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1. 事業の概要 

緑内障などの視野障害は自覚症状を伴わないため進行した状態で発見される場合が多く、侵襲性が高

い手術や失明を回避するには早期発見の仕組みが必要である。しかし現在主流の視野計は、大型で、暗

室が必要で、視能訓練士が付きっきりで検査する必要があるなどスクリーニング検査用途には不向きで

あった。本事業で提案する視線重畳式視野計は、小型・軽量で視標を追うだけの簡便な装置で、視野障

害の早期発見に貢献できると考える。 

失明回避に貢献するポータブル視野計（POLS）の開発・事業化

片眼３分・患者固定不要の検査で潜在的緑内障患者を容易に発見
株式会社昭和・学校法人関西大学・学校法人大阪医科大学・株式会社イナミ・宮崎県機械技術センター

H28-019

検査負担軽減を実現するPOLSの5大特徴

緑内障早期発見に欠かせない意識とスクリーニング

株式会社昭和：会社の紹介・事業展開

 現状40歳以上の成人の５％が潜在的緑内障患者
 緑内障の早期発見には、眼科医の意識がどの程
度高まっているのかの調査が不可欠

 早期発見には、医療機関・患者双方の負担が軽い
スクリーニング機器が必要だが市場には不在

 中心固視不要で患者を固定させない
 回答ボタン不要で医療機関・患者が共に負担減
 暗室不要で場所を選ぶことなく検査が可能
 自動測定で技師も他の作業をしながら検査が可能
 ポータブル型で装着も簡便、機器設置スペース不
要

Class Ⅱ

当社は、金属加工,樹脂加工主体に全産業分野の部品
加工と、医療福祉機器を自社開発しています。本事業
では医療福祉での視線入力技術を活用し、医工連携に
より視野計の開発・事業化を進めています。

写真１

写真2

平成29（2017）年1月時点  

販売

相談
申請

医療機関

大阪医科大学医学部
• 試作機評価前臨床試験
• 臨床的有用性評価

製造企業
医療機器製造業許可[45BZ200013]

(株) 昭和
• 視野計開発
• 視野計量産
• 安全性・信頼性確立
• 知財管理

医薬品医療機器総合機構
（PMDA）

助言
承認

顧客
（国内）海外

アドバイザー
(公財)宮崎県機械技術セ

ンター

研究機関

関西大学工学部
• 測定原理開発
• 視野計実用化支援

事業管理機関

中

医療機器

開発伴走コ
ンサル

支援

製販企業
株式会社 イナミ

第一種製造販売業[13B1X00048]

平成28（2016）年9月時点

SL

委託事業実施体制

PL

知的財産
コンサル
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1.1 事業の目的 

緑内障はわが国において失明の主な原因疾患であり、日本緑内障学会多治見緑内障疫学調査で 40 歳以

上の 5%を占める疾患であるが、そのおよそ 90%が無治療であることも明らかになった。緑内障は、早期

発見できれば点眼剤の投与で眼圧を下げることで進行を抑えることができるが、進行した状態では眼圧

を低下させるためにリスクの高い手術を選択せざるを得なければならない。厚生労働省「平成 26 年社会

医療診療行為別調査」をもとにした独自試算によれば、緑内障の手術にかかる医療費は 78 億円／年と推

定される。視野障害が現れる疾患の早期発見には視野計を用いたスクリーニング検査が有効であるが、

現在主流の視野計は、両眼で 20～40 分間、座位で一点凝視を続け、光点が見える都度ボタンで知らせな

ければならないため、患者にとって受検負担が大きい。また、機器は大型で暗室に設置する必要がある

うえ、検査は最初から最後まで視能訓練士が立ち会って実施しなければならず、医療機関の物理的・人

的・経済的負担が大きい。 

これを解決するためには、ア）スクリーニング目的で緑内障に限らず幅広い眼科受診者に適応できる

視野計、イ）設置場所を問わず持ち運びが可能で、患者にセットするだけで両眼を自動的に検査でき、

医療従事者の立ち合い時間が少なくてすむ視野計、ウ）座位が取れない寝たきりや車いすの患者や医療

機関まで通院できない高齢患者でも利用しやすく、一点凝視を続けなくてもよい視野計が求められてい

る。こうした視野計があれば、健康診断や眼科初診時の視野障害のスクリーニング検査を通じて、視野

欠損をきたす疾患全体の早期発見ができ、特に緑内障においては、早期発見・早期治療につながること

から投薬治療で進行を防止することで手術件数を減らすことができ、その結果として医療費削減が期待

できる。 

そこで本事業では、被験者の眼前に視野計測用の光点を提示するための持ち運び可能で小型・軽量の

装着型ディスプレイと、被験者がどこを見ているかを自動的に計測するためのセンサを組み合わせた、

安価なポータブル視野計を開発する。 

なお、国内市場については、平成 30 年 3 月に薬事申請を行い、平成 30 年 10 月に上市を目指す。また、

海外市場（対象国、北米・欧州地域）については、平成 31 年 1 月に薬事申請を行い、平成 31 年 6 月に

上市をめざす。 

 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：株式会社 昭和 

PL： 黒木 保善（株式会社昭和） 

SL： 小谷 賢太郎（学校法人関西大学） 
共同体： ①学校法人関西大学 

②株式会社イナミ 

  ③学校法人 大阪医科薬科大学 

  ④公益社団法人 宮崎県機械技術センター 
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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 管理医療機器 クラス分類 クラスⅡ 

製品名 ポータブル視野計 POLS 分類名称（一般的名称） 眼振計 

対象疾患 緑内障 届出／認証／承認 認証 

想定される販売先 病院、検診施設 新／改良／後発 後発 

使用目的又は効果 視野障害のスクリーニング 

薬事申請予定者 株式会社 イナミ 
医療機器製造販売業許

可 
13B1X00048 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社 昭和 医療機器製造業許可 45BZ200013 

 業許可  

 業許可  

 

