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1. 事業の概要 

日本国内ではヒト由来原材料由来の製品化の前例がなく、規制の観点で製品化に多大な時間とコスト

を要する。従って、本事業では既に市場が確立されている米国市場に対して、Hyper-Dry 製法にて生産

した乾燥羊膜の製品化を速やかに行う（創傷被覆・眼科領域：治験不要のため短期間で上市可能）。 

具体的には、生羊膜の調達、及び Hyper-Dry 乾燥・生産工程は日本国内で構築し、新設した国内自社

工場で生産した HD 羊膜の米国輸出・販売に向けた事業化を図る。 

 

 

 

胎児由来の羊膜再利用によるハイパードライ（HD）羊膜の開発・海外展開

夢の万能絆創膏の開発
株式会社アムノス、国立大学法人富山大学、株式会社TSS

H28-020

生羊膜の良さを保持したHD羊膜

古くから有用性が認知されていたヒト羊膜の製品化

株式会社TSS：自動車産業で培った高品質管理力

 生羊膜の再生促進機能の有用性は古くから認知さ
れていたが、調達・保存・供給の仕組がなかった

 米国では凍結乾燥手法により上記課題が解決され
たものの、特殊加工が不可欠

 加工により、本来の機能が損失する懸念有り

 HD法により、特殊加工を要せずに、本来の羊膜機
能を維持することに成功。製造コストも抑制可能。

 本来の薄さ・透明性を保持できることから、創傷被
覆や医療用代用膜用途のみならず、薄さ・透明性
が求められる眼科用途への展開も可能

 低コスト・高汎用性の製品で社会に貢献する

361 HCT/P
（想定）

電子部品の自動組立機製造事業や生産事業を実施。自動車
業界で培った高い品質管理能力と既存事業のグローバル展
開の経験を活かして、安全・安心な医療機器製品の製造と海
外展開をバックアップする。（海外展開、QMS構築）

平成29 （2017 ）年8 月時点

HD羊膜

乾燥技術

•真空チャンバー内
で、マイクロ波と遠
赤外線を照射

•圧力・温度管理しな
がら乾燥

•生羊膜同等の組織
構造を実現

委託事業実施体制

製販・製造企業
第1種医療機器製造販売業 [13B1X10194]
医療機器製造業 [（2017年取得予定）]

株式会社アムノス
• 製品化事業取り纏め
• 原料受入～製造・出荷
• 薬事、知財戦略

研究機関

富山大学
医学部

研究機関

東邦大学医学部

製造企業
第2種製造販売業[13B2X10138]
医療機器製造業[16BZ200016]

株式会社ＴＳＳ

企業
株式会社コーガアイソトープアドバイザー（薬事）

アドバイザー（規制）
FDA対応コンサルタント

特許事務所
きさらぎ国際特許業務法人

特許業務法人綿貫
国際特許・商標事務所

試験機関

株式会社新日本科学

• シーズ・ニーズの提供
• 臨床エビデンス
• 基礎研究・検証

相談・申請

外注（知財管理・出願）

外注（非臨床試験）

外注（ガンマ線滅菌）

外注（羊膜提供、性能評価）
• 事業管理・全体支援
• 生産プロセスの確立
• 品質管理工程確立の支援

PL

SL

中

Golden Dome &
Engineering Consulting
シェリー・ペトロニス

米国事業化パートナー
• USコーディネーター
• 販売戦略構築/マーケティング
• 提携先/代理店/保険会社との交渉

中 代表機関

助言・承認

• 薬事戦略相談

• 規制アドバイザ

アドバイザー（医学）
ペンシルバニア大学医学部

遠山潤一郎

• 米国市場・医学アドバイザ
平成29 （2017）年8月時点

米国食品医薬品局
(FDA)

企業
アースコンサル株式会社

外注（各種試験）

研究・開発アドバイザー
大阪大学医学部
未来医療開発部

中谷大作特任准教授

• 研究・開発アドバイザ
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1.1 事業の目的 

・医療現場の課題 

我が国の医療現場ならびに海外の医療現場では、羊膜は免疫原性を有しない組織であり、創傷治癒や熱

傷等の治癒・組織再生を促進する優れた生体材料であることが、古くから広く認知されている。しかしな

がら、出産時にしか得られない羊膜は、入手が難しいこと、保存ができないこと（保存技術がない）等の

使い勝手の理由により、医療現場で利用されていなかった。 

近年では、羊膜を医療現場で活用すべく、いくつかのタイプの羊膜が開発されている。 

 ①生羊膜そのもの 

 ②生羊膜を凍結保存するタイプ 

 ③生羊膜を乾燥して用いるタイプ（＝乾燥羊膜） 

①のタイプでは、保存性の問題があり、活用されるケースは非常に少ない。一方、②のタイプは、日本

国内の難治性眼表面疾患に対する羊膜移植術（K260-2 羊膜移植術）として先進医療 B を経て保険適用

（ただし、製品化はされていない）とされているが、細胞を破壊しないように冷却・解凍するためには高

額で大きな冷凍保存設備を要するため、やはり保存技術が普及の課題とされている。最後のタイプ③は、

世界で米国だけが、Freeze-Dry 製法により保存性の問題を解決した凍結乾燥羊膜を開発し、創傷被覆材

として製品化に成功している。従来の創傷被覆材では治癒促進効果が十分でなかった症例に対しても、代

替材料として利用され、高い治療効果を上げていることが報告されている。 

しかしながら、米国で販売されている凍結乾燥羊膜は、凍結乾燥による組織構造への影響により、生羊

膜と異なる組織構造となることが確認されており、それが組織再生促進能力の低下に繋がるのではない

かと考えられている。そのため、米国製品では、羊膜に絨毛膜やコラーゲン等を様々付与・加工し、多層

化にて組織再生促進能力の機能補完をした製品として販売されている。しかしながら、多層化することに

よって、薄さ・透明さが求められる眼科領域（眼表面疾患）に使うことはできない問題が指摘されている。

また、多層化するためのコストが余分に必要となる。 

 

