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1. はじめに

日本人工臓器学会は学術団体としての役割ばかりではな
く，多様な構成員が社会の一員として人工臓器の発展に寄
与するように取り組むことが重要である。人工臓器の基礎
研究から開発，製品化，先端的および広範な臨床応用への
展開について，研究者と医師や臨床現場のスタッフが領域
横断的に取り組むだけではなく，国の政策，産業界，海外，
他学会との連携などに貢献することも学会としての大変重
要な役割である。
本稿では，人工臓器や医療機器を取り巻く最近の国の動

向や研究開発の支援施策などを紹介するとともに，人工臓
器のイノベーションを推進するための日本人工臓器学会の
取り組みと今後の方向性について述べたい。後者の学会の
取り組みについては，今回の学会大会でも人工臓器のイノ
ベーションに関する活動として，多くのセッションが組ま
れた。
山崎健二大会長は今回の大会のテーマとして「夢」こそ

が，あらゆる困難や障壁を乗り越えイノベーションを実現
する原動力であると述べられている。それを具体化するた
めには，委員会活動や多くの学術セッションで報告される
活動こそが重要であり，その活動は国による取り組みや支
援施策とも密接に関連している。これらの本学会の活動は，
学会員のためばかりではなく，我が国が成長戦略として掲
げている創薬，再生医療，医療機器を含む医療のイノベー
ションの中での，人工臓器や医療機器の基礎研究から研究
開発，実用化と事業化に向けての一気通貫の活動に対して
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も大きく貢献していると考えられる。「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」（以下，医療機器促進法）の目標に向かって学
会員の皆さんと意識を共有し，活発な学会活動に反映でき
ることを期待している。

2. 学会および会員の役割と会員数・評議員数の変化

日本人工臓器学会およびその会員の役割として，人工臓
器に関しての組織・個人の研究開発，製品化，臨床応用へ
の主体的かつ現実感，すなわち realityを持っての参加が極
めて重要である。特に学会としては，いわゆる学会，
academic societyとしてだけではなく，現実の社会を構成
する中での本来の real societyとしての活動が，今後ますま
す望まれてくると考えられる。大学や研究機関あるいは病
院に勤務する医学者や工学者だけではなく，実際に人工臓
器を使用する医師，臨床工学技士，看護師などの医療従事
者，人工臓器の製品化や事業化に従事する企業の方々，人
工臓器の承認や認証などを定める薬機法やレギュラトリー
サイエンスに関しての活動をする民間や独立行政法人，行
政機関の方々なども学会活動に深く関与しており，また，
それらの方々は省庁の活動への専門家としての協力も期待
されている。
最近約40年間における本学会会員数の変化を図1にま

とめた。学会の会員数に関しては，平成3～5年（1991～
1993年）頃をピークに平成20年（2008年）頃にかけて漸減
していた。明確な理由はよく分からないが，各種の人工臓
器が製品として世の中で使われるようになり成熟してくる
に従って研究開発に参加する会員が減ってきたこと，さら
には臨床応用が進んだことで，各種の臨床系の学会に会員
が移っていったことなどが考えられる。しかし，平成23年
頃から会員数は増加に転じて2,500人から3,000人台まで
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増加し続けている。この理由は恐らく，人工臓器が医療機
器として成熟してきたことによって，人工臓器を実際に操
作したり，患者のケアに使用したりする医療従事者である
臨床工学技士や看護師の方々が，学会に入会し始めたこと
が関与しているのではないだろうか。理事会ではこれらの
傾向を見て，co-medicalの方々が学会活動に参加しやすい
ように，2016年の第54回大会から大会への参会費を減免
する支援を開始している。このような動態を把握する上で
も，最近開始した会員の属性に関する登録制度に是非とも
協力をお願いしたい。
では，評議員数の推移はどうであろうか。図2を見ると

これも平成の初期をピークに漸減傾向が見られていて，会
員数が増加に転じた後も横ばい状態が続いていた。前述し
たように，学会には多種のstake holderの参加が必要であ
り，さらにはco-medicalの方々が増加していることも考慮
した上で，理事会としては学会活動の方針を決める重要な
役割を担う評議員の質的，数的な面での見直しを図った。
すなわち，学術業績が中心であったこれまでの選出評議員
の資格認定の基準に縛られていては，このような real 

societyとしての機能が十分に果たせなくなるという危機
感から，企業の方々，レギュラトリーサイエンスに関係す
る方々，学術業績がややもすると不足する可能性のある
co-medicalの方々にも評議員になっていただくことができ
る推薦評議員制度を利用して，評議員数の質的，数的な改
造を始めることとした。この結果，図2に見られるように，
2015年頃から評議員数は約150人から約200人へと増加
し，各種の学会活動が活発になってきている。このような
変化が今後の学会活動に貢献することを期待したい。

