
 

 

平成 27 年度 地域活性化総合特別区域評価書【正】 

 

作成主体の名称： 群馬県 

 

１ 地域活性化総合特別区域の名称 

   群馬がん治療技術地域活性化総合特区 

 

２ 総合特区計画の状況  

① 総合特区計画の概要 

世界最先端のがん治療技術である重粒子線治療を中核とし、「がん医療にかかる研究開 

  発」、「医療人材の育成」並びに「医療分野へのものづくり企業の参入促進」、「外国人医

療観光」の推進に取り組み、『がん医療産業拠点』の形成を図る。 

 

② 総合特区計画の目指す目標 

高度な医療技術、医療人材、ものづくりが集まる医療産業拠点の形成 

 

③ 総合特区計画の指定時期及び認定時期 

平成 25年 9 月 13日指定 

平成 25年 11月 29日認定（平成 27年 3月 27日最終変更） 

 

３ 目標に向けた取組の進捗に関する評価（別紙１） 

① 評価指標及び留保条件 

評価指標（１）：重イオンマイクロサージェリーの臨床試験の実現 

数値目標（１）：0症例（H25年度）→3症例（H30年度）《定性的評価》 

評価指標（２）：重粒子線/X線治療・免疫療法等を組み合わせた治療の実施 

数値目標（２）：0症例（H25年度）→20症例（H30 年度）《定性的評価》 

評価指標（３）：がん医療関連製品の開発［進捗度 100%］ 

数値目標（３）：新たに 10件(H30年度) ［H27年度 目標値 2件、実績値 2件］ 

評価指標（４）：がん登録精度（DCO） 

数値目標（４）：6.5%（H25年 3月現在） 

       →5%以下（H30年 3月報告）《定性的評価》 

評価指標（５）：放射線医療人材の育成［進捗度 62%］ 

数値目標（５）： 

①放射線腫瘍医数   30人(H30年度) 

［H27年度 目標値 6人、実績値 8人、進捗度 133%、寄与度 33%］ 

②医学物理士数    30人(H30年度)  

［H27年度 目標値 5人、実績値 1人、進捗度 20%、寄与度 33 %]  

③診療放射線技師数  30人(H30年度)  

［H27年度 目標値 6人、実績値 2人、進捗度 33%、寄与度 33 %］ 
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評価指標（６）：医薬品・医療機器生産金額（県内）［進捗度 242%］ 

数値目標（６）：1,300億円の増加（H30年度）《代替指標》 

代替指標（６）：医工連携案件のマッチング件数 86件（H30 年度） 

[H27年度 目標値 46件、実績値 109 件、進捗度 242%］ 

評価指標（７）：重粒子線治療での国外患者の受入・がん検診での外国人の受入 

［進捗度 25%］ 

数値目標（７）：①重粒子線治療での国外患者受入人数   年間 30人(H30年度) 

［H27年度 目標値 20人、実績値 5 人、進捗度 25%、寄与度 50%］ 

      ②がん検診での外国人受入人数       年間 300人(H30年度) 

［H27年度 目標値 200人、実績値 50人、進捗度 25%、寄与度 50%］ 

② 寄与度の考え方 

該当なし 

 

③ 総合特区として実現しようとする目標（数値目標を含む）の達成に、特区で実施する

各事業が連携することにより与える効果及び道筋 

総合特区計画の目指す目標「高度な医療技術、医療人材、ものづくりが集まる医療産 

業拠点の形成」に向け、超難治がんの克服に向けた重粒子線治療技術の高度化とともに、

診断、治療、術後のケアの各分野における革新的医薬品・医療機器の研究開発を進め、

がん医療研究開発拠点形成を推進する。（数値目標（１）～（４）） 

また、がん医療人材の育成として、県外・国外から医療人材を呼び込み、研究者間や

域内企業との交流を促進し、がん治療技術の高度化や先端医療機器の開発・運用の担い

手の育成を進める。（数値目標（５）） 

 さらに、地域独自の取組の推進を通じて、ものづくり企業の医療分野への参入促進や

医療産業の戦略的な企業誘致、また重粒子線治療や最先端がん検診施設を活用した外国

人医療観光の推進を図り（数値目標（６）～（７））、総合特区計画の目標達成を目指す。 

 

④ 目標達成に向けた実施スケジュール（別紙１－２） 

評価指標（１）、（２）については、群馬大学をはじめ、医療機器メーカー、県内中小 

企業が連携し最先端の治療技術の開発及び関連技術の開発を進めることで、目標の達成

に向けて取り組んでいく。 

 評価指標（３）、（６）については、国や県の支援策を効果的に組み合わせながら、県

内企業の研究開発の促進を図るほか、トップセールスや県・市町村との連携による誘致

活動により、県外からの医療関連のメーカー等の誘致にも積極的に取り組んでいく。 

 評価指標（５）については、群馬大学や群馬県立県民健康科学大学などの大学や病院、

研究機関等の連携強化、ならびに人材育成プログラムの実施により、重粒子線などの高

度放射線治療を担う人材を育成していく。 

 評価指標（４）については、引き続き医療機関への普及啓発を促進し、精度の高いが

ん登録データの環境整備を進めることで目標を達成する。 

 評価指標（７）については、群馬県外国人医療観光推進連絡会議による関係機関の連

携強化を通じて、がん検診及びがん治療を希望する外国人及びその家族の誘客を促す。 

 

2



４ 規制緩和を活用した事業の実績及び自己評価（別紙２） 

  ・高精度放射線治療における放射線診療室内での診療用放射線等とエックス線の同時ば

くしゃが可能となる要件の緩和 

重粒子線と X線の同時照射を可能にする提案につき、国通知（「医療法施行規則の一

部を改正する省令の施行について」（平成 13年3月 12付け医薬発第 188号医薬局通知））

が改正され、実現した。[平成 27年 9月 30日付け医政発 0930第 6号医政局通知]  

本規制は、平成 25年度の総合特区推進調整費等を活用して進めている「次世代の重

粒子線治療システム」の実用化のための改正であり、今般の通知改正は評価指標及び

数値目標の達成に向けて大きな前進となった。 

 

５ 財政・税制・金融支援の活用実績及び自己評価（別紙３） 

【財政支援】： 

＜総合特区推進調整費＞ 

  ・モーター蛋白と半導体技術を活用したがん由来物質を超高感度で検出するセンサデバ

イスの開発 

【概要】 

     がんを検出するための腫瘍マーカーの選定、抗体の最適化条件を探索し、装置の

試作機器の開発を行った。今後、性能評価、臨床試験を通じた装置の開発・改良を

進めていく。    

  

＜既存の補助制度を活用した事業＞２件 

①高精度重粒子線がん治療技術の開発 

･補助制度：中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業 

･テーマ ：重粒子線治療向けコンプトンカメラ駆動装置部品の高精度切削加工技術 

【概要】 

群馬大学が中心に進めるプロジェクト（高精度重粒子線がん治療技術の開発）に

関連した取組。極細ビームによる高精度の照射技術の確立に不可欠なコンプトンカ

メラ（多核種モニタリングシステム）の駆動装置における部品開発を進めたもので

あり、県内中小企業が事業主体として技術を確立した。 

  

②毛細血管機能評価及び毛細血管内血液流動性測定装置の開発 

･補助制度：中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業 

･テーマ  ：毛細血管内血液流動性測定装置の開発  

   【概要】 

加圧光センサー技術によりガン患部の新生血管の増減を測定し、がん治療効果を

短時間で判定する機器を開発。平成 27年度は血液流動量を光センサーで測定する技

術を確立した。本技術は、糖尿病、動脈硬化、高血圧症などの早期発見の機器にも

応用も期待できる。（今年度末 上市予定） 

 

【税制支援】：該当なし 
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【金融支援（利子補給金）】：２件 

県内企業が行う「医療機器の開発」や「医薬品等の生産にかかる設備投資」の案件 

を支援した。なかでも、バイオベンチャーによる医薬品原料生産のパイロットプラン

トにかかる大規模な設備投資の取組は、本県の医薬品・医療機器等の生産金額の増加

及び雇用創出に影響を与える取組として、今後の事業展開に大きな期待が持てるもの

となった。 

 

６ 地域独自の取組の状況及び自己評価（別紙４） 

  地域独自の取組としては、「ヘルスケア機器開発支援センター」を設け、専任のコーデ

ィネーターにより研究開発から販路開拓まで事業者のフェーズに応じたきめ細かい支援

を行っている。また、「医療現場等の課題・ニーズ調査」や「医療機器・介護機器等事業

化支援補助金」、「ぐんま新技術・新製品開発支援補助」、「コンサルティング事業」によ

り、現場ニーズに基づく医療機器等の開発を支援した。また、首都圏の展示商談会への

出展や、医療・ヘルスケア関連の展示商談会の開催などの販路支援の取組により、平成

27 年度は延べ 130社の企業を支援し、評価指標及び数値目標の達成に向けて着実に取組

を進めた。 

 

