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1. 事業の概要 

既存心臓修復パッチを使用する手術で生じる再手術を回避するには、自己組織に置換され、かつ伸長

可能な心臓修復パッチが求められている。特に、小児では再手術がもたらす生命の危機および経済的負

担が一生涯続くため、解決しなければならない喫緊の課題である。 

本事業では、非吸収素材と吸収素材を独自のシミュレーション技術とそれを実現する編み技術により

全く新たな心臓修復パッチを製品化し、課題の解決と事業化を目指す。 

 

自己組織に置換され、伸長する心臓修復パッチの開発

患者の成長に合わせて伸長するメディカルテキスタイル
帝人(株) 、帝人ファーマ(株) 、福井経編興業(株)、(学）大阪医科薬科大学

H26-012

体内埋込後に、成長に合わせて伸長するパッチ

小児心臓手術に適した材料が必要

福井経編：高度な経編技術を医療で活かす

 小児心臓手術後、患児の心臓が成長して行く一方
でパッチのサイズは一定のままで伸長しないため、
パッチ移植部に狭窄が発生することがある。

 現行品はサイズが拡大できないばかりか、劣化等
の課題があるePTFE、および生体由来（ウシ、ウ
マ）を原材料とする輸入品のみである。

 体内埋込後に、心臓の成長に合わせて伸長でき
るパッチを開発する。

 植え込まれたパッチが、徐々に生体に吸収・置換
され自己組織が再生される材料を開発し、現行品
の課題を克服する。

Class IV
（想定）

70年の長きにわたって培ってきた業界をリードする経編技術
を活かし、伸長可能な心臓修復パッチを開発。心臓修復パッ
チ実用化の後には、伸長性が求められている他の医療材料
に展開、さらに、日本発のユニークな製品として海外展開を目
指す。

図１

図2

平成29（2017）年2月時点

パッチ（試作品）が伸長する様子

製品特長のイメージ：手術後に、心臓
の成長に合わせてパッチが伸長可能

 

外注

医療機関

大阪医科大学病院
• ニーズの提供
• 臨床エビデンスの構築
• 臨床研究の実施
• 開発パッチの導入・普及

平成29（2017）年2月時点

委託事業実施体制

申請

医薬品医療機器総合機構
（PMDA）

承認
認証

製造企業

福井経編興業(株)
• パッチの設計・製造
• 経編技術の提供
• パッチ部品の供給
• 生産プロセスの確立

中

SL

アドバイザー

関西大学
• 素材の物性評価

品質試験・生物学
的安全性評価機関

研究機関

大阪医科大学
•基盤研究
•技術シーズの提供

•動物移植実験（非臨床試
験）による評価

事業管理機関

製販企業

帝人グループ
帝人（株）

帝人ファーマ(株)
第一種製造販売業

[13B1X00059]
• 製品化・事業化
• 知財のとりまとめ
• 薬事申請
• 品質保証体制の構築
• 販売体制の構築
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1.1 事業の目的 

