 

 講演については、厚生労働省医薬食品

局 審査管理課 医療機器・再生医療等製

品審査管理室並びに厚生労働省医薬食品

局 監視指導・麻薬対策課からは、政省

令に係る具体的な解説と制度運用に係る 
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閉会挨拶(筆者) 

基本的な考え方をお話しいただくとともに、医機連QMS委員会からは新QMS省令への対応と

新法下におけるQMS調査への準備等について、また医機連PMS委員会からは添付文書届出制

の導入や添付文書の個装添付の省略について解説していただきました。 

 さらに、法制委員会から、承認申請に関する留意事項について説明し、医療用プログラムの

取り扱いについても協議中の議論内容を報告させていただきました。また、法制委員会 委員長

からは、総合的に新法への移行に対して留意すべき事項を詳細に報告させていただきました。 

 本講習会の開催につきましては、参加希望者が予想をはるかに超

えてしまい、かつ、受付開始当日に定員に達してしまうという想定

外の事態が発生してしまい、賛助会員の参加希望の皆様にはご迷惑

及びご心配をお掛けしてしまいました。そのため、説明会の追加開

催を急遽検討し、東京での追加開催を決定した次第です。 

 本講習会の企画立案から開催まで、多くの関係者の皆様にとっ

て、波乱の中での実施となりましたが、各講師の皆様が詳細な説明

資料の作成と当日の丁寧な講演をしていただいたため、たいへん有

意義な講習会になったものと感謝しています。 

 

 

 

3．薬事法改正の動きについて 

 今回の新法におけるポイントは、医薬品、医療機器等の安全かつ迅速な提供の確保を図るた

め、添付文書の届出義務の創設、医療機器の登録認証機関による認証範囲の拡大、再生医療等

製品の条件及び期限付承認制度の創設等の所要の措置を講ずるための法改正であるとされてい

ます。 

 したがって、下記にあげられるように、多方面に渡る医療機器規制について見直しされるこ

とになりました。 

 医療機器に関わる法改正の主な変更点は下記があげられます。 

 

1．安全対策の強化 

(1) 医療機器等に添付する添付文書の届出制の導入 

  (医療機器の場合はクラスⅣのみが対象) 

2．医療機器の特性を踏まえた規制の構築 

(1) 医療機器の製造業について、許可制から登録制に取扱いを簡素化 

(2) 医療機器の製造・品質管理方法の合理化として基準適合性調査の導入 

(3) 製造所ごとから製造販売業者等を中心としたQMS体制への移行 

(4) ISO13485/2003相当部分と国内における品質等の確保を目的とした追加的要求事項の明

確化 

(5) 規制の合理化として製品群ごとのQMS調査(基準適合証による調査の省略)を導入 

(6) 高度管理医療機器にも認証制度を拡大 

(7) 診断等に用いる単体プログラムについて、医療機器として製造販売の承認・認証等の対

象とする。 
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4．参加人数等の推移について 

 今回の参加者人数の総数は3,632人で、昨年度の講習会から1,600名以上伸長し、約1.8倍の参

加人数となっています。もちろん、私が知る限りでも、一番多くの参加者となりました。これ

は、今般の法改正が多方面に渡る法改正であり、施行日まで時間もなく、今後の段取りや、優

先すべき課題が大変多いため、各社勉強し、協力していかなければ、医療機器業として生き残

れないとの緊迫感もあって、多くの受講者が参加されたものと理解しています。 

 参考資料1及び2に示すように会員企業からの参加も大きく伸長しました。例えば、参加者の

職種を見てみると、薬事申請業務がいつも多くを占める(前回までは、薬事1に対して品保0.5の

割合)のですが、今回は、品質保証業務の方(薬事1に対して品保0.8の割合)が大変多く受講者

し、その他の部分では、前回100名程度でしたが、今回は900名を超える方が受講しました。他

方、申込み時点での申込み企業名からすると、前回は申込みの無かった企業が約200社程度の

申込みがあったとのデータもあり、新規参入を目指している企業の参加も多かったとのではな

いかと推測されます。 

 本講習会では、医機連の関連委員会が総力を結集し、新法の全体像を可能な限り具体的に示

すとともに、企業側で必要となる対応準備等に焦点をしぼった内容で説明を行いました。通常

よりも時間を拡大したことで、各演者からの説明も丁寧に詳しくお伝えできたものと考えてお

り、受講者の方から、｢どの講師の先生方も分かりやすい資料で丁寧に解説していただき、新制

度への理解も深まりました。｣等の言葉もいただきました。 

  

5．まとめ 

 本講習会に、大変多くの方々にご参加いただきまして誠にありがとうございました。また、

日頃、医機連・法制委員会及び各分科会、WGの活動にご尽力いただいております委員並びに

関係者の皆様、併せて業界活動に委員をお送りいただいております企業の皆様にも厚く御礼申

し上げます。 

 法制委員会・周知教育関連分科会では、法改正や運用改善に向けた各種の取り組みについ

て、可能な限り具体的な最新情報を報告させていただき、今後も皆様の業務に少しでもお役立

ていただけるように活動していきたいと考えています。なお、平成26年度2回目の｢医療機器の

承認・認証申請等に関する説明会｣は、平成27年3月3日(東京)、3月13日(大阪)で開催予定で

す。 

 

 医療機器業界の皆様、受講者の皆様が本講習会で身につけた新制度への理解を有意義に活用

し、各企業におかれましては、優先的に対処すべき課題を確実に進めていただき、短い期間で

はありますが、スムーズに新法に移行及び対応していただけるように祈念して本講習会の報告

とさせていただきます。今後ともよろしくお願い致します。 
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＜参考資料1；参加者人数の推移＞ 

 

 

 

セ　ミ　ナ　ー／
講 習 会 等 名　：

会　　 　　 場　：

開　催　日　時：

１．参加者人数（総計） 　

賛助会員 660 708 1,152

一般 1,233 　 1,247 　 2,412 　

有料参加者合計 1,893 1,955 3,564

招待者 47 　 72 　 68 　

合　　計 1,940 　 2,027 　 3,632 　

２．会場別参加申込者数

（単位：人）

参加者

賛助会員 538 122 570 138 613 279 260

一般 894 339 881 366 987 785 640

有料参加者合計 1,432 461 1,451 504 1,600 1,064 900

招待者 43 4 57 23 66 0 6

参加者合計 1,475 465 1,508 527 1,666 1,064 906

３．当日出席者数

　 （単位：人）

参加者

有料出席者数 1,358 448 1,392 485 1,563 1,019 849

招待出席者数 37 4 50 22 62 0 6

参加者合計 1,395 452 1,442 507 1,625 1,019 855

４．参加費

賛助会員 6,000 　 6,000 5,000 　

一般 8,000 　 8,000 8,000 　

26年度　①

25年②東京会場

東京：ゆうぽうと　ホール/板橋区立文化会館／　大阪：メルパルク ホール

26年①東京会場

東京：平成26年9月11日（木）、9月30日(水)　／　大阪：平成26年9月17日（水）
　　　9時45分～16時50分

（単位：人）

25年度 ①

25年度　② 26年度　①

（単位：円）

25年①大阪会場 25年②東京会場

25年①大阪会場 25年②大阪会場

25年度 ①

平成26年度 医療機器の承認・認証申請等に関する説明会

26年①東京会場

26年①(第2)東京会場 26年①大阪会場

26年①(第2)東京会場 26年①大阪会場

25年度　②

25年①東京会場

25年①東京会場

25年②大阪会場
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１．参加者のアンケート回答状況 回答数

団体に加盟している 1351

団体に加盟していない 567

1918

２．参加者のアンケート回答所属団体内訳 回答数

医機連 1464

臨薬協 110

AMDD 115

EBC 34

その他の団体 90

団体に加盟していない 567

2380

３．医機連内の参加者所属団内訳 回答数

JIRA 177

JEITA 134

日医工 193

MTJAPAN 377

医器販協 61

ホームヘルス 54

歯科商工 106

眼医器協 72

日医光 45

分析工 50

CL協会 55

日理機工 41

日在協 3

日補協 12

JHIDA 1

日衛連 35

日縫協 26

コンドーム工 8

JMIA 14

1464

４．参加者の業種(重複あり） 回答数

医療機器の製造販売業者 1523

医療機器の製造業者 1121

医療機器の販売業・賃貸業者 793

医療機器の修理業者 526

医薬品関係者 288

体外診断用医薬品関係者 159

化粧品関係者 103

行政 14

登録認証機関 28

その他 138

4693

５．医療機器の製造販売業者内訳 回答数

第1種　国内製造 218

第1種　輸入 294

第1種　国内製造および輸入 358

第2種　国内製造 216

第2種　輸入 69

第2種　国内製造および輸入 132

第3種　国内製造 63

第3種　輸入 32

第3種　国内製造および輸入 37

1419

６．医療機器の製造業者内訳 回答数

一般医療機器 702

滅菌医療機器 190

包装・表示等 493

特定生物由来 23

1408

7．参加者の主な職種 人数

薬事業務 2260

設計・開発 1486

輸出入業務 145

品質保証業務 1800

その他 917

6608

８．参加者の従事年数 人数

1年未満 279

1～3年未満 514

3年以上 5654

6447

＜参考資料2；アンケート結果＞ 
「平成26年度 医療機器の承認・認証申請等に関する説明会」(すべての会場）の申込時のアンケート 
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３.海外の動向 

IMDRF 2014会議報告 

 

