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1. 事業の概要 

現在、重症呼吸／循環不全症例に対して、6 時間以内の使用で承認された機器を数日〜数週間の心肺

補助にオフラベル使用せざるを得ないため、長期使用に伴う合併症のリスクを患者や医療機関が負って

いる。本開発事業は、迅速導入可能で長期間安全に使用可能な超小型心肺補助システムを製品化するこ

とで、優れた技術力を持つ中小企業の治療機器分野への参入の成功例とし、さらに心肺補助治療に革新

をもたらす。 

 

  
  

H29-015

長期使用可能な小型・軽量の心肺補助システム

血液回路のオフラベルユースと大型・複雑なシステム

株式会社レクザム：会社の紹介・事業展開

⚫ 年間8,600個を超える血液回路部材の出荷数。
⚫ 数日以上の臨床使用期間に対して、本邦では6時間以内
の承認を受けた回路部材しか存在しない。

⚫ 駆動装置と多数の計測機器の併用により、大型で複雑な
システムとなるため、救急症例に対する迅速性や院内外
の搬送性に乏しい。

⚫ 長期使用を保証する専用回路ユニット及び専用カニューレ
と、各種モニタを内蔵した小型・軽量の専用駆動ユニット。

⚫ 患者、医療従事者、行政、メーカーそれぞれが抱えていた
リスクの改善。

⚫ 機器の交換や合併症に対する追加医療に関わる医療費
の削減。

Class Ⅲ（専用駆動ユニット）
Class Ⅳ（専用回路ユニット）

（想定）

専用駆動ユニットの製造元企業として参画。電子制御機器製
造を得意とし、眼科領域の診断機器にて既に医療機器分野で
の実績がある。本事業において、上市後3年での国内シェア
20%を見込む。

2018年10月時点

人工心肺装置 従来型補助システム 開発品

既存システムとの比較

システム概略

世界最小最軽量の高機能次世代型心肺補助システムの開発・事業化

世界最小最軽量の心肺補助システム
ニプロ株式会社、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、株式会社レクザム

H29-015

Class Ⅲ、Ⅳ
（想定）

専用駆動ユニット 専用回路ユニット

相談

申請

医療機関

国立循環器病研究
センター 病院
• ニーズ、仕様の検討

• 開発機器の導入、他の医療
機関と連携した臨床試験

製販企業
第一種製造販売業[27B1X00045]

ニプロ(株)
• デバイス設計・開発

• 専用回路ユニット、付属品等の設計、
試作、評価

• 各種非臨床試験実施
• 知財のとりまとめ
• 医療機器承認申請
• 実用化研究推進

医薬品医療機器総合機構
（PMDA）

助言

承認

顧客
（国内）

研究機関

国立循環器病研究センター
研究所

研究開発基盤センター
• 要素技術の基盤開発
• 製品コンセプト提案
• in vitroおよびIn vivo評価
• 中長期ECMOシステム評価ガイドライン
案に基づいた評価

代表機関

製造企業
第二種製造業[37BZ00028]

（株）レクザム
• 専用駆動ユニットの設計、試作
• 付属品等の設計、試作
• 生産立ち上げ

2017年3月時点

SL

補助事業実施体制

PL

中 国内医療機器代理店
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1.1 事業の目的 

【医療現場の課題】 

我が国の医療現場では、中長期にわたり行われる呼吸・循環の補助を目的とした補助循環において、

以下のような課題がある。 

1)使用されるディスポーザブル血液回路セットは、短時間の開心術用の人工心肺装置に用いられる遠

心ポンプ、膜型人工肺、チューブなどを構成品として組み合わせたものであるが、各構成品は 6 時間を

越える使用に薬事承認を得られておらず、組み合わせた状態での評価もなされていない。そのため、従

来製品の長期使用に際して、人工肺のガス交換膜からガス流路内へ漏出した血漿によるガス交換性能の

低下、遠心ポンプ内や血液回路内の血栓による血液駆出性能の低下、流された血栓が末梢血管に詰まる

梗塞に起因した重要臓器不全、血栓を防止するための抗凝固療法による出血性合併症などのリスクによ

り補助循環が継続困難となるケースが多く、心肺補助の一時停止などのリスクを伴う交換も行われてい

る。 

2)併用される遠心ポンプ駆動装置は、遠心ポンプの回転数、流量が表示されるが、体外循環ではこれ

らのほかに回路内圧、循環血液温度などをモニタする必要があるため、これらの項目を測定、表示する

別の医療機器を用意しなければならず、システム全体の大型化・煩雑化により搬送等の移動に苦慮した

り、操作ミスにつながるリスクがある。 

【解決策】 

これを解決するためには、以下のような解決策が必要となる。 

1)血漿漏出耐性に優れるガス交換膜から成る人工肺，回転軸が浮上することで耐久性・抗血栓性に優

れる血液ポンプ，全血液接触面に抗血栓性を付与するコーティング技術などから成り、中長期（最大 14

日間）にわたる有効性、安全性が担保された専用回路ユニットの開発。 

2)専用回路ユニットを搭載可能とし、回路内蔵センサや血液非接触センサによる各種モニタ機能を内

蔵することにより、操作者単独での院内／院外搬送使用も可能な小型・軽量の専用駆動ユニットの開発。 

【本事業での目的】 

そこで本事業では、評価が確立された中長期（最大 14日間）の耐久性と生体適合性、抗血栓性を有す

る専用回路ユニットと、各種モニタ機能を内蔵し、世界最小最軽量の専用駆動ユニットから構成される

心肺補助システムを開発・製品化する。 

 

【申請時期、上市時期】 

開発品目 製造販売元 製造元 申請予定時期 上市予定時期 

1)専用回路ユニット ニプロ（株） ニプロ（株） 2020年 6月 2021年 4月 

2)専用駆動ユニット ニプロ（株） （株）レクザム 2020年 6月 2021年 4月 

 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：ニプロ株式会社 

PL： 岸上 兆一（ニプロ株式会社） 

SL： 巽 英介（国立研究開発法人国立循環器病研究センター（NCVC）） 

共同体： ①国立研究開発法人国立循環器病研究センター（NCVC） 

  ②株式会社レクザム（RX） 
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1.3 最終製品（＝事業化する医療機器） 

