
次世代医療機器連携拠点整備等事業

オープンイノベーションと事業化推進を
目指した医療機器開発中核拠点整備

岡山大学病院



拠点の特色



事業の概要



病院でものづくり

岡山大学病院、岡山大学研究推進機構医療系本部が一体となり、院内の
各部門との調整を行いながら開発人材の育成をサポートします

受入れ診療科の教職員（医師・歯科医師）と関連する部門・センターのコメ
ディカルスタッフが人材の受入れを行います

院内に設置したインキュベーションラボ（i-Labo）において、短期間で設計・
試作・実装試験・改良（PDCA）を回す’ものづくり’をサポートします

（診療科の医局）
医局内カンファレンス参加

診療科の関連部門

ARO担当者
コーディネータ

診療科の手術見学
診療科の外来



受入診療科・部門

受入れ診療科は順次拡大します

複数の診療科で、診療実態に応じた横断的な現場教育が可能です

インキュベーションラボを中心とした試作品開発と実装試験も実施できます
（※事前に開発方針の協議が必要です）

受入診療科・部門

◼ 放射線科（金澤 右病院長・教授）
◼ 麻酔科・蘇生科（森松博史 教授）
◼ IVRセンター（平木隆夫 研究教授）
◼ 手術部
◼ 救急部
◼ 集中治療部（武田吉正 准教授）
◼ ペインクリニック外来
◼ CCU, PICU （順次拡大予定）