国際政策戦略委員会 副委員長  三浦 重孝 
(日医工／サクラ精機㈱) 

 
1．はじめに 

2014年9月14日～19日、米国のワシントンDCにおいて、IMDRF管理委員会の会議及び利害

関係者公開フォーラム、それに付随するDITTAによる医療機器に関する国際規格の講習会、

FDAによる医療機器に関するセッション、GMTA/AdvaMedによる国際整合化頂上会議及び

HBD会議が開催されました。IMDRF利害関係者公開フォーラム及び管理委員会決定事項(成果

報告)を中心に、それらの要点を報告します。 

 

2．IMDRF利害関係者公開フォーラム報告 

(1) 各国/地域の規制当局の現況報告(報告順) 

1) 豪州(TGA*1) 

信頼性構築に重点をおいた市販前審査の新しい法令を制定しました。問題があった人工

関節をクラスⅡからⅢに変更しました。一方、規制緩和に関する審議が予定されていま

す。市販後監視に関連して有害事象の定義を見直し、有害事象届出のデータベースを強化

しました。TGAは、製造業者からの直接報告を認めるウェブサイトによるサービスを検討

しています。 

*1 TGA：Therapeutic Goods Administration(オーストラリア保健省薬品・医薬品行政局) 

 

2) ブラジル(ANVISA *2) 

2013年3月、決定事項RDC*315によって、市販前承認のためクラスⅢ及びⅣの機器に対

してGMP認証を要求しました。ANVISAが認証を発行するため、第三者機関が実施した

GMP監査報告を使用する法的仕組みが含まれています。また、皮下注射器用針及び点滴

セットの技術規格を修正し、血液バッグの試験方法を変更しました。一方、クラスⅠ及び

Ⅱ機器及びクラスⅡのIVDを市販前届出の対象にする決議案に対して、コメントを募集中

です。さらにANVISAは、医療機器の治験承認の要求事項を規定する決議案について検討

しています。 

*2 ANVISA：Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria(ブラジルの薬事審査当局(ブラジ

ル衛生監督局)) 

*3 RDC：Resolução da Diretoria Colegiada(ANVISA理事会決議） 

 

3) カナダ(Health Canada) 

2013年12月、カナダ政府は食品医薬品法改正案を提出しました。患者の安全性向上のた

めの医薬品及び医療機器に適用される既存法の改正であり、情報、検査/研究及び再評価

の強制の権限、ラベル変更、安全ではない治療用機器回収の権限、不適合に対する厳格な

対応、保健機関による報告などが含まれています。この法案は下院を通過し、上院に送ら
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れました。また、認知規格に対して、15件を追加、10件を削除、10件を修正し、ウェブサ

イトに掲載しました。 

 

4) 中国(CFDA*4) 

先に、医療機器について規定した医療器械監督管理条例を改正し発行しましたが、関連

するCFDAの制令の新規発行及び改訂を進めています。2014年7月発行の制令No.4があ

り、医療機器登録を簡素化しました。IVDの制令No.5、説明書及びラベル付けの制令

No.7、医療機器製造及び販売の制令No.8が発行されています。詳細は www.cfda.gov.cn 

を参照して下さい。 

*4 CFDA：China Food and Drug Administration(中国国家食品薬品監督管理局) 

 

5) EU(EC) 

能動埋込み医療機器指令90/385/EEC及び医療機器指令93/42/EECを医療機器に関する

規則に変更し、IVD診断用医療機器指令98/79/ECをIVD診断用医療機器に関する規則に

変更します。それらに関し、2014年4月、欧州議会において法令の改正の第1回投票が行な

われました。欧州委員会の作業班は、30回、会議を開催しましたが、主な議題は、①高リ

スク機器の市販前管理、②Notified bodies(認証機関)の指定及び監視など、③単回使用機

器の再処理、④特定機器のクラス分類、⑤警戒、⑥一般的検査に対する指導及びイン

フォームドコンセントなどでした。 

 

6) 日本(厚生労働省/PMDA) 

2014年3月、医療機器の審査迅速化のための法案が提出されました。その内容には、①

審査プロセスの質改善及び標準化、②審査期間の目標設定、③定期的進捗状況の確認及び

必要な措置が含まれます。審査を、①審査員の増員、②3トラック制導入、③審査基準の

明確化、④情報開示、⑤利害関係者との定期的会合によって加速します。また、2014年11

月、改正薬事法が発効します。要点は、①安全対策強化、②特性に基づく医療機器の規則

改正、③再生及び細胞治療用、遺伝子治療用製品の規制の追加です。また、2014年6月、

医療機器開発促進法が告示されました。 

 

7) 露国(保健省) 

露国連邦法の下に、医療機器の市販前承認及び市販後監視の規則が発行され、2012年12

月に、医療機器の登録に関する規則が発行されています。市販後の管理に関する要求を強

化する一方、治験の規定を改訂しました。また、GMDNの使用について、担当機関と契約

を結びました。 

 

8) 米国(FDA CDRH*5) 

2014年2月、CDRHは戦略的優先順位として、①治験業務強化、②市販前及び市販後

データの収集均衡化、③顧客サービス向上を発表しました。FDAは調査段階機器の臨床試

験の例外措置(IDE)を定めていますが、その指針を発行しました。市販前承認と市販後と

のデータ収集均衡については指針案があります。2014年6月、顧客サービスの調査を開始
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し、顧客満足率の目標は70％でしたが、8月までの実績は84％で、2015年末の目標は90％

です。また、携帯電話の医療応用を含む保健情報技術(IT)について調査・分析を実施し、

戦略及び推奨事項をまとめました。一方、2013年9月、UDIの最終規則を発行しました

が、実施はリスクのクラスに基づきます。今後、①データベースの構築、②中小企業向け

指針作成、③質疑応答集発行を予定しています。 

*5 CDRH：Center of Devices and Radiological Health(医療機器・放射線保健センター) 

 

(2) 各作業班の現況報告 

1) 医療機器単一監査(MDSAP*6) 

2013年11月以降、次の4種の最終指針文書を発行しました。①規制当局による認知のた

めの監査組織に対する要求事項、②監査組織に対する力量及び教育・訓練の要求事項、③

監査組織の認定及び監視のための規制当局による評価の方法、④規制当局の評価担当者の

力量及び教育・訓練の要求事項です。一方、監査組織の認知のための評価及び決定のプロ

セスの指針文書を検討中で、監査組織に対する、①認知、維持又は認知中止のプロセス、

②管理、格付け、不適合の終結、③初回、継続又は再認定の評価プロセスなどを扱ってい

ます。また、MDSAPの全体像を示す文書/進行表のフロー図を作成し、参考文書として発

行します。他の作成中の文書に規制当局による評価の方法の指針があります。さらに、監

査機関が医療機器製造業者に対して整合化された唯一の報告を作成し発行するため、監査

報告に関する指針文書を新作業項目の延長として提案しました。 

*6 MDSAP：Medical Device Single Audit Program 

 

2) 規制製品の申請(RPS*7) 

規制対象医療機器の市販前承認の電子申請に対するベータ試験の第一段階の目標は、①

RPS規格が申請に相応しいか否かの評価及び②同規格が機器の要求事項を満たしていない

領域を明確にし、HL7規格に入力することでした。以上が確認され、管理委員会の支持が

得られれば、第二段階は実施面に焦点を合わせます。市販前審査の担当者は、製造施設に

関する全ての文書に眼を通すことを望みます。RPSメッセージは文書とキーワードとの結

び付きを認めているため、ソフトウェアのツールは、全ての文書を同一のキーワードで示

すことができます。2014年内に、RPSの地域的割付及び機器に対する使用価値の提示を行い

ます。 

*7 RPS：Regulated Product Submission 

 

3) ソフトウェアとしての医療機器(SaMD*8) 

SaMD作業班は主な用語及び定義の指針を発行しましたが、引き続きリスク分類及び関

連する考慮に対する枠組みの指針を検討しました。目標は、SaMDに対する共通の理解、

国際的収束及びSaMD管理の枠組みの確立です。2014年4月、5月、提案文書に対してコメ

ントを募集しました。SaMDは、縦軸に健康状態(危機的/重大/重大ではない)、横軸に臨

床上の決定に対してSaMDが提供する情報の重要性(治療用/診断用/臨床上の管理／臨床情

報の提供)をとり、マトリックスを用いてⅠ～Ⅳに分類しました。SaMDについて考慮すべ

きものに、一般的事項である設計・開発及び変更管理があり、特定事項に社会/技術/制度
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上の環境及び情報の保護があります。次の段階は、作業項目の延長としてSaMDに対する

品質マネジメントシステムの指針の開発を予定しています。 

*8 SaMD：Software as a Medical Device 

 

 以上に関するそれぞれの詳細報告は別に提出してありますが、報告に使用された資料(ppt)は

一部を除いて、IMDRFウェブサイト www.imdrf.org に掲載されています。 

 

3．IMDRF管理委員会会議の報告 

(1) IMDRF管理委員会公開会議の報告 

管理委員会の会議の一部(半日)は招待オブザーバーに公開されましたが、その議事は後述

の成果報告に示すように、発展途上国の医療機器規制の現況報告、WHO及びAPECの整合化

活動の報告でした。 

 

(2) 第6回 IMDRF成果報告 

次に示すのはIMDRF管理委員会による第6回 IMDRF会議の成果報告で、原文は上記の

IMDRFウェブサイトに掲載されています。管理委員会の会議は非公開で議事録も公開され

ていませんが、この成果報告には管理委員会による主な決定事項も含まれています。 

 

