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1. 事業の概要 

 

1.1 事業の背景・目的及び目標 

成人ＡＲＤＳ患者（急性呼吸促迫症候群：Ａｃｕｔｅ Ｒｅｓｐｉｒａｔｏｒｙ Ｄｉｓｔｒｅｓｓ  

Ｓｙｎｄｒｏｍｅ）は、死亡率が高く（日本呼吸器学会ＨＰでは「最も進んだ医療を用いても死亡率は４

３％」と記載）、治療法（呼吸管理療法、薬物療法）の確立が急がれている。この病態の患者の生命維持

のために人工呼吸器を用いるが、人工呼吸器の使用は患者の肺に損傷を及ぼしうることが知られている。

人間の自然な呼吸では、息を吸うときに肺内は陰圧になるが、人工呼吸器では肺胞を膨らませるために肺

内は陽圧になる。病気の肺は肺胞ごとに異なる状況になっていることから、人工呼吸器を使用するとこの

ような肺に損傷を引き起こすことがある。特に、一回換気量が大きいと肺損傷が急速に進行する。現時点

では、人工呼吸管理を行う際に一回換気量を制限する（理想的には６ ｍｌ／ｋｇ程度の小さな一回換気

量を用いる）ことにより生命予後が改善されることがわかってきている。 

それに対して、ＨＦＯ（高頻度振動換気：ｈｉｇｈ－ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｏｓｃｉｌｌａｔｉｏｎ） 

と呼ばれる、通常の人工呼吸と比べて非常に小さい一回換気量で高頻度換気を行うことで肺を保護するこ

とができる人工呼吸法がある。この方法で小さい一回換気量の利点を生かすと、肺損傷がさらに防げるこ

とが、動物実験や新生児医療で実証済みである。 

ところが、成人のＡＲＤＳにおけるＨＦＯ人工呼吸器を用いた海外での大規模な臨床研究では、結果的 

にＨＦＯの優位性を示すことができなかった。その理由としてＨＦＯ人工呼吸器の使用方法等に問題があ

る可能性、目標とすべき小さな一回換気量が確保できていない可能性、肺に変化が生じると肺に入る一回

換気量が大きく変化してしまう可能性が指摘されている。 

それらを解決するため、患者の病態を見極め、適切な呼吸法（一般的な人工呼吸法またはＨＦＯ人工呼 

吸法）を選択し、一回換気量・頻度・気道内圧等を定めた人工呼吸管理法を手順化した新たな「ＨＦＯ呼

吸管理プロトコル」を開発する。また、このプロトコルとの適合性が高く、必要な一回換気量を常に確保

し、正確に肺に届ける機能を強化した新型成人用ＨＦＯ人工呼吸器を開発する。 

 

２）事業概要 

海外でＡＲＤＳ多施設共同研究を実施した臨床研究経験者からの情報収集及び協力、国内臨床現場でＨ 

ＦＯ人工呼吸器の使用経験が豊富な医療関係者のアドバイスを受け、「ＡＲＤＳ患者向けＨＦＯ呼吸管理

プロトコル（ドラフト）」を作成する。 

「ＡＲＤＳ患者向けＨＦＯ呼吸管理プロトコル」の検証を目的とした次年度実施する動物実験のための 

「動物実験のプロトコル」、動物実験用の既存のＨＦＯ人工呼吸器、ＨＦＯモデル肺及びＨＦＯ計測シス

テムを活用した動物実験用システムを作成する。 

さらに成人用ＨＦＯ人工呼吸器の実現に向け、振動発生装置を詳細設計し、流量制御機能の設計及び一 

部試作を行う。 

 

３）実施内容   

① ＨＦＯ管理に関する海外情報収集（株式会社メトラン、独立行政法人国立成育医療研究センター） 

 これまで海外において、成人を対象としたＨＦＯを用いた大規模な臨床研究が 2 つ行われており、そ 

の臨床研究経験者であるカナダ国トロント大学のＤｒ. Ｆｅｒｇｕｓｏｎ及びＤｒ. Ｆａｎ、英国バ

ーミンガム大学のＤｒ. Ｍａｃｋｅｎｚｉｅとコンサルタントとしての契約を結び、以下の提案助言

を受ける。 

- ＡＲＤＳ患者向けＨＦＯ呼吸管理プロトコルの作成 

- 成人用ＨＦＯ人工呼吸器の仕様 
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② ＡＲＤＳ患者向けＨＦＯ呼吸管理プロトコル（ドラフト版）の作成（独立行政法人国立成育医療研究 

センター、国立大学法人岡山大学、国立大学法人高知大学、株式会社メトラン） 

・適応症例を決めるために、国立成育医療研究センターが、カナダ国トロント大学と英国バーミンガ

ム大学を訪問し、意見交換を行い、これまでに行われた２つの大規模臨床研究の経験から得た成果、

特に適応症例、管理方法（血行動態、水分出納の管理、鎮静管理）などに関して助言を受ける。 

・臨床応用に向けた動物実験を実施する準備として、国立成育医療研究センター、岡山大学，高知大

学は、肺損傷モデルでの食道内圧測定の意義、ＨＦＯで平均気道内圧を設定する際に食道内圧が指標

となりうるか、高い平均気道内圧が循環系に及ぼす影響、高い周波数と小さい一回換気量による換気

の保障と肺損傷の程度を検討する動物実験のプロトコルを作成する。 

・臨床応用に向けた動物実験を実施する準備として、メトランは既存のＨＦＯ人工呼吸器（Ｒ１００

仕様）２台を製造する。 

・ＡＲＤＳ患者向けＨＦＯ呼吸管理プロトコル（ドラフト版）を作成する。ＨＦＯの特性が発揮でき

るプロトコルとするために呼吸管理プロトコル（ドラフト版）をアドバイザー委員と海外コンサルタ

ントから意見を求め、このプロトコルを確定する際には、委員会を開催する。 

 

 

③ 動物実験用システムの試作（株式会社メトラン） 

成人用ＨＦＯ人工呼吸管理法の検証を行うために、既存のＨＦＯ人工呼吸器を使った動物実験結果 

を一般化できるように、同じ設定値の既存機器をＨＦＯモデル肺につなぎ、動物実験では得られない

肺内の圧力を中心にＨＦＯモデル肺を活用して得たデータと、動物実験で得た血圧ガス分圧（酸素、

二酸化炭素）、心拍数、血圧等のデータとを合わせた結果が得られる動物実験用システムを試作する。

具体的には次のとおりである。 

ＨＦＯモデル肺を使った動物実験用システムを設計試作する。 

- 測定する計測項目の詳細仕様を策定 

- 動物実験で得たデータの取り込み方法（メディアとデータフォーマットを含む）、動物実験用システ 

ムの本体となるＨＦＯモデル肺及びＨＦＯ計測システムの機能概要及びインタフェース仕様を策定

する。 

- ＨＦＯモデル肺及びＨＦＯ計測システムの詳細設計を行い、試作する。 

 

本件試作等にあたり知的財産の確保に積極的に取組むため知財専門家のアドバイスを受ける。 

 

 

④ 成人用ＨＦＯ人工呼吸器の要素機能設計及び一部試作（株式会社メトラン、エンジニアリング・シス

テム株式会社） 

（ア）成人用ＨＦＯ人工呼吸器の全体システム仕様の策定（株式会社メトラン） 

成人用人工呼吸器の以下の性能要求をとりまとめるとともに、カナダ国トロント大学と英国バーミン 

ガム大学を訪問し、より大規模な臨床研究に基づく成人用ＨＦＯ人工呼吸器の仕様への助言を受け、

全体機能を検討する。 

 

(a) 目標とすべき小さな一回換気量が確保 

(b) 肺のメカニクスの変化に対して、正確に一回換気量を患者の肺に届ける 

(c) 一般的な人工呼吸法による人工呼吸管理 

 

既存のＨＦＯ人工呼吸器が採用しているダイヤフラム方式では実現が難しい(a)と(b)を可能にするた 

めに振動発生装置をピストン方式に変更する。また１台のＨＦＯ人工呼吸器でＡＲＤＳ患者の重篤期か

ら人工呼吸器の離脱までスムーズに行うために(c)を可能とする新しい流量制御機能を設計した上で、成

人用ＨＦＯ人工呼吸器全体システムの仕様を策定する。 
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図 ＨＦＯ人工呼吸器全体システムの模式図 