(1) -1事業化する医療機器の概要（専用駆動ユニット） 

 1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 医療機器 クラス分類 Ⅲ 

製品名 
ポータブル ECMO 駆動装置

（仮） 
分類名称（一般的名称） 

体外循環装置用遠心ポンプ駆動

装置 

対象疾患 
急性心不全及び呼吸不全症例

等 
届出／認証／承認 承認 

想定される販売先 － 新／改良／後発 後発 ※未確認 

使用目的又は効果 
本品は、人工心肺用血液回路内の血液を灌流させる血液ポンプの駆動装置であり、流量、気

泡、回路内圧、回路内血液温度、酸素飽和度の監視機能を有する。 

薬事申請予定者 ニプロ株式会社 医療機器製造販売業許可 27B1X00045 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社レクザム 香川工場 医療機器製造業許可 37BZ00028 

 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 

  － 

薬事申請時期 2020年 9月 － 

上市時期 2021年 4月 － 

想定売上（上市後 3年目） 2.6億円／年（2024年時点） － 

市場規模（上市後 3年目） 

※市場全体の見込み 
18.6億円／年（2024年時点） － 

想定シェア（上市後 3年目） 20％（2024年時点） － 

(1) -2事業化する医療機器の概要（専用回路ユニット） 

 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 
ポータブル ECMO 駆動装置専

用回路セット（仮） 
分類名称（一般的名称） 

ヘパリン使用人工心肺用回路シ

ステム 

対象疾患 
急性心不全及び呼吸不全症例

等 
届出／認証／承認 承認 

想定される販売先 － 新／改良／後発 改良 ※未確認 

使用目的又は効果 

本品は、重篤な急性心不全及び呼吸不全で、薬物治療や人工呼吸器のみでは高い死亡率が想

定される症例に対して、循環補助による生命維持を目的として短中期的（最大 14 日間）使

用する人工心肺回路セットである。 

薬事申請予定者 ニプロ株式会社 医療機器製造販売業許可 27B1X00045 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

ニプロ株式会社 大館工場 医療機器製造業許可 05BZ000009 

 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 

  － 

薬事申請時期 2020年 9月 － 

上市時期 2021年 4月 － 

想定売上（上市後 3年目） 8.0億円／年（2024年時点） － 

市場規模（上市後 3年目） 

※市場全体の見込み 
18億円／年（2024年時点） － 

想定シェア（上市後 3年目） 35％（2024年時点） － 
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(1)-3 事業化する医療機器の概要（専用カニューレ） 

 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 
ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ ECMO 駆動装置専用

回路ｾｯﾄ用ｶﾆｭｰﾚ（仮） 
分類名称（一般的名称） 

ﾍﾊﾟﾘﾝ使用中心循環系動静脈ｶﾆｭ

ｰﾚ 

対象疾患 
急性心不全及び呼吸不全症例

等 
届出／認証／承認 承認 

想定される販売先 － 新／改良／後発 改良 ※未確認 

使用目的又は効果 
本品は、経皮的心肺補助法の際に、大腿動静脈、頚動静脈、または鎖骨下動静脈に経皮的に

挿入し、送脱血するために使用するヘパリンコーティングカニューレである。 

薬事申請予定者 ニプロ株式会社 医療機器製造販売業許可 27B1X00045 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

ニプロ株式会社 大館工場 医療機器製造業許可 05BZ000009 

 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 

  － 

薬事申請時期 2020年 9月 － 

上市時期 2021年 4月 － 

想定売上（上市後 3年目） 0.4億円／年（2024年時点） － 

市場規模（上市後 3年目） 

※市場全体の見込み 
6.4億円／年（2024年時点） － 

想定シェア（上市後 3年目） 11％（2024年時点） － 

※当初、最終製品は専用回路ユニット、専用駆動ユニットの 2 件であったが、専用回路ユニットと併

用するカニューレについて、本邦において専用回路ユニットの使用期間（14 日間）と合致する既承認品

は無い。そのため、14 日間の使用中の有効性、安全性の担保がない既承認品の長期使用に起因して専用

回路ユニットの使用期間が短くなる可能性がある。そのため、カニューレも含めての本システム全体の

有効性、安全性を担保するため、14 日間使用可能な専用カニューレの開発も進めていた。専用カニュー

レの開発が治験に間に合う目処がついたことと、専用カニューレのみで販売する必要性が考えられたた

め、独立した品目として追加することとした。専用カニューレの開発、試作及び非臨床評価を実施する

ため、事業スケジュールの見直しを行い、承認申請時期を見直した。 
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 3) 事業化する医療機器の外観・特長 

◯迅速な導入と多様なモニタリングが可能な携帯性に優れた超小型心肺補助システムの製品イメージ 

 

 
○専用回路ユニットに接続する専用カニューレ 

  

 

専用カニューレ（送血用） ※14Fr、16Fr、18Frの 3品種がある。 

 

専用カニューレ（脱血用） ※20Fr、22Fr、24Frの 3品種がある。 

その他、経皮的挿入に用いるためのガイドワイヤ、ダイレータ等の付属品がある。 

 

・ 耐久性と生体適合性に優れたカセット型の専用回路ユニットと、専用回路ユニットと併用する専用カ

ニューレ、多様なモニタ機器を内蔵した専用駆動ユニットからなる超小型心肺補助システム。 

・ 世界最小最軽量かつ付属する専用搬送アタッチメントや多様なモニタ機能を備えることで、院内／院

外の搬送使用を強力に支援。 

・ 従来は諦められていた乗用車サイズのドクターカーやドクターヘリとの併用が可能なポータブル性。 

 

サイズ：  W290 x D205 x H 260 mm （O2 ボンベ部込みH405 mm）

重量:        6.6 kg (O2 ボンベ部込み8.9 kg）

                 O2 ボンベ (O2 200 L) x 1

バッテリ: 1時間連続駆動

センサ類: 流量計 x 2, O2飽和度計 x 2, 圧力計 x 4 , 温度計 x 3,気泡検知機 x 1

その他:     タッチパネルディスプレイ, USB出力, AC100-240V
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◯本開発品のプロトタイプと従来機器（併用計測機器は含まず）との比較 

 
数時間の開心術時に使用される人工心肺装置（左）、従来機器を組み合わせた心肺補助用移動架台（中央）（いずれも計測

機器は含まず）、本開発品のプロトタイプ（右） 

 

本開発品の製品化により拡大が予想される心肺補助の適用 
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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 

