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1. 事業の概要 

既存心臓修復パッチを使用する手術で生じる再手術を回避するには、自己組織に置換され、かつ伸長

可能な心臓修復パッチが求められている。特に、小児では再手術がもたらす生命の危機および経済的負

担が一生涯続くため、解決しなければならない喫緊の課題である。 

本事業では、非吸収素材と吸収素材を独自のシミュレーション技術とそれを実現する編み技術により

全く新たな心臓修復パッチを製品化し、課題の解決と事業化を目指す。 
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1.1 事業の目的 

我が国における心臓大血管手術数は年々増加傾向にある。日本胸部外科学会の学術調査報告によると、

1986 年に約 20,000 件の手術数が 2010 年では約 60,000 件と大きく増加している。 成人・小児に関わら

ず、多くは人工の手術材料の移植に依存した手術が行われているが、人工の手術材料は感染を生じやす

いため、“非常に感染に弱い-細菌感染巣になりやすい”という決定的な弱点がある。 

手術材料の感染では、敗血症や多臓器不全等の重篤な合併症の発生による死亡率が高く、その治療に

対して投入する医療費と労力は莫大である。この感染を回避・治療する目的で、欧米ではホモグラフト

（ヒト死体から採取して凍結保存した大動脈弁や動脈）が用いられるが、わが国ではその供給体制は無

い。また自己の心膜をグルタールアルデヒドで処理したものを心臓修復パッチとして使用する場合では、

強度や量が限られている。 

また、小児の心臓手術では、心臓内の解剖学的異常を修復するために人工物である心臓修復パッチが

移植され、体内に長く留まる。小児では身体の成長に伴って心臓のサイズも大きくなり、心臓弁の弁輪

径（直径）では生後 2～3 か月から 20 歳までにおおむね 2 倍となる。よって、移植された心臓修復パッ

チも伸長することが望ましい。しかし現在我が国で入手可能で保険償還される既存製品は、生体由来（ウ

シ、ウマの心膜）と ePTFE（ポリ四フッ化エチレン）を原材料とするものに限られており、この小児の

特性を加味した”成長に合わせて伸長する”という機能を有しない。このため、成長期や成人期に心臓

修復パッチ移植部に再狭窄等の問題が発生し、心臓カテーテルによるバルーン拡張やパッチ交換の再手

術が必要となる。 

現在、使用可能な心臓血管手術材料の殆どは輸入品である。製造国の事情（規制・制度の変更により

製造中止になる等）により入手困難な状況が発生すると、日常での診療が滞る場合がある。 

上記の課題から、体内移植後に感染の危険性が少なく、小児領域では体内移植後に身体の成長に合わ

せてサイズが伸長する既存製品には無い性能を持った新しい心臓修復パッチが求められている。さらに、

安定供給が可能で、かつ特殊な処理、保存条件、使用方法を必要とせず、だれもが容易に使用できるよ

うな配慮も求められている。 

そこで本事業では、吸収素材と非吸収素材を独自のシミュレーション技術とそれを実現する編み技術

により、全く新たな心臓修復パッチを開発する。吸収部分が消失し自己組織に置換され、非吸収部分が

強度を保ち伸長する。よって本パッチは成長に合わせて伸長する機能を有し、かつ強度を保つための人

工物の残存を最低限におさえることで感染に強い機能を有することが期待できる。本パッチの作製にお

いては、新規素材を導入する際の開発リスクを減らすため、既に医療材料で使用されている素材を使い

早期商品化を目指す。 

 

1.2 事業実施体制 

事業管理機関：学校法人大阪医科大学 

PL：荒尾 健太郎（帝人株式会社） 

SL：髙木 義秀（福井経編興業株式会社） 

共同体：①福井経編興業株式会社 

 ②帝人株式会社 

 ③帝人ファーマ株式会社 
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1.3 事業化する医療機器の概要 

