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1. 事業の概要 

患者さんへの負担が少ないことから、世界中で各科における「硬性内視鏡手術」が増大している。し

かし精密機器の性格上、高濃度の薬剤や高温、高圧に対応できないため洗浄・消毒作業に多大な作業負

担が伴うとともに、難治性感染症病原体有無の迅速な確認方法がなかった。これらの課題を解決するた

めに、新たに開発された迅速に病原体を確認する方法によって安全性を確認し、薬剤不使用、常温、常

圧で汎用性の高い洗浄・消毒器を製品化する。平成 27 年を目標に薬事承認申請を行い、承認後上市する。 
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1.1 事業の目的 

 

二次感染及び作業・管理問題の解決という医療上のニーズに対応するために、常温、常圧、薬剤不

使用で難治性感染症病原体の洗浄・除去率 10 -6（ 99.9999％）を達成する硬性内視鏡用洗浄・

消毒器を、汎用性の高い器具除染用洗浄器とし、平成２７年の上市に向け生産及び販売準備を行う。  

平成２６年度は、株式会社クリプトンが平成２５年度製作商用サンプル  (PS：production sample) 

機 2）を用いた各種試験結果を取りまとめ、長崎大学大学院医歯薬学総合研究科と洗浄条件を総合的に判

断し、ＰＳ機を改良し、仕様を決定する。株式会社クリプトンが製造販売業第 3 種の申請と医療機器「器

具除染用洗浄器（クラスⅠ）」の届出、協和機電工業株式会社が製造業第 3 種の申請を行う。協和機電工

業株式会社は、商品規格に応じた量産商用サンプル（MPS：mass production sample）機 3）の設計を行

い、商用機製造に必要な生産体制を構築する。 

１）ES 機:平成２４年度製作技術評価用サンプル（ES：electrical engineering  sample）  

2）PS 機:平成２５年度製作商用サンプル(PS：production sample) 

3）MPS 機：平成２６年度設計量産商用サンプル（MPS：mass production sample） 

 

1.2 事業実施体制 

事業管理機関：株式会社クリプトン 

PL：西田 教行（国立大学法人 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 感染分子解析学） 

SL：浜田 正久（株式会社クリプトン） 

共同体：①協和機電工業株式会社 

 ②国立大学法人長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 
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1.3 事業化する医療機器の概要 

1.3.1 製品名： ○R   メディカルナノウオッシャー 

(1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 一般医療機器 クラス分類* クラスⅠ 

製品名 Medical Nano Washer® 分類名称（一般的名称）* 器具除染用洗浄器 

対象疾患 外科一般 届出／認証／承認* 届出 

想定される販売先 大学附属病院等 新／改良／後発* 改良 

薬事申請予定者 株式会社クリプトン 医療機器製造販売業許可 許可番号:13B3X10172 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

 

協和機電工業株式会社 医療機器製造業許可 許可番号:42BZ200007 

（注）*印は現時点の想定であり、今後変更される可能性がある。 

(2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  非公開、 

薬事申請時期 平成 27（2015）年２月予定 非公開 

上市時期 
平成 27（2015）年 7月 

 
 非公開 

(3) 事業化する医療機器の概観・特長 
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1.4 市場性（想定購入顧客） 

(1) 医療現場で期待される波及効果 

 洗浄業務の自動化による従事者の作業負担軽減と安全性向上 

手術室、中央材料部等において手作業で行われている消毒・滅菌前の一次洗浄の自動化を可能にする。

病院中央材料部や外注先の滅菌センターへの搬入前および搬入後の第一次洗浄・除染器としての位置づ

けを狙う。 

 滅菌作業の業務改善と年間コストの削減 

  手術看護業務と中材業務兼務の病院において、再使用用具に求められる清浄度に応じ、バイオイン

ジケータで確認しながら滅菌工程の見直しを図った結果、業務改善と年間コストの大幅な削減（約 400

万円から 200 万円以下）につながったという報告がある 4）。 

  洗浄の自動化による業務負担の低減は、滅菌工程作業全体の業務改善につながる。 

 

(2) 当該機器等の市場性 

 ① 提案する機器の想定顧客 

手術用ロボット導入病院 

ロボット支援下前立腺全摘術の保険収載によって、ロボット手術件数の増大。鏡視下手術に要するイ

ンスツルメント（10 ㎜程度の微細なカンシやハサミなど）の自動洗浄装置としての導入に期待。 

 2014 年 12 月現在 国内 188 台（日本ロボット外科学会 HP より） 

 インスツルメントは微細なため、用手洗浄で行う。 

 超音波洗浄に対応 

 

硬性内視鏡と人工関節メーカー 

整形外科用硬性内視鏡と、人工関節等体内デバイスメーカーでの採用。人工関節などの体内デバイス

の洗浄に期待。 

 整形外科用体内デバイスの術前洗浄 

 整形外科硬性内視鏡用洗浄器 

 硬性内視鏡用手術用具の洗浄 

 

