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1. 事業の概要 

在宅要介護者の歯科治療ﾆｰｽﾞに応えるためには、安全・安心な診療を実現する訪問歯科診療環境の整

備が必要である。本事業で開発する「専用ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ歯科診療器材ﾊﾟｯｹｰｼﾞ」は、既存の歯科診療器材を訪

問診療専用として可搬性、機能の向上を図り、生体情報ﾓﾆﾀ、医療情報ﾈｯﾄﾜｰｸを含めた必要器材のﾊﾟｯｹｰｼﾞ

ﾝｸﾞ化を達成する。26 年度までに上市し、本邦の訪問歯科診療整備と海外展開を目指す。 
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1.1 事業の目的 

≪本事業全体≫ 

高齢社会を迎えた我が国では、在宅で療養している要介護者が急速に増加している。平成 24年

11 月の調査によれば、介護保険認定者数は実に 5,524,247 人に上り、これは昨年 5 月の本事業提

案時の 5,189,200人（平成 23年 4月）と比べ、既に 6.5%も増加している。 

また、良好な口腔環境が全身の健康へ大きく貢献することに関する学術的エビデンスが集積し

つつある。例を挙げれば、歯数の保全、義歯装着による咬合の確保が生存期間と高い相関を示す

こと、口腔ケアによる口腔内プラークの除去が、誤嚥性肺炎、糖尿病の症状の悪化、術後合併症

の発症の予防へ繋がることなどである。 

しかしながら、在宅患者への歯科医療供給の現状は、満足と呼べる状況にはない。例えば患者

を基幹病院へ搬送し、歯科診療を行う搬送型歯科診療に関しては、搬送体制が不備であり、また

受入れ病院の数も不足しているため、ごく少数例に限られている。 

そのような状況に対応するため、歯科医師が在宅患者のもとを訪れ、歯科治療を行う歯科訪問

診療が近年特に注目を集めている（本事業では「在宅・訪問歯科診療」と呼ぶ）。 

一般に、歯科治療には他科と比べ多種多様な診療器材が必要とされるため、在宅・訪問歯科診

療においても、在宅患者のもとへ持参する「治療に必要な診療用器材」が大量になる傾向にある。

また、在宅患者は要介護状態が大半で、リスクが高いと言われるが、診療器材の不備等により、

現場での要介護者の全身状況の把握は難しい。そのため、診療環境に対する歯科医療者の不安は

大きいと言える。その様な理由もあって、在宅・訪問歯科診療は一部地域・歯科医師により対応

されている状況であり、報告によれば、要介護者の約 9 割には何らかの歯科治療ニーズが存在す

るものの実際に歯科を受診した要介護者はそのうち約 27%にとどまるという状況が存在する。 

以上の背景から、安全で効率的な在宅・訪問歯科医療システムの開発提供が求められている。

具体的に言えば、このときに必要になるのは、軽量でコンパクトな在宅・訪問歯科診療の専用器

材と、患者の全身状況を把握するための血圧計や動脈血酸素飽和度(SpO2）、場合によっては心電

計（ECG）等の生体情報モニター、および情報端末等を含む周辺機器である。よって、これらの診

療器材をひとつにまとめ、可搬性と簡便性、機能性を兼ね備えた在宅・訪問歯科診療用専用ポー

タブル器材パッケージのニーズが高まっていると言える。 

そこで、本事業では既存の歯科診療器材を在宅・訪問診療専用として可搬性および機能の向上

を図り、生体情報モニター、医療情報ネットワーク端末、診療マニュアルまでを含めた必要器材

のパッケージ化を達成し、日本歯科医師会・日本歯科医学会から講師を派遣し、研修会を開催す

る事で、本邦における在宅・訪問歯科診療の更なる普及を図る。同時に、本事業製品の国際規格

化を図り、将来的にオールジャパン製品として世界展開を目指す。 

 

≪サブテーマ１（株式会社吉田製作所）： 

在宅・訪問歯科診療用ポータブルユニットの開発とパッケージ化用装置の開発≫ 

可搬性と簡便性、機能性を兼ね備えた在宅訪問歯科診療用専用ポータブル器材パッケー

ジを開発し、安全・安心な在宅訪問歯科診療を提供する事を目指す。 

 

≪サブテーマ２（株式会社ミクロン）： 

在宅・訪問歯科診療用ポータブル照明機器・SｐO2モニター装置の開発≫ 

①在宅訪問歯科診療に適したポータブル照明機器を本年中に完成させ上市を目指す。 

②生体情報モニターシステムにリンクする動脈血酸素飽和度（SｐO2）計測装置の開発。 
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≪サブテーマ３（株式会社ナルコーム製作所）：在宅・訪問歯科診療用ソフトの開発≫ 

訪問先で iPadなどの携帯端末を利用し診査、診断に役立つ在宅・訪問歯科診療用ソフトを製作

する。 

 

≪サブテーマ４（株式会社吉田製作所）：要介護者用診療体位補助装置の開発≫ 

要介護者用診療体位補助装置は本年度中に上市を予定し、在宅訪問歯科診療を受診する要介護

者等の安全および歯科医療従事者の身体的負担軽減を実現する。 

 

