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作成日 平成 15 年５月２６日 

施策（プログラム）名 
健康寿命延伸のための医療福祉機器高度プログラム 

早期診断・短期回復のための高度診断・治療システム 

事業(プロジェクト)名 心疾患治療システム機器の開発 プロジェクト番号 51102402-0 

事業担当推進部室・担当者 健康福祉技術開発室   加藤 邦貴 

事業の概要 

当該事業では、病院内の心疾患患者の病態を連続的に把握し、それに基づき最適な薬
物治療法等の治療を行う「心疾患治療システム機器」（心疾患治療オートパイロットシステ
ム）の研究開発を推進することで、現在の心疾患治療の限界を克服し、心疾患による死亡
率の低減を目指すことを目的としている。 

心疾患はわが国の死因の第 2 位（17 万人/年）を占め、医療費は 2.6 兆円/年に達する
（図１左）。心疾患の克服は国の内外で健康寿命伸延や医療費削減の面から急務である
ことから、心疾患治療機器の開発は世界市場を対象とする重要な産業を育成することが
予想される。現状はわが国の医療機器産業、特に治療機器分野で慢性的な輸入超過で
ある（図１右）。現状の輸入超過を打破するためには世界に類のない治療機器の開発が
必要である。 

心疾患は急性期の専門医による緊急治療がきわめて有効であるが、専門医は医師全
体のわずか３％に過ぎない。心疾患の治療成績を向上するためには、一般医に委ねられ
ている大部分の患者に対する緊急治療のレベルを専門医並みに引き上げることが必要に
なる。そこで本事業では一般医でも（いつでもどこでもどの患者にも等しく）専門医並みの
治療成績を可能にする心疾患治療システム機器（心疾患治療オートパイロットシステム）を
開発する。世界的にも専門医は不足しており、多数の緊急治療が必要な心疾患患者の治
療成績を向上するために本システムは必須のものである。そのため世界に先駆けて我が
国で当該システムを開発することができれば、心疾患治療の巨大な世界市場を手中にす
ることができる可能性がある。 

心疾患治療オートパイロットシステムは自動診断・治療の基盤となる論理部分とベッドサ
イドで患者情報を取得し治療をするハードでウエアの開発が必要である。前者の論理部分
の開発は厚生労働省の支援により推進されており、後者のハードウエアの開発は経済産
業省・NEDO の本プロジェクトが担当する。 

心疾患治療システム機器開発には非常に高い安全性・信頼性が求められ、多くの開発
コストがかかる。また多くの技術の融合や医学研究機関の協力が不可欠である。さらに診
療報酬上の取り扱いを研究開発の段階では明確にできないなど市場の不確実性があり
（市場の失敗［市場の不完全性］）、民間だけでの開発は容易ではない。行政の積極的関
与の意義は大きい。 

本事業では、投資 8.02 億円/3 年（実績、5 年計画）に対し、1,503 億円の国内市場形成
（世界市場 1 兆 2,020 億円）および 360 億円/年の医療費削減、GDP 換算で 672 億円/年
の人的資源の損失防止が期待できる。 

１．事業の目的・政策的位置

付けについて 
【ＮＥＤＯが関与する意義】【実施の効

果（費用対効果）】【事業の背景・目

的・位置付け】 

 
図１ 
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自動治療による支援により一般医でも専門医並みの治療成績を可能にする「心疾患治
療システム機器（心疾患治療支援オートパイロットシステム）」を開発する。心疾患治療シ
ステム機器は図２に示すように、患者から情報を取得するサブシステムとその情報に基づ
き診断および治療戦略を策定する治療戦略バーチャルハート（厚生労働省で連携して開
発）、さらに策定された戦略を患者に実現する薬剤投与システムで構成される負帰還制御
システムである。多くのケーブルや点滴ラインに患者が繋がれる物理的混乱やこれに起因
する医療事故の危険を回避するため、病態把握や最適治療の実行のためにはベッドサイ
ドの物理的混乱を回避するとともに患者の拘束を最小にする装置が必要である。 

上記の目的を達成するために本プロジェクトでは以下の各構成要素を開発する。 
1) インテリジェント生体情報取得システム（図２左） 
• 一本のカテーテルの穿刺により複数センサ情報を連続無線記録できるコンパクトなセン
サシステム 

• 不整脈に加え虚血診断が可能な連続無線記録可能な多誘導心電図システム 
2) 超小型無線伝送デバイス（無線通信、図２中央） 
• 連続情報取得、オンライン治療実行を可能とする大容量で高信頼、低出力な超小型無
線伝送デバイス 

3) インテリジェント薬剤投与システム（図２右） 
• 一本の薬剤投与路から複数薬剤を同時に独立して高精度に投与可能であり人為エラー
低減が可能な薬剤投与システム 

最終年度までにこれらの要素開発の成果を厚生労働省プロジェクトと統合して心疾患治
療オートパイロットシステムを構成し自動最適治療論理を搭載して、その有効性ならびに
安全性を動物実験で確認する。 

 
 

