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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・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。

⚫ 現行機種比 約５０％の小型化・軽量化。
⚫ 本体から出るケーブルは、スッキリ1本。
⚫ 大型LCDで、操作を分かりやすく指示。
⚫ バッテリーを分離してウェアラブルにも対応。
⚫ 新型血液ポンプは米国治験を開始。

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

2019年3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。

バッテリー接
続を接触型に
して、本体か
ら出るケーブ
ルを１本にし
た。
ま た 、 大 型
LCDの採用で
ユ ー ザ イ ン
ターフェイスを
向上した。

機密性○

補助事業実施体制

助言

承認

販売

相談

申請

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

2019年3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・バッ

クを実現する。2017 年度は、試作品作製の為の設計開発を行った。2018 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、2019 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、2020 年 3 月に薬事申請を行い、2021 年 1 月に上市を目指す。また、米

国市場については 2022 年に PMA を行い、2023 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 2022 年までに CE マーク申請を行い、2023 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 2020年 3月 ＊ 2022 年 6月 

上市時期 2021年 1月 ＊ 2023 年 6月 

想定売上（上市後 3年目） 非公開 非公開 

市場規模（上市後 3年目） 
18億円／年（2023年時点） 

(290台/年) 

150億円／年（2026年時点） 

(2420 台/年) 

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

＊：従来の計画では、薬事申請時期：2019 年 6 月 上市時期：2020 年 6 月。理由：部品メーカーの工

場移転に伴いバリデーション時期がずれたため。なお、海外の申請及び上市時期の変更はない。 

 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 万人が潜在的な心臓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 4,000 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 4,000 例以上の VAD が使用されているが、全世界では年間約 6,000 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
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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

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。VAD はリスクの高い高度な生命維持のための医療機器で

あるためその価格は 1 千万円以上となり、全世界の使用数が一万台だとすれば、その市場規模は年間 1

千億円以上になる*。（*アジアを含まず） 

 

 

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） 
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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 

 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、植込みを前提としない 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 
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 4-67-910-121-34-67-910-121-34-67-910-121-34-67-910-121-3

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

(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

①筐体検証
②回路検証
③ｿﾌﾄｳｪｱ検証
④ﾌｨﾙﾀｰ検証
⑤ｷｬﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ検証
⑥ﾕｰｻﾞﾋﾞﾘﾃｨ(F)
⑦設計開発の移管
⑧特許検討

①筺体関連バリデーション
②回路関連バリデーション
③ソフト関連バリデーション
④CSU/フィルター関連バリデーション
⑤梱包関連バリデーション
⑥ユーザビリティ（統括的評価）
⑦キャリングシステム検証
⑧設計開発の移管

国内薬事申請・上市スケジュールの変更：部品メーカー
の工場移転に伴いバリデーション時期がずれたため。

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

筺体関連バリデーション

回路関連バリデーション

ソフト関連バリデーション

CSU・フィルター関連バリデーション

梱包関連バリデーション

ユーザビリティ（総括的評価）

キャリングシステム検証

設計開発の移管

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★
(2020/3)

米国販売体制構築

日本★
(2021/1)

米国★
(2023/6)

米国（PMA治験一変）★
(2022/6)

意匠出願★
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(2) 投資回収計画 

 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） 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 

 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） 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 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 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。 

※国内薬事申請・上市時期の変更の理由：部品メーカーの工場移転に伴いバリデーション時期がずれた

ため。なお、海外の申請及び上市時期の変更はない。 
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1.5 事業化に向けた検討結果 

(1) ビジネススキームの特長 

 1) 売れ続けるためのビジネスの”仕組み” 

【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】

2019年3月時点

代表機関

中

PL

ﾍﾞ
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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完了した。 

権利化／ブラックボックス化、意匠権・商標権等との組み合わせ等のミックス戦略 

意匠登録及び特許出願を行った。 

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 

CSU のダイアフラムポンプの耐久性について調査中。 

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 

現行機種による米国治験が遅れているが、本開発品の投入計画には影響は無い。 

アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

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 への移行完了した。 

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） 

領域 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

薬事 特になし。 特になし。 

知財 特になし。 特になし。 

技術 ・

評価 

CSU のダイアフラムポンプの耐久性について調

査中。 

 

新しいサンプルで再評価をする。 

 

その他

事 業

化 全

般 

特になし。 特になし。 
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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 

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。以上により来年度計画されているバリデーションへ

繋げる。 

 

(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) 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 筺体設計（サンメディカル技術研究所） 