我が国における心臓大血管手術数は年々増加傾向にある。日本胸部外科学会の学術調査報告によると、

1986年に約 20,000件の手術数が 2010年では約 60,000件と大きく増加している。成人・小児に関わらず、

多くは人工の手術材料の移植に依存した手術が行われているが、人工の手術材料は感染を生じやすいた

め、“非常に感染に弱い-細菌感染巣になりやすい”という決定的な弱点がある。 

手術材料の感染では、敗血症や多臓器不全等の重篤な合併症の発生による死亡率が高く、その治療に

対して投入する医療費と労力は莫大である。この感染を回避・治療する目的で、欧米ではホモグラフト

（ヒト死体から採取して凍結保存した大動脈弁や動脈）が用いられるが、わが国ではその供給体制は無

い。また自己の心膜をグルタールアルデヒドで処理したものを心臓修復パッチとして使用する場合では、

強度や量が限られている。 

また、小児の心臓手術では、心臓内の解剖学的異常を修復するために人工物である心臓修復パッチが

移植され、体内に長く留まる。小児では身体の成長に伴って心臓のサイズも大きくなり、心臓弁の弁輪

径（直径）では生後 2～3 か月から 20 歳までにおおむね 2 倍となる。よって、移植された心臓修復パッ

チも伸長することが望ましい。しかし現在我が国で入手可能で保険償還される既存製品は、生体由来（ウ

シ、ウマの心膜）と ePTFE（ポリ四フッ化エチレン）を原材料とするものに限られており、この小児の特

性を加味した”成長に合わせて伸長する”という機能を有しない。このため、成長期や成人期に心臓修

復パッチ移植部に再狭窄等の問題が発生し、心臓カテーテルによるバルーン拡張やパッチ交換の再手術

が必要となる。 

現在、使用可能な心臓血管手術材料の殆どは輸入品である。製造国の事情（規制・制度の変更により

製造中止になる等）により入手困難な状況が発生すると、日常での診療が滞る場合がある。 

上記の課題から、体内移植後に感染の危険性が少なく、小児領域では体内移植後に身体の成長に合わ

せてサイズが伸長する既存製品には無い性能を持った新しい心臓修復パッチが求められている。さらに、

安定供給が可能で、かつ特殊な処理、保存条件、使用方法を必要とせず、だれもが容易に使用できるよ

うな配慮も求められている。 

そこで本事業では、吸収素材と非吸収素材を独自のシミュレーション技術とそれを実現する編み技術

により、全く新たな心臓修復パッチを開発する。吸収部分が消失し自己組織に置換され、非吸収部分が

強度を保ち伸長する。よって本パッチは成長に合わせて伸長する機能を有し、かつ強度を保つための人

工物の残存を最低限におさえることで感染に強い機能を有することが期待できる。本パッチの作製にお

いては、新規素材を導入する際の開発リスクを減らすため、既に医療材料で使用されている素材を使い

早期商品化を目指す。 

国内市場については、平成 32 年 11 月に薬事申請を行い、平成 33 年 11 月に上市を目指す。また、海

外市場（米国、欧州、アジア）については、特に市場の大きな米国への参入を優先して検討する。平成

33年 4月に米国に薬事申請を行い、平成 34年 4月に米国上市を目指す。 

 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：学校法人大阪医科薬科大学 大阪医科大学 

PL： 荒尾 健太郎（帝人株式会社） 

SL： 髙木 義秀（福井経編興業株式会社） 

共同体： ①福井経編興業株式会社 

  ②帝人株式会社 

  ③帝人ファーマ株式会社 
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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 Ⅳ 

製品名 心臓修復パッチ 分類名称（一般的名称） 新医療機器のため該当名称無し 

対象疾患 心臓手術 届出／認証／承認 承認 

想定される販売先 医療機関（病院） 新／改良／後発 新医療機器 

使用目的又は効果 
小児心臓手術時、必要な大きさ・形に切り取り、周囲の血管壁に縫合することで、血管壁の

補綴に用いる。 

薬事申請予定者 帝人ファーマ株式会社 医療機器製造販売業許可 種別 13B1X00059 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

福井経編興業株式会社 医療機器製造業許可 取得予定 

 業許可  

 業許可  

 2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  米国、次に欧州、アジア 

薬事申請時期 平成 32（2020）年 11 月 平成 33（2021）年 4 月 

上市時期 平成 33（2021）年 11 月 平成 34（2022）年 4 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） 8 億円／年（平成 36（2024）年時点） 46 億円／年（平成 37（2025）年時点） 

想定シェア（上市後 3年目） 非公開 非公開 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

本事業では、小児心臓手術での医療ニーズに応えるため、身体の成長に合わせて伸長できる心臓修復

パッチの開発・実用化を目指す。 

小児心臓手術では、術後に心臓が成長するため、従来よく用いられている製品（ePTFEシート）では、

成長につれてシートと周辺部位の大きさに齟齬が生じて、再狭窄等が起きることがある。 

そこで、本事業での開発品は、成長に合わせて伸長できる医療材料として、従来の心臓修復パッチに

要求される性能（生体適合性、強度 等）に加えて、以下の特性を製品に付与することを目指す。 

① 身体の成長に合わせて伸長できる特徴を有する。 

② 自然な自己組織の再生を妨げないようにする。 

また、ePTFEシート以外で用いられることのある生体由来製品では、特殊な処理、保存条件を必要とす

るが、今回開発する製品は特殊処理、低温保管などを必要としない、医療現場において容易に使用でき

る製品を目指す。 

製品に付与する特性を図 1 に示す。イメージ（図） 

 

 

 

 

     

 

 

 

       

図 1 製品に付与する特性のイメージ 
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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 

・ 一次ユーザー：心臓血管外科医（本製品の使用者－使用感、安全性、科学性を重視） 

・ 二次（エンド）ユーザー：患者（本製品による直接の利益享受者－再手術等の危険性が無いこと

を重視） 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

既存製品で心臓血管パッチとして使用される医療材料は、薬事における承認区分としての差異はある

ものの、すべて特定保険医療材料「099 組織代用人工繊維布」の機能区分③「心血管系用・心血管修復パ

ッチ」で保険償還されている。これは、この「分野―機能区分」では、最も高額なパッチであるが、現

在は、ePTFE もしくは生体由来材料（ウシ、ウマ）に限定されており、その償還価格は 1,320 円/cm2 で

ある。 

本製品は、薬事承認を取得し、既存製品と同様の保険区分（特定保険医療材料）での保険償還を獲得

し、国内市場に参入する。 

現在の我が国における既存パッチ製品（ePTFEおよびウシ・ウマパッチ）の市場は、矢野経済研究所に

よると、平成 25 年（2013 年）度は推定約 6.6 億円となっている。平成 36 年（2024 年）度（上市後 3

年目）は今後の市場拡大と保険点数切り下げの両面による影響で、微増の 8 億円の市場と推定する。 

 
 

(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 

 ① 競合企業は誰か。 

・ W. L. Gore & Associates, Inc.（米国企業、日本支社：日本ゴア（株）） 

・ Edwards Lifesciences Corporation（米国企業、日本支社：エドワーズライフサイエンス（株）） 

 

