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1. 事業の概要  

運動器の障害により要介護となるリスクが高い状態を「ロコモティブシンドローム」といい、その対

策が急務となっている。変形性膝関節症はその主要な原因疾患であり、この疾患の改善・予防が健康寿

命の延伸、医療・介護費用の削減に効果的である。本事業では、膝痛を緩和し、それにより変形性膝関

節症の患者が無理なく定期的な運動、訓練の実施、継続を行うことができる小型の医療機器を開発する。 

ロコモ対策のための膝痛緩和用医療機器の開発・事業化

変形性膝関節症の患者の歩行時や運動時の膝痛を緩和
パナソニック株式会社アプライアンス社、株式会社プロアシスト、日光精器株式会社、

久留米大学、公益財団法人滋賀県産業支援プラザ

H28-010

商品の目的・アピールポイント

変形性膝関節症患者のQOL向上

ものづくり中小企業による開発・製造

 変形性膝関節症の患者数は2,530万人
 運動器の衰えや障害により要介護となるリスク
 運動療法が有効だが痛みを感じる人には困難

Class Ⅱ
（想定）

生体の形状にマッチしたウェアラブル機器の成形技術を有す
る日光精器と、自社商品である脳波センサの開発を通じて小
型省電力回路設計等の技術を蓄積しているプロアシストが製
品開発と量産を担当し、パナソニックが販売する（上市後3年
目想定売上16億円／年）

平成28（2016）年10月時点

 歩行時や運動時に足が着地するタイミングで微弱
な低周波電流による経皮的電気刺激を与えて筋
肉を収縮させ、膝の揺動を抑えることにより膝痛を
緩和させる（即時的効果）

 変形性膝関節症の患者が無理なく定期的な運動、
訓練を実施、継続し、筋力向上効果が期待できる
（長期効果）

前 後

電極配置

操作機

装置本体

装置本体装着状態

 

平成28（2016）年7月時点

委託事業実施体制

企業

日光精器㈱

相談
申請

医療機関

久留米大学

製販企業
第一種製造販売業[13B1X10134]

パナソニック㈱
アプライアンス社

助言
承認

医工連携支援機関

公益財団法人
滋賀県産業支援プラザ

製造企業
製造業[27BZ200282]

㈱プロアシスト PL

中

中

販売

•研究推進
•技術開発
•安全性・信頼性確立

•前臨床試験
•臨床試験

•構成要素検討
•部品設計・製造

•制御回路の設計、開発
•組込みソフトの設計、開発

•事業全体のコーディネート
•アドバイザー窓口

SL

医薬品医療機器総合機構
（PMDA）

顧客（国内）

事業管理機関
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1.1 事業の目的  

＜医療現場の課題＞ 

日本は超高齢社会を迎え、加齢に伴う運動器の機能低下により、転倒しやすくなることや、自立歩行

が困難になる高齢者が増加している。日本整形外科学会（JOA）では、運動器の衰えや障害により要介護

となるリスクの高い状態を表す概念として『ロコモティブシンドローム』を 2007 年に提唱し、この予防

に向けた活動が行われている。 

ロコモティブシンドロームの主な原因の１つは変形性膝関節症であり、早期治療および病状進行をで

きるだけ遅らせることが必要とされている。変形性膝関節症の保存治療には、薬物療法、物理療法、運

動療法、装具療法があるが、JOAと OARSI（Osteo Arthritis Research Society International）のガイ

ドラインでは、運動療法の優位性を認めており、定期的な有酸素運動、筋力強化訓練および関節可動域

訓練を実施し、これらを継続することを奨励している。 

しかしながら、運動療法は自己管理で医療費をかけず家庭で行える有用な方法にもかかわらず、継続

して行うことが困難であったり、また痛みを感じる人には困難であるといった課題がある。一方で必要

な運動をさせるのに医療機関のスタッフの管理のもと行うことは、スタッフに負担がかかり実際はあま

り行われていない。 

    

＜医療現場の課題に対する解決策＞ 

開発機器は、歩行時や運動時に足の動作を検知し、足が着地するタイミングで微弱な低周波電流によ

る経皮的電気刺激を与えて筋肉を収縮させ、（即時的効果として）膝の揺動を抑えることにより膝痛を緩

和させる。それにより変形性膝関節症の患者が無理なく定期的な運動、訓練を実施、継続し、（長期効果

として）筋力向上効果が期待できる小型の医療機器を開発する。 

まずは医師の指導のもと使う医科向け医療機器として開発し、病院内外で運動療法が手軽に痛みなく

行なえるようになり、病院のスタッフの負荷をさらに減らすこととなる。将来的には家庭用医療機器と

して世の中に広く普及させることを目指す。 

変形性膝関節症の患者数は 2,530 万人にも上るとされ、変形性膝関節症の年間医療費総額は外来医療

費 4,920 億円、手術による入院医療費 3,200 億円で、合計 8,120 億円と推測される。手術による１人あ

たりの医療費は年間 320 万円であり、現在、年間で約 10 万人が手術を受けている。外来通院者数は 246

万人と推計され、１人あたりの外来医療費は年間 20万円である。提案する開発機器を医師の指導のもと

家庭で変形性膝関節症患者の約 5％が使用し、手術に至る人を 2.5%削減出来れば、年間およそ 80億円の

医療費削減効果が期待できる。また、１人あたりの外来医療費を 10 万円削減出来れば、年間およそ 120

億円の医療費削減効果が期待できる。 

 

