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1. 事業の概要 

気管は呼吸という生命機能の根幹をなす臓器であり、悪性腫瘍、再発性多発軟骨炎や外傷等による気管

狭窄症の治療においては、病変を切除するため気管孔が必要である。ただ、気管孔には、首に穴があいて

いることにより、発声できない、気管炎の罹患、整容面などの問題があり、患者の生活の質（Quality of 

Life: QOL）が著しく低下する。また気管再建手術の難易度は高く侵襲は大きく治療成績は安定しないな

どの問題があった。これに対し、既に臨床試験で良好な成績を持ち、試作製造工程を確立した「人工気管」

を医療機器として法規制に対応上市することで患者の生活の質（Quality of Life: QOL）を大きく改善

する。1 年目で生物学的安全性試験の不足を充足し、PMDA 対面助言実績に沿った治験を経て 3 年目での

承認申請を目指す。 

 

 

 

平成27年度 医工連携事業化推進事業「世界初の人工気管の製品化事業」

世界初の自己組織再生を誘導する人工気管
分担機関：第一医科株式会社・国立大学法人京都大学・公立大学法人福島県立医科大学

代表機関名：第一医科株式会社

H27-061

世界初の自己組織再生を誘導する人工気管

気管の障害は命にかかわる

第一医科(株) 耳鼻咽喉科のエキスパート

 【呼吸は生命機能の根幹】気管は狭窄が悪化することで呼吸が不可能に

なる。そういった症例では気管孔を開ける。その場合、発声できない、気

管炎、嚥下機能低下、整容面などの問題がある。

 【従来の気管再建は難しい】気管端々吻合術では、縫合不全や感染、術

後管理が問題になる。自家組織による再建では、耳介など他部位からの

組織採取による侵襲、複数回の手術が問題になる。

 【人工気管を開発】生体内で自己組織の再生を誘導して気管欠損部を狭

窄なく代替する低侵襲な治療コンセプト“FRAT”を確立した。2002年臨床

使用開始から12人の使用者で長期安定的な成績を得ている。

 【事業化を加速】 2012年から生物学的安全性試験と治験準備に着手し、

承認申請までの課題は明確になっている。

Class Ⅳ
(想定)

国内第一種製造販売業他医療機器関連業許可に加え2004年ISO13485

取得、2015年CE認証取得し海外展開を進行中。 1953年創業から専門特
化したブランドを持ち耳鼻咽喉科向け医療機器の販路とメンテナス体制に
強みを持つ。 (東京都文京区、資本金1200万円、従業員70人) 平成29（2017）年1月時点

FRAT

気管の障害
(気管孔の開存)

FRATサージャリーの核となる

欠損部を代替する人工気管。
製造方法の特許を保有する。

患者の体内の本来の場所で
組織を再生する in situ Tissue

Engineeringの手法である。

Functional Remodeling with 

Artificial Trachea

直接
又は
卸売販売

相談

申請

製販企業・ものづくり企業
第一種製造販売業[13B1X00137]

第一医科(株)
• 量産体制確立
• 販売戦略確立

• 事業全般

医薬品医療機器総合機構
（PMDA）

助言・コンシェルジュ

承認

顧客
（国内）

中

外注

平成29（2017）年8月時点

研究機関･医療機関

福島県立医大
耳鼻咽喉科学講座

• 承認申請資料
• トレーニング体制

• 学会との連携
研究機関・医療機関

京都大学
ウイルス再生医科学研究所
臓器再建応用分野

• 製造技術の移転
• 治験機器製造

大学院医学研究科薬剤疫学
• 薬事戦略の確立

• 保険戦略

大学院医学研究科耳鼻咽喉
科・頭頸部外科

• 治験

（臨床研究総合センター）
• 治験支援

SL

委託事業実施体制

PL

治験支援

治験保険

外注

販売企業
国内代理店

部材供給
企業

代表機関

医療機関

倉敷中央病院
•治験

製造企業

世田谷精機
製造業[06BＺ200004］

・二次試作

研究機関･医療機関

福島赤十字病院
耳鼻咽喉科

• 承認申請資料
• トレーニング体制

中
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1.1 事業の目的 

課題  

気管は呼吸という生命機能の根幹をなす臓器であり、悪性腫瘍、再発性多発軟骨炎や外傷等による気管

狭窄症の治療においては、病変を切除するため気管孔が必要である。ただ、気管孔には、首に穴があいて

いることにより、発声できない、気管炎の罹患、整容面などの問題があり、患者の生活の質（Quality of 

Life: QOL）が著しく低下する。 

気管再建のために、従来より気管端々吻合術、自家組織による再建などが行われている。しかしながら

気管端々吻合術では吻合部の緊張や血流不全による縫合不全、感染などの重篤な合併症が、また自家組織

による硬性再建では自家組織（耳介軟骨や肋軟骨など）採取による正常組織への侵襲と患部以外の手術を

別の日に行うなどといった面で問題があり、再建方法は確立されていない。また、過去に行われた人工材

料による硬性再建では隣接臓器の損傷による重篤な事故や、吻合部の離解などの問題があった。 

 

ニーズ  

前述の気管再建における課題を克服するためには手術侵襲が少なく、長期的に安全に使用でき、安定し

た上皮再生を誘導して気管欠損部を代替する医療材料が切望されている。またその材料は、十分な強度を

持ち、トリミングが容易であることが要件となる。 

 

