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1. 事業の概要 

脳血管疾患等の片麻痺では手指の麻痺の回復が一際困難で、拘縮予防のためのリハビリには長期にわ

たる反復訓練の継続が必要である。この課題の解決の手助けとして、患者が一人で行える手指関節のリ

ハビリ補助のための機器「マスタースレーブ式パワーアシストハンド」を開発した。この機器は、空気

圧を利用していることと、マスタースレーブ式で意識的能動性を活用した反復他動訓練補助装置である

ことが特徴である。また、柔らかな動作で 5 指の独立分離運動を可能にして、拘縮予防のみならず巧緻

機能の改善に有効である。 
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1.1 事業の目的 

医療現場が抱える課題として以下のことがある。 

（１）医療現場での課題 

脳血管疾患による片麻痺のリハビリ治療において、回復期リハビリ後の維持期リハビリの継続が難

しい状況にある。特に手指の運動障害の改善に対する充分で継続的なリハビリを行うことが課題であ

る。 

（２）医療現場における背景と現状 

脳血管疾患による片麻痺の内で手指の運動障害は難治性であり、長期にわたるリハビリの継続が必

要である。しかし、リハビリに携われる理学・作業療法士や介護人の人員及び訓練時間には限度があ

るとともに、患者個人で続けることは困難であるのが実情である。自主訓練としてこの施術を補充す

ることができる充分な機能を有するリハビリ機器も存在しないという背景がある。結果的に、リハビ

リの必要性に対して、充分な治療が出来ていないという問題点がある。 

（３）社会的重要性 

脳血管疾患の患者は平成 20年度で約 134万人（厚生労働省「平成 20年 患者調査の概況」より）に

達し、且つ高齢化に伴いさらに増加が予想される。この疾患による手指の片麻痺の患者も増加してお

り、運動障害を改善することは介護負担の軽減にもつながることから、社会的にも重要である。 

 

以上の課題を踏まえた医療現場のニーズとして以下のことがある。 

（１）患者のニーズ 

・治療や予防としての医療機関・施設での療法士対応のリハビリだけでなく、自主的な訓練や在宅で

のリハビリを行いたい（リハビリ治療を自主的訓練の継続で補完したい） 

（２）医療従事者（医者・療法士等）のニーズ 

・患者の痙性麻痺が慢性化しないように、また拘縮をきたさないように予防的リハビリ訓練の長期的

継続が必要である 

・運動障害のリハビリ治療に充分な時間をかけられない分、自主訓練補助装置で補いたい 

・患者が自主訓練できる、リハビリ治療を補完する充分な機能を有したリハビリ機器が欲しい 

（３）医療機関・施設のニーズ 

・作業療法士等の医療従事者による作業負荷を軽減し、より多くの患者のリハビリ治療を行いたい 

・他の医療機関・施設と差別化できるような医療機器を導入し、患者にとっての魅力を向上したい 

   

以上のニーズに対する解決策として以下の開発・事業化を行なう 

（１）ニーズに対する解決策 

マスタースレーブ式(*1)の手指関節の強制的反復他動運動装置（マスタースレーブ式パワーアシス

トハンド）を開発して上市する。これは既に上市している手握運動に機能を限定したパワーアシスト

ハンド（機能限定パワーアシストハンド：非医療機器）にマスタースレーブ式の機能を追加し、手指

関節の拘縮や痙性予防に加えて巧緻機能(*2)の改善のために患者が自主的な訓練やリハビリを行える

装置である。 

本事業で開発する機器は、手指関節の訓練動作やタイミング、回数を自分でコントロールしながら

動かすことができる意識的能動性を活用し、さらに 5 指独立分離運動を可能にして巧緻機能の回復に

寄与する訓練補助機である。 

(*1)マスタースレーブ式とは、麻痺していない手の動きと同様の動きを麻痺している手に伝 

える方式のこと 

(*2)巧緻機能とは、食事、更衣、筆記など細かい指の動きが必要な運動機能のこと 

（２）社会的な意義および波及効果 

病院・診療所・介護施設・在宅のいかなる場面においても訓練を継続的に実施することを可能にす

ることで、難治性の手指の運動障害の改善につなげ、その結果、日常生活動作の向上とともに介護負

担の軽減に寄与する。 

（３）事業化計画（以下の日程を目標に開発し事業化する） 

・医療機器認証申請  平成 28年 4月 

・上市        平成 28年 8月 
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1.2 事業の実施体制 

