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1. 事業の概要 

近年、難治性の慢性潰瘍が増加しており、これらは感染を惹起しやすく敗血症等、重症化に陥る場合が

ある。一旦感染傾向となれば治療の中止、洗浄および抗菌剤入りの治療材料へ変更するため、創傷治癒は

中断され、治癒遅延につながる。本事業では、感染に対する抵抗性があり、なおかつ創傷治癒促進を可能

とする材料の開発を機能性タンパク質を用いて実現する。これにより国内外初の遺伝子組み換え技術を

用いた創傷治癒材として上市を目指す。 
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1.1 事業の目的 

現在、創傷治療として人工真皮移植や陰圧閉鎖療法などがあり、創傷治療材料としては各種創傷被覆

材、軟膏類など多数存在する。しかし、共通する問題点は感染に対する脆弱性である。近年、糖尿病性潰

瘍や褥瘡といった難治性の慢性潰瘍が増加しており、これらは感染を惹起しやすく敗血症に陥る危険性

を含んでいる。そのため、一旦感染傾向が出現すれば、治療の中止、洗浄および抗菌剤入りの治療材料へ

の変更等の追加医療行為が発生する。その間、創傷治癒は中断され、治癒遷延につながる。 現在臨床で

使用されている既存のゲル製剤（イントラサイトゲル、グラニュゲル）や人工真皮（ペルナック）では感

染に対する抵抗力がなく、感染症例では使用されないケースが多い。従って、医療現場では、感染への抵

抗性があり、かつ、創傷治癒促進を可能とする材料への強いニーズが存在する。 

医療現場での「感染に対する抵抗性があり、なおかつ創傷治癒促進を可能とする材料」への強いニーズ

に基づいて、本研究では、これらの条件を満たした基材であるシルクエラスチンスポンジを開発した。 

本基材は線維芽細胞の遊走による創傷治癒促進効果に加え、他のゲル製剤とは異なり、シルクエラスチン

スポンジが浸出液等により溶解して液体状となった後にゲル化する特性から、凹凸のある創面への 密着

性に優れており、創面に残存する細菌を密封し増殖を抑制する。さらに人工真皮の主成分であるコラーゲ

ンとは異なり、シルクエラスチンは、エラスターゼ等の一部の酵素以外では加水分解されることがないた

め、分解されにくく、細菌の栄養素になりにくい。また、 エラスチン配列（GVGVP 配列）に起因して、

マクロファージを創傷面に遊走させることができる。このような事象から、シルクエラスチンは創傷面に

対する細菌増殖抑制効果を有しているといえる。 

本事業の目的は、スピーディな上市に必須となる効率的な薬事承認に向けて、市場を見据えつつ戦略的

に企業治験（2020 年秋開始目標）を実施することである。本材については、既に医師主導治験（先行す

る AMED ACT-M 事業にて実施）にて臨床的課題を同定済みであるため、当年度は、その解決策を盛り

込んだ治験デザインを構築すべく、創傷治癒領域に詳しい CRO を採用し、キーオピニオンリーダー（KOL）

の医師らとの議論*を重ねながら、最適化されたプロトコルを作成予定である。 

*2 月 8 日に KOL を一堂に集めた「治験プロトコル意見聴取会」を実施 

一方、企業治験と並行してユーザビリティ性の高い製品形態の設計（容器や包装資材の設計等）や承認

申請用の非臨床データ取得に加えて、商用生産に向けた量産化検討（スケールアップ検討や収率向上検討

等）ならびに国内の販売戦略の立案を実施していく。 

・国内薬事申請  ：2022 年 3 月 

・国内上市 ：2023 年 3 月 

・海外薬事申請：2024 年 10 月（CE マーキング） 

・海外上市 ：2026 年 3 月（EU、ｱｼﾞｱ） 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：三洋化成工業株式会社 

PL： 川端 慎吾（三洋化成工業株式会社） 

SL： 森本 尚樹（京都大学大学院） 

共同体： ①京都大学大学院 

  ②京都大学 

  ③広陵化学工業 
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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 シルクエラスチン 分類名称（一般的名称） コラーゲン使用人工皮膚 