≪サブテーマ５（株式会社ジーシー）：  

在宅・訪問歯科診療用印象採得・咬合採得キットの開発≫  

印象用トレーの追加形態（上下顎同時印象採得用）の最終仕様を決定し、量産試作を実施する。

また、印象用トレー、印象材から成るスターターキットを開発し、新しい操作ステップの使用方

法等を盛りこんだ使用マニュアルを作成する。 

 

≪サブテーマ６（株式会社ジーシーデンタルプロダクツ）：  

在宅・訪問歯科診療用義歯リペア・キットの開発≫  

リペア・キット研究試作品の最終仕様を決定し、薬事申請及び臨床試験の実施を行い、製品

を開発する。 

 

≪サブテーマ７（株式会社ジーシー）：  

義歯用ディスポブラシ・口腔内オーラルケアブラシの開発≫  

新規吸引歯ブラシの最終デザイン（仕様）を決定し、臨床試験を実施する。また、義歯用ディ

スポブラシ、口腔内清掃用ブラシ、新規吸引歯ブラシから成る衛生キットを開発する。さらに使

用方法等を盛り込んだ使用マニュアルを作成する。 

 

≪サブテーマ８（株式会社吉田製作所）： 

在宅・訪問歯科診療用ポータブルⅩ線撮影装置の開≫ 

在宅訪問歯科診療での取り扱いや運搬時の負担を軽減できる小型、軽量なポータブル X 線撮影

装置を開発し、上市を目指す。 

 

≪サブテーマ９（国立大学法人東北大学、日本歯科医学会、公益社団法人日本歯科医師会）： 

在宅・訪問歯科診療用専用ポータブル器材パッケージの臨床評価及び 

マニュアル策定・研修会開催≫ 

各プロジェクトから提案された製品仕様を踏まえ、東北大学所属の研究員を中心に日本歯科医

学会、日本歯科医師会との臨学産共同により、安心・安全な在宅訪問歯科診療を実践するための

マニュアルを作成し、そのマニュアルに沿った研修会等を都道府県歯科医師会や地方自治体等と

の連携により開催が行えるように環境整備を行う。 

 

≪サブテーマ１０（株式会社ニッシン）： 

トレーニングシステム、eラーニングシステム及び患者等説明ツールの開発≫ 

歯科訪問診療の普及を促進するため、本事業における成果物や歯科訪問診療全般に関するトレ

ーニングシステム及び eラーニングシステムを構築し、歯科医療従事者への教育体制整備を図る
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とともに、歯科訪問診療において、在宅患者・家族・その他関係者の理解を高めるための説明用

ツールを開発する。 

 

 

1.2 事業実施体制 

事業管理機関：一般社団法人日本歯科商工協会 

PL：山中 通三（一般社団法人日本歯科商工協会） 

SL：佐々木 啓一（東北大学） 

共同体：①株式会社吉田製作所 

②株式会社ミクロン 

③株式会社ナルコーム 

④株式会社ジーシー 

⑤株式会社ジーシーデンタルプロダクツ 

⑤株式会社ニッシン 

⑥公益社団法人日本歯科医師会 

⑦日本歯科医学会 

⑧東北大学 

 
 

1.3 事業化する医療機器の概要 

1.3.1 製品名：デンタパックココロ 

(1) 医療機器等の種類 

機器等の種類  クラス分類* クラスⅠ、Ⅱ混在 なし 

製品名 デンタパックココロ 分類名称（一般的名称）*  

対象疾患 訪問歯科診療 届出／認証／承認* 届出、認証 

想定される販売先 歯科医療機関 新／改良／後発* 後発 

薬事申請予定者 各サブテーマ担当企業 医療機器製造販売業許可 各サブテーマ担当企業 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

 医療機器製造業許可 各サブテーマ担当企業 

 販売業者 株式会社ヨシダ 

 業許可  

（注）*印は現時点の想定であり、今後変更される可能性がある。 

(2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  アジア等 

薬事申請時期 各テーマに記載 各テーマに記載 

上市時期 平成 26（2014）年 7月 各テーマに記載 

想定売上（上市後 3年目） 8億円／年（平成 29（2017）年時点） 各テーマに記載 

市場規模（上市後 3年目） 19億円／年（平成 29（2017）年時点） 各テーマに記載 

想定シェア（上市後 3年目） 42％（平成 29（2017）年時点） 各テーマに記載 
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(3) 事業化する医療機器の概観・特長 

臨学産の連携協働により、訪問歯科診療で必要とされ使い易く改良・開発された専用器材をワンパッ

ケージにする「ポータブル歯科診療器材パッケージ」を、業界企業のコンソーシアムにより開発し平成

26 年 7月 22日に上市した。また訪問歯科診療普及の為の教育用ツールを開発し平成 26年 12月に上市し

た。さらに意見聴取会を全国 8 会場で開催し改善・改良への要望を広く聞くと同時に課題解決型歯科医

療機器開発スキームの構築を図った。 

図表 1.3.1 事業化する医療機器の概観・特長 
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1.4 市場性（想定購入顧客） 

