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1. 事業の概要 

在宅医療現場で使用されている人工呼吸器の約 98％が輸入製品であり、輸入比率の高い医療機器のひ

とつとなっており、市場からは国産品を要望する声が強い。 

本事業では、在宅医療現場のニーズを踏まえ、半導体産業で培ったマイコン制御技術や装置開発技術

をはじめとする“ものづくり技術”を活用して安全・安心・快適な在宅用人工呼吸器の開発を行い、市

場に提供し、健康寿命の延伸と共に、人工呼吸器市場の輸入超過の解消に寄与する。 

 

 

 

在宅用人工呼吸器の開発・事業化

●安全・安心・快適な在宅用人工呼吸器の開発●
エスティケイテクノロジー㈱、鶴崎海陸運輸㈱、㈱ホックス、大分大学、（公財）大分県産業創造機構

在宅医療の現場ニーズを踏まえ、半導体産業で培った、マイコン制御技術、
装置開発技術をはじめとする “ものづくり技術”を活用して、医療機器の分
野へ参入し、患者さんにとって安全で使いやすい製品を提供することを目指
して開発を進めていく。（大分県大分市、資本金 1.81億円、従業員数 390
人）

H27-203

在宅用人工呼吸器試作機

安全・安心・快適な人工呼吸器を提供

国産の在宅用人工呼吸器が求められる背景

エスティケイテクノロジー：ものづくり技術を活かした事業展開

●高齢者の増加 → 2025年には総人口の30%以上が65歳以上。
高齢化に伴い、肺疾患患者数の増加が見込まれる。

●在宅医療の推進 →国民の60%以上が自宅療養を望んでいる。
在宅での呼吸管理が必要な患者増加が見込まれる。

●輸入品に依存した状況の改善
→ 人工呼吸器は98%以上が輸入品、国産品を望む声は国民の80%以上。

国産の在宅用人工呼吸器の需要増加が見込まれる。

 呼吸波形パターンを複数種類搭載することで、患者さん毎に最適な
呼吸波形を選択して、不快感を減少することを実現。

 在宅で使用するため、専門知識の無い操作者を日本語音声でサポート。
 災害時の停電対策として長時間動作可能なバッテリを内蔵しながら、

他社製品よりも小型・軽量を実現。

Class Ⅲ

平成27（2015）年8月時点

呼吸波形選択のイメージ

STK A社 B社

内蔵 4.6h 無 2.0h

外付 14.2h 5.0h 8.0h

バッテリ動作時間

製造企業
医療機器製造業［44BZ000045］

(株) ホックス
• ハードウェア設計
• 量産時の製造

製販企業
第一種製造販売業[取得予定]

エスティケイテクノロジー(株)
• 仕様検討、設計開発
• 製品化、事業化
• 第一種製造販売業取得

平成27（2015）年8月時点

委託事業実施体制

助言/承認

相談/申請

助言

PL

中

新

中

助言

医薬品医療機器総合機構
（PMDA）医療機関

大分大学医学部
• ニーズの提供
• 試作機への評価、助言
• 臨床評価

医工連携支援機関

(公財)大分県産業創造機構
• 事業管理

事業管理機関

企業

鶴崎海陸運輸(株)
• ハードウェア設計
• ソフトウェア設計

SL

医療機関
（国内）

販売企業
医療機器販売業

医療機器メーカー

アドバイザー
鳥取大学医学部

アドバイザー
薬事コンサルタント

中
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1.1 事業の目的 

在宅医療の現場で使用されている人工呼吸器の約98％が輸入製品であり、輸入比率の高い医療機器の

ひとつである。本事業では、医療機器の輸入超過を解消し、健康寿命の延伸に寄与する製品を市場に提

供する事を目的に、在宅医療の現場ニーズを踏まえ、半導体産業で培った“ものづくり技術”を活用し

て、ユーザビリティに適した安全性の高い在宅用人工呼吸器の開発を行う。 

製作する人工呼吸器は以下の4点の特長を持っている。 

・患者さんに最適な呼吸波形を供給する。（呼吸波形の選択は医療従事者のみ可能とする） 

・音声ガイダンスやカラー液晶モニタを用いた見やすく分かりやすい操作性。 

・震災対策、及び長時間稼働なバッテリの搭載、高い圧力が患者さんに掛からないための 

 圧力開放弁の搭載。 

・小型、軽量。 

また、製造販売業許可の申請時期は平成28年7月頃、上市は平成29年3月頃を予定している。 

 