 ② 競合商品は何か。 

・ ゴアテックス ePTFEパッチ II（日本ゴア）—我が国における心臓修復用パッチでのシェアナンバー

ワン（競合として最強） 

・ ウシ心のう膜パッチ、ウマ心のう膜パッチ（エドワーズライフサイエンス）—成人と小児領域共に、

使用数自体は減少傾向 

 

 ③ 市場獲得のための障壁は何か。 

○既存製品と比較し、中・長期的な臨床成績の非劣性および向上を示すデータの獲得 

○医師および学会からの賛同、支援 

○循環器系医療機器・材料に特異的な流通・販売網－医師・病院・地域毎に大手ディーラーと専門卸

（全国に約 4,000 社）がすみ分けしている（例：ePTFEパッチは専門卸が大手ディーラー2 社より仕 

入れて販売） 

○競合分析にあたり、国内既存製品と競合が予想される海外製品との本開発製品の比較を表(次ページ) 

に示す。 
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 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） 

 ① 競合商品に対する差別化ポイントは何か 

 現在主に用いられている製品と比較して、同等以上の長期埋植時の安全性を有し、且つ、縫合時の

針穴からの血液漏れが少ない。 

 縫合時の材の一部が段階的に自己組織に置換され正常に近い組織が再生する。 

 更に、組織の成長を阻害しない伸長性を有する。 

 これらの特徴により、従来不可避であった人工物による重症の感染、再手術の頻度軽減が期待され

る。 

 

平成 26 年度、27 年度の取り組みの成果として、パッチの基本設計を完了、従来広く使用されている

ePTFEシートよりも針穴漏れを抑えることのできる試作品を開発した。 

 

また、動物試験において、これまでの競合品と比較して良好な埋植後の組織再生を静脈系・動脈系のい

ずれにおいても確認できた。静脈系・動脈系のいずれにおいても、従来品と比較して、炎症反応が軽微、

縫合部周辺と連続的な血管内膜形成が見られる、人工材料内への再生組織の浸潤が見られる、といった

特徴が見られた。 

下図に、イヌ下行大動脈への埋植時外観（左端）、及び、3 ヶ月後の外観（中央）、血管内壁の様子を示

す。縫合部周辺との連続的な血管内膜形成が見られた。 
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また、3 か月後の切片観察の結果を下に示す。パッチの繊維間に組織浸潤が見られた。 

  

 
 

 ②  本事業としての優位性はどれくらいか 

＜技術・製品面における優位性＞  

 身体の成長に合わせてサイズが伸長するパッチは現在市場に存在しない。本心臓修復パッチは伸長

が必要な患者のほぼすべてにおいて適用できる。 

 また、伸長が必要でない患者においても、優位性を示すと考える。 

 本品は日本製であり、品質を重視する日本の医師には受け入れられやすく、さらなる市場獲得も期

待できる。 

 現時点で調べうる限り、本提案医療機器の開発・製品化への障壁となる成立先行特許は確認されて

いない。また、”心臓修復パッチ“という用途において生体内埋植後に大きさが拡大するという他に

はない効果を達成するため、最先端の編立技術を応用した新たな発明を特許化し、他社参入の障壁

を築くことが可能である。平成 27 年度、基本特許を出願した。平成 28 年度中に海外（PCT）出願

した。今後も権利化に向けてのアクションを推進していく。 

 

 

＜事業的優位性＞ 

帝人株式会社の子会社での販売を予定している。 

製造販売に関しては平成２９年度設立予定の帝人メディカルテクノロジー（株）も新たにビジネス体

制に加えて進めていく。 

  



 

7 

1.4 上市（投資回収）に至るまでのプロセス（事業計画） 

(1) 委託期間後を含めた事業計画の概要 

平成 30 年（2018 年）度後半の治験開始、平成 33 年（2021 年）度中の承認取得を目標として、コンソ

ーシアムメンバーの帝人（株）、福井経編興業(株)、大阪医科大学の協力体制を維持して事業化を推進し

ていく。 

 

 1) 投資回収計画 

平成 30 年（2018 年）度後半の治験開始、平成 33 年（2021 年）度中の承認取得を目標として開発を

進めている。 

「委託期間後を含めた事業計画の概要」に記載した計画を踏まえて投資回収計画を記載した（数値は

非公開）。 

●国内投資回収計画（～平成 35 年）支出額(委託費、自己負担費用)、国内売上高、国内販売数量 

●海外投資回収計画（～平成 35 年）支出額(委託費、自己負担費用)、海外売上高、海外販売数量 

●国内・海外合計投資回収計画 

 

（注）投資回収計画は、平成 28 年（2016 年）末、製品コンセプト検証後に見直しを実施。 

（注）これまでに抽出された課題、製品の特性を考慮し短期計画を精査・再策定した。 

  

 

１）投資計画 

「(1) 委託期間後を含めた事業計画の概要」に記載した計画を踏まえて投資計画を記載した（数

値は非公開）。 

●開発投資（～平成 35 年）費用 

●自己負担開発費用 

●委託事業終了後の費用  

 

