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1. 事業の概要 

在宅で必要とされる医療機器・非医療機器には在宅仕様のものが少ないため、操作や表示が複雑な臨

床仕様のものを使用せざるを得ず、不便であることが訪問看護関連機関への調査で明らかになった。 

本事業では、在宅医療における患者・家族の安全・安心を確保するとともに、在宅医療の環境整備の

標準化により、訪問看護師の業務の質の向上と効率化を図るため、在宅医療に適したスターターセット

の構築を目指して、在宅医療に適した医療機器等の仕様、構成、保管・管理方法を検討し、在宅医療の

現場からのニーズが特に高い医療機器等を開発する。 

   

 



2 

 

1.1 事業の目的 

日本の医療は病院から在宅中心へ移行傾向にあり、在宅医療の現場の患者・家族や訪問看護師のニー

ズに応じた医療機器および衛生材料等（以下「医療機器等」と言う。）が求められている。 

具体的には、在宅医療では、医療従事者の指導の下で医療機器等を患者・家族が操作・管理する場面

が数多く発生するため、専門的な知識のない患者・家族でも操作・管理方法を短期間に習得でき、安全

に利用できる必要がある。しかし、現在、在宅医療で使用されている医療機器等は、医療施設において

医療従事者が操作・管理することを想定して設計された医療機器等の流用が大半で、在宅療養に適した

医療機器等の仕様は未整理である。このため、操作や表示が複雑で誤操作しやすく安全面での不安が懸

念されていたり、生活の場にそぐわないデザインになっている。 

また、入院期間が短縮化される中で、退院までの短期間に在宅で使用する医療機器等を手配し、在宅

における療養環境を整備する必要がある。しかし、在宅で使用する医療機器等の手配は、導入期の橋渡

しを担う病院や訪問看護ステーションの看護師等が個別に行っており、在宅医療に適した医療機器等の

構成は未整理である。このため、同一の疾患を有する患者であっても、看護師等の在宅医療の経験や知

識によって手配する医療機器等の構成にばらつきが生じ、結果的に、在宅療養環境の質や在宅での訪問

看護師の業務の正確性・効率性に格差が生じている。さらに、その保管・管理状況をみると、1ヶ所に適

切な状態でまとめられているケースは少なく、訪問看護師の訪問時の処置に必要な医療機器等を揃える

のに時間がかかるなど非効率になっている。 

そこで、本事業では、患者・家族の在宅医療における安全・安心を確保するとともに、在宅医療の環

境整備の標準化により、訪問看護師の業務の質の向上と効率化を図るため、在宅医療に適したスタータ

ーセットの構築を目指して、在宅医療に適した医療機器等の仕様、構成、保管・管理方法を検討し、在

宅医療の現場からのニーズが特に高い医療機器等を開発する。具体的には、開発にあたっては、訪問看

護に係る関係機関並びに流通までを含めた関係各者を包括した委員会における、在宅医療のスターター

セットとして適した医療機器等の構成ならびに仕様、それらの普及などに関する専門的な見地からの協

議・検討の下で、まずは、事前の調査で様々な疾患に共通して必要性が指摘された「簡便に安心して扱

える輸液ポンプ」、「安全に清潔に扱える輸液セット」、「脇の下にフィットするるい痩対応型体温計」を

開発する。 

なお、上記 3 品目は国内市場では、平成 28 年 6 月に薬事申請、平成 29 年 2 月に上市、海外市場（ア

メリカなど）では平成 29年 3月に薬事申請、平成 30年 3月に上市を目指す。 

 

1.2 事業の実施体制 

事業管理機関：株式会社三和製作所 

PL： 小林 広樹（株式会社三和製作所） 

SL： 森田 朝子（メディカルバイオコーポレーション株式会社） 
共同体： ①シチズン・システムズ株式会社 

  ②株式会社ジェイ・エム・エス 

  ③日本訪問看護財団立あすか山訪問看護ステーション 

  ④メディカルバイオコーポレーション株式会社 

 

  



3 

1.3 最終製品（＝事業化する医療機器） 

 1) -1 事業化する医療機器の概要：輸液ポンプ医療機器等の種類 

機器等の種類 医療機器 クラス分類 Ⅲ 

製品名 在宅向け輸液ポンプ 分類名称（一般的名称） 汎用輸液ポンプ 

対象疾患  届出／認証／承認 承認 

想定される販売先 株式会社三和製作所 新／改良／後発 後発医療機器 

使用目的又は効果 

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）注入又は非連続（間欠）注入

を制御するポンプである。 

薬事申請予定者 株式会社ジェイ・エム・エス 医療機器製造販売業許可 第一種 34B1X00001 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社ジェイ・エム・エス 

千代田工場 
医療機器製造業許可 34BZ000094 

 2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  アメリカ等 

薬事申請時期 平成 28（2016）年 6月 平成 29（2017）年 3月 

上市時期 平成 29（2017）年 2月 平成 30（2018）年 3月 

想定売上（上市後 3年目） 3億円／年（平成 32（2020）年時点） 3億円／年（平成 34（2022）年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 213億円／年（平成 32（2020）年時点） 600億円／年（平成 34（2022）年時点） 

想定シェア（上市後 3年目） 1.4％（平成 32（2020）年時点） 0.5％（平成 34（2022）年時点） 

※市場規模は競合品も含めた市場全体としての見込み 

3) 事業化する医療機器の概観・特長 

患者や家族が操作方法を短時間に習得でき、正確に扱える構造のため、看護師などの医療従事者は安

全な在宅療養環境を効率的に提案・提供できる。また、ストレスフリーな使用感や多様な ADL（生活日

常動作）に対応する形状（コンパクト・携帯性・軽量）に加え、在宅に特化したアクセシビリティを考

慮し、在宅医療の質を維持・向上できる。 

 

輸液ポンプ イメージ図 
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1)-2 事業化する医療機器の概要：輸液セット医療機器等の種類 

機器等の種類 医療機器 クラス分類 Ⅱ 

製品名 在宅向け輸液セット 分類名称（一般的名称） 輸液ポンプ用輸液セット 

対象疾患  届出／認証／承認 認証 

想定される販売先 株式会社三和製作所 新／改良／後発 後発医療機器 

使用目的又は効果 本品は、輸液ポンプから輸液部位に輸液を供給するために用いる器具である。 

薬事申請予定者 株式会社ジェイ・エム・エス 医療機器製造販売業許可 第一種 34B1X00001 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社ジェイ・エム・エス 

