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1. 事業の概要
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。

H24-102

高いＱＯＬを実現するウエアラブルスタイル補助人工心臓システムの研究開発

Class IV

㈱サンメディカル技術研究所、東京女子医科大学、（株）信州TLO

国産初の体内植込み型補助人工心臓EVAHEARTの次世代システム
小型化のイメージ

補助人工心臓の小型化
● 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、補助人工心臓が大きく重いという課
題がある。
● 補助人工心臓の小型化を図る。

患者さんの負担が大きい補助人工心臓の体外機器の小型化
● 上記に加え、補助人工心臓の体外機器も大きく重いという課題がある。
● 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

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
・ニーズの提供
・開発機器の導入・普及

相談

助言

申請

承認

第一種 医療機器製造販売業
［20B1X10003］

顧客

（株）サンメディカル技術研究所
中
事業管理機関

• 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

（国内）

PL

販売

株式会社信州ＴＬＯ
欧州代理人
（欧州代理店）

顧客
（欧州）

販売

Evaheart, Inc.
（米国代理店）
•米国治験推進
•販売

顧客
（米国）

★体制図の変更箇所：米国代理店の変更（目的：臨床試験や米国市場への影響力を高めるため）
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1.1 事業の目的
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、補助人工心臓や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２６年度は、平成２５年度実施した試作検証結果を基に、小型血液ポンプの量産試作機を製作し
薬事申請必要な前臨床試験実施し、薬事申請準備を進める。コントローラに関してはシステムの小型化
に不可欠な CSU を中心に小型化目標を達成する製品開発を進め、早期製品化を目指すとともに、コント
ローラシステムの機能試作を行い、システム全体の機能評価を実施する。メカニカルシールについては、
タンパク質が摺動面に作用しても安定した摺動抵抗を維持する血液シール技術およびその製造技術を確
立し、システムの高効率化・高性能化を目指す。

1.2 事業実施体制
事業管理機関：株式会社信州ＴＬＯ
PL：金箱 秀樹（株式会社サンメディカル技術研究所）
SL：宮越 貴之（株式会社サンメディカル技術研究所）
共同体：①株式会社サンメディカル技術研究所
②学校法人東京女子医科大学
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1.3 事業化する医療機器の概要
1.3.1 製品名：ＥＶＡＨＥＡＲＴ
(1) 医療機器等の種類
機器等の種類
製品名
対象疾患
想定される販売先

医療機器
ＥＶＡＨＥＡＲＴ
末期的重症心不全
大学病院、中核病院

クラス分類*
分類名称（一般的名称）*
届出／認証／承認*
新／改良／後発*

薬事申請予定者

株式会社サンメディカル技術
研究所

医療機器製造販売業許可

Ⅳ
植込み型補助人工心臓システム
承認
改良医療機器
２０Ｂ１Ｘ１０００３
株式会社サンメディカル技術研
究所

（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
薬事申請時期
上市時期
想定売上（上市後 3 年目）
市場規模（上市後 3 年目）

平成 27（2015）年 12 月
平成 28（2016）年 1 月
16 億円／年（平成 30（2018）年時点）
40 億円／年（平成 30（2018）年時点）

海外市場
米国
平成 27（2015）年 2 月
平成 29（2017）年 6 月
20 億円／年（平成 31（2019）年時点）
2,000 億円／年（平成 31（2019）年時点）

(3) 事業化する医療機器の概観・特長

現行品

総重量１.１Ｋｇの小型体外機器
・クールシールユニット：従来比 50％の小型化
・小型バッテリーで長時間駆動
現行品

（血液ポンプの高効率化）
開発品

・不快感のない振動・騒音レベルの追及

血液ポンプの高効率化
・低消費電力血液ポンプ：効率 20％アップ
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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
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ではなく、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。
血液ポンプは一度植え込むと交換が容易ではないことから、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。