 

 2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

   

薬事申請時期 平成 30（2018）年 3月 平成 31（2019）年 1月 

上市時期 平成 30（2018）年 10月 平成 31（2019）年 6月 

想定売上（上市後 3年目） 4.80億円／年（平成 33（2021）年時点） 3.00億円／年（平成 34（2022）年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 7.80億円／年（平成 33（2021）年時点） 5.25億円／年（平成 34（2022）年時点） 

想定シェア（上市後 3 年

目） 
8.00％（平成 33（2021）年時点） 7.00％（平成 34（2022）年時点） 

 ※市場規模は本製品としての見込み 

 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

 

概観     

               特長 

 

１．中心固視不要 

視線重畳方式の特徴 

２．回答ボタン不要 

眼球運動計測により視認したかど

うかを判定 

３．暗室不要 

ヘッドマウント型で測定部分を暗

室化 

４．両眼自動測定 

測定開始ボタンを押すと両眼を自

動的に測定 

５．ポータブル 

重さ 700ｇで患者様の首等にかか

る負担を軽減 
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ノートパソコンの画面 

 

メイン画面（測定結果の一覧表示） 

 
視野検査実施中の画面 

ヘッドマウントユニットの被験者が見ている小型ディスプレイの画面（左眼検査時） 
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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 

・眼科を有する病院・クリニック 

・眼科の検診施設・人間ドッグ 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

(a) 国内の潜在市場規模：180 億円 

（内訳） 

病院・クリニック   7,641 施設 ｘ 200 万円（実勢価格）＝ 約 150 億円 

検診施設・人間ドッグ 1,500 施設 ｘ 200 万円（実勢価格）＝ 約 30 億円 

 

(b) 国内の上市後 5 年間の想定市場規模：30 億円から 60 億円 

（内訳） 

 病院・クリニック  1,500 施設 ｘ 200 万円（実勢価格）= 約 30 億円 

 または 

 病院・クリニック  3,000 施設 ｘ 200 万円（実勢価格）= 約 60 億円 

 

※国内病院・クリニック施設数推定根拠 

日本眼科学会の 2010 年「眼科医の分布に関する調査」によると全国の眼科医は約 13,200 人であ

り、眼科を有する病院と眼科診療所が約 7,641施設以上国内に存在する。 

発売当初より 5 年間で、20%の 1500 施設にスクリーニング検査機器としての追加購入、もしくは

既存の視野計に置き換わることを目指す。20%は新商品普及の経験的な目安である。 

なお、大阪医科大学同窓の眼科医 225名に質問票を送付し 1月 6日までに回答を得た 84名の眼科

医の分析結果（後述）では、本ポータブル視野計導入と回答された医師は 36.5%であった。また導入

は考えられないとの回答は 7.1%であった。 

このことから、上市後 5 年間の本視野計の国内眼科病医院への普及台数は、1,500 台（20%）から

3,000台(40%)程度が目標となると考えられる。 

 

(c) 海外：900 億円 

（内訳） 

 国内市場の 5 倍として算出 
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○大阪医科大学同窓の眼科医に対する質問票分析結果（平成 29年 1月 6日現在速報値） 

 ・調査時期：平成 28年 12月～29年 1月（予定） 

 ・調査対象：大阪医科大学同窓の眼科医 225人 

 ・調査方法：郵送配布・郵送回収のアンケート調査 

 ・回答数：84人（回収率 37 ％） 

 ・調査概要：①眼科医の視野検査に対する意識並びに視野検査の現状を把握する。②視野検査を行う

ための眼科における課題を洗い出す。③POLS の導入意思と POLS5 大特徴の評価を確認す

る。 

 

眼科医の視野検査に対する意識をみると、視野検査が不要との回答は無く、絶対的に必要や何らかの

条件を満たした際には取り組む必要を感じているとの結果が出ている。 

 

 

では実際にどの程度視野検査に取り組んでいるかというと、常に行っている割合は 10％となり、視野

検査に対する意識とはギャップがあるも、患者の状況等必要に応じて工夫をして視野検査を行っている

という実情が見て取れる。 

 

22（26.5%）

14（16.9%）

18（21.7%）

14（16.9%）

15（18.1%）

0（0.0%）

0 5 10 15 20 25

①絶対的に必要

②診療報酬が妥当であれば

検査の必要性に同意する

③職員の手間がかからなけれ

ば検査の必要性に同意する

④患者のQOL向上のために

必要

⑤どちらとも言えない

⑥不要である

視
野
検
査
に
対
す
る
意
識

眼科医の視野検査に対する意識（N=84、無回答1件）

視野検査への考え方

9（10.8%）

60（72.3%）

14（16.9%）

0 10 20 30 40 50 60 70

①常に行っている

②必要に応じて行っている

③行っていない

視
野
検
査
の
現
状

視野検査の現状（N=84、無回答1件）

視野検査
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視野検査の必要性を感じながら、検査を常に行わないというギャップ（問題点）がどこにあるか、視

野検査の課題をみると、主には人員や検査の時間などがネックとなっており、それらを解消できるよう

な検査機器が不足していると推測できる。 

 

 

 そこで、当社が開発中の POLS の 5 大特徴の評価を聞いたところ、5 大特徴全てが評価されている形と

なった。POLS を使用すれば、視能訓練士等の検査機器の張り付きが不要となる。またポータブルや暗室

不要のため、移動時間や検査の予約といった手間も特に無くなる。我々は試作機で検査時間を短くする

試みも行っている。以上から、我々は眼科医が抱えている問題点を解消できると考えている。 

 

43

58

49

51

16

0 10 20 30 40 50 60 70

①適当な診療報酬

②病院スタッフの人手

③検査機器

④検査のための時間

⑤その他

視野検査の課題（N=84、重複回答有り）

65

45

32

57

37

0 10 20 30 40 50 60 70

①中心固視不要

②回答ボタン不要

③暗室不要

④自動測定

⑤ポータブル

POLS・５大特徴の評価結果（N=84、重複回答有り）
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実際 POLS 導入の意思をみると、36.5％が「新たに導入したい」「既存機器から買い換えたい」と評価

