
 

管理番号 25-017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25 年度課題解決型医療機器等開発事業 

「難治性胸腹水の外来治療を可能とする 

  モバイル型胸腹水濾過濃縮用装置の開発」 
 

 

 

 

 

事業成果報告書（要約版） 

平成 26 年 2 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委託者 経済産業省 

委託先 株式会社タカトリ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

目次 
 

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

1.1 事業の背景・目的及び目標 ................................................................................................. 1 

1.1.1 事業の目的 ................................................................................................................... 1 

1.1.2 事業概要 ....................................................................................................................... 2 

1.1.3 実施内容 ....................................................................................................................... 2 

1.2 事業実施体制 ....................................................................................................................... 5 

1.2.1 組織 .............................................................................................................................. 5 

1.2.2 総括事業代表者及び副総括事業代表者 ........................................................................ 5 

1.2.3 実施・管理体制 ............................................................................................................ 6 

1.2.4 機械器具等管理 ............................................................................................................ 6 

1.2.5 アドバイザー ................................................................................................................ 6 

1.3 成果概要 .............................................................................................................................. 7 

1.3.1 開発製品「Mobile-CART（モバイル型胸腹水濾過濃縮用装置）」 ................................ 7 

1.3.2 事業化計画 ................................................................................................................... 8 

1.4 当該事業の連絡窓口 .......................................................................................................... 17 

2. 本編 ......................................................................................................................................... 18 

2.1 腹水濾過濃縮再静注法における既存技術の効果の定量化 ................................................ 18 

2.1.1 現在の CART の臨床評価試験の実施 ........................................................................... 21 

2.1.2 時間・ローラーポンプの刺激・フィルターの目詰まりの影響に関する検討 ............ 23 

2.2 制御・動力伝達技術を用いた胸腹水濾過濃縮装置の試作開発 ........................................ 26 

2.2.1 Mobile-CART 装置の試作機（Ver.1-1）の作成・評価 ............................................... 26 

2.2.2 新しい CART システムの胸腹水回路の作成・循環試験 .............................................. 32 

2.2.3 Mobile-CART 装置の試作機（Ver.1-2）の作成・評価 ............................................... 34 

3. 全体総括 .................................................................................................................................. 35 

3.1.1 委託事業の振り返り ................................................................................................... 35 

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 .................................................... 39 

3.1.3 平成 26 年度以降の実施内容に関する計画（案） ..................................................... 41 

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 .............................. 43 

 

  



 

 

難治性胸腹水の外来治療を可能とするモバイル型胸腹水濾過濃縮用装置の開発

- ＣＡＲＴをもっと身近に安全に -

株 式 会 社 タ カ ト リ ／ 徳 島 大 学

H25-017

外来治療を可能とするモバイル型胸腹水処理装置を開発

難治性胸腹水の濾過濃縮再静注療法（CART）の現状

㈱タカトリ：チャレンジし続けるグローバルニッチトップ企業

 CARTは、癌や肝硬変による胸腹水を穿刺抜水、濾過濃縮し点滴する、
1981年に保険適用となった有効な治療法である。

 現在は、濾過濃縮処理の手技が煩雑で、経験を要し、臨床工学技士
が行わなければならないことと、治療時間が長く、入院が必要であるこ
とから、年間約2.5万回（潜在需要の10%程度）しか実施されていない。

 癌患者の8割が抗癌剤治療を受け、その半数以上が外来で行われて
おり、CARTによる外来での胸腹水治療が望まれている。

 ベッドサイドで胸腹水採取開始と同時に濾過濃縮処理を自動で行い、
早期に再静注を開始することにより、治療時間を短縮し、外来治療を可
能とする。

 濾過濃縮処理装置を自動化することにより、経験のない医師や看護師
でも簡単かつ安全に使用できる低価格なCART専用機を開発する。

Class Ⅲ

〔病 室〕

〔処置室〕

〔病 室〕

 副作用の予防

 入院費不要

 患者・家族・医療スタッフ
の負担軽減

産業機械メーカーとして時代の新しいニーズに応え、半導体製造装置、液
晶製造装置、マルチワイヤーソーといった最先端の産業分野に、独自のテ
クノロジーで貢献しています。

 

 

相談

申請

研 究 機 関 ・ 医 療 機 関

徳島大学
医学部・工学部・大学病院

• シーズ、ニーズの提供
• 有効性、安定性の検証
• 臨床エビテンスの構築
• 開発機器の導入、普及
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1. 事業の概要 

 

1.1 事業の背景・目的及び目標 

1.1.1 事業の目的 

●「難治性胸腹水の治療」は苦痛と治療の妨げの観点で癌診療を行う上で重要な課題 

癌患者数は増加傾向にあり、推定患者数は 152万人、約 80％の癌患者が抗癌剤治療（化学療法）を受け

ている。抗癌剤の進歩によって手術不可能な進行癌患者の生存期間が延長し、自宅で生活しながら外来で

化学療法を受ける割合が入院を上回り、月に 13万件の外来化学療法が行われている。癌の約７割を占め

る消化器癌、卵巣癌、肺癌は進行すると癌性胸腹膜炎（推定患者：10 万人）を併発して胸腹水が貯まり、

また、肝癌の母地となる肝硬変（推定胸腹水患者：10万人）によっても胸腹水が貯留する。これらの胸腹

水は、減塩や利尿剤が無効な難治性胸腹水であり、患者に大きな苦痛を与えるだけでなく、治療の妨げと

なるため、穿刺排液や入院を余儀なくされることも多く、「難治性胸腹水の治療」は癌等の診療を行う上

で重要な課題となっている。 

●現在の CARTは入院が必要なため、外来でも施術可能な CARTが求められている 

胸腹水濾過濃縮再静注療法（Cell-free and Concentrated Ascites Reinfusion Therapy；CART)は、穿

刺排液した胸腹水を 2 本のフィルターで濾過濃縮して点滴静注する治療法であり、難治性胸腹水に対し

1981年に保険適応となった確立した治療法である。CARTは、現在、①落差式、②ポンプ式、③陰圧式（KM-CART）

の 3種類の方法によって濾過濃縮処理が行われている。しかし、処理の手技が煩雑で、経験とマンパワー

を要し、治療時間が長いため入院治療が必要で、癌診療連携拠点病院（全国 397施設）でさえも、適応の

ある患者に対して CARTが施行困難な場合も多く、国内施行件数も 2 万 5千回/年と少ない。外来でも施術

可能な CART を確立し、普及させる必要がある。 

●癌診療の医療現場で必要としている新しい胸腹水濾過濃縮用処理装置を開発 

そこで、安全・有効・簡便・経済的で、患者・家族・医療スタッフの QOL（Quality of life）を考慮し

た質の高い癌等の診療を行うため、経験のない医師や看護師が簡単な直感操作により短時間の実働で自動

的に濾過濃縮処理ができ、治療時間短縮によって入院を必要としない難治性胸腹水の外来治療を可能とす

る、持ち運び容易な安価で購入し易い CART専用の新しい胸腹水濾過濃縮用処理装置の開発を目的とする。

平成 27年に薬事申請を行い、平成 28 年に上市を目指す。 

 

現在の CART 装置の課題 
 開発を目指すモバイル型 

胸腹水濾過濃縮処理装置 

 治療時間（6時間以上）が長く、 

入院が必要 

 点滴開始時間（3時間後）までの 

血圧低下・腎障害 

 処理に付き切り（2時間）で、 

マンパワーが必要 

 濾過濃縮手技が煩雑で、経験必要 

 臨床工学技士が必要 

 

 高価で複雑な多目的多機能装置 

安全性 

 

有効性 

 

簡便性 

 

経済性 

 1/2の治療時間（3.5時間）により、 

外来治療が可能 

 1/6の点滴開始時間（30分後）による副

作用予防 

 1/6の実働時間（20分）で 

スタッフの負担軽減 

 簡単な直感操作で、経験不要 

 

 医師や看護師でも操作可能 

 

 1/10の安価で簡単なCART専用装置 

 

  



 

2 

1.1.2 事業概要 

Mobile-CART 装置開発のための要求事項を明確にするとともに、平成 27 年度に薬事申請する際の平成 26

～27年度に行う汎用機を用いた臨床試験との比較データに活用するため、既存装置（ACH-Σ）との比較臨

床試験により、「安全性」「有効性」「簡便性」「経済性」の評価・課題を分析、抽出し、効果の定量化を行う。

なお、上市後には、Mobile-CART のプロモーションデータとして利用する。 

上記の分析結果を受け、従来にないバッチ処理方式の胸腹水の濾過濃縮を可能とする Mobile-CART装置の

試作機（Ver.1-1）を作成する。また、陽圧式濾過濃縮回路を組み込んだカートリッジを開発する。さらに、

それらを踏まえて試作機（Ver.1-2）を作成する。 

 

1.1.3 実施内容 

①  腹水濾過濃縮再静注法における既存技術の効果の定量化 

（株式会社タカトリ、国立大学法人徳島大学） 

 

(ア) 現在の CART の臨床評価試験の実施 

Mobile-CART 装置開発のための要求事項を明確にするとともに、平成 27年度に薬事申請する際の平

成 26～27年度に行う汎用機を用いた臨床試験との比較データに活用するため、既存装置（ACH-Σ）

との比較データを得るための臨床試験により、「安全性」「有効性」「簡便性」「経済性」の評価・課題

を分析、抽出し、効果の定量化を行う。具体的には、下記ベースプランのうち、評価 6の採取胸腹水

の一般検査、評価 7の採取胸腹水のプロテオーム解析とメタボローム解析を外注検査により実施し、

それ以外の評価項目を集中研で実施する。プロテオーム解析は、既存装置による CARTが、胸腹水中

に含まれるタンパク質に与える影響を詳細に解析し、毒性を把握することが可能であり、メタボロー

ム解析は、細胞に与えられた刺激により発生した物質の毒性を解析することが可能で、いずれも次項

で開発する試作機と既存機の安全性を比較評価する上で重要な指標となり、既存機を上回ることが試

作機開発の目標となる。なお、得られたデータは、上市後に、Mobile-CARTのプロモーションデータ

として利用する。 

平成 28年に上市するために迅速な開発を行う必要があるが、上記目的の達成に必要な試験回数は

60 回程度（内平成 25年度 15 回）と想定しており、徳島大学病院のみでは、平成 25～26年度内に完

了することは困難である。そこで、徳島大学病院を中心に徳島県アフェレシス研究会を組織し、同研

究会に属する徳島県の主要 10 病院において、倫理委員会の承認のもと、既存装置の効果の定量化の

ための臨床研究を行い、次項の試作開発にフィードバックする。 

なお、臨床試験の実施にあたっては、費用対効果を考慮し、より効率的且つ効果的に行うために、

以下のベースプランに基づき、アドバイザーである埼玉医科大学及び旭化成メディカルの助言を受け

るほか、スムーズ且つ確実に上市するための薬事申請に資する試験となるよう、医療機器センター及

び PMDAにも相談を行い、実行する。 

 

 【ベースプラン】 

〔 対 象 症 例 〕癌性胸腹膜炎または肝硬変による難治性胸腹水患者 

〔 治 療 〕ステロイドの投与を行わずに CART（平成 25年度：15回）を施行 

〔 試 験 方 法 〕既存装置（ACH-Σ）による臨床試験 

〔 目 的 〕Mobile-CART 装置開発のための要求事項の明確化。 

試作機を用いた臨床試験及び薬事申請の比較データとして活用。 

Mobile-CART 装置拡販のためのプロモーションデータとして活用。 

 

〔 評 価 方 法 〕 

 目的 内容 

評価１ 背景 患者背景（診断名・進行度・治療期間）・活動状態（Performance status; PS： 
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5 段階評価）・治療状況の調査 

評価２ 有効性 経過（施行前・1ヶ月後）・活動状態（PS）・治療状況（抗癌剤の副作用発現

状況・投与状況）・全生存期間（Overall Survival; OS）・入院期間・胸腹水

が原因の再入院の有無・再入院までの期間の調査 

評価３ 安全性（副作

用） 

バイタルサインの変動（施行前 6時間～1日後）・血圧・脈拍・体温・意識レ

ベル・尿量の検査 

評価４ 有効性 臨床所見（施行前 6時間・1 日後・1週間後）・体重・腹囲・栄養状態の指標

（上腕三頭筋皮下脂肪厚）の調査 

評価５ 安全性(副作

用)･有効性 

血液検査（施行直前・翌日・1 週間後）・腎機能（BUN・CRNN）・肝機能（GPT・

GOT・LDH・T-Bil・ALP・LAP）・栄養状態（総蛋白・アルブミン）・免疫状態（免

疫グロブリン）などの検査（外注）  

評価６ 

 

安全性(副作

用)･有効性 

採取胸腹水（原液）と濾過濃縮液（点滴液）の一般検査（外注） 

一般性状・細胞数・T-Bil・ヘモグロビン・総蛋白・アルブミン・ホルモン・

微量元素・補体など 

評価７ 安全性（副作

用） 

採取胸腹水（原液）と濾過濃縮液（点滴液）の検査 

プロテオーム解析（外注）、メタボローム解析（外注） 

エンドトキシン・サイトカインの検査 

評価８ 安全性（副作

用） 

採取細胞の検査 

細胞数・表面マーカー・サイトカイン産生能など 

評価９ 有効性 回収性能の検査 

濾過濃縮液中の蛋白回収率（アルブミン・グロブリン） 

評価 10 簡便性･経済

性 

医療スタッフ（医師・看護師・臨床工学技士）の作業時間・治療費用・入院

期間の調査 

評価 11 生活の質

（QOL）の評

価 

満足度の調査 

患者・家族・医療スタッフ 

 