第6回 IMDRF管理委員会の会議は、2014年9月16日～18日、ワシントン DC(米国)で開

催されました。会議の議長は米国が担当しました。管理委員会は、豪州、ブラジル、カナ

ダ、中国、EU、日本、露国及び米国の規制当局で構成されています。公式オブザーバーと

してWHO、提携組織としてAPECが参加しました。 

 

1日目、管理委員会は、進行中の次の作業項目に関する達成状況について討議を行いました： 

①医療機器単一監査プログラム(MDSAP)、②規制当局の報告(NCAR)、③認知規格、④規

制製品の申請(RPS)、⑤医療機器としてのソフトウェア(SaMD)です。また、修正された作

業項目及び次の3件の新作業項目が管理委員会に提出されました：①医療機器患者登録

(MDEpiNet*9)、②医療機器の有害事象に関する共通用語及びコード開発(日本の規制当

局)、③優良臨床実践法(GMTA)。午後には、管理委員会のメンバー、公式オブザーバー及

び招待オブザーバーを含む公開の部が行われました。次に示すように公式オブザーバーとし

てWHO及び次に示す招待オブザーバーが簡略な報告を行いました： 

①APECの生命科学革新フォーラム(LSIF)の規制整合化運営委員会(RHSC)、②パンアフリ

カ整合化作業団体(PAHWP)、③パンアメリカ保健組織(PAHO)、④各国規制当局代表：ア

ルゼンチン、キューバ、コロンビア、エクアドル、カザフスタン、メキシコ、ナイジェリ

ア、ペルー、タンザニア、ウルグァイ、⑤米国FDA生物製品センター、⑥国際業界団体：

GMTA、DITTA。 

*9 MDEpiNet：Medical Device Epidemiology Network  

 

2日目に利害関係者公開フォーラムが開催されました。このフォーラムには、規制当局、

産業界、医療専門家及び学会関係者の200名以上が参加しました。参加者は、管理委員会メ
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ンバーである8つの規制管轄区における医療機器規制の最新情報を聴く機会を得ることがで

きました。さらに、IMDRFの作業項目に関する最新情報が提供され、新作業項目に関する

発表が行なわれました。利害関係者は、IMDRFの作業に関する夫々の見解及び考えを共有

する機会を持つことができました。午後に利害関係者は、規制製品申請(RPS)、UDI及び患

者登録に焦点を合わせた、対話形式のワークショップに参加しました。 

3日目、管理委員会は利害関係者公開フォーラム及びワークショップからのフィードバッ

クについて討議し、既存の作業項目及び新作業項目提案に関する決定を行いました(次の付

属書参照)。 

第7回 IMDRFは、2015年3月24日～26日、東京で開催されます。利害関係者公開フォーラム

の詳細は、想定される利害関係者による発表テーマを含め、IMDRFウェブサイトに掲載されま

す。 

 

成果報告の付属書、IMDRF管理委員会による決定事項 
● 管理委員会は、MDSAP作業班による最終文書N11“監査組織の認定に対するMDSAPの評価

及び決定プロセス”を承認しました。管理委員会は、MDSAPの概要フローチャートを情報文

書としてIMDRFのウェブサイトに掲載することを承認しました。また、管理委員会は、監査

報告の指針の開発を作業項目の延長として承認しました。 
● 管理委員会は2か月間にコメントを募集するため、文書案N14“医療機器：市販後監視、国家

規制当局報告の交換基準及び報告様式”を承認しました。 
● 管理委員会は、規格作業班の最終報告を情報文書としてIMDRFのウェブサイトに掲載するこ

とに合意しました。さらに管理委員会は、IMDRF管理委員会の夫々の規制管轄区で認知され

ている規格の概要をまとめた8つのワークシートを掲載することに合意しました。それには、

ワークシートが現行版であることを示す日付が記載されています。 
● 管理委員会は、SaMD作業班が作成した最終文書N12“医療機器としてのソフトウェア：リス

ク分類及び関連する考慮すべき事項の想定される枠組”を承認しました。また、管理委員会

は作業項目の延長である“リスク管理手段としての既存の品質マネジメントシステム要求事

項”を承認しました。この作業班は、作業項目の延長としてリスク管理手段の開発を継続し

ます。また、最終文書N12に対して、一般からのコメントを歓迎します。 
● 管理委員会は、MDEpiNetによる修正された新作業項目提案“医療機器評価及び追跡強化の

ための統合的な患者登録及び革新的ツール”を受け入れることに合意しました。この作業班

は利害関係者にも公開されます。 
● 管理委員会は、有害事象の用語及びコーディングに関する新作業項目について調査を進め、

さらに洗練させるため分科会を編成することを決定しました。 
● 新作業項目提案“医療機器の治験に対する優良臨床実践法(GCP)の整合化(GMTA提案)に対

して、管理委員会はそれぞれの規制管轄区における、国際規格ISO 14155”人体を対象とする

医療機器の臨床試験―優良臨床実践法“の使用に関する情報文書の作成に合意しました。管

理委員会は、この新作業項目提案の他の部分を先に進めることは受け入れませんでした。 
● 管理委員会はIMDRF文書“付託事項”について2つの提携組織：公式オブザーバー及び招待

オブザーバーを含めるよう修正しました。また管理委員会は“IMDRF標準運営手順”を検討

し、変更すると共に、用語“新作業項目”及び“作業項目延長”を明確にしました。 
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● 要請に基づき、管理委員会は全員一致で、提携組織としてAPECの生命科学革新フォーラム

(LSIF)の規制整合化運営委員会(RHSC)をIMDRFの公式オブザーバーとして受け入れること

を決定しました。 
● 要請に基づき、管理委員会は全員一致で、IMDRFの提携組織としてPAHOをIMDRF招待オブ

ザーバーとして受け入れることを決定しました。 

 

4．補足説明 

(1) IMDRF利害関係者公開フォーラムにおける報告 

 IMDRF利害関係者公開フォーラムにおける規制当局及び各作業班の報告は、現況を中心

としており、前回会議からの変化に的が絞られるため、全体像の把握は困難です。それを補

足します。 

 

(2) 各国/地域の医療機器規制の状況 

 医療機器に関する法令で国際的影響力が大きいのは、米国の連邦食品医薬品化粧品法

(FDC法)及びEUの医療機器指令(MDD)です。FDC法は全面的改正が行われることはなく、

繰り返される部分的改訂に目配りする必要があります。米国を除いて、医療機器規制は法律

(医薬品医療機器法など)で規定されており、現在、多くの国で10年に1回あるか否かの大改

正が行われています。日本及び中国では既に改正法が発行されており、EUの医療機器指令

は、医療機器規則として2015年に発行される予定です。この他にも法改正を準備中の国々が

あり、動向に注目する必要があります。 

 

(3) IMDRF各作業班の活動 

GHTFは医療機器に関する既存の法令の国際整合化を担当していましたが、IMDRFでは、

従来にはなかった新しい概念及び制度の開発に重点がおかれています。それらの例が、

UDI、RPS、SaMD、MDSAPなどであり、それらに共通する要素は医療機器規制のICT化で

す。UDIは、そのICT化の基盤になるもので、一例が患者登録(レジストリ)です。即ち、流

通網の効率向上のための従来のバーコードとは異なる制度です。製品及び患者安全のための

トレーサビリティの確保に留まらず、医療機関の改革/ICT化にもつながります。現在、

IMDRFが進めているのは正しく医療機器規制の改革であり、それに対応するためには本質

の理解及び発想の転換が必要です。 
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第二回 日台医薬交流会議 開催報告 

～医薬品と医療機器の薬事規制と医療保険制度の相互理解を深める～ 

 

国際政策戦略委員会 アジア分科会 日台WG主査  横 手  誠 
(MTJAPAN／旭化成メディカル㈱) 

 

1．はじめに 

 (一社)日本医療機器産業連合会(以下、｢医機連｣という。)は、日本製薬工業協会(以下、｢製

薬協｣という。)と合同で2014年10月31日、第二回 日台医薬交流会議(以下、｢本会議｣とい

う。)を東京で開催致しました。本会議では、医薬品と医療機器を対象として薬事規制及び医療

保険制度の両視点から各テーマについて、より掘り下げた発表及び討論が行われました。公益

財団法人交流協会と台北駐日経済文化代表処が主催、独立行政法人医薬品医療機器総合機構

(PMDA)、医機連、製薬協、台灣醫療曁生技器材工業同業公會(以下｢TMBIA｣という。)、中

華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會(以下｢TFMDCA｣という。)等の協賛という形で取り行

われました。 

 また、双方の行政より、厚生労働省(MHLW)、PMDA、衛生福利部食品薬物管理局

(TFDA)、衛生福利部中央健康保険署(NHIA)から40名を超えるご出席を頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日台の行政と業界の代表者 

前列左から 2番目 余 台北駐日経済文化代表処 副代表  3番目 中尾医機連会長 

5番目 杜 TFDA 医療器材組長  7番目 成田厚労省審議官 

8番目 近藤 PMDA 理事長 11番目 舟町交流協会専務理事 

 

 本会議は、はじめに医薬品、医療機器の合同セッションとなる基調講演が行われた後、医薬

品、医療機器、医療保険で会場が分かれ、それぞれ分科会が行われました。医療機器分科会に

ついては、最初にオープンセミナー(以下、｢医療機器オープンセミナー｣という。)が開催さ

れ、その後、4つのWorking Group(以下、｢WG｣という。)①Product Registration WG、②
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GCP WG、③QSD/QMS WG、④PMS-WGの活動報告が開催されました。 