７ 総合評価 

   評価指標（１）～（４）について、平成 27年度は、総合特区推進調整費により開発し

た装置の改良、実証実験を進めるなど、事業化に向けた取組が継続された。また、経済

産業省の「ものづくり補助金」や県の「開発補助制度」により、県内中小企業のがん医

療関連製品の開発に結びつけた。 

評価指標（５）について、平成 27年度は、放射線腫瘍医が目標値以上の実績となり、

前年度と比べ前進した。 

評価指標（６）について、平成 27年度は、国の地方創生交付金を活用することで取組

を充実させ、総合特区のインセンティブと効果的に組み合わせることで、開発から販路

開拓まで支援し、医工連携案件の増加に繋がった。 

評価指標（７）について、平成 27年度は、外国人患者の受入人数及び県内施設におけ

るがん検診の受入人数は前年度と比べ増加した。 

全体として、総合特区指定後、新たに医療産業へ参入する“ものづくり企業”が確実

に増加（群馬県次世代産業戦略会議会員企業 96社（H25.9）⇒308社（H28.4））してい

るほか、温泉文化や地元野菜等の地域資源を活用した“ヘルスツーリズム”の取組が複

数の地域で始まるなど、総合特区を起点に「医療産業拠点」の形成に向けて着実に取組

が進んでいると評価できる。 

 

4



■目標に向けた取組の進捗に関する評価

当初（平成24年度） 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

目標値 ０（症例） ０（症例） ０（症例） ０（症例） ３（症例）

実績値 ０（症例） ０（症例） ０（症例） ０（症例）

進捗度
（％）

本項目に対する指摘事項なし

［指摘事項］ ［左記に対する取組状況等］

■現地調査時の指摘事項及びそれに対する取組状況等

評価指標（１）
重イオンマイクロサー
ジェリーの臨床試験の
実現

※寄与度：一つの評価指標に対して複数の数値目標がある場合、それぞれの数値目標が評価指標に与える寄与度を記入してください。

目標達成の考え方及び目標達成に
向けた主な取組、関連事業

各年度の目標設定の考え方や数値
の根拠等
※定性的評価の場合は、数値の根
拠に代えて計画の進行管理の方法
等

進捗状況に係る自己評価（進捗が
遅れている場合は要因分析）及び
次年度以降の取組の方向性

　国内屈指のがん治療実績を有する群馬大学では、国内で初めて普及型重粒子線治療施設が導入され、最先端の放射線治療技術である重粒
子線治療を行っている。群馬大学重粒子線医学センターに区画準備がされている第4治療室を、重イオンマイクロサージェリー室として設計開発
を行い、物理試験、動物試験等を踏まえて研究開発を進めていく。
　目標達成に向けた主な取組として、経済産業省「課題解決型医療機器等開発支援事業」の活用して、全体設計、重要技術としてビーム線量モ
ニタ、ビーム位置モニタの開発を進めた。本システムによる治療の際に障壁となる規制（診療用粒子線照射装置とエックス線装置の同時刻照射
の制限）についても国との協議の結果、通知が改正された。平成28年度以降についても、国の資金を活用しながら位置決め技術の高度化等の開
発に注力し、装置の設計開発ならびに物理試験、機器組み合わせ試験、検証試験、生物試験等を行い、臨床試験の実現に向けて取り組んでい
く。

　平成26年度は全体設計、平成27年度は要素技術・装置の設計開発ならびに物理試験、平成28年度は機器組み合わせ試験、検証試験、生物
試験等を行い、今後の臨床試験の実現に向けて研究開発を進めていく。

平成26年度の全体設計の終了を受け、平成27年度はマイクロサージェリー治療実施に必要な技術の開発を推進した。①シンクロトロン加速器か
らの安定ビームの取り出し技術の確立、②ビームモニタ類の動作特性の確認、③コンプトンカメラの検出効率向上に資する技術開発、④治療前
の腫瘍位置確認に資する環境整備等を行った。一方、機器開発を効率的に進めるために必須の外部資金として、AMEDの「未来医療を実現する
医療機器・システム研究開発事業」に応募したものの不採択となったため、今後は技術開発とともに、外部資金の獲得に向けて取り組んでいく。

　重イオンマイクロサージェリーの臨床試験の実施に際して、平成26年度は全体設計、平成27年度は要素技術・装置の設計開発ならびに物理試
験、平成28年度は機器組み合わせ試験、検証試験、生物試験等を行い、今後の臨床試験の実現に向けて研究開発を進めていく。現状では数値
実績として事業の進捗状況を把握できるものがなく、他に定量的な代替指標の設定もできないことから、この間は上記の各年度の目標設定に基
づき、定性的な評価を行うこととする。
　本プロジェクトは、本特区のリーディングプロジェクトとして、次世代の高精度重粒子線治療システムの開発を行う事業であり、複数年度に亘る
開発プロジェクトとして国資金を活用しながら進めている。
　平成27年度は、安定ビームの取り出し技術の確立、ビームモニタ類の動作特性の確認等を行うなど、マイクロサージェリー治療実施に必要な技
術開発が進んでいる。平成28年度以降についても、国の資金を活用しながら位置決め技術の高度化等の開発に注力し、装置の設計開発ならび
に物理試験、機器組み合わせ試験、検証試験、生物試験等を行い、臨床試験の実現に向けて取り組んでいく。

代替指標の考え方または定性的評
価
※数値目標の実績に代えて代替指
標または定性的な評価を用いる場
合

外部要因等特記事項

≪定性的評価≫
数値目標（１）

０症例（平成２５年）
→３症例（平成３０年）

寄与度(※)：－（％）
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■目標に向けた取組の進捗に関する評価

当初（平成24年度） 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

目標値 ０（症例） ０（症例） ０（症例） １０（症例） １０（症例）

実績値 ０(症例） ０（症例） ０（症例） ０（症例）

進捗度
（％）

［指摘事項］ ［左記に対する取組状況等］

本項目に対する指摘事項なし

　重粒子縁治療と抗ガン剤併用治療については、子宮がん、肺がん、すい臓がん、悪性黒色腫などで臨床試験が実施され、治療患者の蓄積が
行われている。重粒子線治療と免疫療法の併用療法については、マウスを用いてトランスレーショナル研究を継続している。PD1抗体やCTLA4抗
体による抗ガン効果の増強実験を行っている。数年以内に重粒子線治療との併用療法の臨床試験を開始すべく計画している。

外部要因等特記事項

※寄与度：一つの評価指標に対して複数の数値目標がある場合、それぞれの数値目標が評価指標に与える寄与度を記入してください。

■現地調査時の指摘事項及びそれに対する取組状況等

　重粒子線治療/X線治療・免疫療法などを組み合わせた治療の実施に際しては、平成26～27年度にかけて適用のある患者ならびに適応症例の
検討を進めた上で、総合特区指定最終年度である平成30年度において20症例の治療実績の達成に向け、現在、事業計画に基づき研究開発を
進めているが、現状では数値実績として事業の進捗状況を把握できるものがなく、他に定量的な代替指標の設定もできないことから、この間は上
記の各年度の目標設定に基づき、定性的な評価を行うこととする。
　平成27年度は、重粒子縁治療と抗ガン剤併用治療について、子宮がん、肺がん、すい臓がん、悪性黒色腫などで臨床試験が行われ、治療患者
の蓄積が行われた。また、重粒子線治療と免疫療法の併用療法については、マウスを用いてトランスレーショナル研究を行い、PD1抗体やCTLA4
抗体による抗ガン効果の増強実験を行うなど、臨床試験に向けた取組を進めている。

目標達成の考え方及び目標達成に
向けた主な取組、関連事業

　治療施設の少ない重粒子線治療の均てん化をいち早く進めるために、治療効果と治療成績の双方にメリットが期待できる重粒子線・Ｘ線併用療
法の研究が必要である。そこで、群馬大学を中心とし、大学の持つがん治療ネットワークを生かして、重粒子線治療/X線治療・免疫療法などを組
み合わせた治療を行い、革新的ながん治療プロトコールの創出を行う。
　また、群馬大学内の充実した研究体制や細胞・動物レベルでのX線/重粒子線照射を可能とする施設により、研究開発を進め、治療実績を増や
していく。

各年度の目標設定の考え方や数値
の根拠等
※定性的評価の場合は、数値の根
拠に代えて計画の進行管理の方法
等

　平成26年度はX線と重粒子線療法、免疫療法及び化学療法それぞれの併用の結果に基づく検討、平成27年度はプロトコルの策定と細胞レベ
ル・生物レベルの基礎試験の実施を行うことで安全性の確認を行い、平成28年度からの臨床試験開始に向けて取組を進めていく。

評価指標（２）
重粒子線治療/X線治
療・免疫療法などを組み
合わせた治療の実施

≪定性的評価≫
数値目標（２）

０症例（平成２５年）
→２０症例（平成３０年）

寄与度(※)：－（％）

代替指標の考え方または定性的評
価
※数値目標の実績に代えて代替指
標または定性的な評価を用いる場
合

進捗状況に係る自己評価（進捗が
遅れている場合は要因分析）及び
次年度以降の取組の方向性
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■目標に向けた取組の進捗に関する評価

