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特殊レーザー光源を用いた高分解能・高速・高感度OCT装置
埼玉医科大学、(株)イナミ、スパークリングフォトン(株)
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詳細、短時間、鮮明な診断技術の確立

中途失明の予防医学に向けた早期発見、治療へ

スパークリングフォトン(株)

 緑内障や加齢黄斑変性症の早期発見、治療の確立のた
めの診断技術開発。

 緑内障（国内第1位）と加齢黄斑変性症（欧米第1位）は中
途失明であり、特に緑内障は病態解明されていない

 緑内障と加齢黄斑変性症の早期診断の確立は眼科臨床
上急務である

 広帯域レーザー光源による光断層干渉計の開発。
 縦方向分解能を7ミクロンから1.3ミクロンまで飛躍的に増
大させ、病変患部のリアルタイム三次元表示。

 国内初の次世代OCT装置の実用化で輸入超過の改善に
貢献

Class Ⅱ

乳頭篩状板深部の篩状板
孔の可視化に成功

OCT装置 特殊レーザー光源

視神経乳頭三次元表示

従来技術による視神経断層像 篩状板孔

不鮮明なため断層像から構築される篩状板孔像も不鮮明
なため三次元化は不可能
⇒高分解能化が望まれる

社員数４名の小企業であるがレーザー及び衝撃波に関するコア技術を
有している。主たる事業はレーザーレーダー用レーザー装置で国内シェ
ア９０％を有する。年間数十台規模のＯＣＴ装置製造は類似の規模であ
る。単独での事業参入は難しく、製造に特化する。事業全体は眼科分野
でシェアを有する㈱イナミが統括する。国内高価格帯ＯＣＴ市場は独占で
きるものと思われる。試作完了後、海外市場のパートナーを選定する。
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1. 事業の概要 

緑内障における眼底乳頭部位の詳細な観察や黄斑変性症の早期診断・治療のために、これまでの 7 ミクロン程

度の解像力を上回る光干渉断層計（OCT）の登場が待たれている。本事業では増感観察技術と、特殊レーザー

光源の開発で既存の OCT 装置を改良し、従来機の分解能 7 ミクロンを 1.3 ミクロンにまで飛躍的に増大させ

る機器の実用化を目指す。高分解能・高速・高感度で 3D 表示も搭載する本次世代 OCT 装置は、OCT の輸入

超過の改善に貢献する。 

 

1.1 事業の背景・目的及び目標 

眼科において緑内障は視野内に欠損を生じる症状であり、糖尿病網膜症による失明を抜いて失明原因の第１

位の疾患である。潜在患者は２０人に一人以上と言われるほどの高率で出現し、その社会的損失は治療費とと

もにあまりにも大きい。また加齢黄斑変性症は、日本では失明率の第３位（患者推定５０万人）であり、アメ

リカやヨーロッパではすでに失明率の第１位（患者推定２０００万人以上）に位置する。今後、高齢化社会で

は患者数は増加の一途で、緑内障とともに最も苦慮されている眼疾患である。緑内障と加齢黄斑変性症は進行

性の疾患であるため、早期発見が可能であれば早期に治療が可能となり、その進行を遅延させることで、視力

を維持し続けることができる。 

緑内障の原因は、視神経乳頭内の篩状板が変形し、その中を通過する神経線維が物理的に圧迫されることで

軸索輸送による神経栄養因子の輸送が阻害されて神経節細胞が死滅し、進行することで失明に至るとされてい

る。緑内障と眼圧上昇には相関関係があり、眼圧の上昇により篩状板の圧迫が起こると考えられていた。しか

し最近では正常眼圧でも緑内障を発生する症例の方が多く、眼圧計測だけでは緑内障と判別することが不可能

であるため、それ以外の方法による診断方法が必要である。一つの方法として緑内障眼の篩状板の微小な傾斜

や篩状板孔の変形を直接的に観測できれば緑内障の早期発見が可能となり、正常眼圧でも眼圧を下げる早期治

療が行うことができる。一方、加齢黄斑変性症は黄斑部の脈絡膜に新生血管が生じ、その新生血管から出血ま

たは血漿成分の漏出が起こり網膜剥離を生じることで視覚障害を起こす疾患である。ここで脈絡膜毛細血管板

とブルッフ膜の詳細な観測が可能となれば、早期発見が可能となり早期治療を行うことができる。 

緑内障と加齢黄斑変性症には視野検査や眼底カメラ、光干渉断層計（Ｏｐｔｉｃａｌ Ｃｏｈｅｒｅｎｔ 

Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ： ＯＣＴ）装置などが有効な手段として使われている。ＯＣＴ装置は眼底網膜層構造

を光干渉の物理的原理を使って観察する装置である。ＯＣＴの分解能は光源のスペクトル幅に依存し、既存の

ＯＣＴ装置の分解能７ミクロンは既に限界に達している。この分解能では鮮明な画像構築は困難であり、緑内

障における眼底乳頭部位の精細な観察や加齢黄斑変性症における眼底脈絡膜にある新生血管網の十分な観察

ができないでいる。 

そこでレーザーダイオード（ＬＤ）で直接励起可能なイッテルビウム（Ｙｂ）添加ファイバーをレーザー媒

質に用いた発振器と増幅器、パルス圧縮器から構成されるファイバーレーザーとこのレーザーのスペクトル幅

を高非線形ファイバーにて拡大化する広帯域光源を製作し、この製作した新たな光源を備えた高分解能・高

速・高感度なＯＣＴ装置を開発する。平成２７年度に薬事承認申請を行い、平成２８年度に上市することを目

指す。さらに本装置は眼底疾患の治療薬が患部へ影響する効果を経時変化で観察に用いることも可能であり、

この観察を通して新たな治療薬の開発や治療法の開拓への展開も将来的に期待できる。 
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1.2 事業実施体制 

