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1. 事業の概要 

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。 

 

 

 

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。

若
(柔)

老
(硬)

老化による水晶体変化

老視診断装置概略。干渉
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装置の試作

研究機関

慶應義塾大学
医学部

基礎データ取得、臨床、
製品化試験

研究機関

慶應義塾大学
SFC研究所

計測結果の解析法
および解析ソフト

の開発

ものづくり中小企業
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結果報告
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医療機器製造業
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高度管理医療機器等販売業
０００１６７０００１０

委託事業実施体制
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1.1 事業の目的 

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。 

 

1.2 事業実施体制 

事業管理機関：独立行政法人 理化学研究所 

PL：和田 智之（独立行政法人 理化学研究所） 

SL：笠原 達也（株式会社 コーナン・メディカル） 

共同体：①株式会社 コーナン・メディカル 

 ②学校法人 慶応義塾 慶応義塾大学医学部 

 ③学校法人 慶応義塾 慶応義塾大学 SFC 研究所 
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1.3 事業化する医療機器の概要 

1.3.1 製品名：前眼部撮影装置 LAOZI 

(1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 医療機器 クラス分類* Ⅱ 

製品名 前眼部撮影装置 LAOZI 分類名称（一般的名称）* 眼撮影装置 

対象疾患 老視・白内障 届出／認証／承認* 認証 

想定される販売先 中核病院・診療所・眼鏡店 新／改良／後発* 後発 

薬事申請予定者 株式会社コーナン・メディカル 医療機器製造販売業許可 
第二種医療機器製造販売業 

28BZX00004 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 
同上 医療機器製造業許可 

医療機器製造業 

28BZ000079 

（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 

  アメリカ合衆国/EU 

薬事申請時期 -医療機関限定- 平成 27（2015）年  

薬事申請時期 -汎用機- 平成 29（2017）年 平成 29（2017）年 

上市時期 平成 30（2018）年 平成 30（2018）年 

想定売上（上市後 3 年目） 
眼科医：3億円/年 眼鏡店：0.75 億円/年 

（平成 32（2020）年時点） 

眼科医：1.5億円/年 眼鏡店：0.9億円/年 

（平成 32（2020）年時点） 

市場規模（上市後 3 年目） 
眼科医：3億円/年 眼鏡店：0.75 億円/年 

（平成 32（2020）年時点） 

眼科医：1.5億円/年 眼鏡店：0.9億円/年 

（平成 32（2020）年時点） 

想定シェア（上市後 3 年目） 
100％（老視診断分野のみ） 

（平成 32（2020）年時点） 

100％（老視診断分野のみ） 

（平成 32（2020）年時点） 

(3) 事業化する医療機器の概観・特長 

45 歳以上の誰にでも発症する老視は、殆どの場合、本人の自覚症状

に基づいて初診が行われる疾患である。自覚症状の発現は水晶体の硬

化が一定以上進行した状態であり、既に不可逆的状態まで硬化してい

ると言われている。また、従来の老視診断は心理要因や環境要因など

によって結果が変動しやすく、定量性が不十分であった。 

本機器は、水晶体にレーザーを照射することにより発生する弾性波

を水晶体の変位として干渉計で計測するものであり、水晶体の微小な

硬化を客観的・定量的に計測できるため、自覚症状発現以前の老視診

断ができ、心理要因などに左右されない客観的診断が可能となる。こ

れにより、早期の老視予防、治療が可能となり、眼鏡店においては適

正な老眼鏡の選択が可能となる。 

本機器の製販企業である株式会社コーナン・メディカルは、オプト

メカトロニクス（光学、機械、電子の融合技術）による医療機器、情

報機器、産業機器の研究開発並びに製造販売を行っており、既に医療

機器製造販売業許可を有しており、類似の医療機器の製造販売実績を持つ。 
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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 

老視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。従来の老視診断は本人の自覚症状に基づいて初診が行われる

