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1. 事業の概要 

【事業概要】 

気管は呼吸という生命機能の根幹をなす臓器であり、悪性腫瘍、再発性多発軟骨炎や外傷等による気

管狭窄症の治療においては、病変を切除するため気管孔が必要である。ただ、気管孔には、首に穴があ

いていることにより、発声できない、気管炎の罹患、整容面などの問題があり、患者の生活の質（Quality 

of Life: QOL）が著しく低下する。また気管再建手術の難易度は高く侵襲は大きく治療成績は安定しな

いなどの問題があった。これに対し、既に臨床試験で良好な成績を持ち、試作製造工程を確立した「人

工気管」を医療機器として法規制に対応上市することで患者の生活の質（Quality of Life: QOL）を大

きく改善する。1 年目で生物学的安全性試験の不足を充足し、PMDA 対面助言実績に沿った治験を経て 3

年目での承認申請を目指す。 
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1.1 事業の目的 

【目的】 

課題  

気管は呼吸という生命機能の根幹をなす臓器であり、悪性腫瘍、再発性多発軟骨炎や外傷等による気

管狭窄症の治療においては、病変を切除するため気管孔が必要である。ただ、気管孔には、首に穴があ

いていることにより、発声できない、気管炎の罹患、整容面などの問題があり、患者の生活の質（Quality 

of Life: QOL）が著しく低下する。 

気管再建のために、従来より気管端々吻合術、自家組織による再建などが行われている。しかしなが

ら気管端々吻合術では吻合部の緊張や血流不全による縫合不全、感染などの重篤な合併症が、 

また自家組織による硬性再建では自家組織（耳介軟骨や肋軟骨など）採取による正常組織への侵襲と患

部以外の手術を別の日に行うなどといった面で問題があり、再建方法は確立されていない。また、過去

に行われた人工材料による硬性再建では隣接臓器の損傷による重篤な事故や、吻合部の離解などの問題

があった。 

ニーズ  

前述の気管再建における課題を克服するためには手術侵襲が少なく、長期的に安全に使用でき、安定

した上皮再生を誘導して気管欠損部を代替する医療材料が切望されている。またその材料は、十分な強

度を持ち、トリミングが容易であることが要件となる。 

解決策 

上記ニーズを解決するために、我々は生体内で自己組織の再生を誘導する in situ Tissue Engineering

の手法でポリプロピレンメッシュとコラーゲンスポンジを組み合わせた世界初の人工気管を開発し、平

成 14年より倫理委員会承認のもと成人に使用し良好な成績を示している。これを製品化・事業化するこ

とを目的とする。これにより、気管再建の新たな治療方法として世界中の患者の QOL 向上に寄与するこ

とが期待される。なお本機器について、国内市場に平成 29 年 10 月に薬事申請（上市時期： 平成 30 年

10 月）することを目指す。 

 

1.2 事業の実施体制 

事業管理機関：第一医科株式会社 

PL： 林 正晃（第一医科株式会社 代表取締役） 

SL： 大森 孝一（国立大学法人京都大学 大学院医学研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科教授） 
共同体：国立大学法人京都大学 

 公立大学法人福島県立医科大学 
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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 医療機器 クラス分類 Ⅳ 

製品名 人工気管（仮称） 分類名称（一般的名称） 未定 

対象疾患 
悪性腫瘍、再発性多発軟骨炎

や外傷等による気管狭窄症 
届出／認証／承認 承認 

想定される販売先 第一医科株式会社 新／改良／後発 改良医療機器（予定） 

使用目的又は効果 
気管欠損部の再建に用いる。気管軟骨の代用として人工材料を用いることで気管の再建が可

能である。 

薬事申請予定者 第一医科株式会社 林 正晃 医療機器製造販売業許可 13B1X00137 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 
第一医科株式会社 林 正晃 医療機器製造業許可 13BZ006258 

 2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

   

薬事申請時期 平成 29（2017）年 10月 未定 

上市時期 平成 30（2018）年 10月 未定 

想定売上（上市後 3年目） 5億円／年（平成 33（2021）年時点） － 

市場規模（上市後 3年目） 5億円／年（平成 33（2021）年時点） － 

想定シェア（上市後 3 年

目） 
100％ － 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

 

 

 
  

 

・気管・喉頭病変に対して、QOL の低下を起こさない質の高い治療。 

・生体内で足場のみで自己組織の再生を誘導する。 

・自家組織による再建に代わり、低侵襲な治療を実現。 

 

  

基本構造 



 

