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1. 事業の概要 

冠動脈疾患治療において、挿入したプレッシャーワイヤ先端の 1 点で圧を測定する従来の FFR（冠血

流予備量比）測定は、狭窄形状が複雑な場合の評価が困難、ワイヤ引抜き時の血管損傷リスクなどの課

題がある。 

本事業は、一度に血管内の圧力分布を測定できる光ファイバ式分布型血管内圧測定システムを開発し、

これを事業化する。開発の鍵となる光ファイバ分布測定技術については他分野における光ファイバセン

サの開発実績を有しており、これに医学的知見を加えることで早期の開発を目指す。 

 

 

冠動脈疾患の適切な診断・治療を可能にする光ファイバ式分布型血管内圧測定システムの開発

光ファイバ分布測定技術を活用した血管内圧分布測定システム
ニューブレクス(株)、アイハート・メディカル(株)、神戸大学医学部附属病院

H26-094

血管内圧分布を測定する画期的なFFR測定システム

冠動脈疾患の診断に普及が進むFFR測定

ニューブレクス：光ファイバ分布測定技術を活用

 FFRは経皮的冠動脈インターベンション（PCI)の必
要性を判断するガイドラインとして普及が進む

 従来のFFR測定技術は、狭窄の性状が複雑な場合
の評価が難しい、ガイドワイヤーの引抜き操作が
煩雑などの課題

 光ファイバセンサを内臓したプレッシャーワイヤと
専用の測定装置を開発

 ワイヤー全体がセンサとして機能することで、一度
の測定で血管内圧分布を測定できる

 複雑、複数の狭窄性状を正確に把握、ワイヤーの
引抜き操作が不要になり医師・患者の負担を軽減

Class Ⅱ・Ⅳ
（想定）

光ファイバ全体がセンサとなり多くの連続した測定点が得られ
る光ファイバ分布測定システムを事業展開。工業用途で培っ
た技術に医療現場の知見を取り入れ、医療分野へ新規参入
する。（兵庫県神戸市、資本金372百万円、従業員数15名）

従来の測定技術

FFR（冠血流予備量比）は、狭窄病変の
前後で測定した冠動脈圧の比

平成26（2014）年11月時点

狭窄病変

測定測定
ワイヤを引抜

・先端の1ヶ所に圧センサの付いたガイド
ワイヤーを使用し、冠動脈内で数回引抜
きながら測定してFFRの値を求める

複雑・複数の狭窄病変がある場合

・光ファイバ分布測定技術により、一度の
測定で冠動脈圧の連続的な分布を取得

全ての点がセンサになる

販売

相談

申請

医療機関

神戸大学医学部
附属病院

• ニーズの提供
• 臨床エビデンスの構築
• 開発品の評価、普及

製販企業
第1種製造販売業[13B1X40116]

