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1. 事業の概要
薬液を一定速度で投与する医療機器として点滴で使用する輸液セットに関して、医療現場からは、輸
液バックを吊り下げるスタンドが不要で、貯液部への薬液充填が安全にでき、設定流量に数分以内で到
達できるような医療機器への強い要望がある。
本事業では、以上のような医療安全上の課題を解決することを目的とし、高性能低コストマイクロポ
ンプを用いた使い捨て薬液注入器の開発・事業化をする。
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1.1 事業の目的
現在、薬液を一定速度で投与する医療機器として点滴で使用する輸液セットに関しては、重力を利用
した構造原理から輸液バックをスタンドに吊るすため、患者の歩行時に転倒や輸液針が脱落する恐れが
ある。また、フリーフローやバッグ加圧による過剰投与の事故が起こるリスクがある。
医療現場からは、輸液バックを吊り下げるスタンドが不要で、貯液部への薬液充填が安全にでき、設
定流量に数分以内で到達できるような医療機器への強い要望がある。
本事業では、以上のような医療安全上の課題を解決することを目的とし、高性能低コストマイクロポ
ンプを用いた使い捨て薬液注入器の開発・事業化を実施する。

1.2 事業の実施体制
事業管理機関：大研医器株式会社
PL：
江原 穣（大研医器株式会社）
SL：
森田 潔（国立大学法人岡山大学）
共同体：
①国立大学法人岡山大学
②学校法人川崎学園川崎医科大学
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1.3 最終製品（＝事業化する医療機器）
(1) 事業化する医療機器の概要
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
使用目的又は効果
薬事申請予定者
当該製品の製造を担う
事業予定者

医療機器
クラス分類
Ⅲ
小型輸液ポンプ
分類名称（一般的名称） 汎用輸液ポンプ
輸液療法を対象とする疾患
届出／認証／承認
承認
診療所、中核病院、高機能病
改良医療機器
新／改良／後発
院
医薬品及び溶液等をポンプによって発生した陽圧により患者に注入することを目的とし、あ
らかじめ設定された投与速度又は投与量に従って連続（持続）注入、非連続（間欠）注入又
はボーラスを制御するポンプである。
大研医器株式会社
医療機器製造販売業許可 種別 27B1X00013
大研医器株式会社
27B1X00013
医療機器製造業許可

2) 医療機器等のターゲット市場
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）
想定シェア（上市後 3 年目）

国内市場
非公開
非公開
非公開
非公開
非公開

海外市場
非公開
非公開
非公開
非公開
非公開

3) 事業化する医療機器の概観・特長
マイクロポンプを使用することにより、従来製品と比較して部品点数が削減でき、駆動回路も単純化
することが出来るため、製品コストを抑えることが可能となる。そのため、使い捨てが可能となりメン
テナンスの必要性もなくなる。
また、輸液バックから直接薬液を送液することが可能となるため、輸液バックをスタンドに吊るす必
要がなくなる。更に、フリーフローや輸液バックの加圧による過剰投与を防止する機能を付加すること
により、医療安全上のリスクを限りなく低減できる。

(2) 市場性（想定購入顧客）
1) 当該機器等の市場性及び医療現場で期待される波及効果
① 提案する機器の想定顧客
麻酔科医、外科医、在宅専門医など
② 提案する機器の想定市場規模
『2013 年版 医療用ディスポーザブル製品 汎用品市場の将来展望』（2013 年 株式会社矢野経済研究
所）より、ディスポーザブルインフューザー市場：約 50 億円、輸液セット市場：約 128 億円。
『2013 年
版 医療用ポンプ市場の現状分析と中期予測』（2013 年 株式会社矢野経済研究所）より、輸液ポンプ市
場：約 59 億円。合計約 237 億円が現在の国内市場規模。年率 5%の上昇と仮定し、3 年後の国内市場規
模は約 274 億円。海外市場規模は国内の最低 3 倍あると想定し約 822 億円。
本製品は現行市場にある薬液吐出装置の置き換えであるため、新市場の創出はないものと考える。
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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




