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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。 

国内市場については、平成 32 年 11 月に薬事申請を行い、平成 33 年 11 月に上市を目指す。また、海

外市場（米国、欧州、アジア）については、平成 33 年 4 月に米国に薬事申請を行い、平成 34 年 4 月に

米国上市を目指す。 

 

1.2 事業の実施体制 

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 最終製品（＝事業化する医療機器） 

(1) 事業化する医療機器の概要 

 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 

使用目的又は効果 
小児心臓手術時、必要な大きさ・形に切り取り、周囲の血管壁に縫合することで、血管壁の

補綴に用いる。 

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 

取得予定 

 2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  米国、次に欧州、アジア 

薬事申請時期 平成 32（2020）年 11 月 平成 33（2021）年 4 月 

上市時期 平成 33（2021）年 11 月 平成 34（2022）年 4 月 

想定売上（上市後 3年目） 非公開 非公開 

市場規模（上市後 3年目） 8 億円／年（平成 36（2024）年時点） 46 億円／年（平成 37（2025）年時点） 
想定シェア（上市後 3年目） 非公開 非公開 

  

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

本事業では、小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。イメージ（図） 

 

 

 

 

     

 

 

 

       

図 1 製品に付与する特性のイメージ 
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(2) 市場性（想定購入顧客） 

 1) 当該機器等の市場性及び医療現場で期待される波及効果 

 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。本製品は、薬事承認取得後、既存製品と同様の保険区分を獲得し、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 

 

 ③ 市場獲得のための障壁は何か。 

○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 

○医師および学会からの賛同、支援 

○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。 
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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 

・現在主に用いられているゴアテックス製品と比較して、同等以上の長期埋植時の安全性を有し、且

つ、縫合時の針穴からの血液漏れが少ない。 

・縫合時の材の一部が段階的に自己組織に置換され正常に近い組織が再生する。 

・組織の成長を阻害しない伸長性を有する。 

・これらの特徴により、従来不可避であった人工物による重症の感染、再手術の頻度軽減が期待され

る。 

 

平成 26 年度、27 年度の取り組みの成果として、パッチの基本設計を完了、従来広く使用されている

ePTFE シートよりも針穴漏れを抑えることのできる試作品を開発した。また、並行して実施している動

物試験において、これまでの競合品と比較して良好な埋植後の組織再生を確認できた。 

現在、臨床での使用対象を広げ、さらなる安全性の確認を行うための実証試験実施を鋭意検討中であ

る。 

 

 ② 本事業としての優位性はどれくらいか 

＜技術・製品面における優位性＞  

・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伸長が

必要な患者のほぼすべてにおいて適用できる。 

・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。 

・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。 

・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確認されて

いない。また、”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、最先端の編立技術を応用した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。平成 27 年度、基本特許を出願した。 

 

＜事業的優位性＞ 



6 

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。 

 

1.4 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 

2018 年度後半の治験開始、2021 年度中の承認取得を目標として開発を進めている。 

 1) 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投資計画を記載した

（数値は非公開）。 

●開発投資（～H32）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試算した（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。 

 

 

1.5 事業化に向けた検討結果 

(1)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許可を取得し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。 
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 2) ビジネス体制 
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(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 薬事戦略相談（事前面談、2015 年 5 月 26 日） 

開発品の概要を説明し、今後の相談の進め方に関して協議した。 

 2) 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） 

昨年度から引き続き、国内先行技術調査を実施。本製品の実施に関して抵触する可能性のある特許 

は存在していないが、出願の権利化における新規性・進歩性の主張に関して考慮すべき特許を見出し

た。該当特許への対応を権利化に向けて先行技術に対する相違点・優位性を出願内容に反映させた。 

一方海外の先行技術調査も実施、上記同様に先行技術に対する相違点・優位性を出願内容に反映さ 

せた。 

 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 

コアになる技術要素に関する出願を行った。 

繊維の品質や前処理方法、仕上げ処理、滅菌や保存安定性にかかる改良技術などをブラックボック

ス化の対象として、囲い込みを検討したい。 

意匠権取得に関しては研究開発の方向性と進捗に合わせて検討していく。 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

