
 

 

採択番号 27-206 

申請区分：産業競争力向上（国内） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成27年度医工連携事業化推進事業 成果報告書（概要版） 

「胃瘻造設にかかる食事の問題を解決するミキサー食注入装

置の開発・事業化」 

 

 

 

 

 

平成 28 年 2 月 

 

委託者 国立研究開発法人 日本医療研究開発機構 

委託先 公益財団法人静岡県産業振興財団 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

内容 

1. 事業の概要 .................................................................................................................... 1 

1.1 事業の目的 ....................................................................................................................... 2 

1.2 事業の実施体制 ................................................................................................................ 2 

1.3 最終製品（＝事業化する医療機器） ............................................................................... 3 

1.4 上市（投資回収）に至るまでのプロセス（事業計画） .................................................. 6 

1.5 事業化に向けた検討結果 ................................................................................................. 9 

1.6 平成 27 年度委託事業の成果概要 .................................................................................. 12 

1.7 平成 27 年度委託事業の実施経過 .................................................................................. 16 

1.8 平成 28 年度以降の以降の事業化計画 ........................................................................... 18 

1.9 平成 27 年度委託事業の振り返り .................................................................................. 19 

1.9.1 当初目標達成度に関する自己評価 .................................................................................... 19 

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 ........................................ 20 

1.10 事業に関する連絡窓口 ................................................................................................. 20 

 



 

1 

1. 事業の概要 

胃瘻患者の食事には、主に半消化態経腸栄養剤が使われているが、必須の微量元素などが不足し、

その形状、糖質の量からダンピング症候群、糖尿病の併発も危惧される。この解決法である自然素材

のミキサー食を注入する為に、とろみ度を測定し、それに沿った注入圧力で制御する電動式のミキサ

ー食注入装置を開発し事業化する。 

 

胃瘻造設にかかる食事の問題を解決するミキサー食注入装置の開発・事業化

加圧制御を用いたミキサー食注入装置
（公財）静岡県産業振興財団 三嶋電子㈱ ㈱川口化成

㈱スカイネット 朝比奈㈱ アズテック㈱ 静岡県立こども病院

H27-206

幅広い粘稠度のミキサー食の注入を目指す

胃瘻患者負担が大きい現在の食事方法

ものづくり中小企業名：会社の紹介・事業展開

 胃瘻造設者は２６万人と言われており、更に高齢者の増加に伴い
増加する傾向にある。

 胃瘻患者の食事には、主に薬価収載経腸栄養剤が使われている
が、必要な微量元素の不足や吐気や嘔吐、心悸亢進といった
様々な負担が患者にかかっている。

 上記のことから普通食をミキサーにかけてミル状にしたミキサー食
を使用する施設は増加しているが、ミキサー食を適切に自動で注

入する医療機器は存在しない。

 粘稠度の高いミキサー食を指定時間で注入するための加圧制
御方式を採用した。

 １回の食事介助を６～１０回に分けてシリンジ等で注入している
作業を１回の作業で自動注入できる。

Class Ⅲ

三嶋電子㈱の水冷式の溶接機用パワー半導体スタックの水圧検査
試験の水漏れ検査におけるエアー供給装置の圧力検知システムの
実績を本装置のエアー制御に活用し、㈱川口化成の小ロット多品種
での容器成形に携わり高い寸法精度を要する部品の射出成形技術
を用いた容器を組み合わせ改良型注入装置を開発する。とろみ度測
定装置は、朝比奈㈱の電子機器組立の実績を活用して開発する。

写真１

写真2

平成27（2015）年12月時点

従来品（アプリックススマート）

自然落下の抑制制御から加
圧制御方式へ変更
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1.1 事業の目的 

胃瘻患者の食事には、主に薬価収載経腸栄養剤が使われているが、必要な微量元素の不足や吐気や

嘔吐、心悸亢進といった様々な負担が患者にかかっている。この負担を軽減する為に最近では普通食

をミキサーにかけてミル状にしたミキサー食が増えているが、適切に自動で注入する医療機器は存在

しないため、人手が掛かり医療現場への負担も大きく、更に在宅医療ではミキサー食を使用できない

のが現状である。 

昨年度製作したミキサー食注入装置はとろみ度測定装置で得た数値を基準に加圧圧力を設定し、加

圧動作を行うことで注入速度を制御する仕様であることから一片の安全性を担保している。 

今年度は、更なる安全性の向上を目的に、ミキサー食注入装置およびとろみ度測定装置の改良を行

う。 

また、改良を行ったミキサー食注入装置およびとろみ度測定装置は性能評価を踏まえ、薬事相談を経

て平成 27年 10月を目途に薬事申請を行い、平成 28年 10月に上市することを目指す。 

 