 

（イ）振動発生装置の詳細設計（エンジニアリングシステム株式会社） 

成人用ＨＦＯ人工呼吸器の中心的な機能のひとつである振動発生装置としてピストンを用いた 

装置を、実用化済の小児・新生児用のピストンを成人用にスケールを拡大することにより実現する。

気道や肺の抵抗に負けないパワー、十分な耐久性を確保する機構及び制御方式の検討・詳細設計を

行う。 

 

（ウ）人工呼吸器の制御機能の設計及び一部試作（株式会社メトラン） 

成人用人工呼吸器のエアーと酸素の流量制御機能を実現するために、次の各部を開発するとともに、 

全体制御方式の設計及び制御ソフトウェアの設計を行う。具体的には次のとおりである。 

    

・呼気バルブ及び吸気バルブの設計 

エアーと酸素のそれぞれの流量を制御し、結果として指定の酸素濃度の気体を患者に提供するバル 

ブを実現する。患者が自発呼吸や突然の咳き込みなどを発生した場合、人工呼吸器は素早く追随する

ことが求められるため、呼気バルブ・吸気バルブともに素早い応答性と低い抵抗、ＨＦＯ特有の高頻

度の圧力振動下で高精度の動作、低流量から高流量まで均一な性能（流量精度、応答性）の呼気バル

ブ及び吸気バルブを設計する。 

・超音波フローセンサーの設計試作 

成人用ＨＦＯ人工呼吸器のベースフロー（呼気流量）を制御するために、流路抵抗が少なく、高頻 

度な圧力振動に対して安定的にフロー等を測定する超音波フローセンサーの設計を行い、試作機を１

台製造する。 

・全体システムの制御方式の策定及び制御ソフトウェアの設計 

平成２２年度課題解決型医療機器の開発・改良に向けた病院・企業間の連携支援事業において製品 

化した小児・新生児用ＨＦＯ人工呼吸器（製品名： ハミングＶｕｅ）の制御システムをベースに全

体システムの制御方式を策定し、それに従った制御ソフトウェアを設計する。 

 

 

⑤ プロジェクトの管理・運営（埼玉県産業振興公社） 

・プロジェクトを円滑に推進するため、一連の事業全体について、アドバイザーも含めたミーティン

グ、打合せ、技術相談を行うなど事業を統括する。 

・本事業の実用化を促進するため､開発で得られた新たな技術を知的財産として権利化する準備を､ 

知財専門家の支援を受けて行う。   
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1.2 事業実施体制 

 

（１）組織 

 
 

 

 

（２）総括事業代表者及び副総括事業代表者 

総括事業代表者（ＰＬ） 

新田 一福  

株式会社メトラン 

代表取締役 

 

副総括事業代表者（ＳＬ） 

中川 聡 

独立行政法人国立成育医療研究センター 

集中治療科医長 

 

（３）実施・管理体制 

【事業管理機関】 公益財団法人埼玉県産業振興公社 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社メトラン

エンジニアリング
システム株式会社

人工呼吸器の
開発：試作

日本光電工業社
アドバイザー：マーケティング

国立成育医療研究
センター（医療機関）

呼吸管理プロトコル
検討

東裏先生
アドバイザー：技術分野

埼玉県産業振興公社（事業管理機関）

共同体

事業実施体制

支援機関・他

PL

SL
ものづくり中小企業

ＰＭＤＡ
第三者認証機関

相談・申請

助言・承認

山形大学
中根正樹先生
アドバイザー：医療分野

岡山大学
（医療機関）

呼吸管理
動物実験
プロトコル
検討

京都第二赤十字病院

檜垣聡先生
アドバイザー：医療分野

カナダ国トロント大学
Niall Ferguson, MD

Eddy Fan, MD
コンサルティング

英国バーミンガム大学
Iain Mackenzie, DM(Oxon)

コンサルティング

高知大学
（医療機関）

呼吸管理
動物実験
プロトコル
検討



 

5 

1.3 成果概要 

 
 

1.3.1 開発製品「ＡＲＤＳ患者向けＨＦＯ呼吸管理プロトコル（ドラフト版）」 

 

【訴求ポイント】 

医療現場の課題  ＡＲＤＳ患者の死亡率が高く呼吸管理療法の確立が急がれている。 

課題の解決方法  ＨＦＯ人工呼吸器は患者の肺への負担が少ない呼吸法ですが、海外の大規模臨床 

      試験では、ＨＦＯの優位性が示せませんでした。 

        患者の病態を見極め、適切な呼吸法（一般的な人工呼吸法またはＨＦＯ人工呼吸 

         法）を選択し、一回換気量・頻度・気道内圧等を定めた人工呼吸管理法を手順化 

         した新たな「ＨＦＯ呼吸管理プロトコル」を開発します。 

       

【ご説明】 

成人ＡＲＤＳにおけるＨＦＯ人工呼吸器を用いた海外での大規模な臨床研究では、一般的な人工呼吸法に

対してＨＦＯの優位性を示すことができなかった。 

その理由として「ＨＦＯ人工呼吸器の使用方法等に問題がある可能性」、「目標とすべき小さな一回換気量

が確保できていない可能性」、「肺に変化が生じると肺に入る一回換気量が大きく変化してしまう可能性」が

指摘されています。 

それらを解決するため、患者の病態を見極め、適切な呼吸法（一般的な人工呼吸法またはＨＦＯ人工呼吸

法）を選択し、一回換気量・頻度・気道内圧等を定めた人工呼吸管理法を手順化した新たな「ＨＦＯ呼吸管

理プロトコル」を開発します。 

 本年度は、「ＡＲＤＳ患者向けＨＦＯ呼吸管理プロトコル（ドラフト版）」を作成し、来年度以降に動物 

実験を実施し、評価と改定を進めます。 

 

  「ＡＲＤＳ患者向けＨＦＯ呼吸管理プロトコル（ドラフト版）」からの抜粋 

（全文は 15～17 ページを参照） 
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【成果物】 「ＡＲＤＳ患者向けＨＦＯ呼吸管理プロトコル」 

 

【スケジュール】  

平成 26 年：     呼吸管理プロトコルドラフト版が完成。その後、そのドラフト版をもとに議論。 

平成 26 年度の後半： 呼吸管理プロトコル完成（日本語版） 

平成 26 年度後半から 27 年度前半： 英語版呼吸管理プロトコル完成 
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1.3.2 動物実験用システムの試作 

 

【訴求ポイント】   

医療現場の課題 異なる機種のＨＦＯ人工呼吸器では、人工呼吸器の設定値が同一でも生体に与え 

る影響が異なる懸念がある。 

  課題の解決方法   既存のＨＦＯ人工呼吸器を使った動物実験結果を一般化できるように、ＨＦＯモ

デル肺とＨＦＯ計測システムを使用し評価軸を明確化します。 

                  

  【ご説明】 

  呼吸管理プロトコルの評価と改定を行うために、既存のＨＦＯ人工呼吸器を使った動物実験結果を一般 

化できるように、同じ設定値の既存機器をＨＦＯモデル肺につなぎ、動物実験では得られない肺内の圧力を

中心にＨＦＯモデル肺を活用して得たデータと、動物実験で得た血圧ガス分圧（酸素、二酸化炭素）、心拍

数、血圧等のデータとを合わせた結果が得られる動物実験用システムを試作しました。 

  動物実験用システムは「ＨＦＯモデル肺」と「ＨＦＯ計測システム」で構成されます。  

 

※ 異なる機種のＨＦＯ人工呼吸器は、人工呼吸器の設定値が同一でも生体に対する影響が異なることが

想定されるため、ＨＦＯモデル肺＋ＨＦＯ計測システムで生体内の影響を計測します。 

 

【試作したＨＦＯモデル肺の写真（下）】 

 
 

【試作したＨＦＯ計測システムの写真】 
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【成果物】 「動物実験用システム（非医療機器）」 

 

 販売目的のシステムでは無く、動物実験のサポートシステム（治具）の位置づけになります。システム

には、圧力センサー、流量（フロー）センサー、酸素濃度センサー、二酸化酸素濃度センサー、温度セン

サー、湿度センサーを搭載します。 
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1.3.3 開発製品「新型成人用ＨＦＯ人工呼吸器（仮称：ハミング Vue xxxxx）」 

  今期は、「要素機能設計」及び「一部（振動発生装置、吸気バルブモーター、など）試作」 

 