体内埋め込みという特性自体が、上市後使用実績が上がった時には、容易に模倣品・侵害者が追随

することを阻む障壁となると考えられる。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

昨年度実施した臨床ニーズに基づく製品要求、評価項目の検討と重要特性の抽出から、今年度行っ

た 2 次試作で、基本設計を完了させた。 

重点項目に関して、既存品とのベンチマーキングを実施し、心臓血管修復パッチとして、従来広く

使用されている ePTFE シートよりも針穴漏れを抑えることのできる試作品を開発した。 

 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

伴走コンサル、KOL へのヒアリング等に基づき、本製品の特徴である埋植後の組織再生・伸長とい

ったことを示すための評価系の構築、試験実施を進めている。 

 

 4) 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 

を取得済である。今回の開発品の販売においても営業網が活用できると考えている。 

 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。 

 広報・普及計画 

・これまで、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ってきた。 

・今年度、基本特許を出願したため、一部データがさらに開示可能となった。 

・さらに実施する予定の追加出願時期とリンクさせて、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。 
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 5) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策（まとめ） 

領域 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

薬事 

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 

②臨床的な有効性（性能、術式適合を含む）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 

③治験における必要症例数確保 

①PMDA 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 

②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 

③大阪医大臨床研究センター等の協業による多

施設臨床試験実施体制の構築 

知財 
①知財調査による課題抽出 

②知財内容（請求事項）の確定 

①外部委託調査を活用し早期に課題を抽出（済） 

②繊維構造と効果との関係を数値化 

技術 ・

評価 

①評価試験系の設定 

②生体適合性の評価 

③体内埋植後の挙動の評価 

①試験系の確立、競合品との比較（済） 

②外部委託による生物学的安全性試験の実施 

③イヌに埋植したパッチ、強制劣化サンプルの強

度試験の実施 

その他

事業化

全般 

①事業性の確保（研究開発投資と事業利益のバラ

ンス） 

②営業販売網の構築 

③海外展開 

④競合品に対する優位性の確保 

①補助金等の活用による研究開発投資の抑制 

②帝人 G 内の既存営業インフラ活用 

③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設計段階からの競合品ベンチマーキング 
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1.6 平成 27 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 26 年度で作成した一次試作品をベースにした改良（二次試作）に取り組み、小児心臓血管手術に最適な設計仕様を決定する。要求性能の

うち特に重要なものとして、耐圧（血液漏れの防止）を最重点として取り組み、大動脈に使用する場合を想定した高圧下でも変形および血液漏れの

ない試作品を作製する。同時に手術時の使い勝手（縫いやすさ等）を維持させる。組織へのフィッティング、基本コンセプト確認のために大型動物

への埋植実験（非臨床試験）を行う。合わせて試作品の生物学的安全性の予備的評価、性能評価を実施する。そのため PMDA との薬事戦略相談等を

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を検討する。また併せて海外特許出願を準備する。 

 

(2) 委託事業終了時までに完成する試作品の概要 

試作品名 概要 

心臓修復パッチ 小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を開発し実用化を目

指す。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。 

 

(3) 平成 27 年度の委託事業の成果と今後検討すべき課題 

平成 27年度実施内容（業務計画書）  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（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

に応じて後加工を施した二次試作品を複数の

製造条件、後加工の組み合わせで作製する。

特に血液透過性の課題に対する対策を行う。

またハンドリング性向上対策を行う。二次試

作で作製したパッチを各種試験で評価・検討

して技術プロファイリングを行う。 

▶ 

・課題であった血液透過性を解決、先行品に対して

十分な競争力を持つことが期待できる小児心臓

手術用心臓修復パッチの基本設計を完了、最適化

設計開発を開始した。 

・非吸収性糸及び吸収性糸を複合した経編構造を基

本骨格とし、従来のパッチ材と同等以上の機能を

有する試作品を製造した。 

・本品の重要な特徴である適用部位での血管内壁の

形成が速やかに起き、且つ、それまでの間は、パ

ッチが血管内壁の代用となり血液漏れを防ぐこ

とを確認した。 

・開発候補品は従来品（ゴアテックス）と比べ、縫

合時の血液漏れを劇的に抑制する差別化要素を有

する。 

▶ 

・基本設計に基づき、品質を担保するための最

適化設計開発を行う。 

・基本機能を維持するための好適範囲を確定す

るため、機能評価等を実施する。 

・in vivo試験にて実証評価を実施する。 

・バックアップ加工法の検討を実施する。 

・量産までを見据えた製造プロセスの検討、品

質保証体制の整備を実施する。 
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平成 27年度実施内容（業務計画書）  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 

