
 

採択番号 30-212 

申請区分：医療費削減効果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年度医工連携事業化推進事業 成果報告書 

「マイクロポンプ大量生産技術の開発・事業化」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 年 5 月 

大研医器株式会社 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

目次 

1. 事業の概要 .................................................................................................................... 1 

1.1 事業の目的 .................................................................................................................... 2 

1.2 事業の実施体制 ............................................................................................................ 2 

1.3 最終製品（＝事業化する医療機器） ........................................................................... 3 

1.4 上市（投資回収）に至るまでのプロセス（事業計画） ............................................ 10 

1.5 事業化に向けた検討結果 ............................................................................................ 12 

1.6 2018 年度補助事業の成果概要.................................................................................... 16 

1.7 補助事業の振り返り ................................................................................................... 21 

1.8 2019 年度以降の実施内容に関する計画（案） .......................................................... 25 

1.9 事業に関する連絡窓口 ............................................................................................... 26 

 



 

1 

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

注入ポンプを活用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。 

 

 

 

マイクロポンプ大量生産技術の開発・事業化

次世代型輸液システムに向けてのコア技術開発
大研医器株式会社、国立大学法人岡山大学、エス・エス・アロイ株式会社

H30-212

ディスポーザブルマイクロポンプで携帯可能な機器に

術後疼痛管理の高度化と医療費削減のために

エス・エス・アロイの開発装置でポンプを大量生産

⚫ 携帯型ディスポーザブル注入ポンプは小型だが機能は限定。
⚫ 機械式ポンプは高度な管理ができるがサイズ・重量・価格の
面で導入しづらい。

→医療現場では術後疼痛管理の高度化と医療費削減を共存
できるハイブリッドな医薬品注入器に期待大。

⚫ ポンプ自体がディスポーザブルであり、輸液プログラムを自由に
設定可能で小型・軽量・低価格な製品を量産化。

⚫ マイクロポンプチップは□10mm×t1.3mmで、最大流量
Qmax=300mL/h、最大背圧Pmax=140kPaと高性能。

Class Ⅲ

エス・エス・アロイ株式会社（広島）は真空焼結炉を製造販売す
る会社であり、マイクロポンプチップの大量生産を実現するために、
特殊装置を本事業推進にて開発。

→これにより、マイクロポンプを25chip/sheet→100chip/sheet
にアップさせ、近将来において100万chip/year生産を実現する。

小型輸液システム

大量生産方法

2019年3月時点

指先に乗るMEMSポンプ
チップで輸液システム製品
を小型化!

従来工法
25 chip/sheet

大量生産工法
100 chip/sheet

技術開発

2019年3月時点

補助事業実施体制

販売

申請

医療機関

国立大学法人
岡山大学

• 臨床研究
• エビデンスの構築

承認

アドバイザー

WELLBOND
• 拡散接合理論の協力
• 知財提携

SL

顧客
（国内・ＥＵ）

卸企業、代理店

製販企業
第一種製造販売業[27B1X0013]

大研医器(株)
• 製品化・事業化
• マイクロポンプ製造
• 生産プロセスの確立
• 知財のとりまとめ

代表機関

PL

助言

ものづくり中小企業

エス・エス・アロイ
株式会社

• 接合サイズ拡大の対応
• 接合条件・方法の決定

医薬品医療機器総合機構（PMDA）
第三者認証機関（TÜV Rheinland）

中
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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、2016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特定保険医療材料

算定額 2,700円に対応できる。 

特定保険医療材料算定額 2,700 円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 17.8 億円となり、約 10 億円の削減が得

られるので、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 4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 

 

 

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 

 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 

医薬品及び溶液等をポンプによって発生した陽圧により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。薬液の効果に変化はないため、効能又は効果は

従来通り。 

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 販売業許可 第 N01139 号 他 

 業許可  

 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  欧州・アジア・北欧 

薬事申請時期 2019年 4月 2019年 9月 

上市時期 2020年 4月 2020年 4月 

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） 

 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。 

 

