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1. 事業の概要 

植込み型補助人工心臓は、心不全治療の最終治療手段として心臓移植を前提としない治療が始まるな

ど、使用期間の長期化が顕著になっている。 

EVAHEART は卓越したポンプ性能に裏付けられた医療メリットがある反面、コントローラが重く・大き

く、患者 QOL/ADL に課題があった。本事業では、コントローラを軽量・小型化することで、この課題を

克服し、長期使用において特に求められる、高い QOL/ADL を実現して重症心不全治療のニーズに答える

ものである。 

 

 
 

 
  

ＥＶＡＨＥＡＲＴ 小型コントローラの開発・海外展開

国産VAD・小型コントローラによる海外展開
株式会社サンメディカル技術研究所、社会医療法人北海道循環器病院、

学校法人東京女子医科大学、株式会社信州ＴＬＯ

H29-025

小型コントローラによる米国市場獲得

VAD長期使用における患者QOLの向上

株式会社 サンメディカル技術研究所

 VADの長期使用が定常化している。
- 米国では使用者の約６割がDT治療中。
- 日本では平均使用年数が３年を超えている。

 長期化に伴い患者QOLの向上が課題になっている。
 常時携帯するコントローラの大きさは重要課題。

 現行機種に比べて、約５０％小型化したコントロー
ラを開発する。

 さらに、ユーザインターフェイス、キャリングシステ
ムを改良し、安全性・使い易さを向上させる。

 新型血液ポンプと合わせて米国市場に投入する

Class Ⅳ

１９９０年に山崎健二医師が考案した補助人工心臓を、産学官
の多くの支援と協力を得つつ、約２０年の歳月をかけ開発・成
功し、純国産VADとして２０１１年から国内で販売を開始。
この実績と経験をベースに、新機種により米国市場１０％獲得
を目指す。

概観

約50％小型化

平成30（2018）年5月時点

【サイズの比較】
左：現行機種。
右：開発機。
見た目も、小型
化されたことが
分かる。

小型化だけで
なく、ケーブル
の数を減らし
たり、大型の
ディスプレイ
の採用等で、
使い易さを向
上させている。

機密性○

補助事業実施体制

助言

承認

販売

相談

申請

医療機関

学校法人
東京女子医科大学
・ニーズの提供
・機器の評価・導入・普及

医薬品医療機器総合機構（PMDA）
第三者認証機関等

助言

承認

医工連携支援機関

株式会社信州ＴＬＯ

PL中

顧客
（国内）

顧客
（欧州）

顧客
（米国）

Evaheart, GmbH社
（欧州代理店）

Evaheart, Inc.
（米国代理店）

•米国治験推進
•・ユーザビリティ評価
•販売

販売
評価

(株)サンメディカル技術研究所

第一種医療機器製造販売業
［20B1X10003］

• 装置設計 ・ 開発
• 安全性 ・ 信頼性確立
• 研究推進

共同体

米国食品医薬局品局(FDA)

相談

申請

MedPass社

（欧州代理
人）

相談

助言
CE

マーキング

申請

承認

医療機関

社会医療法人
北海道循環器病院

・ニーズの提供
・機器の評価・導入・普及

SL

代表機関

平成29（2017）年10月時点
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1.1 事業の目的 

我が国の医療現場では、植込み型補助人工心臓（VAD）の平均使用期間は既に 3 年以上となり、年々増

加している。一方で欧米、特に米国では心臓移植によらず恒久的に VAD を使用する症例が全体の 60％を

締めており、長期使用におけるユーザビリティ（誤使用防止、機器の扱い易さ）を含めた患者 QOL の向

上が大きな課題になっている。 

また、純国産の植込み型補助人工心臓である EVAHEARTは、術後早期の回復と欧米人など大柄な患者や

重度の心不全患者の補助を可能としているが、大流量を支える独自の機構（クールシールユニット：CSU）

により、コントローラの重量・サイズが大きいため、特に欧米においては、製品競争力が低くなってい

る。 

これを解決するために、ユーザビリティについても配慮した小型コントローラを実現する。 

そこで本事業では、具体的に電源回路の信頼性と安全性規格の再確認により、従来の約 1/3 の基板面

積を実現する。独自開発した 2連カップラを用いて、CSUと筐体の接続の省スペース化と CSU脱着作業の

効率化を実現する。フィルターの大きさが全体サイズに影響しているので、新たな小型フィルターを実

現する。この小型化に加えて、ユーザビリティ・エンジニアリングを用い、安全で使いやすいインター

フェイスを実現する。様々な生活シーンにおいてコントローラを自然に持ち運べるキャリングシステム

を実現する。平成 29 年度は、試作品作製の為の設計開発、平成 30 年度は、試作品による設計開発の検

証と製造のための設計開発の移管、平成 31年度は、設計開発のバリデーションを行う。 

なお、国内市場については、平成 31 年に薬事申請を行い、平成 32 年に上市を目指す。また、米国市

場については平成 34 年に PMA を行い、平成 35 年の上市を目指し、欧州（ドイツ）については国内活動

の結果を以て、遅くても平成 34年までに CEマーク申請を行い、平成 35年に上市を目指す。 

 