1.3.1 製品名：心臓修復パッチ 

(1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 医療機器 クラス分類* Ⅳ 

製品名 心臓修復パッチ 分類名称（一般的名称）* 新医療機器のため該当名称無し 

対象疾患 心臓手術 届出／認証／承認* 承認 

想定される販売先 医療機関（病院） 新／改良／後発* 新医療機器 

薬事申請予定者 帝人ファーマ株式会社 医療機器製造販売業許可 種別 13B1X00059 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

福井経編興業株式会社 医療機器製造業許可 登録予定 

 業許可  

 業許可  

（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、海外市場をターゲットにしている。 

(3) 事業化する医療機器の概観・特長 

本事業では、小児（主に 1 歳前後の乳幼児）心臓手術での医療ニーズに応えるため、身体の成長に

合わせて伸長できる心臓修復パッチの開発・実用化を目指す。 

小児心臓手術では、術後に心臓が成長するため、従来よく用いられている製品（ePTFE シート）で

は、成長につれてシートと周辺部位の大きさに齟齬が生じて、再狭窄等が起きることがある。 

そこで、本事業での開発品は、成長に合わせて伸長できる医療材料として、従来の心臓修復パッチに

要求される性能（生体適合性、強度 等）に加えて、以下の特性を製品に付与することを目指す。 

①身体の成長に合わせて伸長できる特徴を有する。 

②自然な自己組織の再生を妨げないようにする。 

また、ePTFE シート以外で用いられることのある生体由来製品では、特殊な処理、保存条件を必要

とするが、今回開発する製品は特殊処理、低温保管などを必要としない、医療現場において容易に使

用できる製品を目指す。製品に付与する特性を図 1 に示す。 

 

            図 1 製品に付与する特性のイメージ 
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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 

本製品の開発により、先述したようにこれまで適切な材料がなかった小児心臓外科手術の領域で、止

むを得ず ePTFE を使用している手術での置換えが進むとともに、これまで適切な材料が無く、手術時に

人工材料を使用していなかった／することができなかった患者への適用も進むと考えられ、新たな市場

創造につながることが期待できる。 

さらに、今回の開発品で素材の安全性が担保されたのちに、類似の医療ニーズのある心臓修復パッチ

以外への展開の小児心臓外科手術材料を中心とした多様な医療材料への技術・素材の応用を行い、医療

現場での波及効果を最大化していく。 

具体的詳細は 1.4（２）の市場性の項に記載する。 

 

(2) 当該機器等の市場性 

 ① 提案する機器の想定顧客 

 一次ユーザー：心臓血管外科医（本製品の使用者－使用感、安全性、科学性を重視） 

 二次（エンド）ユーザー：患者（本製品による直接の利益享受者－再手術等の危険性が無いこと

を重視） 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

既存製品で心臓血管パッチとして使用される医療材料は、薬事における承認区分としての差異はあるも

のの、すべて特定保険医療材料「099 組織代用人工繊維布」の機能区分③「心血管系用・心血管修復パッ

チ」で保険償還されている。これは、この「分野―機能区分」では、最も高額なパッチであるが、現在

は、ePTFE もしくは生体由来材料（ウシ、ウマ）に限定されており、その償還価格は 1,320 円/cm2 であ

る。本品は、薬事承認取得後、既存品と同様の保険償還を獲得し、国内市場に参入することを想定して

いる。 

現在の我が国における既存パッチ製品（ePTFE およびウシ・ウマパッチ）の市場は、矢野経済研究所

によると、2013 年度は推定約 6.6 億円となっている。2021 年（上市後 3 年目）は今後の市場拡大と保険

点数切り下げの両面による影響で、微増の 7 億円の市場と推定する。 

 

(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）競合企業は誰か。 

・W. L. Gore & Associates, Inc. （米国企業、日本支社：日本ゴア（株）） 

 ・Edwards Lifesciences Corporation (米国企業、日本支社：エドワーズライフサイエンス（株）） 

（２）競合商品は何か。 

・ゴアテックス ePTFE パッチ II （日本ゴア）—我が国における心臓修復用パッチでのシェアナン 

バーワン（競合として最強） 

・ウシ心のう膜パッチ、ウマ心のう膜パッチ（エドワーズライフサイエンス）—成人と小児領域共に、

使用数自体は減少傾向 
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（３）市場獲得のための障壁は何か。 

