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健常者並みのQOLにつながる小型体外機器の開発

Class IV

㈱サンメディカル技術研究所、東京女子医科大学
小型体外機器イメージ

患者さんの負担が大きい補助人工心臓の体外機器
● 日本の医療現場では心臓移植待機患者が慢性的なドナー不足のため長
期待機を余儀なくされている。
● 心臓移植の代替手段として補助人工心臓（EVAHEART）を製品化し、長
期生存と自宅療養を可能としたが、補助人工心臓を制御する体外機器や
付属機器が大きく重いという課題がある。
● 現行機種の重量・大きさ ： 約５ｋｇ（電池込み） A4サイズｘ厚さ８ｃｍ

総重量１．１ｋｇ ウェアラブルスタイルで利便性向上
● クールシールユニット（ポンプへ水を循環させるユニット）の小型化（従来
比５０％）
● 小型バッテリーで長時間駆動可能な低消費電力タイプの血液ポンプモー
タ（効率２０％アップ）
● ウェアラブルスタイルでも不快感のない振動・騒音レベルの追及
現行機器（304x241x81mm)

サンメディカル：高度なものづくり技術を活かした事業展開
人工心臓の研究開発を15年間に渡り行い、 「EVAHEART」の製造販売業
許可を取り、製品化に結びつけた。国内唯一の人工心臓製造販売メーカー。
大学等と共同開発を促進し海外展開を計画中。第１０回産学官連携功労者
表彰（内閣総理大臣賞受賞）（長野県諏訪市、資本金 4.5億円、従業員数
６０人）

機密性○

コンソーシアム
医薬品医療機器総合機構
（PMDA）
医療機関

東京女子医科
大学
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•開発機器の導入・普及

助言

申請
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製販企業

中
事業管理機関

相談
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（株）サンメディカル
技術研究所
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• 装置設計・開発
• 安全性・信頼性確立
• 研究推進

医工連携支援機関
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株式会社信州ＴＬＯ
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•米国治験推進
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1. 研究開発の概要

1.1 研究開発の背景・目的及び目標
１）研究の目的
日本の医療現場では心臓移植待機患者が慢性的なドナー不足のため長期待機を余儀なくされている。心
臓移植の代替手段として補助人工心臓（EVAHEART）を製品化し、長期生存と在宅療養を可能としたが、補
助人工心臓を制御する体外機器や付属機器が大きく重いという課題がある。
本研究開発により人工心臓装着患者とは見られない見栄えの実現や遠隔モニタリングシステム（リモートモ
ニタリングシステム）の導入などで、患者の快適性、安全性を向上させる改良型の EVAHEART を実現する。
平成２５年度は、平成２４年度実施した要素技術検討を元にシステム全体の設計・開発し、製品要件（機能、
性能、安全性等）を満たしているか評価・試験により確認すると共に、薬事申請に必要な確認・資料作成を行
う。血液ポンプについては、小型化を達成するために必要となる技術検討を継続し、早期製品化を目指す。ま
たメカニカルシールについては、血液ポンプの省エネルギー化に有用な摺動抵抗を低減するための製造技
術を確立し、システムの高効率化を目指す。
２）研究の概要
人工心臓が心臓移植と同等の代替治療となるために解決すべき問題として、超長期（10 年以上）の抗血栓
性・生体適合性・安全性・信頼性・耐久性などをどう確保するか、また人工心臓装着患者が社会復帰を行い、
健常人同様の高いＱＯＬ（Quality of Life）を保てるかどうかが挙げられる。
EVAHEART は、機器性能は申し分ないが、体外機器や附属機器が競合他社製品に比べて大きく使い勝手
が悪いとの問題点が指摘されている。
これらの課題を解決すべく、以下の研究開発を行う。
（１）システムの小型化に向けた基礎検討
（２）システム設計
（３）システムの試作・評価
（４）製品認定のための評価試験（設計検証）
事業終了時には、総重量が約１．１ｋｇでウエアラブルスタイル
（イメージ図）、遠隔モニタリングにより患者の利便性・安全性を
向上させた製品を目指す。
平成２４年度は、システムの小型化に向けた基礎検討として、ク
ールシールユニット（以下｢ＣＳＵ｣）の仕様検討を行い、策定したＣＳＵの仕様に基づき、ＣＳＵ、ポンプケーブ
ル、メカニカルシール部品、血液ポンプモータの試作・評価を行った。
平成２５年度は、①実際に小型コントローラの設計開発をすると共に試作品の機能、性能、信頼性等につい
て評価を行う。②小型コントローラと並行して製品化を進める小型血液ポンプについては、さらに効率を高め
たモータ開発およびポンプ内の CSU 液流路の効果性についての評価を行う。③メカニカルシールの摺動抵
抗低減については分析・対策検討を元に平面度を確保する加工方法の技術検討を行う。
３）実施内容
①小型コントローラの開発 （株式会社 サンメディカル技術研究所、東京女子医科大学）
ア）フィルターの評価
平成２４年度の要素技術検討においてフィルターの仕様が明確になった。フィルタリング仕様の妥当性
を確認するためには、フィルターにタンパク質成分を流してその性能を評価する必要がある。現在、本評
価はフィルター（１種類）毎に実施しているが、平成２５年度は、評価対象タンパク質毎に複数のフィルター
を同一条件で同時に計測評価できる試験装置を購入し、試作したフィルターの性能を効率的かつ正確に
確認し、フィルターの最適化を実現する。
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イ）試作品の評価
平成２４年度の要素技術に関わる検討結果を参考にして製品の設計・開発を行い、機能・性能確認用
のサンプルを作成し評価を行うことにより製品品質を高める。設計の妥当性の確認と、評価時間期間短
縮のため、機能試作品、量産試作品の評価仕様書をサンメディカルが作成し、その仕様書に基づき評価
を行い、設計・評価・改良設計のサイクルを短縮することにより、製品の品質を確保する（評価の対象：血
液ポンプ制御、CSU 制御、ユーザーインターフェイス制御、外部モニター通信等）
ウ）量産試作品の評価
本開発では小型化と同時に信頼性を確保しなければならない。高加速寿命試験を行うことにより信頼
性担保の一助とする。製品に内在している欠陥或いは弱点を短時間に抽出するための試験を行うことに
より、製品仕様から動作限界、破壊限界までの間隔（設計マージン）を広げ、短期間に信頼性と品質の改
善をする。
②小型ポンプの開発（株式会社 サンメディカル技術研究所、東京女子医科大学）
ア）小型高効率モータの完成度向上
平成２４年度は、血液ポンプを小型化するための小型高効率モータの開発を行い、モータ特性を設計目
標値に近づけることができた。実用化に向けた設計品質向上及びモータ完成度向上を図るため、ポンプ特
性に特化した磁場解析を積極的に取り入れ試作回数を減らし、開発期間短縮及び完成度を向上させ小型
高効率モータの早期製品化を目指す。
イ）血液ポンプ内クールシール液流路の妥当性検証
平成２４年度は、ポンプ部においてはポンプケーブルの細径化を実現することができた。次のステップとし
て、血液ポンプの設計完成度向上を図る。そのひとつとして、可視化実験等で評価が難しい血液ポンプ内ク
ールシール液流路設計について、設計初期からポンプ特性に特化した流体解析を積極的に取り入れること
でクールシール液流れを明確にし、クールシール液流路設計の妥当性を検証することで血液ポンプ内クー
ルシール液流路の最適設計を行う。
ウ）性能評価及び耐久性評価
一連の開発を行った小型血液ポンプの総合評価を行う。血液ポンプとしての性能を満足しかつ長期信頼
性特性を確認する必要があるが、開発期間を短縮するために、専用試験機を購入し性能試験及び耐久試
験を並行して実施し、評価結果を迅速に製品に反映する。
③メカニカルシールの開発（株式会社 サンメディカル技術研究所）
メカニカルシールの摺動抵抗を減らすことにより血液ポンプをより省エネルギーで駆動することができる。
同じ大きさのバッテリであればより長い時間バッテリ交換の必要がなく利便性が向上する。平成２４年度に実
施した要素ファクターの検討及び安定化のための対策効果検証結果を基に、摺動抵抗のメカニズムを解明
するのと同時にそれによる対策案の効果確認と製造への展開を行い、摺動抵抗の少ない血液ポンプの生産
に繋げていく。
ア）安定したシール摺動状態を実現するための製造技術の確立と量産への展開
専用のレーザー干渉計を購入し、試作メカニカルシール摺動面のサブミクロン形状を計測するとともに、
摩耗の進行を計測する。初期の摺動面形状、摩耗後の形状の変化とシール性能の安定性の相関を評価
する。また、摺動面形状の測定は量産時の検査基準に展開できるようデータを蓄積する。
イ）シール漏れに着目した製造技術確立と量産への展開
シールの初期摩耗形状と漏れ性能の相関関係に関する検討を行う。性能検証は専用のシール性能検査
装置を購入し、これを用いて測定する。検討結果に基づき要求される濡れ性能となるように初期的な摩耗状
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態を実現する加工方法の開発及び製造基準への展開を図る。
ウ）良好なシール性能を維持するシール部品製造に関する検討
製造工程内でシール部品が受ける影響と工程改善に関する検討を行い、要求されるシール性能を満た
すシール部品を高い歩留まりで生産できる工程設計に反映する。
④プロジェクト管理・運営（株式会社信州ＴＬＯ、外注先未定）
・事業管理機関（株式会社信州ＴＬＯ）において、本プロジェクトの管理を行う。
・プロジェクトの研究経緯と成果について取りまとめ、電子媒体（CD-ROM）１式を作成する。
・再委託先の研究会議に参加し、研究の進捗状況を検証するとともに、研究を実施する上で発生する課題
等について、随時研究実施者と調整を行う。
・再委託先事業者が作成する証憑書類について、指導・確認を行う。
・研究開発推進委員会（伴走コンサルとの同時開催を含む）を委託契約期間内に２回程度開催する。
・開発の成果について特許出願する。

