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1. 事業の概要 

医療現場では手術前の利用機器の滅菌から感染症予防まで滅菌は基本的要求事項となっている。しか

し、現状の各種滅菌装置はそれぞれ耐熱性、使用効率、安全性等に各々の課題がある。また、上記課題

を有しない装置は極めて高価で十分な普及にいたっていない。 

本事業では、日本発のファインバブル技術を応用し、オゾンを封入したオゾンファインバブルを滅菌

液として使用する。温度は常温で滅菌後は水と酸素になるため、有害物質使用、対象器具の耐熱性制約

がない。構造がシンプルなため安価で供給でき、今まで購入できなかったユーザーへの普及が可能とな

る。 

 

 

相談

申請

医療機関

東京大学医学部
附属病院感染制御部
・滅菌評価方法アドバイス
・装置改善への提言
・医療現場における評価

製販企業、製造企業
･第二種製造販売業[13B2X10035]
・製造業許可 19BZ200001

ヤマト科学(株)
・事業化計画、薬事、知財とりまとめ
・販売戦略立案・実行
・製品システムアップ/総合評価

医薬品医療機器総合機構
（PMDA）

助言

承認

顧客
（国内）

医工連携支援機関

(一社)ファインバブル産業会
• 事業の管理、運営

研究機関

国立研究開発法人
産業技術総合研究所
・作業者、被滅菌物への安全性評価
・ヒト皮膚、医療器具への影響評価
・器具狭隘部への作用有効性評価

代表機関

中

ものづくり中小企業

株式会社富喜製作所
・バブル発生装置製作、改良
・使用条件最適化

平成29（2017）年3月時点

SL

委託事業実施体制

PL

中

医療機器販売店
サンメディックス㈱ 他

 
  

ファインバブル利用による滅菌装置の開発（採択事業名）

ファインバブル技術による安全、簡便、低コストの滅菌装置の開発
ヤマト科学株式会社、株式会社富喜製作所、国立研究開発法人産業技術総合研究所、東京大学医学部附属病院

H27-056

日本発のファインバブル技術による滅菌装置

安全性、コスト等の両立が困難な現在の滅菌装置

ヤマト科学株式会社：株式会社富喜製作所

 医療現場では手術前の利用機器の滅菌から感染
症予防まで滅菌は基本的要求事項となっている。

 しかし、現状の各種滅菌装置はそれぞれ耐熱性、
使用効率、安全性等に各々の課題がある。

 また、上記課題を有しない装置は極めて高価で十
分な普及にいたっていない。

 オゾンを封入したオゾンファインバブルを滅菌液と
して使用する。

 温度は常温で滅菌後は水と酸素になるため、有害
物質使用、対象器具の耐熱性制約がない。

 構造がシンプルなため安価で供給でき、今まで購
入できなかったユーザーへの普及が可能となる

Class Ⅱ
（想定）

医療器具製造販売業で各種滅菌装置製造の経験持つヤマト
科学と、30年のファインバブルの実績を持つ株式会社富喜製
作所のものづくり中小企業2社がファインバブル産業会傘下の
研究機関の技術的支援の元に展開。

装置イメージ

平成29（2017）年1月時点

滅菌

チャンバー

ファインバブル

発生部

ファインバブルの特徴
界面活性、生理活性、酸化維持

滅菌槽



 

2 

1.1 事業の目的 

１）医療現場での課題 

医療現場では、手術等に際しての医療器具等の利用前の滅菌、術中の感染症予防に至るまで、滅菌は

基本的要求事項となっている。 

しかし、この要求に対応するための医療機器である滅菌装置は多くの課題を抱えている。 

現在、最も普及している「高圧蒸気滅菌装置」は滅菌過程が 100℃以上の高温となるため耐熱性の無い

器具は使用できない他、耐熱性の器具の滅菌に際しても降温に時間がかかり、医療器具の使用効率が悪

いことが課題となっている。また、これに次いで普及率が高い「エチレン酸化ガス（EOG）滅菌装置」は、

利用する EOGが人体への毒性・発がん性を有するとの報告があり、過去 10年間で年間販売台数が半減す

るなど将来的にも市場規模が縮小する事が見込まれる。更に、「低温プラズマ滅菌装置」は、低温滅菌で

耐熱性の無い器具の滅菌が可能でかつ安全性にも優れており、これら課題を有さないものの、安価な製

品でも 1,000 万円程度と価格が高く、価格面が普及の障害となっており、特に中小規模の医療機関での

導入へのバリアが大きいなど現状の滅菌装置は各種の課題を有する。 

また、減菌装置の操作に関しては専従者のいる医療機関もあるが、看護師等が本来業務の時間を割い

て行っている場合も多い。 

このため、滅菌プロセスや操作が簡易で、有毒ガス等の利用が不要かつ価格面での課題も少ない、新

たな滅菌装置の開発が待たれているのが現状である。 

 

２）医療現場のニーズ 

滅菌装置は、手術用、診察用をはじめとして様々な場所で利用される他、利用形態も病院の規模等に

応じて、病院全体の機器を取り扱う中央材料室での利用や個別の診療科にての利用など非常に広範なも

のとなっており、様々な医療従事者が扱うため、高温にならない事や有害物質の取り扱いを必用としな

いなど基本的安全性、および簡便な操作性に対するニーズも大きい。 

また、医療現場で減菌装置を扱っていく場合、簡素な操作性に対するニーズも大きい。 

更に、予算面での制約も大きく、現場ニーズとしては、低温プラズマ滅菌装置の半額程度で高圧蒸気

滅菌装置より安価に設定する事が望ましい。 

 

３）解決策：ファインバブル技術利用による滅菌装置の開発 

以上の様な医療現場での課題を解決し、ニーズに対応する方策として、近年、我が国初の革新的技術

として実用化が進んできているファインバブル技術の滅菌装置への応用が考えられる。 

今回のプロジェクトでは、ファインバブル（FB）にオゾンを封入したオゾンファインバブル水を滅菌

剤とする冷液滅菌装置の開発を行う。特色として以下の点を挙げることができる。 

①滅菌剤はオゾンを内包したオゾンファインバブル水であり、温度は常温であり、滅菌後は酸素と水 

となり排出されるので有害物質使用、器具材料の耐熱性制約等が無い。 

②基本構成はオゾン発生装置とファインバブル発生装置というシンプルな構成である。 

③基本構成のシンプルさに加え、電源容量も小さく、設備費、工事費等の初期コストが低くかつ、滅 

菌キット等も不要のためランニングコストも低い等のメリットがある。 

 

このように従来の高圧蒸気や低温プラズマ同様の滅菌が安全、簡便、かつ低コストで行える滅菌装置

の開発を目的とする。 

将来的には、医療現場でのコスト削減要求が高まってきているといったシチュエーションから低水準

消毒や高水準消毒を簡便に行いたいというニーズもあり、本機器ではこれら消毒にも適用できる可能性

もあり、今後の展開に期待されている。 
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1.2 事業の実施体制 

代表機関：一般社団法人ファインバブル産業会 

PL： 筧  伸雄（ヤマト科学株式会社） 

SL： 松本 琢史（株式会社富喜製作所） 

共同体： ①ヤマト科学株式会社 

  ②株式会社富喜製作所 

  ③国立研究開発法人産業技術総合研究所 

  ④国立大学法人東京大学 
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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Ⅱ 