 
 

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。 

 

 
※基本的には継続審査資料の記載内容と同じ項目立てですが、一部、順序が異なっている場合がありますのでご注意ください。 
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1.3.1 開発製品「超高速 3次元光干渉断層計（超高分解能・高速・スペクトルドメイン光干渉断層計）」 

【訴求ポイント】 

緑内障や加齢黄斑変性症の早期発見と治療確立に向けた診断技術の開発を目的とした高分解能・高速・高感

度ＯＣＴ装置の開発を行う。光源に広帯域レーザーを用いることで飛躍的な分解能向上を達成し、病変患部の

リアルタイム 3 次元表示を実現する。社員数 4 名のレーザーレーダー装置の国内シェア 90%を有する小企業

のレーザー技術により、広帯域レーザー光源開発の目途を得ることができた。三年後の上市を目指す。 

 

 

 

 

 
ＬＤ励起Ｙｂファイバーレーザーシステム量産試作機 

 
制御ユニット量産試作 

 

 

 

 

製品名 超高速 3次元光干渉断層計 一般的名称 眼撮影装置 

クラス分類 クラスⅡ 許認可区分 届出 申請区分 後発 

製造販売業者 株式会社イナミ 製造業者 スパークリングフォトン株式会社 

販売業者 株式会社イナミ その他（部材供給）  
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に：  ） 

薬事申請時期 2015 年 3 月 2017 年 10 月 

上市時期 2017 年 4 月 2017 年 5 月 
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1.3.2 事業化計画 

(1) 事業化に向けた現状ステータス 

 

(a) 機器の開発（実証）目標達成状況 

本事業で製作する超高速 3 次元光干渉断層計は波

長 1 ミクロン帯の広帯域光源である特殊レーザー光

源と眼底を撮像する OCT ヘッド、参照光と散乱光の

スペクトル干渉光を生成する分光ユニット、眼底を

観察する眼底カメラユニット、干渉光を画像化して

三次元表示する制御ユニットから構成される。今年

度は、特殊レーザー光源の種光部である LD 励起 Yb

添加ファイバーを用いたレーザーシステムの製作を

行い、当初予定の特性を得ることに成功した。また

OCT ヘッドの一部の照射系の製作を行い、X 軸 Y 軸

方向にレーザー光がスキャンで可能であることを確

認した。そして分散補償光学素子を用いて分光ユニ

ットの参照光生成システムと回折格子と像転送レン

ズから構成される分光器の製作を行い、波長 1 ミク

ロン帯の光源の干渉信号が得られることを確認した。 

 

(b) 薬事対応状況 

特当該機器は眼撮影装置（クラスⅡ）の認証基準

に適合している後発医療機器であることから、臨床

試験は不要と判断している。この製品の学術的な有

用性などを評価することを意図して、埼玉医科大学

において、ボランティアによる臨床データの収集を

行う予定である。 

しかしながら継続審査委員会で特殊レーザー光源

の取り扱いについて PMDA の戦略薬事相談を受け

ることを指示されたため、次年度に PMDA の戦略薬

事相談を実施する予定である。 

 

(c) 知財確保状況 

黒田寛人、米谷新、馬場基芳、高須正行、“観察装

置及び観察方法” 特許 4852173 を取得している。 

知財化する部分とノウハウとして公表しない部分

の棲み分けを検討中である。 

 

(d) その他（事業化体制等）の整備状況 

OCT装置の製造はスパークリングフォトン株式会社

で進め、製販はイナミが行う。 
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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 

眼科において緑内障は視野内に欠損を生じる症状

であり、糖尿病網膜症による失明を抜いて失明原因

の第１位の疾患である。働き盛りの若年であっても

発症しうる疾患であり、潜在患者は２０人に一人以

上と言われるほどの効率で出現し、その社会的損失

は治療費とともにあまりにも大きい。また加齢黄斑

変性症は、日本では失明率の第３位（患者推定 50 万

人）であり、アメリカやヨーロッパではすでに失明

率の第１位（患者推定 2000 万人以上）に位置する。

今後、高齢化社会では患者数は増加の一途で、緑内

障とともに最も苦慮されている眼疾患である。 

 

(b) 現状における問題点 

眼底網膜断層を観察する OCT 装置は加齢黄斑変

性症や糖尿病網膜症、そして緑内障の診断に大きく

貢献している。しかし既存の市販 OCT 装置の解像力

はせいぜい約 7 ミクロンの程度にとどまっており、

緑内障における眼底乳頭部位の精細な観察や、早期

診断・治療が切望されている黄斑変性症における眼

底脈絡膜にある新生血管網の十分な観察ができない

でいる。また医家に普及している OCT 装置はその 9

割が外国製品であり、大幅な輸入超過となっている。 

 