(1) 医療現場で期待される波及効果  

≪在宅要介護者における歯科治療ニーズの増加および複雑化≫ 

世界に類をみない速度で高齢化の進む我が国では、在宅で療養している要介護者が急速に増加してい

る（図表 1.4.1 参照）。最近の調査によれば、介護保険認定者数は実に 6,018,782人（平成 26年 11月）※

１に上り、これは本事業提案時点での 5,189,200 人（平成 23 年 4 月）と比べ、約 1 割 6 分（15.99%）も

の増加である。（※１介護保険事業状況報告（厚生労働省）） 

 

図表 1.4.1 要介護認定者数の推移 

（厚生労働省 介護保険事業状況報告 月報より） 

 

また、厚生労働省及び日本歯科医師会等が推進している、高齢になっても 20本の歯を残すことを目標

に掲げる 8020（ハチマル二イマル）運動（80歳で 20本の歯を持つ運動）が、着々と成果を挙げている。

厚生労働省の調査によれば 8020 達成者の割合は、平成 17年比で 14.2ポイントも上昇※２しており、今後

も引き続き高齢者の残存歯数は増加し、前記要介護高齢者の増加も加わって高齢者の口腔内における歯

科治療ニーズは増加を続けるものと推察される。（※２平成 23 年歯科疾患実態調査（厚生労働省））（図表

1.4.2 参照） 

 

図表 1.4.2 20本以上の歯を有する者の割合の年次推移 

（厚生労働省 平成 23年歯科疾患実態調査より） 
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さらに、良好な口腔環境が全身の健康へ大きく貢献することに関する学術的エビデンスが集積しつつ

ある。例を挙げれば、歯数の保全、義歯装着による咬合の確保が生存期間と高い相関を示すこと、口腔

ケアによる口腔内プラークの除去が、誤嚥性肺炎、糖尿病の症状の悪化、術後合併症の発症等の予防へ

繋がることなどである※３。加えて、歯科健診の実施が医療費の削減に効果的である事も明らかになって

きており※４、口腔の健康維持は、高齢者の QOL 維持向上と、医療費全体の適正化に大きく貢献する事が

可能である。（※３健康寿命を延ばす歯科保健医療（日本歯科総合研究機構編）、※４データとエビデンスに

基づく実証的保健事業（デンソー健康保険組合、図表 1.4.3 参照）） 

 

図表 1.4.3 20本以上の歯を有する者の割合の年次推移 

（厚生労働省 データ分析に基づくＰＤＣＡに則した保健事業より） 

 

このようなわけで、健康寿命増進に極めて関係の深い歯科医療において、高齢者の増加・要介護者の

増加・残存歯数の増加は相互複雑に絡み合い、政府における在宅医療・介護の推進とともに、在宅にお

ける歯科治療への需要は、今後ますます増加・高度複雑化して行くと考えられる。 

 

≪在宅における歯科治療の供給状況と課題≫ 

一方、在宅患者への歯科医療供給の現状は、満足と呼べる状況にはない。例えば、患者を基幹病院へ

搬送し、歯科診療を行う搬送型歯科診療に関しては、搬送体制が不備であり、また受入れ病院の数も不

足しているため、ごく少数例に限られている。そのような状況に対応するため、歯科医師が長期的な歯

科医療計画に則り在宅患者のもとを訪れ、歯科治療を行う歯科訪問診療が近年特に注目を集めており、

平成 24年度の診療報酬改定においても、各種評価の引上げ、対象者に関する表現の見直し等が実施され

ている※5。しかしながら、最近の調査によれば、居宅において歯科訪問診療を実施している歯科診療所は

減少しているという調査結果もあり、在宅で療養する要介護者への歯科治療ニーズを満足するに至って

いない状況にあると言える※６。（※５※５平成 24年度診療報酬改定の概要（厚生労働省）） 

本事業においてアンケート調査を行った結果、原因として考えられることは、ひとつ目に器材の不備

である。一般に、歯科治療には他科と比べ多種多様な診療器材が必要とされるため、歯科訪問診療にお

いても、在宅患者のもとへ持参する「治療に必要な診療用器材」が大量になる傾向にある。また、在宅

患者は要介護状態にあることが大半で、一般にリスクが高いと言われるが、診療器材の不備等により、

現場での要介護者の全身状況の把握は難しい。そのため、診療環境に対する歯科医療従事者の不安が大

きいことも、原因のふたつ目として考えられる※７※８。さらに訪問歯科診療器材をすべてそろえるために

は費用がかかるという意見もあり、訪問歯科診療に踏み込めないといった意見もある。その様な理由も

あり、歯科訪問診療は未だ一部の歯科医師により対応されている状況であり、報告によれば、要介護者
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の 90％が何らかの歯科治療を必要としているものの、実際に歯科治療を受診した者はそのうち 27%にと

どまる※９という状況が存在する。（※７2010 年 9 月ポータブル機器に関するアンケート（歯科医療機器・

器材開発小委員会、※８在宅歯科医療について（中医協）、※９佐藤委員提出資料（厚生労働省、図表 1.4.4

参照）） 

 

図表 1.4.4 要介護者の口腔状態と歯科治療の必要性 

（厚生労働省ホームページより） 

 