出雲工場 
医療機器製造業許可 34BZ000094 

2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  アメリカ等 

薬事申請時期 平成 28（2016）年 6月 平成 29（2017）年 3月 

上市時期 平成 29（2017）年 2月 平成 30（2018）年 3月 

想定売上（上市後 3年目） 1億円／年（平成 32（2020）年時点） 3億円／年（平成 34（2022）年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 213億円／年（平成 32（2020）年時点） 600億円／年（平成 34（2022）年時点） 

想定シェア（上市後 3年目） 0.5％（平成 32（2020）年時点） 0.5％（平成 32（2022）年時点） 

※市場規模は競合品も含めた市場全体としての見込み 

3) 事業化する医療機器の概観・特長 

医療従事者による操作を想定した従来型とは異なり、在宅で求められるニーズに特化した構造・操作

性を工夫する。 

 

 

輸液セット イメージ図 
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1) -3 事業化する医療機器の概要：るい痩対応型体温計医療機器等の種類 

機器等の種類 医療機器 クラス分類 Ⅱ 

製品名 るい痩対応型体温計 分類名称（一般的名称） 電子体温計 

対象疾患  届出／認証／承認 認証 

想定される販売先 株式会社三和製作所 新／改良／後発 後発医療機器 

使用目的又は効果 

本製品は、測温部を部位に接触させて腋窩の体温を測定し、最高温度を保持しデジタル表示

する装置です。 

 

薬事申請予定者 シチズン・システムズ株式会社 医療機器製造販売業許可 第二種 13B2X10044 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 
シチズン・システムズ株式会社 医療機器製造業許可 12BZ200108 

2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  アメリカ等 

薬事申請時期 平成 28（2016）年 6月 平成 29（2017）年 3月 

上市時期 平成 29（2017）年 2月 平成 30（2018）年 3月 

想定売上（上市後 3年目） 2億円／年（平成 32（2020）年時点） 8億円／年（平成 34（2022）年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 109億円／年（平成 32（2020）年時点） 402億円／年（平成 34（2022）年時点） 

想定シェア（上市後 3年目） 1.8％（平成 32（2020）年時点） 1.9％（平成 34（2022）年時点） 

※市場規模は競合品も含めた市場全体としての見込み 

3) 事業化する医療機器の概観・特長 

在宅患者に多いるい痩（脇が痩せた状態）患者をはじめ、多様な体型や ADL（生活日常動作）の測定

対象者の腋下に無理なくフィットする構造・素材のため、看護師などの医療従事者が一度に確実・正確

に体温測定ができる。また患者自身も同様に自己測定が容易にできる。 

 

るい痩対応型体温計 イメージ図 

 

 

   
※デザインは変更となる可能性があります 

 

 

 
 
 
  



6 

(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 

現状では在宅医療に適した医療機器等の仕様は未整理である。このため、操作や表示が複雑で誤操

作しやすく安全面での不安が懸念されていたり、生活の場にそぐわないデザインになっている。 

現場におけるニーズ調査から多く声があがった不便さを開発検討要素に反映し、アクセシビリティ

に配慮した機能や操作性を備えた機器を開発することで、益々ニーズが高まる訪問看護や在宅医療環

境の安全性と効率性および質の向上を図り、全国の在宅医療の推進に貢献することができる。 

 

 ① 提案する機器の想定顧客 

・看護師（訪問看護師）、医療従事者、介護福祉士、患者及びその家族 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

我が国の医療機器国内生産金額 1 兆 8,952 億円（厚生労働省：平成 24 年「薬事工業生産動態統計年

報」の概要による）のうち、輸液用器具は 209 億円となっている。また株式会社矢野経済研究所によ

る「セルフケア健康機器市場に関する調査結果 2013」によると、電子体温計市場規模は、メーカー出

荷金額ベースで 107 億円となっている。 

本事業は在宅に適した医療機器の製品開発となるため、正確な市場規模は不明瞭な部分が多く、調

査機関等のデータも少ない。3年後の中期計画では輸液ポンプとして3億円、輸液セットとして1億円、

電子体温計として 2 億円を見込む。 

算出の考え方として、全看護師約 130万人における訪問看護師の数は3万人弱で全体の 2%強である。

輸液器具に関しては、市場規模使用者数とある程度比例すると考え、代替市場 209 億円の 2%程度で輸

液ポンプは 3 億円、輸液セットは 1 億円、計 4 億円とした。また電子体温計は、るい痩高齢者だけで

はなく、一般的なるい痩者を含めて 2 億円とした。 

現状では、訪問看護ステーションは約 8,600 ヶ所、訪問患者数は約 33 万人とされているが、今後の

見通しは軒並み増加傾向にあるため、開発・試作・検証後はマーケティングを始めとした市場認知に

向けた活動が大切になる。またアクセシビリティに配慮して開発する 3 つの機器は、在宅医療現場の

みならず、在宅や施設に近い入院病床においても使いやすい機器として使用されていくことも視野に

入れ、徐々に市場の拡大ができるよう意識を持って事業を進めていく。 

 

(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 

・輸液ポンプ 競合企業：ニプロ、エア・ウォーター  

競合商品：キャリカポンプ、カフティーポンプ 

・輸液セット 競合企業：ニプロ  

競合商品：ニプロ輸液セット 

・体温計 競合企業：オムロン  

競合商品：電子体温計けんおんくん 

市場獲得のための障壁：訪問看護師及び医療従事者がより扱いやすい機器の開発、マーケティング・

プロセスとして「市場に認知されるための活動」が主な障壁となる。 

 

 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） 

①競合商品に対する差別化ポイント 

・アクセシビリティに配慮した機能や操作性を開発する。 

・在宅医療の現場は生活の場でもあるので、ほっとするデザインや質感を工夫する。 

 