競合企業：テルモ株式会社、バクスター株式会社、スミスメディカル・ジャパン株式会社、ニプ
ロ株式会社など
競合商品：輸液セット、輸液ポンプ、ディスポーザブルインフューザー
市場獲得のための障壁：マイクロポンプの性能向上と量産化、日本の薬事承認、日本の特定保険
医療材料の適用

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）商品に対する差別化ポイント
①スタンド不要で小型化による携帯性の向上
②メンテナンス負担の軽減 など
（２）本事業としての優位性はどれくらいか
医療機関及び国に対する費用負担額の軽減を見込んでおり、医療機関においては、現状に対して
５割以上の軽減を見込み、また、国おいては、本提案事業の製品が特定保健医療材料に認められる
と、相当な費用負担軽減につながると考えられる。
さらに、従来の輸液ポンプと比較するとメンテナンス負担も下がり、ディスポーザブルインフュ
ーザーと比較すると手間の軽減による人件費負担にもつながるため、優位性は明らかである。
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1.4 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
H26（2014）年度

H27（2015）年度

H28（2016）年度

H29（2017）年度

H30（2018）年度

H31（2019）年度

H32（2020）年度

要素技術開発

試作機開発・改良

量産機開発

臨床研究

非公開

薬事申請

知財対応

販売戦略

非公開

上市時期

1) 投資回収計画
① 国内
H26
(2014)

薬事申請時期
上市時期
支出額（単位：億円）
うち委託費
うち自己負担
売上高（単位：億円）
本体販売数量
（単位：個）
ﾃﾞｨｽﾎﾟ販売数量
（単位：個）

H27
(2015)

H28
(2016)

H29
(2017)

H30
(2018)

H31
(2019)

H32
(2020)

H33
(2021)

H34
(2022)

H35
(2023)

0.5
－
0.5

0.6
－
0.6

0.7
－
0.7

0.8
－
0.8

H32
(2020)

H33
(2021)

H34
(2022)

H35
(2023)

－
－
－

－
－
－

－
－
－

－
－
－

非公開
非公開

0.4
0.4
－

0.4
0.4
－

0.4
0.4
－

－
－
－

0.2
－
0.2

0.5
－
0.5

非公開
非公開
非公開

② 海外
H26
(2014)

薬事申請時期
上市時期
支出額（単位：億円）
うち委託費
うち自己負担
売上高（単位：億円）
本体販売数量

H27
(2015)

H28
(2016)

H29
(2017)

H30
(2018)

H31
(2019)

非公開
非公開

－
－
－

－
－
－

－
－
－

－
－
－

－
－
－

－
－
－

非公開
非公開
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（単位：個）
ﾃﾞｨｽﾎﾟ販売数量
（単位：個）

非公開

③ 国内・海外合計

支出額（単位：億円）
うち委託費
うち自己負担
売上高（単位：億円）
本体販売数量
（単位：個）
ﾃﾞｨｽﾎﾟ販売数量
（単位：個）

H26
(2014)

H27
(2015)

H28
(2016)

H29
(2017)

H30
(2018)

H31
(2019)

H32
(2020)

H33
(2021)

H34
(2022)

H35
(2023)

0.4
0.4
－

0.4
0.4
－

0.5
0.5
－

－
－
－

0.2
－
0.2

0.5
－
0.5

0.5
－
0.5

0.6
－
0.6

0.7
－
0.7

0.8
－
0.8

非公開
非公開
非公開

※各年 4 月～3 月の年度で表記。
投資計画
製品上市までは、製品の開発に係る費用（試作費、試験費、開発人員に係る人件費、薬事申請費用
等）を見込んでおり、上市後は営業費用（販促費、営業人員に係る人件費等）を見込んでいる。
回収計画
輸液ポンプ、輸液セット、ディスポ―ザブルインフューザー（本体）
、ディスポ―ザブルインフュー
ザー（ディスポ）の国内出荷数量見込（矢野経済研究所データより弊社推定）より、上市初年度から
コンスタントにシェアを獲得していくことを目標としている。
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1.5 事業化に向けた検討結果
(1) 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”
当社は、既に第一種医療機器製造販売業許可及び高度管理医療機器販売業許可を取得し、300 床以上の
病院を中心に直接営業を行っており、全国各地の多数の販売代理店とのコネクションも有しているため、
既存の販売チャネルを十分に活用できる。また、物流チャネルにおいても、現在委託している大手物流
業者を十分に活用することができる。
2) ビジネス体制

