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はじめに
　医薬品や医療機器などの医療製品の研究開発で
は、医療ニーズを把握するところから始まる。一
般に、医療ニーズは医師から入手する場合が多い
が、医療従事者の提案するニーズは、実はリアル
な患者のニーズから生まれている。その一段深い
患者ニーズを把握することが重要である。
　筆者ら産学連携チームは、乳がんの放射線治療
に伴う放射線皮膚炎に悩む患者の切実なニーズを
知り、患者用ウェアを開発した。本製品の開発は、

「患者のニーズに適応した製品を患者に届ける」と
いう Patient Centricity のアプローチで進められ、
プロジェクトの立ち上げから事業化まで 3 年とい
う短期間で達成された。また、振り返れば、イノベー

ション創出の手法として注目される「デザイン思
考」（Design Thinking）や最新のベンチャー起業論
の要素も含まれていた。プロジェクトの経緯と要
点をまとめ、経営学的な考察も行ってみたい。

1　開発経緯
　わが国で女性に最も多いがんは乳がんで、2018
年推計で女性がん患者約 44 万人の 20％（新規罹
患数約 9 万人）を占めるが、予後は良好で、5 年
相対生存率は 93.9％である。がん研有明病院（東
京・江東区）は年間 1,200 例超の乳がん手術を実
施するわが国最大級のがん専門病院で、治療法の
進歩にも日夜努めている。外科手術後の乳がん患
者に対しては、温存手術後の乳房内再発を予防す
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る目的で、また、乳房切除後でも再発の可能性が
高い場合には手術部位の胸壁と周囲リンパ節に対
する再発予防のための放射線治療を行う。過去の
統計では、乳がん患者（低リスク群）の術後放射
線治療は、乳房内および領域リンパ節の再発を抑
制し、全乳がん再発率を 5％程度減少させる。す
なわち、1,000 人の患者のうち、外科手術後に放
射線治療を併用することによって 50 人の患者の
再発を抑えることができる。しかし副作用として、
照射部位の胸部に重度（Grade3 程度）の放射線皮
膚炎が避けられない。放射線皮膚炎は炎症と痛み
が長期にわたって生じ、患者の生活の質（QOL）
を低下させる大きな問題点である。
　放射線皮膚炎が起きた胸部には広範囲に外用薬
で治療を施すが、このとき患部を優しく保護する
適切なインナーウェアがなく、患者自身は不快で
大変つらい思いをしていた。既存の衣類にも適切
なものがなく、新たな患者向けインナーウェアの
必要性を強く感じた医師と看護師から、当時在職
していた筆者が相談を受けた。この相談内容を東
レにつないだところ、同社は意義を認められ、産
学協働で患者ウェアを開発する本プロジェクトが
速やかに開始された。

2　連携体制　
（1）連携体制の構築
　本連携プロジェクトは、患者にインナーウェア
を届けるという事業化前提のアプローチで開始さ
れた。病院側は一時の共同研究で終わるのではな
く、持続的に確実に患者を助けたいという思いが
強かったからである。プロジェクトチームは、病
院側からは放射線科医、看護師、連携コーディネー
ター（筆者）が、東レからは製品企画、製造技術、
事業開発、販売の各担当者が参画し、総勢 10 名
程度のチームが組まれた。病院側の看護師、東レ
の婦人衣料担当の女性スタッフ数名は、患者と同
性の立場から多くの建設的な議論と提案をされ、
非常に大きな役割を果たした。医療現場は、医療
従事者も患者も男性・女性の両方が主役であるの

で、開発も事業も当然その体制で行われるのが望
ましい。
　プロジェクトは共同研究として試作品製作で終
わることなく、確実に患者に製品を届ける事業化
前提で進められたので、ビジネスプランも両者で
協議された。病院側も広く患者に届けるために事
業として成功することを望み、患者ニーズはある
ものの、市場がまだ形成されていないため、市場
を創出する初期のマーケティングにも協力する方
向で考え、医療従事者へのプレマーケティングに
もなる日本乳がん学会での発表や患者からの継続
的な要望収集などを行った。また、開発費は双方
の自己負担としたため、チームメンバーは職務な
がら「手弁当」で参画する形となった。病院側か
らの提案とはいえ、企業側も自己費用で連携され
たことには、病院側は大変感謝された。