(2) 当該機器等の市場性
1) 提案する機器の想定顧客
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、1997 年から 2013 年末までの移植件数は 185 件となった。2014 年 12 月 1 日現在の
心臓移植希望登録者数は 349 人である。「（社)日本臓器移植ネットワークＨＰより引用」

2) 提案する機器の想定市場規模


国内市場
全米臓器配分ネットワークの 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。
「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」

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。


海外市場
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）
。
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人工心臓症例数の推移
(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 補助人工心臓市場
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。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。
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競合他社との製品比較
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

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 競合との差別化要素（小型ポンプ）
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。
②競合との差別化要素（小型コントローラ）
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。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たりしても、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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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
案件番号

24-102

事業管理機関名

株式会社信州TLO

事業名

高いＱＯＬを実現するウエアラブルスタイル補助人工心臓システムの研究開発
H23（2011）年度
以前

4

5

6

7

H24（2012）年度
8
9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

H25（2013）年度
8
9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

H26（2014）年度
8
9 10 11 12

1

2

3

H27（2015）年度
7-9
10-12

4-6

1-3

4-6

H28（2016）年度
7-9
10-12

1-3

H29（2017）年度
7-9
10-12

4-6

1-3

H30（2018）年度
7-9
10-12

4-6

1-3

小 型血 液ポン プ
要素技術開発

計画

小 型コントロ ーラ

小 型血 液ポン プ
実績
小 型コ ントロ ーラ

小 型血 液ポン プ
試作機開発・改良

計画

小 型コントロ ーラ

小 型血 液ポン プ
【製品名】

実績
小 型コ ントロ ーラ

量産機開発

小 型血 液ポン プ

計画

小 型コ ントロ ーラ

【製品名】

実績

臨床研究

計画

小 型血 液ポン プ

生物学的安全性試験
GLP動物実験（ウシ）

GLP動物実験（ウシ）

実績

薬事申請

計画

★

★

小 型血 液ポン プ
一 変申 請

★
PMDA：開発前相談

一 変申 請

小 型血 液ポン プ

★

小 型コ ントロ ーラ
小 型コ ントロ ーラ
IDE, CE Marking申 請

IDE, CE Marking申 請
実績
PMDA：開発前相談

知財対応

計画

★

★
★
知 財申 請
知 財申請

知 財申 請

実績

販売戦略

PCT出願３件

★

★
知 財申 請

★
★
知 財申 請
知 財申請

★２

内 科系 学会へ のPR

計画
欧 州法 人設立

実績

米 国法人設立

上市時期

内 科系 学会へ のPR

計画

★
小 型血 液ポン プ

国 内上市

★

★

★

小 型血 液ポン プ

小 型コ ントロ ーラ 小 型コ ントロ ーラ

米 国、 欧州上 市

国 内上市

米 国、 欧州上 市

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

小型ポンプの量産試作機を製造し、前臨床
試験を実施。小型コントローラの機能プロット
タイプ機を試作する。
第2世代コントローラC02および新型インフ
ローカニューレによる米国治験を実施する。

小型ポンプの薬事申請を行う。小型
小型コントローラの設計評価行い、
コントローラの量産試作を完了させる。 国内薬事申請を行う。小型ポンプを海
外上市する。

小型コントローラを米国IDE申請、欧州 小型コントローラを米国、欧州に上市
CE Markingを申請する。小型ポンプを する。
海外上市する。小型コントローラを国
内上市する。
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(2) 投資回収計画
H24
(2012)

H25
(2013)

H26
(2014)

薬事申請時期
上市時期
※各年 4 月～3 月の年度で表記。

H27
(2015)
●

H28
(2016)
●

H29
(2017)

H30
(2018)

●

●

H31
(2019)

H32
(2020)

H33
(2021)

1) 投資計画
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）
いずれも、薬事申請については一部変更申請とし、治験は予定していない。
上記金額は、今後精査必要があるが、大きな変動はないものと考えている。