 

 基調講演の部では、参加者が200名を超え、会場は立錐の余地も無いほどの盛況となりまし

た。その後の医療機器オープンセミナーも70名を超える参加があり、4つのWGより進捗報告発

表と質疑が行われました。 

 昼食後、Product Registration WGとQSD/QMS WGの官民共同の医療機器クローズドミー

ティングが行われました。日台医療機器交流会議としては、2013年12月、2014年6月に続き今

回が3回目となりました。今回の会議を通して、日台双方が薬事規制について、さらに理解を

深め薬事審査の簡素化についても積極的に継続検討する事で閉会しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基調講演 参加者 

 



 

62  医機連ニュース 第88号（2015年 JANUARY) 

2．医療機器オープンセミナー概要(基調講演も含む) 

 まず、主催の公益財団法人交流協会と台北駐日経済文化代表処より開会のご挨拶があった

後、医療機器業界からは、医機連の中尾会長、TMBIAの黄会長、TFMDCAの林会長代理より

ご挨拶を頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医機連 中尾会長  TMBIA 黄会長 

 

 基調講演は、厚労省 成田審議官より｢日本の医薬品・医療機器規制の最近の動向｣、TFDA 

劉医薬品組長より｢台湾の医薬品・医療機器規制の最近の動向｣、PMDA近藤理事長より｢日本

の医療分野に対応するPMDAの最新情報｣、NHIA 黄署長より｢台湾の国民健康保険新時代｣と

参加者に非常に興味深く関心の高いテーマをご講演頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚労省 成田審議官  TFDA 劉医薬品組長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMDA 近藤理事長  NHIA  黄署長 
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 医療機器オープンセミナーでは、2014年3月以降に日台の官民共同で立ち上げた4つのWGよ

り、特に6月の第2回 交流会以降の活動進捗について報告がなされ、各WGにおける日台の医療

機器規制比較が下記の様に行われました。 

 

(1) Product Registration WG 

 歯科インプラント(台湾提案)及び血液透析機器(日本提案)について承認基準を比較するこ

とにより、日台の承認審査における審査のポイントが似た視点で実施されていることが明確

にされました。 

(2) GCP WG 

 日台ともGCP基準での要求事項は、ISO14155と同等レベルであること及び海外の臨床試

験データの受け入れを認めていることが明確にされました。 

(3) QSD/QMS WG 

 日台ともISO13485をベースとした基準となっており、要求事項としては、同等レベルで

あることが明確にされました。一方で、日本と異なり台湾では海外の製造所に実地調査を

行っていない等、その運用にあたって違いがあることも整理されました。 

(4) PMS WG 

 不具合等報告制度の運用等において、類似した市販後安全対策を講じている事が確認され

ました。 

 

 今後引き続き、日台で協力して活動していく事の重要性が強調され、医療機器オープンセミ

ナーは閉会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医機連 浅井委員(QSD/QMS WG)  厚労省 近藤専門官(GCP WG) 
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医療機器オープンセミナー 総括討議 

左から PMDA 古賀調査役、TFDA 杜組長、医機連 浅井委員、厚労省 近藤専門官 

    TFDA 呉技正、TFDA 黄科長 

 

3．医療機器クローズドミーティング 

 Product Registration WG及びQSD/QMS WGのみクローズドミーティングを行い、現在の

課題について討議を行いました。また、業界要望の薬事審査の簡素化については、引き続き活

動を進め課題解決に向けて協力していく事が確認されました。 

 なお、GCP WGとPMS WGは当初の目的は達成されたとして、今後の活動はいったん休止す

る事となりました。 

 

4．その他 

(1) TMBIA ｢メディカルクリエーションふくしま2014｣訪問 

 10月29日TMBIA 黄会長以下4名が福島を訪問し、日台のビジネスマッチングの可能性を

探りました。また福島県知事の佐藤様とも面談し、今後の日台間のビジネスの協力、拡大に

ついて話し合われました。 

 

(2) TFDAによる東芝メディカルシステムズ㈱那須工場の視察 

 10月30日、TFDA 杜組長以下4名が東芝メディカルシステムズの工場視察を行いました。

製造管理、品質管理状況のレベルの高さに大変満足されました。 
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日台医療機器業界の記念写真 

 

 WGの活動状況も含め、今後の日台医療機器交流の進展につきましては、逐次報告してまいり

ます。 
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APEC Business Ethics for SMEs Forum 報告 

～中小企業のためのAPECビジネス倫理コードフォーラム～ 

 

一般社団法人日本歯科商工協会 副会長 

医療機器業公正取引協議会 指導・審査委員長  高橋 勝美 
(㈱オムニコ 代表取締役社長) 

 
1．はじめに 

中国南京市にて、アジア太平洋経済協力フォーラム(以下、｢APEC CHINA 2014｣という。)

が、9月1日(月)から9月3日(水)まで、3日間の会期でAPEC加盟の19カ国・地域から202名が参

加し開催されました。APEC CHINA 2014へ、一般社団法人日本医療機器産業連合会(以下、

｢医機連｣という。)会員の代表として参加しましたので、ご報告致します。 

 

2．APEC Business Ethics for SMEs Forum(APEC中小企業のためのビジネス倫理コード

フォーラム)について 

APEC Business Ethics for SMEs Forum(以下、「本フォーラム」という。)への参加は、16

カ国・地域から60名出席し、初日の医療機器分野のトレーニングセッションは、いくつかのグ

ループに分かれて、地域や国ごとのトレンドや課題について話し合った後に、医師・医療関係

者への倫理・コンプライアンスの実践に関するベストプラクティスの紹介が行われました。そ

して、2日目に開催された本フォーラムでは、パネリストとして参加し、講演を行いました。 

APEC Business Ethics for SMEs(SMEs：Small and Medium-sized Enterprises)は、中小

企業のためのビジネス倫理コードを意味しており、APEC加盟国・地域における中小企業の競

争力強化のため、医療機器分野の腐敗・汚職の防止、透明性の確保、説明責任を明確にする目

的で、ビジネス倫理コードの確立を目指しているものです。 

本フォーラムでは、5カ国の代表が順次発表し、その後20分間の質疑応答の時間を設ける形

式で行われ、医機連からのテーマは、｢日本における医療機器ビジネスに関する倫理環境につい

て｣とし、日本における医療機器業界の企業倫理とコンプライアンスや公正競争規約等の取り組

みについて説明致しました。下記に説明した概要を記載します。 

(1) 4つの自主ルールと5つのガイドライン 

【自主ルール】 

1)倫理綱領 2)企業行動憲章 3)医療機器業プロモーションコード 4)公正競争規約 

【ガイドライン】 

1)透明性ガイドライン 2)医療機器適正広告ガイドライン 3)未承認医療用具等の展示ガ

イドライン 4)個人情報の適正な取扱いガイドライン 5)学会寄付の取扱いガイドライン 

(2) 4つの自主ルールの位置づけ～正常な商習慣の確立のために～ 

(3) 医機連の概要 

(4) 医機連会員19団体のメンバーリスト 

(5) 医療機器業公正取引協議会の概要 
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(6) 医療機器業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約の概要 

 

講演後には、｢なぜ、自主ルールを作り、また、それが守られ上手く運用されているのか？｣

との質問がありました。｢私たちは、医療機器を製造し販売していますが、立場が変れば、私た

ちも患者として医療を受ける側になります。診療で使われる医療機器は信頼が確保されている

必要があります。その為には一定の自主ルールに基づき製造され販売されていなければならな

いことを、私たち自身が一番分かっているからです。そして、そのことが、医療を受ける国民

の健康と幸福に繋がると信じているからです。｣と説明を致しました。更に、各国における自主

ルールの策定が望まれるところです。 

最終日には、アクションプランをとりまとめ、APECクアラルンプール原則を推進する｢南京

宣言｣を採択して、3日間のAPEC CHINA 2014は終了致しました。 

なお、APECクアラルンプール原則に準拠した｢APEC倫理サンプルコード｣(医療従事者との

交流に関する医療機器業界団体の倫理コード)の原則は、下記5つになります。 

(1) 健全性(Integrity) 

すべての当事者と正直に、誠実に、公正に取引することを意味する。 

(2) 独立性(Independence) 

企業と医療従事者との交流により、医療従事者の医療上の意思決定が、患者にとっての最

大の利益からそれてはならないことを意味する。 

(3) 適切性(Appropriateness) 

処理が妥当な商業基準に適合し、それが正確であり、贈賄を目的としないことを意味する。 

(4) 透明性(Transparency) 

企業と医療従事者が、当事者間の重要な財務関係についてオープンであることを意味する。 

(5) 進歩性(Advancement) 

企業と医療従事者との関係が、医療技術、技術革新及び患者のケアの進歩が意図されてい

ることを意味する。 

 