２）回収計画 

以下の点に基づき回収計画を策定し、投資回収が可能であることを試算した（数値は非公 

開） 

●日本における既存製品の市場規模は約 7 億円、米国では約 40 億円程度と推察している。 

●これまで適切な材料が無く、手術時に人工材料を使用していなかった患者への適用も進

むと考えられ、新たな市場創造につながることを期待している。 

 

 

 

1.5 事業化に向けた検討結果 

(1) ビジネススキームの特長 

 1) 売れ続けるためのビジネスの”仕組み”   

上市後は、帝人グループ内の製造販売業を持つ企業で、営業インフラを活用して販売体制を構築する

ことを想定する。 

製造に関しては、福井経編興業(株)が製造業登録を実施して量産を行う想定である。 

大阪医科大学は、開発されたパッチの普及・知名度の向上に、アカデミアとしての立場から協力する。 

また、医療材料の領域においては、臨床での使用実績を積むことが、他用途での展開につながる。心

臓修復パッチで開発した素材を他の用途に適用することで、複数の製品を連続的に開発していく。 
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 2) ビジネス体制 

研究機関

大阪医科大学
• 開発パッチの普及

製造企業
医療機器製造業許可［予定］

福井経編興業(株)
• 心臓修復用パッチの設計・製造
• 経編技術の提供
• パッチ部品の供給
• 生産プロセスの確立
• 量産化・品質管理

中

上市後のビジネス体制

平成29（2017）年2月時点

新

１次
ディーラー

２次
ディーラー 海外

ディーラー

全国大学附属病院
地域基幹病院

• 心臓修復用パッチの普及

米国基幹病院
・心臓修復用
パッチの普及

顧客
（国内、米国）

海外子会社

製販企業

帝人グループ
帝人（株）

帝人ファーマ(株)
（第一種製造販売業[13B1X00059]）
帝人メディカルテクノロジー（株）＊

（＊平成２９年度設立予定）
• 製品化・事業化
• 学会、KOLへの紹介
• 知財のとりまとめ
• 薬事フォロー
• 品質保証、保守管理
• 販売
• アフターサービス

 

(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 薬事戦略相談(事前面談、平成 27 年（2015 年）5 月 26 日） 

開発品の概要を説明し、今後の進め方に関して協議した。 

 対面助言準備面談（平成 28 年（2016 年）8 月 30 日） 

薬事戦略相談として申し込みをしたが、企業主体の開発への移行が前提であるため、PMDAより企業

主体の医療機器開発前相談への切り替えを奨められた。 

 医療機器開発前相談対面助言（平成 29 年（2017 年）2 月 14 日） 

非臨床評価パッケージに関する相談を実施した。 

 2) 知財戦略検討状況 

 知財出願に向けての国内外の先行技術調査 

 知財出願に向けて、平成 26 年（2014 年）に国内知財調査を実施、引き続き平成 27 年（2015 年）

に海外知財調査を実施した。 

 知財出願 

 平成 28 年（2016 年）1 月に国内出願を実施した。平成 28 年（2016 年）6 月に知財補強のため、国

内追加出願を行った。 

引き続き、海外での権利化に向けて平成 29 年（2017 年）1 月に PCT 出願および台湾出願を実施した。 

 知財出願に向けて個別伴走コンサル（個別相談）を実施 

 平成 27 年（2015 年）10 月に知財に対する個別伴走コンサルを実施。当方より請求考案および構成

案を説明した。その内容をもとにアドバイスを頂いた。 
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 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

設計・試作プロセスを実施する中で、リスクの抽出・対応を行っている。 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

医療機器開発前相談にて、非臨床評価パッケージの相談を実施した。今後、治験プロトコルの策定、

PMDA 相談を実施する。 

 

 

 4) 販売戦略等 

 有識者調査、KOL ヒアリング、ユーザー評価 

有識者調査、KOL ヒアリングを実施した。また完成した試作品に関して、ユーザー評価を実施した。 

 

 説明ビデオの作成 

 研究開発のコンセプトを分かりやすく説明するため、帝人(株)が作成した動画を展示会等で活用した。 

 

 学会発表準備および学会発表 

大阪医科大学が主体となり、開発品への認知を高めるために、成果に基づく論文投稿・学会発表を

行った。 

・平成 28 年（2016 年）11 月 12 日～16 日に開催された米国心臓協会(AHA)ポスターセッションで

発表を行った。 

・平成 29 年（2017 年）3 月 1 日に第 47 回日本心臓血管外科学会（東京）、3 月 17 日に第 81 回日

本循環器学会(金沢)で発表した。 

 

 QMS 等の品質保証体制 

 新規参入である福井経編興業(株)での QMS 体制を構築した。構築にあたっては、個別伴走コンサル

で事前アドバイスを頂いた。  
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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 

①安全性を担保しうる非臨床評価法、及び臨床で

の症例数設計 

②臨床的な有効性（性能、術式適合を含む）確認

における非臨床評価と臨床試験の合理的な組

み立て 

③治験における必要症例数確保 

 