対象疾患 皮膚欠損 届出／認証／承認 承認 

想定される販売先 創傷被覆材メーカー 新／改良／後発 改良 

使用目的又は効果 

本品は、以下の全層創傷および部分層創傷の管理、治療、治癒に使用。 

 ・ 褥瘡 ・ 静脈性潰瘍 ・ 慢性血管潰瘍 ・ 糖尿病性潰瘍 ・ 外傷性創傷 ・ 熱傷 ・ 

恵皮部／移植部 ・ 手術創 など 

薬事申請予定者 三洋化成工業株式会社 
医療機器製造販売業許

可 
26B1X10006 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

三洋化成工業株式会社 医療機器製造業許可 26BZ200038 

 業許可  

 業許可  

 2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  EU（CE マーク圏内）および米国 

薬事申請時期 令和 4（2022）年 3月 令和 6（2024）年 10 月 

上市時期 令和 5（2023）年 3月 令和 8（2026）年 3月 

想定売上（上市後 3年目） 6.2 億円／年（令和 8（2026）年時点） 3.8 億円／年（令和 11（2029）年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 15.82 億円／年（令和 1（2019）年時点） 575 億円／年（令和 1（2019）年時点） 

想定シェア（上市後 3 年

目） 
59％（令和 1（2019）年時点） 3％（令和 1（2019）年時点） 
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 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

 

＜概観＞ 

・機能性タンパク質シルクエラスチン（P47K）を  

主成分としたスポンジ形状の創傷治癒材 

・創傷面に対してシルクエラスチンスポンジをの 

せ、ドレッシング材を貼付するのみ。 

・スポンジが水溶液となってからゲル化するため、 

 複雑な傷にも密着可能。 

 

＜特長＞ 

1.タンパク質としては珍しい感温ゲル化性を有し 

ており、複雑な創傷面に密着して細胞足場となる。    

2.ヒト由来のエラスチン骨格を含むことから、皮膚 

潰瘍治療に対して細胞との親和性が高い。  

3.非動物由来原料であるため、大腸菌発現系を用い 

て安定的に生産することが可能。  

4.三洋化成工業保有の界面制御技術と組み合わせる 

 ことで、様々な材型に加工可能である。  

5.細菌の栄養源になりにくく、菌感染に対する抵抗 

性が高い。 
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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 

・形成外科医、皮膚科医、救命救急医等の皮膚潰瘍治療に従事する医師 

・将来的には在宅医療も視野に入れていることから、看護師も想定 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

皮膚潰瘍は、慢性創傷と急性創傷に大別できる。慢性創傷には、糖尿病性足潰瘍や静脈性足潰瘍、褥瘡

性皮膚潰瘍（床ずれ）が含まれる。一方で、急性潰瘍は熱傷や採皮創が主な疾患となる。 

 

 

 
 

皮膚潰瘍の治療戦略は、皮膚潰瘍の深さに応じて大きく変わる。今回のシルクエラスチンを用いた創傷

治癒材は、創傷治癒能の高さを考慮すると、全層欠損以上の皮膚潰瘍が対象となる。上述の表は、横軸に

創傷種、縦軸に皮膚潰瘍の深さを示している。その中のカラムは、前提条件をベースに算出した対象症例

数（千人）を記載している。 

 今回のターゲット市場は、慢性潰瘍×全層欠損ならびに骨・筋に至る創傷と設定しており、対象症例数

としては、約 70,000 症例となる。1 症例に対して、2 回程度投与（競合品の使用例を参考）するため、

年間 140,000 製品（70,000 症例×2 回投与/症例）がターゲット数量の規模となる。 

一方、製品価格については、特定保険医療材料「102 真皮欠損用グラフト」を想定していることから、

451 円/㎝ 2 の保険償還価格が付いている。平均的な製品サイズは 50cm2（102 真皮欠損用グラフト内の

製品を参考）であることから、1 製品価格は、22,550 円/製品(50cm2サイズ)となる。よって、ターゲット

市場規模は、31.57 億円（140,000 製品/年×22,550 円/製品）と設定している。 

 

  

表 ターゲット市場（潰瘍種×傷の深さ） 
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(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 

 競合製品としてはブタ由来コラーゲンシートである。これまでのコラーゲン使用人工皮膚とは異な

り、縫合不要でシルクエラスチンスポンジに近い効果・効能ならびに特長を有している。 

 市場獲得のための障壁は以下の通り。皮膚潰瘍治療は、症例の状態や既往歴等に依って、同じ治療機

器を使用しても、治療効果が大きく変化する。そこで、どのような症例に対しても、一定の安定した治

療パフォーマンスが出せる使用方法を医療従事者に提案することが、市場獲得の大きなポイントとな

る。そのため、本事業では、このような上市後の課題を見据えて、医療機器の承認を目指すだけではな

く販売促進活動に必須となるアプリケーションデータ（傷の状態に対する本治療機器の使用方法提案

となるエビデンスデータ等）を揃えていく。 

 

 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） 

競合品に対する差別化ポイントは、上述しているコア技術であるシルクエラスチンの特長に起因する。 

 

