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老視診断装置の開発
コーナン・メディカル、理化学研究所、
慶應大医学部、慶應大SFC研究所

H24-144

スペキュラーマイクロスコープの製造・販売実績世界No.1の技術力・販
売力を基に老視診断装置を理化学研究所及び慶應義塾大学と共同開
発し、世界へ展開。

（兵庫県西宮市、資本金6,870万円、従業員数55名）

水晶体の弾性測定で老視を判定

老視の他覚的かつ定量的な診断を行う装置は今まで存在しない

(株)コーナン・メディカル：『見たい』を『見えるに』

 老視（老眼）は45歳以上のだれにでも発症する。
 現在は、自覚症状に基づき老視を確定している。
 しかし、水晶体の硬化が一定以上進行しないと自覚症状は現れ

ないため、初期段階での予防的診断方法が求められている。

 微弱なパルスレーザーによる光弾性波で水晶体の弾性係数を算
出する。

 水晶体の混濁は水晶体タンパク質の変性などに起因し、初期段
階ではタンパク変性による微小なタンパク硬化を生じる。そのため
水晶体の微小な硬化を検出することにより、老視の予防と治療に
とどまらず、白内障の予防的介入へ発展する可能性がある。

 生活習慣への介入などにより老視の進行を遅らせるとともに、老
化に伴うQOLの低下を抑止できる。
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1. 研究開発の概要 

 

1.1 研究開発の背景・目的及び目標 

（1）研究の目的 

老視（老眼）は加齢により水晶体の弾性が失われる病態であり、世界的に高齢化が進む現在でも

老視の定量的測定機器は存在しない。その為、様々な治療等の効果測定が困難となり治療法確立が

遅れていた。本研究では、光干渉技術を用いた弾力測定方法により水晶体の弾性度を定量的に測定

する事を可能とする、世界初の老視の定量的診断機器を開発する。成果は日本発検査機器として、

検診領域、老化防止薬剤の開発等への活用が期待される。 

 

（2）研究の概要 

老視は、水晶体を構成するたんぱく質が変性し弾性が失われることにより発生するといわれている。

本研究は、微弱なパルスレーザーを水晶体に照射し、発生する光弾性波を利用して水晶体の状態を計測

しようというものである。光弾性波による物質の弾性の計測は、すでに工業用途には利用されており、

本研究は、この方式を目の診断に適用しようというものである。 

 

（3）実施内容 

2 年目である平成 25年度につき、各研究機関のサブテーマごとの実施内容をまとめる。 

 

①診断システムにおける光学パラメータの最適化（独立行政法人理化学研究所） 

平成 24 年度に開発した原理実証機を用いて、臨床評価機の光学部分を担当する。水晶体の硬さと光弾性波

の減衰率との相関を取るための基礎データを取得するとともに、動物の眼球を使って実際の水晶体の計測が可

能であることを実証する。それらの結果を基に励起用レーザーの波長を決定し、株式会社コーナン・メディカ

ルが開発する臨床評価機にフィードバックする。合わせて、次年度に向けてレーザーの小型化、コスト削減も

検討する。 

 

②水晶体光弾性計測系の確立（学校法人慶應義塾 慶應義塾大学医学部） 

倫理委員会に対して臨床試験を行うための許認可の申請を行い、許認可を得て、水晶体の光弾性と老視の相

関関数を策定するための光弾性計測実験を行う。申請用データ取得および予備検討として、平成 24 年度に開

発したタバコ主流煙曝露による水晶体硬化モデルラット、白内障モデルラットおよび豚眼での計測を実施し、

水晶体の光弾性波測定と動物モデルにおける安全性を確認する。 

 

③計測アルゴリズムの検討・評価・修正（学校法人慶應義塾 慶應義塾大学ＳＦＣ研究所） 

平成 24 年度の取り組み、並びに評価委員会での指摘事項を踏まえ、装置の実用化に際する市場価値増大を

見据えたソリューションの更なる検討を進めると共に、その検討内容を踏まえ、記憶装置とメモリを購入して

データ解析環境を構築し、同環境において、データ解析アルゴリズムの検討を、データマイニング手法を用い

て実施する。 

 

④老視診断装置の臨床評価機の開発（株式会社コーナン・メディカル） 

平成 25年度は、平成 24 年度に開発したプロトタイプ機の評価を行い、その評価結果を、プロトタイプ機に

フィードバックしながら、臨床評価機の開発を行う。その際のフィードバック情報には、慶応大学医学部で行

われるプロトタイプ機を使用した実験結果及び、理化学研究所で行われる試験結果や評価結果も含める。 

 

⑤プロジェクトの管理・運営（独立行政法人理化学研究所） 

メール等による情報交換、個別打ち合わせを適宜実施し、全体打ち合わせ（平成 25 年 5 月、7 月、10 月、

平成 26年 1 月を予定）を通じてプロジェクト全体の進捗管理をし、報告書を作成する。 
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1.2 事業実施（研究開発）体制 

 
 

1.3 成果概要 

次頁以降に本年度開発した製品の概要および本年度検討・精査した同製品の事業化計画を記載する。 

 

 

  

乙 

独立行政法人理化学研究所  

 

学校法人慶應義塾  慶應義塾大学  ＳＦＣ研究所  

 

学校法人慶應義塾  慶應義塾大学  医学部  

 

株式会社コーナン・メディカル 

 

再委託 

再委託 

再委託 

総括研究代表者（ＰＬ） 

独立行政法人理化学研究所 

ライフサイエンス技術基盤研究セ

ンター 

レーザー融合研究ユニット 

ユニットリーダー 

和田 智之 

副総括研究代表者（ＳＬ） 

株式会社コーナン・メディカル 

常務取締役 

笠原 達也 
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1.3.1 開発製品「前眼部撮影装置（LAOZI）」 

【訴求ポイント】 

老視（老眼）は加齢により水晶体の弾性が失われる病態であるが、現在、老視の定量的な検査機器はない。

その為、様々な治療等の効果測定が困難となり治療法の確立も遅れている。本事業では、光干渉技術を用い、

世界初の水晶体の定量的弾性測定を可能にする老視の定量的検査機器を開発する。成果は日本発の検査機器と

して、角膜内皮細胞撮影装置の製造販売を行っている株式会社コーナン・メディカルから、2016年に上市を予

定している。 

 
製品名 前眼部撮影装置 LAOZI 一般的名称 眼撮影装置 

クラス分類 クラスⅡ 許認可区分 認証 クラス分類 クラスⅡ 

製造販売業者 株式会社コーナン・メディカル 製造業者 株式会社コーナン・メディカル 

販売業者 株式会社コーナン・メディカル その他（部材供給）  
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に： 欧州、米国 ） 

薬事申請時期 2015 年 4 月 薬事申請時期 2015 年 4 

上市時期 2016 年 6 月 上市時期 2016 年 6 
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1.3.2 事業化計画 

【事業化計画の要旨】 

製品名 前眼部撮影装置 LAOZI 一般的名称 眼撮影装置 

クラス分類 クラスⅡ 許認可区分 認証 クラス分類 クラスⅡ 

製造販売業者 株式会社コーナン・メディカル 製造業者 株式会社コーナン・メディカル 

販売業者 株式会社コーナン・メディカル その他（部材供給）  
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に： 欧州、米国 ） 

薬事申請時期 2015 年 4 月 2015 年 10 月 

上市時期 2016 年 6 月 2016 年 9 月 

想定売上 3(眼科)+0.75（眼鏡） 億円/年 （上市後 3年目） 1.5(眼科)+0.9（眼鏡） 億円/年 （上市後 3年目） 

市場規模 85(眼科)+0.75（眼鏡） 億円/年 （上市後 3年目） 150(眼科)+0.9（眼鏡） 億円/年 （上市後 3年目） 

想定シェア 4(眼科)+100（眼鏡） % （上市後 3年目） 1(眼科)+100（眼鏡） % （上市後 3年目） 

 

(1) 事業化に向けた現状ステータス 

励起レーザー（1575nm）の水晶体照射により、水晶体の振動が確認できた。また、老視診断装置臨床評価機

を開発し、これから慶應義塾大学医学部にて、臨床評価を行う予定である。 

 

(a) 機器の開発（実証）目標達成状況 

慶應義塾大学医学部で行う臨床評価用の老視診断装置（臨床評価機）を開発した。今後は、そのフィードバ

ック情報を踏まえて、製品試作機を開発する。 

 

(b) 薬事対応状況 

前眼部撮影装置 LAOZI は、一般的名称：眼撮影装置の範疇と判断できるため、来年度開発予定の製品試作で、

電気安全試験・環境試験・EMC 試験を実施し、薬事認証申請の手続きを行う。 

 

(c) 知財確保状況 

発明名称「水晶体の弾性測定方法、水晶体の老視判定方法、水晶体の弾性測定装置、及び水晶体の老視判定

装置」を 2013年 7 月 16日に出願済み（特願 2013-147897）。本出願による国内優先で外国へも出願予定。 

 

(d) その他（事業化体制等）の整備状況 

株式会社コーナン・メディカルのマーケッティング体制やメンテナンス体制は、当該会社が現在販売中の角

膜内皮細胞撮影装置等のものを利用する予定ある。 
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(2) 市場性（想定購入顧客）の検討結果 

 

(a) 医療現場でのニーズ 

老視（老眼）は加齢により水晶体の弾性が失われる病態であり、世界的に高齢化が進む現在でも老視の定量

的測定機器は存在しない。その為、様々な治療等の効果測定が困難となり治療法確立が遅れている。 

 

(b) 現状における問題点 

市場は右図のような 5 層のピラミッド構造になっており、眼科領域のみ

ならず眼鏡店等への販売を考えているため、販売価格設定が重要となる。

最終的に市場が大きくなると予測される眼鏡店、検眼医、オプトメトリス

トへ販売する場合は、200 万円以下に販売価格を設定する必要がある。そ

のために、装置を構成する主要部品のレーザーやセンサー等をいかに低価

格で入手するかが問題である。また、白内障のグレードを提供するシステ

ムを追加することを検討しているが、これも価格アップにつながるので、

工夫が必要となる。 

 

