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1. 事業の概要 

緑内障などの視野障害は自覚症状を伴わないため進行した状態で発見される場合が多く、侵襲性が高

い手術や失明を回避するには早期発見の仕組みが必要である。しかし現在主流の視野計は、大型で、暗室

が必要で、視能訓練士が付きっきりで検査する必要があるなどスクリーニング検査用途には不向きであ

った。本事業で提案する視線重畳式視野計は、小型・軽量で視標を追うだけの簡便な装置で、視野障害の

早期発見に貢献できると考える。 

 

 

 

失明回避に貢献するポータブル視野計（POLS）の開発・事業化

片眼３分・患者固定不要の検査で潜在的緑内障患者を容易に発見
株式会社昭和・学校法人関西大学・学校法人大阪医科大学・株式会社イナミ・宮崎県機械技術センター

H28-019

検査負担軽減を実現するPOLSの5大特徴

緑内障早期発見に欠かせない意識とスクリーニング

株式会社昭和：会社の紹介・事業展開

 現状40歳以上の成人の５％が潜在的緑内障患者
 緑内障の早期発見には、眼科医の意識がどの程
度高まっているのかの調査が不可欠

 早期発見には、医療機関・患者双方の負担が軽い
スクリーニング機器が必要だが市場には不在

 中心固視不要で患者を固定させない
 回答ボタン不要で医療機関・患者が共に負担減
 暗室不要で場所を選ぶことなく検査が可能
 自動測定で技師も他の作業をしながら検査が可能
 ポータブル型で装着も簡便、機器設置スペース不
要

Class Ⅱ

当社は、金属加工,樹脂加工主体に全産業分野の部品
加工と、医療福祉機器を自社開発しています。本事業
では医療福祉での視線入力技術を活用し、医工連携に
より視野計の開発・事業化を進めています。

写真１

写真2

平成29（2017）年1月時点
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医療機関

大阪医科大学医学部
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医療機器製造業許可[45BZ200013]
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• 視野計開発
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• 知財管理

医薬品医療機器総合機構
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工学部
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• 視野計実用化支援
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中

医療機器

開発伴走コ
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支援
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株式会社 イナミ

第一種製造販売業[13B1X00048]

