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1. 事業の概要 

 本研究開発は、人工呼吸器装着時における喀痰操作を自動化し、操作者の負担軽減、事故防止、患者

の苦痛減少を目的とするものである。とくに、操作時の医療事故は毎年発生しており、操作者（主に看

護師）にとっては責任の重い業務である。本システムは気道内の吸気呼気をセンサにて把握、吸気ある

いは呼気時に自動的に痰の補足を検出、幅広い条件下で痰の除去を行うものである。また、本件は東九

州メディカルバレープロジェクトの一環として行っている事業である。ここでは、大分県から宮崎県に

広がる東九州地域において、血液や血管に関する医療を中心に産学官が連携を深め、医療機器産業の一

層の集積と地域経済への波及、更にはこの産業集積を活かした地域活性化と、医療の分野でアジアに貢

献する地域を目指している。プロジェクトは、大きく分けて 4 つの柱からなっている。本研究開発は、

研究開発の拠点づくり、医療機器産業の拠点づくりに該当し、プロジェクトの中心的事業に位置づけら

れている。 

人工呼吸器の換気に同期した自動痰除去システムの開発・事業化

自動痰吸引システム
アルバック機工㈱、㈱メディカルシード、九州クリエートメディック㈱、九州保健福祉大学

H27-205

コンピュータで喀痰吸引を自動化

医療事故の多い煩雑な喀痰吸引操作

 人工呼吸器装着時には喀痰吸引操作が不可欠。
 喀痰吸引操作は煩雑で頻繁なうえ、行わないと患
者は死亡。

 痰吸引時、人工呼吸器を外す必要があり酸素不足
の危険。

 看護師にとっては非常に責任の重い業務。
 在宅では介助者が疲弊して社会問題に！

 患者へ挿入する挿管チューブが喀痰チューブを兼
ねる構造。

 呼吸毎にコンピュータが喀痰吸引操作を行い、安
全で楽な呼吸を維持。

 看護師の操作は痰をためるボトルの交換のみ。
 人工呼吸器の種類を問わずに使用できる。

Class Ⅲ想定

写真１

写真2

平成27（2015）年11月時点

装置本体

挿管チューブ

 

相談

申請

医療機関

県立延岡病院
• 臨床ニーズの提供
• 臨床研究
• 臨床エビデンスの構築
• 開発機器の導入、普及

製販企業・製造企業
第一種製造販売業[40B1X10005]

製造業[40BZ006009]

九州クリエートメディック(株)
• デバイス設計、リスク分析
• 安全性・信頼性確立
• 挿管チューブデバイス開発、事業化

医薬品医療機器総合機構
（PMDA）

助言

承認

顧客
（国内）

医工連携支援機関

九州保健福祉大学
• 事業管理

事業管理機関

平成27（2015）年8月時点

研究機関

九州保健福祉大学
保健科学部臨床工学科
薬学部動物生命薬科学科

• 評価

SL

委託事業実施体制

製造企業
製造業［45BZ200010］

アルバック機工 (株)
• 吸引器開発、事業化
• 企業間調整

PL

企業

（株）メディカルシード
• 挿管チューブデバイス設計・開発

中

中
販売企業

[予定]

（株）メディカルシード
・販売元

医療機関

宮崎大学医学部
• 臨床ニーズの提供
• 臨床エビデンスの構築
• 開発機器の導入、普及

 
 

＜体制変更の理由＞ 

本開発品が当初の想定のクラスⅡであれば、第二種製造販売業で対応可能なのでアルバック機工で進めよう

としていました。しかしながら、PMDA及び薬事コンサルタントとの相談会において、その機能の新しさと内包

するリスクの高さから、クラスⅢ相当を示唆されました。そこで第一種製造販売業が必要となり、アルバック

機工が第一種製造販売業を取得することに時間を要することから、既に第一種製造販売業を取得している九州

クリエートメディックを製造販売担当企業とするのが適切であると判断しました。 
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1.1 事業の目的 

【目的】 

本業務では次の 2 点を目的とする。 

● 東九州メディカルバレープロジェクトにて進行中の「人工呼吸器の換気に同期した自動痰除

去システム」を完成させる 

● 完成したシステムの臨床研究を行う 

 