した。「どちらとも言えない」が 56.5％に上るが、これらの内の何割かは「POLS 本体を見て使い易さな

ど体験したい」などの積極的な意見であり、購入に意欲的な眼科医は 40％以上あると見ている。 

POLS の新たな導入、既存機器との買い替え意思のある病院（医師）の傾向としては以下のような分析

結果がでている。 

・POLSの選択理由については、全体の回答傾向に比べ、“使い易さ”に大きな重きをおいている 

・購入意思 30人の内訳は、開業医 14人、一般病院 16人で、割合としては一般病院の需要が多かった 

・40代までの比較的若手の医師に購入意思のある割合が高かった 

 

 

 

以上の POLSの眼科医向け調査結果から、十分に市場に受け入れられる可能性があると見ている。 

29, 34.1%

2, 2.4%

48, 56.5%

6, 7.1%

0 10 20 30 40 50 60

①新たに導入したい

②既存機器から買い換えたい

③どちらとも言えない

④導入は考えられない

POLS導入の意思（N=84、重複回答有り）
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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 

・Carl Zeiss Meditec Inc  据え置き型視野計 

・サンエー精工株式会社   ポータブル視野計 

 

 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） 

 本機器 競合機器１ 競合機器２ 

メーカー 株式会社昭和 Carl Zeiss Meditec Inc サンエー精工株式会社 

概要 ポータブル視野計 据え置き型視野計 ポータブル視野計 

形式 視線重畳式視野計（POLS：

Perimeter with Overlapped 

Line of Sight) (重量:＜

1kg) 

暗 室 設 置 型 視 野 計 ( 重

量:28.7kg) 

ヘッドマウント型(ヘルメッ

ト型)視野計(重量:1.8kg) 

特徴 軽量な本機器を被ることで

検査可能であり、測定中も患

者の固視不要で表示される

発光点への視線移動のみで

検査可能。既存品のように暗

室等の設備も不要で、被験者

の体位も問わず、発光点視認

確認のためのボタン押し作

業不要。よって、患者負担、

検査者の負担も非常に軽減

される。 

中心部を被験者に固視させ

る必要があり、さらに発光点

の視認の度にボタンを押す

必要があり、患者にも、検査

者にも負担が大きい。また、

身体機能に支障がある横臥

患者では、測定困難である。

また、設置場所として暗室が

必要である。 

ヘッドマウント型（ﾍﾙﾒｯﾄ

型）。両眼を独立して同時測

定可能。瞳孔を監視して固視

監視・固視ズレ補正。瞳孔径

測定機能。検査中、視野中心

部の固視必要で、発光点視認

の度にボタン押し作業必要

なため、被験者、検査者共に

負担がある。重量 1.8kgでヘ

ルメットタイプのやや大型

であるため、装着、持ち運び

に少々難点有り。光学系シス

テムの為か,頭頂部後方に出

っ張りがあり、寝た状態では

利用できない。 

企業 株式会社昭和及び株式会社

イナミ 

カールツァイスメディック

株式会社 

株式会社クリュートメディ

カルシステムズ 

国内市場規

模 

 約 500 億円(総納入実績より

推定) 

発売直後（平成 27 年 12 月

17日発売）ため、不明 

海外市場規

模 

 5,000億円 発売直後（平成 27 年 12 月

17日発売）ため、不明 

シェア  80～90％ 発売直後（平成 27 年 12 月

17日発売）ため、不明 

売価 200万円(予定) 565万円～825万円 488万円 

保 険 償 還 

点数 

290 点〔D260 精密視野検査

(片側)〕 

290 点〔D260 静的量的視野

検査(片側)〕 

290 点〔D260 静的量的視野

検査(片側)〕 

クラス分類 クラスⅡ クラスⅠ クラスⅠ 
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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 H28（2016）年度 H29（2017）年度 H30（2018）年度 H31（2019）年度 H32（2020）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

要素技術開発

試作機開発・改良
【ポータブル視野
計】

量産機開発
【ポータブル視野
計】

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

①ヘッドマウントユニットの開発
②生体アンプ開発
③ノートパソコン搭載プログラム開発
④一次試作の組立・動作確認
⑤知財マネジメント体制の構築と権利
強化
⑥薬事相談
⑦市場開発

①一次試作機性能確認試験
②一次試作改良設計・金型試作
③量産試作機の開発
④開発終了試験
⑤市場開発
⑥医療機器製造販売認証申請

①医療機器製造販売認証の獲得
②臨床評価
③市場開発

電極装着性確認試作

光学ユニット確認試作

PMDA：簡易相談 第三者認証機関相談

★
H30.3製造販売認証申請

★
H30.10 製造、出荷承認

★
H30.10 上市（国内）

★
H31.6 上市（海外：中国）

★
H30.10
CEマーキング

★
H31.1中国申請

★
H29.4知財出願

出願準備

改良設計・金型試作

量産試作
開発終了試験

出図

試作品開発

性能確認試験（比較試験等） 臨床評価

市場開発（眼科医意識調査、訪問ヒアリング） 市場開発（ホットユーザ確保など）

広報戦略・実施

学会発表・論文投稿 学会発表、論文投稿
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 1) 投資回収計画 

 ① 国内 

 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） 0.78 0.80 0.30 1.20 2.40 3.60 4.80 6.00 6.00 6.00 

 うち委託費 0.78 0.80 － － － － － － － － 

 うち自己負担 0 0 0.30 1.20 2.40 3.60 4.80 6.00 6.00 6.00 

売上高（単位：億円） － － 0.60 2.40 4.80 7.20 9.60 12.00 12.00 12.00 

販売数量（単位：） － － 30 120 240 360 480 600 600 600 

 ② 海外 

 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）    0.50 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 