(イ) 時間・ローラーポンプの刺激・フィルターの目詰まりの影響に関する検討 

今回開発する Mobile-CART装置は、現在の➊落差式、➋ポンプ式、➌陰圧式に比べ、採取から点滴

までの時間が短縮されることから、時間経過に伴う胸腹水の劣化や癌細胞やマクロファージなどから

の有害物質の産生が少ないと考えられる。さらに、徳島大学医学部の特許技術であるフィルターの目

詰まり防止機構の採用により、目詰まりによる細胞刺激に伴うサイトカインなどの有害物質の産生も

起こりにくいと予想される。その反面、➋ポンプ式と同様に用いるローラーポンプ自体が、➊落差式

や➌陰圧式では起こらない機械刺激による細胞の活性化をきたし、副作用の原因となる可能性が考え

られる。 

そこで、時間経過、ローラーポンプの刺激、フィルターの目詰まりの胸腹水への影響を、廃棄腹水

を用いた in vitro 試験によって検討し、次項の試作開発にフィードバックする。 

 

 

② 制御・動力伝達技術を用いた胸腹水濾過濃縮装置の試作開発 

（株式会社タカトリ、国立大学法人徳島大学） 

 

(ア) Mobile-CART 装置の試作機（Ver.1-1）の作成・評価 

平成 25年度は、胸腹水をバッグに貯めて、体から切り離し、濾過濃縮する従来にない方法（バッ

チ処理方式）による胸腹水の濾過濃縮が施行可能な Mobile-CART装置を以下の工程を経て試作機

（Ver.1-1）として作成し、評価する。 

 ①の臨床試験等で得られた結果をフィードバック 
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 アドバイザーの旭化成メディカル株式会社の助言 

 医療機器センター及びPMDAに相談 

 現在のCART用装置の中で最も優れた多目的多機能血液浄化装置（ACH-Σ、旭化成メディカル）

を1台購入し、分解して、ローラーポンプ・圧モニタ・気泡検知・重量計・液晶パネル・各機

材の配置・本体外装などの要素技術の解析 

 LEDを用いた装置内部自動殺菌システムの開発 

 「安全性」「有効性」「簡便性」の評価 

 

(イ) 新しい CART システムの胸腹水回路の作成・循環試験  

特許出願中の陽圧式濾過濃縮回路を組み込んだカートリッジを開発し、既存装置（ACH-Σ）に組み

込み、水及び代用血漿を用いた循環試験により「有効性」「簡便性」の評価を行う。 

また、現在、徳島大学から国内出願中の濾過濃縮回路、ベッドサイド濾過濃縮法に、今回の事業で

開発する目詰まり防止法に関するアイデアを加え、全てのアイデアをまとめた国際特許出願（PCT出

願）を行う。 

 

(ウ) Mobile-CART 装置の試作機（Ver.1-2）の作成・評価 

アで開発した Mobile-CART装置の試作機（Ver.1-1）及びイの新しい CART システムの胸腹水回路を

用いて試作機（Ver.1-2）を作成し、評価する。 

 

【図 1】 Mobile-CART の開発工程図 
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1.2 事業実施体制 

1.2.1 組織 

 

1.2.2 総括事業代表者及び副総括事業代表者 

○総括事業代表者 

北村 吉郎 

株式会社タカトリ 

代表取締役社長 

 

○副総括事業代表者 

岡久 稔也 

徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部地域総合医療学 

特任教授 
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1.2.3 実施・管理体制 

① 【事業実施機関】 株式会社タカトリ 

(a) 事業従事者 

氏名 所属・役職 

山路 諭 開発事業本部医療機器事業部部長 

田中 善二 開発事業本部医療機器事業部部長 

荒巻 広至 電子機器事業本部生産設計部係長 

出口 喜宏 電子機器事業本部生産設計部係長 

島井 紀正 開発事業本部開発技術 

前田 鎮廣 徳島研究所主任 

 

(b) 管理員 

氏名 所属・役職 

福光 秀之 経営企画本部経営企画室副部長 

福井 久容 経営企画本部経営企画室主任 

 

② 【事業実施機関】 国立大学法人徳島大学 

(a) 事業従事者 

氏名 所属・役職 

岡久 稔也 
大学院ヘルスバイオサイエンス研究部地域総合医療学 特任教授 

徳島大学病院消化器内科 副科長 

中川 忠彦 大学院ヘルスバイオサイエンス研究部消化器内科学 学術研究員 

高山 哲治 
大学院ヘルスバイオサイエンス研究部消化器内科学 教授 

徳島大学病院消化器内科長 

高橋 章 大学院ヘルスバイオサイエンス研究部予防環境栄養学 教授 

木内 陽介 大学院ソシオテクノサイエンス研究部 名誉教授 

芥川 正武 大学院ソシオテクノサイエンス研究部生命機能工学 講師 

 

1.2.4 機械器具等管理 

機械器具については、当該委託契約に係る研究開発にのみ使用し、他の目的での使用は一切行わない。

当該機械器具の管理については万全の体制を整備し、管理を実行する。 

 

1.2.5 アドバイザー  

氏名 所属・役職 

酒匂 淳一 
旭化成メディカル株式会社 血液浄化国内事業部 学術部 副部

長 

山下 芳久 埼玉医科大学 保健医療学部 医用生体工学科 准教授 
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1.3 成果概要 

1.3.1 開発製品「Mobile-CART（モバイル型胸腹水濾過濃縮用装置）」 

【訴求ポイント】 

癌性胸腹膜炎や肝硬変の難治性胸腹水の濾過濃縮再静注療法は濾過濃縮処理が煩雑で、経験とマンパワーを

要し、治療時間が長いため入院が必要である。そこで、濾過濃縮処理経験のない医師や看護師が簡単に短時間

の実働で処理でき、治療時間短縮による外来治療を可能とする、安価なモバイル型胸腹水濾過濃縮処理装置を

開発する。市販のフィルター、既存の技術、LED技術を組み合わせた迅速な開発を行い、3年後の上市を目指

す。 

 

 

 

 

【機能／特徴】 

小型で安価で移動が容易な CART専用装置。 

簡単な直感操作で経験不要、医師や看護師でも操作でき、短時間

の実働で自動的に濾過濃縮処理ができる。 

 

【効果】 

① 従来比 1/2の治療時間（3.5 時間）により、外来治療が可能 

② 従来比 1/6の点滴開始時間（30 分後）により、副作用予防 

③ 従来比 1/6の実働時間（20分）でスタッフの負担軽減 

 

 

【試作機(Ver.1-1)】 【試作機(Ver.1-2)】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Mobile-CART 専用回路キット】 

 

 

 

製品名 Mobile-CART 一般的名称 腹水濾過濃縮用装置 

クラス分類 クラスⅢ 許認可区分 承認 申請区分 改良医療機器 

製造販売業者 株式会社タカトリ 製造業者 株式会社タカトリ 

販売業者 株式会社タカトリ その他（部材供給）  
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に： 欧米、アジア ） 

薬事申請時期 2015 年 10 月 2015 年 10 月 

上市時期 2016 年 4 月 2017 年 1 月 
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1.3.2 事業化計画 

 

① 事業化に向けた現状ステータス 

 

(a) 機器の開発（実証）目標達成状況 

 

Mobile-CART 装置開発のための要求事項を明確にするとともに、平成 27 年度に薬事申請する際

の平成26～27年度に行う汎用機を用いた臨床試験との比較データに活用するため、既存装置（ACH-

Σ）との比較データを得るための臨床試験により、「安全性」「有効性」「簡便性」「経済性」の評

価・課題を分析、抽出し、効果の定量化を行った。 

時間経過、ローラーポンプの刺激、フィルターの目詰まりの胸腹水への影響を、廃棄腹水を用

いた in vitro 試験によって検討し、次項の試作開発にフィードバックした。 

試作開発では、胸腹水をバッグに貯めて、体から切り離し、濾過濃縮する従来にない方法（バ

ッチ処理方式）による胸腹水の濾過濃縮が施行可能な Mobile-CART 装置を以下の工程を経て試作

機（Ver.1-1）を作成した。 

また、特許出願中の陽圧式濾過濃縮回路を組み込んだカートリッジを開発し、既存装置（ACH-

Σ）に組み込み、水及び代用血漿を用いた循環試験により「有効性」「簡便性」の評価を行った。 

Mobile-CART 装置の試作機（Ver.1-1）及び新しい CART システムの胸腹水回路を用いて試作機

（Ver.1-2）を作成した。 

 

(b) 薬事対応状況 

 

ISO13485 認証取得を通じて理解を深め、人材を育成するため、薬事経験者を 1名採用し、2名

の選任者を含む計 7名で構成される ISO13485 認証取得チームを構成し、QMSの構築に着手した。 

2 月からは、外部コンサルティングと契約し、2014年内の認証取得を目標に、プロジェクトを

キックオフした。 

最終製品となる量産試作を早期完成（2014年 9 月目標）させ、PMDA戦略相談により、計画中の

臨床研究についてもよく相談し、承認申請戦略を練り上げる。 

 

(c) 知財確保状況 

 

徳島大学から国内出願中の濾過濃縮回路、ベッドサイド濾過濃縮法に、今回の事業で開発する

目詰まり防止法に関するアイデアを加え、全てのアイデアをまとめた国際特許出願（PCT 出願）を

行った。 

 

(d) その他（事業化体制等）の整備状況 

ISO認証取得と歩調を合わせ、製品の製造場所等の具体的な検討を始めた。 

 

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 

安全・有効・簡便・経済的で、患者・家族・医療スタッフの QOL（Quality of life）を考慮し

た質の高い癌等の診療を行うため、経験のない医師や看護師が簡単な直感操作により短時間の実

働で自動的に濾過濃縮処理ができ、治療時間短縮によって入院を必要としない難治性胸腹水の外

来治療を可能とする、持ち運び容易な安価で購入し易い CART専用の新しい胸腹水濾過濃縮用処理

装置が求められている。 
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(b) 現状における問題点 

癌患者数は増加傾向にあり、推定患者数は 152万人、約 80％の癌患者が抗癌剤治療（化学療法）

を受けている。抗癌剤の進歩によって手術不可能な進行癌患者の生存期間が延長し、自宅で生活

しながら外来で化学療法を受ける割合が入院を上回り、月に 13万件の外来化学療法が行われてい

る。癌の約７割を占める消化器癌、卵巣癌、肺癌は進行すると癌性胸腹膜炎（推定患者：10万人）

を併発して胸腹水が貯まり、また、肝癌の母地となる肝硬変（推定胸腹水患者：10 万人）によっ

ても胸腹水が貯留する。これらの胸腹水は、減塩や利尿剤が無効な難治性胸腹水であり、患者に

大きな苦痛を与えるだけでなく、治療の妨げとなるため、穿刺排液や入院を余儀なくされること

も多く、「難治性胸腹水の治療」は癌等の診療を行う上で重要な課題となっている。 

胸腹水濾過濃縮再静注療法（Cell-free and Concentrated Ascites Reinfusion Therapy；CART)

は、穿刺排液した胸腹水を 2 本のフィルターで濾過濃縮して点滴静注する治療法であり、難治性

胸腹水に対し 1981 年に保険適応となった確立した治療法である。CART は、現在、①落差式、②ポ

ンプ式、③陰圧式（KM-CART）の 3 種類の方法によって濾過濃縮処理が行われている。しかし、処

理の手技が煩雑で、経験とマンパワーを要し、治療時間が長いため入院治療が必要で、癌診療連

携拠点病院（全国 397 施設）でさえも、適応のある患者に対して CART が施行困難な場合も多く、

国内施行件数も 2万 5 千回/年と少ない。外来でも施術可能な CARTを確立し、普及させる必要が

ある。 

 

(c) 本機器の想定顧客および市場規模 

想定顧客セグメント（国内）➩癌診療連携拠点病院（397施設；平成 25年 1 月） 

厚生労働省の「第 3次対がん 10 か年総合戦略」（平成 16 年）で、質の高い癌医療が全国で受け

られるようにするために設置することが定められた癌診療連携拠点病院が想定顧客である。拠点

病院では、外来化学療法に加え、手術不能進行胃癌に対する DCS療法（ダウンステージによる手

術率 31％）などの高い奏効率を有する強力な入院化学療法も行われている。骨髄抑制など副作用

の強い化学療法を継続し有効性を高めるために免疫グロブリンの補充可能な CART は必要である。

従来、CART は終末期の緩和ケア目的に行われてきた。今回、CART を「癌の積極的な治療を行う際

の強力な支持療法」として位置づけて、癌診療連携拠点病院に導入を展開する。 

 

(1) 国内 

難治性胸腹水に対する CART の平均試行回数は２回/人と報告されており、本邦の癌性胸腹膜

炎、肝癌の母地となる肝硬変に各２回ずつ CARTを行うと仮定した場合の潜在需要は 28万回/年

と予測している。装置 1 台あたりの処理回数は 140回/年と見込んでおり、潜在需要 28万回/年

に対して必要な装置台数を 2,000 台とする。28万回 CART を行なった際の医療費は 253億円/年

であるが、アルブミンの投与が不要になることと、入院回避によって 484億円/年の医療費削減

が見込まれ、Mobile-CART System による医療費削減効果は 130 億円/年になると考えられる。 

 

(2) 海外 

アジアにおいては、感染症に対する対策（環境衛生の整備など）が優先課題であった。しか

し、アジア発展途上国の癌患者数は年々増加しており、先進国同様ますます重要な課題になっ

ている。2008 年の世界の癌の新患数（罹患数）は 1,086 万人/年で、死亡数が 672 万人/年、

癌を有している患者数（診断されてから５年以内）は 2,457 万人と推定されている。このうち、

アジアにおけるがん患者数と死亡数は、それぞれ全世界の 45%、50%を占めている。癌患者数の

統計から見たアジアの市場は日本の約 10倍、全世界の市場は約 20倍と考えられる。 
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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 