製品名 ファインバブル滅菌器(予定) 分類名称（一般的名称） 冷液滅菌器（予定） 

対象疾患     － 届出／認証／承認 承認 

想定される販売先 病院、診療所 等 新／改良／後発 改良医療機器(予定) 

使用目的又は効果 病院や老人介護施設で使用する各種器具等の滅菌 

薬事申請予定者 ヤマト科学株式会社 医療機器製造販売業許可 13B2X10035 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

ヤマト科学株式会社 医療機器製造業許可 山梨県知事許可 19BZ200001 

 業許可  

 業許可  

変更理由：2016.6.9実施の PMDA 面談の結果を反映 

 2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  対象外 

薬事申請時期 非公開 ― 

上市時期 非公開 ― 

想定売上（上市後 3年目） 非公開 ― 

市場規模（上市後 3年目） 非公開 ― 

想定シェア（上市後 3年目） 非公開 ― 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  矢野研究所による市場調査結果 2015 年版 病院設備機器市場の現状と将来展望より 

 

2014 年度滅菌器トータル市場 

 台数： 12,474 台   

 金額： 130 億 28 百万円 
 

注：「市場規模」は競合品を含めた市場全体としての見込み 
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 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

純水＋オゾンファインバブルによる滅菌装置でファインバブルの衝撃圧力作用および酸素力維持作用と

オゾンの組み合わせにより、ミクロンオーダーのオゾンバブルが滅菌対象物の隅々にまで行きわたり、

高い滅菌力をしめす。 

 

洗浄、滅菌を純水、オゾンおよびウルトラファインバブルで行うため処理後は水と空気（酸素）となる

ため、有害物質の使用による人体への影響、高温処理による適用器材の制限や降温が不要な事による器

具の効率化が図れる。 シンプルな構造なため製品価格は安価であり、ランニングコストも低い。 

 

外観：二次試作機 3D 図 

 
 

 
 

プリンタ 

表示操作部 

監視窓 

消耗品交換扉 

 

酸素供給口 

（オゾン発生器） 

滅菌槽扉 

ファインバブル 

発生装置 
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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 

・病院 

・診療所 

・老人介護施設 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

 （１）代替市場：病院市場での滅菌装置の代替 

2014 年度滅菌器トータル市場 

 台数： 12,474 台   

 金額： 130 億 28 百万円 

 

 

 （２）新製品： 老人介護施設での消毒器老人介護施設 14 万施設 

 

  矢野研究所による市場調査結果 2015 年版 病院設備機器市場の現状と将来展望より 

 

2014 年度滅菌器トータル市場 

 台数： 12,474 台   

 金額： 130 億 28 百万円 

 

注：「市場規模」は競合品を含めた市場全体としての見込み 
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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 

(1) 競合企業 

    

   従来技術の主な滅菌装置は以下の 3 種である。 

① 高圧蒸気滅菌装置 

② エチレン酸化ガス（EOG）滅菌装置 

    ③ 低温プラズマ滅菌装置 

     

   上記番号の装置を製造する企業名は以下のとおりである。 

① 大型：サクラ精機、三浦工業、ウドノ医機、ゲティング・ジャパン 

中小型：キャノンライフケアソリューションズ（旧エルクコーポレーション）、ユヤマ、 

② 大型、ボンベ式：サクラ精機、三浦工業、ウドノ医機、 

卓上型：キャノン、三浦、サクラ、ウドノ、ユヤマ 

③ ジョンソン＆ジョンソン 

 

その中で特に性能は良いもののコストの高く、海外メーカーが独占している低温プラズマ滅菌装

置の置き換えをねらっていきたい。 

 

(2) 競合商品 

    

上記の EOG ガス滅菌、高圧蒸気滅菌、低温プラズマ装置 他 があるが、以下の表に記載の課

題がある。 

 
 

 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) 差別化ポイント 

    

① 高い安全性 

② 材料制約少ない 

③ 短時間処理 

④ 狭隘部での滅菌 

⑤ 低コスト 

⑥ 高いユーザビリティー 

 

 

(2) 優位性 

  ① 高い安全性 

・常温で有害ガスを使用しない安全性（空気および医療機関に常備されている酸素を使用） 

    ・要素が空気、酸素（オゾン）、水と全て天然由来で医療従事者への影響、環境負荷が極めて

低い 

    ・オゾンは水と酸素に速やかに分解するため、残留性への懸念が無い 

② 材料制約少ない：滅菌対象物の材料制約が少ない 

・常温での処理のため、材料の耐熱性に関する制約なし 
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・空気、酸素、水といった低侵襲性の材料を使用した滅菌 

 

③ 短時間処理 

・常温での処理のため、高温で滅菌する装置で必要となる被滅菌物取り出し時に要する冷却

時間が不要 

・高圧蒸気滅菌装置では３時間程度の滅菌処理時間が１時間程度で完了の見込み 

 

④ 狭隘部での滅菌 

・ファインバブルは自身が有する界面活性効果で被滅菌物の狭隘部にも侵入。ファインバブ

ルに閉じ込められたオゾンを届ける作用がある。そのため、狭隘部でも滅菌が可能。 

 

⑤ 低コスト 

・装置の構造がシンプルで医療機関から介護施設等にも適用可能な低コスト 

・現状で安全性、材料制約の少ない。低温プラズマ滅菌装置に比較して大幅なコスト 

 ダウンが見込まれる。 

 

⑥ 高いユーザビリティー 

・短時間での滅菌が可能（滅菌開始から、滅菌対象物取り出しまで 1 時間程度） 

・小型化による各科のバックヤード、手術準備室への配置が可能 

 

 

(3) 考慮すべき点 

    滅菌バックでの滅菌ができないため、滅菌後の長期保存ができない。 

 

 

(4) 当該医療機器の滅菌処理適合性 

 

 利用可能なもの 利用に適さないもの 

滅菌対象物 ・メス 

・鉗子 

・はさみ 

・ピンセット 

・その他の各種鋼製小物類 

・喉頭鏡（※） 

・尿器、便器（※） 

・膿盆（※） 

・バット（※） 

等 

※当委託事業では対象物から除外 

・電気的接続部分のある医療機器 

・滅菌バックを用いて長期保管運用する

医療機器 
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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) 委託期間後を含めた事業計画の概要 

H26（2014）年度 H27（2015）年度 H28（2016）年度 H29（2017）年度 H30（2018）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

要素技術開発

試作機開発・改良
【製品名】

量産機開発
【製品名】

臨床研究

薬事申請

知財対応

販売戦略

スケジュール変更理由

事業の実施内容

①ｵｿﾞﾝﾌｧｲﾝﾊﾞﾌﾞﾙ水の基本特性検証その１

②ｵｿﾞﾝﾌｧｲﾝﾊﾞﾌﾞﾙ水の基本特性検証その２
③滅菌装置試作機仕様検討

④滅菌装置試作機設計・製作
⑤滅菌装置試作機評価方法検討

⑥ファインバブル発生装置・オゾン発生装置の性
能・耐久性の最適合及び同装置の小型化

⑦薬事戦略構築
⑧知財戦略構築

⑨販売戦略構築

１）基本特性評価および1次試作機評価：継続

２）二次試作機開発

３）安全性・耐久性試験

４）滅菌性総合試験

５）量産試作機仕様策定

６）薬事戦略構築

７）知財戦略構築

８）販売戦略構築

９）事業管理

①量産試作機仕様策定、設計、試作、評価
②医療機関で使用した鋼製小物の滅菌試験
③安全性・耐久性試験（継続）
④薬事申請
⑤特許申請
⑥販売ツール準備
⑦事業の管理・運営