ものが大半であり、その時は既に不可逆的状態まで硬化していると言われている。また、従来の老視

診断は心理要因や環境要因などによって結果が変動しやすく、定量性が不十分であった。 

本機器は水晶体の微小な硬化を客観的・定量的に計測するため、自覚症状発現以前の老視診断がで

き、心理要因などに左右されない客観的診断が可能となる。これにより、早期の老視予防、治療が可

能となり、眼鏡店においては適正な老眼鏡の選択が可能となる。 

 

(2) 当該機器等の市場性 

 ① 提案する機器の想定顧客 

 眼科 

 眼鏡店 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

［国内市場］ 

現在の日本の人口は約 1億 27百万人で、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。2048 年には総人口は 9,913 万人となり、2060年に

は 8,674万人になると推計されている。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。 

高齢化社会の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、5700施設から、2010年 10月日本眼

科医会調べの、約 8500施設へ上方修正し、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。 

［海外市場］ 

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。 

 

(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 

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
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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。 

 

 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。米国に現地法人を通じ、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。この販売ルートに乗せることにより本装置も世界へ展開できると判断する。 
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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 

 

 

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 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 計画

実績

試作機開発・改良 計画

実績

量産機開発 計画

実績

臨床研究 計画

実績

薬事申請 計画

実績

知財対応 計画

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

①薬事申請-汎用機-（継続）
②量産試作機の開発・評価
③CEマーク取得
④FDA申請

①量産試作機の開発・評価（継続）
②CEマーク取得（継続）
③FDA申請（継続）
④上市（国内、海外）

①臨床評価（継続）及び評価結果
フィードバック
②薬事申請-医療機関限定-（継続）
③生産・販売体制整備
④製品試作機Ⅱの開発・評価

①医療機関限定機 受注生産及び評
価結果フィードバック
②製品試作機Ⅱの開発・評価（継続）
③薬事申請-汎用機-

①原理実証機の開発
②動物実験（予備検討）
③データ項目・計測アルゴリズムの検討
④生物学的安全性試験
⑤プロトタイプ機の開発

①動物実験及び原理実証機へのフィードバッ
ク
②プロトタイプ機の評価及び原理実証機への
フィードバック
③市場価値増大を見据えたソリューションの
検討
④データ解析アルゴリズムの検討
⑤倫理委員会申請・許認可
⑥特許出願（国内、海外）

①原理実証機への実験結果フィードバック
②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
③製品試作機Ⅰの開発・評価
④臨床評価機の開発と臨床評価
⑤薬事申請-医療機関限定-（含：電気安全
試験等）

・合同伴走コンサルティングで「最初の製品は
医療機関限定とする。その薬事申請・認証は
開発のステップに過ぎないと捉えるべきであ
る。医療機関でのデータを蓄積し、それに基づ
いて改良し、眼鏡店向けの機器に仕上げて後
日薬事申請することがこの事業のゴールであ
る」というご指摘を頂いたので、それを反映し
た計画変更を行った。
・臨床評価機の開発に時間を要したため、臨
床評価の開始時期が少し遅れた。

・有識者委員会で市場調査の必要性をご指
摘頂いたため、実施項目に「市場価値増大を
見据えたソリューションの検討」を追加した。

【前眼部撮影装置
LAOZI】

【前眼部撮影装置
LAOZI】

原理実証機の開発

動物実験（予備検討）

データ項目・計測ア

ルゴリズムの検討

プロトタイプ機の開発

生物学的安全性試験

原理実証機への動物実験

結果フィードバック
原理実証機への動物実験・

アイバンクアイ実験・臨床評

価結果のフィードバック

動物実験（正常ラットでの検討）

動物実験（病態モデルでの検討）

アイバンクアイ実験

計測アルゴリズム

の検討

計測アルゴリズム

の評価・修正
計測アルゴリズムの実

用化に向けた最適化

製品試作機の開発

臨床評価

電気安全・性能試験 薬事申請

量産試作

CEマーク取得

FDA申請

国内上市 海外上市

国内出願 海外出願

臨床評価

原理実証機の開発

データ項目・計測ア

ルゴリズムの検討

生物学的安全性試験

原理実証機での動物実験及び動物実験結果

とプロトタイプ機評価結果のフィードバック

動物実験（病態モデルでの検討）

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

動物実験（予備検討） 動物実験（正常ラットでの検討）

プロトタイプ機の開発 プロトタイプ機の評価 製品試作機Ⅰの開発・評価

倫理委員会申請準備 倫理委員会申請・許認可

国内出願 海外出願

薬事申請-医療機関限定-

(含：電気安全試験等)

