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1. 事業の概要 

ARDS 患者(急性呼吸促迫症候群：Acute Respiratory Distress Syndrome)は死亡率が高く、その治療

法(呼吸管理療法・薬物療法)の確立が急がれている。本事業ではパワーアップした HFO(高頻度振動換気：

High frequency oscillation)機構を持つ「新型成人用 HFO 人工呼吸器の開発」を行うと同時に、「HFO

呼吸管理プロトコルの開発」を実施することで治療成績の向上を実現し、EU を重点とした世界市場に日

本発の HFO 人工呼吸器の普及を図る。 

 

 

   

申請

医療機関

国立成育医療
研究センター

•呼吸管理プロトコル策定と
りまとめ

•海外コンサルタントからのノ
ウハウ等受入れ
•呼吸管理プロトコル策定

に関する委員会

製販企業

第１種製造販売業
［11B1X00027］

（株）メトラン
•HFO人工呼吸器の開発製造

•動物実験システム開発

承認

認証

顧客
国内外の医療機関

PL

中

研究機関

高知大学
•呼吸管理プロトコル策定

•プロトコル評価のための動
物実験（計画・実施評価）

SL

海外コンサルタント

英国バーミンガム大
学、Queen Elizabeth 
Hospital Birmingham

事業管理機関

関連学会
日本呼吸療法医学会など

学会発表等

海外コンサルタント

カナダ国トロント大学、
Mount Sinai Hospital

海外臨床試験の
ノウハウ受入れ

研究機関

岡山大学
•呼吸管理プロトコル策定

•プロトコル評価のための動
物実験（計画・実施評価）

連携調整 ものづくり中小企業

エンジニアリング・
システム（株）

•ＨＦＯ人工呼吸器の振
動発生装置（ピストン）
に関するアドバイス

中

委託事業実施体制

日本光電工業㈱
総販売代理店

販売

呼吸管理プロトコル 人工呼吸器事業化

１種製販業 13B1X00206

医工連携支援機関

(公財)埼玉県産業振興公社
• 事業管理機関
• プロジェクトの管理運営

医薬品医療機器総合機構
（PMDA）
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1.1 事業の目的 

成人 ARDS 患者(急性呼吸促迫症候群：Acute Respiratory Distress Syndrome)は、死亡率が高く(日本

呼吸器学会 HP では「最も進んだ医療を用いても死亡率は 43%」と記載)、治療法(呼吸管理療法、薬物療

法)の確立が急がれている。この病態の患者の生命維持のために人工呼吸器を用いるが、人工呼吸器の使

用は患者の肺に損傷を及ぼしうることが知られている。人間の自然な呼吸では、息を吸うときに肺内は

陰圧になるが、人工呼吸器では肺胞を膨らませるために肺内は陽圧になる。病気の肺は肺胞ごとに異な

る状況になっていることから、人工呼吸器を使用するとこのような肺に損傷を引き起こすことがある。

特に、一回換気量が大きいと肺損傷が急速に進行する。現時点では、人工呼吸管理を行う際に一回換気

量を制限する(理想的には 6ml/kg 程度の小さな一回換気量を用いる)ことにより生命予後が改善されるこ

とがわかってきている。 

それに対して、HFO(高頻度振動換気:high-frequency oscillation))と呼ばれる、通常の人工呼吸と比べ

て非常に小さい一回換気量で高頻度換気を行うことで肺を保護することができる人工呼吸法がある。こ

の方法で小さい一回換気量の利点を生かすと、肺損傷がさらに防げることが、動物実験や新生児医療で

実証済みである。 

ところが、成人の ARDS における HFO 人工呼吸器を用いた海外での大規模な臨床研究では、結果的

に HFO の優位性を示すことができなかった。その理由として HFO 人工呼吸器の使用方法等に問題があ

る可能性、目標とすべき小さな一回換気量が確保できていない可能性、肺に変化が生じると肺に入る一

回換気量が大きく変化してしまう可能性が指摘されている。 

それらを解決するため、患者の病態を見極め、適切な呼吸法(一般的な人工呼吸法または HFO 人工呼

吸法)を選択し、一回換気量・頻度・気道内圧等を定めた人工呼吸管理法を手順化した新たな「HFO 呼吸

管理プロトコル」を開発する。また、このプロトコルとの適合性が高く、必要な一回換気量を常に確保

し、正確に肺に届ける機能を強化した成人用 HFO 人工呼吸器を開発する。平成 27 年度までに HFO 呼

吸管理プロトコル及び成人用 HFO 人工呼吸器の量産試作機を開発し、平成 28 年に CE マーキングの認

証申請を行い、平成 29 年に EU 市場に上市することを目指す。 

 

1.2 事業実施体制 

事業管理機関：公益財団法人埼玉県産業振興公社 

PL： 新田 一福(株式会社メトラン 代表取締役) 

SL： 中川 聡(独立行政法人国立成育医療研究センター 集中治療科医長) 

共同体： ①株式会社メトラン 

  ②独立行政法人国立成育医療研究センター 

  ③国立大学法人岡山大学 

  ④国立大学法人高知大学 

  ⑤エンジニアリングシステム株式会社 
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1.3 事業化する医療機器の概要 

(1) 製品名：ハミング Vue xxxx 

(2) 医療機器等の種類 

機器等の種類 医療機器 クラス分類* Ⅲ 

製品名 ハミング Vue xxxx 分類名称(一般的名称)* 高頻度人工呼吸器 

対象疾患 重度呼吸疾患(ARDSなど) 届出／認証／承認* 承認 

想定される販売先 
EU・アジア・南米・国内拠点

病院 
新／改良／後発* 改良 

薬事申請予定者 株式会社メトラン 医療機器製造販売業許可 取得済み(第一種) 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 
株式会社メトラン 医療機器製造業許可 11B1X00027 

