
 

採択番号 24-038 

申請区分：なし 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成26年度医工連携事業化推進事業 成果報告書（概要版） 

「次世代を担う単孔式腹腔鏡手術で用いる新規ポートの開発」 

 

 

 

 

平成 27 年 2 月 

 

 

 

委託者 経済産業省 

委託先 学校法人大阪医科大学 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

目次 

 

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

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

1.2 事業実施体制 ................................................................................................................ 2 

1.3 事業化する医療機器の概要 .......................................................................................... 3 

1.3.1 製品名：単孔式腹腔鏡手術用ポート(名称未決定) ..................................................... 3 

1.4 市場性（想定購入顧客） .............................................................................................. 4 

1.5 上市（投資回収）に至るまでのプロセス（事業計画） .............................................. 7 

1.6 平成 26年度委託事業の成果概要 ............................................................................... 10 

1.7 事業化に向けた検討結果 ............................................................................................ 11 

1.8 3年間の委託事業の実施経過 ..................................................................................... 13 

1.8.1 当初計画からの変更（深堀）点とその理由 .............................................................. 13 

1.8.2 有識者委員会・伴走コンサルでの指摘事項とその対応 ............................................ 13 

1.9 平成 27年度以降の事業化計画 ................................................................................... 14 

1.10 3年間の委託事業の振り返り .................................................................................... 15 

1.10.1 自己評価点 ............................................................................................................... 15 

1.10.2 自己評価理由 ........................................................................................................... 16 

1.10.3 3 年間の委託事業を振り返って改善すべきだったと考える点 ................................ 16 

1.11 事業に関する連絡窓口 .............................................................................................. 16 



 1 

1. 事業の概要 

近年、次世代の低侵襲手術である単孔式腹腔鏡手術が開発された。本手術は主に臍部に 2.0㎝程度の小さな

傷、一か所からすべての手術操作を完了する手術方法である。腹腔鏡手術では腹腔内に手術器具を送り込むた

めに、ポートという筒を使用する。単孔式手術では複数の道具を腹腔内に一か所の傷から入れる必要があるた

め、そのために デザインされた新規ポートの開発が必要である。国産の単孔式腹腔鏡手術用のポートの開発

を目指し，平成 27 年度前半に販売体制構築し，平成 27～28年度に上市を実現する。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

薬事申請を行うため、要件を満たす，主たる製造業者を追加することとした。 

低価格で使いやすく、患者負担が少ない	

単孔式腹腔鏡手術用ポート 開発	
大阪医科大学、東レ・メディカル、アリオテクノ㈱、KISCO㈱、大同化成工業㈱	

H24	

既存製品

アドバイザーである東レメディカル 販売網を活用して事業展
開を行う。東レメディカル 、1980年以来、医療機器を扱う販
社として、国内だけでなく、海外にも幅広いネットワークがある。	

低価格で、簡単に利用できる理想 ポート 

高額で使いにくく、患者負担が大きい既存製品 

東レ・メディカル㈱：医療機器販売 総合商社 

l 臍(へそ) 切開から器具を挿入して手術する単孔式腹腔
鏡手術 低侵襲手術として近年症例数が増加している。 

l 単孔式腹腔鏡手術に ポートと呼 れる器具を利用する。
こ ポートに医療器具を挿入し手術を行う。 

l 既存市販ポート製品 高額で、使いにくく、患者へ 経済

的、肉体的負担がかかる。 

l 独自に改良した「手袋法」 低価格（約20,000円）で あ
るが、設置に手間がかかり、精度に らつきがある。また
不透明であるため、根源的に使いにくい。 

 	

l 国産製造製品で、18,000円 上市をめざす。 

l 透明で柔らかい素材(シリコーン)を用いるため、術者が創
部を目視でき、手術 効率が格段にあがる。 

l 手袋法 ように設置に時間がかかる問題を解決し、簡単
に めこむだけで設置できる仕組みになっている。 

SILS®	X-CONE®	

目標 
①透明で操作しやすい 

②柔らかい素材で患者 
　 負担が軽減される 

③安価 

現状試作品

独 自に
考案

	

①透明にする	
②柔らかくする	
③使い易くする	

①高額 

②使いにくい 

③患者へ 負担
が大きい	

単孔式腹腔鏡手術

手袋法	

低侵襲手術 ニーズにより症
例数 増加傾向にある	

単孔式腹腔鏡手術後 傷跡 

臍 傷跡 認識できない	

医療機器製造業者(一般)	
[28BZ005019]	

