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1. 事業の概要 

術後疼痛分野においてより質の高い医療を提供するため、QOL の向上を目的として様々な研究が行われ

ている。しかし、症状や個人によって差の大きい術後疼痛の領域において携帯型ディスポーザブル注入ポ

ンプのできる範囲は限られているのが現状である。携帯型ディスポーザブル注入ポンプと機械式ポンプ

の有用性は学会等において議論されている。医療現場のニーズとしてはそれらを両立したハイブリッド

型のポンプ開発を非常に期待されている。 
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1.1 事業の目的 

医療現場における背景と現状： 

術後疼痛分野において QOL の向上を目的として様々な研究が行われている。術後疼痛緩和で使用さ

れる医薬品注入器は、大きくは携帯型ディスポーザブル注入ポンプと機械式PCAポンプに分類される。

携帯型ディスポーザブル注入ポンプは、小型、本体が低価格、特定保険医療材料として適用されており、

平成 28 年度第 3 回 NDB オープンデータの数値などを参考にすると、医薬品注入器の使用数量は携帯

形ディスポーザブル注入ポンプが 650,000 個/年と圧倒的に多く、その特定保険医療材料に係る医療費

は約 27.8 億円に相当する。（1 個当たりの特定保険医療材料算定額を平均 4,280 円として） 

一方、よりレベルの高い疼痛管理を行う場合には、携帯型ディスポーザブル注入ポンプよりも機械

式 PCA が使用される。機械式 PCA は PCA 操作記録やアラーム機能、間欠投与等の高度な管理機能

が備わっているため、QOL 向上の観点からは洗練された医薬品注入器である。しかしながら、比較的

大型、本体が高額、使用数量は約 50,000 個/年であり、特定保険医療材料として算定できない。 

医療現場においては、術後疼痛管理の高度化と医療費削減を共存して推し進めることが課題となっ

ており、ニーズとして携帯型ディスポーザブル注入ポンプと機械式 PCA ポンプのそれぞれの特徴をう

まく両立させた医薬品注入器の開発が期待されている。 

 

解決策： 

医療費削減題への解決策として、術後疼痛管理の高度化に対応したマイクロポンプを搭載した医薬

品注入器を開発中であるが、医療費削減のためには、製造技術の見直し生産能力を上げることで製造コ

ストを削減する必要がある。 

マイクロポンプの製造コストを適正な値まで下げていくために、主製造装置である拡散接合炉につ

いて、エス・エス・アロイと共同して、面付けサイズアップに対応する大電流化や均熱化制御、保温対

策を実施し、現在の生産能力を 10 倍に引き上げ 100 万個/年以上とする。 

術後疼痛分野の対象市場は社内調査の結果、国内が 100 万個/年、海外は 300 万個/年以上であった。

よって国内市場への新製品投入とともに、海外市場への同製品の投入を考慮することで、少なくとも

100 万個/年以上の販売数が計画できるので、継続的に同数の生産量が維持できれば現在より低い特定

保険医療材料算定額に対応できる。 

より低い特定保険医療材料算定額で保険収載できるようになれば、携帯型ディスポーザブル注入ポ

ンプの特定保険医療材料に係る医療費 27.8 億円は、全ての携帯型ディスポーザブル注入ポンプの使用

数量が開発する医薬品注入器に置き換えられたと仮定すると約 10 億円の削減が得られる可能性があ

り、手技料の増加を考慮しても医療費削減に寄与できる。 

 

・国内薬事申請：2019 年 6 月 

・国内上市：2020 年 4 月 

・海外薬事申請：2019 年 9 月（欧州） 

上記以外については市場規模調査によって優先国を決定する。 

・海外上市：海外薬事承認後、販売 
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1.2 事業の実施体制 

代表機関：大研医器株式会社 

PL： 多久和 良（大研医器株式会社） 

SL： 清水 一好（国立大学法人岡山大学） 

共同体： ①国立大学法人岡山大学 

  ②エス・エス・アロイ株式会社 
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1.3 最終製品（＝事業化する医療機器） 

(1) 事業化する医療機器の概要 

 1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 医療機器 クラス分類 Ⅲ 

製品名 クーデックエイミーPCA 分類名称（一般的名称） 汎用輸液ポンプ 

対象疾患 疼痛管理全般 届出／認証／承認 承認 

想定される販売先 病院、医療機関 新／改良／後発 改良 

使用目的又は効果 

本品は、医薬品又は溶液等を患者に注入することを目的とし、あらかじめ設定された投与

速度又は投与量に従って連続（持続）注入、非連続（間欠）注入又はボーラスを制御する

ポンプである。また必要時に患者による追加投与が可能な PCA スイッチを組み合わせて使

用することができる。マイクロポンプ（駆動部）を備えた専用の輸液セットを用いる。 

薬事申請予定者 大研医器株式会社 
医療機器製造販売業許

可 
第 1種 27B1X00013 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

大研医器株式会社 医療機器製造業許可 27BZ005057 

大研医器株式会社 業許可 第 N01139 号 他 

 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 

  欧州、他 

薬事申請時期 2019 年 6 月 2020 年 6 月（欧州） 

上市時期 2020 年 9 月 2021 年 6 月（欧州） 

想定売上（上市後 3年目） 6 億円／年（2022 年時点） 3 億円／年（2022 年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 50 億円／年（2022 年時点） 150 億円／年（2022 年時点） 

想定シェア（上市後 3 年

目） 
12％（2022 年時点） 2％（2022 年時点） 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

装置構成： 
１．ディスポーザルが可能なマイクロポンプデバイスを使用した小型・軽量な輸液ポンプである。 

 

２．マイクロポンプデバイス内部にアンチフリーフロー機能を内蔵している。 

 

３．装置本体には機械的な送液機構を持たないため、携帯性に優れ患者及び医療従事者の負担が軽減

される。 

 

４．装置構成はドライブユニット、PCA スイッチ、充電器であり、マイクロポンプデバイスが内蔵さ

れた消耗品（輸液セット）をドライブユニットに装着し、コントローラとなるスマートフォン上

の専用アプリケーションによって投薬を実行するシステム形態である。 

 

５．ドライブユニットはバッテリー駆動で連続動作 4 日以上が可能である。 
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マイクロポンプ概要：  

 
 
クーデックエイミーPCA 製品概要： 
 

 
 
スマートフォンでの専用プログラム概要： 
 

 
 

ポンプユニット 



 

6 

(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 

・麻酔科医 

・内科医 

・外科医 

・在宅専門医 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

MARKETS AND MARKETS 社が発行する「INFUSION PUMP MARKET – GLOBAL FORCAST 

TO 2023」市場調査レポートによると、世界市場における用途別の輸液ポンプ装置、及びその消耗品

（ディスポーザブル部位）の 2018 年と 2023 年のマーケットサイズは以下のグラフのように分析され

ている。 

 

用途別輸液ポンプ装置の市場規模（全世界）：MARKETS AND MARKETS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消耗品の市場規模（全世界）：MARKETS AND MARKETS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「INFUSION PUMP MARKET – GLOBAL FORCAST TO 2023」MARKETS AND MARKETS 
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本医工連携事業化推進事業にて開発推進する装置が該当する領域は、 ”PCA Infusion 
Pumps”、”Enteral Infusion Pumps”、”Insulin Infusion Pumps”であり、グラフから装置本体のマー

ケットサイズは 2018 年で約 1,038 億円、2023 年では約 1,418 億円と推定される。また消耗品につい

てのマーケットサイズは同領域において 2018 年で約 4,100 億円、2023 年では約 5,800 億円と推定さ

れる。 
PCA Infusion Pumps のみに限定しても、装置本体のマーケットサイズは 2018 年で約 210 億円、

2023 年では約 280 億円、消耗品についてのマーケットサイズは 2018 年で約 620 億円、2023 年では

約 890 億円と読み取れる。2023 年度の装置本体と消耗品の合計は 1,170 億円である。 
 
日本国内における分析では、PCA Infusion Pumps の 2023 年時点での装置本体と消耗品のマーケッ

トサイズは以下のそれぞれの表に記載されているように、装置本体では約 28.9 億円、消耗品では約

104.9 億円と推定される。 
 

用途別輸液ポンプ装置の市場規模（日本）：MARKETS AND MARKETS 

 
消耗品の市場規模（日本）：MARKETS AND MARKETS 

 

出典：「INFUSION PUMP MARKET – GLOBAL FORCAST TO 2023」MARKETS AND MARKETS 
 

一方、国内の調査会社である矢野経済研究所発行の「2015 年版医療用ポンプ市場の現状分析と中期

予測」では、日本国内の輸液ポンプ分類別シェアは以下の通りである。PCA 輸液ポンプについては輸

液ポンプ全体のうち、2013 年度では 3.6%、2014 年度では 3.4%であり、その詳細は次のように分析

されている。2013 年度について、装置本体では 1250 台、2.4 億円であり、2014 年度について、装置

本体では 1,250 台、2.45 億円であり、年率平均 5%の増加と仮定すると、2023 年頃には 1,940 台、3.8
億円と予想される。 
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また同様に矢野経済研究所発行の「医療用ディスポーザブル製品 2018 年版 汎用品市場の将来展望」