3．おわりに 

アジア太平洋経済協力(APEC)の加盟国が、それぞれの国や地域で、医療機器分野の倫理環

境の推進を確認し、フォーラムは閉幕しました。医機連の代表として、医療機器業界の4つの

自主ルールをAPEC加盟国の参加者に紹介できた事は大変有意義であったと考えております。 

さらに、本フォーラムの各国代表の発表はスピーチのみでしたが、少しでも聞いて頂いてい

る方に、分かり易いようにと英文のPPT資料を作成し、発表致しました。 

このPPT資料を使用しての発表は、視覚的にも心証が良く伝わったようで、講演後に、韓国、

インドネシア、チリ、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランドの参加メンバーより資料

提供の要請があり、APEC事務局より配付されました。結果として、日本の“おもてなし”精

神の評価にも繋がる結果となりました。 

また、帰国後には、｢医療機器業公正取引協議会指導・審査委員会｣並びに、一般社団法人日

本歯科商工協会の｢理事会｣において、今後グローバルな視点から取り組むためにも役立つ

フォーラムであったことを報告することができました。 

さらに、医機連主催｢第10回 企業倫理とプロモーションコード講習会｣の講師として、講演
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とパネルディスカッションにおいても、この度の経験を生かすことができました。 

最後に、今回資料作成等にご協力いただきました関係諸氏に深く感謝致しますとともに、貴

重な体験の機会をいただきました皆様に衷心よりお礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APEC Business Ethics for SMEs Forum Group shot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演の様子 
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『実践による日米医療機器規制調和(HBD)』 

シンクタンク会議2014 参加報告 

 

国際政策戦略委員会 HBD分科会 主査  関口 和亮 
(MTJAPAN/セント・ジュード・メディカル㈱) 

 

1．はじめに 

2014年9月19日に、HBD WEST 2014シンクタンク会議(以下、｢本会議｣という。)が米国ワ

シントンDCで開催されましたので、概略を報告します。 

Harmonization by Doing(以下、｢HBD｣という。)は、日米同時治験実施や同時承認を推進

するに当たって生じる問題点及びその解決方策について議論するため、2003年に米国デューク

大学からの働きかけを契機とし、日米における医療機器に関する規制について、実践を通して

整合化を図ることを目的とした、日米の産・官・学による共同の活動です。 

2013年7月9日、10日に東京で開催されたHBD EASTシンクタンク会議に続き、昨年は米国

ワシントンDCでHBD WESTシンクタンク会議が開催されました。昨年は米国がInternational 

Medical Device Regulators Forum(以下、｢IMDRF｣という。)の議長国を務めていることもあ

り、IMDRF開催にあわせて本会議が開催されました。米国食品医薬品局(以下、｢FDA｣とい

う。)からは、CDRH*1現/旧センター長3名(Jeffrey Shuren現センター長、Dan Schultz前セン

ター長、David Feigal元センター長)が参加し、HBDのこれまでの歩み、今後の方向性につい

て示されました。 

 

2．HBD Past, Present, Future 

Jeffrey Shuren現センター長及び産・学の代表者による開会の挨拶に続き、各作業部会(以

下、｢WG｣という。)委員がプロジェクト成果を発表し、現在そして将来の活動の展望を紹介し

ました。 

 

WG1活動：これまでWG1が実施してきた教育プログラムについて紹介されました。本教育

プログラムにより、日米の産・官・学による意見交換が活発に行われてきており、臨床試験実

施上の問題点などが検討されてきました。循環器系の学会において教育プログラムが開催され

ることが多いですが、循環器領域を超えて、医療機器の臨床試験を実施する上での問題点が討

議されてきています。 

これまで、大規模メーカーにより日米共同治験が実施されることが多かったですが、現在の

概念実証(POC)プロジェクトでは、日本に支社をもたないような米国企業がHBDを通して日米

共同治験を実施していることが紹介されました。 

 

WG2活動：INTERMACS/JMACSプロジェクトが紹介され、日米で実施されたレジストリ*2

の事例が示されました。また今後の、International TVT*3レジストリやHBDの枠外で実施さ

れるMDEpiNet*4 PASSIONレジストリについても紹介されました。今後、レジストリに対す
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る関心が高まっていく中で、先行する国際共同レジストリ案件が示されました。産業メンバー

からは、レジストリを今後実施していく場合に、実際のデータ入力を誰が担当することになる

のか、また、同種製品でどの程度まで症例登録を継続していくのか、今後の検討課題が指摘さ

れました。 

 

3．HBD Past, Present, Future:Integrating Opportunity & Collaboration in a Changing World 

本セッションでは、HBDの特異性について、日米の産官学の代表者により意見交換されまし

た。今後、日米の2国間協議を継続すべきなのか、他国を加えた多国間協議に移行することが

良いのかについても、各演者の見解が示されました。 

本セッションの最初の演者であるKim Trautman氏(Associate Director, International 

Affairs, CDRH, FDA)は、2国間連携による人材交流、また幾つかの活動について引き続き日

米2国間で進めていくことの重要性を示しましたが、人材や資金が限られていることから日米

以外の国の産官学も交えた多国間協議をより推進していく必要性を強調していました。

Trautman氏は、品質マネジメントシステム審査の新しい枠組みであるMedical Device Single 

Audit Program (MDSAP)の推進に尽力されていることからも、多国間連携の必要性に重きを

置いていたと思われます。しかしながら、Bram Zuckerman氏(Director, Division of 

Cardiovascular Devices, CDRH, FDA)は、創設当初からHBD活動に係っていることもあ

り、日米2国間協働の重要性を強調し、FDAとして引き続きHBDに対する提案や参加を推奨し

ていくとの見解を発表されました。独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下、｢PMDA｣と

いう。)俵木登美子安全管理監からも、HBDはアカデミアメンバーが参加している特異な活動

であり、今後も日米2国間でHBDを継続することの必要性が示されました。日本の産業界から

は三浦重孝氏が、医機連下にHBD分科会の活動があることや、これまでHBDとして日米の

GCP比較など文書化してきたことによる成果を紹介しました。また今後のHBD活動への期待と

して、更に安価に治験を実施できる環境を整えることや、究極的な目標としては世界で1つの

臨床試験を実施してその臨床データにより全世界に製品導入できる様な仕組みへの期待が示さ

れました。 

 

4．HBD Past, Present, Future:Japan–USA Regulatory Convergence Efforts 

最後のセッションでは、Jeffrey Shuren現センター長、PMDA富永俊義上席審議役から、

HBDの今後の展望について、日米それぞれの行政の立場から、さらにFeigal元センター長から

HBD創設時に係っていた行政の立場から、今後のHBDへの期待が発表されました。HBDが創

設された11年前と現在とを比較すれば、色々な状況が変化しており、IMDRFに代表されるよ

うな多国間連携が必要な場面も生じてきていますが、それでも日米2国間でこれまで築いてき

たものは大きく、これからも2国間連携を続けることにより両国の産官学メンバーの関係構築

に寄与し、それにより医療の発展に貢献することができるとの見解が示されました。最後に、

HBD創設者であるMitchell Krucoff教授(デューク大学)による閉会の挨拶により会が終了しま

した。 
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HBD WEST 2014シンクタンク会議の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5．おわりに 

本会議に参加し、HBDに対する協力体制が以前よりも弱くなってきていたFDAが、今後も

HBD活動を支持することを明言したのは収穫であったと思います。但し、本会議のセッション

時間が限られており、5分程度しか割り当てられていない発表題目もあったため、今後HBD 

EASTを開催する際には、プログラム構成を十分に検討する必要があります。また、HBD創設

10周年を迎えた一昨年のHBD EAST会議のプログラムと同じように、昨年のHBD WEST会議

でもこれまでの回顧に関する議題が多かったため、今後の発展に向けてHBDがどうあるべきな

のかについて、発展的に検討していく必要があると思います。また、HBDの成果により循環器

領域以外の臨床試験に応用していけるものが多くあると思いますので、今後、国内でHBDでの

経験を他領域に応用していくことができると思います。 

HBD分科会では、引き続き分科会メンバーを募集しておりますので、活動の内容にご興味の

ある方は、医機連までご連絡下さい(info.1@jfmda.gr.jp)。 

最後となりましたが、本報告に掲載している写真は、PMDA国際部 村上まどか氏よりご提

供頂いたものです。急なお願いであったにもかかわらず、ご快諾下さりありがとうございまし

た。この誌面を借りて御礼申し上げます。 

 

*1 CDRH：機器及び放射線安全監督部門 

*2 レジストリ：市販後の日常診療下での臨床データ収集 

*3 TVT：経カテーテル人工弁治療 

*4 MDEpiNet：FDA主催の医療機器疫学ネットワークイニシアチブ 
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４.産業クラスター紹介シリーズ 

第10回 医療機器設計・製造展示会＆最新技術セミナー 

メディカルクリエーションふくしま2014開催報告 

 

福島県 商工労働部 産業創出課 医療関連産業集積推進室長  大越 正弘 
 

1．はじめに 

福島県(以下、｢本県｣という。)では、平成17年度から、異分野製造業の高い技術力に着目

し、これらの医療機器分野への新規参入促進を目指して｢うつくしま次世代医療産業集積プロ

ジェクト｣を実施して参りました。震災後は、新たな時代をリードする新産業の創出として復興

計画重点プロジェクトの1つに医療機器産業の一層の集積を掲げ、取組みを進めています。 

これらの代表的な取組みの1つが、医療機器設計・製造展示会＆最新技術セミナー｢メディカ

ルクリエーションふくしま｣であり、平成26年10月29日(水)、30日(木)に本県郡山市にて第10

回 医療機器設計・製造展示会＆最新技術セミナー｢メディカルクリエーションふくしま2014｣

(以下、｢メディカルクリエーションふくしま2014｣という。)を開催致しました。 

 