(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。 

(3) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  EU、韓国 

薬事申請時期 平成 29(2017)年以降 平成 28(2016)年以降 

上市時期 平成 30(2018)年以降 平成 29(2017)年以降 

想定売上(上市後 3 年目) 非公開 非公開 

市場規模(上市後 3 年目) 非公開 非公開 

想定シェア(上市後 3 年目) 非公開 非公開 

(4) 事業化する医療機器の概観・特長 
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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 

成人 ARDS 患者(急性呼吸促迫症候群:Acute Respiratory Distress Syndrome)は、死亡率が高く(日本

呼吸器学会 HP では「最も進んだ医療を用いても死亡率は 43%」と記載)、治療法(呼吸管理療法、薬物療

法)の確立が急がれている。 

本事業により「ARDS 患者向け HFO 呼吸管理部プロトコル」が開発され、同プロトコルと適合性の良

い「新型成人用 HFO 人工呼吸器」を上市することで、新しい ARDS 患者向けの呼吸管理法を提唱する。 

実際的には臨床現場での各種トライアルが必要とされると考えられるが、従来型人工呼吸器で実施され

ている肺保護戦略と同等以上の治療成績が望めるものと考える。 

 

(2) 当該機器等の市場性 

 1) 提案する機器の想定顧客 

 EU、アジア(韓国、ベトナム、等)の中核病院(ICU、PICU、NICU) 

 国内中核病院 

 

 2) 提案する機器の想定市場規模 

成人用 HFO 人工呼吸器の市場は、国内外の累積出荷台数が 4,000 台強の市場と想定されるが、ARDS

患者向けなどに肺に優しい呼吸管理が求められており、潜在的ニーズは大きいと考えます。 

【当社の既存機種(R100)と競合機の比較】 

 当社既存機種(製品名:R100)は、競合機種と比較し市場価格が２倍以上となっており、世界的な普及

の妨げとなっている。 

 本事業で開発する新型成人用 HFO 人工呼吸器は、市場価格を 50,000US＄程度(競合機種と同程度)

と想定し、機能を強化することで競合機種の置換を狙います。 

  

 

 

 

当社既存機種は、高価格ですが発展途上国の中核病院で未熟児の呼吸管理に使用され、小さな赤ちゃ

んの救命に成功するなど、HFO 人工呼吸器の優位性を発揮しています。新型成人用 HFO 人工呼吸器の

価格を低くすることで、これらの病院にも導入が容易になると考えられ、海外普及が進むことが想定さ

れます。 

 

【HFO 人工呼吸器の優位性】  

 HFO 人工呼吸器は主に超未熟児(肺が発達していない)の呼吸管理に使用され、従来型人工呼吸器と比

較し優位性をみとめられています。 

「周産期母子医療センターネットワークデータベース 2009」によれば、国内の出生時体重 1,000 グラ

会社名 機種名
想定価格
（US＄）

累積出荷台数
（想定）

メトラン Ｒ１００ 100,000 245

CareFusion社 3100B 45,000 3,800
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ム未満の超未熟児の 50%以上で HFO 人工呼吸器が使用されています。 

 

HFO 人工呼吸器は“肺に優しい人工呼吸器”と言われており、ARDS 患者への呼吸管理で提唱されて

いる肺保護戦略に合致すると考えられます。 

⇒ 肺保護戦略は、 

   ・従来型人工呼吸器の“低一回換気量 lower tidal volume ventilation)” 

   ・“PEEP は呼気終末における肺胞の虚脱を防ぐためのレベルに設定”など 

  HFO 換気に類似した特徴を持ちます。 

 

 本事業で実施する「HFO 呼吸管理プロトコル開発」で、効果的な結果を明らかにできれば ARDS 患

者の生存率の改善に寄与します｡ 

⇒ 我が国の未熟児医療の現場(ほぼ全ての新生児集中治療室)で HFO 人工呼吸器が呼吸管理に活用 

  されており世界最高水準の治療成績をささえています。 

 

 

 

 

 

周産期母子医療センターネットワークデータベース 2009 より抜粋 
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(3) 競合製品／競合企業との差別化要素 

 1) 競合製品／競合企業の動向 

CareFusion 社 3100B が競合製品です。 

成人用 HFO 人工呼吸器は、当社製 R100 と CareFusion 社 3100B の２機種のみです。 

 

ARDS 患者向けの大規模臨床試験で良い結果が出なかったことから、成人用 HFO 人工呼吸器に関する

競争環境が急速に変化することは考え難いですが、従来型人工呼吸器の進歩は急速に進むと考えられ差

別化のためには、成人用 HFO 人工呼吸器の使い方(プロトコル)の整備が重要と考えられます。 

 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) 

英国 Oxford university で ARDS 患者向けの大規模臨床試験に当社の成人用 HFO 人工呼吸器 

(OEM 製品名:ビジョンアルファ)が採用され、臨床試験に使用されました。 

 当初、CareFusion 社の 3100B 成人用 HFO 人工呼吸器を採用予定でしたが、当社製の HFO 人工

呼吸器の性能面での優位性を評価いただき、価格が 2 倍以上するにも関わらず試験機として選定されま

した。 

競合機種である 3100Ｂと比較した新型成人用 HFO 人工呼吸器製品の優位性は、 

・多様な従来型換気機能(PCV,VCV,CPAP,他)  ・・・従来型人工呼吸器の代替可能 

・稼働時の静粛性に優れる                      競合機種は会話が困難な程度 

・HFO の圧力波形の乱れが少ない 

・圧力波形がサイン波となり肺への負担が少ない 

・圧力波形が設定圧(MAP)の上下に 1:1 で変動する 

・同等の市場価格で提供可能 

があげられます。 

 