 【訴求ポイント】 

医療現場の課題 ＡＲＤＳ患者の死亡率が高く呼吸管理療法の確立が急がれている。 

課題の解決方法 ＡＲＤＳ患者向けＨＦＯ呼吸管理プロトコルと適用性の高い“新型成人用ＨＦＯ

人工呼吸器”を開発普及させ、ＡＲＤＳ患者の生存率向上に貢献します。 

ものづくり技術 メトラン社の HFO 人工呼吸器の開発・製造技術とエンジニアリング・システム

社のピストンに関する技術を組み合わせます。 

 

 

 

【ご説明】 

  今年度は、“新型成人用ＨＦＯ人工呼吸器”の要素機能設計と一部試作を行いました。 

  “要素機能設計” “振動発生装置（ピストン）の試作”“ベースフロー制御用（吸気用）超音波フロー

センサーの試作”“吸気・呼気バルブの設計と一部試作”“制御ソフトウェアの設計”を実施しました。 

 

 

 

成人用ＨＦＯ人工呼吸器の要素機能設計及び一部試作】 

 

 （吸気用）超音波フローセンサー試作機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製品名 ハミング Vue xxxxx 一般的名称 高頻度人工呼吸器 

クラス分類 クラスⅢ 許認可区分 承認 申請区分 改良医療機器 

製造販売業者 株式会社メトラン 製造業者 株式会社メトラン 

販売業者 日本光電工業株式会社（予定） その他（部材供給） エンジニアリングシステム株式会社 

日本光電富岡株式会社、他 
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に：  ） 

薬事申請時期  年  月  年  月 

上市時期  年  月  年  月 
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1.3.4 事業化計画 

 

 

(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 

①ＨＦＯ管理に関する海外情報収集 

 担当：株式会社メトラン、独立行政法人国立成育医療研究センター 

 １月１２～１７日に海外関係者を中川、新田、中根の３名で訪問し、訪問し情報収集・情報交換を行 

 った。 

 ・カナダ国トロント大学Ｄｒ. Ｆｅｒｇｕｓｏｎ及びＤｒ. Ｆａｎ、英国バーミンガム大学のＤｒ.  

  Ｍａｃｋｅｎｚｉｅと面談し、「ＡＲＤＳ患者向けＨＦＯ呼吸管理プロトコル」「成人用ＨＦＯ人工 

  呼吸器の仕様」について意見交換を実施。 

  

②ＡＲＤＳ患者向けＨＦＯ呼吸管理プロトコル（ドラフト版）の作成 

 担当：独立行政法人国立成育医療研究センター、国立大学法人岡山大学、国立大学法人高知大学、 

    株式会社メトラン 

 『A Protocol for High-frequency Oscillation（HFO）in Adults （Draft）』を作成 

  

③動物実験用システムの試作 

 担当：株式会社メトラン 

 動物実験用システム（ＨＦＯモデル肺及びＨＦＯ計測システム）の試作機を製作し評価した。 

 今期目標は達成した。来期の動物実験開始まで評価・改良作業を継続し精度を向上させる。 

 

④成人用ＨＦＯ人工呼吸器の要素機能設計及び一部試作 

 担当：株式会社メトラン、エンジニアリング・システム株式会社 

(ア) 成人用ＨＦＯ人工呼吸器の全体システム仕様の策定（株式会社メトラン） 

(イ) 振動発生装置の詳細設計（エンジニアリング・システム株式会社） 

(ウ) 人工呼吸器の制御機能の設計及び一部試作（株式会社メトラン） 

・呼気バルブ及び吸気バルブの設計 

・超音波フローセンサーの設計試作 

・全体システムの制御方式の策定及び制御ソフトウェアの設計 

 

(b) 薬事対応状況 

 今期計画では未対応事項 

 ＣＥ認証を先行取得する計画ですので、制御システムの設計書類はＣＥ申請用に英文で作成しています。 

 

(c) 知財確保状況 

 今期実施した開発作業では、特許性のある発明はありませんでした。 

 今期は、知的財産専門家の支援を実施しませんでした。 

 

(2) 市場性（想定購入顧客）の検討結果 

 

(a) 医療現場でのニーズ 

 成人ＡＲＤＳ患者（急性呼吸促迫症候群：Ａｃｕｔｅ Ｒｅｓｐｉｒａｔｏｒｙ Ｄｉｓｔｒｅｓｓ  

Ｓｙｎｄｒｏｍｅ）は、死亡率が高く（日本呼吸器学会ＨＰでは「最も進んだ医療を用いても死亡率は４

３％」と記載）、治療法（呼吸管理療法、薬物療法）の確立が急がれています。 
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(b) 現状における問題点 

ＡＲＤＳ患者に対して人工呼吸管理を行う際に一回換気量を制限する（理想的には６ ｍｌ／ｋｇ程度

の小さな一回換気量を用いる）ことにより生命予後が改善されることがわかってきています。 

 ＨＦＯ（高頻度振動換気：ｈｉｇｈ－ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｏｓｃｉｌｌａｔｉｏｎ）と呼ばれる、通

常の人工呼吸と比べて非常に小さい一回換気量で高頻度換気を行うことで肺を保護することができる人

工呼吸法がある。この方法で小さい一回換気量の利点を生かすと、肺損傷がさらに防げることが、動物実

験や新生児医療で実証済みである。ところが、成人のＡＲＤＳにおけるＨＦＯ人工呼吸器を用いた海外で

の大規模な臨床研究では、結果的にＨＦＯの優位性を示すことができませんでした。その理由として「Ｈ

ＦＯ人工呼吸器の使用方法等に問題がある可能性」、「目標とすべき小さな一回換気量が確保できていない

可能性」、「肺に変化が生じると肺に入る一回換気量が大きく変化してしまう可能性」が指摘されています。 

 

成人用ＨＦＯ人工呼吸器は、CareFusion 社の 3100B と当社 R100 の２機種があります。しかし、今回

開発する呼吸管理プロトコルに適応性が高い人工呼吸器はありません。 

 

(c) 本機器の想定顧客および市場規模 

  成人用ＨＦＯ人工呼吸器の市場は、国内外の累積出荷台数が4,000台に届かない規模と想定されますが、

ＡＲＤＳ患者向けなどに肺に優しい呼吸管理が求められており、潜在的ニーズは大きいと考えます。 

 

 

(3) ビジネススキームの検討結果 

 

  ビジネススキームの変更はありません。  

 

(4) 事業リスクの洗い出しと対応策の検討結果 

 

(a) 製品の安全性・信頼性確保が困難 

以下の信頼性確保策について検討中 

・設計段階での信頼性確保 

・共同体・支援機関などによる信頼性確保策（各種安全性試験など） 

・量産試作段階で日本光電工業社（総販売代理店）のテストセンターによる評価協力を受ける 

 

 



 

12 

(b) 各国規制への対応が困難 

日本光電工業社の現地拠点と連携し、各国の規制動向と販売予定数量を勘案し、対応要否を含めた市場参

入可否を決定する。 

 

 

(5) 上市（投資回収）計画の検討結果 

 

(a) 回収計画 

  詳細は当社ＨＦＯ人工呼吸器の総販売代理店である“日本光電工業社”と本事業期間中に調整いたします。 

 

 

1.4 当該事業の連絡窓口 

 

【事業管理機関】 

338-0001 さいたま市中央区上落合 2-3-2 新都心ビジネス交流プラザ３階 

公益財団法人埼玉県産業振興公社 

新産業振興部 産学・知財支援グループ 中島和広 

TEL 048-857-3901 

FAX 048-857-3921 

E-Mail kazuhiro@saitama-j.or.jp 

 

【株式会社メトラン】 

332-0015 川口市川口２丁目１２番１８号 

株式会社メトラン 

野崎茂男、大塚久子 

TEL 048-242-0333 

FAX 048-242-0550 

E-Mail nozaki@metran.co.jp 
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2. 本編 

2.1 ＨＦＯ管理に関する海外情報収集 

担当：独立行政法人国立成育医療研究センター、株式会社メトラン 

   これまで海外において、成人を対象としたＨＦＯを用いた大規模な臨床研究が 2 つ行われており、そ  

の臨床研究経験者であるカナダ国トロント大学のＤｒ. Ｆｅｒｇｕｓｏｎ及びＤｒ. Ｆａｎ、英国バーミ

ンガム大学のＤｒ. Ｍａｃｋｅｎｚｉｅとコンサルタントとしての契約を結び、以下の提案助言を受ける。 

・ＡＲＤＳ患者向けＨＦＯ呼吸管理プロトコルの作成 

・成人用ＨＦＯ人工呼吸器の仕様  

 

【実施内容】 

2014 年 1 月 12 日（日）～2014 年 1 月 17 日（金）に国立成育医療研究センター中川 聡、メトラ

ン新田一福、中根伸一の３名で英国バーミンガム市のQueen Elizabeth Hospital Birmingham で Dr. 