②本事業としての優位性はどれくらいか 

益々広がる在宅医療に対し、本事業の医療機器の開発において訪問看護関連機関等の協力を得て、

「在宅医療ニーズ確認委員会」を発足することで、機器類及び衛生材料の開発や試作等の臨床デー
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タを調達しやすくなる。これによって、看護師及び医療従事者や患者及び家族のニーズによりマッ

チした事業展開ができる。 
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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 

 

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

【輸液ポンプ】 実績

試作機開発・改良 計画

【輸液セット】 実績

試作機開発・改良 計画

【体温計】 実績

量産機開発 計画

【輸液ポンプ】 実績

量産機開発 計画

【輸液セット】 実績

量産機開発 計画

【体温計】 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ニーズ調査
②開発内容精査
③詳細計画の立案
④試作機仕様検討・製作
⑤特許調査
⑥知財戦略の体制づくりと検討
⑦-1在宅医療に適したスターターセットの検
討委員会（仮称）の設置・開催
⑦-2輸液ポンプ作業管理ワーキンググループ
の設置・開催
⑦-3るい痩対応型体温計作業管理ワーキン
ググループの設置・開催
⑧事業の管理・運営

①在宅医療に適したスターターセットに関する
ガイドラインの作成
①-1在宅医療ニーズ確認委員会
①-1在宅医療に適したスターターセットWG
②輸液ポンプ、輸液セットの試作・検証
②-1輸液ポンプ、輸液セットＷＧ
②-2試作機検討・製作
②-3安全性・耐久性試験準備
②-4薬事申請準備
②-5知財出願準備
②-6倫理審査準備
③るい痩対応型体温計の試作・検証
③-1るい痩対応型体温計ＷＧ
③-2試作機検討・製作
③-3安全性・耐久性試験準備
③-4薬事申請準備
③-5知財出願準備
③-6倫理審査準備
④市場調査、販売計画作成
⑤事業の管理・運営

①輸液ポンプ、輸液セットの量産試作・検証
②るい痩対応型体温計の量産試作・検証
③試作機等の評価
④事業化体制の強化（流通・販売網の拡大）
⑤在宅に適した仕様に関する配慮点の普及
⑥事業の管理・運営
在宅医療ニーズ確認委員会（仮称）

在宅療養支援診療所連絡会、訪問看護関連
学会及び展示会等への参加
医療機器関連機関等への相談
スターターセットにおける物品の開発・検討及
び試作
在宅医療従事者等との意見交換

在宅療養支援診療所連絡会、訪問看護関連
学会及び展示会等への参加
医療機器関連機関等への相談
スターターセットにおける物品の開発・検討及
び試作
試作品のモニター実施
在宅医療従事者等との意見交換

在宅療養支援診療所連絡会、訪問看護関連
学会及び展示会等への参加
医療機器関連機関等への相談
スターターセットにおける物品の開発・検討及
び試作
試作品のモニター実施
在宅医療従事者等との意見交換

在宅療養支援診療所連絡会、訪問看
護関連学会及び展示会等への参加
医療機器関連機関等への相談
スターターセットにおける物品の開発・
検討及び試作
試作品のモニター実施
在宅医療従事者等との意見交換

在宅療養支援診療所連絡会、訪問看
護関連学会及び展示会等への参加
医療機器関連機関等への相談
スターターセットにおける物品の開発・
検討及び試作
試作品のモニター実施
在宅医療従事者等との意見交換

在宅療養支援診療所連絡会、訪問看
護関連学会及び展示会等への参加
医療機器関連機関等への相談
スターターセットにおける物品の開発・
検討及び試作
試作品のモニター実施
在宅医療従事者等との意見交換

在宅療養支援診療所連絡会、訪問看
護関連学会及び展示会等への参加
医療機器関連機関等への相談
スターターセットにおける物品の開発・
検討及び試作
試作品のモニター実施
在宅医療従事者等との意見交換