4 

(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 

【チェックリスト 市場、基本戦略より】 

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）。 

大学病院又は地域中核病院で手術を行うすべての

医療施設が販売先である。診療所などでの当該手

術は困難である。 

対象となる患者が明確になっていますか。 セグメント 1 喉頭、気管の狭窄がある患者 

セグメント 2 気管切開術施術患者 

セグメント 3 甲状腺癌患者 

対象となる疾病・診療科等が明確になっています

か。 

上記患者の疾病は耳鼻咽喉科が担当する。 

 

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。 

上記セグメントをターゲットとして既存の代替医

療を置き換えるポジションを目指す。 

 

②提案する機器の想定市場規模 

【チェックリスト 市場、事業収支より】 

市場規模（導入・普及台数）は明確になっていま

すか。 

下記想定価格と各セグメントの症例数から市場規

模を算出している。 

想定価格は顧客が感じる価値に見合ったもので

すか。 

診療報酬点数が期待する水準となる前提で単価

400,000円が見合った価格と考える。 

＜根拠 1＞参照類似品の診療報酬からの推測 

＜根拠 2＞原価予想からの試算 
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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 

国内市場においては競合製品、競合企業は存在しない。（世界初の製品である。） 

 

 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） 

国内市場においては競合製品、競合企業は存在しない。（世界初の製品である。） 

 

参考として気管再建に関わる従来の手術法について以下に記す。 

 

 

A.気管吻合術 

気管同士の端々吻合を指すことが多いが、喉頭との吻合、気管支との吻合なども含まれる。 

 
 

B.術後瘻孔閉鎖術 

 1．局所皮弁 

 気管孔周囲に皮膚切開を加え 

 皮下剥離して hinged flap を 

 作成し瘻孔を閉じるようにし 

 て縫合する。   

 

 

 2．軟骨弁 

 耳介軟骨を採取し、気 

 管孔周囲の皮膚を切開 

して移植する。 

 鼻中隔軟骨、助軟骨を 

 採取する場合もある。 

 

 

 

  

 3．有茎・遊離皮弁 

瘻孔が大きい場合に行う。 

 有茎皮弁として大胸筋皮弁 

 や DP 皮弁、広背筋皮弁が、 

 遊離皮弁として前腕皮弁や 

 外側大腿皮弁などがあげられる。 
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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 

 
案件番号

事業管理 機関名

事業名

H26（2014）年度 H27（2015）年度 H28（2016）年度 H29（2017）年度 H30（2018）年度 H31（2019）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

要素技術開発 計画

実績

試作機開発・改良 計画

【製品名】人工気管 実績

量産機開発 計画

【製品名】人工気管 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

京都大学内知財主体を確認し、
窓口部門と交渉開始

クリアランス調査を実施

販売戦略 計画

実績

専門化された販売業者の選定、
体制構築
キードクター、キー施設の抽出

文献による調査

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

・試作
・材料供給先確保
・安全性試験準備

27-061

第一医科株式会社

平成27年度　医工連携事業化推進事業「世界初の人工気管の製品化事業」

QMS文書、製品標準書ひな形は完成　随時改訂必要
設計開発資料の作成、改訂必要

安全性試験　変更なし
一次試作　安全性試験、治験でも仕様

開発前相談の内容を整理し、承認時に必要なデータを抽
出した。
SOP文書作成した。
京大治験管理部と打ち合わせ、
モニタリング業務をDOTインターナショナルに依頼

安全性試験

販売計画作成

一次試作

資料整備

体制づくり

治験準備

体制づくり

ディーラー体制調査

戦略検討

市場調査

量産試作

戦略検討

広報戦略実施

アフターサービス体制の構築 アフターサービス体制の調査

チャネルの確保

一次試作

安全性試験

資料整備

治験文書作成

体制づくり

ディーラー体制調査

市場調査

HTA 患者アウトカム

体制づくり

戦略検討
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 1) 投資回収計画 

 ① 国内 

 H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

薬事申請時期   ●        

上市時期    ●       

支出額（単位：億円） 0.79 0.99 0.99 0.55 0.55 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 

 うち委託費 0.59 0.79 0.79 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.2 0.2 0.2 0.55 0.55 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 

売上高（単位：億円） － － － 0.4 1.2 2.4 5.2 5.2 5.2 5.2 

販売数量（単位：） － － － 100 300 600 1,300 1,300 1,300 1,300 

 ② 海外 

 H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

薬事申請時期 未定 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

上市時期 未定 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

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） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

販売数量（単位：） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

 ③ 国内・海外合計 

 H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

支出額（単位：億円） 0.79 0.99 0.99 0.55 0.55 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 