 うち委託費    － － － － － － － 

 うち自己負担    0.50 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 

売上高（単位：億円） － － － 0.75 1.50 3.00 4.50 6.00 7.50 7.50 

販売数量（単位：） － － － 50 100 200 300 400 500 500 

 ③ 国内・海外合計 

 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） 0.78 0.80 0.30 1.70 3.40 5.60 7.80 10.00 11.00 11.00 

 うち委託費 0.78 0.80 － － － － － － － － 

 うち自己負担 0 0 0.30 1.70 3.40 5.60 7.80 10.00 11.00 11.00 

売上高（単位：億円） － － 0.60 3.20 6.30 10.20 14.10 18.00 19.50 19.50 

販売数量（単位：） － － 30 170 340 560 780 1,000 1,100 1,100 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

投資回収計画は、販売戦略として、国内は大学病院等の大規模医療機関の眼科での認知が重要で、そ

のために予約検査で測定患者数に限りがあるハンフリー視野計で測定が必要かどうかのスクリーニング

をポータブル視野計で行う用途を開発し大学病院等への普及を計る。続いて眼科クリニックや検診施設

での緑内障検診への普及を進めていく。海外は視能訓練士が不足している中国をまず対象国とし、現地

の代理店を通じて普及を計る。支出額は、開発コストは本委託費で行い、普及のコストは想定販売価格

の 200 万円に対して原価プラス販管費を 100 万円と見込んで計上した。 
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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”   

上市後のビジネスの体制としては、月に 5-10 台の生産であれば、組み立てまでを含め、現状の社内の

敷地内で十分に対応できる。また、平成28年度中に本社工場の敷地内に組み立て工場を新設予定であり、

月に 100 台を組み立てられる体制が構築できる。その場合組み立て要員を増やす計画である。31 年度に

は、月産 200 台までは製作組み立てできる体制が出来上がる。 

販売は、㈱イナミの販売網を使っての販売となるが、大阪医科大学眼科学教室の関係先である眼科の

団体、病院や学会を通じての販売活動も行う。すでに、眼科病院から是非とも使ってみたいという要望

があるので、全国の大学の病院へ販促活動を行うとともに、モニタリング機を 50 台程度作製し、全国の

大学病院、総合病院等でモニタリングを行い、使い勝手の調査を行う。良いものであれば、口コミで広

がる可能性も大きい。まずは、実績作りから進めていく。特に大学病院や総合病院で扱われ、良いもの

であるということが判明すれば、一般の病院にも浸透していくことになると思われる。今後、診療施設

や個人病院等の需要が増加してくれば、需要に応じて量産化しコストダウンを行い、全国に販売網を構

築していくことができる。 

 

 2) ビジネス体制 

平成28（2016 ）年11月時点

上市後のビジネス体制

直接販売

製造企業
医療機器製造業許可[45BZ200013]

(株) 昭和

・製造

顧客
国内

事業管理機関

中

製販企業
株式会社 イナミ

第一種製造販売業[13B1X00048]
・ 販売
・ 保守

PL

顧客
海外

間接販売
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(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 PMDA 簡易相談（2016 年 11 月 18 日@PMDA） 

本品は、一般的名称「自動視野計」および「眼振計」の複数一般的名称に該当し、クラスⅡとなることが判

明した。 

 認証相談（2016 年 12 月 21 日@第三者認証機関 TUV） 

TUV に眼振計認証基準での認証が可能かどうか相談を行った。結果、視野計測前に行う眼電図のキャリブレ

ーションが眼振計に相当する動作となり、眼振計認証基準をクリアすれば認証可能との見解をいただいた。 

しかしその後の調査で眼振計の認証基準の定義にある、「①眼球運動によって生じる電位を検出するた

めに用いるグラフィックレコーダをいう。②両眼の電位を同時に測定するための各眼用及び額用（マル

チチャンネル記録の場合）の電極、又はシングルチャンネル記録の各測定前に位置を再調整するための

電極を備える。③多発性硬化症、前庭機能不全、薬物使用の有無、不随意眼球運動（眼振）を特徴とす

る他の特殊疾患の検出に用いる。」で、③の眼振計対象疾患が本装置の緑内障とは異なるため、項目ごと

の資料を作成し再度相談に行く必要がある。 

 

 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） 

本品は、先行技術の視野計と基本的に原理・構成が異なる。しかし、保有する基本特許は、本品特徴

を十分に権利化出来ていない。 

 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 

本品の特徴技術を特許、意匠、により権利化を図る。商標登録出願済み。 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

特許等の出願後の模倣品等には、ライセンス交渉には応じるが、競合品の排除もあり得る。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

量産試作でのコストダウンが必要。 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

臨床評価結果、電気的安全性試験、生物学的安全性試験 

 

 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

株式会社イナミの販売チャンネルを通じて商品を提供していく。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

株式会社イナミのアフターサービス体制を通じてサービスを提供する。 

 QMS 等の品質保証体制 

株式会社イナミは ISO13485 の認証を受けており、製造元である株式会社昭和も認証に向けて準備を

進めている。 
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 広報・普及計画 

普及の条件として眼科医から指摘があった、ハンフリー視野計同等の性能があり、まずは比較試験に

より性能を評価し、学会発表等により認知を進めて行く。またポータブルや暗室を必要としないなどワ

ークフロー改善が本装置の特徴でもあり、ワークフロー改善の実証試験も行う必要がある。 

 

