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1. 研究開発の概要 

 

1.1 研究開発の背景・目的及び目標 

 (1) 研究の目的 

我が国は、将来の経済･社会基盤を揺るがす記録的な少子化社会を迎えた現状の一方、不妊治療をうけ

る患者数は増加している。 

現在の生殖補助医療において着床不全不妊症の治療及び診断をする事が大きな課題である。不妊治療

の治療効率を向上させるためには現在ブラックボックスである受け入れ側の子宮の着床能を前方視的に

評価しその周期ごとの治療方針に反映させなければならない。これまでそのような装置はなかった。 

ヒト膣 or子宮腔内のパラメータ X or Yの測定により、ヒト着床能を前方視的に評価してその周期ごとの治療

方針に反映させるような装置を製作し、事業化する事を目的とする。 

なお、平成 24 年度の 2 次試作器では、平成 24 年に変更となった規格に対応できておらず、このままでは

平成 29年の半ばまでしか販売ができず薬事の一部変更申請が必要となる事が明らかとなった。 

そこで、平成 25年度は、平成 24年度の研究結果をもとに膣プローブの再設計を行ったうえで、臨床研究を

行い、そのデータのもとで最終設計プローブの製造を行う。また、電気安全性規格を満たすとともに、海外

導出を考慮した規格を満たす装置の試作を行い、電気安全性試験を行うなど薬事申請の準備を行うことを

目的とする。 

 

(2) 研究の概要 

平成 24年度は、大阪大学医学部附属病院の臨床倫理委員会の承認に至らず、医学部医学倫理委員会

の審議事項となったために臨床研究に至らなかった。さらにボランティアによる月経周期における測定によ

り、測定系において、膣プローブの形状が適当でない事が明らかとなった。 

そこで、平成 25 年度は、膣プローブの形状を改良した上で再設計を行い、改めて素材の生物学的安全

性試験を施行し、倫理委員会に申請を行い、倫理委員会を経て、網羅的臨床研究を施行する。また、これ

によりパラメータの決定とそれに対応したプローブの最終設計、電気安全性規格等を満たす装置の製作を

行うとともに、薬事申請準備を行う。 

 

 (3) 実施内容 

① 臨床研究のための膣プローブの再設計と試作 

（製作：山科精器株式会社、東レ・メディカル株式会社） 

（監修：学校法人 大阪電気通信大学） 

ボランティアでの測定の結果、平成 24年度の膣プローブでは、パラメータ Yを測定することができなか

った。このため、膣プローブの再設計を行い、その再設計に基づき電極部を含む膣プローブの試作を行

い、それを⑤臨床研究に用いる。 

役割分担としては、東レ・メディカル株式会社が製作課題への対応を行うとともに、大阪電気通信大学

は、医用工学の立場から臨床研究に用いる膣プローブについて、再設計・製造・改良に関する監修を行

う。電極部を含む膣プローブの試作は、臨床研究の症例数（100 月経周期 100 症例、３回測定/月経周

期を予定しており、350本を用意する）に対応できる数量分、山科精器株式会社で行う。 

 

② 低侵襲子宮着床能判定装置の臨床研究に用いるプローブの性能向上のための生体内での評価 

(学校法人 大阪電気通信大学) 

臨床研究のために設計されたプローブの性能向上、及びプローブの最終設計に必要な情報を得るた

めに、プローブの構造・サイズ、電気的特性、生物学的特性に関して、マウスあるいはラットを用いて生

体内での評価を実施する（研究場所：大阪電気通信大学）。なお、ここで用いるプローブは平成 24 年度

に設計試作したプローブを用いる。 

具体的には、進捗委員会において、プローブの生産状況と臨床研究での使用状況に関する情報を共

有し、プローブの性能向上に必要な検討を行う。その成果と医用工学の知識に基づく情報共有を、進捗
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委員会で行う。 

 

③ 再設計された臨床研究で用いる膣プローブ部分の前臨床試験の実施 

（山科精器株式会社） 

臨床研究に使用するために①で再設計・試作した膣プローブについて、生物学的安全性試験として特

性･安全性試験、細胞毒性試験、皮膚感作性試験、皮内反応試験を、外部認証機関で行う。 

 

④ 臨床研究を行うための倫理委員会の承認の取得 

（国立大学法人大阪大学、定生会谷口病院) 

臨床研究のため、大阪大学医学部医学倫理委員会の承認を得る。また、定生会谷口病院については

谷口病院の倫理委員会の承認を得る。 

 

⑤ 臨床研究の実施（臨床データの蓄積） 

（国立大学法人 大阪大学、定生会谷口病院） 

国立大学法人大阪大学及び定生会谷口病院において、倫理委員会の規定の下、保険に加入した上

で、臨床研究を行う。体外受精ー胚移植周期及び凍結融解胚移植周期において、膣 or子宮腔内のパラ

メータ X or Yを 100症例に対して、治療周期の中で 1周期あたり 3回の測定を行う観察研究を行い、網

羅的に臨床データの蓄積を行う。なお、①で試作した膣プローブと、24 年度に試作済みの子宮腔内プロ

ーブを用い、測定は、23 年度に購入した既存の機器（電位差測定機器のみ、インピーダンス測定機器

は自ら用意した機器）を、H23-24 年度で本案件のために調整・統合し、安全性試験を行ったものを用い

る。 

 

⑥ 臨床データの後方視的な再評価 

（国立大学法人 大阪大学、学校法人 大阪電気通信大学、定生会谷口病院） 

大阪電気通信大学はブラインドでパラメータ X or Yについてのデータの解析を行う。これに対して、大

阪大学、谷口病院は臨床データを集計し、最終的にどのパラメータが最適なのか再評価を行う。 

 

⑦ PMDAに再度薬事戦略相談事前面談の実施 

（国立大学法人 大阪大学、山科精器株式会社、学校法人 大阪電気通信大学、東レ・メディカル株式

会社） 

平成 23 年度に PMDA（独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 (PMDA : Pharmaceuticals and 

Medical Devices Agency)）に薬事戦略相談事前面談を行った。 

今後の薬事申請に係り治験の有無を含め臨床研究の終了を待たずして、臨床データがある程度そろ

った時点で、改めて相談するように助言を受けた。 

そこで、今年度中に再度薬事戦略相談事前面談を実施し、残りの臨床研究に対する具体的な取組み

と今後の薬事申請に対して相談を行う。 

 

⑧上市のための検討 

(東レ・メディカル株式会社) 

販売業者としての立場から 

ⅰ）不妊症、高度生殖医療に関する課題の検討とその評価を行う。 

ⅱ）事業化における事業スキームの検討、販売先の精査と検討を行う。 

ⅲ）保険適用の要否、可否についての検討を行う。 
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⑨最適パラメータに関する電極を装備した最終設計プローブの設計・製造 

（山科精器株式会社） 

臨床研究を経て、決定した計測部位（膣もしくは子宮腔内）に対する最適パラメータに関するセンサー

（パラメータ X or Y）を装備した最終設計プローブを設計、製造を行う。最終設計プローブについては、試

作評価用に 15本、製品規格設定用に 10本、製品の安定性を見るための長期保存試験用に 55本の計

80本を製作する。 

 

⑩ 全体システムについての検討と電気安全性規格確認用装置の製作 

 (山科精器株式会社、東レ・メディカル株式会社) 

ＰＭＤＡ事前相談による製品コンセプトへの反映のための検討を行う。進捗委員会等を通して全体シ

ステムの課題について検討、検証等を行う。 

その上で、昨年発出された電気安全性規格の変更内容を確認し、その内容に沿ってハード、ソフト両

面から設計を見直し、回路等を変更した上で、装置を製作する。なお、⑪電気安全性規格試験を行うた

め、装置３台を製作する。 

なお、この装置は平成 24年度 2次試作機がベースとなる。具体的には、3台の装置に対応して３つの

回路基盤の製作を外注し、回路基盤を組み込んだ装置を組み上げる。装置製作後、電気安全性試験の

前に問題と考えられる項目に絞り込んだプリチェック試験を実施する。 

なお、薬事申請のための電気安全性規格試験は、電気安全性の試験実施機関に依頼し、実施する

が、試験は通常４から５回繰り返して行われるため、試験には装置３台が必要である。また、これら３台

の装置は、電気安全性試験に使用するため、臨床研究等に用いることは、その精度が保証できないた

め不可能である。 

 

 参考： 

電気安全性規格〔一般的要求事項〕JIS T 0601-1：1999 と電磁両立性規格〔EMC 要求事項〕 JIS T 

0601-1-2：2001は、2012年に規格が以下のように変更となった。 

 

規格 猶予期間 

JIS T 0601-1：1999 平成 29年 5月まで 

JIS T 0601-1-2：2001 平成 29年 3月まで 

 

製品として販売した場合でも、上記の期間までしか販売することができないということで、その前まで

には再度、規格をクリアーするものに設計からやり直すことが必要であり、薬事の一部変更申請を行う

必要が生じることから、これら規格に対応した装置を今年度製作する。 

平成 25年度に製作する装置は、平成 24年度に試作した前述の２次試作機と同様の機能をもちつつ、

電気安全性規格〔一般的要求事項〕JIS T 0601-1：2012および〔EMC要求事項〕 JIS T 0601-1-2：2012

に対応する。 

さらに海外導出を考慮し、下記の規格を満たす装置とする。 

 

規格 国  

電気安全性規格 アメリカ IEC 61010-1：2010 

 EU EN 60601-1：2006 

電磁両立性規格 アメリカ IEC 61010-2：2010 

 EU EN 60601-1-2：2007 

その他 アメリカ IEC 62321(RoHS) カテゴリー８ 

ユーザビリティー規格 アメリカ IEC 60601-1-6：2007 

ソフトウェアの開発 EU EN 62304 ：2006 
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⑪ 装置の電気的安全性試験の実施と薬事申請準備 

(山科精器株式会社、東レ・メディカル株式会社) 

⑩で製作したプリチェックによる検査規格を満たした装置３台を用いて、最終設計後のプローブを装着

した形で、電気的安全性試験を外部専門機関で行う。 

また、プローブに関する性能試験について、実施内容②と③及び臨床研究の結果を用いて薬事申請

用の資料の作成を行う。 

 

 

⑫ プロジェクトの管理・運営 

（国立大学法人 大阪大学） 

管理業務一般、プロジェクトの進捗管理、委員会の開催、経済産業省および三菱総合研究所との打

ち合わせおよび報告、さらに報告書の作成を施行する。 

また、外部委員からは、進捗委員会等において臨床研究の進め方や臨床データの評価等についてア

ドバイスを受ける。また、有識者には、進捗委員会等において、上市に向けた知的財産面などについて

のご指導・アドバイスを受ける。 
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1.2 事業実施（研究開発）体制 

 (１) 研究組織及び管理体制 

 １）研究組織（全体） 

 

図 1: 研究組織（全体） 

 

 
 

我々の開発した個体レベルでの子宮腔内への高効率・一過性の遺伝子導入システムとそれを用いた一連

の着床関連病態モデルは生体を用いて子宮腔内の着床環境を自在に変化させることができる世界的にも他

に類をみない技術である。本研究に関わる基礎研究においてはこれを実験モデルとして用いた。生殖医療に

携わりながら分子生物学を専門として、着床不全の病態を研究してきた研究者グループ（木村・中村：大阪大

学）と産科学領域で長年実地医療に携わり、その工学的な知識を生かして、医用工学の専門家となった研究

者（細野剛良；大阪電気通信大学・教授）と共同でチームを作りこの研究を行う。これまで、このチームで、マウ

スを用いて子宮の着床能を前方視的に評価するパラメーターの検索とそのシステムの構築の研究を行い、こ

の基礎研究の中で、着床不全不妊症の診断を目的としたパラメーターを発見し、特許出願を行った [特許出

願 2010 年 11 月「子宮着床能の測定方法及び測定装置」大阪大学 K2010-0075 / 特願 2010-260006 / 

PCT/JP2011/076900]。 

 

山科精器株式会社は、①専用工作機械の製造販売、②舶用および発電プラント向け熱交換器の製

造販売、③産業機械・船舶機関向潤滑機の製造販売を基幹としている会社であり、基幹技術である、

メカトロニクスの技術を応用して、大阪大学医学部、滋賀医科大学、立命館大学理工学部とメディカ

ル分野への参入を目指し、７年前から医療機関のニーズに対応している企業である。  

現在、そのうちの一つである単回使用汎用吸引チップは、申請中の段階であり、今後も洗浄吸引カ
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テーテル（経済産業省  サポートインダストリー）、内視鏡用マイクロ波２極電極（デバイス）、マイクロ波

発生装置等（文部科学省  地域イノベーション戦略支援プログラム（グローバル型））の申請が予定さ

れている。今回は、これらの設計・試作技術をインピーダンス測定用の２極、４極電極の最終化と量産

化に応用すると共に、既存の測定器を本目的のために改良する。  

 