・ 新興国の病院・保健所等の施設 

浄水処理による安全な水の供給と本装置のセットで、感染症抑制を期待。 

 医療用処置具の洗浄 

 手術用具の洗浄 

 環境衛生の向上 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

-1 内視鏡用洗浄・消毒器 1） 

出荷台数は、2006 年 2805 台をピークに 2009 年は 2,310 台と落ち込み、2012 年 2,473 台で盛り返し

たものの、2013 年以降は年間 2245 台（平均）の予想で、横ばい。 

-2 ジェットウオッシャー1） 

出荷台数は、2006 年 630 台、2012 年 675 台、2013 年～17 年は年間約 660 台（平均）で横ばい。1  
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 ＊硬性内視鏡洗浄・消毒器と同じ 

-3 超音波洗浄器 1） 

出荷台数は、2006 年 155 台、2009 年 140 台、2012 年 147 台、2013～2017 年まで年平均 145 台（平

均）の予測で横ばい。＊硬性内視鏡洗浄・消毒器と同じ 

 

(3) 競合製品／競合企業との差別化要素 

 1) 競合製品／競合企業の動向 

（1）内視鏡用洗浄・消毒器 1）2） 

出荷台数は、2006 年 2805 台をピークに 2009 年は 2,310 台と落ち込み、2012 年 2,473 台で盛り返し

たものの、2013 年以降は年間 2,245 台（平均）の予想で、横ばい。 

 

（2）ジェットウオッシャー1）2） 

出荷台数は、2006 年 630 台、2012 年 675 台、2013 年～17 年は年間約 660 台（平均）で横ばい。 

＊硬性内視鏡洗浄・消毒器と同じ 

 

（3）超音波洗浄器 1）2） 

出荷台数は、2006 年 155 台、2009 年 140 台、2012 年 147 台、2013～2017 年まで年平均 145 台（平

均）の予測で横ばい。 

＊硬性内視鏡洗浄・消毒器と同じ 

 

 2) 当該医療機器等と競合製品／企業とのベンチマーキング（競合との差別化要素） 

(1) 軟性内視鏡用洗浄・消毒器 

内視鏡メーカーによる専用の洗浄・消毒器で専用の洗浄剤を使用。クラスⅡの硬性内視鏡用消毒器。1

本ずつ洗浄し、1 回の洗浄時間は 15~30 分。主に消化器内視鏡を対象にしている。 

差別化要素は以下の通り。 

 硬性内視鏡が対象 

 薬剤不使用 

 メーカーごとのシーケンス設定によって、メーカーを選ばず対応できる。 

 硬性内視鏡手術に用いる微細なインスツルメントの洗浄も可能 

(4) ジェットウオッシャー1）2） 

洗浄・消毒エビデンスについて、論文レベルでは記載があるもの、一目でわかるような資料は少ない。 

 薬事法の範囲内で初心者でも評価結果が分かるように明示する 

 論文の明示 

 

(5) 超音波洗浄器 1）2） 

洗浄・消毒エビデンスは論文レベルでは記載があるもの、誰でも一目でわかるような資料は少ない。 

 薬事法の範囲内で初心者でも評価結果が分かるように明示する 

 論文の明示 

 

(6) 海外洗浄・消毒器メーカー 

内視鏡用洗浄消毒器で、洗浄対象物メーカーを明示し、各種データを説明書に記載。頻回洗浄データ、
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水質、殺菌効果等を公開している。ＨＰでも閲覧可能。 

 洗浄対象物の適合性を明示 

 薬事法の範囲内で汚染物のデータを記載 

 論文の明示 

 



7 

1.5 上市（投資回収）に至るまでのプロセス（事業計画） 

(1) 委託期間後を含めた事業計画の概要 

 

 

 

H23（2011）年度 H24（2012）年度 H25（2013）年度 H26（2014）年度 H27（2015）年度 H28（2016）年度 H29（2017）年度 H30（2018）年度
以前 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 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3