・解決策 

これを解決するためには、生羊膜と同等の再生促進機能を有し、かつ薄さと強度を兼ね備え、保存性の

高い羊膜材料の開発が求められる。本共同体では、生羊膜を特殊な乾燥技術（遠赤外線・マイクロ波を用

いた Hyper-Dry 乾燥）を開発して乾燥することで、生羊膜に極めて近い解剖学的膜構造を保持した乾燥

羊膜（HD 羊膜）を作製することに成功した。本 HD 羊膜は、生羊膜同等の組織構造を有すること、生羊

膜同等の治癒促進機能を有すること、乾燥されているため輸送・保存が容易であること、羊膜単層のみの

乾燥のため薄いこと、加工工程が不要のため製造コストが抑えられること、等の特徴を有し、通常の組織

再生に用いられるのみならず、薄さと強度を兼ねそろえているため、創傷被覆材としての活用に加えて、

眼科領域の難治性眼表面疾患（角膜再生等）にも用いることが可能となる。 

 

・事業概要 

日本国内ではヒト由来原材料由来の製品化の前例がなく、規制の観点で製品化に多大な時間とコスト

を要するため、本事業では既に市場が確立されている米国市場に対して、Freeze-Dry 製法にて生産した

乾燥羊膜の製品化を速やかに行う（創傷被覆・眼科領域：治験不要のため短期間で上市可能）。具体的に

は、生羊膜の調達、及び Hyper-Dry 乾燥・生産工程は日本国内で構築し、新設した国内自社工場で生産

した HD 羊膜の米国輸出・販売に向けた事業化を図る。 

海外市場（対象国：米国）について、平成 29 年 10 月に薬事申請（FDA）を行い、平成 30 年 4 月に上

市を目指す。 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：株式会社アムノス 

PL： 田中 淳（株式会社アムノス） 

SL： 二階堂 敏雄（国立大学法人富山大学） 

共同体： ①国立大学法人富山大学 

  ②株式会社 TSS 
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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 361 HCT/P 

製品名 HD羊膜（予定） 分類名称（一般的名称） 
創傷被覆・保護材（生物由来材

料） 

対象疾患 創傷被覆用途、眼科疾患用途 届出／認証／承認 届出 

想定される販売先 （未定） 新／改良／後発 後発 

使用目的又は効果 （検討中） 

薬事申請予定者 株式会社アムノス 
医療機器製造販売業許

可 
13B1X10194 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社アムノス 医療機器製造業許可 (2017年取得) 

 業許可  

 業許可  

 2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場（参考） 海外市場 

  米国 

薬事申請時期 平成 34（2022）年 9月 注 3 平成 30（2018）年 3月 注 1 

上市時期 平成 35（2023）年 12月 注 3 平成 30（2018）年 9月 注 2 

想定売上（上市後 3年目） 9.73億円／年（平成 35（2023）年時点） 17.5億円／年（平成 33（2021）年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 1000億円／年（平成 35（2023）年時点） 2000億円／年（平成 33（2021）年時点） 

想定シェア（上市後 3 年

目） 
1.95％（平成 35（2023）年時点） 0.88％（平成 33（2021）年時点） 

 

 

注 1：米国での薬事申請（361HCT/P）は、当初、H29(2017)年 12 月を予定していた。しかしながら、 

富山工場新設の際、工場完成後に発覚した構造的な不備等の手直し等で、工場稼働が遅れ、 

薬事申請に必要な業許可の取得、品質管理システム QMS（国内）、QRS（米国）の構築にも 

スケジュールの遅れが生じたことで、FDA への申請が、結果的に、H30(2018)年 3 月となった。 

 

注 2：米国での上市時期は、当初、H30(2018)年 6 月を予定していた。注 1 で記載した通り、FDA への 

   申請（361HCT/P）が遅れたことにより、上市時期を H30(2018)年 9 月に変更した。 

 

注 3：国内市場に於いては、治験の対象とした疾患の関係から、PADA との事前相談、対面助言は、当初 

の予定通り、H30(2018)年 7 月に行い、治験相談を H30(2018)年 12 月に設定している。 

想定している術後観察期間及び症例数か、これらを実施する施設数を 10 機関とした場合、治験期 

間は約 2 年を要する。 

H31(2019)年 9 月に PMDA に対し治験届を提出し、治験終了は、H33(2021)年 3 月頃となることか 

ら、治験終了後、上市までの薬事的な手続きを勘案し、国内薬事申請を H34(2022)年 9 月、上市時 

期を H35(2023)年 12 月とした。 
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 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

 
 

(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 

・ 眼科領域の難治性眼疾患患者 

（再発翼状片、緑内障、角膜穿孔等） 

・ 創傷被覆領域の難治性創傷疾患患者 

（重症熱傷、糖尿病性下腿潰瘍、静脈性下腿潰瘍、褥瘡等） 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

＜想定市場規模＞ 

米国の乾燥羊膜製造販売のリーディングカンパニーである米 MiMedx 社の AnnualReport にて乾燥

羊膜製品の市場規模が報告されており、競合品含めた市場規模は下記の通り推定されている。 

 創傷被覆：9,000 億円 

 外科：3,500 億円 

 整形外科・スポーツ：7,000 億円 

従って、分野合計では 1 兆～2 兆円の市場規模があると推定される。 

（出典：米 MiMedx 社 AnnualReport） 

 

既に市場が形成されている創傷疾患領域に対する潜在的な米国市場規模は＄7.7 billion（9,240 億円）

あると推定されている。中でも、生物由来材料を使用した創傷被覆材の市場は、2014 年時点で＄865 

million（1,038 億円）、2019 年までに＄1.4 billion（1,680 億円）に成長すると予想されている。 

※ドル円為替レート：120 円で試算 
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前述の上市後 3 年目（2021 年時点）のターゲット市場の推定では、上記の生物由来材料を使用した創

傷被覆材市場推定値（2019 年時点で 1,680 億円）を参考にして、2,000 億円程と推定した。 

※本製品としての見込み 

 

又、大阪商工会議所が依頼した米国医療コンサルタントによる市場調査結果では、下記の報告を受けて

いる。米 MiMedx 社の AnnualReport で報告されている市場規模感と大きな差異はなく、上述推定値

は大凡確からしいと判断している。 

 