(c) 本機器の想定顧客および市場規模 

眼底網膜断層を観察する OCT 装置は加齢黄斑変

性症や糖尿病網膜症、そして緑内障の診断に大きく

貢献している。しかし既存の市販 OCT 装置の解像力

はせいぜい約 7 ミクロンの程度にとどまっており、

緑内障における眼底乳頭部位の精細な観察や、早期

診断・治療が切望されている黄斑変性症における眼

底脈絡膜にある新生血管網の十分な観察ができない

でいる。また医家に普及している OCT 装置はその 9

割が外国製品であり、大幅な輸入超過となっている。 

① 国内 

国内眼科医にすでに普及している OCT 機を 1000

台として、将来需要は眼科医に OCT は必需品となる

ことから 2000 台と見込んだ。おおよそ 5～10 年以

内に償却、代替となると予想し、その数字から 1 年

あたりの需要を予測した。1 年目から 3 年目は国内

大学病院約 100施設をターゲットとし普及率 50％以

上を目標とする、その後関連病院や大規模クリニッ

クへ拡販していく。 

② 海外 

認証作業と同時に海外展開の準備を進め、１年目

に FDA、CE マーク、CFDA を取得する。競争の激

しい北米・欧州市場においては、海外学会（AAO、

ESCRS）における学術発表と器械展示を１年目に実

施し、既存の販売代理店網にのせて販売していく。

アジア市場では、まず中国で国営企業の医療機器商

社と連携し全国で 773 施設ある三甲医院（国立大学

病院・基幹病院）に対して普及率 10％以上を目標に

販売する。ある程度償却が終わった段階で OCT の普

及がまだ進んでいない東南アジア諸国などのその他

のエリアへディスカウントした価格設定で展開する。 

上市後 5 年間の総売上高目標は医療機関の納入価ベ

ースで 49 億円とし、医療機器商社へ 6 掛けで卸した

として 29 億 9400 万円が製造販売業者㈱イナミの売

上となる。平均利益率 35％で粗利益を計算し、本事

業にかかわる販売費を 25％として営業利益率 10％

と見積もる。結果、5 年間で 2 億 6400 万円の純利益

を回収する。
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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 

国内の眼科医における OCT 装置普及状況は米国

ハイデルベルク社製品がほぼ独占する。同社のスペ

クトラリシス機種が国内に設置された OCT 装置約

1000 台のうち、その 9 割を握ってしまっている。国

内企業ではトプコン社がこれに次ぎ、ニデック社、

キヤノン社がつづくが、いずれにしても残りのわず

か 1 割程度を分け合って事業展開しているだけであ

る。海外でも米国ハイデルベルク社がほぼ独占して

しまっており、ここに風穴を開けるには同程度の機

種を国内で模倣して作って売るだけでは無理である。

ハイデルベルク社製品では分解能が 7 ミクロンで不

足したゆえに、これまで眼科医が見たくとも見えず、

緑内障など正確な診断や治療ができないでいた。わ

れわれの開発機は分解能が飛躍的に向上し、眼底 1.3

ミクロンの分解能を達成し、眼底の観察景色が一変

した。いよいよ緑内障の機序の解明ができるレベル

の製品に仕上がってきた。取り込み速度の高速化に

より 3D 画像構築も可能だから、技術的・性能的に

圧倒的優位にたてる。光源部分や分光器部分の高品

質化で外国機種に対抗することから価格は同程度に

なっても、はるかに高性能・安定な機種である。ハ

イデルベルク社製品は一台あたり下位機種でおおよ

そ 1200 万円、上位機種は 2000 万円超で販売されて

いる。普及品はハイデルベルグ社より廉価に設定し

うる。高分解能な上位機種を同程度で価格設定して

も、緑内障や黄斑変性症は失明に至る重大な疾患で、

その深刻さゆえに、機序解明につながるとなれば、

有力眼科医は即座に導入を決断するものと思われる。 

光干渉断層計（OCT)は数少ないわが国で発明され

た原理、特許（丹野：1990 年）にもとづく主として

眼底網膜観察用の医療光学機器である。しかしなが

らこの特許は米国など外国への出願はされておらず、

国内での製品化には至らなかった。やや遅れて発表

された米国製品に席捲されてしまい、市場を外国製

品に奪われてしまった例として必ず引き合いにださ

れてきた。加齢黄斑変性（AMD）をはじめとする黄

斑疾患や、ぶどう膜炎などの診断において、蛍光眼

底造影は欠かせないものである。特に AMD は狭義

の AMD、ポリープ状脈絡膜血管症や、網膜血管腫状

増殖に細分化され、それぞれ治療法や予後が若干異

なってくるために、その鑑別に必要な造影検査など

詳細な所見を知るための高解像度の画像が要求され

た。眼底撮影装置に求められるのは性能だけではな

く、誰にでも容易に扱える優れた操作性、場所をと

らないコンパクトな設計などである。これらのすべ

てをほぼ満たしているのがハイデルベルク社製の共

焦点走査型レーザー検眼鏡（SLO)・Heidelberg 

Retina Angiograph（HRA）であった。初代 HRA は

1997 年に国内での販売が開始され、2005 年には

HRA2 と改良された。その後 2008 年にはスペクトラ

ルドメイン光干渉断層計（SD-OCT）と造影検査を

同時にできるハイデルベルグ社スペクトラリスが発

売された。このような経緯から国内の眼科での OCT

装置はその 9 割がスペクトラリシス機種となってい

る。ハイデルベルグ社製 OCT は光源に SLD を使用

している。国内からはトプコン社、ニデック社、後

発でキャノン社から各 OCT 装置が発売されている。

スウェプトソース法が採用されている機種もあるが、

スペクトラリシス機種を大きく上回る性能（分解能）

ではないので市場占有率は各社とも低い。われわれ

の開発した OCT はそれらをはるかに上回る性能を

有している。 

 

