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1. 事業の概要 

 

1.1 事業の背景・目的及び目標 

排尿障害は、前立腺肥大症を中心とする尿排出障害と過活動膀胱を中心とする尿失禁・尿意切迫等の蓄

尿障害に大別される。前者は平成 23 年の男性の人口推計（60 歳以上）から 850～900 万人と推定され、

後者は 40 歳以上の過活動膀胱患者の実数は 810 万人と推定されている。 

排尿障害のスクリーニングでは、国際前立腺症状スコアや過活動膀胱症状スコア等の有用な問診表と排

尿日記及び尿流量率測定が基本となっている。 

蓄尿障害をスクリーニングする現行の排尿日記は、通常 3 日間の排尿毎の排尿時刻と排尿量を患者自身

が手書きにより記載するが、高齢者では夜間などは困難なことが多く、欠落したデータになることも少な

くない。また、尿排出障害をスクリーニングする現行の尿流量率測定は、日常生活環境と乖離した繁忙な

外来診察室での単回検査で評価されることが多く、不十分な診断の一因になっている現状にある。これら

の日常生活動作を十分に反映していないスクリーニングが、不正確な診断と不適切な治療の一因として排

尿障害における診療上の大きな課題になっている。 

上記の課題を解決するために、在宅で簡便に日常生活動作の中で排尿を計測し、排尿障害のスクリーニ

ングに必要なデータを取得できる携帯式の排尿検査機器の開発が求められている。 

本事業では、従来から試作してきた携帯式尿流量率計を、市販機器として以下のように洗練化する。 

・ 音声ガイドで誤使用防止し、軽量かつ安全で計測精度の高い機器 

 清潔な使い捨て受尿カップで男女ともに使用できる形状の機器 

 排尿毎に排尿自己評価と測定値が確認できる機器 

 複数回の排尿データを可視化して診断を容易にする機器 

 常時貸し出しできる低価格な機器 

 外来診察の一般尿検査にも使用できる機器 

平成 25 年度は、携帯式尿流量率計の試作を行い、外来診察の一般尿検査にも有用である機器としての

評価を行うとともに、薬事届出には電気的安全性試験と EMC試験を実施し､薬事届出を行う。平成 26年度

は後期臨床検証を実施し、改良を加えて市販機器を作成する。大幅な改良が必要であった時は、電気的安

全性試験と EMC 試験を再度実施して薬事届出を行い、上市を目指す。 
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1.2 事業実施体制 

 (１)組織 

 
 

届出 

ものづくり中小企業 

外注 納入 

顧客 

（国内医療機関） 

国外医療機器販売業者 

MediWatch 社（英国） 

顧客 

（国外医療機関） 

OEM 販売 

研究推進委員会 

・札幌医科大学 

・信州大学医学部 

・山梨大学医学部 

・国立長寿医療研究センタ 

・原三信病院等泌尿器科 

アドバイザー 

近 畿 大 学 生 物 理 工 学 部

Mediwatch UK Ltd（英国） 

事業管理機関 

公立大学法人 奈良県立医科大学 

事業管理 

 

【研究機関】 
奈良県立医科大学産学官
連携推進センター・附属病

院泌尿器科 
シーズの提供 

臨床検証の実施 
評価基準の作成 

【第１種製造販売業】 
 

村中医療器(株) 

薬事、知財の管理 
製品販売 

 
 

【医療機器製造業】 

マイクロニクス(株) 

携帯式尿流量率計の 

開発・製品化 

ものづくり中小企業 PL SL 

ＰＭＤＡ 

（薬事届出窓口） 

アドバイザー 

大手医療機器販売業者 

エム･ｼｰ･メディカル 
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(２)総括事業代表者及び副総括事業代表者 

○総括事業代表者（PL） 

八木 良樹 

マイクロニクス株式会社 

代表取締役社長 

 

○副総括事業代表者（SL） 

平尾 佳彦 

公立大学法人 奈良県立医科大学 

特任教授 

 

(３)実施・管理体制 

【事業管理機関】 公立大学法人 奈良県立医科大学 

① 事業従事者 

氏名 所属・役職 

平尾 佳彦 産学官連携推進センター 特任教授 

藤本 清秀 医学部 医学科 泌尿器科学 教授（附属病院 泌尿器科） 

平山 暁秀 医学部 医学科 泌尿器科学 准教授（附属病院 泌尿器科） 

鳥本 一匡 医学部 医学科 泌尿器科学 助教（附属病院 泌尿器科） 

大西 小百合 医学部 医学科 泌尿器科学 教室職員  

吉村 真理子 医学部 医学科 泌尿器科学 教室職員 

 

② 管理員 

氏名 所属・役職 

池谷 仁宏 法人企画部 研究推進課長  

米坂 治 法人企画部 研究推進課 産学連携推進係長 

木下 信 法人企画部 研究推進課 研究推進係 主査 

野上 真理 法人企画部 研究推進課 研究推進係 日々雇用職員 

 

【事業実施機関】   

マイクロニクス株式会社 

③ 事業従事者 

氏名 所属・役職 

八木  良樹 代表取締役社長 

岡  悦男 開発部次長 

松木 拓也 開発部係員 

矢部 久浩 技術部部長 

児玉 伸雄 技術部次長 

傍島 陽一郎 技術部係長 

濱辺 崇 技術部係員 

相原 淳 生産技術部係長 

前  宏和 生産技術部係員 
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村中医療器株式会社 

④ 事業従事者 

氏名 所属・役職 

渡邊 正人 営業企画統括部長 

増山 隆久 営業企画統括部次長 

脇田 昭治 開発部部長代行 

水島 弘貴 開発部薬事開発室ＰＡＤ課 

中村 真也 商品企画部課長代理 

戸田 敬一 顧問 

 

(４)機械器具等管理 

機械器具については、当該委託契約に係る研究開発にのみ使用し、他の目的での使用は一切行わな

い。当該機械器具の管理については万全の体制を整備し、管理を実行する。 

 

(５)アドバイザー  

氏名 所属・役職 

吉田 久 近畿大学生物理工学部システム生命科学科 教授 

鈴木 裕 エム・シー・メディカル（株） 常務取締役 

Philip Stimpson Mediwatch UK,Ltd.  Chief Executive Officer/ Dr. 

 

 

 

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。 
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1.3.1 開発製品「携帯式尿流量率計」 

【訴求ポイント】 

排尿障害のスクリーニングでは、国際前立腺症状スコアや過活動膀胱症状スコア等の有用な問診表と排尿日

記及び尿流量率測定が基本となっている。 

蓄尿障害をスクリーニングする現行の排尿日記は、通常 3日間の排尿毎の排尿時刻と排尿量を患者自身が手

書きにより記載するが、高齢者では夜間などは困難なことが多く、欠落したデータになることも少なくない。

また、尿排出障害をスクリーニングする現行の尿流量率測定は、日常生活環境と乖離した繁忙な外来診察室で

の単回検査で評価されることが多く、不十分な診断の一因になっている現状にある。これらの日常生活動作を

十分に反映していないスクリーニングが、不正確な診断と不適切な治療の一因として排尿障害における診療上

の大きな課題になっている。 

上記の課題を解決するために、在宅で簡便に日常生活動作の中で排尿を計測し、排尿障害のスクリーニング

に必要なデータを取得できる携帯式の排尿検査機器の開発が医療現場で求められている。本事業では、ものづ

くり中小企業のマイクロニクス株式会社が創薬関連、環境計測、医療、OEM などの機器を設計、製造、販売、

メンテナンスで培った技術を活用して、従来から試作してきた携帯式尿流量率計を、市販機器として洗練化し、

平成 26年度の薬事申請、上市を目指している。 

   

製品名 携帯式尿流量率計 一般的名称 再使用可能な尿流量計 

クラス分類 クラスⅠ 許認可区分 届出 申請区分 後発医療機器 

製造販売業者 村中医療器株式会社 製造業者 マイクロニクス株式会社 

販売業者 村中医療器株式会社 その他（部材供給） 不二精機株式会社 
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に：  ） 

薬事申請時期 2014 年 4 月 2016 年 3 月 

上市時期 2015 年 3 月 2016 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 

計画していた市販化第 1 期試作機器 30 台を完成 

し、医療機関において臨床検証を実施した。 

 

薬事対応状況 

EMC試験及び電気的安全性試験を実施し、試験結果

から本装置の品質、有効性及び安全性が確認でき次

第、速やかに薬事届出を行う予定である 

 

(b) 知財確保状況 

登録 US8,141,420 尿流量測定装置 

出願 特願 2011-215863 流量率表示システム 

上記の特許が既に登録、出願済である。 

 