マイクロポンプ概要：           クーデックエイミーPCA 製品概要： 
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スマートフォンでの専用プログラム概要： 
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(2) 市場性（想定購入顧客） 

 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 

 

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
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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、その詳細は以下のように

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。 

 

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。 
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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注記予想」 矢野経済研究所 
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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てマ

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 億円が少なくとも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。 
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(3) 競合製品／競合企業との差別化要素 

 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 非公開 7,200円（定価） - 800,000円（定価） 

保険償還 点数 未定 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 

 

 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可能、各種警報機能や

履歴の保存が可能。 

・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

円であり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。 
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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。

・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る。

・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。

なし

・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9月頃に欧州薬事申請（CEマーク）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。
・海外薬事承認完了。
・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。

・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

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
2020/4

申請
2019/4

承認
2020/9

申請
2019/9

上市
2020/5

上市
2020/10

生産設備増強

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
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(2) 投資回収計画 

 ① 国内 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 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） － － 1.0 3.0 6.0 9.0 12.6 15.0 18.0 22.0 

販売数量（単位：千

台） 
－ － 50 120 240 360 500 600 650 700 

 ② 海外 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 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） － － 0.3 2.0 3.0 6.0 9.0 12.0 17.2 18.0 

販売数量（単位：千

台） 
－ － 20 120 200 400 600 800 1,200 1,300 

 ③ 国内・海外合計 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

支出額（単位：億円） 2 1.1 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 0.6 0.4 － 1.0 － 3.0 － 3.0 － 

売上高（単位：億円） － － 1.3 5.0 9.0 15.0 21.6 27.0 32.2 40 

販売数量（単位：千

台） 
－ － 70 240 440 760 1,100 1,400 1,850 2,000 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

・2019 年度では量産立ち上げのため、設備投資・金型投資などで 1.1 億円を支出。平行して医工連携

事業化推進事業にて大量生産技術開発を推進。 

・2020 年始めに国内薬事承認・海外薬事承認に伴い製品を上市し、販売を開始する。販売数量を 70,000

セットとして約 1.3 億円の売上を予想。 

・2022 年度で売上台数 440 千セットを予想。増産に伴い、1 億円程度の生産設備増強を実施。 

・2024 年度で売上台数 1,100 千セットを予想。大量生産のため 3 億程度の設備投資をし、中型拡散接

合炉の導入及び自動化ラインを導入。 

・2026 年度で売上台数 1,850 千セットを予想。大量生産のため 3 億程度の設備投資をし、追加中型拡

散接合炉の導入及び追加自動化ラインを導入。 

・2027 年度頃は売上規模 2,000 千セットで安定推移すると予想。 
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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 

 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、当医工連携事業化

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・アロイ株式会社は、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株式会社に

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。大量生産を進めることで特定保険医療材料算定額 2,700 円での保険収載を目指し、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。 

 

 ビジネス体制 

 
  

2019年3月時点

上市後のビジネス体制

販売

医療機関

• ニーズの提供
• 医療エビデンスの構築
• 開発機器の導入・普及

卸企業、代理店

ものづくり中小企業

エス・エス・アロイ
株式会社

• 接合装置販売
• 接合条件・方法の決定

ものづくり企業

ものづくり企業

ものづくり企業

ものづくり企業

製販企業
第一種製造販売業[27B1X0013]

