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1. 事業の概要
医療現場では手術前の利用機器の滅菌から感染症予防まで滅菌は基本的要求事項となっている。しか
し、現状の各種滅菌装置はそれぞれ耐熱性、使用効率、安全性等に各々の課題がある。また、上記課題
を有しない装置は極めて高価で十分な普及にいたっていない。
本事業では、日本発のファインバブル技術を応用し、オゾンを封入したオゾンファインバブルを滅菌
液として使用する。温度は常温で滅菌後は水と酸素になるため、有害物質使用、対象器具の耐熱性制約
がない。構造がシンプルなため安価で供給でき、今まで購入できなかったユーザーへの普及が可能とな
る。
H27-056
Class Ⅱ
（想定）

ファインバブル利用による滅菌装置の開発（採択事業名）

ファインバブル技術による安全、簡便、低コストの滅菌装置の開発
ヤマト科学株式会社、株式会社富喜製作所、国立研究開発法人産業技術総合研究所、東京大学医学部附属病院

安全性、コスト等の両立が困難な現在の滅菌装置

 医療現場では手術前の利用機器の滅菌から感染
症予防まで滅菌は基本的要求事項となっている。
 しかし、現状の各種滅菌装置はそれぞれ耐熱性、
使用効率、安全性等に各々の課題がある。
 また、上記課題を有しない装置は極めて高価で十
分な普及にいたっていない。
日本発のファインバブル技術による滅菌装置
 オゾンを封入したオゾンファインバブルを滅菌液と
して使用する。
 温度は常温で滅菌後は水と酸素になるため、有害
物質使用、対象器具の耐熱性制約がない。
 構造がシンプルなため安価で供給でき、今まで購
入できなかったユーザーへの普及が可能となる

装置イメージ
滅菌槽

滅菌
チャンバー

ファインバブル
発生部

ファインバブルの特徴
界面活性、生理活性、酸化維持

ヤマト科学株式会社：株式会社富喜製作所
医療器具製造販売業で各種滅菌装置製造の経験持つヤマト
科学と、30年のファインバブルの実績を持つ株式会社富喜製
作所のものづくり中小企業2社がファインバブル産業会傘下の
研究機関の技術的支援の元に展開。
平成29（2017）年1月時点
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1.1 事業の目的
１）医療現場での課題
医療現場では、手術等に際しての医療器具等の利用前の滅菌、術中の感染症予防に至るまで、滅菌は
基本的要求事項となっている。
しかし、この要求に対応するための医療機器である滅菌装置は多くの課題を抱えている。
現在、最も普及している「高圧蒸気滅菌装置」は滅菌過程が 100℃以上の高温となるため耐熱性の無い
器具は使用できない他、耐熱性の器具の滅菌に際しても降温に時間がかかり、医療器具の使用効率が悪
いことが課題となっている。また、これに次いで普及率が高い「エチレン酸化ガス（EOG）滅菌装置」は、
利用する EOG が人体への毒性・発がん性を有するとの報告があり、過去 10 年間で年間販売台数が半減す
るなど将来的にも市場規模が縮小する事が見込まれる。更に、
「低温プラズマ滅菌装置」は、低温滅菌で
耐熱性の無い器具の滅菌が可能でかつ安全性にも優れており、これら課題を有さないものの、安価な製
品でも 1,000 万円程度と価格が高く、価格面が普及の障害となっており、特に中小規模の医療機関での
導入へのバリアが大きいなど現状の滅菌装置は各種の課題を有する。
また、減菌装置の操作に関しては専従者のいる医療機関もあるが、看護師等が本来業務の時間を割い
て行っている場合も多い。
このため、滅菌プロセスや操作が簡易で、有毒ガス等の利用が不要かつ価格面での課題も少ない、新
たな滅菌装置の開発が待たれているのが現状である。
２）医療現場のニーズ
滅菌装置は、手術用、診察用をはじめとして様々な場所で利用される他、利用形態も病院の規模等に
応じて、病院全体の機器を取り扱う中央材料室での利用や個別の診療科にての利用など非常に広範なも
のとなっており、様々な医療従事者が扱うため、高温にならない事や有害物質の取り扱いを必用としな
いなど基本的安全性、および簡便な操作性に対するニーズも大きい。
また、医療現場で 減菌装置を扱っていく場合、簡素な操作性に対するニーズも大きい。
更に、予算面での制約も大きく、現場ニーズとしては、低温プラズマ滅菌装置の半額程度で高圧蒸気
滅菌装置より安価に設定する事が望ましい。
３）解決策：ファインバブル技術利用による滅菌装置の開発
以上の様な医療現場での課題を解決し、ニーズに対応する方策として、近年、我が国初の革新的技術
として実用化が進んできているファインバブル技術の滅菌装置への応用が考えられる。
今回のプロジェクトでは、ファインバブル（FB）にオゾンを封入したオゾンファインバブル水を滅菌
剤とする冷液滅菌装置の開発を行う。特色として以下の点を挙げることができる。
① 滅菌剤はオゾンを内包したオゾンファインバブル水であり、温度は常温であり、滅菌後は酸素と水
となり排出されるので有害物質使用、器具材料の耐熱性制約等が無い。
②基本構成はオゾン発生装置とファインバブル発生装置というシンプルな構成である。
③基本構成のシンプルさに加え、電源容量も小さく、設備費、工事費等の初期コストが低くかつ、滅
菌キット等も不要のためランニングコストも低い等のメリットがある。
このように従来の高圧蒸気や低温プラズマ同様の滅菌が安全、簡便、かつ低コストで行える滅菌装置
の開発を目的とする。
将来的には、医療現場でのコスト削減要求が高まってきているといったシチュエーションから低水準
消毒や高水準消毒を簡便に行いたいというニーズもあり、本機器ではこれら消毒にも適用できる可能性
もあり、今後の展開に期待されている。
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1.2 事業の実施体制
代表機関：一般社団法人ファインバブル産業会
PL： 筧