また、新型 HFO 人工呼吸器は「2010 年度 課題解決型医療機器の開発・改良に向けた病院・企業間

の連携支援事業」実証事業で開発した“安全性強化型 HFO 人工呼吸器(小児・新生児用)”の制御ソフト

ウェアや制御基板等を利用することで、開発の効率化を図るとともに部品部材を共有化することで原価

低減を図ります。 

 

  

 人工呼吸器は、機器単体の性能や価格だけでなく、販売網やサービスネットワークが機種選定の重

要な要素となりつつあります。従前の当社は、海外の個別代理店と契約することで海外進出を果たして

おりましたが、2010 年 11 月に日本光電工業社と世界的な販売総代理店契約を締結し、日本光電工業社

の販売・サービスの国際的なネットワークで当社製 HFO 人工呼吸器を販売・サービス提供をおこなって

います。これにより、競合会社との販売網やサービスネットワークの格差は縮まっていると考えます。 

 



7 

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 

 

 

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 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

CE届出申請

欧州上市

国内薬事届出申請

国内上市

実施内容

自主事業の内容
① 成人用HFO人工呼吸器の国内販売開始
（株式会社メトラン）

① 成人用HFO人工呼吸器の各種試験、臨
床評価の実施（株式会社メトラン）

② 成人用HFO人工呼吸器のCEマーク申請
書の作成。CEマークの申請（株式会社メトラ
ン）

③ 成人用HFO人工呼吸器の量産立ち上げ
（株式会社メトラン）

④ 国内薬事申請の作成と申請（株式会社メ
トラン）

2016H28)年度以降
2013(H25)年度 2014(H26)年度 2015(H27)年度

2018（H30)年度

① ＨＦＯ管理に関する海外情報収集（株式会
社メトラン、独立行政法人国立成育医療研究
センター）

② ＡＲＤＳ患者向けＨＦＯ呼吸管理プロトコル
（ドラフト版）の作成（独立行政法人国立成育
医療研究センター、国立大学法人岡山大学、
国立大学法人高知大学、株式会社メトラン）

③ 動物実験用システムの試作（株式会社メ
トラン）

④ 成人用ＨＦＯ人工呼吸器の要素機能設計
及び一部試作（株式会社メトラン、エンジニア
リングシステム株式会社）

⑤ プロジェクトの管理・運営（埼玉県産業振
興公社）

① ＡＲＤＳ患者向けＨＦＯ呼吸管理プロトコル
を用いて動物実験の開始（独立行政法人国
立成育医療研究センター、国立大学法人岡
山大学、国立大学法人高知大学、株式会社
メトラン）

② 成人用ＨＦＯ人工呼吸器の試作と評価（株
式会社メトラン、エンジニアリングシステム株
式会社）

③ プロジェクトの管理・運営（埼玉県産業振
興公社）

① 動物実験を完了させ、結果を用いてARDS
患者向けHFO呼吸管理プロトコル（最終版）
の作成（独立行政法人国立成育医療研究セ
ンター、国立大学法人岡山大学、国立大学法
人高知大学、株式会社メトラン）

② 成人用ＨＦＯ人工呼吸器の量産試作の製
作と評価（株式会社メトラン、エンジニアリング
システム株式会社、日本光電工業株式会社）

③ 認可申請で必要とする資料の作成、各種
試験の開始（株式会社メトラン）

④ プロジェクトの管理・運営（埼玉県産業振
興公社）

2017(H29)年度

① 成人用HFO人工呼吸器の海外販売開始
（株式会社メトラン）

2016(H28)年度

②成人用ＨＦＯ人工呼吸器試作のための機
能モジュールの開発・製造（株式会社メトラ
ン）
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(2) 投資回収計画 

 H25 

(2013) 

H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

薬事申請時期    ●       

上市時期       ●     

支出額(単位：億円)   0.8 0.8 0.8 0.8 0.2      

 うち委託費 0.6 0.6 0.7 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.2 0.2 0.1 0.8 0.2      

売上高(単位：億円) － － － －  未定 未定 未定 未定 未定 

販売数量(単位：) － － －  －  未定 未定 未定 未定 未定 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

 1) 投資計画 

 

事業期間後の量産試作機の製作、安全性試験と改修、CE 認証関連経費、CE 認証後のデモ機の製作、 

薬事申請関連経費などの関連投資を見込んでいます。 

 

 2) 回収計画 

 

回収計画は、総販売代理店である日本光電工業社と本事業期間中に調整いたしますが、基本方針を 

以下の記載いたします。 

 

 既存の成人用 HFO 人工呼吸器(商品名：R100)は、RoHS 未対応品であるためＥＵ市場への出 

荷を停止しています。このことから新型成人用 HFO 人工呼吸器は、EU 市場への上市を優先します。 

平成 28 年度にＣＥ認証申請を行いなるべく早いタイミングで上市する予定です。 

 EU 市場は、英国 Oxford 大学を中心とした多施設臨床試験を実施するなど、HFO 人工呼吸器への

ニーズがあることから海外展開の重点地域と考えております。 

 価格競争力の強化(販売価格の低下)により、販売開始３年で従来機(R100)の累計売上高と同等の売上

規模(販売台数は 2 倍)を計画しています。 

 

 既存 R100 は、新型成人用 HFO 人工呼吸器を上市した段階で新規出荷は停止する予定でおります。  

 

(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” 