＜薬事申請・上市の時期＞ 

医療従事者向けの新医療機器として平成 30年 12月に薬事申請、平成 31年 8月に上市を予定している。 

 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：パナソニック株式会社アプライアンス社 

PL： 湯浅 毅（パナソニック株式会社アプライアンス社） 

SL： 生駒 京子（株式会社プロアシスト） 

共同体： ①株式会社プロアシスト 

  ②日光精器株式会社 

  ③久留米大学 

  ④公益財団法人滋賀県産業支援プラザ 
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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 

本事業に応募後に採択されるまでの期間で実施した PMDAとの開発前相談（2016.6.3）の結果と伴走コ

ンサル、医療機器センターでのご助言により、早期上市を目指して、薬事申請・上市について下記の 2

つのステップに分けて推進することとした。 

①既存の認証基準がある医療機器（低周波治療器、以下機器１）として平成 30年 4月に薬事申請、平

成 31年 2月に上市し、医療機関で膝痛患者への使用実績を積上げる。 

②新規医療機器（膝痛緩和治療器、以下機器２）として、本事業期間での膝痛緩和の評価に加えて、

①の実績をもとに平成 35 年 10 月に薬事申請、平成 36 年 10 月に上市。その後、家庭向医療機器として

の普及を目指す。 

 1) 医療機器等の種類 

①機器 1 

機器等の種類 医療機器 クラス分類 Ⅱ 

製品名 低周波治療器 分類名称（一般的名称） 低周波治療器 

対象疾患 － 届出／認証／承認 認証 

想定される販売先 病院、リハビリ施設 新／改良／後発 後発 

使用目的又は効果 経皮的に鎮痛や筋萎縮改善 

薬事申請予定者 パナソニック株式会社 医療機器製造販売業許可 13B1X10134 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

パナソニック株式会社 医療機器製造業許可 27BZ200282 

株式会社プロアシスト 医療機器製造業許可  

日光精器株式会社 医療機器製造業許可  

②機器 2 

機器等の種類 医療機器 クラス分類 Ⅱ 

製品名 膝痛緩和治療器 分類名称（一般的名称） （未定） 

対象疾患 変形性膝関節症 届出／認証／承認 承認 

想定される販売先 病院、リハビリ施設 新／改良／後発 新 

使用目的又は効果 
経皮的に鎮痛や筋萎縮改善、または筋肉の再教育の促進、廃用性萎縮の防止等、 

および軽度変形性膝関節症の膝痛緩和 

薬事申請予定者 パナソニック株式会社 医療機器製造販売業許可 13B1X10134 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

パナソニック株式会社 医療機器製造業許可 27BZ200282 

株式会社プロアシスト 医療機器製造業許可  

日光精器株式会社 医療機器製造業許可  

 2) 医療機器等のターゲット市場 

①機器 1 

 国内市場 海外市場 

   

薬事申請時期 平成 30年 4月  

上市時期 平成 31年 2月  

想定売上（上市後 3年目） 3.6億円／年（平成 34（2022）年時点）  

市場規模（上市後 3年目） 275億円／年（平成 34（2022）年時点）  

想定シェア（上市後 3年目） 1.3％（平成 34（2022）年時点）  

②機器 2 

 国内市場 海外市場 

   

薬事申請時期 平成 35年 10月  

上市時期 平成 36年 10月  

想定売上（上市後 3年目） 15.1億円／年（平成 39（2027）年時点）  

市場規模（上市後 3年目） 275億円／年（平成 39（2027）年時点）  

想定シェア（上市後 3年目） 5.4％（平成 39（2027）年時点）  
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注記 1：市場規模は競合品も含めた市場全体としての見込み 

注記 2：本事業に応募後に採択されるまでの期間で実施した PMDA との開発前相談（2016.6.3）の結果と

伴走コンサル、医療機器センターでのご助言により、早期上市を目指して、薬事申請・上市に

ついて下記の 2つのステップに分けて推進する薬事戦略に変更した。 

①既存の認証基準がある医療機器（低周波治療器、以下機器１）として平成 30年 4月に薬事申

請、平成 31年 2月に上市し、医療機関で膝痛患者への使用実績を積上げる。 

②新規医療機器（膝痛緩和治療器、以下機器２）として、本事業期間での膝痛緩和の評価に加

えて、①の実績をもとに平成 35 年 10 月に薬事申請、平成 36 年 10 月に上市。その後、家庭

向医療機器としての普及を目指す。 

 

 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

製品イメージと基本構成 ※機器１、機器２ 

提案する医療機器は、左右の脚に巻きつけて使用するサポーター型の装置本体と、無線により本体をコ

ントロールする操作機によって構成される。製品イメージと製品の基本構成を以下の図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本機器の主な特徴 