①PMDA 相談を活用して適切な評価パッケージを

早期に構築し実施 

②臨床的有用性評価における臨床試験パッケー

ジの、PMDA相談を活用した早期確定 

③大阪医科大学附属病院臨床研究センター等と

の協業による多施設臨床試験実施体制の構築 

知財 

①国内特許出願による権利確保 

②国際特許出願によるグローバルな権利確保 

 

①実験データを盛り込んで出願済知財の補強出

願を実施し、権利の拡充を図るとともに、出願

特許の権利化を目指す。 

②PCT 出願を行い、海外への事業展開に対応。 

技術 ・

評価 

①性能試験系の設定 

②生体適合性の評価 

③体内埋植後の挙動の評価 

①試験系の確立、競合品との比較 

②外部委託による生物学的安全性試験の実施 

③劣化品の強度試験の実施等 

その他

事業化

全般 

①事業性の確保（研究開発投資と事業利益のバラ

ンス） 

②営業販売網の構築 

③海外展開 

④競合品に対する優位性の確保 

①補助金等の活用による研究開発投資の抑制 

②帝人 G 内の既存営業インフラ活用 

③国内臨床データの海外薬事承認取得における

活用、海外提携探索 

④設計段階からの競合品ベンチマーキング 
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1.6 平成 28 年度委託事業の成果概要 

(1) 委託事業の事業概要 

平成 28年 3月までに最適化を完了したパッチの長期（6か月～1年）の非臨床有効性・安全性試験を実施した。大阪医科大学が、本品の臨床的な

価値を示すために重要である高圧系での評価、成長する動物での評価の評価法構築を行い、構築された評価に関し、帝人(株)が、症例数を蓄積し、

かつ、GLP準拠で試験を行えるよう、外部機関での試験実施を検討、移管した。並行して、基本製造プロセス検討、暫定規格の設定を行った。製造

プロセスのうち、主要構成部品である経編の製造は福井経編興業(株)が分担し、それ以外の部分は帝人(株)が主に分担した。暫定規格は、帝人(株)

が策定した。また、帝人(株)は、グループ内企業である帝人ファーマ(株)の協力の下、申請データパッケージ（理化学及び GLP試験項目策定）策定

を行い、必要な予備試験を実施した。 

上記研究開発の進捗に合わせて、大阪医科大学・帝人(株)は、開発ロードマップの明確化のため、薬事戦略相談の実施を検討した。申込みを行っ

たところ、PMDAより、帝人(株)が主体となった医療機器開発前相談への切り替えを打診されたため、事前面談、対面助言を実施した。 

また、大阪医科大学は、これまでの成果に基づき、学会等への認知を高めるために論文投稿・学会発表を行った。 

さらに、大阪医科大学、福井経編興業(株)、帝人(株)は共同で海外展開に備えて、PCT出願を実施、また、国内での権利補強のための出願を実施

した。  

(2) 委託事業終了時までに完成する試作品の概要 

試作品名 概要 

心臓修復パッチ 小児心臓手術での医療ニーズに応えるため、身体の成長に合わせて伸長できる心臓修復パッチを開発し実用化を目

指す。医療材料として、従来の心臓修復パッチに要求される性能（生体適合性、強度等）に加えて、以下の特性を製

品に付与することを目指す。 

①身体の成長に合わせて伸長できる特徴を有する。 

②自然な自己組織の再生を妨げないようにする。 

 

(3) 平成 28 年度の委託事業の成果と今後検討すべき課題 

平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  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非臨床有効性・安全性試験 

昨年度までの成果として、本品がパッチと

しての基本機能を備え、かつ動脈系／静脈系

双方において、良好な組織再生が期待できる

ことを示した。本年度は、本品の重要コンセ

プトを長期試験で確認するため、評価プロト

コルを構築、試験結果データの取得・解析を

実施することで、非臨床におけるコンセプト

証明を進める。 

▶ 

【進捗 100％：○ 】 

血管壁への埋植試験を立ち上げ、試作品で静脈

系・動脈系とも良好な内膜再生を確認した。薬事申

請に向けて信頼性保証下での実施体制を確立した。

また、埋植部位の経時的な評価系を立ち上げ、血行

動態評価を行った。評価期間中、肥厚等の有害な事

象は確認されなかった。 

▶ 

立ち上げた評価系を用いて、薬事申請用デー

タを取得する。 



 

12 

平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  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製造プロセス検討 

昨年度までにパッチの基本設計を完了し

た。本年度は、パッチの製造工程・条件を定

める。製造プロセスのうち、主要構成部品で

ある経編の製造は福井経編興業(株)が担当

し、パッチへの加工等は帝人(株)が主に担当

する。原材料受入・工程内検査も検討し、項

目・規格を設定する。 

基本工程を定める。 

非臨床試験への試験用サンプル供給（有効

性・安全性・品質規格検討）を行う。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

パッチを構成する繊維、経編の仕様を決定した。 

経編製造プロセスで必要となる、設備を補強、試

作品の製造を行った。安定性確保のために検討を追

加したが、製造プロセスを確立した。 

最終仕様の試作品でユーザー調査を実施した。 

 