詳細なマーケティング戦略は、当社 HFO 人工呼吸器の総販売代理店である日本光電工業社をアドバイ

ザーとして、今期中に検討に着手し本事業期間中に策定します。 

日本光電工業社とは、毎月「製販会議」を開催しマーケティング上の課題等について調整しています。 

 

海外では新生児(未熟児)の呼吸管理に成人用 HFO 人工呼吸器が使用されるケースがあり、総販売代理

店(日本光電工業)のマーケティング戦略と調整し、輸出対象国を順次拡大(個別国で認証が必要とされる

ケースあり)することで、販売対象地域を拡大します。 

・HFO 人工呼吸器の販売には、臨床現場で呼吸器を使用する先生方へのコンサルティングが必要と 
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されています。 

  

HFO 人工呼吸器の使用経験が豊富な先生方が「HFO 呼吸管理プロトコルの開発」を実施し、このプ

ロトコル開発に、成人用 HFO 人工呼吸器を使用した大規模臨床試験を実施した、イギリスとカナダの先

生に参画を依頼します。 

イギリス Dr. Iain Mackenzie (Intel Systems 社 UK physician Executive) 

カナダ     Dr. Ferguson (University of Toronto)、Dr. Eddy Fan (University of Toronto) 

この 3 人が成人用 HFO 人工呼吸器に関する海外のオピニオンリーダーと考えられ、新型成人用 HFO

人工呼吸器の評価を依頼する予定です。 

 

 2) ビジネス体制 

 

 

【販売】 

メトラン社は、HFO 人工呼吸器に関する販売代理店契約(全世界対象)を日本光電工業社と締結済みです。

既存の人工呼吸器(R100、ハミング X、カリオペα、ハミング Vue)は、日本光電工業社の世界的販売網

を利用して国内外に販売しており、新型成人用 HFO 人工呼吸器も日本光電工業社を通じて世界に販売す

る計画です。 

 

【製造】 

メトラン社で製造いたします。生産は小ロット生産のため既存の生産体制で対応可能です。制御システ

ムや電子基板類、機構部品などは、既存の人工呼吸器と出来る限り共通化する方針ですので、既存の取

平成27（2015）年２月時点

国内外の日本光電
工業社の販売子会
社・代理店

ビジネス体制 顧客：
国内外の医療

機関

相談・申請

助言・承認

販売

販売

国内外の部品部材
調達先

国内外の部品部材
調達先

販売

販売
HFO呼吸管理プロトコル
普及活動（セミナー等）

学会発表
論文発表

HFO呼吸管理プロトコル
普及活動

HFO呼吸管

理プロトコ
ル普及活動
（セミナー
等）

製販企業
第１種製造販売業［11B1X00027］

(株)メトラン
• 新型成人用ＨＦＯ人工呼吸器
の開発

製販企業
第１種製造販売業［13B1X00206］

日本光電工業(株)
• 国内外の総販売代理店

企業

エンジニアリングシステム(株)
• 振動発生装置の製造

医療機関
成育医療研究センター
岡山大学・高知大学
カナダトロント大学

• 成人ＡＲＤＳ患者向け
呼吸管理プロトコル開発

中

中
中

PL

SL

医薬品医療機器総合機構
（PMDA）
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引先(大手や中小ものづくり企業、メトランのベトナム子会社)に対応をお願いする予定です。 

 電子部品等は国内優先で調達することを考えております(日本光電工業との共同調達・等)が、生産量が

少ないためコストアップとなる部品部材(主に板金部品等)につてはベトナムでの生産と調達を想定して

います。 

    

【臨床現場の支援等】 

『ARDS 患者向け HFO 呼吸管理プロトコルの開発』を行うドクターチームに臨床現場の支援等を依頼し

ます。世界的には、HFO に習熟している医師・臨床工学技士は非常に少なく機器普及の阻害要因と考え

られます。 

 

 

 3) ものづくり中小企業の位置づけ 

 

新型成人用 HFO 人工呼吸器の開発、認可取得(CE・薬事)、製造は、メトラン社で実施します。 

なお、部品製造の一部は、メトラン社のベトナムのグループ企業で実施いたします。 

 

株式会社メトランは HFO 人工呼吸器の開発製造を目的として 30 年前に創業し、小児・新生児用

HFO人工呼吸器を中心に開発・製造してまいりました。2001年に上市した成人用HFO人工呼吸器は、

JST のご支援を受け、スズキ自動車、東京大学と共同開発を実施いたしました。 

昨年 1 月には、「2010 年度 課題解決型医療機器の開発・改良に向けた病院・企業間の連携支援事業」

実証事業で開発した“小児・新生児用 HFO 人工呼吸器(製品名：ハミング Vue)”のＣＥ認証を取得し

ました。また、ハミング Vue の機能強化型機を日本光電工業と共同開発し国内販売に向けて準備中で

す。 

エンジニアリングシステム株式会社は 1970 年の設立以来、400 種以上もの製品の開発、設計に取り

組んできている。医療分野(第二種製造販売業許可)から最新の二重反転機構を持つ超軽量一人乗りヘリ

コプターなど多岐にわたっています。本開発では、特にピストンに関するノウハウをもって開発を担

っています。 
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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 