Iain Mackenzie と、カナダ国トロント市の Toronto General Hospital で Dr. Eddy Fan および Dr. 

Niall Ferguson とミーティングを実施し、以下の目標を達成した。 

 

【成果等】 

a. 英国の Dr. Mackenzie に OSCAR Study（イギリスの大規模臨床研究）の経験からの協力・助言を

求めた。 

b. カナダ国 Toronto 大学グループ（Dr. Fan と Dr. Ferguson）に OSCILLATE Study（カナダの大規

模臨床研究）で失敗した理由とその経験からの助言を求めた。 

c. 次項の呼吸管理プロトコル開発に関係するが、英国とカナダの双方の専門家に、HFO 呼吸管理プ

ロトコルのドラフト版を提示し、意見を求めた。 

 

2.2 ＡＲＤＳ患者向けＨＦＯ呼吸管理プロトコル（ドラフト版）の作成 

   担当：独立行政法人国立成育医療研究センター、国立大学法人岡山大学、国立大学法人高知大学、 

      株式会社メトラン 

 

2.2.1 海外専門家からの呼吸管理プロトコルに関する助言 

担当：独立行政法人国立成育医療研究センター 

適応症例を決めるために、国立成育医療研究センターが、カナダ国トロント大学と英国バーミンガム

大学を訪問し、意見交換を行い、これまでに行われた２つの大規模臨床研究の経験から得た成果、特

に適応症例、管理方法（血行動態、水分出納の管理、鎮静管理）などに関して助言を受ける。 

 

【実施内容】 

2014 年 1 月 12 日（日）～2014 年 1 月 17 日（金）に国立成育医療研究センター中川 聡、メトラ

ン新田一福、中根伸一の３名で英国バーミンガム市のQueen Elizabeth Hospital Birmingham で Dr. 

Iain Mackenzie と、カナダ国トロント市の Toronto General Hospital で Dr. Eddy Fan および Dr. 

Niall Ferguson とミーティングを実施し、以下の目標を達成した。 

 

【成果等】 

適応に関しては、カナダの専門家からは、彼らの OSCILLATE study の結果から、成人患者では待機的

に HFO を使用するよりは、rescue としても目的で使用することが助言された。しかし、この点に関して

は、追い込まれてから HFO を用いるよりも、その前に病態を評価したうえで、HFO を用いることを今

後のドラフト版に盛り込む予定である。 

その他の全身管理に関しては、ドラフト版の内容に対して同意を得た。 
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2.2.2 動物実験のプロトコル作成 

担当：独立行政法人国立成育医療研究センター、国立大学法人岡山大学、国立大学法人高知大学   

臨床応用に向けた動物実験を実施する準備として、国立成育医療研究センター、岡山大学，高知大学は、

肺損傷モデルでの食道内圧測定の意義、ＨＦＯで平均気道内圧を設定する際に食道内圧が指標となりうる

か、高い平均気道内圧が循環系に及ぼす影響、高い周波数と小さい一回換気量による換気の保障と肺損傷

の程度を検討する動物実験のプロトコルを作成する。 

 

【実施内容】 

国立成育医療研究センター中川聡と株式会社メトラン新田一福が、岡山大学と高知大学を訪問して、岡山

大学市場晋吾と高知大学長野修と合同で、動物実験のプロトコルを作成した。 

 

【成果等】  

以下の観点からの動物実験のプロトコルを検討・作成した。 

・食道内圧から経肺圧を測定 

・平均気道内圧が循環動態に与える影響を評価 

・周波数と一回換気量を変化させ、換気の状況を評価し、可能な限り高い周波数と小さい一回換気量を 

追求 

 

2.2.3 動物実験の準備（既存ＨＦＯ人工呼吸器の製造） 

担当：株式会社メトラン 

臨床応用に向けた動物実験を実施する準備として、メトランは既存のＨＦＯ人工

呼吸器（Ｒ１００仕様）を２台製造する。 

【実施内容】 

・既存の成人用ＨＦＯ人工呼吸器（Ｒ１００仕様）を２台製造。 

 

【成果等】 

  ・成人用ＨＦＯ人工呼吸器（Ｒ１００仕様）２台完成。 

（写真：右 完成した成人用ＨＦＯ人工呼吸器（Ｒ１００仕様）） 

 

 

2.2.4 ＡＲＤＳ患者向け呼吸管理プロトコル（ドラフト版）の作成 

担当：独立行政法人国立成育医療研究センター 

ＡＲＤＳ患者向けＨＦＯ呼吸管理プロトコル（ドラフト版）を作成する。ＨＦＯの特性が発揮できるプロ

トコルとするために呼吸管理プロトコル（ドラフト版）をアドバイザー委員と海外コンサルタントから意

見を求め、このプロトコルを確定する際には、委員会を開催する。 

 

【実施内容】 

委員会は、スケジュールの都合で開催出来なかった。 

海外コンサルタント（就任予定者）には、現地訪問を実施し「呼吸管理プロトコル（ドラフト版）」の 

内容説明を説明、基本的に同意を得た。 

  また、国内の事業医療機関の担当者とも個別に面談をして、プロトコル（ドラフト版）の内容を検討した。 

呼吸管理プロトコル（ドラフト版）を作成した。 

 

【成果等】 

・委員会は、スケジュールの都合で開催出来なかった。 

  ・アドバイザー委員には、電話・電子メール等で意見交換を実施し、同意を得た。 

  ・ドラフト版に対して、英国とカナダの専門家を訪問し意見を求め、大筋で同意を得た。 

  ドラフト版（全文）は、次頁（１５～１７ページ）の通り。 
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2.3 動物実験用システムの試作 

担当：株式会社メトラン 

 

【実施内容】 

成人用ＨＦＯ人工呼吸管理法の検証を行うために、既存のＨＦＯ人工呼吸器を使った動物実験結果を一般

化できるように、同じ設定値の既存機器をＨＦＯモデル肺につなぎ、動物実験では得られない肺内の圧力

を中心にＨＦＯモデル肺を活用して得たデータと、動物実験で得た血圧ガス分圧（酸素、二酸化炭素）、

心拍数、血圧等のデータとを合わせた結果が得られる動物実験用システムを試作する。具体的には次のと

おりである。 

ＨＦＯモデル肺を使った動物実験用システムを設計試作する。 

・ 測定する計測項目の詳細仕様を策定 

・ 動物実験で得たデータの取り込み方法（メディアとデータフォーマットを含む）、動物実験用システ

ムの本体となるＨＦＯモデル肺及びＨＦＯ計測システムの機能概要及びインタフェース仕様を策定

する。 

・ ＨＦＯモデル肺及びＨＦＯ計測システムの詳細設計を行い、試作する。 

 

本件試作等にあたり知的財産の確保に積極的に取組むため知財専門家のアドバイスを受ける。 

 

【成果等】                         ＨＦＯモデル肺（写真） 

 

ＨＦＯモデル肺（模擬肺システム）    

とＨＦＯ計測システムを試作しました。 

  

  ＨＦＯモデル肺は、患者の肺の状況（肺の大きさ、 

  抵抗、自発呼吸など）を模擬的に再現することで、 

 ＨＦＯ人工呼吸器が患者の肺に“どの様に働くか” 

 を測定します。 
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【ＨＦＯ計測システム（写真）】 

 

ＨＦＯ人工呼吸器を使用中に圧力・流量・酸素濃

度・二酸化炭素濃度・温度・湿度を計測し記録可能

とします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制御ボックス：写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 成人用ＨＦＯ人工呼吸器の要素機能設計及び一部試作 

担当：株式会社メトラン、エンジニアリング・システム株式会社 

 

  平成２６年度に製作する新型成人用ＨＦＯ人工呼吸器の機能試作機のための設計および一部試作を実 

施しました。 

 

2.4.1 成人用ＨＦＯ人工呼吸器の全体システム仕様の策定 

担当：株式会社メトラン 

 

【実施内容】 

  ａ．新型成人用ＨＦＯ人工呼吸器の全体システム仕様策定 

１台のＨＦＯ人工呼吸器でＡＲＤＳ患者の重篤期から人工呼吸器の離脱までスムーズに行うために、下

記(c)を可能とする新しい流量制御機能を設計した上で、成人用ＨＦＯ人工呼吸器全体システムの仕様を

策定する。 

   成人用人工呼吸器の以下の性能要求のとりまとめを実施。 

(a) 目標とすべき小さな一回換気量が確保 

(b) 肺のメカニクスの変化に対して、正確に一回換気量を患者の肺に届ける 

(c) 一般的な人工呼吸法による人工呼吸管理 

 

ｂ．新型成人用ＨＦＯ人工呼吸器の仕様に関する海外情報収集 

   2014 年 1 月 12 日（日）～2014 年 1 月 17 日（金）に国立成育医療研究センター中川 聡、メトラ

ン新田一福、中根伸一の３名で英国バーミンガム市のQueen Elizabeth Hospital Birmingham で Dr. 