(c) その他（事業化体制等）の整備状況 

マイクロニクス株式会社を中心としたものづくり

中小企業のネットワークにより部品供給、生産体制

を整える。 

販売面では、平成 26年度に展示会で得られた評価

を踏まえて、村中医療器株式会社の全国 11拠点から

500件を超える主要ディーラーと連携して本装置の

操作方法を中心とした取扱い説明ツールの作成並び

に泌尿器関連の知識向上のための勉強会を定期的に

開催する予定である。これらの措置を講じて、上市

後も安定的に商品を供給できる体制を速やかに確立

する。 
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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 

排尿障害は、前立腺肥大症を中心とする尿排出障

害と過活動膀胱を中心とする尿失禁・尿意切迫等の

蓄尿障害に大別される。前者は平成 23 年の男性の人

口推計（60 歳以上）から 850～900 万人と推定され、

後者は 40歳以上の過活動膀胱患者の実数は 810万人

と推定されている。 

排尿障害のスクリーニングでは、国際前立腺症状

スコアや過活動膀胱症状スコア等の有用な問診表と

排尿日記及び尿流量率測定が基本となっている。在

宅で簡便に日常生活動作の中で排尿を計測し、排尿

障害のスクリーニングに必要なデータを取得できる

携帯式の排尿検査機器の開発が求められている。 

 

(b) 現状における問題点 

蓄尿障害をスクリーニングする現行の排尿日記は、

通常 3 日間の排尿毎の排尿時刻と排尿量を患者自身

が測定して手書きにより記載することが求められて

いるが、高齢者では夜間などは困難なことが多く、

欠落したデータになることも少なくない。また、尿

排出障害をスクリーニングする現行の尿流量率測定

は、日常生活環境と乖離した繁忙な外来診察室での

単回検査で評価されることが多く、不十分な診断の

一因になっている。 

 

(c) 本機器の想定顧客および市場規模 

 

① 国内 

排尿機能検査機器は、放射線透視画像診断と水力

学的検査・尿流量率測定まで統合した大型機器から

尿流量率のみを測定するものまで多岐にわたってい

る。これらの機器は施設に据え置かれ単回検査に留

まっており、医療者が直接介入する必要もあり、そ

の検査数は自ずと限られている。排尿は日常生活動

作に影響を受けることはよく知られており、高齢者

が在宅で長時間、簡便に測定できるものが望まれて

いる。他に類似の市販品のない携帯式尿流量率計は、

在宅で排尿毎に排尿時刻、排尿量、排尿時間、尿流

量率、排尿満足度などが測定でき、排尿障害に病悩

する人々の詳細な病態を的確に把握できる。このこ

とにより最適な診断ならびに治療の提供ができ、排

尿障害に悩む高齢者の QOL ならびに医療経済の改善

に大きく貢献することが期待される。本機器プロト

タイプを用いた臨床検証では、同一個人においても、

排尿時刻、排尿量、尿流量率には大きな日内変動が

みられ、排尿困難、夜間頻尿、尿意切迫・尿失禁な

どに多くの新しい知見がみられており、経済効率の

優れた医療の推進に大きく貢献する社会的意義は大

きいことを確信している。この 20年間に新しい排尿

障害改善薬（α遮断薬、抗コリン薬）が続々と市場

化され、社会の高齢化に伴いその市場も拡大の一途

を辿っている。その適正な使用のためにも、簡便か

つ低侵襲なスクリーニング診断法の確立が望まれる。 

 

② 海外 

 1996 年に portable home-based uroglowmetry が

オランダで開発され、メディコン(株)より本邦でも国

内販売されたが、複雑な液位測定用配線を施した使

い捨て受尿カップが高価で普及せず販売を停止して

いる。他に home uroflowmetry として電池駆動の据

え置き式で重量測定方式の Da Capo が 2000 年初頭

に市場化されたが、普及はしていない。その有用性

は高く評価されているが、簡便で軽量な携帯式で、

在宅で数日間にわたって記録できる尿流量率計は、

受尿カップの固定等に工夫がなく、未だ市場化され

ていない。 

(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 

本機器は他に市場にみられない革新的な機器であり、

競合製品は現在市場化されていない。従って、ここ

では尿流量率測定に限定して全般的な動向を記す。 

国際尿禁制学会は 1988年に全ての用語を排尿機能

検査を基本に規定した如く、種々のトランスデュー

サなどを用いて膀胱･直腸内圧と尿流量率を同時に

測定する水力学的な圧・流量率測定検査が主流で､大

掛かりな統合型機器を中心に発展してきた。しかし

ながら水力学的検査の結果と症状の間に矛盾する頻

度が高いことや患者数の急速な増加に対応しきれな

いことから、2002 年には症状問診票を中心に症状で

診断する方針に変化し、評価は排尿日記と尿流量率

測定が主流になっている。 

 

１．据え置き型尿流量率測定機器 

下図左に示すような総合排尿機能検査機器の一部

として、施設内で尿流量率を測定しているのが大半

である。近年、尿流量率計は、排尿環境を重視した

下図中・右のように便器と類似の形態をとり、付加

価値を高めてシェアを伸ばしているが、施設依存型

の限界がある。また、電子カルテに対応するために

有線・無線 LAN でパーソナル PC などに情報を送り、

利便性の向上を図っているが、計測方法には大きな

進歩がなく、施設内でしか測定できない限界は解決

されていない。 
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２．携帯式尿流量率計 

 過去に携帯式尿流量率計の市場化が試みられてき

た。下図左の portable home-based uroflowmetry は

オランダで開発され、メディコン(株)より国内販売さ

れたが、複雑な液位測定用配線を施した使い捨て受

尿カップが高価で普及せず販売を停止している。下

図中の機器は副総括事業代表者が開発し、関西セイ

キ(株)が特許を取得したが上市に至っていない。下図

右の携帯式尿流量率計は、今回提案する機器のプロ

トタイプで、数日間連続して排尿時刻、排尿量など

の排尿日記に求められる項目に加えて、排尿率なら

びに満足度を記録し、記録媒体を活用しコンピュー

タ上で膨大な測定データを医療者が判りやすい形で

可視化するもので、他に類のない機器である。 

 

(b) 競合製品／競合企業とのベンチマーキング 

現在、国内で販売されている排尿機能検査機器な

らびに尿流量率計のメーカーと国内販社および販売

シェアを下の表に示す。国産機器は 2 種のみで、金

額ベースで国内シェアの 65%が外国に依存している。

尿流量率測定方法は、mediwaich社のウロダイン 1000

が回転ディスクトランスデューサの電位変動測定方

式をとる以外は、ロードセルを用いた重量測定方式

が大半を占めている。近年、TOTO が開発した便器内

の溜水水位と溜水量の検量関係を利用したもの以外

に測定方式に新しいものはない。全ての機器は施設

の検査室据え置き型で、一部の機器では付加価値と

して排尿環境の改善ならびに電子カルテに対応する

ためのネットワーク化が試みられている以外に目新

しい進歩はない。 

 

本機器は、高齢者が在宅で長時間測定でき、音声

ガイドをはじめとして使い勝手の良い工夫と自己評

価を加味したもので、さらに Wi-Fi 端末を介して使

用者に測定結果を提供するとともに医療者に膨大な

データを可視化した判りやすい情報として提供する

画期的な機器で、現時点では競合する機器はない。 

全体市場：644 百万円の内、尿流量率計：332 百万

円  

 
提案する携帯式尿流量率計と現在市販されている

主な尿流量率計の比較対照を以下に記す。上記の市

場参入メーカー一覧のうち、測定方法が同一もしく

は類似のものは一括して、代表的な機種の仕様を記

している。提案する携帯式尿流量率計は、多くの機

種が採用しているロードセル重量測定方式を採用し

ているが、最大の特徴は小型軽量で手持ち測定がで

き、在宅で数日間連続して測定が行えることにある。

手持ち測定で危惧される振動によるノイズについて

は、本機器では加速度センサーとノイズキャンセル

ソフトウェアで対応している。 

また、磁性体を用いた受尿カップは使い捨てで、

装置の洗浄等の管理を必要とせず、また医療施設で

使用する際は、そのまま一般尿検査に供することが

できる。 

唯一解決すべき課題は、新規の評価・解析法を必

要とする点にある。従来機器では単回検査の結果を

そのまま単純に臨床評価に用いてきたが、数日間連

続して測定が可能な携帯式尿流量率計では同一人で

も生活動作により１回排尿量が変動し、それに連動

して尿流量率も変化することが明らかになっている。

従って、本機器では新たなパラメータを設定した解

析ソフトを確立することが必要である。 

 

主な競合尿流量率計とのベンチマーキング 
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(4) ビジネススキームの検討結果 

