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○高齢化の進展や、新興国における医療需要の増大を受け、
世界の医療機器市場は、今後も拡大が見込まれています。
このような中、文部科学省、厚生労働省と連携し、日本が
強みを有するロボット技術、再生医療、ＩＴ等を応用した
日本発の革新的医療機器・システムの開発及び実用化を支
援します。 

 
○具体的には、 
・我が国のロボット技術や内視鏡技術を活かした、より先端的な

手術支援ロボット 
・がん、脳血管疾患、心臓病等を低侵襲かつ早期に診断し、
治療を行う医療機器 

・最先端の認知症診断システム 
 等の開発・実用化を行います。 
 
○これにより、我が国医療機器産業の競争力強化及び健康寿

命の延伸を実現します。 
 
 
 
 
 
 

事業の内容 

事業の概要・目的 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

事業イメージ 

次世代医療ロボットシステム、スマート手術室等 

国 

大学 
民間企業等 

交付金 委託 

ＮＥＤＯ 

民間企業等 
委託 

２.５ｍｍ以下の分解能で微少
がんの形状、位置、悪性度を
高精度に検出 

画像診断システム 次世代放射線治療機器 

呼吸などにより動く１ｃｍ以下の微
小がんを追跡しながらピンポイント
で治療可能 

次世代再生医療技術研究開発 

スマート手術室 

医療機器の即効性と 
再生医療の永続性の融合 

分化促
進因子 

幹細胞 
誘導因子 

心筋ネット 

がん超早期診断・治療機器 

フレキシブル内視鏡手術装置 

脳画像情報を、臨床情報と共に解析
して早期診断を実現 

アルツハイマー病早期診断 

脳画像・臨床情報 
統合解析DB 

 ＭＲＩ、ＰＥＴ画像 

深部の病変を低侵襲で治療 手術時間短縮により患者負担を軽減 

nkaa7405
タイプライターテキスト
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