Iain Mackenzie と、カナダ国トロント市の Toronto General Hospital で Dr. Eddy Fan および Dr. 

Niall Ferguson と大規模な臨床研究に基づく成人用ＨＦＯ人工呼吸器の仕様への助言を受け、全体機能

を検討した。 
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【成果等】 

ａ．新型成人用ＨＦＯ人工呼吸器の全体システム仕様策定 

   メトランで以下の要求仕様書を作成し、外注先に設計作業・試作作業を委託し完了した。 

   (a) ＨＦＯ人工呼吸器 呼気・吸気バルブ開発委託要求仕様書 

－吸気バルブおよび呼気バルブ用ボイスコイルモーターの設計と試作仕様 

   (b) ＨＦＯ人工呼吸器 超音波フローセンサー開発委託要求仕様書 

    －吸気用超音波フローセンサーの設計と試作仕様 

   (c)  Adult HFO Ventilator Software Requirements Specification 

    －ＨＦＯ人工呼吸器 制御用ソフトウェア要求仕様書 

 

ｂ．新型成人用ＨＦＯ人工呼吸器の仕様に関する海外情報収集 

   英国バーミンガム市の Queen Elizabeth Hospital Birmingham で Dr. Iain Mackenzie と、カナダ国 

トロント市の Toronto General Hospital で Dr. Eddy Fanおよび Dr. Niall Fergusonとミーティング

を実施した。 

(a) メトランから新型成人用ＨＦＯ人工呼吸器のコンセプトおよび概要仕様を説明した 

(b) 新型振動発生装置（ピストン）のメリットを説明 

(c) 上記に関する意見交換を実施 

(d) 新型成人用ＨＦＯ人工呼吸器の詳細仕様に関するアドバイスを依頼し了解いただい 

 

 

2.4.2 振動発生装置の詳細設計 

担当：エンジニアリング・システム株式会社 

成人用ＨＦＯ人工呼吸器の中心的な機能のひとつである振動発生装置としてピストンを用いた装置

を、実用化済の小児・新生児用のピストンを成人用にスケールを拡大することにより実現する。ピス

トンの大型化に伴い、各部の大型化並びに位置制御の精度向上が必要となり、精度の高い分解能、無

潤滑で高い周波数を実現、気道や肺の抵抗に負けないパワー、十分な耐久性を確保する機構及び制御

方式の検討・詳細設計を行う。 

 

【実施内容】 

上記要求を基に、設計および試作評価を実施し、試作機を作製した。 

 

【成果等】 

上記要求を満足する試作機（写真：右）を完成させた。 

 

 

2.4.3 人工呼吸器の制御機能の設計及び一部試作 

担当：株式会社メトラン 

 

【実施内容】 

成人用人工呼吸器のエアーと酸素の流量制御機能を実現するために、次の各部を開発するとともに、全体

制御方式の設計及び制御ソフトウェアの設計を行った。 

    

(1) 呼気バルブ及び吸気バルブの設計 

エアーと酸素のそれぞれの流量を制御し、結果として指定の酸素濃度の気体を患者に提供するバルブ

を実現する。患者が自発呼吸や突然の咳き込みなどを発生した場合、人工呼吸器は素早く追随するこ

とが求められるため、呼気バルブ・吸気バルブともに素早い応答性と低い抵抗、ＨＦＯ特有の高頻度

の圧力振動下で高精度の動作、低流量から高流量まで均一な性能（流量精度、応答性）の呼気バルブ

及び吸気バルブを設計し、バルブ制御用のボイスコイルモーターを試作した。 
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(2) 超音波フローセンサーの設計試作 

成人用ＨＦＯ人工呼吸器のベースフロー（呼気流量）を制御するために、流路抵抗が少なく、高頻度

な圧力振動に対して安定的にフロー等を測定する超音波フローセンサーの設計を行い、試作機を１台

製造した。 

 

(3) 全体システムの制御方式を策定し制御ソフトウェアを設計した。 

 

【成果等】 

  (1) 呼気バルブ、吸気バルブの要求仕様書作成・設計を終了し、バルブ動作用の 

ボイスコイルモーターを試作した（写真：右） 

 

  (2) 超音波フローセンサーの設計試作 

     担当：株式会社メトラン 

   吸気用超音波フローセンサーの設計試作を実施（写真：下）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

(3) 制御方式の策定と制御ソフトウェアの設計 

  担当：株式会社メトラン 

平成２２年度課題解決型医療機器の開発・改良に向けた病院・企業間の連携支援事業において製品化

した小児・新生児用ＨＦＯ人工呼吸器（製品名： ハミングＶｕｅ）の制御システムをベースに全体

システムの制御方式を策定し、それに従った制御ソフトウェアを設計する 

 

【実施内容】 

新型成人用ＨＦＯ人工呼吸器用の制御ソフトウェアを設計した。 

 

【成果等】 

制御ソフトウェアの各設計書を完成させた。設計ドキュメントはＣＥ認証取得のため英文で作成した。 

設計書表紙（例） 

 

 
 

 

2.5 プロジェクトの管理・運営 

 担当：公益財団法人埼玉県産業振興公社 

・プロジェクトを円滑に推進するため、一連の事業全体について、アドバイザーも含めたミーティング、

打合せ、技術相談を行うなど事業を統括した。 
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3. 全体総括 

 

3.1.1 委託事業の振り返り 

(1) 本年度の目標達成度に関する自己評価 

(a) 自己評価点 

B：当初目標を達成した。 

(b) 自己評価理由 

「ＡＲＤＳ患者向けＨＦＯ呼吸管理プロトコル（ドラフト）」を完成させ当初目標を達成した。 

「成人用ＨＦＯ人工呼吸器の要素機能設計及び一部試作」を実施し、当初予定作業をほぼ完了させた。 

 

① ＨＦＯ管理に関する海外情報収集 

カナダ国トロント大学のＤｒ. Ｆｅｒｇｕｓｏｎ及びＤｒ. Ｆａｎ、英国バーミンガム大学のＤｒ. Ｍ

ａｃｋｅｎｚｉｅとコンサルタントとしての契約を結び、「ＡＲＤＳ患者向けＨＦＯ呼吸管理プロトコ

ルの作成」および「成人用ＨＦＯ人工呼吸器の仕様」の提案助言を受ける計画だったが、事業開始時期

が遅れ契約手続きが間に合わなかったため、３人の先生方には、コンサルタント契約無しでご協力いた

だいた。 

 「ＡＲＤＳ患者向けＨＦＯ呼吸管理プロトコルの作成」に関する提案助言 

 「成人用ＨＦＯ人工呼吸器の仕様」に関する提案助言 

 

② ＡＲＤＳ患者向けＨＦＯ呼吸管理プロトコル（ドラフト版）の作成 

「ＡＲＤＳ患者向けＨＦＯ呼吸管理プロトコル（ドラフト版）」および「動物実験のプロトコルを作成」

を完成させ当初目標を達成した。また、臨床応用に向けた動物実験を実施する準備として、既存のＨＦ

Ｏ人工呼吸器（Ｒ１００仕様）２台を製造した。 

ＡＲＤＳ患者向けＨＦＯ呼吸管理プロトコル（ドラフト版）を確定する際には、委員会を開催する計画

だったが、委員のスケジュール調整が出来ず委員会が開催できなかった。このため電話会議・電子メー

ル・個別訪問時の面談などにより意見交換を実施しプロトコル（ドラフト版）を確定した。 

 ＡＲＤＳ患者向けＨＦＯ呼吸管理プロトコル（ドラフト版）の確定 

 動物実験のプロトコルを作成 

 既存のＨＦＯ人工呼吸器（Ｒ１００仕様）２台を製造 

 