アリオテクノ㈱	
・台座の設計・製造	

・組立・滅菌・パッケージング	

医療機器製造業者(一般)	
[27BZ200287]	

大同化成工業㈱	
・ポート本体、弁の設計・試

作・製造、供給	

KISCO㈱	
・シリコーン素材の提供	
・素材知見の提供	

助言・承認	 相談・申請	

材料供給 

コーティング剤知見提供	

嵌合部分の共同開発 

ポート本体OEM	

コンソーシアム体制図	

研究機関	

大阪医科大学	
	
	

	
学会発表・業界における周知	

事業管理機関	

顧客	
医薬品医療機
器総合機構
(PMDA)	

医療機器製造販売業者	
[13B1X00015]	

東レ・メディカル㈱	
・薬事申請	

・マーケティング・販売	

形状検討からの 

素材検討フィードバック	

品質管理
の検討	

臨床研究の
フィードバック	

マーケティング 

フィードバック	

販売に関する検討	

新	

新	

新	

中	

中	

中	

中小企業	

新規参入	

医療機器製造業者（一般）	
[未定]	

主たる製造業者(未定)	

・滅菌業者	
・製品としての取りまとめ	

部品の提供	
納入	
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1.1 事業の目的 

近年、一箇所の小切開(1.5cm〜2.0cm)から複数のデバイスを挿入して行う単孔式腹腔鏡手術

が次世代の低侵襲手術として脚光を浴びている。単孔式独特のデバイスが必要となるが、既存製

品は高額なうえ、鉗子の操作が自由に行えないといった問題点を抱えている。 

 現在では下図のように手術用手袋を応用し、手作りした「手袋ポート」を考案し、使用してき

た。「手袋ポート」は手軽に利用できる等メリットはあるが、専用品ではない、そのため作製の

度に違うものができる、利用するために手術時間が延長してしまう、等のデメリットも多く存在

する。  

 

                          

         

 

 

 

 

 

 

 

 

本事業では中小企業のものづくり技術を活用して、単孔式腹腔鏡手術で用いるポートを新規開

発し、低価格での国産製品化を実現することを本事業の目的とする。 

 本事業全体における具体的な目標数値としては、胆嚢摘出術において、臍部における傷が、

1.5cm 以下であることを達成する。また操作性能向上により、従来品に比して 5%の手術時間の

短縮を目標とする。平成 26年度内に製品として完成させ、薬事申請を行う予定である。 

 

1.2 事業実施体制 

事業管理機関：学校法人大阪医科大学 

PL：朝隈 光弘（学校法人大阪医科大学） 

SL：竹内 昭（アリオテクノ株式会社） 

共同体：①東レ・メディカル株式会社 

 ②アリオテクノ株式会社 

 ③KISCO 株式会社 

 ④大同化成工業株式会社 

 

  

○手袋ポートのメリット 

 1.手軽に非常に安価に製作可能。 

 2.自由に鉗子挿入口を得ることができる。 

 3.鉗子の抜き差しなく、鉗子位置の変更が可能。 

 4.創拡張効果がある。 

 5.最小で 1.5cm の切開創に抑えることができる。 

○手袋ポートのデメリット 

 1.専用品ではない。 

 2.作製の度に違うものができてしまう。 

 3.利用するために手術時間が延長してしまう。 
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1.3 事業化する医療機器の概要 

1.3.1 製品名：単孔式腹腔鏡手術用ポート(名称未決定) 

(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 単孔式腹腔鏡手術用ポート 分類名称（一般的名称）* 単回使用開創器 

対象疾患 消化器外科 届出／認証／承認* 認証 

想定される販売先 医療機関 新／改良／後発* 後発医療機器 

薬事申請予定者 東レ・メディカル㈱ 医療機器製造販売業許可 27BZ006043 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

アリオテクノ株式会社 医療機器製造業許可 28BZ005019 

大同化成工業株式会社 医療機器製造業許可 27BZ200287 

KISCO 株式会社 部材提供  

（注）*印は現時点の想定であり、今後変更される可能性がある。 

(2) 医療機器等のターゲット市場 

国内市場海外市場をターゲットとしている。 

(3) 事業化する医療機器の概観・特長 

本事業開発製品は、単孔式腹腔鏡手術で用いる医療機器である。 

 