これは、次の医療現場が抱える課題が存在するためである。 

医療現場での課題：人工呼吸器装着患者に必ず行う喀痰操作が、極めて面倒でありヒヤリハットや

死に至る事故が毎年発生している。 

背景・現状：喀痰操作は 15～60 分に一度行う呼吸管理であり、喀痰を怠ると患者は窒息死に至る重

要な操作である。しかし、操作は清潔に行わなければならない上、痰から感染する可能

性があること、喀痰のタイミングが患者の状態によって大きく変化し一定時間ごとにな

らないことから、看護師などの操作者に大きな負担となって医療事故が絶えることはな

く、精神的負担にもなっている。看護師の間では最もやりたくない業務となっている。

在宅の場合には介助者が喀痰操作によって疲弊し、事故に至っている。 

社会的重要性：喀痰操作が自動的に行われることによって、看護師や介助者の負担がほとんどなく

なるうえ、患者側は喀痰操作が呼吸ごとに行われるため、安心して治療を受けられる

ようになる。疲弊しがちな医療を最先端のコンピュータシステムによって改善でき、

医療のあり方を大きく変えるブレークスルーの先駆けとなる。 

看護師ヒアリングでの結果、医療ニーズは次のようであることが判明している。 

☆ 喀痰操作がもっと楽にできると良い 

☆ 患者の生命を脅かさない方法は無いのか 

☆ 痰で汚れたチューブを触りたくない 

☆ 呼吸器装着患者の担当になりたくない 

また、厚生労働省の医療安全管理室調査結果では次の項目が挙げられている。 

☆ 両手がふさがるので呼吸器のアラーム解除が困難：片手での操作を希望 

☆ 夜間他の患者を起こしてしまう：静かな方法を希望 

以上の課題とニーズを踏まえ、「人工呼吸器の換気に同期した自動痰除去システム」の開発と事業化

を行うに至った。平成 27 年度は県立延岡病院にて臨床研究を行うとともに薬事申請の準備を、また、

平成 28 年度には薬事申請と量産体制の確立、上市を行う。 

 

 

1.2 事業の実施体制 

事業管理機関：学校法人順正学園 九州保健福祉大学 
共同体： ①アルバック機工株式会社 

  ②株式会社メディカルシード 

  ③九州クリエートメディック株式会社 

  ④宮崎大学医学部 

  ⑤県立延岡病院 
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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 クラスⅢ想定 

製品名 自動痰吸引システム 分類名称（一般的名称） ※未確認 

対象疾患 人工呼吸器装着患者 届出／認証／承認 承認 

想定される販売先 病院／在宅治療 新／改良／後発 後発または改良 

使用目的又は効果 
気管支等の喀痰や分泌物等の吸引除去を目的とする。持続吸引ではなく間欠吸引のため、必

要以上に換気量を減らすことの防止にも効果がある。 

薬事申請予定者 九州クリエートメディック㈱ 医療機器製造販売業許可 40B1X10005 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

九州クリエートメディック㈱ 医療機器製造業許可 40BZ006009 

アルバック機工㈱ 業許可 45BZ200010 

㈱メディカルシード 業許可 上市までに取得予定 

 2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

   

薬事申請時期 
平成 28（2016）年 12月（シンプル版） 

平成 31（2019）年 5月（ハイエンド版） 

平成 29（2017）年 12月（シンプル版） 

平成 32（2020）年 5月（ハイエンド版） 

上市時期 
平成 29（2017）年 12月（シンプル版） 

平成 32（2020）年 5月（ハイエンド版） 

平成 30（2018）年 3月（シンプル版） 

平成 33（2021）年 3月（ハイエンド版） 

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） 非公開 非公開 

想定シェア（上市後 3年目） 非公開 非公開 

 

薬事申請・上市時期の変更及びクラス分類変更の理由 

 本開発品が、当初の想定のクラスⅡにおける認証であれば、業務計画書のスケジュールで可能でした。

しかしながら、PMDA 及び薬事コンサルタントとの相談会において、その機能の新しさと内包するリス

クの高さから、クラスⅢ相当を示唆されました。従って、開発においては十分な評価を行い、治験への

準備をも場合によっては行う必要があり、長期化が予測されるため、薬事申請及び上市時期について変

更せざるを得なくなりました。 
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 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

装置本体は静粛性を確保した。挿管チューブは吸引カテーテルを兼ねる構造。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

臨床研究用の装置 

挿管チューブ 

換気ライン 

排痰ライン 

換気ライン 

排痰ライン 

センサ組み込みコネクタ 挿管チューブ先端 
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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 

・既存の人工呼吸器使用施設（特に ICU）、患者である。在宅患者も上市 3 年後には顧客になる。既存

の人工呼吸器を用いて自動喀痰するため、呼吸器を新たに購入する必要はない。 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

非公開 

 

(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 

競合企業：株式会社徳永装器研究所 

競合商品：痰吸引器 アモレ SU1 

市場獲得障壁：医師／看護師の認知度 

 

