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制度名 産業科学技術研究開発制度 事業名 医療福祉機器技術研究開発 

事業の概要 連続的に測定された血糖値をもとに Closed Loop 制御でインス

リンを門脈に注入することで、厳格な血糖値管理を行いうる体

内埋込み型人工膵臓の実現をめざし、非観血的、非侵襲で即時

測定を連続的に可能にする光学的血糖値測定システム、および、

生体適合機能を有し、糖尿病患者の体内で長期的に安定動作す

る体内埋込み型インスリン注入システムを開発する。 
１．国の関与の必要性・制

度への適合性 
医療機器の開発は、人間の生命に関わるため、高い安全性・信

頼性が求められるが、新規性の高い技術は、資金、開発期間等、

多大な開発コストを要する。一方、臨床上の効果等が評価でき

ない開発前段階では、診療報酬上の取り扱いは明確にできず、

この償還の不確実性は開発を進める上で大きなネックとなる。 
革新的な技術開発により、国民の健康寿命延伸に資するととも

に、国際競争力を強化するため、産学官が結集し、役割分担と

連携体制を明確化しつつ、国のプロジェクトとして一体的に推

進することが必要である。 

２．事業の背景・目的・位

置づけ 
糖尿病患者は、国内に 690 万人、その予備軍を含めると 1,370
万人にもなると言われ、深刻な国民病となっている。本システ

ムにより、理想的な血糖値管理を実現させ、合併症を防止し、

医療費の削減を図る。 

３．事業の目標 
（全体目標） 

厳格な血糖値管理を行いうる体内埋込み型人工膵臓の実現に向

けて、非観血的、非侵襲で連続的に即時測定可能な光学的血糖

値測定システムおよび、成人 1 型糖尿病患者等に適用可能で、

生体適合性に優れ長期的に安定して作動する駆動制御部と血糖

値制御のためのインスリン注入ポンプからなる体内埋込み型イ

ンスリン注入システムを開発する。 
４．事業の計画内容 

（単位：百万円） 
H12fy 
 

H13fy H14fy H15fy H16fy 
 

総額 
（５年間） 

事業受託提案時(H12.4) 40 280 115 100 100 635 

一般会計（予算と内示額） 38 
(節約後) 

182 
(節約後) 

19 
(節約後) 

   

特別会計（電特）       

特別会計（石特）       

特別会計（エネ特）       
総予算額（計） 38 182 19    
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省内担当原課 商務情報政策局サービス産業課医療福祉機

器産業室 
運営機関 新エネルギー・産業技術総合開発機構 
委託先 技術研究組合医療福祉機器研究所 

(分担企業 日機装(株)、テルモ(株)、 
松下電工(株)) 

再委託先 北海道大学、東京理科大学、熊本大学、東京
工業大学 

研究開発体制 

共同研究先 国立循環器病センター      
独立行政法人・産業技術総合研究所 

５．実用化、事業化の見通

し 
インスリン補充が生存のため必須とされている１型糖尿病患

者に使用される。これによって患者は煩わしい頻回の血糖値測

定及び皮下注射から開放され、同時に厳格な血糖値管理を達成
することにより、合併症の発症を防止できる。本システムは、

現在海外で開発が行なわれている人工膵臓に対抗できる性能を

持ち、将来は海外への輸出も可能となる。また、開発要素の「光
学的血糖値測定システム」は、我国に 690 万人いるとされてい

る全糖尿病患者の血糖値測定にも使用される。 
６．今後の展開 実用化のためには安全性確保・小型化等の課題を解決し、臨

床医の協力を得て実用性を実証していく必要がある。事業終了

時より臨床評価に向けた開発を開始し、臨床医の評価を受け、
製品化設計・開発を行ない、臨床試験・医療機器認定を経たの

ち製品化する。 
７．中間・事後評価 プロジェクトの 3 年目に中間評価を行ない、5 年間の研究開発

期間終了後に事後評価を行なう。 

８．研究開発成果 １．論文発表数：  １       
２．学会発表数： １０ 
３．特許出願数： １１ 
基本計画の変更 無し 
変更内容 無し 

９．情勢変化への対応 

評価履歴 無し 
10 今後の事業の方向性 中間評価の結果に基づき、事業の方向性を検討する。 
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「光学的血糖値測定システムを応用した体内埋込み型 
インスリン注入システム」 
（中間評価）評価概要（案） 

 

１．プロジェクト全体に関する評価 
１．１ 総論 

１）総合評価 

本プロジェクトは世界的にも例を見ない先進的なものであり、かつ患者にと

って意義深いにも関わらず国として投資が不十分な分野であることからＮＥ

ＤＯによる推進は妥当といえる。また従来不十分であった非観血的血糖値測定

精度向上にある程度目途が得られたことやシステム化を前提にしたカテーテ

ルやインスリン注入ポンプにも技術的な進展が見られることは評価できる。 
ただし、臨床応用に向けては 
・血糖値測定範囲や目標精度の見直し及び精度向上と長期安定性確認 
・血糖値センサやポンプ系の小型化、耐久性・安全性の確立 
・安全性の視点からのインスリン投与経路の再検討 
・血糖値管理アルゴリズムの確立 