東レ・メディカル株式会社は、上記の構成製品で事業化を行う企業であり、本研究の技術基盤となる「身体

組成成分分析装置」の販売を行ってきた実績があり、将来の事業化を見据えたアドバイザーとして参画する。

東レ・メディカルは、世界的に高く評価されている東レの高分子化学技術、バイオテクノロジー、品質加工技術

を応用した製品を医療現場に提供している。東レ医療分野への機能分社として、1980年に設立以来、30年以

上医療業界で活動を続けている。東レは合成繊維メーカーとして培ってきた技術を高分子化学技術へと広げ

て、メディカル分野に発展させる研究を1970年頃にスタートさせ現在にいたる。主たる製品としては、素材から

の開発には長い歳月を必要とした人工腎臓(透析器)をはじめ、透析装置、救急・集中治療の血液濾過システ

ム、カテーテルなどの医療機器。医薬品の天然型インターフェロン製剤を販売している。販売先は国内の医療

機関および世界８０カ国に事業展開している。近年では、身体組成成分分析装置、血液ガス分析装置など検

査機器も扱っている。扱い品目および諸外国への販売実績から本研究が結実し上市の際には有力な企業で

ある。 

 

 また、世界の多くの国では不妊治療は高度機能を備えた専門施設に集約して行われているのに対し、日本の

不妊治療のほとんどは個人の診療所レベルで行われているという特徴がある。このため製品化にむけての仕

様について、民間病院として不妊治療を行う谷口病院のアドバイスをうけ、高度機能病院だけでなく、個人の診

療所レベルでも使用することができるような診断機器の実現化をめざす。 

 

＜事業管理機関および研究実施機関１：国立大学法人 大阪大学＞ 

研究全体の統括・臨床データの評価および検討・臨床研究実施医療機関 

＜研究実施機関２：山科精器株式会社＞ 

電極の作製・製品化設計・事業化 

＜研究実施機関３：学校法人 大阪電気通信大学＞ 

医用工学の専門家としてシステム全体の評価と臨床データの検討 

＜研究実施機関 4：東レ・メディカル株式会社＞ 

製品設計へのアドバイス・将来の事業化 

＜アドバイザー：医療法人 定生会 谷口病院＞ 

不妊治療を行う民間病院として製品化設計へのアドバイス 

臨床研究実施医療機関 
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２）管理体制 

①事業管理機関 

国立大学法人大阪大学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2: 国立大学法人 大阪大学の管理体制 

 

 

 

 

学長の管理下に医学系研究科長、医学系研究科が置かれている。研究開発業務は医学系研究科（産婦

人科）が担当し、管理業務は医学研究科の研究支援室が担当する。事業費の経理処理については医学系

研究科内の経理課が担当する。 

なお、山科精器株式会社、学校法人大阪電気通信大学、東レ・メディカル株式会社を再委託先とする。 
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②再委託先 

 

山科精器株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3: 山科精器株式会社の管理体制 

 

 

社長の管理下にメディカル事業部、総務部が置かれている。 

医療機器の研究開発業務は、メディカル事業部が担当する。 

また、知的・契約、事業費の経費処理に関する業務は、総務部が担当する。 

開発会議は、研究・開発品目の進捗報告、問題点等を討議、把握するために設置している。 

 

 

 

学校法人 大阪電気通信大学 

 

 

図 4: 学校法人 大阪電気通信大学の管理体制 

 

 

学校法人大阪電気通信大学・理事長の管理下に、法人事務局と大学が置かれ、大学に大学事務局、四條

畷事務部、医療福祉工学部が置かれている。 

研究開発業務は、医療福祉工学部医療福祉工学科が担当する。 

管理業務は、大学事務局研究支援室が担当する。 

経理処理は、四條畷事務部庶務会計課が担当する。 

理 事 長 

四 條 畷 事 務 部 

医療福祉工学部 

法 人 事 務 局 

大 学 
（ 経 理 担 当 ） 

庶 務 会 計 課 

（ 研 究 実 施 ） 

医療福祉工学科 

（ 業 務 担 当 ） 

大 学 事 務 局 
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東レ・メディカル株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5: 東レ・メディカル株式会社の管理体制 

 

 

社長の管理下に医療用具事業部門、経営管理部門が置かれている 

医療機器の研究および本事業に関わる業務全般は、新事業企画室が担当し、事業費の管理を経理経

営管理部門が行う。 
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(２) 管理員及び研究員 

【事業管理機関】 国立大学法人大阪大学 

① 管理員  

氏 名 所属・役職 実施内容（番号） 

三神正明 医学系研究科 研究支援室 室長 ⑫ 

周防 孝 医学系研究科 研究支援室 研究連携係 係長 ⑫ 

大浦洋平 医学系研究科 研究支援室 研究連携係 ⑫ 

松橋 俊彦 産学連携推進本部 産学連携教授 ⑫ 

内田 国克 産学連携推進本部 産学連携助教 ⑫ 

 

② 研究員 

氏 名 所属・役職 実施内容（番号） 

木村 正 医学系研究科 産科学婦人科学 教授 
研究総括 

④⑤⑥⑦⑫ 

中村仁美 医学系研究科 産科学婦人科学 助教 
研究実施担当 

④⑤⑥⑦⑫ 

 

【再委託先】 

山科精器株式会社 

氏 名 所属・役職 実施内容（番号） 

上村英一 メディカル事業部 フェロー 研究総括①③⑦⑨⑩⑪ 

藤原卓也 執行役員・メディカル事業部 部長 研究実施担当⑨⑩ 

保坂 誠 メディカル事業部 副部長 研究実施担当①③⑨⑩⑪ 

中村 実 メディカル事業部研究員 研究実施担当①③⑨⑩⑪ 

伴 菜美子 メディカル事業部研究員 研究実施担当①③⑨⑩⑪ 

 

学校法人 大阪電気通信大学  

氏 名 所属・役職 実施内容（番号） 

細野剛良 医療福祉工学部医療福祉工学科 教授 医用工学の専門家としての研

究全体の統括①②⑥⑦ 

 

東レ・メディカル株式会社 

氏 名 所属・役職 実施内容（番号） 

笹部正美 代表取締役 副社長 研究実施担当①⑦⑧⑩⑪ 

武重英之 新事業企画室 室長 研究実施担当①⑦⑧⑩⑪ 

佐下橋伸寧 新事業企画室 主幹 研究実施担当①⑦⑧⑩⑪ 
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(３) 経理担当者及び業務管理者の所属、氏名 

（事業管理機関） 

国立大学法人大阪大学 

（経理担当者） 医学系研究科 経理課長 白井政行 

（業務管理者） 医学系研究科 研究支援室長 三神正明 

 

（再委託先） 

山科精器株式会社 

（経理担当者） 総務部課長 杉田 了 

（業務管理者） 執行役員・メディカル事業部 部長 藤原卓也 

 

学校法人 大阪電気通信大学 

（経理担当者） 四條畷事務部 庶務会計課 課長事務取扱 長谷川靖倫 

（業務管理者） 大学事務局 事務局長 池宮達雄 

 

東レ・メディカル株式会社 

（経理担当者） 経営管理部門 経理課課長 坂上勝彦 

（業務管理者） 新事業企画室 主幹 佐下橋伸寧 

 

（４）その他 

① 進捗委員会 委員名簿 

進捗委員会 委員名簿 

氏名 所属 役職 

谷口 武 医療法人定生会谷口病院 理事長 

箕浦 忠行 一般財団法人 

金属系材料研究開発センターJRCM 

非鉄材料研究部 部長 

（大阪大学大学院医学系研究科産

科学婦人科学 招へい教員） 

 

② 有識者による御指導・アドバイス 

氏名 所属 役職 

山口修之 ファシオ国際特許事務所 代表弁理士 

冨田憲司 ファシオ国際特許事務所 弁理士 
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1.3 成果概要 

1.3.1 開発製品「（製品名）子宮 or膣のパラメータ X or Yの測定装置」 

【訴求ポイント】 

不妊治療の治療効率を向上させるためには現在ブラックボックスである受け入れ側の子宮の着床能を前

方視的に評価し、その周期ごとの治療方針に反映させなければならない。大学での基礎研究において発見

した知見と山科精器の金属等の微細加工技術を用いて低侵襲にかつ前方視的に子宮の着床能を評価でき

るような医療機器を製品化する。国内外において競合するものがなく、日本発の医療機器として 2018年 8

月に上市する予定である。 

 

 

 
 

 

製品名 子宮 or膣のパラメータ X or Y測定装置 一般的名称 該当なし 

クラス分類 クラス II 許認可区分 認証 or承認 申請区分 後発 or改良医療機器 

製造販売業者 山科精器株式会社 製造業者 山科精器株式会社 

販売業者 東レ・メディカル株式会社 その他（部材供給） なし 
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に：  ） 

薬事申請時期 2015 年 9 月 2019 年 12 月 

上市時期 2018 年 8 月 2020 年 6 月 
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1.3.2 事業化計画 

【事業化計画の要旨】 

製品名 子宮 or膣のパラメータ X or Y測定装置 一般的名称 該当なし 

クラス分類 クラス II 許認可区分 認証 or承認 申請区分 後発 or改良医療機器 

製造販売業者 山科精器株式会社 製造業者 山科精器株式会社 

販売業者 東レ・メディカル株式会社 その他（部材供給） なし 
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に： 欧米・EU ） 

薬事申請時期 2015 年 9 月 2019 年 12 月 

上市時期 2018 年 8 月 2020 年 6 月 

想定売上 10 億円/年 （上市後 3年目） 10 億円/年 （上市後 3年目） 

市場規模 10 億円/年 （上市後 3年目） 10 億円/年 （上市後 3年目） 

想定シェア 100 % （上市後 3年目） 100 % （上市後 3年目） 

 

(1) 事業化に向けた現状ステータス 

(a) 機器の開発（実証）目標達成状況 

(i)子宮腔内用ヒトプローブと (ii)膣用ヒトプローブのプロトタイプができあがり、現在、臨床研究で基礎実

験の結果がヒトで再現できているかを確認している。この結果を持ってプローブおよび装置の最適化の再

設計、上市用の機器の製造を行い、臨床での確認を行って薬事承認申請を行う。 

(b) 薬事対応状況 

当該パラメータ Xおよび Yのいずれにおいてもこれらを測定するという既存機器がないために一般的

名称が存在しない。 

PMDA薬事戦略相談において、「着床能を非侵襲的にかつ前方視的に測定する医療機器」とする代

わりに、「測定機器」という名称で、その判断はそれぞれの医師にまかせるという形式にする事を提案さ

れた。なぜならば、妊娠に至るかどうかについては 1/3は胚自身の問題によるため、理論的には妊娠に

至るかどうかは子宮の着床能によるのは 66.6%である。その周期において着床したのかどうかを判断する

には妊娠の帰結によってのみ結果的に判断するしかない。そのため、理論的には、66.6%以上の精度は

ありえない。そこで、パラメータXもしくはYの生理的数値の変動を測定する機器としての製品化が妥当で

あるとの見解である。 

臨床研究の結果により、測定部位、測定パラメータが決まり次第薬事戦略相談で以下の課題に関する

今後の対応策を確認する必要がある。 

 一般的名称が存在しない 

 薬事戦略相談の実施が必要 

 後発／改良医療機器としてよいか 

 「子宮 or膣のパラメータ X or Y測定装置」として製品化する 

(c) 知財確保状況 

大阪大学を出願人として着床能の評価技術については PCT出願を行った。 

現時点で、大阪大学の知的財産権は企業に移管された。 

(d) その他（事業化体制等）の整備状況 

企業間で事業化計画を打ち合わせ中である。 

 臨床研究の結果への対応 

 事業化計画の確定、実施 

 

(a) 子宮腔内プローブ 
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(2) 市場性（想定購入顧客）の検討結果 

(a) 国内市場・顧客 

(a-1) 日本の不妊治療は世界トップクラス 

 現在日本において不妊治療を行う病院・診療所は約 600施設であり世界で最も多い。 

 年間総出生数における生殖補助医療（ART）による出生児の割合は 2.5%を超えた。 

 年間治療周期総数は 2010年で約 25万周期/年 

 社会的適応による卵子凍結の増加 

(a-2)  ART治療は自費診療 

 1採卵周期あたり 30-80万円（自費） 

 特定不妊治療助成事業にて一部公的補助 

 個人医療保険で ART治療を補助するものがない 

(b) 海外市場・顧客 

(b-1)  不妊治療の位置づけは各国様々 

世界中で不妊症患者は拡大している。社会保険等で生殖医療を補助している国での ART の実施数が多い。

フランスは欧州において最も ART周期数が多い。イタリア、ドイツ、イギリスなども不妊治療の実施国としてよく

知られている。米国の不妊関連ビジネスは年間 40 億ドルの市場とも言われているが、米国の生殖ビジネスに

は、今後規制強化が予測されており、しばらくその動向を見る必要がある。 

 