 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 PMDA簡易相談、第三者認証機関（TUV）相談

の結果、眼振計の認証基準に適合することに

より認証可能との見解であった。 

① 眼振計の認証基準への適合性を検討する。 

知財 

① 排他性の強い特許発明の確保 

② 特徴的な登録意匠の確保 

① 基本アルゴリズムに拘らず、特徴的な発明の

構築 

② ヘッドマウントユニットのデザインの意匠

登録を検討 

技術 ・

評価 

① 電極の簡易装着法の確定と光学ユニットの

開発で確認試作が必要と判明した。 

② デバッグ装置開発遅れによるプログラム開

発進捗遅れが懸念される。 

① 2017 年 3 月末に一次試作動作確認を終える

よう確認試作を迅速にできる体制（社員と外

注先）を見直す。 

② プログラム開発人員を増加させ、3月の確認

試作に間に合わせる。 

その他

事業化

全般 

① 分担機関の眼科医の意見では眼科医が本視

野計を信用できるかどうかが普及の鍵。 

② D260-2 静的量的視野検査の診療報酬が片眼

290 点であるが緑内障以外の患者にも適用

できるか不明。 

① 医療機関での臨床評価と学会発表、論文化に

よる本視野計の認知が普及に必要であるが、

委託期間内では難しく初年度の販売予測を

国内 30台と下方修正した。 

② 厚生労働省経済課に相談する。 
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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 28 年度は、ポータブル視野計（POLS）の事業化に向けて、開発チーム、臨床評価チーム、知的財産チーム、薬事・品質保証チーム、市場開

発チーム、経理・総務チームで構成するコンソーシアムを中心に、一次試作機開発と市場開発を進めた。 

一次試作機開発に必要な要素技術は、「被験者の負担が少ない簡便さ」「ポータブル性」「コスト削減」である。このうち、「被験者の負担が少ない

簡便さ」「ポータブル性」については、過年度に関西大学で開発されたプロトタイプ機で基本原理の開発は終了している。そこで、今年度は、「コス

ト削減」を重点目標とし、装置製作のコストダウンと医療機関での機器使用の省力化を目指した。省力化とは、被験者に簡便に装着でき、それ以降

は開始ボタンを押すだけで自動的に視野検査が終了することをさす。 

一方で、ポータブル視野計は新しい概念の視野計であるため、普及には市場開発が重要となる。平成 28 年度は医療機関へのアンケート調査により

眼科診察前検査の実施状況の把握と実施していない理由を明確にするとともに、国内のオピニオンリーダーへのヒアリングを実施し、ポータブル視

野計の開発コンセプト、想定する用途としての眼科診察前視野検査と在宅医療や入院患者および介護施設でのベッドサイド視野検査の重要性の認知

を進めた。 

 

(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 ポータブル視野計の市場評価が可能な一次試作機 3 台を試作 

 

(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ヘッドマウントユニットの開発 

頭の大きさや両眼の間隔や視力などの個人差

を調整する機構をもった筐体に、新たに開発す

る眼電図電極、生体アンプ、小型ディスプレイ

を内蔵するヘッドマウントユニットを開発す

る。 

眼電図電極一体型筐体については、昭和が中

心となり被験者に簡単に装着できる眼電図電極

一体型ヘッドマウントユニットを開発する。3

パターン程度の筐体デザイン案が決まった段階

で、宮崎県機械技術センターは 3Dプリンターで

筐体を試作し装着の容易さを評価する。筐体に

内蔵する眼電図電極には両眼の上下と左右に複

数チャンネルの電極を配置するが、個人差に影

▶ 

【進捗 100％：○】 

外装およびレンズユニット、眼幅と視度調整機

構を開発し、一次試作機に搭載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ 

 

ほぼ完了 

今後検討する課題は重量で一次試作機 1000g

から量産試作機で低減を目指す。目標は 700g。 
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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 

響されず最適な位置に装着できるようにする必

要がある。そこで、眼電図検査に豊富な知見を

有する大阪医科大学は、既設の検査機器などで

眼電図電極の仕様決定に必要な眼電図波形を収

集する。昭和と大阪医科大学は、収集した波形

データから新規電極を試作し評価する。そして

関西大学はプロトタイプ機で新規眼電図電極を

使い眼球運動計測性能を評価する。 

また、視標提示部に関しては、焦点調整のた

め投射レンズと有機エレクトロルミネッセンス

の光学設計が必要であるため、昭和と関西大学

で現在市場にあるヘッドマウントユニットの調

査を行ったうえで、ヘッドマウントディスプレ

イ開発経験を有する企業に設計を外注し、視野

角30度の精度を有する低価格な小型ディスプレ

イを開発する 

 

【マイルストーン】 

a)外形筐体を含む総重量 700g 以下で片眼 

視野±30度の視野をカバーできる小型液晶

ディスプレイと光学レンズの組み合わせを

決定し、設計・開発する． 

b)検査眼の遮蔽をスリットタイプにする 

か、眼帯で覆うタイプにするかを大阪医科

大学のコメントも交えながら選択し、複数

パターンの筐体デザイン案を作成し、コン

ソーシアム全体の意見をもとに性能、着脱

感、見栄えの良さなどを評価項目としてそ

のうちの 1つを選定・確定する． 

c)眼電図電極が顔の適切な位置に電極イン 

ピーダンス 50 ㏀以下に収まるようなゴー

グルタイプの電極装着部を設計し、a)の光

学系と連結するインタフェースを設計し、

組み立てる． 

d)c)における電極装着部の設計について 

は、現在使用している一般的な電極に加え、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【マイルストーン】 

a)視野角±30°で視標を表示させるレンズを試

作し動作確認を終えた。 

 

 

 

b) 検査眼の遮蔽方法は、1 枚のディスプレイを

左右 2 分割し、プログラムで右眼と左眼のそれ

ぞれの領域に直径 47mmの検査視標を表示し、そ

れをレンズで拡大表示する方式を採用したこと

から、レンズ鏡筒で反対側の視野への映り込み

が防げることを一次試作機で確認した。 

 

c) 眼電図電極は左右 2個としヘッドマウントユ

ニット装着後に貼り付ける方式とした。 

 

 

 

d) 電極は装着が容易なゲル電極を採用した。 
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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 