1.2 研究開発体制

株式会社信州ＴＬＯ

再委託

再委託

株式会社サンメディカル技術研究所

学校法人東京女子医科大学

総括研究代表者（ＰＬ）
株式会社サンメディカル技術研究所
開発グループ GM 金箱 秀樹

副総括研究代表者（ＳＬ）
株式会社サンメディカル技術研究所
開発グループ 宮越 貴之

1.3 成果概要
次頁以降に本年度開発した製品の概要および本年度検討・精査した同製品の事業化計画を記載する。
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1.3.1 開発製品「ＥＶＡＨＥＡＲＴ」
【訴求ポイント】
日本の医療現場では心臓移植待機患者が慢性的なドナー不足のため長期待機を余儀なくされている。心
臓移植の代替手段として補助人工心臓（EVAHEART）を製品化し、長期生存と在宅療養を可能としたが、補
助人工心臓を制御する体外機器や付属機器が大きく重いという課題がある。本研究開発によりこれらの機
器のポータブル化を実現し、遠隔モニタリングシステムの導入などで、患者の快適性、安全性を向上させ
る改良型の EVAHEART を実現し、３年以内に上市を目指す。

製品名

ＥＶＡＨＥＡＲＴ

クラス分類

クラスⅣ

製造販売業者
販売業者

株式会社サンメディカル技術研究所
株式会社サンメディカル技術研究所

上市計画
薬事申請時期
上市時期

国内市場

許認可区分

2015
2016

年
年

一般的名称

植込み型補助人工心臓システム

承認

申請区分

改良医療器

製造業者
株式会社サンメディカル技術研究所
その他（部材供給）
5
5

4

月
月

海外市場（具体的に：
2015
年
2016
年

米国
10
12

）
月
月

1.3.2 事業化計画
(1) 事業化に向けた現状ステータス
植込み型補助人工心臓システム EVAHEART はすでに医療機器承認を取得しており、2011 年より市販されてい
る。本事業は患者の快適性、安全性を向上させる改良型の EVAHEART を実現するものである。本事業は小型コ
ントローラ、小型ポンプおよび EVAHEART の特徴的な技術要素であるメカニカルシールの改良により改良型の
EVAHEART を実現するものであるが、完成した技術要素を順次一部変更により上市することにより EVAHEART 事
業を推進する。小型コントローラに関しては、当初計画に遅れが出ているものの、小型ポンプに関しては当初
計画よりも前倒しで推移しており、平成 26 年度は前臨床試験に進む予定である。メカニカルシールに関して
は、現時点で得られた成果を小型ポンプに搭載する予定となっている。

(a) 機器の開発（実証）目標達成状況
小型コントローラに関しては、デザインモックによるユーザビリティ試験の結果、現状の目標仕様では競合
製品と比較して競争力を示すことが難しいとの結論に達し、仕様の見直しを実施し、まず CSU の機能・性能改
善を進めることとした。目標に当初計画に遅れが出ているものの、課題であったフィルターの小型化、流体コ
ネクタ（カプラ）の要素部品には一定の成果が得られた。小型ポンプに関しては当初計画よりも前倒しで推移
しており、試作品で慢性動物実験を実施し良好な結果を得た。平成 26 年度は前臨床試験に進む予定である。
メカニカルシールに関しては、現時点で得られた成果を小型ポンプに搭載する予定となっている。

(b) 薬事対応状況
小型ポンプの開発のめどがついたため、平成 26 年度初頭に PMDA との薬事相談を計画している。

(c) 知財確保状況
平成 25 年度は小型ポンプに関して 2 件の発明を検討し、１件の特許出願を行った。

(d) その他（事業化体制等）の整備状況
国内に関しては、既存の生産体制、販売体制の維持、強化を進める。海外に関しては米国の治験推進のため
中心となる治験施設に近い場所への拠点移設を検討している。
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(2) 市場性（想定購入顧客）の検討結果
(a) 医療現場でのニーズ
日本の医療現場では心臓移植待機患者が慢性的なドナー不足のため長期待機を余儀なくされている。
心臓移植の代替手段として補助人工心臓（EVAHEART）を製品化し、長期生存と在宅療養を可能としたが、
補助人工心臓を制御する体外機器や付属機器が大きく重いという課題があり、コントローラを小型化した
ウエラブルスタイルが望まれている。ただ、ウエラブルスタイルがＱＯＬを向上する最大の要因と考えて
いたが、小柄の患者への血液ポンプの植込みニーズに対応することも必要であることが分かった。

(b) 現状における問題点
血液ポンプは一度植え込むと交換が容易ではない。そこで、コントローラの小型化より、ポンプの小型
化を先行させ、小柄な患者に対して無理なく植え込むことを可能にして患者層を拡大することにより市場
拡大を図る必要がある。

(c) 本機器の想定顧客および市場規模
① 国内
2010 年 7 月 17 日に改正臓器移植法が公布され、この改正法によって本人の意思が不明な場合の家
族の承諾による臓器提供が可能となったことから、今後は臓器提供数の増加により心臓移植数も増え
ると予測している。日本経済新聞記事には、脳死移植を認めた 1997 年の臓器移植法施行から 2010
年 7 月 17 日の改正法行までの約 13 年間で脳死者からの臓器移植は 86 例だったが、改正法施行後は
1 年で週 1 回ペースの 55 例となり、
そのうち 49 例は家族承諾による提供があったことが掲載された。
また、心臓や腎臓などの提供を受けた患者はこれまでに 245 人に達し、移植医療で救われる患者は
確実に増えていることも報じられた。事実、2010 年の心臓移植総数は 23 件と、これまでの年間移植
数の 2 倍以上の移植が行われている。2011 年 6 月末現在の心臓移植希望登録者数は 177 人である*1。
*1 日本経済新聞 2011 年 7 月 18 日付 朝刊 ｢脳死移植最多、1 年で 55 例｣記事
心臓移植件数 (1997 年 10 月～2013 年 9 月)
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
9月末

