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1. 事業の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

在宅排尿機能検査の基盤になる
携帯式尿流量率計の市場化開発

奈良県立医科大学、マイクロニクス（株）、村中医療器(株)

H25-031

日常生活を反映した排尿状態の把握を目標として

在宅で排尿機能を評価する検査法が確立していない

マイクロニクス株式会社

 日常排尿状態の把握に標準とされる排尿日記は、自己尿
量測定・手書き入力で、深夜や繁忙時の記載もれが多い。

 尿流量率測定は、医療施設で実施される単回検査で、
必ずしも日常の排尿状態を反映していない。

 カテーテルを用いた排尿機能検査は、侵襲を伴いアーチ
ファクトを生じやすく、また、検査が頻回に実施できない。

 携帯できる尿流量率計に排尿するだけで、排尿時刻、排
尿量、尿流率、排尿自己評価などを自動的に入力する。

 数日間測定した排尿データは媒体に記録し、解析ソフト
ウェアで分かりやすく表示し、排尿障害の診断に寄与する。

 自宅、医療施設、介護施設などで誰もが容易に使用できる
低廉な使い捨て受尿カップを採用した世界初の商品。

Class Ⅰ

1985年に創業。研究開発型のメーカ､主に創薬関連、環境
計測、医療、OEMなどの機器を設計、製造、販売、メンテ

ナンスを行っている。また産学官連携の事業も積極的に参
加し、掲題の事業についても2007年の知クラ→都市エリア
から携わり上市を目指す事業展開を行う。

排尿日記 排尿機能検査機器 圧流量測定

携帯式尿流量率計
プロトタイプ

尿流率曲線と
測定パラメータ

電子排尿日記 排尿量、最大尿流率と
自己評価の相関
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1.1 事業の目的 

 

本事業では、平成25年度では携帯式尿流量率計第1期モデルを作製し医療機器としての届出を行い、

市場化への課題を抽出した。平成 26 年度は、これらの課題に対して市場化に向けて以下の事項につい

て洗練化を図り、市販量産モデル（P-Flowdiary®）を完成させ薬事届出、上市を行うことを目的とした。 

 在宅で数日間にわたる排尿毎の排尿時刻、排尿時間、排尿量、尿流率ならびに排尿 

自己評価の記録媒体への記録  

 使い捨て受尿カップを用い、性差なく使用でき軽量かつ清潔・安全な意匠 

 音声ガイドで誤使用を防止し、操作性ならびに測定精度の向上 

 複数回の排尿データを総括して可視化し、診断に役立てるソフトウェア 

 施設内で単回使用でき、一般尿検査にも使用できる汎用性 

 在宅測定として常時複数台を貸し出しできる適正な価格の設定 

 国内販売調査ならびにリスクマネージメント、販売体制の整備 

 

1.2 事業実施体制 

事業管理機関：公立大学法人奈良県立医科大学 

総括事業代表者：八木 良樹（マイクロニクス株式会社） 

副総括事業代表者：平尾 佳彦（公立大学法人奈良県立医科大学） 

共同体：①公立大学法人奈良県立医科大学  

②マイクロニクス株式会社 

 ③村中医療器株式会社 

 

1.3 事業化する医療機器の概要 

1.3.1 製品名：携帯式尿流量計 （P-Flowdiary®） 

(1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 医療機器 クラス分類* クラスⅠ 

製品名 
携帯式尿流量計

P-Flowdiary® 
分類名称（一般的名称）* 再使用可能な尿流量計 

対象疾患 
排尿障害（前立腺肥大症、過

活動膀胱等） 
届出／認証／承認* 届出 

想定される販売先 
医療機関（泌尿器科、婦人科、

老年医学） 
新／改良／後発* － 

薬事申請予定者 村中医療器株式会社 医療機器製造販売業許可 27B1X00024 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

マイクロニクス株式会社 医療機器製造業許可 26BZ200036 

 業許可 取得済み 

 業許可 取得済み 

 

(2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

   

薬事申請時期 平成 27（2015）年 4 月 － 

上市時期 平成 27（2015）年 6 月 － 

想定売上（上市後 3 年目） 2 億円／年（平成 30（2018）年時点） － 

市場規模（上市後 3 年目） 12 億円／年（平成 30（2018）年時点） － 

想定シェア（上市後 3 年目） 17％（平成 30（2018）年時点） － 
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(3) 事業化する医療機器の概観・特長 