解決策 

上記ニーズを解決するために、我々は生体内で自己組織の再生を誘導する in situ Tissue Engineering

の手法でポリプロピレンメッシュとコラーゲンスポンジを組み合わせた世界初の人工気管を開発し、平

成 14年より倫理委員会承認のもと成人に使用し良好な成績を示している。これを製品化・事業化するこ

とを目的とする。これにより、気管再建の新たな治療方法として世界中の患者の QOL 向上に寄与するこ

とが期待される。なお本機器について、国内市場に平成 30年 6 月に薬事申請（上市時期： 平成 31 年 3 

月）することを目指す。 

＊国内上市時期を平成 29年 2月 17日継続審査より変更 

 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：第一医科株式会社 

PL： 林 正晃（第一医科株式会社） 

SL： 大森 孝一（国立大学法人京都大学） 

共同体： ①国立大学法人京都大学 

②公立大学法人福島県立医科大学 

③日本赤十字社福島赤十字病院  

④世田谷精機株式会社 
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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    人工気管（仮称） 分類名称（一般的名称） 未定 

対象疾患   
悪性腫瘍、再発性多発軟骨炎や外

傷などによる気管狭窄症 
届出／認証／承認   承認 

想定される販売先 第一医科株式会社 新／改良／後発   新医療機器 

使用目的又は効果  
気管欠損部の再建に用いる。 気管軟骨の代用として人工材料を用いることで気管の再

建が可能である。 

薬事申請予定者   第一医科株式会社 林 正晃 医療機器製造販売業許可  
13B1X00137 

当該製品の製造を担う 第一医科株式会社 林 正晃 医療機器製造業許可 13BZ006258 

事業予定者   世田谷精機株式会社 医療機器製造業許可 06BZ200004 

*平成 29（2017）年 1 月時点：PMDA との相談をかさね新医療機器と判断したため、改良医療機器（予

定）から新医療機器に変更。 

平成 29（2017）年 8 月時点：当該製品の製造を担う事業予定者に世田谷精機を追記しました。 

 

 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 30（2018）年 6月 未定 

上市時期 平成 31（2019）年 3月 未定 

想定売上（上市後 3年目） 2億円／年（平成 34（2022）年時点） － 

市場規模（上市後 3年目） 2億円／年（平成 34（2022）年時点） － 

想定シェア（上市後 3 年

目） 
100％ － 

＊本製品としての見込み 

*平成 29（2017）年 1 月時点：承認申請を見据えた治験計画について PMDA との相談を深く実施した

ため想定以上に時間を要した。このため薬事申請時期を平成 29（2017）年 10 月から平成 30（2018）年

6 月、上市時期を平成 30（2018）年 10 月から平成 31（2019）年 3 月に変更。 

平成 29（2017）年 8 月時点：想定売上を再計算した。新たに人工気管の適用になる患者の推計をデー

タベースから実施し、15～300 人/年と推計した。首に穴があいた状態の患者は統計資料等では見通せず。

また、単価については厚生労働省との面談等で情報収集し、既存の治療法と人工気管での治療費の比較を

根拠に試算した。事業が進むにつき、予想の確度は上昇した。 
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 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

気管・喉頭病変に対して、QOL の低下を起こさない質の高い治療。 

・生体内で足場のみで自己組織の再生を誘導する。 

・自家組織による再建に代わり、低侵襲な治療を実現。 

 

 
 
  

基本構造 
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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 

【チェックリスト 市場、基本戦略より】 

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）。 

大学病院又は地域中核病院で手術を行うすべ

ての医療施設が販売先である。診療所などでの当

該手術は困難である。 

対象となる患者が明確になっていますか。 セグメント 1 気管欠損のある患者 

セグメント 2 気管切除を要する気管または

周囲の癌患者 

対象となる疾病・診療科等が明確になってい

ますか。 

上記患者の疾病は耳鼻咽喉科が担当する。 

 

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。 

上記セグメントをターゲットとして既存の代

替医療を置き換えるポジションを目指す。 

平成 28（2016）年 2 月時点からの変更点 

 ・セグメント１ 疾病の理解が進み、喉頭の狭窄について除外した。 

 ・セグメント３ 疾病の理解が進み、肺癌、食道癌等による気管切除を含む記述に変更した。 

平成 29（2017）年 1 月時点からの変更点 

 ・治験の選択基準を踏まえ、セグメント１：気管の狭窄がある患者とセグメント 2：気管切開術施術患者を 

合わせて「気管欠損のある患者」とし、セグメント１とした。気管切除を要する気管または周囲の癌 

患者をセグメント 2 とした。 

 

②提案する機器の想定市場規模 *本製品としての見込み 

 

【チェックリスト 市場、事業収支より】 

市場規模（導入・普及台数）は明

確になっていますか。 

悪性腫瘍の気管浸潤や気管狭窄症により、気管再建を要する

想定患者数：15人～300人/年 

想定価格は顧客が感じる価値に

見合ったものですか。 

販売価格：2,000千円/個 

年間売上：30,000～600,000千円／年 
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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 

国内市場においては競合製品、競合企業は存在しない。（世界初の製品である。） 

 

 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） 

国内市場においては競合製品、競合企業は存在しない。（世界初の製品である。） 

参考として気管再建に関わる従来の手術法について以下に記す。 

 

A.気管吻合術 

気管同士の端々吻合を指すことが多いが、喉頭との吻合、気管支との吻合なども含まれる。 

 
 

B.術後瘻孔閉鎖術 

 1．局所皮弁 

 気管孔周囲に皮膚切開を加え 

 皮下剥離して hinged flap を 

 作成し瘻孔を閉じるようにし 

 て縫合する。   

 

 

 2．軟骨弁 

 耳介軟骨を採取し、気 

 管孔周囲の皮膚を切開 

して移植する。 

 鼻中隔軟骨、助軟骨を 

 採取する場合もある。 

 

 

 

  

