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1. 事業の概要 

今後の高齢化社会では眼科疾病が増大する。そのため視機能障害を有する患者の他覚的・自覚的評価

に加え、日常生活環境に合わせた条件での検査可能な視機能回復訓練に直結する視機能評価装置を開発

する。この装置を、iPS細胞を用いた網膜再生において、視機能評価ならびに視機能回復にも応用する。 

装置の応用例としては、iPS 細胞による再生網膜移植手術後の経過観察において本装置を用いることに

より、網膜が視機能を回復していく過程の他覚的視機能を測定することができる。また視機能回復に関

しては、大脳生理学の見地から薬剤と本装置を併用して適切な網膜への刺激を与えることが回復訓練に

有効と言われている。 

本装置は、既存装置には類似機能を持つものがないため、完成した際には世界標準となり得る。 

視機能を評価し機能回復を促す機器の開発・事業化

視機能評価・訓練機器
（株）トーメーコーポレーション、旭川医科大学、理化学研究所、三重大学、（公財）科学技術交流財団

H27-029

視機能回復のために効果的なリハビリ機器開発を目指して

ロービジョンケアに繋げられる視機能評価・訓練機器がない

（株）トーメーコーポレーション：眼科検査機器のスペシャリスト

Class Ⅱ
（想定）

操作画面

平成27（2015）年11月時点

機器外観
 超高齢化社会の到来とともに加齢性眼科疾病患者数は確実に増加
し、ロービジョンケアは重要な課題になってきた。

 しかし、ロービジョンケアは時間がかかるため、リハビリテーションを
含めて実施している施設は限られている。

 加えて、視機能を詳細に評価しその結果を参考に視機能訓練を行う
ことができるロービジョンリハビリ機器はない。

 ロービジョン患者の自覚的・他覚的な視機能検査（マイクロペリメト
リ関連検査、電気生理学的検査）を行い、使われていない視機能を
評価し、その視機能を使えるように訓練する機器を開発する。

 視機能評価と訓練を一つの機器で行うことができるように開発し、
医療施設での省スペースを実現。

日本および海外の眼科医療関係者とのネットワークを構築し、「眼科検
査機器のスペシャリスト」として、そのニーズにあった前眼部OCT等の
差別化された次世代製品の開発を行ってきた。
（愛知県名古屋市、資本金 8,000万円、従業員数 220人）

 

直接販売

相談

申請

医療機関

旭川医科大学
• 視野評価・眼底画像評価の
ニーズの提供

• 臨床評価

製販企業
第一種製造販売業[23B1X00010]

(株)トーメー
コーポレーション

• 試作品の開発・製作
• 製品化・事業化
• 知財・薬事・まとめ
• 販売

医薬品医療機器総合機構
（PMDA）

助言

承認

顧客
（国内）

医工連携支援機関

(公財)科学技術交流
財団

• 事業管理

研究機関

理化学研究所
• 網膜再生医療ニーズの
提供

• 動物評価

事業管理機関

中

平成28（2016）年2月時点

SL

委託事業実施体制

PL

医療機関

三重大学医学部
• 電気生理評価のニーズ
提供

• 臨床評価
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1.1 事業の目的 

来るべき超高齢化社会では多くの高齢者が加齢性眼科疾病に罹患すると考えられる。そのため、特に

失明原因となり得る疾病（加齢黄斑変性、糖尿病網膜症、緑内障など）に対する視機能評価や視機能回

復治療が今後ますます必要となる。 

 