 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） 

本開発製品は疾患対象を人工呼吸器装着患者全般としており、アモレ SU1 が気管切開チューブの特

定疾患のみを対象としているのとは大きく異なる。 

本開発製品は、これまで看護師が定期的に行っていた喀痰操作を、装置に内蔵されたコンピュータ

ーにより自動で行うことができる。通常、人工呼吸器を外さずに喀痰操作を行うと人工呼吸器の呼吸

エラーが発生してしまう。我々は、昨年度に実施した動物実験により、カフコネクターに内蔵したセ

ンサを活用することで人工呼吸器の呼吸エラーを発生させずに、呼吸に同期した吸引を行うことに成

功した。 

また、先行している競合品は持続吸引であるが、我々の開発品は間欠吸引であるため、必要以上に

換気量を減らすことの防止にも効果が期待される。 
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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 
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 H33（2021）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

【装置本体】 実績

試作機開発・改良 計画

【挿管チューブセット】 実績

量産機開発 計画

【装置本体】 実績

量産機開発 計画

【挿管チューブセット】 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

開発ポンプの耐久試験

クラスⅢ相当であることが判明、十分な評価
と治験への準備をも場合によっては行う必要
があり、長期化が予測されるため、薬事申請
及び上市時期について変更せざるを得なく
なった。

①装置本体開発
②センサ部品の作成
③臨床研究

①製品の改良
②市販後の品質、安全管理

①製品の改良
②市販後の品質、安全管理

①挿管チューブセット開発
②開発ポンプの耐久試験
③知財戦略

①製品の改良
②製造販売申請に向けての準備
③販売戦略・戦術の精査
④広報活動

①製品の改良
②製造販売申請に向けての準備
③販売戦略・戦術の精査
④広報活動
⑤量産準備

①製品の改良
②製造販売申請に向けての準備
③販売戦略・戦術の精査
④広報活動
⑤量産準備

①製品の改良
②販売戦略・戦術の精査
③広報活動
④量産準備

センサ開発

真空ポンプ作成
基板作成

その他部品選定調達
筺体作成
アセンブリ

真空ポンプ作成

装置本体の改良

その他部品選定調達

ボトルヘッド作成
Yピースコネクタ作成

吸引チューブ作成
挿管チューブ作成

アセンブリ・滅菌

薬事体制づくり

PMDA：薬事戦略相談

第三者認証機関相談

PMDA：事前相談

PMDA：薬事戦略相談

薬事体制づくり

補完特許申請準備

センサ特許申請準備

マニュアル作成

添付文書作成

院内書類作成

臨床研究

評価・発表資料作成

★H27.10補完特許申請

★H28.2センサ特許申請

アフターサービス体制の構築

販売計画作成

販売体制の確立

★

H32.5 ハイエンド版上市（国内）

補完特許申請準備

量産機開発、量産準備
ハイエンド版

★ ハイエンド版

医療機器製造販売認証申請
★ ハイエンド版

CE、製造、出荷承認

★ PMDA相談

アフターサービス体制の見直し

販売計画見直し

販売体制の見直し

広報戦略・実施（看護師による学会発表）

量産機開発、量産準備

ハイエンド版

治験準備 治験

挿管チューブセットの改良

センサ開発

基板作成
筺体作成

アセンブリ

ボトルヘッド作成
Yピースコネクタ作成

吸引チューブ作成
挿管チューブ作成

マニュアル作成

院内書類作成

添付文書作成

★ シンプル版
医療機器製造販売認証申請

★ シンプル版

CE、製造、出荷承認

第三者認証機関相談

補完特許申請

★

H29.12 シンプル版上市（国内）

量産機開発、量産準備
シンプル版

量産機開発、量産準備
シンプル版

アセンブリ・滅菌

★

H30.3 シンプル版上市（海外）

★

H33.3 ハイエンド版上市（海外）
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 1) 投資回収計画 

 ① 国内 

 H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

薬事申請時期  ○   ●      

上市時期   ○   ●     

支出額（単位：億円） － － － － － － － － － － 

 － － － － － － － － － － － 

 － － － － － － － － － － － 

売上高（単位：億円） 非公開 

販売数量（単位：千） 非公開 

 ② 海外 

 H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

薬事申請時期   ○   ●     

上市時期    ○   ●    

支出額（単位：億円） － － － － － － － － － － 

 － － － － － － － － － － － 

 － － － － － － － － － － － 

売上高（単位：億円） 非公開 

販売数量（単位：千） 非公開 

 ③ 国内・海外合計 

 H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

支出額（単位：億円） 0.8 1.0 1.0 10.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

 うち委託費 0.44 － － － － － － － － － 

 うち自己負担 0.36 1.0 10.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

売上高（単位：億円） 非公開 

販売数量（単位：千） 非公開 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

○はシンプル版、●はハイエンド版 

H27 年度の支出額は研究開発費として 0.8 億円。その内 0.44 億円が本事業の委託費で、0.36 億円が自

己負担である。H28年度は薬事申請に係わる費用や製品の改良等の費用として支出額 0.8 億円の見込み。

H29 年に上市を行い、工場増築等の設備投資を行う場合として支出額 10 億円を見込んでいる。H30 年

度から設備投資の返済が始まり、返済額は１億円／年。 

 