 3．有茎・遊離皮弁 

瘻孔が大きい場合に行う。 

 有茎皮弁として大胸筋皮弁 

 や DP 皮弁、広背筋皮弁が、 

 遊離皮弁として前腕皮弁や 

 外側大腿皮弁などがあげられ 

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

試作機開発・改良
【製品名】

量産機開発
【製品名】
人工気管

臨床研究

薬事申請

★

知財対応

販売戦略

上市時期 ★ ★

スケジュール変更理由
平成29（2017）年1月時点：承認申請を見据えた治験計画についてPMDAとの相談を深く実施したため想定以上に時間を要しました。このため薬事申
請時期を平成29（2017）年10月から平成30（2018）年6月、と上市時期を平成30（2018）年10月から平成31（2019）年3月に変更。

安全性試験

一次試作

資料整備

二次試作

体制づくり

治験準備

先駆け相談・承認申請

治験PMDA相談

体制づくり

戦略検討 戦略検討 戦略検討 戦略検討

ディーラー体制調査

市場調査

広報戦略実施

アフターサービス体制の構築 アフターサービス体制の調査

製品標準書

設計関連文書

ノウハウの伝授

製造企業の選定 量産試作検討

量産試作設備の準備

★京大IRB

PMDA対面助言

フォーカスグループインタビュー

キードクターヒアリン 関係性の構築

トレーニング体制案準備プロモーション計画改定

HTA 医療経済評価

収益モデル改定

特許出願手続き

滅菌バリデーション・保管期間検証

非臨床試験

適用疾患の深堀

保険収載を見据えた厚労省等との相談

ライセンス交渉

平成31年3月

平成30年6月
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(2) 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） 0.79 0.99 0.99 0.55 0.55 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 

 うち委託費 0.59 0.79 0.79 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.2 0.2 0.2 0.55 0.55 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 

売上高（単位：億円） － － － － 0.3 0.6 1.4 2.0 3.0 4.0 

販売数量（単位：） － － － － 15 30 70 100 150 200 

平成 29（2017）年 1 月時点：承認申請を見据えた治験計画について PMDA との相談を深く実施した

ため想定以上に時間を要しました。このため薬事申請時期を平成 29（2017）年 10 月から平成 30（2018）

年 6 月、上市時期を平成 30（2018）年 10 月から平成 31（2019）年 3 月に変更。 

平成 29（2017）年 8 月時点：売上高、販売数量を再計算しました。 

 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 未定 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

上市時期 未定 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

支出額（単位：億円） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

 うち委託費 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

 うち自己負担 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

売上高（単位：億円） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

販売数量（単位：） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

 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） 0.79 0.99 0.99 0.55 0.55 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 

 うち委託費 0.59 0.79 0.79 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.2 0.2 0.2 0.55 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 

売上高（単位：億円） － － － － 0.3 0.6 1.4 2.0 3.0 4.0 

販売数量（単位：） － － － － 15 30 70 100 150 200 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 
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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”   

本事業の核である FRAT(Functional Remodeling with Artificial Trachea)コンセプトは世界初の医療

機器と術式を用いるものであり、導入期、普及期を通じてガイドライン等による周知活動と同時に、医師

への「トレーニング」が最も重要である。また、高度管理医療機器の販売には、チャネルに対するインセ

ンティブなどの一般的なセールス手法に加え、高度な知識を持ち市販後フォローまで行えるセールスス

タッフ育成のための継続的な教育とトレーニングが必須と考える。本事業では、京都大学と福島県立医科

大学が核となり、関連学会と連携しながらガイドライン化とトレーニング体制構築を継続的に実施する

ことが売れ続けるための仕組みであると考える。 

また、海外市場に向けては第一医科が既に持つ CE を含む QMS 認証に加え、品目として海外治験を実

施することが海外医学界での周知活動の点でも極めて有効である。既に関係の深い JETRO や各国の政

府系機関と密に連携し、コマーシャルベースでの販路を拡大するのに加えて、海外治験が可能なファンド

に継続的に挑戦することが、堅実かつ継続的な海外市場への展開を実現する仕組みと考える。 

将来的には、本術式に関わる領域の専門性を高め、本製品を使う必要のない医療の実現を目指す。 

実現のためのビジネス体制のイメージ図を次項にて示す。 

 

 

 2) ビジネス体制 

 
  

相談

市販後安全

医薬品医療機器総合機構
（PMDA）

助言

救済

基幹病院他
（国内）

平成28（2016）年3月時点

上市後のビジネス体制（2018年～）

医療機関

京都大学
医療機関

福島県立医科大学

トレーニング支援

販売企業
国内代理店

部材供給企業

製販企業・ものづくり企業
第一種製造販売業[13B1X00137]

第一医科(株)
•販売

•量産管理
•普及活動・トレーニング支援

•市販後安全管理

製造販売業

製造企業

滅菌企業

学 会

FRATプロジェクト
Functional Remodeling with 

Artificial Trachea

海外市場 支援機関

JETRO、海外治験ファンドなど

連 携

相談

調査

マッチング

直接又は
卸売販売

トレーニング
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(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

平成 29（2017）年 4 月 厚生労働省経済課医療機器政策室材料価格係 

厚生労働省医政局経済課 

【相談内容】 

・リスク・ベネフィットの有無 

・本医療機器の新規性 

・保険点数の意識すり合わせ 

・バリューの評価方法についての疑問提示 

・希少疾病用医療機器についての情報提示 

・治験の非臨床試験の計画 

 