などの技術的課題を解決すると共に臨床データを十分蓄積すること及び早期

実用化のためには体外式システムの検討も視野に入れる必要がある。 
 

２）今後の研究開発の方向性等に関する提言 

光学的血糖値測定システム開発に重点化した NEDO の方針は正しいといえ

るが、臨床応用可能なレベルの精度の実現と共に携帯可能かどうかを早急に見

極めることが必要である。 
今後のプロジェクトの方向性としては臨床応用性の観点から 
・入力系（光学的血糖測定）と出力系（インスリンポンプ）に分けて、それ

ぞれの臨床目的に適った研究開発 
・各要素技術を洗練し、クローズドループでなく患者本人が介在する間欠的

血糖値制御システムの開発 
・体外携帯型人工膵臓システムの開発 

といった計画見直しを提言する。 
なお、臨床応用に耐えるには、安全性、信頼性、安定性、日常生活に不自由

のないことが絶対条件であり、そのためインスリン注入経路として中心静脈な

どのより現実的な経路を検討することや全体システムの運用イメージを明確

化して技術的可能性を整理する必要がある。 
また効率的な開発を進めるため、各要素技術の積極的な連携やインスリンメ

ーカなど他種のメーカの参画を求めることも検討していただきたい。 
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１．２ 各論 

１）事業の目的・政策的位置付けについて 
人工膵臓の対象者は世界で数百万人、非侵襲血糖測定装置は数千万人が使用

する可能性があり、何れも糖尿病の予防や治療を一変させる可能性がある大変

期待される機器であるといえる。また本プロジェクトの非侵襲血糖計測技術は

非侵襲での血液成分分析機器開発への波及効果が大いに期待できる。 
一方、本技術開発のためには多大の費用や期間が必要とされることから民間

のみでは不可能で、公共性も高いことから国が関与することは妥当である。 

ただし現在のインスリン治療という代替手段がある以上、侵襲が少ないか同

等で、かつ予後や QOL の向上につながることが必須である。また生理的なル

ートでインスリン投与を目指すものでは臓器移植や遺伝子治療の可能性が有

り、機械的なシステムは将来においてバイオ人工膵などが完成するまでの有効

な手段の一つと考えられる。 
 

２）研究開発マネージメントについて 
最終的な目的達成のためのきめ細かい計画及び効率化のため多くの知識と

広い視野を持ったプロジェクトリーダーの元に強力に推進する実施体制が必

要と思われる。 
血糖値計測研究への重点化、費用対効果の分析、及び光学的血糖値測定技術

開発における再委託先については適切に考慮されているが、システムとしての

設計が不十分であり、今後システム運用イメージを含めて早期に固め、患者に

使い良いか否か等、仕様を含むコンセプトの再検討が必要である。具体的なシ

ステムのイメージができた時点で患者の意見を聞くことや、インスリン注入シ

ステムは生涯に何回も手術摘出する必要があることや充電方法などから使用

者は限られることが危惧されるため安全性、信頼性・耐久性の確保の観点から

開発委員以外の臨床医にも意見を聞き、計画を見直すことも必要と思われる。 
一方血糖値測定装置は当面の目標が明確でないことが懸念される。血糖値を

ある範囲に維持するクローズドループ系を形成するためには、臨床上は低血糖

状態のたとえば 50mg/dl 前後が正確に捉えられること及び装置上は測定値の

誤差を 10％以下にする事が強く望まれる。しかもソフトな人体生理メカニズ

ムと比較すればクローズドループ系により血糖値を長期にわたって安定化さ

せるのは極めて困難と思われ、先ずはオープンループ系を目指すことをも検討

すべきであろう。 
 
３）研究開発成果について 

血糖値測定技術については精度目標をクリアしつつある点で評価できる。採

用された 1.6μm付近の波長域での成果としては国際的に見て高い水準と思わ

れる。 
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ただし、センサーの小型化、安定化などへの配慮が充分でなく今後に期待し