 

1.2 事業の実施体制 

事業管理機関：公益財団法人大分県産業創造機構 

PL： 金田 孝文（エスティケイテクノロジー株式会社） 

SL： 藤村 和見（鶴崎海陸運輸株式会社） 
共同体： ①エスティケイテクノロジー株式会社 

  ②鶴崎海陸運輸株式会社 

  ③株式会社ホックス 

  ④国立大学法人大分大学医学部 
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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 在宅用人工呼吸器 クラス分類 クラスⅢ 

製品名 未定 分類名称（一般的名称） 成人用人工呼吸器 

対象疾患 COPD、肺結核後遺症など 届出／認証／承認 承認 

想定される販売先 地域中核病院、診療所など 新／改良／後発 後発 

使用目的又は効果 
本品は、閉塞型睡眠時無呼吸及び呼吸不全を有する成人患者及び小児患者に対し、在宅、医

療施設又は病院で、鼻マスクや口鼻マスクの非侵襲的換気の補助を目的として使用する 

薬事申請予定者 エスティケイテクノロジー㈱ 医療機器製造販売業許可 取得予定 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

㈱ホックス 医療機器製造業許可 44BZ000045 

 業許可  

 業許可  

 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 28（2016）年 8月 未定 

上市時期 平成 29（2017）年 3月 未定 

想定売上（上市後 3年目） 10.5億円／年（平成 32（2020）年時点） 未定 

市場規模（上市後 3年目） 160億円／年（平成 32（2020）年時点） 未定 

想定シェア（上市後 3年目） 6.5％（平成 32（2020）年時点） 未定 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

平成 26 年度に開発試作を行った在宅用人工呼吸器の外観写真を以下に示す。 

本試作機の外形寸法は H110mm、W148mm、D228mm であり、重量 2kg 程度となっており、既存の機

器より小型であり軽量である。本試作をベースに改良を行うものである。 
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(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 

・想定顧客：地域中核病院、診療所 

・対象ユーザー：COPD（慢性閉塞性肺疾患）、肺結核後遺症、神経筋疾患などの患者 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・患者数：約 2 万 2 千人 

・レンタル費用：60 万円/年間 

緑：エスティケイテクノロジー 

青：他社 

在宅用人工呼吸器のレンタル金額(年間 60 万円)での市場規模の推移を上記に示す。 

年々右肩上がりで伸びていることが確認出来る。 

エスティケイテクノロジーでは 2017 年度の上市、2020 年度には約 6.5%の市場獲得を目指す。 
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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 

（１）フィリップレスピロニクス社、レスメド社など 

（２）BIPAP A40（フィリップレスピロニクス社）、Stellar 100（レスメド社）など 

（３）後発医療機器であるため、すでに市場には大手医療機器メーカーの輸入製品が 

   多数存在していることから、いかにして製品の優位性をアピールし差別化していくかが 

   課題であると認識している。 

 

 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）人工呼吸器としての基本性能を維持しつつ呼吸波形パターンを複数種類搭載し、 

  患者さん毎に最適な呼吸波形をカスタマイズする機能が最も重要な差別化ポイントである。 

 

 （２）長時間稼働可能な内部バッテリの搭載、および、外部バッテリの接続により災害時の長時間 

    停電や外出など QOL（Quality Of Life）の向上に対応する。バッテリ駆動による稼働時間は、 

    既存の同サイズの他社製品と比較して約 2 倍である。 

 

 （３）在宅で使用するに当たり、専門知識の無い操作者を日本語音声でサポートする音声ガイダンス 

    機能搭載。 

 

 （４）圧力開放弁の搭載。 
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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 
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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） 0.78 0.34 0.50 0.35 0.30 0.25 0.20    

 うち委託費 0.78 0.34 0.00 － － － －    

 うち自己負担 0.00 0.00 0.50 0.20 0.30 0.25 0.20    

売上高（単位：億円） 0.00 0.00 0.00 1.50 4.50 7.50 10.50    

販売数量（単位：） － － － 100 300 500 700    

 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） － － － － － － － － － － 

販売数量（単位：） － － － － － － － － － － 

 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） 0.78 0.34 0.50 0.35 0.30 0.25 0.20    