PMDAワークショップ 先進病院実習

次世代医療機器開発人材育成プログラム

■連携機関の教育コース相互受講をオプションで実施

①現場や市場のニーズをキャッチできる

想定されるキャリア像 ②製品の開発から事業化までのプロセスを理解できる

③産学官金のネットワークをビジネスに活用できる

医療機器開発の事業化、または医療ニーズを解決することを目的としている企業の方を対象とした

教育プログラムを実施します。 次世代を担う若手研究者、開発者の育成を医師、企業と共に実践

できる場を提供します。企業での開発経験者・PMDA審査経験者 による開発指導・薬事相談も行

います。「PMDAワークショップ」「医療機器操作実習」「先進病院実習」などを通じ、次世代を

担う若手研究者、開発者を育 成します。保険診療化・事業化を見据えた教育カリキュラムと人材

キャリアアッププランを実施します。保険収載から事業化に焦点を 当て、各方面の一線級の講師

による講義を行います。

医療機器操作実習
（岡山理科大学）





県内企業・県外企業

紹介

岡山大学病院
新医療研究開発センター

岡山大学
研究推進機構 医療系本部

ブラッシュアップ事業化会議

歯科系
商社

医科系
商社

金融
機関

知財
担当者

薬事
担当者

マッチングWebシステム

ニーズマッチング

岡山県および関連産業振興団体と大学病院の共同運用体制

岡山大学

岡山大学
病院

各部署

研究者

岡山
医療連
携推進
協議会
CMA-O

シーズ・ニーズの
探索・市場調査

情報
交換



拠点連携体制

研究推進機構
機構長（理事） 那須 保友

岡山大学病院
新医療研究開発センター

（ARO部門）
次世代医療機器開発部

岡山大学

研究推進課（契約担当）

補助事業代表者（拠点長）
岡山大学病院長（理事） 金澤 右

産学連携・技術移転本部

医療系本部

研究リスクマネジメント本部

医科系診療科・センター

歯科系診療科・センター

シーズ開発推進協力・全学一体運営

・医療機器開発支援、薬事相談
・医療ニーズ探索、事業化ブラッシュアップ会議
・拠点間連携

・病院・医局滞在型OJT
・臨床現場見学の受け入れ
・企業開発者との協議、共同開発
・連携病院からのニーズ探索
・若手開発人材育成、異分野融合

・共同研究等外部資金管理、利益相反管理

医療機器操作実習

岡山理科大学
・企業導出、知的財産管理

事業運営統括
・関係各部門との調整
・規程、手順の作成

岡山医療連携推進協議会事務局

PMDAワークショップ講師派遣

（独）医薬品医療機器
総合機構

産業振興・企業支援・講師派遣

岡山県
・医療機器開発プロモートおかやま
・メディカルテクノおかやま

大学院ヘルスシステム統合科学研究科
周
知
・ニ
ー
ズ
収
集

医療ニーズ・困りごと収集
開発支援／規程整備／
手順書等の共有

広島大学 大阪大学 筑波大学 岡山ろうさい病院
岡山済生会
総合病院

岡山赤十字病院

岡山医療センター 岡山市立市民病院
教育ノウハウ共有
・バイオデザインでの連携
・アントレプレナー教育

橋渡し研究TRネットワーク 岡山医療連携推進協議会（CMA-O）

薬学部

工学部

法学部

保健学

補助金情報の提供
／企業紹介

拠点間
連携

拠点外との連携

岡山大学病院

6基幹病院(計3,261床)のメガホスピタル

進
学

・教育コンテンツの共有
・合同シンポジウムの開催
・医療ニーズマッチ
（CENSNET®活用）

大分大学 神戸大学
第1期国産医療機器創出促進基盤整備等拠点

鳥取大学

第1期拠点間連携

基幹病院連携橋渡し研究ネットワーク連携

教育プログラム連携

産学官連携



LoRaWANを活用した
岡山大学病院でのIoT実証試験

岡山大学病院

新医療研究開発センター



経緯

⚫ 病院内の診療と診療を取り巻くシステムを改善し、患者、患 者
の家族、病院で働く、医療従事者等の困りごとをテクノロジーで
解決したい（Hospital×Tec）

⚫ 2018年度に病院全体での「困りごと」を調査したところ、24診療
科・部門から、計82件の困りごとが掘り起こされた。
◆そのうち「病院への業務改善要望」と思われるもの12件（別紙）

◆→「現場の困りごと」のみならず、患者や家族など「病院を訪れる 方」
にも多数の不便や、改善希望があるのではないか。

⚫ IoTデバイスの開発で解決できないか
◆多くの企業に「病院をフィールドとした実証試験」を実施していただき、

事業化に繋げられないか

◆通信インフラを低価格／無償にて提供し、それを企業に使っていただくこ
とで開発が進まないか。



ユースケース

⚫患者の動線感知システム

◆外来診察と検査部門の往復時の案内（道案内システム）

◆検査部門が患者の位置を把握→端末呼び出しとリンクさせて、病院内のど
こにいても順番待ちができる

⚫検体輸送・管理

◆採血、尿、伝票などの運搬はいまだに人の手によって行われており、取り
違えも生じるリスクがある（医療安全上の課題）

⚫病室の空調、温度、湿度のモニタリング

◆患者さんの病状によって、空調が暑すぎたり、寒すぎたりすることもある。
人の手によらないこまめな空調自動調整システム

⚫病院内での患者位置情報把握システム

◆病棟等、常時患者さんの監視が必要な環境で、ウェアラブルセンサーを応
用した位置把握システム

「医療そのもの」ではないが、「医療の質を向上」させるための周辺
技術の開発



2018年度の困りごと82件のうち、
病院への業務改善要望と判断されるもの

No. 業務改善要望 提案部門

1
医療機器の点検時間を短く、トラブル時の対応をより迅速にしたい。そのために、機械のそばにいなくても機器の稼働状態が分かるようにしたい。また、
操作中に機器トラブルが起こった場合に、メーカーにも遠隔で状態を把握してもらえると、対応が早くなる。

医療技術部 臨床工学部門

2 車イスや歩行器のタイヤ軸に髪の毛やゴミがからまって車輪の動きが悪くなる。また、それを取り除くのにも手間がかかる。 総合リハビリテーション部

3
馬蹄型歩行器をモノを手に持ちながら押すと危ない。また、固定具に袋をかける利用者が多く緩みの原因になる。そのため、物を置く用の台やフックが
あると便利

総合リハビリテーション部

4
外来患者が、検査室や診察室がわからず言語聴覚室の前に迷って来る事があり、その対応に時間を取られることがしばしばある。（外来棟の４Fと
中央診療棟の４Fがつながっていない事で立腹される方も多い）

総合リハビリテーション部

5
抜き差ししやすいコンセント絡まりにくいコード（表面の素材？）
（ICUで離床の際に準備時間と手間が減ると嬉しいです）
小児や小・中・高校生などに細かく高さや幅設定が変えられる松葉杖や歩行器

総合リハビリテーション部

6
エレベータを使用する際、満員で降りる人がいないのに各階でとまり、時間を無駄にすることがある。（例えば、10F→2Fへ降りるとき、9F,8F,7Fと満
員でも止まる。）
満員ボタンがあれば時間短縮に繋がるのではないか。

総合リハビリテーション部

7
検査透視のときはX線が出ているので患者の近くに行けないことが多い。患者の訴えに気づけないときがある。一方、X線被爆しながらでも患者対応を
しないといけないこともある。離れていても患者の声や表情が分かるようになったらよい。マイク、カメラをセットすれば実現できると思う。