 うち委託費 0.59 0.79 0.79 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.2 0.2 0.2 0.55 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 

売上高（単位：億円） － － － 0.4 1.2 2.4 5.2 5.2 5.2 5.2 

販売数量（単位：） － － － 100 300 600 1,300 1,300 1,300 1,300 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

本事業での設備投資を事業内外含め想定し、販売開始年を初年度とした投資回収計画書を作成した。前

提条件は、次の通り。（条件：事業費以外の借入は行わない、本事業以外の事業は黒字で推移する。本事

業での金額のマイナス値は他事業を含めた法人全体に合算される） 

 

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”   

本事業の核である FRAT(Functional Remodeling with Artificial Trachea)コンセプトは世界初の医療

機器と術式を用いるものであり、導入期、普及期を通じてガイドライン等による周知活動と同時に、医

師への「トレーニング」が最も重要である。また、高度管理医療機器の販売には、チャネルに対するイ

ンセンティブなどの一般的なセールス手法に加え、高度な知識を持ち市販後フォローまで行えるセール

ススタッフ育成のための継続的な教育とトレーニングが必須と考える。本事業では、京都大学と福島県

立医科大学が核となり、関連学会と連携しながらガイドライン化とトレーニング体制構築を継続的に実

施することが売れ続けるための仕組みであると考える。 

また、海外市場に向けては第一医科が既に持つ CE を含む QMS 認証に加え、品目として海外治験を実

施することが海外医学界での周知活動の点でも極めて有効である。既に関係の深い JETRO や各国の政

府系機関と密に連携し、コマーシャルベースでの販路を拡大するのに加えて、海外治験が可能なファン

ドに継続的に挑戦することが、堅実かつ継続的な海外市場への展開を実現する仕組みと考える。 



 

8 

将来的には、本術式に関わる領域の専門性を高め、本製品を使う必要のない医療の実現を目指す。 

実現のためのビジネス体制のイメージ図を次項にて示す。 

 

 2) ビジネス体制 

 

(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

医療機器開発前相談（2014 年 8 月 11 日@PMDA） 

相談事項 1：生物学的安全性試験の充足性について 

相談事項 2：治験実施計画について 

 相談内容の詳細については、2.2.2 薬事戦略 (1)実施内容にて表を用いて記載しました。 

【チェックリスト 薬事より】 

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）。 

PMDA 医療機器開発前相談（2014 年 8 月 11 日）

の結果から可能と判断している。 

ビジネスモデルに対応した業許可を持っています

か。 

第一医科が第一種製造販売業と製造業を維持して

いる。 

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。 

改良医療機器に該当すると判断している。今後の

PMDA 相談等にて明確化する。 

機器のリスク分類で、I～IV のどれに当たるか整理 上記 PMDA 相談の結果からクラスⅣと判断してい
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できていますか。 る。 

臨床試験の必要性の有無が明確になっていますか。 上記 PMDA 相談の結果から必要と判断している。 

PMDA との調整が進んでいますか。 上記相談にて、相談事項 1：生物学的安全性試験の

充足性について、相談事項 2：治験実施計画につい

ての質問に対する回答を得ており対応を進行して

いる。 

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。 

現時点で特記すべき規制は無いと判断している。 

製品の利用方法が明確になっていますか。 手術法を固定する計画である。 

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。 

既に実施している臨床研究にて実現可能と判断し

ている。 

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。 

現時点で特記すべき課題は無いと判断している。 

 

 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） 

【チェックリスト 知的財産より】 

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。 

京都大学が保有する特許を対象にキーワードを選

定して調査対象国日本と米国を調査対象国として

クリアランス調査を実施した。 

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。 

上記特許に関するライセンス契約について京都大

学と第一医科間での契約を前提に調整を開始した。 

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。 

上記特許調査を継続する(平成 28 年度)。 

また開発進行過程で新たな特許化可能な要素を検

討し出願を目指した先行技術調査を予定する。 

 

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 

【チェックリスト 知的財産より】 

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。 

コアとなる製造法の特許は京都大学が保有してい

る。京都大学と第一医科間でコンソーシアム内での

ライセンス契約を前提とした調整を開始した。 

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。 

上記特許に関し明確である。 

必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。 京都大学保有特許の海外出願状況整理を継続する。 

意匠等の他の産業財産権について検討しています

か。 

第一医科の保有するブランドの商標権を確保して

いる。意匠等は検討する。 

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。 

本事業中に調査予算を計上している。体制・規定は

整備する。 

 

模倣品・侵害者が現れたときの対応 

【チェックリスト 知的財産より】 
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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。 