①売れ続けるためのビジネスの”仕組み”・マーケ

ティング戦略 

携帯式尿流量率計がビジネスとして成功するには、

本機器の有用性を実証し、排尿機能検査における「事

実上の標準」（de facto standard）としての評価を

得ることにある。このためには、使い勝手が良く安

定して作動する機器、測定結果の妥当な評価法、適

正な利益の継続性が求められる。 

このためには以下の戦略をとる。 

本機器は、既に総括事業代表者は受尿カップ固

定システムを含めた携帯式尿流量率測定装置と

して特許(P106005US1)を取得し知財として確保

しており、他社は類似競合品を販売できない。 

消耗品(使い捨て受尿カップ)を付加さすことに

より、販売後も継続した利益が見込める。 

高齢者の使い勝手に配慮し、ユーザー評価を加

味して意匠を更に改良する。 

使用者の結果をその場で知りたいとの要求にこ

たえる Wi-Fi 端末により排尿自己評価と測定値

が確認できる。 

種々の電器部材を統合する基板と制御マイコン

プログラムを改良し保守管理の簡素化を図る。 

在宅貸出し方式による機器の需給拡大以外に、

医療施設内での用途の拡大を図る。 

・国内市場へのマーケティング戦略 

上市前後から学会等有力な指導者とともに研究

グループを組織し、数日間連続在宅排尿記録の

有用性を検証し、革新的な本携帯式尿流量率計

の優位性を国内外に広報する。 

多数例の排尿記録を SDカードを介してコンピュ

ータに蓄積し、在宅排尿結果を繁忙な外来診療

の場で可視化して簡便に活用できるシステムを

作成する。 

・海外市場へのマーケティング戦略 

海外の排尿機能測定機器製造販売業者（国内販

売）には、排尿機能検査機器の輸入販売を手掛

ける大手医療機器販売企業を通じて、統括事業

責任者が既に機密保持契約を交わして折衝して

おり、国内上市前後に欧州にて CEマークを取得

し、本携帯式尿流量測定機器を OEM として提供

する。 

②ビジネス体制 

携帯式尿流量率計の市場化開発は、医療機器製造

販売届をクラスⅠ．一般的名称「再使用可能な尿流

量計」として取得し、下図の体制で、開発・製造・

販売を行う。 

 
 

③ものづくり中小企業の位置づけ 

マイクロニクス株式会社は、長年、本機器の開発

研究に従事しており、市販化にあたって、筐体設計、

製造管理を担当する。同社は医療機器製造販売業の

許可を取得し、医療検査・バイオ関連部門、ファク

トリーオートメーション部門ならびにラボラトリー

オートメーション部門を主体に、設計・製作・販売

を行い、産学関連機器の開発にも実績を重ねている。 

市販機器の製造においては、各分野を専門とする

ものづくり中小企業との連携により、筐体、基板作

製ならびにソフトウェアの作成を外注し、最終製品

に仕上げる。 
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(5) 事業リスクの洗い出しと対応策の検討結果 

 洗い出された課題（隘路） 左記への対応策 

薬
事 

Ａ）薬事届出には電気的

安全性試験と EMC試験が

必要であるが、事業開始

が遅れ、試作機器の製造

工期を勘案すると、完成

が今年度の 1月末の見込

みで、事業期間内に各試

験を終了することは困難

である。 

 

 

Ｂ）前期・後期臨床検証

の結果から、市場化に向

かって、機器の形状・機

能の変更を余儀なくされ

る可能性がある。 

 

Ａ）第 1期試作機器（射出

成形筐体に統合基板搭載）

を 1月末に完成し、前期臨

床検証でその動作を確認

し、電気的安全性試験と

EMC試験を 2月に完了した。

4月に薬事届出を行い、次

年度後期臨床検証には医

療機器として用いる。 

 

Ｂ）機器の改良の結果、再

度薬事届出が必要と判断

された時は、電気的安全性

試験と EMC試験を再受審

し、薬事届出を行う。 

知
財 

Ａ）数日間にわたる在宅

尿流量率測定の結果は

膨大なデータになり、

繁忙な外来診療ではそ

の診断は困難である。

医師の診断を補助でき

る判りやすい表示方法

が必要である。 

 

 

 

 

Ｂ）在宅測定に機器を貸

し出す際の動作確認な

くして確実に測定し記

録できる確証がない。

また、施設内で単回測

定した時に排尿結果を

即座に患者に提示する

ことができない。PCを

用いて解析する前提以

上に、本機器の信頼性

を担保して販路を拡張

する上でリアルタイム

の表示が求められる。 

 

Ｃ）機器作動制御ソフト

はＣ言語、タブレット

端末はアンドロイド、

医療者はウィンドウス

を用いデータの互換性

に欠けている。 

 

Ｄ）模倣品、後発品対策

としての知財の活用が

求められる。 

Ａ）排尿機能専門家のニー

ズを抽出して、排尿機能

診断ソフトウェアを開

発する。このソフトウェ

アの独自･新規性調査を

行い、知財の面から本開

発機器を保護し、上市後

の他製品との差別化を

図り、安定した事業展開

の確保を目指す。 

 

Ｂ）Bluetooth通信システ

ムを用いてタブレット

端末に測定データを表

示させるソフトウェア

を開発する。機器の作動

確認とともに、院内単回

測定の即時表示は患

者・医師の双方にとって

利便性が向上する効果

があり、このソフトウェ

アについても権利化を

検討する。 

  

 

 

Ｃ）入出力されるそれぞれ

のデータの互換性を確

保し、相互変換に伴う労

務を軽減できるデータ

構築できるシステムを

目指す。 

 

Ｄ）製品デザインの意匠登

録も含めて、製品を知財

面からあらゆる角度で

保護できないかを再点

検する。 

技
術
・
評
価 

Ａ）測定データを医療者

が判りやすい形で可視化

するソフトウェアを開発

予定であるが、可視化に

おけるデータ処理の手法

及び条件の最適化が必要

である。 

 

B)手に持って測定する携

帯式尿流量率計として女

性、高齢者に対する使用

法に一層の配慮が必要で

ある。 

 

 

 

C)尿による機器汚染対策

と機器清浄管理対策を行

う必要がある。 

Ａ）在宅における複数回の

排尿計測はこれまでに例

がなく、学会等での議論、

既存製品のデータ処理手

法を参考に医師の要望を

満たす最適な可視化方法

を検討する。 

 

B)姿勢保持が不安定な高

齢者ならびに立位排尿が

困難な女性に対する使用

マニュアルを整備する。同

時に陰茎把持デバイスや

機器を保持するスタンド

等を開発する。 

 

C) ロードセル架台と筐体

との狭隘な空間の尿汚染

は清浄できず、衛生面から

この部を抜本的に設計変

更する必要がある。また、

使い捨ての受尿カップは

尿を廃棄するときの容器

の後垂れを解消する必要

がある。 

 

そ
の
他
事
業
化
全
般 

Ａ）在宅における複数回

の排尿計測は過去に例が

なく、計測結果を診断・

治療に活用する手法・エ

ビデンスは確立されてい

ない。事業化の成功の為

には、本機器による計測、

診断、治療の有用性を臨

床検証によるデータとし

て示す必要がある。 

 

B)革新的な携帯式尿流量

率計の開発･市場化には、

販売従事者の商品知識の

深化と製品説明と QAの

統一化が必須である。村

中医療器(株)は、泌尿器

科領域の医療機器販売の

実績が乏しい 

Ａ）先行する在宅計測機器

がない状況下で、試作機器

を使用した臨床検証を実

施し、本機器の臨床診断・

治療における有用性を明

らかにし、De Facto 

standardとして本開発機

器の普及を図る。 

 

 

 

B)全販売従事者に、排尿障

害の診断から治療まで最

新知識を学習させ、同時に

販売担当責任者を定めて

競合製品を含めた排尿機

能診断機器に関する勉強

会を開催する。 
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(6) 上市（投資回収）計画の検討結果 

 

(a) 投資計画 

 

① マイクロニクス株式会社 

上市時（事業化）の「ものづくり」を担当するマ

イクロニクス株式会社は製品の品質を担保する立場

から安定した部品供給が必要である。特にプリント

基板の実装部品が長期供給されない可能性がある。

多くは代替品でカバーできるが、時には基板そのも

のを再設計しなければならないケースがあり、医療

機器供給のネックとなる恐れがある。上市時の当面

は各種の検証を確認した実装部品の LOT 数の基板

を準備して販売計画に沿った製作台数の基板を初期

投資する予定である。初期ロット（最低 100~200台）

の基板を一括発注する計画で、費用は 300 万~400 万

円。また、今年度に計画している評価を基に、改善

を実施する最終の筐体の金型費用は 700～800 万で、

の合計 1000 万～1200 万の初期投資を予定している。 

 

② 村中医療器株式会社 

9 月 18日(木)～20 日（土） 第 21回日本排尿機能

学会(岡山コンベンションセンター)で本装置を出展

し、専門 Dr 並びに専任看護師への評価を頂き検証す

る予定である。また、11月 12 日(水)～14日(金)ホ

スペックスジャパン 2014（東京ビッグサイト）にお

いて、医療機器販売会社に向けた製品発表を予定し

ている。 

上記の展示会で得られた評価を踏まえて、村中医

療株式会社全国 11拠点から 500件を超える主要ディ

ーラーと連携して本装置の操作方法を中心とした取

扱い説明ツールの作成並びに泌尿器関連の知識向上

のための勉強会を定期的に開催する予定である。こ

れらの措置を講じて、上市後も安定的に商品を供給

できる体制を速やかに確立する。 

 