 うち委託費 0.78 0.34 0.00 － － － －    

 うち自己負担 0.00 0.00 0.50 0.20 0.30 0.25 0.20    

売上高（単位：億円） 0.00 0.00 0.00 1.50 4.50 7.50 10.50    

販売数量（単位：） － － － 100 300 500 700    

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

本事業の初期から協力を頂いている大手医療機器メーカーの販売網を利用しての販売を想定しており、

販売メーカーが現在取り扱っている他社製品を弊社製品へと置き換えることで市場へ製品を投入するこ

とを計画している。初年度(2017 年度)は、市場のシェアの約 1%を目標として、年々シェアの拡大を狙う。

上記の計画表は市場品と同程度の販売価格を想定している。 

 

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”   

・QMS（Quality Management System）構築により品質の安定化を図る。 

・販売業者との連携により市場ニーズを取込み、安全・安心・快適な新製品開発をおこなう。 
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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 

 医療機器製造販売業申請に関する相談（2015 年 12 月 10 日@大分県薬務室） 

安全管理責任者の資格要件についての相談を実施。助言に基づき専任担当者を選定することとした。 

 承認申請に関する相談（2015 年 12 月 11 日@PMDA） 

一般的名称、申請区分についての相談を実施。相談の結果、一般的名称は「成人用人工呼吸器」、 

申請区分は「後発」とする。 

 医療機器製造販売業申請に関する相談（2016 年 01 月 25 日@大分県薬務室） 

申請に必要となる規定類などの確認。その他、申請時の手順などについての助言を頂いた。 

 

 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） 

顧問弁理士に既存特許を調査依頼し、ピックアップした特許の調査を実施。 

 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 

製造企業
医療機器製造業［44BZ000045］

(株) ホックス
• 量産品の製造

製販企業
第一種製造販売業[取得予定]

エスティケイテクノロジー(株)
• 全体管理、製造指示
• 製品開発
• ニーズを反映した改良
• 保守対応

平成27（2015）年8月時点

上市後のビジネス体制

PL

中

新

中

医療機関
（国内）

販売企業
医療機器販売業

医療機器メーカー

ニーズ
クレーム

販売
レンタル

販売

ニーズ
クレーム
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呼吸波形の複数搭載など、主要な特長となる技術は特許出願を実施。 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

顧問弁理士に相談の上で対応。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

リスクマネジメントで対応。 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

 改正医療機器等法に関する情報収集を実施。PMDA、医療機器センター、大分県薬務室へ相談。 

 

 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

販売については、事業当初より協力をいただいている医療機器メーカーの販売網を利用することを 

想定している。製造工場としてはコンソーシアムメンバーの㈱ホックスで行う予定である。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

医療機器販売メーカーと相談の上、検討を行う。 

 QMS 等の品質保証体制 

社内５役の選出、及び組織構築。品質マニュアル等必要となる規定類の策定。 
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 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 

①三役(総括製造販売責任者、国内品質業務運営

責任者、安全管理責任者)特に安全管理責任者

の要件が厳しく、社内に適任者が不在のため、

外部からの招聘を検討するなど QMS 体制の構

築への対策が必要である。 

②グループ会社における製造販売業、製造業、設

計製造業体制の構築を実施しなければならな

い。 

①三役については社外部からの人材募集を検討

体制構築については薬事コンサルタントと契

約して相談 

 

 

②薬事コンサルタントと契約して相談 

 

知財 
①他社から特許侵害を受けた場合のどのような

対応策を実施するか明確になっていない。 

①弁理士と相談して対策方針を検討 

技 術 ・

評価 

①製品の特長である複数の呼吸波形パターンに

ついての臨床評価をどのように実施するかの

計画が作成出来ていない。 

②各患者さんに適した呼吸波形パターンをカス

タマイズする為の設定方法の検討が必要であ

る。具体的には、どのような画面操作を実装す

るのが使いやすいか、ユーザーの意見をうかが

った上の検討が必要である。 

①大分大学医学部と相談の上、計画を作成 

 

 

②ユーザー評価を利用するなどして、臨床工学技

士、患者さん、およびその患者ご家族等からの

ニーズの収集を検討 

その他

事業化

全般 

①製品の広報、普及計画が明確になっていない。 

 