(3) 競合製品／競合企業とのベンチマーキング結果 

(a) 競合製品／競合企業の動向 

(a-1) 現状 

 調査の結果、競合製品、企業は存在していない。 

 本案件は新規性・進歩性を有するものであるが、基盤となる科学的な現象そのものが既に広く

認知されたものである以上、早急にこの案件を実現化する必要があると考える。 

(b) 開発機器の競合とのベンチマーキング 

(b-1) 従来の着床能評価方法による不妊治療 

 現状の着床能の評価は前方視的な評価には不十分 

 新たな前方視的な着床能の診断方法が必要 

(b-2) 本事業で提案する不妊治療 

大阪大学および大阪電気通信大学での基礎検討において、膣 or子宮腔内のパラメータ X or Yにより、

マウスにおける着床能を前方視的に 90％の確率で予測する事に成功した [特願 2010-260006 ・

PCT/JP2011/076900]。本事業では、これをヒトに応用し臨床研究を経て最適化し、測定機器としての事業

化を目指す。 

前方視的に子宮の着床能を評価する事ができれば、

その月経周期において積極的な治療、もしくは積極的に

その月経周期において治療を行わないという選択ができ

る。これにより、治療効率は向上し、結果的に早期に妊

娠—分娩に至る事ができると考える。 

 

前方視的に子宮の着床能を評価することによる治療効

率の向上により、リスクの多い「卵巣刺激—採卵」の回数を

減らすことができる。これにより、卵巣刺激により起こりうる

卵巣過剰刺激症候群のリスクを減らすことができる。採卵

時に起こりうるリスクとして、麻酔によるリスク、経膣的に卵
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巣を穿刺する際の、出血のリスクを減らすことができる。 

 

 低侵襲にかつ前方視的に着床能を評価するための機器システムを開発した。 

 効率の良い不妊治療の提供を目指す。 

 

(4) 上市（投資回収）計画の検討結果 

(a) 委託事業終了後の投資計画 

① 製販業者：山科精器株式会社 

 課題解決型事業経費 141百万円 

   その他必要な生産設備を導入 

② 販売業者：東レ・メディカル株式会社 

 本品専任販売要員を確保する。 

(b) 上市後のビジネスモデル（回収計画） 

 開発投資＋本事業費を開発費とした場合、発売４年目で収支は黒字化する予定。 

(c) 委託期間後を含めた事業計画 

生産は製造販売業者として山科精器が行う 

販売は東レ・メディカル株式会社が行う 

 

1.4 当該研究開発の連絡窓口 

所属 大阪大学  医学系研究科  産婦人科  

役職  助教 

氏名  中村仁美  

電話  06 6879 3351  

FAX 06 6879 3359  

E-mai l  h i tomi@gyne .med.osaka-u.ac . jp  
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2. 本編 

2.1 臨床研究のための膣プローブの再設計と試作 

 

担当 
製作：山科精器株式会社、東レ・メディカル株式会社 

監修：学校法人 大阪電気通信大学 

目標 

（ゴール） 

臨床研究に用いるための膣プローブの再設計を行い、その再設計に基づき電極部を含

む膣プローブの試作を行い、それを臨床研究用に生産する。 

実施内容 

東レ・メディカル株式会社が製作課題への対応を行うとともに、大阪電気通信大学は、

医用工学の立場から臨床研究に用いる膣プローブについて、再設計・製造・改良に関

する監修を行った。 

電極部を含む膣プローブの試作は、臨床研究の症例数（100月経周期 100症例、３回測

定/月経周期を予定しており、350本を用意する）に対応できる数量分、山科精器株式会

社で行った。 

実施結果 

（達成状況） 

臨床研究用として最終的に B型の膣プローブを用いる事を決定し、合計 340本の B 型

プローブを山科精器株式会社が生産し、臨床研究用に大阪大学へ納品した。 

 

2.1.1 H24年度製作 R型膣プローブにて測定ができなかった原因の検索 （エキスパートからの助言） 

H24年度中までに子宮腔内プローブおよび R型膣プローブは製作されていた。しかしなが、子宮腔内プロー

ブでは測定ができるものの、R型膣プローブでは測定ができなかった。R型膣プローブについて安定した測定

値が得られない原因が、測定機器側にあるのではとの疑問があがった。共同体内で共通認識を得るため

に、進捗委員会にて、装置製造のエキスパートから助言を得ることを提案し、共同体より承諾を得てこ

れを実施した。 

2.1.2 新規膣プローブの製作 

エキスパートからの助言を得て、R型膣プローブについて安定した測定値が得られない原因が、プローブ

の形状による事が明らかとなった。そこで、膣組織面への圧着を考慮し、T型膣プローブ、B型膣プロー

ブを製作し、検討を行った。ボランティア被験者において検討を行った結果、B 型膣プローブにおいてある条件

下で最も安定して測定ができる事が明らかとなった。臨床研究用として、この B 型膣プローブを使用する事を

決定し、山科精器は、臨床研究用に 340本生産した。 

2.1.3 プローブの滅菌 

すべてのプローブは、大阪大学医学部附属病院材料部に依頼し、臨床研究を施行する前にガス滅菌し

て、臨床研究に使用した。 
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2.2 低侵襲子宮着床能判定装置の臨床研究に用いるプローブの性能向上のための生体内での評価 

 

担当 学校法人 大阪電気通信大学 

目標 

（ゴール） 

臨床研究のために設計されたプローブの性能向上、及びプローブの最終設計に必要な

情報を取得 

実施内容 

プローブの構造・サイズ、電気的特性、生物学的特性に関して、マウスあるいはラットを

用いて生体内での評価を実施する（研究場所：大阪電気通信大学）。 

進捗委員会において、プローブの生産状況と臨床研究での使用状況に関する情報を共

有し、プローブの性能向上に必要な検討を行う。 

その成果と医用工学の知識に基づく情報共有を、進捗委員会で行う。 

実施結果 

（達成状況） 

 測定機器を一体とした性能向上の検討に必要なプ生体での評価システムを構築し、

これを用いて性能確認をその向上について有用なデータ得た。 

 生体における測定が十分にできない試作機について、プローブと測定機器を一体化

したものの中で測定できるように、その原因を突き止めるための動物を用いた実験

を実施し、その原因のいくつかを明らかにできた。 

 

2.2.1実験の共通手順 

すべての動物実験は、大阪電気通信大学の生体倫理委員会の承認をへて、同委員会の定める基準に従っ

て、施設内にて施行した。 

マウスまたはラットについて、①性周期の同定、②麻酔導入と維持、③プローブの挿入、④パラメータ測定 

の順に操作を行った。 

(1) 測定装置 

 パラメータ Y測定測定方法 A、測定方法 Bの２つの方法で動物のパラメータ Yの測定を行った。 

 パラメータ Xの測定を動物および市販の標準液を用いて検討を行った。 

(2) プローブ 

 マウス、ラットを用いてパラメータ X、パラメータ Yを測定するために、いくつかのプローブを製作した。 

(3) 測定手順 

(3-1) 膣パラメータ Y測定 

麻酔下に測定方法 A、測定方法 B とも、膣口からプローブの先端が当たるところまで、ゆっくり膣内にプ

ローブを挿入し、パラメータ Yの測定を行った。「皮膚インターフェースを用いた測定方法 A」では、測定

方法 Aの外側のインターフェースの 2つ（または 1つ）を皮膚に置いた。 

(3-2) 子宮パラメータ Y測定 

麻酔下にマウスを背臥位に固定し、腹部正中切開にて開腹した。子宮を直視下に観察しながら、プロー

ブを膣から挿入した。プローブ先端が子宮内腔に入っていることを確認した後、パラメータ Yの測定を行

った。 

(3-3) 膣パラメータ X測定 

麻酔下にラットまたはマウスを背臥位に固定した。ラットまたはマウスの腹部の体毛を 4.5cm×4.5cm

（マウスでは 2.0cm×2.0cm）の範囲で剃毛して、同部分にインターフェースを貼付した。膣口からプロー

ブの先端が当たるところまでゆっくり膣内にプローブを挿入した。最大 180秒待って表示値が落ちつい

てから測定値とした。 

2.2.2プローブの性能向上 

 前年度までの検討より、ヒトの臨床研究に用いるプローブの性能向上のためには、臨床研究に用いるプロー

ブの仕様になるべく近い動物用（マウス、ラット）プローブが必要であることが判明していた。このための検討を
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行った。 

2.2.2①ラット膣パラメータ Yプローブ 

 ラット膣用プローブを試作して、(i) ラットの膣内に挿入できるか、(ii) 各パラメータの測定を行い、開発を行っ

た。 

(1) 方法 

 8～12週齢の非妊娠メスラットを使用した。ラット用膣プローブの RV：1プローブ、RV：2プローブ、RV：

3プローブを使用した。 

 RV：1プローブ、RV：2プローブ、RV：3プローブの順に膣内への挿入を試みた。プローブが挿入できた

場合はパラメータ Yを 3回測定した。 

(2) 結果 

 RV：1プローブ、RV：2プローブはラットの膣内に挿入できた

が、RV：3プローブは先端から最も遠いインターフェースが膣内

に挿入できなかった。このため RV：3プローブを用いた測定結

果は示していない。RV：1プローブ、RV：2プローブのいくつか

のパラメータ a、b、c、d、e、f、g、hいずれも有意差を認めなか

った。パラメータ aの結果を図②2.1に示した。 

 (3) まとめ 

 すべてのパラメータにおいて、プローブ間に有意差は見られ

なかった。パラメータ a、b、c、d、eでは RV：2においてばらつき

が 50%以上減少し、パラメータ fでは 50%以上増加した。パラメ

ータ X測定時にエラーコードの発生はなかった。 

2.2.2②マウス子宮用プローブの改良 

 マウス子宮用プローブの各試作品の性能比較を行った。 

(1) 方法 

8～12週齢の非妊娠メスマウスを使用した。芯材の素材の異なるマウス用子宮内プローブを８種、すなわ

ち、MU：1プローブ、MU：2プローブ、MU：3プローブ、MU：4プローブ、MU：5プローブ、MU：6プローブ、MU：

7プローブ、MU：8プローブを使用した。プローブを子宮内に挿入できたものはパラメータ Yの測定を行った。

また測定終了後にプローブへの血液の付着の有無をキムワイプでプローブを拭って血液が付くかどうかを

視認することにより確認した。 

(2) 結果 

MU：1プローブ、MU：2プローブ、MU：3プローブは容易に子宮内腔まで進めることができた。特に MU：2プ

ローブは短時間で挿入できた。MU：4プローブは挿入の際に抵抗を感じ、挿入できるまでに長時間かかっ

た。挿入ができたプローブにおいて、挿入後のプローブに血液は付着していなかった。パラメータ Yは aと b

の一部に有意差がみられた。 

(3) まとめ 

 MU：1プローブ、MU：2プローブ、MU：3プローブ、MU：4プローブは子宮内を傷つけずにすべてパラメ

ータ Yの測定ができた。 

2.2.2③インターフェースの改良によるマウス子宮プローブの改良 

 マウス子宮腔内用プローブのインターフェース部分を盛り上げて太くしたプローブを測定し、子宮内への挿入

のしやすさと各パラメータの測定値の変動を確認した。 

(1) 方法 

 8～12週齢の非妊娠メスマウスを使用した。マウス用子宮内プローブの MU：2プローブ（インターフェース

1重）、MU：2-aプローブ（インターフェース２重）、MU：2-bプローブ（インターフェース３重）を使用した。 

 プローブを子宮内に挿入し 3回測定した。また測定終了後にプローブに血液が付着していないか、キムワ

イプで拭うことによって確認した。 

図②2.1 パラメータ a  

（RV：1プローブと RV：2プローブの比較） 
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(2) 結果 