・量産試作機の仕様策定期間
（変更前）H28年度末まで
（変更後）H29年度前半まで
理由：製品としてのユーザビリティー向上のた
め仕様策定期間を延長

発生装置小型化等検討

検証

基本特性検証装置製作

一次試作機設計・製作

東京都／第3者認証

機関打合せ

体制づくり、

基本戦略検討

体制づくり、

販売店ヒアリング

市場調査、

販売店ヒアリング
ＰＲ方法検証

戦略検証、

必要時見直し
出願可能性検証

ＰＭＤＡ

個別面談

ＰＭＤＡ

事前面談
ＰＭＤＡ対面助言

量産試作機仕様策定

基本特性評価

一次試作機評価

二次試作機

設計 製作 評価

安全性・耐久性試験

滅菌性総合試験

仕様策定、設計

医療機関検証

販売ツール準備

安全性・耐久性試験

試作

評価

プレ試作

医療機関で使用した鋼製小物

ＰＭＤＡ

事前面談 申請

書類作成
出願
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 1) 投資回収計画 

投資回収は短期に達成を目指す。 

 
H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

委託費(単位：億円) 0.5 0.5 0.5 

 

 海外での販売は想定しておらず、国内販売で投資回収を目指す。上市後、拡販に努め軌道に乗せる。 

※各年 4月～3月の年度で表記。 

 

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”   

 a) チャンネル戦略：本製品は既存装置の置き換え、および今まで購入できなかった医療機関への販 

           売となるため、全国を主要 5地域に分け、その地域 3位以内のトップディーラ 

ーを活用する。 

●販売チャンネル：既存グループ会社およびヤマト科学 145販売店の中の医療器ディーラー活用 

  ●物流チャンネル：現在ヤマト科学生産品の工場（山梨）→商品センター（厚木）→ユーザーの 

物流を行っているヤマト物流および宅配業者を同様に活用する。 

 

b) アフターサービス戦略：病院向けの外国製滅菌装置のメンテナンスを全国規模で行っている 

              ヤマト科学フィールドエンジニアリング部のエンジニア活用 

●アフターサービス体制：ヤマト科学フィールドサービス部：札幌から福岡 全 17拠点 

●内容：据付時の操作説明、オンコール対応（修理）、定期点検 他 
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 2) ビジネス体制 

 
 

(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 個別相談（2016 年 6 月 9 日@PMDA） 

冷液滅菌器基準の「消毒」を「滅菌」に読み替えて進めることで問題なし。今ある認証基準を直すか、

新規にするかは PMDA が考える。申請者は滅菌器の性能を担保するため滅菌条件を明確にする、バリデ

ーションの方法を決めるなど申請の準備を進めること。 

 事前相談（2016 年 8 月 26 日@PMDA） 

滅菌液(オゾンファインバブル水）のバリデーションの手順について、相談項目をはっきりさせるため

の以下のアドバイスを得た。①使用物（滅菌対象物）、製品仕様、使用方法を明確にして検討する。②選

択した指標菌の妥当性を示す。③現行の冷液滅菌器の基準を参考として、独自の評価基準（滅菌液がオ

ゾンファインバブル水という新規性を持つことを考慮する）も考える。 

 事前相談（2016 年 11 月 15 日@PMDA） 

滅菌対象物によって薬事のハードルが異なる。すでに滅菌が行われている鋼製小物（メスやハサミな

ど）なら薬事的に対応しやすい。他方、現在において滅菌が行われていない尿器や便器だと滅菌する意

義や、更に感染症の予防を目的にすると単純に菌の減少だけでなく予防できることを示さねばならず、

大変ハードルの高い手続きとなる。これらを考慮して、滅菌対象物を明確にするようアドバイスを得た。 

 

 

医療機器販売店

サンメディックス㈱
A 社
B 社
・
・
・

医療機関

東京大学医学部
附属病院感染制御部
・装置改善への継続的提言
・検証結果の公開、啓蒙

製販企業、製造企業
･第二種製造販売業[13B2X10035]
･山梨県知事許可 19BZ200001

ヤマト科学(株)
・地域TOP販売店による拡販
・品質の維持、向上
・次期製品へのFS

顧客
（国内）

研究機関

国立研究開発法人
産業技術総合研究所
・装置改善への継続的提言
・機能向上に向けての技術的助言

中

ものづくり中小企業

株式会社富喜製作所
・バブル発生装置の継続的改善

平成28（2016）年1月時点

SL

上市後体制（見込み）

PL

中

継続的改良・改善
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 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） 

装置販売時に特許侵害で訴えられる可能性が無い事の検証中。 

 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 

9 月実施伴走コンサルのアドバイスを元に，第３者が計測可能な滅菌条件はオープン化する方向と位置

づけた。 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

今後、検討を行う。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

一次試作機にてオゾンファインバブル水を用いた試験を実施し、平成 27 年の滅菌結果を基に検討を進

めたが，その時点で指標の一つと考えていた酸化還元電位が規定値と考えていた 1000mV 以上にならな

かった。その対応として、一次試作機での試験を中止し，机上試験機での基礎試験に時間を割くよう計

画を変更した。この理由は，オゾンファインバブル水を生成する水槽の濁度，溶接品質に依存しており，

この部分を考慮し，二次試作機の設計に反映。 

 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

ISO に規定された指標菌「Geobacillus stearothermophilus  ATCC7953」の選定理由にまつわる論文

など，根拠に利用できる書類は入手済。 

 

 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

ヤマト科学が有する販売店網を使用する事を想定しており、現在までそれを変更する事は生じていない。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

ヤマト科学が有するフィールドエンジニアリング部のエンジニアを活用したアフターサービス網を使

用する事を想定しており、現在までそれを変更する事は生じていない。 

 QMS 等の品質保証体制 

ヤマト科学が自社のホームページにて掲げる「企業行動方針」に則し、社内に組織された「品質保証

委員会」にて研究・開発・製造・物流・販売・メンテナンスに関わる全ての段階において、常に品質と

安全性を高める活動を行っており、当事業も同様に当活動のもと進めていく。 

 広報・普及計画 

製品のデザイン、性能等が最終決定された後、具体的検討を開始する。他社の滅菌機の動向を調査中。 

 

 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 薬事申請について今後の対応 

 

 

① PMDAに相談。以下の対応とする。 

 

滅菌液のバリデーションについて試験結果

をまとめ、’16/10~11 に相談を受ける。指標

菌の選定、試験方法は ISO、各種文献を根拠

として進めている。 
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領域 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

相談の結果、申請期間、滅菌対象物の向き不

向きに関する医療現場での判断を容易にす

ることを念頭に置いた結果、ファーストター

ゲットとして 2017 年 10月には「鋼製小物」

に絞って、医療機器申請を行う。滅菌できる

アイテムを拡充させてゆくのは委託期間終

了後も含めた長期スパンでの開発とする方

針に変更。 

装置のバリデーションについて、評価項目を

まとめ 2017/01 頃を目途に相談を受ける。 

我々としては一般名称冷液滅菌器の内容を

参考にして、不足分は我々が明確な理論を持

って説明できるよう進める。 

 

知財 

① ブラックスボックス/オープン戦略 

 