薬事申請・上市時期の変更及びクラス分類変更の理由 

本開発品が、当初の想定のクラスⅡにおける認証であれば、業務計画書のスケジュールで可能でした。

しかしながら、PMDA 及び薬事コンサルタントとの相談会において、その機能の新しさと内包するリス

クの高さから、クラスⅢ相当を示唆されました。従って、開発においては十分な評価を行い、治験への

準備をも場合によっては行う必要があり、長期化が予測されるため、薬事申請及び上市時期について変

更せざるを得なくなりました。 
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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”   

既に他社では自動痰吸引を謳って製品化されているものもあることから、これの一部を改良した位

置づけで、一定間隔での定時吸引を行うシンプル版を販売し、ハイエンド版の呼気連動型へステップ

する。それにより、より広く医療現場の意見を伺うことができ、次のハイエンド版をより完成度が高

いものにでき、海外展開も含め市場獲得を加速化できる。その後は、気管切開チューブもバリエーシ

ョンに加え、慢性期市場へも参入を行う。 

海外展開はタイの病院及び大学医学部付属病院にて、既に検討を開始した。コスト面では、特に

ASEAN における海外販売での課題が予測される。国内販売向けは国内製造が基本であるが、海外販

売向けはコア部分のみ国内製造し、部品調達やアセンブリについては現地に工場を設立し製造するこ

とも検討している。 

特許をかいくぐる製品が出てくることは必須であり、日本製が安全面からすぐれていることを常に

立証するとともに、各国の看護学会を支援して本製品がすぐれていることを毎年 PRしていく。 

工場設立や設備購入などの資金について、各社が自己資金で賄うことと、ベンチャー企業のメディ

カルシードが、ベンチャーキャピタルからの資金調達の検討を開始した。 

 

 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 

吸引器及び挿管チューブにおける薬事申請の方向について、PMDA 薬事戦略相談を行った。 

 PMDA 相談会（2015 年 8 月 7 日 @九州大学病院、ARO 次世代医療センター） 

 PMDA 薬事戦略相談 個別面談（2015 年 12 月 1 日 @アクロス福岡） 

 

 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） 

 先行技術調査済み。特許申請済み。 

 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 

 国内特許、権利化済み。PCT 出願完了。 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

 補完特許を申請済み。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

 

 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

販売業はメディカルシードが担当し、装置の生産はアルバック機工、チューブの生産は九州クリエ

ートメディックが担当する。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

今後、構築する。 

 QMS 等の品質保証体制 

製造販売業を担当する九州クリエートメディックが既に体制を構築している。また ISO13485 につ

いても、九州クリエートメディック及びアルバック機工が登録済みである。 

 広報・普及計画 

今後、進めていく。 
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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 

①PMDA 相談会の結果、センサ付きの呼吸毎に吸

引を行う本開発品は、その機能の新しさと内包

するリスクの高さから、クラスⅢ相当であるこ

とが示唆された。 

②開発においては有用性と安全性の十分な評価

を行い、治験への準備をも行う必要があり、開

発コストの上昇だけでなく、長期化が予測され

る。 

①製造販売企業をアルバック機工㈱から、第一種

製造販売業を既に取得している九州クリエー

トメディック㈱に変更。 

 

②ゴールは変更しない（センサ付き品を実現させ

る）が、最初に一定間隔で定時吸引を行うシン

プル版をリリースする（製品自体は開発品から

センサを外しただけの物） 

シンプル版の早い時期での製品具現化により、

目標であるセンサ付き品の開発に有用な示唆

が可能になり、評価範囲も限定され、生産体制

の構築も容易になり、より効率の良い開発に結

び付けることができる。 

PMDA の事前薬事相談で、このシンプル版を後

発医療機器での申請、センサ付き品を改良医療

機器としての申請の可否、又それに向けて実施

すべき事項の確認を行う。 

知財 ①コピー品が出回ることが想定される。 ①補完特許を申請済み 

技術 ・

評価 

①製品設計のリスクマネジメントが不足してい

る。 

 

②臨床研究での評価項目が明確になっていない。 

①引き続き製販業（九州クリエートメディック）

の指導のもと、リスク分析と実機テストを進め

ている 

②10 月 14 日に県立延岡病院にてドクターと協

議。倫理委員会の提出資料を作成、12月 18日

に県立延岡病院の倫理委員会に提出。 

その他

事業化

全般 

①シンプル版を先にリリースすることによる販

売戦略の一部見直しが必要と思われる（販売価

格や医療機関へのＰＲ方法等） 

②量産場所が 1 箇所であり広域災害に対応して

いない。 

①引き続きディーラーからの情報を入手。また

MRIのユーザー評価を依頼中。 

 