IVRセンター

8

入院患者の医療麻薬の自己管理は、患者の症状緩和に有用であるため、「医療用麻薬適正使用ガイダンス2017」の中でも認められている。オー
バーテーブルに置いたりすることが一般的な入院患者において、散歩にでかけたり、治療、検査に出かけたりする方もいる。その際に、鍵のかかるところ
にしまってしまうと、いざというときに手間取ることもある。
そこで、スマホの指紋認証やテンキーのついた小さい箱のようなロックのかかるケースがあれば自己管理の保管にも役に立つのではないかと考える。

薬剤部

9
トイレの呼出ボタンを間違って押されることが多くて困る。
緊急時用のボタンであることが強調できるよう赤色表示や緊急ボタン等表示が工夫されると誤操作が減ると思う。（実績例：H30/6月は、5回間
違いで押されてる。）

医療技術部
一般検査室

10
画像再構成ソフトをシステムに組み込んで欲しい。
（３Dや失状・前頭断）を水平断より再構成する

口腔外科（再建系）

11
院内移動で迷子になる方がいるので院内各所にセンサーをつけて院内専用カーナビの様なものをつくりタブレットやスマホでそれを見ながら移動してもら
う。間違った通路に入ったら「ちがいます」と正しい経路に誘導されるといった「道案内」機能をもったアプリを提供し、必要な方にはタブレットを貸し出す。

口腔外科（再建系）

12
病院内で急変（心停止）が起こった場合や、院外から心停止患者が運ばれてきている場合に、医療従事者が通知ボタンを押すと、院内の関係各
所に急変の知らせが届くようにしてほしい。現在は、総合診療棟で急変が起こっても、手術室にいたら院内アナウンスや同僚からの連絡がないと急変
していることがわからず、対応に困る。

医療技術部 臨床工学部門



“Hospital×Technology”を実現するIoT/AIデバイス実装フィールド

現場で求められているもの
2018年度の医療ニーズ掘り起こしの結果、全82件中、12件が

「病院での業務改善要望」であった。

✓ 医療の困りごと・ニーズのみならず、病院を利
用する あらゆる人（患者、家族、医療従事者等
）が抱える困りごとの解消

✓ 病院での質の高い医療の提供と、医療安全向上
✓ 職員の勤務環境改善

スマート社会・スマート病院の実現

LPWA(Low power, wide area)通信の国際標準規格の一つ
LoRaWAN®導入

現場のニーズをIoT/AIデバイスを含む様々なテクノロジーで解決するた
めに、以下の要件が必要

① IoT/AIデバイス通信の国際標準規格である
→世界100か国以上で利用可能。海外でのサービス展開を見据えた初期
開発が可能

②低導入コスト・低通信コスト・低ハードルの通信インフラ整備
→病院からクリニックまで導入コストの低価格化により、システム普
及が早まる。比較的手軽、簡便なシステムで多業種の参入障壁が低い