平成28（2016）年9月時点
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委託事業実施体制

PL
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1.1 事業の目的 

緑内障はわが国において失明の主な原因疾患であり、日本緑内障学会多治見緑内障疫学調査で 40 歳以

上の 5％を占める疾患であるが、そのおよそ 90％が無治療であることも明らかになった。緑内障は、早

期発見できれば点眼剤の投与で眼圧を下げることで進行を抑えることができるが、進行した状態では眼

圧を低下させるためにリスクの高い手術を選択せざるを得なければならない。厚生労働省「平成 26 年社

会医療診療行為別調査」をもとにした独自試算によれば、緑内障の手術にかかる医療費は 78 億円／年と

推定される。視野障害が現れる疾患の早期発見には視野計を用いたスクリーニング検査が有効であるが、

現在主流の視野計は、両眼で 20～40 分間、座位で一点凝視を続け、光点が見える都度ボタンで知らせな

ければならないため、患者にとって受検負担が大きい。また、機器は大型で暗室に設置する必要があるう

え、検査は最初から最後まで視能訓練士が立ち会って実施しなければならず、医療機関の物理的・人的・

経済的負担が大きい。 

これを解決するためには、ア）スクリーニング目的で緑内障に限らず幅広い眼科受診者に適応できる視

野計、イ）設置場所を問わず持ち運びが可能で、患者にセットするだけで両眼を自動的に検査でき、医療

従事者の立ち合い時間が少なくてすむ視野計、ウ）座位が取れない寝たきりや車いすの患者や医療機関ま

で通院できない高齢患者でも利用しやすく、一点凝視を続けなくてもよい視野計が求められている。こう

した視野計があれば、健康診断や眼科初診時の視野障害のスクリーニング検査を通じて、視野欠損をきた

す疾患全体の早期発見ができ、特に緑内障においては、早期発見・早期治療につながることから投薬治療

で進行を防止することで手術件数を減らすことができ、その結果として医療費削減が期待できる。 

そこで本事業では、被験者の眼前に視野計測用の光点を提示するための持ち運び可能で小型・軽量の装

着型ディスプレイと、被験者がどこを見ているかを自動的に計測するためのセンサを組み合わせた、安価

なポータブル視野計を開発する。 

なお、国内市場については、平成 30 年 3 月に薬事申請を行い、平成 30 年 10 月に上市を目指す。ま

た、海外市場（対象国、北米・欧州地域）については、平成 31 年 1 月に薬事申請を行い、平成 31 年 6

月に上市をめざす。 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：株式会社昭和 

PL： 黒木 保善（株式会社昭和） 

SL： 小谷 賢太郎（学校法人関西大学） 

共同体： ①学校法人関西大学 

  ②学校法人大阪医科大学 

  ③株式会社イナミ 

  ④宮崎県機械技術センター 
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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 管理医療機器 クラス分類 クラスⅡ 

製品名 ポータブル視野計 POLS 分類名称（一般的名称） 眼振計 

対象疾患 緑内障 届出／認証／承認 認証 

想定される販売先 病院、検診施設 新／改良／後発 後発 

使用目的又は効果 視野障害のスクリーニング 

薬事申請予定者 株式会社 イナミ 
医療機器製造販売業許

可 
13B1X00048 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社 昭和 医療機器製造業許可 45BZ200013 

 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 30（2018）年 3月 平成 31（2019）年 1月 

上市時期 平成 30（2018）年 10月 平成 31（2019）年 6月 

想定売上（上市後 3年目） 4.80 億円／年（平成 33（2021）年時点） 3.00億円／年（平成 34（2022）年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 7.80 億円／年（平成 33（2021）年時点） 5.25億円／年（平成 34（2022）年時点） 

想定シェア（上市後 3年目） 8.00％（平成 33（2021）年時点） 7.00％（平成 34（2022）年時点） 

 ※市場規模は本製品としての見込み 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

 

概観     

               特長 

 

１．中心固視不要 

視線重畳方式の特徴 

２．回答ボタン不要 

眼球運動計測により視認したか

どうかを判定 

３．暗室不要 

ヘッドマウント型で測定部分を

暗室化 

４．両眼自動測定 

測定開始ボタンを押すと両眼を

自動的に測定 

５．ポータブル 

重さ 700ｇで患者様の首等にか

かる負担を軽減 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

ノートパソコンの画面 

 

メイン画面（測定結果の一覧表示） 

 
視野検査実施中の画面 

ヘッドマウントユニットの被験者が見ている小型ディスプレイの画面（左眼検査時） 
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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 

・眼科を有する病院・クリニック 

・眼科の検診施設・人間ドック 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

(a) 国内の潜在市場規模：180 億円 

（内訳） 

病院・クリニック   7,641 施設 × 200 万円（実勢価格）＝ 約 150 億円 

検診施設・人間ドック 1,500 施設 × 200 万円（実勢価格）＝ 約 30 億円 

 

(b) 国内の上市後 5 年間の想定市場規模：30 億円から 60 億円 

（内訳） 

 病院・クリニック  1,500 施設 × 200 万円（実勢価格）= 約 30 億円 

 または 

 病院・クリニック  3,000 施設 × 200 万円（実勢価格）= 約 60 億円 

 

※国内病院・クリニック施設数推定根拠 

日本眼科学会の 2010 年「眼科医の分布に関する調査」によると全国の眼科医は約 13,200 人であ

り、眼科を有する病院と眼科診療所が約 7,641施設以上国内に存在する。 

発売当初より 5年間で、20％の 1500施設にスクリーニング検査機器としての追加購入、もしくは

既存の視野計に置き換わることを目指す。20％は新商品普及の経験的な目安である。 

なお、大阪医科大学同窓の眼科医 225名に質問票を送付し 1月 6日までに回答を得た 84名の眼科

医の分析結果（後述）では、本ポータブル視野計導入と回答された医師は 36.5％であった。また導

入は考えられないとの回答は 7.1％であった。 

このことから、上市後 5年間の本視野計の国内眼科病医院への普及台数は、1,500台（20％）から

3,000台(40％)程度が目標となると考えられる。 

 