既存製品は、①高価、②使い勝手が悪い、③患者への経済的、肉体的負担が大きいといったデメリッ

トを改良すべく、独自に「手袋法」を考案した。しかし、手袋法は、低価格ではあるが、設置に手間が

かかり、精度にばらつきがある。また不透明であるために挿入する鉗子やカメラが開創部に入る際に目

視することができず、根源的に使いにくい。 

その問題を解決する本事業開発製品は、①透明で、②操作がしやすく、③安価な、④純国産製品であ

る。 

 

  



 4 

1.4 市場性（想定購入顧客） 

(1) 医療現場で期待される波及効果 

 1) 医療現場でのニーズ 

我が国では、倫理的、技術的にハードルが高いために実際の臨床応用が遅々として進まなかった

NOTES に比して、単孔式腹腔鏡手術はより従来の腹腔鏡手術の感覚に近く実現可能な次世代低侵襲

手術として受け入れられ、単孔式内視鏡手術研究会も発足し 2010 年に第一回単孔式内視鏡手術研究

会が開催されている。症例数としては、年々倍増しており、2011 年においては、年間 4,000 症例が

報告されており、今後ますます症例数が増加することが見込める術式である。 

 
2008 2009 2010 2011 

内視鏡外科手術 N/A 117,785 N/A N/A 

腹腔鏡下胆嚢摘出術 25,174 26,140 23,761 25,001 

単孔式腹腔鏡手術(胆嚢摘出術) 757 1,911 3,389 4,042 

単孔式腹腔鏡手術(胆嚢摘出以外) 380 858 2,012 3,141 

 

 2) 現状における問題点 

現状販売されている既存製品の①価格が高い、②使い勝手が悪い、③患者への経済的、肉体的負

担が大きいといったデメリットを改良すべく、独自に「手袋法」を考案した。しかし、手袋法は、

低価格(20,000 円程度)ではあるが、設置に手間がかかり、精度にばらつきがある。また不透明であ

るために挿入する鉗子やカメラが開創部に入る際に目視することができず、根源的に使いにくい。 

 

 3) 期待される波及効果 

現在、競合製品がひしめく中、今後ますます市場が活発になることが予想される。本開発製品は、

医療機器メーカーの立場からではなく、現場の医師主導により開発が行われきたため、ユーザーの

要望に応じた“痒いところに手が届く”製品として、現場の医師に受け入れられやすいと確信して

いる。したがって、単孔式腹腔鏡手術において便利に使える製品があることにより、単孔式腹腔鏡

手術の術式自体も今後益々症例が増え、市場が拡大することが予想される。 

 

(2) 当該機器等の市場性 

 ① 提案する機器の想定顧客 

 消化器系外科の医師 

 単孔式腹腔鏡手術を行っている大学病院・市中病院 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

  

  

  

  

  

  

1,137  
2,769  

5,401  
7,183  
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21,719  

0

5,000
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鼠径ヘルニア根治術 

肝焼灼術 

肝嚢胞開窓術 

肝部分切除術 
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 1) 国内 

現在我が国における内視鏡外科手術の症例数は、2010 年に発表された日本内視鏡外科学会アンケ

ート調査によると、全領域合わせて、2009 年 1 年間で 117,785 件であり、ポート製品の平均単価を

40,000 円と仮定すると海外製品に約 50 億円が流出している。また、同アンケート調査では、1990

年より腹腔鏡下胆嚢摘出手術の調査を行なっているが、2009 年で 26,140 件であり、毎年 25,000 件

前後の腹腔鏡下胆嚢摘出手術が行われている。そのうち、1,911 件が本事業のターゲットとする単孔

式腹腔鏡手術である。単孔式腹腔鏡手術は胆嚢摘出術以外にも、虫垂炎切除術や大腸切除術も、2011

年には年間 3,141 件になっており、上図の通り、単孔式腹腔鏡手術は今後ますます増加することが

予測される。対象顧客の病院数については、2013 年 10 月現在 1,031 施設（日本消化器外科学会の

専門医認定施設数）ある。 

 2) 海外 

海外市場については、症例数は約 100 万件あり、ポートメーカーの Covidien 社と内視鏡メーカー

の KarlStorz 社が腹腔鏡手術関連市場を占有し、事業展開している。海外進出については、実施し

たいが、下記の状況であり、国内での上市後、国内外の学会での評価をみながら、必要であれば製

品の改良改善を行い製品の完成度を高めるというステップを踏んだ上で、海外輸出の具体的な取組

を進めたい。 

１．単孔式手術は、腹腔鏡手術の新しい一手技であり、海外についての市場性は現状不明である。 

２．海外進出については以下の要件は最低必要と思われ、現状から考えると、海外進出は、国内上

市後、3－5 年の時間を要すると考える。なお製造業者は CE マーク、ISO13485 の取得が出来てい

ないので取得までの時間をさらに考慮する必要がある。 

  ・当該国での承認 

  ・当該国での販売代理店の存在 

  ・CE マークまたは ISO13485 の取得 

  ・特許などの知財権等々の確認（抵触していないか等の確認） 

 