①タンパク質としては珍しい感温ゲル化性を有しており、複雑な創傷面に密着して細胞足場となる。 

⇒競合品と比して、本品は創傷面で一旦液状を経由してゲル化するため、複雑な形状の皮膚潰瘍にお   

いても、高い密着性を有している。 

 

②ヒト由来のエラスチン骨格を含むことから、今回の皮膚潰瘍治療に対して細胞との親和性が高い。 

⇒エラスチンは皮膚潰瘍治療、特に肉芽組織形成を司る線維芽細胞に対する親和性が高い。 

 

③非動物由来原料であり、大腸菌発現系を用いて安定生産が可能。 

⇒競合品はブタ由来原料であるのに対して、大腸菌発現系を用いて生産するシルクエラスチンはウイ

ルス感染リスクがない。 

 

④三洋化成工業保有の界面制御技術と組合せることで、様々な材型に加工可能である。 

⇒競合品は薄いシート状のみの材型しか存在しないが、シルクエラスチンはスポンジやシート等様々

な材型に加工できる。 

 

⑤細菌の栄養源になりにくく、菌感染に対する抵抗性が高い。 

⇒対象とする慢性潰瘍は、菌感染リスクが高い創傷が多い。 

 

 提案機器 競合機器１ 

メーカー 三洋化成工業株式会社株式会社 Cook Japan 株式会社株式会社 

概要 機能性タンパク質シルクエラスチン

からスポンジ 

ブタ小腸粘膜下組織からなるコラー

ゲンシート 

型式 シルクエラスチン P47K OASIS 細胞外マトリックス 

特徴 滲出液を吸収することで、スポンジ

が溶解し、その後体温によってゲル

化し、菌感染に強い 

生体内と同様の 3 次元構造を保持

し、細胞を取り囲み結合する構造と

機能を持つ 

国内市場規模  31.57 億円 
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国内シェア  100% 

海外市場規模  575 億円 

海外シェア  不明 

売価 22,550 円（50cm2） 22,550 円（50cm2） 

保険償還 点数 451 円/㎝ 2 451 円/㎝ 2 

クラス分類 Ⅳ Ⅳ 
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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) 補助期間後を含めた事業計画の概要 

 

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025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

製品開発
・製品化検討
・承認申請用ｴﾋﾞﾃﾞﾝｽﾃﾞｰﾀ
取得

・コンセプト検討

・生物学的安全性試験

・有効性ﾃﾞｰﾀ

臨床試験
・医師主導治験
・企業治験

承認申請
・STED準備
・照会事項対応
・保険償還
・市販後調査

製造
・生産性向上検討
・QMS対応
・商用生産体制構築

販売戦略
・国内
・海外

・市場調査

・国内販売ﾊﾟｰﾄﾅｰ調査

知財対応

・基本特許出願

・特許網構築

・審査請求対応

上市時期

スケジュール変更理由

事業の実施内容

自主事業の内容

・カルタヘナ法第２種使用確認申
請（GILSP対応）

・安全性試験項目GAP分析
2022年12月末までに薬事承認を実施出来な
い場合、改正された生物学的安全性試験ｶﾞｲ
ﾄﾞﾗｲﾝに則した試験を実施する必要有。スケ
ジュール遅延のバックアップとしてGAP分析を
実施する。

（１）製品開発 ①製品化検討
　　　　　　　　　②承認申請用データ取得
　　　　　　　　　③リスクマネジメント
（２）企業治験 ①治験プロトコル作成
                  ②治験前相談（対面助言）
（４）製造関連 ①生産性向上
                  ②QMS対応

（１）製品開発①製品化検討②承認申請用
ﾃﾞｰﾀ取得③ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ④追加の特許出願
（２）企業治験①治験ﾌﾟﾛﾄｺﾙ作成 ②治験前相
談③治験届④治験実施⑥治験機器作製
（３）承認申請 ①STED作成、承認申請
（４）製造関連 ①生産性向上検討②QMS対
応③商用生産体制構築
（５）販売戦略 ①国内戦略②海外戦略

（１）製品開発①製品化検討
　　　　　　　　 ②承認申請用ﾃﾞｰﾀ取得
　　　　　　　　 ④追加の特許出願
（２）企業治験④治験実施
　　　　　　　　 ⑤CSR作成
（３）承認申請 ①STED作成、承認申請
（４）製造関連 ③商用生産体制構築
（５）販売戦略 ①国内戦略②海外戦略