（2）連携活動の運営
　運営では、①「患者に届ける」という目的とビジョ
ンの共有、②役割分担の明確化（製品化は企業、
指導・臨床評価は病院）、③連携コーディネーター
の配置（実務担当者に調整の負担を負わせない効
率的運営）、④定期的な実務者会議（企業担当者＋
医師＋看護師＋コーディネーターで進捗管理）、
⑤マスタースケジュールの共同策定（試作、特許
出願、臨床試験、プレスリリース、学会発表、販
売開始等）を連携して実施した。産学連携では、
プロジェクトが進むにつれて当事者間の利害が表
面化し、「同床異夢」になることがよくある。これ
に留意し、会合時には「患者に届ける→患者の視
点（Patient Centricity）で製品開発する」をいつ
も確認して議論が進められた。

3　製品企画
　製品企画では、医師と看護師からの患者ウェア
に求められる要件が整理され、これに基づいて企
業側が製品企画案としてまとめた。当初、女性用
下着に関する先行技術情報は多く、新たな特許出
願は無理ではないか、との懸念が企業側から伝え
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られた。しかし、事業化を目指す以上、製品保護
の特許は必須である。そこで、戦略的に権利確保
できる特許の作成を進めた。医師と看護師からは
リアルで細部にわたるニーズを抽出してもらい、
企業はそれらを解決する技術的要素を組み上げ、
発明の進歩性を確保する戦略で特許共同出願にこぎ
着けた1）。
　その結果ともいえる乳がん患者向けのハーフ
トップが具備すべき 5 つの要件を具体的に挙げる
と、①患者用衣料だが、おしゃれな設計、②伸縮
性素材、衛生機能（低刺激性、保湿性、保温性、
消臭性）、③乳房切除された方のために、刺激なく、
パッドを入れるポケットの付加、④皮膚炎治療の
ための軟こうや皮膚浸出液が染み出ず、外衣を汚
さない防汚加工、⑤腕に負担をかけずに、患者が
着やすく簡単に留められるフロントボタン、など
である。ひとつの衣料にこれだけ、デザイン、素材、
機能、ユーザビリティを戦略的に盛り込んだ製品
も少ないと思われる。ただし、これらはいずれも
医療現場のニーズにきめ細かく対応するには必然
的な重要ポイントであった。企業にはこの辺りを
汲んでいただき、特に、最適な素材の選択とデザ
イン化、さらに衛生機能を保持しながら高い防汚
性を施す高次加工がなされ、従来品を凌ぐ高機能
な特性を有する衣料を開発されたことには、病院
側関係者は大変感謝した。

4　役割分担
　役割分担は、製品企画の取りまとめは病院（が

ん研有明病院）と企業（東レ）の両者で行い、製
品試作と事業計画は企業、試着評価（臨床試験）
と試験販売は病院、という形で行われた。時系列
で図示すると図表 1（開発プロセス図）のように
なる（注：がん研のマークは登録イメージキャラ
クターの「かに子ちゃん」）。

5　知財戦略と薬事規制対応
　事業製品とするには特許が必要であり、戦略的
な特許出願をしたことは前述のとおりである。こ
の共同出願特許の発明者には、病院からは医師と
看護師の両名が記載されたが、看護師が発明者と
なったのは、有明病院では本件が初めてのことで
あった。また、最終的な商品名は、プロジェクトチー
ム全員で考えた「HugFit」（包み込まれるような
フィット感）と決め、商標登録を行った。製品ネー
ミングに病院関係者も参画できたこともチームの
士気向上に寄与した。
　一方、医療現場で使用される製品については、
医療機器の該当性の確認が必要となる。本製品は
患者の皮膚炎を保護するということで、薬機法に
定める医療機器（管理医療機器）の可能性が検討
されたが、使用法としては、薬剤で治療中の皮膚
炎部位はリント布やガーゼで覆われているため、
本品は患部に直接触れることがなく、診断・治療
目的ではない利用法とできることから、医療機器
とはせずに一般用衣料として製品化することとし
た。ちなみに、医療機器とすれば、1 年以上の開
発期間延長が想定された。病院側からは 1 日でも