平成２５年度に作成した「ＡＲＤＳ患者向けＨＦＯ呼吸管理プロトコル（ドラフト版）」を国内外の専門家の意見を反映させて、より効果的かつ

現実的なものにする。このプロトコルは、汎用性を前提とする。 

大動物を用いた動物実験を行い、成人でのＨＦＯ応用を生理学的に評価する。成人の体格に近い大動物（ブタなど）による実験では、人工呼吸

の気道内圧による肺の進展具合や、その進展具合による循環動態への影響が評価でき、これらの評価は、成人患者に応用する際の指標になりう

る。加えて、病態の違いによる気道内圧の肺容量に対する影響、気道内圧の循環動態に及ぼす影響を見極める。さらには、臨床応用できる可能

な限り高い周波数、並びに、可能な限り小さい一回換気量を見出す。 

上記のプロトコルは、特定の機種を前提にしたプロトコルではないものの、患者予後の改善のためには、厳密な気道内圧や一回換気量の管理を

求めることになる。新型ＨＦＯ人工呼吸器の開発においては、より厳密な気道内圧管理や安定した一回換気量を供給することが求められる。本

事業において開発するＨＦＯ人工呼吸器では、旧型のものとは異なり、ピストンで一回換気量を駆出するため、安定した一回換気量が供給でき

る。必要な一回換気量を常に確保し、正確に肺に届ける機能を強化した新型成人用ＨＦＯ人工呼吸器の機能試作機２台を製作し、予備試験を実

施する。 

(2) 委託事業終了時に完成した試作品の概要  

試作品名 概要 

成人 ARDS 患者向け呼吸管理プロト

コル 

 平成 25 年度に作成した成人 ADRS 患者向け呼吸管理プロトコル(ドラフト版)の評価改定を実施 

新型成人用 HFO 人工呼吸器 成人 ADRS 患者の呼吸管理に適用可能な成人 HFO 人工呼吸器の機能試作機を 2 台製作 

 

 

(3) 平成 26 年度の具体的な実施内容と成果、今後検討すべき課題 

平成 26年度の実施内容(実施計画書)  現時点での達成状況(計画変更理由を含む)  今後検討・実施すべき事項 

1.ARDS 患者向け HFO 呼吸管理プロトコ

ルの作成と動物実験の開始 
▶ 

 
▶ 

 

a.ARDS 患者向け HFO 呼吸管理プロト

コル(ドラフト版)の評価と改定 
▶ 

HFO 呼吸管理プロトコル(ドラフト版)に HFO 専門家

会議および動物実験結果を反映させ改定を実施し

た。 
▶ 

大動物を用いた動物実験および HFO 専門家会議

(国内専門家)を開催し、平成 26 年度に改定した

呼吸管理プロトコルを評価し、最終版の呼吸管

理プロトコルを完成させる。 

b.岡山大学及び高知大学で大動物(ブタ ▶ 大動物を用いた動物実験を実施し、以下の事項につ ▶ 大動物を用いた動物実験を継続実施 
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平成 26年度の実施内容(実施計画書)  現時点での達成状況(計画変更理由を含む)  今後検討・実施すべき事項 

など)を用いて動物実験を実施する いて知見を得た 

a.適切な経肺圧(食道内圧)の測定 

b.気道内圧の循環動態に対する影響評価 

c.「高い周波数」および「小さい１回換気量」を見 

出す 

平成 26 年度の実施項目に加え、平成 26 年度に

製作した機能試作機・他の HFO 人工呼吸器を利

用したプロトコル評価を実施する。 

c. HFO 管理に関する海外情報収集 

▶ 

HFO 専門家会議(国内外の専門家が参加)を開催し、

HFO 呼吸管理プロトコル(ドラフト版)および新型成

人用 HFO 人工呼吸器に必要となる機能に関する意見

交換を実施した。 

追加的にメール・電話等による意見交換を継続的に

実施 

▶ 

海外専門家を成育医療センター・メトランで訪

問し、呼吸管理プロトコルおよび新型成人用

HFO 人工呼吸器の仕様に関する最終的な意見交

換を実施する。 

2. 成人用 HFO 人工呼吸器の機能試作機 

の製作・評価 
▶ 

機能試作機を 2 台作成し、評価に着手した。 

・HFO の基本機能は十分満足できるレベル 
▶ 

平成 27年度に新型成人用 HFO人工呼吸器の量産

試作機を 2台作成する。 

a. 機能試作機の製造: 新型成人用 HFO

人工呼吸器の詳細仕様書の作成 
▶ 

詳細仕様書を完成させた 
▶ 

平成 26 年度に作成した詳細仕様書を量産試作

機用に改定する。 

b. 機能試作機の製造: 新型成人用 HFO

人工呼吸器の機構設計と電気ハード

ウェア設計 

▶ 

機能試作機用の機構設計および電気ハードウェア設

計を実施した ▶ 

平成 26 年度に実施した機構設計および電気ハ

ードウェア設計を量産試作機用に改定する。 

c. 機能試作機の製造: 新型成人用 HFO

人工呼吸器の制御ソフトウェア設計

製造及び機能部品の製造 

▶ 

機能試作機用の制御ソフトウェア設計製造及び機

能部品の製造を実施した ▶ 

 

d. 機能試作機の製造: ユニット部品の製

作・購入 
▶ 

機能試作機用のユニット部品の製作・購入を実施

した 
▶ 

 

e. 機能試作機の製造: 制御ソフトウェア

のインテグレーション及び検証 
▶ 

機能試作機用の制御ソフトウェアのインテグレー

ション及び検証を実施した 
▶ 

平成 26 年度に作成した制御ソフトウェアを量

産試作機用に改定する。 

f. 機能試作機の製造: 基本動作試験 ▶ 機能試作機の基本動作試験を実施した ▶  

g. 機能試作機の製造: 機能部品・ユニッ

トの耐久性試験開始 ▶ 
機能試作機の機能部品・ユニットの耐久性試験に

着手した ▶ 
耐久試験を継続し、試験結果を量産試作機に反

映させる。 

h. 機能試作機の製造:機能試作機(2 台)の

組立 
▶ 

機能試作機を 2 台組立 
▶ 

 

i. 機能試作機の評価着手: 
▶ 

機能試作機の評価に着手 

 
▶ 

機能試作機の評価を継続し、評価結果を量産試

作機に反映させる。 

3. プロジェクトの管理・運営 
▶ 

一連の事業全体について、アドバイザーも含めたミ

ーティング、打合せ、技術相談を行うなど事業を統
▶ 
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平成 26年度の実施内容(実施計画書)  現時点での達成状況(計画変更理由を含む)  今後検討・実施すべき事項 