① 特許申請できるようデータをまとめる。液

温、オゾン濃度、OFBの粒径、分布など。 

 

技術 ・

評価 

① 狭隘部滅菌性試験、暴露時の安全性確認 

② ユーザビリティー、ソフト 

 

 

① 滅菌性試験および安全性確認の評価を加速   

させるため、滅菌に関して同等性能の机上試  

験機を用意して対応する。 

② ソフトに関しては滅菌工程が自動で出来る 

完成度とし評価を進める。滅菌工程はその

ままとし、来期にユーザビリティーについ

て再度見直しをかける。これは，GUIを含め

たソフトの変更も含まれる。 

 

その他

事業化

全般 

① 滅菌対象の明確化 

② 顧客の拡大 

 

 

① 計画当初は滅菌対象物を広範囲に検討して

いたが、PMDAと相談の結果、2017年 10月の

申請時には、滅菌対象物を「鋼製小物」に絞

る。理由は以下の通り。 

・現状医療現場で滅菌対象物とされていない

ものを申請に組み込むと、臨床試験などで非

常に長い日数がかかる（数年単位） 

・滅菌対象物を「鋼製小物」に絞ることによ

り、現場の混乱を最小限に防ぐことができ

る。 

・使用方法から、各科のバックヤード，手術

準備室に配置するということが明確になり、

置き換えの推進が進む。 

② 今後各機関と連携し、医療機器として滅菌対

象物を増やす。並行して、医療機器としての

認可が必要ではない分野についても「消毒」

という形で販路を広げる。 
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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 

開発戦略として継続してオゾンファインバブル水の基本特性の検証を行うと共に一次試作機の評価を行う。合わせて市場ニーズの吸い上げを行い、

二次試作機の設計・開発に反映させる。 

二次試作機の評価を行うと共に安全性・耐久性の試験、滅菌性総合試験を行い、量産試作機の仕様検討を開始する。 

薬事戦略として東京都、第三者認証機関との 27 年度協議結果を踏まえて（認証基準外れとの判断）、PMDA 事前面談、対面助言に臨み、それらの

結果を取り纏める。 

知財戦略として、戦略の妥当性検証および見直しを行い、特許化可能な項目やオープン化、クローズ化の判断を行う。 

販売戦略として、販売 PR 方法を既存製品を参考にして検討する。候補販売店は試作機評価に参画し、量産試作へのフィードバックや速やかな販売

活動の立ち上げに役立てる。 

 

(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 

オゾンファインバブル滅菌装置 

二次試作機 

オゾンを封入したオゾンファインバブル水を滅菌液として使用し、常温で滅菌可能で、有害物質使用、対象器具の

耐熱性制約がないという基本的な優位性を有した滅菌装置のモックアップタイプの試作機である。 

  

  

 

(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基本特性評価および 1次試作機評価：継

続 

27 年度にヤマト科学で実施した基本特

性評価では、滅菌効果確認用指標体として

滅菌器の滅菌保証を得るために標準的に

使用される芽胞形成菌を 2 社（NAMSA 社、

および Raven社）から入手し、オゾンファ

インバブル水の滅菌試験を実施したとこ

ろ、Raven 社のバイオロジカルインジケー

タ（BI）では滅菌効果を確認できたものの、

NAMSA 社のスポアサスペンション（spore 

suspension）では確認できなかった。この

原因はオゾンファインバブル水の接触時

▶ 

【進捗 80％：○】 

オゾンファインバブル水を用いて 12D 全殺滅試験を実施

し、10^-12（１兆分の 1）への菌数減少を確保することによ

り滅菌を達成した。以下にその概要を記す。 

 

＜指標菌について＞ 

昨 年 度 に 使 用 し た 指 標 菌 で あ る Geobacillus 

stearothermophilus ATCC7953 を薬事申請向けとして選

定。選定理由の明確化を以下のとおり行った。 

ISO11138 シリーズでオゾンの最抵抗菌が定められてい

ないが、AAMI（米国医療機器協会）Stwg61 No.38（2005）

の AnnexI1.3 にオゾン滅菌工程の監視には生物指標として

Geobacillus stearothermophilus を用いることという記載

▶ 

 

・滅菌できない条件（コーナーケース：特

殊な条件）の確認。机上試験器を用い条件

を大枠確定させる。 

 

・一次試作機で滅菌可能なオゾンファイン

バブル水が生成できなかったため、この原

因を取り除き、二次試作機の設計に反映す

る。 

 

・一次試作機で実施する予定だった滅菌試

験については二次試作機を用いて継続す

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 

間、接触方法の条件等が異なっていたため

と考えられ、28年度では最適な滅菌条件を

確立させるべく、27年度評価結果を元に、

水槽内にオゾンファインバブル水を生成

させ滅菌性の検証および最適条件の探索

を行う基本特性評価を継続して行う。 

具体的には以下の条件をマトリクス的

に変化させ、最適な解を求める。これが、

装置で再現すべき条件となる。 

・オゾンファインバブル(OFB)水発生量 

（OFB 水槽のサイズ）：富貴製作所 

・ファインバブル粒度分布：富貴製作所 

・滅菌時間：ヤマト科学 

・オゾン濃度：ヤマト科学、富喜製作所 

・滅菌方法（噴流、静地、噴霧）：ヤマ 

ト科学 

滅菌性の検証には、引き続きバイオロジ

カルインジケータ（BI）を利用するととも

に、滅菌対象物に近い条件を考慮し、滅菌

対象物を模擬した素材に液体状であるス

ポアサスペンション（spore suspension）

を塗布し滅菌試験を実施する。ここでは、

装置で再現すべき条件を確定させ、報告書

に記載し、成果とする。 

27 年度に一次試作機を開発したことを

受けて、28年度はその一次試作機の評価を

行う。この検証に必要なファインバブル発

生装置を試作品として、引き続き富喜製作

所より調達すると共にオゾン発生装置、オ

ゾン濃度計、ファインバブル計測装置（ナ

ノサイト）を各 1台レンタルする。27年度

の結果では、OFB 水 30L、240 分、オゾン注

入量 180ppm、単純浸漬で滅菌となったが、

本年度は、これを最低条件として、OFB 水、

オゾン注入量の減量、浸漬時間を短縮し

た、製品として望まれる、最良条件を導き

および、 ISO11138-1 で容認されている Geobacillus 

stearothermophilus の菌種は ATCC7953 であることから、

この指標菌を採用した。この菌は，湿熱滅菌および低温蒸

気およびホルムアルデヒド滅菌の指標菌である。 

 

表 1. 指標菌一覧 
滅

菌

法  

EOガス滅菌  湿熱滅菌  乾熱滅菌  低温蒸気及び  

ホルムアルデヒド滅菌  

指

標

菌  

Bacillus 
atrophaeus  
ATCC9372

等  

Geobacillus 
stearothermophilus  
ATCC7953等  

Bacillus 
atrophaeus  
ATCC9372

等  

Geobacillus 
stearothermophilus  
ATCC7953等  

菌

数  

1.0 × 10^6 

CFU以上  
1.0 × 10^5 CFU以上  1.0 × 10^6 

CFU以上  
1.0 × 10^5 CFU以上  

D値  2.5分間以上

（54℃）  

12.5分間以上

（30℃）  

1.5分間以上（121℃）  2.5分間以上

（160℃）  

6分間以上（60℃）  

z値  －  6℃以上  20℃以上  －  

ISO

規

格  

ISO 

11138-1, 2  
ISO 11138-1, 3  ISO 

11138-1, 4  
ISO 11138-1, 5  

 