２．研究開発マネジメントにつ

いて 

【事業の目標】 

 
図２ 

 

 

主な実施事項 H12fy H13fy H14fy H15fy H16fy H17fy 

超小型多電極心電モニター 仕様検討 予備試作 一次試作 二次試作(微細化) 総合評価

低侵襲型の超小型統合センサー 基礎検討 一次試作（小型化） 二次試作(超小型化) 高性能化

超小型無線伝送デバイス 仕様検討 予備試作 一次試作 二次試作(高性能化) 総合評価

心臓障害ｾﾝｻｰ/腎機能ｾﾝｻｰ － 仕様検討 基礎技術 要素技術 試作 高性能化

ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄ神経活動記録/刺激電極 － 仕様検討 基礎技術 要素技術 試作 高性能化

生体ハイブリッド化技術 － 技術調査 基礎技術 要素技術 試作 評価改良

ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄ薬剤投与ｼｽﾃﾑの開発 要素技術 基本設計 機能試作 システム設計 ｼｽﾃﾑ評価

双方向無線伝送システム 仕様検討 予備試作 一次試作 二次試作 総合評価

【事業の計画内容】 

 

ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄ生体情報取得ｼｽﾃﾑの開発 

 

 

高次生体情報ｾﾝｻｰ基盤技術の開発 

 

 

ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄ薬剤投与ｼｽﾃﾑの開発 

 

成果とりまとめ － － 中間評価 － － 総合評価
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（単位：百万円） H12fy H13fy H14fy H15fy H16fy H17fy 総額 

(当初) 275 - - - - - - 補正 

 (実績) 275 - - - - - - 

(当初) - 229 263 229  一般会計 

 (実績) - 229 263     

(当初) - - - - - - - 補正 

 (実績) - - - - - - - 

(当初) - 15 15 10  一般会計 

 (実績) - 15 15     

(当初) 275 244 278 239   

【開発予算】 

総予算額 

(実績) 275 244 278     

経済省担当原課 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 

プロジェクトリーダー 国立循環器病センター 砂川 賢二 

委託先(1) 技術研究組合 医療福祉機器研究所 

分担企業： (株)日立超 LSI システムズ、(株)日立製作所、テルモ(株)、
日本電信電話公社(株)、NTT アドバンステクノロジ(株) 

再委託先： 国立循環器病センタ、横浜国立大学、筑波大学、慶応義塾
大学 

委託先(2) 産業技術総合研究所 

【開発体制】 

心疾患治療システム機器開発には医療系、工学系および企業の全面的な協力体制の
構築が不可欠である。そのため、循環器医療、心血行動態、循環制御で世界でも屈指の
実績を誇る国立循環器病センタ研究所の砂川賢二部長をプロジェクトリーダーに指名し、
研究開発全体の推進を統括化した。さらに一方で、技術研究組合医療福祉機器研究所で
組織する開発委員会の役割は審議、指導助言に留まらず、開発研究の方向性自体を変
更するためのものと位置付けられている。（図３）。開発委員は戦略的に選抜されており、
何れも各々の分野では国内のベストの顔ぶれを選抜したといっても過言ではない。開発委
員長は前出の砂川賢二プロジェクトリーダーが就任した。わが国の循環器臨床の中心で
ある国立循環器病センタの友池病院長が医療分野、医療機器制御に造詣の深い東京大
学・満渕教授、センサー実装の経験豊かな川崎医療福祉大学・小笠原教授、センサインタ
フェイス電極に多くの実績を有する拓殖大学・川名教授、微小機械加工に多くの実績を有
す東京大学・佐久間教授が工学分野の委員に選出されている。共通インフラである新規
通信システムの開発に関しては日本の通信界を代表する横浜国立大学・河野教授が委
員となっている。 

 本プロジェクトには多くの企業・研究機関が参加しているため、組織間の緊密な連携が
開発全体の効率を左右する。そのため開発委員会に加え、図３に示すように開発実務者
を中心とした３つのワーキンググループが組織され開発研究の継続的な摺り合わせが行
われている。情報取得ワーキンググループでは情報取得に関するテーマの進捗状況、薬
剤投与ワーキンググループは薬剤投与ポンプに関する進捗状況、実用化ワーキンググル
ープでは早期実用化・商品化を推進するための討議を行った。平成１５年３月の時点で７
回の開発委員会、３８回の公式なワーキンググループの会合、および５０回をこえる非公
式の実施者間の会合を持ち、効率のよい研究開発を推進した。さらにワーキンググループ
の会合には平均 3.4 人の開発委員が参加し内容の濃い討論を行うことができた。 

開発委員会を中心としたプロジェクト実施者によるマネジメントに加え、プロジェクト担当
推進部室である健康福祉技術開発室も内部評価のために年１回のプロジェクト技術検討
会を開催した。評価者としては国内第一線の研究者を一同に集め、白熱した議論を行い
その上でプロジェクトの軌道修正を行った。 