アイハートメディカル(株)
• 事業化
• 薬事対応
• 薬事、市場化を見据えた他機関への助言

医薬品医療機器総合機構
（PMDA）、

米国食品医薬品局（FDA）、
第三者認証機関等

助言

承認

顧客
（国内・海外）

平成26（2014）年11月時点

SL

委託事業実施体制

製造企業
製造業［予定］

ニューブレクス(株)
• 試作品の開発、製品化
• 知財のとりまとめ
• 生産プロセスの確立

卸企業
代理店

PL

中

事業管理機関

新

ワイヤ製造

製造企業
A社
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1.1 事業の目的 

冠動脈狭窄は、狭心症や心筋梗塞といった疾患につながる重大な病変であり、治療のリスクも高く、

適切な治療方法を選択することが求められる。PCI（経皮的冠動脈インターベンション）は患者には望ま

しい低侵襲の手技であるが、個々の病変に応じて適応を判断する指標として、近年、冠動脈の狭窄部位

前後の内圧の比を測定する FFR（冠血流予備量比）測定が用いられている。 

先端の 1 点のみで冠動脈圧を測定する従来の FFR 測定技術では、一旦冠動脈内に挿入したプレッシャ

ーワイヤを引き抜きながら測定する作業が必要になる上、冠動脈狭窄の形状が複雑など評価の難しい場

合がある。結果として PCI の適応判断や、真に PCI が必要な病変の同定が困難であり、また既存技術で

は治療中に繰り返し測定することが困難であるため、治療中のモニタリングに使用できないという課題

がある。 

この課題に対するニーズは、以下の 3 点である。 

冠動脈狭窄がびまん性に連続している場合（Diffuse）や一箇所で急激に狭窄している場合（Focal）な

ど、狭窄が冠動脈全体の生理学的血行動態に及ぼす影響を把握したい 

ワイヤが行き来することでワイヤが病変に解離(裂け目）を生じさせるリスクを懸念してプレッシャー

ワイヤを引き抜くことをためらう医師は非常に多く、末梢まで挿入したワイヤを引き抜かずに測定を行

いたい 

脈拍が不規則な場合など、ワイヤを移動させる間に圧が変化するため FFR が適用できないケースでも

正確な FFR 測定を実施したい 

上記ニーズを解決するために、光ファイバ分布測定技術を冠動脈圧測定に応用し、医学的知見を取り

入れることで冠動脈圧分布を測定して、狭窄の生理学的動態の全体情報が把握できる FFR 測定機器を開

発すること及び、光ファイバセンサ技術と医学的・臨床的見地の融合により、ワイヤ全体がセンサとし

て機能し現場で医師による引き抜き作業を不要にする光ファイバ内臓プレッシャーワイヤを開発するこ

とを目指す。 

本事業は、一度に血管内の圧力分布を測定できる光ファイバ式分布型血管内圧測定システムを開発し、

必要な試験の実施から知財・販売体制の整備、薬事申請までを行うことで、これを事業化することを目

的とする。 

 

1.2 事業実施体制 

事業管理機関：ニューブレクス株式会社 

PL：岸田 欣増（ニューブレクス株式会社） 

SL：谷村 哲明（アイハート・メディカル株式会社） 

共同体：①アイハート・メディカル株式会社 

 ②国立大学法人神戸大学 
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1.3 事業化する医療機器の概要 

1.3.1 製品名：光ファイバ式分布型血管内圧分布測定システム 

(1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 医療機器 クラス分類* Ⅱ(測定器)、Ⅳ(ﾌﾟﾚｯｼｬｰﾜｲﾔ) 

製品名 
光ファイバ式分布型血管内圧

分布測定システム 
分類名称（一般的名称）* 

(測定器)観血血圧モニタ 

対象疾患 
狭心症・心筋梗塞等の虚血性

心疾患 
届出／認証／承認* 

(ﾌﾟﾚｯｼｬｰﾜｲﾔ)中心循環系先端ト

ランスデューサ付カテーテル 

想定される販売先 
心臓カテーテル検査室を有す

る医療機関の循環器内科 
新／改良／後発* 

改良医療機器 

薬事申請予定者 アイハート・メディカル 医療機器製造販売業許可 第 1種 13B1X10116 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