高齢者の生活の質を低下させる排尿障害の診療には、医療施設から在宅で測定できる排尿機能検査へ

の転換が望まれる。携帯式尿流量計は、受尿カップに排尿するだけで排尿毎の排尿時刻・排尿量・尿流

率と自己評価を記録し簡明に表示して、適切な診断に寄与する。排尿機能計測機器開発に実績のあるマ

イクロニクス(株)と医療機器販売を全国展開する村中医療器(株)を中核に、生産・販売体制を整備し平成

27 年上半期に上市する。 

 

P-Flowdiary®（携帯式尿流量率計)： 排尿機能障害のスクリーニングとして、蓄尿機能を評価する排

尿日記と尿排出機能を評価する尿流量計としての機能を兼備する機器で、被

験者に数日間貸与して、在宅で排尿毎の排尿時刻・排尿量・尿流率と排尿自

己評価を本体の記録媒体に記録する。  

機器として、以下の特徴を要している。 

・ロードセルによる重量測定方式で尿量を計測し、ソフトで尿流算出 

・使い捨て受尿カップを用い、性差なく使用でき軽量かつ清潔・安全な意匠 

・電池で作動し、加速度センサ、音声ガイド、SD カード、BlueTooth、時 

計等を制御するマイコンを搭載する統合基板 

・電源・自己評価ボタンの誤使用を防止する音声ガイドで容易な操作性 

・キャリブレーション、加速ノイズ除去のソフトウェアで高い測定精度 

・内蔵 BlueTooth で専用タブレットと双方向通信 

 

専用タブレット： 市販の汎用タブレットで、P-Flowdiary®に内蔵する BlueTooth の双方向通信により、 

・P-Flowdiary®本体の初期化・機能設定と、在宅貸出前の動 

作・操作確認ならびに被験者の操作法の説明に使用  

・医療施設内で単回使用した時に、尿流量計としての平滑化 

された排尿曲線と排尿パラメータを表示する機能 

・排尿毎の評価を表示してバイオフィードバックさせ排尿訓 

練にも使用できる機能 

 

 解析ソフトウェア： 医療者のパーソナルコンピュータにイン

ストールされるソフトウェアで、記録媒体（SD カード）に記

録された膨大な在宅排尿記録データを解析し、医療者に判り

やすい表示で提供する。 

排尿機能専門家の要望を取り入れた表示は、左図の如く、3

日間の排尿の時系列表示（上段）、の排尿毎の排尿パラメータ

をまとめた集計表（下段左）、総括として排尿量、最大尿流率

および自己満足評価の関連を散布図（下段右）などを表示す

ることができる。各排尿データをクリックすれば、リンクにより平滑化処理した尿流曲線を表示できる。 

 解析ソフトウェアは、市販後も医療者の要望を受けて、継続的に改訂・追加する。 
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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  

① 医療現場でのニーズ： 

社会の高齢化と疾患の啓発により、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排尿障害患者は急速に増加している。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。増加する排尿障害患者に比較して排尿機能専門家は少なく、

効率的にかつ簡便に排尿障害をスクリーニングする機器の開発が望まれている。 

② 医療現場における課題： 

排尿障害のスクリーニングは、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。 

③ 携帯式尿流量計の波及効果 

携帯式尿流量計は現在までに数機種が開発されたが、十分に成熟したものでなく、現在は市場には

ない。P-flowdiary®は医療現場の課題を抽出し、在宅で連続して測定できる機器として､我が国のもの

づくりの知識・技能を結集して開発されたもので、世界に類似の機器はない。排尿日記と尿流量計と

しての機能を兼備する排尿障害のスクリーニングの de facto standard になりうる機器である。 

 

(2) 当該機器等の市場性 

① 提案する機器の想定顧客  

本機器を使用するユーザーは、当初は泌尿器科医、特に排尿機能を担当する専門医が中心になる。

本機器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とから、排尿障害に関与する老人医学や産婦

人科、特に女性骨盤底医学会員や結腸･大腸外科等の骨盤外科医や神経内科医も視野に入れたプロモー

ションが必要になる。また、夜間頻尿、特に夜間多尿の診断に有用性があることから、循環器・内分

泌を中心とした内科領域や排泄管理に関わる介護施設も想定している。薬効を正しく評価することか

ら製薬企業の創薬・学術部門も想定顧客と考えている。 

他に類似の市販品のない携帯式尿流量計は、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。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、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。 