図表 1　乳がん患者向けハーフトップの開発プロセス

出所：筆者作成
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早く患者に届けたいという思いが強かったので、
結果としては病院側の希望どおりの形となった。
　医療関連製品の開発の場合には、薬機法の規制
を受けるかどうかが製品開発で大きなポイントに
なる。今後、介護やリハビリなど、患者ケアの領
域が拡大するにつけ、利用形態も多様になるので、
患者ニーズ、事業性（参入障壁、製販の自由度）、
保険償還条件等も検討して、あえて医療機器にし
ないという選択肢も考えるべきであろう。

6　事業戦略
　本プロジェクトは、開発開始から 2 年で基本的
な必要要件を満たした最終試作品が出来上がり、
病院側で倫理委員会の承認の下、30 名の乳がん患
者を対象とした臨床試験が行われた。結果は良好
で、装着感や機能に関する各種の評価について 70
～ 80％の患者が「良い」と評価し、残りが「どち
らともいえない」という回答で、「悪い」と評価し
た患者は一人もいなかった。その後、病院売店で
の試験販売を経て、開発から 3 年目に正式に商品
名 “HugFit®” として、一般販売（ネット販売も含
む）が開始された（図表 2）。
　事業化には、製品の価格設定と製造販売数量の
計画が必要である。推定市場は乳がん患者数から

算定可能であるが、現実の市場が形成されるため
には、ユーザーとなる患者や商品情報提供者とな
る医療従事者に知ってもらうことが必要である。
このため、医師および看護師が国内外の学会で発
表することはマーケティングの効果もあった。特
に日本乳癌学会におけるポスター発表やランチョ
ンセミナーでは、多くの乳がん専門医や看護師が
関心を示され、事業化の意義を大いに感じさせら
れた。また、担当医師が国際学会で発表したところ、
外国でも同様なニーズと反響があったことから、
本製品は国際展開が可能であることが分かった。

7　産学連携の観点からの考察
　産学連携で協働作業を行う場合には、「産」（事
業担当）と「学」（シーズまたはニーズの提供）の
マッチングが第一ステップである。本件の場合、
医師と看護師が直接企業側に説明する機会が得ら
れ、「病気と闘う患者の衣料の開発に力を貸してほ
しい」という病院側の要請に企業が応えた。
　第二ステップの実務推進の留意点は、両者の
エンゲージメント、新たな課題の抽出とその解決
である。これらには、コーディネーター業務が非
常に重要であった。両機関の窓口担当者がコーディ
ネーターとなり、技術開発、知財・規制、製造販売、

図表 2　乳がん患者向けハーフトップ “HugFit®”

出所：東レHugFit®パンフレット

特徴：  薬剤が浸透しない高次加工を施したしなやかな伸縮性繊維を用い、
さらに乳がん患者向けに数々の機能を付加してある。
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事業環境分析、広報、機関内手続等の一連の調整を、
ファシリテーター（促進者）として行った。医師
や医療スタッフに必要以上の負担をかけないこと
は医療系では特に重要である。
　このなかで、両機関によるプレスリリースや学
会発表は大きな触媒機能を果たした。プレスリリー
スによって機関のエンゲージメントが得られるこ
とは、所属機関内で実務を行う担当者が安心して
取り組める環境が提供される。有明病院では、看
護師長も賛同され、総勢 20 名以上の看護師が臨
床評価等に協力された。
　医療系産学連携には特有の知識とスキル（医療
知識、薬事、倫理等）、さらに医療事業環境（保険
制度や医療経済性）と製造販売業の理解が必要で
ある。本件では、これらを会議ごとに個別担当者
が説明し、連携チーム全員が一定の基礎知識を共
有する形で進められた。また、企業担当者には病
院見学、担当医師には企業の工場見学も実施され
た。こうした連携担当者の相互研修システムは、
迅速な意思決定と円滑な推進、また進むほどに乖