(2) 事業化に向けた検討結果
1) 薬事申請
 薬事戦略相談
マイクロポンプを用いた医療機器事業全体における本事業の位置付けを明確にし、薬事申請の方向
性について相談を行った。

2) 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）
マイクロポンプ関連の他社出願について、国内特許出願、US 特許出願、PCT 出願を調査し、その
特許のいくつかをライセンス契約することで知財権の強化を行う。
 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
マイクロポンプ構造体に関して、構造面や機能面での出願を積極的に推進するものとノウハウとし
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て管理するものを区別して知財戦略を遂行する
 模倣品・侵害者が現れたときの対応
当社では、取引のある特許事務所と包括委任契約を結んでおり、また、顧問弁護士も設置し、侵害
者が現れた時に備え、体制を整えている。

3) 開発戦略検討状況
 開発リスクの明確化と対応
マイクロポンプの量産時コストの低減に向けて新たな製造方法を検討している
MEMS 構造体の接合における安定性等について自社内でのノウハウの構築を進めている
 薬事申請に必要なエビデンス収集
社内薬事部門による承認基準の確認と適合検討を実施。
PMDA との個別面談を実施。

4) 販売戦略等
 販売チャネル、供給（生産、物流）体制
当社は、既に第一種医療機器製造販売業許可及び高度管理医療機器等販売業許可を取得し、300 床
以上の病院を中心に直接営業を行っており、全国各地の多数の販売代理店とのコネクションを有して
いるため、既存の販売チャネルを十分に活用できる。また、物流チャネルにおいても、現在委託して
いる大手物流業者を十分に活用できる。
 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制
当社は、全国主要都市に支店を設置し、そこに配属される営業担当者が病院に直接訪問できる体制
を整えており、直接の窓口として対応することができる。また、カスタマーセンターを設置し、そこ
で原因分析する体制も整っている。さらに、医療機器修理業許可も取得しているため実際の修理を実
施する体制も整えている。
クレーム対応等については、まず、各病院から営業担当者に情報が入り、それをカスタマーセンタ
ーに連携し、原因分析結果を営業担当者へ報告している。また、内容によっては、国内品質業務運営
責任者等が営業担当者と病院へ同行しクレーム対応する場合もある。
 QMS 等の品質保証体制
当社は、すでに ISO13485 を認証取得し、自社の QMS に基づく品質保証体制が構築できているた
め、それを活用することで万全の品質保証体制を担保することができる。
 広報・普及計画
医工連携事業化推進事業の開始にあたりプレスリリースを行った。また、事業実施機関である国立
大学法人岡山大学や学校法人川崎学園川崎医科大学附属病院に於いて、ユーザビリティーやリスクマ
ネジメント評価を実施し、強固な協力関係のもと普及活動に努めていく。
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5) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策（まとめ）
①薬事領域
(A)承認申請区分についての検討
PMDA の薬事戦略相談、開発前相談、申請前相談を活用し、申請に必要な試験パッケージを明確化する
とともに、申請区分についても助言を受けるなど、各開発フェーズにおいて必要な情報を入手し、
適切な薬事申請を行う。

(B)海外薬事申請
当社では、医療機器の品質マネジメントシステムである ISO13485 を認証取得しており、認証機関で
ある TUV Rheinland の審査を受けている。TUV Rheinland を活用することにより円滑な海外薬事申請
を実現する。

②知財領域
マイクロポンプ出願動向調査
出願動向について、J-PlatPat（特許情報プラットホーム）及び HYPAT-i（発明通信社）を用いて継続
的に出願動向調査を実施する。