癌性胸腹膜炎の粘度の高い胸腹水の処理は➊落差式では困難であり、➋ポンプ式が現在の CART

の処理方法の主流となっている。旭化成メディカル㈱の多目的多機能血液浄化装置（ACH-Σ、700 

万円）は、他の血液浄化療法も施行可能であり、液晶モニタのガイダンスに従って準備、処理、

回収（終了）が可能である。川澄化学工業㈱の同クラスの機種（KM-9000、800万円）よりも、回

路が一体化している点で、装置にセットしやすく、装置の価格が安い。２社ともに、全国の病院

に配備されている従来の機種にも対応できるように回路の供給を行っているが、今後、この２機

種が国内の主流となる。装置を使用しない ➌ 陰圧式（KM-CART）は、2008 年頃より一部の病院で

施行され始め、緩和ケア領域への応用が期待されている。同方式と比較すると、（１）経験のない

医療スタッフが操作可能、（２）治療時間が短く外来治療可能、（３）濃縮率が設定可能、（４）装

置移動が容易、（５）認可のおりた陽圧方式であるという点で、今回開発する➍ Mobile-CART装置

が優れている。 
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(b) 競合製品／競合企業とのベンチマーキング 

 
  

【競合製品とのベンチマーキング（胸腹水の濾過濃縮方法の現状）】   

 

 
  

➊ 

 

➋ 

 

➌ 

 

➍ 
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④ ビジネススキームの検討結果 

 

(a) 売れ続けるためのビジネスの”仕組み”・マーケティング戦略 

(1) 基本方針 

装置を安価（国内 50万円）で多くの施設に導入し、消耗品の販売で利益をあげる。 

(2) 販売方法 

癌診療連携拠点病院を中心に旭化成メディカルの濾過濃縮フィルターとセットで販売する。 

(3) アカデミア 

Mobile-CART 装置の有用性・経済性を証明し、国内外の関連学会および論文で発表する。 

 

(b) 国内市場へのマーケティング戦略 

(1) 西日本 

・徳島アフェレシス研究会の立上げ（平成 25 年度） 

徳島大学消化器内科（高山哲治教授）を中心に、県内 10 の主要病院と連携して研究会を立上

げ、CART の既存技術の効果の定量化を行い、年 2 回の研究発表会を開催する。 

・徳島県癌診療連携病院へ導入（平成 28年度） 

倫理委員会の承認のもと、上記 10病院に 2台ずつ、計 20 台の Mobile-CART装置を試験導入

し、計 100回 CART を施行する。装置の有効性と問題点を抽出し、装置を改良する。 

・日本消化器病学会四国支部の主要病院へ導入（平成 29 年度） 

改良モデルを薬事申請し、日本消化器病学会四国支部内の癌診療連携拠点病院（21 病院）へ

導入する。成果を学会発表し、論文化する。 

・全国の癌診療連携拠点病院（397施設）へ導入（平成 30・31年度） 

 

(2) 東日本 

積極的に CART を行っている埼玉医科大学を中心に、日本アフェレシス学会と連携しながら導

入を促進する。 

 

(c) 海外市場へのマーケティング戦略 

(3) アジア戦略 

世界人口の約 4 割を占め、人口増加と実質 GDP成長率の高いアジアで、アジアアフェレシス

協会関連施設を拠点とし、台湾、韓国、中国、インド、インドネシア、シンガポール、タイを

中心に展開を図る。 

 

(4) 先進国戦略 

米国テキサスメディカルセンター（先進癌治療の世界拠点）で、徳島大学と LED医療応用研

究を行っているベイラー医科大学テキサス小児病院アフェレシスセンター照屋純教授を中心に

MD アンダーソン癌センターで臨床治験（平成２８年度）を行い、世界の癌標準治療を決める米

国臨床腫瘍学会（ASCO）で発表し、先進国へ導入を進める。 

 

  



 

13 

 

⑤ 事業リスクの洗い出しと対応策の検討結果 

 洗い出された課題（隘路） 左記への対応策 

薬
事 

 

① 治験の必要性の有無。必要な場合の戦略対応

策。 

 

① PMDA戦略相談で、計画中の臨床研究について

もよく相談し、承認申請戦略を練り上げる。 

知
財 

 

① コア技術の保護・権利化、特許戦略が不十分。 

 

 

① 弁理士と特許戦略の見直しと、模倣品対策に

ついて隙のないよう明確にする。 

 

技
術
・
評
価 

 

① 医療機器リスクアセスメント能力の獲得と向

上。 

 

① ＱＭＳ体制構築、ISO13485 認証取得を通じて

理解を深め、人材を育成する。 

そ
の
他
事
業
化
全
般 

 

① 基本的な事業化戦略が不十分。 

 

② 販売・物流体制・アフターフォロー体制が無

い。 

 

① SWOT分析、5Forces 等の市場構造分析を実施。 

 

② 臨床試験時にアフターフォロー体制に必要な

要件を抽出する。 
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⑥ 上市（投資回収）計画の検討結果 

 

(a) 投資計画 

 

(1) 株式会社タカトリ 

本事業を完遂するために必要な投資総額は 350,380 千円を見込んでおり、①試作開発費（再

委託費を含む）、②諸経費（集中研立上及び ISO13485 取得等経費）、③事業化経費（事業化のた

めの設備費）に大別される。株式会社タカトリは、本事業計画を自己資金を要する経費も含め

稟議書 No.B-333において承認している。 

 

 試作開発費 248,563 千円 （内、本事業提案額 213,612 千円/3 年分） 

事業提案書において株式会社タカトリは 3 年間で、試作開発に必要な部材費、消耗品費、人

件費、臨床試験費として 101,148 千円、徳島大学への再委託費として 112,464 千円の計画提案

をしている。 

ただし、試作開発費の総額は、自己資金を要する経費（契約手続きに要する期間や従事比率

が低い担当者、事業を確実に推進するために追加投入する人件費など）を含め、提案額よりも

34,951千円多い、248,563千円を見込んでいる。 

 

 諸経費 31,817 千円 （全額株式会社タカトリ負担） 

本事業は、より市場性の高い製品開発を行うため、医療現場に近い徳島大学藤井節郎記念医

科学センター内に開発拠点「モバイルカート研究室」を設け、集中研方式による試作開発を行

うこととした。これにより、株式会社タカトリの研究担当者 2 名が、現地に駐在することに伴

う住居及び集中研究室の 3年分の家賃、水光熱費、車両 1台、机等の備品類として 15,117千円

を見込んでいる。 

また、ISO13485 取得のためのコンサルティングや取得費、専任者の新規採用に伴う人件費と

して 16,700 千円が見込まれ、こうした諸経費として合計 31,817 千円を見込んでいる。 

 

 事業化経費 70,000 千円 （全額株式会社タカトリ負担） 

事業化のフェーズにおいて、既存工場の改装費、設備費として、70,000千円を見込んでいる。 

 

【必要投資額】 

 
 

 

必要投資合計 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

①試作開発費 248,563 71,770 90,956 85,837 0

提案額 101,148 28,729 37,653 34,766 0

再委託費 112,464 34,271 40,656 37,537 0

自己負担 34,951 8,770 12,647 13,534 0

②諸経費 31,817 13,257 11,080 7,480 0

③事業化経費 70,000 0 0 20,000 50,000

必要投資合計 350,380 85,027 102,036 113,317 50,000

提案額 213,612 63,000 78,309 72,303 0

自己負担 136,768 22,027 23,727 41,014 50,000
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(b) 回収計画 

 

本製品のキャッシュポイントは、ベースとなる「胸腹水濾過濃縮用装置」と単回使用の「装着カセット

（回路・バッグ・支持体）」及び「フィルターセット（濾過器・濃縮器）」の 3点であるが、フィルターに

ついては、旭化成メディカル(株)が既に上市を完了していることから、波及効果として記載する。上市を

完了している製品を特筆する根拠は、当事業により開発する簡単・安価な「胸腹水濾過濃縮用装置」の上

市によって、販売数量が大幅に拡大することが期待されるからであり、当事業の目的の一つでもある。 

現在の CART は、2万 5千回/年行われているが、潜在的な需要は 28万回/年と推察され、本事業完了後

5 年間で、潜在需要の 71％（20万回）が CART 市場になると予想している。また、本製品（装置）1 台あ

たりの処理回数は 140 回/年と見込んでおり、上市後 5 年目で、CART 市場の 95％シェア獲得を目指す。 

 
 

【国内売上計画】 対象施設：癌診療連携拠点病院（全国 397施設） 

事業終了後(上市後)経過年数 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 

CARTの市場規模 2万 5千回 4万回 8万回 16万回 20万回 

CARTの潜在市場への普及割合 9％ 14％ 29％ 57％ 71％ 

CART市場の中での獲得シェア 28％ 53％ 79％ 92％ 95％ 

製品① 価格：50万円/台 

胸腹水濾過濃縮用装置 

数量 50台 100台 300台 600台 300台 

金額 25,000千円 50,000千円 150,000千円 300,000 千円 150,000千円 

製品② 価格：2万円/個 

装着カセット 

数量 7,000個 21,000個 63,000個 147,000 個 189,000個 

金額 140,000千円 420,000千円 1,260,000千円 2,940,000 千円 3,780,000千円 

合計売上高 165,000千円 470,000千円 1,410,000千円 3,240,000 千円 3,930,000千円 
 

【国内市場における波及効果】 

事業終了後(上市後)経過年数 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 

製品③ 価格：4万円/個 

フィルターセット 

数量 7,000個 21,000個 63,000個 147,000 個 189,000個 

金額 280,000千円 840,000千円 2,520,000千円 5,880,000 千円 7,560,000千円 

 

 

海外において、CARTは行われておらず、また、アフェレシス療法において、フィルターを用いる膜分

離法より遠心分離法の方が普及しており、本製品を上市しても、普及には時間が掛かることが予想される。

また、今後の市場としては、アジア諸国の富裕層を対象とした市場が期待できる。 

 
 

【海外売上計画】 対象施設：米国 MDアンダーソン癌センター、シンガポール Johns Hopkins 大学ガン専門センター 

事業終了後(上市後)経過年数 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 

CARTの市場規模 4万回 4万回 4万回 8万回 14万回 

CART市場の中での獲得シェア 7％ 14％ 21％ 54％ 71％ 

製品① 価格：50万円/台 

胸腹水濾過濃縮用装置 

数量 20台 20台 20台 250台 400台 

金額 10,000千円 10,000千円 10,000千円 125,000 千円 200,000千円 

製品② 価格：2万円/個 

装着カセット 

数量 2,800個 5,600個 8,400個 43,400 個 99,400個 

金額 56,000千円 112,000千円 168,000千円 868,000 千円 1,988,000千円 

合計売上高 66,000千円 122,000千円 178,000千円 993,000 千円 2,188,000千円 
 

【海外市場における波及効果】 

事業終了後(上市後)経過年数 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 

製品③ 価格：4万円/個 

フィルターセット 

数量 2,800個 5,600個 8,400個 43,400 個 99,400個 

金額 112,000千円 224,000千円 336,000千円 1,736,000 千円 3,976,000千円 
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(c) 委託期間後を含めた事業計画 

 

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月 4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月 4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月 4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

要素技術開発

試作機開発・改良

量産機開発

電気等安全性評価
/非臨床試験

治験

届出申請

上市 ★ ☆

実施内容

自主事業の内容

2016H28)年度以降

★ 国内上市

☆ 海外上市

A　徳島県癌診療連携病院へ導入（平成28年度）
B　日本消化器病学会四国支部の主要病院へ導入（平成29年度）
C　全国の癌診療連携拠点病院（397施設）へ導入（平成30・31年度）
D　積極的にCARTを行っている埼玉医科大学を中心に、
　　日本アフェレシス学会と連携しながら導入を促進する。
E　アジアアフェレシス協会関連施設を拠点とし、台湾、韓国、中国、
　　インド、インドネシア、シンガポール、タイを中心に展開を図る
F　米国テキサスメディカルセンター（先進癌治療の世界拠点）で、
　　徳島大学とLED医療応用研究を行っているベイラー医科大学テ
　　キサス小児病院アフェレシスセンター照屋純教授を中心にMDア
　　ンダーソン癌センターで臨床治験（平成２８年度）を行い、世界の
　　癌標準治療を決める米国臨床腫瘍学会（ASCO）で発表し、先進
　　国へ導入を進める

2016(H28)年度

A　開発拠点「モバイルカート研究室」の立上げ
B　徳島アフェレシス研究会の立上げ
C　ISO13485取得体制の構築・準備
D　品質方針、マニュアル、SOPの作成

2013(H25)年度 2014(H26)年度 2015(H27)年度

① 腹水濾過濃縮再静注法における既存技術の効果の定量化
（株式会社タカトリ、国立大学法人徳島大学）

② 制御・動力伝達技術を用いた胸腹水濾過濃縮装置の試作開発
（株式会社タカトリ、国立大学法人徳島大学）

① 腹水濾過濃縮再静注法における既存技術の効果の定量化
（株式会社タカトリ、国立大学法人徳島大学）

③ 試作機の前臨床評価と改良
（株式会社タカトリ、国立大学法人徳島大学）

④ 量産機開発と治験
（株式会社タカトリ、国立大学法人徳島大学）

④ 量産機開発と治験
（株式会社タカトリ、国立大学法人徳島大学）

⑤  薬事相談と届出申請
（株式会社タカトリ、国立大学法人徳島大学）

A　QMSの構築
B　ISO14971に基づくリスクマネジメント
C　商品の量産体制の構築
D　QMSの教育訓練後運用開始
E　内部監査、マネジメントレビュー
F　ISO13485認証取得審査

A　商品の量産体制の見直し
B　商品のアフターフォロー体制の構築
C　医療機器製造業許可取得
D　医療機器製造販売許可取得
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1.4 当該事業の連絡窓口 

 

株式会社タカトリ 

〒634-8580 奈良県橿原市新堂町 313-1 

TEL：0744-24-8580 

FAX：0744-24-6616 

経営企画本部経営企画室副部長 

福光 秀之 
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2. 本編 

2.1 腹水濾過濃縮再静注法における既存技術の効果の定量化 

安全・有効・簡便・経済的で、患者・家族・医療スタッフの QOL を考慮した質の高い癌診療を行うために、

Mobile-CART 装置は、新たに臨床工学技士を雇用しなくても経験のない医師や看護師が簡単な直感操作により

短時間の実働で自動的に濾過濃縮処理ができ、治療時間短縮によって難治性胸腹水の外来治療を可能とするこ

とを目的にしている。そのために必要な機能として、自動化、ベッドサイド処理、目詰り対策（予防・洗浄）、

副作用防止が重要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 Mobile-CARTの試作開発 
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現在の CART の治療工程は、（１）適応決定・指示、（２）患者準備、（３）装置準備、（４）胸腹水採取、

