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1. 事業の概要 

罹患数が急増している糖尿病は、初期には自覚症状がなく、知らないうちに重篤な合併症に至る場合

が多い。そのため、簡便な操作で客観的な評価が可能な検査装置の登場が医療現場で期待されている。

本事業では、その合併症の中でも比較的早期に出現する足部の神経障害に着目した非侵襲型の検査装置

を、独自の触覚刺激技術を用いて開発し、医工連携により早期の事業化を目指す。 

 

足底面を対象とした糖尿病性神経障害検査を目指した機器の開発・事業化

世界初、独自の触覚刺激技術を用いた糖尿病性神経障害検査機器の開発
飛鳥電機製作所・近畿産業技術クラスター協同組合

H27-013

商品の目的・アピールポイント

糖尿病を、重篤な合併症に陥る前に自覚させる

飛鳥電機製作所：高精密制御技術による事業展開

 糖尿病初期には自覚症状がないため、重篤な合併
症を引き起こすことが多い。

 初期症状である足部の神経障害を的確に検査でき
れば、患者に糖尿病の進行程度を自覚させること
が可能となる。

 そのため、非侵襲で取扱性に優れた神経障害検査
装置の出現が強く望まれている。

 糖尿病性神経障害の早期発見に適した、非侵襲
で安全性が高い、定量的評価可能、取扱が容易

 専門的知識を持たない医療従事者でも操作でき、
かつ検査結果の再現性が高い

Class Ⅱ

飛鳥電機製作所は、これまで医療機関・大学等と共同して、多
くの医療機器研究開発に携わった経験を持つ。工業用検査装
置で長年培ってきた精密位置決め制御技術を活用した本装置
で糖尿病治療への貢献、医療費削減に寄与したい。 平成27（2015）年11月時点

小型

モータ
精密ボール

ネジ

ミニチュア

リニアガイド

矢印方向に移動し、
刺激を与える
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1.1 事業の目的 

医療現場での課題 

国内外で罹患数が急増している糖尿病は、初期には自覚症状がないため治療を開始しても自己中断す

る患者が半数を占めているが（健康日本 21 中間報告：2006）、知らないうちに様々な合併症に至り、一

旦悪化すると切断等重篤な事態に陥りやすい。合併症の発症が治療の必要性を再認識させることが指摘

されているため、糖尿病の合併症を未症状の段階から発見し、患者に病識を自覚させることが重要であ

る。 

糖尿病の合併症の 1 つである末梢神経障害の検査には、現在、神経伝導速度検査、電気刺激を段階的

に付与する感覚閾値測定装置（ニューロメーター等）、ナイロン製の細い硬線で段階的に機械的刺激を付

与する検査器具（モノフィラメント触覚計）が用いられている。しかしこれらの検査機器は、知識と技

術を有する特定の検査者しか実施できず、検査の手順が煩雑で、長時間を要している。また、検査手順

のすべてが手作業で占められており、検査値の再現性に問題がある。 

 

医療現場のニーズ 

糖尿病性神経障害の早期発見に適した、非侵襲、定量的評価可能、取り扱いが容易な検査装置が求め

られている。さらに低価格化が望まれている。 

 

解決策 

小規模病院や診療所でも神経障害の早期発見ができるよう、専門的知識を持たない医療従事者でも操

作でき、かつ検査結果の再現性が高い装置を開発する。具体的には本事業では、以下を実施する。 

・糖尿病性神経障害は下肢末梢部の足尖部から出現するため、足部で非侵襲的に計測できる検査装置

を開発する。 

・機械的に制御された刺激を足底部に与えて、末梢神経障害の程度を定量的かつ再現性高く計測でき

る検査装置を開発する。 

・刺激の付与と検査結果の判定を自動化し、操作の簡便な検査装置を開発する。 

・検査装置のコンパクト化と必要機能を限定することで、最終的には現在 60～70 万円かかっている製

造コストを 2 割以上削減して低コスト化を図る。 

 

国内においては平成 29 年 6 月の薬事承認申請、平成 30 年 2 月の国内上市を目指す。また、海外（中

国）においては、平成 30 年 3 月の上市を目標として、平成 29 年７月に薬事承認申請を行う予定である。 

 

 

1.2 事業の実施体制 

事業管理機関：近畿産業技術クラスター協同組合 

PL： 吉村 眞一 （株式会社飛鳥電機製作所） 

SL： 絵本 正憲 （公立大学法人大阪市立大学） 

共同体： ①株式会社飛鳥電機製作所 

  ②公立大学法人大阪市立大学 

  ③学校法人昭和大学 

  ④国立大学法人神戸大学 

  ⑤近畿産業技術クラスター協同組合 
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1.3 最終製品（＝事業化する医療機器） 

(1) 事業化する医療機器の概要 

 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 足底感覚検査装置 分類名称（一般的名称） 
神経疾患診断用定量的感覚

検査器 

対象疾患 末梢性神経障害 届出／認証／承認 承認 

想定される販売先 内科系医療機関その他 新／改良／後発 改良 

使用目的又は効果 

足底面に加える物理的感覚刺激で末梢神経障害を検査する装置であり、被検者は検査機器

上に足を載せるだけで、自動的な検査プロセスによって感覚閾値の計測ができる。患者に

とっては痛みや不快感がなく、検査者にとっては定量的で再現性の高い検査が簡便な操作

で実施できることが特長である。 

薬事申請予定者 飛鳥電機製作所 
医療機器製造販売業許

可 
27B2X00280 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

飛鳥電機製作所 医療機器製造業許可 27Bz200316 

 業許可  

 業許可  

 

 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 28（2016）年 8月/平成 29年 6月） 平成 29（2017）年 7月 