②開発内容精査

③詳細計画の立案

④試作機仕様検討・製作

①ニーズ調査

量産準備

④試作機仕様検討・製作

H28.6 薬事申請

④試作機仕様検討・製作

平成27③-6倫理審査準備（るい痩対応型体温計）

平成27②-4薬事申請準備（輸液ポンプ、輸液セット）

試験生産

量産開始

生産移管

平成27②-3安全性・耐久性試験準備（輸液ポンプ、輸液セット）

平成27②輸液ポンプ、輸液セットの試作・検証

⑥知財戦略の体制つくりと検討

⑤特許調査

平成27②-5知財出願準備（輸液ポンプ、輸液セット）

H28.8 知財出願

平成27④市場調査・販売計画作成

カタログ・ウェブ媒体の構築

アフターサービス体制の構築

チャネルの確保 広報戦略実施

在庫・販売管理システムの構築

⑦-1 在宅医療に適したスターターセットの検

討委員会（仮称）の設置・開催

⑦-2 輸液ポンプ作業管理

ワーキンググループの設置・開催

⑦-3 るい痩対応型体温計作業管理

ワーキンググループの設置・開催

在宅医療現場の同行調査

訪問看護ステーションへのヒアリング調査

市場全般の動向調査

看護ニーズ医療機器等開発に

関する研究会 ①ニーズ調査

②開発内容精査

⑦-1 在宅医療に適したスターターセット

の検討委員会（仮称）の設置・開催

⑦-2 輸液ポンプ作業管理

ワーキンググループの設置・開催

⑦-3 るい痩対応型体温計作業管理

ワーキンググループの設置・開催

③詳細計画の立案

④試作機仕様検討・製作

④試作機仕様検討・製作

④試作機仕様検討・製作

⑥知財戦略の体制つくりと検討

⑤特許調査

量産準備

試験生産

量産開始

生産移管

量産準備

試験生産

量産開始

生産移管

H29.3海外市場

薬事申請予定

H30.3海外市場上市予定

平成27①-1在宅医療ニーズ確認委員会（仮称） 開催

平成27③るい痩対応型体温計の試作・検証

平成27①-2 在宅医療に適したスターターセットWG

H29.2国内市場上市予定

⑧事業の管理・運営

⑧事業の管理・運営

平成27①在宅医療に適したスターターセット

に関するガイドラインの作成

平成27②-1輸液ポンプ、輸液セットＷＧ

平成27②-2試作機検討・製作

輸液ポンプ

平成27②輸液ポンプ、輸液セットの試作・検証

平成27②-1輸液ポンプ、輸液セットＷＧ

平成27②-2試作機検討・製作

輸液セット

平成27③-1るい痩対応型体温計ＷＧ

平成27③-2試作機検討・製作

るい痩対応型体温計

平成27②-6倫理審査準備（輸液ポンプ、輸液セット）

平成27③-3安全性・耐久性試験準備（るい痩対応型体温計）

平成27③-4薬事申請準備（るい痩対応型体温計）

平成27③-5知財出願準備（るい痩対応型体温計）

平成27⑤事業の管理・運営

平成27①在宅医療に適したスターターセット

に関するガイドラインの作成

平成27①-1在宅医療ニーズ確認委員会（仮称） 開催

平成27①-2 在宅医療に適したスターターセットWG

平成27⑤事業の管理・運営

平成27②輸液ポンプ、輸液セットの試作・検証

平成27②-1輸液ポンプ、輸液セットＷＧ

平成27②-2試作機検討・製作

輸液ポンプ

平成27②輸液ポンプ、輸液セットの試作・検証

平成27②-1輸液ポンプ、輸液セットＷＧ

平成27②-2試作機検討・製作

輸液セット

平成27③るい痩対応型体温計の試作・検証

平成27③-1るい痩対応型体温計ＷＧ

平成27③-2試作機検討・製作

るい痩対応型体温計

平成27②-6倫理審査準備（輸液ポンプ、輸液セット）

平成27③-6倫理審査準備（るい痩対応型体温計）

平成27④市場調査・販売計画作成
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 1) 投資回収計画 

 ① 国内 

 H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

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）    0.30 2.25 2.79 5.17 5.19 5.23 5.26 

輸液ポンプ 

販売数量（単位：台） 

   
100 700 800 1300 1300 1300 1300 

輸液セット 

販売数量（単位：セ

ット） 

   

1000 15000 18000 50000 51000 52000 53000 

体温計 

販売数量（単位：本） 

   
1000 7500 15400 33300 33300 33800 34300 

 ② 海外 

 H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

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）     0.29 0.56 0.87 0.87 0.99 1.12 

輸液ポンプ 

販売数量（単位：台） 

   
 100 200 300 300 350 400 

輸液セット 

販売数量（単位：セ

ット） 

   

 1000 2000 5000 5000 5000 5000 

体温計 

販売数量（単位：本） 

   
 500 600 700 700 700 700 

 ③ 国内・海外合計 

 H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

支出額（単位：億円） 0.80  0.80  0.80  0.80  0.80  0.80  0.80  0.80  0.80  0.80  

 うち委託費 0.40 0.40 0.40        

 うち自己負担 0.10 2.40 2.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

売上高（単位：億円） － － － 0.30  2.54  3.35  6.04  6.06  6.22  6.38  

輸液ポンプ 

販売数量（単位：台） 
－ － － 100 800 1000 1600 1600 1650 1700 

輸液セット 

販売数量（単位：セ

ット） 

      1000 16000 20000 55000 56000 57000 58000 

体温計 

販売数量（単位：本） 
      1000 8000 16000 34000 34000 34500 35000 

※各年 4月～3月の年度で表記。 
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１）投資計画 

 本事業の医療機器開発として「輸液ポンプ及び輸液セット」を株式会社ジェイ・エム・エス（以下、

JMS）と、「るい痩対応型体温計」をシチズン・システムズ株式会社（以下、シチズン）と共同開発す

る。開発機器については、本事業の投資額として、事業実施機関である JMSに対し 3ヵ年で約 2,500

万円、シチズンに対し 3ヵ年で約 1,200万円の開発費用を計上している。それ以上に係る開発費用に

ついては、本事業の投資額を省き、3ヵ年で自主的費用として JMSが 3億 7,000万円、シチズンが約

2,300万円となっており、それぞれの企業において自主的費用で負担するように話し合われている。 

またスターターセットについては、「在宅医療ニーズ確認委員会」において「病院」から「在宅」に

移行する際に必要なアイテム、在宅に適したあるべき仕様・規格を含めて標準化に向けて協議してい

る。そうした情報を元に、前述の開発機器以外にも在宅医療現場に適し、本当に必要とされるアイテ

ムを製品化できるように 26 年度 1,000万円、27年度 4,000万円、28年度 5,000万円を三和製作所の

自主事業として開発投資していきたい。具体的には衛生材料・消耗品開発費用としては、1製品あたり

約 200万円を約 20製品開発することを視野に入れ、また医療機器等の開発費用としては、1製品あた

り約 2,000万円/製品を約 2～3製品開発することを視野に入れている。 

 

２）回収計画 

 上市された機器に関して、在宅医療現場を含め必要とするユーザーに対し広く認知を広げるために

カタログやインターネット媒体を活用して販売経路を確立していく。 

販売計画として輸液ポンプは上市後 3ヵ年で 4億 7,500万円（実売予定単価 25万円×1900台）、輸

液ポンプに付随する輸液セットは同じく 3ヵ年で 6,882万円（実売予定単価 1860円×37,000セット）、

るい痩対応型体温計は上市後 3ヵ年で 7,500万円（実売予定単価 3,000円×25,000本）とする。また

平成 32（2020)年時点での 3つの開発機器の想定売上ついては、輸液ポンプが 3億円、輸液セットが 1

億円、体温計が 2億円と計画する。 

その販売経路については医療機器・薬系ディーラーを含め、訪問看護ステーション、調剤薬局、ケ

アマネジャー、医師などのネットワーク（地域包括ケアシステム等）を構築しながら事業化し、投資

回収をできるように計画する。 

 

 

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”   