当初（平成24年度） 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

目標値 １（件） １（件） ２（件） ２(件） ４（件）

実績値 ― １（件） ２（件） ２（件）

進捗度
（％）

100% 200% 100%

本項目に対する指摘事項なし

外部要因等特記事項

※寄与度：一つの評価指標に対して複数の数値目標がある場合、それぞれの数値目標が評価指標に与える寄与度を記入してください。

■現地調査時の指摘事項及びそれに対する取組状況等

［指摘事項］ ［左記に対する取組状況等］

評価指標（３）
がん医療関連製品の開
発

数値目標（３）
新たに１０件

寄与度(※)：－（％）

代替指標の考え方または定性的評
価
※数値目標の実績に代えて代替指
標または定性的な評価を用いる場
合

目標達成の考え方及び目標達成に
向けた主な取組、関連事業

　がん医療の高度化には治療技術だけでなく、診断、治療、術後のケアなどの各分野における革新的医薬品・医療機器等の開発が求められてい
る。
　本地域では、国内屈指のがん治療実績を有する群馬大学をはじめとした大学、病院と高度なものづくり技術を有する域内企業の連携により、が
ん医療にかかる研究開発が進められている。がん医療研究開発拠点の形成に向け、研究開発テーマ毎に大学・病院・企業等が集まったコンソー
シアムの形成を進めるなど、産学官医連携による取組を更に強化し、国内外の市場を獲得しうる革新的な医薬品・医療機器を連続的に創出して
いく。
　目標達成に向けた主な取組として、医療関連機器開発のワンストップ窓口とする「ヘルスケア機器開発支援センター」により事業者のフェーズに
応じた伴走支援を行っている。併せて、県単独事業による研究開発資金の補助やコンサルティング事業、医療現場等のニーズ収集により、現場
のニーズに基づく医療機器等の開発を促進する。

各年度の目標設定の考え方や数値
の根拠等
※定性的評価の場合は、数値の根
拠に代えて計画の進行管理の方法
等

　本県では、上記の取組により、ものづくり企業の医療分野への新規参入を支援し、また、既参入企業へは事業の拡大に向けた支援を行ってい
る。今後本県独自の支援策を充実させ、更なる産学官医連携強化を進めることで最終年度までに新たながん医療関連製品の開発10件を達成す
る。

進捗状況に係る自己評価（進捗が
遅れている場合は要因分析）及び
次年度以降の取組の方向性

　特区指定後、「積層方式による重粒子線治療用ボーラス」ｌ、重粒子線ビームの深さ調節制度の向上に不可欠な「超高精度プラスチックフィル
ター」、及び「子宮頸がん治療用OKT式アプリケーター」を開発した。平成27年度は「CFRPを使った診断装置（CFRP製診断ベッド）」を開発し、重粒
子線治療システム向けコンプトンカメラ駆動装置部品の掘削加工技術を確立するなど、着実にがん医療関連製品の開発が進んでいる。
　引き続き、総合特区のインセンティブの活用や群馬県独自の支援策の充実を進め、評価指標の達成に向けた取組を進めていく。
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■目標に向けた取組の進捗に関する評価

当初（平成21年度） 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

目標値 ＤＣＯ　5％以下 ＤＣＯ　5％以下 ＤＣＯ　5％以下 ＤＣＯ　5％以下 ＤＣＯ　5％以下

実績値 ＤＣＯ　6.5% ― ― ―

進捗度
（％）

― ― ―

本項目に対する指摘事項なし

外部要因等特記事項

※寄与度：一つの評価指標に対して複数の数値目標がある場合、それぞれの数値目標が評価指標に与える寄与度を記入してください。

■現地調査時の指摘事項及びそれに対する取組状況等

［指摘事項］ ［左記に対する取組状況等］

評価指標（４）
がん登録精度（DCO)

≪定性的評価≫
数値目標（４）

６．５％（平成２１年診断症例、平
成２５年３月）

→５％以下(平成２６年診断症
例、平成３０年３月）

寄与度(※)：－（％）

代替指標の考え方または定性的評
価
※数値目標の実績に代えて代替指
標または定性的な評価を用いる場
合

　DCOについては、「群馬がん登録事業報告」により目標の達成状況を把握する。数値が把握できる時期については、遡り調査を実施するため、
数値が固まるまで数年を要することから、平成26年症例は平成30年3月にまとまる見込みである。
　なお、がん罹患者数は年々増加しており、必然的に医療機関からのがん登録の届出数は増加することとなるため、がん登録数を代替指標とし
て扱うのはふさわしくない。また、がんに係る情報を適切に分析するには精度の高いデータによる処理が求められるため、進捗を評価する指標と
しては、詳細な情報の記載がなく死亡情報のみで登録されている情報の割合を示すＤＣＯ以外にはない。現状では数値実績として事業の進捗状
況を把握できるものがなく、他に定量的な代替指標の設定もできないことから、この間は上記の各年度の目標設定に基づき、定性的な評価を行う
こととする。
　本県では、県内の医療関係者でがん登録に関する事項を協議する「群馬県がん登録推進連絡協議会」を設置し、年1回以上開催している。平成
27年度は、平成28年3月17日に開催し、遡り調査や予後調査の実施状況等について協議を行った。このような取組を通じ、県内医療機関のがん
登録に関する理解が深まり、ＤＣＯの数値が国際水準を大きく下回るといった結果を得ている。

目標達成の考え方及び目標達成に
向けた主な取組、関連事業

　重粒子線治療を含むがんの治療成績を評価するためには、精度の高いがん登録データに基づく生存率の算定が必要である。
　この精度向上を図るため、精度を評価する指標である医療機関からの届出がなく死亡情報のみで登録されている患者の割合を示すDCOを、国
際的に求められている水準である５％以下とすることを目指す。
　目標達成に向けた主な取組として、県単独事業｢地域がん登録」事業の実施や群馬県がん対策推進計画への数値目標として本評価指標を掲
載し、群馬県がん登録推進連絡協議会の連携強化を通じた取組を推進していく。

各年度の目標設定の考え方や数値
の根拠等
※定性的評価の場合は、数値の根
拠に代えて計画の進行管理の方法
等

・平成6年からがん登録を開始。医療機関への普及啓発を進めた結果、年々精度が高まっている。前計画では平成21年症例で10%以下を目標に
掲げ結果として6.5%。「群馬県がん対策推進計画」において、今後、更なる精度向上を目指し国際的な水準である5%以下を目標として設定した。

進捗状況に係る自己評価（進捗が
遅れている場合は要因分析）及び
次年度以降の取組の方向性

･平成28年3月報告（平成24年症例）において、ＤＣＯは３．５％となり、目標値である国際水準である５．０％以下を達成している。
・平成25年症例、平成26年症例においても、届出件数は順調に増加しており、従前通りの遡り調査を実施することにより、登録精度の維持を図
る。
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■目標に向けた取組の進捗に関する評価

当初（平成24年度） 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

目標値 ６（人） ６（人） ６（人） ６（人） ６（人）

実績値 ６（人） １(人） ８（人）

進捗度
（％）

100% 16% 133%

外部要因等特記事項

数値目標（５）－①
放射線腫瘍医数：３０人

寄与度(※)：33（％）

代替指標の考え方または定性的評
価
※数値目標の実績に代えて代替指
標または定性的な評価を用いる場
合

目標達成の考え方及び目標達成に
向けた主な取組、関連事業

　群馬大学や群馬県立県民健康科学大学などの大学や病院、研究機関等の連携により、重粒子線治療に携わる医療人材育成体系を構築し、目
標達成を目指す。
　主なものとして、群馬大学による重粒子線医工学グローバルリーダー養成プログラム（平成23～29年度　文部科学省事業）やがんプロフェッショ
ナル養成基盤推進プラン、また重粒子線治療治療人材育成OJTプログラム（放射線腫瘍医、医学物理士、放射線技師の３コースを開設）等を通じ
た取組を進めていく。

各年度の目標設定の考え方や数値
の根拠等
※定性的評価の場合は、数値の根
拠に代えて計画の進行管理の方法
等

　指導者である群馬大学の放射線腫瘍医が通常の臨床業務を行うとともに、OJTを行うに際して各年度で放射線腫瘍医の人材育成の可能な人
数の最大値を推定した結果、毎年6人ずつ増加させることで、平成30年度に30人の育成を目指す。