 ＜市場調査結果サマリー＞ 

 羊膜を用いた医療品の市場規模は現在 130 億ドル。人口の高齢化や糖尿病など併存疾患の有病率増

加でさらに大きくなる見込み。また慢性疾患や重症熱傷の患者のニーズも大きい。 

 慢性疾患に関する市場は全医療コストの約 4%（250 億ドル）。 

 重症熱傷に関する市場は年間 104 億ドル。 

 市場の規模に対して、競合企業が少ない。 

 現在は MiMedx 社が市場をほぼ独占。販売網の急速な拡大と積極的な知的財産戦略で 2008 年の設

立以来、売り上げを伸ばしている。規模もアメリカ市場だけでなくグローバルになりつつある。 

 

（出典：“Assessment of the Global Dry Amnion Therapeutic Market”、Gnarus Medical Consulting, 

Marcus Mianulli） 
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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 

製法、物質（構造）の違いで多様な種類の羊膜製品が米国市場に投入されているが、中でも米 MiMedx

社は、凍結乾燥方法を用いた乾燥羊膜製造販売のリーディングカンパニーとして知られている。創傷被覆

材ではEpiFix、整形外科材料・スポーツ医療ではAmnioFix、外科材料ではAmnioFix（surgical）、EpiBurn

等、多様な領域で製品展開がなされている。2008 年の設立以降、売上高は年々急成長を遂げている。 

 

 
 

 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） 

米国の乾燥羊膜と当該医療機器との違いは、当該医療機器は、生羊膜の組織構造保持し、かつ薄さ・透

明性に優れる点である。強度も兼ね備えているため、眼科疾患のみならず、創傷疾患への展開も可能であ

る。 

また、米国製品は 3 層の加工羊膜であるのに対し、当該医療機器は羊膜層のみを乾燥させる少加工工

程のため、製造コストの点でも優位である。更に、羊膜調達に関しては、当該医療機器は出産前検診制度

が確立された日本国内での調達であるため、医療機関と企業側の二重の検査でより安全な製品を提供で

きることも利点である。  
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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 

 
 

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 H34（2022）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】
１）前臨床試験
前臨床試験①
品質規格・回収規格策定

【製品開発】
１）前臨床試験
前臨床試験②
生体適合性・安全性試験

【販売戦略】
２）米国市場開拓

【薬事申請】
3)FDA申請準備

【調達】
4)原材料調達ルート開拓

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

①特許調査（米国、日本）
②製造条件最適化
③洗浄液・保存液開発
④製造冶具開発
⑤調達先開拓（試験用）
⑥性能比較試験
（性能、毒性、埋植）
⑦市場調査

①GMP準拠生産工場着工、工場完成(2017.3
末）
②特許出願（日本、PCT）
③追加特許調査（米国、欧州、日本）
④製造冶具開発

①GMP準拠生産工場試運転中、試作生産設
備稼働確認中
②QMS構築
③医療機器製造業取得

①上市（米国）

（注2）米国での上市時期は、当初、
H30(2018)年6月を予定していた。注1
で記載した通り、FDAへの申請
（361HCT/P）が遅れたことにより、上
市時期をH30(2018)年9月に変更し
た。

（注3）適応症例を難治性眼表面疾患
の翼状片と定めた。20例×2郡=40
例、術後観察期間を24週、試験期間
を2年と想定したことから、治験開始ま
でのPMDAとの手続きに要する期間及
び、治験終了後、上市までに必要な
薬事的な手続きに要する時間を勘案
し、国内上市をH35(2023)年12月とし
た。

①前臨床試験（製品・回収規格策定）
②前臨床試験（生体適合性・安全性）
③米国パートナー提携・契約
④販売戦略策定
⑤提携候補会社交渉・契約
⑥FDA申請準備（パートナー契約含）
⑥新規調達先開拓
⑦調達ガイドライン策定・資料整備

①前臨床試験（生体適合性・安全性）
※埋植・過酷試験等、長期の試験
②提携候補会社交渉・契約（継続）
③FDA申請最終調整と申請
④新規調達先開拓（継続）
⑤医療機関-工場間輸送ﾌﾟﾛｾｽ最終化
⑥調達ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ策定・資料整備最終化

（注1）富山工場新設の際、工場完成後に発
覚した構造的な不備等の手直し等で、工場稼
働が遅れ,薬事申請に必要な行許可の取得、
品質管理システムQMS（国内）、QRS（米国）
の構築にもスケジュールの遅れが生じたこと
で、FDAへの申請が、結果的に、H30(2018)
年3月となった。

①クリー環境保持のため工場設備改良実施
により遅延
②乾燥機設定条件の見直しおよび生産方式
の見直しにより安定性試験用サンプル製造遅
れによりヶ月遅延(申請時期30年3月）

M1 試験計画書作成（試験項目策定）

M2 試験実施・評価と規格策定（動物試験終了報告書10月予定）

M3 非臨床試験実施項目とプロトコル作成

M4 非臨床試験契約締結

M5 非臨床試験9月報告書受領

M1 米国事業化推進パートナーの選定と契約締結

M2 販売戦略の立案・作成

M3 提携候補会社との交渉（議事録・報告書、契約（可能なら））

M1 米国FDA対応企業との契約締結

M2 FDA相談議事録、許認可条件整理、申請用ドキュメント作成

M1 新規調達先確保に向けた交渉・契約、進捗報告

M2 必要資料のリスト化・棚卸

M3 各種資料作成・整備（ガイドライン）

★ H30(2018).03 361 HCT/P申請 （注1）

★ H30(2018).9 上市（米国） （注2）

非臨床試験（埋植/過酷試験等）10月報告書受領

病院-工場間輸送プロセス最終化

FDA申請最終調整

★ PMDA治験相談H30(2018).12

治験準備：★PMDA対面助言H30(2018).7

販路拡大

★ PMDA戦略相談
★PMDA治験届提出H31(2019).9

安定性試験（3年）

米国以外の海外展開準備

H35(2023).12

国内上市★

（注3）

治験期間終了（症例登録） H34(2022).3 ★

治験期間（奨励登録）終了・治験総括報告書作成・承認申請 H34(2022).4

治験総括報告書作成完了（有効性・安全性の確認） H34(2022).9 ★
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(2) 投資回収計画 