また市販の BIは凝集塊が多く存在することが知られてい

る。凝集塊は意図しない滅菌不良を引き起こし、正確な試

験結果への影響が大きいため、本年度の試験は凝集塊の発

生が少ない BIを自社で作成し実験を行った。 

 

 

＜一次試作機評価について＞ 
一次試作機にてオゾンファインバブル水を用いた試験を

実施した。平成 27 年の滅菌結果を基に検討を進めたが、そ

の時点で指標の一つと考えていた酸化還元電位が規定値と

考えていた 1000mV 以上にならなかったため、一次試作機で

の試験を中止し、机上試験機での基礎試験に時間を割くよ

う計画を変更した。この理由は、オゾンファインバブル水

を生成する水槽の濁度，溶接品質に依存しており、この部

分を考慮し、二次試作機の設計に反映する。 

 

＜滅菌方法（噴霧、静地、浸漬）について＞ 

机上試験機で試験をした結果、噴霧方式で滅菌を行おう
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出す。一次試作機評価は試作機を用い、基

本特性評価で決定した、OFB 水の量、滅菌

時間、オゾン濃度、滅菌方法の条件を試作

機で再現し滅菌評価を行う。その評価結果

を踏まえ、滅菌が達成できず、基本特性評

価の条件が再現出来ていないと判断した

場合、試作機の改造、手直し等を行う。こ

こでは一次試作機での滅菌性の評価と検

証結果について報告書に記載し、成果とす

る。 

とした場合、滅菌中オゾンファインバブル水の濃度低下が

顕著である結果を得た。そのため、濃度低下が少なく、且

つ水流の効果により、常にフレッシュなオゾンファインバ

ブル水を滅菌対象物に供給できる噴流方式をメインの滅菌

方法とした。 

 

 
図 1. 一次試作機 
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図 2. 机上試験機 

 

＜基本特性評価について＞ 

机上試験機にて、SMCP法 3回、12D 全殺滅試験を実施し、

滅菌できることを確認した。試験条件は以下の通り。 

 

パックテストによる滅菌液のオゾン濃度：2ppm 

粒度分布：140nm をピークとした分布 

流量：11L/min 

 

SMCP 法 3 回の結果より、滅菌（消毒）時間(12D)を 20 分

とした。昨年度浸漬方式では消毒に 240 分要していたが、

今回は滅菌で 20分となり、大幅な短縮に成功した。 
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表 2. SMCP 法の結果（N=3）、12D 全殺滅 

  

SMCP 

本試験 

1回目 

SMCP 

本試験 

2回目 

SMCP 

本試験 

3回目 

12D殺

滅確認 

実測菌数

（CFU/Strip) 

1.7×

10^5 

1.2×

10^5 

1.2×

10^5 

1.1×

10^5 

オゾン注入

量（ppm） 
150 150 150 150 

消毒時間

（sec) 
480 480 480 1200 

BI設置方法 吊り下げ 吊り下げ 吊り下げ 吊り下げ 

結果 

(陰性数/試

行回数) 

37/52 31/52 35/52 51/51 

D値(sec) 

（95％信頼

区間下限） 

80.4sec 86.0sec 83.7sec - 

D値(sec) 84.2sec 89.5sec 87.6sec - 

D値(sec) 

（95％信頼

区間上限） 

87.2sec 92.4sec 90.6sec - 

信頼区間設

定の要件 

(≧9) 

10.7  12.5  11.4  - 

 

以下に 12D 全殺滅試験の結果を示す。点線赤枠内で示す

紫色のサンプルが無菌である。N=51 にて無菌を達成。 

各写真の右下にある 2 本がコントロール 

左がネガティブコントロール：紫色 

右がポジティブコントロール：黄色 

※机上試験機内の菌汚染の有無の検査用も含まれているた

め、図示のサンプル本数は（N=）51 本以上ある。 
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図 3. 12D 全殺滅試験の結果 

 

この結果を二次試作機の設計に反映することとした。 

机上試験機での結果を二次試作機で再現することが装置完

成の早道と考え、一次試作機での評価はここまでとした。 

 

②二次試作機開発 

上記の１）項の結果および市場ニーズの

ヒアリング結果を踏まえ、ヤマト科学と富

喜製作所が共同して二次試作機の設計、製

作を行う。 

二次試作機に組み込むファインバブル

発生装置は富喜製作所から試作機として、

オゾン発生装置はレンタルとしてヤマト

科学が各 1台調達する。尚、オゾン濃度計、

ファインバブル計測装置は１）のレンタル

品を共用で使用する。オゾン発生装置、フ

ァインバブル発生装置は、既存装置でヤマ

ト科学と富喜製作所が共同して検証を行

う。 

27 年度に作製した一次試作機よりも 28

▶ 

【進捗 70％：△】 

二次試作機の設計へ着手開始、12 月設計完了。予定より

一か月の遅延。装置の遅延をリカバーするため、バリデー

ションの検討は 12 月から前倒しで進めている。 

 

・装置全体のサイズについて 

装置全体（各科のバックヤードに置けるサイズ） 

幅 550mm，奥行 800mm 高さ 1200mm 程度 

滅菌槽（鋼製小物をラックに乗せセットすることを想定） 

 幅 400mm 奥行 450mm 高さ 400mm 程度 

 

・二次試作機のユーザビリティーについて 

 滅菌槽は女性が無理なくアクセスし、滅菌対象物をセッ

▶ 

・装置全体 

1 月上旬に電気部品、機構部品、ソフトが

集荷するため、そこから組立を実施。 

 

・ユーザビリティー 

  二次試作機を実際に使用し，量産機に反

映させるユーザビリティーを確定させる。 

ソフトウェアについては、GUI、履歴管理の

手法を検討する。 

 

・オゾン発生器、ファインバブル発生器 

  ファインバブル発生器については試作品

入手済。オゾン発生器は富喜製作所主導で、

製作中。1月の集荷には間に合う。 
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年度の二次試作機では占有容積が小さい

ため、二次試作機の設計要件としてオゾン

発生装置、ファインバブル発生装置の小型

化改良品が試作機内に設置できるスペー

スでの設計とする。ここでは設計図面、二

次試作機が成果物となる。 

この二次試作機の部品として組み込む

ために、富喜製作所はファインバブル発生

装置、オゾン発生装置等を更に小型化する

と共に、引き続き装置の構造、材質、外装

及び電装・制御装置等の付帯部品・周辺部

品を見直し、最適な性能と耐久性を持った

ものを製作する。 

ここではファインバブル発生装置およ

びオゾン発生装置の二次試作機に収容可

能な試作機が成果物となる。 

トできる高さに設置。 

 フットスイッチを用い、手を使うことなく、滅菌槽扉が

開く構造とした。 

机上試験機と同様の滅菌条件が自動で実施されるシーケ

ンスを再現するソフトの作成 

 

図 4. 二次試作機 3Dモデル 

 

・ファインバブル発生器について 

モータ部分のサイズダウンを実施対応 

制御にインバータ制御を用いることで性能担保 

 

・二次試作機設計完了後、滅菌、装置全体

のバリデーションの検討 
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図 5. ファインバブル発生装置（二次試作機用） 