合計

0

0

3

3

6

5

0

5

7

10

10

11

6

23

31

28

26
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（社)日本臓器移植ネットワークＨＰ(http://www.jotnw.or.jp/datafile/offer/index.html)「移植
に関するデータ」より抜粋
全米臓器配分ネットワーク（UNOS: United Network for Organ Sharing）の 1999 年の資料から心筋
症で移植を希望した患者数を計算すると 3,245 人となり、人口あたりの患者数で換算すると、日本で
心臓移植が必要な人は 1,600 人いることになる*2。日本では長期待機期間の患者の生命を維持し、QOL
を向上させるため、より信頼性の高い補助人工心臓が必要となっている。
*2 日本移植学会広報委員会編、臓器移植ファクトブック 2010 (2011.7.7) より引用
② 海外
米国における植込み型補助人工心臓の潜在市場規模は、年間 5
万～10 万人と予測されている。米国における補助人工心臓の対象
患者層は不可逆性末期重症心不全患者で、最善の内科的治療を用
いても心臓機能の回復が見込めない患者である。米国における補
助人工心臓症例数は、2006 年から著しく増加しており、2010 年
の INTERMACS 登録患者数は 1,251 人であった。
（治験中のデバイ
スや、INTERMACS に登録していない施設の症例数は含まれていな
い）。
（右グラフ：人工心臓症例数推移）
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(3) ターゲット市場における業界分析結果
(a) 競合製品／競合企業の動向
補助人工心臓市場の約 80%を占める米国における症例は、2007 年までは血液を吸込んで拍出する
拍動型ポンプが主流だったが、2007 年から羽根車の回転により血液を送り出す定常流ポンプの症例数
が増え 2010 年にはそのほとんどが定常流ポンプになっている。
会社名

サンメディカル
EVAHEART

テルモ社
DuraHeart

ソラテック社
HeartMate II

ハートウェア社
HVAD

ポンプ

コントローラ

欧州でも同様の傾向がみられ、現在、米国・欧州市場はソラテック社の『HeartMate II』及びハー
トウェア社の『HVAD』が寡占している状態。一方日本では、2010 年 12 月にテルモ社の『DuraHeart』
と EVAHEART（サンメディカル技術研究所）が承認されるまでは、東洋紡など体外式ものが主流だ
ったが、2011 年 4 月からはテルモ社やサンメディカルの補助人工心臓の植込みが行われるようになり
順調に症例数を伸ばしている。
(b) 競合製品／競合企業とのベンチマーキング
EVAHEART（血液ポンプ）の最大の特徴は、定常流ポンプでありながら顕著な拍動流を創出すること
ができることである。また流量性能が高いために、自己心の残存心機能がわずかで、症状が重い患者
の自己心の完全代行も可能である。
EVAHEART がもたらす拍動大流量のメリットは、急性期の顕著な臓器、身体能力の回復及び運動負荷
時の追随性の良さ等が上げられる。また補助人工心臓の最大のリスクであるポンプ停止を回避するた
め、血液ポンプ内に電子部品を一切使っていないことも、大きな特徴である。
現在に至るまで、動物実験・耐久性試験・治験いずれにおいても、ポンプ故障は皆無であり、また
7 年以上の長期耐久性も実証されている。
EVAHEART（コントローラ）の最大の特徴は、駆動回路、電源回路が 2 重化されており、万が一の故
障に対して自動的にバックアップ回路が動作し、血液ポンプを駆動し続けることが出来る。また、コ
ントローラに非常用バッテリを内蔵しているため、バッテリが枯渇したり、誤ってバッテリがコント
ローラから外れてしまっても、30 分以上コントローラ単体で血液ポンプを駆動し続けることができる。
また、バッテリ、クールシールユニット（CSU）,非常用バッテリの全ての構成品がコントローラ筐体
に内蔵されているので、結果として携帯性がよい設計となっている。他社製品の場合、コントローラ
単体では小型であっても、バッテリを接続すると結果として相応のキャリングケースに収納する必要
がある。下図は現在、最も小型なコントローラである Thoratec 社のポケットコントローラの収納状況
である。コントローラ自体は小型であるが、バッテリと組み合わせると相応のキャリングケースが必
要となっている。
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(4) ビジネススキームの検討結果
補助人工心臓の国内市場は学会認定病院への販売に限られており、また対が心臓移植適格を有する患者のみ
となっているため、市場の急拡大は望めない。したがって、国内市場に関しては、ほぼ固定された症例数に
たいして競合他社とシェア争いをする形となっている。EVAHEART は唯一の国産補助人工心臓であり、製品の
開発から製造まで国内で行っている。この強みを生かして、迅速かつきめ細やかな技術サポートにより海外
製品との差別化を図る。一方、事業化拡大に関しては、最大市場である米国への参入を実現するために、治
験推進体制を再構築し、EVAHEART の優位性（大流量、拍動流、低消化管出血）をユーザーにアピールして治
験を推進する。米国以外の海外市場については、当面米国市場を第一優先に市場展開を図るが、CE マークが
適用される国を対象に、医療機関が植込み型補助人工心臓を取り扱える力量を備えているか、代理店の力量
が十分であるかを考慮して検討する。

(5) 事業リスクの洗い出しと対応策の検討結果
前年度継続審査以降、洗い出された事業化の隘路とその対応を以下に示す。

洗い出された課題（隘路）
左記への対応策
薬 ①コントローラ、ポンプの小型化には現行機種で過 ①事承認を確実に得るためには仕様変更部分を最
事 剰性能になっている部分を適正化する必要がある。

小限にする。しかしながら、小型化・軽量化のため
この場合、性能が劣っている様に見えてしまうた
には、現行仕様で過剰性能になっている部分を適正
め、適正仕様についての明確な説明が必要となる。
化しなければならない。早期に有識者のアドバイス
を仰ぎ、仕様の妥当性について検討する。コントロ
ーラの仕様が決まった時点（Ｈ27 年 3 月頃）で PMDA
へ事前相談をする。

知 ①血液ポンプの初期特許の期限が切れ始める（出願
財 済み３８件）。

①利化をしてある特許をベースに、新たに判明した
課題解決のための技術を盛り込んだ特許を権利化
することにより、実質的に現行ポンプに関わる権利
を継続できるようにする。

技 ①様の適正化と評価指標の明確化が必要である。
術
・
評
価

①識者の意見とレギュラトリサイエンスを活用し、
仕様と評価指標の妥当性を早期に確立する。試作検
討と並行して検査・試験等を効果的・効率的に実施
できるよう、試験装置の導入及び外注を利用し、製
品品質の向上を図る。

そ
の
他
事
業
化
全
般

①本設計が終わり、候補部品が決まった時点で調達
性の検証を行う。

①現時点では仕様達成を優先して設計を行ってい
るが、製造の際の部品調達性につても考慮する必要
がある。
②ウエラブルスタイルがＱＯＬを向上する最大の
要因と考えていたが、小柄の患者への血液ポンプの
植込みニーズに対応することも必要であることが
分かった。
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②血液ポンプは一度植え込むと交換が容易ではな
い。そこで、コントローラの小型化より、ポンプの
小型化を先行させ、小柄な患者に対して無理なく植
え込むことを可能にして患者層を拡大することに
より市場拡大を図る。次に、コントローラを次年度
に開発し、最終的にサイズ 600cc、総重量 1.1kg(バ
ッテリ含み)を達成する。

(6) 上市（投資回収）計画の検討結果
(a) 投資計画
① 株式会社サンメディカル技術研究所
小型コントローラの開発には約５億円を計画している。（量産試作品まで。各種試験取得費用を含む。
）
一方、血液ポンプの開発には約１億円を計画している。（動物実験を含む）

(b) 回収計画
平成２８年度に上市できれば現行機種からの全面切り替えを行う。
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(c) 委託期間後を含めた事業計画
開発スケジュール