進捗状況に係る自己評価（進捗が
遅れている場合は要因分析）及び
次年度以降の取組の方向性

　平成27年度は放射線専門医4名と放射線腫瘍医2名、合計6名の放射線腫瘍医が専門医の資格を取得した。また、中国とタイからの2名の放射
線腫瘍医が博士号を取得した。群馬大学腫瘍放射線学分野は国内で最も放射線腫瘍医を育成している実績があるが、近年の臨床研修制度に
放射線腫瘍学が必須医療領域とされていないことも影響して、放射線腫瘍医を志す医師が減少しており、専門医の研修医の確保に困難を極め
ている。放射線腫瘍学会での情宣やメールマガジン等の情宣システムを開発して、研修医の確保に努力している。多くの大学の放射線腫瘍科で
放射線腫瘍医の育成が困難な中で、毎年、専門医を育成し、輩出していることは評価に値する。

評価指標（５）
放射線医療人材の育成

※寄与度：一つの評価指標に対して複数の数値目標がある場合、それぞれの数値目標が評価指標に与える寄与度を記入してください。

■現地調査時の指摘事項及びそれに対する取組状況等

［指摘事項］ ［左記に対する取組状況等］

・広報活動や財政面での県との連携も深めながら拡充を進めてほしい。
・授業料の減免措置や、更にはＯＪＴとして逆に給与を払いながら大学院に通ってもらう体制を作るなどして人
材を確保すべきではないか。国の支援として予算を確保するのは困難だが、重粒子線に力を入れている群馬
県が補助を行うこと等も是非検討してもらいたい。

　平成26年度では入局数の減少等が理由で実績値が目標値を下回ったが、放射線腫瘍学会や
メールマガジン等のＰＲ活動に努め、また、群馬県と群馬大学により地域医療人材確保の面から
地域医療枠を設け、資金面に対する支援を行うなど地域医療人材の育成が進めやすい環境づく
りを進めている。
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■目標に向けた取組の進捗に関する評価

当初（平成24年度） 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

目標値 ０（人） ５（人） ５（人） １０（人） １０（人）

実績値 ０（人） １(人） １(人）

進捗度
（％）

― 20% 20%

各年度の目標設定の考え方や数値
の根拠等
※定性的評価の場合は、数値の根
拠に代えて計画の進行管理の方法
等

　医学物理士として、群馬大学および連携する病院、大学で各年度で育成可能な医学物理士の人数の総数を設定した。

　平成27年度は目標値5名に対して1名の合格を得た。学生については就職が好調であり、特に修士の学生は民間への就職希望が優先され、結
果として医学物理士資格試験の受験が見送られた。また、受験資格者の殆どは診療放射線技師であるものの、受験準備の環境が無いことも受
験を見送られた要因と考えられる。平成28年度は群馬県全体の底上げを図るため、受験準備支援の取組を考えたい。

外部要因等特記事項

進捗状況に係る自己評価（進捗が
遅れている場合は要因分析）及び
次年度以降の取組の方向性

※寄与度：一つの評価指標に対して複数の数値目標がある場合、それぞれの数値目標が評価指標に与える寄与度を記入してください。

■現地調査時の指摘事項及びそれに対する取組状況等

［指摘事項］ ［左記に対する取組状況等］

・広報活動や財政面での県との連携も深めながら拡充を進めてほしい。
・授業料の減免措置や、更にはＯＪＴとして逆に給与を払いながら大学院に通ってもらう体制を作るなどして人
材を確保すべきではないか。国の支援として予算を確保するのは困難だが、重粒子線に力を入れている群馬
県が補助を行うこと等も是非検討してもらいたい。
・医学物理士の資格については、一度国家資格となってしまうと改変等が非常に困難になるため、学会等が認
定する資格のままにしておくべきだと考える。

　がんプロフェッショナル養成講座や医学物理学会の参加等を通じて、人材育成に努めるほか、
群馬県と群馬大学による地域医療人材確保の面から地域医療枠を設け、資金面に対する支援
を行うなど地域医療に携わる人材育成が進めやすい環境づくりを進めることで、多くの医療人材
が集まり、地域医療の育成環境が向上する。このような環境づくりにより、多くの人材の確保をす
るとともに、医学物理士などの高度な医療人材の育成に努めている。

評価指標（５）
放射線医療人材の育成

代替指標の考え方または定性的評
価
※数値目標の実績に代えて代替指
標または定性的な評価を用いる場
合

目標達成の考え方及び目標達成に
向けた主な取組、関連事業

　群馬大学に、新たに「放射線医学国際人材育成センター」（仮称）を設置し、群馬県立県民健康科学大学などの大学や病院、研究機関等の連携
により、重粒子線治療をに携わる医療人材育成体系を構築し、目標達成を目指す。
　目標達成に向けた主な取組として、群馬大学による重粒子線医工学グローバルリーダー養成プログラム（平成23～29年度　文部科学省事業）
やがんプロフェッショナル養成基盤推進プラン、また重粒子線治療治療人材育成OJTプログラム（放射線腫瘍医、医学物理士、放射線技師の３
コースを開設）等を通じて、目標達成に向け、取組を進めていく。具体的には、コース内での資格取得に向けた勉強会、講習会の開催、他大学で
行われているがんプロフェッショナル養成講座への積極的な参加、医学物理学会学会参加等を通じて、資格獲得に必要な技能並びに知識の習
得に努める。
　また、あわせて「医学物理士の国家資格化」についても、国との協議を進めていき、更なる医学物理士の人材育成を推進していきたいと考える。

数値目標（５）-②
医学物理士数：３０人

寄与度(※)：33（％）
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■目標に向けた取組の進捗に関する評価

当初（平成24年度） 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

目標値 ６（人） ６（人） ６（人） ６（人） ６（人）

実績値 ３（人） ３(人） ２(人）

進捗度
（％）

50% 50% 33%

・広報活動や財政面での県との連携も深めながら拡充を進めてほしい。
・授業料の減免措置や、更にはＯＪＴとして逆に給与を払いながら大学院に通ってもらう体制を作るなどして人
材を確保すべきではないか。国の支援として予算を確保するのは困難だが、重粒子線に力を入れている群馬
県が補助を行うこと等も是非検討してもらいたい。

　群馬大学では、「医療被曝管理士養成コース」、「アジアにおける核医学発展のための指導的
人材育成プログラム（ANMEG)」をはじめとした取組により診療放射線技師の人材育成を進め、ま
た、群馬県立県民健康科学大学の大学院博士後期課程が設置されたことにより、更なる診療放
射線技師の育成の取組を進めている。

■現地調査時の指摘事項及びそれに対する取組状況等

［指摘事項］ ［左記に対する取組状況等］

数値目標（５）-③
診療放射線技師数：３０人

寄与度(※)：33（％）

代替指標の考え方または定性的評
価
※数値目標の実績に代えて代替指
標または定性的な評価を用いる場
合

目標達成の考え方及び目標達成に
向けた主な取組、関連事業

　医療行為における患者被曝（診断、治療の双方を含む）について専門とする診療放射線技師である「医療被曝管理士」を新たに創設し、その先
駆的指導者を養成する。そのため、群馬大学に設置する「放射線医学国際人材育成センター」（仮称）に、群馬県立県民健康科学大学との連携
大学院を活用しつつ、意欲のある診療放射線技師を養成する「医療被曝管理士養成コース」（２年間）を大学院修士課程として設置する。
　また、アジア各国の放射線技師に対する核医学に特化した放射線医薬品の適正利用についての専門教育（修士課程）を実施している。（アジア
における核医学発展のための指導的人材育成プログラム（ANMEG)）

※「医療被曝管理士養成コース」はANMEGとも連携し、外国人の入学も許可することとし、アジアにおける医療放射線の適正利用促進を日本から
発信する。

　さらに、群馬県立県民健康科学大学では、大学院博士前期（修士）課程において、重粒子線治療に関する理論的・技術的理解を深め、臨床応
用可能な能力を育成する重粒子線特別コース（以下、「特別コース」）を設け、重粒子線プロジェクトに参画しうる研究・実践能力を持った診療放射
線技師を養成する。
　また、平成28年度から大学院博士後期課程が設置されたことから、同課程において、高度がん診断、治療技術を有する学際的放射線技師を育
成する。

各年度の目標設定の考え方や数値
の根拠等
※定性的評価の場合は、数値の根
拠に代えて計画の進行管理の方法
等

・年度毎に群馬大学大学院に３名の修士課程学生の入学を許可し、２年間の専門教育を修了することによって資格を認定する。
・群馬大学大学院の修士課程学生の修了者数（医療被曝管理士養成コース及びANMEG）をもって実績とする。
・県民健康科学大学に設置する特別コース履修者を目標値として設定。平成27年度から大学院博士前期（修士）課程（定員３名）と県内診療放射
線技師（科目履修生）を各年度で想定する。県立県民健康科学大学特別コースの毎年度の履修状況（４月、１０月）で把握する。
・県民健康科学大学大学院博士後期課程の入学者で把握する。