 

(b) 回収計画 

携帯式尿流量率計の基本的なビジネスモデルは、

ベースとなる装置の販売を促進し、ディスポーザブ

ル尿コップの使用量を増加させ売上増加に繋げるこ

とである。成功への鍵は、当製品を用いた診断が有

用であると認知され、一般化されることであり、そ

の為、販売から 3 年目までは全国の基幹病院をメイ

ンターゲットとし営業活動を行う。 

平成 25年 4 月現在、日本泌尿器科学会認定の専門

医教育認定施設（開業、一般病院を除く）は 1,198

施設存在する。3年目に 200 施設への販売を目標とし

ており、一施設当たりの平均納品台数を 4 台、平均

販売価格を 35 万円と仮定すると、3 年後の本体の想

定売上は約 2.8 億円になると予測する。 

また、消耗品である尿コップは、20 個入りを１セ

ットと販売する事を想定しており、本体１台当たり

月に平均 4セット使用されると仮定すると年間 48セ

ットとなるが、通年で平均すると 6 ヶ月の積算に値

すると考える。本体が年間 800 台販売されるとする

と年間 43,200セットの販売を見込む。平均販売金額

を 1000円と仮定すると想定売上は約 4,320万円とな

る。本体と消耗品の金額を合計すると想定売上は約

3.2億円の規模になる見込みである。 

3 年後以降は、販売ターゲットを基幹病院から在宅

領域まで広げる計画であり、保険収載等の要素もあ

るが以下の通りの売上を見込む。 

海外市場へは、OEM にて販売を計画しており、欧州、

米国を中心に販売し 3 年後の想定売上 5 億円を計画

している。 
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(c) 委託期間後を含めた事業計画 

 

 
2015H27)年度以降

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

電気的安全性試験
及びＥＭＣ試験/非

臨床試験

臨床検証

届出申請

上市

実施内容

自主事業の内容

2015(H27)年度

① 携帯式尿流量率計市販機器の開発
（マイクロニクス株式会社、公立大学法人奈良県立医科大学、村中医療器株式会
社）

② 携帯式尿流量率計の臨床的有用性の検証
（村中医療器株式会社、公立大学法人奈良県立医科大学、マイクロニクス株式会
社）
③ 市場調査ならびに研究推進委員会による課題検討
（公立大学法人奈良県立医科大学、村中医療器株式会社、マイクロニクス株式会
社）

① 携帯式尿流量率計市販機器の改良
（マイクロニクス株式会社、公立大学法人奈良県立医科大学、村中医療器株式会
社）

② 携帯式尿流量率計の臨床的有用性の検証
（村中医療器株式会社、公立大学法人奈良県立医科大学、マイクロニクス株式会
社）
③ 市場調査ならびに研究推進委員会による課題検討
（公立大学法人奈良県立医科大学、村中医療器株式会社、マイクロニクス株式会
社）

A海外市場調査
B学会活動
C展示会出展等広報活動

A海外市場調査
B学会活動
C展示会出展等広報活動

A海外市場調査
B学会活動
C展示会出展等広報活動

2013(H25)年度 2014(H26)年度

A,C海外市場調査A,C海外市場調査・展示会出展

①表示ソフト開発

①統合基板・デザイン・音声ガイド改良 ①統合基板・デザイン・音声ガイド改良 ①市販モデル作製

①金型製作

①薬事申請に添付
①薬事申請に添付

②前期臨床検証及び医療施設単回測定有用性の検証、Ｂ学会・論文発表
②前期臨床検証及び医療施設単回測定有用性の検証、Ｂ学会・論文発表

②後期臨床検証、B学会・論文発表 Ｂ学会・論文発表

薬事届出 薬事届出

③販売調査
上市目標

重点類型：周辺市場開拓

海外上市は独自事業
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1.4 当該事業の連絡窓口 

 

公立大学法人奈良県立医科大学 

法人企画部 研究推進課 産学連携推進係長  米坂 治 

〒634-8521 

奈良県橿原市四条町８４０ 

基礎医学校舎４階 

Tel:0744-22-3051 

Fax:0744-29-4746 

E-mail: sangaku@naramed-u.ac.jp 

mailto:sangaku@naramed-u.ac.jp
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2. 本編 

2.1 携帯式尿流量率計市販機器の開発 

前事業で試作したプロト機での問題点や改良点を機能性、操作性、価格面で精査した内容の携帯式尿流

量率計の製作を行った。 

 

①電子・電気部品の精査と統合基板の作成に関して 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             部品実装面 

 
 

 

 

 

 

発生したトラブルの原因のほとんどがコネクターの接触不良や操作ミス、電池の寿命が起因していたこ

とから可能な限り基板上に搭載し、トラブルの低減低策を行った。ランプ、各種スイッチ、マイクロ SD

カード、ブルーツース基板などは基板上に配置し、ロードセルとスピーカーは最小限のコネクター接続に

なった。外部接続部は本体ケースに防滴カバーを付け、マイクロ USB コネクターで外部充電器からの基

板に固定した内臓電池に接続して充電を行うことと、集積した測定データはマイクロ SD カードで取り出

せるようにした。 

 

②電池の寿命と計測回数 

3 日間の在宅で排尿時の計測を安定して行うために、低消費電流化・長寿命することで貸し出し期間中の

充電をしないで計測できるようになった。貸出前にフル充電しておけば、電池は（1800mAh）基板の CPU

などをスリープ状態（3mAh）で 600 時間、連続計測状態では 90mAh 消費するので 20 時間の寿命になる。 

したがって、1 日に 10 回の計測（3 分間）を行う場合は諸条件を加味しても 10 日間、SD カードの収録

回数 256 回計測が可能になった。 

 

 ③尿の重量を計測するロードセルの改良 

採尿カップで連続的に重量測定するロードセルは点接触式から面接触タイプに変更して機械的摩擦を減

少させて、誤差の低減とコストダウン、計測の安定性、更に基板収納部とロードセル取付け部を分離する

ことで尿や洗浄水の流れ込みを防ぐようにした。 

 

 

基板の配置例 

実装面 基板の取付例 
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 ④音声案内の改良 

  従来機ではスピーカーの音声案内が基板に取り付けていたがケース側に取付、音が「コモ」らないよう

にした。音量がスイッチ操作で変更できるようにしたこと、案内内容もわかりやすく、ゆっくり説明する

ようにした。こうした一連の操作については夜間、高齢者に配慮した「操作マニアル」で使い易く説明し

ている。 

 

  ⑤筐体の作成 

筐体の作成に関しては、使用する医師と患者の意見、ものづくりする技術者の意見を反映すべく、数回

にわたる意見交換会とスケッチ図で打合せし、工業デザイン専門家に依頼してCADによる設計図作成→3D

プリンターによる筐体試作→切削による成形→再設計→少 LOT 射出成形筺体を行って現在に至っている。 

 

⑥動作検証（規制機器との精度比較） 

奈良県立医科大学附属病院にある他社の機器の計測部を直列に積重ねで同一試料（フラスコに水を入れ

て）を流して精度評価を行った。具体的には、URODYN（回転式）→携帯式尿流量率計→Solar（重量式）

を重ねて計測した。500mL と 50ｍL の 2 例で比較した。 

URODYN は回転式のため原理的に異なるが Solar と携帯式尿流量率計は同じロードセルを用いた重量

式であった。測定部を 3 段に重ねて、初めに URODYN→携帯式尿流量率計／Solar に水が流れるように

した。 

 

  重量値 

                   URODYN     Solar  携帯式尿流量率計 

    500mL（予め天秤で測った水）    550 mL    488mL    509mL 

     50mL                56 mL     49mL     52mL 

                   多い目     少な目    真値に近い 

 

±5％の精度とすれば、携帯式尿流量率計の測定値は他社機器と比較して遜色のない計測値を示した。 

 

⑦在宅測定の測定結果統合表示画面 

今回、試作プロト器を用いて測定した在宅で蓄積されたデータを基に、公立大学法人奈良県立医科大学

の医師の意見をまとめて、患者への貸出期間のデータを一瞥して把握可能となるようなモニター画面表示

のパソコン用ソフト案ができた。今後、さらに多くの専門医の意見を集め、製品化に向け、より良い洗練

されたものに改良する予定である。 

 

⑧動作検証（単回検査結果表示用のタブレット端末表示） 

数日にわたる在宅測定では患者に機器を貸し出す前に機器の作動をリアルタイムで確認することは、医

療機器として最低限担保されるべきである。このために機器に搭載する Bluetooth 通信を用いて直近の尿

流率測定データをタブレット端末に表示するタブレット端末を利用するシステムを構築した。このシステ

ムを用いれば、使い捨て受尿器を用いる本機器では、採尿した尿を尿検査に用いることができ、利便性は

大きく向上する。従来機では尿流量率測定と尿検査は同時に行えず、本機器＋タブレット端末を利用すれ

ば医療収益の向上に寄与し、本機器の普及に大きく寄与する。 

 