事業管理機関：よこはまティーエルオー株式会社 

PL： 北村 正敏（株式会社エルエーピー） 

SL： 岸野 義人（株式会社ジャパンアート） 
共同体： ①株式会社エルエーピー 

       ②株式会社ジャパンアート 

       ③学校法人幾徳学園神奈川工科大学 

  ④社会福祉法人神奈川県総合リハビリテーション事業団 

  ⑤株式会社八神製作所 

  ⑥株式会社ワコー商事 
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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 
マスタースレーブ式パワーア

シストハンド（仮称） 
分類名称（一般的名称） 能動型手用他動運動訓練装置 

対象疾患 脳血管疾患などによる片麻痺 届出／認証／承認 認証 

想定される販売先 医療機関 新／改良／後発 後発 

使用目的又は効果 
中枢神経障害による麻痺手指関節の拘縮の予防、麻痺手指関節の痙性の進行の予防および麻

痺手指の巧緻運動の改善・回復 

薬事申請予定者 (株)エルエーピー 医療機器製造販売業許可 (株)エルエーピーが取得予定 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

(株)ジャパンアート 医療機器製造業許可 
(株)ジャパンアートが取得 

予定 

(株)オーイズミ 業許可  

(有)図工 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 

  
欧米、東南アジア・中国を中心とした 

アジア圏 

薬事申請時期 平成 28（2016）年 11月 平成 32（2020）年 4月 

上市時期 平成 29（2017）年 3月 平成 33（2021）年 4月 

想定売上（上市後 3年目） 15億円／年（平成 32（2020）年時点） 75億円／年（平成 36（2024）年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 20億円／年（平成 32（2020）年時点） 225億円／年（平成 36（2024）年時点） 

想定シェア（上市後3年目） 75％（平成 32（2020）年時点） 33.3％（平成 36（2024）年時点） 

(注)市場規模は競合品も含めた市場全体としての見込み 

品責者（国内品質業務運営責任者）の採用が H28年 7月で内定。当初は H27年 11 月採用を目標にしてい

ため、業許可の申請、薬事申請、上市の時期を全て後ろ倒しに変更。 

当初 → 現在 

業許可申請：H27年 11月 → H28年 7月 

業許可 ：H28年 3月 → H28 年 11月 

薬事申請 ：H28年 4月 → H28年 11月 

上市 ：H28年 8月 → H29年 3月 
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 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

「マスタースレーブ式パワーアシストハンド」 

麻痺していない手（マスターハンド）の動きをセンサーによって麻痺している手（スレーブハンド）

に伝える事により、動作やタイミング、回数を自分でコントロールしながら動かすことができる装置 

 

 
 
 
 

(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 

・【施設】介護老人保健施設、介護老人福祉施設、介護療養型医療施設など 

・【病院】脳神経外科、リハビリテーション科、整形外科 

・【施設】全国のあん摩、マッサージ及び指圧等を行う施術所 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模   (競合品も含めた市場全体としての見込み) 

・【施設】 

全国の介護老人保健施設 3,931 件、介護老人福祉施設 6,590 件、介護療養型医療施設 1,759 件 

・【病院】 

全国の脳神経外科 2,516 件、リハビリテーション科 5,216 件、整形外科 4,975 件 

・【施設】 

全国のあん摩、マッサージ及び指圧等を行う施術所 114,082 ヶ所 
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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 

ロムーバー ／ メドー産業(株) 