2014（ＦＹ26）
4-6

7-9

10-12

【技術開発２】

・血液ポンプ（高効率モータ・細径化ｹｰﾌﾞﾙ）
・メカニカルシール
【技術開発１】

・小型コントローラ
（コントローラ本体・クールシールシステム）

2015（ＦＹ27）
1-3

4-6

7-9

10-12

2016（ＦＹ28）
1-3

薬事申請

7-9

10-12

薬事承認

量産開発・評価
量産開発・評価

4-6

ＦＤＡ申請

ＦＤＡ承認

薬事申請

薬事承認
ＦＤＡ申請

ＦＤＡ承認

上市スケジュール
Ａ．小型ポンプ＋Ｃ０２

国内上市
国内上市

Ｂ．小型ポンプ＋小型コントローラ

米国治験販売
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2017（FY29)
1-3

1.4 当該研究開発の連絡窓口
問合せ担当者

株式会社信州ＴＬＯ
住所：

大澤

住夫

電話：

〒３８６‐８５６７
上田市常田３‐１５‐１ 信州大学繊維学部内
ＳＶＢＬ棟４階
０２６８‐２５‐５１８１

ＦＡＸ：

０２６８‐２５‐５１８８

Ｅ-ｍａｉ：

info@shinshu-tlo.co.jp

ｌ：
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2. 本編

2.1 概要
①小型コントローラの開発
ア）フィルターの評価
平成２４年度の要素技術検討においてフィルターの仕様が明確になった。フィルタリング仕様の妥
当性を確認するためには、フィルターにタンパク質成分を流してその性能を評価する必要がある。平
成２５年度は、フィルターを試作しタンパク質除去率を評価した。評価の結果、従来機種と比較して
大幅に能力向上（約 3.7 倍）かつ小型化（容積比 約 78％減）できた。
イ）試作品の評価
平成２４年度の要素技術に関わる検討結果及びデザインモック品のユーザビリティ試験の結果
から、小型コントローラの開発では CSU の小型化が重要であることが明らかとなった。平成 25 年
度は CSU を構成するうえで課題となる CS 液流路コネクタ（カプラ）を中心に試作品を評価した。
既存製品の C02 に取り付けて評価した結果、概ね良好な結果を得ることが出来たが、ロック機構に
課題を残した。
ウ）量産試作品の評価
当初、小型コントローラを試作し評価する計画であったが、デザインモック品のユーザビリティ
試験の結果から現時点の仕様で実現できるコントローラでは競合品に対して十分な競争力を得る
ことが出来ないことが明らかになった。そこで本年度はコントローラの小型化を進めるとともにユ
ーザビリティを向上するために重要な CSU を小型化するための要素部品開発に注力した。一方、シ
ステム設計に関しては要求仕様の再検討と検討した要求仕様を基にユースケース分析を行い、ユー
ザビリティの観点で問題がないこと、実現可能であることを明確にした。
②小型ポンプの開発
ア）小型高効率モータの完成度向上
平成２４年度は、血液ポンプを小型化するための小型高効率モータの開発を行い、モータ特性を設
計目標値に近づけることができた。今年度は実用化に向けた設計品質向上及びモータ完成度向上を図
るため、ポンプ特性に特化した磁場解析を積極的に取り入れ完成度を向上させた。
イ）血液ポンプ内クールシール液流路の妥当性検証
平成２４年度は、ポンプ部においてはポンプケーブルの細径化を実現することができた。本年度は、
血液ポンプの設計完成度向上を図ため、可視化実験等で評価が難しい血液ポンプ内クールシール液流
路設計について、ポンプ特性に特化した流体解析によりクールシール液流れを明確にし、クールシー
ル液流路設計の妥当性を検証するとともに、血液ポンプ内クールシール液流路設計を最適化した。
ウ）性能評価及び耐久性評価
小型血液ポンプの試作品により総合評価行った。専用試験機による性能試験及び耐久試験の結果、
試作小型血液ポンプは血液ポンプとしての基本性能を有し、かつ耐久性も兼ね備えている事が確認で
き、実用可能性が高いことが確認できた。
③メカニカルシールの開発（株式会社 サンメディカル技術研究所）
ア）安定したシール摺動状態を実現するための製造技術の確立と量産への展開
工程内のなじみ運転を想定し、血液ポンプの連続運転を行った。シールリングの初期摩耗の進行
を確認するとともに、シール性能（密封性能）の変化を確認した。さらに、シールリングが初期摩
耗をした後に、メカニカルシールの摺動状態の安定性を評価するために、血液中で損失トルクの評
価を行った。さらに、その実験後の摺動面の平面度、摩耗の傾向を評価した。また、摺動面の平面
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度を評価する手段として、レーザー干渉システムを導入した。公的試験機関が持つレーザー干渉計
を基準として、装置の妥当性を検証した。
イ）シール漏れに着目した製造技術確立と量産への展開
シール摺動面形状と漏れ量の相関関係を確認した。最近の工程で見られるシールリング摺動面の
「くら型形状」が、臨床試験初期の「フラット形状」と比較して漏れ量で優位か確認を行った。
また、フラットなシールリング、シートリングの加工のための検討を実施した。鋭意検討の結果シ
ールリング摺動面の研磨工程で、フラットな摺動面形状を実現するために摺動面研磨装置のゴムパッ
ドの素材を変えると効果が見られる可能性が解ったので、この定量評価を行い、妥当性を確認した。
さらに、フラットなシールリング、シートリングのシール性能試験、および血液実験（損失トルク
測定）を実施した。最近の工程で見られるくら型形状が、臨床試験初期のフラット形状と比較して、
損失トルクが優位か確認を行った。
ウ）良好なシール性能を維持するシール部品製造に関する検討
工程内で、シール摺動面の変形が発生している可能性がある。エタノール浸漬工程、気密試験工程
など複数の工程が疑われたが、エタノール浸漬工程が各工程のなかで最も影響がある可能性が高かっ
た。エタノール浸漬は、消毒・脱脂のために必須の工程である。そこで、エタノール浸漬によるシー
ル摺動面の変形を定量的に評価し、改善のための評価を実施した。
さらに、摺動面の変形したシールリングが、シール性能検査を通じて摺動面からのカーボン粒子脱
落が発生するかを確認した。摺動面からのカーボン粒子脱落はそのメカニズムが解っておらず、変形
と因果関係があるかどうかを評価した。

2.2 小型コントローラの開発
2.2.1 ア）フィルター試作品の評価
ＣＳＵには血液ポンプのメカニカルシールの隙間から漏れた血漿が流れ込むため、フィルターを使って
血漿に含まれるタンパク質を除去する必要がある。H24 年度の研究成果に基づきフィルターを試作し性能を
評価した。
＜結論＞
上記仕様のフィルターを使うことによって、従来機種と比較して大幅に能力向上（約３．７倍）かつ小
型化（容積比 約７８％減）できた。

2.2.2

イ）試作品の評価
＜背景 目的＞
EVAHEART システム体外ユニットの小型化を推進する上で、クールシールユニット (以下 CSU) と血液
ポンプのインターフェース部の最適化は極めて重要な要素となる。
前年度報告書「２－４ サブテーマ＜３＞ コネクタ（接続部）の仕様策定」の結論より、インター
フェース部における、固定コネクタの有用性が示唆された。前試作において、流入口と流出口の位置関
係を直角にすることで、小型化及びユーザビリティの向上を図った。
加えて、流入口と流出口の位置関係をストレートにすることで、ほぼ同様の機能を有した上で、現在
臨床展開されている、C02 システムに搭載することが可能となる。
以上を踏まえ、
流入出口の位置関係がストレートかつ 2 つのポートが並んだカプラの設計を検討した。
(以下 双頭カプラと呼ぶ。)
＜結論＞
現在設計検討中の双頭カプラは、次世代体外ユニットに搭載するため設計され、必要とされている機
構がマウントされている。しかし、2 つのカプラを 1 つにまとめた構造をもち、C02 システムとの互換
性を持たせるためには考えると、さらなる小型化及び C02 システム筐体の一部修正が必要であると考え
られる。
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双頭カプラは CSU 循環回路の出入り口となるため、当部品の設計は、次世代体外ユニット C03 システ
ムの機械設計のスタートラインとなる。高い QOL を持つ補助人工システム C03 を早急に臨床に展開す
るために、双頭カプラの設計を決定する必要があると考えられる。
ウ）量産試作品の評価
当初、小型コントローラ試作機を製作し評価を行う予定であったが、デザインモックによるユーザビリティ試
験の結果、さらなる仕様検討が必要であることが明確となったため、再度、要求仕様を検討した。