(c) 海外：900 億円 

（内訳） 

 国内市場の 5 倍として算出 
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○大阪医科大学同窓の眼科医に対する質問票分析結果（平成 29年 1月 6日現在速報値） 

 ・調査時期：平成 28年 12月～29年 1月（予定） 

 ・調査対象：大阪医科大学同窓の眼科医 225人 

 ・調査方法：郵送配布・郵送回収のアンケート調査 

 ・回答数：84人（回収率 37％） 

 ・調査概要：①眼科医の視野検査に対する意識並びに視野検査の現状を把握する。②視野検査を行うた

めの眼科における課題を洗い出す。③POLSの導入意思と POLS5大特徴の評価を確認する。 

 

眼科医の視野検査に対する意識をみると、視野検査が不要との回答は無く、絶対的に必要や何らかの条

件を満たした際には取り組む必要を感じているとの結果が出ている。 

 
 

では実際にどの程度視野検査に取り組んでいるかというと、常に行っている割合は 10％となり、視野

検査に対する意識とはギャップがあるも、患者の状況等必要に応じて工夫をして視野検査を行っている

という実情が見て取れる。 

 

22（26.5%）

14（16.9%）

18（21.7%）

14（16.9%）

15（18.1%）

0（0.0%）

0 5 10 15 20 25

①絶対的に必要

②診療報酬が妥当であれば

検査の必要性に同意する

③職員の手間がかからなけれ

ば検査の必要性に同意する

④患者のQOL向上のために

必要

⑤どちらとも言えない

⑥不要である

視
野
検
査
に
対
す
る
意
識

眼科医の視野検査に対する意識（N=84、無回答1件）

視野検査への考え方

9（10.8%）

60（72.3%）

14（16.9%）

0 10 20 30 40 50 60 70

①常に行っている

②必要に応じて行っている

③行っていない

視
野
検
査
の
現
状

視野検査の現状（N=84、無回答1件）

視野検査
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視野検査の必要性を感じながら、検査を常に行わないというギャップ（問題点）がどこにあるか、視

野検査の課題をみると、主には人員や検査の時間などがネックとなっており、それらを解消できるよう

な検査機器が不足していると推測できる。 

 
 

 そこで、当社が開発中の POLS の 5 大特徴の評価を聞いたところ、5 大特徴全てが評価されている形と

なった。POLS を使用すれば、視能訓練士等の検査機器の張り付きが不要となる。またポータブルや暗室

不要のため、移動時間や検査の予約といった手間も特に無くなる。我々は試作機で検査時間を短くする試

みも行っている。以上から、我々は眼科医が抱えている問題点を解消できると考えている。 
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49

51

16

0 10 20 30 40 50 60 70

①適当な診療報酬

②病院スタッフの人手

③検査機器

④検査のための時間

⑤その他

視野検査の課題（N=84、重複回答有り）
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45
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57

37
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①中心固視不要

②回答ボタン不要

③暗室不要

④自動測定

⑤ポータブル

POLS・５大特徴の評価結果（N=84、重複回答有り）
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実際 POLS導入の意思をみると、36.5％が「新たに導入したい」「既存機器から買い換えたい」と評価し

た。「どちらとも言えない」が 56.5％に上るが、これらの内の何割かは「POLS本体を見て使い易さなど体

験したい」などの積極的な意見であり、購入に意欲的な眼科医は 40％以上あると見ている。 

POLS の新たな導入、既存機器との買い替え意思のある病院（医師）の傾向としては以下のような分析

結果がでている。 

・POLSの選択理由については、全体の回答傾向に比べ、“使い易さ”に大きな重きをおいている 

・購入意思 30人の内訳は、開業医 14人、一般病院 16人で、割合としては一般病院の需要が多かった 

・40代までの比較的若手の医師に購入意思のある割合が高かった 

 