 すべてのプローブがマウスの子宮内に挿入することができた。しかしMU：2プローブでは15回の測定のう

ち 3回はすべてのパラメータの測定ができず、12回は一部のパラメータの測定ができなかった。MU：2-aプ

ローブでは 15回の測定のうち 3回は全てのパラメータの測定ができず、3回は一部のパラメータの測定が

できなかった。MU：2-bプローブでは 15回の測定のうち 3回は全てのパラメータの測定ができず、3回は一

部のパラメータの測定ができなかった。MU：2プローブに比べ MU：2-aプローブでは aが有意に減少した。 

(4) まとめ 

 すべてのプローブで子宮内を傷つけずに挿入できたが、MU：2プローブを使用してすべてのパラメータの

測定ができない場合があった。MU：2-aプローブと MU：2-bプローブではパラメータの測定ができた。

MU:2-aまたは MU:2-bでは、データのばらつきは少なく、子宮腔内プローブとして、インターフェースを盛り

上げる方が有利であることが判明した。 

2.2.3膣プローブの改良 

2.2.3①インターフェース部分の材質による膣パラメータ Yの比較 

 プローブのの分極のインターフェース部分材質によるパラメータ Y 測定値に対する影響について、インターフ

ェース部分材質が異なるが仕様が同じである２つのプローブを用いて検討した。 

(1) 方法 

 8～12 週齢の非妊娠メスマウスを使用した。マウス用膣プ

ローブの MV：9 プローブ、同じ仕様配置のもので材質の

異なる SUSプローブの 2種類を検討対象とした。 

 測定は膣パラメータ X 測定の手順で行い、それぞれのプ

ローブについて測定方法②、皮膚インターフェースを用い

た測定方法①の順に行った。一つの方法の測定でプロー

ブ挿入の 0分後（挿入直後）、1分後、2分後、3分後にそ

れぞれ 3回測定した。 

(3) 結果 

測定方法②、皮膚インターフェースを用いた測定方法①の c

の 1分値、d（図②3.1）、eの 3分値で２つの間に有意差を認め

た。 

(4) まとめ 

インターフェース部分の材質によって、測定開始 3分後に一部のパラメータ値に差異を生じることがわかっ

た。 

2.2.3②膣洗浄による膣パラメータ Yの変動 

 測定前に膣内腔を洗浄することにより、また、その際の洗浄液の違いにより各パラメータの測定値が変動す

るのかを比較した。 

(1) 方法 

8～12週齢の非妊娠メスマウスを使用した。マウス膣用プローブの MV：1プローブ、MV：4プローブ、MV：8

プローブを使用した。マウス膣内腔の洗浄液として蒸留水、生理食塩水を使用した。 

 測定方法②、測定方法①、皮膚インターフェースを用いた測定方法①を行った。非妊娠メスマウス 5匹の

パラメータＸを MV：1プローブ、MV：4プローブ、MV：8プローブの順に用いて行い、これを「洗浄前」の記録

とした。「洗浄前」の測定終了後に膣内を蒸留水で洗浄し、「洗浄前」同様の順で測定を行った。これを「測

定後」の記録とした。生理食塩水でも蒸留水と同様に測定を行った。生理食塩水の測定では、蒸留水の測

定で使用したものとは別の非妊娠メスマウス 5匹を使用した。 

(2) 結果とまとめ 

測定方法 Bでは、膣内腔を洗浄することにより、パラメータ Yの測定値が変動した。また測定方法 Aでは、

膣内を洗浄することにより、パラメータ Yにおける一部のパラメータの測定値が変動することがわかった。 

※p<0.05 

図②3.1 パラメータ c （平均±標準誤差） 
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2.2.4臨床研究用パラメータ Y測定機器の比較 

 臨床研究用パラメータ Y測定機器#2およびその改良製品（#3）の各パラメータの測定値が一致するのか、臨

床研究用パラメータ Y測定機器#1 と比較した。 

(1) 方法 

 8～12 週齢の非妊娠メスマウスを使用した。マウス

膣用プローブの MV：8プローブを使用した。 

(2) 結果 

aの例を図②4.1に示した。装置#2に比較して、パラメータ

a、b、c、d、e では#3 の値が有意に上昇、パラメータ a、e

では値が有意に減少した。#1 と#2 の間には各パラメータ

の測定値の有意差はなかった。 

(3) まとめ 

装置#1 と装置#2 によっては、同じ測定値が得られること

が確認できた。 

2.2.5試作機の評価 

2.2.5①試験の実施内容と結果 

 本研究の実施に伴い、H24 年度にパラメータ X測定とパラメータ Y測定をひとつの機器で実施できる統合器

の試作が山科精器により行われた。H25年 9月にH24年度後期の試作統合器(ZVM24-II)、H25年 10月にH24

年度前期の試作統合器(ZVM24-I)が山科精器よりコンソーシアム・メンバーへの提供が行われたため、これら

の性能テストを実施した。ただし、これらの機器は医療機器としての安全性テストは実施していないため、動物

（マウス、ラット）を対象とし、ヒトの臨床試験のプローブを模した動物用プローブを用いて、パラメータ Xを測定

した。パラメータ Y測定のパラメータ Yプローブとして臨床研究用の子宮腔内プローブを使用した。試作統合器

の対照として、臨床研究に使用されている測定機器を用いた。 

 実験は以下の４回実施された。 

(i) 評価実験１（大阪電気通信大学、H25年 10月） 

(ii) 評価実験２（大阪大学、H25年 10月） 

(iii) 再現実験（山科精器、大阪電気通信大学、大阪大学・監修、H25年 11 月） 

(iv) 共同実験（山科精器、大阪電気通信大学、大阪大学・監修、H26年 1月） 

このうち、評価実験１と評価実験２は同一の結果が得られた。H24年度後期の試作統合器(ZVM24-II)の検討結

果の要点を表②に示す。 

表② 試作統合器の性能実験のまとめ（臨床研究使用機器と比較） 

 パラメータ Y パラメータ X 

評価実験 Yが高頻度で測定できない。 測定値がでるが、今まで得られている値と全く

異なる。 

再現実験 Y測定が可能であった。 

Yの測定値の一部 Yjの値が常に同一値 

測定値の大きな差異はなかった。 

共同実験 プローブの仕様を臨床研究用プローブと

同じにすると高頻度で Y測定できない。 

測定値の差異と変動がみられた。 

 

*p<0.05 

図②4.1 装置による測定値の差 

* 
* 
 



 

 

21 

 

2.3 再設計された臨床研究で用いる膣プローブ部分の前臨床試験の実施 

 

担当 山科精器株式会社 

目標 

（ゴール） 

臨床研究に使用するために 2.1で再設計・試作した膣プローブについて、生物学的安全

性試験の施行。 

実施内容 
生物学的安全性試験として特性･安全性試験、細胞毒性試験、皮膚感作性試験、皮内

反応試験を、外部認証機関で行う。 

実施結果 

（達成状況） 

平成 25年度に試作した B型プローブは、既に医療用器具として販売されてる器具を用

い、これに電極を装着させた。この電極部分については、H24 年度に製作した膣プロー

ブと同様のもの（但し形状が異なる）を用いたために、臨床研究においては、新たな前

臨床試験は不要と判断した。 

今回、作成した B 型膣プローブは H24 年度製作のプローブの電極と同様のただし形状が異なる電極を装着さ

せた形とした。これら電極に部分については、既に以下(a)-(f)の生物学的安全性試験をGLP認定施設である、

株式会社ボゾリサーチセンターに依頼し、H24年度に施行した。 

(a)： ISO 10993-1: 2009 Biological evaluation of medical devices. 

Part 1: Evaluation and testing in the risk management process. 

(b)： ISO 10993-3: 2003 Biological evaluation of devices. 

Part 3: Tests for genotoxicity, carcinogenicity and reproductive toxicity. 

(c)： ISO 10993-5: 2009 Biological evaluation of devices. 

 Part 5: Tests for in vitro cytotoxicity. 

(d)： ISO 10993-10: 2010 Biological evaluation of devices. 

 Part 10: Tests for irritation and delayed-type hypersensitivity. 

(e)： ISO 10993-12: 2007 Biological evaluation of devices. 

 Part 12: Sample preparation and reference materials. 

(f)： ISO 10993-7: 2008 Biological evaluation of devices. 

 Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals. 

このため、臨床研究においては、新たな前臨床試験は不要と判断した。 
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2.4 臨床研究を行うための倫理委員会の承認の取得 

 

担当 
国立大学法人 大阪大学 

定生会 谷口病院 

目標 

（ゴール） 

臨床研究のため、大阪大学医学部医学倫理委員会の承認を得る。また、定生会谷口

病院については谷口病院の倫理委員会の承認を得る。 

実施内容 

臨床研究プロトコールの作成 

倫理委員会への申請 

臨床研究保険の加入 

実施結果 

（達成状況） 
倫理委員会の承認を取得した。 

 

2.4.1 臨床研究において予測される利益の検討（Dummy or mock ransfer の有効性について） 

dummy or mock transferは胚移植時のカテーテルの挿入が困難な症例に対して、前もって最適な胚移植カ

テーテルを選択する事ができ、妊娠率の向上について重要であると考えられてきた[Mansour RT et al., Human 

Reproduction 2002;17(5):1149–53., Sallam HN. Current Opinion in Obstetrics & Gynecology, 2005;17(3):289–98., 

Mansour RT, et al., Human Reproduction 1994;9(7):1257–9., Sharif K, et al., Human Reproduction 

1995;10(7):1715–8., Henne MB, et al., Human Reproduction 2004;19(3):570–2.]。しかしながら、これまでに

dummy transfer の有効性を証明するの信頼性のある充分な報告はない[Derks RS et al., Techniques for 

preparation prior to embryo transfer. Cochrane Database Syst Rev. 2009 Oct 7 (4): CD007682.]。 

Allahbadia GNらの他施設による検討（not a RCT）では、胚移植の当日（グループA：n=214人）もしくは胚移植

の 1 ヶ月前（グループ B: n=120人）に dummy transfer を実施した。2群間において、調節卵巣刺激（Controlled 

ovarian hyperstimulation）および胚移植カテーテルは同じであり、移植した胚の数、胚のグレードに有意差は

なかった。臨床的妊娠率および治療周期あたりの多胎率にも有意差を認めなかった[Fertility and Sterility 

2005; 84 Suppl 1: 362]。Mansour R らによる報告では、本来の randomised controlled trial ではないものの、

dummy transfer を施行（グループ A: n=167）と dummy transfer なし（グループ B: n=168 /B1: using Wallace 

catheter /B2:using Craft catheter）にわけて検討された。グループAでは胚移植困難症例がなく、着床率の有意

な上昇が認められた。ET 困難症例では有意差を持って着床率が低下する事が示唆された [Fertility and 

Sterility 1990; 54 (4): 678-681.]。 
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Endometrial traumaが妊娠率を向上させるとの報告がある一方で、Yoldemi T らは、治療の前周期の CD21

もしくは調節卵巣刺激を開始して 6日目における、endometrial trauma during embryo transfer trials (ETTs)は妊

娠率を向上しなかったと報告している[Gynecol Endocrinol 2011 June 27 (6):396-400.]。 

現在までに dummy transferの有効性について一定の結論に至っていないが、本臨床研究の参加により、胚

移植の困難な症例について胚移植前にその状況を知り得る。そして、状況にあったカテーテルの選択をする

事ができ、これにより妊娠率が向上する事は示唆された。 

胚移植時に、カテーテルがスムーズに子宮腔内に挿入できる事、移植場所についても確認しておく事が求

められる。一定の場所に移植する事によって、妊娠率および子宮外妊娠の発生率に影響する。①期および②

期における検討により、上記情報をその月経周期の基本的な治療に役立てる事ができる。 

2.4.2臨床研究に用いる機器による予測される不利益の検討 

大阪大学医学部附属病院 MEサービスセンターにおいて漏れ電流がない事を確認した。 

この試験で用いる装置と同じ仕組みの装置について、医薬品医療機器総合機構が提供している不具合情

報のデータベースでも感電による健康被害が発生したという情報はない。 

また、万が一患者が異常を感じた場合は、ただちに検査を中止して、医師が適切な処置を行う。 

2.4.3 子宮腔内カテーテル挿入時に予想される不利益について 

子宮腔内に細いカテーテルを挿入する際に不快感が生じる事があるが、胚移植の際と同程度である。まれ

に、子宮の外側入り口から少量の出血する事があるが、これも胚移植の際と同程度である。 

2.4.4 経膣プローブの挿入時に予想される不利益について 

通常の超音波検査におけると同等の不快感のみで、それ以上の痛みはない。 

2.4.5 臨床研究スケジュール 

動物による検討により、月経血が子宮腔内および膣のパラメータ Xおよび Y測定値に影響を与える事が示

唆された。そこで、月経終了後で受診して頂きやすい時期という事を考慮し、月経開始 9もしくは 10日目に

第 1 回目の測定を施行する事にした。その後、(ii)仮想排卵日（プロゲステロン投与開始日）or 採卵日、(iii)

胚移植直前の月経周期の中で合計３回の測定を行う事にした。 

2.4.6 臨床研究に参加された患者の血液検査 

採血検査について、大阪大学医学部附属病院の通常診療では、結果報告にあまりに時間がかかりリアル

タイムで採血結果を治療の方針に反映させる事が困難である事もあり、一部の検査については最低限しか

施行してこなかった。一方で谷口病院では院内で迅速検査を施行し、リアルタイムに治療方針に反映させ

るようなシステムである。当初、外部検査委託機関に一括して検査を依頼する予定にしていたが、そうする

と、谷口病院の患者にとっては、検査結果の報告が通常より、遅くなり患者にとって不利益になる。そこで、

すべての検査を谷口病院の検査課で施行する事にした。 

2.4.6 倫理委員会の承認 

2013/3/5 の医学部医学倫理委員会審査委員会により、本案件は審議され、委員会で保険加入が必要と

の指示を受けた。その後、臨床研究保険に加入し、2013/6/3 倫理委員会の承認を得た。倫理委員会の既

定については、大阪大学医学部附属病院の自主臨床研究に係る標準業務手順書に従い、臨床試験部の

（自主臨床研究部門）の指導の下に行う事とした。定生会谷口病院を含める、すべては大阪大学医学部附

属病院の自主臨床研究に係る倫理委員会の規定を主導とした。大阪大学医学部医学倫理委員会の承認

を経て、定生会谷口病院の倫理委員会で審議され、2013/6/20にこの承認を得た。 
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2.5 臨床研究の実施（臨床データの蓄積） 