大研医器(株)
• 製品化・事業化
• マイクロポンプ製造
• 生産プロセスの確立
• 知財のとりまとめ接合装置購入

材料サプライヤー

金型・成型メーカー等

PZTメーカー

中

材料サプライヤー

代表機関

PL
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(2) 事業化に向けた検討結果 

 薬事申請 

⚫ 全般相談実施（2016 年 10 月 13 日@PMDA） 

開発前相談の対面助言実施に向け、10 月 13 日に全般相談を実施した。全般相談では申請品目の

概要を説明し、開発前相談の実施と資料準備に向けて調整した。 

⚫ 対面助言準備相談実施（2017 年 2 月 10 日@PMDA） 

開発前相談の対面助言実施に向け、2 月 10 日に対面助言準備相談を実施した。対面助言準備面談

は、開発前相談を円滑に進めるため、事前に相談項目の整理等を行い、論点をより具体化、明確化す

るために実施した。 

⚫ 開発前相談（2017 年 5 月 30 日@PMDA） 

マイクロポンプを用いた機械式 PCA 装置の薬事申請前に行う開発前相談で、薬事申請の際に添付

すべき検証項目について確認した。 

⚫ PMDA 対面助言準備相談（2017 年 7 月 13 日@PMDA） 

マイクロポンプの生物学的安全性試験デザインに関する対面助言を受けるため、相談内容の整理

目的で準備面談を受けた。 

⚫ 保険適用相談（2018 年 9 月 13 日@厚生労働省） 

機械式 PCA 装置（クーデックエイミー）の特定保険医療材料の新設の可能性について厚生労働省

医政局経済課に相談を行った。 

⚫ 保険適用相談（2018 年 12 月 18 日@厚生労働省） 

機械式 PCA 装置（クーデックエイミー）の保険適用希望書に添付する評価項目について厚生労働

省医政局経済課に相談を行った。 

⚫ 全般相談実施（2019 年 2 月 19 日@PMDA） 

今後の事業拡大を検討するため、他分野や他領域への市場に対し他社ブランド（OEM 等）で供給

する場合の薬事申請方法について相談した。より早期の承認を得るための方法について整理ができ

た。 

⚫ 申請相談（2019 年 2 月 19 日@厚生労働省） 

機械式 PCA 装置（クーデックエイミー）において、別製品（マイクロポンプを含んだ輸液セット

及びドライブユニット）を他社との共同開発として同時申請する際のタイミングや審査が迅速にな

る方法について相談を行った。 

 

 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。 

⚫ 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。 

 

 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、今回開発する大型接合装置の有効性が確かめら

れ、導入が進んでいくときに、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 

社内薬事部門による承認基準の確認と適合検討を実施。 

PMDA との個別面談を実施。（1）薬事申請の項に記載） 

 

 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。 

上市に伴い、日本麻酔学会において、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。 
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 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 

①PMDAの相談事業を活用し、円滑な申請を実現 

②TUV Rheinland を活用し、円滑な申請実現 

知財 ①出願動向調査 ①継続的に出願動向の調査を実施 

技術・

評価 

①サイズアップによる接合安定性 

②接合温度の均熱化 

①押圧力、電流値の適正化 

②断熱方法、部分発熱手段の組み合わせで実現 

その他

事業化

全般 

①大量生産ライン構築 

②国内販売戦略 

③海外販売戦略 

①自動化による製造ライン構想を推進 

②薬事申請に伴い具体的な販売計画決定 

③薬事申請に伴い具体的な販売計画決定 
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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 

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等のカスタマイズを実施する。 

CE マーキング取得に必要な臨床評価について大研医器と岡山大学が協力し、2019 年度の臨床研究実施に向け今年度はその臨床研究計画を策定す

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 

□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。 

 

(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 

②臨床研究 

 -1 臨床研究計画 

（大研医器） 

・2019 年度に臨床研究を実施するため、岡山

大学と協議しながら試験実施計画書を作

成する。 

2019年 3 月 試験実施計画書作成 

・臨床研究計画のうち、臨床研究の実施につ

いては次年度の早期に認定臨床研究審査

委員会を行い、承認後臨床研究を実施す

る。 

2019年 7 月 臨床研究（臨床使用）の開始。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

1)-1 臨床研究計画 

2019年度に臨床研究を実施するために大研医器、

岡山大学 ARO、麻酔科でミーティングを行った。 

大研医器から岡山大学への委託研究依頼行程は

ほぼ終了している。 

 

 

 

 

 

 

▶ 

 