(b) 競合製品／競合企業とのベンチマーキング 

ハイデルベルグ社 SD-OCT の基本構造は、照明光源

に連続光源 SLD を用いたものであり、今以上の性能

は望めない。当該製品は光源としてモード同期レー

ザーと非線形光ファイバーを組み合わせた超広帯域

（350nm 以上）の超短パルスレーザー光源であり、

広帯域の分光器とともに新開発する。その結果、1.3

ミクロンの高分解能を高感度、高速に達成したもの

である。高感度に高速観察ができる結果、患者の負

担は軽減する。３次元画像を構築することで患部の

詳細な観察が可能になる次世代機となる。操作性も

良好なものであるから、よって既存外国製品を駆逐

し、世代交代になると見込んでいる。 
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(4) ビジネススキームの検討結果 

われわれの開発したフェムト秒超広帯域チタンサ

ファイアーレーザー光源を載せた試作機で眼底乳頭

を1.3ミクロンの高解像度で3D観察できることを平

成２５年４月に日本眼科学会で発表し、眼科医に大

きな衝撃を与えた。既存機とはまったく別次元の高

性能な試作機であることを十二分に示すことができ、

製品化に向けて熱い期待を寄せられた。このように

すでに大きな期待が、大学病院をはじめとする有力

な眼科医から寄せられている。既存機種では分解能

(約 10 ミクロン)不足から解明できないでいた緑内障

の機序の解明につながる成果をすでに得ている。当

該製品を使って観察されるであろう知見はすべて新

しいから、各眼科医やわれわれ自身が国内学会、国

際学会等で発表する。当該 OCT 機器の技術的優位性

は画像から明らかで、製品化すればこぞって使われ

ることは間違いがない。 

国内眼科医にすでに普及している OCT 機を 1000

台として、将来需要は眼科医に OCT は必需品となる

ことから 2000 台と見込んだ。おおよそ 5～10 年以

内に償却、代替となると予想し、その数字から 1 年

あたりの需要を予測した。1 年目から 3 年目は国内

大学病院約 100施設をターゲットとし普及率 50％以

上を目標とする、その後関連病院や大規模クリニッ

クへ拡販していく。 

認証作業と同時に海外展開の準備を進め、１年目

に FDA、CE マーク、CFDA を取得する。競争の激

しい北米・欧州市場においては、海外学会（AAO、

ESCRS）における学術発表と器械展示を１年目に実

施し、既存の販売代理店網にのせて販売していく。

アジア市場では、まず中国で国営企業の医療機器商

社と連携し全国で 773 施設ある三甲医院（国立大学

病院・基幹病院）に対して普及率 10％以上を目標に

販売する。ある程度償却が終わった段階で OCT の普

及がまだ進んでいない東南アジア諸国などのその他

のエリアへディスカウントした価格設定で展開する。 

上市後 5 年間の総売上高目標は医療機関の納入価

ベースで 49 億円とし、医療機器商社へ 6 掛けで卸し

たとして 29 億 9400 万円が製造販売業者㈱イナミの

売上となる。平均利益率 35％で粗利益を計算し、本

事業にかかわる販売費を 25％として営業利益率

10％と見積もる。結果、5 年間で 2 億 6400 万円の純

利益を回収する。 
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(5) 事業リスクの洗い出しと対応策の検討結果 

1. 薬事に関して 

①薬事審査期間を短縮する。 

 ⇒PMDA に戦略薬事相談を行う。 

②特殊レーザーのスペクトル幅が広帯域であるため

現行のクラス内で対応できるか？ 

 ⇒PMDA に戦略薬事相談を行う。 

③臨床データの必要性検討。 

⇒開発する 3 台の装置を用いて臨床データの取得を

行う。 

 

2. 知財に関して 

①OCT に関する先行特許の確認 

⇒現在、先行特許の調査中。必要に応じて調査を外

部に依頼する。 

②OCT 及び超広帯域コヒーレント光源に関して、更

なる特許を押さえる。 

⇒製品化とは別に基本技術の開発改良を進める。 

 

3. 技術・評価について 

①原材料・部材（ファイバー素線、半導体レーザー

等）の特性に関する安定性（バラツキ、互換性）を

確保する。 

⇒製造側が評価基準を作成する。可能な限り、自社

製造する 

②高速フーリエ変換ソフトウェア（ＦＦＴ）のＯＣ

Ｔに対する最適化をはかる。 

⇒外部専門家によるサポート、アドバイスを受ける。 

③特殊レーザー光源のコピー品への対応。 

⇒ノウハウ部分は特許として開示せず、部外者がア

クセスできない手段をとる。 

 

4.その他、事業化全般 

①海外展開。 

⇒各エリアでの市場調査。 

②コア技術としてＯＣＴ及び超広帯域コヒーレント

光源に関する技術を得られるが、眼科単独での事業

は何れ、飽和し、買い替え需要に絞り込まれる。コ

ア技術を利益化するには他科医療分野、非医療分野

への応用展開、及びコア技術の改革が必要である。 

⇒他科、他分野の専門家に基本ユニットの提供（有

償、無償）を行い、応用技術に関する最新の情報を

得られるシステムを構築する。（ゆるい結合の非公開

研究グループ） 
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(6) 上市（投資回収）計画の検討結果 

 

(a) 投資計画 

 

① 株式会社イナミ 

国内薬事申請費用（工場査察費用含む）で、概算

７００万円。 

アメリカ、ヨーロッパ向け薬事等取得費用で、概

算１０００万円。 

 