③ 動物実験用システムの試作  

既存のＨＦＯ人工呼吸器を使った動物実験結果を一般化できるように、同じ設定値の既存機器をＨＦＯ

モデル肺につなぎ、動物実験では得られない肺内の圧力を中心にＨＦＯモデル肺を活用して得たデータと、

動物実験で得た各種データとを合わせた結果が得られる動物実験用システムを試作した。 

 ＨＦＯモデル肺システム（ＨＦＯ模擬肺システム）を試作 

 ＨＦＯ計測システムを試作 

 

④ 成人用ＨＦＯ人工呼吸器の要素機能設計及び一部試作    

本事業で開発する“新型成人用ＨＦＯ人工呼吸器”に必要とされる機構部品の一部および制御ソフトウ

ェアの開発に着手し、予定作業をほぼ完了した。 

「呼気バルブおよび吸気バルブの設計」ではバルブ制御用ボイスコイルモーターの試作までを実施した。 

 成人用ＨＦＯ人工呼吸器の全体システム仕様の策定 

 振動発生装置の詳細設計、試作機の製造 

 人工呼吸器の制御機能の設計及び一部試作 

・呼気バルブ及び吸気バルブの設計（バルブ制御用ボイスコイルモーターの設計・試作） 

・超音波フローセンサーの設計試作 

・全体システムの制御方式の策定及び制御ソフトウェアの設計 
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⑤ プロジェクトの管理・運営 

プロジェクトを円滑に推進するため、一連の事業全体について、アドバイザーも含めたミーティング、

打合せ、技術相談を行うなど事業を統括する。また、本事業の実用化を促進するため､開発で得られた新

たな技術を知的財産として権利化する準備を､知財専門家の支援を受けて行う。 

本年度の開発では特許性のある発明が無く、知財専門家の支援は実施しなかった。 

 プロジェクトの管理・運営 

 知財専門家の支援（未実施） 

 

 

 

 

(2) 当初計画からの変更（深堀）点とその理由 

(a) 事業化体制 

ＨＦＯ管理に関する海外情報収集 

変更前 カナダ国トロント大学のＤｒ. Ｆｅｒｇｕｓｏｎ及びＤｒ. Ｆａｎ、英国バーミンガム大学のＤｒ. Ｍａｃｋｅ

ｎｚｉｅとコンサルタントとしての契約を結ぶ 

変更後 コンサルタントとしての契約は締結しなかったが、３人の先生方にはコンサルタント契約無しで提案助言をい

ただいた。来期はコンサルタント契約を締結する計画 

 

カナダ国トロント大学のＤｒ. Ｆｅｒｇｕｓｏｎ及びＤｒ. Ｆａｎ、英国バーミンガム大学のＤｒ. Ｍａｃ

ｋｅｎｚｉｅとはコンサルタント契約無しで、電子メール・電話・現地面談等により提言助言をいただいた。 

 

プロジェクトの運営管理 

 

変更前 

 

本事業の実用化を促進するため､開発で得られた新たな技術を知的財産として権利化する準備を､知財専門家の

支援を受けて行う。 

 

変更後  

本年度開発では特許性のある発明が無く、知財専門家の支援は実施しなかった。 

来年度以降は必要の都度、知財専門家の支援を受ける 

 

 

 

 

(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 

 

指摘事項 

 

動物実験・臨床試験から装置開発に至るプロセスを整理するとともに、動物実験・臨床試験の必要性を示すこと。 

 

 

 

以下の整理、ご説明をさせていただきました。 

 動物実験の必要性 

HFO が新生児患者に応用される際は、ウサギなどの中動物を用いた動物実験が主に行われ、とくに

HFO が肺損傷を予防しうる点について研究されました。その結果、新生児医療では HFO が普及し、と

くに肺が脆弱な未熟児では、HFO の有用性が認められています。 
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この HFO の肺保護的な作用は、成人患者においても魅力的で、特に ARDS のような死亡率が高い患

者群での HFO の効果が期待されました。しかし、最近行われた海外の臨床研究では、HFO の優位性を

示すことができませんでした。優位性を示すことができなかった理由としては、HFO で小さい一回換気

量を用いることが追求できていなかった可能性と、新生児医療ではあまり問題にならなかった HFO の

循環動態に対する影響があげられます。肺は、高い圧力を用いると膨らみます。しかし、気道内圧が高

すぎると、肺は過伸展をすることになり、その結果として、肺は損傷を受け、また、過伸展した肺が静

脈還流の阻害も含め、循環動態に影響を及ぼします。こういった影響に関しては、従来の動物実験では

十分に検証がされておらず、そのような生理学的な影響を十分に認識しないままに、臨床応用に移った

可能性があります。 

 

したがって、HFO を成人患者に応用する際には、十分な生理学的な評価が必要となります。成人患者

に近い肺容量や循環血液量を有する大動物で、肺の進展の具合、肺の進展が循環に及ぼす影響を評価す

ることが臨床的に重要になります。また、これらの生理学的影響は、現行の HFO 人工呼吸器を用いて

評価することが可能です。現在、私たちが認識している臨床的な問題点の解明という点では、現行の HFO

人工呼吸器を使用しての評価を優先するのが得策であると認識しています。また、動物実験においては、

専門家の専門領域が異なることにより、1 施設での実験だけではなく、複数施設で実験を行うことが必

要になります。 

 

この動物実験の結果は、現行の HFO 人工呼吸を用いている臨床の現場で検証されます。また、呼吸管

理プロトコルの妥当性も同時に検証されることになります。 

 

 

 動物実験・臨床試験から装置開発に至るプロセスのご説明 

本事業で実施する動物実験は、呼吸管理プロトコル開発に必要となるプロセスです。 

新型成人用ＨＦＯ人工呼吸器は「改良医療機器」に該当するため、薬事承認およびＣＥ認証にあたり

動物実験・臨床試験は不要とされています。 

 

 

(b) 事業化面 

指摘事項 新型成人用 HFO 人工呼吸器と呼吸管理プロトコルの関係を明確にすること。また、旧型成人用 HFO 人工呼吸器との関

係を明確にすること。 

 

成人の ARDS に対しての HFO 人工呼吸器を用いた海外での大規模な臨床研究では、結果的に HFO の優位

性を示すことができませんでした。その理由として HFO 人工呼吸器の使用方法に問題がある可能性（それに

は、平均気道内圧の設定と目標とすべき小さい一回換気量が確保できていない可能性が含まれる）が指摘され

ます。 

加えて、ARDS という病態は均一ではなく、原因によって異なる病像を呈することも知られています。した

がって、異なる病像に対しては、異なる人工呼吸法を応用する必要性があり、HFO においても同様に、病態

に即した使用法が必要となりえます。このために、新たに HFO 呼吸管理プロトコルの作成を行います。この

プロトコルは、原則として汎用で、特定の人工呼吸器を想定したものではありません。 

 

一方、現行の成人用 HFO 人工呼吸器では、ブロアから出るガス流をロータリーバルブで振動流に変えるか、

ダイアフラムで振動流に変える方法がとられています。この方法では、患者の肺のメカニクスが変わると、肺

に入る一回換気量が一定しないという欠点があります。一方、今回、開発をする HFO 人工呼吸器では、ピス

トンを用いて安定する一回換気量を保証する点が、従来機種と異なります。HFO では、小さな一回換気量と

いうだけでなく、正確な一回換気量を安定して患者の肺に届けることも重要で、このことは、新型 HFO 人工

呼吸器で、はじめて成人患者に応用できると考えています。 
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(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 

提案時（昨年５月）の事業体制整備が不十分で、採択内定後に実施計画書・支出計画書の大幅な見直しやコ

ンソーシアムメンバーの調整（追加）が発生してしまい、結果として事業着手時期が遅れました。 

 提案前の段階での準備作業不足 

 