・生産菌株のマスターセルリバイブル ・GCP手順書改訂

・抜本生産プロセスの構築検討

・抜本生産プロセスの構築検討

臨床使用用法の最適化検討

承認申請用ｴﾋﾞﾃﾞﾝｽﾃﾞｰﾀ取得

安全性試験項目GAP分析

医師主導治験

企業治験

★対面助言

治験プロトコル作成

★治験届 CSR作成

★国内薬事申請
STED準備

照会事項対応

生産性向上検討

★保険償還申請
市販後調査

商用生産体制構築

QMS対応

製品化検討（製品パッケージ等）

用途展開検討

販売体制検討、国内販売チャネル構築、販売計画作成

審査請求対応

プロモーション活動

★国内上市

海外販売チャネル設定

★CEマーク申請

CEマーク申請準備

★

海外

上市
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(2) 投資回収計画 

 ① 国内 

 R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

R10 

(2028) 

薬事申請時期   ●        

上市時期    ●       

支出額（単位：億円） 1.5 2.0 2.0 0.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.8 1.7 

 うち補助対象 0.5 1.0 1.0 － － － － － － － 

 うち自己負担 1.0 1.0 1.0 0.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.8 1.7 

売上高（単位：億円） － － － 0 1.6 3.2 4.6 6.2 7.6 7.6 

販売数量（単位：KU） － － － 0 14 28 42 56 70 70 

 ② 海外 

 R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

R10 

(2028) 

薬事申請時期      ●     

上市時期       ●    

支出額（単位：億円） － － － 0.3 0.3 0.3 0.8 1.0 1.2 1.4 

 うち補助対象 － － － － － － － － － － 

 うち自己負担 － － － 0.3 0.3 0.3 0.8 1.0 1.2 1.4 

売上高（単位：億円） － － － － － － 0.8 1.6 2.4 3.1 

販売数量（単位：） － － － － － － 7 14 21 28 

 ③ 国内・海外合計 

 R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

R10 

(2028) 

支出額（単位：億円） 1.5 2.0 2.0 0.8 1.9 1.9 2.4 2.7 3.0 3.1 

 うち補助対象 1.0 1.0 0.5 － － － － － － － 

 うち自己負担 1.0 1.0 0.2 0.8 1.9 1.9 2.4 2.7 3.0 3.1 

売上高（単位：億円） － － － 0 1.6 3.2 5.4 7.8 10.0 10.7 

販売数量（単位：） － － － 0 14 28 49 70 91 98 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 
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＜保険点数の目論見ならびに販売価格＞ 

菌増殖抑制を新機能として、C1 申請もしくは B2 申請で、類似機能区分「102 真皮欠損用グラフト」

の箱で加算を狙う。本品は当該箱の定義には必ずしも一致しないが、目的や構成は酷似していることから

妥当な類似機能区分であると考える。本区分に含まれている製品は以下の通り。 

また、加算については、シルクエラスチンが有する菌増殖抑制機能を新機能として主張して、有効性加

算の取得を計画している。また、改良加算としては、上述している動物由来原料ではない点を主張して、

加算を目論む。 

類似機能区分「102 真皮欠損用グラフト」の保険償還価格は、451 円/㎠であり、平均製品サイズ 50
㎠を勘案すると、1 製品あたり、22,550 円/製品となる。尚、投資計画上は、改良加算等の加算分は考慮

に入れず試算している。また、2 年に一度の薬価改定を盛り込み、▲2％の改訂を盛り込んでいる。 
 

＜販売数量の試算＞ 
上述の市場規模から対象症例数を約 70,000 症例（慢性皮膚潰瘍分）と設定し、1 症例に対して 2 製品

使用することを前提条件に置いている。 
 

＜原価の根拠＞ 
変動費に相当する原料費や物流費等ならびに人件費は、2016 年から ACT-M 事業の支援を受けて実施

した医師主導治験時の治験機器生産の実績をベースに算出している。 
 
＜設備投資＞ 

 本製品は①大腸菌培養、②抽出・精製、③製品化、④滅菌の４工程に分かれる。この内、②以外は外

注を検討している。 
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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” 

本開発品の製販業は三洋化成工業

が担い、製造業として広陵化学工業、

を計画している。 

本製品は①大腸菌培養、②抽出・

精製、③製品化、④滅菌の工程を経

て生産される。各工程は、以下の企

業が担う計画である。 

①大腸菌培養 ⇒ CMO メーカー 

②抽出・精製 ⇒ 三洋化成工業 

③製品化   ⇒ 広陵化学工業 

④滅菌    ⇒ 住重アテックス 

 

 