現在、在宅医療で使用されている医療機器等は、医療施設において医療従事者が操作・管理すること

を想定して設計された医療機器等の流用が大半であり、在宅療養に適した医療機器等の仕様は未整理で

ある。在宅医療現場の声をしっかりと機器に反映させた開発を行うために、現場におけるニーズとヒア

リング調査を繰り返すと共に、委員会を設置し、在宅で機器等を使う人をイメージしたモノ作りを行う。

これは、医療機器等の製造現場と医療現場の間に介在する壁を、業界をあげて取り払う初の試みであり、

在宅医療の質の向上と標準化が図られるだけでなく、今後も引き続き多様な製造企業が参入しやすい仕

組みづくりを試みる側面も持ち合わせる点から、社会的インパクトが期待される。 

流通においては、在宅医療に特化し整理されたカタログ、インターネット媒体が見当たらない現状に

対し、今回開発する 3 つの機器及び必要物品を含むカタログ、インターネット媒体の構築を想定してい

る。三和製作所は、すでに学校保健室で使用されている医療機器や衛生材料などを掲載したカタログ媒

体を全国の学校へ向けて発刊しており、全国各地へ 400 社以上の企業を代理店とした流通形態を備えて

いるため、上市後の事業展開は実現可能である。 

在宅医療に特化したカタログ、インターネットに掲載する製品については、「在宅に適した仕様に関する

配慮点」の要素をモノ作り企業と共有などして製品開発に活かし、また掲載製品選定の際に「在宅に適し

た仕様に関する配慮点」をフィルターとして活用することによって、在宅に適した仕様の医療機器等を数

多く掲載することができる。これにより現場の不便さ解決の一助となることを目指し、他のカタログと

の差別化を図る。 
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 2) ビジネス体制 

 
 

(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 ジェイ・エム・エスが開発する輸液ポンプについては、JIS規格改定への対応を視野に入れている。 

「JIS T 0601-2-24:2005 医用電気機器-第 2-24部：輸液ポンプ及び輸液コントローラの安全に関す

る個別要求事項」。 

 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） 

  国内特許は調査済みである。 

 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 

  在宅医療機器の課題解決の内容を意匠権と結び付けて、出願を検討する。 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

  ジェイ・エム・エス（輸液ポンプ・輸液セット）並びにシチズン・システムズ（体温計）それぞ

れにおける各権利の出願を行うことで対応する。 
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 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

  在宅医療現場で使用されている機器の問題点を解決し、安全性、操作性、コスト実現可能な設計 

等を行う。 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

ジェイ・エム・エス（輸液ポンプ・輸液セット）並びにシチズン・システムズ（体温計）における

各規格への適合試験等で安全性を担保する。 

 

 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

  供給体制に関しては、製造販売業であるジェイ・エム・エス、シチズン・システムズより開発さ

れた製品を三和製作所が主体となり供給を受ける。販売チャネルについては、従来の医療機器ディ

ーラーや薬剤関連の卸ルートに加え、在宅に効率よく届けられるように地域の訪問看護ステーショ

ン、調剤薬局、ケアマネジャー、医師などのネットワーク（地域包括ケアシステム関連機関・関係

者など）と連携を行うことを引き続き目指す。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

  アフターサービス体制としては、顧客フォローの一貫としてジェイ・エム・エス、シチズン・シ

ステムズ並びに三和製作所等によるコールセンターを設置し、機器の説明やトラブル、クレーム対

応に限らず、患者の抱える健康に対する悩みや問題等をそれぞれのニーズの合った機関（医療従事

者、地域包括ケアシステム関連機関・関係者）などに繋げていく支援を備えることを検討し、在宅

医療環境の底上げへの貢献を試みる。特に高度管理医療機器となる輸液ポンプについては、メーカ

ーによる 24 時間体制のコールセンター（既に設置済）により、緊急時にしっかりとしたフォローを

行うことができる。 

また機器の不具合等に関するクレームが発生した場合は、直ちに製造販売元へ情報共有を行い、

製品のトレーサビリティ等が行えるよう薬事上の対応を徹底することで、品質を管理し製品利用者

が安心して使用できる体制を整える。 

使用教育体制としては、製造販売業であるジェイ・エム・エス、シチズン・システムズよりデモ

機による製品勉強会等を流通関係者及び医療従事者等に向けて実施し、製品の取り扱い方法や使用

上の重要点についての理解を深める。 

 QMS 等の品質保証体制 

  製造販売企業であるジェイ・エム・エス（輸液ポンプ、輸液セット）、シチズン・システムズ（体

温計）における製造管理・品質管理を徹底し、QMS適合性検査の承認を得る（既に医療機器の製造販

売を行っており、問題となる事項なし）。 

 広報・普及計画 

  三和製作所は 3 つの開発機器及び在宅における必要物品を含めたカタログ、インターネット媒体

等の構築を計画し、ものづくり企業との連携や既存販路および多様な情報媒体を活用し、必要な物

品等が在宅現場に届きやすく、使用しやすい環境を提供する。 

 

 5) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策（まとめ） 

領域 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

薬事 

①基準・規格への適合 

 在宅向けの仕様に関し、既存の当該規格に適合

しない可能性がある。 

 

①在宅向けの要求事項を明確にした上で、リスク

コントロールを行い、申請を検討する。 
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領域 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

②輸液ポンプの JIS規格改定への対応 

「 JIS T 0601-2-24:2005 医用電気機器 -第

2-24 部：輸液ポンプ及び輸液コントローラの

安全に関する個別要求事項」 

②事前に情報収集し、改定される JISへの適合も

視野に対応する。 

知財 

①上市後のデザインに関する意匠権等について

の検討 

 

①関係企業、団体等と共に協議を行った。 

技術 ・

評価 

①安全面の配慮（輸液ポンプ・輸液セットの着脱

時の対策） 

輸液ポンプから専用カセット（輸液セット）を

着脱する際、病院と異なり患者・家族が使用す

ることが想定される。 

 

②管理上の簡便性（輸液ポンプ・輸液セットの操

作性） 

市場で使用されているポンプの問題点として、

アラーム警報等が過敏に作動する問題がある。 

 

①輸液ポンプから専用カセット（輸液セット）を

着脱する際、医療従事者以外の操作者に対して

も安全に扱えるよう機構上の工夫を施す。 

 

 

 

②設計を見直し、患者家族並びに在宅における医

療従事者等に再度ヒアリングを行い、問題解決

に適した設計となっているかの確認を行う。こ

れにより医療従事者以外の操作者にも扱える

よう機構上の工夫を施す。 

その他

事業化

全般 

①更なるニーズ調査の検討 

訪問看護師及び患者の使用状況について調査

を続行する中で、市場で使用されている 3 つの

開発機器におけるリスク分析（安全性）、ユー

ザービリティを含めた調査を行い、不便さを感

じる医療機器等を自主事業において検討・開発

する。 

 