①既存製品と比較し、中・長期的な臨床成績の非劣性および向上を示すデータの獲得 

②医師および学会からの賛同、支援 

③循環器系医療機器・材料に特異的な流通・販売網 

 

○競合分析にあたり、国内既存製品と競合が予想される海外製品との本開発製品の比較を下表に示す。 

パッチ種 本開発品 国内既存製品（１） 国内既存製品（２） 

商品名 未定 ゴアテックス ePTFE パッチ II

（心臓修復用パッチ） 

生体由来製品 ウマ心のう膜パ

ッチ 

製造販売業者 帝人 日本ゴア株式会社 エドワーズライフサイエンス株

式会社 

製造業者 帝人／福井経編 W.L.Gore & Associates, Inc. 

（米国） 

Edwards Lifescience LLC （米

国、スイス） 

承認番号 未定 1600BZY00190000 16300BZY00441 

保険償還価格 1 cm2当たり

1,333~2,640 円

（見込み） 

1 cm2当たり 1,320 円 1 cm2当たり 1,320 円 

使用目的 心臓中隔および

外壁として用い

る 

心臓中隔及び外壁として用いる 次の部位の修復または手技に使

用する－心房中隔欠損、心室中隔

欠損、大腿動脈、大腿静脈、右心

室流路、僧房弁輪形成術、心膜閉

鎖 

材料 合成高分子（吸収

性／非吸収性） 

ポリテトラフルオロエチレン

（ePTFE） 

生体由来材料 

グルタールアルデヒド処理ウマ

心膜（米国・カナダ産） 

保存 室内 室内 冷所保存（グルタールアルデヒド

内－使用時洗浄必要） 

吸収性 

（自己組織置

換） 

〇 × × 

伸長性 〇 × × 

手術操作性 未検 〇 〇 

不具合・有害

事象 

未検 感染、炎症、血漿成分の漏出、

血腫、塞栓、縫合針孔からの血

液の漏出、仮性瘤 

グルタールアルデヒド溶液によ

る細胞障害、ウイルス感染（ウェ

ストナイル等）、感染、炎症、無

菌膿瘍、繊維性肥厚、石灰化 
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 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）競合商品に対する差別化ポイントは何か。 

 ①生体内移植後に、身体の成長に合わせてサイズが伸長する 

 ②生体内移植後に、感染の危険性が少ない 

 ③生物由来材料を使用しない 

 ④特殊な処理や保存条件を必要とせず、だれもが容易に手術で使用できる   

 

（２）本事業としての優位性はどれくらいか（可能な範囲で定量的に記載） 

＜技術・製品面における優位性＞  

 ①身体の成長に合わせてサイズが伸長するパッチは現市場に存在しない。本心臓修復パッチは１辺

が約 2 倍にまで伸長し、面積としては約 4 倍にまで伸長する。そのため、伸長が必要な患者のほぼすべ

てにおいて本製品が適用できる。  

②また、伸長が必要でない患者においても、優位性を示すと考える。 

 ③本製品は管理された工程及び性能検査によって均一性の高い製品を供給できる。現在使用されて

いる海外品と異なり本品は日本製であり、品質を重視する日本の医師には受け入れられやすく、さらな

る市場獲得も期待できる。 

 ④現時点で調べうる限り、本提案医療機器の開発・製品化への障壁となる成立先行特許は見当たら

ず、”心臓修復パッチ“という用途において生体内埋没後に大きさが拡大するという他にはない効果を達

成するため、新たな発明を特許化し、他社参入の障壁を築くことが可能である。 

 

＜事業的優位性＞ 

 ①帝人株式会社の子会社である帝人ファーマ株式会社での販売を予定している。



8 

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 

 

 

 

案件番号

事業管理
機関名

事業名

H25（2013）年度 H26（2014）年度 H27（2015）年度 H28（2016）年度 H29（2017）年度 H30（2018）年度 H31（2019）年度 H32（2020）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