③様々なセンサーの接続に特化した通信サービス
→病院を利用するユーザの特殊性、医療従事者の負担解消の費用対効果
が大きいと考えられる労働環境

想定されるユースケース
✓ 患者の動線検出
✓ 検体の輸送・管理
✓ 医療機器の所在管理
✓ 病院内での患者位置情報把握

システム
✓ 病室空調・温度管理システム

…

解析サーバ
LPWA
ゲート
ウェイ

IoT AI

デバイス

岡山大学病院

■質の高い医療の提供
■医療安全向上
■勤務環境改善

困りごと・ニーズ
患者、患者の家族

医療従事者等

ニ
ー
ズ
探
索

シ
ス
テ
ム
設
計

試
作

実
装
試
験

改
良

実装フィールドとしての岡山大学病院において“産学共創”IoTデバイス開発

⚫対等な立場で議論
⚫迅速に試作・試験できる支援
⚫ニーズ探索～事業化を支援

工作センター

医療系学部
医・歯・薬・

保

理工系学部

ヘルス
システム
統合科学
研究科

企業の
研究員

多職種・ARO/コーディネータとともに開発
・ 事業化協議／試作品開発

病院内インキュベーションラボ

短期間でPDCAを回す



病院からの提案趣旨

患者およびその家族のQOL向上、医療従事者を取り巻く職場環境の改
善を提案することができる、IoTデバイス開発を通じた人材育成を行う
拠点形成を目指す。

1. 病院滞在型OJTで医療従事者や医療現場が抱える課題を抽出

2. IoTデバイスでの解決を図りつつ、現場実装→PDCAによる試作品
改良

3. 課題に対する解決法を、IoTデバイス開発で学びながら、ビジネスモ
デルを考える題材として活用。

医療
ニーズ

解決法
アイデア

IoTデバイス
開発

人材育成

ビジネス
モデル検討
→社会実装







講師：内貴 猛（岡山理科大学工学部生命医療工学科教授）

講師：中路修平（岡山理科大学非常勤講師）

10:10~11:10 治療機器の種類とその概要

11:20~12:20 生体材料・医用材料

岡山大学 主催
岡山理科大学 共催

受講料 無料

講師：小畑秀明（岡山理科大学工学部生命医療工学科准教授）
9:00~10:00 診療機器の種類とその概要

講師：二見 翠（岡山理科大学工学部生命医療工学科准教授）
実習指導：淺原佳江、竹本和憲（加計学園医用科学教育センター）

13:30~17:30 医療機器操作実習

講師：加藤 健太郎（独立行政法人医薬品医療機器総合機構
医療機器審査第一部審査専門員）

9:45~10:25 PMDA講座 part２～審査の基本と相談業務～

講師：今吉 直紀（オージー技研株式会社 開発部知的財産課課長/弁理士）

講師：前島 洋平（株式会社カワニシHD代表取締役社長・医師）

11:10~12:00 特許の審査請求・権利化とその後の管理

13:00~14:00 医師・経営者としての視点から見た
医療機器販売商社参加型医工連携の可能性

講師：片山 晶博（岡山大学病院・元厚労省保険局医療課医師）
10:00~11:00 厚労省の医療機器承認・認証システムと保険医療

講師：伊藤 靖樹（株式会社モリタ 経営企画室次長）
14:10~15:10 歯科用医療機器のマーケット戦略

2020年3月7日（土）
10時00分～16時20分
9:40 ~ 受付
岡山大学病院
岡山市北区鹿田町２-5-1
管理棟３階 中会議室

講師：黒川 裕己（株式会社サン・フレアリサーチ&コンサルティング部門
部長/コンサルタント）

15:20~16:20 医療機器製造業の品質管理と業登録申請

講師：岩元 真（独立行政法人医薬品医療機器総合機構医療機器審査第二部
審査専門員）

9:10~ 9:45 PMDA講座 part１～医療機器規制の概要～

2020年2月8日（土）
11時00分～16時15分
10:40 ~ 受付
岡山大学病院
岡山市北区鹿田町２-5-1
管理棟３階 中会議室

2020年2月9日（日）
9時00分～16時30分

8:40 ~ 受付
岡山大学病院
岡山市北区鹿田町２-5-1
管理棟３階 中会議室

講師：伊東 孝 （厚生労働省 医政局 経済課）
11:05~12:00 医療機器の保険適用の道のり（制度・コミュニケーション）≪初級者編≫

2020年1月26日（日）
9時00分～17時30分
8:40 ~ 受付
岡山理科大学
岡山市北区理大町1-1
B1号館3階会議室
D4号館5階医用科学教育センター

講師：伊東 孝 （厚生労働省 医政局 経済課）
講師：雪田 嘉穂（厚生労働省 医政局 経済課）
講師：竹下 康平（東京慈恵会医科大学先端医療情報技術研究講座助教）

13:00~13:55 事例に学ぶ医療機器の保険適用戦略 ≪中・上級者編≫

workshop

講師：雪田 嘉穂（厚生労働省 医政局 経済課）
14:00~16:15 ワークショップ保険適用申請

10:25~16:30 ワークショップ PMDA 模擬対面助言
休憩 11:45~12:45 講師：竹下 康平（東京慈恵会医科大学先端医療情報技術研究講座助教）

講師：村上 武 （高知大学医学部附属病院臨床工学部副部長/技士長)
講師：町 一希 （広島県庁総務課秘書課主査）
講師：櫻井 淳 （岡山大学病院新医療研究開発センター准教授