2．医療機器設計・製造展示会＆最新技術セミナー｢メディカルクリエーションふくしま｣とは 

医療機器設計・製造展示会＆最新技術セミナー｢メディカルクリエーションふくしま｣は、国

内唯一の医療機器設計・製造展示会であり、県内外から医療機器の製品メーカーや、関連部品

を製造する企業がその技術の展示を行うほか、各種セミナーを実施するものです。 

これは、最先端の医療機器を開発及び製造するためには、中小ものづくり企業が有する優れた

技術を発信する必要があるとの業界関係者の声に応えるもので、平成17年より開催しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

メディカルクリエーションふくしま ロゴ 

(野口英世は本県出身) 

 メディカルクリエーションふくしま 

出展企業(団体)数の推移 
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3．｢メディカルクリエーションふくしま2014｣の開催 

平成26年は218企業・団体(国内からは本県内95、本県外107の計202企業・団体)が参加し、

うち海外からはドイツ、韓国、台湾より計16企業・団体が参加するなど、国内のみならず世界

からも一目置かれる展示会になりつつあります。また、27の医療機器メーカーが参加し、本県

内企業の技術力発信及びビジネスマッチングを行う有効な機会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

開催の様子  佐藤雄平知事(当時)による展示会場視察

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出展者の内訳 

 

また、特別企画として、(一財)ふくしま医療機器産業推進機構 菊地眞理事長座長のもと、厚

生労働省、経済産業省、(一社)日本医療機器産業連合会、そして本県により、国内医療関連産

業の現状や本県が整備を進めている福島県医療機器開発・安全性評価センター(仮称)の役割に

ついて、パネルディスカッションを行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別企画 
医療機器産業の現状と福島県医療機器開発・安全性評価センター(仮称)の役割 

平成28年度に開所を予定する｢福島県医療機器開発・安全性評価センター(仮称)｣の最新情報

を紹介しました。さらに、医療機器関連産業の最新の動向や今後、同産業を発展させていく

ための具体的な方策などについて、各演者様からご講演いただき、最後にそれらを踏まえ

て、当センターの機能を活かした本県の役割と取組みについてのディスカッションを行いま

した。 
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福島県内
64%

福島県外
36%

 

 

 

 

 

 

 

パネルディスカッションの様子 

 

この他にも、本県と連携強化に関する覚書を締結しているドイツのノルトライン＝ヴェスト

ファーレン州の企業による海外展開セミナー、最新医療機器を活用した外科手術についての最新

技術セミナー、そして人材育成セミナー等、全国に向けた情報発信を行っています。 

さらに、今回は第10回の節目ということもあり、一層の技術交流・商談実現に向けた新たな

企画として、企業が探している技術を紹介するコンシェルジュ機能、薬事に関する無料相談

コーナー、求人情報の案内機能等を設けたほか、学生等に医療機器をはじめ、特徴を持った部

品・部材について、手に取り実体験していただくハンズオンツアーも行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ハンズオンツアーの様子 

 

｢メディカルクリエーションふくしま2014｣には、昨年を上回る3,506名の方々に御来場いた

だき、企業間の商談や名刺交換等のマッチング件数も10,000件を上回るなど、ますます魅力を

高めています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

日別入場者数  来場者内訳 
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ご来場の目的  出展者の声 

 

次期｢メディカルクリエーションふくしま2015(http://fmdipa.jp/mcf/)｣は、平成27年11月

11日(水)、12日(木)の開催を予定しています。企画や機能をさらに発展させ、一層充実した展

示会にしてまいります。皆様の御来場を心よりお待ちしています。 

 

 

福島県商工労働部医療関連産業集積推進室 

〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号 

TEL：024-521-8568 

FAX：024-521-7932 

URL：http://www.fuku-semi.jp/iryou-pj/ 
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メディカルクリエーションふくしま
～１０年の歩みと未来への架け橋～

第1回

2005年
ビジネスクリエーション東北2005にて、“技術力の融合と新たな連携への挑
戦”と題し、第1回メディカルクリエーションふくしまが誕生。

第2回

2006年
最先端の不妊治療器などの医療機器と車椅子などの福祉機器を展示。

第3回

2007年
“医療福祉機器関連ものづくり技術の集積をめざして”と題し、医療福祉機器
メーカーのＲ＆Ｄ、製造・生産、購買関係者との企業間のマッチングを目指す
ＭＤ＆Ｍ（Medical Design＆Manufacturing）型を確立。

第4回

2008年
医療機器分野における設計・製造に特化した地方発
国内唯一の展示会に発展。
医療ニーズ発表会、薬事法セミナー等などを併催。

第5回

2009年
“異業種の技術力が医療業界の標準を変える”と
題し開催。救急救命に関する特別展示を実施。

第6回

2010年
手術支援ロボット「ダヴィンチ」3Dバーチャルデモ等
を実施。

第7回

2011年
“ものづくりの絆で日本復興！すべては今日の医療
を支えるために”と題し東日本大震災を乗り越えて
開催。

第8回

2012年
第１回メディカルクリエーションふくしま大賞を表彰。医療機器メーカーゾーン
を設置。

第9回

2013年
過去最多となる221企業・団体（216小間）の出展で開催。前回から継続して、
平成28年度開所予定の福島県医療機器開発・安全性評価センター（仮称）
についてパネルディスカッションを実施。

第10回

2014年

ものづくり企業を紹介するコンシェルジュ機能や
ものづくり企業の未来を担う学生等を対象とした

ハンズオンツアーなど、他の展示会に無いサービス
を提供。
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福岡県における先端成長産業プロジェクトの推進

【福岡県バイオ産業拠点推進会議】（平成13年9月 設立）
・会長 ： 元 味の素（株）副社長 戸坂 修
・会員 ： 企業289社、33大学152名、行政・研究機関等42団体

九州大学や久留米大学医学部などのポテンシャルと農業、食品産業の集積を活
かし、県南地域を中心にバイオ技術を核とした新産業の創出や関連企業・研究
機関の一大集積を推進する

福岡バイオバレー
プロジェクトの推進

【福岡水素エネルギー戦略会議】 （平成16年8月 設立）
・会長 ： 新日鐵住金㈱ 栁川代表取締役副社長
・会員 ： 企業577社、大学関係者112名、支援機関等26機関、

行政11機関

水素エネルギーにかかる研究開発、社会実証、人材育成などの事業を総合的
に推進することにより、水素エネルギー新産業の育成・集積を図る

福岡水素戦略の展開

【福岡先端システムＬＳＩ開発拠点推進会議】（平成13年2月 設立）
・会長 ： (株)安川電機 津田会長兼社長
・会員 ： 企業293社、17大学等53名、支援機関等17機関、

行政5機関

半導体開発の知的集積、産業集積を核に、企業・人材の一大集積を図り、世界
をリードする先端半導体開発拠点の形成を目指す

先端半導体産業の
開発拠点化の推進

日本発のプログラミング言語Rubyや先進的なデジタル技術を活用した企業活動

を支援することにより、ソフトウェア及びコンテンツ産業のビジネス拡大等を図り、
関連産業のさらなる集積を進める

Ruby・コンテンツ産業
の振興 【福岡県Ruby・コンテンツビジネス振興会議】（平成24年7月 設立）

・会長 ： デジタルハリウッド大学・大学院学長 杉山 知之
・会員 ： 685企業・団体

【北部九州自動車産業アジア先進拠点推進会議】（平成15年2月 設立）
・会長 ： 福岡県知事 小川 洋
・会員 ： 617企業、36団体、16大学・高専等、38市町村

豊富な人材や多様な産業の集積など、北部九州の強みを活かし、地域の競争力
を更に高め、アジアをリードする次世代自動車を含めた一大生産拠点の構築を
目指す

自動車産業の振興

【ロボット産業振興会議】（平成15年6月 設立）
・会長 ： (株)安川電機 津田会長兼社長
・会員 ： 企業211社、大学等96名、11団体、

行政・研究機関等32機関（名）

本県に集積する産学官のポテンシャルを核として新たなロボット産業の創出を目
指す

ロボット産業の育成

九州大学が開発中の世界最先端有機EL素材を活かし、産業界への橋渡し拠点として、有機光エレクトロニクス実用化開発センターを開所。

受託研究、耐久性評価、産業化研究会等を実施（会員数…94機関・151名）

有機光エレクトロニクス
開発拠点化の推進

福岡県における医療福祉機器産業振興の取組について 

 

福岡県商工部新産業振興課 医療福祉機器班 
 

1．はじめに 

 福岡県(以下、｢本県｣という。)は、我が国においてアジアに最も近い大都市圏であり、古来

より遠の朝廷と呼ばれた大宰府政庁や、外国使節の迎賓館である鴻臚館がおかれ、中国大陸や

朝鮮半島との交流の窓口でした。現在も、アジア各国をはじめとして数多くの国際定期便を有

する福岡空港や外航旅客者数国内1位の博多港など、充実したネットワークを誇るアジアの玄

関口として、また九州の経済、文化、行政の中心として、発展を続けています。 

 産業面では、明治から昭和にかけて、県中央部の筑豊地域や南部の大牟田地域で石炭が産出

され、当時は日本一の産出量を誇り大いに栄えました。これを活用して、北九州地域において

官営八幡製鐵所(現新日鐵住金)に代表される鉄鋼や化学、機械、窯業などの工業が発達し、日

本の近代化と経済発展を支えてきました。その後、エネルギー革命により石炭産業が衰退する

一方、福岡市を中心とした商業・サービス業や、北部九州への大手自動車メーカーの進出を契

機として県内全域で自動車関連産業の集積が進んでいます。 

 このような中、本県では、大学における研究成果や企業が有する先端技術、高度人材の蓄積

など本県が持つポテンシャルを活かし、将来の雇用と所得を生み出す成長産業の育成・集積を

推進してきました。自動車、水素エネルギー、バイオ、ロボット、先端半導体、有機EL、

Ruby･コンテンツ等の分野において、産学官が連携した推進組織を中心としたプロジェクトを

展開し、新技術や新製品を次々に生み出し、新たな企業を呼び込む先端成長産業拠点づくりを

進めています。 

 