上市時期 平成 29（2017）年 3月/平成 30年 2月） 平成 30（2018）年 3月 

想定売上（上市後 3年目） 1億円／年（平成 31（2019）年時点） 2億円／年（平成 32（2020）年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 1億円／年（平成 31（2019）年時点） 4億円／年（平成 32（2020）年時点） 

想定シェア（上市後3年目） 100％（平成 31（2019）年時点） 50％（平成 32（2020）年時点） 

 

 

 

 

 

 

国内の薬事申請時期の変更理由 ： 早

期に上市し、ユーザー評価を得て、製品の

完成度高めるため。また、2回目の薬事申請

では、このような市場評価を反映して、よ

り高精度・高機能化した検査器を対象に申

し、市場拡大を目指す。  

 市場規模は、本製品としての見込み 
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 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

１．装置の概要 

足底の感覚閾値を高精度で測定できる 

・装置は検査台と押釦と操作･制御･記録部で構成される。 

・検査台上面には、検査刺激を付与する接触子（10×10mm）

が配置され、接触子の水平移動を検査刺激とする。 

・被験者は刺激を検知したら押釦で応答する。 

・足から発症する糖尿病性神経障害の感覚障害を早期から 

検出できる。 

２．装置の特長 

触覚検査は、手で器具を繰返し押し当てたり、刺激子を 

身体に固定するなどの作業を要するが、本品は足を所定 

の位置に置くだけで、測定が開始でき検査刺激を順次自動 

で提示するので検査者を選ばず正確な測定ができまる。  

刺激強度は対象者にあわせて任意に設定可能です。 

 

３．検査方法 

① 被検者の裸足を検査台に載せ、検査台中央の接触子上に検査部

位が当たるように、足の置き位置を調整する。 

② 押釦スイッチを被検者に手渡し、釦に指をかけてもらい、制

御・記録部の開始ボタンをクリックする。 

③ 接触子の移動距離が異なる検査刺激が順次自動で検査部位の

足底面に印加され（検査刺激例は下図参照）、被検者は刺激を

感知する度に押釦スイッチを押下する。 

④ 制御・記録部が既定の連続正解応答を検出すると、検査結果（感

覚閾値）を自動判定して、検査プロトコルを終了する。 

⑤ 検査部位を変えて①〜④を繰り返す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

糖尿病者用の刺激プロトコル（例） 

 

 

 

  

 

検査肢位 
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(2) 市場性（想定購入顧客） 

 1) 当該機器等の市場性及び医療現場で期待される波及効果 

 ① 提案する機器の想定顧客 

・内科系病院・診療所 

  対象ユーザである内科系一般病院は 6,928 施設、内科系診療所 61,207 施設である（2011 年度統

計）。そのうち、既存の検査機器の普及率約 4.5%を本装置で置換した場合の市場規模は約 30 億円で

ある。また、検査が頻繁に実施され、身体の異変を患者自身が知ることで、糖尿病治療の費用削減

効果をもたらすという波及効果が確認されたなら、神経障害検査に対する診療報酬の改訂を喚起で

きる。神経障害検査の保険請求が可能となれば（保険請求が可能と予想される項目：神経・筋検査

料判断 180 点）、本装置の新規需要の大幅な拡大に貢献できると見込まれる。新規需要の掘り起こし

によって、一般病院の 80%、診療所の 20%が購入すると仮定した市場規模は、およそ 160 億円とな

る。 

・インプラント治療歯科 

  本装置は、インプラント治療を手掛ける歯科診療機関でも需要があると想定されている。インプ

ラント治療では糖尿病が治療成績を大きく低下させる要因となり、糖尿病と気付かれぬまま治療を

施されるケースが少なくない。そのため、糖尿病簡易スクリーニングへの強いニーズがある。イン

プラント治療歯科は全国で約 11,300 箇所（2011 年）の市場規模があり、その約 20%が購入すると

仮定した場合、約 20 億円の市場がある。 

・介護保険施設 

  本装置は高齢者の転倒予防事業に利用できることから、老人健康保健施設や通所介護施設、自治

体が実施する介護予防事業での需要が見込める。介護保険施設と介護予防施設は約 23,800 箇所

（2006 年）あり、その 50%が購入すると 35 億円の市場となる。 

・リハビリ診療施設 

  リハビリ診療においては、歩行困難者の身体機能評価の一項目として利用できることから、一定

の需要があるものと見込まれる。リハビリ診療科を有する病院・診療所は約 18,600 箇所（2007）

あり、20%の普及率でおよそ 11 億円の市場規模がある。 

・調剤薬局 

  薬事法の改正により、調剤薬局でも医療機器の取り扱いが可能となり健康測定会等を実施できる

ようになった。全国 56,000 箇所の薬局のうち１割が購入するとして、約 50 億円の市場となる。 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

・既存製品の代替市場 

  既存製品であるニューロメーター等の電気的検査機器の市場は約 3,000 台で 60 億円、モノフィラ

メント接触計の市場規模は明確ではないが、安価なため数億円程度の国内市場があると推定され、

既存の検査機器の市場は合計 60 数億円である。そのうち本装置への置換えで獲得できるのは、上記

の差別化要素を考慮して約 30 億円と予想している。 

 

・新製品の創出する市場 

  これまで既存製品の糖尿病検査機器を導入していない内科系病院・診療所に対して、新規需要の

掘り起こしにより、新たにユーザーを獲得できる。また、医師以外でも操作できる簡便な操作性、

短時間での検査できる利便性等の本装置の特長が認識されることにより、インプラント治療歯科、

高齢者の介護予防施設、リハビリ診療施設、調剤薬局等の新たなユーザーを獲得できる可能性があ

る。 

 これらの新市場の規模は、276 億円で、その内訳は、以下の通りである。 

   ・内科系病院・診療所     160 億円 

   ・インプラント治療歯科     20 億円 

   ・介護保険施設         35 億円  

     ・リハビリ診療施設       11 億円 

   ・調剤薬局           50 億円 
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③本検査装置（試作機）の医療機関における機能評価とニーズの掘起し 