  ⑨EMC 測定・新規適合性評価業務の申請 

携帯式尿流量率計を医療機器として製造販売するための EMC 測定・新規適合性評価業務の申請を行っ

た。 
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2.2 携帯式尿流量率計の臨床的有用性の検証 

携帯式尿流量率計のプロト試作機器での測定結果の解析 

 奈良県立医科大学泌尿器科を中心に、従来から開発してきた携帯式尿流量率計のプロト試作機器を用

いて在宅で 24 時間以上測定し得た 62 例の前立腺肥大症患者の排尿を検討した。マイクロニクス株式

会社はプロト機器では機器の傾斜や振動によるノイズが発生し、３D 加速度センサーを用いたノイズキ

ャンセルソフトウェアの開発を行った。このうち機器傾斜によるノイズ発生の一因としてロードセルの

関与が考えられ、今回、架台とより接触面積の広いロードセルを採用することで、このノイズ発生を解

消した。 

村中医療器株式会社は 奈良県立医科大学から提供を受けた 62 例の検討を通じて、種々の病態に至

適な表示法を検討した。個体内で排尿状態が大きく変動するグループや一定の日内変動がみられ群など、

複数回の測定結果を統括して、一目で判断できる複合的な表示法が最も望ましく、今後、前期・後期臨

床検証での在宅測定結果と合わせて検討する。 

 

前期臨床検証  

 奈良県立医科大学泌尿器科と関連 4 施設において、携帯式尿流量率計第 1 期試作器を用いて、尿流量率

測定とアンケート調査ならびに尿流量率計で採取した尿の一般検尿・沈渣を行った。 

なお、第 1 期試作器は切削成形機器と射出成形機器の 2 種を用いた。 

アンケート調査は、切削／射出成形機器ともに共通の質問票を用い、①機器について、②操作性につい

て、③手持ちで測定することについて、④受尿カップの脱着についての計 20 項目で、自己記入方式で行

った。 

 

１）施設内単回計測による検討 

在宅測定を目的とした携帯式尿流量率を施設内単回計測に使用する理由は、多くの症例を対処する外

来での尿流量率検査に対応すること、ならびに従来器の尿流量率計測定では廃棄していた尿を尿検査に

供する利便性を確立することで携帯式尿流量率計の利用拡大を目的としている。 

 

A) 切削成形筐体機器を用いた検討 

射出成形機器の筐体検討のために、切削成形機器を用いて 80 名（男性 73 名、女性 7 名）を対象に

施設内単回測定を実施し使用アンケートを行った。うち 60 名では尿流量測定と検尿が同時に実施でき

るか否かを検討した。  

 

 そのアンケート調査の結果は、射出成形機器の結果と合わせて、表１に記載した。 

 尿一般検査、尿沈渣の検査結果については、本機器の受尿カップを検尿に用いたことによる影響は

なく、実臨床において携帯式尿流量率計で採取した尿を一般検尿に供することに支障はないと考え

られた。 

 

B) 射出成形筐体機器を用いた検討 

奈良県立奈良病院、大和高田市立病院、済生会中和病院、大阪暁明館病院ならびに奈良県立医科大

学附属病院の５施設で計 216 名（男性 139 名、女性 74 名 不明 3 名）を対象に実施した。年齢は

10 歳代 1 名、20 歳代 49 名、30 歳代 75 名、40 歳代 50 名、50 歳代 31 名、60 歳代 9 名、不明 1 名

であった。方法は切削成形筐体機器を用いた検討と同じ単回測定による機器・操作性などのアンケー

ト調査と尿一般検査、尿沈渣を実施した。 

 

 そのアンケート調査の結果は、切削成形機器の結果と合わせて、下の表 1 に記載した。 

 実臨床的に携帯式尿流量率計で採取した尿を一般検尿に供することに支障はなかった。 
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    表１ 第 1 期試作器の前期臨床検証におけるアンケート調査結果 

  

C) アンケート調査による携帯式尿流量率計の評価の概括 

   ①機器の形状について  

使用者の意見：機器の形状については、下に示したアンケート調査結果の如く、概ね適切とする回

答が多く 切削成形機器より射出成形機器の方が全体デザイン、重さ、ハンドル形状について、適

切とした頻度は高く、機器の改善成果が見られた。一方、機器の大きさ、受尿カップの大きさに関

しては射出成形機器の方が評価は低かった。この原因については、射出成形機器を用いた検討には

女性の参加が多く、操作性の項にも記載するが、下のグラフのように男性と女性では評価は大きく

異なり、本機器を用いた女性の排尿姿勢への配慮が欠けていたことが、女性の評価が低い原因と考

えられた。 

医療者の意見：形状に関しては概ね適切とする意

見が多かった。しかしながら、機器の直径が大き

く女性が排尿時に洋式便器内では使えず、排尿姿

勢が取れない苦情が寄せられ、形状変更もしくは

使用法の具体的なマニュアルを求める声が多かっ

た。 

また、尿流量率計では尿汚染は必発であるが、

ロードセル架台周囲が汚染すると清浄化さすのが

困難である。随所に清拭が困難な部位があり改善

が必要である。また抗菌対策として表面の塗装も

しくは材質に工夫が必要である。 

機器について 操作性について 手持ちで測定することについて

評価 切削型
射出型

評価 切削型
射出型

評価 切削型
射出型

全体 男性 女性 全体 男性 女性 全体 男性 女性
全体デザイン 操作性全般 心理的抵抗を感じる

適切 71% 88% 91% 82% 使いやすい 19% 49% 55% 36% いいえ 77% 63% 68% 54%
その他 25% 8% 6% 12% まずまず 68% 40% 38% 43% はい 23% 34% 28% 42%
無回答 4% 4% 3% 5% 使いにくい 11% 10% 5% 19% 無回答 0% 4% 4% 4%

大きさ 無回答 3% 1% 0% 1% 衣服の接触
適切 88% 66% 77% 46% 操作手順 接触しない 85% 66% 81% 39%

大き過ぎ 8% 24% 16% 39% 適切 60% 86% 86% 82% 接触する 15% 32% 17% 57%
小さ過ぎ 4% 6% 4% 7% 複雑 33% 13% 11% 16% 無回答 0% 2% 2% 4%

その他 1% 5% 4% 7% 無回答 8% 2% 3% 1% 機器を持って排尿姿勢の保持が困難
無回答 0% 1% 0% 1% 電源ボタン 困難でない 75% 65% 78% 41%

重さ 押しやすい 51% 78% 80% 74% 困難 23% 33% 19% 57%
適切 86% 91% 91% 92% 押しにくい 45% 22% 20% 26% 無回答 2% 2% 3% 2%

軽過ぎ 0% 2% 2% 3% 無回答 4% 0% 0% 0% 慣れれば不自由を感じない
重過ぎ 13% 5% 6% 4% 動作ランプ はい 92% 87% 91% 78%
その他 1% 1% 1% 1% 見やすい 55% 66% 68% 58% いいえ 2% 11% 6% 18%
無回答 0% 1% 0% 1% 見にくい 45% 33% 31% 42% 無回答 6% 2% 3% 4%

ハンドルの形状 無回答 0% 1% 1% 0%
適切 63% 83% 83% 82% 評価ボタン

持ちにくい 16% 9% 8% 9% 押しやすい 56% 71% 76% 59%

太過ぎる 4% 2% 1% 3% 押しにくい 44% 28% 24% 36% 受尿カップの脱着
細過ぎる 4% 0% 0% 0% 無回答 0% 1% 0% 4%

評価 切削型
射出型

滑り易い 1% 1% 1% 1% 音声案内 全体 男性 女性
角度が悪い 10% 4% 4% 3% 判りやすい 83% 77% 70% 89% 測定部への受尿カップの搭載

その他 3% 1% 2% 0% 判りにくい 18% 23% 29% 11% 容易 76% 90% 93% 82%
無回答 0% 1% 1% 1% 無回答 0% 0% 1% 0% 難しい 0% 2% 1% 4%

受尿カップ 音量 無回答 24% 8% 6% 14%
適切 79% 68% 73% 58% 適切 91% 75% 68% 88% 受尿カップから検尿容器に移す

大き過ぎ 8% 20% 16% 27% 小さ過ぎ 6% 22% 28% 11% 容易 73% 87% 89% 80%
小さ過ぎ 10% 13% 12% 15% 大き過ぎ 3% 2% 3% 1% 難しい 3% 7% 6% 9%