②非臨床試験 

技術プロファイリングから選択した試作品

で動物での埋植実験を行い、長期（数ヶ月）

埋植後の組織の再生状況を既存品と比較す

る。 

▶ 

・複数の試作品で、試験を行った。 

・実験プロトコルの検討を行い、動物への負荷を下

げる術式を開発した。 

 

 

▶ 

・試験系確立のための検討を追加実施し、さら

に、外部試験機関での実施を検討する。 

・伸長性のコンセプト検証の試験を追加する。 

・試験確立、それを用いた検証試験を軸に、開

発計画を再策定した。 

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。 

▶ 

・生物学的安全性、保存安定性評価の実施計画を立

案中。 ▶ 

・安全性試験パッケージは、期間短縮を図れな

いか検討する。 

④薬事戦略相談（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。 

▶ 

・事前面談を実施し、開発の概要を説明した。開

発計画精査後、次回事前面談を申込み予定。 

▶ ・事前面談実施で、今後の相談メニューの明

確化をする。 

・開発中の非臨床・臨床評価パッケージを明

確化、プロジェクト計画の精度を上げる。 

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

出願を行う。合せて海外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および海外特許調査に向

けて特許事務所を調査し選定する。 

▶ 

・海外調査を実施。米欧の調査を開始し、８月末

に報告を入手し、分析した。 

・国内出願に関しては、戦略および出願方針を協議

した。個別伴走コンサルを実施、明細書案に対し

てのコメントを頂いた。明細書作成・出願完了。 

 ・国内追加出願を検討する。 

・海外への展開のために、海外での特許出願を

行う。 

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（学会および業界統

計データ調査）の分析および販売業者等の調

査を行う。 

▶ 

・流通（卸）調査、販売業者面談を実施した。 

・日本胸部外科学会学術調査報告を入手した。 

・KOL ヒアリングを通じ、市場ニーズを入手した。 ▶ 

・学会での認知度向上など、必要な早期プロ 

モーションを進めて行く。 

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。 

▶ 

・コンソーシアム内での役割分担を明確にし、各組

織の強みを発揮しながら一体となって運営を進

めている。 

・より実務を効率的に進めるため、今年度から分科

会活動を強化し、それを全体会議で統括する形と

した。技術開発、品質保証、知財 PTは月 1～2回

程度の分科会実施で実務を進め、4 月、7 月、10

月、12月、1 月の 5 回の全体会議で事業全体の運

営及び管理に関して協議した。 

・9 月 2日に伴走コンサル、10月 8日に個別（知財）

伴走コンサルを実施頂き、今年度、出願する特許

に関連して伴走コンサル制度を活用した。 

・第一回伴走コンサル資料、個別伴走コンサル資料、

▶ 

・28年度の事業計画確定に向けての取組み推進 
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平成 27年度実施内容（業務計画書）  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 

第二回伴走コンサル資料を作成した。 

・有識者委員会、次年度に向けた伴走コンサルに向

けての資料作成をした。 

・27年度完了報告書を作成した。 

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。 

▶ 

・第一回伴走コンサル、第二回伴走コンサル、個別

伴走コンサルに向けて、課題を集約した。 

・有識者委員会（継続審査）で 27 年度の取組のア

ドバイス等を頂いた。 

・次年度事業計画に向けての伴走コンサルで、計画

に関してのコメントを頂いた。 

・第 7回全体委員会でオブザーバーとして、日本医

療研究開発機構、経済産業省、事業管理支援法人

から参加頂いた。 

・中間検査で経費関係の確認を頂いた。 

▶ 

・確定検査への対応。 

・28年度契約締結に向けての打ち合わせ 

 