1.2 事業の実施体制 

事業管理機関：公益財団法人静岡県産業振興財団 

PL： 黒田重芳 （三嶋電子株式会社） 

SL： 山田晴美 （株式会社川口化成） 
共同体：①三嶋電子株式会社 

  ②株式会社川口化成 

③株式会社スカイネット 

  ④朝比奈株式会社 

  ⑤アズテック株式会社 

  ⑥静岡県立こども病院 
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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１） 

機器等の種類 器 74 医薬品注入器 クラス分類 Ⅲ 

製品名 
加圧式ミキサー食注入装置 

MFPGポンプ 
分類名称（一般的名称） 経腸栄養用輸液ポンプ 

対象疾患 
経腸栄養摂取を必要としてい

る全ての患者 
届出／認証／承認 認証 

想定される販売先 病院・介護施設 新／改良／後発   ― 

使用目的又は効果 
適切な食物の摂取が不可能又は食欲のない患者の胃に栄養を直接供給するために用いる装

置 

薬事申請予定者 株式会社 スカイネット 医療機器製造販売業許可 13B1X10085 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

三嶋電子株式会社 医療機器製造業許可 22BZ200091 

株式会社川口化成 業許可  

朝比奈株式会社 業許可  

 

（機器２） 

機器等の種類   クラス分類  

製品名 とろみ度測定装置 分類名称（一般的名称）  

対象疾患 

経腸栄養摂取を必要としてい

る全ての患者および介護食

を必要とする患者 

届出／認証／承認  

想定される販売先 病院・介護施設 新／改良／後発   ― 

使用目的又は効果 
ミキサー食注入装置の加圧設定を定める。介護施設や家庭での介護食のとろみを把握する。

         

薬事申請予定者  医療機器製造販売業許可  

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

朝比奈株式会社 業許可  

 業許可  

 業許可  

 

 2) 医療機器等のターゲット市場 

（機器１） 

 国内市場 海外市場 

   

薬事申請時期 平成 27（2015）年 10月  

上市時期 平成 28（2016）年 10月  

想定売上（上市後 3年目） 5億円／年（平成 31（2019）年時点）  

市場規模（上市後 3年目） 260億円／年（平成 31（2019）年時点）  

想定シェア（上市後 3 年

目） 
1.9％（平成 31（2019）年時点）  

＊注）市場規模は競合製品も含めている。 

（機器２） 

 国内市場 海外市場 

   

薬事申請時期 ―  

上市時期 平成 28（2016）年 10月  

想定売上（上市後 3年目） 1.5億円／年（平成 31（2019）年時点）  

市場規模（上市後 3年目） 15.6億円／年（平成 31（2019）年時点）  

想定シェア（上市後 3 年

目） 
9.6％（平成 31（2019）年時点）  

＊注）市場規模は競合製品も含めている。 



 

4 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

 

＊ミキサー食注入装置 制御装置の性能 

・エアー加圧設定を 13.3kPa～40kPaの間 5段階で 

設定可能 

・健常者の食事と同じように小休止が取れるサイクル運転 

が可能 

・ACアダプターと乾電池の両方で使用できる電源系を有し、 

セブンセグメントと LEDの配置により表示内容の明確化 

と消費電力の低減を実現した。 

容器部及び加圧機構部の性能 

・1回分の食事を充填可能な容器容量 

・部品点数の少ない加圧機構部の実現による医療・介護従事者の負担軽減 

・過加圧防止用リリースバルブの装備 

 

＊とろみ度測定装置 

・ミキサー食注入装置の加圧設定を決定するための装置。 

・ミキサー食がチューブの中を流れるときの抵抗力を、「とろみ度」 

と定義した。 

・とろみ度測定装置のシャフトの先についたロータリーディスクに 

かかる力を、モーターの回転とコイルバネで検出する。 

・とろみ度は、ミキサー食を注入装置の容器に入れて測定する。 

・とろみ度は、LEDによって表示される（７段階）。 
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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 