その他 3% 0% 0% 0% 無回答 0% 1% 1% 0% 無回答 24% 7% 5% 11%
無回答 1% 0% 0% 0% 受尿カップの脱着

排水口の形状 容易 53% 73% 73% 70%
適切 85% 90% 88% 91% 難しい 5% 4% 4% 3%

大き過ぎ 3% 6% 5% 7% 汚れそう 21% 15% 17% 12%
小さ過ぎ 6% 3% 4% 0% 無回答 21% 9% 6% 15%

その他 3% 0% 1% 0%
無回答 4% 2% 1% 3%
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簡易防水や落下などによる機器の損傷を危惧する意見もみられた。 

 

② 操作性について  

使用者の意見：機器の操作性については、機器の形状に比較して総じて評価が低く、特に女性の評

価がより低い結果であった。操作性全般に対する評価を見ると、下のグラフの如く切削成形機器よ

り射出成形機器の評価が高く改善の成果が見られているが、射出成形機器の評価を性別に見ると有

意に女性の評価が低い結果であった。操作手順、電源ボタン、動作ランプ、評価ボタンの操作・確

認については性差に関係なく、切削成形機器より射出成形機器の方が良く、機器改善の成果が見ら

れているが、ボタンの大きさや配置に改良の余地が

ある。 

特に、女性の評価は、携帯式尿流量率計にどのよ

うにして排尿したらよいかの戸惑いと、排尿姿勢が

取りづらいことなどに関連した項目が、操作性に関

する低い評価に繋がる傾向が見られた。 

医療者の意見：本機器が正常に作動しているかリア

ルタイムで確認できる方法がない。機器の操作手順

として電源スイッチをオンした後、音声ガイドが流

れるまでの 3 秒間は長く不安感が強いなど、音声ガ

イドと実際の測定動作に感覚的なずれがある意見

が多かった。女性で測定する時の排尿姿勢の取り方

を含めたマニュアル作成を求める意見があった。 

     

③ 手持ち測定について 

使用者の意見：手持ちで尿流量率を測定することについては、30-40%の使用者が心理的抵抗を感

じると評価しているが、一方、90%の使用者が、慣れれば手持ちでも不自由を感じないと判断して

いる。一方、重量測定方式である携帯式尿流量率計

では受尿カップと衣服の接触は最も大きな測定ノ

イズの原因であり、女性では 57%が接触すると回答

していた。現在、測定した尿流量率の測定データを

解析中であるが、女性の測定データにノイズ混入が

顕著であれば、筐体の受尿カップ周囲のデザインに

工夫する必要が生じる。片手に携帯式尿流量率計を

持って、測定する間の姿勢の保持については、男性

では 78%が困難でないと回答したが、女性では 57%

が困難であったと回答していた。 

医療者の意見：女性の使用者から洋式便器内に携帯

式尿流量率計が収まらず、どのように使用すればよ

いか判らない、中腰で使用したが機器が大きく排尿姿勢の保持が困難であった等の意見が多く、一方、

洋式便器の端に浅く座れば問題なく使用できたなどの意見もあり、女性の受尿方法については、ビデ

オを含めた使用に関する統一した説明を充実させることが喫緊に解決すべき課題である。 

また、男性で本機器は左利きの使用者には電源ボタンなその操作が困難であるとの意見があった。 

 

④ 受尿カップの操作について 

使用者の意見：受尿カップの操作に関しては、今回の単回測定検査では機器に装着した状態で使用者

に手渡し、脱着は医療者が行ったので、評価を下すことは妥当ではないが、受尿カップの機器への搭

載と脱着ならびに尿の検尿容器への注入については概ね問題がないと判断できる。 

 

D）第 1 期試作機器を用いた前期臨床検証の今後の検討について 

  前期臨床検証のアンケート調査で得られた課題を基に、第 2 期試作機器の試作に反映させる。 
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射出成形で作成した携帯式尿流量率計を用いた単回測定における排尿パラメータの解析については、現

在、国際尿禁制学会のガイドラインに準じて尿流曲線の平滑化を種々の統計学的手法を用いて検討中で、 

同時に他の尿流量率計の測定データと比較して至適な平滑化ソフトを最終決定する。 

また、携帯式尿流量率計での在宅排尿機能検査については、各施設 5 例を目標に現在、実施中である。 

 

2.3 市場調査ならびに研究推進委員会による課題検討 

 

・ 市場調査について 

村中医療器株式会社は、現在、国内で販売されている尿流量率計について市場調査を行った。調査は測

定方式が本機器と同じ重量測定方式の尿流量率計を対象にして、それぞれの仕様ならびに特徴比較を検討

し、その概要を下の表に記す。 

 
 

研究推進委員会による後期臨床検証への取り組み 

副総括事業代表者と村中医療器株式会社は、後期臨床検証に予定する札幌医科大学、信州大学、山梨大

学、国立長寿医療研究センタ－、近畿大学奈良病院、原三信病院ならびに奈良県立医科大学の各研究責任

者に個別面談を行い、後期臨床検証に参加を要請し、承諾を得た。2014 年度の本委託研究の契約が完了

次第、前期臨床検証の成果を基に在宅尿流量率測定を携帯式尿流量率計の臨床的有用性を検証する共同研

究グループとして臨床研究を実施する。後期臨床検証では下部尿路症状を有する患者を対象に各施設 30

例を目標に共通のプロトコールを作成して各施設の医の倫理委員会／IRB の承認を得て実施する。 

プロトコールは奈良県立医科大学で素案を作成し、研究推進委員会で検討して確定する。この委員会で

は各施設から排尿障害に関する臨床現場の課題を抽出し、携帯式尿流量率計がどのように解決できるかを

検証することを目的とする。その検証で得られた知財はグループの共有として臨床的興味のあるテーマを

網羅的に検証し、国際的に日本発のデータとして 2016 年に東京で開催される国際尿禁制学会で公表する

合意を得ている。 

本機器が 2014 年 4 月までに医療機器としての届出を完了さすことにより、共同研究に対する各施設の

医の倫理委員会／IRBでの審査のハードルは大きく緩和され、プロトコール作成後、速やかに後期臨床検

証に着手する。 
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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 

従来の携帯式尿流量率計プロトタイプ開発の基盤と経験を最大限に活用して、契約締結後、極めて短期間

に電子・電気部品を統合した基板ならびに射出成形による筐体を用いた第１期試作機器ならびにソフトウェ

アを作成した。この第１期試作機器を用いて前期臨床検証を実施し、多くの使用者による機器の評価、改良

点の指摘を蓄積した。 

これらの成果をもとに、第 2 期試作機器の製作ならびに排尿機能専門家による後期臨床検証の上、医療機

器としての薬事届出ならびに市場化行程の目途が達成できた。 

 

① 携帯式尿流量率計市販機器の開発 

  限られた期間にもかかわらず、ほぼ満足成果が得られた。その評価の裏付けの根拠は「携帯式尿流量率計

の単回使用に関するアンケート」で回収された結果から、まずは測定結果約 260 名ものボランティアを含む

データと貴重な意見が得られたことである。 

 ハード面 

25 台の本体の医療機関での臨床検証中に 1 台のトラブルが発生した。基板上のコネクター外れて測定

できない故障であったが交換修理して対応した以外は特段の問題はなかった。 

    今後の改良面では多く意見が寄せられた。特に女性の方々の意見が多くあり、意見を集約して改善を行

う予定である。 

 

 ソフト及び操作面の改善点 

    ハード面は事業化・上市する上で、ブラシアップされ、もう一歩のところまできたがソフト面は正に

これからの課題である。関連の学会の発表や展示会での評価等、細かい内容を含めると来年度の成果が問

われると考えている。特にデータの積重ねから尿疾患との関連、投薬により効果、診断等多くのデータが

一元的にまとめられて始めて成果が出るもので今後の展開が楽しみである。そのためには多くの台数を販

売して使用していただく必要がある。操作面、価格面も含めて事業化・上市を進める。 

   一方、外来現場での単回検査ではタブレットによる検査結果の表示を迅速にして患者にスピード感を 

持って対応できる効果は実感できたので、外来現場で認知されるものと確信する。 

 

② 携帯式尿流量率計の臨床的有用性の検証 

契約締結の大幅な遅れにより、第Ⅰ期試作機器の作成が遅れ、前期臨床検証を実施する時間が極めて短い

状況において、前期臨床検証を実施した。施設内での単回計測で予定数を上回る使用者から多岐にわたる課

題が抽出でき、第 2 期試作に反映さすことが出来る。また、携帯式尿流量率計に用いた検尿でも臨床診断上

の支障はないことが確認でき、本機器の使用用途の拡大につながることが確認できた。 

在宅尿流量率測定は、時間の制約上、予定数に達していないが、継続して測定例数を増加させる。 

 

③ 市場調査ならびに研究推進委員会による課題検証 

 国内で販売されている測定方式が本機器と同じ重量測定方式の尿流量率計の市場調査を行った。臨床現場

のニーズに対応については本機器を上回る製品はないことが明らかになった。 

 後期臨床検証を行う研究推進委員会については、全施設参加の承諾が得られ、その検証作業の手順につい
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ても大筋で合意が得られた。 