要素技術開発 計画

実績

試作機開発・改良 計画

実績

量産機開発 計画

実績

臨床研究 計画

実績

薬事申請 計画

実績 PMDA個別面談　２０１２年

知財対応 計画

実績

取得特許
日本
オーストラリア
米国
ドイツ
フランス
英国

販売戦略 計画

実績

上市時期 計画

実績

スケジュール変更理由

事業の実施内容

自主事業の内容

①長崎大学

②協和機電工業株式会社

③株式会社クリプトン
・実験用バラックモデル機の製作

　実験用バラックモデル機の評価

・バラックモデル機の改良1

　改良1バラックモデル機の評価

・バラックモデル機の改良2

　改良2バラックモデル機の評価

・PCT特許出願と取得特許維持

①長崎大学
   洗浄評価

②協和機電工業株式会社
　　装置製造
　　消耗品製造販売
　　海外展開検討

③株式会社クリプトン
　　装置販売
　　海外展開検討

①長崎大学
　洗浄評価

②協和機電工業株式会社
　装置製造販売
　消耗品製造販売
　海外展開検討

③株式会社クリプトン
　　装置販売
　　海外展開検討

①長崎大学
　キックオフミーティングの開催

②協和機電工業株式会社　ES機の試運転・
性能確認

③株式会社クリプトン
　協和機電工業とともに、汚染物質（プリオン
等）の勉強会

①長崎大学

②協和機電工業株式会社　PS機性能試験・
耐久試験

③株式会社クリプトン
　日本内視鏡外科学会加盟
　日本医療機器学会加盟
　メディカルオンライン加入

①長崎大学

②協和機電工業株式会社
医療機器製造所建設・検査用計測機器購
入、PS2機製作・性能試験、外部機関EMC試
験
九州ヘルスケア産業推進協議会加盟

③株式会社クリプトン
　特許調査・特許申請・商標登録

①長崎大学
　　PS2機、PS3機の洗浄評価
　　タンパク、細菌類
②協和機電工業株式会社
　　MPS機製造
　　金型製作検討
　　量産体制検討
　　塩水供給体制構築
　　一次アフターフォロー体制構築
③株式会社クリプトン
　　被洗浄物頻回洗浄試験
　　タンパク除去評価
　　被洗浄物ごとのシーケンス設定

①長崎大学
　MPS機洗浄評価
　タンパク、細菌類
②協和機電工業株式会社
　装置製造
　消耗品水製造販売
　海外展開検討

③株式会社クリプトン
　装置販売
　海外ム展開検討

①洗浄・消毒効果の評価法確立（長崎大学）
②洗浄・消毒装置の製作（協和機電工業株
式会社）既存装置の性能確認、ES機設計製
作
③実用機設計・特許・薬事申請・進行管理
（株式会社クリプトン）

① 洗浄・消毒の評価（長崎大学）
②洗浄・消毒装置の製作（協和機電工業株
式会社）
③事業の進行管理、製品の規格と仕様の決
定（株式会社クリプトン）

① 洗浄・消毒の評価（長崎大学）
②平成２５年度製作PS機を用いた性能、耐久
試験と改良後の試験及び平成２６年度MPS
機の設計（協和機電工業株式会社）
③事業の進行管理、医療機器届出、販売体
制等の策定（株式会社クリプトン）