 ① 国内 

 
H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

H37 

(2025) 

薬事申請時期       ●    

上市時期        ●   

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：個）           

 ② 海外 

 H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

H37 

(2025) 

薬事申請時期  ●         

上市時期   ●        

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：個）           

 ③ 国内・海外合計 
 H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

H37 

(2025) 

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：個）           

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

米国市場では、2018 年 3 月（平成 30 年 3 月）に薬事申請（FDA、361HCT/P）を行った。2018 年 9

月（平成 30 年 9 月）に上市を目指す。 

米国市場における販売計画として、0 年目 100 個、1 年目 6,000 個、2 年目 10,000 個は会社ターゲット

値とした。3 年目以降の販売予測は、米 MiMedx の創業年度からの売上高前年比の伸びを参考とし、同

程度で進展すると仮定した推計値である。 

 

※1 個当たりの市場販売価格＄1,000、販売会社への卸値＄600 として計算 

※ドル円為替レート：108.16 円で試算（2016 年 1 月～9 月末までの週終値の平均値） 

※国内・海外別の自己負担額は、国内・海外合計を売上高案分により算出 

※2016 年 10 月時点の弊社最新事業計画に基づき投資回収計画を更新 

 

【国内外薬事申請時期及び上市時期の変更理由】 

工場稼働が遅れ,薬事申請に必要な行許可の取得、品質管理システム QMS（国内）、QRS（米国）の構

築にもスケジュールの遅れが生じたことで、FDA への申請が、結果的に、2018 年 3 月となった。 

 

国内治験に向けたスケジュールが明確になったことで、上市スケジュールにズレが生じた。 

 

非公開 

非公開 

非公開 
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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”   

当該医療機器製品は、競合製品も同様に持つ治癒促進効果に加えて、強度・透明性・薄さがあり、調達

の安全性が高く、高度な加工過程を要さないことからコストパフォーマンスが相対的に良いことが特徴

として挙げられる。 

従って、競合製品がターゲットとする創傷治癒を皮切りとして外科・整形外科・スポーツ医療に参入す

ることも然ることながら、眼科領域に乾燥羊膜製品として参入することが、対販売パートナーに対するビ

ジネス優位性を獲得する点になると考えている。 

まずは、眼科製品、創傷被覆製品という魅力的な 2 つの製品展開で、販売パートナーを開拓する。ま

た、富山大学医学部の研究では、耳鼻科・口腔外科・脳外科等、他領域にも展開可能であることが確認さ

れている。2 領域での上市後、その他領域へ随時展開し、売上の拡大を図る。 

 

 2) ビジネス体制 

 
 

 

 

 

  

上市後の実施体制

第1種製造販売 [13B1X10194]
第1種製造業 [（2017年取得予定）]

株式会社アムノス
• 原料受入～製造・出荷
• 薬事、知財戦略
• GQP/GVP管理
• マーケティング、商品企画

株式会社
コーガアイソトープ

外注（ガンマ線滅菌）

株式会社
日本生物製剤

羊膜供給医療機関
（北陸エリア）

羊膜供給医療機関
（関東エリア）

顧客
米国医療機関

顧客
本邦医療機関

大手医療機器
販売企業

（米MiMedx社等）
※他社含めて検討・交渉中

• ニーズの提供
• エビデンス収集
• 導入・普及

• ニーズの提供
• エビデンス収集
• 導入・普及

羊膜提供
（他社調達）

販売

販売

情報
提供

情報提供

販売情報
提供

販売
企業

販売
企業

羊膜提供
（自社調達）

平成29 （2017） 年8 月時点
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(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 対面助言（2018 年 7 月中旬@PMDA）⇒事前相談を含め申し込み中 

  治験（眼科）プロトコール構築のため、これまで実施した非臨床試験結果の確認を行う。 

 

 治験相談（2018 年 12 月後半@PMDA） 

  7 月に予定している対面助言の内容を精査し、治験（眼科）プロトコールについて相談する。 

  

  ※2019 年 9 月末には、治験届を提出、2022 年 3 月末までに治験を終了し、9 月末には、 

   治験総括報告書作成を完了させる予定で進めている。 

 

 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） 

  特許の調査会社及び特許事務所に依頼し、調査をした結果、問題がないことを確認している。 

 

 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 

  乾燥技術に関する特許及び、製造技術に関する特許出願をしている。 

 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

  法律事務所並びに特許事務所等を通じて、通常通り対抗する。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

① 原料（羊膜）の安定的な提供の確保。 

 

・産汚物条例などによる規制がなく、かつ、お産例数が比較的多い地域（埼玉県等）の医療機関と 

の契約が締結できている。 

 

② 原料（羊膜）採取が帝王切開に限られている。 

国内で保険適用（「難治性眼表面疾患に対する羊膜移植術（K260-2 羊膜移植術）」）されている、 

冷凍保存羊膜は、予定帝王切開からの採取に限定されている。 

     

   ・HD 羊膜は、最終的にγ線滅菌を行う。更に、提供時には、ウインドウピリオドを勘案した、 

    2 度のスクリーニング検査を行い、感染リスクを排除することで、自然分娩からの提供でも 

    問題がないことを証明し、承認を得る準備をしている。これにより、安定的な提供を受ける 

    ことができる。 

 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

 

米国での販売、また、国内での治験に向け、生物学的安全性試験、及び、製品規格策定のための 

  物性試験が完了している。 

 

 

 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

米国における販売は、一社または複数社の、大手の認知された医療機器および健康関連企業で、市

場に影響力を持つパートナー企業を選定し、販売またはライセンス販売を委託する。 

すでに、交渉先となる企業の選定は済んでおり、非臨床試験と FDA 登録を受けて、今後本格的交

渉に入る。以下は、企業選定を行う上で考慮された、代表的な条件。 
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✓ 病院、および医院に製品を販売する営業部隊および流通ネットワークを確立している企業。 