(c) 本機器の想定顧客および市場規模 

 

① 国内 

現在の日本の人口は約 1 億 2700 万人で、約 4 人に一人が 65 歳以上の高齢者である。そのうち、45 歳

以上の約 6500万人が老視患者数と推測される。人口推移は下図の通り推測され、2048年には 1億人を割

って 9,913 万人となり、2060 年には 8,674 万人になる。一方で高齢者人口は増加を続けると推計されて

おり、2025年には国民の 4割以上が高齢者となると推計されている。 

   
 

 

高齢化社会が推測される日本市場においての老視診断の需要は非常に高いと考えられ、眼科での老視

診断および白内障手術前検査用としての利用が見込まれる。対象施設を 2010 年 10 月日本眼科医会調べ

の約 8500 施設として、その 50%である 4250 施設（85 億円）の市場が見込まれる。また、眼科施設にて

0～14歳 15～64歳 65歳以上

2010年
推計
総人口
12,777万人

13.0% 63.9% 23.1%

2025年
（出生・死亡
中位推計）
総人口
8,993万人

8.4% 51.1% 40.5%

2055年
（出生・死亡
中位推計）
総人口
8,584万人

6.4% 49.2% 44.4%

割合（％）

年齢区分別将来人口推計：内閣府資料  日本の人口推計（出典：総務省統計局） 
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その有効性が示されて以降、眼鏡店における老視診断の必要性が求められると考えられる。上市後 1～3

年を経過後に、大手眼鏡店 5000 店舗の 50%である 2500施設（32億円）の市場が見込まれる。 

 

② 海外 

海外市場では眼科施設での老視診断および白内障手術時検査の用途での市場が見込まれる。北米市場におい

ては約 8000 施設（120 億円）の市場規模があると推測され、上市後 4～5 年目以降には 250 台（3.75 億円）/

年の売上規模が見込まれる。すでに欧州市場においては、白内障フェコ手術時における水晶体弾性の測定が求

められており、角膜内皮細胞撮影装置と同様の、約 2000 施設（30 億円）市場規模が推測される。また、海外

市場においては、北米を中心としたオプトメトリスト向け市場を含めた、眼鏡店向けの大きな市場が見込まれ、

約 20000 店舗（180 億円）の市場規模が想定される。 
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(3) ターゲット市場における業界分析結果 

 

(a) 競合製品／競合企業の動向 

我々が開発する装置の目的と類似したものとして、ラマン散乱やブリルアン散乱を用いて前眼部の特性を測

定する方法が提案されている。ラマン散乱を用いる方法では水晶体の水分量から水晶体の硬さや白内障の進行

状態を求める試みが慈恵医大のグループや岐阜医療大のグループ等により行われている。また、ブリルアン散

乱を用いる方法では、共焦点光学系により角膜や水晶体の弾性状態をハーバード大学のグループやロストック

大学のグループ等により行われている。しかし、いずれの技術も実験室レベルのものであり未だ実用化には至

っていない。ラマン散乱を用いる方法は、水分量と硬さの相関に関する基礎的な研究が必要であり、微弱光を

計測する必要があるため装置が複雑になるデメリットがある。また、ブリルアン散乱を用いる方法は、非常に

微視的な情報から弾性を判断するために、我々の手法の巨視的に水晶体の弾性を算出するものと違った情報と

なる可能性がある。我々の手法はきわめて直接的な計測法であり、原理的な検証も不要なものである。 

 

(b) 競合製品／競合企業とのベンチマーキング 

本装置の対象患者は白内障疾患の対象となる可能性が高いことが考えられるので、白内障のグレードを提供

するシステムを本技術に加えることで差別化は可能である。すなわち、水晶体の混濁を判断するための徹照像

撮影光学系や断面像撮影光学系を弾性測定光学系に組込むことで実現する。水晶体の混濁を判断するための徹

照像撮影光学系や断面像撮影光学系はすでに開発済みで、株式会社コーナン・メディカルから前眼部撮影装置

KATS-1000として販売している。 

また、株式会社コーナン・メディカルは角膜内皮細胞撮影装置を国内のみならず海外へも販売している。米

国の現地法人を通じ、アメリカ大陸のみならずヨーロッパのユーザへのきめ細かい対応も可能としている。こ

の販売ルートを利用することにより本装置も世界へ展開できると判断する。 

 

(4) ビジネススキームの検討結果 

国内眼科市場においては、主要眼科学会（臨床眼科学会、日本眼科学会、JSCRS、眼科手術学会等）への出

展、器械展示や、学会誌、抄録誌等への広告掲載によるマーケティング実施を計画する。上市後１～2 年での

大学病院、研究医等へのアプローチから、次第に臨床医への展開を進めて行き、上市後３～５年にて白内障手

術施設等への普及が見込まれる。保険適用となれば普及はさらに早く、開業医への展開も見込まれる。 

また株式会社コーナン・メディカルの既存海外販売網を利用して、海外眼科市場への展開を行う。北米、欧

州を中心に、主要学会（AAO、ASCRS、ESCRS 等）への出展を通じて海外眼科市場へのマーケティングを進める。

また、海外眼科市場においては、アジア市場や新興国市場への展開も進められる。 

眼科市場での研究発表等の成果によってその有効性が示されるに従い、眼鏡店での老視診断の必要性が求め

られるものと考えられる。大型眼鏡店を中心とした市場への展開が見込まれ、眼鏡店市場においては IOFT 国

際メガネ展等の主要展示会への出展によるマーケティング実施を計画する。 

海外眼鏡店市場や、北米を中心としたオプトメトリスト市場への展開も見込まれる。AAO（オプトメトリス

ト）、Vision Expo West、Vision Expo East、MIDO 等の主要学会での展示を通じて広くマーケティングを行っ

ていく。 

その他、健康診断・健康ドッグ市場、老化防止、アンチエイジング市場等、新しい分野への展開の可能性も

ある。 
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　合計約8500施設、医師数約13,000名

中小病院・クリニック

（手術実施）

開業医・クリニック

ＣＬ処方等

主要眼科学会

器械展示

AAO、ASCRS、ESCRS等

抄録集、学会誌等

広告掲載

上市後３～５年：白内障手術実施施設等への普及期

市場想定規模：シェア50％
市場規模 約4,250施設

（85億円）

上市後２～３年：（臨床）白内障手術へのアプローチ

大病院・臨床医 市場規模 約250施設（5億円）

上市後１～２年：トップレベル層へのアプローチ

大学病院・研究医等 市場規模 約150施設（3億円）

研
究
発
表
等
の
成
果
（
性
能
の
有
効
性
の
証
明
）

国内眼科市場 眼鏡店市場

眼科施設での上市以降

・眼科施設での有効性

の確認

・学会発表等

眼鏡店での老視測定

・他店との差別化

・販売促進

・新たなサービスの創出

・市場規模 約20,000店舗（180億円）

・北米を中心とした

オプトメトリスト（検眼医）市場

想定売上規模：

上市後3年目 100台（0.9億円）

国内眼鏡店数 約21,300店舗

個人店舗 約9,500店舗

法人店舗 約11,800店舗

うち、大型眼鏡店＝約5,000店舗

50%に導入されると想定＝2,500店舗（市場規模＝32億円）

想定売上規模： 上市後3～5年 150台（3億円）/年 想定売上規模： 上市後3年 50台（0.75億円）/年

日本での上市か
ら約1年、既存
販売網を活用し
た世界眼科市場
への展開 株式会社コーナン・メディカル

Konan Medical, USA等、既存海外販売チャンネル

主要眼科学会

北米市場

市場規模： 8,000施設（120億円）

想定売上規模： 上市後3年目 70台（1.05億円）
上市後4～5年目以降 250台（3.75億円）/年

（当社角膜内皮細胞撮影装置の販売実績からの推定）

欧州市場

市場規模： 2,000施設（30億円）

想定売上規模： 上市後3年目 30台（0.45億円）
上市後4～5年目以降 50台（0.75億円）/年

欧州ではすでに白内障手術時の水晶体弾性測定が求められている。

角膜内皮細胞撮影装置と同レベルの市場規模を想定できる。

海外眼鏡店市場海外眼科市場

・アジアパシフィック市場

・インド、中国、新興国市場

その他新たな分野への適用の可

能性

・健診市場、健康ドッグ

・老化防止、アンチエイジング

保険適用→開業医への普及

大学病院・研究医

大病院・臨床医

主要眼科学会

器械展示

Vision Expo West,

Vision Expo East,

AAO, MIDO等
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(5) 事業リスクの洗い出しと対応策の検討結果 