・電気安全性試験、PL対応、安全性試験結
果対応後医療機器届出

【製品名】
器具除染用洗浄器

【製品名】
器具除染用洗浄器

★

H27.7 上市 デモ機販売

★

H27 1 医療機器届出予定

商用サンプル機設計・

部材確認

装置基本設計

装置基本製作

電極設計製作

本体設計製作

洗浄槽設計製作

超音波設計製作

制御盤設計製作

組立

ES機試運転・性能確認

ES機性能・耐久試験

PS機設計製作

PS機性能・耐久試験PS機設計 PS機製作

安価部品設計・購入

安価部品設計・購入

メンテナンス交換部品設計

メンテナンス交換部品設計

超音波発信器検討

1周波超音波発信器検討

PS2機基本設計

製品最終デザイン決定

タンク類一体成型検討

フェルセーフ機能追加

安全性能検証・ＰＬ法対策

信頼性評価試験

メンテナンス部品交換時期決定

MPS機の設計

取扱い説明書作成

医療機器製造業第三種申請・認可取得

PS2機基本設計

製品最終デザイン決定

タンク類一体成型検討

フェルセーフ機能追加

安全性能検証・ＰＬ法対策

信頼性評価試験

メンテナンス部品交換時期決定

MPS機の設計

取扱い説明書作成

本体部品金型製作検討

製造所建設・検査用計測器購入

PS2機基本設計

製品最終デザイン決定

タンク類一体成型検討

フェルセーフ機能追加

安全性能検証・ＰＬ法対策

信頼性評価試験

メンテナンス部品交換時期決定

MPS機の設計

取扱い説明書作成

本体部品金型製作検討

医療機器製造業第三種届出手続き

事業化に対する設備投資検討

PS2機製作・性能試験・

耐久試験

外部機関 構造確認・

EMC試験

ＰＳ2量産機向けバージョンアップ

量産試作

洗浄対象器具メーカー説明と、製品添付説明書への『推奨器』記載打合せ

大学病院、大手医療法人等への提案活動

地域有力医療専門会社への営業活動

カタログ、プロモーションビデオ制作

デモンストレーションルームへの常設

★

洗浄対象器具メーカー初回コンタクト

洗浄対象器具メーカーへのアプローチ

★

H27 2 医療機器届出予定

PMDA個別面談11/20

PMDA個別面談１/22

薬事体制作り 第三種製造販売業申請準備

★
第三種製造販売業取得

★第三種製造取得

硬性内視鏡・手術器具の洗浄消毒システムの問題抽

出と評価

硬性内視鏡と手術用器具を用いた洗浄効果及び劣化評価

病原体等洗浄除去評価

硬性内視鏡及び手術器具の洗浄・消毒評価と機能性評価

洗浄・消毒評価

硬性内視鏡・手術器具の洗浄消毒システムの問題抽

出と評価

硬性内視鏡及び手術器具の洗浄・消毒評価と機能性評価

硬性内視鏡と手術用器具を用いた洗浄効果及び劣化評価

洗浄対象器具メーカーとの合意形成準備

論文投稿

論文投稿準備

洗浄対象器具メーカーとの合意形成準備

論文投稿準備
論文投稿予定

病原体等洗浄除去評価

内視鏡の洗浄・消毒・光学機能評価

洗浄・消毒評価

内視鏡の洗浄・消毒・光学機能評価

抗酸菌と緑膿菌

タンパク

ウイルス

硬性内視鏡の機能評価とレンズ機能評価

-1 ＰＳ機を用いた洗浄と手洗いの比較評価

- -2 レンズと光学的機能の劣化評価

課題解決評価

洗浄・消毒評価

硬性内視鏡の機能評価とレンズ機能評価

ＰＳ機を用いた洗浄と手洗いの比較評価

-レンズと光学的機能の劣化評価

課題解決評価

特許調査

商標調査

申請準備

商用サンプル機設計・

部材確認

特許調査

商標調査

申請準備

★
特許出願

＜翻訳＞

英語
韓国語

中国語（台湾）語

★
特許出願

台湾

★
追加補正出願

特許調査

商標調査

申請準備

★
予備審査請求

特許調査

商標調査

申請準備

★商標申請 ★商標登録

第三種製造販売業申請準備

第三種製造販売業取得手続きと医療機器

届出及び販売体制確立

特許調査

商標調査

申請準備

特許調査

商標調査

申請準備

★ 学会発表

平成26年度製作改良PS2機の洗浄評価

各科の専門医からの意見聴取

装置の規格照合と製品仕様決定

現場からの情報収集

海外医療機器申請検討

海外医療機器申請用データ検討

海外医療機器申請用データ取得

リスクアセスメントの解決

カスタマイズ製品の開発

消耗品製造方法検討

データ蓄積

消耗品供給体制検討

消耗品製造

関連特許調査・技術の知財化検討

上位製品の開発

洗浄除染評価

装置製造
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(2) 投資回収計画 

 H24 

(2012) 

H25 

(2013) 

H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

薬事申請時期    
国内● 

予定 
  海外検討    

上市時期    
国内●

予定 
   海外検討   

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 1) 投資計画 

株式会社クリプトンと協和機電工業株式会社の共同で、長崎大学大学院医歯薬学総合研究科へ、商品

の洗浄機能評価に関する委託研究を継続。株式会社クリプトンは、販売促進のため、2015 年 6 月より洗

浄装置のデモンストレーションルームを設置。協和機電工業株式会社は、本洗浄装置製造のため設備投

資を行い、消耗品交換及び一次アフターフォロー対応体制を構築する。塩水供給用ペットボトル調達、

塩水供給システムの構築。 

 2) 回収計画 

株式会社クリプトン 

上市後の主な内容は、以下の通り。 

 商用サンプル機製造委託  

 商品の機能性評価のため委託研究 

 マーケティング費用   

 特許申請費用      

 製品導入費用（学会展示他） 

 次世代開発費    

協和機電工業株式会社 

工場の一部を本洗浄装置製造場所として改修工事を行い、出荷検査機器を購入。 

量産機製造体制の構築。 

 商品の機能性評価のため委託研究継続 

 量産機用樹脂金型製作費用 

 

(3) ビジネススキームの特長 

 1) 売れ続けるためのビジネスの”仕組み” 

当面は受注生産を行い、基本的には本事業のコンソーシアム体制を維持。 

洗浄除去性能評価：長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 

 製造・メンテナンス・アフターフォロー：協和機電工業株式会社 

 消耗品等供給：協和機電工業株式会社 

 装置運搬・設置： 協和機電工業株式会社 

 販売       ：株式会社クリプトン 
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 2) ビジネス体制  

現状のコンソーシアムを維持。 

  