進捗状況に係る自己評価（進捗が
遅れている場合は要因分析）及び
次年度以降の取組の方向性

　本取組については、群馬大学と群馬県立県民健康科学大学により進めており、群馬大学では、「医療被曝管理士養成コース」、「アジアにおけ
る核医学発展のための指導的人材育成プログラム（ANMEG)」をはじめとした取組により人材育成を進めており、平成27年度については修士課程
学生の修了者数をもって２名の実績とした。群馬県立県民健康科学大学では、平成27年度に特別コースとして重粒子線治療技術に関する科目を
新たに設置したが、同大学大学院博士前期（修士）課程には放射線画像検査学分野と放射線治療学分野の２つの専攻分野があり、平成27年度
は放射線治療学分野専攻者がいなかったため、当該科目の履修者がいなかった。平成28年度は放射線治療学分野の学生が１名入学したため、
当該学生のほか、放射線画像検査学分野の学生にも履修を勧めていく。また、大学院博士後期課程が設置されたことから、今後とも診療放射線
技師の人材の確保ならびに教育に積極的に努めていく。

評価指標（５）
放射線医療人材の育成

外部要因等特記事項

※寄与度：一つの評価指標に対して複数の数値目標がある場合、それぞれの数値目標が評価指標に与える寄与度を記入してください。
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■目標に向けた取組の進捗に関する評価

当初（平成24年度） 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

目標値 ６（件） ２６（件） ４６（件） ６６（件） ８６（件）

実績値 ― ２０（件） ７３（件） １０９(件)

進捗度
（％）

333% 281% 242%

・医工連携に関しては概ね順調に進捗しているが、群馬大学内でも医学部と工学部が連携するなど、更なる取
組の推進を期待する。
・がん医療以外の医療分野における県内技術の掘り起こしも行えば、特区全体の推進に資するのではないだ
ろうか。

・群馬大学では、理工学府、医学系研究科、附属病院、生体調節研究所、保健学研究科が参加
する「群馬大学国際メディカルイノベーションラボラトリー」を組織し、創薬、医療機械、医療技術
等の開発を目指した活動が行われ、「現場ニーズ」と「研究シーズ」に企業の持つ「開発技術」を
組み合わせた案件がある。
・本特区では、がん治療技術を中核としながら、中小企業が参入しやすいように、がん以外の分
野での案件の掘り起こしを行っており、医工連携案件のマッチングの大半が幅広い医療分野で
ある。

外部要因等特記事項

※寄与度：一つの評価指標に対して複数の数値目標がある場合、それぞれの数値目標が評価指標に与える寄与度を記入してください。

■現地調査時の指摘事項及びそれに対する取組状況等

［指摘事項］ ［左記に対する取組状況等］

評価指標（６）
医薬品・医療機器生産
額（県内）

数値目標（６）
1,300億円の増加（Ｈ30
年）

代替指標（６）
医工連携案件のマッチン

グ件数（累積値）
86件（平成30年）

寄与度(※)：－（％）

代替指標の考え方または定性的評
価
※数値目標の実績に代えて代替指
標または定性的な評価を用いる場
合

　本特区は、医療産業の集積を促し、医療産業拠点の形成を図ることを目的としており、参入状況の実態を反映した数値の把握には、「工業統計
調査」（経済産業省統計調査）に基づき、実績値を把握することが適当と考える。また、実績値については、特区期間内の複数年度の累積値とし
て把握する。
　ただし、工業統計調査の数値は、翌々年度に公表されることから代替指標による実績により進捗を把握することが望ましいと考える。本特区で
は、ものづくり企業の持つ高度な技術を活かし、医療産業分野へ参入することを促進しており、県では、ものづくり企業と医療現場を橋渡し（マッチ
ング）することで研究開発、製造販売に繋げ、結果、工業統計における製造品出荷額の増加を目指すこととしている。そこで、代替指標として、群
馬県総合計画（重点プロジェクト推進シート）の目標に掲げている「医工連携案件のマッチングの件数」の実績値と目標値により、医療産業分野へ
の企業の参入状況を把握し、本評価指標の進捗度として評価する。

目標達成の考え方及び目標達成に
向けた主な取組、関連事業

　県関係課や公設試験場、産業支援機関からなる「ヘルスケア機器開発支援センター」を設置し、県内企業による医療関連機器の製品開発から
販路支援までを一貫してサポートしている。また、トップセールスや総合特区制度のインセンティブ等を最大限に活用し、製薬メーカー、医療機器
メーカーを国内外から積極的に誘致する。

各年度の目標設定の考え方や数値
の根拠等
※定性的評価の場合は、数値の根
拠に代えて計画の進行管理の方法
等

　上記の目標達成に向けた取組を中心に研究開発から販路開拓までの一貫した支援の取組により、すでに医療機器開発に取り組んでいる企業
の支援体制の強化を行うとともに、異業種からの医療分野への参入促進を促し、年度毎に医療機器等の生産額増加につなげる。また、実績値に
ついては工業統計調査（経済産業省基幹統計調査）によって把握する。
　また医工連携については、群馬県総合計画で目標として掲げている「医工連携案件のマッチングと事業化」におけるマッチング件数（毎年20件
ずつ増加）を当指標においても目標とする。平成25年度では20件、平成26年度では53件、平成27年度では36件のマッチング実績があり、平成28
年度以降も各年度20件のマッチング件数を目標に掲げ、目標達成に向け取組を進めていく。

進捗状況に係る自己評価（進捗が
遅れている場合は要因分析）及び
次年度以降の取組の方向性

　本評価指標の実績値については工業統計調査により把握するが、医療産業振興に係る進捗度の把握については、群馬県総合計画で目標に
掲げている「医工連携案件のマッチングと事業化」におけるマッチング件数とし、実績として、平成25年度では20件、平成26年度では53件、平成28
年度では36件であり、順調に本特区で掲げている医療産業集積の取組が進んでいる。
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■目標に向けた取組の進捗に関する評価

当初（平成24年度） 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

目標値 １０（人） １５（人） ２０（人） ２５(人） ３０(人）

実績値 ― １０（人） ０（人） ５（人）

進捗度
（％）

100% 0% 25%

外部要因等特記事項

数値目標（７）-①
重粒子線治療での国外患
者受入人数：年間３０人

（平成３０年）

寄与度(※)：50（％）

代替指標の考え方または定性的評
価
※数値目標の実績に代えて代替指
標または定性的な評価を用いる場
合

目標達成の考え方及び目標達成に
向けた主な取組、関連事業

　群馬大学の重粒子線照射施設による本県のがん医療体制に係る情報を海外に発信することで、重粒子線によるがん治療を希望する外国人及
びその家族を本県へ誘客し、治療のための滞在や同行家族による観光を通して地域経済の活性化を図る。
　また、群馬県外国人医療観光推進連絡会議による関係機関の連携強化により受入体制の充実を図る。

各年度の目標設定の考え方や数値
の根拠等
※定性的評価の場合は、数値の根
拠に代えて計画の進行管理の方法
等

　関係機関との連携により、上記に掲げた目標達成に向けた取組を各年度ごとに進め、最終年度までに年間30人の受入を目指す。

進捗状況に係る自己評価（進捗が
遅れている場合は要因分析）及び
次年度以降の取組の方向性

　平成27年度は群馬大学医学部の重粒子線治療の新規患者受入が停止された時期があったこともあり進捗度は25%であった。群馬県外国人医
療観光推進連絡会議により、関係者間の情報共有を図りながら、今後とも海外での周知活動を進め、目標達成に向けた取組を進めていく。

※寄与度：一つの評価指標に対して複数の数値目標がある場合、それぞれの数値目標が評価指標に与える寄与度を記入してください。

■現地調査時の指摘事項及びそれに対する取組状況等

［指摘事項］ ［左記に対する取組状況等］

医療通訳の養成や、積極的な海外への情報発信を行っていくべきである。 ・医療通訳については、「医療通訳ボランティア制度」で通訳の養成を図るとともに、県と協定した
病院等への派遣を行っている。
・海外への情報発信としては、重粒子線によるがん治療を希望する外国人向けに、重粒子線治
療施設のパンフレット（中国語、英語）のパンフレットを作成し、県の上海事務所を通じてPRを強
化している。また、平成27年度は、外国人の集客力が高い首都圏の医療専門の展示商談会で、
群馬県ブースを設け、重粒子線治療装置のPRを図った。

評価指標（７）
重粒子線治療での国外
患者の受入・がん検診
での外国人の受入
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■目標に向けた取組の進捗に関する評価

当初（平成24年度） 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

目標値 ２７（人） １００（人） ２００（人） ２５０（人） ３００（人）

実績値 ― ２７（人） ２６（人） ５０（人）

進捗度
（％）

100% 26% 25%

医療通訳の養成や、積極的な海外への情報発信を行っていくべきである。 ・医療通訳については、「医療通訳ボランティア制度」で通訳の養成を図るとともに、県と協定した
病院等への派遣を行っている。
・海外への情報発信としては、重粒子線によるがん治療を希望する外国人向けに、重粒子線治
療施設のパンフレット（中国語、英語）のパンフレットを作成し、県の上海事務所を通じてPRを強
化している。また、平成27年度は、外国人の集客力が高い首都圏の医療専門の展示商談会で、
群馬県ブースを設け、重粒子線治療装置のPRを図った。