 

・オゾン発生器について 

発生能力：150g/m^3 

    机上試験機の試験結果より 150g/m^3 に決定 

サイズ： 170×362×238mm^3 冷却器同梱 
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図 6. オゾン発生装置（二次試作機用） 

 

③安全性・耐久性試験 

産業技術総合研究所が作業者、被滅菌物

へのオゾンファインバブル水の安全性評

価を引き続き行う。 

産業技術総合研究所は 27 年度には、対

作業者安全性評価法として、ヒト皮膚モデ

ルを用いたオゾンファインバブル水暴露

試験を検討の上、外注によりこれを実施

し、従前から用いられている次亜塩素酸と

比較してオゾンファインバブル水が目立

った皮膚影響を与えないことを確認した。 

また、産業技術総合研究所が非滅菌物の

モデル物質として選定したシリコーンを

対象に、オゾンファインバブル水処理が材

料に及ぼす影響を、原子間力顕微鏡（AFM）

による表面形状・弾性率等の観察を通じて

評価できる可能性を確認した。 

▶ 

【進捗 80％：○】 

・作業者へのオゾンファインバブル水安全性評価 

滅菌機二次試作機に対応した机上試験機を、外部試験委

託先の食品薬品安全センターに持ち込み、ヒト皮膚三次元

モデルを用いた皮膚影響評価試験を実施・完了した。その

結果、ヤマト科学にて項目①で滅菌が確認できているもの

と同条件下のオゾンファインバブル水において、皮膚刺激

性がないことが確認された。参考として、比較対象とした

次亜塩素酸ナトリウム溶液では、1％において「刺激性なし」

であったが、5％においては「刺激性あり」の判定が出てお

り、オゾンファインバブル水の安全性が確認される結果と

なった。 

・被滅菌物へのオゾンファインバブル水安全性評価 

滅菌機二次試作機に対応した机上試験機を導入し、オゾ

ンファインバブル水の長期暴露並びに比較対象としての次

亜塩素酸ナトリウム（1000 ppm）による暴露影響評価を開

始した。一般鋼（炭素鋼）では、オゾンファインバブル水・

▶ 

 

・材料影響試験の対象物質の検討 

伴走コンサルでの「オゾン耐性の低い材料

についても前広に試験すべき」との指摘を

反映させ、一般鋼並びにウレタン樹脂を対

象に加えているが、より実態ベースで問題

となりそうな材料について、調査検討を行

うことが望ましい。 
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28 年度は、以上の実績と昨年度導入した

機材をベースに、対作業者安全性評価とし

ては、産業技術総合研究所が中心となりヒ

ト皮膚モデルを用いた試験を、滅菌機二次

試作機を主たる対象として行い、再現性も

含めた検討を行う。 

また、耐久性試験としてオゾンファイン

バブル水の医療材料への暴露影響につい

ては、長期暴露評価も含め、二次試作機を

対象とした試験を富喜製作所が中心とな

って行う。これら安全性および耐久性評価

に関する検証結果を報告書に記載し、成果

とする。 

次亜塩素酸（ミルトン）のいずれの処理においても大量の

錆が発生しているのに対して、SUS304 板材では腐食は全く

見られていない。オゾンファインバブル滅菌装置の SUS 製

の医療小物への適用は全く問題ないと判断される一方、誤

って一般鋼を処理しないよう、マニュアル等に明記するこ

とが必要と考えられる。樹脂類に関しては、ウレタンで変

色や表面の変質が著しい一方で、シリコーン樹脂において

は光学顕微鏡レベルでの変質は観察されなかった。引っ張

り試験においては、シリコーンにおいても応力 1 GPa 程度

までの領域で、若干のヤング率の低下（材料としての軟化）

が観察されている。大きく問題となるレベルではないが、

これら影響については、破壊強度への寄与も含めて、今後

の検討課題である。 

 

 

④滅菌性総合試験 

狭隘部に付着したモデル物質を対象と

した滅菌前処理の検証、ならびに実際の狭

隘部での滅菌を評価する手法の検討を引

き続き行う。 

27 年度には、産業技術総合研究所が超音

波発振子など一部の部材を除き狭隘部滅

菌前処理装置の試作を完了し、基本動作を

確認している。 

28 年度は、超音波が媒質の違いによって

その到達速度が大きく変化する特徴を利

用して狭隘部周辺の状況を推定すべく、産

業技術総合研究所が狭隘部への超音波到

達をモニタリングするハイドロホンを導

入するとともに、新たに調達するオゾンフ

ァインバブル水発生装置試作機を組み合

わせ、オゾンファインバブル水の狭隘部へ

の到達、および効果を検証する。更に、東

京大学のアドバイスに基づきこれを用い

た狭隘部滅菌の評価試験法の検討を産業

技術総合研究所がヤマト科学と協力して

▶ 

【進捗 80％：△】 

・狭隘部滅菌外注試験 

滅菌機二次試作機に対応した机上試験機を、外部試験委

託先の食品薬品安全センターに持ち込み、100μm のスペー

サーを介して対向する 2 枚の SUS 平板（100 mm×10 mm×1 

mmt）からなる狭隘部モデル物質を対象とした狭隘部滅菌評

価試験を実施・完了した。その結果、ヤマト科学において、

項目①で設定した滅菌プロトコルを用いることで、100μm

の狭隘部についても滅菌が可能であることが確認された。 

 

▶ 

 

 

・滅菌前処理装置の動作パラメータ検討 

より効果的な滅菌前処理を行うための、各

種動作パラメータの最適化を行う必要があ

り、現在、実験を通して検討中である。 
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行い、産業技術総合研究所がスペックを満

たす評価機関を選定して狭隘部滅菌試験

を外注し、その結果を基に当該試験法の検

証を行う。 

尚、産業技術総合研究所では、つくば、

高松、名古屋と 3か所の拠点に跨って研究

を実施するため、複数台のオゾンファイン

バブル発生装置を必要としている。27年度

は、つくば、高松に試作費を導入済みであ

り、本年度も引き続き試験を行っていく

が、名古屋については、本年度新たに試作

機の導入を行い、狭隘部に関する検証試験

に使用していく。これら、狭隘部の滅菌前

処理、滅菌に関する検証結果について報告

書に記載し、成果とする。 

またヤマト科学は 28 年度に試作する二

次試作機を東京大学病院に搬入し、患者に

使用された医療機材を用いて東京大学が

滅菌動作の確認テストを行う。使用される

滅菌効果確認用の指標体は 27 年度にヤマ

ト科学が実施した基本特性評価でそのノ

ウハウが蓄積されており、東京大学はヤマ

ト科学と協力して滅菌の検証を行う。これ

ら、二次試作機を用いた現物の医療機材で

の滅菌に関する検証結果について報告書

に記載し、成果とする。 

これらの結果を 1）項の基本特性評価と

連動して実施し、原理と実機の両面の整合

を取りながら、開発を進める。 

図 7. 試験サンプル 

 