 3) ものづくり中小企業の位置づけ 

 株式会社クリプトンが、手術用画像撮影と保存等の現場で得た洗浄作業に関わる作業の課題抽出と、

手術用精密光学機器等の画像及び劣化評価技術による最適洗浄条件を構築。現場の使用シーンの課題解

決に向けた製品ラインナップを検討。協和機電工業株式会社は、高い水処理技術による設置場所の水質

条件に応じた洗浄性能の維持、装置可動状況の監視システムによるトラブルへの迅速な対応で、装置の

安全性及び信頼性を高める。 
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1.6 平成 26 年度委託事業の成果概要 

(1) 委託事業の事業概要 

二次感染問題の解決には、緑膿菌、抗酸菌、ウイルスなど院内感染病原体と付着汚染物洗浄除去効果を総合的に評価し、

これら病原体の洗浄除去率（ 10－ 6＝ 99.9999％）及び付着タンパク 100μ g 以下の洗浄除去を達成し、かつ被洗浄物の機能

を損なわない洗浄条件設定を行う。作業・管理問題の解決として、平成２５年度に抽出した項目及び意見聴取をもとに、

PS 機および改良 PS 機を用いた作業及びシミュレーション手術と硬性鏡劣化及び光学機能評価を行い、最終商品規格仕様に

反映させる。具体的には、以下を実施する。  

 

 (A) 量産商用サンプル（MPS）機設計：平成２５年度製作 PS 機を用いた耐久試験、洗浄効果試験を行い、株式会社クリプト

ンが商品規格仕様を決定する。協和機電工業株式会社が PS 機を改良し、品質管理および製造工程設計を行い、クリプ

トンとともに、メンテナンス体制を構築する。株式会社クリプトンが、製造販売業第 3 種取得および医療機器（クラス

Ⅰ、器具除染用洗浄器）の届出を行い、協和機電工業株式会社が製造業第 3 種の届出を行う。  

 

  (B) 洗浄工程の決定：平成２５年度製作 PS 機を用いて、付着物の洗浄除去最適条件を決定する。付着汚染物として、抗酸

菌と緑膿菌を用い、菌数１０ -６以下の洗浄除去効果を達成指標とする。病原体とタンパクの洗浄除去効果を長崎大学大

学院医歯薬学総合研究科が評価し、MPS 機商品規格決定に反映させる。また、平成２５年度に抽出および聞き取りによ

る作業・管理問題の項目で、本装置の導入による改善効果を判定し、まとめる。  

 

 （C）機能評価：協和機電工業株式会社が平成２５年度製作 PS 機で耐久試験を行い、PS 機を改良し、平成２６年度製作

MPS 機の設計に反映させる。長崎大学大学院医歯薬学総合研究科と株式会社クリプトンが、平成２５年度製作 PS 機を

用いて、硬性内視鏡の光学的機能および部材の劣化評価と内視鏡及び内視鏡用手術用具等のタンパク汚れ等の洗浄効果を

判定し、商品規格設定に反映させる。  

 

 （D）製造・販売体制の確立：第３種製造販売業（株式会社クリプトン）、第３種製造業（協和機電工業株式会社）、クラス

Ⅰの一般医療機器として医療機器届出（株式会社クリプトン）のため、平成２５年製作 PS 機を改良し、安全性と機能性

を担保する。同時に、平成２５年度 MPS 機の設計を行い、商品規格決定（株式会社クリプトン）と商品製造工程の設計

（協和機電工業株式会社）をはじめとする生産準備を行う。  
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(2) 委託事業終了時に完成した試作品の概要 

試作品名 概要 

平成 26 年度製作 PS-2 機 医療従事者からの意見を反映させ、平成２５年度製作 PS 機を、平成 26 年度に改良し PS2 機

に。クラスⅠ医療機器  器具除染用洗浄器   

 

(3) 平成 26 年度の具体的な実施内容と成果、今後検討すべき課題 

平成 26年度の実施内容（実施計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

①洗浄・消毒の評価 

▶ 

ア）抗酸菌と緑膿菌の洗浄除去評価  終了 

イ）ウイルスの洗浄除去評価     終了 

ウ）タンパクの洗浄除去評価     最終評価中 

エ）硬性内視鏡の機能評価とレンズ機能評価 

                    終了 

オ）課題解決評価            終了 

カ）報告書作成             終了 

▶ 

・製品洗浄除去性能基準設定 

・手術用具を用いた洗浄除去評価 

・本装置による作業工程改善と導入に向けた現

場の理解促進展開 

②平成２５年度製作 PS機を用いた性能、

耐久試験と改良後の試験及び平成２６年度

MPS 機の設計 ▶ 

ア）PS機の評価と改良         終了 

イ）最終製品機設計          終了 

ウ）第三種医療機器製造業届出作業   取得済 

エ）報告書作成            終了 

オ）事業化に対する設備投資検討    終了 

▶ 

・メンテナンス体制 

・輸送体制 

・設置体制 

・消耗品の製造及び供給体制 

・販売先設置場所の水道圧、水質等に応じた調整

方法の確立 

③事業の進行管理、医療機器届出、販売

体制等の策定 

▶ 

ア）開発スケジュール管理       終了 

イ）装置の規格照合と製品仕様の決定  終了 

ウ）製造販売業取得手続        取得済 

医療機器届出           準備中 

販売体制構築           検討中 

エ）上市に向けた取り組み       終了 

オ）広報展開             実施中 

カ）報告書作成            終了 

▶ 

・量産機の最終仕様及びデザイン決定 

・海外への販売チャネル 

・受注生産から量産体制への移行条件設定 
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1.7 事業化に向けた検討結果 