さらに、本プロジェクトは厚生労働省で開発中のバーチャルハート治療戦略モデルとの
連携が不可欠である。そのため開発委員会では厚生労働省プロジェクトの詳細な進捗状
況の報告を行っている。開発の成否は厚生労働省プロジェクトとNEDOプロジェクトの開発
担当者がシステム開発の全貌を的確に把握出来るかどうかに大きく依存することから、両

産総研 

医福研 
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プロジェクトを取りまとめた全体会議（①平成１４年１月３０日、NTT アドバンステクノロジ会
議室②海外の研究者を交えた国際シンポジウム、平成１４年５月８日、東京大学山上会
館）を開催した。さらに質の高い機器開発には医学的基礎知識が必須であることから、ワ
ーキンググループの会議で講義を中心にした医学の基礎研修を継続的に行っている。 

 

 
図３ 

【情勢変化への対応】 情勢変化に関しては、開発委員会、ワーキンググループで積極的に論議して方針を検
討し、さらにプロジェクト技術検討会で審議し、適宜見直しを行っている。その結果、事業
の目的達成に必要と考えられる事項は積極的に取り込んでいる。 

a) 当初、無線システムについては、ＩＣＵ、ＣＣＵのみを対象に考えていたが、開発委員会
の指摘を反映して、一般病棟にまでシームレスに適用可能となるようにスケーラブル
なものとした。このことにより病院の全患者のバイタルサインや位置情報を統合的に管
理できるシステムの開発が可能になった。 

b) 2002 年３月のプロジェクト技術検討会でセンサーカテーテルの生体適合性の重要性
が指摘されたので、2003 年度では計画を前倒しして動物実験での検討を行った。その
結果、比較的短期間であれば生体適合性の問題を克服できる目処がたった。 

c) 医療事故の増加や無線ＩＣチップの実用化にともない、薬剤投与システムに自動認識
機構を組み込むこととした。これにより、薬剤取り違えなどの事故を防止することが可
能となった。 

d) ＢＮＰは基盤技術として開発していたが、実用化の目処が立ってきたことと臨床的な測
定の重要性から前倒しして進めることとした。ＢＮＰのベッドサイドや在宅での測定が
可能となることにより医療費の大幅な軽減や早期の正確な診断が可能となった。 

【今後の事業の方向性】 中間評価の結果に基づき、事業の方向性検討を行う。 

３．研究開発成果 

(写真、図、表の使用可) 

(要素技術含む) 

非専門医が循環器専門医と同程度に心筋梗塞急性期の患者の治療を行うための、心
疾患治療オートパイロットシステムの開発には心疾患治療戦略バーチャルハートの開発
が必要である。治療戦略の開発は厚生労働省の連携プロジェクトにより進められている。
これまでの治療では生体の循環システムを表現する適切なパラメタが知られていなかった
ため、このパラメタで治療目標を定めて治療機器を自動制御することができなかった。同
様に循環器作動薬の効果もパラメタで表現されていないために、多くの経験的要素が介
在した。本治療戦略では最新のシステム生理学の知識に基づいて循環システムのパラメ
タを設定し、病態診断、薬効、専門医の治療方針のすべてをシステムパラメタで表現して
治療戦略をたてる。既に循環システムをモデル化し、パラメタの設定を完了した。またパラ
メタを目標値に向け制御するロバストな制御系を構築した。 

本プロジェクトでは現時点までに、インテリジェント生体情報取得システム、超小型無線
伝送デバイス、インテリジェント薬剤投与システムの各要素技術の一次試作を行い、基本 
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 機能を確認してシステム化への見通しを得た。また高次生体情報センサーに関しては基
本技術の確立を行った。インテリジェント生体情報取得システムでは、１）不整脈と心筋虚
血の実時間診断を可能にする超小型多電極心電図モニター、２）各種超小型センサとそ
れらのセンサを搭載する微細カテーテルからなる低侵襲型の超小型統合センサーを開発
した。また、これらの情報を伝送する超小型無線伝送デバイスの開発を行った。インテリジ
ェント薬剤投与システムでは、複数の薬剤を独立して高精度にオンライン投与する薬剤投
与システム開発を行った。 

インテリジェント生体情報取得システム機器の開発 

超小型多電極心電図モニター（図４） 

これまでの心電図モニタでは無線伝送容量の限界から同時に多数の患者の標準 12 誘
導心電図を伝送することができなかった。また比較的短期間に患者の体動や発汗により
電極に分極電位が発生し、その変動によりアンプが飽和して信号が記録できなくなってい
た。この問題に対し、後述の超小型無線伝送デバイスと組み合わせ、入力レンジ±１Ｖの
高分解能 AD 変換器を用いて分極電圧の除去やフィルタリング、データ伝送をすべてディ
ジタル処理で行う世界初の心電図を開発した。現時点で標準 12 誘導心電波形を１日間記
録しかつ無線伝送を行なうことのできるセンサボックスを試作した。今後小型化省電力化
をすすめる予定である。 