 洗い出された課題（隘路） 左記への対応策 

薬
事 

眼撮影装置の定義は、『眼球及び眼底の写真画像(蛍光

造影法を行う場合には血管画像)の記録に用いる専用

カメラをいう。例えば、対物レンズから照明を照らし、

眼の位置と合わせ網膜の写真を(1 秒間隔で）撮影し

たり、眼底の病理を記録し、診断データを提供するも

のがある。』で、使用目的、効能又は効果は、『眼球及

びその付属器を観察、撮影又は記録し、電子画像情報

を診断のために提供すること。』である。また、その

付帯的な機能の『距離・面積・形状計測およびその解

析』の定義は、『撮影・記録した画像および前 5 項濃

度・色計測・解析結果に対して、幾何学的計測および

解析を行う機能である。』から、今回開発する装置は

眼撮影装置の定義に十分読込めるものと判断する。 

不要。 

弾性を測定するためのレーザーのパワーが未定であ

る。 

JIS T 15004-2 のグループ 1 機器及び IEC 

60825-1のクラス Iレーザーとなるようにレ

ーザーパワーを決定し、必要な性能を実現

する。 

健常者を集めることに時間がかかる可能性がある。 健常者のボランティアを広く募集し、被験

者数を確保する。 

患者群と健常者群の年齢を一致させることは臨床研

究において一般的に重要な事項ではあるが、本研究に

おいては対象疾患が老視なので、それが困難である。 

低年齢の患者および高年齢の健常者を募集

し、可能な限り年齢層を一致させる。 

また、患者群と健常者群の他の条件も一致

させる。 
知
財 

測定原理の特許化。 下記特許出願済み。 

出願日：平成 25年 7月 16日 

出願番号：特願 2013-147897 

発明等の名称：水晶体の弾性測定方法、水

晶体の老視判定方法、水晶体の弾性測定

装置、及び水晶体の老視判定装置 

出願国：日本（外国出願申請中） 
技
術
・
評
価 

励起用レーザーの出力低減とそれに見合う計測系の

性能向上。 

JIS T 15004-2 のグループ 1 機器及び IEC 

60825-1のクラス Iレーザーとなるように励

起用レーザーのパワーを決定し、同時に干

渉計の感度を向上させる。 

そ
の
他
事
業
化
全
般 

マーケッティング体制 現在の（メンテナンスを含む）販売ルート

を使用する予定であり、十分と考える。 

メンテナンス体制 現在の（メンテナンスを含む）販売ルート

を使用する予定であり、十分と考える。 

生産コスト コストダウンの検討（差別化のために付加

する仕様と生産コストのバランス） 

 

(6) 上市（投資回収）計画の検討結果 

 

(a) 投資計画 

① 株式会社コーナン・メディカル 

平成 24年度から上市までの開発費及びその後のマーケッティング費に必要な額は約 11,100 万円となる（但

し、この金額に理化学研究所及び慶應義塾大学医学部と SFC研究所で発生する費用は含まれていません）。 
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(b) 回収計画 

売上の 1 割を回収に当てられると仮定すれば、4年以内での回収が可能になると考えられる（但し、関係特

許の実施に係るライセンス料は回収計画に含まれていません）。 
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(c) 委託期間後を含めた事業計画 

 
 

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月 4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月 4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月 4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月 4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

要素技術開発

試作機開発・改良

量産機開発

電気等安全性評価
/非臨床試験

治験

届出申請

上市

本委託事業におけ
る実施内容

自主事業の内容

A：H26年度から継続の電気安全・性能試験
B：H26年度から継続の薬事認証申請・取得
C：量産試作機の開発・評価
D：FDA 510(k) 申請
E：CEマーク取得
F：参考出品（2015年9月ESCRS、2015年10月日本臨床眼科学会、2015年11月AAO、2016
年2月WOC、2016年4月日本眼科学会、2016年5月ASCRS）

2015（H27)年度以降
2012(H24)年度 2013(H25)年度 2014(H26)年度

2016（H28)年度

①実験室レベルの定量的老視診断装置の開
発・試作
②実験室レベルの水晶体の光弾性計測
③データ項目・計測アルゴリズムの検討
④定量的老視診断装置のプロトタイプ機の開
発・試作

①診断システムにおける光学パラメータの最
適化
②水晶体光弾性計測系の確立、倫理委員会
申請・許認可及び臨床評価開始
③市場価値増大を見据えたソリューションの
検討と計測アルゴリズムの検討・評価・修正
④老視診断装置の臨床評価機の開発

①臨床評価結果をフィードバックした光学パラ
メータの最適化
②臨床評価
③実用ソリューション構築と解析モジュールの
実用化アップデート
④老視診断装置の製品試作機の開発・評
価、電気安全・性能試験開始及び薬事申請
開始

2015(H27)年度

プロトタイプ機の製作

生物学的安全性試験

プロトタイプ機の評価

製品試作機の開発・評価

電気安全・性能試験

薬事申請
CEマーク取得

FDA申請

●国内上市（6月JSCRS）

動物実験（予備検討）

データ項目・計測アルゴリズムの検討

光学原理試験

動物実験

アイバンクアイ実験

倫理委員会申請準備 倫理委員会申請・許認可 臨床評価

実用化フォローアップ

市場価値増大を見据えたソリューションの検討

データ解析アルゴリズムの検討

実用ソリューション構築と解析モジュールの実用化アップデート

原理実証機による光学試験 臨床評価結果フィードバック試験

臨床評価機の製作

●海外上市

(9月ESCRS、10月AAO)

量産試作機の開発・評価



 

12 

1.4 当該研究開発の連絡窓口 

独立行政法人理化学研究所 

外部資金室 

遠藤 聡 

TEL. 048-467-9642 

FAX. 048-467-2634 

Email satoshi.endo@riken.jp 
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2. 本編 

2.1 診断システムにおける光学パラメータの最適化（独立行政法人理化学研究所） 

本研究を推進するに当たり、昨年度は基礎的な実験を実施し計測の可能性を追求すると伴に光学的な物理量

の検討を行った。具体的には、光音響効果によるサンプルの変位の発生光干渉計で変位の測定を行った。前者

では測定試料にレーザーのパルスを照射し、その時の音響信号を得ることが出来た。実際にラットの眼球、水

晶体の光音響信号の取得に成功した。また、生きたラットについても光音響信号の測定実験を行った。後者で

は、マイケルソンの干渉計を組み試料の変位による干渉縞の変化を電気的に読み取ることが可能となった。両

者を結合し、光干渉計内の試料にレーザーのパルスを照射しその変位を干渉縞の変化として捉えるが可能にな

った。これらの実験で非接触な水晶体弾性測定の可能性を確認した。 

今年度は、昨年度の結果を元にして水晶体の硬度測定システムの構築を行った。光音響効果による弾性波の

発生。弾性波の解析から材料の硬度の測定について実験で確認を行った。水晶体の硬度を測定する上での、励

起に使用する波長・強度の検討及び選択を行った。本研究室の技術で独自に励起用レーザーの製作を行った。

模擬試験として人の眼の替わりに豚眼で測定を行い測定上の問題点、課題について洗い出しを行った。測定で

は、豚眼から摘出した水晶体及び豚眼の角膜の弾性波信号は測定可能になった。 

 

（1）励起波長の選択 

水晶体を非侵襲で振動させるために、レーザーを水

晶体に照射して弾性波を発生させる。 

 この現象は光音響効果によるもので光が吸収する

ことが条件になるが最終的には人の測定を行うため、

眼に損傷を与えてはいけない。水晶体に光が到達する

までに、角膜と前房を透過して水晶体に到達する。図

1 に眼の波長に対する透過率を示す。最大許容露光量

(MPE)の図を図 2(照射時間に対する MPE)と図 3(エネル

ギー強度と波長と照射時間に対する MPE)に示す。水晶

体で吸収が有り角膜、前房で吸収が少なく、眼に対し

て安全な波長を選択した。励起波長は 1.5-1.6μmと

し、干渉光源は被視感度が低く最大許容露光量が低い

750-1000nm の光源を使用する。 

 
 

 

 
 

 
 

（2）光音響効果（表面弾性波）による変位 

光音響効果は物質にレーザー光を照射したときに吸収された光エネルギーは、発光、励起過程、あるいは欠

陥生成などに消費される以外は熱になる。物質に断続光を照射すると、物質表面で光エネルギーの吸収が起こ

り、表面の温度が局部的に上昇・下降をくりかえす。これにより、物質表面がわずかながら膨張と収縮を繰り

返し、物質の外部に起こる表面波と内部に圧力として伝わる内面波の２つの波が発生する。この音響波は、物

図 3   照射時間に対する MPE 

図 2 眼の波長に対する透過率 

Wavelength (nm) 

Tra

ns

mit

tan

ce 

(%) 

図 1 眼の波長に対する透過率 

図 3 エネルギー強度と波長と照射時間

に対する MPE 
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質に照射される光の断続周波数に等しい周波数の縦波として伝搬する。この現象を光音響効果と呼ぶ。 

音圧は下記のようにあらわされる。 

P = Γ・μ(λ)・𝐼(𝜆)                                (1)                 

Γ =
𝛽𝑐2

𝑐𝑝

                                   (2) 

P∶音圧  μ∶吸収係数 Γ:グリューナイセン（Gruneisen）係数  β∶体積膨張率  c∶音速,   c p: 比熱とす

る。 

音速とヤング率の関係は次式の関係がある。E:ヤング率、ρ:密度とすると、 

c = √
  𝐸

 𝜌
                                   (3) 

(3)式を(2)式に代入する。 

Γ =
𝛽 ∙ E

𝜌 ∙ 𝑐𝑝

                              (4) 

加圧された時の材料の長さの変化(変位)は P: 圧力,L:長さ,S:断面積,ΔL:長さの増加分とすると 

∆L =
P ∙ L

S ∙ E
                              (5) 

音圧に対する変位は、(4)式と(5)式を(1)式に代入することから求められる。 

ΔL = 𝛽
L

𝜌 ∙ 𝑐𝑝∙ ∙ S
 𝜇(𝜆) ∙ 𝐼(𝜆)               (6) 

この式から変位の大きさは材料の比熱、密度、サイズ、膨張係数の関数になる。 

 

（3）振動解析 

本実験における原理である試料を瞬間的に変位を与えた場合の粘性振動について検討した。弾性体の場合、

バネとダンパーの組み合わせ(図 4)が考えられる。その運動方程式は微分方程式として表される。 
m�̈� + 𝑐�̇� + 𝑘𝑥 = 0                     (7) 

c を弾性減衰係数という。k をばね定数、mを質量とする。 

特性方程式の解は 
m𝜆2 + 𝑐𝜆 + 𝑘 = 0          (8) 

を解くことで導かれる。 

λ =
−𝑐 ± √𝑐2 − 4𝑚𝑘

2𝑚
                (9) 