(1) 薬事申請 

 1) 薬事戦略検討状況 

 PMDA 事前相談（2012 年１１月 20 日@PMDA） 

開発戦略個別面談 

内容：クラス分類と取得データについての相談 

 PMDA 事前相談（2013 年 11 月 22 日@PMDA） 

開発戦略個別面談 

クラス分類と取得データについての相談 

 

 PMDA 事前相談（2014 年 5 月 9 日@PMDA へ申込、電話で回答） 

医療機器の「目的及び効果効能」に沿って備えるべき効能・効果のデータと添付文書への 

記載及び学会等での研究発表について相談 

 

 東京都医療機器監視課医療機器審査係医療機器第三係監視係（2014 年 2 月 20 日、5 月 12 日） 

案 件： 医療機器効能・効果について質問 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

①医療機器製造販売業および製造業への新規参入

にあたり、製品の安全性担保とそれを支える体制づ

くり 

 

■伴走コンサル、アドバイザーによる助言、PMDA

との 2 度にわたる助言から、クラス分類Ⅰの器具

除染用洗浄器として医療機器申請、販売製造業

（クリプトン）、及び製造業（協和機電工業）を

届出。洗浄除染器として早期に上市する一方で、

新規の洗浄装置として、構成要素の最適化とグレ

ードアップを図る 

■H26 年製作 PS-2 機の完成後、製造販売業（クリ

プトン）製造業（協和機電工業）、器具除染用洗浄

機として届出。論文発表、学会発表へのアプローチ

を開始。 

②新規参入障壁を低くするために、上市する装置の

クラス分類の検討 

■クラスⅠ 

 器具除染用洗浄器として届出 

③洗浄評価 

 

■クーマシー法でタンパク除去量を分析。 

■論文、研究会、学会等の発表で認知度向上を図る。 

 2014年10月4日日本内視鏡外科学会にて、発表。 

 論文投稿準備。 

④販売・メンテナンス等を含めた事業化体制の強

化。 

 

 

■消耗品製造、販売方法、販売計画、メンテナンス

網確立の検討を行う。 

■米国への販売展開をめざし、医療機器メーカーへ

の照会を開始する。 

■東南アジア諸国への輸出可能性について、検討。 
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(2) 知財対応 

 1) 知財戦略検討状況 

 国内外の先行技術調査と保有特許の精査（強化のための取組） 

洗浄・除去の評価結果及び装置の改良に伴う技術の優位性について、国内外の先行技術調査を行

った。 

 権利化／ブラックボックス化、意匠権・商標権等との組み合わせ等のミックス戦略 

商標登録を行った。技術の優位性と装置収益性とのバランスをみながら、今後、知財化の検討を

行う。 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

本事業で依頼した弁理士、法律事務所と対応策を検討し、対処する。 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

商標 

 

商標登録 K0598AGY01 

メディカルナノウオッシャー® 

 

(3) 技術・評価面 

 1) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

クラス分類を当初計画のⅡからⅠにクラスダウンした。評価項目の絞り込みによって、医療機器製

造販売業新規参入の障壁を下げ、申請時期を前倒しした。 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

洗浄ガイドラインよる（日本）、FDA（米国）基準の方法によるエビデンス収集（自社データ）。 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

難治性感染症病原体に感染した患者さんの手術用

具を介する感染の可能性はかなり低い。特定の難治

性感染症病原体に汚染された器具の洗浄器だとす

れば、洗浄対象物の範囲が狭い。 

ガイドラインに沿った洗浄評価項目に変更。各分野

の専門家に外部専門員を依頼。装置で得られたデー

タについて、助言と評価を得る。 

 

(4) その他事業化全般 

 1) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

・有力な地域医療専門商社の販売を主体とする。 

・一部はクリプトンの直販とする。 

・製造元は、協和機電工業株式会社（長崎）とする。 

・物流については、民間運輸業者に依頼し、協和機電工業株式会社から医療専門商社へ輸送。 
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 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

アフターサービス・クレームについては、医療商社が対応する。 

直販の場合は、株式会社クリプトンが対応する。 

保守、メンテナンス費用を含むリース・レンタルも検討。 

ユーザーへの取扱説明は、医療商社及び㈱クリプトン（直販の場合）が対応する。 

 