2) 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。

(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”
血液ポンプを中心とした体内コンポーネントとコントローラを中心とした体外コンポーネントを交
互に製品改良し新製品をリリースすることにより、継続的に改良製品を市場に投入する。また、現在
日本のみの販売であるが、アジア、米国、欧州と全世界に製品を展開し販売数量を伸ばす。各拠点で
は臨床サポート部門を充実させ病院施設に安全で有効的な使用法をトレーニングすると共に患者・介
護者にも適切な使用法をトレーニングし良好な臨床成績を得るように努める。さらに、従来の外科医
のみへのアプローチに加えて、内科医へのアプローチも強化し患者の掘り起こしに努める。

2) ビジネス体制
日本国内の補助人工心臓は現在心臓移植までのブリッジ使用に限られているため、年間 100 症例程
度に制限されている。一方、米国、欧州においては DT 使用が認められており、それぞれ年間 1,000
症例以上が既に使われている。そこで、米国、欧州に販売拠点となる代理店をそれぞれ設け、薬事対
応、施設開拓をする体制を構築し、サンメディカル技術研究所は製品の研究開発・製造と日本国内販
売に注力することにより全世界に販売網を広げ事業拡大を図る。

3) ものづくり中小企業の位置づけ
株式会社サンメディカル技術研究所は、人工心臓の研究開発を 20 年間に渡り行い、 「EVAHEART」
の製造販売業許可を取得し、製品化した。
本事業では、上市品をベースに患者の QOL を更に向上させたいという市場ニーズに応えるために、東
京女子医科大学の知見を活用し、製品の小型化、ウエアラブルスタイル化により、国内の対象者拡大の
みならず海外展開をし、更なる市場拡大を目指した。
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引き続きサンメディカル技術研究所は製品の研究開発および製品製造を担当するとともに日本国内へ
の製品販売を行う。海外展開は米国、欧州の拠点地域で販売代理店を設け、各市場での薬事対応、施設
開拓を行う。

H24-102

高いＱＯＬを実現するウエアラブルスタイル補助人工心臓システムの研究開発

Class IV

㈱サンメディカル技術研究所、東京女子医科大学、（株）信州TLO

国産初の体内植込み型補助人工心臓EVAHEARTの次世代システム
小型化のイメージ

補助人工心臓の小型化
● 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、補助人工心臓が大きく重いという課
題がある。
● 補助人工心臓の小型化を図る。

患者さんの負担が大きい補助人工心臓の体外機器の小型化
● 上記に加え、補助人工心臓の体外機器も大きく重いという課題がある。
● 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

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
・ニーズの提供
・開発機器の導入・普及

相談

助言

申請

承認

第一種 医療機器製造販売業
［20B1X10003］

顧客

（株）サンメディカル技術研究所
中
事業管理機関

• 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

（国内）

PL

販売

株式会社信州ＴＬＯ
欧州代理人
（欧州代理店）

顧客
（欧州）

販売

Evaheart, Inc.
（米国代理店）
•米国治験推進
•販売

顧客
（米国）
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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
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でウェアラブルスタイル（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、小型・高効率モータを搭載した小型血液ポンプを試作しポンプの流量特性が同等であることを確認するとともに、動物実験を実
施し循環補助性能を確認した。小型コントローラについては、システムの小型化の中心となるＣＳＵの要素部品に関して開発を進め、タンパク質の
吸着作用を活用した小型フィルタの試作・評価を行った。また、ＣＳ流路を容易に清潔に接続する小型双方向カプラの開発を進めた。コントローラ
の開発に関してはユーザの使用環境を想定した操作分析を基にトータルシステムの仕様検討を行った。メカニカルシールの摺動抵抗低減については
分析・対策検討を基に平面度を確保する加工・評価方法を開発し、試作・評価を行った。
平成２６年度は、平成２５年度の成果を基に、①小型血液ポンプについては、量産試作品を製造し、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。②小型クールシールユニットの開発については、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。③次世代クールシールシステムの開発については、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
進める。④小型コントローラ開発については、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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(2) 委託事業終了時に完成した試作品の概要
試作品名
① 小型血液ポンプ
② 小型コントローラ