✓ 強力なブランドの認知度、医療分野で高い評価を得ている企業。 

✓ 米国全土に販売網を持ち、影響力がある企業。 

✓ 全米各地で専門分野の医師とネットワークを持つ企業。 

✓ 迅速な市場への浸透実現のために、新たな臨床現場の形成および主要なオピニオンリーダーの

関与を促し、ビジネスの成長を支援する、医師や外科医との経験を持つ企業。 

✓ 顧客と患者のバイオ製品に対する関心に対応するとともに、製品ポートフォリオの拡大に関心

を持つ企業。 

✓ 米国の立ち上げを支援するのに十分な資金を持つ企業。 

✓ （株）アムノスが製品の所有権と管理権を保持する。 

なお、広報・普及活動については、パートナー企業の戦略による部分が多く、現時点での明記は難

しい。 

 

 QMS 等の品質保証体制 

 

工場新設に伴い、QMS を確立した、これをベースとし米国の製造品質規格である QSR を構築し 

た。これにより、FDA 査察および、米国内の相手企業の要求に対応する。 

 

 広報・普及計画 

 

  学会などに積極的に展示し、専門医に向け製品紹介を行っていく。 

 

 

 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 
米国に関しては、FDA届出（361HCT/P）を 

3 月 29日に完了した。 

なし。 

知財 
要素時術の権利化期間の継続化を図る。 

 

新規出願できる発明がないかを検討する。 

技術 ・

評価 

現在継続実施中の非臨床試験（最終製品の品質・

規格の設定、安定性試験等）を実施する。 

長期安定性試験を除く非臨床試験を来年度前半

に終了し、PMDA との対面助言によりその内容に

ついて確認する。 

その他

事業化

全般 

米国における販売パートナーの選定・提携を進め

る。 

 

既に進めているが、FDA届出が完了したことを 

受け、本格的に販売パートナーの選定・提携を 

進める。 
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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 

アムノスのハイパードライ（HD）羊膜製品の試作は完了しており、現在は、品質・回収条件を最適化し、製品化を考慮した HD 羊膜の最終製品化

の段階である。安全性をはじめとする製品規格に必要な基礎データを得るために、各種関連試験（物性試験、サイトカイン量測定、含有水分量測定、

ウイルス・細菌検出方法確立、γ線滅菌バリデーション構築と無菌検査、安定性・過酷試験（保存条件、使用期限）、米国製乾燥羊膜との比較）を実

施している。それらデータを評価し、最終的な製品規格の決定を行う。また製造過程における製品の清潔度とその安全性においても GLP 準拠の製造

所（建設中）にて製造した製品を用いて、非臨床試験（項目：細胞毒性、感作性、刺激性/内皮反応、亜急性全身毒性、遺伝毒性、埋植、ウイルス不活

性化等）を実施し、生体適合性・安全性に関する製品品質を確認する、また前述の各種検査から保存に関する基準も設定する。 

 一方、米国での事業開発を進めるために、米国におけるアムノスの協力企業であるゴールデンドームアンドエンジニアリングコンサルティングの

シェリーペトロニスと共に米国での販売協力企業を選定して契約を締結し、販売戦略・販売スキームの策定と戦略に基づく販売協力企業との交渉を

行い、販路を開拓する。また、FDA への届出は次年度を予定しているので、本年度後半以降で、FDA 対応コンサルタントと契約締結し、FDA と交

渉・調整を進めながら製品化・届出の要件の確認ならびに必要書類を作成する。さらに、現在 2 つの医療機関から羊膜提供を受けているが、将来的に

供給を増加させる必要を考慮した場合、量産に備えて提携先病院を拡充させるために、関東・関西・北陸圏の医療機関との交渉を進めることが必要で

ある。その際、医療機関との交渉に向けて、羊膜調達時に重要となる調達ガイドライン（出産前診断、検体情報、トレーサビリティ、ウインドウピリ

オド、インフォームドコンセント等）の設定をおこなう。 

 

(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 

HD 羊膜 創傷治癒、眼科向け医療材料。出産時に得られる羊膜を材料とし、HD 乾燥方法を用いて組織構造を保持して乾燥

する。被覆材・代用膜として患部に取り付け、治癒効果を促進する。 

 

(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）  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 長期動物試験（継続試験） 

富山大学は、ウサギ眼結膜内埋植試験・ウサギ

筋肉埋植試験を継続し、長期安全性と羊膜の残

存状態および、市販品（米国品）との比較を実施

する。研究結果をもとに、富山大学にて論文投稿

（米国）と米国眼科学会で発表する。成果は長期

動物試験の報告書にて本製品の安全性と有用性

を確認し、学会発表にて米国眼科医に本製品の

特徴を示す。 

 

 

▶ 

【進捗 100％：○】 

6 ヵ月観察期間終了。剖検試験実施中 

今年度中の米国学会発表を計画していたが、論文

作成終了時期と発表可能な学会を選定した結果、

今年度中に発表可能な学会がなく、12 月論文投稿・

30年 5月初旬発表（企業負担）の計画に変更した。

12 月論文投稿に向け、富山大学・新日本科学と剖

検データなど細部にわたり協議中。 

▶ 

 

 

前臨床試験データを検討し、弊社製品の優

位性と競合社製品に対する同等性を要約し

将来的な米国におけるパートナーとの接触

の際の資料として用いる。4 月の学会発表も

確定し、製品に対する参加者の製品に対する

臨床的な興味に関し調査を行う。 

 

【Change in hyper-dry amniotic 

membrane After implantation in the 

rabbit conjunctive】が発表された。 
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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安定性試験及び品質規格確認試験 

リース契約にて GLP 対応設備を有する研究機

関において、FDAに確認した条件（ICHQ1A）での

乾燥羊膜安定性試験期間・条件を設定した。 

具体的には、 

・30±2℃/65±5％RH(3ヶ月毎 1年継続 最長

3 年) 

・40±2℃/75±5％RH(1ヶ月毎 最長 6ヶ月) 

の条件にて安定性試験（分析せず保存のみ外注）

を行い、分析する。富山大学、アムノス、分析外

注先が規定した期間のサンプルを入手し、強度・

含水率・外観試験を実施する。成果は安定性試験

に基づく「製品の保存期間」を試験途中段階のデ

ータにて申請する（途中段階を明示）。全ての試

験（最長 3年の試験）が終了後の結果を当局に提

出する。 

28 年度に設定した品質試験規格案をもとに試

作サンプルの品質試験を行い品質規格案の検証

を行う。成果は品質規格の確定となる。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

工場引き渡し後の構造及び設備に生じた諸問題

を解決し、H29 年 11 月より本格的な試作生産を開

始している。 

 