𝑝 = √𝑚𝑘                                         (10) 

𝑐0 = 2√𝑚𝑘 = 𝑚𝑝                           (11)  
c0 を限界減衰係数とする。 

ξ =
𝑐

𝑐0

=
𝑐

2√𝑚𝑘
=

𝑐

2𝑚𝑝
               (12) 

λ = − (ξ ± √𝜆2 − 1) 𝑝                  (13) 

ξは減衰比と定義する。ξの大きさによって振動の様子が

異なる。図 5に示す。 

 

①ξ＞1 （c＞2√𝑚𝑘)の場合には、振動せず過振動という。 

振幅は下記であらわされる。 

 𝑥 = 𝑒−𝜉𝑝𝑡 (𝐴𝑐𝑜𝑠ℎ√𝜉2 − 1𝑝𝑡 + 𝐵𝑠𝑖𝑛ℎ√𝜉2 − 1𝑝𝑡)   (14) 

②ξ＝1 （c=2√𝑚𝑘)の場合も振動しない。限界減衰という。 

振幅は下記であらわされる。 

𝑥 = 𝑒−𝜉𝑝𝑡 (𝐴 + 𝐵𝑡)                                             (15) 

③0 <ξ<1 (c < 2√𝑚𝑘 )の場合は、減衰振動という。 

振幅は下記であらわされる。 

 𝑥 = 𝑒−𝜉𝑝𝑡 (𝐴𝑐𝑜𝑠√1 − 𝜉2𝑝𝑡 + 𝐵𝑠𝑖𝑛√1 − 𝜉2𝑝𝑡)   (16) 

 

（4）励起用レーザーの製作 

図 4 粘性振動 
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励起用レーザーの波長は 1.5～1.6μm範囲で選択した。この範囲の発振波長を得るために YAGレーザーを励

起光源として、KTP 結晶(4×4×15mm)を用いた OPO 発振器を 2 種類製作した。1 台は、理化学研究所内で実験

に使うレーザーと株式会社コーナン・メディカル内で使うレーザーで前者は直線型で後者は装置に搭載するた

めに基盤の大きさの制限があり、光線は途中で直角に曲げてコンパクトな設計にした。出力調整はフラッシュ

ランプの発光調整で可変が可能である。出力は低出力部では不安定であるため、安定した出力で発振して波長

板と偏光子で適当な低出力まで落とす方法を取った。OPO 発振では、KTP 結晶を YAG(1.06μm)のレーザー光が

透過し 1.55μmの光が完全反射する入射側のミラーと 1.55μmの光が 90% 反射し 10%透過する出力ミラーによ

って共振器を構成する。出力光は、KTP結晶の第二高調波(0.53μm)とシグナル光と励起光の 1.06μm とアイド

ラー光の 3.39μmの光が同軸に乗って出射される。1.06μmの反射ミラーで除去し KTP 結晶の第二高調波(0.53

μm)はショートカットフィルターでカット

しシグナル光だけを透過させた。3.39μm

アイドラー光は第一段の反射ミラー部で吸

収される。変換効率は約 20%であった。写真

1 に製作した OPOレーザーの外観を示す。図

6 に OPOレーザーの構成を示す。図 7にレー

ザー光のスペクトルを示す。発振波長は

1.575μmで出力は 0.1から 10mJの範囲で可

変することが可能である。 

コーナン・メディカル用は YAG 出力光を

ミラーで直角に曲げ波長板と偏光子に入射

させた後に KTP 結晶の共振器に入射する。

出射光はプリズムによって再び直角に光路

を曲げる。次に 1.06μm の反射ミラーで励

起レーザー光を除去し、再び直角に光路を

曲げショートカットフィルターで第二高調

波を除去しシグナル光だけの出力とする。

発振波長は 1.575μmで出力は 0.1から 10mJ 

の範囲で可変発振することが可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1 励起用 OPOレーザー外観 

図 6 励起用 OPOレーザーの構造  図 7 励起用 OPO レーザーの発振スペクトル  
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（5）減衰率の測定 

①実験方法 

減衰率の測定の可能性について実験を行った。このレーザー励起により弾性振動を誘起しその振動をマイケ

ルソン干渉計で計測する。図 9に測定光学系を示す。励起光源は YAG 励起の波長 355nm でパルス幅 6nm,1mJ の

光源を用いた。弾性振動の振幅の計測にはマイケルソンの干渉計を用いた。干渉計の光源は He-Neレーザーを

用い、レンズ(f=70mm)で試料表面に焦点を合わせてレーザー光を照射しその反射光をビームスプリッターで受

光器に導いた。試料は 0.2mm の厚さのカバーグラス(size)を片側に固定し振動が容易に起こるようにした。振

動試料の質量を変えるために薄いビニールテープの大きさを随時変えた。干渉縞の受光はフォトダイオードで

受光し信号をオシロスコープで観測した。 

 
 

②実験結果・考察 

測定した結果を図 10に示す。図中に試料に貼り付けたテープの大きさを示す。試料のカバーグラスが

パルスレーザーによって減衰振動していることが観測できた。テープの面積(質量)によって振動の状態

が変化していることがわかる。減衰率を求めやすくするために計測した信号を規格化した。振幅を二乗

しその平方根を出し振幅の最大値で除した。その結果を図 11に示す。各々の図から近似曲線を引き減衰

率(γ)を求めた。図 12に縦軸に減衰率、横軸にテープの面積をとった。テープの面積(質量)が増加する

ことで減衰率が増加していることが分かる。振動の状態から試料の機械的特性の違いが分ることを示し

ている。 

写真 2 コーナン・メディカル用励起用 

OPOレーザー 

図 8 コーナン・メディカル用励起用 

OPOレーザーの構造 

図 9 減衰率測定の光学系 
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図 10 測定した信号 図 11 測定信号を規格化 

図 12 テープ面積に対する減衰率 
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③実験結果まとめ 

励起レーザー(パルス)で試料を照射し、光音響効果による試料の振動の状態を干渉計によって観測すること

が出来た。振動の振幅の変化から減衰率を求めることができた。 

 

（6）振動特性と硬度の測定 

最終的に水晶体の硬度を測定すること

が目標である。測定試料の硬度と振動特性

について実験を行った。励起光源は、試作

した。OPO レーザー(波長 1.57μm,2mJ)用

いた測定試料は弾性体のウレタンブロッ

ク(硬度はスポンジ硬度 15,30,50), シリ

コンシート、ウレタンシートを用いた。こ

れらの材料は 1.57μmのレーザー光は吸収

が少ないため表面に黒テープを張り表面

でレーザー光を吸収するようにした。干渉

計はマイケルソン干渉計を用いた。（図 13） 

①実験方法 

ウレタンブロック(硬度はスポンジ硬度 15,30,50), シリコン

シート、ウレタンシートについて、ハイトゲージとデジタル秤を用い

て一定量の変位とその時の圧力について測定した。 

②実験結果・考察 

ウレタンの測定結果を図 14 に示す。励起レーザーの出力 2mJ でウレ

タンの弾性振動の発生が観測可能であることが分かった。前記したカ

バーグラスのような減衰振動ではなく変位の状態から過減衰である

ことが分かった。薄い(0.3mmt)のシリコンシートでは減衰振動を起こ

すがウレタン試料(10mmt)振動はせず、パルスによる変位からある時

間(減衰時間)で元に戻る。干渉計による測定結果から、振幅を規格化

し減衰時間(振幅が 1/eになる)を横軸として、測定した硬度を縦軸と

して図 15 に示す。硬度が上がるにつれて減衰時間が長くなることが

分かる。ウレタンシート、シリコンシートの硬度の測定はバラツキが

多く正確な値とは言い切れない。また、ウレタンブロックについては、

形状は同じであるが他の試料は異なるため値の誤差が大きいと考え

られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③実験結果まとめ 

硬度の異なる材料を励起レーザーで励起し、その振動を干渉計で

測定した。測定結果から各材料の振動は硬度によって異なることが

図 13 振動特性測定光学系 

図 14 ウレタンブロックの振動 

a)硬度 15 b) 硬度 30 c) 硬度 50 

図 15 硬度と振動減衰時間 
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分かった。 

 

（7）豚眼の測定実験 

①実験方法 

ウレタン等で測定実験をした結果から、ほぼ実験条件を把握することができた。次に試料として人の眼に近

い豚の眼で測定実験を行った。光学系を図

16 に示す。豚眼は xyz 及び煽り機構のある

ステージの試料ボックスに納めた。レーザ

ー励起は OPO レーザー(波長 1.57μm,2mJ)

を用いた。実験手順としてなるべく複雑な

要素を排除するために、取り出した水晶体

の測定から実験を行い、次に角膜の測定を

行った。 

②実験結果・考察 

豚眼の水晶体を取り出して測定を行った。

水晶体は表面が乾燥しやすく、乾燥すると

干渉用のレーザー光が乱反射して、測定が

困難であった。従って、表面の乾燥を防ぐ

ためアルミの試料箱に入れラップフィルム

で表面をカバーした。ラップフィルムは

1.57μmのレーザー光は吸収しない。従って光の吸収は水晶体で起きたことと考える。測定結果を図 17に示す。

2-7 で記したウレタンブロックと同等の過減衰が起きている。角膜の測定は、表面が乾燥する前に迅速に測定

を行った。図 18は角膜の測定結果を示す。これらの結果から弾性波の測定は可能になった。 

各々信号の出力が異なるが、干渉計の調整及びサンプルからの反射光の状態に大きく左右される。信号の出

力あるいはS/Nは測定装置の性能が大きいがサンプル挿入時の観測者の調整等の熟達がまだ信号の質に依存し

ているものと考える。また、光学系及び電気系の最適化の余地を残しているため信号の S/Nの向上は可能だと

考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③実験結果まとめ 

励起レーザー(パルス)で豚眼から摘出した水晶体の弾性波の観測及び豚眼の角膜の弾性波を観測すること

ができた。照射し、光音響効果による試料の振動の状態を干渉計によって観測することが出来た。 

 