1.2 事業の実施体制 
代表機関：株式会社サンメディカル技術研究所 

PL： 小林 信治（株式会社サンメディカル技術研究所） 

SL： 山崎 健二（社会医療法人北海道循環器病院） 

共同体： ①社会医療法人北海道循環器病院 

  ②学校法人東京女子医科大学 

  ③株式会社信州ＴＬＯ 
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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 クラスⅣ（国内） 

製品名 
植 込 み 型 補 助 人 工 心 臓

EVAHEART 
分類名称（一般的名称） 植込み型補助人工心臓システム 

対象疾患 
体内に植込み、重度心不全患

者の血液循環を補助する 
届出／認証／承認 承認 

想定される販売先 日本、米国、欧州 新／改良／後発 改良 

使用目的又は効果 

重度心不全患者の体内に植込み、主に左心室の血液循環機能を補助する。心臓移植手術が可

能となるまでの間、患者の血液循環を補助するために使用するが、近年、欧米では、恒久的

な心不全の治療手段として心臓移植手術を前提としない患者にも適用されるようになった。

患者は本品を装着して在宅療養することも可能である。 

薬事申請予定者 
株式会社サンメディカル技術

研究所 
医療機器製造販売業許可 

株式会社サンメディカル技術研

究所(20B1X10003) 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社サンメディカル技術

研究所 
医療機器製造業許可 

株式会社サンメディカル技術研

究所(20BZ200059) 

 販売業許可 
株式会社サンメディカル技術研

究所(30040750) 

 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 

  （米国、欧州） 

薬事申請時期 平成 31（2019）年 平成 34（2022）年 

上市時期 平成 32（2020）年 平成 35（2023）年 

市場規模（上市後 3年目） 
18億円／年（平成 35（2023）年時点） 

(290台/年) 

150億円／年（平成 38（2026）年時点） 

(2420台/年) 

想定シェア（上市後 3年目） 10％（平成 35（2023）年時点） 10％（平成 38（2026）年時点） 

 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

１） 従来比約 50％の小型化 

 
現行機種      開発機 

 

２） 携帯要求に対応 

バッテリーと本体をケーブルで繋いだウェアラブル形態にも対応する。 

 

３）大型の表示を採用 

機器の状態等を表示する大型表示を採用した。 
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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 

対象とするユーザは、主に海外の、重度心不全患者、その介護者、関係する医療従事者である。 

EVAHEART の特長を活かし、それを必要とする、大柄、右心不全傾向、出血傾向のある患者をター

ゲットとする。また、重症患者から参入し、より軽症患者に広げていく。 

 

【EVAHEART の特長】 

EVAHEART の特長は大きく二つある。第一の特長は大流量拍動性補助を実現していることにある。

大流量（最大 20L/min:競合他社は 10L/min 程度）の補助により、早期回復と欧米人などの大柄な患者や

重度の心不全患者の補助を可能としている。また、連続流型のポンプでありながら拍動補助が可能な特

性を持ち、この特性により右心不全及び大動脈弁閉鎖不全の進行が抑制されることが期待されており、

これらのリスクを持つ患者群に対して有利である。拍動性がないケースでは腸内細胞の変異が起こると

いう報告もあり、消化管出血に対しても有利である。 

第二の特長は優れた血液適合性を有していることである。結果、溶血の可能性は極めて低く、また vWF

（ヴォン・ヴィレブランド因子）の破壊が少なく、競合他社製品で発生している合併症の消化管出血、

ポンプ内血栓は EVAHEART ではほぼゼロであり、長期間の循環補助に対して再入院の回数を減らす事

が期待できという大きな有意性がある。 

消化管出血、右心不全及び大動脈弁閉鎖不全によって、生命の危機に陥るケースはさほど多くはない

が、長期入院を余儀なくされ、植込みを前提としない DT 治療（恒久的に代替する治療法）においては、

解決手段（移植）がなく、重大な懸念事項である。EVAHEART はこれらの課題が少なく本質的な優位

性を備えている。 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

 成人の鬱血性心不全の発症率は一般に人口の約 1％といわれており、さらにその 1/10、つまり 1,000

人に 1 人が中等度～重症（NYHA Class IIIB・IV）の心不全のため、心臓移植などの特殊な治療法の適

応になる。その数は、移植大国の米国で 37 万人と試算されている。(US Census Bureau Statistics, 2007, 

Heart and Stroke Statistics, American Heart Association, 2011 Cardiovascular Round Table 

research and analysis, The Advisory Board company, 2009) 