伸雄（ヤマト科学株式会社）

SL： 松本 琢史（株式会社富喜製作所）
共同体：

①ヤマト科学株式会社
②株式会社富喜製作所
③国立研究開発法人産業技術総合研究所
④国立大学法人東京大学
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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
製品名
対象疾患
想定される販売先
使用目的又は効果
薬事申請予定者
当該製品の製造を担う
事業予定者

医療機器

クラス分類
分類名称（一般的名称）
－
届出／認証／承認
病院、診療所 等
新／改良／後発
病院や老人介護施設で使用する各種器具等の滅菌
ヤマト科学株式会社
医療機器製造販売業許可
ヤマト科学株式会社
医療機器製造業許可
業許可
業許可
ファインバブル滅菌器(予定)

クラスⅡ
冷液滅菌器（予定）
承認
改良医療機器(予定)
13B2X10035
山梨県知事許可

19BZ200001

変更理由：2016.6.9 実施の PMDA 面談の結果を反映
2) 医療機器等のターゲット市場
国内市場
薬事申請時期
上市時期
想定売上（上市後 3 年目）
市場規模（上市後 3 年目）
想定シェア（上市後 3 年目）

非公開
非公開
非公開
非公開
非公開

海外市場
対象外
―
―
―
―
―

注：「市場規模」は競合品を含めた市場全体としての見込み
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3) 事業化する医療機器の概観・特長
純水＋オゾンファインバブルによる滅菌装置でファインバブルの衝撃圧力作用および酸素力維持作用と
オゾンの組み合わせにより、ミクロンオーダーのオゾンバブルが滅菌対象物の隅々にまで行きわたり、
高い滅菌力をしめす。
洗浄、滅菌を純水、オゾンおよびウルトラファインバブルで行うため処理後は水と空気（酸素）となる
ため、有害物質の使用による人体への影響、高温処理による適用器材の制限や降温が不要な事による器
具の効率化が図れる。 シンプルな構造なため製品価格は安価であり、ランニングコストも低い。
外観：二次試作機 3D 図
プリンタ

表示操作部

監視窓
滅菌槽扉
酸素供給口
消耗品交換扉

（オゾン発生器）

ファインバブル
発生装置
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外観：二次試作機の写真
プリンタ

表示操作部
滅菌室

監視窓

滅菌槽扉

消耗品交換扉

酸素供給口
（オゾン発生器）
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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
・病院
・診療所
・老人介護施設
② 提案する機器の想定市場規模
（１）代替市場：病院市場での滅菌装置の代替
2014 年度滅菌器トータル市場
台数： 12,474 台
金額： 130 億 28 百万円
（２）新製品： 老人介護施設での消毒器
矢野研究所による市場調査結果 2015 年版 病院設備機器市場の現状と将来展望より
2014 年度滅菌器トータル市場
台数： 12,474 台
金額： 130 億 28 百万円
注：
「市場規模」は競合品を含めた市場全体としての見込み
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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
a) 競合企業
従来技術の主な滅菌装置は以下の３種である。
① 高圧蒸気滅菌装置
② エチレン酸化ガス（EOG）滅菌装置
③ 低温プラズマ滅菌装置
上記番号の装置を製造する企業名は以下のとおりである。
① 大型：サクラ精機、三浦工業、ウドノ医機、ゲティング・ジャパン
中小型：キャノンライフケアソリューションズ（旧エルクコーポレーション）、ユヤマ、
② 大型、ボンベ式：サクラ精機、三浦工業、ウドノ医機、
卓上型：キャノン、三浦、サクラ、ウドノ、ユヤマ
③ ジョンソン＆ジョンソン
その中で特に性能は良いもののコストの高く、海外メーカーが独占している低温プラズマ滅菌装
置の置き換えをねらっていきたい。
b) 競合商品
上記の EOG ガス滅菌、高圧蒸気滅菌、低温プラズマ装置 他 があるが、以下の表に記載の課
題がある。