① 軽度の変形性膝関節症患者が膝に装着して使用し、機器に内蔵したセンサで使用者の下肢動作を検出

し、その動作にあわせて電気刺激を加える技術により、歩行や動作時に生じる膝痛を緩和できる低周

波治療器である。 

② 製品は着脱が容易なサポーター式で、操作は無線で行うため、衣類の下に装着して手軽に使用が可能

である。 

ユーザー側のメリットとしては、①の効果により歩行、運動の際の膝痛が緩和されるため、変形性膝関

節症患者が医療施設でも在宅でも、無理なく定期的な運動、訓練を実施、継続することが可能となる。

また、②の効果により、膝の痛みを感じずに散歩や買い物など日常生活を送ることが可能となり、膝痛

により自立した生活が困難だった高齢者患者の QOLを飛躍的に向上させることができる。 

  

装置本体装着状態 

操作機 

装置本体 

電極ユニット 

制御ユニット 

ゲルパッド 

ゲルパッド 

右 
まえ 

電極ユニット 

装置本体展開状態と電極ユニット 
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(2) 市場性（想定購入顧客） ※機器１、機器２ 

 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 

・変形性膝関節症の患者のうち、膝痛を常時訴える者であり、病院に通院中の者。 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

変形性膝関節症の患者数は 2,530万人と推測され（Yoshimura N et al. J Bone Mineral Metab 27: 

620-628,2009）、そのうち膝痛を常時訴えるものはおおよそ 1/3 の 820 万人と推計される。この 820 万人

が提案機器の対象とする市場であり、その全体規模は 820 万人×想定価格 10 万円=8,200 億円となる。 
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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 

機器１：A 社 / 機器２： B 社 

競合商品 

機器１：低周波治療器 / 機器２： 歩行神経筋刺激装置 

市場規模獲得のための障壁 

既に医療機関には低周波治療器はある程度普及しており、それらが同様の効果と見られること、さ

らに膝痛を緩和する機器として装具や杖、健康食品などが存在することが、本機器の市場獲得のた

めの障壁となる。 

 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） 

 提案機器 競合商品（①機器 1） 競合商品（②機器２） 

メーカー パナソニック株式会社 A 社 B 社 

概要 ①低周波治療器：機器１ 

②膝痛緩和治療器：機器２ 

低周波治療器 歩行神経筋電気刺激装置 

形式 ＥＵ－ＪＬＭ８０（仮） A 社型式 B 社型式 

特徴 

 

・歩行や動作時に装着し、動

作にあわせて低周波を印加

することで、①経皮的鎮痛及

び筋萎縮改善②膝痛緩和が

可能となる。 

・運動時の使用ができるサポ

ーター式で、また充電式、無

線式である。 

電極を接続し、出力モード

を選択し、タイマーやパルス

幅等の調節を行うことで、電

極から低周波を印加する。 

 

中枢神経障害による下垂

足・尖足患者の腓骨神経を電

気刺激して歩行遊脚時に足を

背屈させ歩行を改善し、また

廃用性萎縮の防止・抑制、局

所血流量の増加、筋肉の再教

育、関節可動域の維持、又は

増加を目的とする 

企業 国内企業 国内企業 国内企業 

国内市場規模    

海外市場規模    

シェア    

売価 約 50 万円 約 10 万円 レンタル機器 

保険償還 点数    

クラス分類 Ⅱ Ⅱ Ⅱ 

 

＜提案機器の強み＞ 

提案機器（機器２）の強みは、既存の低周波治療器と異なり、歩行など動作中の膝痛が緩和されるこ

とである。既存の機器は歩行等の動作時の使用は想定されていないため、歩行などの動作中の膝痛は緩

和できない。一方、提案機器は足の動作を検知し、足が着地するタイミングで太ももの前後の電極に低

周波を通電することで筋肉を収縮させ、着地時の膝の揺動をおさえるものである。これにより膝痛が緩

和され、使用者は医療施設でも在宅でも、無理なく定期的な運動、訓練を実施、継続することが可能に

なる。 

また、着脱が容易なサポーター式で操作は無線で行うため、衣類の下に装着して手軽に使用できる。

これにより、膝痛で自立した生活が困難だった高齢者患者の QOL を飛躍的に向上させることができる。 

＜提案機器の弱み＞ 

提案機器（機器２）の弱みは、医療機関で機器の膝痛緩和効果が認知されておらず、その認知活動に時

間を要することである。 
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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  ※機器１、機器２ 

 

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 H34（2022）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

STEP１、２（①、②）
薬事戦略立案

STEP1（①）
試作機開発・改良
【歩行神経筋
　　　　　　刺激装置
　or　低周波治療器】

STEP1(①）
量産機開発
【歩行神経筋
　　　　　　刺激装置
　or　低周波治療器】

STEP2(②）
臨床研究

STEP１、２（①、②）
知財対応

STEP１、２（①、②
）販売戦略

STEP１、２（①、②）
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

薬事申請・上市の時期に関して、伴走コンサルでのアドバイスを受け、早期上市を目指して下記の２つのス

テップに分けて推進することとした。

①既存の認証基準がある医療機器（低周波治療器または歩行神経筋刺激装置）として平成30年4月に薬事

申請、平成31年2月に上市し、医療機関で膝痛患者への使用実績を積上げる。

②新規医療機器（膝痛緩和治療器）として、本事業期間での膝痛緩和の評価に加えて、①の実績をもとに平

成35年10月に薬事申請、平成36年10月に上市。その後、家庭向医療機器としての普及を目指す。

①商品企画と1次試作のスペック決定
②サポーターユニットの開発
③操作器ユニットの開発
④試作機の評価
⑤薬事申請準備
⑥知財戦略および販売戦略
⑦開発推進会議の管理・運営
⑧事業の管理・運営