 

担当 
国立大学法人 大阪大学 

定生会 谷口病院 

目標 

（ゴール） 
臨床データの蓄積 

実施内容 

国立大学法人大阪大学及び定生会谷口病院において、倫理委員会の規定の下、保険

に加入した上で、臨床研究を行う。体外受精ー胚移植周期及び凍結融解胚移植周期に

おいて、膣 or子宮腔内におけるパラメータ X or Yの測定を 100症例に対して、治療周

期の中で 1 周期あたり 3 回の測定を行う観察研究を行い、網羅的に臨床データの蓄積

を行う。 

実施結果 

（達成状況） 

これまで有害事象の報告がなく、妊娠を阻害する事なく低侵襲に測定が可能である事

を確認した。 

 

2.5.1 対象 

体外授精-胚移植術および凍結融解胚移植術をうける不妊症患者。 

ただし、以下の２点に該当する症例を除外する。 

① 採卵日もしくは仮想排卵日における、超音波下における子宮内膜の厚さが 6mm未満の症例 

② 黄体期血中プロゲステロン濃度５ng/ml未満の症例 

上記①②の条件では、妊娠率が低い事が明らかであり、通常①②の条件の月経周期には積極的な治療を行

わない事の方が多い。 

なお、不妊症の定義としては、生殖可能な年齢にあり、正常な性生活を営んでいる夫婦が、日本では２年以上

（欧米では 1年）にわたって、妊娠が成立しないものとされている。 

日本産婦人科学会の勧告として、戸籍上夫婦関係が認められるものに対して、体外授精—胚移植術および凍

結融解胚移植術を施行するべきとされている。さらに、第三者の卵子提供および受精卵の提供は認められて

いない。 

民法第 731 条により、婚姻に関して、我が国では、男は満 18 歳に、女は満 16 歳にならなければ、婚姻をする

ことができないものとされている。我が国による、不妊症の定義によれば、最も若い不妊症のカップルは男性

20歳以上、女性 18歳以上となる。通常、不妊を主訴に受診した場合、原因の検索をしながら、性交渉のタイミ

ング指導(約 6ヶ月)、人工授精（3−6回）、過排卵刺激＋人工授精（3-4回）を経て、体外授精—胚移植術へのス

テップアップをするのが通常である。よって、20 歳未満の女性が体外授精—胚移植術の対象となる事は稀であ

る。そこで、本研究の対象年齢を 20-45 歳とした。 

2.5.2 予定症例数と設定根拠 

予定症例数：2施設で 100症例 

世界的な体外授精-胚移植術の妊娠率は 17-25%と理解されているが、これは複数胚の移植を含める。The 

Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine および The Practice Committee of the 

Society for Assisted Reproductive TechnologyによるGuideline on number of embryos transferred (2009) では特

に 35歳以上では、妊娠率を考慮した際に２個以上の胚を移植する事が認められている。さらに 35歳未満でも

２回目以降の胚移植では２個以上の胚の移植が認められている。これは、米国では多胎の際に選択的

terminationが認められている事が背景としてあり、この事が認められていない日本とは事情が異なる。日本に

おいては、日本産婦人科学会より胚移植数は原則単一胚の移植が推奨されているため、当院では原則的に

単一胚の移植を行ってきた。 
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移植胚の 11-17%のみが妊娠に至る。つまり、83-89%の移植胚は妊娠に至らず、妊娠に至らない原因の 1/3が

胚の問題、2/3が着床不全と言われている[Imoedemre DA et al., (1995) Hum Reprod 10, 2970-75. Van der Elst J 

et al.,(1996) Hum Reprod 11, 2097-2106. Edwards R (1994 )Hum Reprod 9, 985-995. Simon C et al., (1998) J 

Reprod Immunol 39, 117-131.]。単一胚移植を想定した時の移植胚あたりの妊娠の帰結については以下のよう

になる。 

27.7-29.7% 
妊娠に至らない 

胚の問題 

55.3-59.3% 子宮の着床能の問題（着床不全） 

11-17% 妊娠に至る 

妊娠に至る症例を 10症例得るために、合計で 100症例について検討を施行中である。 

2.5.3 インフォームド・コンセント 

研究対象本人から、文書によるインフォームド・コンセントを得て研究を行う事にした。 

2.5.4 プライバシーの確保に関する対策 

「連結可能匿名化」を行い、個人情報を保護する。（研究対象者のデータや検体から氏名等の個人情報を削り、

代わりに新しく符号又は番号をつけて匿名化を行う。研究対象者とこの符号（番号）を結びつける対応表は外

部に漏れないように厳重に保管し、各施設で管理する。）ネットワークから切り離されたコンピューターを使用し

て、外部記憶媒体（USBなど）に記録され、それは鍵をかけて厳重に保管する。 

2.5.5 患者同意説明書と同意書・同意撤回書 

患者同意説明書を用いて患者説明を行い、同意書の記載と保管を行った。同意書をとる際には、必ず同意撤

回書を渡し、以下のように説明を行った。 

 この臨床研究に参加頂けるか否かについては、ご自身の自由な意志でお決め下さい。 

 また一旦、同意された後も、いつでも同意を撤回する事ができます。 

 ただし、臨床研究開始後に同意を撤回された場合、それまでの観察データ等は使用させて頂きます。 

 参加されない場合でも、あるいは同意を撤回された場合でも、あなたが不利な扱いを受けたり不利益を

被る事はありませんし、あなたにとって最もよいと判断される治療が行われます。 

2.5.6 有害事象の記録 

個別に有害事象の有無について記録した。現在までに有害事象の報告はない。今後、有害事象があった場合

はその内容について記録を残す。すべてのプローブは（特に子宮腔内プローブについては）使用後のプローブ

に出血痕の有無の確認を行った。使用したすべてのプローブに番号を付与してプローブの電導性について確

認をした後、使用後も保管している。 
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2.6 臨床データの後方視的な再評価 

 

担当 

国立大学法人 大阪大学 

学校法人 大阪電気通信大学 

定生会 谷口病院 

目標 

（ゴール） 

基礎概念がヒトで再現できているのか確認 

どのパラメータが最適なのか再評価 

実施内容 

大阪電気通信大学はブラインドでパラメータ Xおよび Yの測定値についてのデータの解

析を行う。 

これに対して、大阪大学、谷口病院は妊娠の帰結を含む臨床的なデータを集計し、最

終的にどのパラメータが最適なのか再評価を行う。 

実施結果 

（達成状況） 

 本案件の基礎概念をヒトで再現できる事を確認した。 

 パラメータによっては妊娠群と非妊娠群で異なる傾向が示唆された。 

 

2.6.1 膣パラメータ Y 

33の条件下にパラメータ Yを測定した。そのうちの４つを図に示す。膣のパラメータ Yは妊娠に至った群にお

いて有意に低値を示した。 
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2.6.2 子宮腔内パラメータ Y 

膣パラメータ Y と同様に検討を行った。子宮腔内インピーダンスでも、妊娠に至った群では、妊娠に至らなか

った群と比較して、各条件におけるパラメータ Yは低値を示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.3 子宮腔内パラメータ X 

子宮腔内のパラメータXを測定し、妊娠に至らなかっ

た群と妊娠に至った群とで比較検討を行った。排卵日

および胚移植直前において、妊娠に至った群では有意

に低値が認められた。 

 

 

2.6.4 基礎研究との比較 

本案件の基礎概念となった、マウスの検討と比較した。マウス着床期（交配後 3.5-5.5日目）直前である交配

後 2.5日目に膣パラメータ Yおよび子宮腔内パラメータ X は、着床不全モデルマウス[H Nakamura et al., FEBS 

let.2006, 580:2717-2722.]において有意に膣インピーダンスの上昇、子宮腔内電位差の上昇が認められた。臨

床研究においても、妊娠に至った群においてはインピーダンスおよび電位差が低値を認められた事から、本案

件の基礎概念をヒトで再現できる事を確認した。 
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2.6.5 今後の検討課題 

今後、それぞれのパラメータだけでなく、パラメータを組み合わせた検討を行い、製品化にむけて最適パラメ

ータの検索を行う。 
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2.7 PMDAに再度薬事戦略相談事前面談の実施 

 

担当 

国立大学法人 大阪大学 

山科精器株式会社 

学校法人 大阪電気通信大学 

東レ・メディカル株式会社 

目標 

（ゴール） 

 製品が用いる原理からクラス分類は、クラスⅡに該当が妥当であろう。 

 類似の装置が存在しているが、該当する一般的名称がない。 

 臨床研究の結果より判断が得られた段階で PMDAに相談し対応する。 

実施内容 

平成 23 年度に PMDA（独立行政法人  医薬品医療機器総合機構  (PMDA ; 

Pharmaceuticals and Medical Devices Agency）に薬事戦略相談事前面談を行った。 

今後の薬事申請に係り治験の有無を含め臨床研究の終了を待たずして、臨床データが

ある程度そろった時点で、改めて相談するように助言を受けた。 

そこで、今年度中に再度薬事戦略相談事前面談を実施し、残りの臨床研究に対する具

体的な取組みと今後の薬事申請に対して相談を行う。 

実施結果 

（達成状況） 

 薬事戦略相談事前面談実施までに至らなかったが、この準備を行った。 

 B型膣プローブについて、薬事申請にかかわる安全面における検討を行った。 

 

2.7.1薬事戦略相談事前面談実施への準備対応 

現在臨床研究が進行中であるが、終了後、再度の薬事戦略事前面談を想定して、準備を行った。 

 使用したプローブの 1本ごと番号の採番と使用後のプローブの保管 

 有害事象、不具合の記録と保管。 

2.7.2 膣プローブについての検討 

アレルギー等のリスクを考慮し、その他の素材の検討を行っている。臨床研究が 30 例程度経過した時点で、

プローブによる、有害事象、プローブ故障等の不具合について情報収集、分析を行うことを検討している。 
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2.8 上市のための検討 

 

担当 東レ・メディカル株式会社 

目標 

（ゴール） 
販売業者としての立場から上市のための検討を行う。 

実施内容 

ⅰ）不妊症、高度生殖医療に関する課題の検討とその評価を行う。 

ⅱ）事業化における事業スキームの検討、販売先の精査と検討を行う。 

ⅲ）保険適用の要否、可否についての検討を行う。 

実施結果 

（達成状況） 

医療経済的に寄与する可能性が十分あることから、保険適用にはいずれにしてもエビ

デンスを出すことが大前提である。また、本装置は世界初の日本発の医療機器であり、

兎に角日本での普及を通じて、世界にエビデンスを発信することが、普及への最優先

事項であると考える。 

 

東レ・メディカルが販売業者としての立場から上市のための検討を行った。 

2.8.1不妊症、高度生殖医療に関する課題の検討とその評価 

(1) 学会からの情報収集と評価 

以下の学会に参加して情報収集を行った。 

学会名： 公益社団法人日本産婦人科学会第 65回学術講演会  

会長： 櫻木範明（北大産婦人科） 

会期（参加日）：  2013年 5月 10～12日 参加日：11日（土） 

会場： ロイトン札幌ほか３会場 

参加目的： 経産省課題解決型補助金事業（大阪大学プロジェクト）における、当社役割（学会情報

収集）と本事業関連の学会発表フォローほか 

参加報告： 

１）本プロジェクト関連 

 プロジェクトメンバーの大阪電通大から２演題の報告があった。うち細野教授が行った報告は、学会

の評価が高く「高得点発表」として報告を行った。 

 細野教授によれば、慶応大学産婦人科の末岡准教授から事業化の申し入れがあったとのこと。そ

の他東大等々フロアでの質問が相次いだとのこと。 

 山本氏の発表（今回一般演題はすべてポスター発表）では、座長から発表内容が実際の臨床で確

認できれば「（前方視的に）着床能の可否がわかれば画期的なこと」とのコメントがあった。 

２）その他 生殖医療関連のトピックス 

＜P2-21-2 地方自治体独自の特定不妊治療 治療費助成事業への取り組み 熊本大 本田律生＞ 

 全国の自治体では、生殖補助医療への助成を行なっているが、熊本県での実態報告があった。 

 指定医療機関は 7 施設。3 年間の妊娠率の推移は 25%/24%/32%、高度生殖医療（体外受精等）の

出生児比率は 1.18%/1.43％/2.01%であった。 

（所感） 

 本プロジェクトが結実しての上市を考えると、保険適用を視野にいれておく必要があり、保険動向に

ついても情報収集を行なっておく必要がある。 

＜P2-21-4 当科における高齢女性の生殖補助医療による治療効果の検討 順天堂大 青木洋一＞ 

 当科における、生殖補助医療の成績から妊娠可能な年齢は 45 歳前後までである可能性が示唆さ

れた。 

 現行の生殖補助医療の技術では 43から 45 歳前後が治療の限界である。 
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（所感） 