③技術・評価領域
(A)ユーザーニーズのマッチング
医療関係者に対して商品仕様に関するアンケート調査を実施し、それをまとめて全体委員会において
商品提案を実施した。商品仕様を決定し、二次試作機を開発する。

(B)ユーザビリティー・リスクマネジメント評価
国立大学法人岡山大学及び学校法人川崎学園川崎医科大学にてユーザビリティー評価を実施し、改良
ポイントを抽出し、さらにリスクマネジメント評価を実施し、対策案を立案する。

④その他事業化全般
特になし
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1.6 平成 27 年度委託事業の成果概要
(1) 委託事業の事業概要
昨年度から実施してきた小型輸液ポンプに対する現場からの医療安全に対する要望について、更に対象範囲を広げてヒアリングを実施し製品仕様
を確定させ、確定した仕様で小型輸液ポンプの開発及び評価を実施していく。
特に、リスクマネジメント及びユーザビリティー評価については、国立大学法人岡山大学、学校法人川崎学園川崎医科大学と共同して実施してい
く。
(2) 委託事業終了時までに完成する試作品の概要
マイクロポンプ、小型輸液ポンププロトタイプ等
(3) 平成 27 年度の委託事業の成果と今後検討すべき課題
平成 27 年度実施内容（業務計画書）
①開発戦略
①－1.マイクロポンプの性能評価（二次）
平成 26 年度に製作したマイクロポンプの性
能評価結果を基に、課題点を抽出し、改良試
作を伴った二次性能評価を実施する。
性能安定化のためには、マイクロポンプの構
造等改良と評価が必要となる。これらを二次
評価として実施し、製品実用化のためのコア
技術（要素開発）を確立する。
①－2.マイクロポンプに搭載する電気回路の
カスタム IC 開発
平成 27 年度に製作する電気回路について、
カスタム IC 化を検討し、平成 28 年度の実施
計画を立案する。
製作したマイクロポンプの駆動回路等を基
に、回路サイズの低減とコスト低減が可能な
方法を検討する。
平成 27 年度は、一次試作回路の完成後に半
導体製造メーカーなどとも検討を行い、平成
28 年度は、二次試作機開発後に具体的なカス

▶

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

①－1.
一次試作品の課題に対してアドバイザーから理論
面でのアドバイスをもらい、課題点の改良方針を決
定し、二次試作品を完成させた。
基本性能の評価を実施し、流量・圧力等計画した値
をクリアしたが、流量変動や送液不良が発生する現
象の課題解決を行うべく、アドバイザーの協力を得
て、対応策を模索した。

①－1.
粘度に対する評価を進めて、本テーマのポンプ
に対して薬剤の使用可能な範囲を明確にしてい
く。
三次試作品の製作後、流量精度などその他実施
すべき評価を再開する。次年度の前半で実施し、
持ち越した評価項目を完了させる。

①－2.
汎用の個別半導体を使用して回路を構成すること
の方が開発及び量産のコストバランスは優れている
と現時点においては判断した。

▶

①－2.
今後は回路については汎用の半導体や電子部
品を前提にして、小型基板に実装できるかを検
証し、実際の一次試作機用の小型回路を製作す
る。
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平成 27 年度実施内容（業務計画書）
タム IC 化を実現する。

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

①－3.小型輸液ポンプに搭載する機能の仕様
確定
平成 26 年度において集約した小型輸液ポン
プに対する現場からの要望について、平成 27
年度は、更に、看護師及び臨床工学技士等へ
対象範囲を広げてヒアリングを実施すること
により、小型輸液ポンプの仕様を明確にし、
一次試作機に搭載できるようにする。

①－3.
平成 26 年度で実施した要望を基に、追加調査とし
て看護師に対してアンケート調査を実施した。
このアンケート調査を基にして、移動性を重視した
小型輸液ポンプ（一次試作品）の仕様を策定し、平
成 27 年 7 月に実施された第 1 回全体委員会にて報告
した。
製品仕様については作業効率を向上させることを
念頭に置いて革新的な提案を望むとの意見があり、
医療安全の見地からも有効であると考えられる商品
企画案を最終案とした。