ライセンス契約の検討に合わせて京都大学と第一

医科を中心に専門家と検討する。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

開発リスクの明確化と対応、薬事申請に必要なエビデンス収集 

【チェックリスト 開発戦略より】 

臨床試験、申請、許可まで想定したスケジューは明

確かつ妥当ですか。 

 

本年度の状況を鑑みて再設定したものは妥当であ

る。（詳細 2.2.2 薬事戦略 (2)現時点での達成状

況の表参照） 

コア技術の開発戦略は明確になっていますか。 コア技術については、京都大学で開発済みである。 

どのような効果があるか明確になっていますか。 生体内で自己組織の再生を誘導する in situ Tissue 
Engineeringの手法でポリプロピレンメッシュとコ

ラーゲンスポンジを組み合わせた人工気管である。 

効果について 

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 

従来の気管端々吻合術では吻合部の緊張や血流不

全による縫合不全、感染などの重篤な合併症が、 

また自家組織による硬性再建では自家組織採取に

よる正常組織への侵襲と患部以外の手術を行う面

で問題があり、再建方法は確立されていない。また、

過去に行われた人工材料による硬性再建では隣接

臓器の損傷による重篤な事故や、吻合部の離解など

の問題があった。これらの問題を改善できると評価

している。 

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。 

本事業で計画している生物学的安全性試験、臨床試

験等にて明確にする。 

リスクについて 

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 

 

コンソーシアム内で意見を収集、類似製品の情報収

集、製造企業との協議、試験機関への相談、試験外

注等を検討した。 

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。 

本事業の計画にて想定しており、本事業の委託費で

調達した。 

 

 4) 販売戦略等 

販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

【チェックリスト 開発戦略より】 

販売チャネルは明確になっていますか。 

 

関連学会からキー施設を抽出し、第一医科の販売実績

調査と販売先ディーラー体制を調査した。（高度管理

医療機器の取扱い可否含む） 

当該製品の供給（生産、物流）体制は明確になって

いますか。 

生産体制を第一医科QMS下に構築する準備を実施

した。 

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。 

トレーニングプログラム開発のため、第一医科販売

員の知識強化を目的として関連学会に参加して関

連疾患と手術方法についての情報を収集し、知識向

上方法を検討した。ガイドラインについても情報収
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集した。クレーム処理体制は第一医科が維持してい

る GVP を基本とする。 

QMS 等の品質保証体制 

【チェックリスト販売・物流より】 

QMS 等の品質保証体制は明確になっていますか。 

 

第一医科が維持しているQMS品質保証体制に本開

発機用に追加必要部分を検討した。検査方法等は製

造体制構築、設計計画書作成時に検討する。 

広報・普及計画 

【チェックリスト 販売・物流・その他より】 

広報・普及計画は明確になっていますか。 チャネルに対するインセンティブなどの一般的な

セールス手法に加え、高度な知識を持ち市販後フォ

ローまで行えるセールススタッフ育成のための継

続的な教育が必須と考え、京都大学と福島県立医科

大学が核となり、関連学会と連携しながらガイドラ

イン化とトレーニング体制構築を継続的に実施す

る計画である。 

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。 

ガイドライン化とトレーニング体制構築にあわせ

て、施設、ツール、人的資源の投入タイミングと資

金繰りを明確にする計画である。 

海外に対する戦略は明確になっていますか。 第一医科が既に持つ CE を含む QMS 認証に加え、

品目として海外治験を実施することが海外医学会

での周知活動の点でも極めて有効である。JETRO

や各国の政府系機関と密に連携し、コマーシャルベ

ースでの販路を拡大するのに加えて、海外治験が可

能なファンドに継続的に挑戦することが、堅実かつ

継続的な海外市場への展開を実現する計画である。 

 

 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市販後安全の費用について不明瞭である。 ①事例を調査し、必要に応じて PMDAと相談する。 

知財 
①コンソーシアム内の関連特許について、発案

者、権利者、支払い主体の確認。 

①公開情報を第三者から整理分析し、関係主体と

協議する。 

技 術 ・

評価 

①保険収載への工程が不明瞭である。 

 

②製造時の個体差の許容範囲、検査基準が不明瞭

である。 

 

③保管条件、保管期間、輸送方法、梱包、滅菌の

バリデーションが不明瞭である。 

①有識者と相談し、またタイミングに応じて厚労

省経済課と相談する。 

②コンソーシアム内から情報収集、類似製品の情

報収集、製造企業との協議、試験機関への相談

を検討している。 

③コンソーシアム内から情報収集、類似製品の情

報収集、製造企業との協議、試験期間への相談、

試験外注等を検討した。 

その他

事業化

全般 

①海外市場対応が不明瞭である。 

 