（５）運搬、（６）濾過濃縮処理、（７）運搬、（８）後片付け、（９）再静注に分かれる。全工程を安全か

つ確実に行うために行うために必要な要素は、大きく 2 種類に分類され、装置準備、濾過濃縮処理工程に関す

る装置因子と、適応決定、患者準備、胸腹水の採取工程に関する運用因子である。 

本開発事業において開発する Mobile-CART 装置を、安全かつ確実に CART を行うことのできる装置とするため

に、基礎実験および臨床試験によって既存技術の効果の定量化を行い、Mobile-CART装置および回路の基本設

計を行なった。特に、日本アフェレシス学会でも議論され、現在の CART を行う際に問題となっている①発熱

予防、②フィルターの目詰まり対策、さらに、Mobile-CART装置を用いてベッドサイドで CART を行う際に問題

となる③感染対策（装置を介した感染蔓延予防）に関する装置因子の最適化について検討を行なった。また、

開発する汎用機の臨床評価試験の条件設定についても検討した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 既存技術の効果の定量化による Mobile-CART装置要素と運用要素の決定 
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表 2-1 Mobile-CART装置と回路の基本設計に必要な検討事項 

 

  
■装置因子、■運用因子、■本年度の本事業での検討事項（臨床試験、基礎実験） 

現在のCART装置（ACH-∑） Mobile-CART装置

1 禁忌例の除外 細菌性腹膜炎・溶血・高度黄疸例 細菌性腹膜炎・溶血・高度黄疸例

1 モニタリング（バイタルサイン） 施設によって様々 併用
2 輸液（血圧低下・腎障害予防） あり あり
3 アルブミン点滴 施設によって様々 不要
4 ステロイドの前投与（発熱予防） 施設によって様々 【臨床試験】必要性を検討

1 フィルター 旭化成メディカル 旭化成メディカル（仕様変更にも対応）
2 装着カセット 1箱 1箱
3 準備物の台 必要 不要
4 装着方法 一体型パネル回路（2面） 装着カセット
5 自動化 半自動 全自動
6 中空糸折れチェック あり あり
7 洗浄方式 ローラーポンプ加圧式 ローラーポンプ加圧式
8 洗浄液 生理食塩水（1Lバッグ2本） 生理食塩水（1Lバッグ2本）
9 洗浄量 2L (1.4L使用） 2L (1.5L使用）
10 洗浄時間 15分 15分
11 準備時間 20分（実働20分） 20分（実働5分）

1 腹部超音波検査による確認
2 オンライン・オフライン方式 オフライン（バッチ）方式 オフライン（分割バッチ）方式
3 採取量（血圧低下・腎障害予防） ３L～全量ドレナージ 状況に応じて判断
4 採取速度（血圧低下・腎障害予防） 様々 状況に応じて判断
5 ヘパリン注入（目詰まり予防） 様々 状況に応じて判断

1 運搬 処理室へ運搬 なし（ベッドサイド処理）

1 自動処理 半自動 全自動
2 内圧・外圧方式 内圧式 両方式に対応
3 定量（ローラー）・定圧（吸引）方式 定量式 定量式
4 ローラーポンプの位置 濾過器前 【実験１】位置を検討
5 目詰まり予防機構 なし 【実験１・２・３】必要性・方式を検討
6 加温（目詰まり予防）機構 なし 【実験２】必要性・方式を検討
7 目詰まり洗浄機構 なし（排液のみ） 【実験３】必要性・方式を検討
8 処理量 濾過器・濃縮器が詰まるまで処理可 少量～多量処理に対応可能
9 濾過速度 50 ml/min：調整可能 50 ml/min：調整可能
10 濃縮速度 5 ml/min　（10倍濃縮）：調整可能 5 ml/min　（10倍濃縮）：調整可能
11 濃縮方式 定量式 定量式
12 濃縮率（再静注量） 10倍濃縮：調整可能 10倍濃縮：調整可能
13 プライミング生理食塩水の廃棄 なし あり
14 後濃縮機能 半自動 全自動
15 回収機能 半自動 全自動

1 フィルター・回路の廃棄 　感染性医療器材として廃棄 　感染性医療器材として廃棄
2 装置の移動 施設によって様々 保管場所へ移動
3 装置の自動殺菌 なし 【臨床調査・実験】LED殺菌併用検討

1 運搬 処理室へ運搬 なし（ベッドサイド処理）

1 運搬 病室へ運搬 なし
2 開始時間 全量処理終了後より 採取開始30分後より
3 点滴速度 50～300ml/min 状況に応じて判断

 ９．再静注

 ７．後片付け

 ５．運搬

 ８．運搬

検討事項

 １．適応決定・指示

 ２．患者準備

 ３．装置準備

 ４．胸腹水採取

 ６．濾過濃縮処理
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2.1.1 現在の CART の臨床評価試験の実施 

Mobile-CART 装置開発のための要求事項を明確にするとともに、平成 27 年度に薬事申請する際の平成 26～27

年度に行う汎用機を用いた臨床試験との比較データに活用するため、既存装置（ACH-Σ）との比較データを得

るための臨床試験により、「安全性」「有効性」「簡便性」「経済性」の評価・課題を分析、抽出し、効果の定量

化を行った。具体的には、下記ベースプランのうち、評価 6の採取胸腹水の一般検査、評価 7の採取胸腹水の

プロテオーム解析とメタボローム解析を外注検査により実施し、それ以外の評価項目を集中研で実施した。プ

ロテオーム解析は、既存装置による CARTが、胸腹水中に含まれるタンパク質に与える影響を詳細に解析し、

毒性を把握することが可能であり、メタボローム解析は、細胞に与えられた刺激により発生した物質の毒性を

解析することが可能で、いずれも次項で開発する試作機と既存機の安全性を比較評価する上で重要な指標とな

り、既存機を上回ることが試作機開発の目標となる。なお、得られたデータは、上市後に、Mobile-CARTのプ

ロモーションデータとして利用する。 

平成 28年に上市するために迅速な開発を行う必要があるが、上記目的の達成に必要な試験回数は 60回程度

と想定しており、徳島大学病院のみでは、平成 25～26 年度内に完了することは困難である。そこで、徳島大

学病院を中心に、徳島県立中央病院、徳島市民病院、麻植協同病院の基幹病院との協力のもと、徳島県の主要

10 病院の医師が世話人となって徳島県アフェレシス研究会を組織し、既存装置の効果の定量化のための臨床研

究を徳島大学病院臨床研究倫理審査委員会の承認のもと行い、次項の試作開発にフィードバックした。 

 

（ア）臨床試験（介入を伴わない観察試験） 

(a)試験名：胸腹水濾過濃縮再静注療法（Cell-free and concentrated Ascites Reinfusion Therapy; CART）

の安全性と有効性に関する検討 

 

(b)対象 

肝硬変や癌性腹膜炎が原因で、利尿剤や減塩でコントロール不能な難治性腹水貯留症例 

 

〔患者背景〕 (a)多量の腹水貯留による苦痛症状を有する症例 

 (b)腹部超音波などにて安全に穿刺ドレナージ可能な症例 

 (c)骨髄機能、肝機能、腎機能が保たれでいる症例 

 (d)PS(ECOG)が 2以下 

〔除外基準〕 (a)高度黄疸(総ビリルビン 5.1 mg/dL 以上)がある症例 

 (b)重篤な合併症(腸閉塞、心不全、腎不全、肝不全等)がある症例 

 (c)細菌性腹膜炎 

 (d)その他主治医が本試験を安全に実施するのに不適当と認めた症例 

〔中止基準〕 (a)重篤な有害事象が発現し、試験継続が困難と判断された場合。 

 (b)患者または家族が中止を希望した場合。 

 (c)その他、主治医が試験中止を必要と判断した場合。 

 

(c)CART施行方法 

処理量：原則として全量ドレナージ十 CARTを行うが、主治医の判断でドレナージ量を決定する。 

濾過濃縮処理：内圧定量濾過方式の処理 

フィルターの目詰まり時対処：濾過膜洗浄や濃縮膜洗浄を行わない。 

 

基本工程：腹水を抜水の上、濾過濃縮処理を行い、作成した濾過濃縮液を速やかに点滴静注する。 

輸液：腹水ドレナージ中に細胞外液を 500～1,000 mL点滴する。 

前投与薬：発熱など副作用防止目的のステロイドの追加は行わない。 

 

再試行：再び腹水の貯留により、高度の腹部膨満感、呼吸苦などの症状が生じた場合、全身状態、検査結果

が対象に合致していれば、再び CARTを施行する。 
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(d)使用機器・器材 

   血液浄化装置（ローラーポンプ・圧モニタ）：ACH-∑（㈱メテク） 

   回路・腹水バッグ・採取チューブ：（浪華ゴム㈱） 

   濾過器・濃縮器：（旭化成メディカル㈱） 

 

(e)観察時期 

原則として症例背景は登録時、治療内容、その他の併用薬剤・併用療法は適時、QOL・Performance status(PS)

は CART前ならびに 1週間後、2 週間後、4週間後に、生存は随時調査する。次回、ドレナージは必要時に随

時施行する。CART は原則 2週間あける。施行観察期間は原則 4 週間とする。以後、適宜必要に応じてドレナ

ージ並びに CARTを行い、3か月後まで生死確認を行う。 

 

(f)測定項目 

採取した腹水および処理した腹水の劣化や変性を評価するために、下記項目から選択して測定を行う。 

サイトカイン 

エンドトキシン 

腹水一般検査：外注検査 

メタボローム解析：外注検査 

プロテオーム解析：外注検査 

医療スタッフ情報：各作業に要した人員と各自の実働時間、治療時間など 

患者情報：症例背景、原疾患の治療状況、腹水の治療状況、QOL、Performance status (PS)、 

CARTを行うために要した治療費 

 

(g)結果・考察 

1. 医療スタッフの作業時間の影響因子：医療スタッフの作業時間は、患者さんの状態によって大きく影響を

受け、特に、悪寒を伴う発熱などの副作用症状が生じた場合には、医師ならびに看護師が対応に追われ、

実働時間が長くなる。 

2. 治療時間への影響因子：腹水の排液速度および濾過濃縮液の点滴速度は、施設や担当医によってバラつき

が大きく、CART 全体の治療時間に最も影響を及ぼすことが明らかとなった。今後、日本アフェレシス学

会が中心となって、全国の主要施設での治療時間情報の収集を行うとともに、安全に CARTを行うための

腹水の排液速度および濾過濃縮液の点滴速度の標準化が望まれる。 

3. 患者の QOL: 腹水の穿刺排液によって、腹部膨満感や呼吸困難感の改善に伴う QOL の改善が顕著である反

面、著明な発熱の発生は苦痛も大きく QOL を大きく阻害することが明らかとなった。、発熱予防対策は患

者の QOL 改善という観点からも重要であると考えられた。 

4. 腹水中のエンドトキシン濃度：発熱の重要な原因の一つとして、腸内細菌の主体を占めるグラム陰性桿菌

の菌体成分であるエンドトキシンの関与が指摘されているが、発熱のみられた症例も含め、全例でエンド

トキシン濃度の上昇はみられなかった。 

5. 腹水中のサイトカイン濃度：悪寒を伴う発熱のみられた症例では、濾過濃縮前の腹水中の IL-6を始めと

する炎症性サイトカイン濃度の上昇がみられた。 

6. 発熱例の解析：悪寒を伴う発熱のみられた症例の濃縮前後の腹水のメタボローム解析を施行し、さらに、

プロテオーム解析も追加して、解析結果の詳細分析を行っている。 

7. 装置の準備場所：装置の準備の簡便性、時間短縮という点では、ベッドサイドで装置の準備を行いながら、

自動洗浄の待ち時間で穿刺排液の準備（腹部超音波検査による胸腹水の確認、消毒など）を行うことが望

まれるが、患者さんや家族がベッドサイドで準備を行うことを希望されない場合も想定され、両方の場合

に対応できるようにする必要があることが明らかとなった。 
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8. 患者の準備：濾過濃縮する前の腹水中に、サイトカインを始めとする発熱原因物質が多量に含まれている

症例があり、全身状態や検査所見から、副作用の出現を予測することは困難であった。また、濾過濃縮と

いう処理のみでは、発熱原因物質を除去または失活することは不可能である。多くの症例に対して CART

を行い、市場を拡大するためには、様々な状態の患者さんに安全に施行することが必要となり、発熱予防

目的にステロイドの前投与が必要と考えられる。 

9. バッグの取り違えの危険性：濾過濃縮処理前の原腹水の入った採取バッグおよび濾過濃縮液の入った点滴

バッグの患者の取り違えの危険性がある。Mobile-CART では、採取バッグと装置が連結しているため、 

10. ディスポーザブル回路の廃棄と装置の後片付け：後片付けの際に、患者腹水の漏出に伴う環境汚染が生じ

る危険性があり、より簡単かつ環境汚染を起こすことなく片付けのできる廃棄しやすい回路の開発が望ま

れる。 

 

(i）今後の計画 

今回の臨床試験は、あくまでも試作機の基本設計を行い、汎用機の対比データにすることを目的としたもの

である。収集したデータをさらに分析し、試作機の改良および汎用機の開発に活かしていく予定である。 

 

（イ）徳島アフェレシス研究会 

徳島大学病院を中心に、徳島県立中央病院、徳島市民病院、麻植協同病院の基幹病院が中心となって、徳島

県の主要 10 病院の医師を世話人に選出し、徳島県アフェレシス研究会を組織した。アフェレシス関連企業の

協力のもと平成 26 年度より年に２回の講演会を予定し、CART や血球除去療法を始めとする主として消化器領

域のアフェレシス療法の普及と県内の治療レベルの向上を図る。本研究会を通じて次年度の試作機・専用機の

評価のための基礎実験用の廃棄腹水の収集体制を確立し、臨床試験を円滑におこなうための体制を確立する。

アドバイザーである旭化成メディカルなどのアドバイスのもと、臨床試験実施計画書を作成し、徳島大学病院

臨床研究倫理審査委員会で承認を受けた後に各病院の臨床研究倫理審査委員会でも承認を受け、臨床試験を遂

行する。 

 