・医師 

・臨床工学技士 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

（Ⅰ）駆動装置（約 18．6 億円/年 ※競合品も含めた市場全体としての見込み） 

 「2015 年版 メディカルバイオニクス（人工臓器）市場の中期予測と参入企業の徹底分析（㈱矢野経

済研究所）」より、2014 年の遠心ポンプ駆動装置の販売台数（186 台）を参考に、駆動装置単価を 1,000

万円/台と仮定して算出した。 

（Ⅱ）専用回路セット（約 18 億円/年 ※競合品も含めた市場全体としての見込み） 

 「2015 年版 メディカルバイオニクス（人工臓器）市場の中期予測と参入企業の徹底分析（㈱矢野経

済研究所）」より、2014 年の日本国内での補助循環症例数（約 6,000 例/年）と、従来品人工心肺回路シ

ステムの償還価格（約 30 万円）から算出した。 

（Ⅲ）専用カニューレ（約 6.4 億円/年 ※競合品も含めた市場全体としての見込み） 

 「2017 年版 メディカルバイオニクス（人工臓器）市場の注記予測と参入企業の徹底分析（㈱矢野経

済研究所）」より、2016 年の日本国内での補助循環症例数（約 7,000 例/年）と、従来品カニューレの償

還価格（約 9.1 万円）から算出した。 

※当初、最終製品は専用回路ユニット、専用駆動ユニットの 2 件であったが、専用回路ユニットと併用

するカニューレについて、本邦において専用回路ユニットの使用期間（14 日間）と合致する既承認品

は無い。そのため、14 日間の使用中の有効性、安全性の担保がない既承認品の長期使用に起因して専

用回路ユニットの使用期間が短くなる可能性がある。そのため、カニューレも含めての本システム全

体の有効性、安全性を担保するため、14 日間使用可能な専用カニューレの開発も進めていた。専用カ

ニューレの開発が治験に間に合う目処がついたことと、専用カニューレのみで販売する必要性が考え

られたため、独立した品目として追加することとした。専用カニューレの開発、試作及び非臨床評価

を実施するため、事業スケジュールの見直しを行い、承認申請時期を見直した。 
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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 

（Ⅰ）競合企業及び競合商品 

  2)を参照のこと。 

 

（Ⅱ）市場獲得のための障壁 

専用回路セットの市場獲得のためには、併用する駆動装置の市場をまず獲得しなければならない。

駆動装置の価格が高額であるため病院においても安易に切り替えることは困難であり、病院の駆動

装置切り替え需要にマッチするタイミングで販売できる体制を構築しておく必要がある。 

 

 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） 

（Ⅰ）競合商品との比較表 

 提案機器１ 

（専用駆動ユ

ニット） 

競合機器１ 提案機器２ 

(専用回路ユニ

ット) 

競合機器２ 提案機器３ 

（専用カニュ

ーレ） 

競合機器３ 

メーカー ニプロ㈱ ゲティンゲグ

ループ・ジャパ

ン㈱ 

ニプロ㈱ ゲティンゲグ

ループ・ジャパ

ン㈱ 

ニプロ㈱ ゲティンゲグ

ループ・ジャパ

ン㈱ 

概要 本品は、人工心

肺用血液回路

内の血液を灌

流させる血液

ポンプの駆動

装置であり、流

量、気泡、回路

内圧、回路内血

液温度、酸素飽

和度の監視機

能を有する。 

本装置は、人工

心肺用血液回

路内の血液を

灌流させる遠

心ポンプの駆

動システムで

あり、速度（回

転数）、流量、

気泡、血液レベ

ル、圧力、温度、

血 液 ガ ス

（ SvO2、 Hb、

Hct）の監視機

能を有する。 

本品は、重篤な

急性心不全お

よび呼吸不全

で、薬物治療や

人工呼吸器等

のみでは高い

死亡率が想定

される症例に

対して、呼吸／

循環補助によ

る生命維持を

目的として短

中期的に（最大

14 日間）使用

する人工心肺

回路セットで

ある。 

本品は、心臓手

術時の体外循

環や補助循環

に使用する滅

菌済みヘパリ

ン使用人工心

肺用回路シス

テムである。人

工肺を供えた

遠心式血液ポ

ンプ、チュー

ブ、プライミン

グセット等か

ら構成される。

本品は単回使

用であり、専用

の駆動装置と

ともに使用す

る。 

本品は、経皮的

心肺補助法の

際に、大腿動静

脈、頸動静脈、

又は鎖骨下動

静脈に経皮的

に挿入し、送脱

血するために

使用するヘパ

リンコーティ

ングカニュー

レである。 

本品は、大腿動

静脈、頚動静脈

又は鎖骨下動

静脈に挿入し、

送脱血の目的

で体外循環に

使用するカニ

ューレである。

本品は単回使

用である。ヘパ

リンがコーテ

ィングされて

いる。 

型式 － CARDIOHELP コ

ンソール 

－ 補助循環シス

テム HLS SET 

－ HLS カニュー

レ 

特徴 ・小型軽量で持

ち運びが容

易である。 

・体外循環に必

要なモニタ

機能を内蔵

している。 

・小型軽量で持

ち運びが容易

である。 

・体外循環に必

要なモニタ機

能を内蔵して

いる。 

・中長期的に連

続使用するこ

とができる。 

・開心術にも使

用することを

想 定 し て い

る。 

・中長期的な使

用を想定し

ていない。 

・中長期的に連

続使用するこ

とができる。 

・中長期的な使

用を想定して

いない。 

国内市場規模  約 10台  調査中  調査中 

国内シェア  約 0．9%  調査中  調査中 
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 提案機器１ 

（専用駆動ユ

ニット） 

競合機器１ 提案機器２ 

(専用回路ユニ

ット) 

競合機器２ 提案機器３ 

（専用カニュ

ーレ） 

競合機器３ 

海外市場規模  約 1,200台  調査中  調査中 

海外シェア  調査中  調査中  調査中 

売価 検討中 約 2,000万円 検討中 約 100万円 検討中 4,5800円/本 

保険償還点数 検討中 なし 検討中 K601 人工心肺 

初日： 26,950

点 

2 日目以降：

3,000点 

検討中 K601 人工心肺 

初日： 26,950

点 

2 日目以降：

3,000点 

クラス分類 クラスⅢ クラスⅢ クラスⅣ クラスⅣ クラスⅣ クラスⅣ 

※当初、最終製品は専用回路ユニット、専用駆動ユニットの 2 件であったが、専用回路ユニットと併用

するカニューレについて、本邦において専用回路ユニットの使用期間（14 日間）と合致する既承認品

は無い。そのため、14 日間の使用中の有効性、安全性の担保がない既承認品の長期使用に起因して専

用回路ユニットの使用期間が短くなる可能性がある。そのため、カニューレも含めての本システム全

体の有効性、安全性を担保するため、14 日間使用可能な専用カニューレの開発も進めていた。専用カ

ニューレの開発が治験に間に合う目処がついたことと、専用カニューレのみで販売する必要性が考え

られたため、独立した品目として追加することとした。専用カニューレの開発、試作及び非臨床評価

を実施するため、事業スケジュールの見直しを行い、承認申請時期を見直した。 

 