(1)医療現場の課題 

現行の視野検査において、自覚検査では、長時間、固視標を注視し続けられない眼底疾患患者に対し

て、信頼性高く検査できる装置が無いことが医療現場の課題となっている。他覚検査（ERG検査など）で

は、電極を角膜上に密着させる必要があり、患者にかなりの負担を強いていることが医療現場の課題と

なっている。 

また、現在の視機能診断では、単純な光刺激での評価しかしておらず、日常生活に必要な視機能評価

（読書の可否など）を行う眼科装置が無いことが医療現場の課題となっている。それとともに、ロービ

ジョン患者や iPS 細胞由来の網膜色素上皮や視細胞移植後患者の視機能の回復を促す眼科装置が無いこ

とも大きな課題となっている。 

(2)医療現場のニーズ 

医療現場のニーズは、以下のとおり把握している。 

①自覚検査では適切な時間で検査が実施でき、長く固視標を注視できない眼底疾患患者に対しても簡 

便に信頼性の高い評価ができることが望まれている。 

②他覚検査においても簡便に患者に不快感を与えることのない装置が望まれている。 

③光を感じる視機能の評価だけではなく、文字を読んだり、顔を認識するような実際の日常生活に必 

要な視機能を評価できる装置が望まれている。 

④ロービジョン患者や iPS 細胞由来の網膜色素上皮や視細胞移植後患者のリハビリ用として、視機能 

の回復を促す眼科用装置が望まれている。 

(3)解決策 

以下の機能を持つ眼科用装置を開発することで解決する。 

①自覚的視機能検査の際、眼底を観察しながら PRL（偏心視域）を効率的に検出できる装置を開発する。 

②他覚的視機能検査の際には、患者に不快感を与えないように、かつ、検査を簡便に行える皮膚電極 

を使用した装置を開発し、黄斑部の網膜電位図が測定できる新たな刺激法を確立していく。 

③日常生活に必要とされる視機能を評価するために、検査において「患者に不自然な明るさを感じさ 

せない」、「患者眼を動画像でかつ高画質で観察できる」、「視機能評価に外的な影響を与えない」こ 

とに留意して、近赤外光源の走査レーザーを使用して、日常生活環境に合わせた背景輝度で、刺激 

視標は光のみならず文字列や映像などを用いた装置を開発する。 

④視神経系に有効に刺激を与える視標の呈示方法を確立させ、形状、色を変化させた文字、図形等の 

様々な画像（パターン）の視標を呈示することにより、効果的な視機能回復のためのリハビリテー 

ションを行うことができる装置を開発する。 

(4)薬事申請時期、上市時期 

国内薬事申請時期 ：2020 年 2月 

国内上市時期   ：2021 年 2月 

 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：公益財団法人科学技術交流財団 

PL： 迎 秀雄 （株式会社トーメーコーポレーション） 

SL： 石子 智士（国立大学法人旭川医科大学） 

共同体： ①株式会社トーメーコーポレーション 

  ②国立大学法人旭川医科大学 

  ③国立研究開発法人理化学研究所 

  ④国立大学法人三重大学 
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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 未定 クラス分類 未定 

製品名 LSMP-1000（予定） 分類名称（一般的名称） 未定 

対象疾患 
加齢黄斑変性、糖尿病網膜症、

緑内障などの網膜疾患 
届出／認証／承認 承認（予定） 

想定される販売先 眼科医 新／改良／後発 新 

使用目的又は効果 
加齢黄斑変性、糖尿病網膜症、緑内障などの網膜疾患に対して、視野測定、眼底撮影、光刺

激、ERG計測、ロービジョンのリハビリテーションを行い、視機能の評価と回復を促す。 

薬事申請予定者 ㈱トーメーコーポレーション 医療機器製造販売業許可 23B1X00010 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

㈱トーメーコーポレーション 医療機器製造業許可 23B1X00010 

   

   

「認証」→「承認（予定）」の変更理由 

7/8 PMDA 薬事戦略相談の事前面談の結果、理研の動物評価の結果により、治療機器としての治験の要否

を判断することになったため。 

理研で行う基礎研究（動物実験）の結果に基づいた視機能回復に寄与出来るリハビリ機能を有する機器

開発を行っていくが、どのクラス分類になるかは、基礎研究の評価が定まった時点で PMDAとの相談を行

って決めていく。 

 2) 医療機器等のターゲット市場 

いずれの機器も今迄に無く、そのシェアは 100%であると見込んでいる。 

トーメーコーポレーションの生産規模は年間 800 台程度であると考えられ、国内価格を 800 万円、海外

価格を 600 万円と設定すると、国内 300 台、海外 500 台の販売見込みであるから、それぞれ国内 24 億

円、海外 30億円と算出される。 

 国内市場 海外市場 

  ＥＵ 

薬事申請時期 平成 32（2020）年 2月 平成 32（2020）年 8月 

上市時期 平成 33（2021）年 2月 平成 33（2021）年 8月 

想定売上（上市後 3年目） 24.00 億円／年（平成 35（2023）年時点） 30.00億円／年（平成 36（2024）年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 24.00 億円／年（平成 35（2023）年時点） 30.00億円／年（平成 36（2024）年時点） 

想定シェア（上市後 3年目） 100％（平成 35（2023）年時点） 100％（平成 36（2024）年時点） 

（注：売上額は本製品としての見込み） 
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 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

 

 概観： 

 

  

特長： 

MP（マイクロペリメトリ）による視機能の自覚評価と電気

生理技術を活用した視機能の他覚評価に加え、視機能開発

（ハビリテーション）を本装置１台で実施することが可能

になるため、術者、患者による診断毎の移動の負担を軽減

することと、設置面積を削減できることができる。 
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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 

眼科医療従事者（医師及び看護師、視能訓練士） 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

本事業で計画する装置では、失明原因となり得る疾病（加齢黄斑変性、糖尿病網膜症、緑内障など）

に対する視機能評価及び視機能回復訓練機能を持つ装置となり得ることから、次に述べる再生医療と合

わせて、大学学部（付属病院）、一般病院、眼科専門病院等をターゲットとして考えている。 

従って、現在トーメーコーポレーションで取扱のある 1,719施設（大学学部：156 施設、一般病院眼科

専門病院：1,563施設）がターゲットとなる。（競合品も含めた市場全体としての見込み） 

 

再生医療について： 

平成 26年に施行された改正薬事法により、製造業の登録制などの規制緩和が進み、医療市場への国内・

海外からの新規参入企業の増加が見込まれる。また、再生医療が必要とされる患者数も年々増加してい

くことから、競合製品を含めた国内市場全体の規模としてはテクノロジーロードマップ 2015～2025（日

経 BP社）によると、現状の 100億円程度から平成 32年前後には 1,000億円程度になると予想される。 

「iPS 細胞を活用した網膜領域の再生医療」はその中でも進んだ領域であり、今後 10 年間で研究開発

から実用化に向けた動きが具体化していくと予想される。 

今回開発する機器は、再生医療の成果を正しく評価し、さらに効果的に視機能の回復・開発を促して

いく機能を持つ。 

その結果、新たな市場を開拓し、結果として輸出に貢献し、現在輸入超過である我が国の医療機器市

場を改善させるものである。 
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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)競合企業 