② スパークリングフォトン株式会社 

売り上げ計画表によれば３年目（平成３１年度）

より汎用機種の本格生産が始まり、高性能機種と合

算すると年産２２５台の製造能力を必要とする。こ

の能力を達成するには２年目（平成３０年度）に以

下の設備と原材料のストックが必要になる。 

ファイバー融着器：３０００万円 

測定器：５００万円 

原材料ストック：２０００万円 

合 計５５００万円 

(b) 回収計画 

投資回収を早めるためには、ともかく既存品をう

ちまかす高性能機種の薬事申請を直ちにおこなって、

数箇所の国内有力大学病院等へ納入し、当該機器で

なければ見えない詳細画像を撮ってみせることが最

重要である。さすれば 1～2 年のうちに、ここから緑

内症の機序の解明と治療法の模索が始まり、治療薬

の開発へとさらに大きな将来構想を描くことができ

る。緑内障は社会的損失が莫大な疾患であるから、

製薬業界のこぞった参入が見込まれる。そうなれば

一般眼科医も緑内障疾患の正確な診断がどうしても

必要であり、地域医療連携のよい見本となろう。新

薬など緑内障疾患の治療が確立された後、普及を目

的とした廉価版のダウングレード機器を一般眼科医

用に企画開発する。 

国内眼科医にすでに普及している OCT機を 1000台

として、将来需要は眼科医に OCT は必需品となるこ

とから 2000 台と見込んだ。おおよそ 5～10 年以内

に償却、代替となると予想し、その数字から 1 年あ

たりの需要を予測した。1 年目から 3 年目は国内大

学病院約 100施設をターゲットとし普及率 50％以上

を目標とする、その後関連病院や大規模クリニック

へ拡販していく。 

認証作業と同時に海外展開の準備を進め、１年目に

FDA、CE マーク、CFDA を取得する。競争の激し

い北米・欧州市場においては、海外学会（AAO、

ESCRS）における学術発表と器械展示を１年目に実

施し、既存の販売代理店網にのせて販売していく。

アジア市場では、まず中国で国営企業の医療機器商

社と連携し全国で 773 施設ある三甲医院（国立大学

病院・基幹病院）に対して普及率 10％以上を目標に

販売する。ある程度償却が終わった段階で OCT の普

及がまだ進んでいない東南アジア諸国などのその他

のエリアへディスカウントした価格設定で展開する。 

上市後 5 年間の総売上高目標は医療機関の納入価ベ

ースで 49 億円とし、医療機器商社へ 6 掛けで卸した

として 29 億 9400 万円が製造販売業者㈱イナミの売

上となる。平均利益率 35％で粗利益を計算し、本事

業にかかわる販売費を 25％として営業利益率 10％

と見積もる。結果、5 年間で 2 億 6400 万円の純利益

を回収する。 
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(c) 委託期間後を含めた事業計画 
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1.4 当該事業の連絡窓口 

埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷３８ 

学校法人埼玉医科大学 

経理課 池和田忠幸 
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2. 本編 

今年度事業内容は、①薬事のとりまとめと②特殊レーザー光源の開発、③光干渉断層計の分光器改造、④プ

ロジェクトマネージメントである。これらの各項目に関して、当初の目標は達成できた。以下に概要を記述す

る。 

2.1  薬事申請・上市を踏まえた要件及び設計のとりまとめ 

薬事申請・上市を踏まえた要件と設計をとりまとめるために OCT の薬事調査と光源の規格調査を行った。

また次年度に実施する PMDA 戦略薬事相談の項目をまとめた。そして上市までの計画を検討して、その過程

を明確化した。最後に市販 OCT の特性調査を行った。 

 

2.2 レーザー光源の試作 

2.2.1  光学部品の特性評価 

ＬＤ励起Ｙｂ添加ファイバーレーザー装置に使用予定の光学部品の特性評価を行い、その特性結果のリ

スト化を行った。 

2.2.2  ＬＤ励起Ｙｂファイバーレーザーシステム試作機の製作 

ＬＤ励起Ｙｂファイバーレーザーシステム試作機の製作を行った。その結果、今年度の事業内容におい

て当初の目標を達成した。出力に関しては当初の予想を上回る結果が得られた。 

2.2.3  ＬＤ励起Ｙｂファイバーレーザーシステム量産試作機の製作 

量産試作機の開発として前項目で開発したレーザーの小型化を行った。A３サイズ程度の筐体に収納可能

なレーザー装置を製作し、前項目で得られた特性と同程度の特性を得ることに成功した。 

 

2.3 光干渉断層計の光学部の試作 

2.3.1  ＯＣＴヘッド量産試作機の製作 

 ガルバノミラー素子と集光光学素子を用いて散乱光生成システムを製作した。照射系と参照光のビー

ムラインの製作を行った。参照光ビームラインにエネルギー可変フィルターと分散補償光学素子を導入

して眼内と同じ分散を与えられる光学系の製作を行った。 

2.3.2  分光ユニット量産試作機の製作 

回折格子とレンズ、光検出器から構成される分光器の試作を行った。OCT 装置の参照光生成装置と信

号光生成装置からの信号の干渉縞が得られることを確認した。 

2.3.3  制御ユニット量産試作機の製作 

ＯＣＴ装置を動作するための制御ユニットの設計と製作を行った。また、この制御ユニット性能試験も

行った。 

2.4 プロジェクトマネージメント 

当該プロジェクトが円滑に運営され、かつ目標を確実に達成できるようにプロジェクト全体の運営と進

捗の管理を行った。プロジェクト運営委員会の設立と開催を行い、事業の進捗状況を把握するとともに

経理処理状況を各再委託先に赴き、現地調査を行う等の管理を行った。また本年度の事業実施内容の整

理と経理報告書と成果報告書の取りまとめを行った。 
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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 