 QMS 等の品質保証体制 

株式会社クリプトンの CS 部門が対応する。 

協和機電工業株式会社では、メンテナンス本部が対応する。 

 

 

 広報・普及計画 

・関連所属学会での学会発表を行う。 

・上市時のマスコミ発表を検討。 

・カタログ、提案書等の通常宣材に加え、動作が把握できる動画画像を作成。 

・納入事例、ユーザー使用感などの文書化と HP 活用。 

 

 ・ジャーナルへの論文投稿。（2015 年 2 月現在、投稿予定論文 3 報）。 

性能の科学的根拠を示すことにより、装置の優位性を高め、信頼性を担保する。 

 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

①委託事業後の体制 

 

現状の体制を維持する 
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1.8 3 年間の委託事業の実施経過 

1.8.1 当初計画からの変更（深堀）点とその理由 

(1) 対象とする課題 

 特になし 

(2) 機器スペック・ビジネスモデル    

変更前 クラスⅡの硬性内視鏡用洗浄・消毒器  

変更後 クラスⅠで汎用性の高い器具除染用洗浄器 

(3) 事業化体制 

特になし 

(4) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

変更前 平成 28年に医療機器クラスⅡ申請、上市予定 

変更後 平成 27年に医療機器クラスⅠ届出、上市予定 

 

ＰＭＤＡへの相談を 3 回実施。医療機器申請を申請の必要なクラスⅡから、届出のみでよいクラスⅠ

へと変更し、医療機器認可までの時間を短縮した。まずは、研究用として上市し、現場で使用していた

だいた結果をもって、当初目標であったクラスⅡ及び上位クラスの許可申請を検討する。 

 クラスⅠへの変更による医療機器認可までの時間短縮 

 クラスⅠへの変更による上市までの時間短縮 

 開発事業費のコストパフォーマンスの向上 

 

1.8.2 有識者委員会・伴走コンサルでの指摘事項とその対応 

領域 指摘事項 対応 

薬事申請 研究開発フェーズから、事業化フェーズ

への移行。製品化と上市を促進する実施計

画内容の見直し。 

 

 洗浄評価汚染物の絞り込み 

 

知財対応 既得特許の有効年数をにらみ、新規特許、

実用新案、意匠、商標等で既得特許を補強

し、製品のオリジナリティを守り、強みと

する。欧米だけでなく、中国などへの申請

も必要。 

 新規特許申請と商標登録 

 台湾への特許出願 

 中国への申請検討 

技術・評価面 洗浄対象となる医療器具メーカーとの合意

形成が必要。 

 

市場調査動向と頻回洗浄データに基づく交

渉先メーカーの順位検討後、初回コンタク

ト実施。 

1.8.3 （参考）採択条件への対応状況 

指摘事項 対応 

洗浄対象となる評価汚染物（細菌、ウイルス、タ

ンパク等）の範囲が広すぎる 

範囲の見直し 

洗浄対象となる医療器具メーカーとの合意形成

が必要。 

洗浄対象となる医療器具メーカー1 社に本装置を

公開し、意見を求めた。 
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1.9 平成 27 年度以降の事業化計画 

平成 27 年度中に、以下を実施する。 

 

領域 検討・実施すべき事項 

薬事申請  海外展開に向けた ISO 13485 （医療機器）等の調査検討 

 ＭＰＳ機の届出検討 

知財対応  躯体等の意匠登録の検討 

技術・評価面  実際の手術で使用した用具の洗浄評価 

 消耗品製造供給体制構築 

 使用状況のモニタリング機能 

 操作性の向上とデザイン 

その他事業

化全般 

 海外展開のネットワーク構築 

 学会等へのアプローチ 

 販売チャネルの構築 
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1.10 3 年間の委託事業の振り返り 

1.10.1 自己評価点 

B：当初目標を達成した。 

 

 

 