1)-1 臨床研究計画 

2019 年 6 月までに認定臨床研究審査委員会を

実施してもらえるよう、依頼する。 
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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 

 

（岡山大学） 

2019 年度特定臨床研究実施のための学内

で協力し計画書の作成及び、臨床評価シミ

ュレーションを実施する。 

・ 試験実施計画書作成 

・ 同意説明文書・同意書作成 

・ モニタリング文書作成 

・ 監査文書作成 

2019年 3 月 試験実施計画書作成 

 

認定臨床研究審査委員会への申請に必要な以下

の書類について、作成を完了した。 

・監査文書作成（チェックリスト・報告書） 

・特定臨床研究実施計画書 

・同意説明文書 

・同意書 

・試験に関する手順書 

臨床研究保険加入行程、利益相反管理書類作成、

jRCTへの登録を現在行っている。 

 

 

認定臨床研究審査委員会実施後、2019 年 7 月

～2020年 1月までの間で臨床試験を実施する。 

⑤製造設備開発 

（大研医器） 

 大型化対応のためのワーク及び治具設計 

大量生産向けエッチングシート及び治具

を設計製作する。 

サイズアップ□60mm→□120mm。 

積層高さが大きい通電拡散接合炉として

エス・エス・アロイ社の遊休炉を本事業用

として使用する（エス・エス・アロイ社と

合意内容）。 

2019年 1 月末 エッチングシート設計変更 

 

 

 接合炉押圧力増加 

（大研医器・エス・エス・アロイ） 

接合積み上げ数量の増加に対応するため、

加圧装置を交換し、20ton から 60ton 加圧

が可能なように変更する。 

2019 年 2 月末 60ton 加圧装置への交換完

了、加圧力確認 

 

▶ 

【進捗 100％：○】 

 

1)大型化対応のためのワーク及び治具設計 

大研医器は大型化対応のために、 

①接合温度確認ダミープレートを53セット製作。 

②ポンプ構造を100チップ面付けしたエッチング

シートを設計製作し、初期接合実験に提供した。 

③従来の接合サイズ（□60mm）を 48 セット分用

意し、初期接合実験に提供した。 

④接合に必要なセパレータ材を設計し製作した。 

⑤接合に必要なグラファイトシートを設計し製

作した。 

⑥接合に必要なカーボンブロックを設計し製作

した。 

 

2)接合炉押圧力増加 

エス・エス・アロイは接合サイズアップに伴い、

押圧力を 60tonに変更するため、2月末に油圧駆

動アクチュエータ装置を購入し、3/10 までにそれ

を接合炉に組み込んだ。 

 

 

 

 

 

▶ 

 

 

1) 大型化対応のためのワーク及び治具設計 

接合実験の状況を確認しながら、ワーク

構造及びセパレータ・グラファイトシート・

カーボンブロックの形状変更を実施して、

接合実験に対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 接合炉押圧力増加 

押圧力増加によって、48セット分の積層

ワークが均一に圧接される数値を決定す

る。 
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 接合炉印加電流増加 

（大研医器・エス・エス・アロイ） 

接合面積の増大化に伴い、直流電源装置を

6,000A から 12,000A 出力可能なものに変

更する。 

2019年 2月末 12000A直流電源装置への交

換完了、電流値確認 

 

 -1 ホットウォール用ヒータ製作 

（大研医器・エス・エス・アロイ） 

放射熱ロスを抑えるための周囲ヒータ装

置を製作する。 

注）4)-2 ヒータを内蔵するホットウォー

ル（断熱壁）製作は次年度実施。 

2019 年 3 月中旬 ホットウォール用ヒータ

製作完了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -1 冷却水制御事前確認 

（大研医器・エス・エス・アロイ） 

通電ラム冷却用の冷却水の制御性につい

て 5L/min.～50L/min.で上下ラム内の冷却

流量を変化させて温度制御性を事前確認

する。 

2019 年 3 月末 冷却水制御のための事前デ

ータ取得（（大研医器） 

2019 年 3 月中旬 テスト材料にて冷却水制

3)接合炉印加電流増加 

エス・エス・アロイは接合サイズアップに伴い、

印加電流量を 12,000Aに変更するため、2月末に

直流インバータ電源装置を購入し、3/10までにそ

れを接合炉に組み込んだ。 

 