原理実証機への臨床評価

結果フィードバック

製品試作機Ⅱの開発・評価

臨床評価機の開発・評価

医療機関評価結果フィードバック

生産・販売体制整備

医療機関限定機受注生産

量産試作機の開発・評価

薬事申請-汎用機-

(含：電気安全試験等)

CEマーク取得

FDA申請

国内上市 海外上市
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(2) 投資回収計画 

 1) 投資計画（平成 27年以降） 

本事業終了後に予定している開発・認証取得・製造販売に係る投資額は、約 8,500 万円である。 

 2) 回収計画 

上市後 4 年間の売上を 19.7 億円と見込んでおり、その 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）。 

 

(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” 

上市後１～２年の間、大学病院、研究医等トップレベル層へのアプローチを、また上市後２～３年目

において大病院、臨床医での白内障手術へのアプローチを実施する。これらのトップレベル層、大病院

へのハイエンド製品の展開により老視の客観的かつ定量的な診断の有用性が確認される。学会発表や各

種メディアへの掲載等によって本器の有効性が示されると同時に、得られたフィードバックをもとにコ

ストダウンを図った廉価版製品を開発する。上市後５年～１０年目を目途に中小病院やクリニック、開

業医等の一般眼科市場及び眼鏡店市場への普及を見据え、量販モデルの投入を行う。 

 

 2) ビジネス体制（上市後） 

 

 

 

 3) ものづくり中小企業の位置づけ 

上市後は株式会社コーナン・メディカルが製造販売を推進する。 

 

販売

(株)コーナン・メディカル

顧客（国内）

卸企業、
代理店

販売

顧客（アジア・パシ
フィック海外市場）

販売

北米子会社

販売

顧客（北米・南米・
欧州市場）
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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 

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。本事業は、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、本事業は、この方式を目の診断に適用しようというものである。 

初年度（平成 24 年度）は、診断機器のプロトタイプ機を開発するための基礎データを取得する原理実証機の開発を進めた。発生する弾性

波の大きさ、緩和時間の弾性に応じた概算値を計測した。また、水晶体への弾性波の励起に適した光の波長を選択した。発生した弾性波の計

測には、水晶体の界面から得られる反射光を利用し、干渉計により計測した。更に、眼底の像のひずみの変化による計測も並行して行った。

これらの計測結果で得た基礎データを基に、診断機器のプロトタイプ機を完成させた。 

2 年目（平成 25 年度）は、原理実証機によるレーザー出力・波長の最適化、光学システムの最適化とプロトタイプ機のデバッグ結果を踏

まえて、臨床評価機を開発し、慶應義塾大学医学部内の倫理委員会の許認可を得て、臨床評価に着手した。合わせて、データ解析アル

ゴリズムの検討を行った。 

3 年目（平成 26 年度）は、臨床評価を完了し、その結果をフィードバックしながら、製品試作機の開発を行う。その製品試作機を用

いて、電気安全・性能試験を実施した後、薬事申請を進める。 

 

(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 

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、被検眼に対して位置合わせを行い、水晶体断面像及び徹照像を撮影する。 

② 水晶体の断面像と徹照像により白内障の WHO分類を行う。 

③ 老視と白内障の状態を判断するために、撮影した画像と水晶体の移動量を提供する。 
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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 

①製品試作機の開発 

▶ 

製品試作機Ⅰ（医療機関限定）の開発を完了した。 

▶ 

臨床評価結果及び製品試作機Ⅰの医療機関評価

結果を基に製品試作機Ⅱ（汎用機）の開発を行

う。 

②薬事申請 

▶ 

製品試作機Ⅰの薬事申請（含：電気安全試験等）を

完了した。 ▶ 

製品試作機Ⅰの認可が終わったら医療機関向け

の受注生産を行う。製品試作機Ⅱの開発が終わ

ったらその薬事申請を行う。 

③臨床評価 
▶ 

臨床評価を開始した。 
▶ 

臨床評価データが蓄積されたら、そのデータを

製品試作機Ⅱにフィードバックする。 
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1.7 事業化に向けた検討結果 