A社 医療機器製造業許可  

ニューブレクス株式会社 業許可  

 業許可  

（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 海外市場 

  欧州 もしくは 米国 

想定売上（上市後 3 年目） 14億円／年（平成 32（2020）年時点） 6億円／年（平成 33（2021）年時点） 

市場規模（上市後 3 年目） 196億円／年（平成 32（2020）年時点） 915億円／年（平成 33（2021）年時点） 

想定シェア（上市後 3 年目） 10％（平成 32（2020）年時点） 1％（平成 33（2021）年時点） 

(3) 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 

先端の 1 点のみで冠動脈圧を測定する従来の FFR 測定技術は、プレッシャーワイヤを血管内で引抜きな

がら測定する必要があるため、病変に解離を生じたり血管を傷付けたりするリスクがあり、医療現場で

の問題点となっていた。プレッシャーワイヤに沿って血管内圧の分布を測定できる本システムは、プレ

ッシャーワイヤの引抜きが不要になることで医師や患者の負担を軽減し、また複雑な病変に対しても

FFR 測定による評価が可能になることで、PCI 施行のボーダライン近い事例に対して医師の診断を助け

ることができる。 

(2) 当該機器等の市場性 

 ① 提案する機器の想定顧客 

 心臓カテーテル検査室を有する医療機関の循環器内科 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

ターゲット市場規模：上市 3 年後において国内 196 億円（2020 年）、海外 915 億円（2021 年）。 

国内市場について、矢野経済研究所「2014 年版 機能別 ME 機器市場の中期予測とメーカーシェア（診

断機器編)」によれば、FFR 用センサ付ガイドワイヤーは 2013 年 39,000 本(実績)・2014 年 51,350 本(見

込)、FFR 測定装置は 2013 年 55 台(実績)・2014 年 90 台(見込)の国内市場規模である。 

創出市場：治療中の FFR 測定が可能になることが新たな需要を喚起し、代替市場の 10％相当額の新た

な市場創出、膀胱内圧検査などへの波及で同じく 20％（対象患者数より試算）の市場創出が可能である。 

 

(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 

a. 国内市場は海外勢 2 社からの輸入品が寡占している。  

b. 市場獲得のための障壁：知名度の高い先行 2 社が存在する中での新規参入になるため、ユーザーを

説得できる強力な臨床エビデンス構築とメリットのアピールによる知名度獲得の必要がある。 

 

 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） 

a. 競合商品に対する差別化ポイント 

・一度に冠動脈圧分布を測定できるため、複雑な性状の狭窄病変を正確に把握して治療を判断できる 

・測定時にワイヤを冠動脈内で引き抜く作業が不要になり、血管・病変部の損傷リスクを減らすこと

ができる 

 

b. 本事業としての優位性 

大きな差別化ポイントを有する商品を擁しているほか、ハード・ソフトとも自社開発であることか

ら、ユーザの要望を反映した作り込みがしやすい。 
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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 

 

H25（2013）年度 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
以前 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3

要素技術開発 計画

実績

試作機開発・改良 計画

実績

量産機開発 計画

実績

臨床研究 計画

実績

薬事申請 計画

実績

知財対応 計画

実績

販売戦略 計画

実績

上市時期 計画

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

①コンセプト作り
②要素技術開発
③特許出願

①コンセプト作り
②要素技術開発
③特許出願

①広報計画作成、実行
②学会連携
③補完研究開発

①広報計画作成、実行
②学会連携
③補完研究開発

①広報計画作成、実行
②学会連携
③量産規模拡大
④補完研究開発

①広報計画作成、実行
②学会連携
③補完研究開発

①試作仕様検討
②測定器試作開発（原理検証用ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ）
③ﾌﾟﾚｯｼｬｰﾜｲﾔ製造装置開発
④ﾌﾟﾚｯｼｬｰﾜｲﾔ試作開発（原理検証用ﾌﾟﾛﾄﾀｲ
ﾌﾟ）
⑤原理検証試験（パイプ中の静止状態を測
定）
⑥原理検証試験（模擬血管の動的測定）
⑦薬事戦略の体制づくり
⑧薬事相談（PMDA事前相談）
⑨知財戦略の体制づくりと検討
⑩市場調査

①測定器試作開発（実用化レベル）
②ﾌﾟﾚｯｼｬｰﾜｲﾔ試作開発（実用化レベル）
③評価系の構築
④システム改良
⑤製造環境整備
⑥薬事相談
⑦安全性・耐久性試験
⑧特許出願準備、出願
⑨市場調査
⑩販売計画作成、チャネルの確保
⑪アフターサービス体制の構築

①臨床評価・治験
②システム改良（量産試作）
③市場評価
④量産体制整備
⑤薬事相談（PMDA、必要に応じて第三者機
関）
⑥医療機器製造販売承認申請
⑦（必要に応じて）特許出願準備、出願
⑧市場調査
⑨販売計画作成
⑩アフターサービス体制の構築
⑪広報計画作成、実行
⑫学会連携