・滅菌前処理装置オゾンファインバブル水中を伝達する超

音波を利用して狭隘部周辺の状況をモニタリングするため

の、ハイドロホン、XY ステージをはじめとした各種部材か

らなる滅菌前処理装置の試作を完了し、ファインバブルと

超音波の重畳効果を検証した。 

 具体的には、2枚の同一形状・寸法のステンレス板（とも

に 10×50×t 5 mm3）の間にモデル汚れとなる真空シール用

シリコーングリースを均一に塗布し、板同士をダブルクリ

ップで挟んで固定した。これを被処理物用水槽内へ振動子

からの距離が、ハイドロホンによる計測の結果音圧がほぼ

最大となる 50 mm の位置に、板の長手方向が振動子中心軸

に対し垂直となるよう設置し、連続波条件で超音波を出力

10Ｗで 10分間照射した。結果、超音波を照射した場合に除

去効率が上がり、その中でもオゾンファインバブルを含有

した水を媒質とした場合の除去効率が最も高くなることが

確認され、オゾンファインバブルの滅菌前処理における優

位性が示された。 

 

⑤量産試作機仕様策定 

二次試作機の設計・開発と並行して量産

試作機の設計に必要な仕様固めを行う。 
▶ 

【進捗 80％：○】 

市場要求仕様書を元に各仕様書（電気、機構、ソフト）

のドラフトは作成済。 

▶ 

販売チャネルを利用したヒアリングを継

続して実施する。ただし、滅菌に関する基

本仕様は、2次試作機から変更しない。装置

狭隘部(100μm) 
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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 

極力二次試作機を量産試作機に近い形

で進める事がポイントになるが、ヤマト科

学が特に小型、シンプルで使い勝手の良い

仕様を検討すると共に二次試作機開発で

行ったファインバブル発生装置、オゾン発

生装置の医療機器対応を量産で可能とす

るための対応も富喜製作所が中心となっ

て検討し、仕様を決定する。ここでは決定

された量産試作機仕様が成果物となる。 

滅菌対象物を「鋼製小物」に絞ったため、この部分の見直

しが必要。 

ソフト関係のユーザビリティーについて引き続きヒアリ

ングを継続する必要があり、来年も継続して検討を進めた

い。機械的仕様について提出書類を作成する。 

サイズについては、できる限りスリムにな

るように、一部配置変更を検討。 

ソフトウェア(GUI、履歴管理など)につい

ては継続してヒアリングを実施。 

⑥薬事戦略構築 

27 年度に東京都および第三者認証機関

のビューロベリタスと協議を行った結果

を踏まえて、認証基準無しで PMDA と相談

を行う。 

27 年度の基本特性評価結果および 28 年

度にて実施する上記１）項の結果を踏まえ

て、個別面談を行い、この結果をもとに、

データ採取、論点整理を行い、事前面談に

臨む。 

この期間は並行して滅菌特性試験、二次

試作機の設計が進んでおり、それらを総合

的に判断して最適なタイミングで対面助

言を行い、承認申請に必要なデータ等を明

確にする。 

28 年度のこの戦略が最重要であり関係

先と連携し、事前に考えうる可能性を想定

し、そのいずれの場合でも迅速に必要な見

直しを行い、全体的スケジュールに影響が

出ないようにする。 

ここでは PMDA 等との打合せ結果を踏ま

えた薬事戦略について報告書に記載し、成

果とする。 

▶ 

【進捗 60％：○】 

 

ISO に 規 定 さ れ た 指 標 菌 「 Geobacillus 

stearothermophilus  ATCC7953」の選定理由にまつわる論

文など、根拠に利用できる書類は入手済。SMCP 法、12D 全

殺滅（オーバーキル法）での試験も完了。医療現場の混乱

を最小限に抑えるため、2017 年 10月の医療申請については

滅菌対象物を「鋼製小物」に絞ることとした。 

▶ 

PMDA事前相談（2回目以降） 

2017 年 1 月を目途に装置としてのバリデー

ションについて相談を実施する。 

 

⑦知財戦略構築 

27 年度は基本的な特許のチェックとフ

ァインバブル産業会内に本事業に関して

特許を議論する会議体を構築し、他社特許

▶ 

【進捗 70％：△】 

  

滅菌条件として粒度分布、オゾン水濃度をベースにデー

タを取得している。コーナーケースを確認し、滅菌液とし

▶ 

 

机上試験機にて 2017年 1月に完了。 
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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 

に抵触しないことの検証を開始した。 

28 年度は実務においては基本特性評価、

二次試作設計および量産機設計コンセプ

ト構築の段階で特許化可能な項目を見出

し、オープン化（特許化）か、クローズ化

かの判断を行う。 

オープンとする場合は国際規格化を視

野に入れ、TC281 国内審議委員会とも連携

を取り、アプリケーション標準化の可能性

を議論する。 

ここでは特許化可能な項目、オープン

化、クローズ化等に関する知財戦略の検討

結果について報告書に記載し、成果とす

る。 

て使用できる条件を確定させる。 

⑧販売戦略構築 

27 年度は販売店の候補を選定し、本装置

のメリットを理解いただく観点でヒアリ

ングを行った。 

28 年度は幅広い現場ニーズを掬い上げ

る観点で候補の販売店ヒアリングを行い、

二次試作機、量産試作機等の装置仕様に反

映させると共に、販売 PR 方法の検討を行

う。 

ここでは販売戦略に関連する把握結果

を分析の上、報告書に記載し、成果とする。 

▶ 

【進捗 20％：△】 

マーケティング理論の基本要素である 4P（Product, 

Price, Place, Promotion）の観点から販売戦略構築を行っ

た。 

＜Product（製品）＞現場ニーズはエンドユーザーからの

掬い上げが必要であり、東大病院等からヒアリングを行い、

製品仕様とした。 

＜Price（価格）＞申請段階で販売店のヒアルングを行い、

低温プラズマ滅菌装置が高価で購入できないユーザーが求

めている価格帯を検討している。 

＜Place（流通）＞申請時の販売店網を使用する事を想定

しており、現在までそれを変更する事は生じていない。 

＜Promotion（プロモーション）＞製品のデザイン、性能

等が最終決定された後、具体的検討を開始する。他社の滅

菌機の動向を調査中。 

 

▶ 

 

⑨事業管理 

共同体構成員間の情報を共有しつつ、事

業全体の進捗状況報告に向けた資料の取

り纏め、および年度末の実績・成果報告書

の取り纏めを行う。 

▶ 

【進捗 80％：○】 

・6月個別コンサル対応、9月伴走コンサル、PMDA相談対策

および結果の情報共有、9 月および 11 月伴走コンサル資料

および 2 月度継続審査資料の取りまとめ作業の実施 

・再委託先への中間検査に向けた会計経理の打合せを実施 

 

▶ 
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(4) 28 年度の到達点（総括） 

本年度達成実績は以下の通り 

・オゾンファインバブル水を滅菌液として利用できる条件の確立 

・滅菌性能を担保できる試作機の完成 

・オゾンファインバブル水の安全性の確認 
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1.7 委託事業の振り返り 

(1) チェックリストによる自己評価結果 

 
 

(2) 平成 28 年度委託事業を振り返って改善すべきだったと考える点 

 1) 事業体制 

特になし 

 

 2) 事業の進め方 

さまざまな試験ができるよう一次試作機を製作したが，オゾンファインバブル水の特性もあり，十分

に活用できなかった。もっと機能，サイズを絞ってもよかったと思う。 

 

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。 △一部
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。 該当せず
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。 △一部
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。 △一部
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。 ○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。 △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。 △一部
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。 △一部

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。 △一部
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。 ○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。 △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。 該当せず
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

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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 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 

滅菌対象物は、医療現場で滅菌消毒が必要も

しくは望まれている器具・機器全般 

 

