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平成29年度 開発・事業化事業に応募するためには
■医工連携事業化推進事業の基本方針を理解

「研究」ではなく「事業化（ビジネス）」を目指す事業である。
⇒ どんなビジネスを実現できるかを示すことが重要。

医療現場の課題・ニーズに基づく、社会にとって必要なソリューション開発・改良を支援する。
⇒  課題・ニーズ、解決策、波及効果、応援団をそれぞれ明確にしておくことが重要。

事業化＝「売れる医療機器」の開発・改良を支援する。
⇒ 参入する市場（先行品）についての深い考察と、定量的な差別化ポイントを提示できる

ことが重要。

■事業化視点に立った薬事戦略の妥当性

“どのようにビジネスを展開するか”という事業化視点から薬事戦略を策定する。

⇒ 薬事戦略に根拠がある（提案前に関係機関に相談しているか）等は重要。

■売れる医療機器実現の可能性

ビジネス体制ができているか？（量産体制、材料調達、販路確保、etc）

市場開拓の“一手”があるか？（医工連携を活用、etc ）

ビジネスとして成立する製品か？（販売価格と原価率、消耗品、段階的上市、etc）
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医工連携事業化推進事業の基本方針
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「研究」ではなく「事業化(上市)」を目指す取組を支援

4

開始時には開発する機器のターゲットや基本的な事業戦略がまとまっており、
終了時には薬事申請の目処がついているレベルの提案を想定しています。
（平成29年度公募要領より）

提案書のアブストラクト

どのような製品を
どう開発するかだけでなく、

どんなビジネスを
実現できるか
も盛り込む。
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医療現場の課題・ニーズを踏まえた解決策を支援

（平成29年度公募要領より）

様式１－２

課題・ニーズ
・本質的な課題か
・妥当なニーズか

ニーズを踏まえた解決策
・誰が、いつ、どこで、どのように使うと
どのような効果が期待できる製品か

波及効果
・社会にとっての必要性
・何を変えられるか

応援団（特に重要！）
・ひとりよがりの提案になってないか
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「売れる医療機器」の開発・改良を支援
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（平成29年度公募要領より）

３．競合分析，差別化のポイント・競合に対する優位性 

（１）競合商品との比較 

比較表を作成して，以下の点それぞれについて簡潔に記載して下さい。 

項目に無い内容は各自追加して記載してください． 

 提案機器 競合機器１ 競合機器２ 競合機器３ 

メーカー     

概要     

型式     

特徴     

国内市場規模     

国内シェア     

海外市場規模     

海外シェア     

売価     

保険償還 点数     

クラス分類     

 

様式１－４の２．＆ ３．
（様式１－２を踏まえて記載）

■参入する市場（先行品）について、
深く考察できているか？
・ユーザーは誰か
・ターゲットとする市場規模は
・市場獲得のための障壁は

■差別化ポイントが具体的か？
・強み・弱みどちらも記載
・優位性は定量的に記載

２．狙っている市場について
（１）対象となるユーザーは誰か
（２）ターゲットの市場規模をどのように考えるか
（３）市場獲得のための障壁は何か
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事業化視点に立った薬事戦略の妥当性

製品完成後に薬事対応を検討するのでは
なく、“どのようにビジネスを展開するか”という
事業化視点から薬事戦略を随時見直しな
がら開発を進めた事例
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本事業の成果と教訓

薬事戦略が開発戦略を左右
当初”認証”を想定するも登録認証機関からNG判断

→PMDA相談を経て”承認”申請に

ビジネス戦略の観点から薬事戦略を見直し
臨床研究で有効性データのある症例に範囲限定

→「改良・治験なし」承認申請（上市1年遅れで留める）

承認後に有効性事例を集め、対象症例を拡大予定
→当該分野で新たなカテゴリを構築を目指す
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（平成29年度公募要領より）

平成29年度公募要領との対応
様式１－６ 

薬事戦略について 

ここでは、提案する医療機器等の薬事戦略について記載して下さい。 

※非医療機器の場合は本様式の記入・提出は不用です。 

 

１．薬事概要 

記載した「一般的名称」と判断

した根拠・妥当性（※1） 

 

記載した「クラス分類」と判断

した根拠・妥当性 

 

記載した「新／改良／後発」と

判断した根拠・妥当性 

 

新／改良の場合に謳う効果効

能 

 

 ■一般的名称、クラス分類等の該当性をPMDAに文書で確認済みの場合は、その写
しを提出して下さい。
■医療機器開発支援ネットワークなど、他の第三者の薬事コンサルを受けた場合にも
その議事録を提出して下さい。

様式１－６

薬事戦略に根拠があるか
（提案前に相談しているか）
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売れる医療機器実現の可能性
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（平成29年度公募要領より）

ビジネス体制ができているか？
４．販売・物流チャネルの確保状況 

（１）上市後のビジネス体制 

 下記の例を参考に、具体的な,名称や役割分担等の内容を記載した上市後のビジネス（量産化・販売等）を

想定した体制図（見込み）を示して下さい。すでに決定している提携先については名称を記載して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１－４ の４．