①治験用試作機の開発と評価
②治験準備
③治験

①量産準備
②治験

薬事方向性検討、

相談資料作成

機序仮説の評価検証 ・膝痛緩和臨床評価（現行ヒザトレ、要相談）

・基準に合致させるための差分の評価

出願準備

★
H31.2 上市（国内、STEP1）

★
H29.2知財出願

基準に合致させる

ための仕様変更
機能評価 申請資料

作成

審査フォロー

（PMDA）

★医療機器承認申請 ★承認

量産化設計、量産体制構築（STEP1）

★上市

★薬事相談（ｺﾝｻﾙ）

販売ルート開拓 販売詳細策定

（マーケティング）

■上市後、医療機関での使用実績を積上げ、改めて膝痛緩和機器としての

開発を判断する。

１．上市後の使用実績を積上げ （H31～H33、2年間）

２．膝痛緩和臨床研究結果と使用実績結果をもとに

薬事相談～治験を実施 （H33～H35、2年間）

３．医療機器承認審査、量産体制構築 （H35～H36、1年間）

４．上市 （H36）



 

8 

 1) 投資回収計画 

機器１、機器２を２つのステップに分けて推進したときの事業計画、投資回収計画を 

以下のように設定した。 

 

・販売価格：①機器１：30 万円（低周波治療器）②機器２：50 万円（膝痛緩和） 

・施設等へのリース：1 万円/月・台 

・消耗品（パッド）：1 万円/年 

・金型/設備投資：4,500 万円 

・試験研究費：5,500 万円（医工連携事業費・人件費等を除く） 

国内の病院（8,670 施設）、介護関連施設（16,500 施設）、市町村（1780）に対し、機器販売、リース、

および、電極パッド等の消耗品販売を展開する。 

 ① 国内（機器１：低周波治療器） 

 H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

H37 

(2025) 

薬事申請時期   ●        

上市時期   ●        

支出額（単位：億円） 1.20 1.60 1.60        

 うち委託費 0.80 1.00 1.00 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.40 0.60 0.60 0.30       

売上高（単位：億円） － － － 0.6 1.87 2.83 3.55 4.31   

販売数量（単位：セ

ット） 
－ － － 270 850 1,290 1,620 1,960   

 ② 国内（機器２：膝痛緩和治療器） 

 H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

H37 

(2025) 

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    － 0.30 0.30 0.80 0.50 0.3 0.3 

売上高（単位：億円） － － －      12.08 15.10 

販売数量（単位：セ

ット） 
－ － －      3,780 4,720 

 

 ③ 海外（機器１、機器２） 

 H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

H37 

(2025) 

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） － － － － － － － － － － 

販売数量（単位：） － － － － － － － － － － 
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 ④ 国内・海外合計（機器１、機器２） 

 H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

H37 

(2025) 

支出額（単位：億円） 1.20 1.60 1.60        

 うち委託費 0.80 1.00 1.00 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.40 0.60 0.60 0.30 0.30 0.30 0.80 0.50 0.3 0.3 

売上高（単位：億円） － － － 0.6 1.87 2.83 3.55 4.31 12.08 15.10 

販売数量（単位：セ

ット） 
－ － － 270 850 1,290 1,620 1,960 3,780 4,720 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

注記：本事業に応募後に採択されるまでの期間で実施した PMDAとの開発前相談（2016.6.3）の結果と

伴走コンサル、医療機器センターでのご助言により、早期上市を目指して、薬事申請・上市に

ついて下記の 2つのステップに分けて推進する薬事戦略に変更した。 

①既存の認証基準がある医療機器（低周波治療器、以下機器１）として平成 30年 4月に薬事申

請、平成 31年 2月に上市し、医療機関で膝痛患者への使用実績を積上げる。 

②新規医療機器（膝痛緩和治療器、以下機器２）として、本事業期間での膝痛緩和の評価に加

えて、①の実績をもとに平成 35 年 10 月に薬事申請、平成 36 年 10 月に上市。その後、家庭

向医療機器としての普及を目指す。 

 

 

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”   

・パナソニック株式会社は医療機器製造販売業者として販売を担当する。グループの販売会社を通じて、

地域電器専門店・家電量販店・生活業態店など国内・海外すべての流通チャネルに「Panasonic」ブラン

ドの商品の提案・サービスの提供を行っており、家庭用医療機器についても製造販売業者として、マッ

サージチェアや低周波治療器などの多様な商品について豊富な販売実績がある。 

・株式会社プロアシストは自社商品である脳波センサの開発・販売を通じて医療機器設計、無線回路設

計、小型省電力回路設計およびソフトウェア開発の技術を蓄積しており、提案する医療機器の開発設計

にその強味を発揮する。 

・日光精器株式会社は生体の形状にマッチしたウェアラブルな機器を構成する部品の精密成形技術を有

しており、提案する医療機器の構造設計を担当する。 

・株式会社プロアシストと株式会社日光精器は既に他の商品で協業している実績をベースに、提案する

医療機器の量産化と製造を行い、パナソニックの販売・物流チャネルを用いて販売を行う。 

・まずは医療従事者向け医療機器として上市し、病院、介護施設、市町村に展開する。その後、家庭用

医療機器に展開する。 
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 2) ビジネス体制 

平成28（2016）年7月時点

企業

日光精器㈱

製販企業
第一種製造販売業[13B1X10134]