アクティブ電極、ゴム電極、心電図用吸引

タイプ電極の４種類の電極を候補として、

試験的に眼電図を計測し、量産時に最も低

コストとなり、かつ、信号の S/N 比が十分

であることを考慮して選定する． 

②生体アンプの開発 

昭和は、ノートパソコンへの信号波形の送信

方法など生体アンプ基板の要求仕様を決め、ノ

イズ対策やドリフトなど生体アンプの開発経験

を有する企業に設計を外注し、ヘッドマウント

ユニットに内蔵する小型低価格な複数チャンネ

ル生体アンプを開発する。関西大学は昭和が現

有する生体信号入力装置と試作された生体アン

プを用いて視野形状描画に関して性能を評価す

る。 

 

【マイルストーン】 

a)昭和が現有する生体信号入力装置（以下 

FARG）の生体アンプ（4ch）で出力される信

号の S/N 比が視線移動情報を検出できる品

質であるのかを、現在研究室レベルで達成

している高性能生体アンプによる出力結果

と比較し、FARGの生体アンプを利用できる

かどうかを確定する． 

b)a)で FARG の生体アンプで十分な視線移 

動情報検出能力を有することが可能である

ことが判明すれば、ヘッドマウントユニッ

トとのインターフェース部を設計し、開発

は終了となる． 

c)a)で現有の生体アンプでは十分ではない 

ことが判明すれば、精度向上のため 6ch に

した生体アンプを量産時に低額でコストで

抑えられることを条件として設計、試作す

る． 

d)b)あるいは c)で作成した生体アンプを用 

いて実際に生体計測を行い、複数名の試験

▶ 

【進捗 100％：○】 

生体アンプの開発を終了し一次試作機に搭載

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【マイルストーン】 

a),b)昭和が現有する FARG の生体アンプはノイ

ズレベルが大きく、研究室で使用しているアン

プに比べて S/N 比が悪いことが判った。また、

FARG の電極はペーストが必要なウェット式であ

り、POLS が目指す生体アンプではドライ式電極

から信号を得なければならない。 

c)FARG のアンプが使えないことが判明したため

に、さらにノイズレベルを低減したアンプを製

作した。 

▶ 

 

生体アンプは先行試作基板で動作確認を終え

最終的なアンプ仕様を確定させた。 
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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 

データから、後述のプログラムを用いて視

野が臨床で用いられているハンフリー視野

計による描画基準と相関係数 0.75 を超え

るようチューニングを加える． 

③ノートパソコン搭載プログラムの開発 

昭和は、過年度に関西大学で開発されたプロ

トタイプのプログラムを改良し、スタートボタ

ンを押すだけで自動的に視野検査ができるプロ

グラムを開発する。またヘッドマウントユニッ

トの小型ディスプレイに固視点と検査点を表示

する指標提示アルゴリズムとヘッドマウントユ

ニットからの眼電図信号を解析し見えたかどう

かを判定する眼球運動計測アルゴリズムを改良

し視野計測精度を向上させ一次試作機に搭載す

る。 

 

（ア）指標提示アルゴリズム開発 

【マイルストーン】 

昭和が主体となり大阪医科大学が分担し、被

験者の疲れの軽減と測定精度が保てる指標提示

アルゴリズムを開発し一次試作機に搭載する。

指標提示アルゴリズムは、1 巡目は視野角 30 度

を 5度間隔で検査し、2巡目は緑内障などの視野

欠損が現れやすい領域を重点的に検査する。3

巡目では視野欠損があった領域を再検査する。

大阪医科大学は、蓄積された視野検査データな

どから視野欠損が現れやすい視野マップを作成

し 2巡目の重点的に検査する領域を決定する。 

 

（イ）眼球運動計測アルゴリズム開発 

【マイルストーン】 

関西大学は、眼電図信号波形を解析し指標が

見えたかどうかを自動的に判定する眼球運動計

測アルゴリズムの改良を行う。眼球運動計測で

は眼瞼の動きが誤判定要因となる。瞬きによる

誤判定はプロトタイプ機で対策済みであるが、

▶ 

【進捗 100％：○】 

一次試作機の動作確認に必要なプログラムを

開発し実機に実装した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ア）指標提示アルゴリズム開発 

【進捗状況】 

プロトタイプ版のアルゴリズムについては解

析が完了している。 

プロトタイプでは 1 種類の指標提示パターン

に固定されているが、これを複数の指標提示パ

ターンに対応するためにアルゴリズムを一般化

した上でベースプログラム上に移植した。 

 

 

 

 

 

（イ）眼球運動計測アルゴリズム開発 

【進行状況】 

プロトタイプ版のアルゴリズム解析が完了し

ている。 

プロトタイプでは固定の視標提示パターンに

限定されているため、視標提示プログラムの一

般化に伴う信号処理変更を実施。性能評価は次

▶ 

【実施すべき事項】 

１．4月からの性能評価試験を行い被験者への簡

便な装着を支援する機能を追加する。 

２．ハンフリー視野計との比較試験に必要な視感

度測定モードを追加する。 

３．検査結果出力、検査結果データベースに関す

る機能の搭載。 

４．その他メンテナンス機能等の搭載。 

 

【検討課題】 

１．4月からの性能評価試験で改良が必要な項目

の抽出と解決策を検討する。 
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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 

眼瞼痙攣など病的な眼瞼の動きによる誤判定を

回避するアルゴリズムを追加し一次試作機に搭

載する。 

年度の 4 月から開始予定。 

 

④一次試作機の組立・動作確認 

昭和と宮崎県機械技術センターは、平成 29年

2 月にポータブル視野計の一次試作機 5 台の組

立を完了させ、平成 29年 3月に動作確認を行う。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

一次試作 3 台を完成させ、動作確認を終了し

た。 
▶ 

 