2.2.3

2.3 小型ポンプの開発
2.3.1 ア）小型高効率モータの完成度向上
＜目的＞
小型高効率モータの完成度向上に向けて、現設計に対し、より高効率・高トルクモータが実現できる
か検討を行った。高効率・高トルクモータを実現するには、現設計に対し、①モーターサイズを大きく
する、②コイル巻き線を工夫する、③マグネットを強くすることが挙げられる。①に関しては、小型ポ
ンプを目指している為、モーターサイズを大きくすることはできない。②に関しては、モータのトルク
定数を挙げる為に、コイル巻き線の数を増やす必要があるが、増やした分、コイル巻き線のスペースを
広げる必要がある。これは①と同様モーターサイズが大きくなる為、採用できない。③に関しては、現
設計で採用しているマグネットが、市場で入手できる最大性能のマグネットである為、マグネットを強
くすることはできない。以上のことより、現設計が最良と考える。
＜結論＞
実機においても、磁気飽和はしていないことが強く示唆され、現行設計は妥当であるといえる。

2.3.2 イ）血液ポンプ内のクールシール液流路の妥当性検討
＜目的＞
メカニカルシール摺動面付近のクールシール液（水）の流れは微量に漏れ出してきた血漿成分を洗い流す
重要な役割を果たしている。その流れの状態を把握し、さらなる洗い流し効果の向上を図るべくシャフト
に開けられたノズル穴の設計妥当性を検証することとした。血液ポンプに内在するクールシール流路にお
ける水の流速・圧力を実験にて計測するのは困難である。そこで、血液ポンプ内メカニカルシール背面近
傍のクールシール流路のモデルを複数作成し、数値流体力学（CFD, Computational Fluid Dynamics）を
用いてシミュレーションを行うことで血液ポンプ内クールシール流路における水の流れの状態を把握す
る。また、水の流れとその洗い流し効果を計算結果に基づき解析・相対比較を行う。
＜結論＞
現設計において摺動面付近での下方部への一定の流れが観測され、クールシール液による洗い流し効果
の存在が強く示唆された。4 つのφ0.8 ノズル穴のうち 2 つのノズル穴中心をメカニカルシール摺動面と
同位置まで下方移動したモデルにおいて、類似した流れが観測された。ノズル穴径をφ0.8mm からφ0.6mm
－φ0.4mm へ縮小したモデルにおいて流速の上昇が観察され、洗い流し効果が向上する可能性を示した。
また、下方へ移動したノズルからの噴射が直接メカニカルシール摺動面へ吹きつけることにより、より洗
い流し効果を高められる可能性が示唆された。

2.3.3 ウ）性能評価及び耐久性評価
<目的>
前項ア)及びイ)にてモータ及びクールシール液流路において最適設計を行うことができた。その結果を
反映させた血液ポンプを試作製作し、この試作血液ポンプの性能評価及び耐久性評価を行った。
設計コンセプトとして、血液を駆出する基礎となるポンプ性能は従来機と全く同一の特性をとることとし
ている。よって、今回設計を行った試作血液ポンプのポンプ性能が従来機と同一性能をとることを評価す
るために、H-Q 特性(圧力-流量特性)を比較評価することとした。
補助人工心臓は自己心を残した状態で使用する血液ポンプで、左心室から血液を脱血し大動脈に送血する
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バイパス回路を形成し使用することを前提としている。このため、拍動環境下に置いた状態で長期間安定
した運転状態が可能であることが求められる。よって、自己心及び体内の血行動態を模擬した拍動流を発
生することができる耐久試験装置に試作血液ポンプをつなぎ、連続運転させることで長期連続耐久性を評
価することとした。
＜考察及び結論＞
上記評価結果より、今回設計した試作小型血液ポンプは血液ポンプとしての基本性能を有し、かつ耐久
性も兼ね備えている事が確認でき、実用可能性が高いことが確認できた。

2.4 メカニカルシールの開発
ア）安定したシール摺動状態を実現するための製造技術の確立と量産への展開
本テーマにおいて、2 つの研究を行った。
はじめに、工程内のなじみ運転を想定し、血液ポンプの連続運転を行った。シールリングの初期摩耗の進行
を確認するとともに、シール性能（密封性能）の変化を確認した。さらに、シールリングが初期摩耗をした後
に、メカニカルシールの摺動状態の安定性を評価するために、血液中で損失トルクの評価を行った。さらに、
その実験後の摺動面の平面度、摩耗の傾向を評価した。
次に、摺動面の平面度を評価する手段として、レーザー干渉システムを導入した。公的試験機関が持つレー
ザー干渉計を基準として、装置の妥当性を検証した。
以下に、その報告を示す。

2.4.1

メカニカルシールの初期摩耗の進行とシール性能の関係

(1) 目的
工程内のなじみ運転を想定し、血液ポンプの連続運転を行う。シールリングの初期摩耗の進行を確認すると
ともに、シール性能（密封性能）の変化を確認する。

(2) 合否判定基準
本試験はその目的から、合否判定基準を設定しない。

(3) 適合・参照規格
該当なし。

(4) 結論





今回の実験で実施したなじみ運転は、シールリングの内周部の初期摩耗を促進し、またフラン樹脂の
高さを低減させることで、シール性能を向上させた。一方で、摺動面外側には積極的な初期摩耗を起
こすことはできず、血液タンパクの進入を防ぐには至らなかった。
シートリングの初期形状がフラットであれば、なじみ運転によりシール性能を向上させることができ
た。
メカニカルシール摺動面の内側が強く接触し、シール性能を維持する。一方で摺動面の外側に隙間が
あると血液タンパクの進入を許容し、損失トルクの上昇を招く。

2.4.2 メカニカルシールの摺動面形状の測定と検査基準の確認
(1) 目的
(a) 背景
従来、メカニカルシールの摺動面は、長野県工業技術総合センター所有のＺｙｇｏ社製レーザー干渉計で
計測をしてきた。最近の検討の結果、摺動面の平面度をより高い精度で確認する必要が出てきた。そこで、
従来の規格値のパラメータ、ＰＶ値とｒｍｓ値に加えて、円周ＰＶ値を導入することを検討していた。
15

円周ＰＶ値は、シール摺動面の中心部の一点を定め、そこから円周方向に線を引き、その線上の表面プロ
ファイルを測定した上で、そのプロファイルのＰＶ値を求めるものである。このパラメータは社内で独自に
考案したものであり、表面のうねりを計測するには非常に優れたパラメータであるが、一般性がないため生
データから独自に算出しなければならないという点と、円周上の一点を定める手段が手入力であるため再現
性に乏しいという点において問題があった。そこで今回、専用のシール性能評価用レーザー干渉システムを
導入し、ツェルニケ関数のＡｓを計測できるようにした。

(b) 目的
本実験の第一の目的は、新規導入するシール性能評価用レーザー干渉システムが、従来のレーザー干渉計
と同じＰＶ値、ｒｍｓ値を求めることができることを確認することである。第二の目的は、暫定的に円周 PV
値をもとに合否判定をしていたが、ここで新規導入するシール性能評価用レーザー干渉システムで計測する
Ａｓ値をもとに合否判定が行えることを確認するものである。

(2) 結論
１. 新規に導入したシール性能評価用レーザー干渉システムは、これまで製造で使用したザイゴ社レーザー
干渉計と同等の精度を持つ。部品の適格性を判断するために十分な精度を持つことが証明された。
２. 新規に導入したシール性能評価用レーザー干渉システムで、新たな規格値として定義する As に基づいて
部品の選別を行った場合、従来の円周 PV で不合格と判断したものは合格と判断することはない。As は
摺動面のうねりを規定する規格として十分である。