 海外：3社 

 国内：2社 

(2)競合製品 

2社の製品が該当するが、いずれも診断機器であり基本機能が異なるので、実際には競合とはならな

いものと考えられる。 

(3)市場獲得のための障壁 

 本装置は従来にない新機能を持つ商品群であるため、臨床評価データの不足、学会（論文）発表が

ないことと、営業戦略を計画しにくいことが障壁となる。 

 

 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） 

・競合商品に対する差別化ポイント 

 本装置では、独自の視標パターンと呈示方法、眼底画像トラッキングによる正確な視標呈示位置、

光刺激による他覚検査が行えることと、視機能回復のためのハビリテーションプログラムに独自性

があり、競合商品にはないものと考えられる。 

 

・本事業の優位性 

 本件の事業化により、特に以下の点が大幅に改善され、診断、治療のみならず、早期発見が可能に 

なる。 

  ・患者の実生活に即した視機能検査を実施すること。 

  ・多機能、小型化により、装置の設置面積を小さくすること。（従来比 50%程度） 

  ・ロービジョン患者のリハビリテーションを実施すること。 
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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 

H26（2014）年度 H27（2015）年度 H28（2016）年度 H29（2017）年度 H30（2018）年度 H31（2019）年度 H32（2020）年度 H33（2021）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 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3

要素技術開発

試作機開発・改良
【製品名】
LSMP-1000

量産機開発
【製品名】
LSMP-1000

臨床研究

薬事申請

知財対応

販売戦略

上市時期

スケジュール変更理由

事業の実施内容

自主事業の内容

○一次試作機の製作

・一次試作機の旭川医科大学での臨床評価につ
いて、要求仕様の変更、ＩＲＢのスケジュール等の
都合により2016/2/1に変更した。

・1月の継続評価ヒアリングにて薬事に関する指
示があったため、PMDA個別面談を行った。

・先行二次試作機、光学フィルタの納入が遅れた
ことにより、7/末に変更した。
・PMDA薬事戦略相談の対面助言の前段階として

事前面談を行った。
・トーメー社内の知財担当部署の都合により、出

願予定時期が遅れる。
・光学設計、部品の遅れにより、二次試作機の完
成が遅れ、それに伴い二次試作機を使用した臨

床評価も遅れる。

①一次試作機の製作
②一次試作機の機能・性能評価
③一次試作機の安全性・耐久評価
④二次試作機の仕様検討
⑤二次試作機の設計
⑥二次試作機の部品選定
⑦プロジェクトの円滑な運営・進捗管理

①先行二次試作機の製作
②二次試作機の製作
③二次試作機の機能・性能評価
④二次試作機の安全性・耐久評価
⑤三次試作機の仕様検討
⑥臨床評価
⑦動物評価
⑧プロジェクトの円滑な運営・進捗管理

①二次試作機の機能・性能評価
②二次試作機の安全性・耐久評価
③三次試作機の仕様検討
④三次試作機の製作
⑤三次試作機の機能・性能評価
⑥三次試作機の安全性・耐久評価
⑦臨床評価
⑧動物評価
⑨プロジェクトの円滑な運営・進捗管理

・光学設計、部品の遅れにより、二次試作機の完
成が遅れる。　それに伴い二次試作機を使用した
機能・性能評価、安全性・耐久評価、臨床評価も

遅れる。

○ＯＣＴ機器の量産試作 ○ＰＳ－ＯＣＴ機器の試作
○ＰＳ－ＯＣＴ機器の臨床評価
○ＬＥＷ機器の試作

★
H28.2.4

PMDA個別面談

★
H28.7.8

PMDA事前面談

PMDA：薬事戦略相談

事前面談
PMDA：薬事戦略相談

対面助言

★
H32.2 薬事申請

★
H32.8 薬事申請（海外）第三者認証機関への相談

薬事体制づくり

出願準備
★
H29.2 知財出願

販売体制の確立 社内教育販売計画作成

広報戦略・実施

★
H33.2 上市（国内）

★
H33.8 上市（海外）

アプリケーション開発三次試作機仕様検討 三次試作機設計、製作、評価

安全性評価 耐久評価

臨床評価（旭川医大）

動物評価（理研）

臨床評価（三重大）

治験（先端医療センター病院 （理研））

一次試作機開発 社内評価

安全性評価 耐久評価

二次試作機仕様検討

先行二次試作機開発

二次試作機設計、製作、評価

安全性評価 耐久評価
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 1) 投資回収計画 

 ① 国内 

 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） 0.70 0.70 0.70 0.80 0.80 0.80 0.50 0.00 0.00 0.00 