4 月から性能評価試験を実施予定。 

⑤知財マネジメント体制の構築と権利強化 

昭和が中心となり、関西大学と大阪医科大学

と共同出願契約を締結して知財マネジメント体

制を構築する。 

基本特許として既に権利化されている特許第

5421146 号は、今後、ライセンス契約を交わし、

更にその改良された視線位置検出アルゴリズム

に係る発明、及び、独占的実施許諾を得ている

意匠登録 第 1500119 号 「眼電位測定器」の改

良型ヘッドマウントディスプレイの権利を強化

するための出願を目指す。 

さらに、一次試作機の開発成果となるポータ

ブル視野計の基本的構成に係る特許の検討、出

願を目指す。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

・昭和と関西大学とで、共同出願契約が合意済 

・基本特許のライセンス契約についても合意済 

・新規特許出願についても、明細書作成し、出

願手続き中。「POLS」を商標登録済。 

・競合他社の出願特許調査し、現時点では、特

に問題はない。 

 
▶ 

 

・特許性を有するクレーム案による特許出願、商

標登録出願（ロゴ付き商標）。意匠登録出願 

・今年度末に、最終的な開発品に対して、知財を

抽出し、出願する。 

 

⑥薬事相談 

イナミと昭和は、本事業で開発する視野計の

クラス分類について、PMDA に薬事相談を行う。

具体的には、自動視野計はクラスⅠであるが、

ポータブル視野計は眼球運動計測のため眼電図

電極を被験者に接触させる必要があり、この場

合もクラスⅠに該当するかを確認する。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

11 月 18 日 PMDA 薬事簡易相談を行った結果、

本品は、一般的名称「自動視野計」および「眼

振計」の複数一般的名称に該当し、クラスⅡと

なることが判明した。 

そこで 12 月 21 日に第三者認証機関の TUV に

相談を行い眼振計認証基準をクリアすれば認証

可能との見解をいただいた。 

▶ 

 

眼振計の認証基準への適合性を検討する。 

眼振計の認証基準との適合性については第三

者認証機関の TUV と面談して確定させる予定で

ある。 

⑦市場開発 

ポータブル視野計は、健康診断や眼科受診患

者を対象としたスクリーニング検査市場と、在

宅医療や介護施設など検査室まで移動できない

患者のベッドサイド検査市場がある。販売戦略

として、市場規模が大きく医療費削減効果が期

待できるスクリーニング検査市場を開拓し上市

▶ 

【進捗 100％：○】 

○セグメント 1・緑内障検診 

眼科医の緑内障検診に関する意識調査をする

ため、質問票を作成し、大阪医科大学眼科同窓

の医師 225名に発送し 1月 7日時点で 84名の医

師から回答があった。分析した結果、新たに導

入したいと既存機器から買い換えたいと回答さ

▶ 

 

現在、国内市場規模は上市後 5年で眼科医療機

関の 20%（1500 台）と想定しているが、大阪医大

同窓への質問票分析結果から、国内は上市後 5

年で 40%（3000 台）と売上目標の引き上げを検討

中。具体的には質問票からえたセグメントごとの

ニーズをまとめ、大阪医大以外の眼科医にも一次



 

20 

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 

後の速やかな売上げ確保を目指す。当該年度は

イナミと昭和が主体となり眼科医にポータブル

視野計の開発コンセプトの認知を進める。具体

的には大阪医科大学の協力で、眼科医 300 人程

度を対象に、視野スクリーニング検査実施の必

要性の認識と装置へのニーズ調査を行い、スク

リーニング検査実施に前向きな眼科医 5 人程度

を抽出した上で、ヒアリングを実施し、ネット

ワーク構築を進める。 

れた眼科医は 36.5%であった。 

○セグメント 2・ハンフリー視野計＋POLS によ

るスクリーニング 

大阪医科大学の教授から、ハンフリー視野計

の検査前に POLSでスクリーニングをし、緑内障

の疑いが発見されればハンフリーで検査をする

という運用が可能であれば、一つの市場となる

のではという提案を受けた。これについては大

学病院などのニーズ調査となり、セグメント 1

の実施後に行う予定である。 

試作機を見ていただきニーズ（カタログ記載訴求

点）を確定する予定。 

⑧事業の管理・運営 

本プロジェクトを円滑に進めるため、昭和が

主体となり、コンソーシアム構成員相互の連絡

調整、プロジェクト全体の事業の運営及び管理

を実施する。また、株式会社イナミ、関西大学、

大阪医科大学、宮崎県機械技術センターと共同

して伴走コンサル、有識者委員会等への対応を

図るとともに、コンソーシアム全体会の定期的

開催運営でコンソーシアム内での情報交換を図

り、推進課題の共有化を図る。また必要な報告

書等の取りまとめを行う。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

コンソーシアム会議（9/3、11/26、2/25）を

通じてポータブル視野計普及に必要な課題と対

策の検討を実施。 

▶ 

 

 

 

(4) 28 年度の到達点（総括） 

 

28 年度は装置開発と市場開発を両輪として進めた。 

装置開発は、3月末の一次試作機の動作確認完了を目標に進めてきた。昭和にとって視野計は初めての装置であり、ヘッドマウントユニットの開発、

生体アンプの開発、プログラム開発について、確認試作を経て一次試作を完成させるまでを如何に効率的に行うかが課題であったが、現時点で目標

は達成できる見通しである。また知的財産マネジメントとして装置開発と平行して視野計関連技術の特許調査をすすめ、特に問題がないことを確認

するとともに、商標（POLS）を出願した。 

一方、市場開発については、これまで文献や厚労省の統計データからの仮説である以下の点の検証が課題であったが、大阪医科大学同窓の眼科医

への質問票でポータブル視野計の市場ニーズの裏付けとなるデータを収集できた。 

(1) 多治見スタディから視野スクリーニングの必要性は眼科医に認知されているが実施されていない 
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(2) 眼圧と眼底検査は緑内障早期発見には貢献していない 

(3) またスクリーニング用途の FDTは眼科では普及していない（理由はハンフリーと測定対象が異なるから） 

(4) そしてハンフリーは予約検査で限定的にしか使用されていない 

(5) よってスクリーニング検査に適切な視野計が望まれており、性能と省力化と価格が普及の鍵となる 
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1.7 委託事業の振り返り 