(b) 事業の進め方 

外注先に試作品を製造委託する場合に初年度の事業期間（今回は１２月下旬に外注先を選定－実質的な作業

期間が約１か月）では対応が困難でした。 

 訪問指導の回数を増やし、外注先の手戻りを極力無くすことで対応しました。 
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3.1.2 これまでの委託事業の成果と今後検討すべき課題 

採択から 3 年後の到達目標 
▶ 

現時点での達成状況 

（計画変更理由を含む） ▶ 
目標達成を阻害する要素の洗い出しと

対応策 ▶ 
来年度検討・実施すべき事項 

（来年度実施計画） 

 

ARDS 患者向けＨＦＯ呼吸管理プロト

コル（最終版）の完成 

 

 

 

ARDS 患者向けＨＦＯ呼吸管理プロトコ

ル（ドラフト版）の完成 

 

 

平成 25 年度に作成した「ARDS 患者向

け HFO 呼吸管理プロトコル（ドラフト

版）」を国内外の専門家の意見を反映さ

せて、より効果的かつ現実的なものに

する。  

ＡＲＤＳ患者向けＨＦＯ呼吸管

理プロトコル（ドラフト版）の評

価と改定 

海 外 専 門 家 （ Dr. Niall 

Ferguson，Dr. Eddy Fan，Dr. 

Iain Mackenzie）と国内専門家

（中根正樹先生、檜垣聡先生な

ど）の意見を反映させて、より効

果的かつ現実的なものにする。意

見交換のための会議を開催する 

 

同 上 

 

  

同 上 

 

ＨＦＯ人工呼吸法を成人患者に応用す

る際には、新生児医療で用いない高い

気道内圧や大きな一回換気量を用いる

必要が生じる。これらが成人患者の循

環動態に及ぼす影響評価が不十分なま

ま、臨床応用されてしまった可能性が

ある。 

 

大動物（ブタなど）を用いた動物実験

を行い、成人での HFO 応用を生理学的

に評価する。 

 

岡山大学及び高知大学で大動物

（ブタなど）を用いて動物実験を

実施する 

2 か所で動物実験を行うのは、そ

れぞれの大学での専門家の専門

分野が異なり、それぞれの専門分

野を生かした実験を行う。それら

の実験結果を共有することによ

り、HFO の生理学的な影響を統

合し、プロトコルや機器の開発に

活用する。 

 

同 上 

 

 

同 上 

 

 

海外専門家と動物実験の経過・結果を

踏まえた意見交換を行い、ＡＲＤＳ患

者向けHFO呼吸管理プロトコル、HFO

人工呼吸器の仕様に関して提案助言を

受ける。 

 

HFO 管理に関する海外情報収集 

 

臨床研究経験者であるカナダ国

トロント大学の Dr. Fan と Dr. 

Ferguson英国バーミンガム大学

の Dr. Mackenzie とコンサルタ
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 ントとしての契約を結び、以下の

提案助言を受ける。また、国立成

育医療研究センターとメトラン

が、カナダ国トロント大学と英国

バーミンガム大学を訪問し、動物

実験の結果を踏まえた意見交換

を行い、ＡＲＤＳ患者向け HFO

呼吸管理プロトコル、HFO 人工

呼吸器の仕様に関して提案助言

を受ける。 

新型成人用ＨＦＯ人工呼吸器の量産試

作機の製作と評価 

 

 

 
 

・新型成人用ＨＦＯ人工呼吸器の全体シ 

ステム仕様を策定 

・振動発生装置の詳細設計と試作機製作 

・呼気バルブ及び吸気バルブの設計およ

びバルブ制御用ボイスコイルモーター

を試作 

・超音波フローセンサー（吸気用）の設

計試作 

・制御用システムの設計（部分）実施 

 

開発遅延の懸念 

・開発規模の増大（過小見積り） 

 

プロジェクト進捗管理を徹底し、開発

スケジュールの順守に注力する。 
 

成人用ＨＦＯ人工呼吸器の機能

試作機の製作・評価 

・機能試作機用の振動発生装置の

試作 

・呼気・吸気バルブの試作 

・呼気用超音波フローセンサーの

試作 

・制御システムの設計・製造 

・電気関連基板の設計・製作 

・表示部の設計・製作、他 

 

認可申請に必要となる各種資料の作成

着手、各種試験の開始 

 

 

 

 

新型成人用ＨＦＯ人工呼吸器に関する制

御用ソフトウェア設計資料（一部）の完

成 

 

 

 

予備テスト（評価）の開始 

機能試作用のモジュール、試作機

を利用してＣＥマークなどの認

証で要求される安全性試験の予

備テスト（評価）の開始 

(ア)IEC60601-1  

一般的電気安全性規格 

(イ)IEC60601-1-2  

電気 EMC 規格 

(ウ)ISO80601-2-12 

人工呼吸器用個別規格 



 

28 

 

3.1.3 平成 26年度以降の実施内容に関する計画（案） 

2014（平成 26）年度 実施内容（案） 2015（平成 27）年度 実施内容（案） 

項目名 具体的な内容 

 

 

ＡＲＤＳ患者向けＨＦＯ呼吸

管理プロトコルを用いて動物

実験の開始 

・独立行政法人国立成育医療研

究センター 

・国立大学法人岡山大学 

・国立大学法人高知大学 

・株式会社メトラン 

 

 

ＡＲＤＳ患者向けＨＦＯ呼吸管理プロトコル（ドラフト版）の評価と改定

を行う（国立成育医療研究センターが中心となって行う）。 

 

平成２５年度に作成したドラフト版「ＡＲＤＳ患者向けＨＦＯ呼吸管理プ

ロトコル」を、海外専門家（Dr. Niall Ferguson，Dr. Eddy Fan，Dr. Iain 

Mackenzie）と国内専門家（中根 正樹先生、檜垣 聡先生など）の意見を

反映させて、より効果的かつ現実的なものにする。意見交換のための会議を

開催する（下の③参照）。 

・低い気道内圧での管理を行う病態と高い気道内圧での管理を行う病態と 

 を区別して、プロトコルを設定する。 

・そのプロトコルのうち、現行のＨＦＯ人工呼吸器で管理可能な部分を見極  

 める。 

・呼吸管理プロトコルと新型成人用ＨＦＯ人工呼吸器（実施内容②）の適合 

  性を高めるための意見交換等を行う。 

・呼吸管理プロトコルの患者の全身管理に関与する部分（循環管理、鎮静・ 

  筋弛緩管理など）を、上記の国内外の専門家の意見を反映させて適正化 

  する。 

 

 

ＡＲＤＳ患者向けＨＦＯ呼吸管理プロトコ

ル（ドラフト版）の評価と改定を行う（国立

成育医療研究センターが中心となって行う）。 

 

 

前年度に行った動物実験の結果を反映して、食

道内圧を指標にしての気道内圧設定をする方法

をプロトコルに盛り込む。 

動物実験による再評価が必要な場合は、実験を

繰り返す。さらに、患者管理において、血行動態

管理、水分出納、鎮静管理などに関しても可能な

限り、プロトコルに盛り込む。 

 

 

岡山大学及び高知大学で大動物（ブタなど）を用いて動物実験を実施する

（これには、国立成育医療研究センターとメトランも参加する）。 

 

・適切な経肺圧となるＨＦＯでの気道内圧を見極める（食道内圧測定から経 

 肺圧を推定）（主に岡山大学）。 

・平均気道内圧の循環動態に及ぼす影響を評価する（岡山大学と高知大学）。 

・臨床応用できる可能な限り高い周波数を見出す（主に高知大学）。 

 

 プロトコル変更等により「動物実験による再評

価が必要な場合」、実験を繰り返す。 
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・可能な限り小さい一回換気量を見出す（主に高知大学）。 

 

ＨＦＯ管理に関する海外情報収集 

（国立成育医療研究センターとメトランで実施） 

これまで海外において、成人を対象としたＨＦＯを用いた大規模な臨床研

究が 2 つ行われており、その臨床研究経験者であるカナダ国トロント大学の

Ｄｒ. Ｆｅｒｇｕｓｏｎ及びＤｒ. Ｆａｎ、英国バーミンガム大学のＤｒ. Ｍ

ａｃｋｅｎｚｉｅとコンサルタントとしての契約を結び、以下の提案助言を

受ける。また、国立成育医療研究センターとメトランが、カナダ国トロント

大学と英国バーミンガム大学を訪問し、動物実験の結果を踏まえた意見交換

を行い、ＡＲＤＳ患者向け HFO 呼吸管理プロトコル、HFO 人工呼吸器の仕

様に関して提案助言を受ける。 

・ARDS 患者向け HFO 呼吸管理プロトコル 

・HFO の生理学的な影響に関しての臨床面からの意見 

・成人用 HFO 人工呼吸器の仕様 

 