①対象国の調査、選定を JETRO 他の有識者と行

う。 
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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 

これまでの研究成果と本委託事業の位置付けを以下に示す。 

 

 

2013-2014厚労科研 医療機器開発推進研究事業

2012厚労科研 医療技術実用化総合研究事業 2015AMED医工連携事業化推進事業

基礎研究

生物学的安全性試験 GLP:6項目8試験 生物学的安全性試験 GLP:2項目3試験
細胞毒性 皮内反応(ウサギ) 埋植

遺伝毒性 急性毒性(マウス)  [埋植(イヌ)、皮下埋植(ウサギ)］

 [復帰突然変異、染色体異常] 発熱性 亜急性全身毒性(ラット)

感作性(モルモット)  [発熱性(ウサギ)、エンドトキシン] 【非GLP：埋植(イヌ)】

【非GLP：抽出条件検討、埋植予備(ウサギ)】

PMDA開発前相談★

治験準備 治験準備、治験
計画書作成 計画書ブラッシュアップ

SOP案作成 概要書、説明文書、手順書作成

実施体制構築 

製造準備 技術移転、製造体制構築
製造方法確立 量産試作器作成

ミニ工場にて検証 量産試作工程の技術移転

GMP/QMS準拠製造体制準備 部材供給元の確保

★承認申請

販売戦略立案、体制構築 販売開始
市場調査 学会での情報発信

チャネル確保 医師向けトレーニング実施

アフターサービス体制構築 販売代理店にセールストレーニング

202019951990 20052000 2010 2015

世界初の臨床使用(京都･福島) 計12例で良好な成績

コラーゲンスポンジ開発(大型動物で安全性確認)

ポリプロピレンメッシュ+コラーゲン開発

<平成 27 年度事業計画概要> 

①試作機製造工程を改良して量産工程を第一医科を製販と

した QMS体制下で策定し、並行して試作機の安全性試験充足

を進める。 

②薬事承認申請の準備として、全般計画立案、書類作成およ

び治験の準備のための関係書類を整備する。 

③知財権利関係を明確にした上で知財戦略を立案する。 

④販売に向けては、ディーラーチャネルのアフターサービス

体制を調査し、販売対象となる医療施設の治療実施状況を調

査する。 

また部材供給元を平成 28 年度末までに確保・確定する。 
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(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 

人工気管(仮称) 生体内で自己組織の再生を誘導する in situ Tissue Engineering の手法でポリプロピレンメッシュとコラーゲ

ンスポンジを組み合わせた人工気管 

 

(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 試作機開発     

一次試作 

京都大学(再生研)内実験施設で既に成功し

ている試作製造工程を量産試作に向けて、評

価し改良し、資料として整備する。安全性試

験用の一次試作機を製作する。【京都大学(再

生研)】 

 

 

▶ 

＜手順１＞京都大学(再生研)を製造施設とした試

作製造工程の手順書を評価整備した。製品標準書、

製造手順書を主たる対象とした。 

 

＜手順２＞安全性試験用の一次試作機を製作した。 

・非 GLP イヌ埋植試験分 

・GLP イヌ埋植試験分  

・GLP ウサギ皮下埋植試験分  

・GLP ラット亜急性全身毒性試験（一部未完成） 

 