【心臓修復パッチ】 実績

量産機開発 計画

【心臓修復パッチ】 実績

臨床研究 計画

実績

薬事申請 計画

実績

知財対応 計画

実績

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

・一次試作品の開発と仕様決定
・国内出願準備
・国内市場調査

・二次試作品の開発と評価
・量産試作品の開発
・各種試験実施
・薬事戦略相談
・国内出願準備
・国内市場調査

・量産試作品の開発
・安全性・耐久性（長期保存）試験(継続）
・治験

26-012

学校法人大阪医科大学

自己組織に置換され、伸長する心臓修復パッチの開発

薬事戦略相談実施タイミングが26年度事業
期間に間に合わなくなったため、来年度実施
する。

0次試作品開発

一次試作品開発

および性能評価
二次試作品開発・仕様検討

体制づくり

量産化検討

非臨床試験
治験

安全性・耐久性（長期保存）試験

体制づくり

薬事戦略相談

体制づくり

PMDA：治験相談薬事戦略検討

国内出願準備

国内知財調査

国内出願準備

体制づくり

戦略検討

戦略検討

調査実施
市場調査 国内販売戦略策定

国内アフターサービス体制の構築

国内広報戦略実施

体制づく

調査結果分析

調査実施および調査結果分析

知財調査実施・結果分析

薬事戦略

相談内容

検討

分析実施

課題検討

・一次試作品開

発および性能評価

・製造課題検討

試作用経編機械

導入および設置
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(2) 投資回収計画 

 

 1) 投資計画 

「(1) 委託期間後を含めた事業計画の概要」に記載した計画を踏まえて、下記項目について年度ごとに

試算した（数値は非公開）。 

 開発投資（～H30）費用 

 自己負担開発費用 

 委託事業終了後の費用 

 

 2) 回収計画 

以下の点に基づき回収計画を策定し、投資回収が可能であることを確認した（数値は非公開）。 

 日本における既存製品の市場規模は約 7 億円、米国では約 40 億円程度と推察している 

 これまで適切な材料が無く、手術時に人工材料を使用していなかった患者への適用も進むと考え

られ、新たな市場創造につながることを期待している。 

(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” 

上市後は、帝人グループ内の製造販売業を持つ企業で、営業インフラを活用して販売体制を構築する

ことを想定する。 

製造に関しては、福井経編興業が製造業登録を行って量産を行う想定である。 

大阪医大は、開発されたパッチの普及・知名度の向上に、アカデミアとしての立場から協力する。 

また、医療材料の領域においては、臨床での使用実績を積むことが、他用途での展開につながる。心

臓修復パッチで開発した素材を他の用途に適用することで、複数の製品を連続的に開発していく。 

 2) ビジネス体制 

図に示すように、帝人グループが製造販売業を担当、製造を主に福井経編興業が担当してビジネス体

制を構築する。循環器用医療材料固有の流通等に関しては、事業期間中に調査を実施する。 
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 3) ものづくり中小企業の位置づけ 

福井経編興業㈱はものづくり中小企業として、本パッチ開発においてコア技術となる経編技術をもっ

てパッチの設計・製造を行う。 

編み構造の設計については 3D デザイン(構造等)が可能な最新のコンピュータシュミレーションが導入

済みであり、試作品を作るための多様な構造のシミュレートが事前に短時間で作成可能である。試作品

開発(一次)では機能性試験等の結果から、経編構造・密度等の改良し仕様を決定していく。試作品開発(二

次)では、非臨床試験から出てきた課題に対して更なる設計改良を加え、決定した設計仕様に基づき生産

プロセスを確立し量産試作と評価を実施する。医療機器製造業許可(登録製造所)取得を予定しており本パ

ッチ開発における量産化・品質管理体制を築いていく。 
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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 