では、日本国内の輸液ポンプ全体で使用される輸液セットは、2017 年度 2 億 5,688 万セット、120 億

71 百万円、2018 年度 2 億 5,336 万セット、118 億 34 百万円と分析されている。PCA 輸液ポンプ用消

耗品は輸液ポンプ全体に対する PCA 輸液ポンプの比率である 3.6%あるいは 3.4%として推定すると、

2017 年度について 924 万セット 4.3 億円、2018 年度について 861 万セット 4.0 億円と予想される。

年率平均 5%の増加と仮定すると、2023 年頃には 1,099 万セット、5.1 億円と推定される。 
 

用途別輸液ポンプ装置の市場規模（日本）：矢野経済研究所 

 
PCA 輸液ポンプの市場規模（日本）：矢野経済研究所 

 
出典：「2015 年版医療用ポンプ市場の現状分析と中期予測」 矢野経済研究所 

A 社 

B 社 

A 社 

B 社 
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消耗品の市場規模（日本）：矢野経済研究所 

 
出典：「医療用ディスポーザブル製品 2018 年度 汎用品市場の将来展望」 矢野経済研究所 

 
 

本事業化推進の結果で完成した新製品の投入による 2023 年頃での装置本体と消耗品を合わせたマ

ーケットシェアサイズを少ない市場予測資料から推測するのは難しいが、 ”PCA Infusion 
Pumps”、”Enteral Infusion Pumps”、”Insulin Infusion Pumps”の領域において使用される可能性が

あると考えた場合、国内市場においては、国内市場規模 50 億円として、上市後 3 年目では少なくとも

約 6 億円が想定可能な売上数値であると考える。 
海外市場においては、海外市場規模 150 億円として、上市後 3 年目では少なくとも約 3 億円が想定可能

な売上数値であると考える。 

  

B 社 B 社 

C 社 C 社 

D 社 D 社 
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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 

競合上位 3 社の優勢比較を表に示す。 

 提案機器 大研医器 

シリンジェクター 
（携帯型ディスポーザブル

注入ポンプ） 

バクスター 

インフューザー 
（携帯型ディスポーザブ

ル注入ポンプ） 

スミスメディカル 

CADD-Solis 

（機械式 PCA） 

国内市場規模  20 億 14 億 3 億 

国内シェア  40％（ディスポの

み） 

23％（ディスポの

み） 

80％（機械式のみ） 

海外市場規模  0.3 億 - 100 億 

海外シェア  0.01％ - 70％ 

売価  7,200 円（定価） -  

保険償還 点数  4,450 円 なし なし 

クラス分類 クラスⅢ クラスⅢ クラスⅢ クラスⅢ 

 

 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） 

競合製品との比較を以下の図 1-(3)-1 に示す。 

 
 
 
競合製品に対する差別化ポイント： 

・携帯型ディスポーザブル注入器と機械式 PCA ポンプの両方のメリットを備えたハイブリッド型注入

器である。 

・携帯型ディスポーザブル注入ポンプのメリットである、シンプルな使いやすさ、軽量、保険適用に加

え、機械式 PCA ポンプのメリットである細かな流量、その他の自在な設定が可能であり、各種警報機

能や履歴の保存が可能である。 

・保険適用については携帯型ディスポーザブル注入ポンプとして現在は PCA 型 4,450 円、標準型 3,210

円であるが、クーデックエイミーが適用されると 2,700 円を想定しており、材料費を安く抑えるこ

とができる。 

・ドライブユニットの大きさ、重量、本体価格で大きな優位性を出すことができる。また、ポンプ部が

ディスポーザブルなのでメンテナンス負担の軽減が実現できる。 

・輸液バッグをスタンドに吊るす必要がない。 

・従来の携帯型ディスポーザブル注入ポンプ製品と比較して、輸液バッグからシリンジを使用して携

帯型ディスポーザブル注入ポンプに移し替える必要がない。 

 

 

競合製品に対する差別化ポイント： 

・携帯型ディスポーザブル注入器と機械式 PCA ポンプの両方のメリットを備えたハイブリッド型注入

器である。 

・携帯型ディスポーザブル注入ポンプのメリットである、シンプルな使いやすさ、軽量、保険適用に加

え、機械式 PCA ポンプのメリットである細かな流量、その他の自在な設定が可能であり、各種警報機

能や履歴の保存が可能である。 

・保険適用については携帯型ディスポーザブル注入ポンプとして現在は PCA 型 4,450 円、標準型 3,210

円であるが、クーデックエイミーが適用されると、材料費を安く抑えることができる。 

・ドライブユニットの大きさ、重量、本体価格で大きな優位性を出すことができる。また、ポンプ部が

ディスポーザブルなのでメンテナンス負担の軽減が実現できる。 

・輸液バッグをスタンドに吊るす必要がない。 

図 1-(3)-1 

30100BZX00245000 
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・従来の携帯型ディスポーザブル注入ポンプ製品と比較して、輸液バッグからシリンジを使用して携

帯型ディスポーザブル注入ポンプに移し替える必要がない。 

 

製品の特長： 

 

■ 安全機能を持ったドライブユニットがマイクロポンプを駆動。 

■ ドライブユニットからは患者に不要なスイッチ部や表示部を廃止し、不意な設定ミスが起こらな

い構造。（図 1-(3)-2） 

■ ドライブユニット内に、閉塞や気泡、バッテリー残量監視等各種安全機能あり。 

■ 携帯端末から専用アプリケーションと専用通信モジュールを使用して、多種の設定や確認が行え

る。 

■ 1 台の携帯端末で複数のドライブユニットをコントロール。 

■ 外装は落下耐性の高いバンパー構造。（図 1-(3)-3） 

■ PCA はワイヤレス通信、充電はワイヤレス給電方式を採用。（図 1-(3)-4,-5） 

 

図 1-(3)-2 

図 1-(3)-3 

図 1-(3)-4 

図 1-(3)-5 
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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 

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024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

2014～2016の医工連携事業
化推進事業にて、マイクロポ
ンプの要素技術開発を実施

試作機開発・改良
【製品名】

2016～2017で製品本体を含
めた試作機開発及び改良を
実施

量産機開発
【製品名】

クーデック エイミーPCAとし
て、2017～2018で量産化開
発を実施

臨床研究

薬事申請

知財対応

2014～2018に6件の出願を実
施。内2件についてはIPC出
願を実施

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

・マイクロポンプを使用した小
型・軽量・ノンメンテナンスの
PCAポンプを開発し、量産化
フェーズに移行する。

・300万Chip/年の生産を想定した
設備導入を実施。
・販売数量の拡大（国内/海外)。

・300万Chip/年の生産実施。
・販売数量の拡大（国内/海外)。

・金型及び量産用製造設備を製作し、こ
れを使用して製品のプリプロダクションを
実施する。
・製品に使用する量産用回路及び操作
アプリケーションソフトを製作する。
・生産体制作り、部材供給体制作りを行
う。

・少量の量産を実施しながら、薬事承認
までに生産体制を整えていく。
・2019年6月頃に国内薬事申請を行い、
2020年4月頃に承認を得る。
・2019年度末に韓国薬事申請を行う。
・販売に向けて国内/海外の具体的な販
売戦略を計画する。

・国内薬事承認完了。
・海外（欧州）認証作業推進。
・製品上市（国内/海外）。
・短期的な設備増強実施。
・大量生産に向けた長期的な生産設備
導入計画立案。
・別シリーズ製品開発実施。

・海外（欧州）認証完了。
・100万Chip/年の生産を想定した
設備導入を実施。
・販売数量の拡大（国内/海外)。
・別シリーズ製品量産化。
・生産コスト適正化。

・100万Chip/年の生産実施。
・販売数量の拡大（国内/海外)。
・別シリーズ製品量産化。
・300万Chip/年の生産に向けた大
量生産計画。

・量産開始後、医療費削減を目指して大
量生産技術開発を2019年2月から医工
連携事業化推進事業にて実施する。具
体的には接合炉の大型化に伴う均熱化
方法の確立。
・海外販売による大量生産が見込めるこ
とから、海外薬事申請に必要な臨床試験
結果を取得するため、医工連携事業化
推進事業にて特定臨床研究を実施す

・改造した拡散接合炉にて大型ワークで
の接合トライを複数回実施し、上下方向
で±10℃に収まる均熱化の制御条件を
決定する。
・臨床試験を実施し、そのデータを分析
評価し、既存のPCAポンプと同等か、医
学的な優位性があることを確認する。

保険申請について2020年4月に保険改
定の時期にあたるため、承認時期が9月
に遅延となった。
販売戦略を考慮すると、保険収載された
製品投入が望ましいため、上市時期を
2020年9月とした。
欧州薬事申請に関して認証機関の対応
に合わせて申請時期を再設定した。

薬事申請を2019/5としていたが、申請に
必要な評価の遅れから、2019/6に変更し
た。
海外薬事申請は、第3者認証機関での欧
州MDD/MDR対応が進んでいないことか
ら、一旦は韓国での薬事申請を考えた
が、申請時期を修正し、当初の通り欧州
とした。
新規要素技術開発はリソースの問題か
ら次年度に変更した。