平成 29（2017）年 4 月  PMDA 第 2 回先駆け審査指定制度面談及び全般相談 

【相談内容】 

・臨床試験関連 

・コラーゲン材料における規格基準 

・今後の計画の見通し 

・フラッシュレポートおよび工程表の修正と提出について 

・手術手技や術後の管理に関するガイドラインについて 

・希少疾病用医療機器についての枠組み 

・信頼性調査における資料内容 

平成 29（2017）年 6 月 PMDA 第 3 回先駆け審査指定制度面談 

【相談内容】 

・今後の工程表の確認 

・技術移転のタイミングとその際の非臨床のデータパッケージについて 

・非臨床試験における気管内埋植試験の内容の確認と同等性評価をどの点に焦点を当て評価するか 

・感染に関するリスク分析の必要性 

・市販後のリスク対策とガイドライン制定の必要性 

・治験の進捗と今後の予定 

 

平成 29（2017）年 8 月 厚生労働省オーファン指定相談 

【相談内容】 

開発の経緯および本医療機器の概要を説明し、下記の相談を行った 

・推定患者数について理解を共有した。 

・オーファン指定要件の推定患者数について、データから推計したものを説明した 

・保険収載への効果やオーファン器機指定の本来の目的について、見解を頂いた 
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平成 29（2017）年 9 月 PMDA 第 4 回先駆け審査指定制度面談 

【相談内容】 

・人工気管の製造工程から抽出した品質保証項目と非臨床試験の考え方について 

 

平成 30（2018）年 1 月  PMDA 人工気管の現状報告 

【相談内容】 

・人工気管の製造進捗状況 

・臨床試験の現状報告 

・今後のスケジュール共有 

 

 2) 知財戦略検討状況 

模倣品・侵害者が現れたときの対応 

京都大学が保有しているコラーゲン構造体の特許等のライセンス契約に向けた定期的な打ち合わせを

行った。準備として、第一医科でビジネス事業計画をブラッシュアップし京都大学と共有した。京都大

学では技術価値の試算作業を行い、第一医科との契約締結の準備をした。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

開発リスクの明確化と対応 

治験機器の出荷判定を実施しながら人工気管の品質を担保する仕組みについて検討した。先駆け審査

指定制度の PMDA コンシェルジュに品質に関する非臨床試験項目を相談し、各試験のプロトコルを作

成した。物性分析の比較を実施した。第一医科に引張試験機を導入し強度比較を実施している。 

薬事申請に必要なエビデンス収集 

倉敷中央病院にて IRB 審査を経て治験を開始した。京都大学でも登録が進んだ。2018 年 1 月に治験終

了届を提出した。全例経過良好で退院している。治験機器は第一医科から適切に提供した。症例検討会

を実施した。総括報告書作成に向けて統計解析を終了し、ドラフトについて治験調整医師らによるレビ

ューを行った。 

 

 4) 販売戦略等 

販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

第一医科、世田谷精機の品質管理監督システム基準書の滅菌関連部分について人工気管への適合性を

確認している。滅菌の外注先については候補企業と滅菌バリデーションの打合せを進めた。 

アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

2017 年 4 月に厚生労働省経済課医療機器政策室材料価格係と面談を行い、保険収載について相談を行

った。5 月に 日本耳鼻咽喉科学会総会においてガイドライン、指針、手引きの情報収集を行った。8 月

に厚生労働省医療機器審査管理課と希少疾病用医療機器の指定に向けた相談を行い、希少疾病用医療

機器指定申請書を厚生労働省に提出した。人工気管の適用範囲について厚労省、PMDA との調整を行

っている。またトレーニングや説明資料に必要な要素を収集した。また SL 京都大学大森教授の宿題報
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告資料をもとに対象患者の疾患別フローと対象患者数の推計、人工気管の適用範囲をアップデートし

た。 

QMS 等の品質保証体制 

世田谷精機クリーンルーム内に製造設備を構築した。治験機器製造手順書を共有したうえで試作を行

い、京都大学を訪問し試作機の課題についてディスカッションした。世田谷精機製の人工気管について

京都大学、福島医大、福島赤十字の研究参加者と製品を手に取りながら評価を行った。これらの活動に

より世田谷精機にて人工気管試作を生産できる体制を構築できた。医療機器承認申請に向けて製品標

準書、製造手順書に気づきやノウハウを追記した。 

広報・普及計画 

2017 年 5 月に SL 京都大学大森教授が日本耳鼻咽喉科学会総会において人工気管関連の宿題報告を行

った。6 月に日本頭頸部癌学会において京都大学岸本曜医師から先端医療・医師主導治験として人工気

管の事例を報告した。7 月に耳鼻咽喉科臨床学会総会にて京都大学岸本曜医師から人工気管よる気管再

建に関する多施設共同試験について報告した。 

2018 年 1 月人工気管の成果報告会を京都大学で開催し、情報共有と意見交換を行った。 

 

 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 

臨床試験、非臨床試験、品質に関する試験等に対

して、適切な助言を受け、着実に実施する人材、

社内体制、設備を中小企業が構築し、維持してい

くための仕組みについて助言をお願い致します。 

過去事例を多く収集し、参照し予備知識をもって

PMDA 相談を実施し、それを社内に蓄積、教育で

きる体制を構築する。各領域の基礎知識のある

人材が適切な外注業者と連携できるノウハウを

獲得する。 

知財 

海外への販路拡大を検討するにあたり、ＰＣＴ出

願及び輸出対象国での知財の権利化のタイミン

グや留意点について助言をお願いします。 

発明者の医師と知財戦略を共有するにあたり、知

財の権利関係において事業化の観点と医師の考

えに相違がある。 

模倣品対策としての知財戦略は、展開する市場に

よって違うものとして情報収集し計画する。 

 