A：当初目標を上回る成果を得た。 

(b) 自己評価理由 

今年度事業内容は、①薬事のとりまとめと②特殊レーザー光源の開発、③光干渉断層計の分光器改造である。

これらの各項目に関して、当初の目標は達成できた。以下に詳細を記述する。 

① 薬事申請・上市を踏まえた要件及び設計のとりまとめ 

現在、市場で販売されているＯＣＴの規格調査を行った。その結果、これらは全てクラスⅡに属すること

を明確化した。また次年度予定しているＰＭＤＡの戦略薬事相談の準備も行った。 

② レーザー光源の試作 

②－１ 光学部品の特性評価 

市場で購入できるファイバーレーザー装置の部品の特性評価を行い、そのリスト化を行った。 

②－２ ＬＤ励起Ｙｂファイバーレーザーシステム試作機の製作 

Ｙｂ添加ファイバーを用いたレーザー光源の開発を行った。その結果、当初の目標値を達成した。出力

に関しては当初の予想を上回る結果を得た。 

②－３ ＬＤ励起Ｙｂファイバーレーザーシステム量産試作機の製作 

全項目で開発したレーザーの小型化を行った。その結果、Ａ３サイズ程度の筐体に収納可能なレーザー

装置を製作した。 

③ 光干渉断層計の光学部の試作 

③－１ ＯＣＴヘッド量産試作機の製作 

 ガルバノミラー素子と集光光学素子を用いて散乱光生成システムを製作した。照射系と参照光のビー

ムラインの製作を行った。参照光ビームラインにエネルギー可変フィルターと分散補償光学素子を導入

して眼内と同じ分散を与えられる光学系の製作を行った。 

③－２ 分光ユニット量産試作機の製作 

回折格子とレンズ、光検出器から構成される分光器の試作を行った。ＯＣＴ装置の参照光生成装置と

信号光生成装置を製作して干渉縞が得られることを確認した。 

③－３ 制御ユニット量産試作機の製作 

ＯＣＴ装置を動作するための制御ユニットの設計と製作を行った。また、この制御ユニット性能試験

も行った。 

④ プロジェクトマネージメント 

  当該プロジェクトが円滑に運営され、かつ目標を確実に達成できるようにプロジェクト全体の運営と進

捗の管理を行った。プロジェクト運営委員会の設立と開催を行い、事業の進捗状況を把握するとともに

経理処理状況を各再委託先に赴き、現地調査を行う等の管理を行った。また本年度の事業実施内容の整

理と経理報告書と成果報告書の取りまとめを行った。 
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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 

① 回収計画 

変更前：上位機種を販売したのちに下位機種を販売する計画 

変更後：上位機種のみの販売する計画 

国内大学病院約 100 施設をターゲットとし普及率 50％以上を目標とし、その後関連病院や大規模クリニッ

クへ拡販していく。また認証作業と同時に海外展開の準備を進め、１年目に FDA、CE マーク、CFDA を取得

する。 

② 海外展開 

変更前：海外シェア 1.0% 

変更後：海外シェア 3.5% 

競争の激しい北米・欧州市場においては、海外学会（AAO、ESCRS）における学術発表と器械展示を１年

目に実施し、既存の販売代理店網にのせて販売していく。アジア市場では、まず中国で国営企業の医療機器商

社と連携し全国で 773 施設ある三甲医院（国立大学病院・基幹病院）に対して普及率 10％以上を目標に販売

する。ある程度償却が終わった段階で OCT の普及がまだ進んでいない東南アジア諸国などのその他のエリア

へディスカウントした価格設定で展開する。 

(b) 機器スペック・ビジネスモデル 

① ビジネスモデル 

変更前：上位機種販売後に下位機種の販売する計画 

変更後：上位機種のみの販売計画 

当初は下記機種の販売を検討していたが、OCT 装置の販売ターゲットと海外展開の見直し、回収計画の変

更を行った。 

 

(c) 事業化体制 

① 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 薬事 

変更前：OCT 装置が開発したのちに PMDA 戦略薬事相談を活用する 

変更後：特殊レーザー光源のクラスについて PMDA の戦略薬事相談を行い、定義の明確化を行う。 

特殊レーザー光源は眼撮影装置の従来光源であるクラスⅡに該当と当初は判断していた。しかし特殊レーザ

ー光源の規格が不確定であるため、次年度に PMDA 戦略薬事相談を行う。 
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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 特殊レーザー光源は従来のクラスⅡに属するか？ 

 

 現状市場に流通している OCT は全て会社が認証基準に適合した機器となっている。OCT の光源はスー

パールミネッセントダイオードや波長掃引レーザーがあり、これらはクラスⅡに適合している。そのた

めクラスⅡに適合するレーザー開発を進める。次年度に特殊レーザーのクラスについて PMDA の戦略薬

事相談を活用する。 

 

(b) 技術・評価面 

指摘事項 早急に開発を進め高度化は上市したのちに改良版を発売することを進める 

 

開発と指摘された内容は分解能 2 ミクロン以下を達成するための作業であり、現体制では最短のスピードで

事業化を進めている。 

 

(c) 知財面 

指摘事項 先行知財の確認 

 

埼玉医科大学の知財部に先行特許の調査を依頼した。基本特許は 1991 年に山形大学の丹野先生に取得され

ているものの期限は終了している。その後に派生した知財に関しては現在詳細な調査準備である。 

 