製販企業である三洋化成工業株式会社と販売予定業者とは、既に NDA を締結しており、昨年から 2 回

/月ペースで打ち合わせを実施し、販売に向けた販売戦略等の事業シナリオを構築中である。 

ものづくり中小企業である広陵化学工業株式会社は、大阪商工会議所のマッチングイベント（次世代医

療システム産業化フォーラム）を通じて知りあい、既に NDA を締結している。 

 一方、シルクエラスチンの大腸菌培養を担うＣＭＯメーカーは、国内メーカーを中心に選定中で、CMO

メーカーが保有している設備（培養槽のサイズ、培養条件コントロール）が、当社の必要培養サイズや培

養条件に合うメーカーを選定すべく、候補メーカー（10 社）と検討を進めている。 

 

 2) ビジネス体制 

 
 

上市後のビジネス体制図 

販売業者 販売業者 
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(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 全般相談（2020 年 1 月 28 日@PMDA） 

2019 年 9 月 27 日の全般相談にて、相談済みの本製品の生産に関して、前回の相談結果を踏まえて、

QMS 対応策の妥当性を相談した。 

・当社から提示した QMS 対応策について、PMDA にて QMS 省令等の関連法令を確認した。その結 

果、特段、疑義があることではなく、対応策として差し支えないと考えるとのこと。 

 

 治験前相談（対面助言）（2020 年 3 月 31 日@PMDA） 

検証的治験のプロトコルについて、機構の意見を問うため、本相談を申し込んだ。 

対象疾患、選択基準・除外基準の妥当性について、機構側から複数の助言を得た。得た助言を踏まえた

当該対象疾患、選択基準及び除外基準の再検討を実施し、検討結果確認にあたっては、本相談のフォロ

ーアップ面談を実施することとなった。 

 

 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） 

先行技術調査は定期的に実施しており、入手可能な競合品については比較検討を実施している。一方、

当社保有特許について、これまでに国内外で特許網を構築している。効果・効能の追加データ等を用い

て、順次補強特許を出願している。 

 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 

・商標登録を申請中。2020 年夏頃、審査結果判明予定。 

・シルクエラスチン生産プロセスについては、特許化せずノウハウ化。 
 

 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

治験プロトコルの作成に関して、PMDA との協議を進めている。フォローアップ面談にて、プロトコ

ルの確定を目指すべく、2020 年 3 月末の対面助言の結果を受けて、プロトコルの再検討に着手する。

一方、新型コロナウイルスの影響で治験実施予定の医療機関では IRB 開催延期や新規治験の受け入れ

中止等の処置が取られている。9 月の治験開始を目指しているが、リスケジュールを実施する可能性も

ある。 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

本品の作用機序に関するエビデンスデータの取得に関し、類似品であるコラーゲンとの比較やシルク

エラスチン特有の細胞とのインタラクションについて、追加データ（足場としての基礎データ等）を取

得するべく実験を進めている。 

 

 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

販売チャネルとして創傷治癒分野にて高い国内シェアを有する販売業者と NDA を締結し、マーケティ
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ング調査や販売戦略の検討を進めている。上市を見据えて、治験実施機関は西日本ならびに東日本の

KOL を中心に依頼した。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

上市後の社内体制作りの一環として、社内の薬事部や医療機器開発部隊への開発状況の共有化や参画

を本格的に着手した。 

 QMS 等の品質保証体制 

遺伝子組み換え技術を用いた医療機器は、国内外初めてであるため、PMDA と QMS 体制下で実施す

べき、生産プロセスの考え方を整理した（詳細は、(2)-1）薬事申請にて記載）。 

 広報・普及計画 

医師主導治験の結果ならびに本事業の採択に関して、共同研究先である京都大学と共に、記者会見を開

き、本材の認知度向上を図った。結果、NHK 等のテレビメディアや新聞等に取り上げられた。 

 

 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治験プロトコルの確定 

②既存医療機器との比較 

③治験機器作製(資材調達遅延) 

④治験リクルート 

①対面助言を受け、再検討しフォローアップ面談

に臨む 

②類似機器に拘らず、新規機器も視野に入れる 

③生産リードタイムの短縮検討 

④メディア等の活用と近医への積極的照会 

知財 
①出願特許の権利化 

②問題特許の把握 

①拒絶応答を通じて、確実な知財化を図る。 

②国内外での定期的な特許調査と情報提供 

技 術 ・

評価 

①作用機序解明検討 

②製品化検討 

①専門家を交えて仮説立案と検証の高回転を図

る。 

②臨床現場との積極的な対話 

その他

事業化

全般 

①新型コロナウイルス影響による遅延 

②商用生産体制構築 

①準備や検討等の前倒しと必要人員の確保 

②自動化等の生産拡張を加味した体制構築 
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1.6 2019 年度補助事業の成果概要 