量産機開発・金型・設備製作

特定臨床研究

国内販売戦略

国内販売

海外販売（欧州優先・他早期販売可能国）

国内薬事申請

欧州薬事申請

海外販売戦略

大量生産技術開発

PCT出願2件 1件は指定国移行実施

承認

2019/1

申請

2019/6

認証

2021/6

申請

2020/6

上市

2020/9

上市

2021/6

生産設備増

大量生産設備導入1 大量生産設備導入2大量生産計画検討

医工連携事業化推進事業

別シリーズ製品開発1

□5mmマイクロポンプ開発

製品化

別シリーズ製品開発2 製品化

0

保険申請保険適用活動
承認

2020/9

2カ国（中国・米国） 国内移行完了

2020/3 他3か国は移行中

早期販売可能国推進
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(2) 投資回収計画 

 ① 国内 

 H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

薬事申請時期  ●         

上市時期   ●        

支出額（単位：億円） 2 0.8 0 0 1.0 0 3.0 0 3.0 0 

 うち補助対象 0.2 0.5 － － － － － － － － 

 うち自己負担 1.8 0.3 0 0 1.0 0 3.0 0 3.0 0 

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 非公開 

販売数量（単位：千

台） 
－ － 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

 ② 海外 

 H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

薬事申請時期   ●        

上市時期    ●       

支出額（単位：億円） －  0.3 0.4       

 うち補助対象 － － － － － － － － － － 

 うち自己負担 －  0.3 0.4 － － － － － － 

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：千

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 

 H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

支出額（単位：億円） 2 0.8 0.3 0.4 1.0 － 3.0 － 3.0 － 

 うち補助対象 0.2 0.5 － － － － － － － － 

 うち自己負担 1.8 0.3 0.3 0.4 1.0 － 3.0 － 3.0 － 

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 非公開 

販売数量（単位：千

台） 
－ － 非公開 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。 
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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” 

大研医器株式会社は、既に第一種医療機器製造販売業許可及び高度管理医療機器販売業許可を取得

し、300 床以上の病院を中心に直接営業を行っており、全国各地の多数の販売代理店とのコネクショ

ンも有しているため、既存の販売チャネルを十分に活用できる。また、物流チャネルにおいても、現

在委託している大手物流業者を十分に活用することができる。 

上市後、マイクロポンプ生産については販売数量が大きく推移するのに伴って、医工連携事業化推

進事業にて得られた結果を基に製作した特殊接合装置を大研医器に導入し、大量生産プロセスを完全

に内製化することで、製造ノウハウをブラックボックス化して他社に対する参入障壁とする。 

エス・エス・アロイは、本製品の量産化において、医工連携事業化推進事業で得られた結果を元に

接合装置を製作し、マイクロポンプ大量生産に適する接合装置の販売を大研医器に対して行う計画を

既に進めている。 

継続的な販売を確保するための営業的戦略として、特定保険材料としての適用を厚生労働省に働き

かけている。医療費削減を実現しながら安定的な製造販売スキームを構築する。 

 

 2) ビジネス体制 
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(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 国内薬事申請完了（2019 年 6 月 28 日@PMDA） 

2019 年 6 月 28 日に申請に必要な試験結果データを揃え、国内薬事申請を完了した。 

薬事申請後、8 月 2 日に最初の照会があり、質疑応答を実施。無線規格関連の詳細説明のため、9 月

17 日に直接 PMDA を訪問し、製品説明と質疑事項に対しての回答を行った。 

 国内薬事承認（2019 年 12 月 10 日@PMDA） 

2019 年 12 月 10 日にクーデックエイミーPCA について薬事承認された。承認内容は以下の通り

である。 

 

申請者：大研医器株式会社 

申請区分：製造販売 

[承認] 

承認年月日：2019 年 12 月 10 日 

承認番号：30100BZX00245000 

一般的名称：患者管理無痛法用輸液ポンプ 

      汎用輸液ポンプ 

      輸液ポンプ用輸液セット 

販売名：クーデックエイミーPCA 

類別コード：器 74 

 海外薬事申請検討（2019 年 11 月@TUV Rheinland Japan） 

2019 年 11 月に、認証機関から欧州 MDD→MDR 対応が可能との連絡があり、再度欧州申請に向けて

社内体制を整備することを決定した。2020 年度は申請準備期間として社内体制の整備を実行。2020

年度に申請し、2021 年 6 月頃での認証を目指す。 

 

 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） 

他社特許調査を行った結果、通信システム構成で類似するものが多数確認された。現在、再度他社

特許の詳細を確認している。また、類似と考えられる他社の出願内容を調査し、抵触の可能性は低い

と判断した。 

これまでに大研医器で特許出願した件数は 4 件であり、その中で出願番号 PCT/JP2016/054178、

CN201680010725.6 「ポンプユニット及びその製造方法」については 5 カ国に対して国内移行が進ん

でおり、2020 年 3 月末時点で中国・米国は特許として成立した。 

 

 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 

マイクロポンプ構造体に関して、構造面や機能面での出願を積極的に推進するものとノウハウと

して管理するものを区別して知財戦略を遂行する。 

 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 
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当社では、取引のある特許事務所と包括委任契約を結んでおり、また、顧問弁護士も設置し、侵害

者が現れたときに備え、体制を整えている。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

マイクロポンプの量産時コストの低減に向けて、今回開発した大型接合装置の有効性が確かめら

れたので、2022 年頃での導入を想定して接合炉の導入計画を進めていく。また前工程、後工程を含

め、全ての製造工程が接合装置の生産量に合致しなければならない。生産数量増加に見合った自動化

製造装置、検査装置の導入計画と設備投資計画について、平行して立案している。 

 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

国内薬事においては必要事項を揃えて 2019 年 6 月 28 日に既に申請し、同 2019 年 12 月 10 日に薬

事承認されている。海外薬事申請については、当医工連携事業化推進事業で実施した臨床研究結果を

基にして、2020 年に欧州薬事申請、2021 年認証に向けて、EU 規制である MDR（Medical Device 

Regulation）対応を前提とし、社内薬事部門による承認基準の確認と適合検討を実施している。 

 

 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

大研医器株式会社は、既に第一種医療機器製造販売業許可及び高度管理医療機器等販売業許可を

取得し、300 床以上の病院を中心に直接営業を行っており、全国各地の多数の販売代理店とのコネク

ションを有しているため、既存の販売チャネルを十分に活用できる。また、物流チャネルにおいても、

現在委託している大手物流業者を十分に活用できる。 

 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

当社は、全国主要都市に支店を設置し、そこに配属される営業担当者が病院に直接訪問できる体制

を整えており、直接の窓口として対応することができる。また、カスタマーセンターを設置し、そこ

で原因分析する体制も整っている。さらに、医療機器修理業許可も取得しているため実際の修理を実

施する体制も整えている。 

 

 QMS 等の品質保証体制 

当社は、既に ISO13485 を認証取得し、自社の QMS に基づく品質保証体制が構築できているため、

それを活用することで万全の品質保証体制を担保することができる。 

 

 広報・普及計画 

薬事申請後、日本全国の病院に新製品の事前プロモーションを開始し、今までにない製品であるこ

とを広めていく。 
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上市に伴い、岡山大学からエイミーPCA を使用しての特定臨床研究結果の内容を発表していただ

き、医療関係者、医療機器のディストリビュータ等に、具体的なエイミーPCA の機能と使用方法、ユ

ーザビリティーを実感してもらう。 

またエイミーPCA の新しい利用方法や医療研究のために、複数の医療機関の専門家を集めた独自の

研究会を発足し、活動を推進する。 

 

 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 国内薬事申請 

 

 

② 海外薬事申請 

① 2019 年 6 月に薬事申請し、2019 年 12 月 10

日に薬事承認された。保険収載申請手続きを

経て、2020 年半ばでの上市を目指す。 

② TUV Rheinland を活用し、2021 年に欧州での

CE マーキング適合を目指して、MDR を前提と

した認証の計画を進める。 

知財 

① 出願動向調査 

② 周辺特許出願 

 

① 継続的に出願動向の調査を実施。 

② マイクロポンプの特徴的な構造について複

数の出願を行う。 

技 術 ・

評価 

① 量産歩留まりの改善 

 

② 大量生産ラインの検討 

① 量産化に伴い、製造工程上の条件を再度調整

し、歩留まりを改善する。 

② 販売数量の増加を見越して、生産ラインの自

動化及び大型接合装置の導入などの追加設

備投資計画を実行する。 

その他

事業化

全般 

① 国内販売開始 

 

 

② 海外販売戦略 

① 2020 年半ばからの国内販売を目指して、営業

部門へエイミーPCA の教育を実施し、販売活

動を実施する。 

② 欧州薬事申請に伴い具体的な販売計画を決

定する。 
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1.6 2019年度補助事業の成果概要 

(1) 補助事業の事業概要 

ステンレス箔材を多層化接合して製作され、内部にポンプ機能とアンチフリーフロー機能を同時に形成した□10mm 以下のディスポーザブルな金

属箔を多層化接合して製造したマイクロポンプ（以後、これをマイクロポンプと呼称する）の大量生産実現のため、大研医器とエス・エス・アロイが

協力し、マイクロポンプの生産技術の開発を実施する。大研医器は拡散接合用のエッチングシートを□60mm から□120mm に設計変更し、マイクロ

ポンプを 100chip 面付とする。エス・エス・アロイは大型拡散接合炉において大電流出力、高圧力、ホットウォール配置、水冷制御のカスタマイズを

実施して、均熱条件の最適化実験を実施する。 

CE マーキング取得に必要な臨床評価については大研医器と岡山大学が協力し、2019 年度に臨床研究を実施する。 

[注記：本補助事業計画書の中に、”臨床研究”と”臨床試験”の２つの単語が記載されるが、”臨床研究”は臨床試験だけでなく症例報告や調査も

含めた研究を表す言葉として定義される。”臨床試験”は、人（患者や健康な人）を対象とし、前向きに介入を行いその効果を調べる行為を表す言葉

として定義される。] 