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）
a) 差別化ポイント
①
②
③
④
⑤
⑥

高い安全性
材料制約少ない
短時間処理
狭隘部での滅菌
低コスト
高いユーザビリティー

b) 優位性
① 高い安全性
・常温で有害ガスを使用しない安全性（空気および医療機関に常備されている酸素を使用）
・要素が空気、酸素（オゾン）
、水と全て天然由来で医療従事者への影響、環境負荷が極めて
低い
・オゾンは水と酸素に速やかに分解するため、残留性への懸念が無い
② 材料制約少ない：滅菌対象物の材料制約が少ない
・常温での処理のため、材料の耐熱性に関する制約なし
・空気、酸素、水といった低侵襲性の材料を使用した滅菌
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③ 短時間処理
・常温での処理のため、高温で滅菌する装置で必要となる被滅菌物取り出し時に要する冷却
時間が不要
・高圧蒸気滅菌装置では３時間程度の滅菌処理時間が１時間程度で完了の見込み
④ 狭隘部での滅菌
・ファインバブルは自身が有する界面活性効果で被滅菌物の狭隘部にも侵入。ファインバブ
ルに閉じ込められたオゾンを届ける作用がある。そのため、狭隘部でも滅菌が可能。
⑤ 低コスト
・装置の構造がシンプルで医療機関から介護施設等にも適用可能な低コスト
・現状で安全性、材料制約の少ない。低温プラズマ滅菌装置に比較して大幅なコスト
ダウンが見込まれる。
⑥ 高いユーザビリティー
・短時間での滅菌が可能（滅菌開始から、滅菌対象物取り出しまで 1 時間程度）
・小型化による各科のバックヤード、手術準備室への配置が可能
c) 考慮すべき点
滅菌バックでの滅菌ができないため、滅菌後の長期保存ができない。
d) 当該医療機器の滅菌処理適合性
利用可能なもの
滅菌対象物

・メス
・鉗子
・はさみ
・ピンセット
・その他の各種鋼製小物類
・喉頭鏡（※）
・尿器、便器（※）
・膿盆（※）
・バット（※）
等
※当委託事業では対象物から除外

利用に適さないもの
・電気的接続部分のある医療機器
・滅菌バックを用いて長期保管運用す
る医療機器
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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
以前

4

5

6

7

H27（2015）年度
8 9 10 11 12 1

2

3

4

6

7

H28（2016）年度
8 9 10 11 12 1

2

3

4

5

6

7

H29（2017）年度
8 9 10 11 12 1

H30（2018）
2

3

基本特性評価

基本特性検証装置製作

要素技術開発

5

検証

安全性・耐久性試験
滅菌性総合試験

発生装置小型化等検討
一次試作機設計・製作

一次試作機評価

試作機開発・改良
【製品名】

二次試作機
設計

量産機開発
【製品名】

製作

量産試作機仕様策定

臨床研究

評価

量産試作機設計・製作

医療機関検証

薬事申請
東京都／第3者認証
機関打合せ

知財対応

体制づくり、
基本戦略検討

販売戦略

体制づくり、
販売店ヒアリング

ＰＭＤＡ
個別面談

戦略検証、
必要時見直し

市場調査、
販売店ヒアリング

ＰＭＤＡ
事前面談

出願可能性検証

ＰＲ方法検証

ＰＭＤＡ対面助言

特許申請準備

販売ツール製作

上市時期

薬事申請と上市時期が予定より遅れた理由
は、滅菌処理により被滅菌物（鋼製小物）に
錆が発生するトラブルが発生し、その解決に
向けて滅菌条件の見直し中のため。

スケジュール変更理由

事業の実施内容

①ｵｿﾞﾝﾌｧｲﾝﾊﾞﾌﾞﾙ水の基本特性検証その１
②ｵｿﾞﾝﾌｧｲﾝﾊﾞﾌﾞﾙ水の基本特性検証その２
③滅菌装置試作機仕様検討
④滅菌装置試作機設計・製作
⑤滅菌装置試作機評価方法検討
⑥ファインバブル発生装置・オゾン発生装置の性
能・耐久性の最適合及び同装置の小型化
⑦薬事戦略構築
⑧知財戦略構築
⑨販売戦略構築
⑩事業管理

１）基本特性評価および1次試作機評価：継続
２）二次試作機開発
３）安全性・耐久性試験
４）滅菌性総合試験
５）量産試作機仕様策定
６）薬事戦略構築
７）知財戦略構築
８）販売戦略構築
９）事業管理

①量産試作機仕様策定、設計、試作、評価
②医療機関で使用した鋼製小物の滅菌試験
③安全性・耐久性試験（継続）
④薬事申請
⑤特許申請
⑥販売ツール準備
⑦事業の管理・運営
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(2) 投資回収計画
投資回収は短期に達成を目指す。海外での販売は想定しておらず、国内販売で投資回収を目指す。上
市後、拡販に努め軌道に乗せる。
拡販の手段として、高齢者のものなどの滅菌機を老人施設に消毒としてビジネスも検討している。老
人施設、病院の数は多い。価格設定が特に重要である。
現在、滅菌という分野を追及してきたが、将来的には医療機から外れていく。消毒のニーズもあるの
で、それにも広げていける。単純な本当の滅菌装置ではなくなるが、いろんなところの総力で高水準消
毒のニーズがある。例えば、病院等の清掃や洗浄等、本来やり切れていないところもあり、そういうと
ころの感染も少しでも貢献につながればと考えている。洗浄滅菌装置と合わせて、消毒というところの
滅菌を考えていきたい。
また、拡販を促進すべく、国際標準も視野に入っている。日本が幹事国である ISO-TC281 として FB オ
ゾン、滅菌、殺菌で提案できるよう、検討している。日本発の TC は少ない。ぜひ、日本発の国際標準を
進めていきたい。
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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”
a) チャンネル戦略：本製品は既存装置の置き換え、および今まで購入できなかった医療機関への販売
となるため、全国を主要 5 地域に分け、その地域 3 位以内のトップディーラーを
活用する。
●販売チャンネル：既存グループ会社およびヤマト科学 145 販売店の中の医療器ディーラー活用
●物流チャンネル：現在ヤマト科学生産品の工場（山梨）→商品センター（厚木）→ユーザーの
物流を行っているヤマト物流および宅配業者を同様に活用する。
b) アフターサービス戦略：病院向けの外国製滅菌装置のメンテナンスを全国規模で行っている
ヤマト科学フィールドエンジニアリング部のエンジニア活用
●アフターサービス体制：ヤマト科学フィールドサービス部：札幌から福岡 全 17 拠点
●内容：据付時の操作説明、オンコール対応（修理）、定期点検 他
2) ビジネス体制