①－3.
平成 28 年 5 月末までに二次試作品を製作した
上で、段階的に非臨床での評価を量産まで継続
的に実施する。

①－4.小型輸液ポンプの試作機開発（一次・
二次）
平成 26 年度に製作したマイクロポンプを使
用し、小型輸液ポンプの一次試作機を製作す
る。
次に、二次評価により改良されたマイクロポ
ンプを使用し、より実用化に向けた小型輸液
ポンプを製作する。

①－4.
期初に予定した計画では平成 27 年 7 月から小型輸
液ポンプの一次試作を行う予定であったが、同時期
に実施された第１回全体委員会において、仕様面で
の別要望が出たため、一次試作については平成 27 年
10 月から具体的な取り組みを開始した。回路構成や
アプリケーションの規模が予想より大きいため、今
期の委託事業内での完成が困難であると判断し、一
次試作については評価用基板レベルでの実験機とし
て製作し機能評価を実施した。

①－4.
事前の評価用基板で機能評価を実施したのち、
外注加工先を効率よく利用して二次試作品を完
成させる。

①－5.小型輸液ポンプの試作機性能評価（一
次・二次）
小型輸液ポンプの一次試作機の性能評価に
ついて、基本機能項目の確認を目的として評
価し、評価結果をもとに目標仕様の数値化を
行う。
次に、小型輸液ポンプの二次試作機の性能評
価について、目標仕様数値に対する安定性な
どについて定量的に評価する。

①－5.
現時点では未実施である。

①－5.
製品イメージに近い二次試作品を製作し、その
試作機に対して基本機能の確認を実施する。

①－6.マイクロポンプの製造過程で必要とな

①－6.

①－6
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平成 27 年度実施内容（業務計画書）
る接合方法の研究開発
マイクロポンプの製造過程で必要となる接
合技術の内製化を目的として、研究用の設備
を導入し、接合ノウハウの習得と最適な接合
条件の決定を平成 27 年度末までに行い、内製
化の可能性について目途を立てる。

現時点での達成状況（計画変更理由を含む）
本テーマ推進に最も合致すると考えられる設備に
ついては、導入前の事前評価のために 4 回の実験と
SEM による断面観察を行った。
実験の結果から、安定的な接合条件が得られる可能
性が高い方式の設備をリースにて導入を決定・発注
し、装置導入が完了した。
接合可能な条件の方向性を確認した。

今後検討・実施すべき事項
導入した接合炉を運転し、接合に安定的に寄与
する条件出しを行う。

①－7.小型輸液ポンプの試作機評価（リスク
マネジメント・ユーザビリティー）
小型輸液ポンプの一次、二次試作機それぞれ
においてリクスマネジメント ISO14971、ユー
ザビリティーIEC62366、当社リスクマネジメ
ント規定に基づいた評価を平成 27 年度末ま
でに実施する。
②薬事戦略
②－1.医療機器開発前相談（PMDA）
平成 26 年度に実施した薬事戦略相談結果を
受け、開発前相談を申し込み、相談担当官に
資料等により相談内容を説明し、事前面談を
実施して相談内容を詰め、対面助言を実施す
る。
▶
また、この開発前相談では、当該品目の開
発に際し、どのような試験が必要と考えるか、
また治験の要否など PMDA 側が承認取得に際
し必要と考えるデータパッケージの骨子につ
いて助言を受けるとともに、将来想定される
データパッケージの充足性・妥当性について
も相談を行う。
③知財戦略
③－1.特許出願
製品化において重要な技術について、原理 ▶
実証によって有用性を確認し、出願を実施す
る。
④販売戦略
▶
④－1.市場調査