(1) 薬事申請 

 1) 薬事戦略検討状況 

平成 26 年 2 月上旬に PMDA にご相談したところ、認証機関と相談するよう指示された。認証機関で

ある株式会社コスモス・コーポレイションにご相談したところ、”認証で扱える”というご回答を頂い

た。このご回答は PMDAと三菱総合研究所にもお伝えした。 

 

 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薬事申請の区分 平成 26 年 2 月に第三者認証機関の株式会社コスモ

ス・コーポレイションへ本装置が認証として取り扱え

るか確認したところ、認証で扱えるとの回答を得た。 

②製品試作機Ⅱ（汎用機）の開発・薬事申請 臨床評価結果及び製品試作機Ⅰ（医療機関限定）の

医療機関評価結果を基に製品試作機Ⅱ（汎用機）の開

発を行う。その開発が終わったら薬事申請を行う。 

 

(2) 知財対応 

 1) 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） 

ブリリアン散乱を利用して、フォノンによる散乱によって発生する光の周波数を利用して音響特性

を計測する技術は数件の特許申請が確認されたが、本機器には用いない。 

 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 

本機器の重要な要素技術となるレーザーについては理化学研究所が多数の特許を保有しており、下

記の通り、本機器の原理特許も出願済みである。 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

株式会社コーナン・メディカルが上市までにデザイン（意匠）の登録を検討する。 

 

 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測定原理の特許化 測定原理の特許を国内と USA に出願済みである。EU

については出願申請中である。 

②デザイン（意匠）の登録 株式会社コーナン・メディカルが上市までにデザイ

ン（意匠）の登録を検討する。 

 

(3) 技術・評価面 

 1) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 



11 

薬事申請を認可して頂くためには、眼球に影響が出にくいレーザーパワーにする必要がある。これ

については、所定の ISO規格に準拠し、かつ信号検出可能な励起レーザーの仕様を確定した。 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

薬事申請に必要なエビデンスは収集済みである。 

 

 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 

①ISO 規格への適合 所定の ISO規格に準拠したレーザーパワーであり、

かつ信号検出可能な励起レーザーの仕様を確定した。 

 

(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 

株式会社コーナン・メディカルの現有の体制で十分と考える。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

株式会社コーナン・メディカルの現有の体制で十分と考える。 

 QMS 等の品質保証体制 

株式会社コーナン・メディカルの現有の体制で十分と考える。 

 広報・普及計画 

株式会社コーナン・メディカルの従来の広報・普及方法で十分と考える。 

 コスト戦略 

眼鏡店向けのコスト戦略を策定する必要があるため、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）を行う。 

 

 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ビジネス体制（マーケッティング、販売、品質保証、

アフターサービス等）の整備 

株式会社コーナン・メディカルの現有のビジネス体

制で十分と考える。 

②眼鏡店向けのコスト戦略 株式会社コーナン・メディカルが主体となって、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）を行う。 
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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 

①老視の早期発見と他覚的評価 

変更前 45 歳以上の誰にでも発症する老視は、殆どの場合、本人の自覚症状に基づいて初診が行われ、

確定される疾患である。しかしながら、自覚症状の発現は、水晶体の硬化が一定以上進行した状

態であり、自覚症状が現れた時点で、既に不可逆的状態まで硬化していると言われている。本装

置により自覚症状の発現以前の水晶体の微小な硬化をとらえることが可能となる。 

変更後 変更なし。 

 

②適切な眼鏡処方 

変更前 従来の老視診断は、調節近点測定や近方視力測定が主要検査項目であるが、これらの検査は心理

的要因や環境要因などで、同一被験者でも結果が変動しやすく、定量性の面で不十分である。本

装置により客観的・定量的な老視診断が可能となり、適切な老眼鏡の処方が可能となる。 

変更後 変更なし。 

 