3. 医療機器，人工臓器イノベーションの最近の動向

文部科学省や内閣府のホームページなどによると，「イ
ノベーションとは，新しいものを生産する，あるいは既存
のものを新しい方法で生産することであり，生産とはもの

や力を結合すること」，あるいは「日本語ではよく技術革新
や経営革新などと言い換えられていますが，イノベーショ
ンはこれまでのモノ，仕組みなどに対して，全く新しい技
術や考え方を取り入れて新たな価値を生み出し，社会的に
大きな変化を起こすことを指します。」などと述べられて
いる。すなわち，人工臓器などの医療機器のイノベーショ
ンとは学術研究の対象だけではなく，産学官連携などの結
果，企業によって製品化されて広く医療従事者などが使用
することにより患者の診療に利用されて価値を生み出し，
医療上の変革をもたらすことだと考えられる。このことを
目的として，2016年から日本人工臓器学会の中に人工臓器
イノベーション委員会を設置し，国の医療イノベーション
戦略への貢献を開始した。
医療のイノベーションが国の重要な成長戦略として位置

付けられ，創薬，再生医療の実用化とともに医療機器分野
でも大きな環境の変化が出てきている。2010年の医療イ
ノベーション会議の設立から始まって，2012年の「医療イ
ノベーション5か年戦略」の策定，2014年に健康・医療戦
略推進本部が正式に設立され，実用化を目指した医療機器
開発が推進されている。同年に公布・施行された医療機器
促進法に基づく有効で安全な医療機器の迅速な実用化等に
より国民が受ける医療の質の向上を図るため，医療機器の
研究開発及び普及促進に関する施策が総合的かつ計画的に
推進され，それを実行する責務を負うものとして①国，②
医療機器の製造，販売等を行う事業者，試験・研究業務を
行う者，③医師等，が指定された。また，2015年4月には
国立研究開発法人日本医療研究開発機構が設立され，これ
まで主として文部科学省，経済産業省，厚生労働省が個別
に支援していた医療機器の実用化研究が，この機構の下に
正式に統合されることとなった。
最近の国による支援事業の中では，2010年度補正予算か

ら始まった経済産業省の「課題解決型医療機器等開発事
業」，後の「医工連携事業化推進事業」が注目されている。

図1　会員数 図2　評議員数

（人） （人）
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この事業の特徴は，これまではややもすると技術シーズか
ら始まることの多かった医療機器開発を，あえて医療現場
の課題，すなわち臨床的なニーズを中小企業などの技術に
よってどのように解決していくかというアプローチで，コ
ンソーシアムを組んでプロジェクトを推し進めていくのを
支援していることである。これまで医学と工学の連携を研
究所や大学で進めていたものを，医療と工業あるいは商業
との連携として医工連携を捉えることで，試作品止まりで
はなく製品として世の中に送り出すという，社会での実践
を図っている。これらのプロジェクトの推進にあたっては，
徒らに試作品を作り込んでいくのではなく，研究計画を立
てる初期の段階で，市場調査や競合技術との詳細な比較検
討や公的保険から得られる収益などを考慮した事業化戦
略，独立行政法人医薬品医療機器総合機構のRS（regulatory 

science）戦略相談などを利用した規制に対する具体的な対
応策の決定，知的財産戦略，製造販売業や販売会社との契
約手法，資金調達，これらを総合したビジネスモデルの構
築など，デューデリジェンスをしっかりと行い次の段階に
進めることが極めて重要であることも分かってきた。この
支援事業には「伴走コンサルティング」として各種のアド
バイザリーが側面支援する方法が取られてきたが，2014年
からは「医療機器開発支援ネットワーク」としてその機能
がさらに強化されつつある。非公式ではあるが，この事業
で支援された約140のプロジェクトから既に70種余りの
医療機器が国内，海外で上市され事業化に成功している。
新しく発足した日本医療研究開発機構の1つの大きな柱

である「オールジャパンでの医療機器開発」には，この支援
事業だけではなく，これまで各省が縦割りで支援してきた
経済産業省による「未来医療を実現する医療機器・システ
ム研究開発事業」，文部科学省・科学技術振興機構などに
よる「産学連携医療イノベーション創出プログラム」，厚生
労働省による「医療機器開発推進研究事業」などが含まれ
る。ここで挙げた事業は，従来これらの省庁が支援してき
たものではあるが，現在は支援の主体は日本医療研究開発
機構に移行している。これらの事業が医療機器の実用化を
目指す事業であるならば，この機構の成立を契機に各事業
の特徴を活かしながら，全て「医療機器開発支援ネット
ワーク」などの支援を受けて社会への出口に至り，国の成
長戦略の一翼を担えるように活動を進めていくべきではな
いかと考える。当学会の医療産業促進委員会が中心となっ
て第56回大会の中で実施した「医療機器開発よろず相談
室」も，これらの機能を実践で示したものである。