 日本でも約 10 万人が潜在的な心移植予備軍と言われる中、内科的な治療法でもなお進行する心機能不

全に対する最終治療手段は心臓移植しかないが、ドナー数が需要に比べて圧倒的に少ないため、”移植以

外の治療法“を患者が切望していることは明らかである。また、世界的にも、国際心肺移植学会（ISHLT）

の 2014 年度成人心肺移植レポートによると、全世界の心臓移植数は 2000 年以降 4000 件弱の横ばいで

推移しており、今後更なる移植数の伸びは期待できない。その移植件数の 90％以上が北米・欧州の症例

である。 

 その移植に代わる治療法として注目されているのが補助人工心臓(VAD)である。VAD は低下した心臓

のポンプ機能を代替する高度医療機器であり、患者体内に植え込まれ心臓移植までのブリッジとして使

用する治療法（BTT：Bridge to Transplant）が確立されている。米国では 1990 年代から VAD の臨床

応用が始まり、現在米国で年間 4000 例以上の VAD が使用されているが、全世界では年間約 6000 例以

上である。また最近では患者層の高齢化などにより心不全患者の心機能を VAD で恒久的に代替する治療

法(DT)も確立されつつあり、米国を中心に世界的に適応症例が増えてきている。近年の米国の VAD 患者

の 60％以上は DT 治療を受けているというデータもある。(25th Annual Oppenheimer Healthcare 

Conference: Thoratec 社資料) 

 現在、全世界の VAD 市場の 90％以上はソラテック社とハートウェア社製品が占めている。2014 年の

ソラテック、ハートウェア社における VAD 販売台数は 6,435 台で、その 64％が米国、残り 36％の大半

が欧州である。また、VAD 販売台数は年率約 20％で急速に拡大しており、2017 年には全世界で 1 万台
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に達するとも予想されている(ソラテック、ハートウェア社の 2014 年 Annual Report)。 EVAHEART

の特徴は、特に体格の大きな患者が多い海外市場で際立つものと認識しているが、例えば米国で 10％程

度のシェアを獲得できれば年間 400/台が販売されることになる。加えて今後は中国、インドといったア

ジア市場、中南米市場での使用も予想される。 

 

 

図 1：米国/世界の VAD 販売数予測       図 2：米国/欧州の心臓移植数推移（ISHLT） 

  



 

6 

(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（18/1） 

 提案機器 競合機器１ 競合機器２ 競合機器３ 

メーカー サンメディカル技

術研究所 

ソラテック ハートウェア ジャービック 

概要 遠心式植込み型補

助人工心臓 

軸流式植込み型補助

人工心臓 

遠心式植込み型補

助人工心臓 

軸流式植込み型補

助人工心臓 

型式 EVAHEART2 HMⅡ HVAD Jarvik2000 

 

 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） 

強み： 

EVAHEART の特長は大きく二つある。 

 

第一の特長は大流量拍動性補助を実現していることにある。大流量（最大 20L/min:競合他社は 10L/min

程度）の補助により、早期回復と欧米人などの大柄な患者や重度の心不全患者の補助を可能としている。 

 また、連続流型のポンプでありながら拍動補助が可能な特性を持ち、この特性により右心不全及び

大動脈弁閉鎖不全の進行が抑制されることが期待されており、これらのリスクを持つ患者群に対して有

利である。拍動性がないケースでは腸内細胞の変異が起こるという報告もあり、消化管出血に対しても

有利である。 

 

第二の特長は優れた血液適合性を有していることである。結果、溶血の可能性は極めて低く、また vWF

（ヴォン・ヴィレブランド因子）の破壊が少なく、競合他社製品で発生している合併症の消化管出血、

ポンプ内血栓は EVAHEART ではほぼゼロであり、長期間の循環補助に対して再入院の回数を減らす事

が期待できるという大きな有意性がある。 

消化管出血、右心不全及び大動脈弁閉鎖不全によって、生命の危機に陥るケースはさほど多くはない

が、長期入院を余儀なくされ、植込みを前提をしない DT 治療においては、解決手段（移植）がなく、

重大な懸念事項である。EVAHEART はこれらの課題が少なく本質的な優位性を備えている。 

 