低侵襲型の超小型統合センサ（図４） 

多くのセンサ（血圧血流、血液ガスなど）を１本のカテーテル上に搭載して超小型無線伝
送デバイスと組み合わせることにより、これまでよりもはるかに低侵襲、無拘束で多くの生
体情報を連続して取得できるシステムを開発した。外径１mm のカテーテルに５つのセンサ
ーを搭載した統合センサーを試作した。世界最小の酸素センサの作成とカテーテルへの
搭載に成功し、血管内に留置して酸素分圧を連続的に測定することに成功した。他に類を
みない分子設計の手法により電解質センサで最重要なイオノフォアに十分な血中での安
定性とイオン選択性を付与することができた。カテコールアミンセンサーでは世界最高特
性の感度と妨害物質の除去性能を達成し、微小センサ開発の目処を得た。 

さらに、動物実験により生体適合性表面コート材料 PVP-Hep によって良好な低蛋白質
吸着性・抗血栓性・潤滑性が得られることを見出し、ヘパリン投与なしでイヌ静脈内に 72
時間留置しても血栓が生じないことを確認した。PVP-Hep はコート条件が温和でありセン
サ性能を 72 時間維持できる見通しを得た。 

 

図４ 
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 超小型無線伝送デバイス（図５） 

医療現場の無線装置には互いに矛盾する高容量、高信頼性（低干渉性）、低出力低消
費電力を両立させる必要がある。これまでの医療用テレメトリはこれらはいずれも不十分
な性能であり、他の用途の無線でもすべてを両立させるものはなかった。本プロジェクトで
は 2.4GHz 帯周波数ホッピング方式を用い、従来の無線では困難であった高伝送容量
（30Mbps）と高信頼性、低送信出力（1mW）の両立を世界で初めて実現した。また、集中治
療の病棟ではマルチリンク・ソフトハンドオフにより信頼性を向上させるのと同時に、一般
病棟では患者移動に対応できる、シームレスでスケーラブルなネットワーク構成を開発し
た。さらにアンテナダイバーシティやソフトハンドオフを実現する際には端末の消費電力を
上げないことに成功した。いずれの機能も一次試作により基本動作を確認した。 

 

図５ 

 インテリジェント薬剤投与システムの開発（図６） 

従来、多種の薬剤を投与するには薬剤ごとにポンプと投与経路を分けて、何度も血管に
針を刺す必要があった。複数の薬剤を途中から混合して投与する場合には一剤の投与速
度の変更が他剤にも影響した。本プロジェクトではオンラインで薬剤投与の制御を行うた
めに独立な薬剤投与の制御が必要である。そこで本プロジェクトでは、５種類の薬剤を独
立に投与可能な世界最小の外径１mm５ルーメンカテーテル、10ch マルチラック、輸液・シ
リンジポンプ共通ユニット、カセット式輸液セットでシステムを構成し、一次試作により各機
能の確認を行った。また、時間ごとに輸液内容を変化させることができる実時間輸液調合
混合器を試作した。さらに薬剤の取り違えなどの医療事故を防止する目的で、無線 IC チッ
プの組込によるシリンジ及び輸液バック内の薬剤自動認識システムを考案し、機能および
動作を確認した。またオンラインで薬剤投与の制御のため、超小型無線伝送デバイスと共
存して薬剤投与システムと双方向無線伝送を行なう無線方式を設計し、一次試作と動作
確認を完了した。 

 

 
図６ 

 

 

 

 

 

 

 

高次生体情報センサー基盤技術の開発 

心臓障害センサー 

脳性利尿ペプチド BNP は心不全の病勢を反映する血液内の物質として近年臨床的重
要性が指摘されているが、BNP のように微量のものは専門の検査施設でしか測定できな
かった。ベッドサイドや在宅で迅速な測定がきれば正確な心不全の診断ができ、非専門医
や在宅での心不全管理に貢献し医療費の大幅な節約が期待される。本プロジェクトでは
酵素イムノアッセイと電気化学濃縮技術による新規測定方法を開発し（世界初）、30 分以
内の検出感度数 ppb の超高感度 BNP 測定を実現した。 

腎機能センサー 

従来の腎機能センサは測定対象以外の物質の影響を受けやすく、特異性に欠けてい
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(特許・論文等について件数

を記載) 

た。本プロジェクトでは、３種類の酵素を組合せ、妨害物質の影響をなくした世界で初めて
の測定法を新たに開発した。 

埋込式のインテリジェント神経活動記録電極・神経刺激電極 

神経再生型電極プロトタイプを試作し、世界で初めて長期間（植込から 60～123日）にわ
たりラット迷走神経活動電位の記録に成功した。体液による腐食からの電極金属の剥離、
繰り返し加わる応力による電極の破損の問題を電極構造の工夫により解決した。また、記
録のみならず神経電極を用い迷走神経を電気刺激することでラットの心拍ならびに血圧
の応答が誘発できることを確認した。この刺激は長期間（植込から 60～130日）にわたり行
なうことができた。 