 うち委託費 0.50 0.50 0.50 － － － － － －  

 うち自己負担 0.20 0.20 0.20 0.80 0.80 0.80 0.50 0.00 0.00  

売上高（単位：億円） － － － － － － 8.00 16.00 24.00 24.00 

販売数量（単位：台） － － － － － － 100 200 300 300 

 ② 海外 

 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） － － － － － － － － － － 

 うち委託費 － － － － － － － － －  

 うち自己負担 － － － － － － － － －  

売上高（単位：億円） － － － － － － 3.00 6.00 18.00 30.00 

販売数量（単位：台） － － － － － － 50 100 300 500 

 ③ 国内・海外合計 
 H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

支出額（単位：億円） 0.70 0.70 0.70 0.80 0.80 0.80 0.50 0.00 0.00 0.00 

 うち委託費 0.50 0.50 0.50 － － － － － －  

 うち自己負担 0.20 0.20 0.20 0.80 0.80 0.80 0.50 0.00 0.00  

売上高（単位：億円） － － －    11.00 22.00 42.00 54.00 

販売数量（単位：台） － － －    150 300 600 800 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

ア 投資計画 

上市後も、販売拡大に対応する量産投資を行い、アプリケーションの機能拡張や眼科医療機器以外

の分野への応用など、更なる事業拡大への取組を続ける。 

 

 イ 回収計画 

一旦顧客へ機器が導入されればディスポーザブルの皮膚電極が継続的に販売できるため、量産効 

果により、特に皮膚電極は大きな収益の伸びが期待できる。 

 

 

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”   

国内眼科医療機器専門メーカー（㈱トーメーコーポレーション）での製造とその代理店（パートナー

店）を経由した全国医療施設へ展開する。 

海外については、ドイツの支店を活用し、欧州市場そして米国代理店の CBD を通じて、ハイエンド製

品として展開する。 

一定の市場を確保してから、アジアの代理店でも販売し、世界展開を図る。 

アフターサービスについては、㈱トーメーコーポレーションでのサービス体系に準ずるアフターケア
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を実施し、代理店によるサポートも行う。 

また、販売戦略として、国内学会での器械展示での出品、その有用性を来場の医療従事者へアピール

し、代理店を通じての短期貸与デモを実施する。 

 

 2) ビジネス体制 

平成28（2016）年8月時点

上市後のビジネス体制

製販企業
第一種製造販売業[23B1X00010]

(株)トーメー
コーポレーション

• 量産品の製造、販売
• サービス、メンテナンス

【販売先】 国内

• サービス、メンテナンス
• 大病院、一般病院
• 眼科専門病院

【販売先】 海外

• 代理店CBDを通じ北南米へ
• 当社ドイツ支店を通じ
ヨーロッパ、中東、ロシアへ

社長

技術部

製造部

営業部

国際部

サービス部
発注 発注販売 販売

新規開発部

 

(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 薬事戦略相談・事前面談（2016年 7月 8日@PMDA） 

理化学研究所による動物評価の結果をもって、治療機器としての治験必要性を再度検討することにな

る。 

 

 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） 

事業化する際に障害となる先行特許がないか調査した。 国内・海外への出願、ノウハウとして

の秘匿化を検討した。 

その結果、旭川医大と共同で特許出願を行った。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

開発工数の不足が予想されるが、アウトソーシング等により対応した。 
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 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

平成 29年度に実施予定。 

 

 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 リハビリによる視機能の向上が治療にあた

るかどうかを明確にする必要がある。 

① 理研による動物評価の結果を持って PMDA 薬

事相談を実施する。 

知財 
① トーメー社内の知財担当者の不足による出

願処理の遅延。 

① 人材募集または特許事務所の利用 

技術 ・

評価 

① DLP プロジェクタと皮膚電極により ERG 測定

が行えることを評価する。 

② 眼底の画像トラッキング機能の評価。 

③ 光学技術者の不足 

 

① DLP プロジェクタと皮膚電極を専用仕様と

し、最適な条件で製作する。 

② コントローラを専用設計とし、高速な CPUに

より演算処理を行う。 

③ 派遣技術者および社外開発委託により対応

する。 

その他

事業化

全般 

① トーメー社内の製造スペース、製造工数の不

足 

① 外注製造工場の利用も考慮する。 
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1.6 平成 28 年度委託事業の成果概要 

(1) 委託事業の事業概要 

平成 27度に引き続き、トーメーコーポレーションにおいて製作し理化学研究所へ設置した先行二次試作機を使用して、理化学研究所にて動物実験

を行い、光刺激の有用性を評価する。 

並行してトーメーコーポレーションにおいて、二次試作機を製作し機能・性能評価、安全性・耐久評価を行う。 

二次試作機は旭川医科大学、三重大学、理化学研究所へ設置した後、以下の評価を行う。 

旭川医科大学においては、臨床評価の観点から一次試作機からの改良点を評価する。具体的には、網膜局所の視機能（局所視力、有効視野、読み

能力）の評価と読み訓練が行えるかどうかについて、ロービジョン患者を対象として、臨床上の有用性に関する評価を行う。 

三重大学においては、健常者或いは患者を対象として、ERG機能の臨床上の有用性に関する評価を行う。 

理化学研究所においては、先行二次試作機を用いて、網膜変性動物を用いて網膜における光による神経ネットワークの変化を検証する。この動物

実験の内容を踏まえ、二次試作機でも継続して評価を行い、その有用性を検証する。 

薬事関連については、トーメーコーポレーションにて相談すべき内容をまとめた後、できるだけ早期に PMDAによる薬事戦略相談を受け、医療機器

の概要（機器等の種類、クラス分類）を明確にできるよう進める。 

また、より量産形態に近い形態（基板の専用設計、金型使用の部品の採用等）を考慮した三次試作機の製作も進める。 

 