 同様の発表内容は、散見されるが、40 歳代の妊娠は生殖補助医療を用いても、治療成績向上は現

状では難しい。 

＜P2-23-2 着床障害に対する不育症的検索の必要性 杉ウイメンズクリニック 杉 俊隆＞ 

 着床障害は不妊症と不育症との狭間にありどちらの領域なのか不明であったが、不育症の領域に

近いことが示唆された。 

 着床障害においては新しい治療法を開発する必要がある。 

＜P2-23-6 不育リスク因子は高度生殖医療の成績に影響を与えるか？＞ 

 不育リスク因子陽性群の高度生殖医療の成績は予測に反し良好であり、着床障害の予測因子にな

り得ないと考えられた。 

（所感） 

 昨年度の受精着床学会参加報告と同様、着床障害に関する研究は進んでいない状況である。 

2.8.2事業化における事業スキームの検討、販売先の精査と検討 

(1) 販売先の検討 

国内について： 

特定不妊治療を実施している医療機関は、平成 23 年末現在で 552 施設である。また、 特定不妊治療の

実施状況等を見ると、医療機関ごとの差が大きい。例えば、実施件数については、552 施設中、年間

1,000 件を超えるものが 52 施設ある一方で、0～10 件の施設が 61 施設、11～50 件の施設が 88 施設

ある。人員についても、医師、看護師等の配置状況に差があり、特定治療支援事業の医療機関の指定要

件（「母子保健医療対策等総合支援事業の実施について」（平成 17 年 8 月 23日雇児発第 0823001 号厚

生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）において「配置すべき」とされている医師、看護師の人数に大きな

差があるほか、「配置が望ましい」とされている職種のうち、治療を受ける方のケアに携わる、いわゆるコー

ディネーターやいわゆるカウンセラーの配置がなされていない施設が、約半数を占める。また、特定不妊治

療は自由診療であるため、一部の医療機関では妊娠に至った場合の成功報酬を設定しているなど、医療

機関ごとにその報酬体系が異なる[厚労省「不妊に悩む方への特定治療支援事業等のあり方に関する検

討会」報告書]。 

こうした医療機関に関する情報については、特定不妊治療を希望する方の医療機関の選択に資するもの
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であり、多くの医療機関や地方自治体は、自主的にホームページ等において公表しているが、統一的なル

ールはなく、記載情報の種類等に差がある。 

以上のことから、販売施設については以下のように考える 

 日本産婦人科学会に登録された 522 施設における、体外受精実施件数別の施設数の報告によれ

ば、2010年度では年間実施件数 150件以下の施設が半数を占めている。 

 現在不妊治療患者は、増加傾向であるが、1施設に患者が集中することは無いように推察する。 

 上市にあたっては、体外受精実施施設が見えているため、早期に各施設への PR実施は容易である

と思われる。 

 また年間千件以上の実施施設もあり、このような施設は複数台の装置導入が見込まれる。 

 

都道府県別の生殖専門医数は以下のグラフのとおりである。全国で５３１名の専門医がいるが、不在県も

散見される。販売企業としては、まずは、首都圏と関西圏に医療機器情報担当者を配置することを考える。

但し実際には、専門医不在の県においても、後述する「不妊に悩む方への特定治療支援事業」では、各都

道府県に実施施設が配置されていることから、上市にあたっては、実際に上市前に実施施設を訪問する等、

更なる精査検討が必要である。 

なお特定治療支援事業のあり方の見直しも厚労省で議論されており、以下の案が出ている[厚労省「不妊

に悩む方への特定治療支援事業等のあり方に関する検討会」報告書]。 

医療機関の指定要件： 

治療を希望する方の視点に立ち、特定不妊治療の質を高める観点から、指定要件の厳格化が必要である

が、一方で、治療を受ける方の利便性を損なうことのないよう配慮する必要がある。 

具体的には、以下のとおりとすることが適当である。なお、専門資格を有する者の配置については「望まし

い」としているが、今後の育成・確保の状況等を踏まえて、将来的には配置を義務とすることも検討すべき

である。 
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［医師］ 

 治療件数の多い施設は、特定不妊治療の質の向上を牽引すべき立場にあるとも言えることから、こうし

た施設における要件を厳格化することが適当である。 

 そのため、年間採卵件数が 100 件以上の施設については、「日本生殖医学会認定生殖医療専門医が

いることが望ましい」を要件に加える。ただし、今後の配置状況等を見ながら、義務化について改めて

検討することが適当である。 

［看護師］ 

 看護師は、治療を受ける方と接する機会の多い職種であり、特定不妊治療においては専門的見地から

のサポートが欠かせないことから、より高い専門性を持つ看護師の配置を求めていくことが適当である。

一方で、専門資格を有する者の現在の配置状況を踏まえると、全ての施設に配置を求めることは現実

的ではない。・そのため、現行の「１名配置」に、「不妊治療に専任している者がいることが望ましい」を

加えるとともに、年間治療件数が 500 周期以上の施設については、「日本看護協会認定の不妊症看護

認定看護師又は母性看護専門看護師がいることが望ましい」を加える。 

［胚を取り扱える技術者］ 

 胚培養は生命の萌芽を取り扱う業務であり、重要な位置を占めることを考慮すると、その技術者の配置

を義務づけることが適当である。 

 そのため、現行の「配置が望ましい」を「配置」とするとともに、医師でもよいことを明確化する。また、一

定の専門性を確保するとともに、実施施設における業務の明確化を図り、より安全な実施体制を確保

する観点から、年間採卵件数が 100 件以上の施設については、「実施責任者・実施医師と同一人でな

いことが望ましい」という要件を加える。 

上記の情報から、将来的には、不妊治療を行う施設数は拡大よりも集約され、センター化がすすむものと

思われる。企業から見れば、センター化されることは、効率よく情報提供や技術サービスが提供できるもの

と考えられる。 

海外について： 

海外での高度生殖医療先進国（地域）は、韓国、北米、フランス、イギリス、豪州等が知られている。しかし

着床不全の患者数、治療実態は不明である。また、海外では代理母の活用も行われているが、代理母に

胚を移植する施術を行う際にも、本案件は利用可能である。代理母の胚移植あたりの妊娠率の統計は見

当たらないが、第３者からの卵子の提供による移植当たりの妊娠率は 30%、これも移植される側の母体年

齢が上昇するに従い、妊娠率が低下する事が知られている。また、加齢により、妊娠中の病態（妊娠糖尿

病、妊娠高血圧症候群（妊娠中毒症）などが増加する事が知られています。その意味で、妊娠を望む方に

は早期に妊娠に至る必要がある。従って、第３者からの卵子の提供、代理母、いずれも胚移植の処置が必

要のため、本案件の対象となる。さらにもし、排卵前に評価できるようなものであった場合、タイミング法や

人工授精などにも応用が可能となる。 
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各都道府県、政令指定都市、中核市の HPより 

 

2.8.3保険適用の要否、可否についての検討 

現在、不妊治療は以下のとおり、保険適用されている部分と保険適用されていない（自由診療）部分がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 「不妊に悩む方への特定治療支援事業」 

近年、結婚年齢の上昇や晩産化等に伴い、特定不

妊治療（体外受精・顕微授精）を受ける者の年齢の

上昇が指摘されている。 

配偶者間の特定不妊治療については医療費が高額

であることから、患者の経済的負担の軽減を図ること

を目的として、平成１６年度以降、その費用の一部を

助成する「不妊に悩む方への特定治療支援事業」が

実施されている。この事業による助成件数は年々増

加している。 

 

不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、配偶者

間の不妊治療に要する費用の一部を助成している。

対象は特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠

の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断

された法律上の婚姻をしている夫婦。 

対象治療は体外受精及び顕微授精で 1 回の治療に

つき 15万円（ただし、以前に凍結した胚を解凍して胚

移植を実施した場合と、採卵したが卵が得られない

又は状態のよい卵が得られないため中止した場合

は、1回の治療につき 7万 5千円）まで、1年度（4月 1日から 3月 31日まで）あたり、1年度目は年 3回、

2 年度目以降は年 2 回を限度に、通算 5 年度間助成し（ただし、通算 10 回まで）。助成年度は申請を受理

した日が属する年度となる。 

1回の治療に要した費用が15万円（ただし、以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施した場合と、採卵し

たが卵が得られない又は状態のよい卵が得られないため中止した場合は 7 万 5 千円）に満たないときは、

その額となる。 
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なお、「1 回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から、体外受精または顕微授精 1 回に至る治療の

過程を指し、また、以前に行った体外受精または顕微授精により作られた授精胚による凍結胚移植も 1 回

とみなす。 

所得制限は 730 万円（夫婦合算の所得ベース）となっている。事業実施主体（都道府県、指定都市、中核

市）において医療機関を指定して実施されている。県別の指定医療機関は以下の 509 施設である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定治療支援事業の年間助成件数は、年々助成件数は増え続けている[厚労省「不妊に悩む方への特定

治療支援事業等のあり方に関する検討会」報告書]。これに対して、２０１３年８月には、特定治療支援事業

に年齢制限を設ける見解を厚生労働省の検討会がまとめた。助成が受けられる女性の年齢を４２歳までと

し、助成回数を６回までとする内容である[不妊に悩む方への特定治療支援事業等のあり方に関する検討

会報告書（概要）]。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２００４年に始まった現行の助成制度は１回１５万円で、回数の制限はあるが、年齢制限はない。助成件数

は、０４年度には約１万８０００件だったが、１２年度には約１３万５０００件に膨れあがった。金額は国と自治

体をあわせて約２００億円に上るという。 

 問題は、年齢が上がるほど体外受精で妊娠する人の割合が低下し、流産の割合が増えていくことで、１

回の治療で出産に至る確率は、３９歳で１０回に１回、４３歳では５０回に１回、４５歳以上では１００回に１回

に満たない。９割が６回までで出産し、これを超えて繰り返しても出産に至る人は少ないというデータもある。
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さらに、４０歳を超えると、妊娠高血圧症候群や胎盤の異常など、妊娠・出産のリスクも上がっていく。公費

を投じる以上、こうしたデータを無視するわけにはいかない。 

 検討会には３９歳までとする案もあったが、助成を受けている人の３割以上が４０歳以上であることを考慮

したという。 不妊に悩むカップルは６組に１組ともいわれる。原因は男女ほぼ半々である[毎日新聞 2013

年 8月 5日]。 

以上のことから、現在開発中の装置における医療経済効果について考察すれば、少なくとも着床に不適な

時期が推定できることから、無駄な胚移植を行うことがなくなり、費用削減につながることは自明である。そ

のようなことから、公費負担条件に本装置の使用が組入れられれば、装置普及の追い風になるであろう。 

なお、現在検討されている特定治療支援事業の対象範囲の見直しの議論は以下のとおりである。 

①見直しの視点 

子どもを産むのか産まないのか、いつ産むのか、といった判断については、当事者である男女が自らの意

思で行う事柄である。不妊治療に取り組むかどうかについても同様であり、より安心・安全な妊娠・出産に

資するため、不妊に悩む方々に対する公的支援についても、こうした認識に立ち、適切な支援のあり方を

検討することが重要である。 

加えて、特定治療支援事業は公費による助成事業であることから、公平性・透明性を確保するとともに、国

民の理解を得られる仕組みとすることが必要である。 

こうした前提を踏まえると、特定治療支援事業の対象範囲については、 

ア）妊娠・出産に伴うリスクが相対的に少ない年齢、また、治療を行った場合に、出産に至る確率のより高

い年齢に、必要な治療を受け、妊娠・出産の希望を叶えることが出来るようにすることが重要である 

イ）特定不妊治療は、長期間にわたり不妊治療を繰り返すことによる身体面・精神面への負担に配慮する

ことも重要である 

という視点から、見直しを行うことが必要である。 

なお、特定治療支援事業の対象範囲は、あくまでも国等が公費によって助成を行う範囲であって、治療を

受けること自体は当事者の選択によるものである。 

本検討会では、これらの視点に基づき、以下の４項目について検討が行われた。 

(i) 助成対象年齢（現在は条件なし） 

(ii) 年間助成回数（現在は年２回まで（初年度は３回まで）） 

(iii) 通算助成回数（現在は 10 回まで） 

(iv) 通算助成期間（現在は５年間） 

②助成対象年齢 

本検討会では、年齢別の妊娠・出産に伴う様々なリスク等について、分析・評価を行った。その結果、加齢

とともに、妊娠・出産に至る可能性は低下し、かつ、特に 30 歳代後半以降では、女性や子どもへの健康影

響等のリスクは上昇する傾向があることが確認された。 

 女性の年齢と不妊治療の実績 

 特定不妊治療を行った場合の流産率は、40 歳では３回に１回以上、43 歳では２回に１回以上が

流産となる。 

 生産分娩率（１回の治療で出産に至る確率）については、32 歳くらいまでは概ね５回に１回の割

合で推移しているが、30 歳代半ば以降徐々に低下し、39 歳には 10 回に１回、43 歳には 50 回

に１回、45 歳以上では 100 回に１回に満たない。 

 女性の年齢と妊娠・出産に伴うリスク 

※発症頻度の高い８つの産科合併症（早産、前期破水、絨毛膜羊膜炎、切迫早産、子宮頸管無力症、

前置胎盤、常位胎盤早期剥離、妊娠高血圧症候群）を対象。 

 前期破水、絨毛膜羊膜炎、切迫早産の３つの疾患については、10 代が最も高く、その後、加齢と

ともにその発症頻度が低下する傾向が認められた。その主な理由としては、子宮の機能の未熟性

や、性生活の活動性や適切な感染予防策を講じないことによる感染症の増加といったことが原因

と考えられる。 
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 一方、前置胎盤、常位胎盤早期剥離、妊娠高血圧症候群の３つの疾患については、加齢とととも