ミキサー食を注入するための装置は、電動式可搬型吸引器などと同様に医師の指導を受ければ医

療従事者以外でも操作可能と考えているため、対象ユーザは病院及び在宅で胃瘻造設者のケアを行

う法人及び個人とする。 

とろみ度測定装置は、ミキサー食注入装置の圧力設定に使用する他、介護施設や家庭での介護食

のとろみを適正に把握する装置である。そのため、対象ユーザは、胃瘻造設者のケアを行う法人及

び個人に加え、介護施設、在宅介護従事者とする。 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

平成 23年の(公社）全日本病院協会の調査によると胃瘻造設者は 26万人と報告されている。 

よって想定される経腸栄養材の注入装置の販売台数は 15,000台／年と思われ、そのうちミキサー食

注入のために使用されているのはその 30％の 4,500 台であると考え、今事業において開発したミキ

サー食を注入できる装置の占有率を 35％と計画しており、1,600台／年の販売を計画している。 

 とろみ度測定装置は、胃瘻取り扱い医療機関（約 1500）、介護施設［含：有料老人ホーム］（約 22,000）、

在宅介護者数（H24 年：320 万人）および生産キャパシティなどから、3,000 台／年の販売を計画し

ている。 

 

(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 

現在ミキサー食を注入できる装置としては、JMS ペグアシスタ（現時点で販売されている唯一の

ミキサー食注入装置）である 。 

とろみを測定する方法として知られているのは、サラヤ㈱「簡単とろみ測定板（リング付き）」で

あるが、とろみ度を測定する装置は、現在、とろみ度測定装置以外はない。 

 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競合製品に対する差別化ポイント 

ミキサー食が注入できる競合製品は手動式であるため医療従事者の多大な労力が必要となってい

るのが現状である。本製品は電動式による自動運転を実現しており医療従事者の負担を飛躍的に軽

減する事が可能である。 

とろみ度測定装置は、粘度計より安価で、粘度では表せないミキサー食の物性（とろみ度）を測

定できる装置である。 

 

②本事業としての優位性 

ミキサー食を注入できる装置として、手動式ポンプでは胃瘻造設者への食事支援に約 30分をかか

りきりであったが、本事業で開発したミキサー食が注入できる装置は、自動運転により複数の胃瘻

造設者を同時に支援する事が可能になる。 

とろみ度測定装置は、これまで、管理栄養士、看護師などの経験にたよっていた胃瘻から注入す

るミキサー食のとろみ度の状態を、簡単に測定することが可能になる。料理ごと、1食分ごと（混合

すると、とろみ度が大きく変化する）など、さまざまな条件でのとろみ度を測定することにより、

患児・者にあわせたミキサー食が提供できる。 
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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 

 

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
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

試作機開発・改良 計画

実績 １次試作機まで完了

量産機開発 計画

【製品名】
実績

薬事申請 計画

実績

知財戦略 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量産機開発
②販売戦略

①ミキサー食注入装置の改良及び性能評価

②とろみ度測定装置の改良及び性能評価
③薬事戦略
④知財戦略

⑤販売戦略

27-206

公益財団法人静岡県産業振興財団

胃瘻造設にかかる食事の問題を解決するミキサー食注入装置の開発・事業化

【製品名】
ミキサー食注入装置、
とろみ度測定装置

薬事申請：
改正薬事法によりクラスⅢが認証で申請出来るため第３者認証機関を活用した。

計画時には2015年10月の薬事申請を計画していたが、ポンプ部の安全性試験においてリスクマネー
ジメントの不適合が発生したため、1999年版で再申請する期間を確保するために薬事申請を2016年
1月に延期申請した。2012年改定版への対応は2017年5月までに実施する予定。

２次試作品の開発

安全性試験・溶出試験の実施

量産開始

製造ライン設計・検証

注入装置２次試作品の開発（１０月完了）

とろみ度測定装置２次試作品の開発（１２月完了）

安全性試験・溶出試験の実施（１２月完了）

PMDA：個別面談

PMDA：事前面談

PMDA：対面助言

医療機器製造販売承認申請

★
H27.5.13 PMDA：全般面談

H27.5.25 医療機器センター：面談

PMDA：個別面談

PMDA：事前面談

第３者認証機関 面談

特許出願

特許出願（新規 とろみ度測定装置）

市場調査

アフターサービス体制の構築

広報戦略

販売計画作成

市場調査

医療機器製造販売承認申請

★

H28.10 上市

★ H27.10 薬事申請

★ H28.1 第3者認証機関に薬事申請

アフターサービス体制の構築
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 1) 投資回収計画 

 ① 国内（ミキサー食注入装置） 

 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） 0.20 0.06 0.12 0.18 0.20 0.28     