  

図 16 豚眼の弾性波の測定光学系 

図 17 摘出した水晶体の弾性波信号 図 18 角膜の弾性波信号 
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2.2 水晶体光弾性計測系の確立（学校法人慶應義塾 慶應義塾大学医学部） 

（1）動物を用いた検討 

①ラット眼球に対するレーザー照射の影響の検討 

理化学研究所との共同実験として、試作機を用いてラット眼球に対するレーザー照射実験を実施した。光弾

性波に関する検討は理化学研究所が実施し、慶應医学部では動物に対する影響を検討した。 

SD ラット 6週齢雄に対して、麻酔下にて開眼状態で眼球にレーザー照射した。照射後、麻酔液を追注するこ

とにより安楽死させ、眼球を摘出した。摘出した眼球を 10%中性緩衝ホルマリン液を用いて固定後、パラフィ

ン包埋し、切片化した。作成した切片をヘマトキシリン・エオジン染色し、顕微鏡下で観察、撮影を行った。

レーザー非照射（正常）ラットからも同様に眼球を採取し、染色、観察した。 

ヘマトキシリン・エオジン染色の結果、レーザー照射と非照射の角膜では形態的な差異は認められなかった。

すなわちレーザー照射の角膜に対する影響はほぼないと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②豚眼水晶体硬度の測定 

ラット以外の水晶体硬度測定のモデルとして豚眼を用いることにした。豚眼はヒトの眼に大きさ、構造など

が類似し、また市販されているため容易に入手可能である。 

購入した豚眼から水晶体を摘出し、硬度を測定した。硬度測定法は理化学研究所と同様の方法を用いること

にした（図 2ａ）。あらかじめ短軸長を測定した水晶体を電子天秤の上に置き、重さを 0に合わせる。水晶体の

上からハイトゲージのハンドルを操作して、先端部分が水晶体に接するようにする（図 2b）。さらにハンドル

を操作して短軸長の 5-10％程度先端を下げ、水晶体に圧力をかける（図 2c）。この時の移動距離と重さの変化

を測定し、重さを移動距離で割り硬度とした。値が大きいほど硬いことを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.角膜切片のヘマトキシリン・エオジン染色写真 

（a）レーザー非照射角膜（低倍率、バー200μm） （b）レーザー非照射角膜（高倍率バー50μm） 

（c）レーザー照射角膜（低倍率、バー200μm） （d）レーザー照射角膜（高倍率バー50μm） 
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2 つの豚眼を測定した結果、豚眼 1 は短軸長 6mm、硬度 0.65g/mm、豚眼 2は短軸長 6.4mm、硬度 0.96g/mm、 

豚眼 3は短軸長 6.5mm、硬度 1.06g/mm、豚眼 4は短軸長 6.9mm、硬度 0.97g/mm であった。 

本方法で水晶体硬度を定量的に測定することができる。 

 

同様の方法で、ラット水晶体を測定した（表 1）。 

昨年度に喫煙処理によって水晶体硬度が上昇することを見出したが、本測定法においても水晶体硬度の変化

を測定できるか確認した。図 3のとおり、2週間の喫煙処理による水晶体硬度の上昇を検出することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③喫煙処理による水晶体遺伝子変動 

喫煙処理によって水晶体硬度が上昇するため、喫煙処理が水晶体遺伝子発現に影響がないか検討した。 

喫煙処理をしたラットから水晶体を取り出し、RNA を抽出した。遺伝子発現をリアルタイム RT-PCR 法を用

いて測定した。 

喫煙処理の影響により CYP1A1 の発現上昇が認められた。CYP1A1 は喫煙者の肺で発現が上昇していることが

知られており、角膜においても上昇する。このほかにいくつかの遺伝子に関して発現が変動したが大きく変

動したものは少ない。Cryaa、Crygd はクリスタリン遺伝子で未処理状態において強く発現しているが喫煙処

理により発現が低下する傾向が見られた。 

 

 

 

図 2.水晶体硬度測定系 

a b 

c 

水晶体 短軸(mm) g mm g/mm
N3L 3.34 0.15 0.22 0.68
N3R 3.25 0.16 0.2 0.80
N4L 3.2 0.16 0.22 0.73
N4R 3.27 0.16 0.22 0.73
N6L 3.23 0.17 0.2 0.85
N6R 3.24 0.22 0.26 0.85
N7L 3.23 0.17 0.22 0.77
N7R 3.2 0.18 0.21 0.86

Mean 3.25 0.17 0.22 0.78

SD 0.05 0.02 0.02 0.07

表 1 ラット水晶体硬度の測定結果 

 

図 3 喫煙処理による水晶体硬度の変化 
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表 2 喫煙処理による水晶体遺伝子発現変動 

 
各数値はΔCt値を表し、数値が小さいほど発現量は大きい。 

 

④臨床研究実施に関する準備 

本測定機器を用いた臨床研究実施のために、慶應義塾大学に対して下記の内容の倫理審査申請書を提出した。

審査の上、本申請は認められた。 

倫理審査申請書（抜粋） 

課題名：光干渉計機器を用いた水晶体および角膜の弾性測定 

研究責任者：眼科教授 坪田一男 

実務責任者：眼科特任准教授 綾木雅彦 

個人情報管理者：眼科専任講師 川北哲也 

 

４ 計画の概要  

光干渉技術を用いて水晶体や角膜の弾性度を定量的に測定する。 

 

4.1 目的と方法 

光干渉技術を用いて水晶体や角膜の弾性度を定量的に測定することで、老視（老眼）、白内障、円錐角

膜などの角膜疾患を定量的に診断、またそれらの疾患の病態を解明する。 

老眼（老視）は加齢により水晶体を構成するたんぱく質が変性し弾性が失われることで生じる病態と言

われているが、その詳細も不明である。また、円錐角膜も角膜組織の弾性の低下が原因とされているが、

その詳細は不明である。現在において、水晶体や角膜の弾性を定量的に測定出来る機器は存在せず、そ

の為様々な治療等の効果測定が困難となり、治療法確立も遅れている。本研究では微弱なパルスレーザ

ーを水晶体もしくは角膜に照射し、発生する光弾性波を利用して、水晶体や角膜の弾性を定量的に測定

可能な機器が開発されたので、老視（老眼）や白内障、円錐角膜などの角膜疾患の病態解明、定量的な

診断を目的に弾性度を測定し検討する。 

4.2 研究協力者の人数 

老視（老眼）患者 100 名、白内障患者 100 名、円錐角膜やその他の角膜疾患患者 50名、 

 健常者 100 名 

4.3 実施期間 

許可後平成 27年 12月 31日まで 

論文発表までの期間 6ヶ月間 

4.4 実施場所 

慶應義塾大学病院 眼科外来  

 

５ 研究協力者の選定・依頼と協力の詳細 

5.1 選定基準（13.4に詳述する場合は概要を記載） 

慶應義塾大学医学部眼科外来に通院する老視（老眼）や白内障、円錐角膜などの角膜疾患を疑う症例、

また対象として健常者で以下の基準を満たすもの 

1. 20 歳以上 

2. 眼科検査に同意の得られたもの 

3. 通常の外来に通院し、検査が受けられるもの 

5.2 依頼方法 

試験責任医師もしくは分担研究者は、被験者が試験に参加する前に、同意取得用の説明文書・同意文書

を用いて被験者に十分説明し、自由意思による同意を得る。同意文書には説明を行った試験責任医師も
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しくは分担研究者、及び被験者が署名し、各自日付を記入する。 

5.3 協力の詳細 

老視（老眼）や白内障などの水晶体疾患の疑い、もしくは診断された患者、および円錐角膜やその他の

角膜疾患の疑い、もしくは診断された患者に対して、水晶体および角膜の弾性度を測定する。比較群と

して健常者の水晶体や角膜の弾性度も測定する。 

６ 計画が準拠する倫理ガイドライン 

「ヘルシンキ宣言」、および、臨床研究に関する倫理指針 

 

７研究協力者への危険性とそれへの対処方法、協力者の利益、および社会的な危険性と利益の予測 

眼組織に影響を与えることなく水晶体や角膜の弾性度をより安全に測定するために光干渉技術を用い

た当機器が開発された（コーナン・メディカル社）。安全性に関しては既に確認済である。 
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2.3 計測アルゴリズムの検討・評価・修正（学校法人慶應義塾 慶應義塾大学ＳＦＣ研究所） 

（1）ソリューション検討 

本プロジェクトは、当初より眼鏡店における展開を念頭に研究開発を進めており、眼鏡店が機器導入を積極

的に進めるためのインセンティブモデルの設計が必要である。そこで、既存眼鏡店、眼鏡メーカ、健康器具等

関連産業からのヒアリングに基づき、インセンティブモデルの設計を実施した。その結果、 

- 既存顧客の囲い込み、来店機会の増加とそれに伴う物品販売の増加が見込めること 

- 新規顧客の開拓に資すること 

が具体的な方向性として見出された。 

このうち、既存顧客を対象とした取り組みにおいては、既に老視に自覚症状を持ち、眼鏡等の矯正器具を用

いている方々に加え、近視等による眼鏡利用者（老視に関する自覚症状の有無を問わず）の潜在的ニーズを取

り込む事が求められる。 

一方で新規顧客の開拓に関しては、他の眼鏡店からの顧客を獲得する手法と、眼鏡店への来店機会が従来は

得られなかった方々の取り込みという方向性が存在する。前者については、本プロジェクトの成果として得ら

れる老視の定量的計測が顧客のニーズに合致しているかどうかについての検証が必要である。また、後者につ

いては、そもそも老視を含め目の健康に関する関心、あるいは視力検査に関する潜在的なニーズを把握するこ

とが求められる。 

これら検討を踏まえ、ソリューションの中核となるインセンティブモデルを設計する上で、上記検討内容に

基づく実証が必要とされるが、老視の定量的把握が従来は困難であったことから、上記趣旨に合致した調査研

究は実施されていないことが明らかとなり、2.3に示す市場調査を実施した。 

その結果、老視の定量的計測のニーズは確かに存在することが示された。ここから、すでに何らかの視力矯

正等を行っており、視力検査や矯正等の経験・習慣がある消費者は、視力矯正の経験がない消費者よりも検査

を受ける頻度が高く、また心理抵抗も低く、老眼測定機器の有用性がより早く浸透すると推測される。したが

って、老眼測定機器をすでに視力矯正を受けている主な機関としての眼科・クリニックやメガネ販売店等の場

所で、ストレスなく老眼の測定も同時に受けられるソリューションとしてまとめていくことが妥当だと結論付

けた。 

上記のように、市場調査より前述のインセンティブモデルの裏付けとなるデータが得られていることから、

視力矯正の経験のない消費者にもアピールしていく手法を継続的に検討しつつ、これらを活用して老眼の状態

を測定できる仕組みの認知度向上を可能とする仕組みを実現するソリューション設計が求められている。この

点については、引き続き検討が必要である。 

 