  これまで、下記の医療機関・大学に本検査装置を試用してもらい、検査機能・性能の確認や操作

性等を評価してもらうと同時に、医療機器としての用途・ニーズの掘起しを行った。 

   ・弘前大学付属病院 

    ・九州産業医科大学 

    ・国立病院機構 大阪医療センター 

    ・昭和伊南総合病院総合病院、１年間共同研究を実施 

    ・昭和大学付属病院 糖尿内科、現在も臨床研究を実施中 

    ・東北労災病院 糖尿内科 

    ・国立病院機構 東京医療センター 耳鼻咽喉科、めまいと足裏感覚について共同研究中 

    ・篤友会リハビリテーションクリニック 

    ・九州大学、遠隔診療用で導入検討 
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(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 

本装置の競合機種に当たる低価格ポータブル神経検査装置に限定して、大別すると電気的検査機

器と力学的検査器具に分けられる。さらに検査方式の分類でも下記の検査機器が市場シェアを分け

合っている。 

① 神経伝導速度検査（ニューロ―パック） 

② 感覚神経閾値検査（ニューロメーター） 

③ 触覚閾値検査（モノフィラメント） 

 

  電気的検査機器に該当するのは①〜②である。①に該当するポータブル型機器の国内での市場シ

ェア）は、米 NeuMed 社が 25%強を、国内企業の(株)エス・ディー･シーが約 5%を占める。②に該

当する機器では米 Neurotron 社が 30%程度を占め、内外の論文数は最も多い。その他に国内企業の

(株)オサチが 30%程度を占めている。①〜②を合計した国内販売数は約 3000 台であり、国内の内科

系診療機関の総数 68000 件に占める普及率は 4.5%である。 

  ③の機器は力学的検査器具に該当し、伝統的な検査器具であるモノフィラメント触覚計（製造者：

米 stolting 社ほか）が、複数の亜種を含めて市場を独占していると推測される。多くの国では届出

で製造できる。現在では海外ネット販売からの購入者が多数を占めるため、普及率は明らかではな

い。モノフィラメント触覚計は、半定量的な検査ができるほか、極めて安価で、米国糖尿病学会で

推奨されていることもあり、①〜②の電気的検査装置よりも多く普及していることは確実である。

したがって、①〜③の機器を総合した国内の想定顧客セグメントにおける、競合既存機器の普及率

は 10%以上と推定される。 

 

 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） 

・差別化のポイント 

感覚閾値検査において現在最も普及しているモノフィラメント触覚計は、手作業で刺激を加える

検査であるため、再現性に乏しいことが指摘されている。本装置は刺激付与の自動化により、再現

性と精度が高い感覚閾値検査値を提供できる。 

  神経伝導速度検査やニューロメーター等の電気的感覚検査装置は、刺激電極の身体設置に専門性

が必要であり、準備も含めて比較的長い検査時間を要すことに比べて、本装置は検査準備が容易で

操作も簡便であり、看護師や看護助手等でも、短時間で検査が行える天も差別化ポイントとなる。 

 

・本事業の優位性 

  本検査装置は、上記の通り既存の検査装置に対して数々の差別化要素があることから、事業とし

て十分成立しうると考える。医師や検査技師以外が取り扱え、自動血圧計のようにセルフチェック

も可能であることから、神経障害検査の既存機器とは本質的に異なった使用方法を提供できる。特

に糖尿病性神経障害の検査装置として、診療･検査時間が制限される小規模診療施設の外来診療にお

いて、頻度の高い検査実施を可能とする。本装置は病院・診療所等の検査ニーズに十分対応できる

と思われ、その効果が幅広く認識された場合には、競合製品例えばモノフィラメント接触計の売上

げ規模と比較して、本装置の売上高は、100 倍以上と推定される。 
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1.4 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 

 

 

 

 

 

 

 

H26（2014）年度 H27（2015）年度 H28（2016）年度 H29（2017）年度 H30（2018）年度 H31（2019）年度 H32（2020）年度 H33（2021）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

【足裏感覚検査装置】 実績

量産機開発 計画

【足裏感覚検査装置】 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

・PMDAへ薬事相談、対面助言
・安全検査等の日本品質保証機
構への相談
・昭和大学にて臨床研究、糖尿
病患者について臨床データ取得
・類似特許の調査、国内及び
PCT特許出願

　　　　　　　　　　（2015年1月14日@PMDA）

①第2次試作機の開発
②臨床試験用検査器の改良・試作
③臨床試験１
④臨床試験２
⑤知財戦略
⑥薬事戦略
⑦市場把握・販売計画検討
⑧プロジェクト運営管理

①操作性の改善、接触子の駆動制御技術の
高度化、ソフトウェアの改良
②第3次試作
③安全性、電磁両立性試験
④製造・検査工程設計、構築
⑤製品化試作、⑥臨床試験１、⑦臨床試験２
⑧薬事戦略、⑨販売戦略
⑩プロジェクト運営管理

国内の薬事申請時期の変更理由：
　　早期に上市し、ユーザ評価を得て、製品の完成度高めるため。
　また、2回目の薬事申請では、このような市場評価を反映して、より高精度・高機能化した
　検査器を対象に申請し、市場拡大を目指す。

操作性の改善、接触子の駆動制御技術の高度化

ソフトウェアの改良

第2次試作 第3次試作

臨床試験機開発・製作

量産試作

治験準備 治験 （健常者及び糖尿病患者に対して実施）

★

改良医療器として申請（第１回）

★

改良医療器として申請（第２回）

市場・ニーズ調査 上市し、試験的販売するための戦略、

販売体制、ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ体性の確立

広報・PR活動

★

国内上市（H29年3月）

★ 高機能医療機器として国内上市（H30年2月）

製造・検査工程の設計構築

安全性・電磁両立性試験等

★

特許審査ハイウェイ

（PPH）申請

医療機器として上市するための販売
戦略、販売体制、ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ体性の