 うち委託費 0.14 － － － － －     

 うち自己負担 0.06 0.06 0.12 0.18 0.20 0.28     

売上高（単位：億円） － 010 0.80 1.20 1.80 2.40     

販売数量（単位：台） － 200 1,600 2,400 3,600 4,800     

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

本項の投資回収計画は本事業のものづくり企業の中核をなす三嶋電子株式会社を基準とした計画で

ある。このため製品の売上高は製造企業である三嶋電子㈱の出荷価格を基準としており、また製品の販

売や宣伝を担当する製版企業で発生する支出（費用）は計画書には含まれていない。 

売上高の基準となる製品の出荷価格は 1台あたり 5万円で算出している。 

三嶋電子㈱はすでに製造業許可を有しているので、本事業のための新たな設備投資は必要とせず、製

造、検査及び出荷作業に係る人件費と材料費がこの事業に係る支出となる。 

売上高（販売数量）の推移だが、上市を 2016年 10月に定めているので平成 28年度の販売代位数は 3

ヶ月の販売期間となる。本格的な販売は平成 29年からとなり毎年 50％の売上増を目標とする。 

2)医療機器のターゲット市場では上市後 3 年目の推定売上を 5 億円としているが、本金額はこの製品の

当初市場販売価格（14 万円）を基準としており、尚且つ保険収載の対象となった場合の数値を下記表

に示す。 

 
製造販売業ベース（株式会社スカイネット） 
 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） 0.20 0.18 0.96 1.44 2.16 2.88     

 うち委託費 0.14 － － － － －     

 うち自己負担 0.06 0.18 0.96 1.44 2.16 2.88     

売上高（単位：億円） － 0.28 2.24 3.36 5.04 6.72     

販売数量（単位：） － 200 1,600 2,400 3,600 4,800     
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 ① －２国内（とろみ度測定装置） 

 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） 0.08 0.15 0.45 0.75 0.75 0.75     

 うち委託費 0.03 － － － － －     

 うち自己負担 0,05 0.15 0.45 0.75 0.75 0.75     

売上高（単位：億円） － 0.3 0.9 1.5 1.5 1.5     

販売数量（単位：台） － 1,000 3,000 5,000 5,000 5,000     

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

とろみ度測定装置はミキサー食注入装置の圧力設定に使用する他、介護施設や家庭での介護食のとろみ

を適正に把握する装置である。 

このため製品の売上高は製造企業である朝比奈㈱の販売価格を基準としており、製品の販売や宣伝を担

当する製版企業の費用は計画書には含まれていない。 

売上高の基準となる製品の販売価格は 1台あたり 3万円で算出している。 

朝比奈㈱は、従来より装置を制御するプリント基板の製作をしていることから、本事業のための新た

な設備投資は必要とせず、組み立て、検査及び出荷作業に係る人件費と材料費がこの事業に係る支出と

なる。 

販売数量は、胃瘻取り扱い医療機関（約 1500）、介護施設［含：有料老人ホーム］（約 22,000）、在宅

介護者数（H24 年：320 万人）および生産キャパシティなどから推計している。 

売上高（販売数量）の推移だが、上市を 2016年 10月に定めているので平成 28年度の販売代位数は 3

ヶ月の販売期間となる。本格的な販売は平成 29年からの見込みとなる。 
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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”   

共同体のメンバーである静岡県立こども病院渡邉先生と共同で学会において本製品の認知活動を実

施する。 

早期の保険収載を実現し、病院における医療設備としての導入を図る。 

 

 2) ビジネス体制 

販売

医療機関
静岡県立
こども病院

製販企業
第一種製造販売業

[13B1X10085]

(株)スカイネット
• 販売
• 販売戦略

顧客
（国内）

製造企業
製造業

[２２ＢＺ２０００９１]

三嶋電子㈱
・販売戦略
・制御装置部の製造
・検査、梱包

部材供給

㈱川口化成
• 容器部の供給
• 加圧機構部の供給

平成27（2015）年12月時点

SL

上市後のビジネス体制

販売企業

アズテック㈱
• 販売
• 営業活動PL

中

部材供給

朝比奈㈱
• とろみ度測定装置の供給

中

中

相談

助言

ユーザー評価

納品

納品

納品

計画

 

(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 PMDA 全般面談（2015 年 5 月 12 日） 