（2）データ解析アルゴリズムの検討 

理化学研究所、コーナン・メディカルにおいて実施された試験計測のデータ解析に基づき、前項で示したイ

ンセンティブモデルに沿って、必要とされるこれらデータの解析手法と方向性について検討を実施した。 

老視の計測結果の分析を進めていくにあたっては、個々人の老視の状態・進行状況を把握することができる

ようになるものの、個人差も含めて老眼の絶対的なひとつの指標を定めることは難しい。この指標の作り方に

あたっては、個々の測定データを適切な形に加工した上でクラウドシステム等に集約・集積し、それらの多量

なデータを分析するアルゴリズムを開発・調整するなどの方法により、老眼の進行パターンや予防効果といっ

たところまでに踏み込んだ測定・分析結果を、被測定者に提示することがソリューションとして求められる。

したがって、それらを実現するためのデータの集約・集積を行うクラウドシステムまでも含んだアルゴリズム

に発展させる必要性が見いだされた。 

このようにデータ解析アルゴリズムの検討を進めた結果、個々の測定データの解析に加え、解析結果自体を、

統計的手法等による分析が可能になるような仕組みを合わせて検討・発展させ、測定機とクラウドシステムを

組み合わせたソリューションを形作るアルゴリズムへの発展が求められているという結論を得た。 

 

（3）市場調査 

前項 2 つの取り組みを踏まえ、国内 35 才以上の成人男女 2000 人を対象としたアンケートを実施した(本ア

ンケートは、Webアンケートであり、株式会社マクロミルに委託して実施している)。 

①調査概要 

既存ソリューションの検討の際に課題として指摘された、利用者層の分類とそれらのニーズ把握を実施する
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事が目的である。表 1 に、本調査において用いた利用者層の分類を示す。 

 

表 1 利用者層の分類 

 眼鏡利用（老視矯正あり含む） 眼鏡利用無し（老視矯正無し） 

老視自覚症状あり カテゴリー1(500 人) カテゴリー2(500 人) 

老視自覚症状無し カテゴリー3(1000 人) カテゴリー4(0人、調査対象外) 

 

本調査では、表 1におけるカテゴリー1～3 を対象に実施した。それぞれのカテゴリーにおける（）内の数は、

アンケート人数である。これら 3 つのカテゴリーのうち、カテゴリー1、２については、老視の進行状況を本

人自身が把握するニーズの有無を調査すると共に、特にカテゴリー2 については、老視矯正の自覚症状を持ち

ながら矯正をしていない方々の意向を把握する事も目的としている。 

次にカテゴリー3 については、老視の自覚症状が存在しないが、実際には老視が進行している方々が数多く

存在するという、慶應医学部からの指摘を踏まえると共に、視力低下、あるいは乱視等の矯正のために既に眼

鏡店の利用経験を持ち、眼鏡店への来訪機会を持つ事から、その際に老視の状況を把握することがソリューシ

ョンとして想定される方々である。 

カテゴリー4 については、老視自覚症状が無く、眼鏡店に来報する機会も無いことから、本調査対象外とし

た。なお、このカテゴリーに属する方々については、保健検診等の際に、老視を指摘され、矯正を検討する状

況が想定されるが、その際には眼鏡店ではなく、医療機関での診察に赴くことが想定される。 

なお、対象者としては、老視を対象としたソリューションである事を踏まえ、35才以上の国内男女を対象と

している。 

②調査項目 

以下に、調査項目をまとめる。なお、本調査は 2 段階調査手法を用いて実施した。 

被験者は、プレアンケートとして、表 1に示す分類にカテゴライズするためのアンケートに答え、カテゴリ

ー1～3に該当した者のみが、表 2に示すアンケートに回答した。その際、被験者数は、カテゴリー毎に集計さ

れ、表 1 に示す対象者数までを集計している。 

 

表 2 調査項目 

SEX 性別 

AGEID 年齢 

PREFECTURE 都道府県 

AREA 地域 

JOB 職業 

CELL 割付セル 

Q1 あなたは現在、以下の眼の病気・症状がありますか？ 

Q2 前問で回答した眼の病気・症状に対して現在何らかの矯正・治療を行っていますか。（いくつでも） 

Q3 あなたが眼の健康のために日常的に気を付けていることはありますか。（いくつでも） 

Q4 あなたは、視力検査をどのくらいの頻度で受けていますか。 

Q5 
あなたは、視力検査をどのような機会に受けていますか。 

最も検査を受ける頻度の高い機会をお選びください。 

Q6 

現在、「老視・老眼」もしくは「近くのものが見えにくい」と診断されている、または自覚してい

る方におたずねします。 

「老視・老眼」の検査はどこで行いましたか。 

Q7 

現在、「老視・老眼」もしくは「近くのものが見えにくい」と診断されている、または自覚してい

る方におたずねします。 

現在、「老視・老眼」もしくは「近くのものが見えにくい」ことに対して、矯正器具の購入・施術

は行っていますか。 

行っている場合、矯正器具の購入・施術はどこで行いましたか。 



 

26 

Q8 

「老視・老眼」もしくは「近くのものが見えにくい」と診断されている、または自覚しているにも

関わらず、 

「老視・老眼」「近くのものが見えにくい」ことに対しての矯正をしていない方におたずねします。 

Q9 以下の老視・老眼についての記述は、正しいと思いますか。 

Q10 あなたは、老視・老眼はどのような病気だと思いますか。 

Q11 日常生活での、老視・老眼の予防・回復についてどのように思いますか。 

Q12 眼科的な処方での、老視・老眼の予防・回復についてどのように思いますか。 

Q13 あなたは、自覚症状が出る前から老視・老眼の進行状況を診断できることは知っていますか。 

Q14 あなたは、自覚症状が出る前から老視・老眼の進行状況を検査したいですか（したかったですか）。 

Q15 前問で、「非常にそう思う」「そう思う」と答えた方におたずねします。 

Q16 前問で、「そう思わない」「全くそう思わない」と答えた方におたずねします。 

Q17 あなたは、老視・老眼の精密検査はどこで受けたいですか。 

Q18 老視・老眼の精密な検査結果データに基づき、自分の眼に最も適した矯正を行いたいですか。 

Q19 老視・老眼を予防もしくは症状の進行を緩和するプログラム(緩和策)があれば利用したいですか。 

 

③調査結果と考察 

以下、調査により得られた結果・知見の概要を箇条書きで示す。 

- Q1,Q2 より、近視が多数認められると共に、その矯正・治療を実施していない層が 16.6%存在している

が、この層は眼鏡店の潜在利用者として想定される。 

- Q3 より、目の健康という、定量的な把握や対応方策の有効性を具体的に示すことが困難な取り組みにつ

いて、54.1％の被験者が何らかの対応をしている事から、目の健康に対する関心の高さ、並びに健康に

対する取り組みの効果が示された場合に、更なる対応者数の増加が見込まれることが推察される。 

- その一方で、Q4、Q5 より、視力測定は年 1 回以下が 61.9％、全く受けていないという人が 22.6％とい

う状況であり、保健検診の際の受診、あるいは保健検診そのものを受診していない層が多く存在してい

る事が推察される。これより、Q3における目の健康への関心が高い層が過半数を超える一方で、医療機

関での検診に関しては、実施していない状況が推察される。 

- Q6、Q7 より、老視の自覚症状がありながら検診を受けていない層が 40.4％であるのに対し、矯正をし

ていない層が 22.3%であることから、老視への対応として、検診に基づく的確な矯正では無く、市販の

老眼鏡等の購入による、便宜的な対応が図られている状況が推察されるが、Q8より、検査をすればこれ

ら矯正をしていない方々の 22.7%が老視への対応を実施する可能性があることが示された。 

- Q9～Q12 の回答より、一般の方々への老視に関する正しい知識が提供されていない状況が推察されると

共に、Q13 より進行状況の把握は診断できないと捉えている方々が 89.4%という高い水準で存在するこ

とが示された。 

- Q14より、55.3%が、自覚症状が出る前から老眼の進行状況を把握したいというニーズを持ち、これら回

答者の大多数が老視の予防・緩和措置に役立てたいという意向を持つことが Q15 に示された。さらに Q16

より、自覚症状が出る前から把握したくない方々においても一定割合で、検査の必要性を認識していな

いことがその理由として挙げていることから、検査の必要性を認識すれば、Q14 の進行状況を把握した

いというニーズがさらに高まることが推測される。 

- Q17 においては、老視・老眼の精密検査を眼科・クリニック等の専門機関で受診したいという要望が高

く、眼鏡店において同様の検査を提供する際には、眼鏡店での検査が専門機関での受診と同程度である

事を示すソリューションが必要であることが推察される 

- Q18より、自分の目に適した老視・老眼の矯正をしたいというニーズが 76.8%、Q19 より予防・症状緩和

プログラムの提供に対するニーズが 68％あることが示された事から、本事業が構築するソリューション
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においては、単なる状況把握に留まらず、的確な矯正への対応、あるいは予防・症状緩和プログラムと