弱み： 

一方で、ポンプが大きいことにより侵襲性が高く手術時間も長くなり患者負担が増える、体格制限が

ある、脳血管障害が他社に比べて多く合併症の可能性が高い、コントローラが大きく使い勝手において

患者 QOL が低い等の課題がある。 

これらの内、侵襲性・体格制限及び脳血管障害については、すでに対策を施した。 

残る課題はコントローラの小型化であり、この課題を解決しなければ上記強みも十分に発揮できない。 
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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 

 

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 H35（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 4-67-910-121-34-67-910-121-34-67-910-121-34-67-910-121-3

要素技術開発
【ＡＭＥＤ委託事業】

電源回路設計
２連カップラ

試作機開発・改良
【Ｃ０３】

【自社事業】

外形検討
回路設計
ソフトウェア開発

量産機開発
【Ｃ０３】

臨床研究
（バリデーション）

薬事申請
【自社事業】
ＱＭＳ・関連規制の
読み込み・理解

知財対応

販売戦略

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.小型ポンプ開発

2.新規送脱血管開発

3.皮膚貫通部感染症
対策

4.新規メカニカルシー
ル開発

1-(1)生体安全性試験
2-(1)生体安全性試験
2-(2)輸送・環境
2-(3)ユーザビリティ
2-(4)GLP動物実験
2-(5)プロセスバリデーション
2-(6)薬事申請
2-(7)梱包形態再設計
3-(1)構造設計
3-(2）動物実験
4-(1)原理解析

5．EVAD（体外式）ポンプ構造設計
5-(1)GLP動物実験
5-(2)輸送・環境

1-(2)構造設計（改良）
1-(3)生体安全性試験
1-(4)薬事申請（一変）
2-(1)生体安全性試験
2-(2)輸送・環境
2-(4)GLP動物実験
2-(5)プロセスバリデーション
3-(1)構造設計
3-(2)動物実験
3-(3)生体安全性試験
3-(4）輸送・環境
3-(5)プロセスバリデーション
3-(6)薬事申請
4-(1)構造設計、試作評価
5-(1)GLP動物実験
5-(2)輸送・環境
5-(3)薬事申請

2-(6)構造設計（一変）

6．EVA3構造設計

(1)筐体設計
(2)回路設計
(3)ｿﾌﾄｳｪｱ設計
(4)ﾌｨﾙﾀｰ設計
(5)ｷｬﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ設計
(6)ﾕｰｻﾞﾋﾞﾘﾃｨ評価

…筐体検証
…回路検証
…ｿﾌﾄｳｪｱ検証
…ﾌｨﾙﾀｰ検証
…ｷｬﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ検証
…ﾕｰｻﾞﾋﾞﾘﾃｨ(F)

…耐久性
…力学試験
…電気的安全性
…電源規格試験
…生体安全性
…環境・輸送
…ﾕｰｻﾞﾋﾞﾘﾃｨ(S)
…動物実験

日本の薬事申請、上市時期の変更について
は11月度伴走コンサルの説明を参照くださ
い。

筺体設計

回路設計

ソフトウェア設計

フィルター設計

キャリングシステム設計

ユーザビリティ評価

筺体検証

回路検証

ソフトウェア検証

フィルタ検証

キャリングシステム検証

ユーザビリティ（F）

量産設計

耐久性

力学試験

電気的安全性

電源規格試験

生体安全性

環境輸送

ユーザビリティ（ｓ）

動物実験

特許作成 出願

QMS体制：規格理解・SOP作成・検証・移行審査

国内DT相談 国内DT申請★ 国内（DT一変）★

米国販売体制構築

日本★ 米国★

米国（PMA治験一変）★

意匠出願★
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(2) 投資回収計画 

 ① 国内 

 H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

H37 

(2025) 

H38 

(2026) 

薬事申請時期   ●        

上市時期    ●       

支出額（単位：億円） 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

 うち補助対象 0.15 0.15 0.15 - - - - - -  

 うち自己負担 非公開 非公開 非公開 非公開 - - - - -  

売上高（単位：億円） － － － 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

販売数量（単位：台） － － － 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

 ② 海外 

 H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

H37 

(2025) 