パナソニック㈱
アプライアンス社

製造企業
製造業[27BZ200282]

㈱プロアシスト

PL

中

中

販売

•マーケティング
•サービス体制構築
•ルート開発
•新商品企画

•量産

•製造支援
•合理化対策推進

SL

顧客（国内）

事業管理機関

上市後のビジネス体制

 

(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 開発前相談（2016 年 6 月 3 日＠PMDA）※公募後、採択されるまでの期間 

家庭向け膝痛緩和治療器として相談を行ったが、医療従事者向けの新規医療機器が妥当との助言を

頂いた。 

 薬事戦略相談（2017 年 1 月 24 日 @公益社団法人 医療機器センター） 

PMDA との開発前相談での助言と伴走コンサルでのアドバイス結果を踏まえ、早期上市を目指すた

め、ステップを次の 2 つに分けて推進することとした。第１ステップとしてまず後発医療機器とし

て薬事を既存の認証枠で取得し、医療機関での実績を積上げた後、第２ステップで膝痛緩和医療機

器として薬事承認を得ることとした。 

第１ステップである後発医療機器として上市するにあたり、低周波治療器と歩行神経筋電気刺激装

置の薬事認証の可能性について助言を頂いた。助言を受けて、経皮的鎮痛、筋萎縮改善、EMS など

が定義に含まれており、第２ステップ（膝痛緩和治療器）への展開も可能な｢低周波治療器｣での薬

事取得を推進することとした。 

 

 2) 知財戦略検討状況 

 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 

他社の模造品対策として、電極や貼付位置などの構造に関する権利化は進め、対象患者への治療に

関するソフトに関しては出願しないこととした。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 
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第１ステップの低周波治療器の開発リスクとしては、家庭用低周波治療器の開発・薬事認証実績は

あるものの、医療従事者向けの低周波治療器で実績がなく、技術的課題の検討及び対応に時間を要す

る点である。結果として、上市時期に遅延が生じることが考えられる。それに対応するため、早期に

課題を明確化すべく、低周波治療器認証基準に適合しているかどうか確認することとした。具体的に

は、日本品質保証機構（JQA）を通じて 1 次試作機で評価可能な項目の適合性評価を行い、1 次試作機

の課題を明確にした。 

第２ステップの膝痛緩和治療器の開発リスクとしては、機序仮説の検証のための実験に時間を要す

る点である。その対応として、1次試作機の開発と並行して、開発済みの先行試作機を使用することと

した。 

 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

第１ステップの低周波治療器は後発医療機器のため特になし。 

第２ステップで上市する予定の新規医療機器（膝痛緩和治療器）の薬事申請に必要となる 

膝痛緩和和する機序の仮説立案と検証を行った。 

  ・膝痛の即時効果の機序仮説検証 

歩行時の膝関節モーメントへの影響については、内側広筋を効率的に刺激することで膝蓋 

骨が内側方向に有意傾向を認めたことを確認した。また、歩行時の膝関節アライメントへの影

響については、健常者において膝関節内反モーメントの軽減傾向を認めたものの、変形性膝関

節症患者では、個人差が大きく統計学的な有意差は得られなかった。 

  ・膝痛の長期効果の機序仮説検証 

   3 ヶ月の歩行訓練による膝痛及び QOL への影響の実験と評価を継続中である。 

 

 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

販売チャネルは、既存の医療ルートを活用しつつ、新規の医療ルートを構築する。その後家庭向け

に展開した際にはパナソニックのルートである電器市販店、量販店を活用する。供給体制については、

既存の医療機器の供給スキームを活用する予定である。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

アフターサービス体制についても、既存の医療機器のサービススキームを活用する予定である。 

 QMS 等の品質保証体制 

薬事の QMS についても既存の医療機器の QMS を活用する予定である。 

 広報・普及計画 

 医療従事者への認知拡大活動として、上市後の展示会や商談会への機器出展による PR する予定で 

ある。 
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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承認での薬事取得経験が乏しい 

②膝痛緩和の新規医療機器として上市するため

には臨床に長期間が必要と予測される。 

 

①薬事に関するアドバイザーへの相談の実施。 

②まず後発医療機器として上市を目指し、医療機

関での実績を積上げた後、膝痛緩和医療機器と

して薬事承認を得る。 

 

 

知財 

他社から仕様を真似た模倣品が上市される可能

性がある。 

 

電極やその貼付位置などは権利化を進めるが、 

変形性膝関節症患者特有の動作に対応するソ

フトウェア・アルゴリズムはノウハウとして出

願しない。 

技術 ・

評価 

①第１ステップの医療従事者向け低周波治療器 

の認証実績がない。 

②第２ステップの膝痛緩和治療器は、機序仮説の

検証のための実験に時間を要する。 

 

 

①1次試作機を JQA を通じて適合化評価を行い 

早期に課題を抽出する。 

②1次試作機の開発と並行して、開発済みの先行

試作機を使用する。 

 

その他

事業化

全般 

①医家向け販売ルートの構築。 

 