上市後体制 （見込み）

PL

東京大学医学部
附属病院感染制御部
・装置改善への継続的提言
・検証結果の公開、啓蒙

製販企業、製造企業
･第二種製造販売業[13B2X10035]
･山梨県知事許可 19BZ200001

医療機関

ヤマト科学(株)
中

・地域TOP販売店による拡販
・品質の維持、向上
・次期製品へのFS

研究機関

継続的改良・改善

国立研究開発法人
産業技術総合研究所

医療機器販売店

サンメディックス㈱
A社
B社
・
・
・

顧客
（国内）

・装置改善への継続的提言
・機能向上に向けての技術的助言

SL

ものづくり中小企業

株式会社富喜製作所
・バブル発生装置の継続的改善

中

平成28（2016）年1月時点
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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（2017 年 8 月 24 日@PMDA）
装置の仕様には一般的なオゾンの情報のみでなくオゾンファインバブル（OZFB）の仕様を記載する必
要がある。性能が担保される OZFB の濃度や粒度分布などの条件を明確にすること。当機器の組み込み
ソフトのマネジメントに関しては JIS T 2304(医療機器ソフトウェア―ソフトウェアライフサイクルプ
ロセス)に従うこと。鋼製小物のなかで滅菌できないものについて証明する必要は無い。
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）

特許調査の仕方について知財専門家の指導を受け、特許請求項に滅菌、殺菌、消毒を区別して記載す
ることは特許権として重要なことではないことを理解した。今までの滅菌に絞った特許調査を見直し、
知財専門家の協力を得て、オゾンガスをファインバブル化してオゾン水を作製することは公知の技術で
あることを確認し、広範囲な権利を確立することは難しいと結論した。


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

昨年度の伴走コンサルでのアドバイスをもとに第 3 者が計測可能な滅菌条件はオープン化する方針と
したが、知財専門家と相談した結果、オゾンやオゾン水（オゾンファインバブル水）は消毒剤として長
期間安定保存ができないため、消毒剤としての特許出願は難しいとの指摘を受けた。そのため、滅菌条
件は第 3 者の計測可否に関わらず、オープン化することとし、権利化する対象はオゾンファインバブル
水を精製し、消毒（滅菌）する装置として出願する方針に修正した。


模倣品・侵害者が現れたときの対応

今後、検討を行う。


知財専門家の活用

AMED 知的財産部の相談窓口を利用した。
3) 開発戦略検討状況


開発リスクの明確化と対応

鋼製小物に錆を発生させる問題に対して、二次試作機のオゾンファインバブル水濃度のチェックを細
かく行ったところ、滅菌中のオゾンファインバブル水濃度低下が、机上試験機よりも大きいことが判明
した。
この点を改善するため、現在、オゾン発生器の濃度、ファインバブル発生器の動作条件、滅菌装置の
流路を改造して試験中。


薬事申請に必要なエビデンス収集

錆発生問題により二次試作機を用いた滅菌試験が遅延しているため、エビデンス収集が進んでいない。
4) 販売戦略等


販売チャネル、供給（生産、物流）体制

ヤマト科学が有する販売店網を使用する事を想定しており、現在までそれを変更する事は生じていな
い。


アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制
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ヤマト科学が有するフィールドエンジニアリング部のエンジニアを活用したアフターサービス網を使
用する事を想定しており、現在までそれを変更する事は生じていない。


QMS 等の品質保証体制

ヤマト科学が自社のホームページにて掲げる「企業行動方針」に則し、社内に組織された「品質保証
委員会」にて研究・開発・製造・物流・販売・メンテナンスに関わる全ての段階において、常に品質と
安全性を高める活動を、当事業も同様に進めていく。


広報・普及計画

製品のデザイン、性能等が最終決定された後、具体的検討を開始する。
5) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策（まとめ）
領域

薬事

事業化に向けた課題（隘路）
① 薬事申請について今後の対応
滅菌対象物（一部の鋼製小物）への錆発生が判
明し、装置の滅菌条件再調整に時間を要してい
るため、予定している薬事申請用データの取得
が遅れている。
① ブラックスボックス/オープン戦略
② 先行特許の確認。特許範囲の検討

知財

8 月末の面談にて、次は対面助言医療機器開
発前相談を実施することで合意。現在書類整
備中。
① 特許申請できるようデータをまとめる。液
温、オゾン濃度、OFB の粒径、分布など。
② AMED 知的財産部の相談窓口を利用。
③ 特許事務所に相談。オゾンファインバブル水
を用いた滅菌（殺菌）装置として申請する方
向で進める。

① 狭隘部滅菌性試験、暴露時の安全性確認
② ユーザビリティ、ソフト

①

① 滅菌対象の明確化
② 顧客の拡大

① 計画当初は滅菌対象物を広範囲に検討して
いたが、PMDA と相談の結果、薬事申請時には、
滅菌対象物を「鋼製小物」に絞る。理由は以
下の通り。
・現状医療現場で滅菌対象物とされていない
ものを申請に組み込むと、臨床試験などで非
常に長い日数がかかる。
（数年単位）
・滅菌対象物を「鋼製小物」に絞ることによ
り、現場の混乱を最小限に防ぐことができ
る。
・使用方法から、各科のバックヤード、手術
準備室に配置するということが明確になり、
置き換えの推進が進む。
② 今後各機関と連携し、医療機器として滅菌対
象物を増やす。並行して、医療機器としての
認可が必要ではない分野についても「消毒」
という形で販路を広げる。