現状の試作品よりサンプリングし、安定性試験

等実施を順次開始（12月 26 日）している。 

 

 

試験用サンプルを用いて以下の試験を終了 

⑴γ滅菌バイオバーデン試験 

⑵製品γ滅菌過酷試験 

⑶直接包装資材γ滅菌過酷試験 

GLP適合施設（EMI 社）で、 

・30±2℃/65±5％RH(3ヶ月毎 1年継続 最長 5

年) 

・40±2℃/75±5％RH(1ヶ月毎 最長 6ヶ月) 

安定性試験を開始する。分析は当社にて強度試験、

含水分試験等を実施中。 

 

▶ 

 

左に詳細を述べた乾燥羊膜安定性試験（本

試験）を開始し評価を進める。 

 

 

③米国製品との比較試験 

アムノスは外注先から得られた報告書をもと

に、細胞への遊走能試験や動物試験に関し、米国

製品と本開発品を用いて比較検証結果を集約す

る。富山大学は動物試験、品質試験実施結果をも

とに結果を集約する。成果は比較試験報告書と

安全性・有効性の比較データとなる。 

 

▶ 

【進捗 100％：○】 

平成 30年 4 月 29日、国際眼科学会（ARVO）に 

於いて、富山大学医学部眼科学講座 宮越助教に

より【Change in hyper-dry amniotic membrane 

After implantation in the rabbit conjunctive】

（米国製品 Ambio2 との比較）が発表された。 

 

※富山大学より当該発表のアブストラクトが当社 

に提出されている。 

▶ 

 

アムノスは弊社羊膜製品と既存の米国製

羊膜製品の比較を各試験に関して評価、要約

を行う。また富山大学からのデータに関して

も同様に重要項目を抽出、要約を行う。安定

性、有効性のまとめは他の製品規格に関する

情報とともに集約し製品規格要約を作成す

る。 

 

④FDA 届出申請書類作成と届出 

アムノスは、設備構造・フロー・安全性情報等

の FDA 届出申請書類の作成・翻訳を行い、平成

29年 10月までに FDAへ届出をする。成果は FDA

届出申請書作成および届出完了となる。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

ミックインターナショナル（株）のコンサルティ

ングを受け、H30年 3月 29日、FDAに対し、361HCT/P

届け出申請が完了した。 

 

・第 1種医療機器製造販売業（29年 12月 20日） 

・医療機器製造業許可（29年 11 月 20日） 

▶ 

FDAへの申請が完了したことを受け、現在、 

FDAからの「査察」に備える準備を行ってい

る。 

現在までにアムノスが行ってきた各種検

査、試験から得られたデータを確認し要約を

作成し、英文翻訳を待つ状態となっている。 
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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 

 

上記、必須の業許可は、いずれも、富山本社、並

びに富山工場に於いて取得済み。 

 

 H30 年 5 月 17 日、「教育」の一環として、

ミックインターナショナル社による QSRの講

習会を社員全員が受講し、QMS⇔QSRの理解を

深める。 

⑤原料収集体制構築 

アムノスは、国内羊膜供給医療機関（10施設）

との契約締結を行い、洗浄や保存などの工程を

含めた原料収集体制の構築を目指す。成果は米

国への原料供給体制構築とハイパードライ（HD）

羊膜の生産能力の確定となる。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

羊膜収集を妨げる条例がない埼玉県内の医療気

機関（450例／年）との羊膜提供に関わる契約を締

結（H30年 1 月）した。 

現在、当該医療機関から約 20 検体/月の提供を

戴いている。これまで提供いただいている機関と

合わせ、30検体以上/月が確保されている。 

 

▶ 

 

左記に挙げた埼玉県内の医療機関との提

供に関わるやり取りに慣れ、現在は、とても

スムースな提供が行われている。今後の研究

或いは治験用途、また、上市後 1年程度の販

売予測数量を考慮すると、現在確保できてい

る数量で、十分な状況である。 

既に提供を約束戴いている富山県内 3機関

との契約を順次進める予定だが、直ぐには着

手せず、安全な検体提供を確保する観点から 

も、現状を確実に維持していくことを第一と

する。 

FDAへの登録申請が完了したことから、 

今後は米国向けとしてはビジネス用途また、

国内に於いては、治験用途となる為、医療倫

理学の専門家にコンサルティングを依頼、ド

ナーに対するインフォームドコンセントの

構築を行っている。併せて、ワーキンググル

ープを組織し、社内倫理委員会体制を構築し

た。 

⑥各種文書準備 

アムノスは、FDA届出書類作成として適合性調

査申請書（QMS 調査）、添付文書、海外企業及び

医療機関向けインタビューフォーム作成を行

う。成果は届出書類提出可能となる。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

QMS対応に関しては、第 1第 2階層終了し、主要

手順書作成済み。 

GVP手順書作成済み。 

富山県での製造販売業および製造業の届け出提出

済み、10月 26日に現地調査終了取得済み。 

 
▶ 

 

FDA への届出申請を終え、FDA による工場

へ の 査 察 に 備 え 、 米 国 医 療 機 器 GMP

（QSR:820.5）との整合をとり、QSRに対応し

た手順書類の追加作成とその運用を開始し

ている。これに併せ、H30年 5月 17日、 

ミックインターナショナル社による QSR講習

会を開催し、社員全員がこれを受講し、QMS⇔

QSR の理解を深め、査察に対する準備を確実

に行っていく。 
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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 