 

(2) 補助事業終了時までに完成する試作品の概要（図 3-(2)-1） 

試作品名 概要 

□120mm 拡散接合体 マイクロポンプ 100chip を面付けした□120mm ワークを設計し、拡散接合炉内の均熱化構造及び制御条件を適

性化して、80%以上の接合歩留を持った接合体を多数製作する。 

マイクロポンプ個片化 接合されたワークに絶縁層・導電層を形成した後、レーザー加工機にて□10mm のマイクロポンプチップに分割

する。 

性能確認用消耗品ユニット 分割したマイクロポンプチップを量産用のケーシングに実装し、クーデックエイミーPCA 用の消耗品ユニットを

製作する。製作した消耗品ユニットの状態で、従来の製造方法に対してポンプ特性が同等であることを確認する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-(2)-1 
性能確認用消耗品ユニット 

従来工法 

25 chip/sheet 
⼤量⽣産工法 

100 chip/sheet 個片化 
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(3) 2019 年度の補助事業の成果と今後検討すべき課題 

2019 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 

（医工連携事業化推進事業に含まれない大

研医器独自事業） 

▶ 
-- 

▶ 
-- 

①-1)2 次試作機開発 

 ▶ 

①-1) 2 次試作機開発 

2 次試作機の開発は完了し、量産試作のフェーズ

に移行した。 

▶ 

①-1) 2 次試作機開発 

実施すべき項目はない。 

 

①-2)量産試作 

▶ 

①-2)量産試作 

QC 工程表及び手順書を基に、プロセスバリデーシ

ョンを実施した設備を使用し、一連の製造工程を

通じて商品の量産試作を実施した。 

 

製造装置のバリデーションについては、2019年 10

月から再度 IQ/OQ/PQ を実施し、安定的な生産を

確保するための量産用生産工程の標準条件を決

定した。 

量産用製造工程で製品を製造し、2020 年 2 月から

3 月末にかけて臨床試験を実施した。 

▶ 

①-2)量産試作 

量産用製造工程に基づいた製品製造を製造

部門に引き継いで、量産を開始する。 

 

①-3)力学試験 

▶ 

①-3)力学試験 

ISO 試験規格に基づく物理的安全性試験を完了

し、国内薬事申請資料として提出済。 

▶ 

①-3)力学試験 

完了 

 

①-4)電気安全試験 

▶ 

①-4)電気安全試験 

ISO 試験規格に基づく電気安全性試験を完了し、

国内薬事申請資料として提出済。 

▶ 

①-4)電気安全試験 

完了 

 

①-5)生物安全試験 

▶ 

①-5)生物安全試験 

生物学的安全性試験を完了。 ▶ 

①-5)生物安全試験 

完了 

 

①-6)滅菌バリデーション 

▶ 

①-6)滅菌バリデーション 

滅菌バリデーションについて、PQ/MPQ/PPQ を完了

した。 

▶ 

①-6)滅菌バリデーション 

完了 

 

①-7)リスクマネジメント 

▶ 

①-7)リスクマネジメント 

量産試作により製作した製品の機能評価・ユーザ

ビリティー評価を実施し、残留リスクを抽出した。 

 

▶ 

①-7)リスクマネジメント 

完了 
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2019 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 

②臨床研究 

（医工連携事業化推進事業適用） 

（岡山大学） 

2019 年度に臨床試験を実施するため、岡山

大学は大研医器と協議しながら試験実施

計画を作成、試験実施に必要な認定臨床研

究審査委員会の実施、臨床試験の実施、デ

ータ分析及び試験結果の医学検証を行う。 

▶ 

-- 

▶ 

-- 

②-1)-2 臨床研究計画[認定臨床研究審査委

員会] （岡山大学） 

臨床研究計画のうち、臨床研究の実施につ

いて岡山大学は 2019 年度の早期に認定臨

床研究審査委員会を行い、計画内容を認定

してもらう。 

2019 年 6 月末 

特定臨床研究倫理審査委員会の実施 

▶ 

②-1)-2 臨床研究計画[認定臨床研究審査委員会] 

2019 年 6 月 25 日に、認定臨床研究審査委員会を

実施し、指摘事項に関し修正を完了した。2019 年

8 月 22 日に最終承認を得た。 

認定臨床研究審査委員会の承認後、2019 年 9 月

17 日に JRCT への登録を完了し、公開となった。 

認定審査委員会での承認番号と臨床研研究の届

出番号は以下の通りである。 

認定審査委員会承認番号：CRB6180001（認定番号） 

臨床研究届出番号：jRCTs062190015（臨床研究実

施計画番号） 

▶ 

②-1)-2 臨床研究計画[認定臨床研究審査委員

会]  

完了 

 

②-2)臨床試験 

（岡山大学） 

認定臨床研究審査委員会にて認定された

特定臨床研究計画を基に、複数名の被験者

に対して臨床試験を実施する。 

2019 年 7 月臨床試験開始、2020 年 1 月終

了 

 

②-2)臨床試験 

エイミーPCA の使用方法について看護師への勉

強会を 2019 年 8 月 19、26、30 日で実施。 

・薬液の準備（薬剤部からの払い出し～） 

・機器の設定（流量設定～プライミング） 

・投薬開始 

・輸液中の確認、痛み評価 

・輸液終了 

 

実際の臨床試験のため、2019 年 10 月下旬に ICU

施設内において作業手順に沿って実際の機器を

使用したシミュレーションを実施した。 

 

特定臨書研究の実施計画書・製品概要書変更に伴

う変更申請、説明資料作成、同意書作成などの工

数増のため、人員を追加した。（2019 年 10 月 8 日

に変更届提出） 

 

②-2)臨床試験 

結果をまとめて報告する。 
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2019 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 

 

臨床試験実施用の製品サンプル（本体及び消耗

品）を製作し、社内の出荷承認を得て、岡山大学

病院へ引き渡し、2 月以降で臨床試験を実施した。 

 

臨床試験について、以下の日程で実施した。 

2020 年 2 月 7 日 硬膜外麻酔適用症例 

2020 年 2 月 21 日 IV 麻酔適用症例 

⇒患者同意得られず中止。 

2020 年 2 月 28 日 IV 麻酔適用症例 

2020 年 3 月 3 日 IV 麻酔適用症例 

2020 年 3 月 6 日 IV 麻酔適用症例 

2020 年 3 月 27 日 IV 麻酔適用症例 

 

実施済の臨床試験結果。 

2/7 硬膜外麻酔適用症例結果を抜粋 

[設定] 

流量：5mL/h、ロックアウトタイム：15 分 

 

患者の容態に問題なく、警報等の発生も含めトラ

ブルなし。他 4 人に対する臨床試験の結果も同様

に患者の容態に問題なかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-3)データまとめ 

（岡山大学） 

臨床試験データを整理・評価し、結果をま

とめる。 
2020 年 2 月 特定臨床研究結果のまとめ 

 

②-3)データまとめ 

2020 年 3月 27日までに 5症例の臨床試験を完了

した。結果については、試験データをまとめた。

全ての臨床試験結果は試験終了後、2020 年 4 月

以降に取りまとめて認定臨床研究審査委員会に

て報告する。 
 

②-3)データまとめ 

臨床試験終了後、岡山大学病院認定臨床研究

審査委員会の定める通りの、成果報告書作成

する。 

終了通知書 

終了届出書 

総括報告書 

 

これらの臨床評価結果を MDR 対応の臨床評

価の一部として使用する。 
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2019 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 

（医工連携事業化推進事業に含まれない大

研医器独自事業） 

 
-- 

 
-- 

③-1)薬事相談（PMDA：対面助言） 

 
 

③-1)薬事相談（PMDA：対面助言） 

必要なし。 
 

 

③-2)海外薬事の相談（認証機関） 

 

 

③-2)海外薬事の相談（認証機関） 

認証機関である TUV Rheinland にて CE マーキン

グにおける MDD/MDR 対応について調査を実施した

が、2019 年 9 月時点では MDR の全容を完全には把

握されておらず、随時状況を確認しつつ進めるこ

ととした。2019 年 11 月時点においては、認証機

関による欧州 MDD/MDR 対応が可能になったとの連

絡があった。 

QMS システム監査と Technical document 審査に

分けて進めるよう検討する。 

 

③-2)海外薬事の相談（認証機関） 

欧州 MDD/MDR 対応に関して認証機関の対応

が可能になったことから欧州薬事申請につ

いて具体的推進を進めていくが、先ず会社と

して MDR に対する体制作りを行う。 

③-3)国内薬事申請 

 

 

③-3)国内薬事申請 

2019 年 6 月 28 日に申請に必要な試験結果データ

を揃え、国内薬事申請を完了した。 

 

薬事申請後、8 月 2 日に最初の照会があり、質疑

応答を実施。無線規格関連の詳細説明のため、9 月

17 日に直接 PMDA を訪問し、製品説明と質疑事項

に対しての回答を行った。 

 