技術・
評価

その他
事業化
全般

左記への対応策
① PMDA に相談。以下の対応とする。

滅菌性試験および安全性確認の評価を加速
させるため、滅菌に関して同等性能の机上試
験機を用意して対応する。
② 電子データの改ざんリスクに対応するため、
装置にプリンタを具備し履歴管理を印刷物
で実施する。同様の理由で、タブレットなど
外部装置との接続も未対応。
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1.6 平成 29 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 3 年間の全体研究開発計画書に掲げた目的であるファインバブル利用による滅菌装置の開発を達成する最終年度である。その実現に向け
て、以下の各開発項目等を実施する。
量産試作機の開発としては、仕様策定の詰めと設計、試作、評価を行う。28 年度に開発した二次試作機を用いて医療機関での検証を行いつつ、量
産試作機でのユーザビリティを確定していく。
医療機関での検証としては、医療機関で使用した鋼製小物の滅菌試験を行う。具体的には、医療機関で実際に手術や処置に使用された鋼製小物を
洗浄の上、二次試作機にて滅菌を行い、その後に鋼製小物の滅菌性を確認する。その際、滅菌ケースを利用した滅菌試験も行い、長期保存の可否に
ついても確認する。
（補：本年度事業終了後、現状では消毒やアルコール清拭程度で運用されている対象物＜尿器、便器、喉頭鏡など＞についても滅
菌対象として自主事業で検討していく予定である。
）
安全性・耐久性試験としては、28 年度にオゾンファインバブル水の医療材料への影響を検証した結果を踏まえ、本年度はオゾンファインバブル水
が機器構成材に影響を与えないかどうかも含めて試験を実施し、その結果を資料として作成する。
薬事戦略としては、上記試験の結果を基に滅菌装置（一般名称は未定）として PMDA に薬事申請（29 年 10 月）するため、PMDA に相談しつつ申
請のための書類や資料を作成する。
知財戦略としては、オゾンファインバブル水を滅菌液として本年度中に特許申請する予定であり、知財の調査を進めつつ、申請のための書類や資
料を作成する。
販売戦略としては、装置の販売店（候補）と協力し、販売ツールの拡充を進める。装置に内蔵される純水製造装置のカートリッジ交換はソフトで
交換時期を管理し、適切な時期にカートリッジの交換を促すことによって消耗品ビジネスとしていく。滅菌装置についてはオゾンファインバブル水
の特許で他社の模倣を退け、簡素な装置構造とすることで利益を担保する。具体的には、特に歯科・眼科など、手術回数が多い診療科を販売ターゲ
ットとして考える。短時間（1 時間程度）で滅菌を行うことで鋼製小物の滅菌作業の回転数を上げ、鋼製小物の在庫数を減らすビジネスモデルを想定
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
オゾンファインバブル滅菌装置
二次試作機

概要
オゾンを封入したオゾンファインバブル水を滅菌液として使用し、常温で滅菌可能で、有害物質使用、対象器具の
耐熱性制約がないという基本的な優位性を有した滅菌装置のモックアップタイプの試作機である。

(3) 平成 29 年度の委託事業の成果と今後検討すべき課題
平成 29 年度実施内容（研究開発計画書）
① 量産試作機仕様策定、設計、試作、評価
量産試作機の仕様策定、および試作を行
う。

現時点での達成状況（計画変更理由を含む）
【進捗 80％：△】
▶

量産試作機の仕様策定完了。
GUI で扱う設定項目を検討した。滅菌条件は装置
であるハード側で確定されるため，GUI で扱う設定

今後検討・実施すべき事項
・量産試作機の試作
・JIS_T_2304（医療機器ソフトウェア-ソフトウ
▶
ェアライフサイクルプロセス）の書類の準備
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平成 29 年度実施内容（研究開発計画書）
富喜製作所は、ファインバブル発生装置、オ
ゾン発生装置の量産化に向けた安定化、コス
トダウンを量産試作機で検討する。新たな試
作品部材の調達を行い、量産試作機用のファ
インバブル発生装置、オゾン発生装置を完成
させることが成果となる。
a. ファインバブル発生装置の量産試作機
・機器駆動部及びファインバブル発生部
の量産化対応を試作機で検討する。
・ファインバブルを発生させる機器制御
部の最適化を図るため、消費電力低減、
コストダウンの側面に着目して検討す
る。
b.オゾン発生装置の量産試作機
・オゾン発生部の量産化対応を試作機で
検討する。
・オゾン発生部の最適化を図るため、消
費電力低減、コストダウン等の側面に着
目して検討する。
ヤマト科学は、富喜製作所が完成させたファ
インバブル発生装置とオゾン発生装置を組み
込み、ユーザビリティを考慮した GUI で制御
する量産試作機を完成させる。具体的には、
装置本体の表示は簡素なキャラクタ LCD と
し、履歴管理、一部設定変更が可能な GUI を
タブレット端末などで構成する。ユーザビリ
ティを考慮した新たな GUI を実装してオゾン
ファインバブル水の滅菌装置（量産試作機）
の完成が成果となる。
（マイルストーン）
仕様策定、設計：2017 年 5 月末
量産試作機作成：2017 年 6 月末
評価（妥当性確認）
：2017 年 8 月末（薬事申
請に必要な部分まで）
②医療機関で使用した鋼製小物の滅菌試験