①26 年度実施した訪問看護ステーションへのヒ

アリングとアンケート調査に加え、27 年度以

降は、訪問看護師に加えて患者団体、患者家族、

医師、薬剤師、ヘルパー等の地域包括ケアシス

テムに係わる多職種への聞き取り等を追加で

実施し、市場で使用されている 3つの開発機器

やそれ以外で不便さを感じる医療機器等の問

題点を洗い出し、配慮点素案を作成した。 
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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 

在宅医療に適したスターターセットを構成する「簡便に安心して扱える輸液ポンプ」、「安全に清潔に扱える輸液セット」、「わき下にフィットする

るい痩対応型体温計」の試作機開発を行う。これらは、事前の調査で様々な疾患に共通して在宅での必要性が指摘された医療機器である。 

なお、これらの試作機の開発にあたっては、ニーズ調査及びヒアリング調査を行い、そのデータについて 3 つの関係機関（公益社団法人日本看護

協会、公益財団法人日本訪問看護財団、一般社団法人全国訪問看護事業協会）並びに販売までを含めた関係者で構成される委員会・WG において協議

し、開発要件の絞り込みを行う。また、あすか山訪問看護ステーション等において、試作機をデモ操作し、操作者からのヒアリングを踏まえ委員会

で評価した上で改良を行う。 

これは、医療機器等の製造現場と医療現場の間に介在する壁を、業界をあげて取り払う初の試みであり、在宅医療の質の向上と標準化が図られる

だけでなく、今後も引き続き多様な製造企業が参入しやすい仕組みづくりを試みる側面も持ち合わせる点から、社会的インパクトも期待される。よ

って同委員会では、専門的な見地から、さらなる協議・検討し、在宅医療に適したスターターセットの構築を目指していく。 

 

 

(2) 委託事業終了時までに完成する試作品の概要 

試作品名 概要 

簡便に安心して扱える輸液ポンプ 患者や家族が操作方法を短時間に習得でき、正確に扱える構造のため、看護師などの医療従事者は安全な在宅療養

環境を効率的に提案・提供できる。また、ストレスフリーな使用感や多様な ADL（生活日常動作）に対応する形状（コ

ンパクト・携帯性・軽量）に加え、在宅に特化したアクセシビリティを考慮し、在宅医療の質を維持・向上できる。 

安全・清潔に扱える輸液セット 医療従事者による操作を想定した従来型とは異なり、在宅で求められるニーズに特化した構造・操作性を工夫する。 

るい痩対応型体温計 在宅患者に多いるい痩（脇が痩せた状態）患者をはじめ、多様な体型や ADL（生活日常動作）の測定対象者の腋下

に無理なくフィットする構造・素材のため、看護師などの医療従事者が一度に確実・正確に体温測定ができる。また

患者自身も同様に自己測定が容易にできる。 

 

(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）  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在宅医療に適したスターターセットに関 

するガイドラインの作成 

平成 26 年度に実施した訪問看護師に対す

る在宅医療機器等に関する不便さ及びニー

ズ調査で明らかになった機器等を中心に、

平成 27年度は複数の患者団体、患者家族、

医師、薬剤師等に、ヒアリング等の調査を

実施し、在宅医療機器等の不便さ及びニー

ズを多面的に把握する。その調査と並行し

 

平成 26 年度に実施した訪問看護師に対する在宅医

療機器に関する不便さ及びニーズ調査結果をもと

に、「在宅に適した仕様に関する配慮点集」素案作成

前のプロセスとして、患者を含めた在宅療養に関わ

る関係者（医師、歯科医師、薬剤師、介護福祉士な

ど）を対象としたヒアリング調査内容を実施した。 

この素案については、「医療機器等に関する在宅医

療ニーズ確認委員会」ならびに「在宅医療に適した

スターターセット WG」にて委員・関係者と協議を進

 

第 1 回・第 2 回・第 3 回医療機器等に関する在

宅医療ニーズ確認委員会、第１回・第 2 回・第

3 回スターターセット WG にて協議された内容

を、「在宅に適した仕様に関する配慮点集」素案

に反映した。 
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平成 27年度実施内容（業務計画書）  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 

て、2014 年 12 月に改訂された ISO/IEC ガ

イド 71（機器等に関するアクセシビリティ

ガイド）を元に作成された規格の視点、並

びに工業デザインの側面からの視点を加

え、「在宅医療機器等に関する開発のための

ガイドライン（仮）」の素案を作成する。な

お、ガイドライン作成にあたっては、関係

機関からの有識者で構成するワーキングを

設置し、作業を進める。 

めた。委員会は、第 1 回目を 9 月 9 日、第 2 回目を

11月 10日、第 3回目を 1月 21 日に実施した。また

スターターセット WG は、第 1 回目を 9 月 30 日、第

2 回目を 12 月 2 日、第 3 回目を 1 月 27 日に実施し

た。 

「在宅に適した仕様に関する配慮点集」素案作成

においては、訪問看護師だけではなく、多職種の医

療従事者、患者・家族、開発企業等のそれぞれの視

点から網羅的に在宅に関する情報を集積すべく、共

用品推進機構（アドバイザー）や株式会社日本能率

協会総合研究所（外注先）と協議し素案作成の作業

を行った。 

②輸液ポンプ、輸液セットの試作・検証 

輸液ポンプ、輸液セットの試作は、平成 26

年度に訪問看護師へのアンケート調査と試

作を用いたヒアリング調査の結果を踏まえ

て作成し、全体及び表示部、操作部等にお

けるアクセシビリティに関する検証を、看

護師並びに患者等に実施し、最終仕様を作

成する。 

また、安全性・耐久性の試験を行い、薬事

申請および知財出願の準備を行う。なお、

試験においては必要に応じて、倫理審査を

実施する。 

▶ 

4 月 10 日に実施した WG にて、日本生活支援工学会

による倫理審査申請様式を基に、一次試作機の内容

を整理し、二次試作機へ反映させる要素を明確にし

た。また、これに引き続き訪問看護ステーションな

らびにアクセシブルデザインの専門家による WG を

現在までに合計 5回開催した。 

訪問看護師ならびに医師、作業療法士等へ一次試

作機に関するヒアリングを行い、試案と照らし合わ

せながら、二次試作機に反映させるべき要素を検討

し、現在二次試作機開発を行った。また、「在宅に適

した仕様に関する配慮点集」素案に反映すべき機器

特有の要素を洗い出し、本年度の成果物として提出

した。 

 