・光ﾌｧｲﾊﾞ分布測定器
・光ﾌｧｲﾊﾞ内臓ﾌﾟﾚｯｼｬｰ
ﾜｲﾔ

・光ﾌｧｲﾊﾞ分布測定器
・光ﾌｧｲﾊﾞ内臓ﾌﾟﾚｯｼｬｰ
ﾜｲﾔ

試作品開発

（ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ）

原理実証試験

試作品開発

（実用化ﾚﾍﾞﾙ)

安全性・耐久性試験

ｼｽﾃﾑ改良

量産試作

（臨床評価・治験）

測定器・ﾌﾟﾚｯｼｬﾜｲﾔｰ開発・改良

製造環境整備

（品質管理体制・設備取得・

医療機器製造業届出の準備）

体制作り PMDA相談
★
H28.9 医療機器製造販売認証申請

★
H29.1 製造、出荷承認

体制作り

戦略検討
必要に応じて、出願準備

必要に応じて、特許出願

市場調査

★
H29.3 上市（国内）

販売計画作成

ﾁｬﾈﾙの確保
ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ体制の構築

市場調査

販売計画作成
広報計画作成・実行

学会連携

★
H30.3 上市（海外、欧米）

海外戦略検討

広報計画作成・実行

学会連携

測定器・ﾌﾟﾚｯｼｬﾜｲﾔｰ開発・改良

試作品開発

（ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ）

体制作り

評価系構築

原理実証試験

市場調査
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(2) 投資回収計画 

 1) 投資計画 

上市後も、販売拡大に対応する量産投資の他、研究開発への資金投入を続け、機能拡張や循環器内科

以外への分野への応用など、更なる事業拡大への取組みを続ける。 

 

 2) 回収計画 

一旦顧客へ想定機器が導入されればディスポーザブルのプレッシャーワイヤが継続的に販売できるた

め、FFR 測定の普及と量産効果により特にプレッシャーワイヤは大きな収益の伸びが期待できる。 

 

(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” 

・血管内圧分布の情報を光ファイバに伝達するプレッシャーワイヤの機構は申請者独自技術であり、

測定機器が導入されればディスポーザブルのプレッシャーワイヤが申請者から独占的に供給されて

売れ続ける仕組みを確立できる。 

・海外の競合企業に対しては、光ファイバの取扱いを熟知する光ファイバセンサ専業メーカーであり、

光ファイバセンサ分野では既に幅広いネットワークを確立している強みを活かし、日本発・ものづ

くりの品質で優位性を確立する。 

 

 2) ビジネス体制 
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 3) ものづくり中小企業の位置づけ 

ものづくり中小企業のニューブレクス(株)は、本事業のコアである光ファイバ分布測定技術を保有して

おり、FFR 測定器と光ファイバ内臓プレッシャーワイヤの試作および製品化および知財の確保、また量

産時においては生産プロセスの構築を行う。 
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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 

本年度は、まず開発するＦＦＲ測定器およびプレッシャーワイヤの試作仕様を検討する。次に、原理検証用のプロトタイプとして測定器とプレッ

シャーワイヤの試作開発と、原理検証試験を行う。原理検証試験は、①パイプ中の静止状態を測定した後、②血管と血流を模したモデルによる動的

測定を行い、測定器・プレッシャーワイヤの動作を検証する。 

また、知財の取扱い方針を定めるとともに、薬事戦略について検討を行い、PMDA へ開発内容と今後の計画について相談を開始する他、上市後の

販売戦略を策定するための市場調査を実施する。 

 

(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 

光ファイバ式分布型血管内圧測定器 プレッシャーワイヤに内蔵された光ファイバにパルス光を入射し、光ファイバの途中から戻る光（後方散乱光）を

測定することでプレッシャーワイヤ-にかかる圧力の分布を測定して血管内圧分布の情報を取得する。 

光ファイバ内臓プレッシャーワイヤ 外層にかかる圧力をワイヤ内部の光ファイバに伝達することで、ワイヤ自体がセンサとなり血管内の圧力分布を検

知することができる。 

 