2019年 10月中旬までにPMDAからの追加照会事項

に対して対応を完了した。 

 

2019 年 12 月 10 日にエイミーPCA について薬事承

認された。承認内容は以下の通りである。 

 

申請者：大研医器株式会社 

申請区分：製造販売 

[承認] 

承認年月日：2019 年 12 月 10 日 

承認番号：30100BZX00245000 

一般的名称：患者管理無痛法用輸液ポンプ 

 

③-3)国内薬事申請 

国内薬事承認後、厚生労働省に対して保険適

用に向けての申請準備を行う。 
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2019 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 

      汎用輸液ポンプ 

      輸液ポンプ用輸液セット 

販売名：クーデックエイミーPCA 

類別コード：器 74 
③-4)海外薬事申請 

 

③-4)海外薬事申請 

CE マーキングでの申請検討に着手したが、第三者

認証機関における欧州 MDDMDR 対応が進んでい

ないため、海外薬事申請の優先国を韓国として、

申請に向けて現地エージェントとの具体的な打

ち合わせを 2019 年 10 月から開始した。 

 

 

③-4)海外薬事申請 

欧州における薬事申請は、MDR に対する社内

体制を整えた後に実行する。 

2020 年度は申請準備期間として社内体制の

整備を実行。 

2020 年度に申請し、2021 年 6 月頃での認証

を目指す。 

 

⑤製造設備開発 

（医工連携事業化推進事業適用） 

（大研医器） 

マイクロポンプの製造数量 100 万個/年を

実現するため、以下の製造設備の立ち上げ

及び性能評価を実施する。 

マイクロポンプの生産数量は 4,200 個/日

を目標に進める。 

（エス・エス・アロイ） 

マイクロポンプの製造数量 100 万個/年を

実現するため、マイクロポンプを製造する

拡散接合炉の大型化を行う。その際、マイ

クロポンプの性能に大きな影響を与える

温度バラつきを最小限に抑える制御方法

及び構造の確立を行う。（目標温度範囲：中

心温度で±5℃以内、外周部で±10℃以内） 

（図 3-(3)-2） 

温度バラつきの抑制（均熱化）については

以下の項目を実施する。 

 

-- 

 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-(3)-2 
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2019 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 

⑤-4)-2 ホットウォール製作 

（エス・エス・アロイ） 

エス・エス・アロイはヒータを内蔵するホ

ットウォール（断熱壁）を製作し、接合炉

内に設置する。 

2019 年 6 月下旬 

ホットウォール製作完了 

 

 

⑤-4)-2 ホットウォール製作 

酸化物ホットウォール（仮）にて均熱化のための

温度測定を実施した。ホットウォールの配置によ

って、中心部と周辺部の温度差は 10℃以下とな

ることが確認された。カーボン製のホットウォー

ルは 7 月末に完成し、8 月～9 月で接合装置の炉

をオーバーホールして取り付けを実施した。（図

3-(3)-3） 

2019年 10月以降はカーボン製のホットウォール

ールをベースとして均熱化の実験を実施した。カ

ーボンホットウォールの配置によって、より断熱

性が高まり、投入電力は減少する結果となった。

また、材料から発生するガスが少なくなったた

め、炉内の真空度はより低く安定した。 

 

⑤-4)-2 ホットウォール製作 

2020 年 9 月末までに改造を完了した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-5)-2 ホットウォールヒータ制御及び冷却

水制御ソフトウェア製作 

（大研医器） 

エス・エス・アロイがホットウォータ用ヒ

ータ及び冷却水流量を制御するため、ワー

クを構成する消耗品及びワーク積層用治

具を大研医器は製作し、接合前の仮ワーク

をエス・エス・アロイに供給する。 

2019 年 6 月末 

制御確認用の仮ワーク製作、供給 

（エス・エス・アロイ） 

エス・エス・アロイは複数の熱電対の計測

温度が制御用熱電対との温度差が最少に

なるようホットウォーヒータ及び冷却水

流量を制御するソフトウェアを制作する。 

2019 年 6 月下旬 

制御ソフトウェア完成、接合実験開始 

 

⑤-5)-2 ホットウォールヒータ制御及び冷却水制御

ソフトウェア製作 

各実験で必要な部材（セパレータ、グラファイト

シート、ダミープレート、ステンレス箔材等）を

購入して、実験準備を都度推進した。 

2016 年 6 月 27～29 日の接合実験において接合し

たワークサンプルについては、2019 年 7 月 5 日

に外部業者の大型印刷機を使用して絶縁層・導電

層印刷を実施し、その後 7 月 18 日には後述する

出力調整が完了したレーザー加工機にて、マイク

ロポンプの個片化加工を実施した。（図 3-(3)-4） 

 

エス・エス・アロイは 7 月末までの 3 回の接合実

験において、断熱プレートの配置やカーボンブロ

ックの最小化（接触面積を減らす）を行った上で、

温度制御ポイントを変更しながら実験し、温度差

が少なくなる可能性が高い制御構成を7月末まで

 

⑤-5)-2ホットウォールヒータ制御及び冷却水

制御ソフトウェア製作 

マイクロポンプとして性能評価可能なサン

プルを 2020 年 4 月以降も多数製作する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-(3)-3 

図 3-(3)-4 



 

25 

2019 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 

 

以下、2020 年 3 月末までに均熱化の実験と

ワーク改良を随時実行し、制御方法を調整

する。 

 

に見出した。 

 

8 月～9 月のオーバーホール完了後、10 月 7,8,9

日にカーボン製ホットウォールを前提として、ダ

ミープレートを配置した均熱化の確認実験を実

施した。改造結果は良好であり、保温効果の向上

がヒータ消費電力値及び真空度から判断できた。 

 

10 月 7～9 日の実験結果を基に、正式なワーク材

を接合炉に投入した。 

 

11 月度のワーク接合実験に向けて、エッチング版

13 層とエッチング品、セパレータ、カーボンブロ

ック等の設計変更を実施。実験用部材を製作し、

接合実験を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-6)-2 レーザー加工機導入 

（大研医器） 

レーザー加工機をリースにて導入する。 

拡散接合されたワーク（10×10=100chip

分）をレーザー加工機にて切り分けて実際

のマイクロポンプに形成する。 

その際、レーザー加工時に発生する熱によ

ってマイクロポンプが変形し、性能低下が

起こる。 

そのため、目標生産数量を達成できる時間

の中で熱変形が起こらないパラメータ（レ

ーザー出力、加工速度、アシストガス等）

の調整を行う。 

2019 年 5 月下旬 

レーザー加工機を導入し、ユーティリティ

ー接続完了 

及び切断条件決定 

 

 

⑤-6)-2 レーザー加工機導入 

レーザー加工機に切断プログラムをインストー

ルし、ダミープレートでの切断加工を 2019 年 6

月 18 日に実施した。（図 3-(3)-5） 

 

また、ワークを切断する時に使用する位置決め治

具について同様にレーザー加工機で作製した。 

 

ワークを切断する時に使用する位置決め治具の

クランプを強化するため、ベースプレートを 2019

年 10 月初旬までに改良した。 

また、レーザー加工時に起こるアシストガス圧に

よるチップ飛びを回避するため、耐熱性粘着材を

選択して位置決め治具に対して幅広の面積で敷

設した。 

 

2019 年 6 月以降は、拡散接合された大ワークにつ

いて絶縁/導電印刷を外注各先にて実施後、レー

ザー加工機で随時個片化する作業を実施し、切断

条件を確定した。これ以降は社内での個片化が可

 

⑤-6)-2 レーザー加工機導入 

個片化工程は完全に社内加工に移行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-(3)-5 

図 3-(3)-6 
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能となった。（図 3-(3)-6）  

 

⑤-7)接合炉内均熱化実験 

（大研医器） 

エス・エス・アロイが実施する接合炉内均

熱化実験のために必要な消耗品及び治具

を製作し、接合実験毎に改良したワーク及

び改良治具を随時供給する。 

2019 年 5 月～2019 年 12 月 

おおよそ月 1 回のタクトで 48 セット分の

改良ワーク、改良治具を製作。 

（エス・エス・アロイ） 

エス・エス・アロイはホットウォールヒー

タ及び冷却水流量、カーボンブロック形

状、グラファイトシート枚数をパラメータ

として、大研医器と共同して炉内の均熱化

を実現する。 

2019 年 12 月末 

均熱化条件確定 

 
 

⑤-7)接合炉内均熱化実験 

大研医器とエス・エス・アロイが共同で、以下の

接合実験を推進した。 

・接合実験 2 2019 年 6 月中旬 

・接合実験 3 2019 年 6 月 26～28 日 

・接合実験 4 2019 年 7 月 29～31 日 

仮ワーク及びセパレータ部材を配置し複数の熱

電対を仮ワークに配置し温度測定を実施した。7

月末までに 3回の均熱化実験を行い、実験により

均熱化が大きく改善する可能性がある構成と冷

却方法を見つけた。 

 

2019 年 8 月、9月で改造したカーボンホットウォ

ールを前提として、均熱化の実験を 10 月 7 日～9

日で実施した。結果は改造前に測定した傾向を示

したが、熱電対の測定箇所を増加させたことによ

り、より温度分布の状態が明確になった。積層位

置によっては低い温度領域が存在することが判

明した。 

 