(1) 補助事業の事業概要 

今年度のマイルストンは「治験戦略ならびに保険戦略に基づいた治験プロトコルの作成に着手し、2019 年度中に PMDA 相談を実施する」と設定

している。そのため、今年度中にプロトコル骨子を設定する。また、承認申請に向けて、製品開発ではパッケージングの設計を実施する。事業化に向

けては、承認申請用データ取得、製造関連では生産性向上や QMS 対応を実施していく。 

 

(2) 補助事業終了時までに完成する試作品の概要 

試作品名 概要 

シルクエラスチン P47K－WAS 菌感染リスクの高い創傷、骨・筋に至る創傷等の難治性の慢性皮膚潰瘍を含めた様々な創傷に対して、縫合を伴わ

ず、ベッドサイドでの使用が可能な製品。 

 

(3) 2019 年度の補助事業の成果と今後検討すべき課題 

2019 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 製品開発 

1)製品化検討（三洋） 

目的：広陵化学工業と連携して、医師に対す

るユーザビリティ性が高いパッケージング

を設計検討する。 

内容：従来品のデザインや医師へのヒアリン

グを元にパッケージング仕様を設定し、広陵

化学に提示。広陵化学が作成したプロトタイ

プにつき、使用感等を評価する。 

2020 年 3 月プロトタイプ評価結果報告書 

（広陵化学） 

目的：医師に対するユーザビリティ性が高い

パッケージングを設計・作成する。 

内容：三洋化成から受けたパッケージングの

要求仕様に基づいて、デザインに起こす。そ

の後、購入予定であるフレキシブルな操作性

の小型射出成型機を用いてプロトタイプを

作成する。(3 回程度) 

2020 年 3 月プロトタイプ作成 

▶ 

【進捗 100％：○】 

 
治験実施予定機関の先生方を中心に、治験サンプル

のデリバリーから患部への投与までの流れを説明

し、現行パッケージの問題点を抽出できた。また、

実生産工程を見据えたパッケージ（特にシルクエラ

スチンスポンジを入れるケース）とすべく、広陵化

学との設計ディスカッションを頻繁に開催して、プ

ロトタイプの作製まで実施できた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▶ 

本実施項目では主に以下の点について検討を

進めていく。 

・医師のユーザビリティ性を加味した設計 

 作製したプロトタイプを活用しながら、医師

へのヒアリングを実施して、より使いやすく、

かつ誤認使用がなきようブラッシュアップし

ていく。 

・実生産を見据えた生産効率を向上させた設

計 

 主たる組み立て工程や滅菌工程等、各工程で

の確認すべき項目を挙げて、プロトタイプを評

価していく。特に、安全性の観点から滅菌工程

での製品劣化や溶出物の評価は注視する。 
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2019 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)承認申請用データ取得 

（三洋） 

目的：承認申請時の効果・効能を謳うための

データを入手すべく、京大再生研と共に、仮

説設定と実験系の確立を実施する。 

内容：シルクエラスチンが有する菌増殖抑制

効果に対する仮説検証をこれまでの動物実

験データや関連データから立案する。 

2020 年 3 月仮説立案 

（京都大学） 

目的：承認申請時の効果・効能を謳うための

データを入手すべく、仮説設定と実験系の確

立を実施する。 

内容：シルクエラスチンが有する菌増殖抑制

効果に対する仮説検証について、In vitro で

の実験系(マクロファージﾞを用いた評価系)

を確立する。 

2020 年 3 月実験系の確立 

 

3)リスクマネジメント（三洋） 

目的：医師主導治験の結果や臨床使用から得

られた情報を基に、リスクマネジメントを実

施する。 

内容：QMS 体制に従って、リスクマネジメン

ト会議を実施(2 回程度)し、リスク分析なら

びにリスクマネジメントを立案する。 

2020 年 3 月リスクマネジメント報告書 

【進捗 90％：○】  

シルクエラスチンがマクロファージ遊走性につい

て、より詳細に作用メカニズムを追求することで、

効果・効能を期待している菌増殖抑制効果の仮説検

証が進むことが、文献調査等から見えてきた。一方、

後述する PMDA の対面助言からシルクエラスチン

の足場としての機能についても、より詳細にエビデ

ンスデータを示す必要性が生じた。 

 