医療機器として歴史があり、多くの医療機関・施設に導入されている。 

手指関節のリハビリ機器としての認知度は高いが、現在でも継続的に 

利用している施設は少ないと思われる。価格は 70 万円程度。 

新規参入の為、薬事戦略の円滑な推進に課題がある。そのため競合製品と 

同じクラス分類で機器認証を申請するが、商品としては差別化を 

アピールする必要がある。 

 

 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） 

ロムーバーは麻痺側の手の内側に空気袋を装着し、この空気袋の膨張、収縮により手のひらと指と

を同時に開いたり閉じたりするだけであるが、本製品はマスターハンドの曲げセンサーにより健常な

手の動きを５指分離独立して取り込む事が可能で、その動きをスレーブハンドの５指個々に伝える事

により、マスターハンドの各指の動きに追従させた５指分離独立運動を実現させることが可能で、巧

緻機能の回復・改善につながるものである。 

本機の優位性は以下のとおりである。 

   
 

 

  

項目
空気袋の位置 ○ 手のひらが自由 × 手のひらが空気袋で覆われる
マスタースレーブ式 ○ 有り × 無し
5指分離独立運動 ○ 有り × 無し
装着し易さ ○ 手指が曲がったままでも装着できる × 手指を開かせなければ装着できない
手指を横に開く機能 × 無し ○ 有り
操作性 △ スイッチでの操作 △ スイッチ・ダイヤルでの操作
価格 △ 機能見合いで約100万円 ○ 約70万円
販売台数 △ 本機は未発売。

本機の機能限定で、非医療機器として販売
している「パワーアシストハンド」は、発売後
半年で約180台（360台/年）

○ 約1,500台（推定）
発売後20年での実績（75台/年）

本機（マスタースレーブ式パワーアシストハンド） 競合品（ロムーバー）
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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
10本センサー技術の開発
衛生面を向上したグローブの開
発