医師、大学関係者とのコミュニケーションをと

り、信頼関係を構築する。 

技術 ・

評価 

職人的な製造技術を継承し、安定した供給体制を

構築するための人材育成方法についてご助言お

願いします。 

適正な利益をとれる販売価格で売れる仕組みの

構築と人材育成の仕組みの構築、多能工、給料体

系などを日々改善していく。 

その他

事業化

全般 

特に治験を伴う医療機器の製品化において、治

験、承認申請、保険収載など不確定要素の多い課

題に中小企業が対峙する場合、少しでもリスク回

避に寄与する支援制度、資金調達、心構えなどご

教授お願いします。 

各委託事業、補助金事業、先駆け審査制度、オー

ファンデバイス指定、民間のベンチャーキャピ

タル等広く情報を集め、開発デバイスの特徴を

鑑みて最適な道筋を検討する。保険収載のノウ

ハウを蓄積し適切な保険収載の目標価格や販売

数量を予想できるようにする。 
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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 

試作機開発(①)として、第一医科 QMS 体系下で世田谷精機に試作設備を構築し京都大学からの技術移転による二次試作を行う。技術移転方法

は京都大学での研修により OJT で第一医科、世田谷精機に行う。初回は滅菌バリデーション用の機器を製造し製造技術の習熟を進める。その

後、一次試作と二次試作の同等性評価用機器を製造し同等性を評価する。同等性評価が完了した後、長期保管試験、劣化の検証試験用機器を製

造し、評価を実施する。それらの機器製造を行いながら生産効率を検証し上市後の量産に備える。薬事戦略(②)として、多施設治験を実施す

る。また厚生労働省先駆け審査指定制度の PMDA コンシェルジュ及び先駆け審査評価相談を最大限活用して QMS 設計プロセスに基づく設計

資料を整備し、同等性評価の非臨床試験等及び滅菌バリデーションについても実施する。知財戦略(③)として国内での模倣品対策のための知財

を京都大学と相談、契約の上で確保する。海外での知財戦略も PCT 出願し時間を確保したうえで、検討する。販売戦略(④)として、厚生労働省

と関連学会に相談しながら保険収載について戦略立案し行動する。またトレーニング、市販後調査を見据えた体制を検討し構築する準備を行

う。 

 

(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 

人工気管(仮称) 生体内で自己組織の再生を誘導する in situ Tissue Engineering の手法でポリプロピレンメッシュとコラーゲンス

ポンジを組み合わせた人工気管 

 

(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）  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 試作機開発 

・OJT による製造方法の技術移転 

京都大学にて第一医科と世田谷精機の社員が人工

気管の製造方法を OJT にて学ぶ。 

 世田谷精機にて生産できる体制を構築する。 

 

 

・滅菌バリデーション用に二次試作を製造 

 世田谷精機にて滅菌バリデーションに必要な 70 個

程度の人工気管二次試作を製造する。 

▶ 

【進捗 75％：○】 

・世田谷精機クリーンルーム内に製造設備を構築

した。治験機器製造手順書を共有したうえで試作

を行い、京都大学を訪問し試作機の課題について

ディスカッションした。世田谷精機製の人工気管

について京都大学、福島医大、福島赤十字の研究参

加者と製品を手に取りながら評価を行った。 

 

・世田谷精機で製造した骨格に対してコラーゲン

塗布作業を実施した。強度試験、物性試験、動物試

験用の試作機を製造した。滅菌バリデーション用

の骨格製造を継続している。 

▶ 

 

・同等性評価や滅菌バリデーションに

使用する試作機を世田谷精機にて製造

する。PDCA を回すことで歩留りの向上

を行う。 

 

 

 

・滅菌バリデーション及び非臨床試験

に必要な数量の二次試作を製造する。 
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平成 29年度実施内容（研究開発計画書）  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 

 

・包装の検討、滅菌バリデーション実施 

包装形態を京都大学、福島医大、福島赤十字病院と

検討して第一医科が決定、発注する。その梱包を使

用して滅菌バリデーションを実施する。バリデーシ

ョン終了後、保管期間、劣化の評価のための長期保

管試験に移行する。 

 

・二次試作の製造過程で工程を見直し 

二次試作からのインプットをもとに第一医科と世

田谷精機で生産の効率化を検討する。 

 

・二次試作の過程で得られた情報の文書化 

製造工程を文書化して製品標準書、製造手順書を完

成させる。ISO14971に基づきリスクマネジメントを

実施し、製品設計計画書、設計文書を整備する。 

 

・二次試作と一次試作の同等性評価 

先駆け審査指定制度の PMDA コンシェルジュを活用

し、二次試作と一次試作の同等性評価項目を最終決

定し試験を実施する。同等性の評価については京都

大学、福島県立医大、福島赤十字病院でサポートす

る。試験結果より同等性を評価し、製造の出荷判定

など品質を担保する仕組みを構築し、先駆け審査相

談（品質）を実施する。 

 

・滅菌バリデーションについては外注業者に検体

数と作業工程を確認し、バイオバーデンと合わせ

て費用を算出した。梱包資材については京都大学、

福島医大、福島赤十字病院との大きさ、材料の検討

を終え、試作を製造した。 

 

 

 

・骨格の試作でポリプロピレンフィラメント糸を

均一、効率的に溶着する冶具を開発した。 

コラーゲン製造については１回で製造できる材料

の量について試作を行いながら効率化に向けたデ

ータ収集を行った。 

 

・製品標準書、製造手順書に気づきやノウハウを追

記した。リスクマネジメントは ISO14971附属書Ｃ

と医療機器基本要件への適合性確認を作成した。 

 

 

 

・治験機器の出荷判定を実施しながら品質を担保

する仕組みについて検討した。先駆け審査指定制

度の PMDAコンシェルジュに品質に関する非臨床試

験項目を相談し、各試験のプロトコルを作成した。

また、第一医科に引張試験機を導入、また外部試験

機関を活用して非臨床試験を実施している。 

 
 