▶ 

・京都大学から第一医科 QMS 体系下に技術ノウ

ハウ移転 

製造技術の職人的ノウハウを京都大学、福島

医大から第一医科に伝承し、製品標準書のブラ

ッシュアップを行う。またコア原材料調達先と

購買条件を調整し製造原価を精査する。 

・第一医科 QMS体系下にて試作設備を開発設計 

初年度に候補とした製造外注先企業複数社

を基に製造外注先企業を決め、第一医科、京都

大学、福島医大監修のもとに試作設備を開発設

計する。 

・二次試作を行う。 

・製品標準書、職人的ノウハウ、開発設計にお

いて品質、有効性、安全性を担保するための基

本となる設計関連文書を京都大学、福島医大、

外部評価機関と協力して整備する。（薬事戦略

と連携） 

その他 

・初年度で不足した安全性試験用試作機を製造

する。 

・量産製造での設備投資を検討する上でボトル

ネックとなる工程を整理し製造手順の効率化

を検討する。 

・製造工程の特許に記述されていない細かな製

量産試作工程の整備 

京都大学(再生研)内実験施設の環境を基に、

京都大学は一次試作で作成した資料に基づ

き、量産試作工程を第一医科に技術移転す

る。第一医科は技術移転した結果に基づき第

一医科内での工程を整備しその結果をまと

める。また部材供給元を平成 28 年 3 月まで

に確保･確定する。【京都大学(再生研)、第一

医科】 ▶ 

＜手順１＞京都大学(再生研)内実験施設の環境を

基に一次試作で作成した資料に基づき、京都大学

QMS関連 SOP文書と第一医科 QMS関連 SOP文書を照

合してそれぞれの過不足を評価し、文書整備の課題

を抽出した。 

＜手順２＞京都大学製造資料に基づき部材供給元

に現在の供給状況他を直接確認した。 

部材供給元（代理店含む）3 社に見積を依頼。2 製

品は見積入手済み。1製品は直接商談した。 

＜手順３＞製造工程での検査を想定した人工気管

のスポンジ構造の評価基準化のための研究を実施

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 

造ノウハウの準備のためにライセンスを前提

とした NDA体制の整備が必要であり、ライセン

ス契約を前提とした共同研究体制を早期構築

する。これに基づき製造先企業を選定する（設

備準備、販売数量、製品仕様と製造手順）。 

安全性試験 

PMDA 対面助言にて個別に確認を受けた各

試験のうち、未実施であった非 GLP 試験（イ

ヌ埋植試験）及び GLP 試験（ウサギ皮下埋

植本試験、ラット亜急性全身毒性試験、イヌ

埋植試験）を第一医科が外部機関を活用して

試験を実施する。なお、動物実験については

京都大学・福島医大が担当する（業務分担は

下表参照）。【第一医科、京都大学(再生研)(耳

鼻咽喉科)、福島医大】 

▶ 

＜手順１＞外部試験機関は株式会社新日本科学を

選定し、試験計画書に基づき GLP試験を実施した。

非 GLP 試験を京都大学施設内で実施した。以下に

GLP3試験の実施内容の概略を記す。 

イヌ埋植試験：試験計画書作成し手術実施。 

剖検（半数）実施済み。 

ウサギ皮下埋植試験：試験計画書作成した。1月上

旬から試験実施した。 

ラット亜急性全身毒性試験：試験計画書作成した。

本年度中動物発注した。 

▶ 

（次年度から薬事戦略に整理する。） 

・生物学的安全性試験充足 

GLP生物学的安全性試験（ウサギ皮下埋植本試

験、ラット亜急性全身毒性試験、イヌ埋植試験）

を完了し試験結果を評価する。 

 

②薬事戦略     

体制づくり 

京都大学は、承認申請までのタイムライン作

成と安全性試験など各プロセスの検証を行

う。また、過去の医療機器開発の事例や安全

性評価のための大規模なデータを解析し、試

験デザイン、試験機器の概要についての検討

を行う。その結果に基づき第一医科は、薬事

承認に向け第一医科を製販とした QMS体制を

策定する。【京都大学(薬剤疫学)、第一医科】 

▶ 

＜手順１＞京都大学(薬剤疫学)と第一医科は承認

申請までのタイムラインを作成した。 

＜手順２＞京都大学(薬剤疫学)は設計プロセスを

検証し市販後の回収リスクに関わる検討を実施し

た。 

＜手順３＞京都大学(薬剤疫学)は市場調査プロセ

スを検証し DPC データベースを用いた現状治療状

況を調査した。 

＜手順４＞第一医科は承認に向けて PMDA 面談内容

を整理し QMS体制を検討した。 

▶ 

・設計資料整備(設計インプット、リスクマネ

ジメント) 

対象疾患の発症及び治療データ解析を活用し

製品設計計画書、設計文書（工程入出力情報、

バリデーション）リスクマネジメント、製品標

準書等の不足部分の充足、エビデンスの整理を

行う。（試作機開発と連携） 

 

治験準備 

第一医科は外部治験支援機関を利用して、京

都大学(耳鼻咽喉科)と福島医大及び関連施

設での治験を準備する。具体的には、治験実

施に必要な治験実施計画書（案）、治験機器

概要書（案）、同意説明文書雛形（案）のほ

か、治験実施に必要な手順書を作成する。【京

都大学(耳鼻咽喉科)、福島医大、第一医科】 

▶ 

＜手順１＞協力事業者を(株)CTD と選定し、SOP 文

書の作成をした。 

＜手順２＞ 

京大治験管理部と打ち合わせを実施し、モニタリン

グ業務を外注とする方針を決め、DOTインターナシ

ョナルを選定し、モニタリング計画書を作成した。 

▶ 

・PMDA治験届提出と関係施設 IRB 

初年度成果物を精査し物理的な性能評価な

どの不足を充足し治験届を提出する。治験計画

書に基づき 3施設の IRB承認を得る。 

・多施設治験開始 
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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 