②海外展開を目標とするが、現時点で具体的な計

画作成には至っていない。 

①販売業者と連携を図り、学会や展示会への出展

計画の立案 

②東南アジアを対象に調査を開始 
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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 

平成 27年度は平成 26年度の試作機で見つかった課題の解決と未完了項目の機能実装を行い、 

平成 28年度の機器承認を目標とした試作機の完成。 

 

(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 

二次試作機 
本製品の特長である呼吸波形パターンを作成するためのアルゴリズムと騒音、振動の対策を実施した 

人工呼吸器の試作機。 

  

  

 

(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振動騒音対策 

（目的） 

昨年度に製作した試作機は振動、騒音が

問題となっている。その対策としてブロア

ー単体、ブロアーケース、筐体全体の改良

を行う。 

（目標値） ※装置全体での目標値 

・振動：0.12m/s2 未満 （未達） 

・騒音：30dB 未満 （未達） 

（実施内容） 

・ブロアー：ブロアーは下記の圧力、流量、

形状を達成できたが、振動のみ目標に    

到達しなかったため、今期は振動に着目

して改良を行う。 

 - 吐出圧力：60hPa 以上 （達成済み） 

 - 流量  ：200L/min 以上 （達成済み） 

 - 振動  ：20m/s2 未満 （未達） 

・ブロアーケース：ブロアーの振動により

発生する騒音を低減するため、ブロアー

▶ 

対策検討が完了して、8月末より製作を開始。 

10 月の製作完了予定である。 

（対策案の検討に当初より時間を要したため計画を

変更） 

 

■第 2回報告 

 10月 28日に筐体、10月 30 日にブロアーケース 

 納品済み。データ取得のための評価はこれから 

 実施予定。 

 ブロアーについては納品完了が 11月末と予定 

 より遅れているため、現時点では未評価である。 

 

■第 3回報告 

・騒音、振動について測定を行ったところ、 

 騒音については昨年度より 10～15%程度の低減 

 していることを確認。 

・振動については測定箇所によって異なるが、 

 概ね昨年度と同程度。 

▶ 

・ブロアーの振動を筐体に伝えないためにはブ

ロアーが宙に浮いていることが理想的だが、

そのような設置方法は可能か。 

・ブロアーから患者回路までの騒音対策を検討

する。(風路設計) 

・人間が不快と感じる周波数帯があるのか？あ

る場合にはそこを集中的に下げる対策は有効な

のか。 

・振動を改善するためにブロアーの取り付け 

 方法の検討を実施。 
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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 

取り付けのクッション材の形状変更と材

質変更、取り付け方法の見直しを行う。 

※振動騒音対策以外として、組立工数の削

減を目的とした改良も行う。 

・筐体全体：装置全体の振動を抑えるため 

に筐体の上下ケースへリブを追加し補強 

する。 

②バルブ制御の改良 

（目的） 

任意の呼吸波形を生成するためには回転

角度に応じての圧力変化がリニアである必

要があるが、昨年度の試作機ではリニアな

圧力波形とならなかった。その対策として

バルブの開口形状、及び回転制御の改良を

行い、圧力変化をリニアとする。 

（実施内容） 

・吐出圧力が回転角度に応じてリニアな変

化となるようにバルブ内筒の開口形状を

変更する。 

・個々の患者さんに適した任意の呼吸波形

を供給することを目的として、バルブの

回転角度に応じた圧力変化を事前に予測

し、供給する圧力の上昇、下降を制御す

るためのアルゴリズムを作成する。 

※本技術は特許出願済み。 

▶ 

対策検討において、圧力変化の理論式は把握できて

いるが、それを実現するための理想的なバルブの開

口形状を検討中である。 

 

■第 2回報告 

・バルブ内筒については複数の開口形状を製作して 

 比較評価を行う。内筒の形状については候補とな 

 る形状を何種類か検討しており、製作に向けて 

 業者と調整中である。 

・制御アルゴリズムはバルブの製作が出来ていない 

 こともあり、圧力上昇、下降のアルゴリズムに 

 ついては製作途中である。 

 

■第 3回報告 

・内筒の形状検討は完了 

・二種類の形状を製作して比較評価を予定 

  