 

 

 

4)-1ホットウォール用ヒータ製作 

エス・エス・アロイは接合サイズアップに伴い、

多数積層したワーク内の温度が均熱にならない

事前実験結果から、放射熱ロスを抑えるために周

囲ヒータを設計し、2月末にそれを購入し、3/10

までにそれを接合炉に組み込んだ。 

4)-2のホットウォール製作は 2019年 4月以降で

製作する。 

 

大研医器とエス・エス・アロイは、接合炉押圧

力増加、接合炉印加電流増加、ホットウォール用

ヒータ、を組み込んだ接合炉にて、大研医器で製

作したエッチングシート、セパレータ、グラファ

イトシート、カーボンブロックを使用して、接合

動作実験を実施した。 3/30 までに動作デバッグ

は完了した。 

 

 

5)-1冷却水制御事前確認 

大研医器とエス・エス・アロイは、2019年 4月

以降のワーク内均熱化実験を行うために、3/12、

3/13 で事前に上部通電ラム内を冷却する冷却水

量の速度を 3 水準変化（5L/min. 15L/min. 

25L/min.）させて、積層ワーク上下の温度変化の

有無を確認した。 

結果は、流速によらず積層ワーク上下の温度変

化は確認できなかった。通電ラムとワークの間に

厚さの大きなカーボンブロックが配置されてい

3)接合炉印加電流増加 

直流インバータ電源の増設によって、48 セ

ット分の□120mm 積層ワークが所定の接合温

度に上昇できることを確認の上、接合が最適

となる温度上昇速度、温度降下速度を決定す

る。 

 

 

 

4)-1ホットウォール用ヒータ製作 

ホットウォー用ヒータに通電し、48セット

分の積層ワークの内部と外部の温度を均熱

化する。断熱材となるホットウォール本体

は、2019年 6 月末を目処に製作して、炉内に

追加設置し、放射熱ロスを抑え、最終的に接

合温度の均熱性をワーク内全箇所にて±

10℃以内とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)-1冷却水制御事前確認 

冷却水量による温度変化が実験により明

確にならなかったことから、均熱化の制御に

ついてはホットウォール用ヒータの制御、グ

ラファイトシート厚み、カーボンブロック接

触面積変更をメインとし、冷却水量の制御は

2019年 4月以降の均熱化実験を進める中で、

積層構成の最適化に伴って実施するかどう

かを判断する。 
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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 

御流量範囲の事前確認完了（エス・エス・

アロイ） 

注）5)-2 ホットウォールと流量制御ソフト

ウェアを次年度の早い時期に対応し、実験

を開始する。 

 

 -1 レーザー加工機用インフラ整備 

（大研医器） 

マイクロポンプを個片化するためのレー

ザー加工機導入のインフラを整備として

電源ラインの確保（200V3 相）、圧縮 Air タ

ンク及びブースターを配置する。 

2019 年 3 月中旬 レーザー加工機用インフ

ラ設備完了 

注）6)-2 レーザー加工設備は次年度に導入

する。 

るため、熱が伝熱しにくい状態であると推測し

た。 

 

 

 

 

6)-1レーザー加工機用インフラ整備 

大研医器は、2019年 4 月以降に導入を予定して

いるレーザー加工機の電源ライン製作とAirライ

ン製作を実施した。 

①電源ライン：3 相 200V を既に敷設されている

分電盤から分岐し、分電盤を追加した。3/22に

設置を完了した。 

②Air ライン：工場 Airラインから Airを導入し、

増圧弁にて 1MPa まで昇圧してバッファタンク

に充填する。そこから精密レギュレータ+フィ

ルタを経て 0.9MPa の Air をレーザー加工機に

接続できるよう、3/28 までに装置を製作した。 

 