特許 ４件 

論文・学会発表４６件（論文１３件、学会発表３３件、平成１５年度分の９件を含む） 

４．実用化、事業化の見通し 本プロジェクトの最終年度である平成１７年度末までに、超小型統合センサー、超小型
多電極心電図モニター、薬剤投与システム、超小型無線伝送システムの試作を完了し、
心疾患治療システムとしての有効性ならびに安全性を動物実験で確認する。一方、本プロ
ジェクトと連携して進められている厚生労働省メディカルフロンティア・プロジェクトで開発中
の「治療戦略モデルバーチャルハート」では、同じく平成１７年度末までに専門医治療の論
理の確立を行うとともに、その論理の有効性を臨床的に確認するところまで行う。 

プロジェクト終了後の出来るだけ早い時期に、本心疾患治療システムとバーチャルハー
トとの統合を行い、「心疾患治療オートパイロットシステム」としての有効性を国立循環器
病センターで確認する。この結果を踏まえて改良・試作を行い、商品器を完成させる。「心
疾患治療オートパイロットシステム」は新しい治療法となるために、製造承認を得るために
臨床治験が必要となるが、循環器疾患に対する唯一のナショナルセンターである国立循
環器病センターでの治験を予定している。薬事申請、厚生労働省の製造承認を経て、平
成２３年頃の上市を予定している。事業化にあたっては本プロジェクトに参加している企業
を中心にベンチャー企業を設立することを検討しており、このベンチャー企業を通じて商品
化・販売を行う予定である。 

実施時期 H15 年度 中間評価実施 評価履歴 

評価項目・評価基準 標準的評価項目・評価基準 

実施時期 H18 年度 事後評価実施予定 

５．評価に関する事項 

【評価実施時期】 

【評価項目・評価基準】 評価予定 

評価項目・評価基準 標準的評価項目・評価基準 
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「心疾患治療システム機器」 

（中間評価）評価概要（案） 

 
【はじめに】 
 当該プロジェクトは、生体情報取得システム・治療戦略モデル（バーチャルハート）・
薬剤投与システムを統合化した心疾患治療システム機器を厚生労働省と協力・分担して開
発しようとするものである。NEDO は、生体情報取得システム・薬剤投与システムに係る部
分を分担し、治療戦略モデル（バーチャルハート）は厚生労働省が分担して行っている。 
 NEDO の技術評価委員会として評価すべき対象は、当然、NEDO の実施している生体情報取
得システム・薬剤投与システムに係る部分となるが、厚生労働省担当部分の治療戦略モデ
ル（バーチャルハート）を抜きにして、治療システム全体としての実用化見通し等の的確
な評価は困難である。このため分科会委員個々の意見には、治療戦略モデル（バーチャル
ハート）に係る部分や NEDO の事業、厚生労働省の事業と明確に分けられないものも含まれ
ている。しかし、これらの分科会委員の率直且つ厳正な意見は、それぞれの見識に基づく
貴重なものと考えられるため、このような意見はそのまま記録として留めることとした。 
 ただし、NEDO が医療行為そのものや医師が行うべき判断について踏み込むことは適当と
は考えられず、評価委員会・分科会としてのコンセンサスを得た評価の中で、厚生労働省
側のプロジェクトにまで言及することは、その責任と権限の範囲を超えるものと思量する。
従って、評価委員会・分科会としての纏めは、NEDO の担当部分である生体情報取得システ
ム・薬剤投与システムに係る技術開発の評価としてまとめることとした。 
 なお、このような共同プロジェクトの評価については、本来、NEDO（又は経済産業省）
と厚生労働省が共同で行うのが適切と考えられ、今後、可能であれば、そのような評価の
共同実施について検討を進めることを希望する。 
 
１．総 論 
１）総合評価 
治療戦略モデル（バーチャルハート）は NEDO の事業でないため評価が出来ない状況であ
る。従って治療戦略モデル（バーチャルハート）と心疾患治療システム機器を合わせた全
体の的確な評価は困難である。 
治療戦略モデル（バーチャルハート）・生体情報取得システム・薬剤投与システムをシス

テマティックに統合化した心疾患治療システム機器という構想はユニークであり、理想的
にはこのようなシステムがあれば医療の質的向上に役立つことは明らかである。 
また、民間レベルで手をつけるには危険な要素を多く含んでいるため、NEDO が厚生労働
省と協力・分担して取り組むことの妥当性はある。 
一方、NEDO が行っている研究開発項目について言うと、生体情報取得システム＊、イン

テリジェント薬剤投与システムは汎用性が高く、治療戦略モデル（バーチャルハート）と
切り離しても実用化の可能性がある。早期実用化のために、システム全体とは切り離した
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実用化も視野に入れた研究開発が必要である。 
しかし、適切な数値目標が十分に示されておらず、プロジェクトの最終的な形も不明瞭
な点がある。これらは、プロジェクト開始時の目標設定の甘さ、その後の研究開発マネジ
メントにおける軌道修正の不十分さ等からくるものと考えられる。 
研究成果は上がってきているので、より早期実用化を目指し、開発項目の絞込み、普及
の対象となる病院や目標価格の設定等を、内外の研究動向、国際的な位置付け等再調査し
た上で行うことが必要である。また、安全性、汎用性を考え、「生体情報取得システム及び
薬剤投与システム」等の形態も検討する必要がある。 
 