(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 

一次試作機 SLO+MP機能を持ち、旭川医科大学にて臨床評価を実施する装置。 

先行二次試作機 二次試作機に先行して、理研にて ERG、光刺激の動物実験を実施するための装置であり、臨床評価には使用しない。 

二次試作機 一次試作機に ERG、光刺激を追加した装置であり、動物実験、臨床評価に使用する。 

三次試作機 二次試作機を量産向けにした試作。専用金型、専用基板などを使い、より量産構成とした試作機。 

 

(3) 平成 28 年度の委託事業の成果と今後検討すべき課題 

平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  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先行二次試作機の製作 

初年度に引き続き、トーメーコーポレーシ

ョンにて動物評価の予備実験用として、マウ

ス向け眼底観察機能等を組み込んだ動物専

用の試作機 1台の設計、部品手配、組立、調

整を行い、模擬眼で眼底が測定できることな

ど仕様上の機能・性能を確認した後、7 月を

目途に理化学研究所へ先行二次試作機を設

置する。 

以上の検討結果を報告書に記載し、成果と

▶ 

【進捗 100％：○】 

7 月に設置完了。（予定通り） 

 

▶ 

 

動物評価の継続検討 

機器カスタマイズ（ハードウエア、アプリケー

ション）のサポート 
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平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  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 

する。 

②二次試作機の製作 

自覚検査において患者の発声により視機

能評価を行うための音声認識機能を追加す

ることや患者が発声しやすくするために顔

を保持する形状（顎台）を見直すといった一

次試作機の改良点を踏まえたうえで、トーメ

ーコーポレーションにて設計、部品手配、組

立、調整を実施した後、2017 年 1 月を目途に

旭川医科大学及び三重大学へ、2 月を目途に

理化学研究所へ二次試作機を 1台ずつ設置す

る。 

以上の検討結果を報告書に記載し、成果と

する。 

▶ 

【進捗 50％：△】 

光学部品図面を作成し、見積、手配を行っている。

今年度中の完成（1 台）を目指している。 

完成した 1台はまず旭川医大に設置する。 

▶ 

二次試作機製作の遅れにより、臨床評価の遅れ

が懸念されるが、これについては旭川医大の一

次試作機の継続使用で対応する。 

現在の臨床研究の成果は 2017 年 4 月に行われ

る日本眼科学会総会のシンポジウムにて発表

される。 

視機能回復に関する動物眼を用いた研究成果

は出始めている（P17以降、理研の成果説明参

照）が、人眼への応用にはさらなる実験数の増

加を目指す。 人眼への応用に目途を付ける為

には少なくとも半年程度は必要と考えられる

ので、第二次試作機作製の遅れは、この点にお

いてはほとんど影響しない。 

理研にてこの治験を始めるまでに、三重大に二

次試作機を設置し、皮膚電極を用いた局所

ERG(世界初のトラッキング機能付)の実験を開

始し、その実用性を確認しておきたい。 

③二次試作機の機能・性能評価 

トーメーコーポレーションにて SLO（走査

レーザー検眼鏡）／MP（眼底微小視野計測）

／ERG（網膜電位図測定）の機能・性能評価

を実施する。人眼の眼底観察時の「背景の明

るさによる視機能変化の評価」、「局所視力の

評価」などの視機能検査ができることによ

り、二次試作機の基本性能が有効であること

を確認する。また、各施設からの要求項目が

二次試作機に加味されていることを確認す

る。 

以上の検討結果を報告書に記載し、成果と

する。 

▶ 

【進捗 10％：△】 

二次試作機の完成品がないため、モジュールレベル

での評価を行っている。 

モジュールレベルでは、機能・性能上も問題なく進

めることができている。 

 ▶ 

 

二次試作機の完成後、上記に述べた評価を行

う。 

④二次試作機の安全性・耐久評価 

トーメーコーポレーションにて JIS規格以

上の安全性評価、連続運転による耐久評価を

実施し、製品としての妥当性を確認する。 

以上の検討結果を報告書に記載し、成果と

▶ 

【進捗 0％：△】 

二次試作機の完成品がないため、未評価。 

 
▶ 

 

二次試作機の完成後、薬事承認を前提にした電

気安全性等の評価を行う。 
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平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  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 

する。 

⑤三次試作機の仕様検討 

二次試作機の結果を踏まえ、トーメーコー

ポレーションにて三次試作機の量産形態の

構想と詳細仕様を検討する。（最終的には平

成 29 年度末までに、治験に入る前の段階の

三次試作機を製作する予定。） 

以上の検討結果を報告書に記載し、成果と

する。 ▶ 

【進捗 50％：△】 

二次試作機にて臨床評価が行えていないため、一次

試作機の情報から仕様のつめを行っている。 

ハードウエア仕様はほぼ固まっているが、ソフトウ

エア（アプリケーション）仕様は、臨床評価結果よ

り修正が加わることが予想される。 

なお、三次試作機の光学設計についても外注化を検

討している。 

 