 

・包装バリデーション、滅菌バリデーシ

ョン実施後、保管期間、劣化の評価のた

めの長期保管試験を実施する。 

 

 

 

 

 

・二次試作からのインプットをもとに

効率の良い生産体制を構築する。 

 

 

 

 

・改善ノウハウ等を含む製品標準書、製

造手順書を更新する。ISO14971 に基づ

きリスクマネジメントを継続して実施

し、製品設計計画書、設計文書を整備す

る。 

 

・世田谷精機製二次試作と京都大学製

一次試作の同等性評価試験データか

ら、同等性を評価する。製造の出荷判定

など品質を担保する仕組みを構築し、

先駆け審査相談を実施する。 
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平成 29年度実施内容（研究開発計画書）  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 薬事戦略 

・多施設治験の実施 

2 施設目、倉敷中央病院にて IRB 審査を経て治験を

開始し、2 症例程度の手術を実施する。平成 28 年度

に治験を開始した京都大学で 3症例程度の手術を実

施する。症例数 5例以上を目標に第一医科が適切に

治験機器を提供する。 

 

・承認申請資料の整備 

 先駆け審査指定制度の PMDA コンシェルジュを活

用し、第一医科が世田谷精機と協力して、二次試作

と一次試作の同等性評価考察を含む承認申請資料を

整備する。京都大学、福島医大、福島赤十字病院が

先行臨床研究の結果をまとめ、且つ必要情報、知見

を提供する。資料については随時、PMDA 先駆け総合

評価（品質、非臨床、臨床、信頼性、QMS）を実施し

並行して早期承認に向けた準備を PMDA と実施する。 

 

・滅菌プロセスの確立と文書化 

滅菌バリデーションの結果を踏まえ、第一医科が滅

菌医療機器の管理体制を構築し、各手順書を作成す

る。また、世田谷精機、滅菌外注先を含めた製造体

制を検討して構築する。  

▶ 

【進捗 90％：○】 

・倉敷中央病院にて IRB 審査を経て治験を開始し、

手術を行った。京都大学でも症例を重ね治験終了

届を提出した。全例経過良好で退院した。治験機器

は第一医科から適切に提供した。症例検討会を実

施した。総括報告書作成に向けて統計解析を終了

しドラフトについて治験調整医師らによるレビュ

ーを実施している。 

 

 

・先駆け審査指定制度の PMDA コンシェルジュと承

認申請に向けて品質、非臨床、臨床、QMSの各文書

体系及び作成スケジュールを共有し、助言を得な

がら作成を進めている。京都大学、福島医大、福島

赤十字病院が先行臨床研究の結果をまとめて、成

果報告会で発表し PMDA審査担当者らと共有した。 

 

 

 

 

 

・第一医科、世田谷精機の品質管理監督システム基

準書の滅菌関連部分について人工気管への適合性

を確認している。滅菌の外注先については候補企

業と滅菌バリデーションの打合せを進めた。 

▶ 

 

・先駆け総合評価相談（臨床）を実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

・品質、非臨床、臨床、信頼性、QMSの

各項目について承認申請資料を準備

し、先駆け総合評価相談を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第一医科、世田谷精機、滅菌外注先に

おいて、QMSに基づく製造体制を構築す

る。 
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平成 29年度実施内容（研究開発計画書）  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 

③ 知財戦略 

・模倣品対策としての特許申請 

京都大学、世田谷精機と協議の上、製造プロセスに

おける知財化要素を洗い出し日本国内に特許出願を

検討する。日本国内で権利化の見通しがついた段階

で PCT出願する。 

   

・京都大学と治験終了後のライセンス契約に向けて、

症例数、保険収載を見据えて交渉の準備を進める。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

・京都大学と協議の上、模倣品対策を行った。 

 

 

 

 

 

 

・第一医科と京都大学で治験終了後のライセンス

契約に向けて定期的な打ち合わせを行っている。

準備として、第一医科でビジネス事業計画をブラ

ッシュアップし京都大学と共有した。京都大学で

は第一医科との契約締結の準備をしている。 

▶ 

 

・模倣品対策を継続して検討する。 

 

 

 

 

 

 

・京都大学と知財等のライセンス契約

を締結する。 

④ 販売戦略 

・適用疾患の深堀として、データベース研究と患者会

等とのコミュニケーションの実施人工気管の医療

アウトカム向上を評価するために、a）患者にもた

らされる臨床上の効果、b）患者 ADL(Activities of 

Daily Living)及び QOL(Quality of Life)の改善に

ついて検討、c）家族の恩恵を主眼にしたバリュー

評価の各視標について、人工気管を使わない場合と

の比較を行い客観的な評価を策定する。 

京都大学、福島医大、福島赤十字病院と情報をやり

取りし第一医科でまとめる。 

 

・保険収載を見据えた厚生労働省、関連学会との相談

（ガイドライン含む） 

その結果をもって京都大学、福島医大、福島赤十字

病院にて関連学会とコミュニケーションをとり、ガ

イドライン化の検討を始める。 

また厚生労働省経済課との相談を活用して、上記結

果をもとに手技料の保険収載について関連学会に相

▶ 

【進捗 70％：○】 

・治験においても広く QOLを評価するために、副

次項目にて QOL 項目を評価した。また、各実施主

体で情報をやり取りし、文献検索等で各評価指標

の健常者等の情報を収集している。成果報告会で

有識者から最新の保健医療の考え方について報告

を行い、本事業研究参加者で共有した。また人工

気管を使わない場合との比較を行い客観的な評価

を検討して希少疾病用医療機器の指定に向けて厚

生労働省と情報共有している。 

 

 

 

 