(d) 事業化面 

指摘事項 事業体制の再確認 

 

国内および海外の販売体制を再検討した。当初はダウングレード版の販売で投資の回収計画を検討していた。

しかし国内と海外の販売体制を見直した結果、上位機種のみで回収見込みを得る評価ができた。上市後 5 年

間の総売上高目標は医療機関の納入価ベースで 49 億円とし、医療機器商社へ 6 掛けで卸したとして 29 億

9400 万円が製造販売業者㈱イナミの売上となる。平均利益率 35％で粗利益を計算し、本事業にかかわる販

売費を 25％として営業利益率 10％と見積もる。結果、5 年間で 2 億 6400 万円の純利益を回収する 

 

(e) その他全般 

指摘事項 大学の研究開発要素が強い印象があり、回収計画が不透明である。 

 

株式会社イナミを中心に事業化体制を大きく見直した。販売ターゲットを国内大学病院約 100 施設に変更し、

新たな回収計画に変更した。 
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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 

製販を中心とした販売ターゲットの確定 

 早期の市場調査が必要であった。 

 

(b) 事業の進め方 

特殊レーザー光源に関してクラスⅡと判断していただが、不明瞭であることがわかった。 

 早期に PMDA 戦略薬事相談を受ける。 

 

LD 励起 Yb 添加ファイバーレーザーシステムの部品は大半が外国製である。そのためファイバー光学部品

は受注生産なため海外部品の納期が 1.5 か月から 3 か月と長かった。特に事業期間に年末年始が含まれたため

納期が通常より長くなった。 

 設計を早急に進め、早期発注作業を行う。 

 国内調達も検討する。 

 

先行知財の確認 

 早急な知財部門への先行調査依頼を実施。 

 

(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） 

ＯＣＴ装置量産機の完成 

＜ハードウェア＞ 

広帯域レーザー光源（特殊レーザー）・

分光ユニット・ＯＣＴヘッド・眼底カ

メラヘッド・制御ユニットの量産型が

完成し、量産型筐体に組み込まれ、完

成する。 

＜ソフトウェア＞ 

ＦＦＴ・画像構成・システム制御のプ

ログラムが完成する。 

 

＜ハードウェア＞ 

＊ＬＤ励起Ｙｂファイバーレーザーシス

テム量産試作機完成。（広帯域レーザー光

源の前段装置） 

＊制御ユニット量産試作機の完成。 

＜ソフトウェア＞ 

＊（未着手） 

 

＊広帯域レーザー光源に関して、帯域

幅の拡大と再現性が重要である。使用

部品の選定とファイバー融着状態の安

定化で対応可能と思われる。 

＊他のハードウェアユニットは既存技

術の延長技術で対応可能と思われる。 

＊広帯域レーザー光源を採用した事に

より、点当りの計測時間は高速になり、

分解能向上による演算量が増加する。

これら測定系の高性能化に伴う、演算

処理系の高速化が課題となる。演算処

理系は既存技術が存在するが、必要に

応じて、外部アドバイザー（専門家）

によるソフトウェアのチューニングを

行う。 

 

＜ハードウェア＞ 

＊ＬＤ励起Ｙｂファイバーレー

ザーシステム量産試作機の後段

にスペクトル拡大器を取り付け、

広帯域レーザー光源の量産試作

機を完成し、量産型筐体に組み込

む。 

＊分光ユニット・ＯＣＴヘッド・

眼底カメラヘッドの量産型を完

成し、量産型筐体に組み込む。 

＜ソフトウェア＞ 

ＦＦＴ・画像構成・システム制御

のプログラムが完成し、制御ユニ

ットに導入する。 

ＯＣＴ装置の製造準備の完了 

＊完成装置の検査基準を確定する。 

＊光学部品の受入基準を確定する。 

 

＊光学部品の特性試験を完了した。 

＊高濃度Ｙｂファイバーの融着条件を確

定した。 

 

＊光学部品の製造元は海外中小企業で

あり、納期管理・品質管理・経営体制

が脆弱である。供給元を複数化するた

めの調査を行う。 

＊完成装置の試験基準の中に分解能を

確認する項目が必要である。その際、

眼底構造を模したファントムの開発が

必要となる。 

 

 

薬事承認（又は認証）申請準備の完了 

＊薬事上、認証対応の可否を確認する。 

＊必要とする規格の根拠となる試験を

完了する。 

＊申請書類の準備を完了する。（但し、

 

＊必要とする規格を確認した。 

 

＊薬事上、認証機種から外れた場合、

治験が必要になる。治験が必要になっ

た場合、費用・時間・人員が必要とな

る。（対応策未定） 

 

＊薬事上、認証対応の可否を確認

する。 
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治験が必要と判断された場合、治験申

請の準備を完了する。） 

ＯＣＴ装置量産機による臨床試験の完

了。 
 

＊（未着手） 
 

 
 

 

知財 

＊事業化における知財関連の障害の確

認。 

＊新規特許申請。 

 

＊先行特許に関する調査を開始した。 

 

＊中小企業の体力で対応可能な知財対

応策を検討する必要がある。 
 

＊先行特許に関する調査を完了

する。 
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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 特殊レーザー光源の開