試作機開発・改良 計画

実績
第2次試作機の開発
同安全性評価試験
（主要項目）

量産機開発 計画

実績

臨床研究 計画

実績

薬事申請 計画

実績

必要な業許可とそのための体
制、システムを確認
品質管理システムの検討
リスク管理システムの検討

知財対応 計画

実績 特許2件、意匠1件出願済み

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

製造・販売 製造・販売医療機器製造販売業許可取得に向けた体制
の構築（国内品質業務運営責任者の採用）

①医療機器認証申請
②製造マニュアル・ライン構築
③販売体制構築

製造・販売 製造・販売 製造・販売

①量産試作機の製作
②量産試作機の実証試験
③量産試作機の安全性評価試験
④薬事戦略の推進
⑤知財戦略の推進

【マスタースレーブ式パ
ワーアシストハンド】

【マスタースレーブ式パ
ワーアシストハンド】

※後発機器のため対
象外

実証試験（準備・実施・まとめ）

安全性評価試験

量産試作機の設計

量産試作機の製作

セルフチェックリストの作成

セルフチェック

リスクマネジメントファイル作成

実証試験準備

第三者認証機関との技術MTG

新QMS省令への対応

添付文書の作成

認証基準6条対応

★
H28.7 医療機器業許可申請

★
H28.11 医療機器認証申請（国内）

第三者認証機関との技術MTG

新QMS省令への対応

（対応必要内容整理）

新QMS省令への対応

（文書・プロセス・設備整理）

知財戦略
★

H28.1 知財出願

知財戦略

市場調査

販売体制構築

広報戦略策定・実施

販売計画・ユーザー評価

★
H29.3 上市（国内）

★
H32.4 医療機器認証申請（海外）

★
H33.4 上市（海外）

実証試験

安全性評価試験

添付文書の作成

認証基準6条対応

★
H28.2 意匠1件出願
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 1) 投資回収計画 

 ① 国内 

 H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

薬事申請時期   ●        

上市時期   ●        

支出額（単位：億円） 0.50 0.50 0.40 0.60 0.60 0.10 0.10 0.10 0.10 0.30 

 うち委託費 0.50 0.50 0.30 － － － － － － － 

 うち自己負担 － － 0.10 0.60 0.60 0.10 0.10 0.10 0.10 0.30 

売上高（単位：億円） － － － 2.00 5.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 

販売数量（単位：台） － － － 200 400 1,000 1,200 1,200 1,200 1,200 

品責者（国内品質業務運営責任者）の採用が H28年 7月で内定。当初は H27年 11月採用を目標にし

ていたため、業許可の申請、薬事申請、上市の時期を全て後ろ倒しに変更。 

当初 → 現在 

業許可申請：H27年 11月 → H28年 7月 

業許可 ：H28年 3月 → H28年 11月 

薬事申請 ：H28年 4月 → H28年 11月 

上市 ：H28年 8月 → H29 年 3月 

発売当初は 1台 100万円で販売する。2,3年目はグローブのみの買い替え、追加購入といった需要も増え

てくることから、本体 1台あたりの単価はアップする見込み。4年目以降は本体・グローブのコスト削減

策などを施し、3年目に比べて本体 1台あたりの単価を低減させる。 

② 海外 

 H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

薬事申請時期       ●    

上市時期        ●   

支出額（単位：億円） － － － － － 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 

 うち委託費 － － － － － － － － － － 

 うち自己負担 － － － － － 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 

売上高（単位：億円） － － － － － － － 2.00 10.00 40.00 

販売数量（単位：台） － － － － － － － 200 800 3,000 

 

発売当初は、国内と同様に 200台を販売目標としている。 

3年目にはマーケット規模を考慮して国内販売台数を超える見込みである。 

販売単価は国内と同様に、当初は 1台 100万円だが、徐々にグローブのみの買い替え、追加購入といっ

た需要があることを考慮し、単価はアップする見込み。 

③ 国内・海外合計 

 H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

支出額（単位：億円） 0.50 0.50 0.40 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 

 うち委託費 0.50 0.50 0.30 － － － － － － － 

 うち自己負担 － － 0.10 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 

売上高（単位：億円） － － － 2.00 5.00 15.00 15.00 17.00 25.00 55.00 

販売数量（単位：台） － － － 200 400 1,000 1,200 1,400 2,000 4,200 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。  
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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”   

・シェア拡大としての採用率向上を目指す 

・機能改良のバージョンアップを継続的に続ける 

・海外販売を行う（体制づくり、法規制対応含む） 

・遠隔医療の機能を付加し、患者が家庭で（医療施設から遠隔で）使用できるようにする 

・直販中心から代理販売中心へ（代理店へのサポートシステムの構築など）進める 

・個人向けレンタル販売体制を確立する 

 

 2) ビジネス体制 
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(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 事前相談（2013 年 12 月 5 日@PMDA） 

開発する機器が承認となるか認証となるか確認。クラス分類や分類名称など、および承認／認証取得

に向けて第三者認証機関に相談するよう、助言をいただいた。また、ミラー療法の有効性の確認方法や、

実証試験の進め方についても助言をいただいた。 

 技術ミーティング（2014 年 7 月 16 日@第三者認証機関） 

一般的名称、認証基準、効能／効果、類似既認証機器などを事前に整理し、開発する機器が後発医療

機器として認証対象となるか確認した。基本要件の第 6 条の詳細比較が必要ということと、マスターグ

ローブを前面には出せないとの指摘を受けた。また、既認証機器との詳細比較資料を作成し、PMDA に

確認を取る必要があるとの指摘を受けた。 

 個別面談（2015 年 1 月 15 日@PMDA） 

開発している機器を、後発機器として認証申請する際の注意点を確認した。認証機器となるかは第三

者認証機関に確認すべきとのことであった。また、マスターグローブを外した型式であれば認証対象と

なり、それで認証取得し、その機器を使ってマスタースレーブの治験をすれば良いのでは、と助言をい

ただいた。 

 技術ミーティング（2015 年 2 月 2 日@第三者認証機関） 

PMDA への個別面談の結果を受け、開発している機器が認証審査対象となるかを確認した。その結果、

マスターグローブが付随している場合は認証機器とならない懸念があるとのことであった。第三者認証

機関が提供するフォーマットに沿って、既認証機器との詳細比較資料を整理し、第三者認証機関経由で

PMDA に確認していただくこととなった。 

 技術ミーティング（2015 年 11 月 20 日@第三者認証機関） 

量産試作機が後発医療機器として認証対象となるか、第三者認証機関から PMDA へ問い合わせていた

だいた結果を踏まえ、再度、第三者認証機関に確認した。その結果、マスターグローブがあるままでは

難しい、マスターグローブがなくとも、手の甲側に空気袋があることや、5 指が独立して運動することが

後発に該当しない可能性があるとのことであった。 

 