概要
従来品と同じポンプ性能でありながら体積約 75％、重量約 65％に小型化したポンプを開発した
従来品に対してトータル重量約 1/3 の 1.1kg のウェアラブル化を目指して要素技術開発を行い、実現可能であることを実証した。

(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）
①小型血液ポンプの開発
ア）血液ポンプ量産試作機の設計、製造
イ）小型血液ポンプの前臨床試験評価
ウ）小型血液ポンプの in-vivo 試験

②小型クールシールユニットの開発
ア）主要構成要素の設計・試作及び評価
イ）開発した主要構成要素を用いたクー
ルシールユニットの製品プロットタイ
プの設計・試作及び評価
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）
ア）血液用メカニカルシールの摺動抵抗
上昇のメカニズム解明
イ）摺動抵抗上昇を抑制する摺動面性状
の開発
ウ）補助人工心臓に用いるメカニカルシ
ールのシール性能の安定化
④小型コントローラの開発
ア）機能プロットタイプ回路設計及び回
路基板の試作・評価
イ）機能プロットタイプソフトウエアの
設計及び実装・評価
ウ）機能プロットタイプコントローラの
プロットタイプによるヒューマンファ
クタ評価

▶

▶

▶

現時点での達成状況（計画変更理由を含む）
血液ポンプ量産試作機の設計が完了し、前臨床試
験用量産試作機の製造を開始した。In-vivo 試験に
関して、国立循環器病研究センタ人工臓器部と牛に
よる動物実験実施の契約を進めた。
PMDA と開発前相談を実施し、治験、動物実験、耐久
性試験の要否及び前臨床試験評価内容について見解
を得た。
主要構成要素である、カプラの専用部品設計及び試
作を進めた。また、その他の主要構成要素について
は、部品の評価を行い、部品選定を進めた。

血液用メカニカルシールの摺動抵抗の上昇メカニ
ズムに関して、摺動面への CS 液供給の安定性が寄与
していることが分かった。
また、新たな摺動面材料としてフッ素含有 DLC の試
作評価を進めた。

▶

プロトタイプ機の設計・試作・評価を実施する。
▶

摺動抵抗上昇を抑制する摺動面性状の設計を完
了し、長期の動物実験による評価を行う。
▶

機能プロットタイプの回路設計を進めると共に、ソ
フトウェアの設計に着手した。
▶

今後検討・実施すべき事項
前臨床試験量産試作機の製造では製造工程の立
上を同時に進めており、製造トラブルによる製
造遅れと、その対策のための設計変更が必要に
なる可能性がある。

プロットタイプのハードウエア、ソフトウェア
の設計を完了し、試作・評価を実施する。
▶
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1.7 事業化に向けた検討結果
(1) 薬事申請
1) 薬事戦略検討状況


事前相談（2014 年 6 月 2 日@PMDA）



開発前相談（2014 年 8 月 12 日@PMDA）

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）
① コントローラ、ポンプの小型化

左記への対応策
薬事承認を確実に得るためには仕様変更部分を

現行機種で過剰性能になっている部分を適正化

最小限にする。しかしながら、小型化・軽量化のた

する必要がある。この場合、性能が劣っている様に

めには、現行仕様で過剰性能になっている部分を適

見えてしまうため、適正仕様についての明確な説明

正化しなければならない。早期に有識者のアドバイ

が必要となる。

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。小型ポンプについては、
PMDA に事前相談し、開発前相談を行った。

(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）
EVAHEART の特徴的な技術要素であるメカニカルシールに関する特許３件をＰＣＴ出願した。
①PCT/JP2014/82322 「摺動装置、メカニカルシール、ポンプ及び補助人工心臓システム」2014.12.5
②PCT/JP2015/53443 「血液ポンプのﾊﾟｰｼﾞ液循環装置及び補助人工心臓システム」2015.2.6
③PCT/JP2015/53445 「血液ポンプのﾊﾟｰｼﾞ液供給装置及び補助人工心臓システム」2015.2.6