 

 

 

成人用ＨＦＯ人工呼吸器の機

能試作機の製作・評価 

・株式会社メトラン 

・エンジニアリング・システム 

 株式会社 

 

 

 

２５年度で行われた要素試作を用いて成人用ＨＦＯ人工呼吸器の機能試作

機を２台製作する。 

【機能試作機の製造】 

株式会社メトランが振動発生装置以外の人工呼吸器全般の設計・製造を担当す

る。 

エンジニアリング・システム株式会社は振動発生装置の設計・製造を担当し、

そのレビューおよび各種支援を株式会社メトランが実施する。 

 

・人工呼吸器の詳細仕様書の作成 

・人工呼吸器の機構設計と電気ハードウェア設計 

・部品の製作・購入 

・制御ソフトウェアのインテグレーション及び検証 

・基本動作試験 

・各部分の耐久性試験の開始 

成人用ＨＦＯ人工呼吸器の量産試作機の製作

と評価（株式会社メトラン、エンジニアリン

グ・システム株式会社） 

・機能試作機を使用した各種試験を実施し、改 

 善点を洗い出す。 

・改善点を反映させた量産試作機を製作する。 

 

  認可申請で必要とする資料の作成、各種試験

の開始（株式会社メトラン） 

 

  ・量産試作機を利用した各種試験に着手 
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・機能試作機（２台）の組立 

 

【機能試作機の評価着手】 

 

機能試作用のモジュール、試作機を利用してＣＥマークなどの認証で

要求される安全性試験の予備テスト（評価）を開始する（メトラン） 

(ア) IEC60601-1 一般的電気安全性規格 

(イ) IEC60601-1-2 電気 EMC 規格 

(ウ) ISO80601-2-12 人工呼吸器用個別規格 

 

 

プロジェクトの管理・運営 

・埼玉県産業振興公社 

 

 

  

 プロジェクトを円滑に推進するため、一連の事業全体について、アドバ

イザーも含めたミーティング、打合せ、技術相談を行うなど事業を統括す

る。 

 

 

 同 左 
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3.1.4 委託事業終了時までに完成する最終製品の概要とスケジュール 

最終製品名 概要 スケジュール 

 

ＡＲＤＳ患者向けＨＦＯ

呼吸管理プロトコル 

 

ARDS 患者向け HFO 呼吸管理プロトコルの記載事項 

 適応 

 初期設定 

 酸素化への対応 

 換気への対応 

 全身管理 

 通常の人工呼吸法への移行 

 その他 

 

 平成 26 年： 呼吸管理プロトコル

ドラフト版が完成。その後、そのド

ラフト版をもとに議論。 

 平成 26 年度の後半： 呼吸管理プ

ロトコル完成（日本語版） 

 平成 26 年度後半から 27 年度前半： 

英語版呼吸管理プロトコル完成 

 

新型成人用ＨＦＯ人工呼

吸器 

 

 

成人用のＨＦＯ（高頻度振動換気式）人工呼吸器で以下の特長をもつ 

 ・高い周波数で充分な一回換気量を確保する 

 ・ＨＦＯ換気時に振動数（周波数）と一回換気量（ストロークボリューム）を 

独立制御可能とする 

・HFO の圧力波形の乱れが少ない 

・HFO 圧力波形がサイン波となり肺への負担が少ない 

・HFO 圧力波形が設定圧（MAP）の上下に１：１で変動する 

・従来型人工呼吸器の代替を可能とする 

多様な従来型換気機能をサポート 

・稼働時の静粛性に優れる 

・競合製品と同程度の価格で提供  
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【用語等のご説明（１／２）】 

  

１．ARDS とはどんな病気ですか？  

（一般社団法人日本呼吸器学会ホームページから抜粋） 

 ARDS は急性呼吸促迫症候群（きゅうせいこきゅうそくはくしょうこうぐん、Acute 

Respiratory Distress Syndrome）の略語です。「急性呼吸不全の原因は何ですか？」で述べた

ように、急性呼吸不全は(1)気道、(2)肺胞―毛細血管でのガス交換、(3)肺への血液循環のいず

れが侵されても生じます。ARDS は主に(2)の障害に基づき 48 時間以内に生じてきた急性呼吸

不全を特徴とする病態です。最近では、このような病態を踏まえて Acute Lung Injury（ALI;

急性肺損傷）/ARDS と呼ばれることが多くなりました。 

 

  ALI/ARDS は、ひとつの病気の名前ではありません。米国胸部疾患学会と欧州集中治療医

学会との合同検討会（American-European Consensus Conference: AECC）でなされた定義

は、「先行する基礎疾患を持ち、急性に発症した低酸素血症で、胸部 X 線写真上では両側性の

肺浸潤影を認め、かつ心原性の肺水腫が否定できるもの」となっています。簡単にいえば、(1)

急に発症している、(2)低酸素血症が明らかである、(3)胸のレントゲンで一部ではなく全体に

渡る異常な影がある、(4)心臓が原因ではない、もの全てを指します。原因となる“先行する

基礎疾患”は、肺に直接の障害を与えるものと間接的に障害を与えるものに分けることができ

ます。直接障害で頻度の高いものは、重症肺炎と誤嚥性肺炎です。一方、間接的な肺障害によ

り ALI/ARDS を引き起こす最も重要な病態は敗血症です。敗血症は、血液中に細菌が入り込

み全身をめぐっている病態をいいます。ALI/ARDS の約 80％は敗血症を伴っているとされて

います。 

 

 

２．肺保護戦略とは？ 

（日本救急医学会ホームページから抜粋）   

ALI/ARDS に対する呼吸管理法で，肺の過膨張による正常肺の障害を避け肺を保護する目

的でおこなわれる。実際には：①低一回換気量（6ml/kg）（lower tidal volume ventilation），

②吸気プラトー圧 < 30 cmH2O を目標，③吸気プラトー圧の制限を優先し，そのためには高

炭酸ガス血症を容認する（permissive hypercapnea），④PEEP は呼気終末における肺胞の虚

脱を防ぐためのレベルに設定する。これらは ARDS ネットワーク（N Engl J Med 2000; 342: 

1301）によって実施された大規模臨床試験や，その他の臨床試験の結果から得られたエビデ

ンスに基づいて推奨されているが，例えば頭蓋内圧亢進患者において hypercapnea は禁忌で

あり，実際は個々の患者の状態に応じて呼吸管理を実施する必要がある。 
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【用語等のご説明（２／２ ）】 

 

３．ＨＦＯ（高頻度振動換気：Ｈｉｇｈ－ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｏｓｃｉｌｌａｔｉｏｎ）とは    

  （日本呼吸両方医学会：人工呼吸 Vol 29 no2  「HFO 基礎知識」 から抜粋） 

  High frequency oscillation とは、高頻度（High frequency）で振動（oscillation）を加え

て行う人工呼吸法である。ＨＦＯでは、新鮮ガスの流量源からガスを流し、それに対して、ピ

ストンポンプやダイヤフラムで振動流を作り出し、その振動流を肺内に伝えることで呼吸補助

を行う。 

  ・高頻度とは、通常、１～２Hz（６０～１２０回／分）以上を指すが、臨床上、ＨＦＯで 

使用される周波数は８～１５Hz が多い（新生児は１５Ｈｚ、小児は１０～１２Ｈｚ、成

人では８～１０Ｈｚ）。 

  ・ピストンとダイヤフラムの動きは、吸気と呼気の両方向であるため、ＨＦＯでは吸気も呼

気も能動的である。（通常の人工呼吸では、吸気は能動的であるが呼気は受動的である） 

  ・ＨＦＯで用いられる一回換気量は、解剖学的死腔と同等かそれ以下とされ（通常２ml／ 

㎏以下の容量）。肺保護戦略として肺容量が確保された状態で小さな一回換気量で人工呼

吸を行う方法が提唱されているが、そういった意味ではＨＦＯは、論理的には究極の肺保

護戦略と認識される。 