滅菌対象物を、医療器具・機器として滅菌が

必要とされている鋼製小物に限定 

現状ガイドラインで滅菌対象物に指定され

ていない器具を滅菌対象に含めた場合，以下

の問題点がある。 

・滅菌することの妥当性を証明することが難

しい。 

・薬事申請に非常に長い時間がかかる。 

よって，ファーストステップとして，現状ガ

イドラインでも滅菌を必要とされている「鋼

製小物」対象を絞り，開発を進める。 

機器スペック・

ビジネスモデル 

変更なし   

   

   

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） 

量産試作機の仕様策定期間 

（H28 年度末まで） 

量産試作機の仕様策定期間 

（H29 年度前半まで） 

製品としてのユーザビリティー向上のため

仕様策定期間を延長した。 

   

   

 

(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 滅菌対象物を便器、尿器、その他医療機器など、今まで滅菌していな

かった器具も対象とする場合、その妥当性を証明することが非常に難

しい。 

製品の上市を優先し、現状滅菌対象となっている鋼製小物に限定して

薬事申請を行う。他滅菌対象となっていない器具についての対応は、

委託期間終了後も含めた長期スパンで引き続き検討を行う。たとえば

理化学機器の範疇として滅菌消毒を行う装置として対応をする。 

  

  

知財 オゾンファインバブル水の滅菌性について、他者が何かの方法を使っ オゾンファインバブル水が滅菌液となりえる数値を確定し、特許申請
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領域 指摘事項 対応 

て性能を調べ、模倣できるのであれば、特許申請すべき。 を行う。 

  

  

技術・評価 材料影響試験の対象物質の検討に関し、オゾン耐性の低い材料につい

ても前広に試験すべき。 

一般鋼並びにウレタン樹脂を対象に加えている。より実態ベースで問

題となりそうな材料について、調査検討を行う。 

  

  

その他事業

化全般 

  

  

  

 

(5) 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） 

(1) 平成 29 年度の事業概要 

本年度は 3 年間の全体研究開発計画書に掲げた目的であるファインバブル利用による滅菌装置の開発を達成する最終年度である。その実現に向け

て、以下の各開発項目等を実施する。 

量産試作機の開発としては、仕様策定の詰めと設計、試作、評価を行う。 

医療機関での検証としては、医療機関で使用した鋼製小物の滅菌試験を行う。 

安全性・耐久性試験としては、28 年度にオゾンファインバブル水の医療材料への影響を検証した結果を踏まえ、本年度はオゾンファインバブル水

が機器構成材に影響を与えないかどうかも含めて試験を実施する。 

薬事戦略としては、上記試験の結果を基に滅菌装置（一般名称は未定）として PMDA に薬事申請するため、PMDA に相談しつつ申請のための書類

や資料を作成する。 

知財戦略としては、オゾンファインバブル水を滅菌液として本年度中に特許申請する予定であり、知財の調査を進めつつ、申請のための書類や資

料を作成する。 



 

32 

販売戦略としては、装置の販売店（候補）と協力し、販売ツールの拡充を進める。 

 

(2) 平成 29 年度委託事業の実施内容 

項目名 実施主体 具体的な内容 

①量産試作機仕様策定、設計、試作、

評価 

ヤマト科学、富喜製作所 量産試作機の仕様策定、および試作を行う。 

富喜製作所は、ファインバブル発生装置、オゾン発生装置の量産化に向けた安定化、

コストダウンを量産試作機で検討する。新たな試作品部材の調達を行い、量産試作機

用のファインバブル発生装置、オゾン発生装置を完成させることが成果となる。 

ヤマト科学は、富喜製作所が完成させたファインバブル発生装置とオゾン発生装置

を組み込み、ユーザビリティーを考慮した GUI で制御する量産試作機を完成させる。 

 

②医療機関で使用した鋼製小物の

滅菌試験 

東京大学、ヤマト科学 医療現場で使用された鋼製小物の滅菌試験を実施する。 

ヤマト科学は、プレ試験として、指標菌を用いた疑似汚染物質とした滅菌試験を昨

年に引き続き実施する。その後、東京大学感染制御部の指導、助力の元、実際の医療

現場にて使用し、汚染された鋼製小物に対して滅菌試験を行う。 

 

③安全性・耐久性試験（継続） 産総研、ヤマト科学 平成 28 年度に実施した医療材料での試験をベースに、機器構成材に関する安全・

耐久性試験を行う。 

産総研は、材料耐久性試験として対象を昨年度実施した医療材料とは異なる材質の

滅菌機器構成材、滅菌ケースの候補材料などを対象とし、薬事申請に関連したものを

新規に 10 種程度選定の上、最終製品同等のオゾンファインバブル水に対する長期暴

露評価を行い、製品の耐久性向上を検証する。皮膚影響については、昨年度までで安

全性の確認はとれているが、オゾンファインバブル水発生の規格が変更となった場合

には、これまでに確立した手法を用いて同様の評価を行う。 

ヤマト科学は、装置の状態で連続運転試験、使用している部品の部材適合性試験を

並行して行い、装置の耐久性を確認する。10℃2 倍則など、時間短縮試験ができない

ため、実動作時間を考慮し、長期試験を実施する。薬事申請までに、メンテナンスな

どに必要なデータを取得する。その後も、製品の安全を担保するため、引き続き試験

を行う。 

 

④薬事申請 ヤマト科学 滅菌器の薬事申請をヤマト科学が実施する。 

上記１）、２）、３）にて得られた結果を基に薬事申請を実施する。二次試作機を用

いて取得した妥当性と設計検証プロトコル、および結果、滅菌試験のデータを基に

PMDA 事前相談を実施し、その際には２）で行う検証内容についても十分な討議を行

うこととする。特に滅菌試験について、指標菌を用いた試験の結果だけで申請手続き

ができるとなった場合、手続きが非常にスムーズに進むと考えられる。 
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項目名 実施主体 具体的な内容 

引き続き PMDA 医療機器戦略相談（対面助言）ができるようにし、薬事申請が遅

延しないように進める。 

これまでの事前面談で話している中では、一般的名称は未定であるが、こちらから

申請の枠組みを示し、PMDA にて決定していただくことで進めていく。 

 

⑤特許申請 ヤマト科学 オゾンファインバブル水を滅菌液としてヤマト科学が特許申請を実施する。 

１）にて得られた結果を基に、特許申請を行う。AMED 知的財産部のフォローアッ

プも利用し、早期に道筋を立てる。 

 

⑥販売ツール準備 ヤマト科学 販売用ツール用の資料準備をヤマト科学が行う。 

特に歯科・眼科など、手術回数が多い診療科を販売ターゲットとして考える。短時

間（1 時間程度）で滅菌を行うことで鋼製小物の滅菌作業の回転数を上げ、鋼製小物

の在庫数を減らすビジネスモデルを想定する。弊社標準品の流れに沿って、販売企画

部とともに、資料を作成する。 

 

⑦事業の管理・運営 ファインバブル産業会 事業全体の進捗状況報告に向けた資料、年度末の実績・成果報告書の取り纏めをフ

ァインバブル産業会が行う。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 

一般社団法人ファインバブル産業会 

〒105-0013 東京都港区浜松町 2-2-15 浜松町ゼネラルビル 4階 

電話: 03-6432-4242 / FAX: 03-6432-4243 / E-mail: tanaka@fbia.or.jp 

 

 