 2) 知財戦略検討状況 

以下の事項について特定の弁理士の支援のもとで継続的に推進しており、今後もその予定である。 

 国内外の先行技術調査と保有特許の精査（強化のための取組） 

従来からの知財戦略マップの見直しをするとともに、類似製品の技術調査を行なった。 

国内では問題ないと判断しているが、海外については今後の課題である。 

 権利化／ブラックボックス化、意匠権・商標権等との組み合わせ等のミックス戦略 

ベローズを用いた補助具の基本特許は権利化済なので、マスターグローブやスレーブグローブの

デザインに関し意匠面での権利化に重点をおいた。（2 件出願） 

今後は使い勝手（着脱性の向上、安全性、容易性、意欲向上機能等）の観点からの権利化も検討

したいと考えている。 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

技術面での基本特許に加えデザイン面での意匠権も出願したのでかなり強化されたと判断してい

る。使い勝手も含めて侵害の検知が容易になるような権利を強化することを検討したいと考えて

いる。 
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 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

基本要件適合性チェックリストで特定文書として指定されている「JIS T 14971:医療機器-リスクマネ

ジメントの医療機器への適用」に則り、リスクを明確化し、対応した。 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

基本要件適合性チェックリストで特定文書として指定されている以下の文書に則り、エビデンスを作

成／収集した。 

・医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令（平成 16 年厚生労働省

令第 169 号 

・JIS T 14971:「医療機器—リスクマネジメントの医療機器への適用」 

・JIS T 0601-1:「医用電気機器—第 1 部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項」 

・JIS T 0601-1-2:「医用電気機器—第 1-2 部：安全に関する一般的要求事項—電磁両立性--要求事項及

び試験」 

・医療機器の添付文書の記載要領について（薬食発第 0310003 号：平成 17 年 3 月 10 日） 

・医療機器の製造販売認証申請について 第 2 の 1 別紙 2（薬食発第 0331032 号：平成 17 年 3 月 31

日） 

 

 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

以下の医療機器等販売企業が上市後の販売・物流チャネルを担う予定である。 

・株式会社八神製作所 

・株式会社ワコー商事 

・株式会社ヤマシタコーポレーション 

・株式会社 IMS 

生産は製造業許可の登録を行う株式会社ジャパンアートが主体となって行う。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

製造販売業許可を取得する予定の株式会社エルエーピーと、製造業の登録を行う株式会社ジャパンア

ートとが協働し、アフターサービス体制、仕様教育体制、クレーム処理体制を（業許可の申請を行う 2016

年 7 月までに）構築することとした。 

 QMS 等の品質保証体制 

製造販売業許可を取得する予定の株式会社エルエーピーにおいて、国内品質業務運営責任者の採用活

動を行い、2016 年 7 月入社予定で内定した。また、品質管理監督者および品質管理責任者は社内要員が

担当することとした。 

 広報・普及計画 

2016 年 4 月の MEDTEC（東京ビッグサイト）への出展を含め、展示会への出展を行う。 

また、神奈川県の「さがみロボット産業特区」で重点プロジェクトに指定されていることを生かし、

神奈川県と連携した広報・普及活動を進めていく。 
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 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 認証取得を目指すか、承認に向けた治験などの

活動を進めるか、方針を決める必要がある 

 

①能動型手用他動運動訓練装置の認証審査実績

がある第三者認証機関に相談する 

 

知財 

① 国内、海外を問わず、類似製品の販売に対抗す

るシステムの確立 

 