グラファイトシートを使用していることによる

発熱で温度差が発生していると考えられるので、

グラファイトシートの代わりに無酸素銅の薄板

を層間に配置することで保持温度領域では安定

となった。しかしながら低温領域では銅薄板はグ

ラファイトシートのように柔軟性がないため、材

料の密着性が低いことにより、電流集中で局所加

熱となっていることが電流モニターから見て取

れた。 

 

改善策として、初期昇温はホットウォールヒータ

で外部加熱として行い銅薄板を軟化させ、その後

通電加熱にて保持温度まで昇温する方法に変更

したところ、均熱改善が見られた。 

 

⑤-7)接合炉内均熱化実験 

2020 年 4 月以降、大量生産に向けての設備

導入検討を開始する。 
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2019 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 

 

 

10 月 7 日～9日の実験結果を基に、ワーク、セパ

レータ、グラファイトシート、カーボンブロック

の形状を設計変更して多数製作し、11 月度の接合

実験に適用した。 

 

11 月の結果としてグラファイトシート配置によ

る局所的な温度偏差が確認され、グラファイトの

配置位置・断熱板適用などにより、中心部の上下

方向温度差は±5deg、外周部の温度差は±10deg

以内に収まる構成を実現した。 

ただし接合位置ずれと、表層剥離の課題が新たな

課題としてクローズアップされた。 

 

12 月度において、接合位置ずれの問題をクリアに

するために、炉外で治具を使用して積層すること

で改善を試み、改善した。表層剥離に関しては、

一旦接合後の冷却を十分に行うことで積層剥離

の頻度は少なくなったが完全ではなく、エッチン

グパターンの変更を実施した上で1月度の実験で

効果を確認することとなった。 

 

1 月度において、中心温度と周辺温度との差をさ

らに小さくして最終的な均熱構成としてFIXする

ために、ホットウォールヒータをワークに近づけ

て、最適な加熱条件になるよう出力電流を制御す

るようにした。結果として中心の最大温度差はΔ

7.9deg、周辺の最大温度差はΔ14.3deg となった。 

 

2 月度において、接合体に絶縁印刷・導電印刷を

行い、レーザー加工機にて個片化し、圧電素子を

貼り付け、マイクロポンプとしての性能評価を開

始した。評価結果は事業が終了する 2020 年 3 月

末までに実施した。現状のワークサイズで製作し

たマイクロポンプと同性能のデバイスが製作で

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3-(3)-7 
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2019 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 

きることを確認した。（図 3-(3)-7） 

 

また、4,200chip/日のマイクロポンプ生産数量を

実現するための 48 セット一括接合の確認につい

ても 3 月末までに実施した。 

 

 

 

⑤-8)大量生産用拡散接合後のマイクロポン

プ性能評価 

（大研医器） 

接合体をレーザー加工して個片化、PZT 実

装し、マイクロポンプの性能と歩留を確認

する。 

マイクロポンプとして機能させるために、

大研医器は個片化後にアクチュエータで

ある PZT（圧電セラミックス）を貼り付け

てマイクロポンプを完成させる。 

当該事業で製作したマイクロポンプにつ

いて性能評価を実施し、従来品との性能比

較を行って同等であることを確認する。 

評価に際して、マイクロポンプ切断サンプ

ルを製作し、断面観察を行うとともに、接

合の結晶方向を電子顕微鏡（SEM）と結晶方

向解析（EBSD）による分析を外部分析機関

にて実施する。 

2020 年 2 月末 

従来品と同等のポンプ性能を確認 

従来品と比較して接合状態の違いが見ら

れないこと。 

 

⑤-8)大量生産用拡散接合後のマイクロポンプ性能

評価 

接合実験 3 で接合した大ワークに対して、スクリ

ーン印刷にて絶縁層及び導電層を印刷し、硬化後

に出力調整が完了したレーザー加工機を使用し

て大ワークでのマイクロポンプのチップ化を実

施した。 

 

絶縁層・導電層の印刷が大きいため、外部の印刷

機メーカの設備を 2019 年 7 月 5 日に借りて実

施。 

レーザー加工においては位置決め治具のピン高

さが低かったため、大ワークの架かりが浅く、切

断位置ずれが発生した。 

 

一旦位置ずれがあったチップであるが、切断後に

PZT を貼り付け、マイクロポンプ製造の一連の工

程を流し、2019 年 7 月 30 日までに流量性能評価

を実施した。 

流量性能は従来品と同等ではなかったが、動作は

できており、流体の送液を確認した。 

（流量評価結果の一部は 2019 年 10月 2日の第 2

回コンソーシアム会議にて報告） 

 

絶縁層・導電層の印刷については、カロテスト及

び表面粗さ測定、断面観察後マイクロスコープ観

察を行って安定しており、レギュラーサイズの印

刷状態と比べて同等であり問題ないと判断した。

今後の性能評価に置いては同条件にて印刷を実

施する。 

 

 

⑤-8)大量生産用拡散接合後のマイクロポンプ

性能評価 

大型ワーク工程で製作したマイクロポンプ

の性能評価を行った結果、性能面と接合の歩

留は目標値を達成した。 

製品が流通して、年間生産数量 100 万 chip

が必要となる時期を想定し、今回の開発で得

た結果を基に、大量生産設備導入を進める。 

2020 年度に設備投資計画の立案と投資判断

を行い、2022 年度での設備導入を目指す。 
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2019 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 

レーザー加工で位置ずれが発生していたため、位

置決め治具のピン高さ及び先端のテーパ形状を

変更し、2019 年 10 月末までに対応した。 

 

絶縁層・導電層の印刷については安定しており問

題ないと判断した。今後の性能評価に置いて、同

条件にて印刷を実施。次回以降の接合実験予定に

合わせて、絶縁層・導電層印刷を外注先に依頼す

る。11 月末に接合を実施し 12 月 5 日に印刷実

施。結果は良好であった。 

 

レーザー加工については安定しているので、現条

件を最適値として FIX し、今後の加工を進める。 

 

2020 年 1 月末までに均熱化の課題、また表層剥

離等の課題がクリアしたため、良好な接合体にて

2 月に絶縁・導電印刷、レーザー加工、圧電素子

貼り付け付け工程を経て、マイクロポンプとして

の性能評価を実施した。（図 3-(3)-8） 

評価結果はレギュラーサイズの接合体と性能の

違いは数個レベルの評価では見られなかった。 

 

2020 年 3 月において、大型ワークで製作したマイ

クロポンプを N 増しして性能評価を実施し、歩留

を含めて現状ワークサイズで製作したマイクロ

ポンプと同等であることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥販売体制 

（医工連携事業化推進事業に含まれない大

研医器独自事業） 

 
-- 

 
-- 

⑥-1) 国内市場調査 

 

⑥-1) 国内市場調査 

国内の数病院に対し、製品紹介及びヒアリングを

実施。各施設の麻酔科医師より高い期待を得た。 

 

製品の拡販のために、当医療関連領域を牽引する

複数の著名な麻酔科医による研究会を発足して、

有用性を評価するためのフレームワークを開始

 

 

 

 

 

 

 

図 3-(3)-8 
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2019 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 

した。麻酔科医に対して研究会への参加を呼び掛

けている。 

 

2020 年 6 月初旬に開催される日本麻酔科学会の

ランチョンセミナーの準備を開始した。（図 3-

(3)-9） 

 

2019 年 10 月に、日本麻酔科学会の主催団体に対

して、申し込みと発表形態の詳細を確定したが、

2020 年 3 月末に、新型コロナウィルス流行に伴い

日本麻酔科学会は WEB 開催となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-2) 海外市場調査 

 

⑥-2) 海外市場調査 

2018 年 11 月に開催された MEDICA（ドイツ）にて

試作品のエイミーPCA を展示し、各国ディーラー

や医療関係者の反応を確認した。現状の仕様でも

十分に魅力的であることが判ったが、コスト、言

語対応、法規制への適用に考慮して 2019 年度で

の量産化のプランを進めることとした。 

（図 3-(3)-10） 

 

エイミーPCA に対して特に強い関心を示してい

た国はオーストラリア・イギリス・フランス・デ

ンマーク・イタリア・スペイン・ポルトガル・ペ

ルー・ウクライナ・韓国・インドネシア・中国で

あった。 

 

いくつかのディーラーから、ドライブユニットに

対して流量・積算量の表示をつけるべきとの要望

があった。海外の販売戦略においてディスプレイ

の必要性があるか、は実際の市場の声を集めるこ

とが重要であり、一旦国内の製品仕様をベースで

海外販売戦力を進めることとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦事業推進管理 

（医工連携事業化推進事業適用） 
 --  

-- 

⑦-1)コンソーシアム定例会議 

（大研医器） 
 

⑦-1)コンソーシアム定例会議 

2019 年度の第 1 回コンソーシアム会議を 6 月 7
 

⑦-1)コンソーシアム定例会議 

2020 年 3 月 31 日で事業完了となり、その後

図 3-(3)-10 

図 3-(3)-9 



 