2.4.3 メカニカルシールの摺動面形状と漏れ量の相関関係

(1) 目的
(a) 背景
血液ポンプに用いるメカニカルシールの摺動面形状は、形状を規定する平面度は変更していないものの、
長期に渡って徐々に変化している。臨床試験初期までは、シールリングの平面度（PV 値）は 0.2 以下のもの
が多く見られたが、最近のものは 0.3 前後のものが多い。特に最近のものは、その平面形状がいわゆるくら
型のものが多い。
くら型形状では、相手方のシートリング摺動面形状が完全にフラットであると仮定すると、どうしても摺
動面間距離が不均一になり、摺動面間距離が広いところでは潤滑液の圧力上昇幅が不足し、シール性能の低
下を招く恐れがあった。

(b) 目的
くら型形状のシールリングと、平面度の高いいわゆるフラットなシールリングをそれぞれ血液ポンプに組
み込み、メカニカルシールの密封性能を比較する。

(2) 結論
フラットの定義として、PV、RMS、AS で規格を定めた。フラットのほうがシール性能に優れる。
（優位差？）

2.4.4 メカニカルシールの摺動面形状と漏れ量の相関関係
(1) 目的
(a) 背景
血液ポンプに用いるメカニカルシールの摺動面形状は、形状を規定する平面度は変更していないものの、
長期に渡って徐々に変化している。臨床試験初期までは、シールリングの平面度（PV 値）は 0.2μm 以下の
ものが多く見られたが、最近のものは 0.3 前後のものが多い。特に最近のものは、その平面形状がいわゆる
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くら型のものが多い。
くら型形状では、相手方のシートリング摺動面形状が完全にフラットであると仮定すると、どうしても摺
動面間距離が不均一になり、摺動面間距離が広いところでは潤滑液の圧力上昇幅が不足し、シール性能の低
下を招く恐れがあった。
研磨でこのようなくら型形状に仕上がる原因を調査するため、シール摺動面研磨装置の精度確認を行った。
しかしながら、部品精度、運転精度に問題はなく、また砥石の精度にも問題がないことが解った。そこで、
シールリングをシール摺動面研磨装置に固定するときの位置の精度に問題があることが疑われた。
シールリングは装置の回転ステージの上にゴムパッドを敷き、その上に置かれる。回転ステージの中心に
軸があり、この軸に差し込むようにシールリングが設置される。前述のように回転ステージや軸の運転精度
には問題がなかったが、このゴムパッドの力学特性（硬さや弾性）が、研磨中に摺動面と砥石が接触する位
置関係に影響を及ぼしていると考えられる。
そこで今回、このゴムパッドの種類を変えて摺動面形状に影響があるか確認することとした。

(2) 目的
シールリングの摺動面研磨機のゴムパッドの材料・硬度と、研磨後の摺動面形状に相関があるか確認する。

(3) 結論
シール摺動面研磨機のゴムパッドに、現行クロロプレンゴム６５A を用いて研磨した場合は摺動面形状が
くら型になる傾向が見られるが、シリコンゴム 50A、シリコンゴム 70A を用いた場合は平面度が向上する。

2.4.5 メカニカルシールの摺動面形状と血液中の損失トルクの関係
(1) 目的
最近の工程で見られるくら型形状が、臨床試験初期のフラット形状と比較して、損失トルクが優位か確認を
行う。

(2) 結論





シートリングとシールリングの接触面積が広い方が、血液中で運転したときの安定性が向上する。そ
のためには、シートリング、シールリングともより高い平面度とすることが望ましい。
シールリングは軸振れにより外周部より摩耗が始まることや、内高形状のシートリングが使われるこ
とにより、外周部の摺動面間距離が広がって、摺動面内にタンパクが進入する傾向がある。
シール摺動面の最内周部は、シールリングがくら型である場合を除き、双方の摺動面が接触し、シー
ル性能を維持する。
クールシール液圧力を上げた場合には、シールの安定性が向上する。

2.4.6 メカニカルシールの摺動面形状の変形
(1) 目的
(a) 背景
血液ポンプに用いるメカニカルシールの摺動面形状は、その摺動面の形状がシール性能や摺動面脱落に関
わっていることが疑われている。研磨工程で摺動面の平面度が規格内であることを確認していても、製造工
程のシール性能検査後に、シールリングの摺動面が膨潤しているように変形することがあることが解ってい
る。
この変形は、消毒・脱脂工程で行われる無水エタノールへの浸漬により、シールリングが膨潤している可
能性が疑われている。

(b) 目的
工程内で、シール摺動面の変形が発生している可能性がある。エタノール浸漬の工程でシール摺動面の
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変形が発生するか確認する。
またもし発生する場合、エタノールの浸漬時間の条件によって変形の進行が異なるか確認を行う。

(2) 結論
シールリングの摺動面は、エタノールに浸漬することにより変形が生じる。摺動面に突起状の形状が隆起
し、平面度が変化する。
この現象は時間依存性があり、浸漬時間が 5 分 3 回、あるいは 2 日間では、全数で変形が見られ、2 日間
の方が変形の度合いは大きかった。しかし、浸漬時間 1 分では 2/3 で変形が見られなかった。摺動面の変
形は不規則なため、PV、rms では有意差が見られなかったが、円周 PV 平均値は摺動面変形の傾向と一致し
た。
シールリングのコンポジット材のフラン樹脂にエタノールが影響を与えている可能性がある。製造工程を
改善し、フラン樹脂に対する負荷を減らすことが歩留り向上に繋がる。

2.4.7 メカニカルシールの摺動面変形と脱落の関係
(1) 目的
(a) 背景
血液ポンプに用いるメカニカルシールの摺動面形状は、その摺動面の形状がシール性能や摺動面脱落に関
わっていることが疑われている。研磨工程で摺動面の平面度が規格内であることを確認していても、製造工
程のシール性能検査後に、シールリングの摺動面が膨潤しているように変形することがあることが解ってい
る。この変形は、消毒・脱脂工程で行われる無水エタノールへの浸漬により、シールリングが膨潤している
可能性が考えられている。
この膨潤により、シールリングのカーボンの構造に何らかの損傷が与えられ、摺動面脱落が引き起こされ
ている可能性がある。そこで今回、摺動面の膨潤と脱落に関する因果関係を調べる。

(b) 目的
純水浸漬によりシール摺動面の変形を意図的に発生させる。シール摺動面の変形が発生したシールリング
について、摺動面脱落が発生するか確認を行う。

(2) 結論
試験を実施した 6 個全数で純水浸漬後に変形が認められた。これらのうち、シール性能検査後に脱落が発
生したのは 4 個であった。残りの 2 個のうち 1 個は、脱落が認められなかったものの条痕が非常に多かっ
た。
シール性能試験前に変形が認められたものは、脱落あるいは条痕過多という異常が認められる可能性が高
い。
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3. 全体総括

3.1.1 委託事業の振り返り
(1) 本年度の目標達成度に関する自己評価
(a) 自己評価点
B：当初目標を達成した。
(b) 自己評価理由
小型コントローラに関しては、当初計画に遅れが出ているものの、小型ポンプに関しては当初計画よりも前
倒しで推移しており、平成 26 年度は前臨床試験に進む予定である。メカニカルシールに関しては、現時点で
得られた成果を小型ポンプに搭載する予定となっている。全体としては、おおむね当初の目標を達成した。

① 小型コントローラの開発
小型コントローラに関しては、デザインモックによるユーザビリティ試験の結果、現状の目標仕様では競合
製品と比較して競争力を示すことが難しいとの結論に達し、仕様の見直しを実施し、まず CSU の機能・性能改
善を進めることとした。目標に当初計画に遅れが出ているものの、課題であったフィルターの小型化、流体コ
ネクタ（カプラ）の要素部品には一定の成果が得られた。

② 小型ポンプの開発
小型ポンプに関しては当初計画よりも前倒しで推移しており、試作品で慢性動物実験を実施し良好な結果を
得た。また、専用試験機による性能試験及び耐久試験の結果、試作小型血液ポンプは血液ポンプとしての基本
性能を有し、かつ耐久性も兼ね備えている事が確認でき、実用可能性が高いことが確認できた。