 （Ⅱ）競合商品に対する差別化要素 

   本邦では、補助循環に使用されるディスポーザブル回路セットは短時間の開心術用の人工心肺装

置に用いられる遠心ポンプ、膜型人工肺、チューブなどを構成品として組み合わせて、補助循環目

的で使用されているが、構成品は 6 時間を越える使用に薬事承認を得られておらず、組み合わせた

状態での評価もなされていないという問題がある。また、併用される遠心ポンプ駆動装置は遠心ポ

ンプの回転数、流量が表示されるが、体外循環ではこれらのほかに回路内圧、循環血液温度などを

モニタする必要があるため、これらの項目を測定、表示する別の計測用医療機器を用意しなければ

ならない。これによりシステム全体が大型化・煩雑化してしまうため、搬送等の移動に苦慮すると

いう問題がある。 

   提案する開発機器は、競合商品に比較して、現状の臨床ニーズに応えるべく唯一中長期期的に連

続使用できる点、一層の小型軽量化により日本人操作者単独での持ち運びが容易である点が強みで

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) 補助期間後を含めた事業計画の概要 

 

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
以前 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3

要素技術開発
・コンセプト設計
・基礎的な動物実験評価

試作機開発・評価
【専用回路ユニット】

・構成品設計、試作評価

試作機開発・評価
【専用駆動ユニット】

・コンセプトモック機試作
・試作機設計、試作

試作機開発・評価
【専用カニューレ】

システム全体の評価

付属品等の開発

臨床研究

薬事申請
・PMDAとの対面助言
・PMDAとの開発前相談

知財対応
・国内特許出願
・国内意匠出願

販売戦略 ・市場調査

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

・中長期ECMO/PCPS評価ガイド
ライン（案）の策定（国立循環器
病研究センター）

当初、最終製品は専用回路ユニット、専用駆

動ユニットの2件であったが、専用回路ユニッ

トと併用するカニューレについて、本邦におい

て専用回路ユニットの使用期間（14日間）と

合致する既承認品は無い。そのため、14日

間の使用中の有効性、安全性の担保がない

既承認品の長期使用に起因して専用回路ユ

ニットの使用期間が短くなる可能性がある。

従って、カニューレも含めての本システム全

体の有効性、安全性を担保するため、14日

間使用可能な専用カニューレも開発する品

目として追加することとした。専用カニューレ

の開発、試作及び非臨床評価を実施するた

め、事業スケジュールの見直しを行い、承認

申請時期を見直した。

①専用駆動ユニットの設計、仕様決定、試作
②電気的安全性試験、EMC試験の開始
③専用回路ユニットの設計、仕様決定、試作
④各種評価、バリデーションの開始
⑤システム全体の評価（慢性動物実験）開始
⑥付属品等の仕様検討開始
⑦PMDA評価相談（対面助言準備面談）
⑧知財戦略検討開始
⑨新規償還区分設定の協議開始

①電気的安全性試験、EMC試験の完了
②各種評価、バリデーションの完了
③専用カニューレの開発、試作評価
④システム全体の評価（慢性動物実験）
⑤付属品等の仕様検討完了、試作評価開始
⑥PMDA追加相談
⑦知財戦略検討、必要に応じ出願
⑧販売体制構築、チャネルの確保
⑨新規償還区分設定の協議

①付属品等の試作評価完了
②PMDA治験プロトコル相談、IRB申請
③治験届提出、臨床試験開始
④承認申請の準備
⑤QMS体制構築
⑥知財戦略検討、必要に応じ出願
⑦販売体制構築完了
⑧新規償還区分設定の協議完了
⑨販売計画作成

①アフターサービス対応
②市販後調査対応

知財戦略検討

★
2020.09医療機器製造販売承認申請予定

★
2021.04上市予定（国内）

上市後アフターサービス対応

設計、仕様決定、試作

電気的安全性試験、EMC試験

設計、仕様決定、試作

物理的、化学的安全性評価

生物学的安全性評価

滅菌バリデーション等

慢性動物実験

仕様検討

試作、改良

評価、改良

治験プロトコル相談

IRB申請

I治験届提出

I臨床試験実施

承認申請準備

QMS体制構築

出願準備、出願（必要に応じて）

体制構築、チャネルの確保

新規償還区分設定の協議

販売計画作成

設計、仕様決定、試作

物理的、化学的安全性評価

生物学的安全性評価

滅菌バリデーション等

PMDA評価相談 PMDA追加相談
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(2) 投資回収計画 

専用駆動ユニット 

 ① 国内 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

薬事申請時期    ●       

上市時期     ●      

支出額（単位：億円） 0.40 0.49 0.49 0.3 0.52 0.78 0.78 0.52 0.52 0.52 

 うち補助対象 0.27 0.33 0.33 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.13 0.16 0.16 0.3 0.52 0.78 0.78 0.52 0.52 0.52 

売上高（単位：億円） － － － － 2.60 3.90 3.90 2.60 2.60 2.60 

販売数量（単位：台） － － － － 20 30 30 20 20 20 

 ② 海外 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

薬事申請時期           

上市時期           

支出額（単位：億円） － － － － － － － － － － 

 うち補助対象 － － － － － － － － － － 

 うち自己負担 － － － － － － － － － － 

売上高（単位：億円） － － － － － － － － － － 

販売数量（単位：台） － － － － － － － － － － 

 ③ 国内・海外合計 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

支出額(単位：億円) 0.40 0.49 0.49 0.3 0.52 0.78 0.78 0.52 0.52 0.52 

 うち補助対象 0.27 0.33 0.33 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.13 0.16 0.16 0.3 0.52 0.78 0.78 0.52 0.52 0.52 