確立、広報・PR活動

★ 海外上市（H30年3月）

国内(H28年8月） 国内(H29年6月）

★ 海外(H29年7月）

量産ラインの構築

製品化試作

操作性・駆動系の改善、

ソフトウェアの改良を実施

第2次試作完了

臨床試験機開発・製作完了

大阪市大、昭和大学で倫理委の承認を得て、

健常者及び糖尿病患者に対する臨床試験を実施

★

国際特許移行手続き

完了

市場・ニーズ調査実施
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 1) 投資回収計画 

 ① 国内 

 H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

薬事申請時期  ● ●        

上市時期   ● ●       

支出額（単位：億円）           

 うち委託費           

 うち自己負担           

売上高（単位：億円） － － 0.5 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

販売数量（単位：台） － － 50 100 100 200 200 200 200 200 

 

 ② 海外 

 H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

薬事申請時期   ●        

上市時期    ●       

支出額（単位：億円）           

 うち委託費           

 うち自己負担           

売上高（単位：億円） － － － － 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 

販売数量（単位：台） － － － － 100 200 300 400 500 600 

 

 ③ 国内・海外合計 

 H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

支出額（単位：億円） 0.51 0.60 0.60 0.20 0.20 0.20 0.30 0.30 0.30 0.30 

 うち委託費 0.46 0.50 0.50 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.05 0.10 0.10 0.20 0.20 0.20 0.30 0.30 0.30 0.30 

売上高（単位：億円） － － 0.5 1.00 2.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 

販売数量（単位：台） － － 50 100 200 400 500 600 700 800 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

国内については、薬事申請を 2 回にわけて行うことで早期の上市を目指す。第１回目の薬事申請を H28

年 8 月に行うことにより、H29 年 3 月の早期上市が可能となり、当初台数が少なく試験的販売ではある

が、これによりユーザー評価を早期に得ることができ、製品としての完成度を高める上で役立つ。また、

第 2 回目の薬事申請は、測定精度の更なる向上と診断・判定機能を高度化した機器を対象とする。この

高機能検査機によりターゲットとするユーザーへの浸透をねらい、売上増大に寄与できると考える。 

海外については、当初予定どおり、H30 年 3 月の上市を目標とするが、販売ルート・体制の構築に時

間がかかると思われるので、売上への寄与は H31 年頃からと想定している。主な販売先は、糖尿病患者

が 1 億人といわれる中国を想定、販売台数的には上市 3 年目以降は国内の販売台数を凌ぐものと思われ

る。 

 

 

1.5 事業化に向けた検討結果 

(1) 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”   

本事業を、継続的なビジネスとして確立するため、下記の対応を進めている。 
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①販売・物流チャンネルの確保状況                                                 

 ㈱飛鳥電機製作所自身は医療機器製造業（27BZ200316)、第二種医療機器製造販売業(27B2X00280)

を申請者し 26 年 4 月に許可を受け、アドバイザーになっている酒井医療㈱（医療機器製造業

（12BZ200034,12BZ000191),第二種医療機器製造販売業（13B2X00081)）とともに、全国の内科系病

院、リハビリ関係機関および歯科医院に販売を行っていく。最終目標である個人の健康管理機器の販

売は、国内および国外についてもマーケッティングに優れているセールス・オンデマンド㈱とともに

販売チャネルの確保を進める。 

 

②アフターサービスの体制の確立                                                            

地区ごとに専任担当を置き、アフターサービスを含めた形で拡販を行っていく。販売会社（酒井医

療、セールスオンデマンド）の営業所でクレームを受け付け、㈱飛鳥電機製作所へ連絡し不良内容に

基づいてユニット交換等で対応する。ユーザートレーニングについては、販売会社の営業所単位で専

任担当にトレーニン部を行い、専任担当でユーザートレーニングを行う。またクレーム内容の把握を

適格に行えるよう専任担当のトレーニンを行う。構造及び動作が単純なため専門性が無くても理解が

出来るのも本木の特徴である。 

 

③広報、PR 活動 

大阪商工会議所（次世代医療システム産業フォーラム）、（公財）新産業創造研究機構（医療機器マ

ッチング会）、中小企業基盤整備機構（マッチング会）各種セミナーなどへ積極的に参加をし、現場の

先生方よりニーズを聞きとり、また直接地方の中核となる大学病院の教授を試作品を伴って訪問をし、

機器の機能、有用性、市場性、購入価格等を九州、関西、信州、関東、東北各大学病院で聞き取り調

査を行った。また、積極的にＰＲの場へ出向きプレゼンテーションを行い、興味を持って頂いた所へ

は試作品のデモストレーションを行い本装置の啓蒙活動を行っており、薬事承認後はすぐにでも販売

会社を通じて販売できる体制を構築すべく、準備を進めている。 

現在も広報戦略として、新聞、TV の取材に応じ、日本経済新聞、日刊工業新聞、読売新聞、毎日放

送、テレビ大阪、テレビ朝日に取り上げられ反響を得ている。この後は、取得した臨床データーを積

極的に活用し、各種学会発表を共同研究者の先生方に行って頂きより広範な活動に広げていき、装置

の標準化に繋げて行く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

11 

 2) ビジネス体制 

 

 
 

 

(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 糖尿病性神経障害検査機として PMDA に薬事戦略相談（2013 年 5 月 30 日@PMDA） 