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）
① 初期特許の期限切れ
血液ポンプの初期特許の期限が切れ始める（出願
済み３８件）
。

左記への対応策
権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。

(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
小型血液ポンプに関しては、既に前臨床試験のフェーズに入っており、特段の開発リスクはないと

考えている。ウェアラブルタイプコントローラに関しては、本事業により実現に向けた要素技術開発
を行い、当初目標を実現できる可能性を見いだすことが出来たが、依然として試作段階であり、また
競合他社もより小型化した機器の開発を進めているため、製品開発が完了した時点で他社に対して優
位性のある製品がリリース出来ない可能性がある。この点に関しては、他社動向に配慮しながらユー
ザーニーズを十分に調査し競争力のある製品を早期に実現するための開発体制を整備する。
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薬事申請に必要なエビデンス収集
既に開発前相談を実施し、小型ポンプの薬事申請に対して一部変更申請で可能であることが確認さ

れた。
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）
① 仕様の適正化

左記への対応策
有識者の意見とレギュラトリサイエンスを活用

仕様の適正化と評価指標の明確化が必要である。 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。
(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
国内に関しては、既に保有している自社販売チャンネルを通じて販売する。供給についても既存工

場にて生産する。海外については、米国は現地法人である Evaheart Inc.を通じて販売する。欧州につ
いても Evaheart Inc.が設立を予定している欧州現地法人を通じて販売する。


アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制
既に保有している社内体制を活用する。



QMS 等の品質保証体制
既に保有している品質保証体制を活用する



広報・普及計画
国内外の学会を通じて製品の PR を進める。また、論文投稿を積極的に推進する。

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）
① 仕様達成優先
現時点では仕様達成を優先して設計を行ってい

左記への対応策
基本設計が終わり、候補部品が決まった時点で調
達性の検証を行う。

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

血液ポンプは一度植え込むと交換が容易ではな

ウエラブルスタイルがＱＯＬを向上する最大の

い。そこで、コントローラの小型化より、ポンプの

要因と考えていたが、小柄の患者への血液ポンプの

小型化を先行させ、小柄な患者に対して無理なく植

植込みニーズに対応することも必要であることが

え込むことを可能にして患者層を拡大することに

分かった。

より市場拡大を図る。次に、コントローラを開発し、
最終的にサイズ 600cc、総重量 1.1kg(バッテリ含
み)を達成する。
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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
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。細く柔軟なドライブラインは患者が取扱いやすく、かつ補助人工心臓のメジャーAE で
ある皮膚貫通部感染症の発生率低減に寄与する。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。
変更前
変更後

小型ポンプの開発を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。
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。

(2) 機器スペック・ビジネスモデル
変更前
変更後

小型ポンプの開発を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。
(3) 事業化体制
変更前
変更後

米国での販売を株式会社サンメディカル技術研究所の既存の米国子会社 EMUSA で実施する予定で
あった。
ヒューストンに新会社（Evaheart,Inc,.）を設立し、米国代理店として、米国での治験推進、販
売を行う。

販売数量の拡大には国内市場のみならず、海外市場、特に米国市場への展開が重要である。テキサス
州ヒューストンは全米屈指の心臓病治療施設を複数有しているため、KOL へのアクセスのよいヒュース
トンに拠点を移し、米国での治験推進、販売を行う体制を構築した。

(4) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール）
変更前
変更後

2016 年上市を目指す。
① 小型ポンプ
2015 年度に前臨床試験を完了させ、2016 年に薬事申請を行い、上市を目指す。また、米国では、
2016 年度での DT 治験への適用を目指して準備を進める。
② 小型コントローラ
本事業で開発した要素技術、要素部品を活用し、2015 年より製品化設計を行い、2017 年の薬事申
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請を目指す。製品化設計に際しては、米国、欧州のユーザーニーズ、保険制度を十分に考慮し、全
世界で販売される事を前提に最適な製品開発を行う。