 

▶ 

 

確立した製造プロセスで、以降の試作品を供

給する。 

治験製造・量産に向けての準備を進める。 

③暫定規格設定 

GLP 試験以降の品質を担保するための規格

設定を行う。治験・量産に向けて、これまで

開発中に行ってきた評価試験を基に、試験実

施を主に外部機関で対応できる体制を整え

る。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

製品試験における品質試験内容を決定し、規格値

を設定した。 
▶ 

確立した規格で、評価に供する試作品の品質

管理を行っていく。 

④申請データパッケージ検討 

品質・安全性評価パッケージの策定、臨床

開発計画の立案を行う。 

 

▶ 

【進捗 100％：○】 

安全性評価パッケージ案を策定した。必要な予備

試験を実施した。 
▶ 

GLP本試験を実施する。 

⑤プロモーション検討 

これまでの研究開発成果に基づき、早期か

らのマーケティングの一環として、次のこと

を行う。 

（ア）将来的な臨床開発・販売を円滑に進

めるためには、学会での認知が不可欠である。

大阪医科大学が主体となり、開発品への認知

を高めるために、これまでの成果に基づく論

文投稿・学会発表の準備を行う。 

（イ）提携探索、認知度の向上に向けて、

研究開発のコンセプトを分かりやすく説明す

るため、動画作成を検討する。 

 

 

 

▶ 

【進捗 100％：○】 

（ア） 

・国内および海外の主要な学会の日程・要旨提出

期限を確認。学会での公開に備えて、平成 28 年

(2016 年)6月 9 日に特許追加出願を行った。 

・平成 28 年（2016 年）11 月 12 日～16 日に開催

された米国心臓協会(AHA)ポスターセッションで

発表を行った。 

・平成 29 年（2017 年）3 月 1 日に第 47 回日本心

臓血管外科学会（東京）、3月 17 日に第 81 回日本

循環器学会(金沢)で発表した。 

 

（イ）コンセプト説明動画を作成済み。各種 

セミナーや展示会で活用中。 

▶ 

（ア）国内で 2017 年に開催される、第 53 回日

本小児循環器学会、第 70回日本胸部外科学会で

発表を行う予定。また海外で 2017年に開催され

る世界小児心臓病・心臓外科会議、欧州心臓・

胸部外科学会議等への発表に向けて応募準備を

実施する。 
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平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  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海外出願・国内追加出願 

昨年度、製品基本特許の国内出願を行った。

将来的な海外展開のための海外での特許出願

に備え、PCT 出願を行う。また、国内で知財

保護強化のための追加出願を行う。 
▶ 

【進捗 100％：〇】 

平成 28年（2016年）1月に国内出願を実施した。

その特許に関してデータ補強を行う国内追加出願計

画を策定、計画に従い、国内追加特許を平成 28 年

(2016 年)6月 9 日に出願した。 

海外への展開のために、追加データ補強を平成 28

年（2016年）11月までに実施した。この補強データ

を加え、平成 29 年（2017 年）1 月 13 日に PCT 出願

を実施した。合わせて台湾へ出願した。 

また海外出願準備のため英文翻訳を実施した。 

▶ 

今後は個別国ごとに出願する。（2018年 7月移

行期限） 

⑦薬事戦略相談 

研究開発の進捗に合わせて、開発ロードマ

ップの明確化のため、薬事戦略相談の実施を

検討する。昨年度までに事前面談を既に実施

しており、開発ロードマップを明確化、再度

事前面談で説明することを次段階とする旨、

合意しているので、それに沿って実施する。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

PMDAから、開発前相談対面助言実施を奨めると提

案を頂き、企業主体に切り替え、平成 28年(2016年)8

月 30 日に対面助言準備面談、平成 29 年(2017 年)2

月 14 日に対面助言を実施した。 

▶ 

 

⑧事業の管理・運営 

本プロジェクトを円滑に進めるため、大阪

医科大学が主体となり、プロジェクト構成員

相互の連絡調整、プロジェクト全体の事業の

運営及び管理を実施する。また大阪医科大学、

帝人(株)、福井経編興業(株)と共同して、伴

走コンサル、有識者委員会等への対応を図る

とともに、プロジェクト全体委員会の定期的

開催運営でプロジェクト内での情報交換を図

り、推進課題の共有化を図る。また必要な報

告書等のとりまとめを行う。 

▶ 

【進捗 90％：○】 

・第一回伴走コンサル向けて、進捗状況の確認、課

題整理、成果の確認を実施した。平成 28 年 5 月 25

日までに資料を提出した。 

・第二回伴走コンサルは辞退させて頂いたが、下記

2テーマに関しての個別伴走コンサルをお願いした。 

①品質安全性に関する個別伴走コンサル 

（平成 28年 7月 28日実施） 

②QMS に関する個別伴走コンサル 

（平成 28年 10 月 13日実施） 

・第三回伴走コンサルに向けて、進捗状況の確認、

課題整理、成果の確認を実施した。平成 28 年 11 月

25 日までに資料を提出し、平成 28年 12月 6日に伴

走コンサルを実施頂いた。 

・平成 29 年 3 月 17 日開催の終了評価に向けて対応

（課題整理、資料まとめ・提出等）した。 

・第 12回、第 13回、第 14回全体委員会を開催した。

プロジェクト各 PT からの報告を頂き、情報交換を図

るとともに、推進課題の共有化を図った。またオブ

▶ 

・「研究開発成果報告書」作成等への対応。 

 