本実施項目では主に以下の点について検討を

進めていく。 

・菌増殖抑制に関する作用機序解明 

 細胞遊走するマクロファージのフェノタイ

プを調査することで、菌増殖抑制までの仮説検

証のきっかけをつかむことができる。また、シ

ルクエラスチンが菌の栄養源とならないデー

タについて、菌種を増やしてデータ補強してい

く。 

・細胞足場としての提示 

 シルクエラスチンゲルへの細胞浸潤やゲル

内での細胞増殖に関するデータを取得してい

く。また、動物実験にてゲル内への細胞浸潤の

経過を組織学的に示せるよう、治療経過に沿っ

て組織画像を取得していく。 

② 企業治験 

1)治験プロトコル作成（三洋） 

目的：PMDA の治験前相談(対面助言)に移行で

きるレベルまでプロトコルを作成 

内容：京大形成外科、CRO(外注予定)と共に、

医師主導治験の結果を踏まえ、動物実験(4 回

程度)で使用方法を検討し、プロトコル骨子

▶ 

【進捗 90％：△】 

これまでに実施してきた医師主導治験の結果を踏

まえて、企業治験のプロトコルを作成した。作成し

たプロトコルをもって、PMDA の治験前相談に予定通

り移行することができた。 

 

▶ 

対面助言で得た相談記録を基に、治験プロトコ

ルの修正を実施していく。6 月～７月に予定し

ているフォローアップ面談にてプロトコルを

確定する。 
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2019 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 

ならび手順書等を設定する。 

2020 年 3 月プロトコル骨子 

（京都大学大学院） 

目的：PMDA の治験前相談(対面助言)に移行で

きるレベルまでプロトコルを作成 

内容：医師主導治験の結果を踏まえ動物実験

(4 回程度)で使用方法を検討し、プロトコル

骨子ならび手順書等を設定する。また、実施

施設の選定やエンドポイント等骨子に重要

なポイントを優先して検討、骨子に反映させ

る。 

2020 年 3 月プロトコル骨子 

 

2)治験前相談（対面助言） 

（三洋） 

目的：治験プロトコル骨子について、治験前

相談を実施する。 

内容：治験プロトコル骨子を作成した後、準

備面談を経て治験前相談の日程を確定させ

る。 その後、資料搬入後の照会事項につい

て、対応していく。 

2020 年 3 月相談前の照会事項対応結果 

（京都大学大学院） 

治験：プロトコル骨子について、治験前相談

を実施して、臨床上での照会事項を対応す

る。 

内容：治験前相談の資料搬入後に実施される

照会事項について、臨床面での対応を担当す

る。具体的には、従来治療との比較や適格基

準等の臨床的要素が強い照会事項について
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2019 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 

対応する。 

2020 年 3 月相談前の照会事項対応結果 

④製造関連 

1)生産性向上（三洋） 

目的：シルクエラスチンの安定生産を目指し

てプロトコル（培養工程、精製工程）のブラ

ッシュアップを実施する。 

内容：培養工程は培養条件を見直すべく、菌

増殖やシルクエラスチン発現量に対する培

養パラメータの関係性を得る。精製工程につ

いて、各工程におけるシルクエラスチン回収

率だけでなく夾雑物除去等に関してもマテ

リアルバランスデータを得る。 

2020 年 3 月検討項目の選定 

 

2)QMS 対応（三洋） 

目的：遺伝子組み換え技術を用いて生産する

シルクエラスチンに対して、QMS 体制下で製

造すべき工程を明確化する。 

内容：遺伝子組み換え技術を用いた医療機器

は前例がなく、QMS 体制下で実施すべき製造

工程が定まっていないため、PMDA との相談を

重ね、QMS 対応範囲を設定し、設定根拠を中

間報告書に反映させる。 

2020 年 3 月中間報告書 

▶ 

【進捗 100％：〇】 

生産性向上検討について、培養工程ならびに精製工

程の見直すべき項目を抽出することができ、目標と

生産レベルまで引き上げることに目途を得た。 

QMS 対応検討については、PMDA と共に遺伝子組

み換え技術を用いた医療機器の生産に関する考え

方を議論してきた。当社が考案した QMS 対応方針

について、PMDA の理解を得ることができた。 

▶ 

生産性向上検討について、検討項目を抽出でき

たことから、重点的に検討を進めていく。加え

て、商用生産に向けてスケールアップ検討に着

手していく。 

昨年度作成した QMS 対応方針に沿って、商用生

産の QMS 体制を検討・整備していく。 
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(4) 2019 年度の到達点（総括） 

これまでに実施してきた医師主導治験の結果を踏まえて、企業治験のプロトコルを作成した。作成したプロトコルをもって、PMDA の治験前相談

に予定通り移行することができた。2020 年秋からの治験開始に向けて、対面助言にて得た相談記録を基にプロトコルの修正ならびにその他治験準備

を進めていく。一方、製品パッケージならびに生産性向上検討についても、計画通り、進捗している。製品パッケージではプロトタイプを作製できる

体制を構築できた。また、生産性向上検討は、検討すべき項目を抽出でき、目標レベル到達の目途を得ることができた。 
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1.7 補助事業の振り返り 