 

2.1.2 時間・ローラーポンプの刺激・フィルターの目詰まりの影響に関する検討 

今回開発する Mobile-CART装置は、現在の➊落差式、➋ポンプ式、➌陰圧式に比べ、採取から点滴までの時

間が短縮されることから、時間経過に伴う胸腹水の劣化や癌細胞やマクロファージなどからの有害物質の産生

が少ないと考えられる。さらに、徳島大学医学部の特許技術であるフィルターの目詰まり防止機構の採用によ

り、目詰まりによる細胞刺激に伴うサイトカインなどの有害物質の産生も起こりにくいと予想される。その反

面、➋ポンプ式と同様に用いるローラーポンプ自体が、➊落差式や➌陰圧式では起こらない機械刺激による細

胞の活性化をきたし、副作用の原因となる可能性が考えられる。 

そこで、時間経過、ローラーポンプの刺激、フィルターの目詰まりの胸腹水への影響を、廃棄腹水を用いた

in vitro 試験によって検討し、次項の試作開発にフィードバックした。 

胸腹水の濾過濃縮処理を安全かつ自動的に行う胸腹水濾過濃縮処理用回路を設計するために、通常診療にお

いて穿刺採取し廃棄予定の腹水を用いて、ローラーポンプの刺激、フィルターとの接触による刺激、時間経過、

濾過濃縮時の温度、フェイルターの目詰まり、フィルターの洗浄の腹水へ及ぼす影響などを、徳島大学病院臨

床研究倫理審査委員会の承認のもと検討した。 

 

（ア）基礎実験（廃棄予定の患者腹水を用いた in vitro study） 

(a)試験名：胸腹水濾過濃縮再静注療法（Cell-free and concentrated Ascites Reinfusion Therapy; CART）

の腹水処理回路設計に関する基礎検討 

【実験１】 物理刺激の影響 （ローラーポンプ・フィルター） 

 【実験２】 温度・時間の影響 

 【実験３】 目詰まりの影響 
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(b)腹水 

肝硬変や癌性腹膜炎が原因で、利尿剤や減塩でコントロール不能な難治性腹水貯留症例から、 

通常診療において穿刺採取した廃棄予定の腹水を使用 

 

基礎疾患： 癌性腹膜炎（11 例）：胃癌（5）、大腸癌（2）、肝内胆管癌（2）、膵臓（1）、胆嚢（1） 

肝硬変（11例）： 肝細胞癌合併有（2）、肝細胞癌合併無（9） 

 

(c)使用機器・器材 

   血液浄化装置（ローラーポンプ・圧モニタ）：ACH-∑ 

   回路・腹水バッグ・採取チューブ： 

   フィルター：  

 

(d)測定項目 

サイトカイン 

エンドトキシン 

腹水一般検査：外注検査 

メタボローム解析：外注検査 

プロテオーム解析：外注検査 

  

(e)協力施設 

  徳島大学病院、徳島県立中央病院、麻植協同病院、徳島市民病院 

 

【実験１】 物理刺激の影響 （ローラーポンプ・フィルター） 

(a)目的 

胸腹水の濾過濃縮処理を安全かつ自動的に行う胸腹水濾過濃縮処理用回路を設計するために、通常診療にお

いて穿刺採取し廃棄予定の腹水を用いて、室温条件下でのローラーポンプの刺激、フィルターとの接触による

刺激、時間経過の腹水へ及ぼす影響を検討した。 

(b)方法 

・貯留用バッグに腹水を 100ml 入れ、ローラーポンプのみの条件およびローラーポンプ＋フィルターの 

条件で、胸腹水の循環を行い、細胞やタンパク質の変性や劣化、可能性があるか検討した。 

(c)補正係数 

ローラーポンプとフィルターの実験については、フィルター（濾過濃縮器）に充填されている生理食塩水に

より、腹水サンプルが薄まることを考慮しなければならない。そのため、測定値に補正係数 1.58を掛けた数

値を結果として用いた。この補正係数は濾過濃縮器に含まれる生理食塩水量より希釈率を計算することで求め

た。 

(d)結果 

2 時間のローラーポンプの刺激、フィルターとの接触による刺激、時間経過により、サイトカイン濃度に大き

な変化は見られなかった。各刺激による補体の活性化はなかった。アルブミン、総タンパク質、グロブリン、

凝固系への影響も認められなかった。 

 (e)考察 

以上の結果より、ローラーポンプやフィルター接触による物理刺激は、腹水に影響を与えないことが明らか

となった。癌性胸腹膜炎の胸腹水中の細胞や液性成分に対する刺激によってサイトカインなどの有害物質の産

生が生じる危険性が指摘されているが、今回の結果より、ローラーポンプの位置は、腹水への影響という点か

らは、濾過器の前後どちらでもよいと考えられる。 
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【実験２】 温度・時間の影響 

(a)目的 

胸腹水の濾過濃縮処理を安全かつ自動的に行う胸腹水濾過濃縮処理用回路を設計するために、通常診療にお

いて穿刺採取し廃棄予定の腹水を用いて、ローラーポンプの刺激、フィルターとの接触による刺激、時間経過、

濾過濃縮時の温度の腹水へ及ぼす影響を検討した。 

(b)方法 

・貯留用バッグに腹水を 100ml 入れ、ローラーポンプのみの条件およびローラーポンプ＋フィルターの条件

で、胸腹水の循環によって、細胞やタンパク質の損傷を生じる可能性があるか検討した。 

・バッグおよびチューブ、フィルターを恒温槽にて加温した条件で実験を行った。 

(c)補正係数 

ローラーポンプとフィルターの実験については、フィルター（濾過濃縮器）に充填されている生理食塩水

により、腹水サンプルが薄まることを考慮し、測定値に補正係数 1.58を掛けた数値を結果として用いた。 

(d)結果 

加温条件下においても、ローラーポンプの刺激、フィルターとの接触による刺激、時間経過によりサイトカイ

ン濃度に大きな変化は見られなかった。各刺激による補体の活性化はなかった。アルブミン、総タンパク質、

グロブリン、凝固系の変化は見られなかった。メタボローム解析おいても、症例ごとに大きなばらつきはみら

れるものの、コントロール群、ローラーポンプ刺激群、ローラーポンプおよびフィルター刺激群の３群間でほ

とんど差はみられなかった。 

 (e)考察 

以上の結果より、加温（37℃・3 時間）は腹水に影響を与えず、加温（37℃）によってもローラーポンプや

フィルター接触による物理刺激は、腹水に影響を与えないことが明らかとなった。また、37℃の温度維持は腹

水に影響を与えないことが明らかとなった。 

 

【実験３】 目詰まりの影響 

(a)目的 

胸腹水の濾過濃縮処理を安全かつ自動的に行う胸腹水濾過濃縮処理用回路を設計するために、通常診療にお

いて穿刺採取し廃棄予定の腹水を用いて、濾過濃縮時の温度、フィルターの目詰まりの腹水へ及ぼす影響を検

討した。 

(b)方法 

・温度管理（37℃の加温）によって、フィルターの目詰まり予防が可能か、濾過処理後の腹水に変化が生じ

るか検討した。 

・腹水貯留バッグを高温水槽にて 37℃保温あるいは室温にて実験を行った。 

(c)結果 

 室温条件下で目詰まりを起こした腹水では、サイトカイン濃度の増加がフィルター圧の上昇とともに確認

された。どちらも癌性腹水であり、腹水中の癌細胞のフィルター目詰まりへの影響が考えられた。また、目詰

まりによる補体の活性化が見られた。アルブミン、総タンパク質、グロブリン、凝固系に変化はなかった。 

 (d)考察 

濾過器の目詰まりによって、サイトカインの産生が生じる。また、腹水の温度を 37℃に保つことによって濾

過器の目詰まりが生じにくくなる可能性が考えられた。そのため、目詰まり予防機構および目詰まり洗浄機構

の搭載が望ましいが、温度管理については、積極的な加温が必要か、保温で十分か、薬事審査も踏まえて検討

が必要である。 

 今後、メタボローム解析、プロテオーム解析、一般検査で集積したデータのさらなる解析を行い、試作機の

改良および汎用機開発に反映させていく予定である。 

 

  



 

26 

2.2 制御・動力伝達技術を用いた胸腹水濾過濃縮装置の試作開発 

上記の分析結果を受け、従来にないバッチ処理方式の胸腹水の濾過濃縮を可能とする Mobile-CART装置の試

作機（Ver.1-1）を作成した。また、陽圧式濾過濃縮回路を組み込んだカートリッジを開発した。さらに、そ

れらを踏まえて試作機（Ver.1-2）を作成した。 

  

2.2.1 Mobile-CART 装置の試作機（Ver.1-1）の作成・評価 

平成 25年度は、胸腹水をバッグに貯めて、体から切り離し、濾過濃縮する従来にない方法（バッチ処理方式）

による胸腹水の濾過濃縮が施行可能な Mobile-CART装置を以下の工程を経て試作機（Ver.1-1）として作成し、

評価した。 

 

(ア) 装置の作成 

(a) 装置の違いと加工条件の関係 

旭化成メディカル製 ACH－Σは膜型血漿分離機や持続緩除式血液濾過器、血球細胞除去浄化器又は腹水濾過

器などを用いて血液浄化や血球細胞除去を行うなど、多用途の血液又は体液の処理に使用され、高性能な血液

浄化装置である。 

Mobile-CART 装置は胸腹水の濾過濃縮機能だけを必要とする為、多機能の中から必要な機能のみを抽出し、

各部の性能を検証して装置製作を行う。 

又、ACH-∑は処置室に設置されて、病室や外来病棟から腹水を運搬して処置し、濾過、濃縮処理後の腹水を

病室に戻す為、装置を頻繁に運搬するという目的では製作されていない為、据え置き操作に必要なサイズと成

っている。 

 

(b) 装置の違い 

Mobile-CART の主要目的であるベッドサイドで治療が行えるように、必要な時に病室や外来病棟へ簡易に運

搬できる装置サイズと形状を装備しなければ成らない。 

又、ベッドサイドで行う為、複雑な回路に時間を掛けて装置に装着しなければ成らない様では専門の取扱い

技術者を不必要とすることが出来ない。 

医師や看護師が時間を掛けずに装着可能なフィルターと処理回路を一体化したカセット式回路を装着可能な

構成を備えた装置にしなければ成らない。 

 

(c) 現行機の把握 

旭化成メディカル製 ACH－Σを分解してローラーポンプ、圧力モニタ、気泡検知、重量計、液晶パネル、各

機材の配置、本体外装など要素技術の解析を行なった。 

特にローラーポンプにおいては液体を制御する経験の無い我々にとっては重要な要素であるので、使用され

ている部品及び駆動機器や構成をそのままスケッチし、性能を比較することで部品精度や配置公差等の検証を

行う。 

 

(d) 試作機の開発（Ver.1-1） 

Mobile-CART 専用機として基本機能を確認するため装置の試作をおこなった。 

旭化成 ACH-Σが持つ多くの機能の中で腹水の濾過・濃縮に関する動作にのみ必要で、現在の標準的な回路構

成で洗浄・置換・プライミング・治療・再循環・回収機能を満足する為の駆動、制御機器を抽出し、各動作が

検証可能な制御機器を設置し、各動作が可能と成る様シーケンスプログラムを作成する。 

ACH-Σではローラーポンプの配置が血液浄化を優先とし、装置フットスペースを抑える為、装置前面に処理

ポンプ、右側上面に廃液、再循環、濃縮の 3個のポンプが設置された立方体と成っており、腹水処理回路は前

面及び、側面に設置しなければ成らない構造と成っている。使用者は前面と側面にまたがる複雑な回路を装着

しなければ成らない。 

そこで、本試作１号機はフィルターと処理回路を一体化してカセット式回路を簡易に装着可能とする為、４

つのローラーポンプを装置上面の手前側に配置した。また、同時に再循環用チューブクランプ機構もカセット

回路装着位置で挿入できる 位置へ配置している。 
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 (e) ロータリークランプの設置 

ACH-∑の右側面に装着されている回路チューブをロータリークランプ方式でクランプし、液流を止める機構

が３か所設置されている。 

この機構は CART治療には必要無く血液浄化治療の際に必要な機能である。 

量産型汎用機においては一体型カセット回路で装置に装着した後は洗浄・置換・プライミング・治療・再循

環・回収動作を医師や看護師にて行う為、装置にて自動で行わなくては成らない。 

完全自動化を検討、検証を行う為、回路上に任意の位置にクランプを配置して液流を停止させる必要が生じ

る可能性がある。 

その為、ACH-Σの機構を流用したクランプ機構を５か所設置している。 

但し、直線型のプッシュプルソレノイドを用いたクランプ機構とは違いトルク的に小さい為、通常の回路に

使用するチューブでは液流を遮断することが困難であり、その部分だけ柔軟なチューブが必要となる。 

 

(f) 試作機(Ver.1-1)のローラーポンプに関する評価  

濾過濃縮動作においては、回路チューブ内に安定した流れを作ることが安全 

な濃厚タンパク質溶液を得るための基本となる。 

そこで、我々は試作した１号機のローラーポンプの評価として、旭化成メディカル製 ACH-∑の仕様と試作し

た MCS-3L１のローラーポンプの比較を行った。 

 

【ローラーポンプ流量測定１】 

各ローラーポンプに設定する流量値を変化させた時の実際の流量を計測した。測定条件は流速を 1ml/min～

250ml/min の範囲で変化させた。各ローラーポンプにおける流量の変化は CW方向、CCW方向によっても差のな

いことが分かった。また ACH-∑に倣って設計時の仕様は±10％としたが、試作装置の実測では実際に使用する

流量の 5ml/min を超える領域においては±5％以内に収まっている。 

この事から、今回設計試作したローラーポンプは、本装置が要求する使用において問題のないことが確認出

来た。 

 