・厚生労働省経済課医療機器政策室材料価格係と

面談を行い、保険収載について相談を行った。日

本耳鼻咽喉科学会総会においてガイドライン、指

針、手引きの情報収集を行った。厚生労働省医療

機器審査管理課と希少疾病用医療機器の指定に向

けた相談を行った。人工気管の適用範囲について

厚労省、PMDAとの調整を行っている。 

 

 

▶ 

 

・承認申請の際の医療機器の有効性に

ついての資料作成を行う。また、希少疾

病用医療機器の指定について検討を進

める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象疾患症例数を推計し希少疾病用

医療機器の指定を検討する。関連学会

とコミュニケーションをとり、ガイド

ライン化と保険収載の準備を進める。 

保険収載について、厚生労働省経済課

医療機器政策室と定期的な相談を行い

戦略検討する。 
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平成 29年度実施内容（研究開発計画書）  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 

談する戦略を検討する。 

 

・トレーニング要素の抽出と体制の構築 

治験を通じて患者、医師双方に必要な治療説明の要

素を京都大学、福島医大、福島赤十字病院で抽出し、

わかりやすいトレーニングツールや説明資料、動画

等の作成を第一医科が行い、市販後のトレーニング

体制を構築する。京都大学製の人工気管を使用しモ

デル等でシミュレーションを行う。 

  

・人工気管の認知度の向上活動 

上記で作成したツール等を有効活用して、京都大学、

福島医大が学会などに機会を利用して医師へ認知度

を高める活動を行う。また、患者に向けての認知度

を高める活動準備を第一医科が行う。 

 

 

・治験において患者同意説明文書の付属資料とし

て、わかりやすいイラスト入りの説明資料を作成

した。またトレーニングや説明資料に必要な要素

を収集した。また SL京都大学大森教授の宿題報

告資料をもとに対象患者の疾患別フローと対象患

者数の推計、人工気管の適用範囲をアップデート

した。 

 

 

 

・5月 SL 京都大学大森教授が日本耳鼻咽喉科学会

総会において人工気管関連の宿題報告を行った。

6 月日本頭頸部癌学会において京都大学岸本曜医

師から先端医療・医師主導治験として人工気管の

事例を報告した。7 月耳鼻咽喉科臨床学会総会に

て京都大学岸本曜医師から人工気管よる気管再建

に関する多施設共同試験について報告した。 

人工気管の成果報告会を開催し、本事業研究参加

者と外部有識者で情報共有と意見交換を行った。 

 

 

・人工気管を使用した気管再建につい

て確立された手技を手順化する。人工

気管のわかりやすいトレーニングツー

ルや説明資料、動画等を作成し、シミュ

レーションを行う。 

 

 

 

 

 

・医師への認知度向上の活動を継続す

る。また希少疾病用医療機器の指定等

を検討し患者に向けての認知度を高め

る活動を行う。 
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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） 

1990 年以前から医療機関で基礎研究されてきた人工気管開発に製造販売企業、ものづくり企業が加わ

りチームを組むことで事業化する体制を構築できた。生物学的安全性試験、非臨床試験で安全性を検

証、担保したうえで治験へと進み、PMDA と合意した 5 症例に対し重篤な不具合なく終了した。薬事戦

略では医療機器センター、PMDA と相談を重ね、機器の同等性を示すことで京都大学製での各試験結果

を医療機器承認申請に利用できる見通しを得て、製造移管と臨床試験を同時並行で進めた。また 2017

年 2 月に厚生労働省より先駆け審査指定制度の対象品目に指定されたことで、より早期の上市を目指

す。製造技術に関する特許も新たに申請し、既存特許と合わせて模倣品対策を行った。販売戦略におい

てはビックデータを活用した市場調査、患者視点での QOL アウトカム研究で事業計画をブラッシュア

ップし保険償還戦略へ活用している。学会や新聞での情報発信を継続して実施し、関係者への人工気管

の認知度向上に努めることで、施設基準、ガイドライン化などの承認後の販売体制構築を準備した。 

 

領域 終了評価で特にアピールしたい点 

薬事 

治験：PMDAと合意した症例数に対し終了 

製造移管：製造移管と臨床試験を同時並行で進めるプロセスを確立して承認申請までの期間

を短縮 

先駆け指定：画期的な機器として、薬事承認に係る相談・審査における優先的な取扱いの対

象とされた 

知財 既存特許に加え、製造技術に関する新たな特許を申請 

技術・評価 京都大学で確立された職人的な製造技術を民間企業に移転 

その他事業

化全般 

2 大学、2医療機関の医師や各種専門家と 20社を超える民間企業の関係者がチームとして人

工気管の製品化を目標に事業に協力 

 

(2) 当初目標達成度に関する自己評価 

 1) 自己評価結果 

 

A：当初目標を上回る成果を得た。 

 

 2) 自己評価理由 

すでに技術的に確立された「世界初の人工気管」が開発対象で、ニーズ、解決策がぶれることなく開発

が進められたことが良い点と評価した。開発製品のコンセプトがぶれなかったことで、市場調査、薬事戦

略、知財戦略がそれぞれ深堀できたと考える。また研究参加者がそれぞれの専門分野で高い能力を有して

おり担当業務を強力に進めたこと、さらに PL、SL がマネジメント力を発揮し方向性を示し事業をけん

引したこと、伴走コンサルや AMED、PMDA との相談で柔軟に研究内容、方向性を修正しながら進めら

れたことが到達点に達した要因と評価した。 
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(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。 △一部
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。 ○十分
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。 ○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。 ○十分
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。 ○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。 △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。 ○十分
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。 △一部

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。 ○十分
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。 △一部
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。 ○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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(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 