 医療機器センター第三者認証機関に面談（2015 年 5 月 25 日） 

 PMDA 準備面談（2015 年 6 月 18 日） 

 コスモスに申請前相談（2015 年 7 月 17 日） 

 コスモスに申請前相談（2015 年 11 月 13 日） 

 コスモスに申請書提出（2016 年 1 月 13 日） 

 コスモス申請書受付（2016 年 1 月 14 日） 



 

10 

 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） 

 

静岡県東部地域技術振興協議会に調査を依頼し、結果的問題ないことが判った。 

 

 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 

 

ミキサー食自動注入装置：平成 26 年 1 月 16 日に特許出願済み 

  とろみ度測定装置：平成 26 年 1 月 22 日に特許出願済み 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

 

関係区と協議し場合によって、弁護士に相談して対応する。 

 

 

 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

 

薬事申請において安全性試験ＪＩＳ Ｔ ０６０１－１：２０１２版においてリスク分析が必要

なのでリスクの明確化を図っていく。 

 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

 

薬事申請済み（平成 28 年 1 月 14 日）今後、追加要求のある場合は随時対応していく。 

 

 

 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

  スカイネットが製造販売業者としてアズテックがディーラーを通して病院、介護施設を中心に販

売していく。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

クレーム対応処理の文書化し、迅速な修理対応の体制作りを行った。 

 QMS 等の品質保証体制 

QMS の教育を受け、新たに QMS の文書化し品質保証体制を確立した。 

 広報・普及計画 

静岡県立こども病院の渡邉先生が学会で講演、シンポジウムを行っており病院や介護施設の現場

に本装置の有益性を積極的にアピールし、販売促進の足掛かりとする。  
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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類似品との差分検証に係る作業量の把握が完

了していない。 

 

②性能評価の資料が準備出来ていない。 

 

 

①既存医療機器にない新たな使用目的や設計仕

様上又は性能上の特性を明確にし、その概要を

簡明に記載する。 

②使用目的又は効果を実現するために新製品に

求められる性能について評価する。 

 

知財 

①特許出願済に係る事項は全て完了している。 

 

①変更及び追加の必要が発生した際には随時対

応する。 

 

技 術 ・

評価 

①非臨床試験（ユーザ評価）の対象数が充分なの

か判断しかねている。 

 

①静岡県立こども病院以外のユーザ評価実施施

設の調整をする。 

 

その他

事業

化全

般 

①ユーザ評価に基づく開発・改良への資本力が充

分であるか判断できない。 

 

②ユーザである医療機関とのパイプ 

 

③保険収載に必要な課題の把握 

 

 

①製品改良に要する費用が想像できないため支

援機関を活用し資金調達の方法などを検討す

る。 

②人的交流に加え SNS を活用したフィードバッ

ク体制などを検討する。 

③ 保険収載を目標としているが製品に要求され

る機能と申請に必要な情報を収集する。 
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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 

昨年度製作したミキサー食注入装置の改良を行う。 

ミキサー食を容器への充填から胃瘻への注入を安全且つ簡単に行えるよう制御装置部及び容器部の改良を行う。また、容器部については、衛生

面を考慮し使用後は容易に洗浄が出来るよう改良を加える。 

とろみ度測定装置についても測定精度の向上および洗浄の容易性を考慮した改良を行う。 

PMDAへの薬事相談を実施し、薬事申請を行う。 

(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 

ミキサー食注入装置（MFPGポンプ） ミキサー食を容器への充填から胃瘻への注入を安全且つ簡単に行える装置 

とろみ度測定装置（とろみ～る） 粘度計より安価で、粘度では表せないミキサー食の物性（とろみ度）を測定できる装置 

 

(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ミキサー食注入装置の改良及び性能評価 

ア）制御装置部の改良 

安全の向上を目的とし、安全性試験を実

施するための改良として操作銘板および法

定銘板を作成する。また、再度安全性の向

上のため電気制御回路の見直し確認作業を

行う。 

 

 

イ）安全性試験の実施 

制御装置部の安全性試験を行う。具体的

には、安全に関する一般的要求事項および

副通則電磁両立を満たす試験を行う。 

 

 

 

 

 

ウ）容器部の改良 

昨年度作成した金型の改造を行い、容器

▶ 

①ミキサー食注入装置の改良及び性能評価 

ア）制御装置部の改良 

安全性試験を実施するための改良として操作銘

板および法定銘板を作成した（8 月完了）。また、

安全性の向上のため電気制御回路の見直し確認作

業を行った（6月完了）。 

 