(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 

①FFR測定器、プレッシャーワイヤ試作仕様
検討 
医療現場のニーズを踏まえ、FFR 測定器

およびプレッシャーワイヤの試作仕様を検

討し決定する。 

▶ 

試作仕様を決定し、それに基づいた初回試作開発

を実施した。 
▶ 

検証の結果を踏まえて試作仕様を再検討し、

実用化レベルへのブラッシュアップを行う。 

②FFR測定器試作開発（原理検証用プロトタ
イプ） 
原理検証試験用のプロトタイプとして

FFR 測定用の光ファイバ分布測定器を試作

する。 

▶ 

原理検証用の FFR 測定器本体とソフトウェアを

製作し、原理検証用として設定した目標をほぼ達

成することができた。 ▶ 

原理検証試験から更なる改善を行い、実用化

レベルへ試作をブラッシュアップさせる。 
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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 

③プレッシャーワイヤ試作開発（原理検証用プ
ロトタイプ） 
原理検証試験に使用するため、光ファイ

バ内蔵プレッシャーワイヤのプロトタイプ

を試作する。 

▶ 

原理検証用プレッシャーワイヤの第 1 次試作品が

完成した。 
▶ 

原理検証試験で明らかになった課題の改善を
行い、更に試作を行って実用化レベルの性能
を達成する。 

 

④原理検証試験 A（パイプ中の静止状態を測
定） 
試作した FFR 測定器と光ファイバ内蔵

プレッシャーワイヤを用いて、初期的な原

理検証試験を行う。具体的には、パイプ中

にプレッシャーワイヤを設置し、静止状態

で水圧を測定して測定器とプレッシャーワ

イヤによる測定が可能であることを確認す

る。 

▶ 

模擬血管中で変化させた圧力に対応して、プレッ
シャーワイヤ内臓の内部の光ファイバからの信号
（測定器から入射する光に対する反射光の周波
数）も線形性を持って変化することが確認できた。 

 
▶ 

次回試作において、再度検証試験により改善

を確認する。 

⑤原理検証試験 B（血管と血流を模したモデ
ルによる動的測定） 
血管と血流を模したモデルで測定データ

を収集し、試作した FFR 測定器・プレッシ

ャーワイヤの動作を検証する。また、プレ

ッシャーワイヤ材料の生体適合性の検証、

動物試験を実施する。 

▶ 

模擬血管内で拍動流を再現できる血管シミュレー

ション装置を導入し、試験系を整備して血流を測

定する動的測定試験を実施したが、動的測定の成

功を示す有効なデータの取得には至っていない。 

動的測定には改善が必要である。 

▶ 

改善点を反映した新たなプレッシャーワイヤ
試作品を用いて再度動的測定試験を実施し、
有効なデータを取得する。 

また、改良医療機器（臨床なし）での薬事承

認を得るために必要な安全性・有効性のデー

タを取るための評価系を構築する。 

⑥薬事戦略の策定 
今後の薬事対応について協議し、方針を

定める。検討にあたっては、外部専門家を

活用する。 
▶ 

薬事戦略を策定するための調査を開始した。 
外部専門家を入れた検討の結果、PMDA 相談・生
物適合性試験よりも原理検証試験の成功と検証結
果の見極めを優先させ、検証結果を踏まえた精緻
な薬事戦略を検討することとした。 

 

▶ 

改良医療機器（臨床なし）で薬事承認を取得

するため、原理検証結果を踏まえて、薬事相

談・各種試験実施をはじめとした薬事戦略を

再チェックする。 

⑦薬事相談（PMDA：個別面談、事前面談） 
PMDAへ開発内容と今後の計画を両社で

相談し、薬事承認申請へのプロセスや今後

相談が必要となる事項、次年度以降必要と

なる試験について確認を行う。 

▶ 

外部専門家を入れた協議の結果、原理検証試験の

成功と検証結果の見極めを優先させ、検証結果を

踏まえた薬事相談戦略を検討することとした。 ▶ 

改良医療機器（臨床なし）で薬事承認を取得

するため PMDA へ相談するタイミングとメ

リットを慎重に検討する。 

⑧知財戦略の体制づくりと検討 
今後の開発により発生する知財の取扱い

につき協議し、方針を定める。 

▶ 

本年度は新たな知財は発生していない。 

▶ 

今後発生する知財の取扱いについて協議す

る。 
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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 