売上高（単位：億円） － － － － 2.60 3.90 3.90 2.60 2.60 2.60 

販売数量（単位：台） － － － － 20 30 30 20 20 20 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 
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専用回路ユニット 

 ① 国内 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

薬事申請時期    ●       

上市時期     ●      

支出額（単位：億円） 0.40 0.19 0.29 0.3 0.40 1.00 1.60 2.00 2.40 2.40 

 うち補助対象 0.27 0.13 0.13 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.13 0.16 0.16 0.3 0.40 1.00 1.60 2.00 2.40 2.40 

売上高（単位：億円） － － － － 1.60 4.00 6.40 8.00 9.60 9.60 

販売数量（単位：セ

ット） 
－ － － － 200 500 800 1,000 1,200 1,200 

 ② 海外 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

薬事申請時期           

上市時期           

支出額（単位：億円） － － － － － － － － － － 

 うち補助対象 － － － － － － － － － － 

 うち自己負担 － － － － － － － － － － 

売上高（単位：億円） － － － － － － － － － － 

販売数量（単位：セ

ット） 
－ － － － － － － － － － 

 ③ 国内・海外合計 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

支出額（単位：億円） 0.40 0.19 0.29 0.3 0.40 1.00 1.60 2.00 2.40 2.40 

 うち補助対象 0.27 0.13 0.13 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.13 0.16 0.16 0.3 0.40 1.00 1.60 2.00 2.40 2.40 

売上高（単位：億円） － － － － 1.60 4.00 6.40 8.00 9.60 9.60 

販売数量（単位：セ

ット） 
－ － － － 200 500 800 1,000 1,200 1,200 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 
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専用カニューレ 

 ① 国内 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

薬事申請時期    ●       

上市時期     ●      

支出額（単位：億円） 0.00 0.30 0.20 0.3 0.02 0.06 0.08 0.12 0.12 0.12 

 うち補助対象 － 0.20 0.10 － － － － － － － 

 うち自己負担 － 0.10 0.10 0.3 0.02 0.06 0.08 0.12 0.12 0.12 

売上高（単位：億円） － － － － 0.11 0.28 0.40 0.56 0.62 0.62 

販売数量（単位：セ

ット） 
－ － － － 200 500 800 1,000 1,200 1,200 

 ② 海外 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

薬事申請時期           

上市時期           

支出額（単位：億円） － － － － － － － － － － 

 うち補助対象 － － － － － － － － － － 

 うち自己負担 － － － － － － － － － － 

売上高（単位：億円） － － － － － － － － － － 

販売数量（単位：セ

ット） 
－ － － － － － － － － － 

 ③ 国内・海外合計 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

支出額（単位：億円） 0.00 0.30 0.20 0.3 0.02 0.06 0.08 0.12 0.12 0.12 

 うち補助対象 － 0.20 0.10 － － － － － － － 

 うち自己負担 － 0.10 0.10 0.3 0.02 0.06 0.08 0.12 0.12 0.12 

売上高（単位：億円） － － － － 0.11 0.28 0.40 0.56 0.62 0.62 

販売数量（単位：セ

ット） 
－ － － － 200 500 800 1,000 1,200 1,200 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

投資回収計画の根拠 

 専用駆動ユニット、専用回路ユニット及び専用カニューレは、それぞれが併用医療機器であるため同

時期に上市する必要がある。販売価格について、専用駆動ユニットは既に病院が保有している遠心ポン

プ駆動装置からの切り替え需要を狙うため、その価格を参考に設定する予定である。専用回路ユニット

及び専用カニューレについては最大 14日間連続使用可能であるという既存製品との差分を考慮し、保険

償還上の新区分を狙う予定である。原価については、専用駆動ユニット、専用回路ユニット、専用カニ

ューレともにニプロ株式会社総合研究所にて設計を統括し進めており、設計管理文書として含まれるコ

スト試算結果に基づき設定した。 

※当初、最終製品は専用回路ユニット、専用駆動ユニットの 2 件であったが、専用回路ユニットと併用す

るカニューレについて、本邦において専用回路ユニットの使用期間（14日間）と合致する既承認品は無い。

そのため、14 日間の使用中の有効性、安全性の担保がない既承認品の長期使用に起因して専用回路ユニッ

トの使用期間が短くなる可能性がある。そのため、カニューレも含めての本システム全体の有効性、安全性

を担保するため、14 日間使用可能な専用カニューレの開発も進めていた。専用カニューレの開発が治験に

間に合う目処がついたことと、専用カニューレのみで販売する必要性が考えられたため、独立した品目とし

て追加することとした。専用カニューレの開発、試作及び非臨床評価を実施するため、事業スケジュールの

見直しを行い、承認申請時期を見直した。  



 

14 

 

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” 

上市後においても、国立循環器病研究センターを中心にガイドラインの周知および開発品使用実績の

学会発表により現行品からの切り替え需要を継続して掘り起こすことができると考えられる。また、製

品以外の周辺機器の改良や、救急現場での適用など、適用範囲の拡大による市場規模拡大の検討を行う。 

 

 2) ビジネス体制 

  
※ニプロ株式会社と国立研究開発法人国立循環器病研究センターとは、既に共同研究契約を締結してい

る。 

※ニプロ株式会社と株式会社レクザムとは、既に共同開発契約を締結している。 

  

顧客
（国内）

救命救急、集中治療、呼吸器内科、
呼吸器外科、心臓血管外科、
循環器内科

医療機関

国立循環器病研究
センター 病院
• 製品の導入、普及
• 臨床応用検討

製販企業
第一種製造販売業[27B1X00045]

ニプロ(株)
• 専用回路ユニットの製造販売、品質
管理

• 専用駆動ユニットの販売、保守管理
• 市販後調査
• 製品及び付属品の改良
• 知財管理
• 海外導入含めた事業戦略検討研究機関

国立循環器病研究センター
研究所

研究開発基盤センター
• 要素技術の改良、評価
• 知財管理、事業戦略検討
• in vitroおよびIn vivo評価
• 中長期ECMOシステム評価ガイドライン
案に基づいた評価

代表機関

製造企業
第二種製造業[37BZ00028]

（株）レクザム
• 専用駆動ユニットの製造、修理、保守管理
• 付属品等の製造、修理、保守管理

2017年3月時点

SL

上市後のビジネス体制

PL中

国内医療機器代理店
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(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