 

 

 

 

 

 

6)-1レーザー加工機用インフラ整備 

2019 年 5 月中旬に小型レーザー加工機が

導入されるのに併せて、3月に追加設置した

分電盤から装置までの配線接続を実施する。 

また 3月に製作した Airラインを工場 Airラ

インから装置までの接続を実施する。 

 

⑦事業推進管理 

（大研医器） 

 コンソーシアム定例会議 

推進に伴う全体会議を実施する。 

2019年 1 月下旬、2月中旬に実施 

 

 伴走コンサル 

次年度に向けての契約内容を検討する。 

2019年 2 月末に実施 

 

 

 推進結果報告 

事業推進結果をまとめ報告する。 

2019年 3 月末に実施 

▶ 

【進捗 80％：○】 

 

1)コンソーシアム定例会議 

今期の事業開始が 2/6 からであったため、期内

でのコンソーシアム定例会議は実施できなかっ

た。 

 

2)伴走コンサル 

次年度の計画内容精査のため、2/28 に第 2 回伴

走コンサルに参加した。次年度の計画内容につい

て AMED 及び有識者から指摘事項をいただき、複

数回の修正を実施した。 

 

3)推進結果報告 

代表機関、分担機関の推進状況について、開発

進捗・経費推進進捗を 3/29 までに個々に確認し

た。 

▶ 

 

 

1)コンソーシアム定例会議 

2019 年度は 4 回/年のコンソーシアム定例

会議を実施し、進捗状況の共有化を図る。 

 

 

2)伴走コンサル 

AMED及び有識者による伴走コンサルを2回

/年実施していただき、主に薬事、知財、販売

に関する意見をいただく。 

 

 

3)推進結果報告 

最終事業年度であり、事業の成果報告を取

りまとめて 2020年 5月に報告書を提出する。 
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(4) 2018年度の到達点（総括） 

1. 短い事業期間ではあったが、スケジュール管理、外注先管理を厳格に行って、2019 年度に実施するための以下の準備を予定通り完了した。 

① 認定臨床研究審査委員会に向けた必要書類の作成。 

② □120mm ワーク接合に向けた拡散接合炉の改造。 

③ □120mm ワークの設計試作と、接合に使用するセパレータ、グラファイトシート、カーボンブロックの製作。 

④ レーザー加工機用インフラ整備。（分電盤追加、Air 増圧ライン製作） 
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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。、 ○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。 △一部
海外に対する戦略は明確になっていますか。 △一部
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 

 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・アロイで構成したこ

とについてはうまく機能した。事業を進めるのにエス・エス・アロイの補助事業分担者が 1 名であっ

たことは開発の作業負担が偏る結果となった。補助事業分担者を 2 名ないしは 3 名にて進めるべきで

あったと思われる。 

 

 事業の進め方 

事業推進開始が 2019年 2月 6日からであったため、事業推進の余裕がなく、ぎりぎりの推進だった。

審査結果受領から交付決定までの期間において、計画書策定の十分な精査を実施機関及び分担機関内

で行ってから計画書提出を行い、複数回の修正作業を減らすべきであったと思われる。 

 

 その他 

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 

特になし。 

 

(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 [第 1 回伴走コンサル] 

以前の医工連携事業化推進事業の成果品は上市されている

か？ 

 

 

 

2019 年 4 月に薬事申請、1 年後に上市のスケジュールで進んで

いる。現状の市場調査結果から、当初考えている以上の生産能力

が必要になると予想される。当初の生産量を量産するのは可能だ

が、必要となる使用量には大型で均熱化の手段を備えた設備が必

要となるため、その部分の開発を本テーマで進める。 

[第 2 回伴走コンサル] 