⑨市場調査 
既存 FFR 測定システムの普及状況など

市場の現状について調査を実施する。調査

結果はレポートとして共同体内部で共有

し、上市後の販売戦略策定の基礎とする。 

▶ 

販路として既に持っている病院等へ調査ヒアリング

を行い、今後ニーズ情報が得られる体制を構築した。

調査を通じて、本システムに対する医療現場からの

期待の大きさが明らかになった。 
▶ 

市場の動向や機器の普及状況などについて、

更なる市場調査を実施する。 
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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 

薬事戦略を策定するための調査検討を開始した。外部専門家を入れた検討の結果、外部専門家を入れ

た協議の結果、原理検証試験の成功と検証結果の見極めを優先させ、検証結果を踏まえた薬事相談戦略

を検討することとした。 

 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改良医療機器（臨床なし）としての薬事承認の可

否 

 改良医療機器（臨床なし）としての薬事申請・承

認を計画しているが、改良医療機器（臨床あり）に

なれば上市までの期間・コストが想定を大きく超え

る可能性がある。 

設計段階から配慮を行うこと、また、改良医療機器

（臨床なし）として薬事承認が得られるよう in 

vitro で安全性・有効性の証明できるデータを取得

し、PMDA への相談は十分な理論構築の上で行う

ことにより、最短ルートでの上市を目指す。 

②生体適合性 

 薬事審査上求められる生体適合性の問題をいか

にクリアするか。 

医療用途で実績有る材料を選定することで、極力安

全性試験の負担を軽減してスムーズな上市を目指

す。 

 

(2) 知財対応 

 1) 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障害特許が無いことの継続的確認 

 競合企業の障害特許により開発が阻害されるリ

スクがある。 

障害特許になるおそれのある国内外の特許を調査

しているが、現在のところ疑わしい特許は発見され

ていない。今後も特許遡及調査などにより、障害特

許が無いことを確認する。疑わしい特許が出た場

合、開発の障害にならないか確認する。 

②模倣品の出現 

 類似品・模倣品にシェアを奪われるリスクがあ

る。 

特許による権利化・ノウハウとしての秘匿化の両面

から知財戦略を検討する。 

 

(3) 技術・評価面 

 1) 開発戦略検討状況 

工業用途で実用化された光ファイバ分布測定技術を医療分野における血管内圧分布測定に応用するこ

とができるか確認するために、FFR 測定器・光ファイバ内臓プレッシャーワイヤを試作して評価系を構

築し、原理検証試験を行った。その結果、模擬血管内の水圧の変化を静止状態で測定することにより試

作品の圧力センサとしての基本的な動作を確認できた。一方、模擬血管内で拍動流を再現できる血管シ

ミュレーション装置を新たに導入し、参照となる圧力センサなど評価系を整備して動的測定試験を実施

したが、動的測定の成功を示す有効なデータの取得にはプレッシャーワイヤの改良が必要であることが

明らかになった。 
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 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実用化レベルのプレッシャーワイヤ実現 

 本年度の今回の原理検証試験において課題とし

て明らかになった点を改善する必要がある。 

原理実証試験により、基本的な原理の実現性の確認

とともに、課題解決につながる知見が得られた。改

善点をクリアする試作と検証のサイクルにより、試

作品を改良し実用化レベルのスペックを達成する。 

②試作品の検証 

 試作品のスペックを検証するために、血管内の内

圧分布測定に対応した専用の評価系を構築する必

要がある。 

血管内の血流を再現できる模擬血管シミュレータ

の導入と評価系の構築により、基本的な原理検証試

験は可能になった。薬事戦略を見据え、適合性認証

基準（JIS）における要求事項の検証が可能な評価

系の構築を進める。 

③事業化へ向けたユーザビリティの向上 

 スペックを達成しても、医師が現場で使いやすい

表示・操作系などシステムとしてのインタフェース

が必要になる。 

神戸大学医学部附属病院をはじめ、現場の医師から

の意見を聴取し、開発内容に反映させる。 

 