・委託研究開発実績報告書作成および経費関係

に関する確定検査対応。 
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平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  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 

ザーバーとして、経済産業省、事業管理支援法人

（(株)三菱総合研究所）から参加頂き、情報共有を

図った。 

・必要に応じて PT 会議を実施した。 

・平成 28 年 12 月 9 日に経費関係の中間検査を実施

頂いた。 
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1.7 委託事業の振り返り 

(1) 委託事業の到達点（総括） 

当初目標の一つとして掲げていた治験開始には至らなかったが、これまで例の少なかった高圧系での

動物試験系構築と、そこでの試作品評価を行い、心・血管修復パッチとして高圧系・低圧系を問わず使

用しうる高いポテンシャルを有することが確認できた。 

また、開発した技術に関して、製品をカバーする基本特許の PCT 出願を計画通り実施した。 

11 月には海外学会（AHA）において採択されポスター発表を行った。 

当局申請に向けて PMDA と薬事戦略相談（事前面談）、医療機器開発前相談を実施し、今後、上市ま

での計画を明確にすることができた。 

事業終了後は、医工連携事業化推進事業での成果をベースに、コンソーシアムメンバーの帝人（株）

が主体となり、福井経編興業(株)が製造で参画、大阪医科大学 根本教授の専門的助言を得て、事業化に

向けての開発を継続して積極的に進めていく。 

 

領域 終了評価で特にアピールしたい点 

薬事 
薬事戦略相談のみならず、開発企業主体の医療機器開発前相談実施に漕ぎ着けた。今後の開

発に関して具体的な内容の相談を行い、今後の開発要件、及び計画を明確にすることができた。 

知財 

基本特許を平成 28 年 1月に出願し、さらに、拡充を図るべく実験データを追加した特許を平

成 28 年 6 月に出願した。これらに基づき平成 29 年 1 月には PCT 出願を実施した。製品の差別

化につながる新規性・進歩性の高い技術開発を所定の期間内に終了し、かつ、それらをカバー

する特許を広い範囲で取得するための出願ができた。 

技術・評価 

個別の伴走コンサルを活用しつつ、着実に技術開発を進める事が出来た。事業期間内で技術

開発・仕様を固められたのみならず、必要な評価系の検討も終了し、薬事申請に用いるデータ

取得が可能な環境を整える事が出来た。 

新規参入である福井経編興業株式会社も、本事業を活用して、医療材料に経編を供給できる

品質保証体制整備、ハード面の整備を進める事が出来た。 

その他事業

化全般 

大阪医科大学、福井経編興業(株)、帝人(株)から成るコンソーシアム全体で、協調してプロ

ジェクトを進める事で、新規性の高いインプラントであるにもかかわらず、3 年弱という短い期

間で開発全体の道筋をつける事が出来た。 

KOL、PMDA等からもポジティブな期待を伺っていることは、今後の開発に好材料である。 

 

 

(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 

新規性の高いインプラントは、通例、10 年程度、もしくはそれ以上の開発期間を要する。目標のひと

つであった治験実施には至らなかったものの、既に、製品仕様を定め、評価パッケージも明確になった

ため、今後は薬事申請のためのデータ取得に専念できる状況である。 

一方で、特許は基礎技術である経編のみならず、事業実施中に開発した後加工も含めて国際出願して

おり、当初想定を上回る範囲で、製品全体をカバーした権利確保が期待される。 

また、海外での学会発表、国内 KOL へのヒアリング等を通じた製品への反応は良好であり、上市後は

医療界の高い期待が売上に反映されることが期待される。 

なお、特筆すべきこととして、本開発への取材をベースにした小説・テレビドラマが公表されたこと
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で、先進的な医療機器開発に、専門外の人々が目を向け、一般の認知度を高めることができた。 

これらを総合的に勘案し、さらに、今後の具体的な開発の枠組み・計画も定まっていることから、当

初目標に関して形式的に未達部分はあったものの、想定以上の成果を得た部分も多くあり、当初目標を

達成できたと考える。 

 

(3) チェックリストによる自己評価結果 

 
 

(4) 委託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 

帝人(株)（PL）、帝人ファーマ(株)、福井経編興業(株)（SL）、大阪医科大学の事業体制で、それぞ

れの役割を明確にして事業を進めることができた。また帝人(株)、福井経編興業(株)の経営層が

PL,SL を担当し、トップ主導で進めていくことができたため、事業期間中に、各社で本事業の進行

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。 ×不十分
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。 ×不十分
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。 △一部
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。 △一部
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。 △一部