① 会社の規模拡大による対策組織の構築や、外部

の弁護士等の専門家の活用により、徐々に対抗

措置を図れるようにする 

 

技術 ・

評価 

① 複数人で使い回すことを考慮したグローブの

衛生面への配慮 

 

① ネオプレーン、シリコングローブに対する殺

菌・乾燥の方式として、株式会社エルエーピー

で販売している製品の殺菌・消毒ノウハウを流

用する 

 

その他

事業化

全般 

① 製品の研究開発から上市後の回収までの運転

資金の確保 

 

①資金助成制度について神奈川県のアドバイス

を受け、候補となる複数の制度を紹介して貰っ

ている。公募要領を調査して申請する予定 
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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 

①量産試作機の製作 

平成 26 年度に実施した第 2 次改良機の安全性評価試験および実証試験での指摘事項を踏まえ、小型化・低価格化に向けた方策も考慮し、量産試

作機を設計・製作する 

②量産試作機の実証試験（臨床評価） 

医療機関（神奈川県総合リハビリテーション事業団）を主体に実証試験を実施する。 

実証試験は（１）医療機器（製品）完成度の確認、（２）効果・効能の確認の 2 つの観点で実施する。 

③量産試作機の安全性評価試験 

第三者試験機関に委託して医療機器としての安全性評価試験を実施する 

④薬事戦略の推進 

薬事申請、業許可申請の準備を推進する 

⑤知財戦略の推進 

知財戦略マップに基づく知財戦略を強化するとともに、知財（特許または意匠）を出願する 

⑥事業管理 

事業実施機関との再委託契約の締結、外部有識者委員を加えた研究開発推進委員会の開催等を行い、本委託業務の開発・事業化に係る運営・財

産管理、共同体構成員相互の調整、成果報告書の作成等、事業を円滑に進めるための事業管理を行う 

(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 

実証試験機 神奈川工科大学での試作装置の一体化を図り、運搬し易い構造にし、実証試験が安全かつ容易に行えるように設

計した装置 

第 1 次改良機 神奈川工科大学担当のサブテーマ「機能強化技術の開発」で得られた結果を反映させて設計・製作した装置 

第 2 次改良機 兼 

量産試作機 

＜第 2 次改良機＞ 

平成 25 年度の実証試験で抽出された以下の課題を解決する装置 

  1.センサーの精度と耐久性の向上 

  2.衛生面や着脱方法などに向けた新グローブの開発 

また、医療機器認証評価基準に準拠した設計と、柔らかみのあるデザインを考慮する 

＜量産試作機＞ 

第 2 次改良機を改良し、量産するためのデザイン・機能・コストダウン施策などを施した装置 

（量産試作機用部材を試作し、第 2 次改良機に組み込んで量産試作機にした） 
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(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量産試作機の製作 

 

▶ 

1.センサー精度の向上について、これまでの曲げセ

ンサーからジャイロセンサーへ変更して 3 台製

作完了 

2.グローブは第 2次改良機から引き続き、シリコン

など複数素材で検証 

 

▶ 

量産に向けた生産工程効率化と、さらなるコス

トダウンに向けた設計検討 

②量産試作機の実証試験（臨床評価） 

 ▶ 

神奈川県総合リハビリテーション事業団七沢リハ

ビリテーション病院で実証試験を実施 

 

▶ 

機器を承認申請とすることとなった場合の治

験プロトコルの検討 

 

③量産試作機の安全性評価試験 

 
▶ 

第三者評価機関で安全性評価試験を実施 

 
▶ 

第三者評価機関での試験結果を受けたリスク

マネジメントファイルの更新（リスク対応再評

価） 

 

④薬事戦略の推進 

 

▶ 

リスク管理、品質管理の態勢（文書、体制、仕組み）

を構築 

 ▶ 

国内品質業務運営責任者の採用が H28年 7月で

内定（当初は H27年 11 月採用目標）したため、

それに伴う資金調達計画・薬事申請・上市計画

を見直し中 

 