括した。 
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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 

特にありません。 

 

 開発中の新型成人用 HFO 人工呼吸器は、既存の成人用 HFO 人工呼吸器(R100)の改良機の 

位置づけとなります。 

 「2010 年度 課題解決型医療機器の開発・改良に向けた病院・企業間の連携支援事業」で開発した

“安全強化型 HFO 人工呼吸器(新生児・小児用)”は、2014 年７月に薬事認証を取得いたしました。 

 本事業で開発する新型成人用 HFO 人工呼吸器は、CE 認証のための準備作業後、速やかに薬事申請

の準備に着手いたします。 

 

 

 2) 事業化に向けた課題(隘路)と対応策 

 課題 1「各国の規制対応が困難」 

 各国の規制に対応するための費用が発生し、事業採算が悪化する懸念があります。 

(例．．．．現地語対応、各国ごとの規制など)。 

 規制内容が流動的な国もあり規制内容の把握が困難です。 

 

※ 課題 1 への対応 

 

 日本光電工業社の現地拠点と連携して各国の規制動向を把握し個別国の販売想定数量を勘案し、 

対応要否を含めて市場参入方法や参入可否を判断します。 

 

・日本・EU は規制概要を把握し対応予定(各国語対応を含む) 

・中国、韓国は規制動向を調査中 

・中南米、南米の各国は未調査 

 

 

 

(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) 

先行特許に関する情報収集は適宜実施しています。 

 

 権利化／ブラックボックス化、意匠権・商標権等との組み合わせ等のミックス戦略 

本件開発で権利化可能と思われる技術があり顧問弁理士と出願の方向で調整中です。 
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 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

検討していません。 

HFO 人工呼吸器は、主に重症患者に使用される人工呼吸器で一般の人工呼吸器に比較し機構部 

と機構制御が複雑でコピー商品は製造が困難と考えられます。また、今回出願予定の技術は権利

侵害が外形的に判別し易い内容であり、権利侵害品が脅威となることは考え難い内容です。 

 

 

 2) 事業化に向けた課題(隘路)と対応策 

 

特にありません。 

 

 

(3) 技術・評価面 

 1) 開発戦略検討状況 

本件開発の最大の課題だった、成人用 HFO 振動発生装置(ピストン)の作成に目途が付きました。エ

ンジニアリングシステム社が開発した振動発生装置を、本年度パワーアップ(モーター等を置換、機

構変更)したことで機能試作機が完成し、HFO 機構の基本評価でも満足できる結果がでています。 

 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

CE 認証の申請を優先するために、制御用ソフトウェアは開発関連文書を英文で作成しました。 

  

 

 2) 事業化に向けた課題(隘路)と対応策 

事業化に向けた課題(隘路) 左記への対応策 

① 「メンテナンス体制整備」 

 海外市場に販売すると顧客へのアクセスが時間

的・距離的に困難となるケースがあります。また、 

メンテナンス用の部品部材やメンテナンス要員の

教育等も課題となります。 

「2010 年度 課題解決型医療機器の開発・改良

に向けた病院・企業間の連携支援事業」で開発し

た HFO 人工呼吸器(新生児・小児用)では、メンテ

ナンス性の向上のためモジュール設計を強化し、

故障が発生した場合モジュール単位で交換する方

式としました。 

 この設計を進めることで、メンテナンス性の一

層の向上を図ります。 
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(4) その他事業化全般 

 1) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給(生産、物流)体制 

日本光電工業社が総販売代理店として全世界の販売を担当。 

メトラン社は、国内で製造(部品等の調達は国内外、部品の一部はベトナム子会社で製造)し、日本

光電工業の国内窓口に一本化して販売納品します(現行他機種と同様の対応)。 

 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

基本的に日本光電工業社と同社の世界的ネットワークを活用し対応します。 

 

 QMS 等の品質保証体制 

メトラン社が自社の品質管理システムで対応する(ISO9001，ISO13485 を取得済み) 

 

 広報・普及計画 

普及計画は、日本光電工業社が主となりメトラン社と調整して策定します。 

本事業で策定する「ARDS 患者向けの HFO 呼吸管理プロトコル」の普及活動と同プロトコルを実

現可能な新型成人用 HFO 人工呼吸器のセットで普及を推進します。 

同プロトコルについては、策定に協力いただいたイギリスの Dr. Iain Mackenzie (Intel Systems

社  UK physician Executive  ＝  英国バーミンガム大学  Queen Elizabeth Hospital 

Birmingham を退職)、カナダの Dr. Ferguson (University of Toronto)、Dr. Eddy Fan (University 

of Toronto)に普及活動の協力を依頼する予定です。 
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1.8 平成 26 年度委託事業の実施経過 

1.8.1 当初計画からの変更(深堀)点とその理由 

(1) 対象とする課題・ニーズ 

特になし 

 

(2) 機器スペック・ビジネスモデル 

特になし 

 

(3) 事業化体制 

特になし 

 

(4) 事業化計画(開発・薬事・上市スケジュール) 