WG 実施により、明確となった開発要素をもと

に、9 月中に二次試作機へ反映すべき要素を確

定。「在宅に適した仕様に関する配慮点集」素案

と照らし合わせながら、機器特有の配慮点を検

討し、より精度の高いスペックとした。 

③るい痩対応型体温計の試作・検証 

るい痩対応型体温計の試作は、平成 26年度

に訪問看護師へのアンケート調査と試作を

用いたヒアリング調査の結果を踏まえて作

成し、全体及び表示部、操作部等における

アクセシビリティに関する検証を、看護師

並びに患者等に実施し、最終仕様を作成す

る。また、安全性・耐久性の試験を行い、

薬事申請、計量申請および知財出願の準備

を行う。なお、試験においては必要に応じ

て、倫理審査を実施する。 

▶ 

4 月 10 日実施した WG にて、日本生活支援工学会に

よる倫理審査申請様式を基に、一次試作機の内容を

整理し、二次試作機へ反映させる要素を明確にした。

また、これに引き続き訪問看護ステーションならび

にアクセシブルデザインの専門家による WG を現在

までに合計 5回開催した。 

訪問看護師ならびに医師、作業療法士等へ一次試

作機に関するヒアリングを行い、試案と照らし合わ

せながら、二次試作機に反映させるべき要素を検討

し、現在二次試作機開発を行った。また、「在宅に適

した仕様に関する配慮点集」素案に反映すべき機器

 

WG 実施により、明確となった開発要素をもと

に、9 月中に二次試作機へ反映すべき要素を確

定。「在宅に適した仕様に関する配慮点集」素案

と照らし合わせながら、機器特有の配慮点を検

討した。12月末に量産に向けたスケッチが仕上

がり、2 月末完成予定にて試作機の製作を行っ

た。 



16 

平成 27年度実施内容（業務計画書）  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 

特有の要素を洗い出し、本年度の成果物として提出

した。 

④市場調査・販売計画作成 

平成 27 年度は、平成 26 年度に実施したア

ンケート調査等を元に、看護師以外の医療

従事者・非医療従者を含む多職種ならびに

患者、患者家族等へのヒアリング調査等を

行うと共に、流通に関する調査・分析を深

め、在宅医療機器等の販売ネットワーク構

築の準備を行う。 

▶ 

既存の流通販路について開発 2 社と共に調査を行っ

た。これを基にカタログ・インターネットの構築に

おける内容を具体化した。また流通に関するヒアリ

ングを訪問看護師ならびに多職種へ実施すべく質問

項目等を検討し、ヒアリング調査を日本能率協会総

合研究所が主体となり予定通り実施した。 

 

10～11月、機器の不便さにおけるヒアリング調

査とともに、医療機器等の物品に関する流通に

ついてもヒアリングを行った。在宅医療機器等

の販売ネットワークとして、カタログ・インタ

ーネット媒体の構築準備を進めている。 

⑤事業の管理・運営 

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し、

在宅医療ニーズ確認委員会の運営ならびに

各ワーキンググループの補佐を行う。 

▶ 

プロジェクト構成員相互の連絡調整、全体の事業の

運営及び管理を問題なく実施した。「医療機器等に関

する在宅医療ニーズ確認委員会」ならびに「在宅医

療に適したスターターセット WG」に関しては参加候

補者への連絡や訪問、開催日程の調整を行うととも

に、委員選任に係る書類をそれぞれの委員と取り交

わし、主体的に運営を行った。 

 

本年度における事業の管理・運営については、

昨年度同様に円滑に行うことができた。 

 

 

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 

領域 変更前 変更後 変更理由 

対象とする 

課題・ニーズ 

特になし。   

機器スペック・

ビジネスモデル 

特になし。   

事業化体制 特になし。   

事業化計画（開

発･薬事・上市

スケジュール） 

特になし。   
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(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 特になし。  

知財 特になし。  

技術・評価 第 2回伴走コンサルにて、病院と在宅との違いをしっかり区別し、開

発する機器で解決できることを示すと良いとのご指摘を受けた。 

指摘を受け、第 1 回在宅に適したスターターセット WG にて、病院と

在宅の違いを機器特有の配慮点としてそれぞれの開発を担うジェ

イ・エム・エス、シチズン・システムズより予め整理した資料を基に

発表を行った。第 3回伴走コンサルにてそれらの内容を踏まえたプレ

ゼンを実施し、有識者のご理解をいただいた。 

 

第 3回伴走コンサルにて提出資料内における開発機器の図がわかりに

くいとのご指摘を受けた。 

体温計については 12 月末に量産スケッチが完成し、輸液ポンプ、輸

液セットについても継続審査資料にてわかりやすい内容を反映させ

て対応する予定。 

その他事業

化全般 

第 2回伴走コンサルにて、ガイドラインという言葉は誤認されること

もあり、文言を再度検討すべきであるとのご指摘を受けた。 

第 2 回在宅医療ニーズ確認委員会にて、委員と協議した結果、「ガイ

ドライン」が「配慮点」へと変更することで一致。第 3 回伴走コンサ

ルにて、有識者よりご理解をいただいた。 

第 3回伴走コンサルにて、現在作成している配慮点をいかにＰＲする

か、また JIS や ISO へフィードバックしていけるか、また配慮点を通

して完成した製品等にはマークがあると良いとご指摘を受けた。 

 

 

 