 

イ）安全性試験の実施 

副通則電磁両立試験は第 3 者試験機関にて 8 月

に合格した。 

上記試験と同時に申請した安全に関する一般的

要求事項は、9月にリスクマネージメント項目で不

適合となった、 

 

 

 

ウ）容器部の改良 

下記 3項目に対応した金型改良（9月完了） 

①容器部と加圧機構部をセット時の操作性の向

▶ 

①ミキサー食注入装置の改良及び性能評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度中の薬事申請を実現するために 1999

年版の一般的要求事項で再試験を実施する事

とし、並行して 2017 年 5 月までに 2012 年版

でも試験合格を目指す事とした。 
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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 

部と加圧機構部をセット時の操作性の向上

および安全性を考慮した改良と容器部全体

の洗浄の容易性向上のための改良を行う。 

    

 

 

 

 

エ）容器安全性試験 

改良した容器部は使用材料に依っては化

学物質の溶出によりミキサー食を汚染する

可能性があるため、材質・溶出試験を行い

材料の確定を行う。 

 

 

 

オ）性能評価 

制御装置部及び容器部の性能評価を実施

する。具体的には、電気容量の測定、電池

寿命の測定、加圧圧力の測定、ポンプの流

量測定、繰り返し使用による耐久性、シー

ル性試験を実施する。 

 

カ）リスク管理の調査 

医療機器は安全に使用できることを要求

されることから、制御装置部及び容器部に

関する使用上のリスクを想定し、リスク分

析、リスク評価を行う。 

 

上のためバイオネット方式のロック構造を変

更した。 

②セット時の安全性向上のため合せ位置のマー

キングを追加した 

③洗浄の容易性向上のため容器吐出部のネジ形

状を２条ネジに変更した。 

 

エ）容器安全性試験 

9 月に検査機関である（財）食品環境検査協会を

通じて 7 材質・溶出試験を実施したが試験成績証

明書の受領は 10月にずれ込んだ。 

 連結チューブのヘプタン（蒸発残留物）値が基

準値を超えていために医療機対応品へ変更した。 

 

 

オ）性能評価 

① 電気容量の測定（9 月完了） 

② 電池寿命の測定（11月完了） 

③ 加圧圧力の測定（9 月完了） 

④ ポンプの流量測定（11月完了） 

⑤ 耐久性、シール性試験（11月完了） 

 

カ）リスク管理の調査 

設計当初に実施したリスク分析および評価を改良

型装置を対象として再度分析および評価を実施し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②とろみ度測定装置の改良及び性能評価 

ア）とろみ度測定装置の改良 

測定精度の安定と洗浄の容易性向上のた

めの改良を行う。 

 

 

 

▶ 

②とろみ度測定装置の改良及び性能評価 

ア）とろみ度測定装置の改良 

測定精度向上のため、とろみ剤を用いたとろみ 

の標準溶液を使い、測定実験を実施した。 

さらに、注入装置の注入実験に使用した半固形栄

養剤を使い、測定実験を実施した。 

測定精度の安定の確認のため、市販の簡易とろみ 

▶ 

②とろみ度測定装置の改良及び性能評価 

 ア）とろみ度測定装置の改良 

洗浄の容易性向上については、測定精度が安

定してから、改良を行う。 
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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 

 

イ）電気安全性試験【朝比奈株式会社】 

改良したとろみ度測定装置は、安全性を考

慮し電気安全性試験を行う。 

 

 

ウ）性能評価【実施：朝比奈株式会社】 

静岡県立こども病院で実際に提供するミ

キサー食を使用し、とろみ度のデータ分析

を行い、その数値に基づいた制御装置部の

加圧設定を確立する。 

 

板との比較実験を実施した。 

イ）電気安全性試験 

とろみ度測定装置の改良が終わりしだい、電気 

安全性試験を行う予定。 

 

 

ウ）性能評価 

とろみ度測定装置の測定精度が安定しだい、静 

岡県立こども病院で実際に提供するミキサー 

食を使用し、とろみ度のデータ分析を行う予 

定。その数値に基づいた制御装置部の加圧設定を 

確立する。 

 