大量生産技術を開発した後、2020 年 4 月以降に”一変”として薬

事申請を行うのか？あるいは 2019 年 9 月に、CE マークで海外

薬事申請を行うということか？ 

2014 年～2016 年度に推進した医工連携事業の結果を基に量産

設計した製品を、大研医器の事業推進として国内薬事申請するも

のであり、2020 年 4 月以降に”一変”を前提とした薬事申請を行

う可能性はある。 

[第 2 回伴走コンサル] 

本テーマに臨床研究が必要か？ 

 

医療費削減が大きな目的であり、それを達成するためには国内

外で 100 万セット/年以上の販売を確保、維持できれば可能と予

想するので、海外での販売も視野に入れる。海外薬事申請におい

ては臨床評価が必要であるため、その評価を臨床研究にて実施す

る。 

知財 [第 1 回伴走コンサル] 

なし 

 

[第 2 回伴走コンサル] 

なし 

 

技術・評価 [第 1 回伴走コンサル] 

大量生産化に伴う歩留まりはどうなるか？ 

 

初期の評価では大型化によって50%程度まで歩留まりが落ちる

と考えるので、均熱化を実現できるいくつかの方策を開発要素と

して実施して、歩留まりを 90%以上にする計画である。 

[第 2 回伴走コンサル] 

リスクマネジメントができているか？ 

製品に対するリスクマネジメントは行っているが、このテーマ

推進に対してのリスクマネジメントは行っていない。作るものが

同一である場合、設備について QMS の審査では問われない。材

料や設計自体が変わる場合は適用される。設計監理はきちんと社

内で行っている。 

そ の 他 事 業

化全般 

[第 1 回伴走コンサル] 

以前行った医工連携事業化推進事業テーマと今回のテーマは重複

大量生産を進めていくために、現状のサイズでは生産量が少な

い。面積を 4 倍、積層セット数を 4 倍に増やすことで大量生産に
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領域 指摘事項 対応 

しているようにみえるが、臨床研究が目的か？開発要素はあるの

か？ 

 

寄与させたいが、接合に関して熱影響が大きいため、均熱化の方

法を本開発にて実施する。 

[第 1 回伴走コンサル] 

海外事業展開について進めてほしい。 

 

既に海外での事業展開を考えてマーケッティングを実施して

いる。今週開催されるドイツ MEDICA への出展をしており、

その反響を確認して進める。 

 

(5) 採択条件への対応状況 

採択条件 対応状況 

“医療費削減効果”の提案であるが、増産の目的が海外市場参入であるの

で、海外展開の事業計画を策定する必要がある。（2018/12/11 付 審査結果） 

海外市場参入も考慮して計画書内に海外薬事申請スケジュール及び投資計画

案を記載した。 

 

  



 

25 

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 

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、岡山大学が主体となり実施計画案を作成し、2019 年度に臨床試験を含む臨床研究を実施する。 

 

(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認定臨床研究審査委員会実施 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 6 月頃に認定

臨床研究審査委員会を行い、計画内容を認定してもらう。 

②臨床試験実施 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 2019年 7月～2020年 1月までに臨床試験を実施する。 

③臨床試験結果の分析、データまとめ 岡山大学 臨床試験データを整理・評価し、2020年 2月までに結果をまとめる。 

④ホットウォール製作 エス・エス・アロイ ヒータを内蔵するホットウォール（断熱壁）を 2019 年 6月末までに製作し、接合炉

内に設置する。 

⑤ホットウォールヒータ制御、冷却水

制御ソフトウェア製作 

エス・エス・アロイ 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

ルヒータ及び冷却水流量を制御するソフトウェアを 2019年 6月末までに制作する。 

⑥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 2019年 5月下旬までに導入し、切断条件を決定する。

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るため。 

⑦接合炉内均熱化実験 大研医器、エス・エス・

アロイ 

大研医器は、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。 

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。 

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。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 

大研医器株式会社 技術本部開発部ポンプ PJ 

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 2-6-2 

電話: 0725-51-2134 / FAX: 0725-54-3862 

 

 