② 提案する機器の想定市場規模 

本機器を使用する対象は、主として泌尿器科、婦人科、老年医学などの医療者であるが、泌尿器科

医がその大半を占めている。総合的な排尿機能検査機器は水力学的な検査としてウロダイナミクスと

総称され、その一部である尿流量率測定は尿排出率の指標として近年では単体として販売されている。 

次に示す表と図に、これらの機器の販売動向を示すが、排尿機能検査機器は 2006 年以降減少傾向

であったが、買い替え需要などにより 2010 年は若干の増加に転じている。また、尿流量率測定器は
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同様に 2006 年以降減少傾向であったが、2008 年にトイレと同様に使用できる TOTO エンジニアリン

グ社製「UH - 100 フロースカイ」が登場してからは上昇傾向に転じている。今後も付加価値を高めた

製品の登場で市場の拡大が予測される。特に、在宅での使用や病院や公共施設などでの予防医学的な

評価が一般化された時には新たな市場が形成され、数の需要が飛躍的に拡大すると思われる。 

 

 

 

出典：矢野経済研究所資料 

 

(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  

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、

ここでは尿流量測定機器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。以下に実臨

床で用いられている主な尿流量測定機器について概説する。 

 

１．据え置き型尿流量率測定機器 

次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、尿流量計は、排尿環境を重視した次図中・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．携帯式尿流量計 

過去に携帯式尿流量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。 

 

 

 2) 当該医療機器等と競合製品／企業とのベンチマーキング（競合との差別化要素） 

 現在、国内で販売されている排尿機能検査機器ならびに尿流量計のメーカーと国内販社および販売

シェアを次の表に示す。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。 
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排尿機能検査機器の全体市場は 644 百万円で、その内、尿流量計は 332 百万円を占めている。 

 

                                  出典：矢野経済研究所資料 

 

1.5  

 

 

 

 

 

 

・携帯式尿流量率計と競合する主な尿流量計との比較 

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

で単回使用する際は、そのまま一般尿検査に供することができる。 

 

主な競合尿流量計とのベンチマーキング 

商品名 携帯式尿流量計 ポータフロー ウロダイン 1000 スカイフロー 

製造元 マイクロニクス社 mediwatch 社 mediwatch 社 TOTO 

測定場所 随意の場所（在宅） 医療施設限定 医療施設限定 医療施設限定 

測定回数 数日連続 単回 単回 単回 

測定方式 ロードセル重量測定方式 ロードセル重量測

定方式 

回転ディスク電位

変動測定方式 

便器内溜水水位の

検量 
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測定項目 総排出量、排尿時間、平

均尿流量等 
同左 同左 同左 

排尿自己評価 あり なし なし なし 

形状 手持ち一体式 男性便器付 受尿ロ -トとコン

ソ-ル 

洋式便器型 

重量 0.461kg 10.5kg 3.5kg 50kg 

BlueTooth 対

応 

あり（付属端末） なし なし なし 

電源 バッテリ駆動 バッテリ駆動 AC100V AC100V 

解析 解析ソフト nomogram 測定結果のみ 測定結果のみ 

受尿部 使い捨てカップ 着脱式ロート 着脱式ロート 便座 

管理 不要 定期的な洗浄 定期的な洗浄 定期的な洗浄 

音声ガイド あり なし なし あり 

付帯消耗品 受尿カップ 印刷用紙のみ 印刷用紙のみ 印刷用紙のみ 

出典：各社資料を編纂 

国外外企業の動向： 

国際的な社会の高齢化と排尿障害の啓発活動により、排尿障害に対する認識が向上し、製薬企業は

挙って排尿障害治療薬を開発している。同様に排尿障害診断機器においても、大手医薬・機器企業に

よる排尿機能検査機器企業の M&A が行われ、業界の再編成が活況化している。海外市場においては、

カナダの Laborie 社と英国の Mediwatch 社が米国の Life Tech 社に買収され、ドイツ：アンドロメダ

社とに２分化され、これにつれて国内の代理店の再編成もめまぐるしい状況にある。 

 