⚫ 医療機器開発前相談（追加相談）（2018 年 8 月 7 日@PMDA） 

2018 年 3 月に実施した対面助言準備面談での助言に基づき、専用カニューレの非臨床評価項目の充

足性について相談することを目的に開発前相談を行った。その結果、PMDA より概念的要求事項を示

され、コンソ内で検討した非臨床評価項目は概ね充足していること及び、原材料規格の記載方法に

ついての助言をいただいた。 

⚫ 対面助言準備面談（2018 年 10 月 9 日@PMDA） 

治験プロトコルの内容についての相談及び、次回相談のカテゴリについて助言を戴くことを目的と

して、対面助言準備面談を行った。その結果、次回相談のカテゴリは「医療機器プロトコル相談（治

験）、準備面談済み」にて進める旨及び相談時の提出資料の指示を受けた。また、治験外施設での治

験機器導入について、PMDA 内でも協議していただくこととなった。 

⚫ 医療機器プロトコル相談 治験（2019 年 2 月 19 日@PMDA） 

治験プロトコル内容（特に、治験外施設での治験機器導入）に関して PMDAの見解を伺うことを目的

として、治験プロトコル相談を行った。主要及び副次的評価項目、症例数を含めた治験デザイン、

承認までのデータパッケージ、治験外施設でのシステム交換の許容等、コンソ内からの相談事項に

ついて、概ね受入可能との見解を得た。PMDA より、治験後の治験機器の評価は原則全例実施するこ

と、承認申請においての専用回路ユニットの生物学的安全性試験結果の考察方法について助言を戴

いた。 

 

 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） 

開発品及び、搬送用アタッチメントに関する特許調査を実施した。関連及び抵触が想定された先行

特許は無く、問題はないものと考えられた。 

⚫ 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 

特記事項なし。 

⚫ 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

コンソーシアム内の知財担当部門と連携し、速やかな解決方法を検討、実行する。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

⚫ 開発リスクの明確化と対応 

本システムの、標榜する使用期間に対する有効性、安全性を評価することを目的として、国立循環

器病研究センターにて慢性動物実験を実施し、標榜する使用期間の 2 倍の期間における有効性、安

全性を評価した。その結果、専用カニューレに関して、血液接触部でないワイヤ部の改良が必要と

考えられたため、仕様を検討、試作及び試作品の評価を実施し、改良仕様を確定した。 

⚫ 薬事申請に必要なエビデンス収集 

昨年度に試作を完了した専用駆動ユニット、専用回路ユニットについて、非臨床評価を完了した。

専用カニューレの非臨床評価サンプルの作成を行い、これを完了した。 

 

 4) 販売戦略等 

⚫ 新規償還区分設定の協議 
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厚労省経済課との協議を予定している。1)項において PMDAからも、早期に相談することを推奨され

ている状況である。 

 

 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新規償還区分設定の協議 

 

①PMDA 相談を協議の窓口として最大限活用す

る。 

知財 特記事項無し。 同左。 

技術・ 

評価 

特記事項無し。 

 

同左。 

その 他

事業 化

全般 

特記事項無し。 同左。 
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1.6 2018年度補助事業の成果概要 

(1) 補助事業の事業概要 

専用駆動ユニットおよび専用回路ユニットの使用決定、非臨床試験の実施、試験結果に基づき中長期使用に関する治験の準備を進める。また、関

連する付属品および付属機能のコンセプトを固める。 

 

(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 

専用駆動ユニット 各種試験評価に用いるためのサンプル。 

専用回路ユニット 各種試験評価に用いるためのサンプル。 

専用カニューレ 仕様決定のための試作及び各種試験評価に用いるためのサンプル。 

専用駆動ユニットの付属品類 搬送に用いるための固定具など。仕様検討の結果決定する。 

 

(3) 2018年度の補助事業の成果と今後検討すべき課題 

2018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、評価 

1-2専用駆動ユニットの開発 

1) 設計、仕様決定、試作 

2) 電気的安全性試験、EMC試験 

(RX) 

外部試験機関において、専用駆動ユニッ

トが JIS T 0601-1-1（電気的安全性）、

JIS T 0601-1-2（電磁両立性）、JIS T 

0601-1-8（警報システム）に適合するか

を確認する試験評価を行い、RX にて報告

書を作成する。 

 

1-3専用回路ユニットの開発 

1) 設計、仕様決定、試作 

(NP) 

2) 物理的及び化学的安全性評価 

3) 生物学的安全性試験 

4) 滅菌バリデーション 

専用回路ユニットの in-vitro 評価（耐

▶ 

【進捗 70％：○】 

・専用駆動ユニットの設計、仕様決定、試作を完了

した。外部機関においての規格試験を完了し、試

験報告書を受領した。 

・専用回路ユニットの試作を行い、物理的及び化学

的安全性評価、生物学的安全性試験、滅菌バリデ

ーションを実施し、報告書の作成を完了した。ま

た、製品有効期限評価試験を実施し、試験報告書

の作成を完了した。 

・PMDA 相談に基づく、治験段階へ進めるための動

物試験（28日間×3 例）は完了しており、システ

ム全体の評価として新たに慢性動物実験（28 日

間 1 例、35 日間 1 例）を実施した。期間中交換

することなく連続使用可能であった。 

・専用カニューレの仕様検討、試作、試験評価を実

施し、改良した仕様を決定した。改良仕様におい

て再度試験評価を実施し、改良仕様にて問題無い

ことを確認した。また、血液接触部ではないワイ

ヤ部の強度向上について製造元と協議した結果、

▶ 

・専用駆動ユニット及び専用回路ユニットにつ

いては一連の試験評価を完了したため、設計

OUTPUTへ反映させる。 

・PMDA 追加相談結果に基づき、専用カニュー

レを本システムに含めることとし、引き続き

試作及び非臨床評価を行う。 

・付属品類について、臨床からの意見を踏まえ

改良が必要と思われた点について継続して

検討する。 
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2018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 

圧性、接続性、生物学的安全性、構成部

品の性能評価など）、無菌性を担保する

ための滅菌バリデーション及び製品使

用期限に関する試験評価を NP で行い、

報告書を作成する。また、専用回路ユニ

ットの構成要素である専用カニューレ

について、使用期間を担保する生物学的

安全性試験（循環血液 B）を外部 GLP施

設で実施し、報告書を作成する。 

 

1-4システム全体の評価 

1) 慢性動物実験 

(NCVC／NP) 