(4) その他事業化全般 

 1) 販売戦略等 

 販売戦略検討状況 

既に販路として持っている病院等へ市場調査ヒアリングと行い、今後ニーズ情報が得られる体制を構

築している。 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

部材提供企業・製造企業の住み分け、また業許可・QMS 対応など製造体制を確立する必要がある。 

 

 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） 左記への対応策 

①事業体制の確立 

 部材提供企業・製造企業の住み分け、また業許

可・QMS 対応など製造体制を確立する必要がある。 

製造委託やコンサルタントなど、外部のノウハウを

活用して必要名品質管理体制、設備取得、および医

療機器製造業届出の準備を行う。 

②販路の確立 

 事業化を見据え、販路や臨床エビデンスの構築に

必要に協力いただける有力ユーザを確保する必要

がある。 

市場調査、マーケティング活動を通じて、有力ユー

ザ候補にコンタクトし、協力が得られる体制を構築

する。 
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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） 

変更前 PMDA へ開発内容と今後の計画を相談し、薬事承認申請へのプロセスや今後相談が必要となる事項、

次年度以降必要となる試験について確認を行う。 

変更後 外部専門家を入れた協議の結果、PMDA 相談よりも原理検証試験の成功と検証結果の見極めを優先さ

せ、検証結果を踏まえた上で改良医療機器（臨床なし）として薬事承認が得られるよう PMDA 相談前

に精緻な戦略を検討することとした。 

当初計画の作成後に、大手メーカーでの薬事経験者に委託して薬事・事業化戦略についての助言指導をいた

だき、開発状況を踏まえた薬事戦略を再整理した。その結果、in vitroで安全性・有効性の証明できるデータ

を取得し、PMDAへの相談は十分な理論構築の上で行うことにより、最短ルートでの上市を目指す方針に転換し

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 対応 

薬事申請 改良医療機器として薬事承認を得られるの

か？新規医療機器になる可能性がある。 

エビデンスを十分構築してからPMDAへ相

談を開始し、改良医療機器（臨床なし）該

当の見解を得る。 

知財対応 思わぬ阻害特許により開発に支障を来さな

いよう、きちんと知財調査をかけた方が良

い。 

併走コンサルでの指摘後、改めて特許調査

を実施しているが、現在のところ阻害特許

は発見されていない。 

技術・評価面 模擬血管、できれば豚を使って原理検証試

験を行う。 

模擬血管を用いた原理実証試験を実施し

た。豚を使った動物試験は、時間的制約お

よび模擬血管による試験で明らかになった

改善点への対応が優先されることから、本

年度実施しなかった。 

その他事業

化全般 

なし  
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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 

平成 26 年度において、動物実験や模擬血管等で

データを取集し、生体への適応性の検証を行うこ

と。検証結果によっては、次年度以降継続しない場

合もあり得ることを了承すること。 

原理検証用の FFR 測定器・光ファイバ内臓プレッ
シャーワイヤ、評価系となる模擬血管シミュレータ
を試作して原理検証試験を行った。 
その結果、水圧を変化させて静止状態で測定するこ
とで光ファイバの模擬血管内における圧力センサ
としての基本的な動作を確認することができた。ま
た、実用化へ向けての課題を明らかにすることがで
きた。 
生体への適応性の検討としては、拍動流の中で動的
な圧力を測定する必要がある。初回試作で明らかに
なった課題を改善した新たなプレッシャーワイヤ
試作品を開発して動的測定を行い、有効なデータを
取得する。 
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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測定器試作開発（実