▶ 

・実際に製作したバルブを用いて、圧力の上昇、

下降の変化を測定。測定データから更なる改

善点を検討する必要がある。 

・改良後のバルブの圧力波形から、事前に吐出

圧力を予測してバルブを制御するためのアルゴ

リズムやプログラムの修正を実施。 

③圧力開放弁の改良 

（目的） 

異常圧力（高圧）が発生した場合、圧力

を開放するためのバネ状の弁を製作した

が、昨年度の試作品はバネが硬過ぎ、異常

圧力発生時に弁が動作しなかったため、改

良を行う。 

（目標値） 

・開放圧力：60hPa（未達） 

（実施内容） 

・形状と硬さの異なる圧力開放弁を複数種

▶ 

対策検討までは完了済みだが、サブテーマ②と併せ

て製作を行うため、②の対策検討完了待ち。 

 

■第 2回報告 

・当初の対策案ではバルブに取り付ける弁の形状を 

 見直すこととしたが、検討した結果、現状の弁の 

 取り付けでは空気の排出量が少ないため、十分な 

 効果が得られないことが分かった。 

・排出量の増加を実施する場合には、圧力開放弁と 

 取り付けるバルブの形状が大きくなり、現状の 

 筐体には格納できずに装置全体での変更が必要と 

▶ 

開放弁の動作圧力のバラつきを抑えることが必

要である。 

 

バルブの小型化と空気の排出量増加は相反する 

テーマであるため、同時に実現するための検討

が必要である。 
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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 

類製作して異常圧力での動作確認を実施

する。 

※本技術は特許出願予定。 

 なることから、再度の対策検討と予算の見直しが 

 必要となる。今年度は対策の検討までを実施し、 

 製作については来年度に実施する。 

 

■第 3回報告 

・第 2回から進捗は無し。 

 

④制御基板の改良 

（目的） 

量産時の組み立て工数の削減のための改

良と不具合の修正を行う。 

（実施内容） 

・量産時のコスト削減を実現するために、

コネクタ等の部品配置を見直すことで、

配線の引き回しを簡素化し、製造工程に

おける組み立て工数の削減を図る。 

・昨年度設計した制御基板は、回路図の不 

具合によりジャンパーが発生したので基 

板変更を行う。 

▶ 

基板製作中。10 月の製作完了予定である。 

（改良検討に時間を要したため、回路設計の着手が

遅れたため計画を変更） 

 

■第 2回報告 

・10月 16日に納品済み。変更箇所の評価は完了 

 しており、特に問題は無し。 

 

■第 3回報告 

・基板評価を実施している。特に問題は無し。 

▶ 

安全性試験など評価項目の妥当性を確認する。 

※項目に漏れが無いか 等 

⑤ソフトウェア開発 

（目的） 

上述したバルブ制御アルゴリズムの改良

を実施するが、それ以外として音声ガイダ

ンスなど付加機能を実装し、製品の特長と

なる機能を実現する。 

ここではバルブ制御アルゴリズムを除く

ソフトウェアの機能について記載する。 

（実施内容） 

・以下に記載する機能を制御するためのド

ライバやサブルーチンの作成を行う。 

- 音声ガイダンス機能 

- Bluetooth 通信機能 

※在宅ネットワークへの接続対応。 

※周辺医療機器との通信手段に用いる。 

⇒周辺医療機器との連携について特許出願

済み。 

▶ 

音声ガイダンスや LCD 画面などの機能を作成済み

である。 

引き続き機能の実装を行う。 

 

■第 2回報告 

・順次、追加機能の作成と実装を行っている。 

・画面イメージと操作性については 11 月 18日に 

 開催予定の第 2回プロジェクト会議において、 

 大分大学医学部の先生方と協議した上で、要望や 

 指摘事項を反映して改善する予定。 

 

■第 3回報告 

・呼吸波形についてのアルゴリズム作成を実施して 

 おり、CPAPについては他社製品と同程度の圧力 

 波形を実現出来ている。 

 

▶ 

・音声や LCD の表示内容について、人間工学的

な観点を盛り込んだデザインの実装が必要と

考えるが、その相談相手を選定する。 

・呼吸波形を選択するのではなく、カスタムに

するためのアルゴリズムを開発する。 
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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 