すなわち、歯科訪問診療は、有識者の意見などからみても、①持参する診療用器材が大量、②歯科訪

問診療サイトでの要介護者の全身状況の把握等が難しい、③在宅での診療環境に対する歯科医療者の不

安がある等のため一部地域・歯科医師が対応しているにすぎず全国的展開に至っていないという状況が

ある。これらを満たした機器が存在すれば、想定される潜在顧客も増加すると考えられる。 

 

(2) 当該機器等の市場性 

 ① 提案する機器の想定顧客 

 今後訪問歯科診療に取り組む予定の歯科医療従事者。 

 現在訪問歯科診療に取り組んでいる歯科医療従事者。 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

アールアンドディ歯科機器・用品年鑑 2014年版（以下、アールアンドディー2014）によれば、2012年

度の当該市場規模は、ポータブルユニットを例に挙げれば 8億円，700セットと推定されている。これに

対し、女性歯科医師による在宅歯科訪問診療への取組拡大、歯科衛生士の単独による訪問の拡大、などが

見込まれることに加え、高齢化に伴い歯科治療のニーズも増加すると予測されるため、想定以上の販売台

数となると思われる。 

また、本事業おいては、競合ユニットメーカ各社の協力を得ているが、各社は引き続き独自の製品も

併売を続ける事が見込まれるため、以下のような販売目標額を設定する。 

 

(a) 上市 1年目： 
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研究開発担当企業である株式会社吉田製作所の既存機器の販売台数である 100 台/年を目標とし、250

万円(フルパッケージでの価格)×100 セット=2.5億円の販売(市場価格での計算)を目指す。 

(b) 上市 3年～5年程度： 

市場での安定シェア（ランチェスター戦略より）目標である 41.7%を獲得し、意見聴取会の開催や診療

マニュアルの展開による普及活動とともに、250万円(フルパッケージでの価格)×700 セット×41.7％≒

7.3 億円の販売を目指す。 

(c) 上市 6年度以降： 

要介護者の歯科診療ニーズを充足する(27%→90%)ことで、90(%)÷27(%)×7.3億円(上市 3年～5年目

の売上) ≒24.3億円の販売を目標とする。 

 

(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 

現在国内外問わず、同様なコンセプトを持つ製品は存在しない。しかしながら、本パッケージに搭載

されるそれぞれの機器・材料については、競合となる既存製品が存在するものもあるため、各サブテー

マ説明で述べる。 

 

 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） 

現在国内外問わず、同様なコンセプトを持つ製品は存在しない。しかしながら、本パッケージに搭載

されるそれぞれの機器・材料については、競合となる既存製品が存在するものもあるため、各サブテー

マ説明で述べる。 
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1.5 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 

 

上市（投資回収）に至るまでのプロセス（事業計画）（H26成果報告時点）
【委託期間後を含めた事業計画の概要】

案件番号

事業管理
機関名

事業名

サブテーマ名

H23（2011）年度 H24（2012）年度 H25（2013）年度 H26（2014）年度 H27（2015）年度 H28（2016）年度 H29（2017）年度 H30（2018）年度
以前 4 5 6 7 8 9 # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # 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

本部会議運営 計画

デンタパックココロ 実績

全体会議開催 計画

デンタパックココロ 実績

意見聴取会開催 計画

デンタパックココロ 実績

知財対応 計画

デンタパックココロ 実績

販売戦略 計画

実績

上市時期 計画

実績

スケジュール変更理由

事業の実施内容

自主事業の内容

24-056

日本歯科商工協会

在宅訪問歯科診療の戦略的展開のための専用ポータブル歯科診療器材パッケージの開発

[進捗管理]
●本部会議の開催（月１回開催）
　再委託企業における開発業務の進捗
管理を実施
●全体会議の開催（11月開催）
　外部有識者を参集してのご意見の聴
取実施
●特許出願
　パッケージの特許を出願
[事業化計画]
●第1次試作による評価の実施
●歯科訪問診療マニュアルの具現化検
討
●事業化課題事項の抽出

[進捗管理]
●本部会議の開催（月１回）
　再委託企業における開発業務の進捗
管理を実施
●全体会議の開催（年1回開催）
　外部有識者を参集してのご意見の聴
取実施
●商標登録/特許・意匠出願
　商標登録出願、特許出願を実施
[事業化計画]
●事業共通シンボルマークの決定
●販売の物流ルートの策定
●事業化課題事項の解決策の検討

[進捗管理]
●意見聴取の会開催
　本会の本事業製品評価による教育シ
ステム及び器材改良の実施
●共通仕様の展開
　協力企業の参入推進による訪問歯科
診療拡大検討
[事業化計画]
●歯科訪問診療システムとしての世界
展開の検討