①－7.
再委託先である川崎医科大学で性能評価比較を実
施した。小型輸液ポンプの一次試作品の性能評価に
付随して、定量的な評価を実施するためである。

①－7.
二次試作品に対するリスクマネジメントとユー
ザビリティー評価を実施し、製品の優位性を比
較検討する。

②－1.
未実施
一次試作機が完成したのち PMDA に対して医療機器
開発前相談を実施する予定であったが、医療機器開
発前相談についてはその実施を断念した。

②－1.
二次試作機が完成し、ユーザビリティーやリス
クマネジメント評価が行われるタイミングにて
PMDA に対して医療機器開発前相談を実施する。
▶

③－1.
期初立案のスケジュールに準じ、現時点ではアイデ
ア抽出のみを実施。

④－1.

▶

▶

③－１
継続的にデバイス側と製品側の両方で関連特許
に関するアイデア抽出と出願を行う。

④－１
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平成 27 年度実施内容（業務計画書）
製品仕様の決定及び販売価格の調査等を目的
として、国立大学法人岡山大学、学校法人川
崎学園川崎医科大学とともに、市場調査計画
を立案し、市場調査を実施する。その後、調
査結果をもとに、国立大学法人岡山大学、学
校法人川崎学園川崎医科大学と協議し、国内
における対象販売先、製品仕様、販売価格等
を確定させていく。
⑤事業管理・運営
⑤－1.本プロジェクトの全体運営及び管理
本プロジェクトを円滑に進めるため、プロジ
ェクト構成員相互の連絡調整、プロジェクト
全体の事業の運営及び管理を実施する。

▶

⑤－2.委員会開催
国立大学法人岡山大学、学校法人川崎学園川
崎医科大学、大研医器株式会社の 3 者間で委
員会を開催する。委員会の目的は以下の通り
とする。
1.本プロジェクトの進捗状況報告
2.試作機に対する性能評価結果と改良要望
の集約
3.その他各種アドバイス

現時点での達成状況（計画変更理由を含む）
製品仕様決定のための課題抽出を目的としてアン
ケート調査を実施した。また、委員会関係者だけで
なく、他の公的医療機関の医師や ME 等の関係者にも
ヒアリングを実施した。
事業化に伴う販売戦略を明確にしていくために、市
場調査計画を立案中である。
アンケート調査内容を決定し、調査を依頼し、販売
戦略の元になる市場調査を実施中である。

今後検討・実施すべき事項
アンケート調査結果を基にし、小型輸液ポンプ
の導入が想定される市場の大きさや規模、優位
性、国内海外販売戦略について明確にし、営業
戦略の素案を立案していく。

⑤－1.
プロジェクトメンバーによる定期的な打ち合わせ
を実施し、推進状況の把握と課題の解決を行ってい
る。
平成 27 年 9 月に伴走コンサルが実施された。関係
各位から製品仕様が発散しているとの指摘があり、
医療安全及び看護師の作業効率向上の面から見直し
を指示されたが、同年 11 月の第 2 回伴走コンサルに
て、医療安全面、技術面、事業化面での課題点と解
決策を明確にした。第 1 回伴走コンサルで指摘され
たポイントに重点に置いて、わかりやすい商品企画
とその事業化案を提示できた。
平成 27 年 11 月に実施した、事業推進経費に関する
中間検査における指摘事項に対して内容の確認を行
い、修正資料の提出に対応した。

⑤－1.
プロジェクトが遅延なくスムーズに進捗する
よう日程管理や状況確認を行うとともに、経費
の適正推進のために証憑書類や内容の不備がな
いよう書類の確認を随時実施する。

⑤－2.
第１回全体会議にて、プロジェクトの進捗状況報
告、アンケート調査結果報告、その結果から想定し
た製品仕様案の提案を行った。
医療安全の見地からも有効であると考えられる商
品企画案を最終案とした。
第 2 回全体委員会にて進捗状況報告として、最終的
な商品企画案と簡易的なデモ機を提示し、また委員
会外の調査結果などを踏まえて、コンセプトの妥当
性が共有できた。