の連携が必要である事が推察される。 

 

以上の調査項目から得られた知見を以下にまとめた。 

 

- 老視・老眼に関しては、国民自身にその症状や対応に関する知識が十分でなく、本人の主観に基づく対

応が多くなされている。 

- 老視・老眼の予防、目の健康に関するニーズは高く、病院やクリニックでの検診に信頼はおいているも

のの、検診に向かう事のハードルは高く、日常的な対応等に留まっている。 

さらにこれら状況を踏まえると、次年度における取り組みの方向性としては、以下のような内容が想定

される。 

- 利用者の増加を見据えると、眼科やクリニックへの来訪者割合が一定以下である事を踏まえ、当初想定

していたように、眼鏡店での展開が望ましいが、その際には、そこでの計測内容が眼科やクリニックと

同等である事を示すことが望ましい。 

- 目の健康や予防に関する関心・ニーズが高いことから、個々人の老視の進行状況の変化を時系列で把握

するソリューション設計が望ましいことが推察される。 

- ソリューション提供に際しては、計測結果を示すだけでなく、その結果に基づく的確な矯正への対応、

あるいは具体的な予防プログラムとの連携を見据えたものであることが望ましい。 

 

（4）まとめ 

今年度は、昨年度から実施してきた取り組みに加え、2000 人規模のアンケートにおいて利用者の具体的なニ

ーズ調査を実施したことが大きな成果である。既に指摘されているように、現状では、個々人の老視の状況に

即した有効な予防緩和措置が確立されていない。本取り組みの主たる目的は、国民個々人の老視状況を定量的

に把握するソリューションの提供であるが、そのことは、個々の予防緩和措置の有効性を定量的に把握する世

界唯一のソリューションでもある。 

本調査からも推察されるように、有効な予防緩和措置は非常に高いニーズがあることから、次年度の設計に

際しては、前項に示したソリューション設計に関して検討すべき点を考慮すると共に、個々の検査結果を我が

国、並びに世界の老視予防緩和措置に関する取り組みに資するものとするための検討を、パーソナルデータの

取り扱い等も踏まえ検討し、解析アルゴリズムの構築とソリューション設計を実施する。 
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2.4 老視診断装置の製品試作機の開発（株式会社コーナン・メディカル） 

（1）プロトタイプ機からの臨床評価機へのフィードバック 

①励起用レーザーの波長選択 

水晶体を励起させるための波長として、角膜や前房

水での吸収が低く水晶体で吸収が高い波長である

1575nm を選択した（図 1参照、理化学研究所による）。 

②干渉光学系 

接触式光学系により角膜からのノイズ光を低減して、

水晶体からの信号を検出した（図 2 参照）。 

さらに、角膜の反射と水晶体の反射を分離するため

に（図 3 参照）、対物レンズの焦点距離を 100 ㎜から

30 ㎜に変更し、さらに空間フィルターの追加を検討し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③アライメント方法 

角膜により形成されるプルキンエ像によるアライメントでは、不十分のため、水晶体からの反射光を指標に

したアライメントができる仕組みを追加した（図 7～9、12参照）。 

④励起用レーザーの条件 

下記を満たす必要がある。 

・JIS C 6802 のクラス Iレーザー 

・JIS T 15004-2のグループ 1機器 

 

（2）定量的老視診断装置の臨床評価機の開発試作 

①仕様及び性能 

（ⅰ）光学部 

・干渉用レーザー 

・干渉用カメラ(1/3”CCD) 

・励起用レーザー 

・アライメント用カメラ(1/3”CCD ) 

（ⅱ）架台部 

・X軸送り：80 ㎜ 

・Y軸送り：30 ㎜ 

・Z軸送り：50 ㎜ 

（ⅲ）制御部 

・ディジタイズ分解能：10ns 以上（光弾性波検出用） 

透
過
率 

図 1 各部位の透過率の波長依存性 

弾性波形 

図 2 水晶体の弾性波形 図 3 角膜と水晶体の反射光の比較 

角膜から

の反射光 

水晶体から

の反射光 
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②ブロック図 

 
図 4 ブロック図 

③外観 

本事業で開発した定量的老視診断装置臨床評価機の外観写真を次に示す。図示するように臨床評価機は、被

検眼を撮影・測定する光学部と、光学部を支持するとともに被検眼とのアライメント調整を可能とする架台部、

及び光学部のレーザー等を制御する制御部で構成される。 

 
図 5 外観写真 

光学部 

制御部 架台部 
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④光学部 

光学部は臨床評価結果等からのフィードバックが可能になるようにプロトタイプ機と同様に3階建ての構造

とした。１階部分には、光学部と被検眼のアライメントを行うための光学系を配置し、2 階部分には、水晶体

の変化を検出するための干渉計を、3階部分には励起用レーザーを配置した。 

 
図 6 光路図（断面） 

 

 
図 7 光路図（1F） 
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図 8 光路図（2F） 

 

 
図 9 光路図（3F） 

 

⑤架台部 

架台部は、光学部を支持する部分と被験者の頭部を固定する部分で構成した。光学部を支持する部分には、

前後・左右・上下に光学部を移動できる機構とした。また、被験者の頭部を固定する部分は、額当てと顎受け

で構成し、顎受けには上下動を設けた。 
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図 10 架台組立図（含：光学部） 

 

⑥制御部 

制御部は、エンベデッドシステム部（Microsoft Windows）と画像キャプチャー部（NTSC 信号対応）と信号

デジタイザー部（高分解能デジタイザー12Bit、200MS/秒）で構成した。エンベデッドシステム部は光学部の 4

台の CCD カメラ（XY アライメント用×2、Z アライメント用、干渉縞用）の映像を 4 台のビデオキャプチャー

ボートを介して制御画面に表示するように構成した。また、光学部内のフォトダイオードの出力信号は高分解

能デジタイザーボードを介して取込み、水晶体の変化測定アルゴリズム（慶應義塾大学SFC研究所が開発予定）

により水晶体の硬さを定量化し制御画面に表示できるようにしている。 
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図 11 制御部ブロック図 
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図 12 制御画面 
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2.5 まとめ 

2 年目となる平成 25年度は以下の分担で事業を推進した。 

独立行政法人理化学研究所…診断システムにおける光学パラメータの最適化 

学校法人慶應義塾 慶應義塾大学 医学部…水晶体光弾性計測系の確立 

学校法人慶應義塾 慶應義塾大学 ＳＦＣ研究所…計測アルゴリズムの検討・評価・修正 

株式会社コーナン・メディカル…老視診断装置の臨床評価機の開発 

その結果、パルス光による水晶体の弾性波を光学的に計測することに成功し、励起レーザーの波長（λ＝1.57

μm）を確定し、予定通り臨床評価機を開発した。 

並行して、臨床評価に対する慶應義塾大学倫理委員会の承認を頂き、人の臨床評価ができる体制を整えた。 

また、市場価値増大を見据えて、ターゲットと想定される国内成人男女 (老視リスクが存在する 35 才以上)

を対象とした市場調査を実施し、必要な老視予備軍のニーズや指向性を把握した。 

以上により、1-1項に示す平成 25年度の目標を達成した。 
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3. 全体総括 

 

3.1.1 委託事業の振り返り 

 

(1) 本年度の目標達成度に関する自己評価 

(a) 自己評価点 

B：当初目標を達成した。 

(b) 自己評価理由 

パルス光による水晶体の弾性波を光学的に計測することに成功し、励起レーザーの波長を確定し、目標通り

臨床評価機を開発した。並行して、臨床評価に対する慶應義塾大学倫理委員会の承認を頂き、人の臨床評価が

できる体制を整えた。 

① 水晶体弾性波計測の成功 

豚眼を用いた実験で、パルス光による水晶体の弾性波を光学的に計測することに成功した。 

② 励起レーザー波長の確定 

豚眼での実証実験に基づき、励起レーザーの波長（λ＝1.57μm）を確定した。 

③ 臨床評価機の開発 

豚眼での実証実験結果と励起レーザー波長の確定を反映して臨床評価機を開発した。 

④ 臨床評価体制整備完了 

慶應義塾大学病院で臨床評価を行なうことについて倫理委員会の承認を頂き、人の臨床評価ができる体制を

整えた。 
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(2) 当初計画からの変更（深堀）点とその理由 

(a) 対象とする課題・ニーズ 

変更なし。 

(b) 機器スペック・ビジネスモデル 

① 機器スペック 

変更前 水晶体の硬さの測定 

変更後 水晶体の断面のカラー画像撮影 + 水晶体の硬さの測定 

 

老視は水晶体が硬くなることが原因であるので、白内障には密接な関係がある。そのため、白内障の診断に

用いられ Emery-Little 分類を可能とする水晶体の断面のカラー画像撮影機能を追加する。 

 

その他は変更なし 

(c) 事業化体制 

変更なし。 

(d) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

① 開発 

変更前 製品試作機の開発・評価（2013年 4月～2014年 9月） 

変更後 製品試作機の開発・評価（2014年 4月～2015年 3月） 

 

臨床評価を早期に実施するため、臨床評価機を先に開発することとした。製品試作機は、臨床評価で得られ

た新たな知見をフィードバックし、更にコストダウンも念頭に置いて開発することとした。 

② 薬事 

変更前 薬事申請開始（2015年 1月）～薬事認証取得（2015年 3月） 

変更後 薬事申請開始（2015年 1月）～薬事認証取得（2015年 9月） 

 