 
 

以上の POLSの眼科医向け調査結果から、十分に市場に受け入れられる可能性があると見ている。 

29, 34.1%

2, 2.4%

48, 56.5%

6, 7.1%

0 10 20 30 40 50 60

①新たに導入したい

②既存機器から買い換えたい

③どちらとも言えない

④導入は考えられない

POLS導入の意思（N=84、重複回答有り）
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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 

・Carl Zeiss Meditec Inc  据え置き型視野計 

・サンエー精工株式会社   ポータブル視野計 

 

 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） 

 本機器 競合機器１ 競合機器２ 

メーカー 株式会社昭和 Carl Zeiss Meditec Inc サンエー精工株式会社 

概要 ポータブル視野計 据え置き型視野計 ポータブル視野計 

形式 視線重畳式視野計（POLS：

Perimeter with 

Overlapped Line of 

Sight) (重量:＜1kg) 

暗 室 設 置 型 視 野 計 ( 重

量:28.7kg) 

ヘッドマウント型(ヘルメ

ッ ト 型 ) 視 野 計 ( 重

量:1.8kg) 

特徴 軽量な本機器を被ることで

検査可能であり、測定中も

患者の固視不要で表示され

る発光点への視線移動のみ

で検査可能。既存品のよう

に暗室等の設備も不要で、

被験者の体位も問わず、発

光点視認確認のためのボタ

ン押し作業不要。よって、患

者負担、検査者の負担も非

常に軽減される。 

中心部を被験者に固視させ

る必要があり、さらに発光

点の視認の度にボタンを押

す必要があり、患者にも、検

査者にも負担が大きい。ま

た、身体機能に支障がある

横臥患者では、測定困難で

ある。また、設置場所として

暗室が必要である。 

ヘッドマウント型（ﾍﾙﾒｯﾄ

型）。両眼を独立して同時測

定可能。瞳孔を監視して固

視監視・固視ズレ補正。瞳孔

径測定機能。検査中、視野中

心部の固視必要で、発光点

視認の度にボタン押し作業

必要なため、被験者、検査者

共に負担がある。重量 1.8kg

でヘルメットタイプのやや

大型であるため、装着、持ち

運びに少々難点有り。光学

系システムの為か、頭頂部

後方に出っ張りがあり、寝

た状態では利用できない。 

企業 株式会社昭和及び株式会社

イナミ 

カールツァイスメディック

株式会社 

株式会社クリュートメディ

カルシステムズ 

国内市場規

模 

 約500億円(総納入実績より

推定) 

発売直後（平成 27 年 12 月

17日発売）のため、不明 

海外市場規

模 

 5,000億円 発売直後（平成 27 年 12 月

17日発売）のため、不明 

シェア  80～90％ 発売直後（平成 27 年 12 月

17日発売）のため、不明 

売価 200万円(予定) 565万円～825万円 488万円 

保 険 償 還 

点数 

290点〔D260 静的量的視野

検査(片側)〕 

290点〔D260 静的量的視野

検査(片側)〕 

290点〔D260 静的量的視野

検査(片側)〕 

クラス分類 クラスⅡ クラスⅠ クラスⅠ 
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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 

 

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 H34（2022）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

試作機開発・改良
【ポータブル視野計】

量産機開発
【ポータブル視野計】

臨床研究

薬事申請

知財対応

販売戦略

上市時期

スケジュール変更理由

事業の実施内容

自主事業の内容

①ヘッドマウントユニットの開発
②生体アンプ開発
③ノートパソコン搭載プログラム開発
④一次試作の組立・動作確認
⑤知財マネジメント体制の構築と権利強化
⑥薬事相談
⑦市場開発