③知財戦略     

体制づくり 

開発計画に沿った知財戦略体制を構築する。

具体的には第一医科が京都大学各関係者と

調整し共同研究に関する契約を締結し知財

権利関係を明確にする。【第一医科】 

▶ 

＜手順＞産学連携本部、関西 TLO、外部資金掛、 

基本契約をもとに京都大学内知財主体を確認し、窓

口部門と交渉開始した。 ▶ 

・特許契約 

京都大学保有特許に関するライセンス契約に

ついて、京都大学と第一医科間での契約を前提

に調整し、契約内容を具体化する。 

 

戦略検討 

これまでの京都大学での研究開発に関わる

出願案件等を多角的に検討し、知財戦略をま

とめる。【第一医科】 ▶ 

＜手順＞クリアランス調査を実施した。他者が保有

する特許に本開発機が抵触する可能性を調査した。

日米で 8 件の特に注意すべき特許を抽出した。 
▶ 

・特許化可能要素検討 

初年度成果物に基づき追加して特許化可能

な要素を検討する。 

・先行技術調査 

特許化可能な要素に関する先行技術調査を行

う。 

④販売戦略     

チャネルの確保･アフターサービス体制の構

築 

第一医科の既存販売体制を本件フィッティ

ングための為、ディーラー体制を調査する。

【第一医科】 

▶ 

＜手順＞本件の販売対象となる可能性がある施設

をリスト化し、各施設の第一医科と取引実績のある

ディーラーを取引規模の多い先から順に紐付けし

た。 

▶ 

・情報共有 

初年度実施した市場情報と医療経済および

患者アウトカム研究と、対象疾患の発症及び治

療データ解析の内容を整理、理解し現状認識を

コンソーシアム内で共有する。 

・キードクターのヒアリング 

共有した認識のもとにコンソーシアム外で

本術式が可能と考えられる施設やキードクタ

ーから対象症例に関するヒアリングを行う。 

・プロモーション計画改定(トレーニング体制

案準備) 

共有した認識のもとにディーラーチャネル

から類似要素がある製品販売状況に関するヒ

アリングを行いトレーニング体制などプロモ

ーション計画を改定する。 

・収益モデル改定 

ヒアリングした情報、患者アウトカム研究、

発症及び治療データ解析を考慮し、保険収載見

通しを計画し収益モデルを改定する。 

市場調査 

本事業術式が可能と考えられる施設で行わ

れている現在の術式、症例数を調査する。ま

た手術法の固定、研修、ガイドラインの作成

を準備する。具体的には学会情報等を整理

し、実施可能施設のヒアリングを行いまとめ

る。【第一医科】 

▶ 

＜手順１＞ 

・ヒアリング等、学会参加して情報収集を行った。 

 

＜手順２＞ 

・気管狭窄症に係る医療経済・アウトカム研究の文

献検索を実施 

 

＜手順３＞ 

・本開発機の想定顧客（想定対象疾患）を設定し、

公開情報から年間症例数を推計した。 

 

＜手順４＞ 

公開情報から対象症例実施数を調査した。 

コンソーシアム外のキーになる医師 2 名にヒアリ

ングを実施した。 

 

▶ 
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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 

領域 変更前 変更後 変更理由 

対象とする 

課題・ニーズ 

変更なし － － 

機器スペック・

ビジネスモデル 

（計画なし） 患者アウトカム研究を実施する。 本開発機の対象疾患に対し、患者 QOLを評価

する計画がなかった。 

（計画なし） 医療経済評価を実施する。 保険収載も含め、医療技術に対して経済的な

評価をする視点と情報がなかった。 

事業化体制 変更なし － － 

事業化計画（開

発･薬事・上司

スケジュール） 

（計画なし） 設計関連文書について整備する。 製品標準書、承認申請文書、トレーニング資

料などの基となる文書を製造販売業者とし

て整備する必要に気が付いたため。 

治験について平成 28 年 6 月から平成 29 年 9

月実施。 

平成 28 年 11 月から平成 30 年 3 月に実施予

定。 

事業管理体制の構築に時間がかかったため。 

また、治験開始の条件に付いて認識が不足し

ていた。 

 