②海外展開も視野に入れており、タイでの量産も

検討している。 
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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 

一次試作はすでに終了し、犬を用いた動物実験も成功したため当該年度では二次試作を行い臨床における実機テストを最終目標とする。 

 

(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 

自動喀痰装置 真空ポンプを備えた痰除去装置。 

挿管チューブセット 吸引ラインを兼ねた気管挿管チューブと、換気ラインと吸引ラインを分けることのできるカフコネクタを備えた気

管支吸引カテーテルがセットになる。 

 

(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装置本体の作成 

①-1 真空ポンプ作成（自費事業） 

昨年同様に真空ポンプを作成するが、耐久

性試験にてノイズが発生したことより軸部分

を一部改良する。 

①-2 基盤作成 

コンピューターからの指示で動作していた

一次開発品から、臨床にて使用可能な製品版

を作成する。プログラムは P-ROM に格納し、

ユーザー選択画面を新たに設ける。 

①-3 その他部品選定調達 

清音性の電磁弁、小型電源や液晶パネルな

ど、必要な部品の選定と調達を行う。 

①-4 筐体作成 

デザイナー作成のモデルをもとに、最終的

な筐体の作成を行う。ガラスボトルが簡単に

脱着できる構造とする。 

①-5 アセンブリ 

筐体内へ各部品を格納、基本的な動作確認

▶ 

①装置本体の作成 

①-1 真空ポンプ作成（自費事業） 

改良品の製作が完了。ノイズは低減されており改

良の効果が確認できた。 

 

①-2 基盤作成 

臨床にて使用可能な製品版としてプリント基盤が

完成。 

 

①-3 その他部品選定調達 

電磁弁、小型電源、液晶パネル、感染防止用フィ

ルター等の吸引装置に搭載する部品の選定は完了。 

 

①-4 筐体作成 

デザイナー及び製造メーカーと協議を繰り返し、

完成。 

 

①-5 アセンブリ 

全てのパーツを組み合わせて動作確認済み。 

▶ 

①装置本体の作成 

①-1 真空ポンプ作成（自費事業） 

吸引装置に装着済みで問題は発生していな

い。 

 

①-2 基盤作成 

性能試験、EMC 試験を実施し、基盤への影響

がでない対策を講じた。 

 

①-3 その他部品選定調達 

製品化を考慮し、安全性を担保しながらコス

トダウン出来る方法を模索する。 

 

①-4 筐体作成 

 製品化を考慮し、ユーザーが使いやすい製品

に改良する。 

 

①-5 アセンブリ 

製品化を考慮し、組立やすい設計に改良する。 
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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 

を行う。 

①-6 性能試験 

呼気に合わせた吸引動作ができることを確

認する。また、ボトル内に痰が蓄積した状況

を的確に把握、看護師などへ連絡ができるか

どうかも確認する。 

①-7 ポンプ耐久性試験 

前年度に引き続き、ポンプの耐久性試験を

行う。試験期間は 1年間の連続を予定する。 

 

 

①-6 性能試験 

実機での性能試験を実施中。 

 漏れ電流試験は完了し異常なし。 

 EMC 試験（自主）を実施中。 

 

①-7 ポンプ耐久性試験 

引き続き耐久試験を継続中。特に問題なし。 

 

①-6 性能試験 

EMC 試験（自主）を完了。他の医療機器への

影響がでない対策と他の医療機器からの影響を

受けない対策を講じた。 

  

①-7 ポンプ耐久性試験 

引き続き耐久試験を継続する。 

②挿管チューブセットの作成 

②-1 ボトルヘッド作成（自費事業） 

ガラスボトルに取り付けて吸引のための電

磁弁動作を受けるピストン部分を内蔵するボ

トルヘッドを作成する。昨年度の試作にてい

くつかの問題点が発覚し、解決方法が見いだ

せているので予定期間内に試作、装置本体と

の勘合を確認後臨床に使用できるボトルヘッ

ドを作成する。 

②-2 センサ部品の作成 

昨年度のセンサはひずみゲージであり、ノ

イズを拾う傾向にあったため、製品版ではホ

ール素子を使用したオンオフのみのセンサと

する。構造が簡単であり、ひずみゲージで発

生したすべての問題点が解決できる。 

②-3 Yピースコネクタの作成（自費事業） 

センサを内蔵して痰の吸引ラインが脱着可

能なコネクタを作成する。昨年度の試作品で

は吸引ラインとコネクタが一体型だったが、

製品版では分離可能とする。 

②-4 挿管チューブの作成（自費事業） 

患者気管内へ挿入する挿管チューブを作成

する。形状は昨年度と同一のため、臨床に使

用するサイズに変更するのみでよいが、市販

品と同様に X 線マーカー、深度目盛りを付加

▶ 

②挿管チューブセットの作成 

②-1 ボトルヘッド作成（自費事業） 

装置挿入時の勘合具合、信号取得の確実性などを、

複数のボトルヘッドを用いて確認し、臨床使用可能

なヘッドの作成を行った。 

 