発・製作（スパークリングフ

ォトン、埼玉医科大学） 

Ｈ２５年度に開発したレーザー発振装置のスペクトル幅を拡大に関する開発を

行い、特殊レーザー光源を完成させる。高非線形ファイバーを用いたスペクトル

幅拡大の観点から複数種類の非線形ファイバーを用いた、スペクトルの計測を行

い、最適化条件を探索する。 

①実用機の設計製造（スパークリングフォトン、

埼玉医科大学、イナミ）製造へ移行する最終

型機（実用機）の設計修正を行い製造する。 

② 光干渉断層計の光学部分

改造（スパークリングフォト

ン、埼玉医科大学、イナミ） 

量産型光干渉断層計の光学系構成ユニット（OCT ヘッド・眼底カメラヘッド）

を試作する。 

OCT ヘッド：レーザー光源からの出力光を測定光と参照光に 2 分岐し、眼底カ

メラ視野から測定光を照射して散乱光を採光し、参照光と合成して干渉光を分光

ユニットに出力する。） 

眼底カメラヘッド：眼底を撮影する。OCT 計測時、スキャン位置の決定を補助

する。） 

① －１ 実用機の設計修正（スパークリングフ

ォトン、埼玉医科大学）量産試作機をベース

に実用機の設計修正を行う 

②－１ ＯＣＴヘッドの開発

（スパークリングフォト

ン、埼玉医科大学） 

分波器・スキャナー・集光器・合波器から構成される OCT ヘッドを量産型試作

機に実装可能な形態に設計・試作する。制御ユニットとの信号インターフェース

の設計も行う。 

① －２ 制御ソフトウェア修正（スパークリン

グフォトン、埼玉医科大学）実用機としてソ

フトウェアの仕上げを行う。 

②－２ 眼底カメラヘッドの

開発（スパークリングフォト

ン、埼玉医科大学） 

CCD カメラ・ズームレンズから構成される眼底カメラヘッドを量産型試作機に

実装可能な形態に設計・試作する。制御ユニットとの信号インターフェースの設

計も行う。 

①－３ 実用機の製造（臨床試験用３台）（スパ

ークリングフォトン） 
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② －３ 試作機筐体の設

計・製作・ユニット組込（スパ

ークリングフォトン、イナミ） 

特殊レーザー光源・OCT ヘッド・分光ユニット・眼底カメラヘッド・制御ユニ

ットを実装できる量産型光干渉断層計の筐体を設計・試作して、各ユニットを組

み込む。筐体の設計に際して、商品力を高めるため意匠検討を行う。 

① －４ 電気試験（スパークリングフォトン）

外部機関による医療機器としての電気規格

試験。 

③ 特殊レーザー光源の光干

渉断層計への組み込み作業・ソ

フトウェア開発（スパークリン

グフォトン、埼玉医科大学） 

③ －３で完成する量産型試作機（光干渉断層計）を制御・演算して画像表示

するソフトウェアの開発を行う。観察部から反射してくる測定光と参照光を干渉

させて得られる干渉光をフーリエ変換して画像化するソフトウェアの開発を行

う。フーリエ変換を行う際の窓関数の設定と信号処理アルゴリズムの最適化を行

い、短時間で鮮明な画像取得が可能な条件の探索を行う。 

② 実用機の評価及び試験（イナミ、スパークリ

ングフォトン、埼玉医科大学） 

③－１ 制御ソフトウェア開

発（スパークリングフォトン、

埼玉医科大学） 

量産型試作機の各ユニットを稼動させる以下のシーケンシャルプログラムを開

発する。［眼底画像の表示］＞［スキャン条件・位置設定］＞［スキャナー駆動

開始］＞［レーザー照射開始］＞［分光ユニットデータ送出］＞［FFT 出力記録］

＞［スキャナー・レーザー停止］＞［断層画像構成］＞［断層画像表示］ 

②－１ 非臨床試験（イナミ、埼玉医科大学、ス

パークリングフォトン） 

③－２ ＦＦＴ演算ユニット

の開発（スパークリングフォト

ン、埼玉医科大学） 

干渉光をスペクトル分解した強度信号をフーリエ変換して、深度方向の散乱光強

度に変換する高速フーリエ変換（FFT）ユニットを量産型試作機にインターフェ

ース適合させて開発する。 

②－２ 臨床試験（イナミ、埼玉医科大学） 

  ②－３ 戦略薬事相談 ＰＭＤＡ（イナミ、スパ

ークリングフォトン、埼玉医科大学） 

  ②－４ 認証申請準備（イナミ、スパークリング

フォトン、埼玉医科大学） 

  ②－５ 認証申請（イナミ） 
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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 

超高速 3 次元光干渉断層

計 

（超高分解能・高速・ス

ペクトルドメイン光干渉

断層計） 

 

本製品は、特殊レーザー（超広帯域モード同期ファイバーレーザーシステム）を光

源に用いたスペクトルドメイン型光干渉断層計であり、超高分解でリアルタイムに視

神経乳頭および眼底網膜の断層像を取得する装置である。特殊レーザー光源を用いる

ことで①波長 1 ミクロン帯光源による深さ約 2.3mm の高侵達を達成、②広帯域スペ

クトルによる縦方向分解能 2 ミクロンを実現、③モード同期光源による高速撮像を可

能とする装置である。前述①から③の特徴より、従来装置では実現できない高精度で

高速に三次元画像を再構築が可能となる。この三次元画像は緑内障などの中途失明疾

患の患部をより詳細に観察できる。その結果、新薬の効果を経時変化的に観察でき、

患者に合わせた新たな治療を開拓することが期待できる。 

平成 26 年に試作機開発を行う。 

平成 27 年度に実用機を 3 台作成して、

基礎データの取得を行い、薬事申請を行

う。 

平成 28 年度に薬事審査を終了する。 

平成 29 年に上市、平成 30 年に販売を目

指す。 

   

 

 