③薬事戦略 

ア）薬事相談の実施 

PMDA無料相談、PMDA 有料相談を経て薬事

申請手続きを行う。 

第一種医療機器製造販売業者である株式

会社スカイネットを中心として、薬事相談

に関する資料、薬事申請に関する資料を作

成する。 

なお、薬事申請の時期は 10月を予定する。 

▶ 

③薬事戦略 

1)本プロジェクトは「ミキサー食注入装置」と

して開発が開始された。 

２）当初、本装置は医療機器では無く、雑貨品

であると、アドバイスを受けた経緯がある。 

３）静岡県薬務課で相談した結果「本装置は患

者の胃に栄養剤を注入する装置であることゆえ雑

貨品ではなく医療機器に該当する。」とアドバイス

を受けた。 

４）医療機器に該当するとして、承認又は認証

品として申請するためには、一般的名称を決める

必要がある。 

５）その結果、「経腸栄養用輸液ポンプ(クラス

Ⅲ）」の定義に本装置が該当するとして申請するこ

とが決まった。 

６）その定義とは「適切な食物の摂取が不可能

又は食欲のない患者の胃に栄養を直接供給するた

めに用いる特製のポンプをいう。」であることか

ら、本装置の一般的名称に該当するとしてプロジ

ェクトが一歩進んだ。 

７）容器部の改良が遅れ、その影響で性能試験

が遅れているため10月に予定していた薬事申請が

遅れていたが、1月 24 日に薬事申請した。 

▶ 
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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 

④知財戦略 

ア）特許権の出願 

三嶋電子株式会社は平成 24年度課題解決

型医療機器等開発事業に於いて、ミキサー

食自動注入装置の名称で平成 26 年 1 月 16

日に特許出願済。 

また、朝比奈株式会社は平成 24 年度課題

解決型医療機器等開発事業および平成 25年

度課題解決型医療機器等開発事業に於い

て、とろみ度測定装置の名称で平成 26 年 1

月 22日および平成 27年 1月 21日に特許出

願している。 

なお、本事業開発途上で新たな産業財産

権が創出された場合は出願の検討を行う。 

▶ 

④知財戦略 

ア）特許権の出願 

朝比奈株式会社は、平成 27年度国立研究開発法

人日本医療研究開発機構、【平成 27 年度医工連携

事業化推進事業】「胃瘻増設にかかる食事の問題を

解決するミキサー食注入装置の開発・事業化」委

託研究開発、産業技術力強化法第 19 条の適用を受

ける特許出願として、とろみ度測定装置の名称で、

平性 27年 7 月 17日に特許を出願した。 

▶ 

 

⑤販売戦略 

ア）市場調査の実施 

医療機器販売業者、病院、介護施設を中

心に試作品を用いて使用感や要望事項の聞

き取り調査を行う。 

      

イ）アフターサービス体制の構築 

操作マニュアルの作成、クレーム対応処

理の文書化、迅速な修理対応の体制作りを

行う。 

▶ 

⑤販売戦略（6月より定例会を実施） 

ア）市場調査の実施 

調査範囲（項目）と調査期間を決定した。 

 

 

イ）アフターサービス体制の構築 

改良型装置に沿った操作マニュアルを作成し

た。 

また、クレーム対応処理および迅速な修理体制

についての原案を作成した。 

▶ 

⑤販売戦略 

ア）市場調査の実施 

市場調査結果を元にした分析とフィードバ

ックの検討 

 

イ）アフターサービス体制の構築 

 今後上市後実際の販売体制に沿ってクレー

ム対応処理の文書化及び修理体制を確立させ

る。 

⑥事業全体の管理・統括 

ア）事業進捗管理【静岡県産業振興財団】 

業務計画書に沿った事業の進捗管理を行

う。 

具体的には、各共同体の事業所に出向き

業務の進捗および経理処理の方法について

打ち合わせを行う。 

また、各共同体に於いて、中間検査、事

業終了時の確定検査を行う。 

▶ 

⑥事業全体の管理・統括 

平成 27年 7 月 14日「ミキサー食注入装置容器部

金型」発注済。平成 27年 9 月 25日検収合格。 

中間検査を 11 月に実施し 9 月までの中間検査資

料を AMEDに送付済み。 

事業終了に伴い、平成 28 年 2 月に確定検査を実

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 

対象とする 

課題・ニーズ 

医療機器としての PMDAの承認申請を予定

していた。 

第三者認証機関を通じての認証申請に変

更した。 

 

薬機法の改定により「経腸栄養用輸液ポ

ンプ（クラスⅢ）」の定義に本装置が該当す

る事となった。 

機器スペック・

ビジネスモデ

ル 

   

事業化体制    

事業化計画（開

発･薬事・上

司スケジュー

ル） 

   

 