(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 

  製品名 メーカー 
日本で

の販売 

必要切開

創(cm) 

創拡張

効果 

鉗子挿入部

の可動性 

別本体

の要否 

1 本事業開発製品   ○ 1.0 ○ 高 不要 

2 A 品 A 社 ○ 2.0 以上 ☓ なし 不要 

3 B 品 B 社 ○ 2.0 以上 ☓ なし 不要 

4 C 品 C 社 ○ 2.0 以上 ☓ 低 不要 

5 D 品 D 社 ○ 1.5 以上 ○ なし 不要 

6 E 品 E 社 ○ 2.0 以上 ○ なし 不要 

7 F 品 F 社 ☓ 1.5 以上 ○ なし 不要 

8 G 品 G 社 ☓ 2.0 以上 ☓ 高 必要 

9 H 品 H 社 ☓ 2.0 以上 ☓ なし 不要 

10 I 品 I 社 ☓ 2.0 以上 ☓ なし 不要 
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ポートに関する競合製品としては、上記 9 製品が既に販売されている。 

 

 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） 

日本国内で発売されている製品の中で、本事業開発製品は、以下の観点で優れている。 

 必要切開創 

 創拡張効果 

 鉗子挿入部の可動性 

 別本体の要否 

 

また本製品については，以下の 3 点が特長である。 

① 透明度 

② 柔らかさ 

③ 価格 
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1.5 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 

 

 

 

H23（2011）年度 H24（2012）年度 H25（2013）年度 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 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 計画

実績

試作機開発・改良 計画

【製品名】 実績

量産機開発 計画

【製品名】 実績

臨床研究 計画

実績

薬事申請 計画

実績

知財対応 計画

実績

販売戦略 計画

実績

上市時期 計画

実績

スケジュール変更理由

事業の実施内容

自主事業の内容

試作品の開発が遅れたことにより、動物実

験の開始が遅くなった。しがたって薬事申請

のための試験開始が遅くなり、最終的に薬

事申請の時期がずれ込んだ。

・弁部の改良及びポート本体の送排気口接

続部品の開発

・台座部分の改良

・量産成形検討、品質・検査仕様の確定、滅

菌・梱包の検討

・動物実験・臨床研究

・ユーザー評価等意見集約

・薬事申請、特許出願及びプロジェクト管理

・ユーザーヒアリングの収集

・開発製品へのフィードバックの検討

・ユーザーヒアリングの収集

・開発製品へのフィードバックの検討

・臨床研究の実施

・ユーザーヒアリングの実施

・薬事申請対応

・ユーザーヒアリングの収集

・開発製品へのフィードバックの検討

・生産設備等拡充

・ユーザーヒアリングの収集

・開発製品のへのフィードバック

・臨床研究の実施

・ユーザーヒアリングの実施

・改良製品の開発

試作品開発	

量産品開発	

動物実験	 臨床研究	

薬事準備	 ★	
H27.3	薬事申請	

★	
H27.3	薬事認証	

特許調査	

プレマーケティング	

★	
H28.4	上市	

試作品開発	

量産機開発	

★	
H26.8	動物実験	

★	
H26.11	動物実験	

薬事準備	
★	
H27.6	薬事申請(予定)	

★	
H27.9	薬事認証(予定)	

特許調査	

量産品改良	

動物実験	 臨床研究	

販売体制構築	
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(2) 投資回収計画 

 H24 

(2012) 

H25 

(2013) 

H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

薬事申請時期    ●       

上市時期     ●      

支出額（単位：百万円） 34 40 27        

 うち委託費 34 40 27        

 うち自己負担           

売上高（単位：百万円） － － －        

販売数量（単位：個） － － －        

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

 1) 投資計画 

平成 28 年度上市に向けてモノづくり中小企業の設備投資を行う。 

 2) 回収計画 

単孔式腹腔鏡手術の市場については、まだ 5 年ほどの新しい市場であるが、医療現場では様々な

対象疾患や対象部位に適用されており、今後拡大をすることが期待される市場である。海外での販

売も今後検討を開始する。 

(3) 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” 