1.7 平成 27 年度委託事業の実施経過 

(1) 当初計画からの変更点（深耕点）とその理由 

領域 変更前 変更後 変更理由 

対象とする 

課題・ニーズ 

変更点なし。   

機器スペック・

ビジネスモデル 

変更点なし。   

事業化体制 変更点なし。   

事業化計画（開

発･薬事・上市

スケジュール） 

非臨床コンセプト検証として、過去の論文

報告の方法で、試験を実施する予定であっ

た。 

試験プロトコルを改良することとした。 

また、製品の特徴を考慮して伸長性のコンセ

プト検証のための試験追加等、評価パッケー

ジ全体を見直した。 

動物試験で質の高い評価を行う必要があ

るが、過去に報告のあった試験方法（術式）

では、手術負荷による動物の状態への影響が

大きく、製品評価には不十分であると判断し

た。そこで、術式改良で手術負荷を下げ、妥

当な製品評価ができる系にすることとした。 

また、薬事申請に関する相談での助言か

ら、伸長性のコンセプト検証の強化をするべ

きと判断したことから、動物でのコンセプト

検証をすることとした。 
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(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 特になし。  

知財 新規性・進歩性の確保のために、明細書の書き振りが重要となる。 

具体的に、以下の指摘があった。 

・特許出願を内製化し、低コストでできるだけ幅広く出願すること

を検討してはどうか。ただし、製造方法等は侵害発見が難しくなるの

でブラックボックス化したほうがよい。 

・出願後の新規事項追加補正はできないので、抜け漏れがないよう

事前に十分確認する。 

・請求項の文面だけで技術の説明ができているか、確認する。 

・請求項で数値限定する場合、その数値設定については、慎重に検

討する。 

・先行特許の効果の書き方、実験結果の説明の流れ等を参考にする。 

知財に関する個別伴走コンサルを実施し、課題を明確にした。 

経編に関して出願実績のある事務所を候補として選定、さらに帝人

内で編織物の専門性の高い知財担当者を参画させ、現場技術者からの

ヒアリング、上記課題に対応する明細書の記載内容検討を実施した。 

技術・評価 評価が素材の価値を示すために重要であると思われる。 現在評価系を論文情報に基づき修正・精査中。 

その他事業

化全般 

11 月の伴走コンサルにて、計画変更について説明、以下の意見を頂

いた。 

コンソが一体となって着実に開発を進めている。上市時期の後ろ倒

しについても妥当な説明が得られた。長期試験の期間をどうすれば短

縮できるか、PMDA と綿密に連携して検討すること。 

本資料より、伴走コンサルにおいて提示した変更計画を記載してい

る。 

この計画を持って、PMDA との薬事相談を再開する予定。 

 

(3) 採択・継続条件への対応状況 

採択条件 対応状況 

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。 

開発試作・評価の進捗・KOL ヒアリング・PMDAへの薬事戦略相談等を参考

に、達成目標・開発計画の精査を実施、次頁の計画をコンソーシアムにて策

定した。伴走コンサルで計画の妥当性確認を行い、長期試験の期間をどうす

れば短縮できるか、PMDAと綿密に連携して検討することを付帯条件として、

妥当性を認めていただいた。 
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1.8 平成 28 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

(1) 平成 28 年度の事業概要 

平成 28 年 3 月までに最適化を完了したパッチの長期の非臨床有効性・安全性試験を実施する。本品の臨床的な価値を示すために重要である評価の

評価法構築を行い、構築された評価に関し、例数を稼ぎ、かつ、GLP 準拠で試験を行えるよう、外部機関での実施を検討する。並行して、基本製造

プロセス検討、暫定規格の設定を行い、GLP 安全性試験に供する試作品の製造を行えるようにする。また、申請データパッケージ（理化学及び GLP

試験項目策定）策定を行い、必要な予備試験を実施する。 

上記研究開発の進捗に合わせて、開発ロードマップの明確化のため、薬事戦略相談の実施を検討する。 

これまでの成果に基づき、学会等への認知を高めるために論文投稿・学会発表の準備を行う。 

海外展開に備えて、PCT 出願を実施、また、国内での権利補強のための出願を実施する。 

 