用化レベル） 

原理検証機の試作と検証結果を踏まえ、実用化レベルの測定器試作開発を行

う。 

②プレッシャーワイ

ヤ試作開発（実用化レ

ベル） 

原理検証用試作品の検証結果を踏まえ、実用化レベルのプレッシャーワイヤ試

作開発を行う。 

③評価系の構築 実用化レベル試作品の評価と薬事承認に必要な安全性・有効性のデータを取得

できる評価系の構築を行う。 

④システム改良 これまでの試作・検証結果を踏まえて、測定器とプレッシャーワイヤのシステ

ムとしての使い勝手等の改良を行う。 

⑤製造環境整備 品質管理体制・設備取得・医療機器製造業届出の準備を行う。 

⑥薬事相談 これまでの試作結果を踏まえ、改良医療機器（臨床なし）として薬事承認を取

得する薬事戦略を策定の上薬事相談を行い、PMDA の見解を把握する。 

⑦安全性・耐久性試験 薬事相談の結果を踏まえ、改良医療機器（臨床なし）として薬事承認を取得す

るために必要な試験を実施する。 

⑧特許出願準備、出願 開発の状況をレビューした上で既 PCT 出願の国内移行、特許出願、ノウハウ

としての秘匿化のオプションを検討し、国内・海外に必要な出願を行う。 

⑨市場調査 販売戦略を具体化するため競合や顧客先の調査を行い、差別化ポイントを確認

する。 

⑩販売計画作成、チャ

ネルの確保 

⑨の結果を踏まえ、販売計画および販路の検討を行う。 

⑪アフターサービス

体制の構築 

競合他社や類似事例の情報を収集し、適切なアフターサービス体制を検討す

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  改良医療機器（臨床なし）として薬事承認を取得する薬事戦略の策定 

 改良医療機器（臨床なし）として薬事承認を取得するために必要な安全性・耐久性試

験を実施 

 必要な品質管理体制・設備取得・医療機器製造業届出の準備 

 十分な理論構築の上で PMDA 相談を行い、改良医療機器（臨床なし）に該当する旨

の見解を得る 

知財対応  発生した知財の取扱い検討、国内・海外に必要な出願 

技術・評価面  実用化レベルの測定器試作開発 

 実用化レベルのプレッシャーワイヤ試作開発 

 実用化レベル試作品の評価と薬事承認に必要な安全性・有効性のデータを取得できる

評価系の構築 

 測定器とプレッシャーワイヤのシステムとしての使い勝手等の改良 

その他事業

化全般 

 販売戦略を具体化するため競合や顧客先の調査を行い、差別化ポイントを確認する 

 販売計画および販路の検討 

 他社や類似事例の情報を収集し、適切なアフターサービス体制を検討する 
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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 

開発の進捗に伴い、更に密接に医療現場からのニーズ、要望を汲み上げて開発を行うことが必要にな

ってくると思われる。 

 

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。 ○十分
SWOT分析は十分に行っていますか。 ○十分
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。 ○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。 ○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
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。、 △一部
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。 ×不十分
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。 ×不十分

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。 ×不十分
製品の利用方法が明確になっていますか。 ○十分

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。 ×不十分
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。 ×不十分

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。 該当せず
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。 ○十分

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。 ○十分
必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。 △一部
意匠等の他の産業財産権について検討していますか。 ×不十分
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。 △一部

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。 △一部
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。 ×不十分
QMS等の品質保証体制が明確になっていますか。 △一部
広報・普及計画は明確になっていますか。 ×不十分
想定価格は顧客が感じる価値に見合ったものですか。 △一部
製造原価（あるいは提供コスト）は明確になっていますか。 ×不十分
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。 ×不十分
十分な収益性が得られることが明確になっていますか。 ×不十分
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。 ×不十分
海外に対する戦略は明確になっていますか。 ×不十分
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 

スケジュールに追われる形での事業実施となり、時間的制約から検討結果を十分に試作品に反映でき

ない部分があった。また、事業管理も後手に回りがちであった。 

時間的余裕を持って検討内容を十分試作開発に反映させることと、タイムリーな事業管理が今後必要

になる。 

 

 

1.11 事業に関する連絡窓口 

 

ニューブレクス株式会社 企画室 

〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通一丁目 1番 24号 

電話: 078-335-3510 / FAX: 078-335-3515 / E-mail: info@neubrex.jp 

 

 

 