(1) チェックリストによる自己評価結果 

 

(2) 平成 28 年度委託事業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 

特になし 

 

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。 △一部
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。 ○十分
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。 △一部

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 △一部
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。 △一部
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。 △一部
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。 ○十分
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。 △一部

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。 △一部
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。 △一部
広報・普及計画は明確になっていますか。 △一部
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。 △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。 △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 

特になし 

 



 

24 

(3) 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   

 

(4) 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 PMDA の見解だけではなく薬事戦略を明確にすること 第三者認証機関（TUV）に相談した結果、眼振計の認証基準に適

合すれば認証可能との見解をいただいた。 

知財 特になし。  

技術・評価 ・マスクタイプは、顔の形状に正確にフィットできず電位が取れな

いのではないか。場合によってはディスポ電極を貼ることも検討

してはどうか。 

・ハンフリー視野計との相関 0.7 というのは低い印象。試験デザイ

ンの問題はないか検討されたい。 

・マスク素材の選定を進めているが、ディスポ電極貼付け方法も含

め 3 月末までに電極の簡便な装着方法を決定する。 

 

・相関係数 0.7 の原因は装置を鼻かけ状態で測定した被験者（1 名）

の影響とわかり、一次試作機では鼻かけを防止する方式を採用した。 

その他事業

化全般 

特になし。  

 

(5) 採択・継続条件への対応状況 

採択条件 対応状況 

試作機改良は必要最小限とし、事業期間を短縮させた計画を立案すること。 事業申請時より期間を短縮し、平成 30 年 3月に認証申請すべく事業に

取り組んでいる。 

早期の薬事戦略相談を行い、薬事戦略を明確にすること。 平成 28年 11月 18 日 PMDA簡易相談の結果、眼振計と視野計の 2つの一

般的名称に該当しクラスⅡとの見解がだされた。そこで平成 28 年 12 月

21 日第三者認証機関（TUV）に認証可能かどうか相談し、電気眼振計の認

証基準をクリアすることで認証可能との見解をいただいた。 
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1.8 平成 29 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

(1) 平成 29 年度の事業概要 

次年度は、ポータブル視野計（POLS）の一次試作機評価・改良、量産試作、開発終了試験を行い、医療機器製造販売の認証申請を目標とする。一

次試作機評価は、健常者での性能評価と電気的安全性評価を行い、続けて大阪医科大学で操作性、既存品との比較試験を行う。一次試作評価を通じ

て明らかになった改良点は量産試作機用金型製作と平行してすすめ、目標とする性能や製造コストを達成する。量産試作機は大学病院眼科 3 施設に

設置し臨床評価を行う。 

また、市場開発では 28 年度に実施した医療機関へのアンケート調査結果より戦略的な普及に向けた活動を行う。具体的には大学病院、総合病院、

眼科クリニックなどのセグメントごとのニーズを明確にし、ヒアリングや実証試験結果の学会発表を通じて市場への認知を進める。 

 

(2) 平成 29 年度委託事業の実施内容 

項目名 実施主体 具体的な内容 

①一次試作機の評価 株式会社昭和、大阪医科大学 一次試作機の評価は、健常者および視野障害患者を対象にハンフリー視野計との

比較試験を実施する。実施に向けて関西大学（健常者）および大阪医科大学（緑内

障患者）の倫理審査委員会で審査・承認していただく。また一次試作機の評価は性

能だけではなく、操作性や設定の容易さについても改善点の抽出を行い、量産試作

機に反映させる。 

②改良設計 株式会社昭和 一次試作機での不具合点を解消するとともに、量産試作用の図面を作成する。 

③金型設計 株式会社昭和、宮崎県機械技術

センター 

量産試作機用の金型を作成する 

④量産試作 株式会社昭和 図面に基づき量産試作を実施する。量産試作では部品のばらつきを調べる中間検

査と組立後に行う完成品検査を、それぞれの検査規格に基づき試験する。ロット 50

台を予定。 

⑤プログラム開発 株式会社昭和、関西大学 量産用プログラムを開発する。量産用プログラムではヘッドマウントユニットの

測定中のずれなど測定精度に影響するものをプログラムにより検知し、測定エラー

として再測定を促す構成にする。また電子カルテへの測定結果の出力など一次試作

で搭載できなかった機能を強化する。 

⑥開発終了試験 株式会社昭和、宮崎県機械技術

センター 

製品検査規格に基づき開発終了試験を実施する。もれ電流や EMC の電気的安全

性試験と健康な皮膚にのみ接触する表面接続機器に必要な生物学的安全性試験につ

いては外部に委託する。 

⑦薬事申請 株式会社イナミ、株式会社昭和 眼振計認証基準への適合を検討する。類似品の眼振計との比較試験が必須となる

ので、電気眼振計について調査し比較試験のプロトコールを確定させ、認証に必要

なデータを取得する。 
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⑧知的財産強化 株式会社昭和 関西大学の視野計測方法特許の周辺特許を出願するとともに、商標登録、意匠登

録についても出願を行う 

⑨市場開発 株式会社イナミ、株式会社昭和 大阪医科大学同窓の眼科医へのアンケート調査結果からセグメントごとのニーズ

とソリューションを具体化し、大阪医科大学同窓以外の眼科医にヒアリングを行う。

また東京圏と関西圏および九州（宮崎県など）の 3 箇所で実証試験を行い結果を学

会に発表する。 

⑩事業の管理・運営 株式会社昭和 コンソーシアムを中心に事業の管理・運営を行う。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 

株式会社 昭和 医療・福祉機器開発事業部 

〒882-0024 宮崎県延岡市大武町 39-17 

電話: 0982-34-3538 / FAX: 0982-35-2111/ E-mail: info@syowa-eigyou.co.jp 

 

 