▶ 

二次試作機を用いて行った旭川医大、理研、そ

れに三重大での臨床評価、動物眼を用いた実験

の結果から、三次試作機の開発仕様を決め、設

計・製作を行なう。 そして、三次試作機を用

いてハード・ソフト面から評価を行い薬事申請

を行う目途を付け、量産機の開発に向けた社内

開発手順に乗せていく。 この時点における市

場状況にもよるが、自主開発による量産化を目

指し薬事申請（クラスⅡ）を行い薬事承認を取

る。視機能回復機能の付加は基本的にはこの量

産機のソフトを変更していくことで可能なの

で、そのベースになる機器の性能・安全性を確

保できる装置を予め用意していくこと（薬事承

認を得た機器）で、リハビリ機能を評価してい

く治験を行い易くしていく。 

⑥臨床評価 

旭川医科大学では、昨年度に製作した一次

試作機を用いて、まず健常者での見え方の確

認を行う。また、ロービジョン患者に対して、

「PRL の評価」、「文字・文章認識領域の評価」、

「読み訓練」を行う。 

次に、二次試作機を用いて、ロービジョン

患者に対して、「背景の明るさによる視機能

変化の評価」、「有効視野の評価」、「局所視力

の評価」、「最適文字・文章認識条件の評価（明

るさと領域）」、「最適条件での読み訓練」が

可能かどうかを評価する。 

併せて、昨年度に引き続き、視機能と QOL

との関連を明らかにするためのアンケート

調査を実施する。 

三重大学では、二次試作機を用いて、機

能・性能評価を実施する。 

二次試作機の黄班部局所 ERG を記録する

際、プロジェクタにより、眼底に刺激画面を

投影するシステムを用いるが、局所 ERGの刺

▶ 

【進捗 50％：△】 

旭川医大にて一次試作機を使用し、ロービジョン患

者を対象として臨床評価を行っている。 

一次試作機を用いた臨床研究により、本装置を用い

日常生活における明るさで評価したロービジョン

患者の保有視機能は、従来の装置で評価した保有視

機能とは大きく異なる症例があることを明らかに

した。このことは、日常生活環境下における視機能

評価ならびにロービジョンケア・視覚リハビリテー

ションは、現存する装置から得られた結果を用いる

ことは困難であること、そして開発中の本装置のみ

がこれらを可能とすることを明らかにした。 

これらの臨床研究から得られた成果の一部は、本プ

ロジェクト・サブリーダーの石子智士が、昨年 10

月に開催された第 37 回日本レーザー医学会総会シ

ンポジウム、ならびに 11 月に開催された臨床眼科

学会の研究会において発表した。さらに、本年４月

に行われる第 121 回日本眼科学会総会シンポジウ

ム な ら び に 5 月 に 米 国 で 開 催 さ れ る

the Association for Research in Vision and 

▶ 

旭川医大では、一次試作機よりも完成度を高め

た二次試作機による臨床評価を行ない、新たな

知見を得ることを目指し、学会発表、論文提出

にトライしていく。 

三重大・理研では、二次試作機を用いて世界初

のトラッキング機能付き局所 ERG の有用性を

評価し、学会発表、論文作成を目指す。 同時

に新たに開発した皮膚電極の有用性も評価し、

特に術後の患者の ERG 測定に活用していける

ようにする。（治験の際、有用になる。） 
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平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  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 

激条件はリング状の高輝度の周辺光（直径 35

度程度、100～500cd/m2 程度、刺激部は約

0cd/m2）の中で、さらに高輝度の刺激部が点

滅する（直径 5～20度程度、100～1000cd/m2

程度）システムを検討している。 

これまで臨床に用いられてきた一般的な

黄斑部局所 ERG は、3～5cd/m2 程度の背景光

に 30～50cd/m2 の刺激光を使用しているた

め、刺激及び背景の輝度が高い設計となって

いる。そこで、実際に二次試作機を用いて健

常者の眼底を直視しながら目的とする網膜

部位を刺激し、本当に ERG反応が得られるか

どうか、局所応答になっているかどうかの検

証を行う。 

以上の検討結果を報告書に記載し、成果と

する。 

Ophthalmology にて発表予定である。 

 

⑦動物評価 

トーメーコーポレーションは消耗品の一

部を手配し、理化学研究所に貸与することで

動物実験の円滑かつ速やかな実施を促す。 

理化学研究所は先行二次試作機を用いて、

動物眼による機能・性能評価を行う。 

網膜変性動物を用いて、網膜における光に

よる神経ネットワークの変化を検証する。そ

のため視細胞が変性したモデルマウスに iPS

や ES 細胞から分化した 3D網膜を移植し、異

なる光環境下でマウスを飼育し光によって

再生した網膜の光応答特性が変化するか調

べる。変性した網膜では神経細胞が通常とは

異なる挙動を示しており、3D 網膜移植によっ

て光応答性が回復し、異常な神経活動が抑制

されると期待される。網膜での神経細胞の活

動を検証するため、電気生理およびカルシウ

ムイメージングで細胞の光依存的活性や自

発的発火などを解析する。 

また、移植手術の経過観察や ERG（網膜電

▶ 

【進捗 50％：○】 

理研では網膜の再生医療にむけて網膜変性モデル

マウス(ホスト)に iPS/ES由来の 3D網膜(グラフト)

移植を行っている。設置が完了した先行 2 次試作機

を用いて移植網膜の経過観察を行っている。 

 

 