とお みかど 
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2．福岡県の医療福祉機器分野におけるポテンシャル 

 本県では、これまでの先端成長産業プロジェクトにおける取組の中で、中小企業の技術力向

上や人材育成の支援、ベンチャー企業の育成、関連企業の集積を推進してきました。このよう

な取組の成果として、県内には、センサー、微細加工、制御など医療福祉機器の開発に利用可

能な高い技術力を有する企業の集積が進んでいます。これらの企業(特に半導体関連やロボット

関連企業等)の多くが、自社の有する技術を活用し、今後も成長が見込まれる医療福祉機器分野

への参入に意欲を持っています。 

 また、本県内には、先端医療の研究開発や提供を行う医療系大学や病院も多数あり、これら

の大学や病院等と連携した地域における医療機器開発の取組も行われています。さらに、高齢

化が進む九州地域では、日本再興戦略における戦略の柱の一つである健康寿命延伸に向けて、

九州ヘルスケア産業推進協議会(HAMIQ)等によりヘルスケア関連産業の振興に向けた取組が

全国に先駆けて行われており、本県では、これらの取組とも連携し、医療福祉機器産業の振興

に取り組んでいくこととしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜福岡県の医療福祉機器分野のポテンシャル＞ 

～なぜ、福岡県で医療福祉機器分野に取り組むのか～ 

・福岡県は、医療福祉機器の開発･実証の場として、大きなポテンシャルを有しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらのポテンシャルを活かした医療福祉機器産業振興の取組を推進 

■中小企業 
 ・先端成長産業プロジェクトを積極的に推進し、医療福祉機器の開発に利用可能

な高い技術力を持った企業が集積しています。 
 ・バイオ、ロボット、先端半導体等のプロジェクトでは、これまで医療福祉機器

の開発も行われてきました。 

■医療系大学･病院等 
 ・大学医学部数 4〈全国 3 位〉 
  (九州大学、産業医科大学、福岡大学、久留米大学) 
 ・大学歯学部数 3〈全国 2 位〉 
  (九州大学、九州歯科大学、福岡歯科大学) 

 ・このほか機器開発に協力可能な工学系大学、福祉機器 
  の実証に協力可能な福祉施設も多数あります。

 
(九州大学病院) 

■地域における取組等 

 ・九州ヘルスケア産業推進協議会 

高齢化が進む九州地域に 
おいて、健康寿命の延伸に 
貢献するヘルスケア産業の 
創出、振興のための取組を 
推進しています。 

・飯塚地域における医工学連携 
飯塚病院、九州工業大学、 

飯塚市、飯塚研究開発機構 
が協定を締結。地域のポテ 
ンシャルを活かした医療機 
器開発を推進しています。 株式会社麻生 飯塚病院 
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・県内自治体（北九州市、福岡市
久留米市、飯塚市）

・産業支援機関
・関係団体 など

ふくおか医療福祉関連機器開発・実証ネットワーク

福岡県

九州ヘルスケア産業推進協議会（HAMIQ）、医療機器開発支援ネットワーク（経産省・厚労省・文科省）、関係機関 など

連携・協力・支援

開発を行う
県内中小企業等

・大学、大学病院
・病院、診療所
・福祉施設（特別養護老人ホーム、
介護老人福祉施設等）

・九州大学先端医療
イノベーションセンター など

マッチング

コーディネータ
コンシェルジュ

相談・支援 協力・連携

3．医療福祉機器関連産業振興の取組 

 先述のとおり、本県は医療福祉機器分野において大きなポテンシャルを有していると考えて

いますが、中小企業がこの分野に参入し、機器の開発・製品化を実現していくためには、課題

も多いのが現実です。 

 主な課題として、｢企業は病院等との接点を持っておらず現場のニーズをつかむのが困難であ

ること｣、｢機器を開発しても実証試験に協力してもらえる病院等を見つけられないこと｣、特に

｢医療機器に関しては特殊な法規制への対応が必要であること｣、などがあります。 

 このため本県では、これらの課題解決を図り、医療福祉機器分野への参入、開発、製品化を

促進するため、企業、病院・福祉施設、大学、行政、産業支援機関等が参加する｢ふくおか医療

福祉関連機器開発・実証ネットワーク（以下、｢ネットワーク｣という。）｣を平成26年7月に設

立しました。 

 この産学官によるネットワークのもと、専門家(コーディネータ)による調査、マッチング、

アドバイスや、県商工部と保健医療介護部が連携した支援体制により、福岡発の医療福祉機器

の開発を推進しています。 
 
＜ネットワーク設立記念イベント(平成26年7月8日)＞ 

・設立記念イベントでは、200を超える

参加者の熱気の中、小川福岡県知事の

挨拶の後、ネットワークの設立を宣

言。 

・医機連 原澤常任理事から｢医療機器産

業の現状・課題と今後の展開について｣

と題したご講演をいただきました。 

 

(1) ふくおか医療福祉関連機器開発・実証ネットワーク 

 平成26年7月に設立したネットワークには、医療福祉機器の開発を行う企業のほか、機器

に対するニーズの提供や実証への協力が可能な病院・福祉施設、機器の共同開発を行う大

学、行政、産業支援機関が加入しており、県商工部新産業振興課が事務局となっています。 
 

＜ネットワークによる機器開発推進のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

(ネットワークの設立を宣言) (医機連 原澤常任理事のご講演)
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＜ネットワークの概要＞ 

・設 立  平成26年7月8日 

・会員数  191(平成26年11月末現在) 

(内訳)企業：122、病院・福祉施設・大学：33、行政等：15、研究者(個人)：21 

・事務局  福岡県商工部新産業振興課 

 

(2) セミナー等の開催、各種情報提供・発信 

医療福祉機器分野への参入を促進するためのセミナーや病院・福祉施設等による現場ニー

ズ発表会を開催するとともに、ネットワーク会員企業等に対する国や県、関係機関による支

援施策等の情報提供を行っています。  
 

＜セミナー開催の例＞ 

平成26年8月 ｢ゼロからはじめる医療機器の法制度｣(飯塚市) 

平成26年9月 ｢薬事法関連セミナー｣(福岡市) 

(今後予定)  現場ニーズ発表会 など 

 
(3) コーディネータによる調査、マッチング、アドバイス 

 新たな機器の実用化のためには、病院等の現場ニーズをしっかり把握したうえで市場性等

を見極め、企業の持つ技術を活かして開発に取り組む必要があると考えています。このた

め、県では企業OBなどの専門家をコーディネータとして登録し、現場ニーズや企業の持つ

技術の調査及び両者のマッチングを行っています。また、コーディネータは、機器開発にあ

たっての企業等からの様々な相談に対するアドバイスを行っています。 
 

＜福岡県登録コーディネータ＞ 

・医療福祉機器メーカー及び販売会社OB  ・医師 

・看護師、介護支援専門員   ・薬事コンサルタント 

など9名を登録(平成26年11月末現在) 

 
(4) 法規制等への対応 

 医療機器の製造販売は、｢医薬品医療機器等法(旧薬事法、正式名称：｢医薬品、医療機器

等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律｣)｣で規制されており、法規制への対応が

中小企業参入の大きな障壁となっています。また、医療機器には、高度な品質・安全性の管

理が必要であり、ISO13485等の国際標準規格への対応も求められます。 

 このため、本県の特徴的な取組として、産業振興を担う商工部と医薬品医療機器等法を所

管する保健医療介護部が一体となって、新たな医療機器の開発・実用化のための支援を行っ

ています。 

1) 開発相談コンシェルジュ体制の構築 

 医療機器の製品化に不可欠な法規制への対応を支援するために、技術開発段階から実証試

験、承認申請まで一貫してフォローアップできる体制(開発相談コンシェルジュ体制)を構築。

具体的には、医薬品医療機器等法を所管する県保健医療介護部薬務課に、専任のコンシェル

ジュ担当職員を配置するとともに、企業からの相談に応じた専門家の派遣を行っています。 

セミナーの様子(H26年8月)
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薬務課コンシェルジュ担当

専門家
（技術基準）

専門家
（治験）

専門家
（統計）

①相談申込

依頼企業

開発相談
コンシェルジュ体制

⑤報告

福岡県薬務課

②助言等支援

④助言等支援

依頼企業は、必要に応じてPMDA出張相談も活用。

③支援依頼

＜開発相談コンシェルジュによる支援スキーム＞ 

 

 

 

 

 

 

 

2) PMDA｢薬事戦略相談｣窓口の開設 

 新たな医療機器分野におけるシーズの実用化を目指す企業等に対して、通常、東京及び

関西で実施しているPMDAによる薬事戦略相談を年4回程度、福岡で実施することとして

います。 
 
＜薬事戦略相談開催実績＞ 

平成26年度 第1回： 9月 2日実施、10企業・機関が相談

平成26年度 第2回：11月20日実施、 7企業・機関が相談

 
3) 薬事法等認証取得支援事業補助金 

 中小企業にとって大きな負担となっている医薬品医療機器等法に基づく許認可や、国際

標準規格(ISO13485等)の取得に係る経費の一部について、県が補助制度を設け、支援し

ています。 

 