補助事業実施時だけでなく、
上市後のビジネス体制の
見通しが重要
（量産体制、材料調達、

販売体制、販路確保、
etc）

研究開発体制⇒ビジネス体制
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上市後の市場開拓
医療機器の上市がゴールではなく、上市後にどのように医療現場に届けるかを視野にいれて
医工連携を進めた事例
■業界団体が推進役となり企業間連携・パッケージ化によるブランディングを行い、新たなビ
ジネスモデルを開拓

市場開拓の“一手”があるか？
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（平成29年度公募要領より）

ビジネスとして成立する製品か？
【条件】

借入金額 8,000 千円 　　　設備投資額 23,505 千円

 会 社 名  株式会社 Ｘ 金　  利 3.9 ％ 　　　（※リース総額）

 投資物件名 定 率 法 20.6 ％

耐用年数 15 年

項　　　目 計　　算　　根　　拠 　　　　　ｲﾝﾌﾚ率 初年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 累　計

収 　売上高 個別設定 3,074,847 3,382,332 3,652,918 5,123,407 5,865,788 21,099,292

入 伸び率 110.0% 108.0% 140.3% 114.5% 118.2%

　売 上 高 計 3,074,847 3,382,333 3,652,919 5,123,408 5,865,789 21,099,297

粗 　売 上 原 価  原価率89.0% → 89.0% 2,736,614 3,013,659 3,258,404 4,595,697 5,273,345 18,877,719

利   粗 利 益 高  粗利益率11.0%から毎年0.1%減少 → 11.0% 338,233 368,674 394,515 527,711 592,445 2,221,578

高   粗 利 益 率 11.00% 10.9% 10.8% 10.3% 10.1% 10.5%

  設備維持費 　設備／器具／備品の増加に準じる 5% ／2年 5,100 5,100 5,355 5,623 5,904 27,082

　人　件　費  （3年目､5年目､10年目増員） 5% ／1年 174,505 183,230 247,361 333,937 450,815 1,389,848

費   その他販管費  営業費／販促費／本部費など：売上に比例 45,500 50,050 54,054 75,814 86,799 312,216

用 　減価償却費  償却資産額×100%×1.40%／年 3,176 3,176 3,207 3,232 3,256 16,046

　・・・ 0

0

  費 用 合 計 　経費額 228,281 241,556 309,977 418,605 546,774 1,745,192

　経費率 7.4% 7.1% 8.5% 8.2% 9.3% 8.3%

　営 業 利 益 （収益合計－費用合計） 0

　営 業 利 益 累 計 0

　法　人　税　等 （対営業利益：税率55％） 41.0% 0 0 0 0 0 0

財  税引後利益 0 0 0 0 0 0

務  返済可能額  償却費＋税引後利益 0 0 0 0 0 0

収  返済可能額累計  0 0 0 0

支  借入金返済  返済期間15年 6.67% 533 498 465 1,496

  ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ -533 -498 -465 -1,496

 ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ累計 -533 -1,031 -1,496 -3,060

償却資産残高 226,837 226,837 228,574 230,311 232,048

 借入残高 8,000 7,467 6,969 6,504 6,504

投　資　回　収　計　画　書

様式１－４の５．

・開発コストが正確に見積もられているか？
・市場ニーズに合った販売価格か？
・利益を生むのは何か？（消耗品等）
・段階的な上市、バージョンアップ、
ラインナップ戦略は？ etc
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5年間の事業計画を作成

様式１－４の６．

・薬事申請時期、上市時期は、
交付決定後には変更できない！

・段階的な上市、バージョンアップ、
ラインナップ戦略は？ etc
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採択団体がつまづく隘路
チェックリストによる自己評価

 ビジネス採算性
（製造原価、市場規模、開発費
など）

 競合（代替）機器との
ベンチマーキング

 基本戦略

（外部環境、市場構造分析）

 PMDAとの調整

 知的財産

（意匠等、模倣品対策）

 投資計画（資金・人材）

 海外戦略

 事業リスクの洗い出し

事業開始時に
自己評価が低い項目

事業終了時に
自己評価が悪化する項目
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まとめ

採択審査の有識者≒投資家に対する訴求点とは？

ビジネスプランとしての魅力
”製品（開発戦略）”は一要素

薬事・知財・マーケッティング、etc

事業化への本気度と確度
競合ベンチマーク

投資回収計画

“医工連携”の深度
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本資料に関するお問い合わせ先

株式会社 三菱総合研究所

ヘルスケア・ウェルネス事業本部

［担当］森卓也、高森裕子 m-kiki@mri.co.jp

［TEL］ 03-6705-6159

医療機器開発支援ネットワーク ポータルサイト MEDIC

http://www.med-device.jp/

mailto:m-kiki@mri.co.jp