1.6 事業に関する連絡窓口 

公立大学法人奈良県立医科大学 産学連携推進センター 

〒634-8521 奈良県橿原市四条町 840 番地 

電話: 0744-22-3051 / FAX: 0744-29-4746 / E-mail: sangaku@naramed-u.ac.jp 
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④ 

⑤ ⑥ 

図 2. 統合基盤 

2. 本編 

2.1 委託事業終了時に完成した最終製品の詳細 

2.1.1 携帯式尿流量計(P-Flowdiary®) 

携帯式尿流量率計(P-Flowdiary®)は、在宅で日常生活動作を反映する排尿動態を計測するために開発

したもので、本開発研究事業ではその市場化を目的とした。P-Flowdiary®は、無拘束生体機能検査の

原則に則り、何時でも、何処でも、誰もが本機器の受尿カップに排尿するだけで、排尿障害の診断に必

要な排尿毎の排尿時刻・排尿量・尿流と自己評価を数日間にわたって記録する。専用ソフトウェアで解

析を行い、医療者に判りやすい情報を提供し、適正な診断に寄与する概念に基づいている。  

 

P-Flowdiary ®の概要 

市場化開発事業で作製した P-Flowdiary ®はシステムとして、本体、タブレットと測定データ表示用

のソフトウェアならびにオプションで構成され、本体の写真を図１に、統合基板を図 2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  

①受尿カップ、②プロテクター、③把持ハンドル、④SD カード挿入部、⑤始動・終了押しボタンスイッチ、

⑥自己評価ボタン 

 

仕様と特徴 

 小型･軽量（本体 352g+受尿カップ 32ｇ+乾電池 3 本 77ｇ＝461ｇ）で、片手で容易に保持 

 受尿カップ（容量 650mL）* は底面に磁性体を貼付しロードセル架台に磁力で固定 

 受尿カップへの直接外力の影響を防止するプロテクター 

 筐体自体は抗菌加工を施し、容易に清拭して清浄化できる筐体 

 受尿しやすい位置に把持できる角度をつけた把持ハンドル  

 筐体内部にロードセル、電気・電子部品を積載した統合基板、電池、音声ガイド用防水スピーカ

等を内蔵 

 使用手順を指示する音声ガイド 

 統合基板に組み込んだ動作表示ランプと始動・終了スイッチボタン 

 排尿毎の排尿の自己評価を入力する自己評価ボタン 

 測定データを記録する SD カードの搭載 

 タブレットとの双方向通信用の BlueTooth を搭載 

＊ 受尿カップは、平成25年度 経済産業省ものづくり中小企業･小規模事業者試作開発等支援補助金 

事業で、不二精機(株)が「磁性体を組み込んだ尿流量率計用の樹脂性軽量カップの開発・試作」とし

て開発した使い捨て射出成型プラスチック容器（容量650mL）を使用する。 
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専用タブレットソフトの開発 

医療者が行う P-Flowdiary ®の機能設定と貸し出し前の操作確認には、専用タブレット端末（市販機

器）を使用し、BlueTooth の双方向通信で本体と端末を制御する「アンドロイド」アップリケーション

ソフトウェアの開発を行った。その概略と用途は以下に記す。 

 施設の P-Flowdiary ®専用とするペアリング機能 

 在宅貸与前の SD カードの初期化、マイコン内蔵時計の調整と患者情報の入力 

 音声ガイドの音量コントロールなど本体動作の設定 

 在宅貸与前の使用説明と作動確認 

★ 医療施設での単回測定結果の即時表示とプリンター制御機能 

 

図 3. タブレットのスタート画面        図 4. 医療施設内単回測定の尿流曲線 

       

 