 

(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 携帯式尿流量率計市販機器の開発 

変更前 電源スイッチを設置した可倒式のハンドル 

変更後 電源スイッチは統合基板の近くに移設した。 

可倒式ハンドルを廃し、本体と一体の固定式に変更した。 

ユーザビリティの改良と誤操作しにくい形状の実現。 

 

② 携帯式尿流量率計の臨床的有用性の検証 

変更前 在宅尿流量測定施設あたり 5 症例実施 

変更後 前期臨床検証の遅れにより、年度内未施行例は、次年度に繰越した。 

契約締結の大幅な遅れに伴う実施期間の不足。 

 

③ 市場調査ならびに研究推進委員会による課題検証 

変更前 研究推進委員会の開催 

変更後 日程調整が出来ず、各施設訪問し、試作機器の説明と後期臨床検証を説明した。 

契約締結の大幅な遅れに伴う実施期間の不足。 

 

(b) 機器スペック・ビジネスモデル 

① 携帯式尿流量率計市販機器の開発 

変更前 機器が正常に機能しているか確認できるものがない。 

変更後 Bluetooth 通信を用いて､タブレット端末に表示する機能を追加した。 

患者・医師 両者のユーザビリティの改良 

 

(c) 事業化体制 

変更前 排尿機能専門家施設を訪問しヒアリングを行う。 

変更後 学会会長の配慮により日本排尿機能学会の展示会場に無償ブースの提供を受け、会員対象に試作機

器を展示し意見を聴取した。 

契約締結の大幅な遅れに伴う実施期間の不足。 
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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 ＥＭＣ試験・電気安全試験等の試験があるが、比較的速やかに完了するのではと考える。しかし、エビデン

スはしっかりと保持していないと問題なので、エビデンスは早急に整えること。電源の充電方法が取り外し

とそうでない場合とで試験項目の内容が違ってくるはずであるので開発に当たってはその点も考慮しては

どうか。 

 

在宅計測では持ち帰り期間は無充電で安心して計測してもらう必要性から十分な電池寿命と確実な測定が

担保されなければならない。薬事面の必要書類である「ＥＭＣ試験・電気安全試験等の試験」は必須であるこ

とは承知している。そのうえで指摘を受けた受電方式は誠にその通りで外部式にするべく、部品選定から再設

計を行う予定である。更に、ノイズ対策についても基板裏側の取付ケースには「導電塗装」を実施して寄り強

いノイズ対策を実施する予定。 

 

(b) 技術・評価面 

指摘事項 技術的不安要素はあるか？ 使い勝手はどうか？ 

 

計測において様々なノイズが入るが、基板の改良、ソフト改良により対応可能で技術的な問題はない。 

使い勝手の改良が本機器の事業を成功させるための大きな要素と考えられ、可能な限りの臨床検証と附随し

たアンケート調査を実施した。この結果を詳細に分析して機器の改良を行い、ビデオを含む使用マニュアルを

作成し、より使い勝手の良い性差のない機器に仕上げる。 

機器の尿汚染は避けられないが、衛生管理を徹底さすために機器の清浄化が容易な筐体と抗菌加工を施すこ

とが次年度の課題になる。 

 

(c) 知財面 

指摘事項 これは特許にはならないだろうと考えている場合でも、特許になり得る可能性がある。デザイン面も含めて

技術性が高くなくても著しく効果が得られるもの、意匠など細かいものまで出願するということは考えてお

いたほうが販売戦略上、必要である。 

 

本年度の特許調査により、排尿機能を評価するためのグラフ表示について、特許性を阻害する先行技術が見

つかっていない。今後、ソフト改良の成果を特許出願により保護する予定である。 

使い勝手の改良を多方面から検討しており、種々のデバイスを含めた筐体仕様の最終確定時には意匠登録を

行う方針である。 

 

(d) 事業化面 

指摘事項 上市の可能性が高い案件である。早期に上市ができるように、機器開発に取り組んでもらいたい。 

 

コンソーシアム内の連携を強化し、全力を尽くす。 

 

(e) その他全般 

指摘事項 本機器での尿流量率の計測により医学上の診断まで行えると考えるか。 

 

尿流量率だけでは診断は不可能と考えられるが、本機器は排尿障害の診断の基本となる排尿日記（排尿時刻

と排尿量）ならびに尿流率と排尿自己評価を数日間に渡って記録するものでスクリーニングとして極めて有用

なもので、生理学的な他のパラメータと合わせてこの計測結果を活用することを考えている。本年度及び次年

度に実施される臨床検証を通じてその点を明らかにする。 

次年度は国内の有力な排尿機能専門家に本機器に関する種々のテーマを検証してもらい、2016 年に東京で

開催される国際尿禁制学会で一斉に発表して日本発の診断機器として世界の排尿機能分野の医師に強いイン

パクトを与える。それにより、本機器の De Fact Standard 化を目指す。 
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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 

ものづくり中小企業のマイクロニクス株式会社の代表者がＰＬ、医療機関の公立大学法人奈良県立医科大学

の特任教授がＳＬとなり、医療機器製造販売業許可を有する村中医療器株式会社を含めたコンソーシアム体制

を構築した。この体制は、事業を推進するうえで、下記の事業の進め方の面からも的確であった。 

 

(b) 事業の進め方 

医療現場の課題・ニーズを公立大学法人奈良県立医科大学が提供し、マイクロニクス株式会社がものづくり

中小企業の自社技術と同社のネットワークを活用して課題を解決するための方策を提案した。この提案を村中

医療器株式会社は市場調査に基づき事業化の視点から検証。公立大学法人奈良県立医科大学は関連病院との連

携により試作機器を医療現場で検証して改良点をマイクロニクス株式会社にフィードバックすることにより

医療機器開発を推進した。 

この様な進め方は、医療現場の課題・ニーズを的確にとらえた有用な機器かつ事業化の課題にも開発途上の

段階で対応できる有効な手法と言える。 

 

(c) その他 

7 月 30 日に委託事業の採択候補案件と決定されたが、委託契約手続きに期間を要して委託事業契約締結が

10 月 31 日までずれこんでしまった。このために平成 25 年度の委託事業実施期間は 4 か月間という短期間で

あった。短期間で試作機器製作、臨床検証まで実施することは困難を極めたが、ＰＬ・ＳＬの下で各事業実施

機関による研究推進会議を頻繁に開催して意思疎通を図りながら研究開発を手分け同時進行により効率よく

実施することに最大限の配慮をおこなったが、当初計画していた研究推進委員が一堂に会しての委員会及び関

連病院に委託しての前期臨床検証を委託事業期間内に実施することが叶わなかった。加えて、開発機器に関す

るコンソーシアム内での議論に費やした時間が不十分であったことは否めず、事業実施期間を 5 月～翌年 2 月

まで確保する努力が必要と思われる。
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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） 

① 携帯式尿流量率計の製作（もの作

り：ハード） 

 

 

 

 

・携帯式尿流量率計市販機器の第 1 期試

作機器のデザイン決定、30 台を製作 

 

 

・計測ノイズの防止 

→衣服等の受尿カップへの接触をプロ

テクターで防止。 

・簡便な操作性能と軽量化 

→高齢者にも操作可能なボタン。脱着

可能な男性性器の支持補助具、排尿を

受けるための大きな口の受尿カップ。

受尿カップを機器本体にセットしたま

ま尿捨て可能なマグネットによる脱

着。筐体部品のプラスチック軽量化 

・衛生管理性能 

→尿廃棄時の尿たれを防止する受尿カ

ップ形状。尿飛沫をふき取りやすく、

ふき取り易 

・量産体制 

→上市に向けた量産体制の検証、販売

及び保守体制、薬事届出対応 

 

 

ⅰ）第２期試作機器の製作 

前期臨床検証で抽出した課題を克

服するためにデザイン・基盤・ソフ

トを改良した第２期試作機器を 20

台製作し、外部施設に実施する後期

臨床検証でさらに課題を抽出する。

また、落下・浸水等の耐久性テスト

を実施する。 

ⅱ）量産体制の検証、最終仕様の確

定 

市販機器としての問題点を抽出し

改良を加え、さらに量産化における

製作工程の検証を行い、最終仕様／

意匠を確定する。 

ⅲ）最終市販機器製作、薬事届出 

上市する市販機器を 5 台製作し、

電気的安全性試験・EMC 試験及び

薬事届出を行う。 

 

② 携帯式尿流量率計関連ソフトウェ

アの制作（もの作り：ソフト） 

 

 

 
 