(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 「伴走コンサルにおける薬事申請に関する質問」への回答を文書

化して提出すること。 

平成 27年 12月に AMEDへ提出した。 

知財 「とろみ度」を商標登録しておいたほうがいいのでは、とアドバ

イスをいただいた。 

継続的に検討中である。 

技術・評価 特になし 特になし 

その他事業

化全般 

最終審査までに、販売方法などを検討しておくこと。  当初計画では平成 28年度に販売計画の検討を予定していたが前倒

しして検討を開始した。 
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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 

PMDAへの薬事相談を早急に実施し、薬事・事業化戦略を進めること。 PMDA の薬事相談として 27 年 5 月に全般面談、27 年 6 月に個別面談を実施し

た。 

2015年 3月に第 3者認証機関での認証による対応が可能となったことで 2016

年 1月に認証申請を実施した。 

 

洗浄が容易で完全にできるような製品を目指すこと。 ミキサー食注入装置の容器部は容器の蓋および容器とホースのジョイントを

簡単に接続可能な構造としたことで取扱い操作が容易になった。 

とろみ度測定装置についてはロータリーディスク上部プレートの廃止とロー

タリーディスクとロータリーディスク下部プレートの間隔を広げることで

より洗浄を容易にした。 

 

安全対策を実施すること。 ミキサー食注入装置は規定以上の圧力に達しないようエアーの排出を行う機

械式リリースバルブと規定以上の圧力を検知すると加圧ポンプの一時停止

を行う圧力センサーを付けることで、２重の安全対策を実装している。 

 

リスク評価を実施すること。 

 

ミキサー食注入装置は三嶋電子㈱が構築する新 QMS のリスク管理規程に従い

リスク分析を行い評価表を作成し 2016 年 1月の認証申請の資料とした。 

 

 

国の委託業務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。 

 

スケジュール厳守のために定例連絡会を開催し、計画の進捗状況を相互確認

した。 

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。 

採択条件に沿って伴走コンサルティングでの指摘を反映させ本年度の計画を

実行した。 
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1.8 平成 28 年度以降の以降の事業化計画 
平成 27 年度で試作品が完成し、平成 28 年 1 月に薬事申請を行いました。現在は平成 28 年 10 月の上市に向けて量産体制の構築等を進めていき

ます。 

 

(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  第三者認証機関の認証が取れるよう要求される資料の提出に遅滞なく対応する。 

 第三者認証機関の共同体への監査に協力対応する。 

  

知財   

  

  

技術・評価  第三者認証機関からの要求のあるデータ・資料があれば遅滞なく対応する。 

 量産以降の製造コストの見直し（コストダウン検討） 

  

その他事業

化全般 

 共同体の体制強化（販社含む） 
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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 

 事業計画期間内に薬事申請の目途が立った事は評価出来る。また平成２８年の上市に向けて共同体

で継続的な協力体制が築けた事は大きな成果であると感じている。 

 

チェックリストによる自己評価結果 

 

プルダウンメニューを選んでください。

↓
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。 ○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。 △一部
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。 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。 ○十分
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。 ○十分
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。 ○十分

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。 ○十分
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。 ○十分
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。 ○十分
製造原価（あるいは提供コスト）は明確になっていますか。 ○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。 ○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。 ○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。 ○十分
海外に対する戦略は明確になっていますか。 該当せず
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

27-206

胃瘻造設にかかる食事の問題を解決するミキサー食注入装置の開発・事業化

市場

基本
戦略

販売・
物流

事業
収支

公益財団法人静岡県産業振興財団

案件番号

事業管理
機関名

事業名

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 

最終年度に製販企業の参画を実現出来たが、初年度から参画出来ていれば早期のビジネス戦略及び体

制の確立が出来たと思っている。 

 

(2) 事業の進め方 

リスクマネージメントに関して事業期間初期に細部まで確認すべきであったと感じている。 

 

(3) その他 

共同体メンバーでの情報交換の頻度や精度を向上出来れば製品仕様やビジネス戦略の早期立案に繋

がったと思う。 

 

1.10 事業に関する連絡窓口 
 

公益財団法人静岡県産業振興財団 

ファルマバレーセンター企画部 

〒411-8777 駿東郡長泉町下長窪 1007番地 静岡がんセンター研究所 1階 

TEL：055-980-6333 FAX：055-980-6320 E-Mail：kikaku@fuji-pvc.jp  URL：http://www.fuji-pvc.jp/ 
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