H38 

(2026) 

薬事申請時期      ●     

上市時期       ●    

支出額（単位：億円） 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

 うち補助対象 0.40 0.40 0.40 - - - - - - － 

 うち自己負担 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 - - － 

売上高（単位：億円） － － － 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

販売数量（単位：台） － － － 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

 ③ 国内・海外合計 
 H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

H37 

(2025) 

H38 

(2026) 

支出額（単位：億円） 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

 うち補助対象 0.55 0.55 0.55 - - - - - - － 

 うち自己負担 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 - - － 

売上高（単位：億円） － － － 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

販売数量（単位：台） － － － 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

※各年 4月～3月の年度で表記。 

※海外の 2020年以降上市までの売り上げは量産同等品等の販売を見込んでいる。 

※海外には米国以外の地域も含まれている。 
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1.5 事業化に向けた検討結果 

(1) ビジネススキームの特長 

 1) 売れ続けるためのビジネスの”仕組み”   

【米国】 

米国においては Evaheart, Inc.社（EVI 社、テキサス州、ヒューストン）が米国治験の現地スポンサ

ー法人として IDE 治験を進めている。また、同社は治験を終了し販売を開始する際には販売代理店とし

ての役割を果たす。 

【欧州】 

欧州においては EVI の 100％子会社である設立済みの Evaheart, GmbH 社（ドイツ）が販売代理店とな

り、ドイツ国内での販売準備を進めている。ドイツ国内の施設は、1施設で年間約 100例の VAD植込みが

行われており、欧州の中でもかなり大きな市場である。 

【国内】 

 すでに販売体制は構築されている。（代理店 19社） 

 

 2) ビジネス体制 

 
 

  

機密性○

【上市後のビジネス体制】

平成30（2018）年5月時点

代表機関

中

PL
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(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 現行機種の経験に基づき、現時点での薬事相談等は行っていない。 

 

 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） 

クリアランス調査を行っている。 

 

 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 

意匠登録を含み特許出願を検討している。 

 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

コア技術の出願があるので様々な対応策を検討することができる。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

ドライブラインの確実な固定方法、その小型化が重要な技術項目であったが、多角的なアイデア出し、

部分試作等によって、小型で確実な固定法を確立できた。 

また、CSU からの騒音についても、同様な方法で効果的な対策を講じることが出来た。 

 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

従来規定されている設計成果に加え、ユーザビリティについても設計記録（検討、評価結果等）を作

成している。 

 

 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

信頼性の高いバッテリーパックの入手が課題であったが、信頼性の高いものの調達が可能になった。 

 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

国内については現行体制を活用する。 

海外については、今後の治験等の活動と並行して構築をしていく。 

 

 QMS 等の品質保証体制 

ISO13485:2016 への体制整備を行い審査を受ける予定。 

 

 広報・普及計画 

医療関係者とのコミュニケーションを深めている。 
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 5) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策（まとめ） 

 薬事、知財、技術・評価、その他全般について、課題を抽出し対策を立て、計画的に取り組みをすす

めている。（下記表参照） 

領域 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

薬事 
欧州 MDD->MDRへの移行対応。 要求事項の GAP分析と SOP（例えば設計管理基準）

の変更。 

知財 

現時点で詳細な設計が行われていないので出願

等の具体的な検討が出来ていない。 

詳細な設計が出来た段階で、パテント・クリアラ

ンス、出願を検討する。 

 

技術 ・

評価 

設計検証、バリデーションを短期間で行わなけれ

ばならない。 

 

計画的に人員の手配、若しくはスキルのあるとこ

ろにアウトソースをする。 
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1.6 平成 29 年度補助事業の成果概要 

(1) 補助事業の事業概要 

純国産の植込み型補助人工心臓である EVAHEARTは国内では 2011年から承認医療機器として販売を行い、これまで累計 160例を超える実績があり、

また最大の特長である大流量（最大 20L/min：競合他社は 10L/min程度）により、術後早期の回復と欧米人など大柄な患者や重度の心不全患者の補助

を可能としている。一方で、大流量を支える独自の機構（クールシールユニット）により、コントローラの重量・サイズが大きくなっている。本補

助事業ではこの課題について、小型のコントローラを製品化し、重症患者をメインターゲットとして米国及び欧州（ドイツ）市場に投入し、確実に

シェアを獲得し、その成果を全世界に展開する。 

平成 29年度は試作品作製ための設計開発を行う。設計開発は大きく、①筺体設計、②回路設計、③ソフトウェア設計、④フィルター設計、⑤キャ

リングシステム設計からなる。 

 