 プレマーケティング 

薬事認証後にプレマーケティングとして、大阪医科大学を中心に販売を行う。また，大阪医科

大学の一般・消化器外科系関連病院に製品紹介の場を設け、積極的に利用してもらうことにより

販売する予定である。 

 代理店を通した全国展開 

東レ・メディカルおよびその代理店により、病院単位で営業を行い、導入した病院の販売個数

を伸ばすことで市場の浸透を図る。 
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 2) ビジネス体制 

                

 3) ものづくり中小企業の位置づけ 

 アリオテクノ株式会社 

アリオテクノ株式会社は、昭和 45 年に設立され、本社を兵庫県尼崎市に置く、精密機器加工

を中心とした研究開発型企業である。これまでに航空機部品や医療機器部品などの専門性の高

い製品から、初期アップル製 iPod の筐体をアップルに提供するなど、独自の高い技術力を有し

ている。本製品では台座部分を担当し、アイデア力を活かして既存製品に負けない製品の開発

を行っている。 

 大同化成工業株式会社 

大同化成工業株式会社は、昭和 15 年に設立され、本社を大阪市西淀川区に置く、化成品(塗

料・接着・繊維・各種樹脂)を中心とした研究開発型企業である。シリコーンの成形機を用いて

シリコーン製品を開発・生産する能力が高く、本製品のポート本体および弁部品の製造を行う。 

 

医療機器製造業者(一般)	
[28BZ005019]	

アリオテクノ㈱	
・台座の設計・製造	

・組立・滅菌・パッケージング	

医療機器製造業者(一般)	
[27BZ200287]	

大同化成工業㈱	
・ポート本体、弁の設計・試

作・製造、供給	

KISCO㈱	
・シリコーン素材の提供	
・素材知見の提供	

助言・承認	 相談・申請	

材料供給 

コーティング剤知見提供	

嵌合部分の共同開発 

ポート本体OEM	

ビジネス体制図	

研究機関	

大阪医科大学	
	
	

	
学会発表・業界における周知	

事業管理機関	

顧客	
医薬品医療機
器総合機構
(PMDA)	

医療機器製造販売業者	
[13B1X00015]	

東レ・メディカル㈱	
・薬事申請	

・マーケティング・販売	

形状検討からの 

素材検討フィードバック	

品質管理
の検討	

臨床研究の
フィードバック	

マーケティング 

フィードバック	

販売に関する検討	

新	

新	

新	

中	

中	

中	

中小企業	

新規参入	

医療機器製造業者（一般）	
[未定]	

主たる製造業者(未定)	

・滅菌業者	
・製品としての取りまとめ	

部品の提供	
納入	
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1.6 平成 26年度委託事業の成果概要 

(1) 委託事業の事業概要 

シリコーンという透明な柔らかい素材を用いて、製品としてキット化することで手袋法のメリットをすべて残し、デメリットを解消する製

品を開発する。 

 本ポートは機能的に「ポート本体」「弁」「台座」の 3 つのパーツに分類される。平成 24 年度は、ポート本体と台座の第一次試作品を製作し、

台座部分の特許申請を行った。平成 25 年度は、ポート本体の操作性と気密性の向上、台座の硬度、形状、素材を再度検討の上試作を行い、ほ

ぼ機能的に満たされるものを開発した。 

平成 26 年度は、ポート本体については鉗子挿入口の改良、滑り性の検討、送排気口アタッチメント接続部の開発を軸に製品として完成させ

る。一方、台座については、動物実験を通して操作しやすい台座に改良する。さらに、出来上がった製品版試作について薬事申請を行う。 

(2) 委託事業終了時に完成した試作品の概要 

試作品名 概要 

単孔式腹腔鏡手術用ポート(名称未

決定) 

単孔式腹腔鏡手術で用いるポートである。本製品は①透明で、②操作がしやすく、③安価な、④純国産製品といっ

た特徴を備えている。 

(3) 平成 26年度の具体的な実施内容と成果、今後検討すべき課題 

平成 26年度の実施内容（実施計画書）  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弁部の改良及びポート本体送排気口接続部