開催準備 開催 まとめ

出展準備
★
H26.10

ワールドデンタルショー出展

★
H26.7 上市（国内）

※パッケージとして発売

★

H25.1 特許出願 特願２０１３－１４３４５

★特許（随時）

★意匠（随時）

★商標

★

H27.1 PCT出願
PCT/JP2014/50922

★

H26.2 意匠出願

意願２０１４－３５２８

意願２０１４－３５２９

★

H25.7 商標出願

商願２０１３－５６８７０

★

H25.12 商標出願

商願２０１３－１０２３８３

★H26.1 商標出願 商願２０１４－１６６６

★

H26.1 商標出願

商願２０１４－２９９０

出願準備

出願準備

出願準備 出願準備

出願準備

出願準備

★ ★ ★

★

H24.11

全体会議

★

H25.7

全体会議

★

H26.11

全体会議

本部会議開催（月1回）

本部会議開催（月1回）

上市準備

★
世界会議2015出展

★
H26.10

ワールドデンタルショー出展

出展準備

出展準備

★
H27.2 業界誌掲載

開催準備 開催 まとめ

海外展開準備

出展準備
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(2) 投資回収計画 

 H24 

(2012) 

H25 

(2013) 

H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

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：）           

 
本パッケージに搭載されるそれぞれの機器・材料についての投資計画競合は各サブテーマ説明で述べる。 

 

(3) 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” 

本事業で開発される製品には、製品本体あるいはカタログなどの販促資料等に図表 1.5.1 に示す共通

ロゴマークを貼付する。本ロゴマークの貼付は、当該製品が現場の声を適切に反映したものである事を

想起させるものである。そのために、各テーマは順次共通仕様を作成し開示する。 

本ロゴマークを貼付する権利は、本事業における研究実施機関以外であっても、一定のルールを守る

事で得ることが可能である。この効果として、当該領域のラインナップが少ない小規模企業においても、

疑似的に多くのラインナップを保有しているかのように見せる事が可能となり、経営資源が少ない中小

企業にあって効率良い販促活動が可能となる。結果として、良いものを広く訪問歯科診療の現場へ届け

ることできるようになり、患者においても利益を享受できる。このようにして、本事業期間中に既に得

られた知名度を活かし、先ずは本邦における業界共通ブランドとして認知される事を目指す。 

なお、各テーマにおける成果物については、日本歯科商工協会では販売を行わないため、詳細は各サ

ブテーマ説明で述べる。 

 

図表 1.5.1 デンタパックココロ共通ロゴマーク 
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 2) ビジネス体制 

 

※一部スペースの関係上、書式に則っていない書き方があります。 

図表 1.5.2 ビジネス体制 

 

 基本的なビジネス体制は、本事業で構築してきたものと同じだが、製品開発企業としてこれまで研究

実施機関として活動を続けてきた企業に加えて新規参入企業も募集し、ラインナップの拡充を図る。本

ビジネス体制をとりまとめるのは、日本歯科商工協会内に設置された事務局と、中心的な企業から派遣

される本部員である。 

 

 3) ものづくり中小企業の位置づけ 

 ものづくり中小企業には、(株)吉田製作所、(株)ミクロン、(株)ナルコーム、(株)ジーシーデンタルプ

ロダクツ、(株)ニッシンの 5 社が該当する。うち(株)吉田製作所は、本事業の中核をなす企業であり、

各成果物をワンパッケージにまとめる装置である「パッケージ化用装置」の開発・製造・販売を行

っている。 

 また、これらの企業から歯科商工協会へ「本部員」を派遣し、ビジネス体制のとりまとめや新規参

入企業へのアドバイス等を行う。 

 全ての製品は、現在のところ(株)吉田製作所の販売会社である(株)ヨシダより「デンタパックココロ」

という名称で販売されているが、上記ビジネス体制ではこの限りではない。 
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1.6 平成 26 年度委託事業の成果概要 

(1) 委託事業の事業概要 

本事業の目的は、「在宅訪問歯科診療の戦略的展開のための専用ポータブル歯科診療器材パッケージ」を開発・上市し市場展開を促進させることで

我が国における歯科訪問診療への取組を充実させること、及び臨学産が連携した、課題解決型の在宅訪問歯科医療機器等開発・改良スキームを構築

することにある。そのため、平成２６年度は、以下の２つの具現化策を実施する。 

① 改良・開発促進のための意見聴取会の開催： 

従来各社が独自に行ってきた意見聴取を、業界団体として実施することで、本事業のパッケージを不断に改良していく仕組みを構築するた

め、平成２４、２５年度事業における成果物に対し、全国規模で市場からの意見聴取を行い、本事業に基づく課題解決型の在宅訪問歯科医療

機器等開発・改良スキームの構築を図るとともに、意見聴取にもとづく具体的な評価を継続的な改良・開発にフィードバックする。 

 

② 歯科訪問診療の広がりを後押しするトレーニングシステム、ｅラーニングシステムの開発、在宅患者・家族・その他関係者説明用ツ

ールの開発：  

歯科訪問診療の広がりを後押し、ひいては本器材パッケージの普及を促進するため、平成２４、２５年度事業における成果物や歯科訪問診

療全般に関するトレーニングシステム及びｅラーニングシステムを構築し、歯科医療従事者への教育体制整備を図る。 

在宅患者、家族等にインフォームドコンセントを提供することによって安心して訪問歯科診療を受診できるような環境を構築し、ひいては

本器材パッケージの普及を促進するためするため、歯科訪問診療において、在宅患者・家族・その他関係者の理解を高めるた

めの説明用ツールの開発を行う。 

 