・京都大学臨床研究総合センターとの意思疎通を前倒して実施することで、治験実施計画書等のブラ

ッシュアップが早期に進んだ可能性がある。 

・治験実施主体間の契約について事前に認知していれば、早期に費用見通しや役割分担が明確になっ

た可能性がある。 

 

 2) 事業の進め方 

・PMDA、厚生労働省など開発過程を評価する期間とのコミュニケーションをより綿密に実施し、事

業の進め方を判断することで事業過程をより早く進められた可能性がある。 

・医師主導治験の進め方について GCP 省令の理解度が高ければ、費用試算等を早期に実施できた可能

性がある。 

 

 3) その他 

・事業管理データ及び研究開発データの共有について、事業開始当初から仕組みを構築していけば円

滑に共有出来た可能性がある。関係者以外にはわかりづらい仕組みとなっていて、担当者の交代引継

ぎや過去データの検索などの効率がわるかった。 
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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 変更前 変更後 変更理由 

対象とする 

課題・ニーズ 

対象患者について 

平成 28（2016）年 2月に変更 

・喉頭、気管の狭窄がある患者 

・気管切開術施術患者 

・甲状腺癌 

 

平成 29（2017）年 1月に変更 

・気管の狭窄がある患者 

・気管切開術施術患者 

・気管切除を要する気管または周囲の癌患

者 

 

・気管の狭窄がある患者 

・気管切開術施術患者 

・気管切除を要する気管または周囲の癌

患者 

 

 

・気管欠損のある患者 

・気管切除を要する気管または周囲の癌

患者 

 

疾病の理解が進み、喉頭の狭窄について除外

した。 

疾病の理解が進み、肺癌、食道癌等による気

管切除を含む記述に変更した。 

 

 

治験の選択基準を踏まえ、気管の狭窄がある

患者と気管切開術施術患者を合わせて「気管

欠損のある患者」とした。 

機器スペック・

ビジネスモデル 

平成 29（2017）年 1月に変更 

改良医療機器（予定） 

 

新医療機器 

 

PMDA との相談をかさね製品の特性を明確に

出来たため。 

事業化体制 平成 29（2017）年 8月に変更 

製造企業未定 

 

世田谷精機株式会社を追加 

 

当該製品の製造を担う事業予定者に決定し

たため。 

事 業 化 計 画

（開発･薬事・上

市スケジュー

ル） 

平成 29（2017）年 1月に変更 

薬事申請時期：平成 29（2017）年 10月 

上市時期：平成 30（2018）年 10 月 

 

薬事申請時期：平成 30（2018）年 6 月 

上市時期：平成 31（2019）年 3月 

 

承認申請を見据えた治験計画について PMDA

との相談を深く実施し、治験について後戻り

のない計画を作成したため。 

平成 29（2017）年 8月に変更 

患者の推計：2000人/年 

販売単価：399,000 円 

上市後 3 年目想定売上：5億円 

 

患者の推計:15～300人/年 

販売単価：2,000,000 円 

上市後 3 年目想定売上：2億円 

 

新たに人工気管の適用になる患者の推計を

データベースから実施した。また、単価につ

いては厚生労働省との面談等で情報収集し、

既存の治療法と人工気管での治療費の比較

を根拠に試算した。事業が進み、予想の確度

は上昇した。 
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(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 対応 

薬事 治験の結果について承認申請の際、説明するのは第一医科だから自

分で治験をやった時と同じ説明能力がなければならない。すべてを

第一医科が譲り受けるので承認申請をする意識と実務を高めるこ

と。 

 意識を高めて治験の状況を把握するように努力している。第一医

科で実施した企業主導治験での経験を積極的に人工気管の開発担当

者にも共有していくこととした。 

PMDA 相談の過程で一般的名称など承認時の内容が明確になってい

ない。今後の PMDA 相談では、例えば承認申請前相談などを利用し

て明確にすべき。 

既に複数回の PMDA 相談で課題は明確と考えるが、あらためてコ

ストとタイミングから PMDA 相談の機会を検討する。⇒PMDA と

頻繁に相談するようになり、治験プロトコル相談へと進んだ。 

今回の治験が承認申請に足るものとなるよう検討し、PMDA とよく

相談すること。 

PMDA 治験プロトコル相談を実施し、症例数の設定根拠、評価項

目、評価期間等について承認申請を目標として深く議論した。 

知財 特になし  

技術・評価 特になし  

その他事業

化全般 

具体的な実施内容を明確に経過報告すること。（元気に） 継続審査にて対応した。（妙中先生の激励に励まされました。） 

事業のために何を検証するのか、実現可能な計画にしなければなら

ない。製品単価、原価、市場規模、技術料など難しいとは思うが、よ

く精査して継続可能な事業となるよう検討すること。（オーファンデ

バイス検討など） 

原価は試算済みであり、市場規模についても治験の症例数検討や

本年度の販売計画で実施しているデータ解析により明確になった。

そこから事業継続可能な利益を含む製品の販売単価を計算し、それ

をもって保険償還価格の相談を厚生労働省経済課と進める内容とし

て次年度計画に落とし込んだ。 

 

(7) 継続条件への対応状況 

継続条件 対応状況 

特になし  
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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） 

臨床試験については 2018 年 5 月末で総括報告書を完成させ、6 月から先駆け相談（臨床）を実施する。完成済みの試作機での非臨床試験は、ビー

グル犬における埋植試験の最終評価を 2018 年 9 月に実施し、10 月から先駆け相談（非臨床）を実施する。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 

第一医科株式会社 マーケティング本部 

〒113-0033 東京都文京区本郷二丁目 27番 16号 

電話: 03-3814-0111 / FAX: 03-3814-0135 / E-mail: dinagaki@first-med.co.jp 