PMDA のコメントとして、神経障害の改良医療機器として第 1 段階の申請、その後販売実績を重ね

てから糖尿病検査に特化した新医療機器として再申請するのがよいとアドバイスされた。 

 医療機器戦略相談 対面助言を受けた（2014 年８月 7 日@PMDA） 

データの客観性が担保されていない。盲検をするように指導を受けた。 

 フォローアップ助言を受けた（2014 年 10 月 1 日@PMDA） 

盲検の検査方法とデータを提出し、一定の評価を受けた。 

 対面助言準備面談を受けた（2015 年 1 月 14 日@PMDA） 

薬事承認申請に向けての日程調整を行った。安全検査については、JIS 第 2 版から第 3 版に変更す

るための準備期間が必要とのアドバイスを受けた。 
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●今後の予定 

 ・各種のエビデンスやデータをすでに PMDA に提出しており、準備面談週了証を受け取った。最終の

対面助言、①医療機器プロトコル相談、②医療機器評価相談 の２件を残しているが、相談内容は

事前に提出し、確認を受けるのみの状態になっている。 

このままの予定で行くと、2016 年 5 月頃 PMDA の対面助言を受けて、8 月頃に薬事申請を行い、

最短で 2017 年 3 月頃承認取得予定。 

 

 2) 知財戦略検討状況 

 国内特許の取得状況は以下のとおり 

名称：足裏における感覚閾値の測定装置、および測定方法 

      （請求項で神経障害について挙げている） 

   出願日：2011 年 4 月 20 日 

   出願者：（独）産業技術総合研究所、昭和大学、（株）飛鳥電機製作所 

   特許登録日：特許第 5419048 号 2013 年 11 月 29 日登録 

 

 国際特許の取得状況は以下のとおり。 

   名称：糖尿病性末梢神経障害の評価装置、およびその方法 

   出願日：2012 年 9 月 18 日 PCT/JP2012/73835 

   出願者：（独）産業技術総合研究所、昭和大学、（株）飛鳥電機製作所 

   移行手続き：2015 年 3 月 

          中国、香港、インド、アメリカ、ロシア、EU、日本への移行手続きと審査請求

済み、日本国内については、2016 年 3 月成立。 

 商標及び意匠登録状況は以下のとおり 

 医療機器として“ASUKA”を登録済み、デザイン（外観）は意匠登録手続き中。 

 

 関連特許調査、および模造品への対応について 

調査した結果、今のところ本装置の類似品は見当たらない。また、必要な特許を押さえている

ので、今後類似品や模造品が現れた時には、訴訟等で対抗する予定である。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

本装置の技術な課題は、すでに解決しており開発リスクはない。ただし、使用用途に応じた機

能の高度化、ブラッシュアップすべき課題は残っているが、課題は明確になっており、大学との

共同での開発スケジュールも明確である。 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

これまで、多くのデータを PMDA に提出し、薬事承認の一歩手前まで来ている。さらに、健常

者についてのデータを蓄積する等、学会発表に耐えうるデータの補完を行っている。 

 

 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

販売チャネル（代理店）は数社確保している。さらに、販売させてほしいとの申し込みが多数

あるので。今後交渉・調整してできるだけ多くの販売チャネルを確保したい。 
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 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

アフターサービスについては、教育を当社主導で行い、個別案件については販売店で対応する。

故障時の対応としては、基本的にユニット交換のみで行えるような設計としている。 

 QMS 等の品質保証体制 

組立時、ユニットごとに品質検査を行い、総合試験は、レーザー変位計による接触子の動作確

認、負荷テスト等を行い、品質を保証する。 

 広報・普及計画 

現在でも、機会あるごとにセミナーや展示会等での PR を行っている。また TV 番組で取り上げ

られるなど、広報については幅広く行っている。薬事承認が得られた後は、販売代理店等とも協

調して、さらに効果的な広報。普及活動を行いたい。 

 

 5) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策（まとめ） 

領域 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

薬事 

①クラスⅡ医療機器としての薬事承認 

 ・薬事承認を得るための患者データが十分かど

うか不安がある。 

 ・PMDA審査部としての事前承認は得ているが、 

 まだ対面助言をしていないため、本当に承認ま

で到達できるか？ 疑問が残る。 

②品目使用を満たす臨床性能試験結果の取得 

 

③電気的安全性および電磁両立性試験 

 ・大幅に試験項目が増えた JISⅢに対応できて

いるか不安が残る。 

 

①改良医療機器「一般的名称：神経疾患診断用定

量的感覚検査器」（クラスⅡ）の、平成 28年 8

月承認申請を目指して、PMDA への申請を行う

ための準備作業を行う。さらに、高機能検査器

としての平成 29年 6月の承認申請を目指す。 

   

②PMDA の対面助言の機会を利用して試験方法の

適正化を図る。 

③認証機関への見積依頼中 

 

知財 

①PCT 出願、審査のスピードアップ 

 ・特許の早期取得 

 

 

 

 

②国内特許の補強 

 ・ソフトウェアについても特許申請する。 

①現在申請中の国際特許出願「糖尿病性末梢神経

障害の評価装置、およびその方法」の中国、イ

ンド、ロシア、アメリカ、EU への移行及び審

査をスピードアップするための手続（特許審査

ハイウェイ(PPH)）を行う。 

 

②すでに出願した特許の弱い部分を見つけ出し、

補完特許出願を行う。 

 

技術 ・

評価 

①小型化とデザイン性の両立 

 ・小型化を達成するには、特に駆動部及びドラ

イバーの小型化が必須。開発のハードルが高

い。 

 

 

 

②接触子移動の高精度化 

 ・高精度アクチュエータによる高精度化と低コ

スト化の両立が課題。 

 

 

 

 

 

 

①第 2次試作で対応 

製品化を視野に入れて大幅に小型・軽量化し

た第 2次試作機を開発する。具体的には、現試

作機の測定面（500×500mm）を、片側の母趾・

母趾球・小趾球・踵等の測定部位が接触子に配

置できる最小のサイズ（400×400mm 程度：体

積比 50%以下）まで小型化を図る。 

②移動精度±5μm⇒±1μm⇒±0.1μm と改良 

現在、移動機構はステッピングモーターとボ

ールネジで構成し、±5μm の精度で移動可能

であるが、更に移動精度を±1μm を目指す。 

最終的には、高精度アクチュエータにより

0.1μm を実現に持っていく。第 3 次試作で対

応。 
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領域 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