(2) 委託事業終了時に完成した試作品の概要 

試作品名 概要 

  

  

  

本パッケージに搭載されるそれぞれの機器・材料についての投資計画競合は各サブテーマ説明で述べる。 
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(3) 平成 26 年度の具体的な実施内容と成果、今後検討すべき課題 

平成 26年度の実施内容（実施計画書）  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 

改良・開発促進のための意見聴取会の開

催：従来各社が独自に行ってきた意見聴取

を、業界団体として実施することで、本事

業のパッケージを不断に改良していく仕組

みを構築するため、平成２４、２５年度事

業における成果物に対し、全国規模で市場

からの意見聴取を行い、本事業に基づく課

題解決型の在宅訪問歯科医療機器等開発・

改良スキームの構築を図るとともに、意見

聴取にもとづく具体的な評価を継続的な改

良・開発にフィードバックする。 

▶ 

1. 都道府県歯科医師会主催による意見聴取会を、

日本歯科医師会および日本歯科医学会と連携し

ながら全国 8か所で開催した。 

2. 意見聴取会で得られた課題に対し、その重要

度・効果等を検討し、適宜改善を図った。 

▶ 

1. 本ビジネス体制を継続させるための体制整

備 

2. 海外展開の検討と実行 
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1.7 事業化に向けた検討結果 

(1) 薬事申請 

各研究実施機関において、発売に必要な薬事申請を終了した。詳細は、各々のテーマにおける報告書

に含める。 

 

(2) 知財対応 

 1) 知財戦略検討状況 

基本コンセプトおよび共通仕様にかかる特許出願（日本、国際出願）、意匠出願、および商標出願完

了（すべて日本歯科商工協会が出願人。各サブテーマ個別の出願は、各サブテーマの報告書を参照。） 

 

 特許 

 出願番号：特願 2013-14345号 

 同特許国際出願：PCT/JP2014/50922号 

※現在、中国への出願準備中 

 意匠 

 意願 2014-3528（登録番号 1513867号） 

 意願 2014-3529（登録番号 1513868号） 

 商標 

 DENTAPACKOKORO（ローマ字表記） 区分 5,9,10,21,35,42,44：商願 2014-2991（登録番号 5674297

号） 

 §ＤＥＮＴＡＰＡＣ＼ＫＯＫＯＲＯ 

区分 5,9,10,21,35,42,44：商願 2014-2990（登録番号 5674296号） 

 §ＪＤＡ＼ＪＡＤＳ＼ＪＤＴＡ∞ｊ 

区分 5,9,10,21,42：商願 2013-56870（登録番号 5648176号） 

 §ＪＤＡ＼ＪＡＤＳ＼ＪＤＴＡ∞ｊ 

区分 9,42,44：商願 2014-1666（登録番号 5713103号） 

 §ＪＤＡ＼ＪＡＤＳ＼ＪＤＴＡ∞ｊ  

区分 35：商願 2013-102383 

 

(3) 技術・評価面 

 1) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

①…サブテーマ間連携 

 各サブテーマ間との連携強化を行うことで、パッ

ケージとしての価値を高める。 

サブテーマ 2b パルスオキシメータ、3 ソフトウ

ェア、8 レントゲンにおいて、情報端末を中心に情

報の共有を図り、ユーザー利便性向上を目指した。 

 

(4) その他事業化全般 

 1) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 
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 当初、参画企業各社から既存のルートで市場展開をすることとしていたが、ユーザーの利便