(2) 有識者委員会･伴走コンサルでの指摘事項とその対応 

領域 指摘事項 対応 

薬事 PMDA 相談の過程で一般的名称など承認時の内容が明確になってい

ない。今後の PMDA 相談では、例えば承認申請前相談などを利用し

て明確にすべき。 

既に複数回の PMDA 相談で課題は明確と考えるが、あらためてコス

トとタイミングから PMDA 相談の機会を検討する。 

知財 先行特許調査と保有特許の整理は今年度中に行うべき。 クリアランス調査を実施した。継続して外部専門家に依頼することを

計画し見積を取得した。 

技術・評価 販売戦略立案でどの医師に何を聞くかを明確化すべき。 検討中。 

市場性評価で人工気管の適用をどこまで広げられるか検討すべき。 市場性評価で検討した。 

売れ続ける仕組みが不明瞭である。 トレーニングを中心に再立案した。 

そ の 他 事 業

化全般 

具体的な実施内容を明確に経過報告すること。（元気に） 本資料にて対応した。 
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(3) 採択・継続条件への対応状況 

採択条件 対応状況 

平成 28年 3 月までに部材供給元を確保・確定させること。 部材供給元それぞれに、供給の可否、供給の継続性について確認した。また

国外の一か所を除き、現状での入手金額を確認することができた。 

 

 

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 

試作機開発(①)として、初年度研究内容を基に第一医科 QMS 体系下で量産設備を開発設計し技術移転による二次試作を行う。薬事戦略(②)として、

初年度開始した GLP 生物学的安全性試験の不足分を充足し PMDA 治験届提出と関係施設 IRB を経て多施設治験を開始する。また QMS 設計プロセ

スに基づく設計資料を整備する。知財戦略(③)として、初年度クリアランス調査を基に特許化可能要素検討し先行技術調査を実施する。販売戦略(④)

として、初年度整理した市場情報と医療経済および患者アウトカム研究に基づきキードクターへのヒアリングとトレーニング体制及び収益モデルの

ブラッシュアップを行う。 

 

(2) 平成 28 年度委託事業の実施内容 

項目名 実施主体 具体的な内容 

①試作機開発 第一医科 

京都大学 

福島医大 

初年度研究内容を基に第一医科 QMS 体系下で試作設備を設計し、各大学からノウハ

ウを継承による二次試作を行う。設計関連文書を整備する。 

②薬事戦略 第一医科 

京都大学 

福島医大 

初年度開始した GLP生物学的安全性試験の不足分を充足し PMDA治験届提出と関係

施設 IRB を経て多施設治験を開始する。また QMS 設計プロセスに基づく設計資料を

整備する。 

③知財戦略 第一医科 初年度クリアランス調査を基に特許化可能要素検討し先行技術調査を実施する。 

④販売戦略 第一医科 

京都大学 

初年度整理した市場情報と医療経済および患者アウトカム研究に基づきキードクタ

ーへのヒアリングとトレーニング体制及び収益モデルのブラッシュアップを行う。 

 

(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 設計資料の充足、同等性（品質）の評価基準策定、保管期間、方法の検討、滅菌バリデーションの内容検討 

市販後安全調査について準備と情報収集 

承認申請資料の準備 

知財 出願内容について検討 

クリアランス調査結果の深堀 
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領域 検討・実施すべき事項 

－ 

技術・評価 治験開始、承認申請、製造販売それぞれの段階に向けて必要事項を評価する 

－ 

－ 

そ の 他 事 業

化全般 

保険収載、学会との連携 

ガイドライン作成、トレーニングプログラムの開発準備 

－ 
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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 

 
 

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 

事業管理機関の体制構築スピードに改善すべき点があった。より早期に体制を確立することで活動を

前倒しにできたと反省する。既に体制を構築できたので次年度より改善できる。 

 

(2) 事業の進め方 

契約前の業務計画書作成ステップで AMED 及び三菱総研に質問する際に改善すべき点があった。より

的確な質問をすることで活動を前倒しにできたと反省する。担当者との関係構築と経験により次年度よ

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。 △一部
対象となる疾病・診療科等が明確になっていますか。 △一部
当該製品の業界特性は把握できていますか。 △一部
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。 △一部
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。 △一部
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。 △一部
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。 △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
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。 ○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。 △一部
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。 ○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。 △一部
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。 △一部
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。 △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。 △一部
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。 ○十分
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。 △一部
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。 △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

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



 

20  

り改善できる。 

 

(3) その他 

特になし。 

 

 

1.10 事業に関する連絡窓口 

 

第一医科株式会社 

〒113-0033 東京都文京区二丁目 27番 16号 

電話: 03-3814-0111 / FAX: 03-3814-0135 / E-mail: dinagaki@first-med.co.jp 

担当：稲垣 太輔 

 

 