現時点での達成状況（計画変更理由を含む）
項目ではなく、GUI で変更すべき設定条件は乾燥時
間のみであると結論した。従って GUI は簡素で問題
ないことが判明した。
履歴管理として、装置にプリンタを具備し印刷す
ることにより管理を行う。履歴管理を印刷せず、電
子データのみで行うと改ざんできる可能性があるた
め、いったん保留する。今後販売後、ユーザーから
リクエストがある場合に電子データでの履歴管理対
応を行うこととする。
量産試作機の設計に関しては二次試作機で問題と
なった部分を量産試作機に反映する形で設計，現在
も継続中。
量産試作機の試作は鋼製小物の滅菌試験の結果に
問題が発生しているため、保留。
量産試作機向けソフトは完成済。JIS_T_2304（医
療機器ソフトウェア-ソフトウェアライフサイクル
プロセス）の書類を準備中。
（ソフトハウスから提出
された資料の確認中）

▶

【進捗 50％：△】

今後検討・実施すべき事項

▶

・滅菌開始時のオゾンファインバブル水濃度が
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平成 29 年度実施内容（研究開発計画書）
医療現場で使用された鋼製小物の滅菌試験
を実施する。
ヤマト科学は、プレ試験として、指標菌を
用いた疑似汚染物質とした滅菌試験を昨年に
引き続き実施する。その後、東京大学感染制
御部の指導、助力の元、実際の医療現場にて
使用し、汚染された鋼製小物に対して滅菌試
験を行う。成果としては疑似汚染試験の滅菌
試験、医療現場で利用された鋼製小物の滅菌
試験の報告書が成果となる。
（マイルストーン）
指標菌を用いたプレ試験：2017 年 4 月末
医療現場にて使用した鋼製小物の滅菌試験：
2017 年 5 月から 7 月末

現時点での達成状況（計画変更理由を含む）
＜指標菌を用いた滅菌試験＞

今後検討・実施すべき事項
低く机上試験での滅菌条件を満たす装置動作条
件の確定
・医療現場使用済み鋼製小物の滅菌試験

錆の発生する状況が特定されつつある。まず、産
総研での錆実験系では、塩ビ水槽(開放系）で生成し
たオゾン水濃度 5～6ppm で鋼製小物モデルに微小な
錆が発生していることが確認された。ヤマト科学の
OFBS 二次試作機(密閉系）において、机上試験で得
られた滅菌条件を（オゾンファインバブル水濃度を
2ppm 以上 20 分維持する）再現しようとした場合、
滅菌開始時にオゾン水濃度が 5ppm を越えており、こ
れにより、鋼製小物に錆が発生すると考えている。
よって二次試作機の配管系統を変更し、滅菌開始時
のオゾンファインバブル水濃度を下げ、かつ机上試
験器で確認されている滅菌条件を満たす動作条件を
検証中
＜医療現場で発生した鋼製小物の滅菌試験＞
指標菌を用いた滅菌試験遅延により保留

③安全性・耐久性試験（継続）
平成 28 年度に実施した医療材料での試験
をベースに、機器構成材に関する安全・耐久
性試験を行う。
昨年度（平成 28 年度）は、対作業者安全性
評価法として、ヒト皮膚モデルを用い、2 次
試作機相当品により作成されたオゾンファイ
ンバブル水を対象とした暴露試験を実施し、
従前より用いられている次亜塩素酸と比較し
▶
て、目立った皮膚影響がないことが再現性も
含めて確認された。被滅菌物のモデルとして、
SUS 板、一般鋼板、シリコーン樹脂、エーテ
ル系およびエステル系のウレタンシートを対
象に、オゾンファインバブル水の長時間暴露
試験（24 時間）を実施した結果、SUS および
シリコーンについては問題となる影響が見ら
れないのに対して、一般鋼、ウレタンについ
ては、腐食や劣化が確認された。尚、比較と

【進捗 85％：△】
鋼製小物の主たる構成材であるステンレス鋼か
ら、実際の医療機器に使用されている実績、結晶の
組織構造および耐酸性・耐腐食性をもとに、7 種
(SUS304,SUS309S,SUS310S,SUS316,SUS316L,SUS430,
SUS410）を選定し、それぞれについて、平板（無加
工）
、曲げ加工、穴あけ加工、溶接肉盛り加工を施し
た試験片を作製し、対オゾンファインバブル水耐久
試験を開始するとともに、腐食・劣化を的確に評価
可能な試験前後の画像取得プロトコルを決定した。
溶存オゾン濃度 5～6 ppm（装置上最高濃度）、暴
露時間 12 時間の条件下においても、顕著な腐食は見
られていないが、高解像度かつ深度補正によりすべ
ての表面にピントを合わせた画像を用いて、一部の
SUS 肉盛り溶接部分に目視が難しい程度の微細な錆
（微妙な赤変）の発生が確認された。これらは、肉
盛り溶接部がもともと着色（目視では黒、画像上は
緑がかって見える）した部分の一部の変化に対応し