性を検討した結果、(株)吉田製作所の販売会社である(株)ヨシダに商品を集約し販売する商流

を特別に用意した。 

 広報・普及計画 

 本事業の成果を業界全体で推進するため、デンタパックココロプロジェクト（仮名）として、

本事業終了後も継続させることとした。 

 新規参入についても、本事業の主旨に鑑み業界内に広く求める事とした。 

 2014 年 10 月に開催されたワールドデンタルショー2014 にて特設展示ブースを設け、業界内

への周知を図った。 

 2015 年 3 月の世界会議 2015 において発表・展示を行い、本事業の成果を世界に向けて発信す

る予定である。 

 事業運営 

 研究実施機関代表者との本部会議を毎月１回開催し、進捗状況把握、問題点の共有等を行っ

た。 

 平成 26 年度事業より「歯科訪問診療の広がりを後押しするトレーニングシステム、ｅラーニ

ングシステムの開発、在宅患者・家族・その他関係者説明用ツールの開発」が追加となり、

株式会社ニッシンを新たに研究実施機関として登録し、開発を行った 

 上市に向け、研究実施機関のみならず選定した販売業者にも本部会議に参加してもらい、流

通に関する問題点等共有した。 

 平成 26 年度開催の意見聴取会では、日本歯科商工協会と日本歯科医師会と都道府県歯科医師

会とが連携し、全国８箇所の会場にて実施できるよう体制を整えた。 

 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

①…各構成品の開発 

パッケージ構成品である各サブテーマ製品の開

発を進める。 

サブテーマ１～９（H24 より）およびサブテー

マ１０（H26 より）において、各構成器材が開発

された。 

②…全体会議の開催 

 外部有識者による全体会議を開催し、試作品に対

する意見聴取を行いブラッシュアップのための情

報展開を行う。 

平成 24 年度より 3 年間、各年 1 回ずつ、全有識

者・企業関係者を集め全体会議を開催し意思統一を

図った。 

③…早期上市 

 各サブテーマ製品は個々に早期上市実現を目指

す。 

全体としては平成 26 年 7 月にターゲットを絞っ

たが、個々のテーマに関しては可能な限り早期上市

することを推奨した。その結果、サブテーマ１、２

a、、３、４、５、７、９において早期上市を実現し

た。詳細は各テーマで報告する。 

④…対象患者の拡大 

 パッケージ構成品である各サブテーマ器材の改

良を行うことで、適応可能な患者の範囲拡大を狙

う。 

 各テーマにて報告する。 

例：サブテーマ４エア枕開発の取組 
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事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

⑤…トレーニングシステムの追加 

 歯科訪問診療に特化したトレーニング機器開発、

ｅラーニングの構築による教育システムの提供を

行うため、新たにサブテーマ１０を作り、開発を行

う。 

 H26 年度より、サブテーマ１０－１を新たに設

け、トレーニングシステム等の開発を行った。本シ

ステムは、既に上市されている。 

⑥…意見聴取会 

 外部有識者に加え、今年度は歯科訪問診療等を頻

繁に実施している全国各地の歯科医師等に対して

も意見聴衆を行い、本事業成果物の器材パッケージ

（製品名：デンタパックココロ）の評価を受けると

ともに改良を行うことで、開発製品完成度の更なる

向上を目指す。 

全国 8 地区にて意見聴取会を開催した、535 名の

出席者よりご意見を伺った。 

⑦…学べる仕組みの開発 

 安全・安心な歯科訪問診療を行うには、マニュア

ルを使用しての現場対応だけではなく、事前の実

習、研修やトレーニングを行う必要があり、新たに

サブテーマ１０を作り開発を行う。歯科訪問診療に

取り組む歯科医療機関を増やすには、ハード（器材）

の開発・提供だけではなく、ソフト（学べる仕組み）

が必要である。 

 H26 年度より、サブテーマ１０－１を新たに設

け、トレーニングシステム等の開発を行った。本シ

ステムは、既に上市されている。 
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1.8 3 年間の委託事業の実施経過 

1.8.1 当初計画からの変更（深堀）点とその理由 

(1) 対象とする課題・ニーズ 

(a) 主ターゲットの絞り込み 

変更前 現在在宅訪問歯科診療に取組んでいる歯科医師 

変更後 上記に加え、特に、これから在宅訪問歯科診療への取組みを開始しようとしている歯科医師 

【理由】診療現場へ持参する器材は医療機関によって異なるが、専門的に取組む歯科医療機関にとっ

ては、今回開発したパッケージに搭載可能な器材の量では足りないという声があった。 

 

(2) 機器スペック・ビジネスモデル 

(a) 購入形態のバリエーション拡大 

変更前 器材パッケージでの購入が基本 

変更後 単品での購入も可とした 

【理由】伴走コンサルや外部有識者より、個々の器材は単品でも購入できる様にすべきであるとの指

摘を頂いた。また当該診療に対しては、当初から大きな投資を行える開業歯科医師が少ない事も想定さ

れたため、個々の器材はパッケージ一式だけでなく単独でも購入できる事とした。 

 

(3) 事業化体制 

(a) サブテーマ１０の追加 

変更前 サブテーマ１～９の９つのテーマ 

変更後 上記にサブテーマ１０を追加した１０のテーマ 

【理由】歯科訪問診療自体の普及・拡大を促進する為の施策が必要であると考えられた。そこで本事

業における成果物や歯科訪問診療全般に関するトレーニングのためのシステム及び e ラーニングの仕組

みを構築し、歯科医療従事者への教育体制整備を図るとともに、歯科訪問診療において、在宅患者・家

族・その他関係者の理解を高めるための説明用ツールを開発する事とした。 

 

(4) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

① 開発・薬事・上市スケジュール 

 開発・薬事・上市スケジュールにおいて大きな計画の乱れは無かったが、平成 25 年度より新た

に開発がスタートしたパルスオキシメータの上市時期が半月程度遅れた。 

② 意見聴取会 

 平成 26 年 8 月 2 日～10 月 26 日の期間、「意見聴取会」を 8 つの会場で開催した。具体的な意

見の内容とそれに基づく器材パッケージ各構成品の改善・改良検討状況については、各テーマ

より報告する。 

③ 海外展開 

 当初、本器材パッケージを丸ごと海外へ輸出する計画であった。しかし、構成品によって、知

的財産権の関係で即時対応できないものや、国内をターゲットに開発されたサブテーマ３（ソ

フト）やサブテーマ９（マニュアル）のように、海外展開が難しい製品がある。そのため、輸

出が可能なもの、市場性が見込めるものから順次海外展開を進める。 
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1.8.2 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 

薬事申請 各テーマより報告する。  

  

  