(2) 機器スペック・ビジネスモデル 

①仕様 

変更前 干渉用レーザー  ：波長 830nm 

ディジタイズ分解能：10ns 

励起用レーザー  ：波長 1575nm 

アライメント   ：CCDカメラ 2 台の 3 軸制御 

電源       ：未定 

サイズ      ：未定 

適合規格     ：IEC 0601-1、ISO15004-1、IEC 0601-1-2 

変更後 干渉用レーザー  ：波長 830nm 

ディジタイズ分解能：100μs 

励起用レーザー  ：波長 385nm 

アライメント   ：CCDカメラ 2 台の 3 軸制御（マニュアル操作） 

電源       ：AC100V、150VA 

サイズ      ：330 mm（幅）×588 mm（高さ）×395 mm（奥行） 

適合規格     ：JIS T 0601-1、ISO15004-1、JIS T 0601-1-2 

弾性波の変化がμsオーダーのため、干渉計のディジタイズ分解能を 10nsから 100μsに変更した。 

水晶体の励起効率を向上するため、励起用レーザーの波長を 1575nmから 385nmに変更した。その結果、

エネルギー到達率で約 17倍、規格の限界値で 14倍、計 378倍向上した。 

電源とサイズを決定した。 

当面は日本国内の販売のため、IEC規格から JIS規格へ適合内容を変更した。 

 

②ビジネスモデル 

変更前 対象疾患  ：老視、メタボリックシンドローム 

市場    ：眼科、眼鏡店 

製造販売体制：株式会社コーナン・メディカルが保有する現在の体制を利用 

収益モデル ：革新的な医療機器の販売 

変更後 変更なし。 
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(3) 事業化体制 

変更前 株式会社コーナン・メディカルは本事業で開発した LAOZI と同じ一般的名称の眼撮影装置である

角膜内皮細胞撮影装置を世界中に製造販売しており、本事業の開発製品においてもその基盤（製

造・販売・保守）を利用する。 

変更後 変更なし。 

 

(4) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

変更前 事業期間中に製品試作機の開発、薬事申請を完了する。上市は事業期間終了後に行う。 

変更後 事業期間中に製品試作機Ⅰ（医療機関限定）の開発、薬事申請を完了した。上市は、製品試作機

Ⅰの評価結果をフィードバックした製品試作機Ⅱ（汎用機）に対して行う予定である。 

伴走コンサルティングでのご指摘「最初の製品は医療機関限定とする。医療機関で蓄積したデータに

基づいて改良し、眼鏡店等向けの機器に仕上げて後日薬事申請することがこの事業のゴールである」に

従って、上記の事業化計画とした。 

 