専用カニューレまでを含めたシステム

全体の、標榜する使用期間を超えること

を想定した中長期使用に対する性能、安

全性を評価するため、慢性動物実験によ

る評価を NCVC、NP にて行う。専用カニ

ューレ、専用回路ユニットを動物（成ヤ

ギを予定）に装着し、専用駆動ユニット

を用いてポンプ駆動し、血液の体外循環

を行う。実験期間は、本開発品の最大使

用期間として想定している 14 日間に対

して、安全率を考慮し 2 倍の 28 日間を

予定しているが、本開発品の潜在的な性

能限界を明らかにするために、28日以上

の動物実験についても実施を検討する。

実験終了後の専用回路ユニット、専用カ

ニューレの評価（肉眼的観察及び電子顕

微鏡観察、抗血栓性評価など）及び動物

の剖検による評価を行う。実験の例数に

ついては PMDA との相談結果も考慮し決

定する。実験を実施し、報告書を作成す

る。 

 

製造工程を一部改良することとした。 

生物学的安全性試験のサンプル準備、外注試験機

関への発注を完了し、試験を開始した。 

・専用カニューレについて、PMDA 相談で助言いた

だいた内容を踏まえた評価項目を設定した。必要

サンプルの試作を実施中。 

・付属品類の仕様検討を行い、一次試作を完了した。

コンソ内で臨床からの意見収集を目的に検討会

を実施した。 
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2018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 

1-5付属品等の開発 

(NCVC／NP) 

1) 付属品等の仕様検討 

2) 付属品等の試作(NP／RX) 

3) 付属品等の評価 

院内搬送等に使用する、専用駆動ユニット

をベッドサイド、ストレッチャーに固定す

るためのアタッチメントや、視認性向上の

ための外部モニターなどについて、NCVC、

NP で臨床要望収集、仕様検討を行い、RX、

NP にて試作、NCVC、NP で評価をそれぞれ

行う。2019年 3月までに 1次試作、評価を

完了することを目標とする。 

② 治験 

(NCVC／NP) 

1) PMDA治験プロトコル相談 

慢性動物実験を含めた非臨床評価結果

をもとに PMDAと NPとで治験プロトコル

相談を実施し、治験プロトコルの内容を

確定させる。医師主導治験を行う場合

は、その合理性について AMED へ説明の

上、予め AMEDの了承を得る。 

2) IRB申請 

1)で決定したプロトコルに従い、NPで治

験機器概要書、治験届を作成し、厚生労

働省に提出する。並行して、NCVC、NP

および治験実施施設は、それぞれで IRB

への申請を実施し承認を得る。RX、NP

で治験機器の製造を行い、治験実施先に

納品する。AMEDの了承を得た治験を開始

することを目標とする。 

(NP) 

3) 治験届提出 

4)治験 

▶ 

【進捗 40％：○】 

・10/9PMDA と、治験プロトコル内容について対面

助言準備面談を実施。次回相談のカテゴリが PMDA

より示され、提出資料についての指示を受けた。 

・11/6PMDA より面談要請を受け、特に治験外施設

での治験機器装着について相談を実施。治験外施

設の同意を得た上での回路交換を行うことで

PMDAの了承を得た。 

・患者から抜去した治験機器の評価手順について、

コンソ内で協議を行った。手順化及び治験機器の

評価基準について、引き続きコンソ内で協議し、

PMDA相談資料として提出した。 

・PMDAとの治験プロトコル相談を 2/19に実施した。

コンソ内からの相談事項について概ね受入可能

との見解を得た。 

 

 

▶ 

・治験プロトコル相談の結果に基づき、プロト

コルの修正及び、治験開始に向けた事務手続

き、治験機器製造準備を進める。 
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2018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 

③ 薬事戦略検討 

1) PMDA評価相談 

2) 承認申請準備 

3) QMS体制構築 

4)医療機器製造販売承認申請 

▶ 

【進捗 20％：○】 

・2018年 8月の PMDA開発前相談の結果を踏まえ、

予定していた評価相談を省略し、②の治験プロト

コル相談を行った。 
▶ 

・専用カニューレを本システムに追加すること

を踏まえ、引き続き進める。 

④ 知財戦略検討 

(NCVC／NP) 

1) 戦略検討 

2) 出願準備・出願 

事業を継続して実施する中で、権利化が

可能なものの選定を NP、NCVCで 2019年

3 月を目処に実施し、NPで特許、意匠等

の出願を 2019年 9 月までに行う。また、

既に国内出願、権利化されているものに

ついて、国際出願の検討も合わせて 2019

年 3月を目処に行う。 

3)知財交渉・契約 

▶ 

【進捗 50％：○】 

・コア技術及び意匠の国内出願は完了、国際出願に

ついて検討中。 

・現在までに特許出願可能な案件は無し。 

・出願可能案件となり得る案件が見つかり次第、関

係者協議の上出願可否を検討する。 
▶ 

・特記事項無し。 

⑤販売戦略検討 

1) 市場調査 

2) 体制構築・チャネルの確保 

(NP) 

上市後の早急な販売計画達成のため、NP

で市場の動向を継続して調査、把握に努

め、競合となり得る他社品の情報収集

を、2019年 9 月を目処に行う。得られた

情報を分析し、必要に応じて開発に反映

させることも検討し、2019年 3月を目処

に決定する。合わせて、体外循環領域の

関連学会にてオフラベルユースに関す

る演題を調査し、本開発に関わる潜在ニ

ーズの最新の状況を把握し、啓発活動に

つなげる。 

3) 新規償還区分設定の協議 

(NCVC／NP) 

上市後の早急な販売計画達成のため、

AMEDと情報共有を密にし、厚労省経済課

▶ 

【進捗 50％：○】 

・市場調査は当社の設計管理の中で実施している

が、継続して市場の動向を注視していく。 

 

▶ 

・新規償還区分設定の足掛かりとすべく、厚労

省経済課との面談を調整、実施する。 
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2018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 

との協議を行い、新規償還区分の設定を

目指す。2019年 3 月までに厚労省経済課

との情報共有のための面談を実施する

ことを目標とする。 

4) 販売計画作成 

5)アフターサービス対応 

 