②医療従事者への認知の拡大。 

 

①営業企画部門との連携し、従来に加えて新規ル

ートの開拓。 

②上市後の展示会や商談会への機器出展による

PR の実施。 
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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 

今年度は、膝痛緩和用医療機器の１次試作品の開発と評価、および、膝痛緩和の機序仮説の検証実験を行う。 

１次試作では、医療機器としての安全性確保と歩行や運動を妨げない小型化を目指し、回路設計、筐体設計、試作機製造、ソフトウェア開発、安

全性評価試験等を実施し、医療従事者向け医療機器としての基本的な仕様と設計を確立する。 

3 年後の上市を目指した薬事戦略の確立のために、膝痛緩和の効果に対する機序の仮説立案と検証を実施する。これと並行して、今年度末のプロト

コル相談完了に向けて、PMDA との対面助言を実施する。 

 

(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 

1 次試作 医療機器としての安全性確保と歩行や運動を妨げない小型化を実現する試作品 

 

(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商品企画と 1 次試作のスペック決定 

開発機器は、サポーターユニット（左右一

対）および操作器ユニットから構成され、サ

ポーターユニットは、サポーター(布地)と電

極ユニット（電極部構造体＋電極パッド）に

より構成される。 

この電極ユニットは、太ももの前後に貼る

電極パッドがケーブルで接続されたものであ

り、電極部構造体は電気刺激生成回路と歩行

センサ(ジャイロセンサ）をケース内に配置

し、これらを駆動する制御回路と無線通信回

路および充電池が内蔵される。 

また操作器ユニットは、ケース内に操作器

制御回路、液晶、充電池等を内蔵し、無線通

信によってサポーターユニットを制御するも

のである。 

これらの基本的な構成と動作は既に確立し

ているが、医療機器としての安全性の確保、

サイズ、コスト、ユーザビリティ等に関して

課題が残っているため、パナソニックが中心

▶ 

【進捗 100％：○】 

□商品企画を推進する為、一次試作品仕様を決定 

・操作器ユニットの詳細操作仕様を決定 

・操作器、サポータ、各ユニットの詳細品質目標を

決定 

・無線による、サポーターユニット制御の安全対策

として、緊急停止スイッチを設ける 

・電極パッドの人体装着と内蔵二次電池の充電行為

が両立しない、サポーターユニット構造とする 

・サポーターユニットの装着性を向上させる為に、

従来比(2015 年医工連携開発品)：1/3 以下の小型

化を目指し開発を推進する 

▶ 

特になし 
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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 

となって、日光精器およびプロアシストと協

議しながら対応を検討し、開発機器の商品企

画を行うとともに、今年度開発する 1 次試作

のスペックを決定する。 

②サポーターユニットの開発 

サポーターユニットについては、歩行や運

動を妨げない小型化を目指し、1 次試作を行

う。プロアシストは電極ユニットの回路設計

と組み込みソフトウェア開発を行うことと

し、ニッケル水素電池に対応した新たな電源

回路の開発、電池特性評価解析、超昇圧比対

応回路開発、電圧制御回路開発、安全回路開

発、電源回路のマイコン制御を行うソフトウ

ェアの開発、刺激生成回路の省サイズ化とニ

ッケル水素電池対応、無線モジュールと CPU

の省サイズ化と低コスト化、無線リスク対策

等を行う。 

日光精器はサポーターと電極パッドおよび

電極部構造体のケースの設計・開発・組み立

て作業を行うこととし、電極の最適設計に伴

う電極パッドの設計、汗等の水分浸入への耐

久性の確保、歩行や運動を妨げない形状の実

現等を行う。 

実験や評価に必要なことから、試作数は 15

セットとする。このとき、電子回路基板は、

回路を破壊する試験も実施するため、30枚×

左右 2枚の 60枚を試作する。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

仕様に基づく回路設計、ソフト設計、構造設計の基

本、及び詳細設計を完了 

・医用電気機器に求められる、要求仕様の明確化を

完了 

・小型化と医療機器に求められる高精度電圧制御が

可能な新規電源回路の詳細設計を完了 

・緊急停止安全回路の詳細設計を完了 

・緊急停止スイッチの詳細構造設計を完了 

・小型化と患者漏電安全性を両立させる。電極接続

及び充電構造の詳細設計を完了 

・詳細回路、構造設計に基づく、プリント基板の設

計試作、部品実装、及び構造試作完了 

 

▶ 

特になし 

③操作器ユニットの開発 

操作器ユニットについては、ユーザビリテ

ィの向上、病院スタッフ用の設定画面の開発

等医療従事者向け医療機器としての仕様に対

応した 1 次試作を行う。 

プロアシストは回路設計と組み込みソフト

ウェア開発を行うこととし、動作設定ユーザ

ーインターフェースの改良、電気刺激強度設

定プログラムの搭載、無線リスク対策等を行

▶ 

【進捗 100％：○】  

仕様に基づく回路設計、ソフト設計、構造設計の基

本、及び詳細設計を完了 

・医用電気機器に求められる、要求仕様の明確化を

完了 

・要求仕様を満足するマイコンの選定を完了 

・操作器ユニットの企画要求仕様に基づく、マイコ

ンソフト要求詳細仕様の作成完了 

・操作器ユニット、サポーターユニット間の無線ペ

▶ 

特になし 
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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 