- バッテリ充放電制御 

- LCD 画面表示 

※患者さんに最適な呼吸波形を選択するた

めの画面表示イメージの作成。 

⇒呼吸波形選択画面について特許出願済

み。 

- 警告処理 

- 自己診断機能 

- 保守用ソフトの作成 

※モニタリングやログ収集を行う保守用 PC

ソフトの作成。 

⑥総合評価 

（目的） 

試作機の機能、性能、及び安全性の評価

を行う。 

（実施内容） 

・製品仕様、機能仕様に基づいた評価を実

施する。 

・リスクマネジメントを含め、基本要件適

合性チェックリストに基づいた評価を実

施する。 

・以下の規格について、可能な範囲で適合

確認を行う。 

- JIS T 0601-1：2012（基礎安全及び基本

性能に関する一般要求事項） 

- JIS T 0601-1-1：2005（医用電気システ

ム安全要求事項） 

- JIS T 0601-1-2：2012（電磁両立性） 

▶ 

仕様書類は作成済み。評価項目を作成中である。 

 

■第 2回報告 

・評価項目を作成中である。 

・ブロアーやバルブの製作完了が当初より遅れて 

 おり、12月から機能性能試験を実施する。 

・安全性試験等、その他の評価については来年度 

 に量産試作機を用いて評価を実施する予定で 

 ある。 

 

■第 3回報告 

・第 2回から進捗は無し。 

 

 

 

  

▶ 

準拠する規格の妥当性を確認する。 

※項目に漏れが無いか 等 

⑦特許対応 

既存特許調査については関連特許を抽出

し、内容を確認の上、特に抵触している特許

が無いことは確認済み。出願特許については

弁理士との打ち合わせを月に 2 回程度定期的

に実施し、出願を進めることとする。本年度

の目標出願件数は 5件とする。 

▶ 

目標 5件の出願に対して、1 件出願済みである。 

弁理士と定期的に打ち合わせを実施した。 

 

■第 2回報告 

・海外出願について、検討中である。 

 ※国内出願済みのうち、どの特許を出願するか、 

  出願先はどこか。 

 

▶ 

・新規特許の検討と出願の実施（目標 4件） 

・昨年度から 4 件の特許を国内出願している。

それらの特許について、海外出願が必要か精査

を実施。必要と判断した物については弁理士と

相談の上で出願を進める。 
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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 

■第 3回報告 

・1件の新規特許について出願を検討中 

 

⑧医薬品医療機器等法対応 

薬事コンサルタントと契約して、コンサル

タントの助言を参考に、薬事戦略を作成し、

製造販売業許可や ISO13485、製造承認取得

のための申請準備を行う。 

・PMDAに対しての相談事項や相談時期の検

討、必要となる評価内容の検討等。 

・認証機関の選定。 

・必要に応じて医療機器センターへ相談。 

▶ 

薬事コンサルタントと契約した。体制づくりを検討、

実施した。 

 

■第 2回報告 

・製造販売業許可申請に向けた体制図を作成。 

・品質マニュアルの作成途中。 

 

■第 3回報告 

・大分県庁薬務室を訪問し、体制について相談。 

・PMDA無料相談に参加。 

 

▶ 

・安全管理責任者について、自社 HPなどを通

じて人員の募集を実施。 

・各申請に向けての書類作成の実施。 

・品質マニュアル、各規定の作成 

⑨販売戦略の作成 

上市後の販売については販売担当の医療

機器メーカーを通じて対応することは確定

済み。 

目標台数、販売価格、海外展開など上市 

後の計画について作成を行う。 

▶ 

医療機器メーカー(販売業）と定期的に情報交換を

実施した。 

製品化に向けての要望などを情報収集した。 

 

■第 2回報告 

・医療機器メーカーからの要望事項を整理 

  提供する人工呼吸器:NPPV 

  コスト 

  市場品で不具合の多いバルブに対する改善要望 

 

■第 3回報告 

・第 2回から進捗は無し 

 

▶ 

適宜、医療機器メーカー(販売業）と情報交換を

実施、製品ニーズや市場の情報を収集する。 

⑩プロジェクトの管理 

プロジェクトを円滑に遂行するために定

期的にプロジェクト会議、実務者会議を準

備、開催し、進捗状況などの情報共有を図

ることとする。 

（旅費目的） 

・プロジェクト会議への参加（第 1回大分、

第 2回東京、第 3回大分で開催予定） 

・事業管理 

▶ 

毎月 1～2回の進捗会議を実施した。 

第 1回プロジェクト会議（大分；5/28）を開催した。 

 