⑤ 知財戦略の推進 

 
▶ 

今年度の事業期間中に意匠を 2件出願済み。昨年度

出願した知的財産について、意匠 1 件は登録査定

に、特許 1件は公開に、それぞれなった。 

 

▶ 

今後も出願可能な知財を探っていく。 

⑥事業管理 

 ▶ 

5回程度を予定していた研究開発推進委員会につい

て、2 月までに 5回実施済み。 

 

▶ 

- 



15 

 

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 

医療機器販売業の許可を取得し、医療機関

への直販を予定 

医療機器販売業の許可は取得しない 必要な人員要件を（人件費を含め）満たす

ことができないため 

タッチパネルによる動作メニュー等の操

作 

ボタンによる動作メニュー等の操作 量産化に向けたコストダウンの効果があ

ると判断したため 

事業化体制 特になし   

   

事 業 化 計 画

（開発･薬事・上

市スケジュー

ル） 

H28年 8月上市 H29年 3月上市 国内品質業務運営責任者の採用予定が後

ろ倒しになったため（機器を承認申請するこ

ととなる場合は更なる見直しを検討） 

   

 

(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 第三者認証機関の SGS 社は、当該一般的名称の機器の認証業務を

行った経験がないため、他の認証機関と相談すべき 

次年度以降に検討する 

  

知財 知財マップを作成すべき H26 年度事業で作成済みで今後随時見直す 

  

技術・評価 特になし  

  

その他事業

化全般 

国内品質業務運営責任者の採用については、事業管理支援法人も

サポート可能 

神奈川県を通して紹介いただき、採用内定済み 
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(3) 採択・継続条件への対応状況 

採択条件 対応状況 
有用性を示すプロトコルを提示するとともに、臨床現場での効果を確認すること。 ① 有用性を示すプロトコル 

被験者 40名以上、一回当り 20分、週 3～4回、期間 2ヶ月（12月～1月）の試験を実

施し、1)痙性・拘縮の軽減 2)痙性・拘縮の進行予防効果 3)リハビリ意欲の向上 な

どについて有用性を評価する 

 

② 臨床現場での効果確認 

リハビリテーション効果・効能に関して、機能実証機（初年度開発）から 3 年間の

実証試験の蓄積を集約し、反復動作継続の効果、分離運動の巧緻性回復への応用、ニ

ューロリハビリテーションへの応用等について、成果報告書（詳細版）2.2.2 に纏め

た 

 
神奈川県総合リハビリテーション事業団の参加メンバー（MD、療法士等）を明確に

すること。 
以下のメンバーが参加 

全体取り纏め：山下俊紀病院長 

MD ： 冨田 英正、 作業療法士 ： 小野 学、佐藤 淳 

 
製品化にあたって小型化、低価格化を検討すること。 予算の関係もあり、筐体は昨年の 2 次改良機を使用するため小型化は難しいものと

なりましたが、タッチパネルを無くしたことで軽量化と低価格化には取り組むことが

できた 

 
現状では市場規模が小さいことから、より大きな事業にしていくための方策を検討

すること。 
海外市場に向けては GCC の協力もありシンガポール大学との連携やアメリカでの販

売に向けて取組み中。また、在宅介護者が増大してゆく時代背景に合わせた家庭用バ

ージョンの開発、さらにグローブなどの消耗品交換等で市場規模と販売増進を進める 
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1.8 平成 28 年度以降の事業化計画 

上市に向けて最大の懸案事項であった国内品質業務運営責任者の採用が内定し、当初の予定よりは遅れるが、市場参入に向けて前進できていると

考えている。一方、委託事業を通して当社の事業基盤自体の不安定さも明確になってきており、伴走コンサルを経て未解決な最大の懸案事項となっ

てきた。とはいえ、委託事業がなければ市場参入も製品開発も出来なかったであろうことから、現状の予定を守って平成 29 年 3 月の上市を目指し、

出来る限りの努力をしていきたい。 

 

(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  まずは認証機器とするか、承認機器とするか決める。前者を目指すなら、これまでと異なる第三者認証機関へ相談する。後者を目指す