う。 

日光精器は動作設定ユーザーインターフェ

ースを改良した筐体の設計・開発・組み立て

作業を行う。 

実験や評価に必要なことから、試作数は 15

台とする。このとき、電子回路基板は、回路

を破壊する試験も実施するため、40枚を試作

する。 

アリング方式を決定 

・要求仕様を満足する、従来よりもユーザーインタ

ーフェイスを改善した、筐体の詳細設計を完了 

・詳細回路、構造設計に基づく、プリント基板の設

計試作、部品実装、及び構造試作完了 

 

④試作機の評価 

プロアシストが中心となって、１次試作の

サポーターユニットおよび操作器ユニットの

電気特性の評価と電気安全性・信頼性試験を

行う。今年度は、リスクアセスメント上、重

要と思われる、電気安全性・信頼性項目を選

び、その項目について事前評価を実施し、来

年度に量産試作品を用いて医療機器承認のた

めの電気安全性・信頼性試験を行う。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

・低周波治療器の認証基準のうち、1 次試作品で評

価可能な 126 項目の評価を JQA を通じて実施し、お

おむね適合していたものの、不適合になった項目に

共通した 2つの要因を特定した。 

・個別に設定した品質目標については、大きな問題

はなかった。 

▶ 

特になし。 

 

⑤薬事申請の準備 

開発機器の効果効能として、[1] 足が着地

するタイミングで微弱な低周波電流による経

皮的電気刺激を行うことによって筋肉を収縮

させ膝の搖動を抑えて膝痛を緩和する、[2] 3

カ月以上の連用による訓練での筋力向上によ

って膝の揺動が抑えられて痛みを緩和させ

る、という 2 点を含めて薬事申請を行うこと

を予定している。 

久留米大学は、薬事の申請に必要となる、

膝痛が緩和する機序の仮説立案と検証を行な

う。今年度は上記の 2 点の効果に対し、即時

の効果を証明するために、歩行時の膝関節モ

ーメントへの影響、および、膝関節アライメ

ントへの影響の実験と評価を行なう。また、

長期の効果を証明するために、開発機器を利

用した 3 カ月の歩行訓練による膝痛及び QOL

への影響の実験と評価を行う。このとき、仮

説検証には 1 次試作機の開発と並行して行な

▶ 

【進捗 100％：○】 

・歩行時の膝関節モーメントへの影響をまず健常 

成人 7名の 3次元動作解析を実施した。結果、 

屈曲モーメントが電気刺激により有意に減少 

した。 

・膝関節アライメントへの影響を健常者に動作解析

同様の 8 名を XP透視にて検証した。結果、内側広

筋を刺激することによって膝蓋骨が平均 0.21 ㎝

内側に移動した。大腿部内側広筋を刺激すること

で膝蓋骨外側変異による内反モーメントの増加を

抑制すると示唆された。 

・以上の結果を踏まえ、歩行時の膝関節モーメント

への影響を変形性膝関節症患者に対して実施した

ものの個人差が大きく統計学的な有意差は得られ

なかった。 

・3カ月の歩行訓練による膝痛及び QOLへの影響を

検証するために長期介入を開始し、継続中である。 

・パナソニックは伴走コンサル及び医療機器センタ

ーでのアドバイス結果を踏まえ、ステップを次の

▶ 

特になし。 
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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 

うため、開発済みの先行試作機を使用するこ

ととする。なお、機序の検証については久留

米大学だけでは必要な被験者数を確保できな

いことから、他の施設の協力を得ながら実施

することとする。 

パナソニックはこれらの検証と並行して今

年度末のプロトコル相談完了に向けて、PMDA

との対面助言を実施する。 

2 つに分けて推進することとした。まず後発医療

機器として低周波治療器で上市を目指し、医療機

関での実績を積上げた後、膝痛緩和医療機器とし

て薬事承認を得る。 

⑥知財戦略および販売戦略 

パナソニックは３年後の上市を目指し、知

財戦略および販売戦略を検討・策定する。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

・知財戦略について 

他社の模倣品対策として、電極や貼付位置などの

構造に関する権利化は進め、対象患者への治療に

関するソフトに関しては出願しないこととした。 

・販売戦略について 

医療従事者への認知活動を拡大し、新規の医療ル

ートを構築する。その後、パナソニックのルート

である電器市販店、量販店に展開する、という戦

略を策定した。なお、現在上市しているひざトレ

ーナーで医療従事者への認知活動を推進中であ

る。 

▶ 

 

 

⑦開発推進会議の管理・運営 

滋賀県産業支援プラザは、開発推進会議を

運営し、開発事業が円滑に進行するためのコ

ーディネートを行う。開発推進会議には、必

要に応じてアドバイザーの参画を得るものと

し、専門的な観点から事業化に向けた助言を

受けることとする。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

コンソーシアム全体の開発推進会議をＷＥＢシステ

ムも活用して適宜開催し、進捗状況の確認と事業化

に向けた検討を行った。 

アドバイザーへの相談も必要に応じて行った。 

▶ 

特になし 

⑧事業の管理・運営 

パナソニックは事業全体の管理・運営を行

う。プロアシストと滋賀県産業支援プラザは

必要に応じて支援を行う。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

計画に基づき、開発の実施内容ごとに進捗管理を行

った。 
▶ 

特になし 
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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） 