【ローラーポンプ流量測定 2】 

次にローラーポンプの流速を一定、つまり１分間当りに吐出する液量を一定にした上で、時間経過と共に積

算される流量の吐出精度を測定した。ろ過濃縮工程での基本である流速 50ml/min を元に、少量となる 1ml/min、

多量となる 100ml/min、そして仕様上最大流量の 250ml/min の流速においての各測定結果を次に示す。積算時

間は１分間から最大１０分間までの吐出量を測定することとし、流量の測定はメスシリンダーに貯留した水液

の重量を測定する方法を採った。 

時間因子による流量精度の結果であるが、時間経過による送り量の変動は見受けられない。ポンプ流量測定

１で測定を行った設定流量に対する精度即ち 5ml/minを超える領域において±5％以内という精度が、時間経

過によっても維持されている。尚 5ml/min 以下の流量においては±10％であり、当初設計時の仕様内である。

CART治療では 5ml/min 以下の流量で装置を動作させることはないが、5ml/min 以下の流量のような微小流量領

域で流量精度の向上を図る為には、ローラーポンプにセットするチューブ径をより小さくして１ローラー当り

の押出し液量を少なくすることが必要と考えられる。 

 

 (g) 圧力センサに関する評価  

【センサ圧力測定】 

MCS-3L1では、ろ過・濃縮の工程において回路の各配管部位に加わる液圧を監視しながらシーケンスを進め

て行く。この圧力の監視は圧力センサが行うが、当初テスト時に配管からのリークが発生した。この原因を調

査したところセンサへの配管接続部にリークのあることが判明した。これに対する対応として、センサの配管

接続部の口金締付はトルクレンチを使用して締付力の管理を行うこととした。そしてこの効果を確認評価する

為に、時間経過に対する配管内圧力低下時間の測定を実施した。 

  上記の測定結果より、リーク特性は ACH-∑と比較しても特に問題ではないと考えられる。 
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【センサ表示値直線性】 

濾過濃縮運転は回路配管内の圧力を検知してシーケンス動作の分岐判断を行った。 

この分岐判断を行う圧力値及びタッチパネルへの圧力表示値は、圧力検出センサが出力するアナログ値をコ

ントローラーの A/D変換ユニットを通してデジタル値に変換しているため、A/Dコンバーターの変換精度が重

要である。 

センサが示す計測表示値とタッチパネルに表示される値を基に誤差を算出したところ、その値はフルスケー

ルで±1％以内であることが確認出来た。またこの精度は動作シーケンスを進める判定値精度として問題はな

いと考えられる。尚センサによる圧力検出箇所は入口圧検知・静脈圧検知・濾過圧検知・2次膜圧検知の４箇

所でありそれぞれの圧力測定範囲は、-500mmHg～500mmHg である。 

 

(h) 気泡センサに関する評価 

【気泡センサ】 

回路チューブ内の気泡を検知するセンサであり、腹水供給バッグが空になった時に次のバッグに切り替える

信号として機能する。また回路チューブ内に発生した気泡を検知して動作を切り替えたりオペレーターに知ら

せたりすることが可能となる。検出可能な気泡の大きさに関しては、チューブ内の小さい気泡であっても検出

可能な能力を持つセンサが相応しい。今回最初にテストしたセンサは静電容量型のものである。実際の気泡の

検出サイズは外径 5mm のチューブ内に発生させた気泡の大きさを測定したところ長さ 20mmより大きな気泡は

検出出来たが、20mmより小さくなると検出が困難な結果であった。気泡センサの主な目的であるバッグの切り

替え信号としての役割からすれば、検出サイズが 20mm であってもその用途上大きな問題とはならないが、よ

り微小なサイズの気泡が検知可能となるセンサを選択することとする。そのためにテスト評価を行ったのが光

電型センサである。赤外線は液体を透過し難いことから光源は赤外線を発光するファイバータイプをテストし

た。反射型ヘッドを搭載したもので、気泡検出サイズの結果はヘッド自体の大きさとほぼ同じ 3mm程度の気泡

が検知出来た。静電容量型に比較して検出能力の改善が見られたが、反射型よりもより安定性が良いと考えら

れる透過型もテストを行った。結果は赤外光がチューブ壁で反射する反射光を検出する反射型よりもチューブ

壁を通過させる透過型が安定した入光量数値を示した。 

 

(i） チューブクランプに関する評価 

【チューブクランプ】 

チューブクランプの駆動はプッシュプルソレノイドにて行われる。動作機能の安全上、停電時には液の流れ

を安全に停止させるようソレノイドへの通電 OFF で閉塞となるように論理が構成されている。そのため通常動

作時は通電 ON状態で開放され液の流れが可能となるので、通電 ON状態が継続することになる。これはソレノ

イドコイルの温度上昇につながるため注意が必要である。本装置のソレノイド駆動電圧は DC24V を基本として

いるが、この DC24V を連続してソレノイドコイルに供給を続けると温度上昇が早くかつ高温となる、実際の温

度測定では 120℃を超える状態であったためコイルの始動時は 24Vとしてその後数秒（3～4秒）経った時点で

自動的に駆動電圧を半分以下に下げる電気回路を装備させる。この方法は抵抗挿入法を用いソレノイドの温度

上昇を 50℃程度に抑えることが可能となり安全となる。 

 

(j) 循環濾過動作プログラム 

循環濾過動作プログラムに関しての説明 

今回の開発で新たに追加した機能として循環 

濾過動作がある。循環濾過動作とは、右図に 

示すように、濾過中の腹水をポンプ等の手段に 

よって、濾過フィルター内を循環させる方法である。 

この循環濾過動作によりフィルターの目詰まりを 

防止し、濾過効率を向上させる効果がある。 

 

 

 

の 2点に効果がある。 

濾過器 

図 2-3 循環回路構成図 

・目詰まりの予防 

・濾過時間の短縮 

       

 
原腹水 

 

 

 
 

  

 

 

  

循環処理ポンプ 
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(イ) 回路装着カセット 

 ACH-Σに標準設置されている処理回路は２種類の樹脂をベースに配置されています。１種類は装置の前面

へ取付け、もう 1種類は側面にある３個のローラーポンプへ一度にセット可能なガイドベースと成っており、

それぞれ装着後に、４種類の圧力検知用センサをセットしている。 

 装置への処理回路の装着後に濾過フィルターと濃縮フィルターを順に各ポートにコネクターを繋げてから

装置にセットしている。 

 一体化カセット回路では装置に装着前に濾過フィルターと濃縮フィルターを順に各ポートに繋げてカセッ

トにセットし、処理回路と濾過・濃縮フィルターが一体と成った状態で、装置に装着できるよう考慮した。 

 治療終了後には一体化した状態で装置より取り外し、簡便に廃棄処理可能と成る事を想定している。 

 また、濾過・濃縮フィルターは樹脂ベースに簡易的なクランプ方法にて装着する為、装置にクランプ機構

が不要となる。 

 

(ウ)   LED を用いた装置自動殺菌システム  

(a) CART 装置の保守・管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 2-4 CART 装置の使用・保守・管理 
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現在の CART 装置は、通常、濾過濃縮処理をベッドサイド以外の処置室またはアフェレーシスセンターなどで

行われ、装置の保守・管理も比較的限られた臨床工学技士によって行われている。これに対して、今回開発す

る Mobile-CART は、不特定の医師や看護師によって使用され、保守・管理されることを想定している。また、

装置を処置室（外来治療時）や病室（入院治療時）などに運び、ベッドサイド処理を行うため、装置を介した

感染の危険性がある。CARTの対象となる患者は、癌性胸腹膜炎や肝硬変の患者であり、抗癌剤治療中の場合も

有り、免疫能の低下した易感染状態にあると考えられる。このため、Mobile-CART を介した細菌、ウイルスな

どの感染の危険性には十分に対処する必要がある。Mobile-CARTの感染対策として、①汚染しにくい構造、②

消毒しやすい構造とすることに加え、③LEDを用いた装置殺菌機能を搭載する。 

 

 (b) 細菌の拭き取り調査 

Mobile-CARTの LED 殺菌装置の開発に際しては、使用場所を想定した病原の同定による殺菌対象の設定を行

い、殺菌効果の検証を行う。Mobile-CARTは、主として外来（処置室）での使用を想定し、入院（病室）での

使用も想定される。まず、外来での使用を想定し、Mobile-CARTはどのような感染のリスクがあるのかを、拭

き取り調査によって明らかにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

図 2-5 殺菌対象の設定による LED を用いた殺菌装置の開発と改良 
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【細菌の拭き取り調査】 

外来でのモバイルカート使用環境に近い血液透析室をモデル環境として採用した。拭き取り調査（スワブに

よる調査）を行い、一般細菌同定を行なった。徳島大学病院血液透析室の透析装置および装置周辺の細菌をサ

ンプリングし、寒天培地に塗抹、培養後コロニーをカウントした。 

透析室のクリーンレベルが高く、多くの菌を検出出来ず、検出限界を下回る箇所（特に透析機器）ではデー

タの正確性が乏しくなった。これは、スワブ法では懸濁作業により希釈（100倍希釈）されることが原因と考

えられた。 

スワブ法では希釈によって検出感度が低下し菌の検出が困難であったため、より高感度な分離方法である直

接採取（スタンプによる調査）による拭き取り調査を実施した。３台の血液透析装置の 10箇所の部位をスタ

ンプ式寒天培地による直接採取（機器のみ）し、培養後コロニーをカウントした。 

タンクで最も多くの菌を検出、スクリンーンパネルやチューブなど、人の手や地面に触れやすい部位で菌が

多く検出された。 

 

【分離菌の同定】 

次に、分離菌の同定を行うために、コロニー形状の確認をグラム染色により行った。グラム陰性の場合は、

BD BBLCRYSTAL E/NF同定試薬を用いて細菌の同定を行った。グラム陽性の場合は、BD BBLCRYSTAL GP同定試

薬を用いて細菌の同定を行った。不明瞭な菌については 16sを標的とした遺伝子解析による追試験を実施した。 

分離菌の同定によって、バシラス属（Bacillus spp）、コリネバクテリウム属（Corynebacterium spp）、

Micrococcus spp、ブドウ球菌属（Staphylococcus spp）等の菌が分離された。日和見感染で問題となる

Staphylococcus Aureus（緑膿菌）も 1株検出されており、現在、その他の菌の分離同定を進めている。採取

部位別に見ると、人の触れる部位に表皮ブドウ球菌を含むブドウ球菌属の割合が多く、装置の側面には、環境

菌であるバシラス属やコリネバクテリウム属の割合が多く見られた。 

 

(c) 照射殺菌の対象となる標準菌の選定 

装置から検出された菌種のうち、過去の論文報告により、装置を介した感染のリスクになると想定される LED

殺菌の対象となる標準菌を、Staphylococcus spp、Bacillus spp、Micrococcus spp、Corynebacterium spp

の 4菌属とした。Staphylococcus 属菌については、種別に黄色ブドウ球菌、表皮ブドウ球菌、腐性ブドウ球

菌とメチシリン感受性・耐性菌について照射殺菌効果の比較を行うこととした。これらの菌を対象に LED殺菌

装置の殺菌効果を評価し、Mobile-CART に最適化ていく予定である。 

 

(d）UVA照射による Bacillus 属菌への殺菌効果 

徳島大学で開発した UVA殺菌装置を用いて、今回抽出した細菌に対してブレビバチルス（B. brevis）の殺菌

実験を行なった。UVA光の照射にて、栄養細胞（vegetative cell）は十分に殺菌された。しかし、芽胞（spore）

を形成すると殺菌効果がみられなくなった。一般に土壌中に生息している細菌で、枯草菌や炭疽菌などのバ

チルス属と破傷風菌、ボツリヌス菌、ウェルシュ菌のようなクロストリジウム属の細菌が芽胞をつくる。芽

胞は熱にも乾燥にも強く、容易に殺菌できないため、次亜塩素酸を用いた拭き取り消毒との併用が必要と考

えられる。今後、様々な標準菌の殺菌効果について検討し、Mobile-CART 用に最適化する。 
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2.2.2 新しい CART システムの胸腹水回路の作成・循環試験 

特許出願中の陽圧式濾過濃縮回路を組み込んだカートリッジを開発し、既存装置（ACH-Σ）に組み込み、水

及び代用血漿などを用いた循環試験により「有効性」「簡便性」の評価を行った。 

また、現在、徳島大学から国内出願中の濾過濃縮回路、ベッドサイド濾過濃縮法に、今回の事業で開発した

目詰まり防止法、バッチ式連続処理法に関するアイデアを加え、全てのアイデアをまとめた国際特許出願（PCT

出願）を行った。  

 

(ア) 胸腹水回路の作成 

(a) 現状回路構成 

現在の ACH-Σの回路構成および新しい回路を設計するために必用な検討要素を示す。検討要素としては①ロ

ーラーポンプの位置、②濾過方式、③目詰まり予防機能が存在する。ローラーポンプの位置によって腹水に含

まれる細胞への物理刺激等への影響が考えられるが、前述の実験により腹水への影響という点からは、濾過器

の前後どちらでもよいが、現状は濾過器前に設置されている。また濾過方式は濾過膜の有効利用法として内圧

式、外圧式とがあるが、外圧式が採用されている。最後に、目詰まり予防機能は、P1、P2 との圧力差(TMP)を

計測し、目詰まり評価を行う。TMPがある一定値に到達すると、濾過器の目詰まりが発生したとされ、濾過濃

縮が中断される。そしてポンプ FPが運転し、濾過器内に蓄積されている、細胞を Bag3 へと廃液されることに

より TMP を下降させる。現状 ACH-Σでは、目詰まりが発生してからの対処法として処理がされる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
図 2-6 現在の回路構成 
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(b) 回路試作案 