(4) 2018年度の到達点（総括） 

専用駆動ユニット、専用回路ユニットの仕様を決定し、それぞれにおいて非臨床性能評価試験を完了した。また、PMDA との面談を複数回実施し、

専用カニューレも来年度実施予定の治験の対象品目とすることとし、非臨床評価項目を確定させ、試験サンプル試作に着手した。専用カニューレに

ついては慢性動物試験を実施した結果、血液接触部ではないカニューレのワイヤ補強部分の強度向上について仕様検討を行い、改良仕様を確定した。

改良仕様において問題が無いことを試験評価により検証した。これに伴い、補助事業スケジュールの見直しを行い、9 月度伴走コンサルにて報告した。

加えて、専用カニューレの生物学的安全性試験に着手した。 

治験について、PMDAと対面助言準備面談及び追加での面談を行い、治験外施設での治験機器への交換について、PMDA の了承を得た。対面助言準備

面談において、治験プロトコル相談時の提出資料の指示を受け、資料作成を開始した。治験プロトコル相談を行い、コンソ内からの相談事項につい

て概ね受入可能との PMDAの見解を得た。結果に基づき、プロトコルの修正及び、治験開始に向けた事務手続き、治験機器製造準備を進めているとこ

ろである。 
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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 

 
 

(2) 2018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 

特になし。 

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。 ○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。 ○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。 ○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。 ○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。 該当せず
開発後の特許調査についても実施することになっていますか。 ○十分

コア技術に関して、どのように保護するか（権利化／ブラックボックス）は明確になっていますか。 ○十分
権利化に必要な新規性だけではなく進歩性が明確になっていますか。 ○十分
必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。 ○十分
意匠等の他の産業財産権について検討していますか。 ○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。 ○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。 ○十分
当該製品のアフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制は明確になっていますか。 ○十分
QMS等の品質保証体制が明確になっていますか。 ○十分
広報・普及計画は明確になっていますか。 ○十分
想定価格は顧客が感じる価値に見合ったものですか。 ○十分
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。 該当せず
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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(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） 

治験開始：2019年 1月 治験開始：2019年 10月 当初、最終製品は専用回路ユニット、専用駆動ユ

ニットの 2件であったが、専用回路ユニットと併用

するカニューレについて、本邦において専用回路ユ

ニットの使用期間（14日間）と合致する既承認品は

無い。そのため、14日間の使用中の有効性、安全性

の担保がない既承認品の長期使用に起因して専用

回路ユニットの使用期間が短くなる可能性がある。

そのため、カニューレも含めての本システム全体の

有効性、安全性を担保するため、14日間使用可能な

専用カニューレの開発も進めていた。専用カニュー

レの開発が治験に間に合う目処がついたことと、専

用カニューレのみで販売する必要性が考えられた

ため、独立した品目として追加することとした。専

用カニューレの開発、試作及び非臨床評価を実施す

るため、事業スケジュールの見直しを行い、承認申

請時期を見直した。 

製造販売承認申請：2020 年 6月 製造販売承認申請：2020年 9月 
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(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 開発品目の追加により書類作成等で遅れがないよう進めること。 類似品の開発経験を活かし、遅滞なく進める。 

知財 なし － 

技術・評価 EMC規格が改訂されているため注意すること。 最新の規格に適合することを試験評価により確認した。 

その他事業

化全般 

専用カニューレの仕様変更に伴うスケジュールの遅れをできる

だけ前倒しできるよう進めること。 

可能な限り前倒しができるよう、引き続き進める。 

 

(5) 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 2019年度以降の実施内容に関する計画（案） 

(1) 2019年度の事業概要 

専用駆動ユニット、専用回路ユニットの評価結果を設計 OUTPUTへ反映させる。専用カニューレのサンプル試作を完了し、非臨床試験、生物学的安

全性試験を完了させる。PMDA と治験プロトコルの内容について協議を行い、プロトコルを確定させる。また、治験実施施設を対象に、治験機器であ

る本開発品に対するトレーニングを行い、確定したプロトコルに基づき治験を開始する。治験と並行して、システム全体の、過酷条件における性能、

安全性を評価することを目的として、NCVC にて慢性動物実験を実施する。関連する付属品の試作及び評価を行い、仕様を確定させる。引き続き、これら

の派生技術や形状に関する特許性についても積極的に検討する。AMEDと情報共有を密にし、厚労省経済課と新規償還区分設定に関する協議を行う。 

 

(2) 2019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専用カニューレの生物学的安全

性試験 

ニプロ 外部 GLP施設において、JIST 0601-1（循環血液 B カテゴリ）に基づき生物学的安全

性試験を実施し、ニプロにて報告書を作成する。 

②カニューレの非臨床性能評価 ニプロ PMDA 相談を行い確定した非臨床評価項目について試験評価を行い、ニプロにて報告

書を作成する。 

③システム全体の評価 NCVC システム全体の、過酷条件における性能、安全性を評価することを目的として、NCVC

にて慢性動物実験を、治験と並行して実施する。 

④付属品等の仕様検討、試作評価 NCVC、RX、ニプロ 院内搬送等に使用する、専用駆動ユニットをベッドサイド、ストレッチャーに固定す

るためのアタッチメントや、視認性向上のための外部モニターなどについて、NCVC、

ニプロで臨床要望収集、仕様検討を行い、RXにて試作評価を行い、仕様を確定する。 

⑤PMDA治験プロトコル相談 NCVC、ニプロ PMDAと協議を行い、治験プロトコルの内容を確定させる。 

⑥治験機器準備 RX、ニプロ ⑤の治験を滞りなく開始できるよう、治験機器の製造、出荷、納品を行う。 

⑦治験届提出、治験開始 NCVC、ニプロ 本開発品の有効性、安全性を評価するため、③で決定したプロトコルに従い治験を開

始する。 

⑧知財戦略検討 NCVC、ニプロ 事業を継続して実施する中で、権利化が可能と考えられた案件についてニプロで特

許、意匠等の出願を行う。また、既に国内出願、権利化されているものについて、国

際出願の検討も行う。 

⑨販売体制構築、チャネルの確保 ニプロ ニプロで市場の動向を継続して調査、把握に努める。 

⑩新規償還区分設定の協議 NCVC、ニプロ AMEDと情報共有を密にし、厚労省経済課との協議を行う。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 

ニプロ株式会社 企画開発技術事業部  

総合研究所 人工臓器開発センター 

〒525-0055 滋賀県草津市野路町 3023番地 

電話: 077-564-9466 / FAX: 077-564-4634 / E-mail: kohara-daisuke@nipro.co.jp 

 

 