③ メカニカルシールの開発
メカニカルシールに関しては、現状の課題を整理し、特に部品製造に関して基礎実験により問題点を明らか
にし、量産展開を図った。
 安定したシール摺動状態を実現するための製造技術の確立と量産への展開
安定したシール摺動状態を実現するために、工程内のなじみ運転導入を検討し、血液ポンプの連続運転
によるシールリングの初期摩耗の進行を確認するとともに、シール性能（密封性能）の変化を確認した。
 シール漏れに着目した製造技術確立と量産への展開
シール摺動面形状と漏れ量の相関関係を確認し、
「フラット形状」の優位性を見出した。またフラットな
シールリング、シートリングの加工のための検討を実施し、摺動面研磨装置のゴムパッドの素材を変え
ることが有効であることを示した。
 良好なシール性能を維持するシール部品製造に関する検討
エタノール浸漬工程がシール摺動面の変形を引き起こし、シール性能を損なうことを見出した。
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(2) 当初計画からの変更（深堀）点とその理由
(a) 対象とする課題・ニーズ
① ウエラブルスタイル
変更前
変更後

ウエラブルスタイルがＱＯＬを向上する最大の要因である。
小柄の患者への血液ポンプの植え込みニーズに対応することが重要である。

血液ポンプは一度植え込むと交換が容易ではない。そこで、コントローラの小型化より、ポンプの小型化を
先行させ、小柄な患者に対して無理なく植え込むことを可能にして患者層を拡大することにより市場拡大を図
る。次に、コントローラを次年度に開発し、最終的にサイズ 600cc、総重量 1.1kg(バッテリ含み)を達成する。

② 小型ポンプ
変更前
変更後

開発を２段階に分け、ドライブラインの細径化を行ない、その後モータの高効率を行なう。
①のウエラブルスタイルのニーズに対応するため、ドライブラインの細径化及びモータの高効率化を同時に
実施する。

小型ポンプ（高効率モータ、細径化ケーブル）とメカニカルシールの開発を先行し、2013 年 2 月にリリース
したＣ０２コントローラとの組み合わせで 2016 年の上市を目指し、小柄な患者に対して無理なく植え込むこ
とが可能なシステムとする。

(b) 機器スペック・ビジネスモデル
① 小型ポンプ
変更前
変更後

開発を２段階に分け、ドライブラインの細径化を行ない、その後モータの高効率を行ない、２種類の血液ポ
ンプを順次薬事申請・承認、上市する。
ポンプの高効率化が本年度の事業で目処が付いたので、薬事申請・承認、上市を前倒し、１種類の血液ポン
プで完結する。

現行品の効率２０％アップの目標をクリアできたので、当初計画で先行上市する予定であったドライブライ
ンの細径化ポンプと同じスケジュールで、細径化＋高効率化したポンプを上市する。薬事申請・承認の１プロ
セスを削減することができ、血液ポンプのバリエーションも簡素化できる。

(c) 事業化体制 変更なし
(d) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール）
① 小型ポンプ
変更前
変更後

薬事申請を平成 27 年（2015 年）3 月までに実施し、平成 27 年（2015 年）8 月に国内上市する。海外におい
ては、平成 27 年（2015 年）7 月にＦＤＡ申請し、米国治験販売平成 27 年（2016 年）2 月を目指す。
薬事申請を平成 27 年（2015 年）4 月に実施し、平成 28 年（2016 年）5 月に国内上市する。平成 27 年（2015
年）10 月にＦＤＡ申請し、平成 28 年（2016 年）12 月に米国治験販売を目指す。

バッテリの小型化に大きく貢献する、血液ポンプの低消費電力化目標（２０％ＵＰ）をクリア（２４．３％）
し、ドライブラインの細径化もできた。本課題提案時のスケジュールより若干遅れてはいるものの、上市に向
け課題は解決し、平成２６年度は量産開発・評価を行なう。

② 小型コントローラ
変更前
変更後

薬事申請を平成 27 年（2015 年）3 月までに実施し、平成 27 年（2015 年）8 月に国内上市する。海外におい
ては、平成 27 年（2015 年）7 月にＦＤＡ申請し、米国治験販売平成 27 年（2016 年）2 月を目指す。
薬事申請を平成 27 年（2015 年）7 月に実施し、平成 28 年（2016 年）10 月に国内上市する。平成 27 年（2015
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年）10 月にＦＤＡ申請し、平成 28 年（2016 年）12 月に米国治験販売を目指す。

当初から懸念事項であったクールシールユニット（ＣＳＵ）の小型化に梃摺り当初計画より遅れているが、
本事業で課題が明確になり、クールシールシステムの改良により当初目標をクリアする。
海外市場に関しては、小型ポンプと小型コントローラの組み合わせで薬事申請・承認及び上市を目指す。

(3) 有識者委員会・伴走コンサル指摘事項とその対応
(a) 薬事面
指摘事項

本事業で研究開発していることを説明し、早めに戦略相談を受けるのが良い。

今年度末（平成 26 年 3 月）にＰＭＤＡに相談する予定としている。

(b) 技術・評価面
指摘事項

ポンプを小型化することにより血液ポンプの寿命は短くなると思われる。

小型品では、耐久性に関係する軸受、シール等の部品は現状品と同じものを使う設計となっている。現状品
が 8 年連続で問題なく動作しており、小型品も同等なので短くなるとは考えていない。現状品の耐久性試験を
継続している。小型品の準備が整い次第小型品でも耐久性試験を実施する計画である。
 小型品での耐久性試験実施

(c) 知財面
指摘事項

先進国も意匠は重要である。
医療機器も特許期限延長の対象であるので検討される方が良い。

本技術に関する特許出願業務をお願いしている「めぶき特許事務所」に、特許権の存続期限の延長制度につ
いて相談した。
特許事務所は、医療機器の期限延長制度に関する手続き実績が無く、特許庁、日本弁理士会等から情報収集
後、対応策について打ち合わせすることとした。
意匠権については、今後出願するものについてその都度検討する。
 特許権の存続期限延長制度の確認
 対象特許権の絞込み
 意匠権については継続的な検討

(d) 事業化面
指摘事項

色々な製品を開発すると薬事や製品のメンテナンスが大変では。

新しい製品の開発ではなく、現行製品の改良・改善による製品競争力向上であるので事業の継続・拡大には
必要不可欠であると考えている。

(e) その他全般
指摘事項

他社との差別化。

ソラテック社、ハートウェア社は軽症患者（需要は多い）にシフトしつつある。EVAHEART は重症で体型が大
きい患者がターゲットと考えている。
また、拍動流による補助は他社製品では実現できておらず、消化管出血や末梢血管への血流確保に優位に働
くと考えている。
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委託事業を振り返って改善すべきであった点

(f) 事業体制
７月に副総括研究代表者（ＳＬ）の変更はあったものの、総括研究代表者（ＰＬ）と情報交換しながらきち
んと引継ぎができ、実施計画に大きな影響を与えることなく本事業を実施することができた。

(g) 事業の進め方
３年度事業の２年目であり、昨年度からの延長で今年度事業を開始したが、開始にあたり今年度事業に関す
るキックオフ会議をすべきであった。
実施計画に対する実施状況を確認するための、研究の進捗会議をもっとこまめに実施すべきであった。
 研究員全員を集めたキックオフ会議を開催する（実施内容の確認）
 ２ヶ月に１回程度の進捗確認会議を実施する（実施内容と実施事項の確認）

(h) その他
小型コントローラの開発が遅れていたので、合同伴走コンサルでの相談の場を設けていただき、継続審査前
に相談することができた。
合同伴走コンサルタントの場を有効に利用し、新たに洗い出された課題等に相談できるように対応する。
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3.1.2 これまでの委託事業の成果と今後検討すべき課題
採択から 3 年後の到達目標

（小型コントローラ関連）
・総重量が約１．１ｋｇでウエアラ
ブルスタイル遠隔モニタリングに
より患者の利便性・安全性を向上
さ せ た 体外 機 を製 作 し必 要 な 評
価・試験を実施し薬事申請ができ
る状態となっている。
・コントローラの小型化を達成する
ためには CSU の小型化が重要とな
る。具体的には、CSU の構成部品で
あるフィルター、リザーバ、流路
等の小型化が達成されなければな
らない。
・また、利便性の向上は CSU の脱着
が簡単・確実に行え、CSU ポンプの
振動・騒音が少ない状態になって
いる。