1) 2017 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 7 月末までに

作成する。 

2) 部品図・部品表に基づき、筺体部品を

作成し（金型成型による２連カップラ

及び、削り出しケース等）、それらの部

品を組み上げて試作品を 9 月末までに

完成する。 

3) 2)の試作品を用い筺体設計検証（強度

検証等）を行う。その結果・対策を反

映した部品図・部品表を出図し、部品

作成に必要な成型・板金等の型を 2 月

末までに作製する。 

・対象となる筺体と試作品の数は、本体

▶ 

【進捗 90%:○】 

1) 部品図・部品表を作成した。 

2) 部品を組み上げ試作品を完成した。 

3)検証結果を反映した部品図・部品表を出図した。 

 

 

▶ 

（計画通り） 
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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 

（6セット）、CSU（10セット）、附属品

（バッテリー（15 セット）、BU/コント

ローラ(5 セット)等） 

【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（サンメディカル技術研究所） 

1) 2017年度に行った回路設計（回路基板、

バッテリ、充電器等）を元に、回路図・

回路部品表・基板アートワークを 7 月

末までに作成する。なお、基板アート

ワークの形状は筺体の詳細設計の中で

規定する。 

2) 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（メイン回路基板（10セット）、バ

ッテリユニット（10 セット）等）を 9

月末までに試作する。 

3) 2)の回路試作基板を用いて回路設計検

証を 12月末までに行う。その結果・対

策を反映した回路図・回路部品表・基

板アートワークを出図し、必要な型等

を 2月末までに制作する。 

▶ 

【進捗 90%:○】 

1) 回路図・回路部品表・基板アートワークを作成

した。 

2)回路試作基板を 9月末までに試作した。  

3)検証結果を反映した部品図・部品表を出図した。 

 

 

▶ 

 

 

 

 

 

③ ソフトウェア検証（サンメディカル技術

研究所） 

1) 2017 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 9月末までに実装する。 

2) ソフトウェアを実装した回路試作基板

を用い、IEC62304 に準拠したソフトウ

  

【進捗 100%:○】 

1) ソフトウェアを回路試作基板上に実装した。 

2) ソフトウェアシステム検証を終了した。 

 
▶ 

（計画通り） 
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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 

ェアシステム検証を 12 月末までに行

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 2 月末

までに制定する。 

・対象となるソフトウェア：本体ソフト

ウェア、外部モニタソフトウェア 

④ フィルター検証（サンメディカル技術研

究所） 

1) 2017 年度に作成したフィルター仕様

（中空糸の寸法・本数・性能等）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 7 月末まで

に行う。なお、生体安全性についての

事前確認を 7月末までに行う。 

2) 上記実装設計に基づくフィルター試作

品（60本）を 9 月末までに完成する。 

3) 2)のフィルター試作品を用いて、形

状・実装方法を含みフィルター設計の

検証を 12月末までに行う。その結果・

対策をフィルター仕様、実装設計に反

映したフィルターケース部品図を作成

し、部品作成に必要な成型・板金等の

型を 2月末までに制作する。 

【フィルター目標】現行コントローラ

のフィルター性能（除去率・除去量）

と同等以上の性能を達成する。 

▶ 

【進捗 100%:○】 

1) フィルターケースへの実装設計を終了した。 

2)フィルター試作品を作成した。 

3)フィルター検証を終了した。 

 

▶ 

（計画通り） 

 

 

⑤ キャリングシステム検証（サンメディカ

ル技術研究所/北海道循環器病院（要求事

項等のレビュー）） 

1) 2017 年度に作成した制作計画に従っ

▶ 

【進捗 100%:○】 

1)要求事項を明確にした。 

2)試作品を作成した。 

3)要求事項の検証を行った。 

▶ 

（計画通り） 
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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 

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 7 月末までに明確

にする。 

2) 制作計画に従って、上記要求事項を満

たすキャリングシステム試作品を 9 月

末までに完成する。 

3) 2)で作成したキャリングシステム試作

品を用い、要求事項が達成されている

か 12 月末までに検証する。その結果・

対策を反映した試作品を再制作する。

要求事項が満たされるまで試作・検証

を繰り返し、キャリングシステムの製

造が出来るレベルのデザインを 2 月末

までに完了する。 

 

 

⑥ ユーザビリティ検証（サンメディカル技

術研究所/北海道循環器病院（システム全

体のユーザビリティ要求、形式的ユーザ

ビリティ検証計画の検討・レビュー）） 

 