外部要因等特記事項

※寄与度：一つの評価指標に対して複数の数値目標がある場合、それぞれの数値目標が評価指標に与える寄与度を記入してください。

■現地調査時の指摘事項及びそれに対する取組状況等

［指摘事項］ ［左記に対する取組状況等］

数値目標（７）-②
がん検診での外国人受入
人数：年間３００人（平成３

０年）

寄与度(※)：50（％）

代替指標の考え方または定性的評
価
※数値目標の実績に代えて代替指
標または定性的な評価を用いる場
合

目標達成の考え方及び目標達成に
向けた主な取組、関連事業

　県内の検診機関・病院におけるがん検診に係る情報を海外に発信することで、がん検診を希望する外国人及びその家族を本県へ誘客し、検診
のための滞在や同行家族による観光を通して地域経済の活性化を図る。
　また、群馬県外国人医療観光推進連絡会議による関係機関の連携強化により受入体制の充実を図る。

各年度の目標設定の考え方や数値
の根拠等
※定性的評価の場合は、数値の根
拠に代えて計画の進行管理の方法
等

　関係機関との連携により、上記に掲げた目標達成に向けた取組を各年度ごとに進め、最終年度までに年間300人の受入を目指す。

進捗状況に係る自己評価（進捗が
遅れている場合は要因分析）及び
次年度以降の取組の方向性

　本取組については、群馬大学を中心に県内の医療機関と連携した取組であり、平成27年度は前年度と比較して増加となった。今後も、群馬県
外国人医療観光推進連絡会議により、関係者間との情報共有を図り、また海外での周知活動を進め、目標達成に向けた取組を進めていく。

評価指標（７）
重粒子線治療での国外
患者の受入・がん検診
での外国人の受入
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目標達成に向けた実施スケジュール
特区名： 群馬がん治療技術地域活性化総合特区

年
月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

全体 群馬がん治療技術地域活性化総合特区

・世界最先端のがん医療技術を創出する「がん医療研究開発拠点」

・質の高いがん医療人材を育成する「がん医療人材育成拠点」

・医療関連企業が集積するがんを中心とした「医療産業拠点」

事業１ 高精度重粒子線がん治療技術の開発

１．重粒子線マイクロサージェリーの推進

重粒子線マイクロサージェリーの研究開発

全体設計 設計 ●設計書作成

治療台の開発 設計 製作

位置決め装置の開発 設計 製作

新取り出し法の試験 取り出しビーム性能試験

加速・スキャニング制御システムの開発 新制御システムの製作・試験・インストール

新OPF作成

組み合わせ試験

アクセプタンス　テスト

臨床試験薬事取得

コミッショニング

臨床試験準備・実施

２．医療用コンプトンカメラの研究開発
カメラヘッド撮影部（高効率型）の開発 要望取り纏め 詳細設計、製造，物理特性試験 複数台動作試験

マルチカメラシステムの開発 物理特性試験 複数台測定試験

パッド型カメラシステムの開発 組立 物理特性試験

Cアームの開発・接続検討 プロトタイプ機設計 プロトタイプ機を用いた試験

3次元画像再構成 ●製作完了

画像再構成高速化 ●製作完了

信号制御装置の開発 発注 ●製作完了

医療機器インターフェースの開発 ●製作完了

コンプトンカメラ環境試験 ●製作完了

組み合わせ試験 動作試験、位置再現性試験、物理実験の継続

薬事申請にかかる調査（製造承認、販売承認に関する検討） 調査検討会の開催

薬事申請時の性能検討

pmda事前相談

薬事申請に向けた書類作成 作成開始

３．電子線CTの研究開発
電子銃の設計 設計開始 ●設計書作成

電子銃の開発 設計開始 ●電子銃試作

ターゲット部の設計・開発 設計開始 ●ターゲット部試作

検出器の設計 設計開始 ●検出部設計

検出器の開発 設計開始 ●検出器試作

画像再構成ソフトウェアの設計開発 設計開始 ●再構成ソフト試作

比較用X線CT試験 調達開始 ●試験 継続試験

組み合わせ試験

薬事申請にかかる調査（製造承認、販売承認に関する検討） 調査検討会の開催

薬事申請時の性能検討

pmda事前相談

薬事申請に向けた書類作成

事業２ 重粒子線治療とX線治療・免疫療法等を組み合わせた革新的な医療技術の開発

X線と重粒子線療法併用の結果に基づく検討

基礎試験（細胞等）

基礎試験（生物等）

適応症例の検討

臨床試験の施行

H30H25 H26 H27 H28 H29
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事業３ 大学、メーカー、域内企業の連携による重粒子線治療施設の部品、
周辺機器等の高度化・開発と重粒子線治療システムの国内外展開

１．治療装置、治療計画装置、情報システム、ICTを通じた総合的試験

システム標準化と統合に関するグランド・デザインの設計                                                     
 検討開始

グランドデザインに基づく、インターフェース開発と実装（１） インターフェース実装

グランドデザインに基づく、インターフェース開発と実装（2）        インターフェース実装

病院システムの実運用開始        運用開始

実運用に基づく改善点の抽出、改善反映      
 実運用開始

２．ICT統合による重粒子線がん治療システムパッケージの国内外への展開

国際展開に特に必要な機能の洗い出し 検討開始

システム標準化と統合に関するグランド・デザインとの整合 システム標準化の検討

整合に伴う連携システムおよび機能の実装(1) 連携システムの検討(1)

整合に伴う連携システムおよび機能の実装(2) 連携システムの検討(2)

モデル運用 モデル運用開始

事業４ がん登録の予後調査による重粒子線治療効果の評価システムの確立

・群馬県がん対策推進計画への数値目標への掲載 目標数値の検討 掲載

・群馬県がん登録推進連絡協議会の運営

・県単独事業「地域がん登録」事業の実施

事業５ モーター蛋白と半導体技術を活用したがん由来物質を
超高感度で検出するセンサデバイスの開発

６腫瘍マーカーによる動作検証 ●基本動作検証

がんセンサチップの製品化 ●歩留改善・性能向上開発とラインナップ増強

がんセンサ測定装置の製品化 ●高機能化開発とラインナップ増強

アクチンー抗体コネクタ“MAC” ●基本動作検証 ●材料量産・技術開発 ●量産委託 ●材料ラインナップ増強

セキュリティ対策考案

セキュリティ対策機能搭載

事業６ 通信機器に搭載されたアプリケーションを活用した、がん在宅医療システムの開発

・標準通信規格を採用して健康管理機器連携の開発
研究開発済み

・服薬情報自動取得の研究開発
研究開発済み

・行動パターンの研究開発

・バイタル情報サーバの構築

・ウェアラブル機器の開発

・在宅医療システムの実用化試験及び改善

・サービス（販売）開始

在宅医療に必要な、個人が測定したバイタル情報（血圧・心拍数・酸素飽和度等）のデータ収集手段と服薬管
理の研究及び、在宅医療者の日常の行動パターンの研究を行う。
又、そのデータをサーバで解析・管理を行い、インターネット網を介して閲覧できる通信機器の技術を使って、
『在宅医療対象者・医療機関・在宅医療支援機関、薬局・訪問看護ステーション・家族等とネットワークでデータ
を共有させる在宅医療システム』の開発と事業化を図る。

健康管理機器・在宅医療機器との標準通信規格「コンティニュア」に対応

調剤証明書に印刷されたQRコードを読み取り、服薬時間を含めた服薬情報の自動取得の研究

ウェアラブル機器で在宅医療者の生活習慣・行動パターンの解析を行うアルゴリズム研究。

管理サーバの構築とシステムの安全性（セキュリティ）の研究開発

生活習慣・行動パターンの解析を行うアルゴリズムをウェアラブル機器に搭載する。

生活習慣、行動パターンの解析を用いた既存健康管理サービスとの連携と使い勝手の有効性の確
認と問題点を改善する。
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事業７ 「抗体医薬品」の低コスト生産に係る革新的研究開発