本年度は事前検討サンプルをベースに心臓修復パッチの改良に取り組み、小児心臓血管手術に最適な設計仕様を検討する。手術時の使い勝手（縫

いやすさ等）、有効性および安全性の検証のため大型動物に移植する実験（非臨床試験）を行う。 

  薬事戦略相談等を通じて、最適な非臨床試験、臨床試験を遂行できるよう検討する。本事業で得られた技術の特許化に向けて、国内出願する

ための事前調査を行う。さらに望まれる製品仕様の明確化、営業体制等の構築などを目的とし、市場調査を開始する。 

(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 

心臓修復パッチ試作品（基布） 福井経編にて、糸の組み合わせ、製造条件を変更した試作品（基布）を作成した。 

心臓修復パッチ 福井経編にて作成した基布をもとにパッチの試作品を作成した。 

 

(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 試作品開発（一次） 

事前検討でサンプルは作製済である。開発

品の初期技術課題の明確化と、購入予定の編

み機に必要な機能同定のため、作製したパッ

チを各種試験で評価・検討する。 

 

購入した編み機により、課題解決のアイデ

アを反映した試作品を作成、評価し、課題解

決を検証、次段階の課題を抽出する。 

 

▶ 

①事前サンプルは作製した。 
②外部機械を借りて、一次サンプルを作製した。 
③製品への要求事項をまとめ、それに基づき試作
品の評価項目の検討を実施した。 

④使用時の課題を検討した。 
▶ 

①一次サンプルで評価を実施する。（帝人で評
価系を立ち上げた内部試験実施後、外部試験
機関への委託依頼をも検討する） 
②大阪医大にて試験を実施する。 

③機械入手後の製造条件の適正化検討 

② 非臨床試験（有効性試験） 

大阪医科大学にて非臨床試験を行い、有効

性、安全性を検証する。 

 

▶ 

①必要な部材の見積り書入手。 

②非臨床試験の計画作成。 

③既製品を使った試験の実施。 
▶ 

①非臨床試験に使用するパッチ試作品の選定 
②本パッチ試作品による非臨床試験の実施 

③ 事戦略相談（PMDA: 個別面談等） 

使用材料、非臨床試験、臨床試験など、開

発の枠組みおよび試験項目などについて

PMDA と個別面談等を行い検討する。 

 

▶ 

①PT ミーティングを開催し、薬事戦略を決定し

た。 
▶ 

①PMDA と個別面談の実施（通常のタイムラ

インに加え、医薬品医療機器等法の施行によ

る遅延回避が懸念要因） 
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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 

④ 国内出願準備 

本事業の知的財産を確保するために、国内

出願を行うための事前調査等を行う。 

心臓修復パッチの試作→評価→解析を進

め、国内出願を行うための事前調査等を行う。

事業管理機関である大阪医科大学を中心に出

願に向けて特許事務所を調査し選定する。 

▶ 

①PT ミーティングを実施（11 月 5 日）し、知財
調査仕様内容を決定した。 
 

②調査会社への見積り依頼内容をまとめ発注を行

った。 
▶ 

 
①調査内容結果の検討 
 
②海外調査の準備、調査範囲の特定 

 

⑤ 市場調査 

製品の最適化、適切な営業体制等の構築な

どを目的とし、市場調査を今年度中に行う。 

▶ 

①市場調査を実施した。 

 ▶ 

①調査結果のまとめ 

 

⑥ 事業の管理・運営 

本プロジェクトを円滑に進めるため、プロ

ジェクト構成員相互の連絡調整、プロジェク

ト全体の事業の運営及び管理を実施する。な

らびに委員会開催運営及び報告書のとりまと

めを行う。 

▶ 

①下記プロジェクト体制を構築し、メンバー、PT 
リーダーを決定した。 
 全体委員会    －設計開発 PT 
          －知財 PT    
          －薬事・非臨床・安全性 PT  
          －販売 PT 
②全体委員会開催 

・11 月 12 日 第一回全体委員会実施 
・12 月 18 日 第二回全体委員会実施 
・1 月 27 日 第三回全体委員会実施 

③各社経費関係管理のとりまとめ 

④27年度実施計画・支出計画の作成とりまとめ 

⑤完了報告書の作成とりまとめ 

 2月 27日 完了報告書提出 

▶ 

①全体委員会の開催（月一回） 
②各 PT の推進（PT 会議など） 
③確定検査対応 
④27 年度契約業務（委託先契約含む） 
⑤27 年度の実施体制検討 

 