▶ 

今後はより多くのサンプルにおいてシナプス

数の評価を行い、シナプス形成における光の効

果を詳しく検証していく。こられのサンプル調

整には時間がかかるがこれらの実験はすでに

準備をしており、現在移植後のマウスを飼育中

である。これらのマウスを適当なタイムポイン

トで解析し、シナプス形成の経過についてもデ

ータを得る。光条件は通常の飼育環境(12時間

毎に明・暗条件)以外に、24 時間の明条件、24

時間の暗条件、モザイクパターンによる光刺激

を行う条件を検討していく（現在これらの光条

件下でのマウスを準備している）。また移植後

網膜の機能評価として先行 2 次試作機を用い

て ERGを試みているが、シナプス形成が不十分

なためか ERG（網膜電図）の応答はまだ得られ

ていない。光によるシナプス形成を変化するこ

とができれば、先行 2次試作機の ERG機能を用

いて局所的な光刺激による網膜応答の解析を

試みる。ERG での比較解析が困難なようであれ

ば、電気生理学的手法やカルシウムイメージン
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平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  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 

図）を測定する。神経ネットワークのシナプ

スの変化は免疫組織学的に評価する。また脳

で光シグナルがどのように伝達されている

か調べるため、異なる光環境下での脳波を測

定する。これらの実験により、移植した網膜

が光機能を復活するのに最適な光条件を検

討する。 

以上の検討結果を報告書に記載し、成果と

する。 

グなどを用いた視機能検査を行うことで、光に

よるシナプス変化と視機能の関係を評価して

いく予定である。 

⑧薬事戦略相談（PMDA 相談） 

既に、2016 年 2 月に PMDA に相談したとこ

ろであるが、商品化には薬事申請が不可欠で

あり、 

効率の良い開発を進めて行くために、トー

メーコーポレーションにて開発内容や今後

の計画をまとめた上で、適宜、PMDAに相談し、

薬事承認申請のプロセスや今後相談が必要

となる事項について確認する。 

以上の検討結果を報告書に記載し、成果と

する。 

▶ 

【進捗 50％：○】 

7/8 に PMDA にて薬事戦略相談の事前面談を実施し

たところ、理研の動物評価の結果をもって、治療機

器としての治験必要性を再度検討することになる。 

 
▶ 

 

再度、PMDAの薬事相談を行う。 

⑨知財戦略の検討 

トーメーコーポレーションにて事業化す

る際に障害となる先行特許がないか調査し、

競合特許の存在を明確化する。また、開発を

進めて行く中で新たに出てくる特許案件に

ついて、国内・海外への出願、ノウハウとし

ての秘匿化を検討する。 

以上の検討結果を報告書に記載し、成果と

する。 

▶ 

【進捗 20％：△】 

トーメー社内の知財担当者の不足により出願処理

に遅延が発生することが懸念される。 

▶ 

 

人材募集または、トーメー社外の特許事務所の

利用も検討する。 

⑩プロジェクトの円滑な運営・進捗管理 

科学技術交流財団及びトーメーコーポレ

ーションは共同体内での会議を開催し、研究

開発計画の進捗管理、共同体構成員相互の調

整を行う。また、科学技術交流財団は日本医

療研究開発機構との総合的な連絡窓口を担

い、委託事業の取り纏めを行う。さらに、伴

▶ 

【進捗 80％：○】 

4 月及び 11 月に共同体会議を開催し、前年度から

の事業進捗状況及び今年度の事業計画を確認する

とともに、今後の取組に対する相互調整を行った。 

また、間接委託先を含め、事業進捗時の手続き等に

疑義が生じた際には、日本医療研究開発機構に相談

した上、解決を図った。 

▶ 
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平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  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 

走コンサルや継続評価ヒアリングに参加し、

その進捗状況等を報告する。 

以上の検討結果を報告書に記載し、成果と

する。 
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1.7 委託事業の振り返り 

(1) 委託事業の到達点（総括） 

H27年度に引き続き、トーメーコーポレーションにおいて先行二次試作機を製作し、理化学研究所へ設

置した後、理化学研究所にて動物実験を行い、光刺激の有用性を評価している。 

並行してトーメーコーポレーションにおいては、主に人向けの二次試作機を製作中であり、モジュー

ルレベルでの機能・性能評価、安全性・耐久評価を行った。 

理化学研究所においては、先行二次試作機を用いて、網膜変性動物を用いて網膜における光による神

経ネットワークの変化を検証した。 この動物実験の内容を踏まえ、継続評価ヒアリングにおいてそ

の有用性に関する中間報告を行った。 

薬事関連では、トーメーコーポレーションにおいて相談すべき内容をまとめた後、7 月に PMDA による

薬事戦略相談（事前面談）を受け医療機器の概要（機器等の種類、クラス分類）の明確化を進めたと

ころ、動物評価の結果により再度検討するということになった。 

また、臨床評価については、二次試作機が未完成のため、旭川医大にて一次試作機を用いた H27 年度

からの継続評価を行った。 

(2) 当初目標達成度に関する自己評価 

 1) 自己評価結果 

C：当初目標には未達だった。 

 2) 自己評価理由 

二次試作機の製作、設置を完了することができず、残念な結果ではあった。 

二次試作機を完成することができなかったため、臨床評価の進捗に支障をきたしてしまい、三次試作

から量産に至るまでのスケジュールに対して遅れが発生することになった。 

しかしながら、旭川医大における臨床評価では、これまでに評価のできなかった新しい検査方法が確

立しつつあり、本事業で開発する機器の臨床応用が可能なことがわかったため、臨床上も非常に有用

である十分な結果が得られたものと考えている。 

また動物評価についても、光刺激に対するマウスの反応の差異が確認され、本事業で開発する機器の

有用性が示唆された。 

チェックリストによる自己評価の各項目の進捗については、現段階では十分な達成状況であると考え

ている。 
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(3) チェックリストによる自己評価結果 

 