固定設備のディスポーザル化

医薬品製造用のディスポーザル製品メーカーの選定。

メーカー選定継続、試作品作製。共同開発契約締結。

50L規模の培養用ディスポリアクターを用いた評価（生産性・培養特性・品質・安全性など）。

培養用ディスポリアクターの評価継続。リアクター以外の原薬保管バックなどの評価。

コスト試算、性能評価結果に基づき、実用的なディスポ製品の作製開始。

原材料（細胞培養培地）の低コスト化

培地メーカーの選定、共同開発契約。

培地メーカーと連携し、低コスト培地を試作。

試作培地の評価と改良（抗体の生産性などを）。

試作培地の評価と改良（抗体の品質・安全性など）。

原材料（精製用樹脂）の低コスト化

樹脂メーカーの選定、共同開発契約。

樹脂メーカーと連携し、低コスト樹脂を試作。

樹脂の性能評価（抗体の精製効率など）。

樹脂の性能評価（抗体品質への影響・安全性など）。

上記取り組みを総合した検証

事業８ ＩＣＴを活用した「高効率・省エネ型病院管理体制」の確立

１．RFID（無線ICタグ）、超効率型冷凍・冷蔵ケース、電子ペーパータグの技術
を用いた抗がん剤等の物流管理システムの開発

抗がん剤管理にRFID技術の開発（アンテナ・リーダー）

管理システムの実証試験

抗がん剤等の薬剤と患者治療の総合管理システムの開発

２．自然エネルギー・廃熱を利用した病院建物間のスマートエネルギーシステムの開発

自然エネルギー・廃熱を利用した省エネ機器開発

スマートエネルギーシステムの設計・開発（制御）

スマートエネルギーシステムの実証試験

３．「１」、「２」の医療機関への展開

病院内の医療機器の通信状態の調査実施

病院内を想定した実験室での検証試験

抗がん剤等管理システムの導入

患者治療と抗がん剤等の薬剤の情報総合管理ステムの導入

スマートエネルギーシステムの導入

事業９ 毛細血管機能評価及び毛細血管内血液流動性測定装置の開発

皮膚疾患診断装置の研究開発

同上・研究開発

同上・臨床試験

同上・製品試作

同上・治験

皮膚疾患診断装置の薬事手続き

皮膚疾患診断装置の生産

試験生産

商用生産

皮膚疾患診断装置の販売

事業１０ がんに有効な生薬の育苗栽培方法及び大量供給ｼｽﾃﾑの開発

微生物共生循環型水耕栽培の研究開発

研究開発

微生物活性化のメカニズム究明

微生物水耕栽培システムの販売開始

微生物共生循環型水耕栽培による機能性作物の生産

資金調達

設備工事 設計 発注 工事

試験生産

商用生産

機能性作物の販売
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事業１１ 重粒子線治療に適した高精度３次元線量分布測定技術の開発

１．ポリマーゲルの感応精度の向上

【１－１】ゲルの均一性確立
（混練器）
（洗浄器）
（振動発生機）
（恒温槽）

【１－２】モノマー配合比率最適化
（攪拌機）
（吸光度計）

【１－３】経時変化と保管方法の確立

２．積層樹脂枠の開発

【２－１】薄肉成形の技術の確立
（ヒータ制御装置）
（スクリュー）
（流動解析ソフトウェア）

【２－２】積層樹脂枠形状の最適化

３．読取システムの開発

【３－１】二次元線量読取システムの開発

【３－２】三次元データ化プログラムの開発

【３－３】ポリマーゲル線量計の評価

事業１２ 発光性試薬を用いた”がん”などの低酸素組織イメージング技術の開発

事業１３ 次世代型高度がん医療を支援する革新的な細胞化学技術の開発

１．エピジェネティック制御による難治性がんの放射線・粒子線感受性薬物の開発

エピジェネティック修飾化合物による治療増感効果のｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞおよび共同研究開発企業の選随時

がん遺伝子変異によるエピジェネティック修飾効果の差別化

動物モデルによる薬効評価（前臨床試験）

動物モデルによる薬効評価（前臨床試験）と臨床試験の提案

臨床試験実施

２．高度活性化型ＮＫ(Natural Killer)細胞の簡易誘導によるがん免疫療法のシステム化

ＮＫ細胞活性化分子のエピトープ分子の決定

ＮＫ細胞活性化分子を標的としたペプチドおよび化合物ライブラリーのスクリーニング

従来型ＮＫ細胞を基準とした新規化合物によるＮＫ細胞活性化のプロファイル化

動物モデルによる化合物の毒性試験

臨床試験実施

３．血中循環ゲノム・バイオマーカーを用いたがん治療評価システム

ゲノム・バイオマーカーのスクリーニング法の最適化および共同研究開発企業の選定 企業選定随時

ゲノム・バイオマーカーの探索と抽出

バイオマーカー検出デバイスの選定と最適化

小規模の臨床検体を用いた臨床有用性検証

小規模の臨床試験を用いた臨床有用性検証と検出デバイスの改良

大規模の臨床検体を用いた臨床有用性検証

４．創薬促進に向けたイメージング用がん細胞資源の高度利用

共同研究開発企業の選定 随時

がん臨床病態を反映した新規動物モデルの作製と薬効評価系の最適化

がん治療の前臨床モデルとしての標準化

稀少がん治療対策に向けたがん病態モデル作製 随時

稀少がん治療に向けたの前臨床試験

低酸素下でのみ強く発光する金属錯体を用いた診断薬の開発
金属錯体プローブの開発 プローブの合成と光物理特性の評価 プローブの合成と光物理特性の評価 プローブの合成と光物理特性の評価 プローブの生体適合性評価 プローブの生体適合性評価

細胞・組織内酸素濃度定量技術の開発
金属錯体プローブの開発 顕微鏡下での発光寿命測定装置の製作 顕微細胞発光寿命測定技術の確立 顕微細胞発光寿命測定技術の確立 in vivo発光寿命測定技術の確立 in vivo発光寿命測定技術の確立
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事業１４ がんマーカータンパク質および細胞を高感度迅速に検出するデバイスの開発

事業１５ 放射線医学国際人材育成センターの設置

準備 設置

１．放射線腫瘍医の育成

２．医学物理士の育成

３．医学物理士の国家資格化

事業１６ 高度がん診断・治療技術を担う診療放射線技師の育成

コース開始

事業１7　

血球透過機能をもつナノ・マイクロファイバー膜の開発

エレクトロスピニング法によるマイクロ•ナノファイバー作製 ・ポリスチレンで試作

血液中の人由来ガン細胞のファイバーによる吸着検証 ・豚血液で目詰まり発生、現在再試験を準備中

ナノファイバーカチオン化技術開発（抗体特性の把握等）

ナノ・マイクロファイバーの材料力学特性、物質透過特性、生体適合生の評価および適合材料の開

がん細胞選択センシング技術の開発

ファイバーへの抗体固定化技術の開発

抗体を用いた細胞センシング技術の開発

細胞センシングファイバー材料の最適設計

がん細胞（CTC）の高感度検出と迅速診断開発

高感度検出、迅速診断技術開発

高感度、迅速診断技術のデバイス化

公立および私立病院における研修制度と予算措置に関する検討

医学物理士資格取得希望者の公募、OJTの開始

OJTの継続、年単位での効果評価

公立病院における医学物理士ポスト創設に関する検討ならびに提案活動

がん細胞(CTC)検出システムおよびがんマーカー検出システムの試作

高感度検出システムの開発（タンパク質および細胞）・試作機器開発

放射線医学国際人材育成センター(仮称)の設置

公立および私立病院における研修制度と予算措置に関する検討

放射線腫瘍医資格取得希望者の公募、OJTの開始

　医工連携コーディネターによる企業支援

　医療現場と企業の橋渡し事業

　医療機器専門コンサルタント派遣

　医工連携推進補助金・競争的資金を活用した研究

　大手医療機器メーカーと中小企業とのマッチング

　総合特区支援利子補給金、県制度融資の活用

新設科目内容の詳細について群馬大学との摺り合わせ

コース新設に関する広報活動（在学生、県内診療放射線技師等への周知）

文部科学省へ科目新設の届出

ヘルスケア機器開発支援センターの設置によるものづくり企業の医療分野への参入促進

　ヘルスケア機器開発支援センターの設置・運営

国家資格にした際の、現状の医療スタッフとの業務分担に関する検討(1)ならびに提案活動

国家資格にした際の、現状の医療スタッフとの業務分担に関する検討(2)、システム管理者としての
医学物理士業務についての検討ならびに提案活動

公立病院における医学物理士ポストの創設ならびに実績に基づく提案活動

実運用開始ならびに提案活動

特別コース準備準備（群馬大学との連携構築、プログラム概要案の作成）

OJTの継続、年単位での効果評価
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事業１８　 医療産業の拠点形成に向けた戦略的な企業誘致