データ解析・表示用ソフトウェア 

 数日にわたる在宅排尿記録のデータは、排尿毎の排尿時刻とロードセルの測定値（5 サンプル／秒）

で構成される膨大な情報になる。排尿毎の排尿量、尿流測定パラメータおよび自己評価を医療者に判り

やすい簡便な表示として医療者も提供することが求められる。また、対象となるデータは個人情報に属

するために適正に管理することが求められ、携帯式尿流量率計の SD カードに記録した測定データを医

療者自身のパーソナルコンピュータで展開させる解析ソフトウェアを開発した。作製したソフトウェア

で解析し、モニター上に表示したデータを図 5 に示す。 

図 5. モニター上に表示したデータ       上段の図①は、横軸は時間軸で網掛け部分は夜間

（PM10-AM6）を示している。縦軸は各排尿のパラメ

ータの値を棒グラフで排尿量と最大・平均尿流率を表

示している。下段左の図②は、排尿毎の排尿時刻、自

己評価ならびに排尿パラメータを表形式に集計した

ものである。①および②で表示された各排尿は、相互

にリンクしており、クリックすることで図 4 に示した

尿流曲線も表示できる。排尿自己評価毎に集計し、そ

れぞれの平均値と偏差を表示し自己評価と１回尿量、

最大尿流率の相関を散布図（図③）として簡便に表示

することもでき、また、１日排尿量と夜間尿量を測定

日毎にグラフ表示し、夜間頻尿・多尿の評価の表示も

できる。P-flowdiary®は過去に類のない機器であり、排尿機能評価法としてのエビデンスは未だ蓄積さ

れていない。症例を蓄積することにより排尿機能専門家から種々の病態に対応した解析の要望が出るこ

とは必定で、今後も医療者が診断に求めるニーズに対応するソフトウェアの開発が求められる。 
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P-Flowdiary®の在宅測定用オプション部品 

 P-Flowdiary®用携帯式簡易便座 

前期臨床検証において、女性から携帯式尿流量計の測定が困難という指摘があった。下図に示す説

明書(図 6.)を示して説明を行いその不満は解消できたが、高齢女性や下肢機能が不安定な被験者用が

在宅で数日間、安全に使用できる携帯式の簡易便座（図 7.）を作製した。 

 P-Flowdiary®の在宅測定用架台 

在宅使用においては便所が用いられるが、各家庭の便所には P-Flowdiary®を置く場所が無く不便

であるとの要望に対して、在宅測定用架台（図 8.）を作製した。 

 

図６．女性採尿時の説明書       図 7．携帯式簡易便座     図 8. 在宅測定用架台 

    

 

 

2.2 平成 26 年度委託事業の成果詳細 

 

(1) 実施内容 

①携帯式尿流量率計の製作 

②携帯式尿流量率計関連ソフトウェアの制作 

③臨床的有用性の検証ならびに市場調査 

 

(2) 現時点での達成状況（計画変更理由を含む） 

① 携帯式尿流量率計の製作 

P-Flowdiary®は、平成 25 年度で開発した携帯式尿流量率計を用いて前期臨床検証行い、そこで寄

せられた要望を抽出して、その課題を解決するために以下の改良を行い、市販量産モデルを試作し

た。 

主な改良点は以下に示す。 

・小型･軽量（461g）で、片手で容易に保持 

→意匠変更・電池変更などにより、片手で容易に保持できる範囲の 461g に増加 

・受尿カップ（容量 650mL）* は底面に磁性体を貼付しロードセル架台に磁力で固定 

   →排尿量が目視できるように、カップに目盛を追加 

・筐体自体は抗菌加工を施し、容易に清拭して清浄化できる筐体 

   →抗菌素材の精選と筐体意匠の変更 

    

  

 

携帯式尿流量率計の使用法(女性) 
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・受尿しやすい位置に把持できる角度をつけた把持ハンドル 

   →剛性を高めるために意匠を改良  

・筐体内部にロードセル、電気・電子部品を積載した統合基板、電池、音声ガイド用防水スピーカ

等→基板部品の長期供給への対応、乾電池採用に伴う電池ケース、スピーカの防水性向上など

に対応するため全面的な改良 

・使用手順を指示する音声ガイド 

   →誤使用を防ぐための動作表示ランプ・音声ガイド操作の流れを改良 

・統合基板に組み込んだ動作表示ランプと始動・終了スイッチボタン 

   →確実なボタン押下が確認できる形状と基板取り付け部の改良 

・排尿毎の排尿の自己評価を入力する自己評価ボタン 

   →自己評価不要な症例に対応するために専用タブレットのソフトで改良 

・測定データを記録する SD カードの搭載 

   →ミニ SD カードから標準 SD カードに変更 

・タブレットとの双方向通信用の BlueTooth を搭載 

   →専用タブレットを更に活用するようソフトウェアを改良 

 

P-flowdiary®の市販量産モデルとしては市販できる水準まで達し、現在、電気安全性試験等の受

審中である。最終見直し後に在宅貸し出しを含めたリスクマネージメントを行い、排尿機能スクリ

ーニングの de facto standard 機器として国際的に高いシェアを占めることのできる機器を市販する。 

 

