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（議事次第）
１

開会

２

議事

自己採血によるセルフメディケーションの推進
医療用ロボット市場の拡大・普及
第Ⅰ相臨床試験専用病床に関する施設基準の緩和

３

閉会

○藤原次長

今日 はこれから神 奈川県の御提 案を県から御 説明をして いただいた上 で、厚

労省、最後は特許庁との意見交換という形で進めさせていただきます。
１月28日に神奈 川県の医療・ 健康分科会が 開催されまし て、そこで かなり絞った 形で御
提案を頂戴し、小 泉政務官も御 出席でござい ましたけれど も、そのよ うな御提案に ついて
は早速ワーキング グループでと いうことでご ざいました。 時間が２カ 月近くたって しまい
ましたけれども、今日は厚労省との意見交換を含めたヒアリング内容で ございます 。
それでは、今日 の議事次第が ございますけ れども、項目 別に、最初 はこの３つの テーマ
です。自己採血に よるセルフメ ディケーショ ン等々からで ございます が、神奈川県 からお
話しいただいた上で関係省庁をお呼びしたいと思います。
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八田座長、お願いいたします。
○八田座長

どうもありがとうございました。

早速、御説明をお願いいたします。
○山口部長

神奈川県庁の山口でございます。きょうは、よろしくお願いいたしま す。

まず、このヒ アリング資 料を１枚めく っていただい て、幾つ か項目があり ますが、まず、
この時間帯につい ては上の２つ 、自己採血に よるセルフメ ディケーシ ョンと医療用 ロボッ
ト、あとは横浜市 さんから第Ⅰ 相臨床試験専 用病床に関す る御提案を 御説明させて いただ
きます。
１枚、おめくりください。
自己採血による セルフメディ ケーションの 推進につきま しては、現 在、グレーゾ ーンが
解消されまして、自己採血による血液検査が実現化しております。
我々といたしま しては、厚生 労働省のガイ ドラインの中 で血液検査 の項目が現行 ８項目
になっている、こ の項目の制限 を撤廃する形 で、例えば、 例の①で書 いてあります が、血
液アミノ酸の濃度 、こうしたも のを検査項目 に入れる、こ れにより広 範囲の疾病リ スクの
測定ができる。そ ういう形で、 国民、県民の 健康意識の向 上、受診の 動機づけ等々 、こう
した効果に結びつけていきたい。
実際、今、こう いった部分を ビジネスとし て手がけてい る企業が非 常に多く出て いると
いうことで、その後押しができればという内容でございます。
１枚めくってい ただきまして 、具体的な事 例といたしま して、既に 健康ライフコ ンパス
といった会社がこうした自己採血の検査をやってございます。
もともと、この グレーゾーン の解消でお墨 つきがついた ということ で、それまで 、１月
に84店舗での展開 だったものが 、11月 には261店舗に 展開されて いるというこ とで、国民ニ
ーズも非常に多い のかなと我々 は受けとめて おります。こ うした動き をさらに加速 化させ
ていきたいという内容でございます。
次、１枚おめくりください。
ロボット産業ということで、医療用ロボット市場の拡大でございます 。
これにつきまし ては、現行、 理学療法士等 が医療用ロボ ットを活用 して治療でき る施設
が病院、老人ホー ム、介護施設 等に限定され ております。 これを、医 療用ロボット の活用
施設対象を広げよ うということ で、例えば、 スポーツクラ ブや、地域 コミュニティ ー施設
などに拡大していこうという内容でございます。
具体的には、お手元にパンフレットをお配りしているかと思います。
神奈川県藤沢市 に、湘南ロボ ケアセンター というものが あります。 ここでは、今 、トレ
ーニングセンター ということで 、実際 にこのHALとい うロボット スーツを活用 し、地 域の方
の健康増進に役立 てるトレーニ ング、HALFIT を提供するサ ービスを展 開しておりま す。一
方、ロボット スーツHALは 医療機器とし ての承認を目 指しており 、仮に 今後医療機器 になっ
てしまうと、HAL F ITで使ってい るHALと同じ 性質の機器で ありますが 、ここでは要 件を満
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たさないということで使えなくなってしまう。そこを危惧しているとこ ろでござい ます。
この中で、例え ば、今、実際 に新医療機器 として薬事承 認の申請を 、この会社で 行って
おりますので、我 々としては、 こうしたタイ ミングも見な がら具体的 にさまざまな 場所で
医療機器としてのH ALを使った治 療が提供で きる、特に脊髄 損傷を患っ ている方につ いては
外出も非常に困難 であるという ことで、より 身近な施設で 、こうした 治療が受けら れる環
境づくりが必要かと考えております。
以上２点は県からでしたので、もう一点、病床を横浜市さんからお願 いします。
○長谷川課長