(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 

WS(Working Sample) 設計開発の図面、回路図、ソフトウェアを用いて作成する。設計開発の検証を行うサンプル。 

ES1(Engineering Sample1) 設計開発の移管を行って、その製造プロセスによって作成する。設計開発のバリデーションを行う。 

ES2(Engineering Sample2) バリデーションで不具合があった場合にその修正をしたもの。関連する検証とバリデーションを行う。 

 

(3) 平成 29 年度の補助事業の成果と今後検討すべき課題 

平成 29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筺体設計 

（ⅰ）レイアウト設計：小型化・安全性・

組立性を考慮した部品の配置設計を行い、小

型化・リスク対策が盛り込まれ・組立性が良

いレイアウトとする。 

（ⅱ）構造設計：レイアウト設計を元に精

細な部品配置と外形を設計し、強度が保たれ

部品間の干渉がない構造とする。なお、構造

上の相反する問題を、TRIZ（発明的問題解決

理論）等の取り組みにより解決を図る。 

（ⅲ）詳細設計：構造設計を元に部品図面

を作成する。CSU部分を除く部分については、

金型への配慮がされ、成形性考慮した設計と

する。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

詳細設計の約 90％を終了し、部品表作成の準備が出

来た。 

 

▶ 

 

② 回路設計 

（ⅰ）レイアウト設計：電子部品の配置設

計を行う。コネクタ位置、高さ、対ノイズ性

▶ 

【進捗 100％：○】 

回路試作基板による基本的確認が終了した。 ▶ 
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平成 29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 

を考慮し空間的制限および基本的な対ノイズ

性を満たす設計とする。 

（ⅱ）パターン設計：レイアウト設計を基

に回路基板のマスクを専門業者に委託設計

し、机上チェック（シミュレーション）がパ

スする設計であること。 

（ⅲ）回路評価：回路基板を試作し動作確

認し、電源関係部分が動作すること。なお、

基板の検査をするための基板検査装置を同時

に作成しスムーズな設計・開発の移管が出来

るように準備をする。 

また、基板検査装置も完成し、今後は最終基板の形

態に合せて調整をする。 

 

③ ソフトウェア設計 

（ⅰ）コントローラソフトウェア設計：ソ

フトウェアライフサイクルプロセス準拠の開

発をし、結合試験が終了すること。 

なお、コントローラソフトウェア設計には、

モータドライバ、LCD表示ドライバ、を含む。 

（ⅱ）外部モニタソフトウェア設計：ソフ

トウェアライフサイクルプロセス準拠の開発

をし、結合試験が終了すること。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

コントローラソフトウェア設計については、実質的

な結合試験が終了した。 

外部モニタソフトウェア設計については、結合試験

が終了した。 

 

▶ 

 

④ フィルター設計 

（ⅰ）当たり試験：サンプルの基本性能の

確認と絞り込みを行い、評価方法の確立がで

きること。なお、フィルターでトラップする

タンパク質の分析をするために、2 次元電気

泳動測定装置およびウェスタンブロッティン

グ装置を購入し、早期解決を図る。 

（ⅱ）本試験・仕様決め：詳細な試験と最

終仕様を決定（評価と仕様の決定）し、統計

的な評価と、それに基づく妥当な仕様の決定

がされている。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

最終のフィルターを用い、サンプル数を増やした性

能試験を行い、フィルター仕様の確認を終了した。 

 

▶ 

 

⑤キャリングシステム設計 

（ⅰ）α版作成：筺体レイアウト設計に対

応し、安全性・携帯性を考慮したバックサン

プルの作製とユーザビリティ評価の計画が立

案されていること。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

α版を作成し、試作品にむけてのユーザビリティ評

価の計画を立案した。 

 

▶ 
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平成 29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 

⑥ユーザビリティ評価 

筺体のレイアウト設計を基に作製したモック

アップについて、ユーザビリティの観点で評

価をする。この評価は医療関係者としての経

験を元にレビューを行い、コントローラを使

用する患者視点と管理をする医療関係者視点

の二つから評価をする。 

（社会医療法人北海道循環器病院、学校法人

東京女子医科大学） 

▶ 

【進捗 100％：○】 

モックアップを用い外形について最終的な外形関わ

るユーザビリティ評価を完了した。 

 
▶ 

 

⑦進捗管理及び支援 

プロジェクトを円滑に推進するため、研究開

発進捗会議の支援と研究の進捗状況の検証を

するとともに、研究を実施する上で発生する

課題等について、随時研究実施者と調整を行

う。(株式会社信州 TLO) 