4. 学会大会の中での委員会活動報告

学会大会の中で，学術セッションだけではなく，以下の
ような学会内外に向けた委員会活動の内容がプログラムに
反映されたことは，前述した real societyの中での活動が実
践され始めていることの証でもある。例を挙げると，レギュ
ラトリーサイエンス委員会によるセッション，研究推進委
員会による「現在の情勢を踏まえた医療機器研究開発のす
すめ」，医療安全委員会による医療安全セミナー「生命維
持管理装置のピットフォール」，将来計画・学会活性化委
員会の中の男女共同参画・若手等ワーキンググループによ
る男女共同参画セッション「それぞれの職場におけるダイ
バ ー シ テ ィ の 現 状 」，国 際 委 員 会 に よ る「IFAO

（International Federation for Artificial Organs） session」な
どが挙げられる。このうちのいくつかについて活動の内容
や方向性を概説しておく。
レギュラトリーサイエンスに関しては，対外的な活動と

して厚生労働省と経済産業省が合同で開催している「次世
代医療機器・再生医療等製品評価指標検討会」への貢献が
挙げられる。この検討会では，新しい人工臓器や医療機器
の実用化に向けた開発ガイドラインと評価指標を設定する
ための活動を実施している。特に人工心臓に関する開発ガ
イドラインと臨床試験を含む評価指標を設定するにあた
り，この検討会が開始された2005年頃より，日本人工臓器
学会の会員が大きく貢献し，検討が予定される具体例とし
て，「高機能人工心臓システム」などを対象とする「体内埋
め込み型能動型機器」のガイドラインと評価指標が設定さ
れた。それにより国産の埋め込み型補助人工心臓の開発と
製品化が加速されたことは大きな貢献であったと考える。
今後も，このような活動は継続されるべきである。
男女共同参画に関しては，公益社団法人日本医師会の中

の女性医師支援センターの活動にも呼応して活動を開始し
ている。女性医師が出産や子育てのために一旦離職した後
に医師としての活動を再開することを支援している。主と
して病院での臨床業務に関する取り組みが多いが，日本人
工臓器学会としては人工臓器の開発や製品化に関しての参
画も視野に入れることができると考えている。女性医師は
当然のことながら，その医学知識と臨床経験から，工学者
や企業の研究開発に関して有力な戦力となりうる。人工臓
器の開発や製品化に関する現場は，女性医師ばかりではな
く女性の看護師，臨床工学技士などにとっても復職して，
勤務時間などの制限があっても活動できる職場となりう
る。私の経験では，欧米では女性の医師や看護師などが企
業で医学知識や経験を医療機器などの開発に活かして活動
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している例をたくさん見ており，世界各国の医療機器開発
のためのクラスターやイノベーションハブの中で，女性が
コーディネーションを担当しているのはごく普通のことで
ある。今後はこのような観点からの女性の参画が期待され，
本学会としてもこの点をよく理解して活動に反映していく
必要がある。
国際学会との関連についても少し説明したい。従来は

ISAO（International Society for Artificial Organs）が世界を
舞台とした国際学会であった。その頃は多くの日本人も会
員であった。しかし，この学会を運営するboard member

の数は日本や米国からそれぞれ3人程度であるにもかかわ
らず，欧州の各国からはそれぞれの国から3人程度が出
ていて，運営全体の公平性に疑問が出てきていた。そこ
で2004年に ISAOは IFAOに移行した（図3）。IFAOは日本
人工臓器学会，ASAIO（American Society for Ar tificial 

Internal Organs），ESAO（European Society for Artificial 

Organs）の3つの学会が参加するumbrella societyで，各学
会が学会として均等の会費を支出し，2年に一度，各地域

図3　IFAOの構造

での学会大会とbiannual meetingとを併催する形で，活動
を継続している。我が国では2007年，2013年に IFAOの大
会が行われ，本年2019年には大阪で第57回日本人工臓器
学会大会と併催されることになっており，多くの会員の参
会が期待される。また，IFAOの大きな使命としては，会員
である3つの学会が，その所属する地域周辺の人工臓器研
究の活動を支援していくことが挙げられている。例えば，
米国であれば南米など，欧州であれば東欧やアフリカなど
である。日本はアジア太平洋地区を担当しており，その活
動の一環として，2013年にAPSAO（Asia Pacific Society for 

Artificial Organs）を少額ではあるが予算の支援を含めて立
ち上げた。当初の予定では2年に一度程度の大会開催を予
定していたが，2014年には日本で，2015年には韓国で，
2016年には中国で，2017年にはインドで，2018年には台
湾において，地元の研究者の支援によって開催され，活動
も活発化してきている。2019年には IFAOの大会とともに
開催の予定である。本会会員にも是非ともAPSAOの会員
になっていただきたいと考えている。

5. おわりに

はじめに述べたように，日本人工臓器学会およびその会
員の役割は，人工臓器に関しての組織・個人の研究開発，
製品化，臨床応用への主体的かつ現実感，すなわち reality

を持っての参加が極めて重要である。研究の進め方に関し
ては「何ができるか」よりも「何をしたいか」，「何をすべき
か」の観点で主体的な活動を期待している。それによって，
新しい価値を生み出して「社会変革」，「科学的貢献」をする
「イノベーション」を起こしていただきたいと考える。
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