以上の検討要素に加え、①新たな目詰まり予防機構、②温度管理、③逆洗浄機構を現状回路に追加していく

ための回路設計を行なった。 

 

(イ) 循環試験 

目詰まり対策として、循環回路の基本設計を行なった。まず、コンピューターシミュレーションによって、

最適な循環流量が得らえる回路設計を行い、その後、検証実験を行った。 

 

(a) 溶液：検証実験には、粘度および濾過器と濃縮器の膜通過性の異なる生理食塩水、代用血漿、脂肪乳剤

を使用した。 

 (b) 流速評価法 

チューブ回路設計には、チューブ内を流れる胸腹水や廃液など、様々な粘度の液体が、設定した流速で流れ

ることを確認する必要がある。今回、流速評価には、メスシリンダーによる排出液体の体積計測、重量計によ

る排出液体の液体重量測定に加え、チューブ回路局所内の流速を測定するために超音波流速計（μLF-100、株

式会社ソニック）を使用した 

(c) シミュレーションによる解析 

 回路の最適化を行うために、各回路構成要素についてシミュレーションによる解析を行った。現在の回路構

成のモデル化を行い、チューブ回路内は層流と仮定すると、ハーゲン・ポアズイユの法則により、チューブに

流れる流量は、チューブ長、チューブ内径、流体粘度、流体密度、濾過器抵抗および濃縮器抵抗によって決定

する。この要素の内、回路設計に必要な項目は、チューブ長、およびチューブ内径である。以上の要素につい

て解析を行い、循環流量がどのように変化するか検討した。また濾過器抵抗および濃縮器抵抗については、理

論式から求めることは困難であり、実測実験によって得られた結果より抵抗値を決定した。その結果、より多

くの循環流量を得るには、チューブ長を短く、かつチューブ内径を小さく設計する必要であることが判明した。 

 

(d) 循環実証実験（ローラーポンプ循環） 

現在の ACH-Σ回路を改良して濾過濃縮回路を作成し、循環流量を測定した。生理食塩液を Bagに貯留し濾過

濃縮行程を行う。その際にローラーポンプを回転させて生じる循環流量を流量計にて計測した。その後、代用

血漿および脂肪乳剤についても同様に実験を行った。安全対策のために濾過器および濃縮器の膜間圧力差 TMP

を測定した。代用血漿については、濃縮器が目詰まりを生じ、脂肪乳剤については、濾過器が目詰まりを生じ

た。また、生理食塩液、代用血漿および脂肪乳剤においても循環流量は循環ポンプの流量によって決まり、流

量計によってほぼ設定どおりの流量で循環していることが確認できた。 

 

(e) 循環実証実験（ノズル流循環） 

現在の ACH-Σ回路を改良してノズル流式循環回路を作成し、循環流量を測定した。 

生理食塩液または脂肪乳剤を貯留し、腹水処理ポンプを運転し循環回路を経由して Bag2 に廃液される。その

際に計測される流量を流速計によって計測した。それと同時に目詰まり評価のために濾過器の膜間圧力差

TMP(p1-p2)の圧力の計測を行った。  生理食塩液の場合、ローラーポンプの流量が 70[ml/min]から、脂肪乳

剤の場合は 80[ml/min]から循環流量が生じた。 

 

(ウ) 国際特許出願（PCT 出願） 

徳島大学から国内出願中の濾過濃縮回路、ベッドサイド濾過濃縮法に、今回の事業で開発した目詰まり防止

法、バッチ式連続処理法に関するアイデアを加え、全てのアイデアをまとめた国際特許出願（PCT出願）を行

った。 
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2.2.3 Mobile-CART 装置の試作機（Ver.1-2）の作成・評価 

2.2.1 で開発した Mobile-CART 装置の試作機（Ver.1-1）及び 2.2.2の新しい CART システムの胸腹水回路を

用いて試作機（Ver.1-2）を作成し、評価する。 

 

(ア) 装置の作成 

 試作機（Ver.1-1）にて基本機能を確認後、ベッドサイドにて採取、処理、点滴の同時化による治療時間の

短縮を行う為、最低限必要な機能に限定し、不必要な機能を排除して医師や看護師で運搬可能なサイズの確認

をするため装置の試作を行った。 

腹水の濾過・濃縮に関する動作にのみ必要で、現在の標準的な回路構成から上記の同時治療が行えない濃縮

時再循環を行う為の駆動、制御機器を排除し、その動作が不要な新たな制御機器を設置して、残りの動作がで

きるシーケンスプログラムを作成する。 

試作機(Ver.１-１)では４個のローラーポンプを装置前面上向きに配置し、フィルターと処理回路を一体化

したカセット式回路の上部に位置し、簡易に装着可能にする為ローラーポンプの高さはフロアーより 1ｍの位

置であった。 

その為、装置本体の大きさがその位置まで必要で、かつその上部に操作盤を配置する構造にしていた。 

試作機(Ver.1-2)では処理回路の下部にローラーポンプを配置し、カセット回路の装着位置を変えずに簡易

に装着可能な構成にした。装置運搬時は操作パネル及び回路装着部を本体内に収納し、移動させ易いサイズと

形状を考慮した。ハンドキャリー方式で病室や外来病棟へ運搬後、操作パネルに付随した回路装着部を上部に

引出し、ロック後、治療可能な形状と成るトランスフォーム式を採用した。 

 

(イ) 回路装着カセット 

 試作機(Ver.1-1)用の一体化カセット回路では装置に装着前に濾過フィルターと濃縮フィルターを順に各ポ

ートに繋げてカセットにセットし、処理回路と濾過・濃縮フィルターが一体と成った状態で、装置に装着でき

るようにし、治療終了後には一体化した状態で装置より取り外し、簡便に廃棄処理可能と成る事を想定してい

た。 

 濾過・濃縮フィルターを樹脂ベースに装着する為、樹脂製カセットの強度が必要な事からコストが掛かる可

能性が有る為、試作機（Ver.1-2）ではフィルターのセット部は装置に取り付けて消耗品から分離した。 

 処理回路のみを先に装置に取り付け後、フィルターをセットする方式を取り、試作機(Ver.1-1)と操作性の

比較・評価を行う。 
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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 

 自己評価点 (a)

B：当初目標を達成した。 

 

 自己評価理由 (b)

Mobile-CART 装置開発体制を確立し、下記①および②の 2つの実施項目の全てを達成した。 

 

実施内容 ① 腹水濾過濃縮再静注法における既存技術の効果の定量化 

現在の CART の臨床評価試験の実施 

Mobile-CART 装置開発のための要求事項を明確にするとともに、平成 27年度に薬事申請する際の平成

26～27年度に行う汎用機を用いた臨床試験との比較データに活用するため、既存装置（ACH-Σ）との比

較データを得るための臨床試験により、「安全性」「有効性」「簡便性」「経済性」の評価・課題を分析、

抽出し、効果の定量化を行った。 

 

時間・ローラーポンプの刺激・フィルターの目詰まりの影響に関する検討 

時間経過、ローラーポンプの刺激、フィルターの目詰まりの胸腹水への影響を、廃棄腹水を用いた in 

vitro 試験によって検討し、次項の試作開発にフィードバックした。 

 

実施内容 ② 制御・動力伝達技術を用いた胸腹水濾過濃縮装置の試作開発 

Mobile-CART 装置の試作機（Ver.1-1）の作成・評価 

平成 25年度は、胸腹水をバッグに貯めて、体から切り離し、濾過濃縮する従来にない方法（バッチ処

理方式）による胸腹水の濾過濃縮が施行可能な Mobile-CART 装置を以下の工程を経て試作機（Ver.1-1）

として作成した。 

 

新しい CART システムの胸腹水回路の作成・循環試験 

特許出願中の陽圧式濾過濃縮回路を組み込んだカートリッジを開発し、既存装置（ACH-Σ）に組み込

み、水及び代用血漿を用いた循環試験により「有効性」「簡便性」の評価を行った。 

また、現在、徳島大学から国内出願中の濾過濃縮回路、ベッドサイド濾過濃縮法に、今回の事業で開発

する目詰まり防止法に関するアイデアを加え、全てのアイデアをまとめた国際特許出願（PCT出願）を行

った。 

 

Mobile-CART 装置の試作機（Ver.1-2）の作成・評価 

Mobile-CART装置の試作機（Ver.1-1）及び新しい CARTシステムの胸腹水回路を用いて試作機（Ver.1-2）

を作成した。 

 

② 当初計画からの変更（深堀）点とその理由 

 対象とする課題・ニーズ (c)

(1) Mobile-CART による医療スタッフの実働時間の短縮 

装置の自動化に加え、再静注施行前のステロイドなどの投与による副作用防止策を講じ、実働時間の短縮を

行う。濾過濃縮液の再静注時に、発熱などの副作用が生じると、その対応に時間をとられ、医療スタッフの実

働時間が延長する。 
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(2) CARTに期待される効果 

癌性胸腹膜炎患者の苦痛の軽減と治療の円滑化と救命率の向上が期待される。胃癌癌性腹膜炎に対する集学

的治療として、CART（化学療法の各クールの 1日目、8 日目に施行）と腹腔内化学療法（パクリタキセル）を

全身化学療法と併用した積極的治療を行う第Ⅲ層臨床試験で、手術例では 44例/62 例（77％）で癌が消失して

おり、この就学的治療が胃癌治療ガイドラインに収載予定となっている。CARTを行うことによって、多量の腹

水を排液できるため、腹腔内投与する抗癌剤の効果も高まると考えられる。 徳島大学以外の全国的な病院の

ニーズ調査を行う。 

 

 機器スペック・ビジネスモデル (d)

(1) 回路の製造 

チューブ回路の部品（チューブ、接続部など）を他社から購入し、チューブ回路の製造、装着カセットの

支持体の製造、一体化、包装、滅菌をタカトリが行う。販売開始後の回路製造、市場への供給を安定して行

うために、自社でチューブ回路の製造から行う。 

 

(2) 販売の初期展開 

徳島大学、埼玉医科大学の大学病院・関連病院以外の、全国の代表的な病院にも早期導入、評価を行い、

装置を改良する。全国のニーズを拾い上げ、装置の改良ならびに販売促進に務める。 

 

(3) 機器スペックの決定 

装置の準備をベッドサイドで行う場合と処置室で準備した状態でベッドサイドに装置を移動して使用す

る場合の両方に対応できるように、装置の構造、バッテリー、洗浄音などを調整する。装置の準備の簡便性、

時間短縮という点では、ベッドサイドで装置の準備を行いながら、自動洗浄の待ち時間で穿刺排液の準備（腹

部超音波検査による胸腹水の確認、消毒など）を行うことが望まれるが、患者さんや家族がベッドサイドで

準備を行うことを希望されない場合も想定され、両方の場合に対応できるようにする。 

 

(4) 機器スペック： LED殺菌機能 

装着回路（ディスポ製品）や装置の形状を工夫することによって、殺菌する範囲を限定する。早期上市を

目指すため、専用機の完成時期や薬事申請に影響を及ぼさない範囲の機能追加とする。 

 

(5) 機器スペック： 加温機能 

フィルター目詰まり予防目的に胸腹水の加温機能を追加する。フィルター目詰まり予防目的に、加温が有

効であることが指摘されていたが、その安全性に関する検証が行われていなかった。今回の廃棄腹水を用い

た基礎実験によって、37℃の加温では、3時間以上経過しても腹水の変性や劣化は生じず、有害物質の産生

を惹起する危険性がないことが明らかとなったため、フィルター目詰まり予防効果の期待できる加温機能を

追加する。 

 

 事業化体制 (e)

(1) 旭化成メディカル㈱との連携強化 

アドバイザーとしての技術面・薬事面での支援に加え、開発当初より、上市後の製造・販売・アフタケアー

体制を想定した具体的な連携を進める。技術面・薬事面の問題点を解決し、開発を促進するために、さらに、

装置上市後に事業展開上、知財上の問題が生じないように、具体的な連携を早めに進める。 

 

(2) 米国テキサスメディカルセンターとの連携強化 

海外（米国）の医療現場の使用に即した装置となり、かつ、海外治験、認可、販売が円滑に進むように、開

発当初の段階から装置に関するアドバイスを受け、治験準備を進める。平成 25年 9月の現地視察時に米国の

医療現場においても従来の大型装置ではなく小型の医療機器の需要が高まってきていること、海外展開（米国、

欧州、アジア）を想定した臨床評価実施計画を作成し、資料の準備を行う。 
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 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） (f)

(1) CARTの発熱対策 

発熱原因物質が発生しにくい濾過濃縮処理を行うことのできる回路・装置を開発する。発熱予防目的にステ

ロイドの前投与を行う。濾過濃縮する前の腹水中に、サイトカインを始めとする発熱原因物質が多量に含まれ

ている症例もあり、全身状態や検査所見から、予測することは困難であることが明らかとなった。また、濾過

濃縮という処理のみでは、発熱原因物質を除去または失活することは不可能である。多くの症例に対して CART

を行い、市場を拡大するためには、様々な状態の患者さんに安全に施行することが必要となり、発熱予防目的

にステロイドの前投与が必要である。 

今回の廃液腹水を用いた基礎実験で、目詰まりを起こすことによって、サイトカインなどの有害物質の産生

が生じることが明らかとなったため、目詰り予防および洗浄機能を Mobile-CARTに追加することによって、安

全で確実な CARTの施行を目指す。 

 

③ 有識者委員会・伴走コンサル指摘事項とその対応 

 薬事面 (g)

指摘事項 ①治験の必要性の有無。必要な場合の戦略対応策が必要。 

②薬事コンサルタントの活用も考慮すべき。 

 

PMDA戦略相談を行い、承認申請戦略を練り上げる。 

アドバイザーの旭化成メディカルから薬事申請のための臨床試験に関する指導を十分に受ける。 

 

 技術・評価面 (h)

指摘事項 ① 療機器リスクアセスメント能力の獲得と向上。 

② 製造販売業の認可を着実に進める必要がある。 

 

ＱＭＳ体制構築、ISO13485 認証取得を通じて理解を深め、人材を育成する。 

適合性検査を受ける部所（地方、公的）にコンサルトする。 

 