・机上試験機と 2 次試作機の相違点解消と腐食
問題の本質的解決

▶
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平成 29 年度実施内容（研究開発計画書）
して行った次亜塩素酸長期暴露の結果にも同
様の傾向が見られている。
本年度は、以上の実績をベースとして検討
を進める。
産総研は、材料耐久性試験として対象を昨
年度実施した医療材料とは異なる材質の滅菌
機器構成材、滅菌ケースの候補材料などを対
象とし、薬事申請に関連したものを新規に 10
種程度選定の上、最終製品同等のオゾンファ
インバブル水に対する長期暴露評価を行い、
製品の耐久性向上を検証する。皮膚影響につ
いては、昨年度までで安全性の確認はとれて
いるが、オゾンファインバブル水発生の規格
が変更となった場合には、これまでに確立し
た手法を用いて同様の評価を行う。これら安
全性・耐久性評価に関する検証結果を薬事申
請に使用する資料とし、成果とする。
ヤマト科学は、装置の状態で連続運転試験、
使用している部品の部材適合性試験を並行し
て行い、装置の耐久性を確認する。10℃2 倍
則など、時間短縮試験ができないため、実動
作時間を考慮し、長期試験を実施する。薬事
申請までに、メンテナンスなどに必要なデー
タを取得する。その後も、製品の安全を担保
するため、引き続き試験を行う。部材適合試
験、連続運転試験の報告書が成果となる。
（マイルストーン）
部品選定：2017 年 4 月末
試験開始：2017 年 5 月から
④薬事申請
滅菌器の薬事申請をヤマト科学が実施す
る。
▶
上記①、②、③にて得られた結果を基に薬
事申請を実施する。二次試作機を用いて取得
した妥当性と設計検証プロトコル、および結

現時点での達成状況（計画変更理由を含む）
ており、組成や結晶構造といった溶接部のクオリテ
ィーに依存している可能性が高い。一方、ヤマト科
学における滅菌プロトコルで採用されている 2 ppm
条件下の試験では、腐食の発生は確認されなかった。
樹脂材料については、前広に 10 種のゴム系材料
について 8 時間の暴露試験を実施し、その前後にお
ける外観の他、弾性率・破壊強度などのマクロな物
性の変化を、JIS K-6251 ３号引張試験を外注し評価
した。ブチルゴム、フッ素ゴムにおいては表面の溶
出が、ポリエーテル系ウレタンゴムでは表面の荒れ
による白濁と弾性率の大幅な低下（10％程度）が、
それぞれ確認されており、当該装置による処理に注
意が必要であることが示された。一方で、シリコー
ンゴムについては、外観上もマクロ物性上も大きな
変化はなく、問題なく使用できることが示された。

【進捗 50％：△】
二次試作機を用いた滅菌試験が遅延しているた
め，計画より遅延しているため、リカバリー案とし
て対面助言医療機器開発前相談を実施できるよう準
備中。

今後検討・実施すべき事項

・対面助言医療機器開発前相談
▶
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平成 29 年度実施内容（研究開発計画書）
果、滅菌試験のデータを基に PMDA 事前相談を
4 月から 5 月の間に数回実施し、その際には
②で行う検証内容についても十分な討議を行
うこととする。特に滅菌試験について、指標
菌を用いた試験の結果だけで申請手続きがで
きるとなった場合、手続きが非常にスムーズ
に進むと考えられる。
引き続き 6 月から 7 月の間に PMDA 医療機器
戦略相談（対面助言）ができるようにし、10
月に予定している薬事申請が遅延しないよう
に進める。
これまでの事前面談で話している中では、
一般的名称は未定であるが、こちらから申請
の枠組みを示し、PMDA にて決定していただく
ことで進めている。
（マイルストーン）
PMDA 事前相談：2017 年 4 月から 5 月
PMDA 対面助言：2017 年 6 月から 7 月末
薬事申請：2017 年 10 月
薬事承認：2018 年 2 月末
⑤特許申請
オゾンファインバブル水を滅菌液としてヤ
マト科学が特許申請を実施する。
①にて得られた結果を基に、粒度分布、流
速、オゾンファンバブル水濃度のコーナーケ
ースを確認し、特許申請を行う。AMED 知的財
産部のフォローアップも利用し、早期に道筋
を立てる。
（マイルストーン）
特許の相談開始：2017 年 6 月
特許申請書類作成：2017 年 6 月から 9 月末
特許申請：2017 年 10 月から
⑥販売ツール準備
販売用ツール用の資料準備をヤマト科学が
行う。
特に歯科・眼科など、手術回数が多い診療

現時点での達成状況（計画変更理由を含む）

▶

▶

【進捗 80％：△】
二次試作機を用いた滅菌試験が遅延しているた
め、計画より遅延。
AMED 知的財産部の相談窓口を利用。その後、ヤ
マト科学に協力をいただいている特許事務所に相
談。その結果、特許申請の範囲では、滅菌、殺菌、
消毒は区別がない、オゾン、オゾン水（オゾンファ
インバブル水）は消毒剤として、長期間安定保存が
できないため、消毒剤としての特許は申請できない
ことが判明した。そのため、オゾンファインバブル
水を精製し、消毒（滅菌）する装置として申請する
方針とした。
【進捗 10％：△】
滅菌試験に注力しているため、詳細な検討にまで
至っておらず実質保留。

今後検討・実施すべき事項

・特許明細書作成用の実験データ取得

▶

・ヤマト科学の販売企画部との調整
▶
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平成 29 年度実施内容（研究開発計画書）
科を販売ターゲットとして考える。短時間（1
時間程度）で滅菌を行うことで鋼製小物の滅
菌作業の回転数を上げ、鋼製小物の在庫数を
減らすビジネスモデルを想定する。弊社標準
品の流れに沿って、販売企画部とともに、資
料を作成する。
（マイルストーン）
リーフレット、パンフレットの作成：2018 年
3月
⑦事業の管理・運営
事業全体の進捗状況報告に向けた資料、年
度末の実績・成果報告書の取り纏めをファイ
ンバブル産業会が行う。