／岡山大学研究推進機構医療系本部長）

workshop

定員20名

定員20名

国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）次世代医療機器連携拠点整備等事業

実習

定員20名



岡山大学病院 研究推進課
次世代医療機器連携拠点整備等事業 事務局 島本・朝田

086-235-6088
iryokiki@cc.okayama-u.ac.jp

http://mwjp2.ccsv.okayama-u.ac.jp/iryokiki2

TEL

WEB

E-mail

会場アクセス・案内図 2020年1月26日（日）

会場アクセス・案内図 2020年2月8日（土）、2月9日（日）、3月7日（土）

交通案内
※ お越しの際は公共交通機関をご利用ください。

院内の駐車料金は1時間毎に料金が加算されます。
（一部の駐車場は工事中のため使用できません）

岡山大学病院

※ 休日は①管理棟の出入り口を締切っております。
⑱外来診療棟よりお入りください。

■岡電バス 岡山駅東口バスターミナルから
「12」「22」「52」「62」「92」系統に乗車
「大学病院入口」で下車 所用時間 約10分

■岡電バス 岡山駅東口バスターミナル「4番乗り場」から
「2H」系統に乗車
「大学病院構内」で下車 所用時間 約10分

■循環バス 岡山駅前（イコットニコット前または高島屋入口）から
循環バス「めぐりん」に乗車
「大学病院入口」で下車

岡山大学は国連の「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」を支援しています。

お申し込み・
お問い合わせ

〒700-8558 岡山市北区鹿田町2-5-1
管理棟３F 中会議室

会場案内図

管理棟3F
中会議室

※ 駐車場建て替え工事のため
使用不可

■タクシー 岡山駅東口タクシー乗り場から
タクシーで約5～10分

■路面電車 岡山駅前の路面電車乗り場から
「清輝橋」行きに乗車
終点「清輝橋」で下車 大学まで徒歩 所用時間 電車約10分 徒歩約8分

交通案内

岡山理科大学

■岡電バス 岡山駅運動公園口（西口）「22番乗り場」から
「47」系統に乗車

■岡電バス 岡山駅後楽園口（東口）「2番乗り場」から
「37」系統に乗車

〒700-0005 岡山市北区理大町1-1
B1号館3階会議室、D4号館5階医用科学教育センター

■タクシー 岡山駅東口タクシー乗り場から
タクシーで約15分

■JR 法界院駅から
徒歩約20分

会場案内図
Ｂ１号館

Ｄ４号館

http://mwjp2.ccsv.okayama-u.ac.jp/iryokiki2
http://mwjp2.ccsv.okayama-u.ac.jp/iryokiki2


岡⼭県医⽤⼯学研究会・岡⼭⼤学病院シンポジウム

岡⼭県医⽤⼯学研究会事務局 （NPO法⼈メディカルテクノおかやま内）
岡⼭⼤学⿅⽥キャンパス 総合教育研究棟１階
TEL︓086-234-0067 FAX︓086-234-0068
e-mail︓medical@optic.or.jp HP︓http://www.optic.or.jp/medical/

2020年2⽉13⽇(⽊)

お申し込み・
お問い合わせ

●第⼀部︓講演 13:45〜15:15

＜テーマ＞
(1)⼈材育成においてアカデミア・企業・⾏政へ期待すること
(2)ものづくり、製品化・事業化のために必要な知識や経験をどのように⾝に付けるべきか

パネリスト（８名）
来賓・第⼀部講師︓６名
⿃取⼤学研究推進機構 研究戦略室 URA准教授 古賀 敦朗 ⽒
広島⼤学トランスレーショナルリサーチセンターバイオデザイン部⾨ 部⾨⻑／准教授 ⽊坂 智彦 ⽒
コーディネーター（２名）
岡⼭⼤学病院 新医療研究開発センター 准教授 櫻井 淳
(株)カワニシホールディングス 代表取締役社⻑（医学博⼠） 前島 洋平 ⽒

⽇本の次世代を担う
医療機器開発⼈材の育成

◆ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 無料
◆交流会 会員1,000円（⾮会員3,000円）

⽇ 時

場 所

参加費

◆ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 13:30〜17:15
◆交流会 17:30〜19:00

「AMED次世代医療機器連携拠点整備等事業」の展開

(1) AMED産学連携部医療機器研究課 調査役 鈴⽊ 友⼈ ⽒
(2) ⽇本医⼯ものづくりコモンズ 理事⻑ 慶應義塾⼤学名誉教授 ⾕下 ⼀夫 ⽒
(3) ⼤分⼤学医学部附属臨床医⼯学センター 教授 ⽳井 博⽂ ⽒
(4) 神⼾⼤学未来医⼯学研究開発センター 特命准教授 保多 隆裕 ⽒
(5) イメージング＆ロボティクス(株) 代表取締役 ⾕本 圭司 ⽒

主催 ︓岡⼭県医⽤⼯学研究会・岡⼭⼤学病院 共催 ︓NPO法⼈メディカルテクノおかやま

岡⼭⼤学 ⿅⽥キャンパス ◆ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 臨床講義棟２階 第⼆講義室
◆交流会 カフェテリア・バンビ

●第⼆部︓パネルディスカッション 15:30〜17:15

挨拶 13:30〜13:45
主催者︓岡⼭県医⽤⼯学研究会 会⻑ 成瀬 恵治

岡⼭⼤学病院 病院⻑ ⾦澤 右
来 賓︓厚⽣労働省 医政局経済課 医療機器政策室⻑ 前⽥ 彰久 ⽒
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