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 △一部
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。 △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。 ○十分
当該製品に必要な先行特許についてはライセンス等で使用できるようになっていますか。 該当せず
開発後の特許調査についても実施することになっていますか。 ○十分

コア技術に関して、どのように保護するか（権利化／ブラックボックス）は明確になっていますか。 ○十分
権利化に必要な新規性だけではなく進歩性が明確になっていますか。 ○十分
必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。 ○十分
意匠等の他の産業財産権について検討していますか。 △一部
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。 △一部
当該製品の供給（生産、物流）体制は明確になっていますか。 △一部
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。 ×不十分
QMS等の品質保証体制が明確になっていますか。 △一部
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。 △一部
十分な収益性が得られることが明確になっていますか。 △一部
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。 △一部

事業
収支

その他

市場

基本
戦略

開発
戦略

薬事

知的
財産

販売・
物流



 

17 

とタイミングを合わせて事業化への準備を進めることができた。異業種からの参入である福井経編

興業（株）は本年度 ISO13485 認証取得予定であり、また、事業期間中に帝人(株)は埋め込み型医

療機器事業に参入した。 

 

 2) 事業の進め方 

・事業管理支援法人「㈱三菱総合研究所」と相談させて頂き、伴走コンサルに加え、事業を進めるう

えで重要なポイントで、個別コンサル（知財、品質、QMS、市場評価）による支援を活用したため、

着実に事業を進める事ができた。事業推進においては事業管理支援法人「㈱三菱総合研究所」との

連携を密にさせて頂いた。 

・全体委員会には事業管理支援法人㈱三菱総合研究所を窓口に経済産業省、国立研究開発法人 日本

医療研究開発機構にも声をかけて頂き参加頂いた。事業の推進状況と課題を理解頂くとともに、適

切なコメントも頂き、事業を大変スムーズに進めることができた。特に、開発計画変更にあたって

は、テーマ状況や課題がある程度共有されていたため、伴走コンサルでの議論等が円滑に実施でき

た。 

・プロジェクトの中で、技術、薬事、知財、販売、（品質）と実務担当チーム（PT）を構成し、それ

ぞれリーダ、サブリーダを決めて推進主体を明確にした。開始当初は全体委員会での方向付けを丁

寧に実施してコンソーシアムの意思統一を図り、2 年目以降は実務主体にシフトするため PT 毎の

分科会比率を増やして効率的な運営を心掛けた。結果、連携を密に保ちつつ、成果を上げる事が出

来た。 

 

 3) その他 

特になし。 
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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 

変更なし   

機器スペック・

ビジネスモデル 

手術時の使用性に関しては、従来品と同等

であることを目標としていた。 

開発した後加工技術により、針孔漏れを抑

制できることが分かったため、針孔漏れの少

なさも本品の特徴として開発を進めた。 

左記のとおり 

事業化体制 変更なし   

事業化計画（開

発･薬事・上市

スケジュール） 

非臨床コンセプト検証として、過去の論文

報告の方法で試験を実施する予定であった。 

試験プロトコルを改良することとした。 

また、薬事戦略相談事前面談、医療機器開

発前相談対面助言準備面談等を行って非臨

床評価パッケージの整理を実施し開発計画

を見直した。（平成 27 年度の伴走コンサル・

継続審査の際、計画変更を報告） 

動脈系（高圧系）、静脈系（低圧系）のい

ずれにおいても使用できる性能を確認する

ため、動物試験で質の高い評価を行う必要が

あるが、過去に報告のあった試験方法（術式）

では、手術負荷による動物の状態への影響が

大きく、製品評価には不十分であると判明し

た。そこで、術式改良で手術負荷を下げ、妥

当な製品評価ができる系にした。 

さらに、薬事申請のための評価パッケージ

検討を反映させて、計画を変更した。 

 

 

(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 上市に早く出せるように、臨床試験の短縮をはかること。PMDA

と試験に関してよく相談して欲しい。 

PMDA との相談事項とする。 

動物実験の観察期間の妥当性をよく相談して欲しい。 PMDA での相談事項とする。 

知財 特になし  

技術・評価   

開発段階と量産とで、原材料は差がないことが大事である。 開発段階、本生産で品質に違いのないものを手配する。 

埋植後存在する期間を見るべきでは。 継時的データを取って評価する。 

その他事業

化全般 

市場性として心臓パッチに対して、人工弁、人工血管のマーケット

は大きいので、狙ってはどうか？ 

まず一つのパーツを仕上げてから、展開を広げていくことを考え

た。今後海外展開も含め、長期的な視点で取り組んでいく。 
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(7) 採択・継続条件への対応状況 

採択条件 対応状況 

なし  

 

 

1.8 平成 29 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

平成 30 年度 治験準備・治験開始 

平成 32 年度 治験完了・薬事申請 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 

学校法人大阪医科薬科大学 大阪医科大学 研究推進課 

〒569-8686 大阪府高槻市大学町 2番 7号 

電話: 072-684-7141 / FAX: 072-684-7210 / E-mail: sangakukan@osaka-med.ac.jp 