③製品化に向けてのブラッシュアップ 

 (操作性等の改善、ソフトウェア改良含む) 

 ・製品化に向けての課題の掘り起こしときめ細

かな対応が課題。 

③上市に向けて製品としての完成度を高める。 

 

 

その他

事業化

全般 

①市場、ユーザニーズの把握 

②代理店契約 

 

 

①市場調査、ニーズ調査を実施の予定 

②すでに代理店を予定している会社があり、契約

を進める。 
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1.6 平成 27 年度委託事業の成果概要 

(1) 委託事業の事業概要 

糖尿病性神経障害の早期発見に適した、非侵襲、定量的評価可能、取り扱いが容易かつ低価格の検査装置を開発する。 

 

(2) 委託事業終了時までに完成する試作品の概要 

試作品名 概要 

第 2 次試作品 現試作機の小型化、製品化を考慮に入れた外観デザイン設計 

第 3 次試作品 接触子移動に高精度アクチュエータ導入、第 3 次試作品のブラッシュアップ （委託事業では実施しない） 

製品化試作機 第 1 回目の上市に向けて、機能を限定して操作を簡便にした試作機 （委託事業では実施しない） 

量産試作機 第 2 回目の上市に向けての量産モデル （委託事業では実施しない） 

 

(3) 平成 27 年度の委託事業の成果と今後検討すべき課題 

平成 27年度実施内容（業務計画書）  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第 2次試作機の開発 

製品化を視野に入れて大幅に小型・軽量

化した第 2次試作機を開発する。具体的に

は、現試作機の測定面（500×500mm）を、

400×400mm 程度：体積比 50%以下まで小型

化を図る。 

第 2次試作機で使用する専用のステッピ

ングモーターを新規に開発、また機構部品

の選定及び小型化・開発を行う。 

神戸大学においては、システムの特性評

価と改良・ソフトウェア開発を分担する。 

 

▶ 

 

・小型、軽量化した第 2次試作機を完成した。 

  モーター等の駆動部及びプリント板等の内部

に装着する機構部品の小型化に成功し、検査装置

小型化に成功した。これにより今後の軽量・小型

製品機の開発に目処を得た。 

・製品化を視野に入れたデザイン設計を行った。 

  これにより、製品として見栄えの良い外観形状

を確認した。また、小型筐体に内部部品等の装着

が可能なことも確認できた。 

・神戸大学で、システムの特性評価と改良、現ソフ

トウェアの見直し及び主として会話機能ソフト

の新規開発を行い、全体として制御性能及び会話

機能の向上を果たした。 

 

 

▶ 

 

・検査能力を向上するためるため、接触子の制

御性能をさらに改善して、動作誤差を最終的に

±0.1μm まで高精度化する。 

 

 

 

 

 

 

・動作誤差低減のため、リニアアクチュエータ

の導入を検討する。 

 

・接触子制御ソフトウェアの見直し 

・スマホ等での利用可能性の検討 

②臨床試験用検査器の改良・試作 

本格的な臨床試験へ適するための検査器

を開発する。本検査器は、本年度の予備的

な臨床試験に使用し、来年度からの本格的

▶ 

 

・臨床試験用検査器 9台の試作を行った。 

・一部予備的な臨床試験に使用するとともに、機

能確認を行って、来年度からの本格的な臨床試験

に十分耐えうることを確認した。 

▶ 

 

・臨床試験に継続使用できるよう、操作性の向

上を図り、誰でも使用できるレベルまで操作性

を改善する。 
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平成 27年度実施内容（業務計画書）  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 

な臨床試験にも対応できることを確認す

る。 

③臨床試験１ 

健常者 20人程度を対象に、上記②の検査

器を用いた糖尿病性神経障害の検査及び血

液検査等を実施する。次年度からの治験手

続きを整える。 ▶ 

 

・健常者のボランティア募集を行って 20 名を選抜

し、神経障害の検査等を 1/30 に行った。 

・これにより、本検査装置は健常者の神経障害の検

査にも非常に有効であることが確認できた。 

・また、上記検査等を通じて、検査プロトコルを確

立することができた。 

・臨床試験審査委員会の承認により、来年度からの

本格的な治験の手続きを整えた。 

▶ 

 

・薬事承認申請に必要十分なデータが得られる

ように治験を行う。 

④臨床試験２ 

糖尿病患者を対象として、次年度からの

治験手続きを整える。 

 ▶ 

 

・糖尿病患者を対象として、神経障害の検査を継続

して行い、本検査装置の有効性を確認した。 

・また、上記検査等を通じて、検査プロトコルを確 

立することができた。 

・臨床試験審査委員会の承認により、来年度からの

本格的な治験の手続きを整えた。 

▶ 

 

・薬事承認申請に必要十分なデータが得られる

ように治験を行う。 

⑤知財戦略 

本検査装置に関連して、現在申請中の国際

特許出願「糖尿病性末梢神経障害の評価装

置、およびその方法」の中国、インド、ロ

シア、アメリカ、EUへの移行及び審査をス

ピードアップするための手続（特許審査ハ

イウェイ(PPH)）を行う。 

▶ 

 

・中国、香港、インド、ロシア、アメリカ、EU、

日本への移行手続きと審査請求を完了した、 

・日本については、平成 28年 3月に成立。 ▶ 

 

⑥薬事戦略 

本開発で目指す改良医療機器「一般的名

称：神経疾患診断用定量的感覚検査器」（ク

ラスⅡ）の、平成 29年 6月承認申請を目指

して、PMDAへの申請を行うための準備作業

を行う。 

▶ 

 