①一次試作機性能確認試験
②一次試作改良設計・金型試作
③量産試作機の開発
④開発終了試験
⑤市場開発
⑥医療機器製造販売認証申請

①医療機器製造販売認証の獲得
②臨床評価
③市場開発

電極装着性確認試作

光学ユニット確認試作

PMDA：簡易相談 第三者認証機関相談

★

H30.3製造販売認証申請

★

上市（国内）

★

上市（海外：中国）

★

★

H29.4知財出願

出願準備

改良設計・金型試作

量産試作
開発終了試験

出図

試作品開発

性能確認試験（比較試験等） 臨床評価

市場開発（眼科医意識調査、訪問ヒアリング） 市場開発（ホットユーザ確保な

広報戦略・実施

学会発表・論文投稿 学会発表、論文投稿
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(2) 投資回収計画 

 ① 国内 

 H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

H37 

(2025) 

薬事申請時期  ●         

上市時期   ●        

支出額（単位：億円） 0.78 0.80 0.30 1.20 2.40 3.60 4.80 6.00 6.00 6.00 

 うち委託費 0.78 0.80 － － － － － － － － 

 うち自己負担 0 0 0.30 1.20 2.40 3.60 4.80 6.00 6.00 6.00 

売上高（単位：億円） － － 0.60 2.40 4.80 7.20 9.60 12.00 12.00 12.00 

販売数量（単位：台） － － 30 120 240 360 480 600 600 600 

 ② 海外 

 H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

H37 

(2025) 

薬事申請時期   ●        

上市時期    ●       

支出額（単位：億円）    0.50 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 

 うち委託費    － － － － － － － 

 うち自己負担    0.50 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 

売上高（単位：億円） － － － 0.75 1.50 3.00 4.50 6.00 7.50 7.50 

販売数量（単位：台） － － － 50 100 200 300 400 500 500 

 ③ 国内・海外合計 

 H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

H37 

(2025) 

支出額（単位：億円） 0.78 0.80 0.30 1.70 3.40 5.60 7.80 10.00 11.00 11.00 

 うち委託費 0.78 0.80 － － － － － － － － 

 うち自己負担 0 0 0.30 1.70 3.40 5.60 7.80 8.00 9.00 10.00 

売上高（単位：億円） － － 0.60 3.20 6.30 10.20 14.10 18.00 19.50 19.50 

販売数量（単位：台） － － 30 170 340 560 780 1000 1.100 1.100 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

投資回収計画は、販売戦略として、国内は大学病院等の大規模医療機関の眼科での認知が重要で、そ

のために予約検査で測定患者数に限りがあるハンフリー視野計で測定が必要かどうかのスクリーニング

をポータブル視野計で行う用途を開発し大学病院等への普及を計る。続いて眼科クリニックや検診施設

での緑内障検診への普及を進めていく。海外は視能訓練士が不足している中国をまず対象国とし、現地

の代理店を通じて普及を計る。支出額は、開発コストは本委託費で行い、普及のコストは想定販売価格

の 200 万円に対して原価プラス販管費を 100 万円と見込んで計上した。 

  



 

12 

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”   

上市後のビジネスの体制としては、月に 5-10台の生産であれば、組み立てまでを含め、現状の社内の

敷地内で十分に対応できる。また、平成 28年度中に本社工場の敷地内に組み立て工場を新設予定であり、

月に 100 台を組み立てられる体制が構築できる。その場合組み立て要員を増やす計画である。31 年度に

は、月産 200台までは製作組み立てできる体制が出来上がる。 

販売は、㈱イナミの販売網を使っての販売となるが、大阪医科大学眼科学教室の関係先である眼科の団

体、病院や学会を通じての販売活動も行う。すでに、眼科病院から是非とも使ってみたいという要望があ

るので、全国の大学の病院へ販促活動を行うとともに、モニタリング機を 50台程度作製し、全国の大学

病院、総合病院等でモニタリングを行い、使い勝手の調査を行う。良いものであれば、口コミで広がる可

能性も大きい。まずは、実績作りから進めていく。特に大学病院や総合病院で扱われ、良いものであると

いうことが判明すれば、一般の病院にも浸透していくことになると思われる。今後、診療施設や個人病院

等の需要が増加してくれば、需要に応じて量産化しコストダウンを行い、全国に販売網を構築していくこ

とができる。 

 