▶

現時点での達成状況
（計画変更理由を含む）

▶

・フィルターについては適切なファイ
バーを使うことにより、従来機種と
比較して大幅に小型・軽量化が実現
できるめどがついた。
・CS 液の循環ポンプとして、複数の小
型ポンプを検討したが、適切なもの
がなく、専用ポンプの開発に着手し
た。
・リザーバのサイズを算出するための
基本データの収集ができた。
・CSU の脱着方式については固定式の
方が利便性・サイズともに有効であ
る。
・振動対策についてはダンパーを入れ
ると効果があることがわかった。
・騒音対策については CSU 内部にゲル
または綿を配置すると効果があっ
た。
・候補となっている CSU 液接触部品に
ついては絶縁耐圧があることが確認
できた。

23

目標達成を阻害する要素の洗い出しと
対応策

・CSU の仕様が明確にならないた
め、コントローラ本体の設計に着手
することができなかった。CSU の
仕様は血液ポンプの仕様、特にメカ
ニカルシール部の仕様と密接に絡
んでおり、今まで要素技術開発とし
て独立に進めてきた内容を一体化
させ、全体仕様にまとめる必要が出
てきた。本年度後半は開発スケジュ
ールを変更し、血液ポンプおよびメ
カニカルシールの開発チームと共
同し、CSU の開発に注力すること
とする。コントローラ本体の開発は
次年度に集中的に行い、開発計画の
遅れを挽回する。
・また、小型化と同時に信頼性を確保
しなければならない。高加速寿命試
験を行うことにより信頼性担保の
一助とする。

来年度検討・実施すべき事項

▶ （来年度実施計画）

・機能試作機、量産試作機の検
査・試験を集中的に行う。具
体的には設計と並行して検
査・試験等の評価を行い製品
品質の向上を果たす。
・製品に内在している欠陥或
いは弱点を短時間に抽出す
るための試験（HALT 試験）
を行うことにより、製品仕様
から動作限界、破壊限界まで
の間隔（設計マージン）を広
げ短期間に信頼性と品質の
改善をする。
・新たなフィルターを評価す
る。物理的なサイズ（ポア径、
膜面積等）だけでなく、幾つ
かの材料についても評価を
する（吸着によるフィルタリ
ングの影響もあると考えら
れるので）。また評価を効率
的に行える評価環境も充実
させて、スケジュール厳守し
た開発・上市につなげる。
・ソフトウェア開発プロセス規
格（IEC62304）の取得を推
進し、特に FDA 申請を短時間
で取得できるようにする。

（血液ポンプ関連）
・ QOL を重視した小型軽量コントロ
ーラを実現すべく、細径ポンプケ
ー ブ ル 及び 高 効率 モ ータ を 採 用
し、安定したシール性能及びポン
プ駆動状態が得られるメカニカル
シールを備えた血液ポンプを開発
し、必要な評価・試験を実施し薬
事 申 請 がで き る状 態 とな っ て い
る。

・血液ポンプ内クールシール液流路設
計について、数値流体解析を導入し、
あらゆるパターンの解析を行った。
その結果をもとにシャフト吹き出し
穴の最適設計形状を決定する事がで
きた。
・モータトルク損失を軽減すべく、機
構的工夫を施し、細径ポンプケーブ
ルを採用した小型ポンプの試作機を
完成させることができた。
・この試作機の基本性能評価を実施し
た。血行動態に関係する流体力学的
特性は、設計意図通り、従来機と同
一であることが確認できた。
・ 安定したメカニカルシール摺動状態
を得るため、なじみ工程を付加し、
その効果を期待し血液を用いた評価
実験を実施した。その結果、新仕様
メカニカルシールに比べ、なじみ工
程を付与したメカニカルシールの方
が安定した駆動状態が得られること
が確認できた。よって、なじみ工程
を付与することにより、シール摺動
状態の安定性向上傾向が得られるこ
とがわかり、課題解決に近づくこと
ができた。
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・機構的工夫を施し、モータトルク損
失を軽減できたため、効率は向上し
たものの、サイズに対する最良モー
タ設計となっているかは未確定。磁
場解析を実施し、さらなる最良設計
の余地があるかを確認する。
・細径ポンプケーブルを採用した小
型ポンプの試作機を製作できたが、
人工心臓として実用に適した設計
となっている事を確認するため、各
種評価試験の実施が必要。
・ メカニカルシールに関しては明確
な設計指針がないため、事前に最適
設計を行うのは困難を極める。よっ
て、最適設計を行うためには、充分
な実験の実施とそのデータ蓄積を
元に最適設計を行う必要がある。そ
のため、実験装置の充実化及び充分
なサンプル数量を確保することで、
実験実施効率の向上を図り、課題解
決につなげる。

・より高効率・高トルクモータ
を実現すべく、モータ最良設
計を進める。そのため、積極
的に磁場解析を実施し、モー
タ設計妥当性確認を進める。
・各種評価試験の中でも、重要
な試験の一つとして、耐久性
試験がある。小型ポンプ試作
機の耐久性を評価するため、
耐久性評価試験を行う。
・ 安定したメカニカルシール
摺動状態を実現するために、
シール摺動状態に関するメ
カニズムの解明とメカニカ
ルシール漏れに着目した設
計指針を確立し、これらの結
果を持って具体的に製造に
繋げていく。

3.1.3 平成 26 年度以降の実施内容に関する計画（案）
2014（平成 26）年度
項目名

実施内容（案）
具体的な内容
量産試作機を製作し、試験検証により開発品の妥当性を検証するとともに薬事
① 型血液ポンプの開発
申請の準備を進める。

2015（平成 27）年度

②小型クールシールユニット

主要構成要素（循環ポンプ、フィルタ、センサ、リザーバ）の設計を完了する
とともに、製品プロットタイプを設計し、性能を評価する。

量産試作機を製作し、小型コントローラと共に
試験評価し開発品の妥当性を検証すると共に薬
事申請の準備を進める。

メカニカルシールの表面形状・表面状態の最適化および摺動面コーティング技

クールシールシステムの改良成果を小型クー
ルシールユニットにフィードバックし薬事申請
の準備を進める。また、性能向上したメカニカル
シールの製品適用を進める。

の開発

③次世代クールシールシステ
ムの開発（メカニカルシー
ル開発）

術により摺動・シール性能の向上を図ると共に、シール表面のたんぱく質吸着の
メカニズムと摺動抵抗変動への影響を解明する。また、より少ないクールシール
液循環によってシール性能を維持するためのクールシールシステムの改良を進

実施内容（案）

薬事承認を取得し、上市する。

める。
④小型コントローラの開発

機能プロットタイプを試作し、機能試験により実装した機能の妥当性を検証
し、製品プロットタイプを設計するための指針をえる。
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製品プロットタイプの試作評価および量産試
作機を製作し、試験検証により開発品の妥当性を
検証するとともに、薬事申請の準備を進める。

3.1.4 委託事業終了時までに完成する最終製品の概要とスケジュール
最終製品名
小型血液ポンプ

小型コントローラ

概要
当初、コントローラ関連技術として開発を進めていた「技術開発１」の細径ケーブ
ルおよびメカニカルシールの開発成果を小型血液ポンプに適用し、先行する血液ポン
プの薬事申請に合わせてリリースする。

スケジュール
2014 年度に試験検証を完了し、薬事申
請を行う。2015 年度に承認を取得し、国
内に上市すると共に、米国、EU への薬事
申請を行う。

2014 年はコントローラに内蔵するクールシールユニットの小型化を中心に開発を
進め、コントローラに関しては機能プロットタイプを製作し実装した機能の妥当性を
検証する。

2015 年度に量産試作機を製作し、試験
検証により開発品の妥当性を検証する
とともに、薬事申請を行い 2015 年度中
の薬事承認を目指す。国内の薬事申請後
に米国、EU への薬事申請を行う。
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