なら治験プロトコルを検討して PMDA に相談する。内定した国内品質業務運営責任者と連携して検討する。 

 薬事申請に向け、安全性評価試験の結果やリスクマネジメント、QMS 関連の文書・体制を改めて整備しておく。 

知財  約 2,3 カ月に一度の割合で、機器の開発状況や将来的な開発動向を弁理士に開示し、特許出願等が可能な発明や意匠が存在しているか

協議していく。この協議の結果を基礎として、製造販売業企業および製造業企業において知財の出願をするかを決定していく。 

技術・評価  量産化に向けた生産設備・体制の整備、コストダウンを進める。（安全性評価適合後の変更に影響しない範囲） 

その他事業

化全般 

 業許可申請に向けて GVP 関連の文書・体制を改めて整備しておく。 

 自社の事業基盤を安定化させる。 
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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 

A：当初目標を上回る成果を得た。 

 

(2) 自己評価理由 

ジャイロセンサーを搭載したマスターグローブの開発により、操作性を改善することができたため。 

 

(3) チェックリストによる自己評価結果 

 
 

当該機器のニーズは特定の意見ではなく、客観的な情報で確認できていますか。 ○十分
当該機器の販売先（導入・普及場所）は明確になっていますか（一般、診療所、地域中核病院、高機能病院）。 ○十分
対象となる患者が明確になっていますか。 ○十分
対象となる疾病・診療科等が明確になっていますか。 ○十分
当該製品の業界特性は把握できていますか。 ○十分
市場規模（導入・普及台数）は明確になっていますか。 ○十分
SWOT分析は十分に行っていますか。 △一部
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。 △一部
マーケティング戦略（市場のセグメント化、ターゲットとするセグメント、自社のポジショニング等）は明確になっていますか。 ○十分
会社としての経営戦略上、当該製品の位置付けは明確になっていますか。 ○十分
臨床試験、申請、認可まで想定したスケジュールは明確かつ妥当ですか。 ○十分
コア技術の開発戦略は明確になっていますか。 ○十分
どのような効果があるか明確になっていますか。 ○十分

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 ○十分
どのようなリスク（含む禁忌）があるか明確になっていますか。 ○十分

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 ○十分
上市までに必要な開発費の想定、その調達計画はできていますか。、 △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）。 ○十分
ビジネスモデルに対応した業許可を持っていますか。 ×不十分
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。 ○十分
製品の利用方法が明確になっていますか。 ○十分

同時に利用する機器も含めて導入が実現可能になっていますか。 ○十分
これまでのルールや慣行に逆らわない利用方法になっていますか。 ○十分

当該製品に関連する先行特許調査は十分に行っていますか。 ○十分
当該製品に必要な先行特許についてはライセンス等で使用できるようになっていますか。 ○十分
開発後の特許調査についても実施することになっていますか。 ○十分

コア技術に関して、どのように保護するか（権利化／ブラックボックス）は明確になっていますか。 ○十分
権利化に必要な新規性だけではなく進歩性が明確になっていますか。 ○十分
必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。 ○十分
意匠等の他の産業財産権について検討していますか。 ○十分
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。 ○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。 ○十分
当該製品のアフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制は明確になっていますか。 ○十分
QMS等の品質保証体制が明確になっていますか。 ○十分
広報・普及計画は明確になっていますか。 ○十分
想定価格は顧客が感じる価値に見合ったものですか。 ○十分
製造原価（あるいは提供コスト）は明確になっていますか。 △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。 ○十分
海外に対する戦略は明確になっていますか。 ○十分
当該事業に対するリスクの洗い出しは十分に行われていますか。 ○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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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 

特になし 

 

(2) 事業の進め方 

特になし 

 

(3) その他 

特になし 

 

 

 

1.10 事業に関する連絡窓口 

 

よこはまティーエルオー株式会社 プロジェクト推進部門  

〒240-8501 神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台 79-5 

電話: 045-339-4441 / FAX: 045-340-3541 / E-mail: yoko-tlo@ynu.ac.jp 

 