 

② 携帯式尿流量率計関連ソフトウェアの制作 

本システムには 3 種類のソフトウェアが用いられている。 

・統合基板 CPU チップの RAM 部に搭載した動作を制御するマイコンソフトウェア 

・P-Flowdiary ®の機能設定と貸し出し前の操作確認等を、双方向通信で制御する専用タブレット

の「アンドロイド」アップリケーションソフトウェア 

・測定データをパソコンで解析する「C#」言語解析ソフトウェア 

 

 

③ 臨床的有用性の検証ならびに市場調査 

関連施設にて前期・後期の臨床検証完了。 

平成 25 年度に作製した携帯式尿流量率計を用いて、奈良県立医科大学及び関連 4 施設で排尿障患

者ならびに医療者ボランティアを対象に前期臨床検証を行った。 

機器の評価と操作について検討した結果、形状については、概ね適切とする回答が多く全体デザ

イン、重さ、ハンドル形状については適切と判断された。女性の排尿姿勢への配慮が欠けているこ

とが指摘された。医療者からは使用法の具体的なマニュアルを求める声が多く、また、尿流量率計

のロードセル架台周囲の尿汚染に対する清浄化対策を求める意見が強かった。 

操作性については、機器の形状に比較して総じて操作性の評価が低く、特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

はなかったが、ボタンの大きさや配置に改良の余地があるとの指摘が多かった。また、機器が正常

に作動しているか確認できる方法がないこと、音声ガイドと実際の測定動作に感覚的なずれがある

意見が寄せられた。手持ち測定については、30-40%が心理的抵抗を感じると評価したが、90%の使

用者は慣れれば手持ちでも不自由を感じないと評価した。女性では 57%が受尿カップと衣服の接触
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を危惧し、測定する間の姿勢については、男性では 78%が問題ないとしたが、女性では 57%が困難

であったと回答していた。同時に、機器の操作については、ビデオを含めた説明を求める意見があ

った。 

受尿カップの機器への搭載と脱着ならびに尿の廃棄については概ね問題がないと判断できた。 

また、携帯式尿流量率計で用いた尿を尿検査に用いることができるか検討を行ったが、尿一般検

と尿沈渣検査では大きな支障はなく、尿流測定と尿検査が同時に行えることが確認できた。 

 

携帯式尿流量計に関するこれらの課題を抽出した結果は、平成 26 年度の P-flowdiary®の作製に

おいて、上記の「2.2 平成 26 年度委託事業の成果詳細 (2)現時点での達成状況の「携帯式尿流量率

計の製作」に詳細を記載した如く、P-flowdiary®の改良に反映させた。 

尿流量測定の結果については、①尿流曲線の表示に細かなノイズが多く曲線として平滑化が必要

なこと、②明かな手振れに伴うアーチファクトが見られる例があること、③排尿終了後に大きなノ

イズが見られることなどの課題が抽出された。機器の測定精度に関して同じ重量測定方式である据

え置き型尿流量計（Solar ；MMS 社)と 2 段重ね方式で比較検討したが、排尿量、最大･平均流量率、

尿流時間においては有意の差異は認められなかった。この検討では両機器を静置状態で検証したの

で、上記の課題は本機器測定の手振れが影響した可能性が否定し得なかった。そこで平成 26 年度で

は、サンプリング数・キャリブレーションからノイズキャンセリングまでの全測定系を見直した。

サンプリング数は検討の結果 30 ｻﾝﾌﾟﾙ/分から 5 ｻﾝﾌﾟﾙ/分に、キャリブレーションは測定の先頭 10

点の平均をベース値に、手振れの影響は加速度センサの情報を用いて測定値を静置状態と同等の値

に補正した。ノイズ対策として尿流量率実測定値に①上下移動の影響する加速度補正、②ノイズの

緩和には 2 秒の移動平均フィルタを、③グラフの平滑化にはガウシアンフィルタを用い、これらの

フィルタを順番に適用することで手持ち状態でも静置状態と同等の尿流曲線が表示されることを確

認した。 

排尿障害患者を対象にした在宅での携帯式尿流量計の有用性を検証するための前期在宅臨床検証

（奈良県立医科大学関連施設）50 例ならびに排尿機能専門家による研究推進委員会の６施設での後

期在宅臨床検証 130 例の在宅臨床検証は既に完了した。これら 180 例の機器評価、使用アンケート

ならびに臨床的有用性について、現在データの整理・解析中である。 

 