 

 

 

②-2 センサ部品の作成 

ホール素子を使用したオンオフのみのセンサ開発

を終了した。体動によるセンサ出力を、患者モデル

を用いて把握したところ、問題ない範囲であった。

痰付着によるオンオフ動作不良が見られたため、最

終製品では取り付け場所を変更することとした。 

②-3 Yピースコネクタの作成（自費事業） 

ホ－ル素子内蔵の排痰ラインと分離可能なコネク

タを作成、臨床使用可能なものとした。 

 

 

②-4 挿管チューブの作成（自費事業） 

患者気管内へ挿入する挿管チューブの内径形状を

Y ピースコネクタ形状に合致したものとした。患者

モデルで機能に問題ないことを確認した。 

 

▶ 

②挿管チューブセットの作成 

②-1 ボトルヘッド作成（自費事業） 

量産用に樹脂量を減らす、パーツを減らすな

どの工夫を行う。 

 

 

 

 

 

②-2 センサ部品の作成 

センサ取り付け場所を変更し、どのような臨

床使用でも全く問題ない形状とする。量産タイ

プの検討も行い、金型樹脂成形可能なように設

計し直す。 

 

②-3 Yピースコネクタの作成（自費事業） 

量産可能な形状に最終設計を行う。 

 

 

 

②-4 挿管チューブの作成（自費事業） 

樹脂成分を変更して脱 PVCを目指す。 

 

 

 



13 

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 

する。 

②-5 吸引チューブの作成（自費事業） 

センサの信号線 3 本をチューブ肉厚に埋設

した、コネクタからボトルヘッドに至る吸引

チューブを作成する。 

②-6 アセンブリ・滅菌 

各部品を組み立てて包装、ETO ガス滅菌を

行う。 

 

②-5 吸引チューブの作成（自費事業） 

臨床使用可能なチューブを完成させた。 

 

 

②-6 アセンブリ・滅菌 

各部品が完成、組み立て包装、ETO ガス滅菌を行

った。 

 

②-5 吸引チューブの作成（自費事業） 

装脱着がスムーズに行える形状を追及する。 

 

 

②-6 アセンブリ・滅菌 

今回は試作のためのアセンブリなので、量産の

アセンブリに適合した形状、方法を検討する。 

③臨床研究 

③-1 内部評価 

動物実験より得られた結果をもとに in 

vitro 実験系を確立し、最終確認を行う。 

③-2 マニュアル作成 

製品版となるマニュアルの作成を行う。 

③-3 添付文書作成 

製品版となる添付文書の作成を行う。 

③-4 院内書類作成 

倫理委員会に必要な書類を作成する。 

③-5 事前指導 

臨床試験を担当する看護師に、使用方法の

説明、トラブルの対応法などを指導する。 

③-6 臨床研究 

該当する患者の同意が得られた時点から、

作成した装置、挿管チューブを用いて痰の自

動吸引を行う。3例を目標とする。 

③-7 評価・発表資料作成 

臨床研究の評価をまとめ、多くの媒体に報

告できる発表資料を作成する。 

▶ 

③臨床研究 

③-1 内部評価 

試作品と機械モデルの結果を担当の副院長に見せ

て、事前の了承を得た。 

③-2 マニュアル作成 

製品版となるマニュアルの作成は 2 月より行う。 

③-3 添付文書作成 

製品版となる添付文書の作成は 2月より行う。 

③-4 院内書類作成 

倫理委員会に必要な書類を作成した。 

③-5 事前指導 

指導方法の内部トレーニングを 1月上旬に行う。 

 

③-6 臨床研究 

県立延岡病院倫理委員会の了承を得たので、1 月

14 日以降に行う。 

 

③-7 評価・発表資料作成 

臨床研究の結果をもって作成する。 

▶ 

③臨床研究 

③-1 内部評価 

委員会を 1月 13日に開催し、臨床評価を開始

した。 

③-2 マニュアル作成 

製品版マニュアルを作成済み。今後、適宜改

訂する。 

③-3 添付文書作成 

製品版の添付文書は作成中。 

③-4 院内書類作成 

終了 

③-5 事前指導 

終了 

 