(2) 平成 28 年度委託事業の実施内容 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

項目名 実施主体 具体的な内容 

非臨床有効性・安全性試験 大阪医科大学・帝人 昨年度までの成果として、本品がパッチとしての基本機能を備え、かつ、良好な組

織再生が期待できることを示した。本年度は、本品の重要コンセプトすべてを、イヌ・

ミニブタの長期試験で確認するため、評価プロトコルを構築し、外部機関で実施、非

臨床におけるコンセプト証明のためのデータ取得・解析を実施する。 

製造プロセス検討 福井経編・帝人 昨年度までにパッチの基本設計を完了した。本年度は、パッチの製造工程・条件を

定める。原材料受入・工程内検査も検討し、項目・規格を設定する。 

経編製造工程の付帯工程を、将来的に無塵・無菌で実施できるよう、設備対応を行

う。 

あわせて、非臨床試験への試験用サンプル供給（有効性・安全性・品質規格検討）

を行う。 

暫定規格設定 帝人 GLP 試験以降の品質を担保するための規格設定を行う。治験・量産に向けて、これ

まで開発中に行ってきた評価試験を基に、試験実施を主に外部機関で対応できる体制

を整える。 

プロモーション検討 大阪医大・帝人・福井経編 これまでの研究開発成果に基づき、早期からのマーケティングの一環として、次の

事を行う。 

将来的な臨床開発・販売を円滑に進めるため、学会での認知が不可欠である。開発

品への認知を高めるために、これまでの成果に基づく論文投稿・学会発表の準備を行

う。 

海外出願・国内追加出願 大阪医大・帝人・福井経編 昨年度、製品基本特許の国内出願を行った。将来的な海外展開のための海外での特

許出願に備え、PCT 出願を行う。また、国内で知財保護強化のための追加出願を行う。 

薬事戦略相談 大阪医大・帝人 研究開発の進捗に合わせて、開発ロードマップの明確化のため、薬事戦略相談の実

施を検討する。 
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項目名 実施主体 具体的な内容 

事業の管理・運営 大阪医大・帝人・福井経編 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。 

 

(3) 平成 28 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  研究開発の進捗に合わせて、開発ロードマップの明確化のため、薬事戦略相談の実施を検討する。 

  

  

知財  昨年度、製品基本特許の国内出願を行った。将来的な海外展開のための海外での特許出願に備え、PCT 出願を行う。 

 国内で知財保護強化のための追加出願を行う。 

  

技術・評価  昨年度までの成果として、本品がパッチとしての基本機能を備え、かつ、良好な組織再生が期待できることを示した。本年度は、本品の

重要コンセプトすべてを確認するため、評価プロトコルを構築し、外部機関で実施、非臨床におけるコンセプト証明のためのデータ取得・

解析を実施する。 

 昨年度までにパッチの基本設計を完了した。本年度は、パッチの製造工程・条件を定める。原材料受入・工程内検査も検討し、項目・規

格を設定する。経編製造工程の付帯工程を、将来的に無塵・無菌で実施できるよう、設備対応を行う。 

 あわせて、非臨床試験への試験用サンプル供給（有効性・安全性・品質規格検討）を行う。 

 GLP 試験以降の品質を担保するための規格設定を行う。治験・量産に向けて、これまで開発中に行ってきた評価試験を基に、試験実施

を主に外部機関で対応できる体制を整える。 

その他事業

化全般 

 これまでの研究開発成果に基づき、早期からのマーケティングの一環として、次の事を行う。将来的な臨床開発・販売を円滑に進めるた

め、学会での認知が不可欠である。開発品への認知を高めるために、これまでの成果に基づく論文投稿・学会発表の準備を行う。 

 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。 

  

 

 



16 

1.9 平成 27 年度委託事業の振り返り 

1.9.1 チェックリストによる自己評価結果 

 
 

 
  

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。 ○十分
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。 △一部
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。、 ○十分
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。 △一部
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。 ○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。 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。 ○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。 ×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。 △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。 ×不十分
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。 ×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

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
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1.9.2 平成 27 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 

実務をより効率的に進めるため、今年度から分科会（PT)活動を強化し、それを全体会議で統括する形

とした。そのため毎月一回の全体委員会を 2～3 か月に一回とし、各分科会（PT)を機動的に実施（1 回

／月程度）することした。それぞれ積極的に取り組んできて、課題解決にあたることが出来た。 

 

(2) 事業の進め方 

27 年度は、先行品に対して十分な競争力を持つ（針孔からの血液漏れ防止と使いやすさの両立）こと

が期待できる小児心臓手術用心臓修復パッチの基本設計を完了した。28 年度はパッチの設計最適化に取

り組む。 

 

(3) その他 

特になし 

 

1.10 事業に関する連絡窓口 

 

〒学校法人大阪医科大学 研究推進課 

〒569-8686 大阪府高槻市大学町２番７号 

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