31 

2019 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 

推進に伴う全体会議を実施する。 

2019 年 4 月下旬、6月下旬、9 月下旬、12

月下旬に実施 

（岡山大学、エス・エス・アロイ） 

推進に伴う全体会議に参加。 

2019 年 4 月下旬、6月下旬、9 月下旬、12

月下旬に実施 

日に開催した。報告・協議項目は以下の通り。 

・事業目的 

・医工連携事業化推進事業のポイント 

・事業推進スケジュール 

・その他 

 

2019 年度の第 2 回コンソーシアム会議を 10 月 2

日に開催した。報告・協議項目は以下の通り。 

各開発分担機関の進捗状況把握とスケジュール

のキャッチアップを明確にした。また、岡山大学

の委託費推進状況を考慮し、一部を人件費に流用

することを決定した。 

・事業推進スケジュール確認 

・製品化の進捗状況報告 

・接合実験の進捗状況報告 

・臨床研究の進捗状況報告 

・ICU 内での製品操作に対する反応 

・質疑応答 

 

第 3 回コンソーシアム会議を 2020 月 2 月 7 日に

開催した。各開発分担機関の進捗状況把握を行っ

た。特に当日より開始した臨床試験の実施状況に

ついて確認した。（図 3-(3)-11） 

・事業推進スケジュール確認 

・製品化の進捗状況報告 

・接合実験の進捗状況報告 

・臨床研究の進捗状況報告 

・その他、質疑応答 

の定例会議はない。薬事及び技術推進につい

ては独自に連携をとりながら、大研医器が継

続して進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-2)伴走コンサル 

（大研医器） 

AMED による有識者会議 

2019 年度内で 2 回実施 

（岡山大学、エス・エス・アロイ） 

AMED による有識者会議に参加。 

2019 年度内で 2 回実施 

 

⑦-2)伴走コンサル 

2019 年 6 月 4 日に伴走コンサルを実施した。 

コンサル内容は以下の通り。 

①国内薬事申請を 6 月中に実施することを確約。 

②欧州薬事申請における MDD/MDR 対応について

どうすべきか？ 

→認証機関の状況を把握しつつ打ち合わせて進

めること。 

 

⑦-2)伴走コンサル 

2020 年 3 月 31 日で事業完了となり、その

後の定例会議はない。 

 

 

 

 

図 3-(3)-11 
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2019 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 

・認証機関の状況を確認中。 

③知財戦略として、出願とノウハウをどう切り分

けるか？ 

→2019 年 6 月 3 日付けの橋本弁理士の資料を参

考にする。追加アドバイスとしてノウハウ流出

を避けるため、エス・エス・アロイには共同開

発契約及び実験議事録への押印を行うこと。 

・知的財産権の保護を目的としてエス・エス・ア

ロイとの共同開発契約書を締結した。 

また、共同で進める実験や打ち合わせについて

は議事録を作成し、両社で確認後に捺印をして

証憑書類として保管することとした。 

④均熱化シミュレーションについて、伴走コンサ

ル実施後に AIST を訪問し、均熱化シミュレー

ションの可能性を打ち合わせた。 

→要望する時間軸での対応ができない。大研医器

で保有している商用の ANSYS を使用した方が

良いとの回答あり。 

・実験の繰り返しによる均熱化手法の方が現時

点では進捗度合いが早いため、一旦熱シミュレ

ーションについて保留。実験の繰り返しによ

り、ある程度の均熱化が図れた時点において、

より安定的な熱分布を実現する必要がある場

合に、熱シミュレーションを実施したい。 

⑤海外市場参入に関する障壁度合いについて 

→基本的な市場調査は製造販売企業で調査すべ

き。アドバイスとして、1)国全体では医療途上

ではあるが、その中で突出した専門病院をター

ゲットにする。2)MEDICA などに参加している

ディストリビュータを確保し、自社販売/依頼

販売/住み分けなどの全ての手法にて市場調査

を行うこと。 

 

2019 年 9 月 4 日に第 2 回伴走コンサルを実施し

た。コンサルのポイントは以下の通り。 

薬事：2019 年 6 月 28 日にクーデックエイミーPCA
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2019 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 

について医療機器製造販売承認申請書を PMDA

に提出し、受理された。承認までの間に照会に

よる質疑応答や追加評価があると予想するの

で、それらの対応に際して重要となるポイント

を聞いた。 

また、製品に対する看護師の反応と改善要望に

ついて報告した。（図 3-(3)-12） 

知財：第 1回伴走コンサルでのアドバイスに対す

る推進結果を報告した。 

技術・評価：均熱化シミュレーションよりも複数

回実験の繰り返しで、温度差が収束する方向に

向かっていることを報告した。 

 

2019 年 11 月 5 日に第 3 回伴走コンサルを実施し

た。当コンサルにおいては、以下の項目について

コンサルのポイントとなった。 

・薬事申請後の PMDA からの照会内容とその対応

についての報告。 

・韓国申請を行う考えに至った、市場規模や販売

戦略などについて報告。 

・技術面において、グラファイトシートを代替で

きる、導電率が高く且つ柔らかい材料の候補に

ついての提案。 

コンサル側から、グラファイトシートを代替する

前に、現状の方式にてどこまで安定的な接合がで

きるのかを確認すべきとのコメントがあり、実験

内容について一部変更することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-3)推進結果報告 

（大研医器） 

事業推進結果をまとめ報告する。 

2019 年 10 月、2020 年 3 月に結果報告を実

施 

（岡山大学、エス・エス・アロイ） 

事業推進結果をまとめ報告する。 

2019 年 10 月、2020 年 3 月に結果報告を実施 

 

⑦-3)推進結果報告 

2019 年 11 月 26 日の経費推進に関する中間検査

に向けて、収支表と証憑書類について整理した。 

経費執行は順当に行われている。 

 

中間検査で指摘された事項について対応し、年度

末の確定検査、結果報告、成果報告に対応する。 

費用にかかる大きな指摘事項は以下の通り。 

 

⑦-3)推進結果報告 

成果報告書・実績報告書に関しては 2020 年

4 月末までに AMRD に報告し、5 月末までに確

定検査を実施する。 

図 3-(3)-12 
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2019 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. リース開始月は日割りで計算し、残りは大研

医器経費とする。 

2. 出張伺い書の提出日が出張日と逆転してい

る事例が複数あり。上司に事前許可を得てい

ることを銘記すること。 

3. 選定理由書について、機種選定理由と業者選

定理由の両方をわかりやすく記載すること。 

他。 

 

2020 年 3 月 31 日 医工連携事業化推進事業終了

に伴い、最終評価会用資料を作成し、提出した。 
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1.7 補助事業の振り返り 

(1) 補助事業の到達点（総括） 

・マイクロポンプの大量生産（100 万 chip/年）に向けた拡散接合技術の目途がたった。 

・製作したマイクロポンプの性能が従来製造方法で製作したものと同等であることを確認した。 

・海外薬事申請に必要な臨床研究を実施し、結果として汎用輸液ポンプとしての性能と機能を満足し

ていることを確認した。 

 

(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 

・補助事業開始時に開発戦略が明確となっており、計画した技術開発目標を達成した。 

・補助事業開始時に薬事戦略が明確となっており、計画より早く補助事業推進中に薬事承認を得た。 

・計画通り臨床研究を実施し、製品が安全に使用できることを示した。 
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(3) チェックリストによる自己評価結果 

 
  

当該機器のニーズは特定の意見ではなく、客観的な情報で確認できていますか。 ○十分
当該機器の販売先（導入・普及場所）は明確になっていますか（一般、診療所、地域中核病院、高機能病院）。 ○十分
対象となる患者が明確になっていますか。 ○十分
対象となる疾病・診療科等が明確になっていますか。 ○十分
当該製品の業界特性は把握できていますか。 ○十分
市場規模（導入・普及台数）は明確になっていますか。 ○十分
SWOT分析は十分に行っていますか。 ○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。 ○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。 ○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。 ○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) 補助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 

本事業を進めるためにコンソーシアムとして大研医器・岡山大学・エス・エス・アロイ 3 者で構成し

たことについてはうまく機能した。昨年度の改善点であったエス・エス・アロイの補助事業分担者の不

足については、今年度 1 名増加（計 3 名）として推進することで効率良く実験作業を進められた。 

 

臨床研究に必要な委託経費額について、結果として大きな未使用額が発生した。補助事業開始前に委

託経費に関する見積もりをもう少し厳密に行うべきであった。 

 

 2) 事業の進め方 

各事業分担者の推進目標は明確であり、進め方について概ね良好に推移した。 

改善点としては、 

① 海外薬事申請に関する計画が期の途中で時期や優先申請国が 2 度変更となっており、事業開始時

点において海外薬事のバックアッププランも含めて想定しておくべきであったと考える。 

② 臨床試験用の製品投入が遅れ、試験スケジュールが補助事業の終わりに集中した結果となったが、

実際の使用を想定した製品性能の評価スケジュールを明確にして、余裕を持っておくべきであっ

たと考える。 

 

 3) その他 

なし
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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 

医療費削減題への解決策として、現在の生産

能力を10倍に引き上げ100万個/年以上とす

る生産技術を確立する。 

変更なし  

拡散接合工程における均熱性を中心部で±

5℃、外周部で±10℃以下とする。また、既存

工程で製作したマイクロポンプ性能と同等

であること。 

変更なし  

海外薬事申請のために、臨床研究を行い、5症

例の試験を実施する。 

変更なし  

機器スペック・

ビジネスモデル 

製品仕様： 

汎用輸液ポンプ（患者管理無痛法用ポンプ） 

流量設定範囲 / 0.1～30mL/h 

流量精度 / ±6% 

容量 / 50mL、100mL、300mL、スパイク 

PCA / 0.1mL～30mL 

ロックアウトタイム / 5 分～24 時間 

操作 / スマートフォン上のアプリ 

変更なし  

ビジネスモデル： 

機械式 PCA 領域での製品化 

 