⑦販売協力企業選定 

アムノスは米国での販売協力企業を選定して

契約を締結することで、販売体制を確立する。 

また、アムノスは富山県下新川郡朝日町の富

山本社にて、第 1 種製造販売業の再取得（現在東

京本社にて取得）を進める。総括責任者・安全管

理者・品質保証責任者の経験者を採用の上、QMS

等の品質保証体制の構築を図ることにより、米

国パートナー企業が安心して販売できる体制整

備を図る。 

成果は FDA 届出完了および米国での販売協力

企業との契約完了となる。 

▶ 

【進捗 90％：○】 

・第 1種医療機器製造販売業（29年 12月 20日） 

・医療機器製造業許可（29年 11 月 20日） 

・FDA への 361HCT/P届出申請（30年 3月 29日） 

医療機器を製造、販売、米国への輸出を含め、 

必須となる許可は全て取得が完了した。 

 

 これらに伴う一部書類の準備（FDA 査察に対する

書類の英文翻訳）が現在行われているものの、QMS、

QSRの構築はほぼ整い、製造に関わる品質保証体制

は、国内外ともに構築されつつある。 

 

米国における将来的なパートナー企業候補の絞

り込みは米国内のコンサルティング会社とともに

評価を行い絞り込みを行なった。 

 

▶ 

 

米国におけるパートナー企業の決定に向

け、富山工場生産分の製品の品質安定化を完

了し製品規格情報などを集約、先方企業との

協力の程度を含めた協議を継続して行く。 

⑧試作品製造機器の製造 

TSS は試作品を製造するための試作用切断プ

レート、試作用個包装試験機、試作用外観検査機

器の開発を実施する。成果は試作品の量産試作

が可能となる。 

 

▶ 

【進捗 100％：○】 

切断プレート試作品完成、羊膜乾燥に使用する

台紙を改良したため、新たな台紙製造機器を開発

開始 9月試作品製造しサンプル生産に使用中。 
▶ 

 

改良した台紙でのサンプル生産を行った

結果、問題となっていた乾燥後の羊膜表面の

斑模様がなくなり、滑らかとなった。この台

紙の半自動製造装置も完成した。 
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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） 

当社の乾燥羊膜における前臨床試験が完了し、その安全性が担保された、また、製造工場が新設され、

QMS 制定、製造工程手順（QC 工程）が確立されたことで、FDA への申請が可能なレベルに達すること

ができた。 

 

領域 終了評価で特にアピールしたい点 

薬事 

予定されていた前臨床（生物安全性）試験は、すべて完了した。 

当社の富山本社で、【医療機器第一種製造販売業を取得】、併せて、富山工場で、【医療機器

製造業許可】を取得した。 

上述の業許可取得併せ、富山本社での製販手順書、富山工場での QMS が正式に制定された。 

知財 
 日米に於ける他社特許への抵触については、大阪大学の協力を得て新たに知財調査を完了

し、障害となる特許はないことを確認した。 

技術・評価 
前臨床試験の結果から、当該開発品の安全性は担保された。また、米国製品との比較に関

しては、ウサギ眼結膜での埋植試験に於いて、その効能に差異が無いことを確認した。 

その他事業

化全般 

 羊膜の収集に関して、東京、大阪、兵庫、北海道等、8 都道府県が制定している条例によ

り、羊膜を回収することが難しい状況であったが、2017 年 12 月に新規契約した埼玉県坂戸

市の医療機関様（出産例 430 例／年）のご協力により、条例による羊膜収集規制がない埼玉

県内の他の医療機関様（出産例 2,000 例／年：全国 3 位）をご紹介いただけることとなり、

懸念されていた提供元の確保⇒安定供給に目途が立った。 

当該医療機関とのお話合いは、米国での上市に併せ『商業用 IC（医療倫理学専門家監修）』が

整った時点で行う予定（2018年 7月）である。 

 

(2) 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 

 当社は、米国の創傷被覆及び眼科表面疾患分野での上市を目指し、それに必要な生物学的安全試験、

ウサギ結膜への埋植試験を完了し、安全性を示し、乾燥後の残留水分分析、厚さ測定、引っ張り強度試験

等の物性試験を行い、製品規格を確定した。また、上述のウサギ結膜への埋植試験では、米国製品との比

較を併せて行い、性能や、効果に差異が無いことも確認している。2017 年 3 月には、生産工場を新設し、

QMS を制定し、QC 工程を確立した。併せて、本事業に必須の『医療機器第一種製造販売業許可』並び

に『医療機器製造業許可』（何れも富山県）を取得した事で、薬事的な基礎準備を終えた。これにより、

本事業の到達点である FDA への 361HTC/P 届出申請手続きが開始された。本届出申請では、現在のと

ころ不備はなく、2018 年 3 月下旬には届出申請が完了する見込みである。届出申請完了後、速やかに輸

出許可を取得するための手続きに入る。上市後の安定供給に係る課題に於いても、条例により羊膜の回収

が難しい状態である 8 都道府県以外で、羊膜を提供戴ける医療機関との契約が締結され、かつ、当該の

医療機関からの紹介で提供元が拡大できる目途が立ちつつある。知財関連に於いては、米国内で、当社技

術が抵触する特許に付いて調査を続け、その可能性がある特許の洗い出しが完了し、内容を精査してい

る。これらの現状から、目標は達成したと判断している。  
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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。 ○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。 ○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。 ○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
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。 該当せず
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。 ○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。 ○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。 ○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。 ○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。 △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。 ○十分
十分な収益性が得られることが明確になっていますか。 ○十分
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。 ○十分
海外に対する戦略は明確になっていますか。 ○十分
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。 ○十分

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 

当社の人材に付いて、当該の開発品が適応とする疾患の調査や、その処方（術式、手技）等に関する

医学的な情報収集、生体材料に関する組織学的な理解等に付いては、富山大学、東邦大学を初めとする多

くの専門医や研究者のアドバイスを受け、支障なく進めてきている。しかしながら、生体材料を原料とす

る製品の製造工程等に関する専門性を持つ人材、また、FDA への申請、PMDA への承認申請等に必要な

薬事的専門性を持つ人材が開発当初、当社にはなく、薬事他、複数のアドバイザーと契約し指導を仰ぎな

がら進めてきたが、その内容を理解し、具現化していくことに想像以上の時間が掛かってしまった。更に

工場新設時に於いては、建屋完成後に発覚した、クリーンルーム室間差圧の設定ミス、レイアウトの一部

矛盾等、多くの修正点により工場の立ち上げ（試作品製造開始）日程が大幅（約 3 か月）に遅れたこと

で、本事業のスケジュールに支障をきたしてしまった。2017 年下期より、これらの人材確保に動き、1 名

を採用できたが、米国での上市、国内での治験に向けた準備には更なる人材の確保が必要であり、速やか

にこれを推し進め、当社内の開発、薬事、知財の専門性も含めた人事体制強化を図りたい。 

 