■第 2回報告 

・第 2 回プロジェクト会議を 11/18(大分)で開催し

た。 

・同時に操作性や画面イメージなど、人工呼吸器の 

 仕様感について、大分大学医学部と協議を実施し

た。 

▶ 

・毎月 1～2 回の進捗会議を継続して実施する。 

・第 3回プロジェクト会議（2月頃）を計画通

りに開催する。 

・適宜、大分大学医学部と仕様についての打ち

合わせを実施予定。 
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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 

 

■第 3回報告 

・第 2回から進捗は無し 

 

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 

特に無し - - 

機器スペック・

ビジネスモデル 

特に無し - - 

事業化体制 特に無し - - 

事業化計画（開

発･薬事・上司

スケジュール） 

圧力開放弁の改良について、試作品を複数

製作した上で評価を実施する。 

圧力開放弁の改良について、来年度以降も

継続して形状、小型化及び排出量の検討を実

施する。 

現状のバルブに圧力開放弁を取り付けた

場合、緊急時の排出量が仕様以下となり、圧

力低下や低下速度について満足できないこ

とが判明した。バルブの形状、および圧力開

放弁の再検討を行ったが、現状の筐体には収

まらないことが判明し、また筐体を大きくす

ることは行わないため、小型で仕様を満たす

ための圧力開放弁を再検討する必要がある

ため、今期中の採用を見送った。 

 

(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 器機承認申請時の評価データとして、他社製品の審査資料の 

開示請求を行って参考にしてみると良い 

想定している競合製品に対しての開示請求を行う予定である。 

製品仕様を明確にして、一般的名称を確定すること PMDA に相談を行い、成人用人工呼吸器とする予定である。 

知財 特に無し - 

技術・評価 競合品を明確にして、在宅用の装置として妥当なスペックに 

なっているかの確認 

開発当初より他社との比較表を作成済みである。競合製品について 

は販売会社の助言から選定した。また、販売会社の助言をもとに 

製品仕様書の追加修正等を行っている。 

在宅用のスペックとして妥当か、ハイスペックになっていないかを 

再度判断すること 

他社との比較表を確認し、スペックはほぼ同等品であるため極端に 

ハイスペックにはなっていないことを確認している。 
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領域 指摘事項 対応 

後発としての特長を明確にしておくこと 主に以下の特長を有している。 

①患者さんへ供給する圧力波形を選択可能とする 

②大画面液晶を搭載して、1 つの画面で多くの情報を表示 

③設定操作やアラーム発生時の対応について通知する音声 

 ガイダンス機能を搭載 

④長時間駆動バッテリを搭載 

そ の 他 事 業

化全般 

販売担当企業の役割も含めた委託事業終了後の販売戦略を 

策定すること 

販売会社と適宜協議を実施、要求事項に対して以下の方針で進め 

ている。 

①コスト低減要求に対して、部品原価、組立工数を詳細に検討し、 

 納入価格の低減を図る。 

②既存製品のブロアーの耐久性に問題があることが多いため、耐久 

 性についての評価を技術部門で協議して進める。 

③NPPV からスタートしその後、市場の反応を確認しながら機種の 

 展開を図ることとする。 

大分大学の先生方からのニーズを取り入れること プロジェクト会議などを通じて先生方の要望を収集、および 

実際に試作品を稼働させ、現場での使用条件等を把握しながら 

仕様追加等を実施している 
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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 