＊ 超小型多電極心電図モニター、血行動態センサー（血圧）、酸塩基平衡センサー（O2、
CO2）、超小型無線伝送デバイス 

 
２）今後に対する提言 
治療戦略モデル（バーチャルハート）に関する部分が評価対象外であるため、プロジェ
クト全体としての提言は困難であるが、バーチャルハート理論に対する国内外の専門医の
コンセンサスを得ることが出来れば、ユニークな研究成果が期待出来る。 
今後は、本プロジェクトの実用化に向けて、製品の具体的仕様を早急に決定すべきであ
る。その他、誤作動を防止するシステムを確立し、汎用性を持たせるためにも治療に携わ
る医師の専門性やレベルに応じて、本治療システムの自動化のレベルを可変にする等が望
まれる。また、研究開発項目の絞込みや、技術目標の変更と見直しも検討すべきである。 
 個別技術の早期実用化を考えると、超小型多電極心電図モニターや動脈センサー、超小
型無線伝送デバイス、インテリジェント薬剤投与システムなど、成果が上がっている項目
については、治療戦略モデル（バーチャルハート）と切り離した研究開発として進める選
択肢も考えていただきたい。 
 
２．各 論 
１）事業の位置付け・必要性について 
治療戦略モデル（バーチャルハート）は NEDO の事業でないため評価が出来ない状況であ
る。従って治療戦略モデル（バーチャルハート）と心疾患治療システム機器を合わせた全
体の的確な評価は困難である。 
しかし、計測診断技術における日本の優れた力と、世界のトップレベルにある日本の循
環生理学を融合させる心疾患治療システム機器の開発は、日本が世界をリードできる領域
であり、計測システムという工学領域と循環制御理論という医学領域の学際的連携が必要
であるため、単独の研究機関や企業で達成できない課題といえる。 
また、完成すれば心疾患の治療現場に見られる問題を解決できる可能性もあり社会的必
要性も高く、治療システムの実現を目指した研究、開発の方向性も賛同できる。よって、
NEDO の事業としては、妥当であると言える。 
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２）研究開発マネジメントについて 
研究開発項目は多岐にわたり過ぎるが、開発事業体制は整っており、企業、大学、研究
所の連携及び研究全体の推進に果たすリーダーシップも的確に発揮されている。 
しかしながら、一部の個別テーマは数値目標の設定が充分ではなく、不明確な事項を抱
えたまま開発が進められている。今後は、システムとしてのまとまりがでるように、より
一層のマネジメントの努力が必要である。 
当該プロジェクトに関する国内外の研究動向や、国際的な位置付け、既存特許や世界標
準について十分に調査しつつ、医療の安全性の向上と解決にも貢献できる点を強調し、本
治療システムの開発改良にも力をいれた方が良い。 
また、本治療システムに必須であるものと、そうではない探索的開発とにわけ、優先順
位を決めて研究開発を進める必要がある。 
 
３）研究開発成果について 
生体情報取得システム、薬剤投与システムに関する研究成果は部分的には上がっている。
全ての研究に関して、目標達成の為の努力も認められる。 
 しかし、国際特許が押さえられていないなど、国際戦略上の課題がある。競合他社など
の国際的な研究開発動向について調査をし、優れたシステム及び技術について、必要なも
のは早急に国際特許を取得するべきである。 
 また、各システム機器に対する目標が数値化されていないものがあるので、成果が判定
し易いように数値化、明確化が必要である。 
 
４）実用化、事業化の見通しについて 
NEDO が行っている研究開発項目についていうと、生体情報取得システム＊、インテリジ
ェント薬剤投与システムは汎用性が高く、治療戦略モデル（バーチャルハート）と切り離
しても実用化の可能性がある。早期実用化のために、システム全体とは切り離した実用化
も視野に入れた研究開発が必要である。 
 また、今後の事業化のために、需要がどの程度あるか、本システムの目標としている価
格や消耗品を含めた目標とするランニングコストの再検討が必要である。機械のコントロ
ールのしやすさ、扱いやすさ、アラームなどの警報システムの整備、トラブル発生時の自
動からマニュアル方式への切り替えのしやすさなど、実用化に向けてこれらの点を開発計
画に組み入れておく必要がある。 



 

 

 成果に関する評価 
インテリジェ
ント生体情報
取得システム
機器 

超小型統合センサーについては、血行動態セン
動作を確認できたことや、ベッドサイドですぐ測
電解質センサー（ナトリウムイオン、カリウムイ
成功したこと、センサーカテーテルのマイクロ化
る。 
動脈センサー（CO2、O2、血流、血圧、pHな

圧と動脈血液ガス分析の連続的な同時記録や、循
ーカーセンサー（乳酸）の連続測定が可能になれ
に有用な生体情報を得ることができ利用価値が高
但し、血行動態センサー（血流）の開発が遅れ