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 薬事申請は”認証”で問題ないのか？ク

ラスⅡの眼撮影装置で定義された範疇で新

しい測定パラメータを読み取れるのか？ 

第三者認証機関にご相談し”認証で扱え

る”というご回答を頂き、このご回答を PMDA

にもお伝えした。 

知財対応 出願した特許は”方法”だけでなく“装

置“を追加した方が良い。 

特許出願は海外にも出しておいた方が良

い。出願から 1 年以内に PCT に切換えた方

が良い。 

左記ご指摘通りに対応済みである。 

出願した特許を審査請求する際は審査官

との面接審査をお願いした方が良い。 

請求時期になったら知財部門と相談して

対応する。 

模倣問題に対抗するためにデザイン（意

匠）も登録した方が良い。 

事業化段階で検討する。 

技術・評価面 眼球に影響が出にくいレーザーにする必

要があるので、測定波長やどれくらい弱い

レーザーまで測定可能なのかを検討する必

要がある。 

所定の ISO 規格に準拠した励起レーザー

の仕様を確定した。 

その他事業

化全般 

最初の製品は医療機関限定とする。医療

機関で蓄積したデータに基づいて改良し、

眼鏡店等向けの機器に仕上げて後日薬事申

請することがこの事業のゴールである。こ

れを踏まえて、平成 26 年 9 月 26 日伴走コ

ンサルティング資料の修正と将来的な見通

しを示すロードマップの作成を行うこと。 

左記ご指摘に従った事業化計画とした。

伴走コンサルティング資料の修正とロード

マップの作成を行い、三菱総合研究所殿に

提出した。 

眼鏡店での使われ方（何に役立つのかと

いった点）のイメージを示す資料を作成す

ること。 

眼鏡店に販売するためのビジネスモデル

の作成を行い、三菱総合研究所殿に提出し

た。 
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領域 指摘事項 対応 

従来にない医療上の有用性をもっと明確

にアピールした方が良い。 

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。 

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。 

このような市場を踏まえて、ビジネス戦

略を検討する。 

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考えている。 

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。 

汎用機開発の際にコスト削減を検討す

る。 

企業が責任を持つ仕組み（例：メンテナ

ンス等）が必要だが、どのように考えてい

るか？ 

理化学研究所からコーナン・メディカル

への技術移管を実施する 

競合についてはどうか？ 本装置は眼撮影装置だが、新しいパラメ

ータが測れるようになるので、本装置の機

能を有するものは他にない。 
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1.9 平成 27年度以降の事業化計画 

「1.5(1) 委託期間後を含めた事業計画の概要」に沿って事業化を進める。 

 

領域 検討・実施すべき事項 

薬事申請 ・製品試作機Ⅰ（医療機関限定）については、平成 27 年度中に審査を完了して頂く。製

品試作機Ⅱ（汎用機）は、平成 28年度中に薬事申請を行う予定である。 

知財対応 ・審査請求時期になったら、ご指摘内容（審査官との面接審査）の要否を知財部門と相談

して対応する。 

技術・評価面 ・臨床評価結果及び製品試作機Ⅰの医療機関評価結果をフィードバックして製品試作機Ⅱ

（汎用機）を開発する。 

その他事業

化全般 

・「1.5(1) 委託期間後を含めた事業計画の概要」に沿って事業化を進める。 

・ご指摘を踏まえたビジネス戦略を検討する。 

・汎用機開発の際にコスト削減を検討する。 
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1.10 3年間の委託事業の振り返り 

1.10.1 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。 △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。 ○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。 △一部
販売チャネルは明確になっていますか。 ○十分
当該製品の供給（生産、物流）体制は明確になっていますか。 ○十分
当該製品のアフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制は明確になっていますか。 ○十分
QMS等の品質保証体制が明確になっていますか。 ○十分
広報・普及計画は明確になっていますか。 ○十分
想定価格は顧客が感じる価値に見合ったものですか。 ○十分
製造原価（あるいは提供コスト）は明確になっていますか。 ×不十分
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。 △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。 ○十分
海外に対する戦略は明確になっていますか。 ○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。 △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

 
1.10.2 自己評価理由 

水晶体弾性度測定を可能とする性能を有し、所定の ISO 規格に準拠した光学系の仕様を確定し、それ

を踏まえた製品試作機を完成させた。また、事業期間内に臨床評価を始め、薬事申請を行った。 

 

(1) 光弾性波による水晶体弾性の測定メカニズムの構築 

2013年 2月までに測定メカニズムを構築し、原理実証機を完成させた。 
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(2) 製品試作機の製作 

2014年 12月までに薬事申請向け製品試作機を完成させた。 

(3) 臨床評価 

事業期間内に臨床評価を始めた。 

(4) 薬事申請 

事業期間内に薬事申請を行った。 

 

1.10.3 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 

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、問題なかった。 

・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、市場調査 

・株式会社コーナン・メディカル…製品化・事業化 

 

(2) 事業の進め方 

当初計画に比べて若干の遅れはあったが、概ね予定通り進み、問題はなかった。 

コンソーシアム・メンバの情報共有化については、1ケ月に 1回くらいの頻度で打合せを行なって情報

共有を図った。 

 

(3) その他 

特になし。 

 

1.11 事業に関する連絡窓口 

 

株式会社コーナン・メディカル 常務取締役 笠原達也 

〒662-0976 兵庫県西宮市宮西町 10-29 

電話: 0798-36-3456 / FAX: 0798-26-1028 / E-mail:  kasahara@konan.com 