品の開発 
▶ 

エアリークがしない基本構造は確立した。送気口の引

張強度について確認した。 
▶ 対応を検討した。 

②台座部分の改良 ▶ 

臍部に挿入しやすくなるようにリングを細くした。ま

た臍部挿入時の踏ん張りが足りないため、材質をシリ

コーンからエラストマーに変更した。 

▶ 対応を検討した。 

③量産成形検討、品質・検査仕様の確定、滅菌・

梱包の検討 
▶ 

ガンマ線滅菌を検討していたが、変性がみられたため

EOG 滅菌に変更した。 
▶ 対応を検討した。 

④動物実験・臨床研究 ▶ 

動物実験を行い，ポート本体と台座の嵌合状態を確認

した。また弁部のエアリークや台座の挿入に関する動

作確認を行った。 

▶ 更なる改良が必要な場合，追加で動物実験を行う。 

⑤ユーザー評価等意見集約 ▶ 他大学の医師から意見を伺った。 ▶ ヒアリングを行った。 

⑥薬事申請、特許出願(特許障害調査、特許申

請)及びプロジェクト管理 
▶ 

薬事申請について引張強度等の一部の試験が完了し

た。 
▶ 

薬事申請に関する各種試験を行い，薬事申請を行

う。 
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1.7 事業化に向けた検討結果 

(1) 薬事申請 

 1) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

①滅菌方法の検討 

 

滅菌方法を検討した。 

②滅菌業者の選定 

 

複数の候補を選定した。 

 

(2) 知財対応 

 1) 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） 

本開発製品に関して特許出願を行った平成 24年 12月以降、競合製品の詳細な特許調査を行って

いなかったので、調査を行った。 

 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

①競合他社の類似製品販売 

 

今後も調査を要する 

 

 

(3) 技術・評価面 

 1) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

本開発製品の肝である、柔らかさを実現するためにシリコーンという素材を用いている。その性

質上様々な開発課題がある。 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

①ポート本体に関する課題 形状の改良を行った 

 

②台座に関する使いやすさの向上 

 

形状の改良を行った 

 

③弁部品の形状変更 

 

弁形状の最適化改良を行った 
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(4) その他事業化全般 

 1) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

 代理店を通した全国展開 

東レ・メディカルおよびその代理店により、病院単位で営業を行い、導入した病院の販売個数

を伸ばすことで市場の浸透を図る。 

 

 生産体制 

主たる製造業者を現在選定しており、滅菌・梱包もその業者に依頼する予定である。大同化成

工業やアリオテクノで担当している部品を主たる製造業者で取りまとめて製品として仕上げる予

定である。 

 広報・普及計画 

 プレマーケティング 

薬事認証後にプレマーケティングとして、大阪医科大学を中心に販売を行う。また，大阪医科

大学の一般・消化器外科系関連病院に製品紹介の場を設け、積極的に利用してもらうことにより

販売する予定である。 

 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

①主たる製造業者の決定 

 

主たる製造業者の選定 
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1.8 3 年間の委託事業の実施経過 

1.8.1 当初計画からの変更（深堀）点とその理由 

(1) 対象とする課題・ニーズ 

特になし。 

(2) 機器スペック・ビジネスモデル 

特になし。 

(3) 事業化体制 

特になし。 

(4) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

特になし。 

 

 

1.8.2 有識者委員会・伴走コンサルでの指摘事項とその対応 

頂いたアドバイスについて適切に対応した。 
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1.9 平成 27年度以降の事業化計画 

平成 27 年度 6 月には薬事申請を行う予定である。その後約１年をかけて大阪医科大学を中心に臨床研

究を行うとともに，学会等で積極的に製品をアピールする計画である。 
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1.10 3 年間の委託事業の振り返り 

1.10.1 自己評価点 

C：当初目標には未達だった。 

 

市場 

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 

基本 

戦略 

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 

開発 

戦略 

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。 △一部 

 ○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 

薬事 

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。 △一部 

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。 該当せず 

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 

知的 

財産 

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 
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 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。 

△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。 ○十分 

販売・ 

物流 

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。 △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。 

○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。 ○十分 

事業 

収支 

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 

その他 

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 

 

1.10.2 自己評価理由 

2 度の動物実験を行い、現場の使用に耐えうる製品を試作することができたが、薬事申請を年度内に完

了することができなかった。 

 

1.10.3 3 年間の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 

本事業で検討した事項を今後の事業化で活用していきたいと思う。 

 

(2) 事業の進め方 

上市する製品として最低限のスペックを確定し、積み上げ方式による開発の方がより円滑に事業

を遂行できたと思う。 

 

 

1.11 事業に関する連絡窓口 

 

学校法人大阪医科大学 外部研究資金開発企画課 

〒569-8686 大阪府高槻市大学町 2 番 7 号 

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

 