変更なし  

事業化体制 製品製造事業者： 

大研医器株式会社 

変更なし  

拡散接合装置製造者： 

エス・エス・アロイ株式会社 

変更なし  

事業化計画（開

発･薬事・上市

スケジュール） 

国内薬事計画： 

薬事申請 / 2019 年 5 月 

薬事承認 / 2020 年 3 月 

 

薬事申請 / 2019 年 6 月 28 日 

薬事承認 / 2019 年 12 月 10 日 

 

社内承認の遅れによる。 

上市計画： 

保険収載 / 2020 年 4 月 

正式販売 / 2020 年 5 月～ 

 

保険収載 / 2020 年 9 月 

正式販売 / 2020 年 9 月～ 

 

薬事承認後の希望書提出時期が 2020 年 4月

の診療報酬改定の作業時期と重なるため審

査は行われず、収載時期は変更となった。 
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(6) 有識者委員会･伴走コンサルでの指摘事項とその対応 

領域 指摘事項 対応 

薬事 [第 1 回伴走コンサル] 

本医工連携事業化推進事業で推進中の"クーデック エイミー

PCA"について、MDR 移行期間中で早期 MDD 申請とすべきか、MDR

適合を前提として申請すべきかが課題である。 

 

MDD/MDR 対応については、会社の体制によってどちらを選択し

た方が事業にとって有利かを判断した方が良い。現状 MDD で体

制作りをしているのであれば、他の会社の事例をみると MDD で

の申請が妥当。大手メーカで潤沢なリソースを持っているとこ

ろは MDR 対応しているところもある。認証機関である TUV 

Rheinland との打ち合わせで決めた方が良い（→認証機関の対

応を待ち、2019 年 11 月に対応可能との連絡があったので、MDR

対応にて社内体制を整える方向で決定した。） 

[第 2 回伴走コンサル] 

薬事申請後、PMDA からの照会内容として電波法対応など、と記

載されているが詳細について説明してほしい。 

 

ワイヤレス PCA の通信規格に関する問い合わせであり、実物を

見ての理解ではなかったので照会があった。9/17 に直接現物を

PMDA に持参して補足説明を実施した。通信規格は小電力無線規

格に則していることをご理解いただいた。 

[第 2 回伴走コンサル] 

計画書では欧州への薬事申請が書かれているが、韓国を先行す

る理由は？また日韓における現時点の政治的な影響はないか？ 

 

現時点で欧州への薬事申請は認証機関の MDD/MDR 対応の行方

が不透明であるため、申請方法が日本に近い韓国での薬事申請

を先行させた方が効率は良いと考え、計画を変更する。韓国は

既に別製品で前例があり、また既に候補となる現地ディーラー

を選定し手続きに関して調査している。 

韓国における近年の売り上げは減っていない状況にあり、政治

的な影響は少ないと考える。韓国については日本より人口は少

ないものの、自社製品の販売数量比率は大きいので、市場とし

て有望であると判断した。 

[第 3 回伴走コンサル] 

韓国については前回の決定通り進めてほしい。欧州 MDR につい

ても認証機関が MDR 対応可能であれば粛々と進められるので

は？ 

 

欧州 MDR に関して、大研医器の他の製品も合わせてコンサルテ

ィングを受ける必要があり社内調整する。また、MDR において

臨床研究結果をどのように適用することになるのか不明な点

がある。2019 年 12 月以降で社内体制作りを進めることを検討

していく。 

知財 [第 1 回伴走コンサル] 

本事業で行う技術開発は製造設備に関する部分であるため、特

 

知的財産権を取得するか、社内ノウハウ化するか、については
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領域 指摘事項 対応 

許化するよりもノウハウ化して他社の参入障壁とすべき。社内ノ

ウハウ化に関して留意すべき点について考慮すること。 

橋本総合特許事務所のコメント入手。 

追加アドバイスとして以下の項目に留意し実行した。 

1.ノウハウ流出の可能性があるので、エス・エス・アロイにつ

いては委託開発契約の他に共同開発契約を結ぶ。文言として残

存情報が生かされることを明文化した。 

2.エス・エス・アロイとの打ち合わせについては議事録を作

り、相手に押印してもらうようにした。 

[第 2 回伴走コンサル] 

海外での特許登録について国内移行が進んでいるようだが、類

似品が出現してくることがあり得るので、海外での意匠登録申

請を行った方が良いだろう。 

 

日本国内については意匠登録を行ったが、海外については未申

請である。中国で特許登録になったことから、意匠登録につい

ても中国での申請を優先して進めたい。 

[第 3 回伴走コンサル] 

なし 

 

技術・評価 [第 1 回伴走コンサル] 

月 1 回の接合実験ではタクトが長いため、SIM によって傾向を初

期段階で確認することが有効ではないか。 

 

熱 SIM を行うこと自体は産総研で可能である。産総研における

熱SIMの取り組みやコンタクト先について情報を入手→産総研

を訪問し、熱 SIM の実施について打ち合わせた。3 次元での熱

SIM はモデリングに時間がかかり、直近で実施するのは難しい

との回答。現状は実験にて均熱化の方向性がつかめているた

め、実験により進める。事業完了後、実験で得られた結果と、

SIM の傾向を確認することとした。 

[第 2 回伴走コンサル] 

均熱化が難しい理由は何に起因しているか？なぜ均熱にしなけ

ればいけないのか？ 

 

サイズアップした複数のエッチングシートを、積層して通電に

よる自己発熱で加熱する手法としているが、積層面の形状が各

層で異なるため、熱伝導、放射、蓄熱を制御しないと均熱にな

らない。温度差が発生するとマイクロポンプ内部の歪発生や接

合不良が起きる。 

[第 3 回伴走コンサル] 

グラファイトシートを変えることより先に、積層セット数での

温度分布について確認が必要である。48 セットを減らして、ど

の時点であれば良好なのかを確認すべき。 

違う材料に一足飛びに変更するのは全体の条件を大きく変える

こととなり、問題を大きくしてしまう可能性がある。 

接合する系の熱容量の課題があると考える。セラミックブロッ

 

グラファイトシートの配置位置変更で積層セット数の少ない状

態（12 セット）での良好な均熱性を確認した。セット数を 48

セットに増加させた時の状況もダミーにて確認し、良好となっ

た。 

セラミックブロックに相応する断熱部材を接合の系に入れるこ

とで上下方向の断熱化が促進されることが判り、均熱化に寄与
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領域 指摘事項 対応 

ク等を配置して熱容量を高める方法などを実施したら？ できた。 
その他事業

化全般 

[第 1 回伴走コンサル] 

海外市場での販売計画を決定していくために、効率良く上市が

可能と考えられる国、地域、規制状況、要求度合い、などについ

て。 

 

基本的な市場調査は製造販売する企業が自分たちで調査すべき

である。 

①将来のためにお金をかけてやるなら、国全体では医療途上で

はあるが、その中で突出した専門病院をターゲットとする。

（タイの日本人が利用する病院、アラブの富裕層たちが利用す

る病院等）。 

②MEDICA などに参加しているディストリビュータを確保し、自

社販売/依頼販売/住み分けなどの全ての手法にて市場調査を進

める。 

[第 2 回伴走コンサル] 

保険適用に関するアドバイスするために、想定している内容に

ついて明確にしてほしい。 

 

内容については既に数回厚労省との面談を行っており、今後も

定期的に面談を継続する。 

[第 3 回伴走コンサル] 

保険申請については、当初の計画通りで申請か？ 

 

保険改定の年に当たり、薬事申請後、その間は市場投入できな

いので、販売までの待ち時間の間に、海外薬事申請を進める。

（韓国、欧州）⇒2020 年 1 月時点で韓国は中止し、再度欧州

と販売可能国での薬事申請に舵を取ることとなった。 

 

(7) 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 令和 2 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

(1) 2020 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

・2020 年 9 月の量産開始後、大量生産に向けた生産設備の増強を実施する。本事業にて得られた結果を基に、2022 年頃を想定して 100 万 chip/年

のマイクロポンプ生産が可能な、中型接合炉を含む自動化製造装置を導入する。また、その後 2024 年頃には最大 300 万 chip/年のマイクロポン

プ生産が可能なように、自動化製造ラインの増強を実施する。 

・2020 年に海外薬事（欧州、他早期販売可能国）申請を進め、2021 年度に認証を得て、海外販売を開始する。2022 頃のマイクロポンプ生産数量

を国内外合わせて 100 万 chip/年に引き上げる。2024 年以降は安定生産期となり、国内外合わせて 200 万 chip/年以上の生産を継続的に維持す

る。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 
大研医器株式会社 技術開発本部開発部ポンプ PJ 

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 2 丁目 6番 2 号 

電話: 0725-51-2134 / FAX: 0725-54-3862 

E-mail: ikourenkei-daiken@daiken-iki.co.jp （医工連携事業化推進事業用） 