発計画を立て直す必要がある。酸塩基平衡センサ
性と信頼性の確立も必要である。 

12 誘導が可能で従来に比べてダイナミックレ
型多電極心電図モニターは臨床段階に入ってい
る。 
超小型統合センサーおよび超小型無線伝送デバ

ニタリングにおけるスパゲッティ状態を回避す
有効であると思われる。 
今後は各センサーの既存カテーテルセンサー

が何か、各センサーの安定性、信頼性、精度は確
か、必要な情報は何なのかを見極め、研究開発に
明確化する必要がある。 

超小型無線伝
送デバイス 

本研究項目は、スケジュール通り進捗している
及び受信信号の安定化による高信頼性、低消費電力
リアルタイム無線伝送システムの構築は、重症心疾
に適用可能であり評価出来る。 
しかし、CCU（冠動脈疾患集中治療室）におけ
は通信速度などオーバースペックとなっている
る。これは開発委員会の指摘を反映して、一般病
レスに適用可能となるようスケーラブルなものと
る。但し、実用化に向けて、実際の医療現場で求
な要求仕様についても十分に検討を進めることが

インテリジェ
ント薬剤投与
システム（双方
向無線伝送シ
ステムも含む） 

技術的にはあまり難しい開発要素がないことも
ンプシステム、マルチルーメンカテーテル、薬剤
開発は実用化段階にきており、基本機能を目標通
る。特に、本システムは、誤操作防止およびスパ
の改善には有用で、医療事故の減少も期待出来る
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血行動態センサー（血圧）、電解質センサー（ナトリウムイオ
ン、カリウムイオン）、酸塩基平衡センサー（O2）は実用化可
能性が高いと判断出来る。ディスポーザブル製品として適正な
価格を設定出来れば普及すると思われる。超小型多電極心電図
モニターは医療従事者の負担が軽減され、病態の診断能力が向
上するので、臨床的には有用で実用性が高い。 
国際的にも産業として成功するためには国際特許を押さえつ
つ研究開発をすることが必要である。早期実用化のためには、
開発するセンサーの種類が多すぎるので、事業化し得るものに
絞るべきである。 
また、実用化する超小型統合センサーは事業計画に記載され
ているすべての種類の計測量を計測できるものだけではなく、
いくつかの種類に限定したものを選択できるようにした方が安
価かつ現実的な需要に応じたものとなる。 

どの生体情報が最低限必要なのかを早急に確定し、開発するセ
ンサーの種類を絞って開発を行うことが必要である。 
特に、循環制御系代謝マーカーセンサー（カテコールアミン）
は、マイクロダイアリシスプローブを血管内に挿入し、試料を連
続的に採取しながら計測できるようにする必要がある。但し、ダ
イヤリシス膜の生体適合性維持の手法を開発する必要がある。ま
た、酸塩基平衡センサーによって CO2が連続的に測れるよう開発
を進めるべきである。 
今後は、センサーの耐雑音性を含めた精度や耐久性に関する定
量的評価を行いつつ、材料費を含めたコストを安価にするよう努
めることが必要である。 

送容量
現し得る
自動治療

様として
見があ
シーム
めであ
る様々
る。 

超小型無線伝送システムは、セキュリティを含め信頼性、確
実性、他の医療機器との相互干渉について検討する必要がある
が、実用化は可能であり、一般の院内システムとして利用する
という波及効果も期待できる。 
開発に当たり、評価の尺度として従来利用しているレーダ
ー・チャートの「信頼性」「伝送容量」「電力効率」に加え、「コ
スト」「セキュリティ」の軸を新たに設け、他の方式と比較しつ
つ開発を進めることが望まれる。 

他の医療機器からの電磁波による影響への対策をとりつつイン
テリジェント生体情報取得システムの信頼性を高めるよう検討す
べきである。 
コンピュータの無線 LAN は今後ユビキタス無線通信システム

として益々進化する事が考えられる。当該システムは、このよう
なシステムと競合する可能性があるので、他の開発グループとの
仕様の統一を図り、使い勝手を考えたシステムを開発することが
望まれる。また、医療用周波数帯域の策定のため、他省庁との折
衝をともに進めてもらいたい。 

マルチポ
識機能の
できてい
ィ症候群

インテリジェント薬剤投与システムは、技術的には比較的成
熟しており、実用化も可能である。またマルチルーメンカテー
テル、マルチポンプシステム及び薬剤自動認識機能は今後治療
戦略モデル（バーチャルハート）と独立で開発を継続しても商
品価値がある。 
しかし、医療機関が受け入れやすいようシリンジの採算性、
設置スペースについても考慮する必要がある。特に救急車や狭
い病室で、10台 1セットのポンプシステムは設置面積、コスト
などの面から非効率的である。2～3台の薬剤ポンプを最少単位

今後はハードウェアだけでは医療事故の防止は不完全であるた
め、使用方法及び使用環境等に起因する誤作動防止を目的とした
ソフトウェアを装備するとともに、安全性・信頼性の向上に努め
ることが必要である。 
また、マルチポンプシステムは、治療戦略モデル（バーチャル
ハート）からの薬剤注入の命令だけではなく、このポンプに内蔵
されたコンピュータからも行えるようにしておく方が、独立性・
汎用性が増すと思われる。 
 実用面から考えると 6 チャンネルの自動薬剤投与システムの必