 2) 事業の進め方 

 薬事、知財、バイオハザード等の専門的な知識を持つ人材が少なかったことから、複数の外部コンサ

ルタントと契約し、これに依存する進め方 となっていた。必要最低限のコンサルティングで済む、専門

性の高い社内人事体制を構築することで、当社の事業に於ける各分野の方針決定がスムースかつ、円滑と

なり、事業の成功に繋がると考える。 

  

 3) その他 

 知財に付いて、当社は、識別方法、製造方法に係る 2 件の特許を出願した。出願に当たっては、その

内容が、ノウハウとして隠すべきか、権利化することが当社にとって有利に働くか、の観点が明確となっ

ていなかった。今後の出願に際しては、これをしっかり捉え、進めていく。 
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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 

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） 

FDAへの 361HTC/P 申請：2017 年中 2018年 3 月 新設した工場の改良に時間が掛かり、FDA

申請に必要な試作品による各種試験、書類整

備に遅れが生じた。 

年度内の申請を確実に行うため、必要書類の

検証と申請手続きを専門会社に依頼した。 

富山県内３施設との羊膜提供契約 富山県内の３施設との契約は整えていな

が、引き続き協議を行っている。 

立地条件、収集の効率化を考え、当面は、

埼玉県内と、千葉県内に絞る。 

新規に契約した埼玉県坂戸市の施設だけ

で、400 例／年の出産がある。また、同県内

には、2000例を超える施設が２院存在し、先

に契約した施設院長から紹介戴く約束を取

り付けている。収集時の安全確保の観点か

ら、狭い地域で少数の施設に絞ることが得策

と考える。 

 

(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 QMS だけではなく、米国上市に必要な QSR を構築すること 新設された富山工場に於いて、QMS が制定された。これを基に、 

米国の QSR との差異を埋め、QSR 手順書の策定作業を進めている。 

QSR 制定は、2018 年 3 月 15 日を予定している。 

知財 米国内で抵触する可能性がある特許の調査と対応 他社特許への抵触については、大阪大学の協力を得て新たに知財調査

を完了し、障害となる特許はないことを確認した。 

技術・評価  指摘事項はなし  

その他事業

化全般 

羊膜収集のシステム構築（条例の調査含む） 医療機関から羊膜を提供戴くに当たり、全国の胞衣及び産汚物取締

条例を調査した。結果、東京都を含む、8 都道府県が、この条例を制定

し、産汚物の廃棄に関して厳格に取り締まっていることが分かった。
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領域 指摘事項 対応 

出産例が比較的多い関東地区では、東京都と神奈川県以外がこれを制

定していない。2017 年 12 月、埼玉県坂戸市内の医療機関と羊膜を提

供戴く契約が締結され、本機関の紹介を受けながら、埼玉県内及び千

葉県内の他の医療機関との契約を取付ける方針を決めた。 

羊膜を収集する倫理的な課題の洗い出し 医療倫理学の専門家にアドバイスをお願いした。現在、専門家の監

修の下、商業用途での IC 構築を進めている。また、商業用途として提

供を受ける行為は、それに同意してくださった妊婦様と、当社との個

人的な契約に当たるため、成果の公表が求められる研究段階とは異な

り、必ずしも倫理審査を受ける必要はないとの見解が中澤先生より示

されている。 

 

米国内での販売網構築 米国内企業との交渉チャネルは維持している。しかし、詳細な協議

を進めるには、FDA への申請完了、及び当社製品の技術資料が整うこ

とが条件となっており、予定通り 3 月中の FDA への申請を完了させ、

前臨床試験データの精査、纏め、製品規格の提示の準備を行っている。 

一方、現在、米国内での羊膜関連商品に於いて、No.1 シェアを持つ 

Mimedix 社と NDA を結び、販売協力体制について協議を進めている。 
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(7) 継続条件への対応状況 

継続条件 対応状況 

海外パートナーとの連携を早急に進め、海外への展開の戦略を明確に

すること。 

米国医療機器業界に精通している企業とパートナーシップ契約を締結済。 

一方、当該の企業と共に、販売・提携先企業の調査・スクリーニングと販売戦略

策定を実施中。 

加えて、創傷治癒分野で米国における最大の学会である SAWC に参加。それによ

り現在の米国創傷治癒に関してどのような企業が臨床の場において市場を担い、ま

たどのような製品に関して企業または臨床医が着目し、かつその製品化を望んでい

るかを客観的に評価した。 

平成 28年度末までに胎児羊膜の収集における胎盤の廃棄処理手順等、

事業に関連する法規や倫理指針に照らし合わせて問題がないことを関係

省庁に確認した結果を日本医療研究開発機構に報告すること。 

報告済み。継続承認受領 

平成 28 年度末までに採取した羊膜のブリオン等の生物由来のリスク

に関して、どのような対応をしているのか示し、日本医療研究開発機構

の承認を受けること。 

報告済み。継続承認受領 

 

1.8 平成 30 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

米国での薬事申請（FDA、361HCT/P）は、3 月に申請を完了した。30 年度 9 月に上市を目指し準備を進めている。それに並行して、米国での事

業化推進パートナーの選定作業を進めており、早期の決定を目指している。また国内では、前臨床試験データをもとに PMDA 事前相談後、30 年度上

期に PMDA との対面助言を実施し、これらの結果の確認を予定している。同年下期には、治験プロトコールについて PMDA との治験相談を行い、

31 年度上期には治験届を提出し、国内での治験を開始する。 



 

23 

1.9 事業に関する連絡窓口 

 

株式会社アムノス 東京支店 

〒144-0031 東京都大田区東蒲田二丁目 29番 14号 

TSS 第 2ビル 3階 

電話：03-6715-7038 / FAX：03-6715-7335 / E-mail：yuma.sato@amnos.jp 

 