・1/14AM PMDAと面談予定、H28 年 8月の第 1回薬

事申請に向けて準備中。 

・準備面談週了証を PMDA より受け取った。最終の

対面助言、①医療機器プロトコル相談、②医療機

器評価相談 の 2件を残しているが、相談内容は

事前に提出し、確認を受けるのみの状態になって

いる。 

 

▶ 

 

・このままの予定で行くと、2016年 5 月頃 PMDA

の対面助言を受けて、8月頃に薬事申請を行

い、最短で 2017年 3月頃承認取得予定。 

 

⑦市場把握・販売計画検討 ▶  ▶  
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平成 27年度実施内容（業務計画書）  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 

代理店を予定する会社又はシンクタンク

等に依頼して、ユーザーとなりうる医療関

連施設を調査し、販売計画のたたき台を、

代理店予定会社と協力してまとめる。 

 

・コンサルティング会社に依頼して、市場ニーズの

把握や販売計画の作成について、コンサルを受け

た。 

・すでに 10 か所程度の医療機関に対するニーズ調

査を行っており、今回調査はそれをさらに拡大し充

実させるものである。 

 

・また、販売計画については、すでに代理店を

確保押しており、また販売したいとの申し出を

多くの医療機器販売会社から受け取っており、

今後精査して代理店等を追加する。 

 

 

 

1.7 平成 27 年度委託事業の実施経過 

(1) 当初計画からの変更点（深耕点）とその理由 

領域 変更前 変更後 変更理由 

対象とする 

課題・ニーズ 

特になし   

機器スペック・

ビジネスモデル 

特になし   

事業化体制 特になし   

事 業 化 計 画

（開発･薬事・上

司スケジュー

ル） 

国内においては、平成 29 年 6 月の薬事承

認申請、平成 30年 2月の上市 

国内は、平成 28 年 8 月第 1 回目の薬事承

認申請、平成 29 年 3 月の上市、さらに平成

29 年 6 月第 2 回目の薬事申請、平成 30 年 2

月の上市と 2段階に分けて行う。 

第 1回目の薬事申請⇒上市では、早期にユ

ーザー評価を得て、製品の完成度高めるた

め。また、2回目の薬事申請⇒上市では、こ

のような市場評価を反映して、より高精度・

高機能化した検査器を対象に申し、市場拡大

を目指す。  

 

(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 ①当初、薬事申請は 2回行い、「改良医療機器」⇒「新医療機器」の

予定であったが、「改良医療機器」⇒「改良医療機器」でいくべきで

あるとの指摘があった。また、これに準じて本事業の名称も変更し

た。 

②すでに PMDAに相談し、助言を得たそうであるが、PMDAからどん助

①前回 12/14の伴走コンサルティング資料と今回の継続審査資料は、

左記の方針で書きなおしている。 

 

 

②これまでの PMDA 面談、助言の内容について整理した。 
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領域 指摘事項 対応 

言を得たのか？ と質問があった。 

 

知財 ①海外の販売は主に中国とあるので、PCT は 5か国も出す必要はない

のでは？ 国内特許をどの程度出しているか？ 

 

①将来的に中国以外の販売国もあり得るので、念のために 5 か国に

出した。これまでに出した関連する特許の一覧表をまとめた。 

技術・評価 ①検査装置の説明が不足、目的や使い方が明確でない。  

      

①装置の用途・使い方等に関する説明を分かりやすくする。使い方

の説明には図を入れる。操作フロー及び測定結果の画面等も入れ

て、この装置をどのように操作して、どんな判定がされるかもを

分かりやすくする。（本資料では修正済み） 

 

②接触子の移動精度が 3μm⇒1μm⇒0.1μmと高精度化する意味は？ 

速度は関係ないのか？ それ以外いろんなパラメータがあると思

われる。すべてのパラメータを考慮する必要はないが、重要なも

のを明確にすべきである。 

  

②初めに製品化するのは 3μmで、検査・判定機能強化のため、高精

度化する。刺激強度は接触子移動距離に依存すると考えているが、

パラメータとして、移動距離、速度、加速度、圧力、接触子の形

状・摩擦係数など、どれがどの程度寄与するかを整理する。また、

その根拠となる、これまでの試験結果を整理しておく。 

 

その他事業

化全般 

①本当に売れるのか？ 市場調査、ニーズ調査は行ったか？ スペ

ックを決めるためにもニーズ調査がいるのではないか？ 

 

①今年度の予算で行う予定、医療機関のニーズはこれまでにも調べ

ている。引続き、医療機関等の具体的なニーズ調査（聞き取り）

を行って、早期に販売数量の見込みを得ることとした。 

 

 

(3) 採択・継続条件への対応状況 

採択条件 対応状況 
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1.8 平成 28 年度以降の以降の事業化計画 

平成 28年度は、操作性の向上と接触子の駆動制御を高度化した第 3 次試作機を開発する。並行して、平成 29年 3月の上市を視野に入れて、平成 27

年度に試作した第 2次試作機をベースに製品化試作機を完成させる。この製品化試作機は、検査機能を限定することで操作を比較的簡便にしており、

ユーザー評価を早期に得て、平成 30年度 2月上市予定の高機能・量産型試作機に反映させるためのものである。 

そのため、薬事戦略において平成 28年 8月の薬事申請を行い、平成 29年 2月までの承認取得を目指す。また、安全性・電磁両立性試験を行い、

製品販売できる準備を整える。 

同時に、これまでの製造・検査プロセスを見直し、製品化、上市を意識した製造ラインの設計を行う。ただ、H29 年上市は試験的ともいえる販売であるた

め当面は生産量が少なく自社生産するためのラインを構築する。 

臨床試験では、大阪市立大学及び昭和大学において、平成 27 年度に確立した共通プロトコルに基づき、本格的な治験を開始する。取得したデータは、薬

事申請を補完するデータとして蓄積する。 

販売戦略では、代理店予定会社等の協力を得て、上市に備えた販売ルートの探索・構築を行う。合わせてクレーム処理やアフターサービス体制の構築を行

う。 

プロジェクト運営管理に係る業務全般を担う事業管理機関においては、本事業を円滑に遂行すべく万全の態勢で業務を行う。 

 