1) システム全体についてユーザビリティ

要求を 7 月末までに明確にする。 

2) 上記ユーザビリティ要求の検証をする

ための、形式的ユーザビリティ検証計

画を IEC62366に準拠して 9月末までに

作成する。 

3) 2)で作成した形式的ユーザビリティ検

証計画に基づき、１．筺体検証、2.回

路検証、3.ソフトウェア検証、5.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・対策を必要に応じ

▶ 

【進捗 100%:○】 

1)ユーザビリティ要求を明確にした。 

2)形式的ユーザビリティ検証計画を作成した。 

3) 形式的ユーザビリティ検証の結果・対策を各設

計へ反映した。 

 

▶ 

（計画通り） 
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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 

て各設計へ 12月末までに反映する。 

【重要なユーザビリティ事項】バックア

ップコントローラへの切り替え操作に

ついては規定の時間内で行えるように

する。 

⑦ 設計開発の移管（量産移管）（サンメディ

カル技術研究所） 

設計開発の移管は、上記設計検証が終了

してから開始するのが基本であるが、先

行的に準備を始めることによって（コン

カレント開発）、納期短縮を図る。 

1) 製造工程で組立に必要な治具および検

査機器（基板検査装置等）の設計・制

作・検証をして、3月末までに製造環境

を整える。 

2) 主要な製造プロセスの工程設計を 3 月

末までに行い、必要に応じてそのプロ

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。 

▶ 

【進捗 80%:○】 

1)試作品の組立性を確認し、工程設計を検討中 

2)滅菌を担保する梱包プロセスの評価計画を作成

した。 

 

▶ 

（計画通り） 

 

 

 

⑧ 特許検討（サンメディカル技術研究所） 

1) 特許・実用新案の検討を行う。 

・対象ジャンルは、筺体、回路、ソフト

ウェアである。 ▶ 

【進捗 100%:○】 

1)終了。(１件出願) 

 

 
▶ 

（計画通り） 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ 販売戦略（参考） 

2023年の上市に向けて、2018 年度は米国
▶ 

【進捗 80%:○】 

 
▶ 
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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 

現地法人（EVI 社）が中心になって、新型

小型ポンプ（EVA2)と現行コントローラ

(C02)の IDE 治験を行う。これに並行して

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。 

 

⑩ 進捗管理及び支援（信州ＴＬＯ） 

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。 

▶ 

【進捗 100%：○】 

1)進捗確認に関する打合せと各種資料作成支援 

2)伴走コンサル対応支援と参加（6 月,9月,11月,2

月） 

3)継続審査対応支援と参加（1月） 

4)サイトビジット対応支援と参加（8月） 

5)中間検査対応支援と参加（12月） 

6)確定検査対応支援 

▶ 
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(4) 2018 年度の到達点（総括） 

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。 

①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った。 

また、その結果を設計に反映し設計を確実にした。 

②これと並行して図面・部品図の制定、組立性の評価等の設計移管を実施し、量産体制を整えた。 

この様に、ほぼ全ての設計および設計開発の移管を計画通りに行うことが出来、来年のバリデーションを確実に実施できる状況になった。 

 

1)筺体設計 

①筺体設計を完了し、部品図に基づく試作品を作成した。（写真は本体） 

 

  

 

 コントローラのサイズ・重量については、目標の従来機種の半分には至らなかったが、55%に収めることができ、競争力向上を達成できた。 

②試作品を用い筺体関連の設計検証を行い、不適合については、すでに対策を施した。 
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2)回路検証 

① 回路基板アートワーク 

2017 年度に行った回路設計（回路基板、バッテリ、充電器等）を元に、回路図・回路部品表を作成し、ｺﾝﾄﾛｰﾗ内に配置した主要部品(3.5 ｲﾝﾁ LCD､

非常用ﾊﾞｯﾃﾘと昇圧 DC/DC ｺﾝﾊﾞｰﾀ､各種ｺﾈｸﾀ類)に､ﾌﾟﾘﾝﾄ基板の外形形状を合わせて基板アートワークを行った｡  (下図は電源基板の例) 

  

    電源基板の配置図件外形寸法図     電源基板のﾚｼﾞｽﾄ配置(緑色の部分にはんだが載る) 

② 基板アートワークに従ったﾌﾟﾘﾝﾄ基板に回路部品表の電子部品を実装した回路試作基板の作成（上から電源基板､血液ﾎﾟﾝﾌﾟ駆動基板､ＵＩ基板) 

 

③ 回路試作基板を用いて行った回路設計検証を行った。（ＥＭＣ試験を始め各種性能試験を行い合格した） 
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3)ソフトウェア検証 