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。

1.8.2 有識者委員会・伴走コンサルでの指摘事項とその対応
領域

指摘事項

薬事申請

対応

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。

小型ポンプに関しては、PMDA に事前相
談し、
2014 年 8 月に開発前相談を実施した。
小型コントローラに関しては、要素技
術・要素部品の開発に止まっているため、
相談等は未実施。

知財対応

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。

特許権の存続期限の延長制度について相
談した。
意匠権については、今後出願するものに
ついて継続的に検討する。

技術・評価面

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。

その他事業
化全般

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。

他社との差別化。

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。

1.9 平成 27 年度以降の事業化計画
平成 27 年度以降、小型ポンプに関しては前臨床試験を計画的に進め薬事申請を行う。コントローラに
関しては、製品コンセプトを再考し、本事業で獲得した要素技術を活用し製品開発を進める。
領域
薬事申請

検討・実施すべき事項


国内申請、米国申請、欧州申請を同時並行的に進めるために、それぞれの薬事申請に
対応した前臨床試験を包括的かつ効率的に進める。また、英文資料を同時並行で準備
する。
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知財対応



本事業で開発した製品は基本的には既存品の基本技術を活用して開発した。既存品の
基本特許の権利期間が短くなってきているため、基本特許の周辺特許を申請し基本技
術の知財保護を進める。

技術・評価面



国内の大型動物 GLP 動物実験施設が限られているため、米国の大型動物 GLP 動物実
験施設を活用し評価期間がかかる動物実験を短期間で効率よく進める。

その他事業



製品のコストダウンのための生産技術開発を進める。

化全般
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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
B：当初目標を達成した。

市場

基本
戦略

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。
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）。
対象となる患者が明確になっていますか。
対象となる疾病・診療科等が明確になっていますか。
当該製品の業界特性は把握できていますか。
市場規模（導入・普及台数）は明確になっていますか。
SWOT分析は十分に行っていますか。
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。
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。

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。
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。
コア技術の開発戦略は明確になっていますか。
どのような効果があるか明確になっていますか。
開発
既存手段に比べた違いが明確になっていますか。
戦略
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。
既存手段に比べた違いが明確になっていますか。
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。、
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）。
ビジネスモデルに対応した業許可を持っていますか。
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。
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。
臨床試験の必要性の有無が明確になっていますか。
薬事
PMDAとの調整が進んでいますか。
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。
製品の利用方法が明確になっていますか。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
知的
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。
財産
必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。
意匠等の他の産業財産権について検討していますか。
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。
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。
販売チャネルは明確になっていますか。
当該製品の供給（生産、物流）体制は明確になっていますか。
販売・
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。
物流
QMS等の品質保証体制が明確になっていますか。
広報・普及計画は明確になっていますか。
想定価格は顧客が感じる価値に見合ったものですか。
事業 製造原価（あるいは提供コスト）は明確になっていますか。
収支 売上、コスト（変動費・固定費）、利益、減価償却等を考慮した計数的な計画は明確になっていますか。
十分な収益性が得られることが明確になっていますか。
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。
その他 海外に対する戦略は明確になっていますか。
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
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
△一部
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分

1.10.2 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。
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(1) 小型コントローラの開発
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。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
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。

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
2014 年 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。

(2) 事業の進め方
前年度からの延長で事業を実施していたが、事業年度の開始に毎年キックオフ会議をすべきであった。
また、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。
・2014 年度から研究担当者を集めたキックオフ会議を開催し、実施内容の確認を行なった。
・約 1 回／月の研究の進捗確認会議を実施し、実施内容と実施事項の確認を行った。

(3) その他
小型コントローラの開発が遅れていたので、2013 年 10 月の合同伴走コンサルで相談の場を設けていた
だき、継続審査前に対応について相談した。

1.11 事業に関する連絡窓口
株式会社信州ＴＬＯ
〒386-8567 長野県上田市常田三丁目 15 番 1 号
電話: 0268-25-5181 / FAX:0268-25-5188 / E-mail: info@shinshu-tlo.co.jp
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