(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）。 △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。 △一部
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。 ○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。 ○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。 △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。 △一部

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。 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。 △一部
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。 ○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。 △一部
販売チャネルは明確になっていますか。 ○十分
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。 ○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。 △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

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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(2) 2019 年度補助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 

特になし 

 

 2) 事業の進め方 

特になし 

 

 3) その他 

分担機関との委託契約締結に際し、予め双方で検討しておけばよりスムーズな事業開始が可能だった。 
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(3) 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 

特になし   

事業化体制 特になし   

事 業 化 計 画

（開発･薬事・上

市 ス ケ ジ ュ ー

ル） 

特になし 

 

  

 

(4) 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 一般的名称については、現在想定している区分に入らない場合も含

め検討しておくこと。 

対面助言を踏まえて、一般的名称に対する考え方を再考することと

なった。 

知財 なし  

技術・評価 なし  

そ の 他 事 業

化全般 

保険償還獲得に関して、企業治験でどのようなデータを取得してい

くべきか、プロトコル確定前に、厚労省と相談しておくこと。 

2020 年 6 月に厚労省経済課と相談できる場をセットした。 

 

(5) 採択先条件への対応状況 

採択条件 対応状況 

なし  
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1.8 令和 2 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

(1) 令和 2 年度の事業概要 

次年度のマイルストンは「治験戦略ならびに保険戦略に基づいた治験プロトコルを完了させ企業治験を実施すると共に、上市を見据えて承認申請

準備、商用生産準備ならびに販売戦略に着手する」と設定している。そのため、企業治験では治験プロトコル作成後、治験届、IRB、治験機器作製を

経て治験実施にこぎ着ける。一方、上市を見据えた準備は STED 作成、生産体制検討ならびに国内外の販売戦略策定に着手する。STED 作成では、

リスクマネジメントや非臨床データ追加取得も加味して進める。生産体制検討は、生産性向上や QMS 対応等、ラボレベルからのスケールアップを思

考する。販売戦略では、知財戦略も加えて、ターゲットとする領域を絞り込んでいく。 

 

(2) 令和 2 年度補助事業の実施内容 

項目名 実施主体 具体的な内容 

①製品化検討 三洋化成、広陵化学 医師へのユーザビリティ性ならびに生産性の高いパッケージを設計し、三洋にて確定する。 

②承認申請用データ取

得 

三洋化成、京大再生研 承認申請時の効果・効能を謳うためのデータを入手すべく、三洋にて設定した仮説を京大にて検証

する。 

③リスクマネジメント 三洋化成 改良する生産プロセスやパッケージを基に、リスクマネジメントを実施し、STED に盛り込む。 

④追加の特許出願 三洋化成 投与方法改良や生産性向上検討の結果から、本品の補強特許を出願する(2 件程度) 

⑤治験プロトコル作成

  

三洋化成、京大形成 対面助言時の指摘事項を受け、治験プロトコルならびに手順書等を整備し、フォローアップ面談を

実施して、治験届に移行できるレベルまで引き上げる。 

⑥治験実施  三洋化成、京大形成 治験書類を完成させて、治験届を提出する。その後、30 日調査を経て各機関 IRB に移行する。医

局説明会にて、実施内容の摺合せをし、症例登録開始に移行する。 

⑦治験機器作製 三洋化成 IRB 終了後に速やかに各機関への治験機器搬入できるよう、治験機器作製を実行する。 

⑧STED 作成、承認申請 三洋化成 これまでに得た非臨床データ(動物実験データや生物学的安全性試験データ等)を STED 用に書類

整備し、不足分が判明した場合は追加データ取得を進める。 

⑨生産性向上検討 三洋化成 昨年度までに検討すべき項目を処方に落とし込む。その後、得られた処方にて実生産し検証する。 

⑩QMS 対応  三洋化成 昨年度に PMDA 相談にて受けたアドバイスを踏まえて、製造に関する QMS 対応策を策定する。 

⑪商用生産体制構築 三洋化成 一連の生産体制を生産サイト含め、設定していく。 

⑫国内戦略 三洋化成 販売パートナーと共に国内マーケティング結果を踏まえた保険戦略から販売戦略(販促用アプリケ

ーションデータ取得やプロモーション活動)を立案していく。 

⑬海外戦略 三洋化成 海外 KOL への臨床インタビューから、国内との医療方針の違いや本製品の優位性等を調査する。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 
三洋化成工業株式会社 

〒605-0995 京都府京都市東山区一橋野本町 11-1 

電話: 075-541-6249 / FAX: 075-541-6343 /  

E-mail: https://www.sanyo-chemical.co.jp/contact/opinions_questions 

 

 