 

(1) 平成 28 年度における事業化に向けた検討事項 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

領域 検討・実施すべき事項 

薬事  1/14AM PMDA と面談予定、H28 年 8 月の第 1 回薬事申請に向けて準備中。 

 準備面談週了証を PMDA より受け取った。最終の対面助言、①医療機器プロトコル相談、②医療機器評価相談 の２件を残しているが、

相談内容は事前に提出し、確認を受けるのみの状態になっている。 

 このままの予定ならば 2016 年 5 月頃 PMDA の対面助言を受けて 8 月頃に薬事申請を行い、最短で 2017 年 3 月頃承認取得予定。 

知財  諸外国の特許状況をひき続き調査する。 

  

  

技術・評価  操作性を向上し駆動制御を高度化したアクチュエータを適用した検査装置の試作を行い、性能評価・確認を行った後、大阪市立大学及び

昭和大学に渡して、臨床試験で使用し実際現場での評価をもらう。 

  

  

その他事業

化全般 

 第 2 次試作品をベースとして、H29 年 3 月の上市を目指し製品試作を行い、製品として性能保証、信頼性等を確認、採算性も確認する。

なお、第 3 次試作をベースとした高モデル（量産品）の上市は H30 年 2 月を予定している。 
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(2)今後、事業化を見据えて検討・実施すべき課題 

事業化において最初の難関は、薬事申請にかかることである。足底感覚検査装置としては、一般名称：神経疾患診断用定量的感覚検査器（コード：

37349000）で、PMDA では認められ、最後の対面助言を残すのみとなったが、対面助言に対する費用、約 75 万円、申請に必要な JIST0601-1 に基

づく安全検査費用としてプレ試験 200 万円、本試験 600 万円トータル 900 万円ですんなりと検査が通るとは限らないため、予備を含めると約 1000

万円が 1～3 ヶ月の間に必要となることが、実施すべき課題をクリアーにするため必要となって来る。 

また、機器開発、制御プログラム開発においては、当社が開発をした制御プログラム解析が終わり、本格的にアプリ開発に取り掛かれるところが、

途中で事業終了となったため、今年度出来上がるものが中途半端で終わるところをどのように解決すれば完成するかが近々の課題である。神戸大学

でもアプリ開発を行っているが、これも中途半端となった。 

臨床研究については、次年度と考えていた神経障害の専門の先生（基礎の先生）との共同研究を通して、一般の常識である糖尿病と神経障害の関

係を破り新しい関係を構築し、血液ではなく、末梢神経の変化を見ることで医療機器として認められれば、本件検査装置を使用して、神経障害から

見た糖尿病分析が実施出来るのではなかと考えており、今後解決すべき大きな課題と考える。
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1.9 平成 27 年度委託事業の振り返り 

1.9.1 当初目標達成度に関する自己評価 

(1) 自己評価結果 

S：当初目標を大きく上回る成果を得た。 

○A：当初目標を上回る成果を得た。 

B：当初目標を達成した。 

C：当初目標には未達だった。 

 

(2) 自己評価理由 

第 2 次試作機開発を通して、製品機小型化の目処を得たことが大きな成果である。また、薬事関係で

は、薬事承認申請への見通し得る子ができた。 

本年度実施した開発内容は下記である。 

 ・モーター等の含めた駆動部の小型化開発に成功した。 

 ・制御及び通信回路が量産可能なものが開発できた。 

 ・製品向けデザインを完成することができた。 

 ・薬事関係では、PMDA からの要求であった、臨床試験で得た本検査装置によるデータとモノフィ

ラメントとの相関を証明できた。 
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(3) チェックリストによる自己評価結果 

 

 

 
 

 

 

 

1.9.2 委託事業期間全体を振り返って改善すべきだったと考える点 

(1) 事業体制 

・事業を円滑にかつ成果を上げられるような実施体制を目指して、新たな協力メンバーの追加等、実

施体制の充実を図る。 

・事業化、量産化を視野にいれ、協力してくれる機器部品製造メーカーを探す。 

 

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。 △一部
市場規模（導入・普及台数）は明確になっていますか。 ×不十分
SWOT分析は十分に行っていますか。 ×不十分
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。 ×不十分
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。 △一部

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 △一部
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。、 △一部
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）。 △一部
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。 ○十分
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。 △一部
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。 △一部
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。 △一部

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。 該当せず
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。 ×不十分
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。 △一部
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。 △一部
QMS等の品質保証体制が明確になっていますか。 △一部
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。 △一部
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。 △一部
海外に対する戦略は明確になっていますか。 △一部
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。 ×不十分

その他

知的
財産

薬事

市場

基本
戦略

販売・
物流

事業
収支

開発
戦略
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(2) 事業の進め方 

・スムーズは運営管理を目指して、運営管理機能の強化を図る。メンバーの追加・充実。 

・実施者、事業管理者間の緊密な連携を図り、事業目標の達成、早期の事業化に結び付ける。 

 

(3) その他 

薬事承認を早期に得て試験販売を開始し、そのユーザー評価を反映して、H30 年からの量産につな

げる。 

 

1.10 事業に関する連絡窓口 

 

近畿産業技術クラスター協同組合大田ビル 303号室 

〒564-0027 大阪府吹田市朝日町 15番 24号 

電話: 06-7175-4980 / FAX: 06-6317-0579 / E-mail: kstc@b.zaq.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 