委託契約締結に向けては、提案内容に関して改めて精査するので、計画名、

実施内容、実施期間等が変更になる場合がある。 
- 

平成 27 年度における委託金は 34,000,000 円（税込）を上限とする。 

ただし、業務計画書の内容および経費毎の積算、見積、根拠資料等につい

て精査し、日本医療研究開発機構及び経済産業省が必要と認めた経費のみを

実際の契約金額とする。 

左記の予算にて計画を見直し済み。 

計画名を「在宅用人工呼吸器の開発・事業化」とすること。 左記の通りに変更済み。 

医療機器販売会社の役割も含めた委託事業終了後の販売戦略を策定するこ

と。なお、委託事業期間中に同社が共同体の一員として参画できることとな

った場合は、速やかに共同体への追加のための体制変更手続きを行うこと。 

医療機器販売とは定期的に情報交換を実施している。現時点では委託事業

期間中(本年度内)の共同体への参画は予定していない。 

機器整備費の機械装置購入費の対象は、リースが困難であって、開発の過

程でノウハウが付着し、知的財産権保護・企業の営業秘密の保護の必要性等

から使用者本人以外に譲渡・売却することが困難となる装置に限る。 

購入する機械装置は、ブロアー、バルブ等のノウハウが付着している物に

限定し、且つリース困難な物に限る事としている。 

平成 27 年度医工連携事業化推進事業公募要領の委託対象となる経費であ

り、提案書に基づき作成される業務計画書と支出計画に記載され、かつ、平

成 27 年度委託事業期間終了後の日本医療研究開発機構による確定検査で適

切な支出と認められた経費のみが、支払対象となる。そのため、日本医療研

究開発機構が支払うべき金額は契約額を下まわる場合がある。 

- 

国の委託事業であることを踏まえ、可能な限り当初計画の前倒しを図るな

ど、早期の上市実現のために尽力すること。また、有識者委員会や伴走コン

サルティング等での指摘事項を計画に確実に反映させること。 

- 

主たる開発要素がある業務、特別な技術を要する業務等を担う企業は外注

先とせず、共同体内の事業実施機関として再委託契約を行うこと。 

試作機の評価や、医学的知見を必要とする業務等については、共同体であ

る大分大学医学部と再委託契約する事としている。 

日本医療研究開発機構及び経済産業省が開催する委託事業の成果普及のた

めの事業（成果報告シンポジウム等）へ参加・協力するとともに、日本医療

研究開発機構が行う委託事業終了後の追跡調査および必要に応じて行う委託

事業に関する調査に協力すること。 

- 

契約期間において取得、作成又は改良等を行った財産がある場合は、日本

医療研究開発機構の指示に従い、契約期間終了後に速やかに買い取ること。 
- 

上記の他、本事業の実施に当たっては、平成 27 年度医工連携事業化推進事

業公募要領、日本医療研究開発機構の事務処理マニュアル等に従い、実施す

ること。 

- 
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1.8 平成 28 年度以降の以降の事業化計画 

28 年度には量産試作機の製作を予定しており、量産試作機を用いて承認申請に向けての評価、データ収集を実施する。製造販売業については 28

年 7 月頃の申請を予定しているが、可能な限り前倒しを行う予定である。機器承認の申請は量産試作機での評価完了後に実施を予定している。上市

については機器承認取得後にアドバイザーである医療機器メーカーを通じて対応していく。 

 

(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  第一種製造販売業許可の申請 

 医療機器製造承認の申請 

知財  必要に応じて、新規特許の出願 

技術・評価  振動、騒音の低減についての検討 

 呼吸波形制御の改善 

 音声ガイダンスや警告など時間的都合で未実装としている機能の実装 

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 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 

製品開発については、競合製品よりも軽量である約 1.85kg と軽量化の実現や、4.6 時間のバッテリ動

作を実現できた。騒音、振動など一部の課題は残るが、概ね目標とした仕様の人工呼吸器が製作出来た

と考える。患者さんへ供給する圧力を制御するためのバルブの開発に若干の遅れが生じているため、呼

吸波形の選択機能の実現については事業終了後に継続して対応していく予定である。 

 製造販売業許可申請、機器承認申請については、伴走コンサルや薬事コンサルタントからのアドバイ

スを元に準備を進めており、可能な限り前倒しして 28 年度中の申請を行う予定である。 
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(3) チェックリストによる自己評価結果 
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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 

事業体制において、特に改善すべき問題点は無かったと考えるが、開発における人員リソースがやや

不足していたと感じている。 

 

(2) 事業の進め方 

コア部品の仕様決定、製作、試験に予想以上に時間を要したため試作機の製作完了が遅れ、結果とし

て装置全体の評価期間が短くなってしまい、課題を全て解消するには至らなかった。また、初めての医

療機器の開発と言う事で、医療現場の使用環境、使用状況、要求仕様、専門用語等についての知識が不

足しており、大学、および販売会社との打合せ等を頻繁に行い、理解する事に多くの時間を要した。 

 

(3) その他 

特に無し 

 

1.10 事業に関する連絡窓口 

 

公益財団法人大分県産業創造機構 地域産業育成課 

〒870-0037 大分市東春日町 17番 20号 ソフトパークセンタービル内 

電話: 097-537-2424 / FAX: 097-534-4320 / E-mail: yu-kido@columbus.or.jp 

 

 

 

 

 

 