▶ 

【進捗 100％：○】 

H30 年度の申請を行い 4 月 1 日から交付を受けるこ

とが出来た。また、証憑等の中間検査を滞りなく終

えることができた。 

 

▶ 
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(4) 29 年度の到達点（総括） 

 今年度の位置づけは、設計開発において設計図等の設計図書を作成することである。その作業は、大きく筺体設計、回路設計、ソフトウェア設

計、フィルター設計、キャリングシステム設計に分けられ、それぞれで以下の成果を得ることができた。 

① 筺体設計については、安全で使い易く競争力のある小型コントローラの外形を決めることが出来た。この外形を前提にレイアウト設計を行い、

目標サイズ・重量を達成できる見通しがたった。さらに、詳細設計を行い部品図作成が出来るようになった。 

② 回路設計においては、表示モジュールの薄型化に成功し体積の小型化に貢献した。また、先行的な基板試作により評価環境を整え、ソフウェア

および回路の機能確認を行い、遅れの挽回に貢献した。回路試作基板を作成し、その評価を行い回路ロジックに問題のないことを確認した。 

③ ソフトウェア設計では、回路設計へのフィードバックを行い回路設計品質の向上に貢献した。外部モニタソフトウェアを整え結合試験を実施す

ることが出来た。 

④ フィルター設計では、最終のフィルターを用い、サンプル数を増やした性能試験を行い、フィルター仕様の確認を終了した。 

⑤ キャリングシステム設計については、α版を作成し、試作品にむけてのユーザビリティ評価の計画を立案した。 

この様に、ほぼ全ての設計を計画通りに行うことが出来、来年以降の検証、設計移管、バリデーション等々を確実に実施できる状況になった。 

 

【C03 のモックアップ。現行機と比較して】 
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1.7 補助事業の振り返り 

(1) チェックリストによる自己評価結果 

 
  

当該機器のニーズは特定の意見ではなく、客観的な情報で確認できていますか。 ○十分
当該機器の販売先（導入・普及場所）は明確になっていますか（一般、診療所、地域中核病院、高機能病院）。 ○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。、 △一部
現行の薬事法下で承認が可能ですか（規制システム面、科学評価体系面）。 ○十分
ビジネスモデルに対応した業許可を持っていますか。 ○十分
新医療機器、改良医療機器、後発医療機器のどれに該当するか整理できていますか。 ○十分

機器のリスク分類で、I～IVのどれに当たるか整理できていますか。 ○十分
臨床試験の必要性の有無が明確になっていますか。 ○十分

PMDAとの調整が進んでいますか。 △一部
薬事法以外の規制についても対応が明確になっていますか。 ○十分
製品の利用方法が明確になっていますか。 ○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。 △一部
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。 △一部
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。 △一部
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。 △一部
販売チャネルは明確になっていますか。 ○十分
当該製品の供給（生産、物流）体制は明確になっていますか。 ○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。 △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。 △一部
売上、コスト（変動費・固定費）、利益、減価償却等を考慮した計数的な計画は明確になっていますか。 ○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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(2) 平成 29 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 

フィルター開発の必要性が申請後に発覚した。その為、申請で計画したスケジュールが大変厳しいも

のになってしまった。この様に想定できないリスクにも対応できるフレキシブルな計画立案をすべきで

あった。 

 

 3) その他 

特になし。 

 



 

18 

(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 

米国におけるウェアラブルの優先度を高く

評価しすぎていた。 

一体型の方が実際には多く選択されるこ

とが分かった。 

米国の医療関係者との時間をかけたミーティ

ングにより、真の状況が判明したことによる。 

機器スペック・

ビジネスモデル 

ウェアラブルと一体型の変更が簡単に出来

ること。 

ウェアラブル・一体化を初期の段階で選択

することを前提とした形状とした。結果、

さらに小型化にすることが出来た。 

上記ニーズの変更による。 

事業化体制 特になし 特になし 特になし 

事業化計画（開

発･薬事・上市

スケジュール） 

キャリングシステムの開発を米国で行う。 初回の試作品は国内で作成する。 ２月の学会に間に合わせるため。 

(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 MDR 対応の GAP 分析費用の計上をしたい。⇒別途計画を立てて