 

    

としたモジュール構造を考えるべきである。 
さらに、電磁波雑音による障害対策を充分に施し、インテリ
ジェント薬剤投与システムとしての安全性・高信頼性を確保し
ていく必要もある。 

要性は薄い。基本的な技術が確立されているインテリジェント薬
剤投与システムについては、他のシステムとは独立に早期に実用
化を検討すべきである。 

高次生体情報
センサー基盤
技術 

開発の進捗状況については心臓障害センサー（BNP=脳ナトリ
ウム利尿ペプチド）、腎機能センサーの開発、神経再生型電極に
よる神経情報の取得が出来ていることは評価に値する。 
特に、神経再生型電極については研究用としては有用であり、
学術的には面白い知見が得られている。 
但し、神経再生型電極は侵襲的であるので、神経を傷つけない
で情報を得る方法を検討する必要があり、実用化や他の個別プロ
ジェクトとの関連を明確にすべきである。 
高次生体情報センサー基盤技術で扱うすべてのセンサー、電極
に関して、このプロジェクトで何処まで開発するのかゴールを決
め、実用性の高いものに優先順位をつけて完成させ、次の技術開
発につなげるようにするべきである。 

神経再生型電極は長期的な神経活動の刺激と記録を目的とし
た研究的応用を期待できるが、生体組織との接触の長期安定化
が必要であり、侵襲的であるので臨床への応用は難しい。 
心臓障害センサー（BNP）については、BNP濃度の短時間・

連続的測定が可能になったことは、臨床的意味もあり評価出来
るが、採血検査より質の良い情報を取得できるか疑問である。
高次生体情報センサー基盤技術で扱うセンサーの耐久性や小型
化の可能性に関する評価を行うべきである。 

当該基盤技術は本プロジェクトとは切り離し、独立して開発を
行うべきものと考える。特に神経再生型電極の開発について、研
究としては重要であるが、侵襲的であるので現時点での臨床への
応用は難しく、本プロジェクト期間内での実用化は困難であり、
本プロジェクトに組み入れることは適切ではない。 
また多くのセンサーを扱っているが、実用化の可能性のあるも
のに絞り、目標を整理することが必要である。 
さらに、それぞれのセンサーがどの様な臨床現場でどのくらい
利用されうるのか、臨床現場における有効性を明確にすべきであ
る。 
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各論に係る評点結果 
 

1.2

2.0

1.3

2.0

0.0 1.0 2.0 3.0

４．実用化・事業化の見通し

３．研究開発成果

２．研究開発マネジメント

１．事業の位置付け・必要性

平均値

 
 

評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の位置付け・必要性について 2.0 C C A C A A
２．研究開発マネジメントについて 1.3 B D B D C A 

３．研究開発成果について 2.0 B C A C B A 

４．実用化・事業化の見通しについて 1.2 C D A D C B
（注）A=3，B=2，C=1，D=0として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 

 
 ＜判定基準＞ 
(1)事業の位置付け・必要性について (2)研究開発マネジメントについて 
・非常に重要          →A 
・重要             →B 
・概ね妥当           →C 
・妥当性がない、又は失われた  →D 

・非常によい         →A 
・よい            →B 
・概ね妥当          →C 
・妥当とはいえない      →D 

(3)研究開発成果について (4)実用化・事業化の見通しについて 
・非常によい          →A 
・よい             →B 
・概ね適切           →C 
・適切とはいえない       →D 

・明確に実現可能なプランあり →A 
・実現可能なプランあり    →B 
・概ね実現可能なプランあり  →C 
・見通しが不明        →D 
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個別テーマに係る評点結果 
（研究開発成果、実用化・事業化の見通し） 
 

1.2

1.5

2.0

1.7

1.8

1.8

2.0

2.2

0.0 1.0 2.0 3.0

４．高次生体情報センサー基盤技術

３．インテリジェント薬剤投与システム

２．超小型無線伝送デバイス

１．インテリジェント生体情報システム機器

研究開発成果

実用化・事業化

 
 研究開発成果 実用化、事業化の見通し 

評価項目 平均値 素点（注） 平均値 素点（注） 
１．インテリジェント生体 
情報システム機器 2.2 A C B C A A 1.7 A C C C B B

２．超小型無線伝送デバイス 2.0 A C B B B Ｂ 2.0 A B B B B C

３．インテリジェント薬剤 
投与システム 1.8 A D C C A A 1.5 A D C C B B

４．高次生体情報センサー 
基盤技術 1.8 A C C C B A 1.2 A D D C C B

（注）A=3，B=2，C=1，D=0として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
 

＜判定基準＞ 
(1)研究開発成果について (2)実用化・事業化の見通しについて 
・非常によい         →A 
・よい            →B 
・概ね妥当          →C 
・妥当とはいえない      →D 

・明確に実現可能なプランあり →A 
・実現可能なプランあり    →B 
・概ね実現可能なプランあり  →C 
・見通しが不明        →D 

 
 