▶

⑤－2.
第 3 回全体委員会を実施にて、本年度の技術進
捗状況、商品企画案、商品デザイン案を提示し、
また調査会社に依頼した調査結果などの結果を
踏まえて進むべき製品の方向性を確定させ、次
年度の推進計画について協議する。
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1.7 平成 27 年度委託事業の実施経過
(1) 当初計画からの変更点（深耕点）とその理由
小型輸液ポンプの製品仕様の決定に際して、再委託先である国立大学法人岡山大学及び学校法人川崎医科大学の医療関係者と共に医療現場での課
題事項の抽出とその解決策について複数回協議し、製品仕様を固めていったため、当初想定した期間よりも時間を要した。
(2) 有識者委員会･伴走コンサルでの指摘事項とその対応
知財面、技術・評価面等について様々な指摘をいただきそれぞれについて即時に対応している。

(3) 採択・継続条件への対応状況
平成 26 年度においては、医療安全を目的とした製品を実現するための技術的な課題の洗い出しと検証を行うという条件に対して、共同体と数回の
ミーティング等を通じて対応することが出来た。
平成 27 年度においても開発機器のメリット・デメリットを周知した上で多様な機関の医療従事者から意見を聞き、機器のコンセプト、スペックを確定す
ることに対しても再委託先である国立大学法人岡山大学及び学校法人川崎医科大学の医療関係者と共に医療現場での課題事項の抽出とその解決策について
複数回協議し、製品仕様を固めることができた。

1.8 平成 28 年度以降の実施内容に関する計画（案）
(1) 平成 28 年度の事業概要
マイクロポンプの性能三次評価の実施、小型輸液ポンプの試作機開発・評価を実施し、それらの進捗を合わせて PMDA への医療機器開発前相談を
実施し、上市に向けて事業計画を推進する。

(2) 平成 28 年度委託事業の実施内容
①開発戦略

項目名

実施主体
大研医器株式会社

②薬事戦略

岡山大学・川崎医科大学
大研医器株式会社
岡山大学・川崎医科大学
大研医器株式会社

具体的な内容
マイクロポンプ性能評価（三次）
小型輸液ポンプ二次試作機開発及び性能評価
小型輸液ポンプのユーザビリティー・リスクマネジメント評価
量産試作機開発・評価
量産試作機のユーザビリティー・リスクマネジメント評価
医療機器開発前相談（PMDA）
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項目名
③知財戦略
④販売戦略
⑤事業管理・運営

実施主体
大研医器株式会社
大研医器株式会社
大研医器株式会社

具体的な内容
国内特許出願
国内・海外市場調査
本プロジェクトの全体運営及び管理

(3) 平成 28 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
知財

薬事申請方法の検討
国内出願の実施

技術・評価

マイクロポンプ構造の検討、小型輸液ポンプの各機能の基本動作の評価
ユーザビリティー・リスクマネジメント評価、量産試作機開発・評価
国内・海外市場調査

その他事業化全般
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1.9 平成 27 年度委託事業の振り返り
1.9.1 チェックリストによる自己評価結果

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
△一部
○十分
○十分
△一部
△一部
△一部
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
△一部
△一部
○十分
○十分
○十分
△一部
○十分
△一部
△一部
○十分
△一部
△一部
×不十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
△一部
○十分
○十分
○十分
○十分
△一部
△一部
○十分
△一部
○十分
△一部
△一部
△一部
×不十分
△一部
△一部
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1.9.2 平成 27 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
(2) 事業の進め方
開発すべき製品のコンセプトを策定するために多くの時間と労力を費やした。前年度の中で製品コン
セプトが明確でなく、焦点を絞った企画案が示せていなかったことが原因であったと考える。コンセプ
ト策定のスケジュールがずれ込み、基本的機能を盛り込んだ製品試作機のスケジュールが遅延してしま
った。
(3) その他
特になし

1.10 事業に関する連絡窓口
大研医器株式会社
〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町３丁目６番１号
電話: 06-6231-9917 / FAX: 06-6231-9902 / E-mail: wakabayashi@daiken-iki.co.jp
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