(5) 医工連携による機器開発支援 

 本県では、今後成長が見込まれる医療福祉機器分野に、県内に集積する高い技術力等を

持った中小企業が数多く参入することを目指していますが、医療福祉機器の開発・製品化に

は長い期間を要するのが一般的であり、先に述べた課題に加えてこのことが参入をためらう

要因の一つになっています。 

 このため、早期に開発・製品化を行い、他のモデルとなるような事例を生み出すことが重

要と考えており、その実現のため｢医工連携モデル事業｣を実施しています。当事業では、医

療機器開発における一貫支援機能を有する｢九州大学先端医療イノベーションセンター(以

下、｢イノベーションセンター｣という。)｣に対し、中小企業との機器の共同開発を委託して

います。イノベーションセンターは、医療現場のニーズの提供から研究開発、実証、法規制

への対応、販売戦略まできめ細かく支援しながら機器の共同開発を実施することにより、医

療機器の短期間での製品化の実現を目指しています。 
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＜医工連携モデル事業による機器開発＞ 

 
〇 九州大学先端医療イノベーションセンター 

・平成23年開所。産学官連携による高度先端医療開発拠点で、 
基礎から臨床応用まで実施可能な全国初の施設。 

 

〇 ｢医工連携モデル事業｣について 
・イノベーションセンターへの委託事業として平成26年度から実施。 
・イノベーションセンターのプロジェクト部門長である大平猛 教授が、福岡県内の医療機器産

業への参入意欲を有する企業に対し、1年という短期間での参入を目指して一貫した支援を実

施中。大平氏(専門：低侵襲先端医療外科治療分野、再生医療及び今注目のマイクロナノバブ

ル水技術分野)は、今までに数多くの医療機器分野参入希望企業の短期参入を達成しており、

実際に医療機器を発案のうえシーズとして各企業に提供し、製品化を実現。 
 
〇 医工連携モデル事業による機器開発例(福岡県内企業開発) 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低侵襲外科治療用小切開創閉鎖機器 
※医療機器製造業許可新規取得 

小切開臓器体外摘出用臓器切断機器 
※医療機器製造業許可新規取得 

術中郭清リンパ節搬出装置 高齢者用経管栄養設定サポート機器 
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4．今後の取組方針 

 医療福祉機器産業については、高齢化の進展や健康･予防意識の高まり、アジアをはじめとし

た海外市場の拡大など、今後も大きな成長が見込まれており、日本再興戦略では、健康寿命延

伸に係る関連産業の創出や国産医療機器開発の推進による輸入超過の解消などがうたわれてい

ます。これを受け国では、経済産業省、文部科学省、厚生労働省の連携により、平成26年10月

に｢医療機器開発支援ネットワーク｣を構築、平成27年4月には独立行政法人日本医療研究開発

機構が設立されるなど、医療福祉機器は、今最も注目を集めている産業分野の一つであると思

われます。 

 本県においても、平成26年度、県内の中小企業をはじめ関係機関に呼びかけてネットワーク

を設立し、医療福祉機器の開発を推進する体制が整ったところです。本県のネットワークに

は、当初の想定を上回る多くの企業等が加入され、この分野への強い関心と参入意欲が伺われ

ます。 

 今後は、本県ネットワークによる開発推進体制のもと、市場性のある現場ニーズを数多く拾

い上げ、開発意欲と技術を有する企業に適切に繋いでいくことが重要であり、そのための取組

を強化していきたいと考えています。また、当然のことながら、開発を行った機器はユーザー

のもとに販売していく必要がありますが、医療福祉機器のユーザーや流通の特殊性から中小企

業が単独で販売していくのは困難な面があります。このため、機器の開発段階からの戦略的な

販路開拓支援を強化していきたいと考えています。 

 

5．おわりに 

 平成26年、本県は、ソフトバンクホークスの日本一に盛り上がり、観光面では、NHK大河

ドラマ｢軍師官兵衛｣の官兵衛、黒田家ゆかりの地として、また同じくNHK連続テレビ小説｢花

子とアン｣に登場した石炭王のモデル伊藤伝右衛門の旧邸宅(飯塚市)などが話題を集め、大いに

賑わいました。製造業においては、現在、本県の主力産業となっている自動車産業が堅調に推

移するとともに、本県が注力している水素エネルギー分野では燃料電池自動車が発売され、関

連産業の創出・成長に向けた期待が高まっています。 

 このような中、医療福祉機器分野での本県内における取組も活発化してきており、この分野

を将来の県経済の成長を担う柱の一つにするため、引き続き産学官一体となった取組を推進し

て参ります。本県の取組に興味をお持ちの企業や研究者の皆様におかれましては、ぜひ事務局

までご連絡下さいますようお願い致します。 

 

 

福岡県 商工部 新産業振興課 医療福祉機器班 

〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7 

TEL：092-643-3445 / FAX：092-643-3421 

E-Mail：shinsangyo@pref.fukuoka.lg.jp 

URL：http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/iryoufukushi-kiki.html 

 



 

 84  医機連ニュース 第88号（2015年 JANUARY)

５.医機連より 

平成26年度 第2回 医機連・理事会報告 

 

 平成26年10月31日(金)、KKR HOTEL TOKYO｢瑞宝の間｣において平成26年度 第2回 理事

会が開催された。 

事務局から、理事19名のうち16名が出席し、監事3名全員の出席を得て本理事会が医機連定款

に従って成立する旨を報告した。その後、中尾 浩治会長が開会を宣し、審議に入った。 

 

1．審議事項 

 議案-1) 医機連シンクタンク設立について 

議案-2) 医機連競争法コンプライアンス規程案について 

議案-3) 透明性ガイドライン情報公開に関する実務指針(案)について 

議案-4) 賛助会員入退会について 

議案-5) 医機連事務局職員就業規則改定(案) 

議案-6) 会長表彰候補者の提案 

 

2．報告事項 

 以下の報告事項が、担当会議、担当委員会、及び事務局より報告された。 

報告-1) Medtech Innovation Japan Consortiumについて 

報告-2) 国際活動状況報告 

報告-3) 医薬品医療機器等法の状況報告 

報告-4) 水銀回収のお願い(環境省より) 

報告-5) 医機連30周年記念行事実施報告 

報告-6) 平成27年度 総会、理事会、常任理事会議等 予定表 

 

 

平成26年度 医機連 講演会 

 

 平成26年度 医機連講演会が、同KKR HOTEL TOKYO｢孔雀の間｣で、開催された。 

 講演の第1部は、厚生労働省 大臣官房参事官 磯部 総一郎様より｢医薬品医療機器等法に

ついて｣と題して、第2部では、経済産業省 商務情報政策局 医療・福祉機器産業室 室長 土屋 

博史様から｢経済産業省における医療機器産業政策について｣と題して講演を頂いた。 
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◇ 講演会プログラム 

第1部 (講演時間：55分) 

｢医薬品医療機器等法について｣ 

厚生労働省  

大臣官房参事官 

磯部 総一郎 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2部 (講演時間：60分) 

｢経済産業省における医療機器産業政策 

について｣ 

経済産業省 商務情報政策局  

医療・福祉機器産業室 室長 

土屋 博史 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演会終了後、同KKR HOTEL TOKYO｢瑞宝の間｣で懇親会が開催され、内閣官房、厚生労

働省、経済産業省、文部科学省、独立行政法人医薬品医療機器総合機構から多数の出席を頂き、

医機連賛助会員会会員、医機連理事、医機連会員団体事務局、医機連委員会等三役との情報交換

が盛大に行われた。 
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編 集 後 記 

平成27年がスタートしました。 

医機連30周年の記念すべき年であった平成26年は、その節目を終えて足早に過ぎ去り、医療機

器業界にとって更なる成長へ向けた新しい年を迎えます。 

昨年は、｢健康・医療戦略推進法｣、｢独立行政法人日本医療研究開発機構法｣の成立、そして11

月25日｢医薬品医療機器等法｣施行と、医療機器業界にとって環境整備が急速に進みました。 

一方で年末の土壇場で、安倍政権の突然の解散・総選挙が実施され、アベノミクスの再評価と

共に、医療機器産業が｢成長産業｣としての位置づけが再確認されることになりました。(実はこの

編集後記は11月21日に書いていますので、選挙結果は不明ですが、歩み始めたアベノミクスにブ

レーキがかかることなく、成長戦略が継続されることを強く期待しています。) 

また、医療業界における臨床研究の問題発生を受け、業界に対するガバナンスに厳しい目が向

けられました年でもありました。これに対して医機連は｢医療機器業界における医療機関等との透

明性ガイドライン｣を定め、それに基づく情報公開の実務指針を策定・公開をしています。 

今年は｢成長産業｣として大きく飛躍をすると共に、よりコンプライアンスを意識し、透明性と

公正性を持った健全な企業活動が求められます。皆様のご理解、ご協力を宜しくお願い致します。 

(MM) 

  

広報委員会 

委 員 長 久 芳    明 委  員 菊 地  康 昭 

副委員長 大 曲  昌 夫 委  員 松 本  民 男 

委  員 

委  員 

委  員 

丸 田  正 行 

城 風  淳 一 

松 本  吉 弘 

委  員 

委  員 

委  員 

谷 口  ゆたか 

前 田    浩 

内 藤  正 義 

  委  員 宇 野    彰 

  委  員 栃 村  勝 美 

   (順不同)

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(本誌は、再生紙を使用しています｡) 
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