1.10.2 自己評価理由 

器具除染用洗浄器（クラスⅠ）にし、洗浄対象物の範囲を広げ、汎用性を高めることで、市場が拡大。

業種許可要件の低い、製造販売業、製造業を取得。各種病原体とタンパク汚れに対する洗浄評価法の確

立。特許申請、商標登録済み。内視鏡メーカーとの合意形成に向けた交渉開始。 

(1) 汎用性の高い器具除染用洗浄器クラスⅠへ 

 医療機器クラスⅠにすることで、新規参入を容易にし、第三種製造販売業、第三種製造業を取得。 

 頻回洗浄の結果、硬性鏡の機能性に問題なし 

当該機器のニーズは特定の意見ではなく、客観的な情報で確認できていますか。 ○十分
当該機器の販売先（導入・普及場所）は明確になっていますか（一般、診療所、地域中核病院、高機能病院）。 △一部
対象となる患者が明確になっていますか。 ○十分
対象となる疾病・診療科等が明確になっていますか。 ○十分
当該製品の業界特性は把握できていますか。 ○十分
市場規模（導入・普及台数）は明確になっていますか。 ○十分
SWOT分析は十分に行っていますか。 ○十分
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。 △一部
マーケティング戦略（市場のセグメント化、ターゲットとするセグメント、自社のポジショニング等）は明確になっていますか。 △一部
会社としての経営戦略上、当該製品の位置付けは明確になっていますか。 ○十分
臨床試験、申請、認可まで想定したスケジュールは明確かつ妥当ですか。 ○十分
コア技術の開発戦略は明確になっていますか。 ○十分
どのような効果があるか明確になっていますか。 ○十分

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 ○十分
どのようなリスク（含む禁忌）があるか明確になっていますか。 ○十分

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 ○十分
上市までに必要な開発費の想定、その調達計画はできていますか。、 △一部
現行の薬事法下で承認が可能ですか（規制システム面、科学評価体系面）。 ○十分
ビジネスモデルに対応した業許可を持っていますか。 ○十分
新医療機器、改良医療機器、後発医療機器のどれに該当するか整理できていますか。 ○十分

機器のリスク分類で、I～IVのどれに当たるか整理できていますか。 該当せず
臨床試験の必要性の有無が明確になっていますか。 ○十分

PMDAとの調整が進んでいますか。 ○十分
薬事法以外の規制についても対応が明確になっていますか。 ○十分
製品の利用方法が明確になっていますか。 ○十分

同時に利用する機器も含めて導入が実現可能になっていますか。 △一部
これまでのルールや慣行に逆らわない利用方法になっていますか。 ○十分

当該製品に関連する先行特許調査は十分に行っていますか。 ○十分
当該製品に必要な先行特許についてはライセンス等で使用できるようになっていますか。 ○十分
開発後の特許調査についても実施することになっていますか。 ○十分

コア技術に関して、どのように保護するか（権利化／ブラックボックス）は明確になっていますか。 ○十分
権利化に必要な新規性だけではなく進歩性が明確になっていますか。 ○十分
必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。 ○十分
意匠等の他の産業財産権について検討していますか。 ○十分
知的財産の権利化またはノウハウ保護に対する予算・体制・規程は確保されていますか。 △一部

模倣品・侵害者が現れたときの対応について明確になっていますか。 △一部
販売チャネルは明確になっていますか。 △一部
当該製品の供給（生産、物流）体制は明確になっていますか。 △一部
当該製品のアフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制は明確になっていますか。 △一部
QMS等の品質保証体制が明確になっていますか。 △一部
広報・普及計画は明確になっていますか。 △一部
想定価格は顧客が感じる価値に見合ったものですか。 △一部
製造原価（あるいは提供コスト）は明確になっていますか。 △一部
売上、コスト（変動費・固定費）、利益、減価償却等を考慮した計数的な計画は明確になっていますか。 △一部
十分な収益性が得られることが明確になっていますか。 △一部
事業拡大に伴い、どのタイミングでどのような人材・資金がどの程度必要になるか明確になっていますか。 △一部
海外に対する戦略は明確になっていますか。 ○十分
当該事業に対するリスクの洗い出しは十分に行われていますか。 ○十分

その他

知的
財産

薬事

市場

基本
戦略

販売・
物流

事業
収支

開発
戦略



18 

 

(2) 洗浄対象物の拡大 

硬性内視鏡だけでなく、増加する鏡視下手術に要する関連用具、手術用鋼製器具等の洗浄及び高齢化

に従って拡大が予想される人工関節等体内デバイス等の市場へアプローチ。 

 

(3) 薬剤不使用・常温・常圧の自動洗浄 

精密機器対応の洗浄装置として、接合部の汚れにも自動で対応。 

 洗浄工程：目標の 30 分を達成 

 用手洗浄から自動洗浄へ 

 十分な洗浄による滅菌終了までの時間短縮 

 

1.10.3 3 年間の委託事業を振り返って改善すべきだったと考える点 

(1) 事業体制 

 現状の体制でよい 

(2) 事業の進め方 

コンソーシアムメンバー相互の技術背景理解のために、事業スタート時に以下を実施すれば、事業が

よりスムーズかつお互いの技術分野の強みを発揮できたのではないか。 

・メンバーそれぞれの会社概要及びコア技術紹介と説明会の開催 

・それぞれの分野の専門用語の解説 

(3) その他 

事業の進行に関わる書類について、マニュアルに見本の記載があれば、よりスムーズに進行。 

 

1.11 事業に関する連絡窓口 

株式会社クリプトン  

〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-3-12 第 12 大鉄ビル 7 階 

電話：03-3353-4411 E-mail:sakae057@kripton.co.jp
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