事業１９ 重粒子線治療や最先端がん検診施設の活用による外国人医療観光の推進

１．重粒子線治療に係る外国人患者の受入れ（※群馬大学）

患者受入れにかかる課題等の対応

外国人患者の受入れ

２．ＰＥＴ等によるがん検診に係る外国人の受入れ（※各医療機関）

検診受入れ

３．滞在中の宿泊手配・交通手配・医療通訳手配等の受入サポート等

体制整備

サポート実施

４．医療機関等を中心とした関係者による連絡会議の設置

関係者による連絡会議の設置開催

５．群馬県上海事務所等を活用した誘客プロモーションの実施

情報提供等

注１）工程表の作成に当たっては、各事業主体間で十分な連携・調整を行った上で提出すること。
注２）特に翌年度の工程部分については詳細に記載すること。

　企業立地情報の提供（産業団地紹介パンフレット・企業立地マップ等）

　企業誘致推進補助金等のインセンティブの活用

　医療関連企業をターゲットとした企業訪問

20



■規制の特例措置を活用した事業の実績及び評価

特定国際戦略（地域活
性化）事業の名称

関連する数値目標 事業の実施状況
直接効果

（できる限り数値を用いること）
自己評価 規制所管府省による評価

規制所管府省名：＿＿＿＿＿＿＿
□　特例措置の効果が認められる
□　特例措置の効果が認められない
　　　⇒□要件の見直しの必要性あり
□　その他

＜特記事項＞

■国との協議の結果、全国展開された措置を活用した事業の実績及び評価

全国展開された
措置の名称

関連する数値目標 事業の実施状況
直接効果

（できる限り数値を用いること）
自己評価 規制所管府省による評価

高精度放射線治療に
おける放射線診療室
内での診療用放射線
等とエックス線の同時
ばくしゃが可能となる要
件の緩和

数値目標（１）

本規制の特例は、本特区の
リーディングプロジェクトであ
る重イオンマイクロサージェ
リーの臨床試験の実施に際
して有効なものであり、同臨
床試験の実施に向け各種
開発を進めている。

本規制の特例は、本特区の
リーディングプロジェクトである
重イオンマイクロサージェリー
の臨床試験の実施に際して有
効なものであり、同臨床試験の
実施に向け各種開発を進めて
いる。

本規制の特例は、重粒子
線照射装置とエックス線装
置を組み合わせた超精密
な照射が可能な革新的な
重粒子線治療装置の実用
化に繋がるため、通知改正
は大きな前進となる。

規制所管府省名：厚生労働省
規制協議の整理番号：4201
＜参考意見＞

■国との協議の結果、現時点で実現可能なことが明らかとなった措置による事業の実績及び評価

現時点で実現可能なこ
とが明らかとなった措

置の概要
関連する数値目標 事業の実施状況

直接効果
（できる限り数値を用いること）

自己評価 規制所管府省による評価

■上記に係る現地調査時指摘事項
［指摘事項］ ［左記に対する取組状況等］

※関連する数値目標の欄には、別紙１の評価指標と数値目標の番号を記載してください。
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■財政・税制・金融支援の活用実績及び自己評価（国の支援措置に係るもの）

事業名 関連する数値目標 年度 H25 H26 H27 H28 H29 累計 自己評価

256,970 157,272 932,102 1,346,344

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

241,794 134,272 450,102 826,168

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

193 8,352 9,704 18,249

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

241,987 142,624 459,806 844,417

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

税制支援措置の状況

事業名 関連する数値目標 年度 H25 H26 H27 H28 H29 累計 自己評価

該当なし

財政支援措置の状況

○高精度重粒子
線がん治療技術
の開発

○モーター蛋白
と半導体技術を
活用したがん由
来物質を超高感
度で検出するセ
ンサデバイスの
開発

○ICTを活用し
た高効率・省エ
ネ型薬剤温度管
理体制の確立

○毛細血管機能
評価及び毛細血
管内血液流動性
測定装置の開発

○重粒子線治療
に適した高精度
３次元線量分布
測定技術の開発

評価指標（１）
評価指標（２）
評価指標（３）
評価指標（５）
評価指標（６）
評価指標（７）

　群馬県独自の支援策とともに、
総合特区推進調整費や総合特区制
度による財政支援の重点配分等の
インセンティブ等を活用し、本特
区の複数のプロジェクト推進を着
実に進めることができた。
　今後も更なる研究開発の推進を
図るため、本県の支援策の充実を
進めるとともに、各プロジェクト
の研究開発の熟度を高めていき、
関連する評価指標の目標達成を目
指す。

財政支援要望

国予算(a)
（実績）

総事業費
(a+b)

自治体予算(b)
（実績）
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金融支援措置の状況

事業名 関連する数値目標 年度 H25 H26 H27 H28 H29 累計 自己評価

○ヘルスケア機
器開発支援セン
ターの設置によ
るものづくり企
業の医療分野へ
の参入促進

評価指標（１）
評価指標（２）
評価指標（３）
評価指標（６）

件数 6 3 2 9

　本県で医療関連の投資を進めて
いく上で、このインセンティブを
活用することにより、県内ものづ
くり企業の設備投資や企業誘致の
後押しとなった。
　今後も上手く総合特区制度のイ
ンセンティブを活用し、本県の医
療産業拠点の形成を進めていく。

■上記に係る現地調査時指摘事項
［指摘事項］ ［左記に対する取組状況等］
本項目に対する指摘事項なし
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地域独自の取組の状況及び自己評価（地域における財政・税制・金融上の支援措置、規制緩和・強化等、体制強化、関連する民間の取組等）

■財政・税制・金融上の支援措置

財政支援措置の状況
事業名 関連する数値目標 実績 自己評価 自治体名

税制支援措置の状況
事業名 関連する数値目標 実績 自己評価 自治体名

該当なし

金融支援措置の状況
事業名 関連する数値目標 実績 自己評価 自治体名

該当なし

■規制緩和・強化等
規制緩和

取組 関連する数値目標 直接効果（可能であれば数値を用いること） 自己評価 自治体名

該当なし

規制強化
取組 関連する数値目標 直接効果（可能であれば数値を用いること） 自己評価 自治体名

該当なし

その他
取組 関連する数値目標 直接効果（可能であれば数値を用いること） 自己評価 自治体名

該当なし

■体制強化、関連する民間の取組等

体制強化

民間の取組等

■上記に係る現地調査時指摘事項
［指摘事項］ ［左記に対する取組状況等］
本項目に対する指摘事項なし

　県内の産業支援機関に医療専門のコーディネーターを配置し、研究開発から販路開拓まできめ細かい伴走支援を行っている。

　本特区のインセンティブ（金融支援、財政支援等）や群馬県独自の支援策（医療現場等と企業の橋渡し事業「医療現場等の課題・ニーズ調査」、医療機
器・介護機器等事業化支援補助金等）を通じ、医療機器の開発改良、早期実用化に向けた実証試験など様々な取組が進められている。

医療機器・介護機器等事業化
支援補助金

評価指標（１）
評価指標（２）
評価指標（３）
評価指標（６）

　本補助制度は主として研究開発段階のものを支援対象と
し、医療産業参入促進を図ることを目的としているが、本
補助制度により医療産業分野への参入や事業の高度化につ
ながっている。

群馬県

医工連携による医療機器開発にかかる研究開発費用を支援
(H25実績)採択件数:1件・確定額:193千円
(H26実績)採択件数:6件・確定額:8,352千円
(H27実績)採択件数:4件・確定額:9,704千円
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■（参考）認定計画書に記載した数値目標に対する実績

当初（平成24年度） 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

目標値
(※2)

3144(億円） 3404(億円） 3664(億円） 3924(億円） 4184(億円）

実績値 2884（億円） 3071（億円） 3231（億円）

進捗度
（％）

98% 94%

■現地調査時の指摘事項及びそれに対する取組状況等

　代替指標としている「医工連携案件のマッチング件数」についても順調に件数を伸ばしており、医工連携を進めた結果
が医薬品・医療機器生産額の増加につながっているものと考えられる。

外部要因等特記事項

数値目標（６）
1,300億円の増加
（平成30年度）

寄与度(※1)：－（％）

［指摘事項］ ［左記に対する取組状況等］

　金融支援制度等を活用し、医療関連企業の誘致や設備投資が活発になり、平成26年度に比べ医薬品・医療機器生産
額が160億円の増加となった。今後も同制度を始めとした総合特区制度のインセンティブを最大限活用するほか、県独
自の医工連携推進のための施策を更に充実させ、目標達成に向けて取組を進めていく。

※１　寄与度：一つの評価指標に対して複数の数値目標がある場合、それぞれの数値目標が評価指標に与える寄与度を記入してください。
※２　数値目標に係る目標値について、各年度の目標設定ができない場合は、目標達成予定年度のみ数値目標及び実績値の両方を記載し、目標達成予定年度以外の
　 　　年度については、当該年度の実績値のみを記載してください。
　 　　また、その場合は「各年度の目標設定の考え方や数値の根拠等」の欄に、当初設定した数値目標に係る目標設定の考え方や数値の根拠を記載してください。

進捗状況に係る自己評価（進
捗が遅れている場合は要因分
析）及び次年度以降の取組の
方向性

代替指標による評価又は定性
的評価との比較分析

評価指標（６）
医薬品・医療機器
生産額（県内）

目標達成の考え方及び目標達
成に向けた主な取組、関連事
業

　県関係課や公設試験場、産業支援機関からなる「ヘルスケア機器開発支援センター」を設置し、県内企業による医療
関連機器の製品開発から販路支援までを一貫してサポートしている。また、トップセールスや総合特区制度のインセン
ティブ等を最大限に活用し、製薬メーカー、医療機器メーカーを国内外から積極的に誘致する。

各年度の目標設定の考え方や
数値の根拠等(※2)

　医薬品・医療機器生産額については工業統計調査（経済産業省基幹統計調査）によって把握する。
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