変更承認を受けること。 

30 年度で検討をします。 

米国申請にかかる費用も補助金対象にならないか。⇒都度メー

ルで相談する。 

来年度に相談をさせていただきます。 

知財 特許も大事だが、効果が大きいのは意匠登録。税関等でも侵害

をすぐ検知できる。 

外形が決定した段階で、意匠登録をします。（１月中を目標） 

（ケーブル数が１本になったこと、ウェアラブルと一体型の両方をサポ

ートしていること、等々 強力な意匠登録ができると考えています） 

技術・評価 特になし 特になし 

その他事業化

全般 

今後はポンプの申請を含めて全体状況が分かるように報告をす

ること。 

１．（３）の最後に【参考情報】として、「EVAHEART2 の状況」という項

を追加し、括弧における薬事・販売の情報を記載しました。 

過去の状況から、遅れの挽回が本当に出来るか疑問。全体を管

理できる仕組みが必要。 

A)開発計画書（成果物、担当者及び日程を規定したエクセル・シート）

における成果物を精査し、隔週ベースで進捗管理を行います 

B)トップマネージメントによる定期的（約１ヵ月に一度）開発レビュー

を開催し、状況の報告、予実確認、課題抽出を行い、トップマネージメ

ントの下で課題対応策を決め実行します。 

(5) 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） 

(1) 平成 30 年度の事業概要 

 本年度の目的は、①設計開発の詳細設計・検証、②設計開発の移管、である。その為に、筺体、回路、ソフトウェア、フィルター、キャリングシ

ステムの試作品を作り、ユーザビリティ検証を含む設計検証を行う。また、その結果を設計に反映し設計を確実にする。これと並行して設計移管を

実施し、量産体制を整えると共に、バリデーションを行うための量産同等品の製造に取り組む。 

 

(2) 平成 30 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 筺体検証 非公開 H29 年度に行った筺体の構造設計・詳細設計を元に、部品を特定する部品図（部品図作成）・

部品表を作成し、それに基づき筺体部品を作成する。これらの部品を組み上げて試作品を

完成する。 

この試作品を用い筺体設計検証（強度検証等）を行う。 

【筺体目標】筺体容積は従来品の 50％以下を達成する。 

② 回路検証 非公開 H29 年度に行った回路設計を元に、回路図・回路部品表・基板アートワークを作成する。

基板アートワークに従った基板に回路部品表の電子部品を実装した回路試作基板を試作

し、回路設計検証を行う。 

③ ソフトウェア検証 非公開 H29 年度のソフトウェア設計で作成したソフトウェアを上記回路試作基板上に実装する。 

ソフトウェアを実装した回路試作基板を用いソフトウェアシステム検証を行う。その結

果・対策をソフトウェア設計（外部モニタソフトウェア等）に反映・再検証し、ソフトウ

ェアを制定する。 

④ フィルター検証 非公開 H29年度に作成したフィルター仕様を筺体詳細設計で規定したフィルターケースに実装す

るための設計を行う。実装設計に基づくフィルター試作品を作成し、形状・実装方法を含

みフィルター設計の検証を行う。 

【フィルター目標】現行コントローラのフィルター性能と同等以上の性能を達成する。 

⑤ キャリングシステム検証 非公開 H29 年度に作成した制作計画に従って、α版の評価等を元にキャリングシステムの要求事

項を明確にする。要求事項を満たすキャリングシステム試作品を完成し、要求事項が達成

されているか検証する。 

⑥ ユーザビリティ検証 非公開 システム全体についてユーザビリティ要求を明確にする。形式的ユーザビリティ検証計画

を作成し、筺体検証、回路検証、ソフトウェア検証、キャリングシステム検証で作製した

試作品に対して、形式的ユーザビリティ検証を行い、その結果・対策を必用に応じて各設

計へ反映する。 
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項目名 実施主体 具体的な内容 

⑦ 設計開発の移管（量産移管） 非公開 製造工程で組立に必要な治具および検査機器の設計・制作・検証をして製造環境を整える。

主要な製造プロセスの工程設計を行い必用に応じてそのプロセス検証をする。以上を通し

て、設計開発の移管（量産移管）を進め、来年度バリデーションに用いる量産同等品の製

造が確実にできるようにする。 

⑧ 特許検討 非公開 A)特許・実用新案の検討を行う。 

⑨ 販売戦略(参考) 非公開 医療機関との関係を深め、必要に応じて販売もしくは PMA 治験の体制を構築する。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 
 

株式会社 サンメディカル技術研究所 

〒392-0012 長野県諏訪市四賀 2990 

電話: 0266-54-1900 / FAX: 0266-54-1924 / E-mail: hanaoka-masaaki@evaheart.co.jp 

 