(3) 今後検討・実施すべき課題 

① 携帯式尿流量率計の製作 

本体樹脂ケースの乾電池交換蓋の落下防止対策を検討 

コストダウン対策 

修理、メンテナンス体制の確立 

医療機器に伴う苦情処理に伴う改善 

 

② 携帯式尿流量率計関連ソフトウェアの制作 

想定外の運用に伴うバグの修正、新規機能の追加 

修理、メンテナンス体制の確立 

医療機器に伴う苦情処理に伴う改善 

 

③ 臨床的有用性の検証ならびに市場調査 

引き続き関連施設にて検証継続予定。 
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本市場化開発研究が終了後も、奈良県立医科大学と研究推進委員会６施設を中心に、P-flowdiary®

を用いた在宅測定の意義と臨床的有用性を検証するために、「P-Flow 研究会（仮称）」を設立する合

意が得られている。今後、継続して臨床研究を行い、その成果を国内学会で公表すると共に、日本

発のエビデンスを 2017 年に日本で開催される国際尿禁制学会で発信する。 

 

国外展開については、排尿機能検査機器を取り扱う欧米企業が M&A による企業再編成の渦中に

あり、その経過を確認しながら接触を模索する。国内での臨床研究の成果を欧米の peer-review 

journal に数多く掲載させることが、今後の市場展開の大きな鍵になる。 

 

 

 

2.3 平成 27 年度以降の事業化計画  

 

領域 検討・実施すべき事項 

薬事申請  平成 27 年 4 月製造販売届出予定。 

知財対応  権利の維持管理。 

技術・評価面  医療現場から出た意見を基にした機器・ソフトのバージョンアップ。  

その他事業

化全般 

 平成 27 年 6 月上市予定。 
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3. 全体総括（振り返り） 

3.1 2 年間の委託事業の振り返り  

 

3.1.1 自己評価点 

B：当初目標を達成した。 

 

3.1.2 自己評価理由 

(1)マイクロニクス(株) 

・関係各位の助言、協力により携帯式尿流量率計の本体（小型化、意匠、筐体・基板サイズ等）とソフトウェ

ア（本体、専用タブレット、解析）の開発は、短期の実働期間を克服し当初予想より良い製品が完成した。 

・施設内での単回使用の用途が拡がり、販路拡張が大きく期待ができる。 

 (2)村中医療器(株) 

・大阪総合センターに専任部門マネージャー１名、全国の事業所 11 拠点にプロモーターを各１名、メンテナ

ンス窓口業務要員に１名配置するとともに、営業本部の営業員ならび全国の販売代理店の営業員への販売ト

レーニングを実施する社内体制が整った。 

・後期臨床検証と学会展示を通じて多くの排尿機能専門家と意見交換が取れるようになった。 

・販促用と修理代替用として貸出器 30 台を設定。 

 

 

3.1.3 ２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 

生産体制に関しては、マイクロニクス(株)として特に問題はなかったと考える。 

販売体制に関しては、現行体制に新規事業準備室を新設することで対応でき、村中医療器(株)とし

て特に問題はなかったと考える。 

 

(2) 事業の進め方 

マイクロニクス(株)では、事業開始が遅く、終了まで時間的余裕がなかったため、外部評価等によ

る想定外の要望・改良には十分に対応出来なかった。 

村中医療器㈱では、ものづくりに要する実務時間の制限から機器の製造工程が遅れ、臨床検証に

関わる活動が十分でなかったと考える反面、学会展示により全国の排尿機能専門家と面識を得られ

たことは今後の事業展開の中でも大きな成果といえる。 

 

(3) その他 

前期・後期臨床検証でユーザーの意見をものづくりに反映する時間が少なかった。効率的に実施

するよう努めたが、実務に従事できた期間（初年度実質４カ月弱、２年度５ヶ月強）しかなく、事

業を実施出来る期間が短かった。今後、実働期間をもっと長く確保できる努力が求められる。 

 

（注記：尿流量計は一般名称、携帯式尿流量率計は第Ⅰ期試作モデル、P-Flowdiary®は市販モデルをさ

す）  

 