 

⑦ 経済産業省・事業管理支援法人との打合

せ 

合同伴走コンサル、中間報告、最終報告等、

経済産業省、事業管理法人と打合せを実施す

る。 

▶ 

①11 月 21 日 伴走コンサル対応 

② 1 月 15 日 有識者委員会対応 

③ 1 月 23 日 中間検査対応 

④ 2 月 13 日 次年度の実施計画書の詰め対応 

 

▶ 

①確定検査対応 
②27 年度の対応 
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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 

 薬事戦略相談 

ア）承認審査に必要な有効性（性能）、安全性でデータセットと解決課題の確認、イ）ヒトでの評価開

始までの非臨床での安全性確認の考え方、ウ）臨床的有用性を示す性能確認・評価試験、申請前相談ま

での継続的な相談ステップ、等について、審査当局に相談して実施計画の精度を上げる 

 治験相談 

未実施 

 申請前相談 

未実施 

 

 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…「安全性を担保しうる非臨床評価法、及び臨床

での症例数設計」 

 (3)技術・評価面に記載した非臨床評価及び臨床

評価について、PMDA の意見を参考にパッケージを

構築する。 

PMDA 相談を活用して適切な評価パッケージを

早期に構築し実施する。 

②…臨床的な有効性確認における非臨床評価と臨

床試験の合理的な組み立て」 

 PMDA の意見を参考に計画し、臨床試験での評

価との合理性を持たせる。 

臨床的有用性評価における臨床試験パッケージ

の、PMDA 相談を活用した早期確定を行う。 

 

(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） 

国内先行技術調査として、本プロジェクトの障害となりうる他社成立特許が存在するか否の調査

はすでに実施して、我々の障害となりうる成立特許は存在しないことを確認しているが、我々の

知財を確保するためには周辺技術を精査した上で進歩性確保の見通しを立てる必要がある。 

 

 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 

コアになる技術要素に関しては、出願・権利化を進める。 

 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

強い知財権の構築を進めたい。 
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 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

 最初に実施した調査（１）生分解性の繊維と非分解性の双方を含む医療材料（補綴材）を行った結

果、以下の課題が明らかになった。 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

①…知財調査による課題抽出      

 生分解性の繊維×生分解性の繊維からなる医療

材料など似たような出願が散見され、これらを網羅

的に周辺技術としておさえておく必要性が見いだ

された。 

課題①に対応するため、本年度は知財調査を実施

した。 

 

(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 

事業初年度である今年度は、臨床ニーズを製品への要求に落とし込み、それに沿った評価項目の検討、

評価法の策定を中心に実施した。並行して、1 次試作により、設計・工程の課題の洗い出しを行った。 

非臨床の評価項目を暫定的に定め、今年度中に評価法まで確立できる見通しであり、来年度前半には

既存品とのベンチマーキングを実施する。 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

非臨床試験パッケージを策定した。薬事申請に必要充分であるかどうかは、今後の薬事戦略相談で確

認する。 

 パッチの一次試作品を作製 

外部の機械を借りて試作品を作製し、納入予定の新編機に対する必要機能や設定等を検討 

耐圧性を高め、使用時の血液漏れを防ぐためのコーティング・積層等の検討を実施し、試作品製造に

着手した。 

 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…「試験系の設定」 

 臨床で安全に用いることを担保するための試験

系を設定する。 

試験系を確立し、本開発品を評価し、既存品と同

等以上であることを示す。 

②…「実評価」 

 体内に植込んだあと、徐々に吸収性部分が吸収さ

れた後の確認によるコンセプト検証。 

パッチのサンプルを取り出し、その伸長性を評価す

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 

国内において、帝人(株)のグループ企業である帝人ファーマ(株)は、 第一種医療機器製造販売業許可
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を取得済である。海外においては、帝人ファーマは子会社を通じ、米国、韓国、スペインにおいて在宅