かい

離
り

する意識の回避には、大きな効果があると思わ
れた。

8　経営学の観点からの考察
　事業化目的で実施された本プロジェクトを経営
学の観点から見ると、特徴的なことは「顧客関与」

と「マーケティング」であったと考えている。
　まず、顧客関与についてである。最終的なエン
ド・ユーザーは患者であるので、患者中心（Patient 
Centricity, Patient-Centered）2）あるいは患者参加

（Patient Reported Outcomes）という事業目線が重
要である。この視点が特に重要な理由は、医薬品・
医療機器の規制当局による薬事審査の基準である

「ベネフィットがリスクを上回ること」の意味が、
「患者において」ということであることからも明ら
かであろう。本製品の場合は、患者自身が試着し
て製品素材や製品機能を評価され、患者から細部
にわたるコメントを得ることができた。さらに、
外来患者が主体になることから、HugFit を家庭で
洗濯して反復使用できるように設計し、希望製品
価格の調査も実施するなど、ユーザー目線の対応
も実施できた。
　このようなユーザーの使用状況を想定した製品
開発は、イノベーション創出の手法として注目さ
れる「デザイン思考」（Design Thinking）の方法論
である。デザイン思考では、機能、デザイン、ユー
ザビリティなどが検討されるが、本製品の開発で
は実際に患者の試用評価もあったことから、患者
自身の経験を反映させた、もう一段階上のユーザー
エクスぺリエンス（User Experience; UX）までに
到達できたと考えている（図表 3）。
　次にマーケティングと市場創出の点である。本

図表 3　事業化ポリシーの進化

コストによる差別化

機能による差別化

情感による差別化

低い 高い

大きい

小さい

デザイン思考

良い経験意味による差別化

持続的価値による差別化高度付加価値

User 
Experience

Sustainable 
Ecosystem

付加価格

Patient Centricity

コモディティ

高機能

好感度

システム化

差
別
化
条
件

出所：Pine II and Gimore, The Experience Economy, 2011を参考に筆者が改変作成
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品は、乳がん患者向けで、かつ退院後の自己管理
用途という、特殊事情をもつ顧客を対象とするニッ
チな新商品である。ニーズはあるが市場は形成さ
れていなかった。事業継続のためには、マーケティ
ングと市場創出が必要である。
　方法論的には、シリコンバレーの起業論として
注目を浴びている Lean Startup モデル（最小限の
プロトタイプ製品で顧客の反応を見て学び、その
後の製品改良に活かして事業を本格化するモデル）3）

に当てはまるであろうし、またベンチャー事業の
成功確率が高いとされる Effectuation アプローチ

（事業者が保有する手段の効果を評価しながら、事
業の方向性を定めていく手法）4）にも重なるとこ
ろが多いと考えられる。大手企業が関与されたが
開発手法はベンチャー的であったと思う。

おわりに
　本プロジェクトでは、HugFit を利用された患者
から、「製品の出来栄えもさることながら、私たち
を思ってくれる気持ちがうれしい…」という有り
難い言葉をいただいた。また、病院審査を行う日

本医療機能評価機構からは、「真に患者に寄り添う
活動である」という評価をいただいた。
　本プロジェクトは、小職のほか、がん研有明病
院の小口正彦医師、後藤志保看護師、東レ（株）の
宮嵜章、益満由香里、石川恵美子、小森晋也、勅
使川原崇の各氏が中心になって実施され、マーケ
ティングには東レ・メディカル（株）の田辺靖彦、
木内美和、桑田麻衣子の各氏らが多大な協力をさ
れた。
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