③-6 臨床研究 

終了 

③-7 評価・発表資料作成 

 現在、作成中。 

④薬事戦略 

④-1 PMDA事前面談 

臨床研究前に事前面談を行い、後発品ある

いは改良医療機器の判断を仰ぐ。 

④-2 医療機器承認申請 

本業務内にて承認申請準備を行う。承認申

請は平成 28 年 5月を予定している。 

▶ 

④薬事戦略 

④-1 PMDA事前面談 

 12 月 1 日の PMDA 事前薬事相談において、認証機

関の見解を説明し、申請区分に関する相談を行った。 

認証機関の見解、製品の有効性データを持って簡易

相談を受けることを提案された。 

④-2 医療機器承認申請 

未着手である。 

▶ 

④-1 PMDA事前面談 

認証機関の見解と、現状（人による痰吸引作

業）及び、既存製品との優位性を示す結果を持

って、簡易相談を受ける予定。 

④-2 医療機器承認申請 

臨床研究の結果を持って 2015 年 5 月に PMDA

事前面談の予定。そこで、申請に向けて実施す

べき事項の確認を行う。 
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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 

⑤知財戦略 

補完特許及びセンサに関する特許を申請す

る。 

（本事業費） 

なし。 

（自費事業） 

補完特許：吸引タイミングを補完する特許を

申請する。 

センサ特許：ホール素子を使用した呼気セ

ンサに関する特許を申請する。 

▶ 

⑤知財戦略 

補完特許を申請済み。 

▶ 

⑤知財戦略 

 PCT 含め、各国移行を進める。 

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 

特になし － － 

機器スペック・

ビジネスモデル 

薬事申請において、本開発品はクラスⅡの

想定をしていた。 

呼気に連動したセンサ付きモデルを初め

から上市する。 

クラスⅢ相当であることが判明した。 PMDA 及び薬事コンサルタントとの相談会

において、その機能の新しさ内包するリスク

の高さから、クラスⅢ相当を示唆されたため 

本事業においてはセンサ付きモデルを開

発しているが、初めにセンサを取り外した一

定間隔で吸引する定時吸引モデル（シンプル

版）を上市する。 

シンプル版の早い時期での製品具体化に

より、目標であるセンサ付きモデルの開発に

有用な示唆が可能になり、評価範囲も限定さ

れ、生産体制の構築も容易になり、より効率

の良い開発に結びつけることができる。この

開発方式は、医療現場の声を早期に反映しや

すいものである。PMDA との相談でアドバイス

されたように、臨床現場との連携も積極的に

取り入れることができる。 

事業化体制 アルバック機工株式会社が製造販売業を

担当 

九州クリエートメディック株式会社が製

造販売業を担当 

開発品がクラスⅢ相当であることから、第

一種製造販売業が必要となり、アルバック機

工が第一種製造販売業を取得することに時

間を要することから既に第一種製造販売業

を取得している九州クリエートメディック

が担当することとなった。 
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領域 変更前 変更後 変更理由 

事業化計画（開

発･薬事・上市

スケジュール） 

薬事申請時期：2016年 5月 

上市時期：2018年 4月 

薬事申請時期：2019年 5月 

※シンプル版は 2016年 12月 

上市時期：2020年 5月 

※シンプル版は 2017年 12月 

本開発品は当初クラスⅡを想定していた

が、PMDA 及び薬事コンサルタントとの相談会

において、その機能の新しさ内包するリスク

の高さから、クラスⅢ相当を示唆されたため 

 

(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 第三者認証機関にシンプル版が認証でいけるか確認すること 確認済み。各々の機器を個別に認証取得することは可能。但し、こ

れらの機器を組み合わせて痰を自動で吸引出来る機能を有すること

を謳うのであれば難しいと判断。先行他社製品との類似性を証明する

ことが難しいため。承認申請で検討している。 

知財 特許の穴があるのではないか。吸引タイミングなど。 補完特許申請済み 

先行特許の有無の確認など調査は自らで行うべき。 先行調査を自ら行い、補完特許（国内）を申請済み 

技術・評価 臨床研究はハイエンド版とシンプル版のどちらで行うのか明確に

すること 

ハイエンド版で実施する。 

リスク分析をしっかり行うこと 製販業が主体となり ISO14971に沿ったリスクマネジメントを継続

していく。 

その他事業

化全般 

体制変更について理由書を提出すること 理由書を提出済み 

市場調査は実施しているのか 関東地区の 5 つの医療機関（病床数の計 3000 床）にアンケート調

査を行った結果、①1 時間に 1 回の吸引が必要で安全面が担保されて

いれば使いたい、②看護師の仕事であるが開放されればありがたい、

③装置価格等、ポジティブな意見が散見された。又、MRI のユーザー

評価も実施済み。 

シンプル版の薬事申請時期と上市時期も記載すべき 本資料にて追記した。 

 