知財対応 海外展開を踏まえ、知財権の取得につい

て十分に検討を行うこと。「信用できないこ

とを前提としたリスクマネジメントによる

戦略を立てる」という発想が重要である。 

現在、中国特許出願に向け、中国語への

翻訳及び中国出願に係る委任状の準備を進

め、2015年 1月に出願した。 

  

  

技術・評価面 各テーマより報告する。  

  

  

その他事業

化全般 

事業化と収益を上げる企業を明確にして

欲しい。 

(株)吉田製作所の販売会社である(株)ヨ

シダが器材パッケージ構成品を一元的に販

売することとした。各社はいずれかの企業

へ納品する。 

利用者の教育・トレーニング等は大事だ

が、事業そのものをどこが実施するのかが

曖昧。 

現在、在宅訪問歯科診療用のユニットを

製造しているメーカーが全て本事業体に入

っている。委託事業としてパッケージ化す

るところは１社だが、規格が固まったら、

協力企業に水平展開し、各企業が従来の商

流に載せ販売する方法を採りたいと考えて

いる。 

製品化、事業化が早期に出来て、投資回

収も早いものが多い。今後も開発日程の

keepを望む。 

月一回の意思決定会議（本部会議）によ

り、平成 26年 7月の発売が達成された。 

単にパッケージ化するというだけでテク

ノロジーを感じない。また、歯科の市場に

広めて終わりでは面白くない。 

在宅訪問歯科診療は、全ての歯科医院が

取り組んでいるわけではない。在宅訪問歯

科診療を拡大するのは、歯科医師会や歯科

医学会の方針でもある。都会や地方にも適

し、交通手段を選ばず、様々な診療にも迅

速に対応できる仕様を考えている。例えば、

運搬方法の検討、医療機器の組み合わせの

容易さなど、ものすごい発明ではないが、

特許も出願しており将来性はある。 
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1.9 3 年間の委託事業の振り返り 

1.9.1 自己評価点 

B：当初目標を達成した。 

   

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。 ○十分
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。 ○十分
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。 ○十分
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。、 ○十分
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。 該当せず
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。 ○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。 ○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。 ○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。 △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。 ○十分
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。 ○十分
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。 ○十分
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

事業
収支

その他

市場

基本
戦略

開発
戦略

薬事

知的
財産

販売・
物流
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1.9.2 自己評価理由 

当初計画していた通り、平成 26 年 7 月 22 日、以下 9 つのサブテーマにおける開発製品を含むポータ

ブル歯科診療器材パッケージを発売した。 

 

① サブテーマ１：在宅訪問歯科診療用ポータブルユニットとパッケージ化用装置 

② サブテーマ２：在宅・訪問歯科診療用ポータブル照明機器・ＳｐＯ２モニター装置 

③ サブテーマ３：在宅・訪問歯科診療用ソフト 

④ サブテーマ４：要介護者用診療体位補助装置 

⑤ サブテーマ５：在宅訪問歯科診療用印象採得・咬合採得キット  

⑥ サブテーマ６：在宅訪問歯科診療用義歯リペア・キット  

⑦ サブテーマ７：義歯用ディスポブラシ・口腔内オーラルケアブラシ  

⑧ サブテーマ８：在宅訪問歯科診療用ポータブルⅩ線撮影装置 

⑨ サブテーマ９：在宅訪問歯科診療用マニュアル 

 

さらに同年 12月には、本年度の開発テーマ、歯科訪問診療の広がりを後押しするトレーニングシステ

ム、在宅患者・家族・その他関係者説明用ツールｅラーニングシステムを発売した。 

 

① サブテーマ１０−１：トレーニングシステム、ｅラーニングシステム 

② サブテーマ１０−２：在宅患者・家族・その他関係者説明用ツール 

 

また、前記器材パッケージへのアドバイス等を全国の臨床歯科医師より幅広く受けるため、平成 26年

8月 2日～10月 26日の期間、「意見聴取会」を 8つの会場で開催した。本意見聴取会では、535名の参加

者よりアンケートや展示説明にて貴重な意見を聞く事ができた。 

 

1.9.3 3 年間の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 

① 事業管理機関のリーダーシップ 

 パッケージの共通仕様等の策定において、研究実施機関に任せていた部分が大きく、十分な共

通認識がないまま仕様変更等があった。企画段階により多くの時間をかけ、事業管理機関が強

力なリーダーシップを発揮して検討する必要であった。 

② 共同開発 

 現場の医療従事者の要望やアイディアを十分に製品に取り入れる必要があったが、その度合い

においてテーマ間で差が見られた。 

③ 事務関連 

 委託事業に初めて取り組んだため、事業推進上必要とされる書類作成や経費処理等において想

定していない事態が多々あった。初めて取り組む企業や管理機関としては、早いうちに、必要

になるであろう労力を把握しておきたかった。 
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1.10 事業に関する連絡窓口 

 

一般社団法人  日本歯科商工協会 

〒111-0056 東京都台東区小島 2-16-14  日本歯科器械会館 1F 

電話: 03-3851-0324  /  FAX: 03-3851-0325 / E-mail: general@jdta.org 

 

 

以上 
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