製品試作機開発期間を見直したため、それに伴って薬事認証取得までの期間を見直した。 

③ 上市 

変更前 国内上市（2015年 5月）～海外上市（2016年 4月） 

変更後 国内上市（2016年 6月）～海外上市（2016年 9月） 

 

製品試作機開発期間、薬事認証取得期間を見直したため、それに伴って上市予定を見直した。 
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(3) 有識者委員会・伴走コンサル指摘事項とその対応 

 

(a) 薬事面 

指摘事項 認証＝後発、という印象を持たれ、販売促進の阻害要因になることが危惧されるので、“認証”を見直した方が良い。 

 

認証機関に事前相談したところ、本装置は「”認証”で扱える」という判断を頂いた。 

 

(b) 技術・評価面 

指摘事項 なし 

 

(c) 知財面 

指摘事項 模倣問題に対抗するためには、デザイン（意匠）も登録した方が良い。 

 

今後の検討課題とする。 

 

(d) 事業化面 

指摘事項 人間ドックにも市場があるように思えるので、それも視野に入れた方が良い。 

 

今後の検討課題とする。 

 

指摘事項 製品開発をできるだけ計画より前倒しして進めて貰いたい。 

 

「機械装置費」予算を「金型」から「臨床評価機の開発」に振り替えて、装置の中身の確定を優先した。 

 

指摘事項 コスト削減等を行なって採算が取れる事業を構築して貰いたい。 

 

2014年度にコスト削減を検討する。 

 

指摘事項 眼鏡店だけでなく、この装置をもっと普及させるようなビジネス戦略を考えて貰いたい。 

 

本研究開発を始める時の前提として明確なニーズを提示する必要があったので、眼鏡店という市場を示した

が、眼科医の潜在的なニーズもあると考えている。本装置による老眼診断は疾患の評価なので、保険が適用さ

れるようになれば、眼科医も導入を検討すると思われる。 

大学病院での研究機器として、加齢や喫煙等と水晶体の硬さとの相関を調べるといったことにも使われると

考えている。 

将来的には老眼の予防薬、治療薬等の開発を行なうためのツールにもなり得ると考える。 

また、本装置を使って得られた定量的データは、超高齢化社会における健康指標になり得ると考えている。 

 

指摘事項 本装置は、病院に行かない未病の人を如何につかまえるかといったところに真価を発揮すると思うので、それを実現する

アイデアも考えて欲しい。 

 

ケアプロやワンコイン検診への本装置の導入を医師会が認めたら、気軽に老眼検診が出来るようになると期

待している。 

 

(e) その他全般 

指摘事項 なし 
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(4) 委託事業を振り返って改善すべきであった点 

(a) 事業体制 

以下のように研究・開発・評価・事業化を行なえる体制が整っており、問題ない。 

理化学研究所…光干渉技術による水晶体弾性度測定の基礎技術開発 

慶應義塾大学医学部…基礎データ取得、臨床評価 

慶應義塾大学ＳＦＣ研究所…制御・解析ソフトウェアの開発 

株式会社コーナン・メディカル…製品化・事業化 

(b) 事業の進め方 

概ね予定通り進んでおり、問題はない。 

(c) その他 

特になし。 
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3.1.2 これまでの委託事業の成果と今後検討すべき課題 

採択から 3 年後の到達目標 
▶ 

現時点での達成状況 

（計画変更理由を含む） ▶ 
目標達成を阻害する要素の洗い出しと

対応策 ▶ 
来年度検討・実施すべき事項 

（来年度実施計画） 

臨床評価完了 

 

 ラット・マウスを使用した水晶体硬さ測

定の実施中。 

 治験実施予定。 
 

 測定の安定性。 

 計測システム・アルゴリズムの最

適化 

 人眼の安全性の確保。 

 ISO15004-2への適合 

 IEC60825-1への適合 

 

 動物実験（正常ラットと病態モ

デル）とアイバンクアイにより

有効性・安全性を確認し、臨床

評価に進む。 

 臨床評価は、H26年に実施予定。 

製品試作機完成 

 

 臨床評価機の開発。 

 

 製品仕様（前眼部撮影装置との組合

せ）の検討。 

 弾性測定システムの構築。 

 レーザーパワー 

 干渉計の検出性能の向上 

 水晶体へのアライメント方法 

 検出信号から弾性の算出（計測ア

ルゴリズム検討・評価・最適化） 

 ユーザビリティの確保 

 IEC62366 への適合 

 コストダウン検討。 

 

 製品試作機の開発を実施し（終

了は H26 年）、その後、量産試

作機を開発する（H27年）。 

 製品仕様の決定 

 外観デザインの決定 

 機構部の決定 

 計測光学系の決定 

 計測アルゴリズム検討・

評価 

 制御系の決定 

 ユーザインターフェース

決定 

薬事認証取得 

 

 薬事申請戦略の検討中。 

 

 薬事申請戦略を検討する。 

 ISO13485 適合のための準備を行

う。 

 ISO14971 適合のための準備を行

う。 

 IEC62304 適合のための準備を行

う。 

 IEC60601-1 適合のための準備を

行う。 

 IEC60601-1-2 適合のための準備

 

 2015年中に認証取得予定。 
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を行う。 

 ISO15004-1 適合のための準備を

行う。 

 ISO15004-2 適合のための準備を

行う。 

 IEC60825-1 適合のための準備を

行う。 

 ISO10993-1 適合のための準備を

行う。 

CEマーク取得 

 

 国内薬事申請準備後、CE マーク取得の

準備を行う。 

 

 MDD適合を検討する。 

 テクニカルコンストラクション

ファイルの準備を行う（臨床評価

他）。 

 MDD のハーモナイズドスタンダードに

適合の根拠を示す資料を準備する。 

 

 2016年に宣言予定。 

FDA 510(k)申請開始 

 

 国内薬事認証後、FDA 510(k)申請の準備

を行う。  

 国内薬事認証申請の根拠となる資料

を使用し、510(k)用の資料作成を検討

する。 

 

 2017年に FDA 510(k)取得予定。 
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3.1.3 平成 26 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

2014（平成 26）年度 実施内容（案） 2015（平成 27）年度 実施内容（案） 

項目名 具体的な内容 

①要素技術開発 臨床評価機を用いて慶應義塾大学病院で実施する臨床評価の結果を製品

試作機へフィードバックするとともに、解析モジュールの実用化等を行

う。 

― 

②試作機開発・改良 ― ― 

③量産機開発 慶應義塾大学病院で実施する臨床評価の結果をフィードバックして製品

試作機の開発を進める。その製品試作機には、臨床評価機に組込まれてい

ない水晶体の断面像撮影のための光学系の組込も検討する。また、量産時

のコストダウン検討も進める。 

製品試作機の開発結果を踏まえ、量産試作機の開発・評価を行う。 

④電気等安全性評価/非臨床試験 製品試作機を用いて、IEC60601-1(Medical electrical equipment - Part 

1: General requirements for basic safety and essential performance)、

IEC60601-1-2(Medical electrical equipment – Part 1-2: General 

requirements for basic safety and essential performance – Collateral 

standard: Electromagnetic disturbances – Requirements and tests)、

ISO15004-1(Ophthalmic instruments -- Fundamental requirements and 

test methods -- Part 1: General requirements applicable to all 

ophthalmic instruments) 、 ISO15004-2(Ophthalmic instruments -- 

Fundamental requirements and test methods -- Part 2: Light hazard 

protection)、IEC60825-1(Safety of laser products - Part 1: Equipment 

classification and requirements)への適合試験を実施する。 

前年度からの IEC60601-1(Medical electrical equipment - Part 1: 

General requirements for basic safety and essential performance)、

IEC60601-1-2(Medical electrical equipment – Part 1-2: General 

requirements for basic safety and essential performance – 

Collateral standard: Electromagnetic disturbances – Requirements 

and tests)、 ISO15004-1(Ophthalmic instruments -- Fundamental 

requirements and test methods -- Part 1: General requirements 

applicable to all ophthalmic instruments)、ISO15004-2(Ophthalmic 

instruments -- Fundamental requirements and test methods -- Part 

2: Light hazard protection)、IEC60825-1(Safety of laser products 

- Part 1: Equipment classification and requirements)への適合試

験を継続し、完了させる。 

⑤治験 臨床評価機を用いて、慶應義塾大学病院で臨床評価を実施する。その評価

結果は、製品試作機にフィードバックする。 

― 

⑥薬事認証申請 電気安全性評価/非臨床試験等が終了後、薬事認証申請を行うための準備

を行う。 

電気安全性評価/非臨床試験等が終了後、薬事認証申請を行う。その後、

FDAへの申請及び CEマークの取得を行う。 

⑦上市 ― 薬事認証後の 2016年度第 1四半期に国内上市を予定する。また、海外

上市は 2016年度第 2四半期以降を予定している。 
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3.1.4 委託事業終了時までに完成する最終製品の概要とスケジュール 

最終製品名 概要 スケジュール 

コーナン 

前眼部撮影装置 

LAOZI 

本装置は眼撮影装置の認証基準に適合し、撮影した前眼部像から老視と白内障の診断

のために有用な電子画像情報を提供するものである。具体的な装置の動作は、次の通

りである。 

①額当てと顎台に患者の頭部を固定し、撮影ボタンを押すことにより、被検眼に対

して自動的に位置合わせを行い、水晶体断面像を自動撮影する。 

②撮影像を信号処理し、水晶体の硬さに相関している被検部の移動量（時間）を算

出する。 

③水晶体断面カラー画像は、Emery-Little の水晶体核硬度分類を可能にする。 

④老視と白内障の状態を判断するために、撮影したカラー画像と水晶体の移動量を

提供する。 

 2014 年度第 4 四半期までに慶応大

学病院での臨床評価をフィードバ

ックしながら製品試作機の開発と

評価を行う。 

 2016 年度第 1 四半期までに製品試

作機を受けて、量産試作機の開発と

評価を行う。 

 

 