たい。 
インスリン注入システムについてはその新規性を明確にするため、まずシス

テム運用に必要な設計要件や拘束条件を明確にし、それをどのような技術で解

決したかを整理すべきである。その上で臨床応用段階までの手順をさらに明確

に詰めるべきである。要素技術的には、完成後は世界最高水準が期待できるが、

将来的には再生医療などによるバイオ人工膵島が主流となる可能性がある。 
一方、非侵襲血糖値センサ、人工膵臓共に類似プロジェクトが海外でも進行

中であり、実用化への早期達成が重要である。初期の目標のものが出来れば世

界的にもインパクトがあるが、現在の開発体制では不十分であり、既存技術や

陣容を総動員して実施すべきであると思われる。 
また医療用としてはソフトな、つまり手動介入可能な柔軟性のある機器が求

められている点にも配慮すべきである。 
 

４）実用化、事業化の見通しについて 
光学的血糖値測定技術は、患者の能動的関与（姿勢、環境、生理状態など）

を許せば、実用化可能なレベルに達しており、クローズドループ制御に組み込

む可能性以外に、計測器単体としての事業化可能性や血中成分の非侵襲測定可

能性への波及効果は大きいといえる。現状は基礎開発の段階ではあるが、今後

事業化へのシナリオ、即ちシステムの小型化、可搬化やコストダウン策、導入

普及事業の検討などをしていく必要がある。 
インスリン注入システムについては早期実用化に向けて多様性のある人体

を相手にすることを念頭に計画を早急に見直すことを検討すべきである。なお、

インスリンポンプは、波及効果として抗がん剤注入などへも応用出来ると期待

される。 
また患者が使用する上で予想できる問題点については、早い段階で解決の方

策を練っておく必要があり、システムの信頼性、特に植え込み部の故障時の補

助などは重要な検討事項である。 

 



 

 

 
 

要素技術に関する評価 

 
 
 

 
 

 成果に対する評価 実用化の見通しに関する評価 今後の研究開発の方向性等に関する提言 
光学的血糖値測定技術 
 

血糖値計測精度は国際水準で、特に低血糖領域の

推定精度が向上すれば、目標到達の可能性はあり、

また採用された非観血的な１.６μm 付近の波長域

での成果としては世界最高水準であるといえる。 
ただし、これはいわゆるキングズデータであり、

通常の観血的測定機器でのレベルと同等で、最近十

年での報告を超えるものではなく、さらにデータを

蓄積することが重要である。 

現実的な使用条件で試験している点は評価で

き、要素技術のみならば実用化の可能性は大きい。

1 例の患者において良いデータが得られており、特

定個人用の非侵襲血糖値測定装置として比較的コ

ンパクトな製品化あるいは限局した範囲で血糖値

の概数測定が出来る可能性はある。 
今後実用化を目指した小型化、安定化のための

シナリオや技術的見通しを明確にすると共にシス

テム運用時の問題点抽出と解決策を示すことが必

要である。また精度的には低血糖時が特に重要で

あるが、本プロジェクトで用いている原理による

方法では高 S/N 比という壁を越えられるか懸念が

あり、今後に期待したい。 

精度は既にかなりのレベルに達していると思われるの

で、特定個人用の間欠的血糖値測定器の早期実現を目指す

のが１つの選択肢と考えられる。 
ただし臨床に応用するには検出精度の保証が前提であ

り、他の多くのメーカの力を結集することも視野に入れ、

臨床実験データ蓄積による安定化及び精度の検証さらに

は小型化に研究を集中すべきと思われる。 

体内埋込み型インスリ

ン注入技術 
 

技術要素は個々に適宜検討がなされている。 
40 日間カニューレ流量の変化は認められなかっ

たことは評価できる。しかし、インスリンの種類に

よっては回路閉塞の可能性があること等、今後イン

スリンメーカとも連携し、流路系全体にわたっての

より長期的な評価が必要である。 
また、ポンプは独自の方式を導入しているが基礎

的な研究成果が少ないのでさらに新しいアイデア

の機器開発を期待する段階といえる。 
さらにカニューレやリザーバの仕様と合わせた

設計要件の明確化、体内埋込み部の小型化の検討等

残された課題は多い。 

ポンプ試作、体外充電などにおいて現実的で厳

しい使用条件を想定した検討は、要素技術の実用

化を進める上で重要であり評価できる。 
ただし、現段階では埋込み、経皮エネルギー伝

送など技術的課題も多く実用化可能性は少ないと

思われる。 
今後はポンプの設計仕様や拘束条件を明確にし

た上で試作を進めること及び実用化へのステップ

としてまず体外使用型を検討すべきと思われる。 

血糖値センサーとポンプの同時開発はシステム全体を

実現するにあたって共に重要な要素であり、現状通り進め

てよいが、斬新なアイデアを引き出す意味でインスリンメ

ーカとの連携を検討してはどうか。 

また今後の検討課題としては、 

①疲労や電波障害を含めたポンプの信頼性の検討とシス

テムとしての問題点の洗い出し 

②門脈へのインスリン注入は危険性を伴うことから腹腔

内もしくは中心静脈内へのカテーテル留置による注入

あるいは皮下注入の検討 

などが上げられる。 

７
 



 

８ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）Ａ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１，Ｄ＝０として事務局が数値に換算。 

 
 

 

評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の目的・政策的位置付けについて 2.7 B B A A A A A 

２．研究開発マネジメントについて 1.1 C C C C C C B 

３．研究開発成果について 1.1 D C C C C B B 

４．実用化・事業化の見通しについて 0.4 D D D D C C C 

 

平均値

0.4

1.1

1.1

2.7

0.0 1.0 2.0 3.0

4.実用化･事業化の見通しについて

3.研究開発成果について

2.研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄについて

1.事業の目的・政策的位置付け