特になし 

 

 

1.8.2 有識者委員会・伴走コンサルでの指摘事項とその対応 

領域 指摘事項 対応 

薬事申請 動物実験・臨床試験から装置開発

に至るプロセスを整理するととも

に、動物実験・臨床試験の必要性

を示すこと。 

動物実験(大型動物による実験)は、プロトコル 

開発に必要となります。 
 

新型成人用 HFO人工呼吸器は、「改良医療機器」

に該当するため薬事承認および CE認証にあたり動

物実験・臨床試験は不要とされています。 

 

知財対応 なし  

技術・評価

面 

なし 

 

 

その他事業

化全般 

新型成人用 HFO 人工呼吸器と

プロトコルの関係を明確にするこ

と。また、旧型成人用 HFO 人工

呼吸器との関係を明確にするこ

と。 

プロトコルは汎用性を前提(特定の人工呼吸器を
前提としたプロトコルではない)ものの、患者予後
の改善のためには、「より厳密な気道内圧管理」や
「安定した一回換気量を供給」する必要があり、
新型成人用 HFO人工呼吸器が開発されると至適な
管理を提供できます。 
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1.8.3 (参考)採択条件への対応状況 

指摘事項 対応 

新型成人用 HFO 人工呼吸器とプロトコルの関係

を明確にすること。また、旧型成人用 HFO 人工呼

吸器との関係を明確にすること。 

プロトコルは汎用性を前提(特定の人工呼吸器を前
提としたプロトコルではない)ものの、患者予後の
改善のためには、「より厳密な気道内圧管理」や「安
定した一回換気量を供給」する必要があり、新型成
人用 HFO人工呼吸器が開発されると至適な管理を提
供できます。 
既存の成人用 HFO人工呼吸器は、他社製を含めて

も 2機種しかありません。２機種ともに設計年度が

古くプロトコルが求める水準に達しておりません。 

動物実験・臨床試験から装置開発に至るプロセス

を整理するとともに、動物実験・臨床試験の必要性

を示すこと。 

動物実験(大型動物による実験)は、プロトコル開発
に必要となります。 
成人の HFO使用を想定した場合の気道内圧設定や循
環動態に及ぼす影響は、十分に評価されていないた
め、HFOの生理学的な影響を大型動物で評価する意
義があると認識しています。 
実験目標は 
 適切な経肺圧となる HFOでの気道内圧を見極め

る 
 気道内圧の循環動態に及ぼす影響の評価 
 臨床応用できる可能な限り高い周波数を見出す 
 可能な限り小さい一回換気量を見出す 
です。 

 

事業管理機関の機能を充実すること。 管理体制を強化し、委託事業計画の運営管理、共

同体構成員相互の調整や迅速な情報伝達・アクショ

ンを心がけ、プロジェクトを円滑に推進するための

機能充実に努めています。 

本事業の目的である「臨床現場の課題とその解

決」「ものづくり中小企業の有する高い技術力の活

用」「医工連携による医療機器等の実用化」を再度

整理し、これらの目標を踏まえて、その早期達成に

向け委託事業を遂行すること。 

委託事業遂行に鋭意努力しています。 

事業遂行の過程における課題への対応方法など

を今後の医工連携による医療機器等の実用化に携

わる者への模範・参考となるよう心がけるととも

に、その情報発信に協力すること。 

【全 197：H22課題解決型】 の対応になりますが、

HOSPEX(2014/11)成果物展示に出展、日本医学会総

会(2015/04 京都)に展示予定、など積極的に情報発

信を行っています。  

上記に掲げる事項及び継続審査委員会や伴走コ

ンサルティングでの指摘事項を事業計画に確実に

反映させること。 

ご指示に従っております。 

平成 26年度における委託金は 64,800,000 円(税
込)を上限とする。ただし、株式会社メトランの人
件費が適正規模であるか検討すること。 
その他の対象経費については、経済産業省が必要

と認めた経費に限る。そのため、実施計画書案に記

載されている対象経費についても、契約までの調整

機能試作機(2 台)の作成に関する費用(外注委託

費、部品部材費等、人件費)は、約 80 百万円(税抜

き)と見積っておりますが、事業対象経費としては

約 43 百万円を主に外注委託費と人件費として計上

しています。このため人件費が過大に見えていま

す。 
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指摘事項 対応 

の結果、対象外となることもある。 
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1.9 平成 27 年度委託事業の計画(案) 

(1) 平成 27 年度委託事業の実施内容 

項目名 具体的な内容 

① ARDS 患者向け

HFO 呼吸管理プ

ロトコル(最終版)

の作成 

a. ARDS 患者向け HFO 呼吸管理プロトコル(最終版)の完成(国立成育医療研究

センターが中心となって行う)。 

b. 岡山大学及び高知大学で大動物(ブタなど)を用いた動物実験を実施・完了し、

動物実験結果を HFO 呼吸管理プロトコルに反映する(これには、国立成育医

療研究センターとメトランも参加する) 

c. HFO 管理に関する海外情報収集(国立成育医療研究センターとメトランで実

施) 

カナダ国トロント大学の Dr. Fan と Dr. Ferguson ，Intel Systems 社の Dr. 