(3) 採択・継続条件への対応状況 

採択条件 対応状況 

計画名に「事業化」を入れること 対応済み 

PMDAへの相談を早期に行うこと 相談済み 

27 年度に実施する事業内容と支出計画を精査すること 対応済み 
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採択条件 対応状況 

臨床での使用結果を踏まえ、早急に最終スペックを確定させること 臨床研究の結果を踏まえ、課題を整理中。 

国の委託事業であることを踏まえ、可能な限り当初計画の前倒しを図るな

ど、早期の上市実現のために尽力すること。また有識者委員会や伴走コンサ

ルティング等での指摘事項を計画に確実に反映させること 

製造販売担当を既に第一種製造販売業を取得している九州クリエートメデ

ィックに変更。 

 

主たる開発要素がある業務、特別な技術を要する業務等を担う企業は外注先

とせず、共同体内の事業実施機関として再委託契約を行うこと 

装置はアルバック機工㈱、チューブは九州クリエートメディック㈱、で対

応済み 

日本医療研究開発機構及び経済産業省が開催する委託事業の成果普及のた

めの事業へ参加・協力するとともに、日本医療研究開発機構が行う委託事業

終了後の追跡調査および必要に応じて行う委託事業に関する調査に協力す

ること 

要請に応じて適宜対応する。 

契約期間において取得、作成又は改良等を行った財産がある場合は、日本医

療研究開発機構の指示に従い、契約期間終了後に速やかに買い取ること 

事業終了後に対応する。 

上記の他、本事業の実施に当たっては、平成 27 年度医工連携推進事業公募

要領、日本医療研究開発機構の事務処理マニュアル等に従い、実施すること 

適宜対応している。 

 

1.8 平成 28 年度以降の以降の事業化計画 
2016 年 1 月より実施した臨床研究（3 例）の結果を受けて課題を整理し、PMDA 事前相談を行う。薬事申請時期は 2019 年 5 月頃で、上市は 2020

年 5 月頃の予定。その間に、一定間隔で定時吸引できるシンプル版を先に上市する。薬事申請時期は 2016 年 12 月頃で、上市時期は 2017 年 12 月頃

の予定。シンプル版を早期に市場投入し、臨床現場との連携も積極的に取り入れ、事業化に邁進する。 

 

(1) 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  治験の必要性の有無を PMDA に確認する。 

 基準に基づく評価の応用範囲を整理する（吸引装置の基準、挿管チューブの基準など）。 

 自動化アルゴリズムの評価方法について整理する。 

 シンプル版について製造販売申請の準備を開始する。 

知財  PCT 出願中の特許について、登録できるよう対応する。 

 意匠・商標権の申請準備を進める。 

技術・評価  臨床研究の結果を受けて、装置の改良を行う。 

 臨床研究の結果を受けて、挿管チューブセットの改良を行う。 

 気管切開チューブの設計を開始する。 

その他事業

化全般 

 タイ国に試作機を持ち込み、評価を行う。 

 アフターサービス体制の検討を開始する。 
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領域 検討・実施すべき事項 

 販売戦略・戦術を精査する。 
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1.9 平成 27 年度委託事業の振り返り 

1.9.1 当初目標達成度に関する自己評価 

(1) 自己評価結果 

B：当初目標を達成した。 

 

(2) 自己評価理由 

臨床研究における実機テストが最終目標である。12 月 18 日に県立延岡病院にて倫理委員会が開催さ

れ了承を得た。1 月 20 日に 1 例目が開始され、2 月 5 日～6 日（2 例目）、2 月 10 日～11 日（3 例目）

と続き、計画通りに 3 例の臨床研究を実施した。 

 

(3) 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。 ○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。 △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。 △一部

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。 △一部

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

開発
戦略

その他

知的
財産

薬事

市場

基本
戦略

販売・
物流

事業
収支
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1.9.2 委託事業期間全体を振り返って改善すべきだったと考える点 

(1) 事業体制 

本開発品の新規性とリスクを正確に見極めた上で、初めから第一種製造販売業者にコンソチームに入

ってもらうべきでした。 

 

(2) 事業の進め方 

PMDA への相談をもう少し早く行い、本開発品の新規性とリスクを正確に見極めておくべきでした。 

 

(3) その他 

PMDA 相談会と薬事コンサルを実施した後に、適切な薬事戦略が取れるようになりましたが、もう少

し早い段階で取り組むべきでした。 

 

1.10 事業に関する連絡窓口 
 

学校法人順正学園 九州保健福祉大学 

〒882-8508 宮崎県延岡市吉野町 1714-1 

TEL (0982) 23-5544 (直)／FAX (0982) 23-5540 

 

 

 