(4) 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 

担当の光学設計者が家庭の事情で退職した際に、迅速に大がかりに補強を考えて行く必要があった。 

この対応が遅れたこともあり、二次試作機の光学設計が予定通りに進めることが出来なかった。 

 

 2) 事業の進め方 

二次試作機の光学システムは高度なものであり、社内だけでは難しかったので、早期に社外有識者 

との打合せを行い、適切な光学設計に関する共同開発先を設定すべきであった。 

 

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。 △一部
市場規模（導入・普及台数）は明確になっていますか。 △一部
SWOT分析は十分に行っていますか。 △一部
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。 △一部
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。 ○十分
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。 △一部
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。 △一部
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。 △一部
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。 △一部

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。 ○十分
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。 △一部
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。 △一部
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。 △一部
海外に対する戦略は明確になっていますか。 △一部
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

市場

基本
戦略

販売・
物流

事業
収支

開発
戦略
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 3) その他（本事業の当社内の位置づけ） 

本事業にて開発する医療機器（以下、本機器）で得られる検査データを活用した他の機器への展開が

可能である。ここに当社における本プロジェクトの位置づけを述べる。 

 

① LEW（レーザーアイウェア：(株)QDレーザ製品）機器への展開 

 LEW機器の主な機能は、網膜上の任意の部位へ画像データをレーザー光により投影する。 

 フォーカスフリーで網膜上に画像データを照射するため、患者の視度によらず鮮明な画像を認識さ

せることができる。 LEW機器に小型カメラを装着し、本機器で得られた患者データ（視機能データ）

を反映させることで、最も感度のよい網膜部位（PRL）に画像データを任意の大きさで照射すること

ができる。（ARの実現を目指す） 

 これにより、ロービジョン患者の QOL（Quality of Life）向上のための機器として本機器とのシス

テム構成が可能になる。 

 

② PS（偏光）-OCT機器への展開 

  現在、眼底領域で行われている再生治療法としては iPS/ES 細胞由来の RPE（網膜色素上皮）の移植

という術式があるが、現在のところ、OCT、眼底カメラ、検眼鏡等を用いて術後を観察しているが、

その詳細観察は難しい。我々の開発している偏光 OCT 技術を用いれば、特異的に RPE に含まれるメ

ラニンを検出することが出来るので、移植された RPEの情況を詳細に他覚的に評価出来る。 

（通常、RPEの活性化が確認されれば付随して視細胞活動も促進され視機能の改善に寄与することが

予想される。） 

また、本プロジェクトで開発していく電気生理的検査機能（局所 ERG など）の結果と RPE との比較

評価、或いは、リハビリ効果と RPE の状態との比較評価が出来れば、視機能と PRE の関連性が自・

他覚的に証明出来、将来の臨床研究に大いに役立つものと考える。 

 

※このように本機器は、単独でも十分な有用性があるが、LEW、PS-OCT などとの併用による眼科医療を

考慮したものであり、当社開発案件の中でも重要な位置づけにある。 
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(5) 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 

特になし   

   

   

機器スペック・

ビジネスモデル 

特になし   

   

   

事業化体制 特になし   

   

   

事業化計画（開

発･薬事・上市

スケジュール） 

特になし   

   

   

 

(6) 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 トーメーとしてどのような医療機器を開発したいのかはっきりさ

せるように。 

SLO+MP+ERG をベースとした検査機器を自主事業として量産化

し、リハビリ機能に関しては、理研で行う基礎研究（動物実験）の

評価が定まった時点で、PMDA と相談を行い決定する。 

知財 機器のハードウエアとアプリケーションを融合させた特許出願を

積極的に行うように。 

H28 年度は 2 件の出願を検討中。 

技術・評価 仕様の明確化。 要求仕様について各機関にて意志統一をさせた上

で、試作機の製作を行うように。 

2016/12/13 の理研における仕様検討会において、意思統一がされ

た。 

その他事業

化全般 

評価機器なのか治療機器なのかが不明瞭 最終的には、治療機器（ロービジョンのリハビリ機器）として開発を

進める。 

(7) 採択・継続条件への対応状況 

採択条件 対応状況 

なし  

  

  

 



 

21 

1.8 平成 29 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

二次試作機の製作、評価の継続と、各研究機関（旭川医科大学、理化学研究所、三重大学）へ機器を設置し臨床評価、動物評価を行う。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 

公益財団法人科学技術交流財団業務部中小企業等研究開発支援グループ 

〒470-0356 愛知県豊田市八草町秋合 1267番 1 

電話: 0561-76-8326 / FAX: 0561-21-1651 / E-mail: t-fujii@astf.or.jp 