(3) 採択・継続条件への対応状況 

採択条件 対応状況 

①本年度の事業を開始する前に、提案内容を含めた在宅スターターセット

全体の完成イメージならびに完成までのスケジュール、完成に向けた開発・

販売体制等（品質管理・アフターサービスを含む）を明確にすること。 

1.スターターセットの定義  

在宅スターターセットは、在宅医療に合う仕様の医療機器・非医療機器等で

構成し、在宅医療を受けるさまざまな疾患や状況の患者が、在宅療養の導入

時や療養過程において必要とする医療機器等を、その疾患・経過・ADL 等に合

わせ、医療機器等のアイテム群から抽出し、セットするものである。 

使用者は、医療従事者（看護師、医師等）や非医療従事者等（患者、家族、

ヘルパー等）である。 

 

2.スケジュール 
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採択条件 対応状況 

(1)2015 年度（平成 27 年度） 

1)2014 年度に開始したスターターセットに関するカテゴライズ作業（疾患別、

経過別、ＡＤＬ別等）をより具体化し、ケア・処置単位のセット等を試作す

る。 

2)2014 年度に明らかにしたスターターセットを構成する医療機器等につい

て、看護師以外の在宅関係者（在宅医、患者家族等）における不便さやニー

ズも確認。また、既存の医療機器・非医療機器等に関するデータ作成を続行

し、ADの適合度なども調査する。 

3)2)をもとに在宅医療で使用する医療機器・非医療機器等に関する条件（基

準案）を整理し、推奨ガイド案（「在宅に適した仕様に関する配慮点」案）の

作成や推奨の仕組みの構築に着手する。また 2)の成果を 1)に反映させ、また

これを 3)の運用に活用する。 

 

(2)2016 年度（平成 28 年度） 

1)基本となるスターターセットをモノ作り企業とともに試作・製品化を目指

し検討する。 

2)スターターセットを構成する医療機器等に関するニーズを総合的にまとめ

て可視化し、推奨の仕組みと推進組織等による普及を促進する。またこれに

より、今後も引き続き在宅仕様の医療機器等が供給され易い環境と、在宅医

療の質の標準化に資する継続的な取り組みを実現する。 

 

3.販売体制 

三和製作所が手掛けるカタログやインターネット媒体にわかりやすく表示・

掲載し、現場に届けられる流通の仕組みも担う。 

流通には、従来の医療機器ディーラーや薬系卸ルート以外にも、在宅に直接

届けられるように地域の訪問看護ステーション、調剤薬局、ケアマネジャー、

医師などのネットワーク（地域包括ケアシステム等）と直接連携をしていく

ことを想定。 

アフターサービス体制としては、コールセンターを設置し、機器の説明やト

ラブル、クレーム対応に限らず、患者の抱える健康に対する悩みや問題等を

それぞれのニーズの合った機関（医療従事者、地域包括ケアシステム関連機

関・関係者など）に繋げていく支援を備えることにより、在宅医療の底上げ

を目指す。 

また機器の不具合等に関するクレームが発生した場合は、直ちに製造販売

元へ情報共有を行い、製品のトレーサビリティ等が行えるよう薬事上の対応

を徹底することで、品質を管理し、製品利用者が安心してご使用いただける
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採択条件 対応状況 

よう製造販売企業と共に体制を整える。 

②事業化に向けたロードマップを速やかに作成し、提出すること。 別紙にて作成済み 

 

採択条件に関する別紙 
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1.8 平成 28 年度以降の以降の事業化計画 

28 年度の事業概要 

在宅で必要とされる医療機器・非医療機器には在宅仕様のものが少ないため、操作や表示が複雑な臨床仕様のものを使用せざるを得ず、不便であ

ることが訪問看護関連機関への調査で明らかになった。 

本事業では、在宅医療における患者・家族の安全・安心を確保するとともに、在宅医療の環境整備の標準化により、訪問看護師の業務の質の向上

と効率化を図るため、在宅医療に適したスターターセットの構築を目指して、在宅医療に適した医療機器等の仕様、構成、保管・管理方法を検討

し、在宅医療の現場からのニーズが特に高い医療機器等を開発する。 

具体的にはジェイ・エム・エス（輸液ポンプ・輸液セット）、シチズン・システムズのおける量産試作の評価・検証を実施し、上市へ向けた最終工

程をクリアするとともに、事業化体制の強化（流通・販売網の拡大）をはかる。また平成 27 年度に作成した「在宅に適した仕様に関する配慮点集」

素案の普及・改定を行う。 

 

(1) 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  3 つの開発機器における平成 28 年 6 月の薬事申請。 

知財  それぞれの開発企業において知財申請等の対応を実施する。 

技術・評価  量産試作における評価の一環として、在宅医療従事者等に評価を実施するとともに、ヒアリング・アンケート調査にて明確となった在宅

医療現場における不便さ等をまとめた「在宅に適した仕様に関する配慮点集」と照らし合わせた評価を実施する。 

その他事業

化全般 

 開発する 3 つの機器の流通・販売網の基盤強化および拡大を目指し、効果的な媒体等の活躍を用いた更なる販売戦力の強化をはかる。 

 平成 27 年度に引き続き、在宅医療ニーズ確認委員会にて、在宅に係る多職種から構成された有識者にて「在宅に適した仕様における配

慮点」素案の普及・改定を行う。 
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1.9 平成 27 年度委託事業の振り返り 

1.9.1 当初目標達成度に関する自己評価 

(1) 自己評価結果 

B：当初目標を達成した。 

(2) 自己評価理由 

対象を在宅に限定した開発を行ってきたが、在宅にて使い勝手が良い製品は結果的に病院の市場に対

しても訴求効果が見込める製品となるため、当初想定より市場拡大を見込むことができた。 

(3) チェックリストによる自己評価結果 

 

 
 

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

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。 該当せず
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。 △一部
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。 △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。 △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。 ○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。 △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

その他

知的
財産

薬事

市場

基本
戦略

販売・
物流

事業
収支

開発
戦略
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1.9.2 委託事業期間全体を振り返って改善すべきだったと考える点 

(1) 事業体制 

コンソ内外における良好な連携を形成、維持することができた。 

 

(2) 事業の進め方 

予定通り順調な進捗管理を達成した。 

 

(3) その他 

特になし。 

 

 

1.10 事業に関する連絡窓口 

 

株式会社三和製作所  事業推進室 

〒132-0021 東京都江戸川区四丁目 11番 8号 

電話: 03-5607-7811 / FAX: 03-5607-7812 / E-mail:ikou@sanwa303.co.jp 

 

 