・機器本体の計測制御ソフト開発 

・音声ガイドを機器本体に装備 

・医師用の計測データ集計、表示ソフト

開発 

・タブレット端末表示ソフト開発 
 

・誤操作によるデータ欠落 

→患者が誤操作することなく計測もれ

を防止するための音声ガイド、操作

ボタンを含めた意匠改良の検討 

・計測データ表示と操作性 

→医師に対して見やすく、診断に有用

な形式でのデータ集計と表示手法の

確立。簡便かつ直観的なデータ操作

性能の向上。タブレット端末への自

動表示による簡便性の向上 

 

前期・後期臨床検証を通じてユー

ザー（被験者と医療者）の要望を抽

出し、より使い勝手の良いシステム

を構築するために以下のソフトウェ

アを作成する。 

ⅰ）機器搭載制御ソフト（音声ガイ

ダンス等を含む） 

ⅱ）外部通信ソフト：単回測定結果

を即座にタブレット端末に表示する

ソフト。1 タブレット／施設（必須）

および在宅測定で希望者にオプショ
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ンで貸与する 

ⅲ）在宅測定の解析ソフト：3 日間

の全排尿に関するデータを、医療者

に判りやすく解析して表示するソフ

ト。このソフトは機器セットに付し

て販売する。  

 

③臨床的有用性の検証ならびに市場調

査（もの作り：知財） 

 

・施設内単回測定の検証と使用者アンケ

ートの解析 

・前期臨床検証の実施準備（事業開始の

遅れにより実施機関） 

 

 

 

平成２５年度に引き続き、奈良県

立医科大学附属病院泌尿器科ならび

に関連医療施設（奈良県立奈良病院、

大和高田市立病院、済生会中和病院、

大阪暁明館病院）で市販化第 1 期試

作機器を在宅 3 日間連続で用いた臨

床検証を 50例程度実施する（前期臨

床検証）。 

奈良県立医科大学附属病院泌尿器

科ならびに排尿機能専門家の医療施

設（札幌医科大学附属病院、信州大

学医学部附属病院、山梨大学医学部

附属病院、国立長寿医療研究センタ

ー、近畿大学医学部附属病院、原三

信病院）で市販化第 2 期試作機器を

在宅 3 日間連続で用いた臨床検証を

210 例程度実施する（後期臨床検

証）。 

平成２５年度に実施した施設内単

回測定、前期臨床検証及び後期臨床

検証で得られたデータから本機器を

使用した臨床診断・治療における有

用性や課題を最終市販機器の仕様に

反映する。 

ⅱ）研究推進委員会を通じた広報活

動 

研究推進委員会を設置し、早期に

De Facto Standard として本機器を
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普及させるのに必要な方策の助言を

求め、広報活動の支援をおこなう。 

ⅲ）市販化のための市場調査及び販

売体制の構築 

 村中医療器株式会社は、本機器の

市場化の課題抽出ならびに市場調査

のために国内医療施設（国立長寿医

療センタ、札幌医科大学附属病院、

信州大学医学部附属病院、山梨大学

医学部附属病院、近畿大学医学部附

属病院、原三信病院）を対象に訪問

調査を行い、事業化に必要となる販

売体制の構築を目指す。 

ⅳ）知財戦略の検討 

本開発において発生したソフトウ

ェアに関する特許や筐体の意匠等の

知的財産権に関する戦略を策定し、

必要に応じて特許出願等を実施す

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 

『自主計画により行う事業』 項目名 具体的な内容 

①  携帯式尿流量率計の

製作（もの作り：ハー

ド） 

（マイクロニクス株式会社、公

立大学法人奈良県立医科大学、

村中医療器株式会社） 

 

 

 

 

ⅰ）第２期試作機器の製作 

前期臨床検証＊１で抽出した課題を克服するためにデザイン・基盤・ソフトを改良した第

２期試作機器を作製し、外部施設に依託する後期臨床検証でさらに課題を抽出する。 

ⅱ）最終仕様の確定 

後期臨床検証＊2ならびに第２期試作機器を用いた耐久性テスト（落下・浸水等）から市

販機器としての問題点を抽出し改良を加え、最終仕様を確定する。 

ⅲ）量産体制の検証 

量産化における製作工程の検証を行い、最終仕様／意匠を確定させ、意匠登録を行う。 

ⅳ）最終市販機器製作、薬事届出 

上市化する市販機器を作製し、電気的安全性試験・EMC試験及び薬事届出を行う。 

*1：公立大学法人奈良県立医科大学泌尿器科関連施設で行う内部での基礎的な検証作業 

*2：前期臨床検証の成果を基に、外部の排尿機能専門家が行う検証作業 

 

A)海外市場調査 

将来の海外展開を目指した調査・情報収集の実施 

海外展示会への出展検討 

 

B)学会活動 

臨床研究により本機器を使用した臨床診断・治療に

おける有用性を明らかにし、De Fact Standardとし

て本機器の普及を図る。 

 

C)展示会出展等広報活動 

学会活動と連動した展示 

各種ものづくり、産学官連携展示会等における出展 ② 携帯式尿流量率計関連ソフ

トウェアの制作（もの作り：ソ

フト） 

（村中医療器株式会社、公立大

学法人奈良県立医科大学、マイ

クロニクス株式会社） 

 

 

前期・後期臨床検証を通じてユーザー（被験者と医療者）の要望を抽出し、より使い勝手

の良いシステムを構築するためにソフトを作成し、特許出願して知財として保護する。具体

的には以下の事項についてソフトウェアの改良を行う。 

ⅰ）機器搭載制御ソフト（音声ガイダンス等を含む） 

ⅱ）外部通信ソフト：単回測定結果を即座にタブレット端末に表示するソフト。 

1タブレット／施設（必須）および在宅測定で希望者にオプションで貸与する 

ⅲ）在宅測定の解析ソフト：3 日間の全排尿に関するデータを、医療者に判りやすく解析し

て表示するソフト。このソフトは機器セットに付して販売する。 

③ 臨床的有用性の検証ならび

に市場調査（もの作り：知財）  

（公立大学法人奈良県立医科大

学、村中医療器株式会社、マイ

クロニクス株式会社） 

 

 

 

 

ⅰ）携帯式尿流量率計の臨床的有用性の検証 

施設内単回測定、前期（関連施設）及び後期（外部施設）臨床検証を行い、そこで得ら

れたデータから本機器を使用した臨床診断・治療における有用性を検討する。 

ⅱ）研究推進委員会を通じた広報活動 

研究推進委員会を設置し、早期に De Facto Standard として本機器を普及させるのに必

要な方策の助言を求め、広報活動の支援をおこなう。 

ⅲ）市販化のための市場調査及び販売体制の構築 

村中医療器株式会社は、本機器の市場化の課題抽出ならびに市場調査のために国内医療

施設（国立長寿医療センター、札幌医科大学附属病院、信州大学医学部附属病院、山梨

大学医学部附属病院、近畿大学医学部附属病院、原三信病院）を対象に訪問調査を行い、

事業化に必要となる販売体制の構築を目指す。 
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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 

携帯式尿流量率計 受尿カップに排出された尿重量をロードセルで連続測定し、重量の変化から尿流速

を算定するもので、排尿時刻、排尿量、最大ならびに平均尿流率と排尿に対する満足

度の自己評価を記録するもので、以下の特徴を有する。（※平成 25 年度及び平成 26

年度に実施する医療施設内単回測定、前期及び後期臨床検証で抽出された課題を克服

しつつ本開発機器の仕様に改良を加える。）  

 ①小型軽量の手持ち式 

②着脱出来る使い捨て受尿カップ（受尿カップとロードセルは磁性体で固定） 

③衣服の接触を防御するプロテクタ 

④性差なく使用できる手持ちハンドル 

⑤クロックで測定時刻を記載し、ソフトウェアによるデータ処理 

⑥手振れノイズを補正する加速度センサーとノイズキャンセルソフトウェア 

⑦排尿時の満足度を自己評価ボタンにより記録できる 

⑧音声ガイドユニット機能 

⑨計測データを SD カードに記録し、医師用 PCでの表示 

⑩計測結果を Wi-Fi端末に PC を介さずに表示可能 

⑪1回の充電又は乾電池で 3 日間の連続使用が可能 

 

<H25年度> 

1 月下旬：第 1期試作機器の納入 

（第 1期試作機器電気的安全性試験、EMC

試験及び薬事届出を実施） 

↓ 

1 月下旬～2 月上旬：医療施設内単回測

定への応用検証実施 

↓ 

2 月上旬～2 月中旬：第 1 期試作機器を

用いた前期臨床検証を一部実施 

 

<H26年度> 

5 月～7 月：第１期試作機器を用いた前

期臨床検証の実施と第１期試作機器の

課題抽出 

5 月～8月：第２期試作機器の作成 

8 月～12 月：第２期試作機器を用いた後

期臨床検証の実施と第２期試作機器の

課題抽出 

～12月：最終仕様確定 

～12月：電気的安全性試験、EMC試験及

び薬事届出 

～12月：最終市販機器製作工程確認 

上市目標：1 月～3 月 

 

 