医療事業を展開しており、それぞれの国において医療機器の販売に必要な許可を取得している。これら

の組織を事業基盤として活用しつつ、循環器領域の展開に必要な営業網および物流網については外部と

の提携を含め今後構築していく。 

一方で、流通・卸売体制については特殊性に対応するため帝人グループ外部との連携により新たに構

築する必要がある。 

 QMS 等の品質保証体制 

帝人（株）がグループ内に持つあるいは今後構築する品質保証体制を活用して、品質保証を進めて行

く。ものづくり企業である福井経編興業(株)における QMS 対応に関しても、適切な段階から帝人(株)が

支援を行う。 

 広報・普及計画 

・プレスリリース等を通じ、本製品の開発について適宜開示を行う。 

・可能な範囲で学会発表や論文発表を積極的に行い、開発段階から本製品の有用性が広く認知される

ように取り組む。 

 

 

 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…「事業性の確保（研究開発投資と事業利益のバ

ランス）」 

 非臨床試験および臨床試験の項目、試験数等が増

加すれば、収益を圧迫する原因となる 

市場ニーズ調査を行い、それに基づく製品仕様の

決定と開発計画の策定により、無駄のない研究開発

を行う。 

②…「営業販売網の構築」 

 循環器領域の展開に必要な営業網および物流網

を構築する必要がある 

帝人 G 内の既存営業インフラ活用 

③…「海外展開」 

 海外展開にも利用できる形での試験データの取

得、および海外販売パートナーを確保する必要があ

る 

国内臨床データの海外薬事承認取得における活用、

海外提携探索 

④…「競合品に対する優位性の確保」 

 付加価値（成長に併せて伸長する）のある製品開

発をターゲットとしているが、基本的機能の部分に

おいて他社品に劣ると使用してもらえないリスク

がある 

設計段階からの競合品ベンチマーキング、市場調査

による TPP（Target Product Profile）の策定 
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1.8 平成 26 年度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・ニーズ 

変更前 動物非臨床試験の実施 

変更後 サンプルが出来た段階で非臨床試験を実施する。 

(2) 機器スペック・ビジネスモデル 

特になし。 

(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 PMDA薬事戦略相談の実施 

変更後 今年度は薬事戦略相談のデータを整理し、PMDA戦略相談は 27年度実施に変更 

技術プロファイリングの確立および事前データを確認してから、PMDA 戦略相談に臨むことに変更。 

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 ご指摘・ご意見を頂いた。 

 

頂いたご指摘・ご意見を参考にして取り組

む。 

知財対応 ご指摘・ご意見を頂いた。 頂いたご指摘・ご意見を参考にして取り

組む。 

技術・評価面 ご指摘・ご意見を頂いた。 今後の参考とさせて頂いた。 

その他事業

化全般 

とくになし  

 

1.8.3 （参考）採択条件への対応状況 

指摘事項 対応 

委託事業期間内の達成目標を精査、具体化した上

で、平成 27 年度実施計画の策定を行うこと。 

達成目標を具体的にして、平成 27 年度実施計画を

作成した。 

本事業の目的である「臨床現場の課題とその解決」

「ものづくり中小企業の有する高い技術力の活用」

「医工連携による医療機器等の実用化」を再度整理

し、これらの目標を踏まえてその達成に向け委託 

事業を遂行すること。 

臨床現場である大阪医科大学での小児心臓手術で

の課題とそれの解決に向けて、福井経編興業の経編

技術力を活用し、帝人の医療機器開発力および販売

力を有機的に結び付けて、強固な連携のもと全体委

員会とプロジェクト体制で委託事業をすすめます。

さらに 27 年度は担当人員の増強し体制強化を図り

ます。 

事業遂行の過程における課題への対応方法などを

今後の医工連携による医療機器等の実用化に携わ 

る者への模範・参考となるよう心がけるとともに、

その情報発信に協力すること。 

事業支援管理機関と相談しながら情報発信に努め

ます。26 年度は開発スタート時点でのプレス発表

を実施しました。 
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1.9 平成 27 年度委託事業の計画（案） 