 知財面 (i)

指摘事項 ①コア技術の保護・権利化、特許戦略が不十分。 

②装置の利用発明が問題となる場合があることの認識がない。 

 

弁理士と特許戦略の見直しと、模倣品対策について隙のないよう明確にする。 

事業戦略を見据えた特許戦略を組む。 

先行特許を十分に調査する。 

リバースエンジニアリングで知財が生まれてきた場合の対応を行う。 

 

 事業化面 (j)

指摘事項 ①基本的な事業化戦略が不十分。 

②販売・物流体制・アフターフォロー体制が無い。 

③旭化成メディカルとの連携が不十分。 

④全国のニーズ調査を行う。 

⑤海外市場の状況を精査する。 

 

SWOT分析、5Forces等の市場構造分析を実施する。 

海外で CART が盛んでない理由を明確にする。 

臨床試験時にアフターフォロー体制に必要な要件を抽出する。 
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旭化成メディカルとの製造・販売・物流・アフターフォロー上の連携関係を明確にし、強化する。 

装着カセットの価格設定に注意する。 

 

 その他全般 (k)

指摘事項 ①臨床研究の範囲を絞って、目的を装置設計に特化したものにする。 

②Mobile-CARTの最も重要な利点を再認識して、開発をスピードアップする。 

 

ベッドサイドで使用し、治療時間を短縮できるだけでも利点が多いことを再認識する 

 

④ 委託事業を振り返って改善すべきであった点 

 事業体制 (l)

徳島大学病院構内に新設された藤井節郎医科学センター内に研究開発室を設け、集中研方式を取って企業と

大学関係者（医学部、工学部）が一堂に会することによって、集中的に研究開発が可能となった。この環境を

より活かし、国内外の講師を招聘して、より積極的な交流、情報交換を行うことが必要である。 

アドバイザーの旭化成メディカル担当者から、事業開始当初に装置に関する技術面および臨床試験実施計画

に関する情報提供および指導を受けた。しかし、薬事面での指導に加え、将来の事業展開を見据えた事業面で

のより積極的な連携を進める必要がある。 

また、海外特許申請は完了したが、知財戦略に関する組織をより強固な機能的なものにする必要性がある。 

 

旭化成メディカルから、アドバイザーとして薬事面での支援に加え、上市後の製造・販売・アフタケア

ー体制を想定した具体的な連携を進める。 

アドバイザーである埼玉医科大学の山下先生に開発委員会への参加や CARTに関する講演などの依頼を

行うとともに、CART に関するニーズ調査や臨床評価にご協力いただく。 

知財戦略はタカトリの将来の発展の基礎となるため、タカトリの知財部が中心となって本事業の特許戦

略会議のメンバーを選定し、本事業の特許申請を依頼している弁理士の中井先生を交えながら、月 1

回程度の特許戦略会議を開催し、積極的な特許戦略を展開する。 

臨床実施体制：実験用腹水の提供体制および CART患者の紹介体制を築き、試作機と専用機の評価・改

良のための実験用腹水および症例確保が容易となる環境整備を行う。 

 

 事業の進め方 (m)

徳島大学病院を中心に、徳島県内の主要病院を中心に Mobile-CART の導入体制を確立してきた。専用機の完

成後には迅速に臨床評価を行う予定である。開発する装置が汎用化され、質の高いものとなり、スムーズに事

業展開できるように、全国の医療機関との連携を進め、ニーズ調査を行う。 

また、米国テキサスメディカルセンター内のベイラー医科大学臨床病理学照屋純教授の訪問およびメディカ

ルセンター内のアフェレシス施行現場の現地視察を行なった。より具体的に海外治験準備を開始する。 

 

CARTを積極的に行っている医療機関を中心に全国的なニーズ調査を行う。 

米国や欧州での治験を見据えた具体的な準備、開発関連情報の収集整理を行う。 

 

 その他 (n)

多目的血液浄化装置（ACH-∑）の機能を CART に集約した専用機を開発することをコンセプトとしてきた。

他の医療機器の良い点も取り入れ、過去の問題点を拾い上げて参考にする。 

 透析装置を始めとする血液浄化装置やベッドサイドで使用する他の医療機器の形状、安全対策などを参

考にした開発を進める。 
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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 
▶ 

現時点での達成状況 

（計画変更理由を含む） ▶ 
目標達成を阻害する要素の洗い出しと

対応策 ▶ 
来年度検討・実施すべき事項 

（来年度実施計画） 

【開発・薬事戦略】 

①Mobile-CARTの上市 

②Mobile-CART専用回路の上市 

 

①試作１・２号機完成 

②専用回路の基本設計完成 

 

①②装置・回路の仕様決定 

①②薬事戦略の策定 

①②臨床評価体制の確立 

〈対策〉 

・旭化成メディカル（アドバイザー）

との連携強化 

・全国的な病院のニーズ調査 

・薬事相談（旭化成メディカル・伴走

コンサル・PMDA） 

 

①②試作機の前臨床評価・改良 

①②量産機開発と臨床評価 

（治験が必要な場合の戦略対応

策） 

【生産戦略】 

製造業許可取得 

製造体制の確立 

 

ISO13485 取得体制の構築・準備 

品質方針、マニュアル、SOP の作成 

 

素材の選定・確保 

人材育成 

濾過器・濃縮器の供給体制の確立 

〈対策〉 

・旭化成メディカル（アドバイザー）

との連携強化・販売契約 

・薬事相談（旭化成メディカル・伴走

コンサル・PMDA） 

 

QMSの構築 

ISO14971 に基づくリスクマネジ

メント 

商品の量産体制の構築 

QMSの教育訓練後運用開始 

内部監査、マネジメントレビュー 

ISO13485 取得審査 

【販売戦略】国内 

製造販売業許可取得 

販売・サービス供給体制の確立 

 

ISO13485 取得体制の構築・準備 

品質方針、マニュアル、SOP の作成 

 

人材育成 

濾過器・濃縮器の供給体制の確立 

販売網の確立 

〈対策〉 

・旭化成メディカル（アドバイザー）

との連携強化・販売契約 

・薬事相談（旭化成メディカル・伴走

コンサル・PMDA） 

 

QMSの構築 

ISO14971 に基づくリスクマネジ

メント 

商品の量産体制の構築 

QMSの教育訓練後運用開始 

内部監査、マネジメントレビュー 

ISO13485 取得審査 

【知財戦略】 

特許の取得 

特許の海外移転 

 

国際特許申請（PCT 出願） 

 

特許戦略の策定 

〈対策〉 

・特許戦略会議の開催 

 

特許戦略会議の開催 

周辺特許申請・意匠登録 
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・先行企業の特許調査・契約 

・周辺特許の申請・海外移転の推進 

【学術戦略】 

論文による裏付け 

学会（国内・国際）による方向性の確

立 
 

第 60 回アメリカ人工臓器学会学術大会

（2014.6.18-21）抄録提出済み 

→学会誌投稿予定（平成 25 年度成果） 

日本アフェレシス学会発表予定 

日本人工臓器学会発表予定 

日本消化器内視鏡学会発表予定 

 

禁忌例の設定、至適施行条件の設定 

装置の仕様の明確化 

〈対策〉 

・主導学会内の意見集約 

・代表的医師による評価 

 

第 60 回アメリカ人工臓器学会学

術大会発表・学会誌投稿 

日本アフェレシス学会発表予定 

日本人工臓器学会発表予定 

日本消化器内視鏡学会発表予定 

 

【海外戦略】 

臨床試験開始（テキサスメディカル

センター） 

 
 

ベイラー医科大学臨床病理 Prof.Jun 

Teruya との連携・テキサスメディカル

センター医療現場の視察 
 

海外マーケッティング 

NIH対策 

〈対策〉 

・旭化成メディカル（アドバイザー）

との連携強化 

・ベイラー医科大学との連携強化 

 

 

 

  



 

41 

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 実施内容（案） 2015（平成 27）年度 実施内容（案） 

項目名 具体的な内容 

 

 

①腹水濾過濃縮再静注法にお

ける既存技術の効果の定量化 

 

 

 

 

ア）現在の CART の臨床評価試験の実施 

平成 26年度に行う量産機開発の要求事項を明確にし、製作した量産機との比

較データを得るための既存装置（ACH-Σ）の臨床試験により「安全性」「有効性」

「簡便性」「経済性」の評価・課題を分析、抽出し、既存技術の効果の分析を行

う。 

具体的には、平成 25年度に外注検査により実施した、採取胸腹水の一般検査、

プロテオーム解析とメタボローム解析の結果を分析し、平成 25年度に製作した

試作機（Ver.1-1、1-2）の比較試験データとして利用する。 

また、迅速な開発を行うため、平成 25 年度に組織した徳島大学病院を中心とす

る徳島県アフェレシス研究会に属する徳島県の主要 10 病院において、倫理委員

会の承認のもと、既存装置の効果の定量化のための臨床試験を行い、試作機の改

良と量産機の開発にフィードバックする。 

 

イ）時間･ローラーポンプの刺激･フィルターの目詰まりの影響に関する検討 

Mobile-CART 装置は、採取から点滴までの時間が短縮されることから、時間経過

に伴う胸腹水の劣化や有害物質の産生が少ないと考えられる。さらに、フィルタ

ーの目詰まり防止機構により、目詰まりによる細胞刺激に伴う有害物質の産生も

起こりにくいと予想される。その反面、ローラーポンプ自体が、細胞の活性化を

きたす可能性が考えられる。そこで、時間経過、ローラーポンプの刺激、フィル

ターの目詰まりの胸腹水への影響を、廃棄腹水を用いた試験によって検討し、量

産機開発にフィードバックする。 

H26年度にて完了予定。 

②試作機の前臨床評価と改良 

 

 

 

 

 

ア）試作機の前臨床評価 

平成 25年度に製作した試作機（Ver.1-1、1-2）2台を用いて「安全性」「簡便

性」について前臨床評価を行い、不具合点や改善事項を抽出する。具体的には、

生理食塩水などによる濾過濃縮処理の動作確認、作業シミュレーションによっ

て、要求通りの処理動作ができているか、操作がスムーズに行えるか、最短の手

順で直観的な操作ができているかなどの確認を行う。これらの前臨床評価結果を

H26年度にて完了予定。 
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元に、不具合点及び改善事項を抽出する。 
 

イ）試作機の改良 

前臨床評価で抽出した不具合点や改善事項に基づき、試作機 2 台（Ver.1-1、1-2）

のソフトウエア・内部構造およびチューブカートリッジの改良を行う。改良した

試作機を用いて濾過濃縮処理を行い、サンプリングした採取胸腹水の一般検査、

プロテオーム解析とメタボローム解析を外注検査により実施し、既存技術の解析

結果との比較試験により、効果の確認を行い、さらに試作機をブラッシュアップ

すると共に、量産機の要求仕様を明確にする。 

③量産機開発と治験 

（必要性の有無。必要な場合の

戦略対応策） 

 

 

 

 

ア）量産機の開発と評価 

③-イで明確にした要求仕様を元に量産機を開発する。直感操作により、短時間

の実働で濾過濃縮処理ができる小型で移動が容易な量産機、Mobile-CART 装置

（Ver.2）を製作する。デザインに配慮し、インダストリアルデザイン事務所に

外注する。開発した装置の動作確認試験を行い、システムを改良し、難治性胸腹

水患者に対して CARTを施行する。同時に、サンプリングした採取胸腹水の一般

検査、プロテオーム解析とメタボローム解析を外注検査により実施し、既存装置

（ACH-∑）及び試作機を用いた同検査の解析結果との比較試験によって安全性、

有効性、簡便性を確認する。 
 

イ）承認申請戦略案の作成 

量産試作機をベースにした承認申請戦略案を医療機器センターに相談の上作成

し、PMDA 戦略相談を行うための承認申請戦略を練り上げる。 

量産試作機をベースにした承認申請戦略案を医

療機器センターに相談の上作成し、承認申請戦

略を練り上げる。作成した承認申請戦略案をも

って PDMAに戦略相談を行う。 

 

④薬事相談と届出申請 

 

H27年度より実施予定。 薬事コンサルティングに相談しながら、薬事申

請を行う。 

 

  



 

43 

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 概要 スケジュール 

 

Mobile-CART 

 

 

モバイル型胸腹水濾過濃縮処理装置 

【機能／特徴】 

小型で安価で移動が容易な CART専用装置。 

簡単な直感操作で経験不要、医師や看護師でも操作でき、短時

間の実働で自動的に濾過濃縮処理ができる。 

 

【効果】 

① 従来比 1/2の治療時間（3.5時間）により、外来治療が可能 

② 従来比 1/6の点滴開始時間（30 分後）により、副作用予防 

③ 従来比 1/6の実働時間（20分）でスタッフの負担軽減 

 

【試作機(Ver.1-1)】 

 

平成 25年 12月 試作機(Ver.1-1)完成 

平成 26年  2月 試作機(Ver.1-2)完成 

平成 26年 10月 量産機完成 

平成 27年 1月 評価完了 

平成 27年 2 月～  治験 

平成 27年 10月～ 薬事申請 

平成 28年 4 月～ 上市 

 

 

Mobile-CART 

専用回路 

 

 

Mobile-CART 専用の回路キットセット（消耗品） 

【機能／特徴】 

患者から採取した処理前の胸腹水を貯めておくバッ

ク、フィルターに注入するチューブ、処理後の胸腹

水を貯めておくバックとそれらを一体化するための

カセットで構成される回路キットセット。 

 ワンタッチで Mobile-CART に装着でき、接続も簡単

にできる。 

一回の CART で、1セット使用する消耗品。     【試作機(Ver.1-1)用回路】 

 

 

平成 25年 12月 試作機(Ver.1-1)完成 

平成 26年  2月 試作機(Ver.1-2)完成 

平成 26年 10月 量産機完成 

平成 27年 1月 評価完了 

平成 27年 2 月～  治験 

平成 28年 1 月～ 薬事申請 

平成 28年 4 月～ 上市 

 

 

 

 