28年度は、1次試作と臨床実験を実施し、並行して薬事戦略の確立を進めた。1次試作では、病院内使

用のための操作体系と充電方式を確定し、無線型機器としての安全設計と小型化の両立した評価機を開

発した。1次試作品の各種試験を実施し、量産に向けた課題を抽出できた。 

臨床実験に関しては、PMDA との相談結果を受け、膝痛緩和治療器開発に向けて臨床研究で検証すべ

き内容を精査し、治験プロトコル案を作成し検証を開始した。 

薬事戦略おいては、28 年後の公募後、採択されるまでの期間（平成 28 年 6 月 3 日）に PMDA との開発

前相談を実施し、本機器は医療従事者向けの新規医療機器に該当するとの助言を得た。その結果と伴走

コンサル、医療機器センターのアドバイスを踏まえ、上市を２ステップに分けた計画で推進することと

した。まず、既存の認証基準がある医療機器（低周波治療器）として平成 31年 2 月に上市する戦略に変

更し、その後医療機関で膝痛患者への使用実績を積み上げたのち、商品の受容性や市場環境、事業環境

等を考慮した上で、新規医療機器（膝痛緩和治療器）として上市を目指すこととした。 

 

(2) 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 

当初目標に対してはおおむね達成できたものの、唯一当初目標を達成できなかった点として家庭用膝

痛緩和治療器の上市計画（3 年後に上市）を大幅修正せざるを得なかった点が挙げられる。医療機器の薬

事承認を得るための情報収集や知識習得が不十分だったため計画立案時は可能と判断していたが、伴走

コンサルや医療機器センターのアドバイスにより 2 ステップに分けて時間をかけて段階的に上市するよ

り現実的な戦略変更を行なった。 
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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 

特になし 

 

 2) 事業の進め方 

薬事戦略について、医療機器の薬事承認を得るための情報収集や知識習得を初期の戦略構築段階から

十分に行なっておくべきだった。（大幅な戦略変更が生じた。） 

最終的に開発プロセスの中で吸収できたが、機器としての安全性向上のための品質目標・設計要件を

もっと早いタイミングで確定してから 1 次試作をスタートすべきだった。 

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）。 △一部
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。 ○十分
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。 △一部
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。 ○十分
販売チャネルは明確になっていますか。 △一部
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。 △一部
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。 △一部
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。 ×不十分
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。 ○十分

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 

特になし 
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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） 

膝痛緩和医療機器として新医療機器の承認

を取り平成 31年 8 月に上市 

第 1ステップとして低周波治療器として認証

を得て平成 31 年 2 月に上市、第 2 ステップ

で新規医療機器（膝痛緩和治療器）として上

市を目指す。さらにその後、家庭向医療機器

として普及を狙う。 

早期上市のため 

(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 まず後発の医療機器として認証を得て、その後、膝痛緩和の効果を含

む承認をとるという段階をふむ戦略を検討すべきである。その際、後

発機器として認められるための要件の確認を早急に行うべきである。 

後発の低周波治療器または歩行神経筋刺激装置として認証を得るた

めに PMDA から資料を入手し要件の確認を進めている。また、医療機

器センターに機器の相談を行なう予定である。 

知財 事業化に向けて知財戦略と体制の明確化が必要である。 他社の模倣品対策としてパナソニックが中心となって知財戦略を進

める。まず電極や貼付位置などの構造に関する権利化を進める。 

技術・評価 なし  

その他事業

化全般 

次年度に向けて膝痛緩和機器の事業プランの明確化が必要である。 下記の２つのステップに分けて事業を推進することとした。 

①既存の認証基準がある医療機器（低周波治療器）として平成 31 年 2

月に上市し、医療機関で膝痛患者への使用実績を積上げる。 

②本事業期間での膝痛緩和評価と、①における上市後の医療機関での

使用実績をもとに、新規医療機器（膝痛緩和治療器）としての上市

を目指す。その後、家庭向医療機器としての普及を狙う。 

 

 

 

 



 

21 

(7) 採択・継続条件への対応状況 

採択条件 対応状況 

早期上市を目指した薬事戦略を平成 28 年中に確定させること。 伴走コンサルでのアドバイスを受け、早期上市を目指して下記の 2 つのス

テップに分けて推進することとした。 

①既存の認証基準がある医療機器（低周波治療器）として平成 30 年 4月に

薬事申請、平成 31年 2月に上市し、医療機関で膝痛患者への使用実績を

積上げる。 

②本事業期間での膝痛緩和評価と、①における上市後の医療機関での使用

実績をもとに、新規医療機器（膝痛緩和治療器）としての上市を目指す。 

その後、家庭向医療機器としての普及を狙う。 

 

 

1.8 平成 29 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

平成 28年度末で委託事業は終了となった。今後、自主事業で推進するかどうかも含めて別途検討していくものとする。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 

パナソニック株式会社ＡＰ社 ビューティ・リビング事業部 ヘルシー商品部 ヘルシー技術開発課 

〒525-8555 滋賀県草津市野路東 2丁目 3番 1-2号 W20棟 5F 

電話: 077-563-1112 / FAX: 077-563-5938 / E-mail: kurata.yosuke@jp.panasonic.com 