にその発症頻度が直線的に上昇し、加齢そのものが影響する疾患と考えられる。 

 ５歳ごとの相対リスクを評価したところ、妊娠高血圧症候群と前置胎盤は、40 歳以上で 20～34 

歳の女性の２倍以上のリスクとなる。 

 特に、妊娠高血圧症候群について１歳ごとの相対リスクを評価したところ、40 歳以上では、急峻

に発症が増加し、43 歳以上では 30 歳の２倍以上のリスクとなる。 

 女性の年齢と子どもの染色体異常の頻度 

女性の年齢とともに、何らかの染色体異常をもつ子が生まれる頻度は上昇する。39 歳以上では何ら

かの染色体異常を持つ子が生まれる頻度が 100 人に１人との知見が得られている。こうした女性や

子どもへの影響を考慮すると、妊娠・出産を希望する方の安心・安全な妊娠・出産に資するという観点

から、リスクが相対的に少ない年齢で治療を開始することが望ましく、特定治療支援事業の助成対象

を一定の年齢以下にすることが適当であると考えられる。ただし、特定不妊治療を受ける方の年齢構

成の変化に留意するとともに、現に特定治療支援事業を利用している方に配慮することが必要であ

る。 

 

具体的には、以下の医学的知見や特定治療支援事業のこれまでの利用状況等を踏まえ、43 歳未満とす

ることが適当であると考えられる。 

 医学的知見 

 妊産婦死亡率は、30 代半ばでは出産十万件あたり約６件で推移しているが、37 歳以降 10 件

を超え、さらに、42 歳で 27.1 件、43 歳で 38.0 件と大幅に増加する 

 特定不妊治療を行った場合の生産分娩率は年齢とともに低下し、流産率は年齢とともに上昇す

る 13。（40 歳以上では流産率が 30％、43 歳以上では 50％を超え、分娩に至る割合は 50 回に

１回となる） 

 妊娠高血圧症候群等の産科合併症のリスクは 40 歳を超えると、急峻に上昇し、妊娠高血圧症

候群については、30 歳を基準とすると 40 歳以上で相対リスクが 1.7 倍超、43 歳以上で２倍超

となる。 

 周産期死亡率は 30 代後半から上昇し、40 歳以上では出産千件当たり 7.0 件、43 歳以上では

出産千件あたり 10 件を上回る。 

 特定治療支援事業のこれまでの利用状況等 

 特定不妊治療を受ける方のうち、40 歳以上の方の割合も増加している。 

 特定治療支援事業の助成対象者の３割以上が 40 歳以上である。 

 40 歳以上で治療を開始した場合の生産分娩率は相対的に低いものの、妊娠・出産に至る方も

いる。 

なお、近年、男性の年齢が妊娠・出産に与える影響についても、複数の研究報告が見られるが、今回の見

直しにおいては、男性について助成対象年齢を設けることは時期尚早であると考えられる。そのため、将

来的に、改めて医学的知見等を検証し、見直しについて検討する必要がある。 

③年間助成回数 

年間助成回数（現在は年２回まで（初年度は３回まで））については、事業開始（平成 16 年度）以降、治療

技術の進歩や不妊治療を受ける方の増加に伴う治療パターンの多様化を踏まえ、回数の増加を図ってき

た。 

今回の見直しに当たっては、特定不妊治療を受ける方の身体への負担の少ない治療法等が選択できるよ

うになってきたことを踏まえ、相対的にリスクが少なく、出産に至る確率の高い、より早い段階での治療の

機会を確保する観点から、年間の助成回数については、制限を設けないこととすることが適当である。 

 通算助成回数 

特定不妊治療を受けた方の累積分娩割合は、６回までは回数を重ねるごとに明らかに増加する傾向

にあるが、６回を超えるとその増加傾向は緩慢となり、分娩に至った方のうち約 90％は、６回までの治
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療で妊娠・出産に至っているという研究報告がなされている。 

また、累積分娩割合を年齢５歳階級ごとに比較した場合、30～34 歳及び 35～39 歳においては、治

療回数を重ねるにつれて累積分娩割合は増加しているが、40 歳以上では、治療回数を重ねても累

積分娩割合はほとんど増加しない。 

これらの医学的知見を踏まえると、通算助成回数（現在は 10 回まで）については、年齢による差を設

け、40 歳未満で助成を開始した場合には通算６回とし、40 歳以上で助成を開始した場合については、

採卵から受精、そして胚移植に至るまでには、一定の治療回数を要することを考慮するとともに、諸

外国における助成回数等を参考にして、通算３回とすることが適当である。 

 通算助成期間 

通算助成期間（現在は５年間）については、 

 治療パターンや夫婦のライフスタイルの多様化、仕事との兼ね合い等、不妊治療に取り組む方

には、様々なケースがあること 

 現行の通算助成期間の５年が事実上治療期間の目安となり、治療の継続・中止の判断を行うに

当たり、身体的・精神的な負担よりも通算助成期間が大きな要素となってしまっている例もあると

の指摘もあること 

 年間助成回数の制限を設けない場合には、比較的早期に集中的に治療が行われ、通算助成期

間の制限を設けないこととしても徒に治療期間が長期化することは考えにくいことから、制限を

設けないこととすることが適当である。 

④見直し案 

 助成対象年齢は 43 歳未満 

 通算助成回数は６回（40 歳以降で治療を開始した場合は３回） 

 年間助成回数及び通算助成期間については制限を設けない 

 「生殖補助医療により生まれた児の長期予後の検証と生殖補助医療技術の標準化に関する研究」

（研究代表者：吉村泰典（慶應義塾大学医学部)） 

⑤見直しの実施時期 

助成対象範囲の見直しにあたっては、特定治療支援事業を利用する方や不妊治療の実施医療機関等に

無用な混乱を招かないよう、適切な移行措置を講ずることが必要である。また、現在、特定治療支援事業

を利用している方への配慮も必要である[厚労省「不妊に悩む方への特定治療支援事業等のあり方に関す

る検討会」報告書]。 

そのため、助成対象範囲の見直しの実施時期については、(a)現在、特定治療支援事業を利用している方

等に配慮することが必要である。 

(b) 今回の見直しは、医学的知見等を踏まえて、より安心・安全な妊娠・出産に資するものであることにか

んがみ、その早期移行を図ることが望ましい。 

(c) 見直しによって特定の時期に治療を集中させてしまう等の混乱がないよう、助成を受ける方が計画的

に治療を受けることができ、支給事務を行う自治体においても混乱が生じないように配慮することが必要で

ある。 

(d) 助成を受ける方にとって、助成回数、助成期間等が分かりやすいものであることが重要である。 

という視点を踏まえ、助成対象年齢、年間助成回数、通算助成回数及び通算助成期間それぞれについて、

適切な時期に見直しを行うことが適当である。 

 

以上のことから、助成範囲の制限が行われることにより、患者意識として不妊治療に対する情報収集の意

欲はより高まり、本装置のエビデンスが出ることを前提に、本装置を持つ施設に患者が集まることが推察さ

れる。また、以下のように不妊治療費用を保証する保険の解禁されることにより、積極的な不妊治療を行う

患者も増えることになるであろう。 

＜引用＞朝日新聞 2013年 5月 17日 

不妊治療の費用を保証する保険が来年以降、解禁されることが固まった。金融審議会（首相の諮問機関）
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が１７日、生命保険会社が少子高齢化の時代に合った商品を増やすことを認める報告書案を公表した。お

金の代わりに葬儀・介護のサービスを受け取れる保険も解禁されることになった。  

体外受精などの不妊治療の多くは健康保険の対象外で、治療に数十万円かかることもある。治療を希望

する夫婦が急増しているが、重い負担が課題だった。  

販売が想定されるのは、事前に保険に加入していた人が、不妊と診断された後で治療費を受け取れるよう

な保険だ。金融庁が来年にも内閣府令を改正して、新商品を認める方針だ。  

 

 小括 

医療経済的に寄与する可能性が十分あることから、保険適用にはいずれにしてもエビデンスを出すことが

大前提である。また、本装置は世界初の日本発の医療機器であり、兎に角日本での普及を通じて、世界に

エビデンスを発信することが、普及への最優先事項であると考える。 
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2.9 最適パラメータに関する電極を装備した最終設計プローブの設計・製造 

 

担当 山科精器株式会社 

目標 

（ゴール） 

 製品規格設定準備 

 製品の安定性を見るための長期保存試験用準備 

実施内容 

臨床研究を経て、決定した計測部位（膣もしくは子宮腔内）に対する最適パラメータに関

する電極を装備した最終設計プローブを設計、製造を行う。最終設計プローブについて

は、試作評価用に 15本、製品規格設定用に 10本、製品の安定性を見るための長期保

存試験用に 55本の計 80本を製作する。 

実施結果 

（達成状況） 

現在、臨床研究の進行中であり、最終的に最適パラメータを判断するまでに至っていな

い。そこで、東レ・メディカル株式会社が、現状のバルーン型プローブについての問題点

を検討し、最終プローブとして膣プローブになった際の最終設計プローブについての検

討を行った。 

 

臨床研究の開始が遅れた事により、今年度中に最適パラメータを決定するに至らなかった。そのため、当初予

定していた、山科精器株式会社による、最終設計プローブの設計、製造（試作評価用：15 本＋製品企画設定

用：10本＋製品の安定性を確認するための長期保存試験用：55本＝合計 80本）を施行できなかった。 

現在の臨床研究に用いている B型膣プローブは、アレルギーのリスクと量産化の際、熟練した手技を必要と

する可能性がある。そのため、東レ・メディカル株式会社が、PVCやその他の素材の検討を行っている。 
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2.10 全体システムについての検討と電気安全性規格確認用装置の製作 

 

担当 山科精器株式会社、東レ・メディカル株式会社 

目標 

（ゴール） 

 2012年の電気安全性規格の変更内容を確認 

 H24年度後期試作統合機をベースに電気安全性規格を満たすものに改良する 

 電気安全性規格試験を行うため、装置３台を製作する 

実施内容 

ＰＭＤＡ事前相談による製品コンセプトへの反映のための検討を行う。進捗委員会等を

通して全体システムの課題について検討、検証等を行う。 

その上で、昨年発出された電気安全性規格の変更内容を確認し、その内容に沿ってハ

ード、ソフト両面から設計を見直し、回路等を変更した上で、装置を製作する。なお、電

気安全性規格試験を行うため、装置３台を製作する。 

実施結果 

（達成状況） 

試作機の性能確認をした結果、現状でこれを電気安全性規格を満たす回路に改良する

前に機器のもつ課題を明らかにする事ができた。 

 

2.10.1 薬事申請に必要な電気安全性規格確認用装置の製作 

当初、本年度計画として、薬事申請のための規格試験を満たすように整備し、製品の最終設計とともに、規格

承認を目指す計画であった。具体的には、以下に示す。 

(i) 本体と設計図をもって、外部の３施設に対して、規格試験のコンサルテーション 

(ii) (i)の結果により、改良（このときに、測定時間などについても改良） 

(iii) 第三者施設における電気安全性規格試験の事前審査 (登録認証機関でなくてもよい） 

(iv) 登録認証機関による電気安全性規格試験の実施 

(v) 試験成績書の発行 

(vi) 承認申請書の交付 

基本的には H24 年度後期試作機（ZVM24-II)を基本に電気安全性規格を満たすように回路の改良をする予定

であったために、本案件に対して性能が担保されていない現状では、電気安全性規格を満たすように回路を

改良する事は妥当性に欠けると、共同体に提案し、「本年度に電気安全性規格を満たすように回路の改良を

する事はしない」事に関しては共通認識を得る事ができた。 

2.10.2 H24年度試作機の問題点の検索 

H24 年度試作機における問題点について、共同体内で、共通理解を得る事を目的とし、再現実験を施行し

た。2.2.5「試作機の評価」に前述したように、大阪電気通信大学および大阪大学でそれぞれ施行された検討を

そのまま再現する実験を、大阪大学の監修・大阪電気通信大学の監督下に山科精器株式会社と大阪電気通

信大学が施行した（平成 25年 11月 29日実施）。その後、臨床研究で用いているプローブに同等のものをラッ

ト用に開発し、これを用いて、試作機の不具合の確認およびチューニングに必要なデータを得る事を目的とし

て、大阪電気通信大学の監督下に山科精器株式会社と大阪電気通信大学が共同実験を施行した（平成 26年

1月 24日実施）。 

2.10.3試作機に対する医用工学の専門家としての見解 

 試作機について、製作業者の担当者と面談する機会があった（平成 26年 2月 5日）。その際に聴取した内容

を含め、試作機に対する医用工学の専門家としての見解を、大阪電気通信大学細野教授にお願いした。 

(1) パラメータ Y測定部について 

パラメータ Y測定部については、すでに発売されている市販装置の本体の蓋を開けて内部を確認し、測定

用の集積回路とその周辺を大いに参考にして設計し、入力回路・出力回路などは独自に作成したとのこと

である。このような汎用の集積回路そのものでは、その基本的な使用に差異は生じないので、測定器とし

ての性能は入出力などの回路部分に左右されることになる。 

 マウスまたはラットの膣パラメータ Yの測定において特徴パラメータが市販装置では測定可能であるが、

ZVM24-IIでは測定できないことは、試作機のこのような入出力部分の調整が不十分であり、さらなる改良



 