Mackenzie とコンサルタントとしての契約を結び、以下の提案助言を受ける。 

・ARDS 患者向け HFO 呼吸管理プロトコル 

・HFO の生理学的な影響に関しての臨床面からの意見 

・成人用 HFO 人工呼吸器の仕様 

② 新型成人用 HFO

人工呼吸器(機能

試作機)の評価(継

続作業) 

平成 26 年度に完成させた機能試作機を用いて評価作業(継続作業)を行い、量産

試作機に必要とされる改善点の洗い出しを行う。 

③ 新型成人用 HFO

人工呼吸器(量産

試作)の製作と評

価 

ａ．新型成人用 HFO 人工呼吸器の量産試作機を完成させる。 

ｂ．完成させた量産試作機を利用して機能評価に着手する。 

④ CE 認証申請準備 ａ．新型成人用 HFO人工呼吸器の許認可取得のための安全性試験等を開始する。 

ｂ．CE 認証に必要となる資料作成(継続作業) 

⑤ プロジェクトの

管理・運営 

プロジェクトを円滑に推進するため、一連の事業全体について、アドバイザーも

含めたミーティング、打合せ、技術相談を行うなど事業を統括する。 

 

(2) 平成 27 年度における事業化に向けた検討事項 

領域 検討・実施すべき事項 

薬事申請  薬事申請に必要となる安全性試験等について検討する。 

知財対応  平成 26 年度に知財化可能性のある案件があり弁理士と特許化について調整中。 

平成 27 年度中に特許出願を予定。 

技術・評価面  特になし。 

その他事業

化全般 

 国内外の総販売代理店(日本光電工業社)とマーケティングに関する詳細調整を開始す

る。 

 



21 

1.10 平成 26 年度委託事業の振り返り 

1.10.1 チェックリストによる自己評価結果 

 

 

 

 

1.10.2 平成 26 年度委託事業を振り返って改善すべきだったと考える点 

(1) 事業体制 

 特になし 

 

当該機器のニーズは特定の意見ではなく、客観的な情報で確認できていますか。 ○十分
当該機器の販売先（導入・普及場所）は明確になっていますか（一般、診療所、地域中核病院、高機能病院）。 ○十分
対象となる患者が明確になっていますか。 ○十分
対象となる疾病・診療科等が明確になっていますか。 ○十分
当該製品の業界特性は把握できていますか。 ○十分
市場規模（導入・普及台数）は明確になっていますか。 △一部
SWOT分析は十分に行っていますか。 ×不十分
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。 ×不十分
マーケティング戦略（市場のセグメント化、ターゲットとするセグメント、自社のポジショニング等）は明確になっていますか。 ○十分
会社としての経営戦略上、当該製品の位置付けは明確になっていますか。 ○十分
臨床試験、申請、認可まで想定したスケジュールは明確かつ妥当ですか。 ○十分
コア技術の開発戦略は明確になっていますか。 ○十分
どのような効果があるか明確になっていますか。 △一部

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 △一部
どのようなリスク（含む禁忌）があるか明確になっていますか。 ○十分

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 ○十分
上市までに必要な開発費の想定、その調達計画はできていますか。、 ○十分
現行の薬事法下で承認が可能ですか（規制システム面、科学評価体系面）。 ○十分
ビジネスモデルに対応した業許可を持っていますか。 ○十分
新医療機器、改良医療機器、後発医療機器のどれに該当するか整理できていますか。 ○十分

機器のリスク分類で、I～IVのどれに当たるか整理できていますか。 ○十分
臨床試験の必要性の有無が明確になっていますか。 ○十分

PMDAとの調整が進んでいますか。 ×不十分
薬事法以外の規制についても対応が明確になっていますか。 ○十分
製品の利用方法が明確になっていますか。 △一部

同時に利用する機器も含めて導入が実現可能になっていますか。 ○十分
これまでのルールや慣行に逆らわない利用方法になっていますか。 △一部

当該製品に関連する先行特許調査は十分に行っていますか。 ○十分
当該製品に必要な先行特許についてはライセンス等で使用できるようになっていますか。 ○十分
開発後の特許調査についても実施することになっていますか。 △一部

コア技術に関して、どのように保護するか（権利化／ブラックボックス）は明確になっていますか。 △一部
権利化に必要な新規性だけではなく進歩性が明確になっていますか。 △一部
必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。

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。 ○十分
模倣品・侵害者が現れたときの対応について明確になっていますか。 △一部
販売チャネルは明確になっていますか。 △一部
当該製品の供給（生産、物流）体制は明確になっていますか。 ○十分
当該製品のアフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制は明確になっていますか。 ○十分
QMS等の品質保証体制が明確になっていますか。 ○十分
広報・普及計画は明確になっていますか。 △一部
想定価格は顧客が感じる価値に見合ったものですか。 ○十分
製造原価（あるいは提供コスト）は明確になっていますか。 △一部
売上、コスト（変動費・固定費）、利益、減価償却等を考慮した計数的な計画は明確になっていますか。 △一部
十分な収益性が得られることが明確になっていますか。 △一部
事業拡大に伴い、どのタイミングでどのような人材・資金がどの程度必要になるか明確になっていますか。 △一部
海外に対する戦略は明確になっていますか。 △一部
当該事業に対するリスクの洗い出しは十分に行われていますか。 △一部

事業
収支

その他

市場

基本
戦略

開発
戦略

薬事

知的
財産

販売・
物流
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(2) 事業の進め方 

 事業管理機関との契約が 8 月下旬になり、外部委託作業の着手が遅れた。 

・岡山大学の動物実験は 6 月開始。 

・エンジニアリングシステム社の振動発生装置の開発着手は 4 月着手。 

・国内外の専門家会議は 7 月開催。 

 

(3) その他 

 特になし。 

 

1.11 事業に関する連絡窓口 

 

株式会社三菱総合研究所 人間・生活研究本部 

〒100-8141 東京都千代田区永田町二丁目 10番 3号 

電話: 03-6705-6159 / FAX: 03-5157-2143 / E-mail: 26m-kiki@mri.co.jp 