横 浜市から、第 Ⅰ相臨床試験 専用病床の施 設基準の緩 和につきまし て、御

説明させていただきます。
お手元の資料、一番後ろについているA4の１枚物でございます。
こちらにつきま しては、昨年1 2月に一度御 説明させてい ただいてお りますけれど も、現
状の制度が、健康 な人を対象と する第Ⅰ相臨 床試験の専用 病床であっ ても、患者が 入院す
る病床と同様の施 設基準が必要 となっている ということで ございまし て、課題とい たしま
しては、病床の利 用率が限界に 近い病院では 、同時にまと まった病床 が必要となる 第Ⅰ相
試験を積極的に行 いにくいであ るとか、臨床 研究等を活発 に行ってい る大学病院等 では、
専用の病床を用意 しなければ第 Ⅰ相の治験の 実施は困難と いうことで す。求める特 例措置
といたしましては 、健常な人を 対象とする第 Ⅰ相治験及び 臨床試験の みを行う病床 である
「第Ⅰ相臨床試験 専用病床」を 創設していた だきまして、 施設基準に つきましては 、現行
の医療法の定める 最低基準と同 程度に緩和し ていただきた いというこ とで、患者１ 人当た
りの病室面積は6.4 平米以上を4. 3平米以上、 廊下幅につき ましては2.1 メートル以上 を1.6
メートル以上に置きかえる緩和をしていただきたいという内容でござい ます。
こちらにつきま しては、厚生 労働省様とも 書面で協議を させていた だいておりま して、
専ら健康な人を対 象とすること 、また、滞在 期間は短期間 であること の条件のもと に、具
体的な検討を進めたいという形で前向きな回答をいただいている状況で ございます 。
横浜市の説明は、以上でございます。よろしくお願いいたします。
○八田座長

以上ですね。

私はわからなか ったのですけ れども 、HALのところ についてで すが、これは医療用 器具に
なってしまうと使えないということですか。
○山口部長

この場所では使えないのです。

○八田座長

では、どうしてほしいというご要望ですか。

○山口部長

それ を理学療法士 等が、医師の 指示書のもと 、この場所 でも医療機器 として

治療に使える形にしていただきたい。
○八田座長

ということは、ある意味では先取りなわけですね。

○山口部長

そうです。

○八田座長

今は、医療機器ではないのですね。

○山口部長

今は、医療機器ではなくて福祉機器ということです。
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○八田座長

福祉機器だから使えているけれども、前もってそうしたいと。

○山口部長

そうです。

○八田座長

これは、医療機器でもない、福祉機器でもないとはできないのですか 。

○山口部長

そこ は機能を変え ておりますの で、若干医療 機器のほう がより高度な 性能を

有すると聞いております。
○八田座長

そうすると、性能を下げることはできない。

○山口部長

そこはまた、医療機器としての承認基準もあると思いますから。

○八田座長

わかりました。

○原委員

これは リハビリ機器 であるとか、 そのようなも のでこれま でに同じよう な問題

は起きていないのですか。
○山口部長

トレ ーニングの機 器はあくまで も福祉機器で すので、医 療機器という カテゴ

リーに入ってこないので、このような問題はなかったと我々は認識して おります。
○原委員

わかりました。

○八田座長

ドイツで認定されたのは、医療機器ですか。福祉機器ですか。

○山口部長

医療 機器です。で すので、全額 労災保険で対 応できる。 ということは 、より

多くの方に使っていただくことが可能になっている。
○本間委員

どの あたりで認定 されていない のですか。つ まり、どこ がひっかかっ て医療

機器として認められていないのですか。
○山口部長

日本でですか。

○本間委員

はい。

○山口部長

今 、そこは臨 床試験も行い 、薬事申 請をしていて 、手続的 には行ってい ます。

ただ、薬事承認 が取れたとし ても、使える 場所が非常に 限定されて 、特に病院で すと、
これは非常に大き なスペースを 要しますので 、病院の中に 新たにそう いったスペー スを設
けるのはなかなか 現実的ではご ざいませんの で、既にある こういった 施設を活用す るほう
が患者さんのニー ズに合ってい るし、それが できると、い ろいろな場 所にこのロボ ットを
活用した治療が展 開できるとい うことで、産 業としての広 がりが、我 々としては期 待でき
るのかなと。
○八田座長

今まで医療機器でそのような使われ方をしたものはあるのですか。

○山口部長

ないですね。

○八田座長

では、これが初めてですか。

○山口部長

そう ですね。やは りこういった ロボットとい う形での医 療機器は、今 までは

当然お医者さんが 使う機器とし ての医療機器 の形でしたが 、もちろん 理学療法士等 という
プロフェッショナ ルの方がサポ ートはいたし ますけれども 、患者みず からが使って いく形
になります。
○八田座長

でも 、医療機器を 理学療法士が 使うというも のが今まで なかったから 、それ

は新しいカテゴリーにしてくれということですね。
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○山口部長

そうです。

それと、医師の 指示というこ と、指示書は 当然大原則で それに基づ いてやります ので、
そこのところをし っかりと担保 して、やはり 我々も安全性 なり衛生面 での対応はし っかり
対応していきたいと思っています。
○八田座長
○阿曽沼委員

わかりました。
例 えば、スポー ツクラブにク リニックを併 設するなど というケース があり

ますが、そうすれ ば使えますね 。しかし、そ れはやはり運 営上も大変 ですね。ここ の大き
なポイントは、医 師の指示書の もとで医療機 器としてスポ ーツクラブ でも使えると いうこ
とです。
○八田座長

わかりました。

では、よろしいですか。厚労省を呼んでください。
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