 

42 

が必要であることを示唆している。通常の操作で ZVM24-Iのパラメータ Yのサブパラメータ Yjの測定値がす

べてゼロ、通常の操作で ZVM24-IIの Yjの測定値が異常値（すべて同じ値）であった。この事について、ソフ

トウエアの問題であるとの説明を受けたが、未だ詳細は不明である。 

(2) パラメータ X測定部について 

統合器においては測定値がゆらぎ様に変動する事、パラメータ Xの測定ができた時も得られた測定値にば

らつきがありこの原因について検討を行った。統合器のパラメータ X測定部分に関して、測定部の入力イン

ピーダンスについて全く考慮がされていない事が明らかとなった。本案件の求めるパラメータ Xの測定に際

して大きな測定電流を流すことはできないため、測定電流が極めて微小になるように入力インピーダンスを

極めて高値にする必要がある。さらに使用するインターフェースの材質の特性も考慮しなければならない。 

(3) 小括 

現状試作機が、本案件に適した医療機器となるためには、調整レベル以上の改良が必要である事が示唆

された。当初、本年度は、小型化した統合器の電気安全性規格を満たす回路に改良する事が提案されて

いた。しかしながら、2013年 10月に動物および標準液を用いた性能確認検査を要求した事により、電気安

全性規格を満たす回路に改良する前に機器のもつ課題を明らかにする事ができた。 
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2.11 装置の電気的安全性試験の実施と薬事申請準備 

 

担当 山科精器株式会社、東レ・メディカル株式会社 

目標 

（ゴール） 

電気安全性規格承認を得る 

薬事申請準備を行う 

実施内容 

前項目で製作したプリチェックによる検査規格を満たした装置３台を用いて、最終設計

後のプローブを装着した形で、電気的安全性試験を外部専門機関で行う。 

また、プローブに関する性能試験について、大阪電気通信大学による基礎検討と「再設

計された臨床研究で用いる膣プローブ部分の前臨床試験の実施」および臨床研究の結

果を用いて薬事申請準備を行う。 

実施結果 

（達成状況） 

 電気的安全性試験は施行を中止した。 

 東レ・メディカルは臨床研究実施医療機関に対して、今後の PMDA 相談を考慮し

て、臨床研究における不具合、有害事象について記録を残すように指導した。 

 

2.11.1電気安全性試験の実施 

共同体より、2013 年 10 月に実験用動物および標準液を用いた性能確認検査を要求した事により、電気安全

性規格を満たす回路に改良する前に機器のもつ課題を明らかにする事ができた。 

2.11.1薬事申請準備 

臨床研究を現在実施中であり、終了は2014年秋の予定である。その後、臨床研究の評価結果を解析し、薬

事戦略相談を経て薬事申請の予定である。東レ・メディカル株式会社は臨床研究実施医療機関に対して、今

後の PMDA相談を考慮して、臨床研究における不具合、有害事象について記録を残すように指導を行った。 

具体的には、 

(i) 個別に有害事象の有無と、有りの場合その内容の記録。特に子宮腔内プローブについては、使用後プ

ローブの出血痕の有無の確認。 

(ii) プローブの不具合 

(iii) 使用したすべてのプローブに番号を付与して使用後も保管している。 
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3. 全体総括（委託事業の振り返り） 

(1) 当初目標達成度に関する自己評価 

(a) 当初目標（委託事業初年度開始時） 

不妊治療の治療効率を向上させるためには現在ブラックボックスである受け入れ側の子宮の着床能を前

方視的に評価しその周期ごとの治療方針に反映させなければならない。これまでそのような評価装置は

なかった。そこで基礎研究において発見した知見を診断機器に応用する。本医療機器は、既存技術を新

規効能効果のために改良したものであり、国内外に競合するものがなく、日本発の医療機器として世界

に発信できるものである 

(b) 自己評価点 

C：当初目標には未達だった。 

(c) 自己評価理由 

プローブの製作遅れから、臨床研究で用いるプローブの前臨床試験完了が遅れ、倫理委員会への申請

が遅くなった。さらに、3 カ月近く倫理委員会でコンサルテーションの後、臨床倫理委員会本委員会で、医

学倫理委員会の審議案件との結論のため、医学倫理委員会まで約 2 カ月の待機期間が生じた。 

一方で、この間に研究者ボランティアにおいて検討する事ができ、膣プローブの形状について問題点が

明らかとなった。膣プローブの再設計が必要となり、臨床研究開始が遅れる事になった。ただし、臨床研

究を既に開始していた場合、せっかく参加頂いた被験者の厚意を無駄にする事なく、最適な形で臨床研

究を開始する事ができた事は結果的に幸運であったと考える。 

 本案件の基礎概念をヒトで再現できる事を確認  

 妊娠を阻害する事なく、低侵襲に測定できる事を確認した。  

 現在までに有害事象はない。  

 パラメータによっては、妊娠群と非妊娠群で異なる傾向が示唆された。  

現在、臨床研究を実施中であり、この結果より上市用製品としての仕様を詰めていく。 
 

① PMDAへの薬事戦略開発前相談を実施 

PMDA薬事戦略開発前相談により、臨床研究の結果により、測定部位、測定パラメータが決まり次第薬

事戦略相談で以下の課題に関する今後の対応策を確認する必要があることが明らかとなった。 

 一般的名称が存在しない 

 薬事戦略相談の再実施が必要 

 後発／改良医療機器としてよいか 

 「子宮 or膣のパラメータ X orY測定装置」として製品化する 

② プローブの設計 

(i) 子宮腔内プローブの設計 

(ii) 膣プローブの設計 

(iii) 電極の評価： ヒトだけでなく動物を用いて子宮の大きさと最適な電極間距離についての基礎検

討を行い最適なプローブを決定した。 

③ 電極と機器システムの基本設計・プローブの生体内 での評価と性能向上 

機器・電極・プローブなどの設計・性能向上に関する問題点を動物モデルを用いて検討した。臨床研究

使用機器あるいは試作機について、動物モデルを用いて性能評価した。 

④ 子宮腔内プローブおよび膣プローブの製作 

⑤ 臨床研究で用いるプローブ部分の前臨床試験 

臨床研究実施のために、細胞毒性試験、皮膚感作試験、皮内反応試験、滅菌試験を施行した。 

⑥ 臨床研究（臨床データの蓄積） 

倫理委員会の承認を受け、臨床研究を実施中である。 

⑦ 装置製作と全体システムについての検討・製作 

1 次試作機（統合器）、小型化した第 2 次試作機を製作したが、動物（マウスおよびラット）等を用いた性

能検査を行った結果、生体インピーダンスの測定データが得られない、電位差測定では想定した測定

値が得られないことから、国内外の電気安全性規格を満たす機器の製作予定を変更し、小型統合器の

問題点の原因究明を行っている。 
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(2) 当初計画からの変更（深堀）点とその理由 

(a) 対象とする課題・ニーズ 

変更点なし 

(b) 機器スペック・ビジネスモデル 

① 全体システム 

 

変更前 

 

 

子宮着床能を診断する装置 

 

変更後 

 

 

子宮 or膣のパラメータ X or Yの測定装置 

開発する装置を測定装置とし、判断は医師が行うという形にすることで、治験が不要となり国内事業化

を早くすることができる。 

(c) 事業化体制 

変更点なし 

(d) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

① 上市に向けた機器仕様の詰め 

変更前 平成 25 (2013)年度 

変更後 平成 27 (2015)年度 

平成24年度後期に小型化した統合器を製作した。平成 25年度は、薬事申請に備えて、電気安全性規格

を満たすものに改良し、電気安全性規格の承認を得る予定であった。 

しかしながら、大阪大学および大阪電気通信大学それぞれによる動物等を用いた性能検査を行った結

果、H24年度後期試作機において問題点が明らかになった。そこで本年度は、H24 年度後期試作機の問

題点について原因の究明の調査を行っている。臨床研究とその dataの再評価から、最終仕様を決定し、

平成 27年度に上市の向けた機器仕様の詰めを完了させる。 

② PMDA薬事相談 

変更前 平成 25 (2013)年度 

変更後 平成 27 (2015)年度 

 

臨床研究の開始が遅れたため、PMDA 薬事相談に至らなかった。製品の一般的名称に関する確認が出

来ていない。この対応は、臨床研究の結果が数例得られた段階で PMDAに相談し対応する。 

 製品の一般的名称の確認 

③ 薬事準備・申請 

変更前 

治験：平成 25-27 (2013-2015)年度 

申請：平成 27 (2015)年度 

承認：平成 29 (2017)年度 

変更後 

臨床研究 II：平成 29 (2017)年度完了予定 

申請：平成 27 (2015)年度 

承認：平成 28 (2016)年度 

「診断機器」ではなく、開発する装置を「測定装置」とし、判断は医師が行うという形にする事で、治験が不

要となると考えられる。薬事申請のため、治験に代わり、製品仕様の決定の後、性能確認のために数例

の臨床研究が必要となると考えられる。薬事承認は当初予定より 1年早く、平成 28年度に完了予定であ

る。 

 



 

 

46 

④ 上市スケジュール 

変更前 
国内上市予定：平成 29 (2017)年度 

海外上市場予定：平成 30 (2018)年度 

変更後 
国内上市予定：平成 30 (2018)年度 

海外上市場予定：平成 32 (2020)年度 

 

(3) 有識者委員会・伴走コンサル指摘事項とその対応 

(a) 薬事面 

 製品が用いる原理からクラス分類は、クラスⅡに該当が妥当であろう。 

 類似の装置が存在しているが、該当する一般的名称がない。 

 臨床研究の結果より判断が得られた段階で PMDAに相談し対応する。 

(b) 技術・評価面 

指摘事項 

大阪大学および大阪電気通信大学により実施された動物等を用いた試作機の性能確

認試験の結果をうけて、現状の問題点について、大阪電気通信大学の管理の下で再

現実験および検証実験を共同で行うように指示。 

試作機の問題点について共通の認識を持つことができた。 

(c) 知財面 

指摘事項 
知的財産に係る体制を明確にする事。 

網羅的な特許検索を行う事。 

2011年11月 PCT出願（PCT/JP2011/0769002011） 

2012年度の有識者委員会にて、調査不十分との指摘をうけ東レ・メディカルおよび外部の弁理士の助け

を借りて、周辺特許の調査を行い、指摘を受けた次の有識者委員会で調査結果を本コンソーシアム協力

者の弁理士より報告した。 

2013年5月 出願人の名義は大阪大学から山科精器および東レ・メディカルに移転した。 

(d) 事業化面 

なし 

(e) その他全般 

指摘事項 
アドバイザーとして、共同体に参加していた東レ・メディカル株式会社に、再委託先とし

て本事業に参加するように打診があった。 

H24年度より、東レ・メディカルが再委託先として参加 

 

(4) 委託事業を振り返って改善すべきであった点 

(a) 事業体制 

共同体では解決が難しい問題点について、早い時期に共同体以外の専門家・企業等に助言を求めるべ

きであった。 

(b) 事業の進め方 

試作機について、製作途中あるいは製作後すみやかに製作物の実物の機能検討を行うべきであった。 

(c) その他 

コンソーシアム内で、密な情報交換のため、進捗委員会を開催したが、委員会で発生した疑問や課題の

顕在化が少なくなかった。その場で解決出来ないまま、委員会後に対応することとなり、解決までに時間

を要し、事業進捗の遅れに繋がったかもしれない。（今回の事業で言えば）事業管理支援団体の案件担

当が委員会に同席し、議論の流れを見ることで、適時適切な助言が得られた可能性がある。 

このため後日の報告だけでなくコンソーシアム内の会議に適宜、案件担当者の出席を求める方法があっ

た。また、適宜直面した課題について有識者の出席を求められるシステムがあれば、事業進捗に寄与す

ると思われる。 