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

【進捗 100％：〇】
▶

・伴走コンサル等の資料の取り纏めを行った。
・年度末の実績、成果報告書の取り纏めを行った。

▶
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1.7 委託事業の振り返り
(1) 委託事業の到達点（総括）
オゾンファインバブル水を用いた医用滅菌装置の適用ターゲットを当初広範囲なものを想定していた
が、PMDA や伴走コンサル委員との相談を通じて、対象を鋼製小物とする明確化され、開発ポイントが
具体化できた。鋼製小物を滅菌する装置の設計開発を行い、一部の鋼製小物に錆が発生する課題を見出
した。PMDA からは錆びない鋼製小物のみについて薬事申請するアドバイスを受けながらも生かすこと
ができず、事業期間内に薬事申請することができなかった。
領域

終了評価で特にアピールしたい点

薬事

特に無し

知財

AMED 事業スタート時に不十分だった知財化に向けた対策が進展した。

技術・評価

オゾンファインバブル水の滅菌性能を確認できた。

その他事業
化全般

AMED 事業終了後もヤマト科学の自主事業として滅菌装置の開発を継続する。

(2) 当初目標達成度に関する自己評価
1) 自己評価結果
C：当初目標には未達だった。
2) 自己評価理由
委託期間内に薬事申請することができなかった。
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(3) チェックリストによる自己評価結果

市場

基本
戦略

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。
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）。
対象となる患者が明確になっていますか。
対象となる疾病・診療科等が明確になっていますか。
当該製品の業界特性は把握できていますか。
市場規模（導入・普及台数）は明確になっていますか。
SWOT分析は十分に行っていますか。
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。
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。

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。
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。
コア技術の開発戦略は明確になっていますか。
どのような効果があるか明確になっていますか。
開発
既存手段に比べた違いが明確になっていますか。
戦略
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。
既存手段に比べた違いが明確になっていますか。
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。、
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）。
ビジネスモデルに対応した業許可を持っていますか。
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。
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。
臨床試験の必要性の有無が明確になっていますか。
薬事
PMDAとの調整が進んでいますか。
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。
製品の利用方法が明確になっていますか。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
知的
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。
財産
必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。
意匠等の他の産業財産権について検討していますか。
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。
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。
販売チャネルは明確になっていますか。
当該製品の供給（生産、物流）体制は明確になっていますか。
販売・
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。
物流
QMS等の品質保証体制が明確になっていますか。
広報・普及計画は明確になっていますか。
想定価格は顧客が感じる価値に見合ったものですか。
事業 製造原価（あるいは提供コスト）は明確になっていますか。
収支 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。
十分な収益性が得られることが明確になっていますか。
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。
その他 海外に対する戦略は明確になっていますか。
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
○十分
該当せず
○十分
○十分
○十分
△一部
△一部
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
△一部
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
△一部
○十分
○十分
○十分
○十分
△一部
○十分
○十分
△一部
△一部
△一部
△一部
△一部
△一部
○十分
○十分
△一部
○十分
△一部
○十分
△一部
△一部
△一部
△一部
該当せず
△一部
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(4) 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
販売サイドから開発サイドへのプッシュが弱い体制である。開発の遅れを取り戻すには、販売時期の
遅れに伴う機会損失を販売サイドからクレームされるなど、開発サイドの奮起を促す体制が必要。

2) 事業の進め方
特になし。

3) その他
特になし。
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(5) 当初計画からの変更点（深耕点）とその理由
領域
対象とする
課題・ニーズ

変更前
消毒、滅菌を必要とする医療機器全般

機器ス ペック・
ビジネスモデル

GUI、タブレットなどタッチパネルを利用
する、履歴などのデジタルデータ管理

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）

委託期間内に薬事申請

変更後
鋼製小物
キャラクタ液晶と簡便なボタン操作。プリ
ンタによる履歴管理

委託期間後に薬事申請

変更理由
医療現場の混乱を避けるため
薬事申請の期間を短縮するため
滅菌条件など動作条件を変更された場合、
事故につながるため、変更項目を最小とした
ため。
データ改ざんを防ぐため、プリンタによる
履歴管理を用いる

滅菌対象物に錆が発生し、原因究明及び対
策を進めているが依然克服できないため延
期

(6) 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

薬事

特になし

知財

特になし

技術・評価

特になし

その他事業

特になし

対応

化全般

(7) 継続条件への対応状況
継続条件

対応状況

なし
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1.8 平成 30 年度以降の実施内容に関する計画（案）
引き続き、試作機を用いた滅菌試験を継続し、装置でさびを発生させず、滅菌可能な条件の設定を行う。
ヤマト科学平成 30 年度の開発計画に本装置の量産計画が組み込まれているため、この計画に沿うよう、特許申請、薬事申請を行い、上市の準備を
整える。

25

1.9 事業に関する連絡窓口
一般社団法人ファインバブル産業会
〒105-0013 東京都港区浜松町 2-2-15 浜松町ゼネラルビル 4 階
電話: 03-6432-4242 / FAX: 03-6432-4243 / E-mail: tanaka@fbia.or.jp
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