 ①2017 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した。 

 ②本体コントローラ、外部モニタの要求仕様にそってシステム全体のソフトウェア総合検証を行った。 

血液ポンプ・CSU の駆動などの基本動作ができることを確認した。 

           

   検証装置全体         本体ＬＣＤ表示        外部モニター 

 

4)フィルター検証 

 ①フィルター設計を行い、試作品を作成した。 

 

太径タイプ       細径タイプ      ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ装着状態 

②基本性能評価を行い、現行品と同等以上の性能を確認した。 

 

5)キャリングシステム検証 ： 産学共同プロジェクトを行い、バックのコンセプトを決め、試作品（５個）を作成した。 
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6)ユーザビリティ検証 

 社内、国内医療従事者、米国医療関係者が、モックアップ、ＷＳを使ったユーザビリティの評価をし、そこで指摘された事項へ対応した。 

 

7)設計開発の移管 

 製造技術、品質保証とＷＳの制作を行い、組立性、組立手順についての課題検討をし、43項目の指摘を受け、39 項目について設計対応をした。 

 

8)特許検討 

 形状に関わる特許１件を出願した。 
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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) 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 

設計の検証で幾つかの不適合が出た。来年度のバリデーションでは、事前検討を十分に行うと共に、

十分なリソースを予定する。 

 

 2) 事業の進め方 

特になし。 

 

 3) その他 

特になし。 
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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 特になし 特になし 

機器スペック・

ビジネスモデ

ル 

特になし 特になし 特になし 

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） 

国内薬事申請：2019年 6月 

国内上市：2020年 6月 

国内薬事申請：2020年 3月 

国内上市：2021年 1月 

 

部品メーカーの工場移転に伴いバリデーショ

ン時期がずれたため。なお、海外の申請及び

上市時期の変更はない。 

 

(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 特になし 特になし 

知財 特になし 特になし 

技術・評価 ハンドルの形状の人間工学的検討を行うために、「一般社団法人

人間生活工学研究センター」をご紹介頂いた。 

ハンドルについては、限定的な使用とするので特に形状的な検討の必

要は無くなった。 

その他事業

化全般 

スケジュール変更については計画管理を十分行う様に指示があっ

た。 

 

2019 年度では体制を整備し進捗管理を行う。 

 

(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 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 

本年度の目的は、①量産同等品を作成し、②設計開発のバリデーションを行い、③薬事申請（国内）をすることである。その為に、設計開発の移

管を終えた量産工程で、筺体、回路、ソフトウェア、フィルター、キャリングシステム等を作成し、量産同等品を製造する。この量産同等品を用い

て要求事項に対応したバリデーション作業を行う。関連する設計図書を整備しバリデーション結果と合せて薬事申請（国内）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 筺体関連バリデーション 非公開 設計検証を終えた図面を元に、量産同等品を作成してバリデーションを行う。 

② 回路関連バリデーション 非公開 設計検証を終えた図面を元に、量産同等品を作成してバリデーションを行う。 

③ ソフト関連バリデーション 非公開 設計検証を終えたソフトウェアを実装した量産同等品を作成してバリデーションを

行う。 

④ ＣＳＵ・フィルター関連バリデ

ーション 

非公開 設計検証を終えた図面を元に、量産同等品を作成してバリデーションを行う。 

⑤ 梱包関連バリデーション 非公開 設計検証を終えた図面を元に、量産同等品を作成してバリデーションを行う。 

⑥ ユーザビリティ関連バリデーシ

ョン 

非公開 形成的評価を終えたユーザインターフェイスに対して必要な総括的評価を行う。 

⑦ キャリングシステム関連検証 非公開 量産が出来るレベルのデザインを元に設計サンプルを作成し、以下の評価を行う。 

⑧ 設計開発の移管 非公開 設計検証を終えた図面と部品表に基づき、製造手順を確定し、量産同等品を作成し、

バリデーションにより工程の妥当性を確認する。 

⑨ 特許出願 非公開 前年度までに終えた特許出願についての照会対応を中心に進める。 

また、追加出願があるかを検討する。 

⑩ 販売戦略（参考） 非公開 2023 年の上市に向けて、2019 年度は米国現地法人（EVI 社）が中心になって、新型

小型ポンプ（EVA2)と現行コントローラ(C02)の IDE治験を行う。これに並行して医療

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。 

⑪ 進捗管理及び支援 非公開 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。また必要な開発支援を行う。 
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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 

 