(1) 平成 27 年度委託事業の実施内容 

項目名 具体的な内容 

①試作品開発（二次） ２６年度開発した一次試作品の評価結果に基づき、購入した編み機で作製する経

編性能に応じて二次試作品を複数の製造条件で作製する。 

②非臨床試験（有効性

試験） 

試作品で大型動物での実験を行い、既存品と比較する。 

③生物学的安全性・保

存安定性評価 

試作品の生物学的安全性・保存安定性評価を実施する。 

④ 薬 事 戦 略 相 談

（PMDA: 個別面談

等） 

非臨床試験、臨床試験など、開発の枠組みおよび試験項目などについて PMDA

と個別面談等を行い検討する。 

⑤国内出願・海外知財

調査 

本事業の知的財産を確保するために、国内出願を予定する。事業管理機関である

大阪医科大学を中心に特許事務所を調査し選定する。 

⑥市場調査  製品の最適化、適切な営業体制等の構築などを目的とし、市場調査を行う。 

⑦事業の管理・運営 本プロジェクトを円滑に進めるため、プロジェクト構成員相互の連絡調整、プロ

ジェクト全体の事業の運営及び管理を実施する。ならびに委員会開催運営及び報

告書のとりまとめを行う。 

⑧経済産業省・事業管

理支援法人との打合

せ 

合同伴走コンサル、中間報告、最終報告等、経済産業省、事業管理法人と打合せ

を実施する。 

 

 

 

 

 

(2) 平成 27 年度における事業化に向けた検討事項 

領域 検討・実施すべき事項 

薬事申請  PMDA と個別面談等の実施 

 治験相談に向けての準備 

知財対応  国内出願 

 知財調査 

技術・評価面  二次試作品での最適仕様の決定と試作品での大型動物での試験実施 

 安全性評価 

 課題策検討 

その他事業

化全般 

 市場調査の分析と販売事業者等の調査で販売戦略を構築する 
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1.10 平成 26 年度委託事業の振り返り 

1.10.1 チェックリストによる自己評価結果 

 

 

  

チェックリスト

平成26年度　成果報告時点（2015年2月）自己評価 2015/2/18

プルダウンメニューを選んでください。

↓
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）。 ○十分
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。 △一部
市場規模（導入・普及台数）は明確になっていますか。 △一部
SWOT分析は十分に行っていますか。 ×不十分
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。 ×不十分
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。 △一部
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。 △一部

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 △一部
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。 ○十分
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。 ×不十分
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。 ○十分
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。 △一部
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。 該当せず
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。 △一部
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。 △一部
必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。 ×不十分
意匠等の他の産業財産権について検討していますか。 ×不十分
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。 ○十分

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。 ×不十分
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。 ×不十分
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。 ×不十分
QMS等の品質保証体制が明確になっていますか。 ×不十分
広報・普及計画は明確になっていますか。 ×不十分
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。 ×不十分
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。 △一部
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。 △一部

案件番号
26-012

事業管理
機関名

学校法人大阪医科大学

事業名
自己組織に置換され、伸長する心臓修復パッチの開発

事業
収支

その他

市場

基本
戦略

開発
戦略

薬事

知的
財産

販売・
物流
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1.10.2 平成 26 年度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 

毎月一回の全体委員会と設計開発 PT,薬事・非臨床・安全性 PT,知財 PT,販売 PT の 4 つのプロジェク

ト体制ですすめた。各プロジェクトチームでは個別に分科会ミーティングで課題解決に取り組んできた。

3 社間での意思疎通は良く、それぞれ積極的に取り組んだ。今後量産化製造を考えたときに QMS 体制の

確立が必要となるので、27 年度はプロジェクトを追加して 5 つのプロジェクト体制で推進する。 

 

 

(2) 事業の進め方 

PMDA 戦略相談に関しては、伴走コンサルで受けた助言に従い、薬事戦略の全体ストーリーを精査し

てから望むこととし、今年度の実施は見送った。 

 

1.11 事業に関する連絡窓口 

 

学校法人 大阪医科大学 外部研究資金開発企画課 

〒569-8686 大阪府高槻市大学町 2番 7号 

電話: 072-684-7141 / FAX: 06-684-7210 / E-mail: sangakukan@poh.osaka-med.ac.jp 
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