 2) ビジネス体制 

 
  

平成28（2016 ）年11月時点

上市後のビジネス体制

直接販売

製造企業
医療機器製造業許可[45BZ200013]

(株) 昭和

・製造

顧客
国内

代表機関中

製販企業
株式会社 イナミ

第一種製造販売業[13B1X00048]

・ 販売
・ 保守

PL

顧客
海外

間接販売
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(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

  平成 28 年 11 月 18 日 PMDA 簡易相談の結果、眼振計と視野計の 2 つの一般的名称に該当しクラ

スⅡとの見解がだされた。そこで平成 28 年 12 月 21 日第三者認証機関（TUV）に認証可能かどう

か相談し、電気眼振計の認証基準をクリアすることで認証可能との見解をいただいた。 

 

 2) 知財戦略検討状況 

 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） 

ポータブル視野計（POLS）の原理的な特許は、特許第 5421146 号、特願 2017-47213 でカバー済

み。市場、先行技術において、ポータブル視野計は、極めて限られているが、今後も未公開特許等の

調査が必要。また、改良技術に対しては、特許出願で基本特許を強化していく。 

 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 

上記の特許以外に、商願 2016-129252、商願 2017-10081、意願 2017-12279 により複合的に権利

化を目指している。 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

模倣者、侵害者に対して、権利の有無等十分に調査のうえ、基本的に事業の独占化の為、権利主張

する 

 

 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

開発リスクは、電気製安全性が、病院対応の確認。 

EMC 生体信号の高齢者対応として、電極の開発を実施予定。 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

今期、大阪医科大において、臨床試験実施。 

 また、関西大学にて、POLS のデータ取りを、学生や研修員にて実施。 

 

 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

販売は、㈱イナミの販売チャンネルにて、眼科を主体に体制作り実施。 

生産は、㈱昭和にて組み立て及び供給体制を構築中。 

物流は、宅急便で輸送できる大きさ重量なので、宅急便を活用する。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

㈱イナミの営業所及び販売代理店を通じたクレーム処理体制、教育体制の構築を行なう。 

 QMS 等の品質保証体制 

㈱イナミ社内体制あり、ＩＳＯ１３４８５ 取得済み。 

 広報・普及計画 
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まず国内市場へ 2020年を目途に上市を行い、その後マーケットの反応を踏まえて欧州規格（CE）

及び北米規格（FDA）の取得、上市を行う予定である。 

 

 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 PMDA簡易相談、第三者認証機関（TUV）相談

の結果、眼振計の認証基準に適合することに

より認証可能との見解であった。 

① 眼振計の認証基準への適合性を検討する。 

知財 

① 排他性の強い特許発明の確保。 

② 特徴的な登録意匠の確保。 

③ 周辺特許を抑える。 

① 基本アルゴリズムに拘らず、特徴的な発明の

構築。 

② ヘッドマウントユニットのデザインの意匠

登録を検討。 

③ 視標視認アルゴリズムの出願を検討する。 

技術 ・

評価 

① 緑内障患者は高齢者が多く教示が分からな

い場合がある。 

② 高齢者の首への負担低減が必要。 

③ 量産品のコストを 100 万円以内にする。 

① 装着時の眼幅・視度の設定を被験者ではなく

視能訓練士が行えるように設計変更をする。 

② 装置の軽量化と重量バランスを改良した。 

③ コストダウンを検討した。 

販売戦

略等 

① 売価･コスト設定。 

② 医師・視能訓練士への訴求の仕方。 

① 原価 100 万円は達成の目処がついた。電極が

消耗品となり、消耗品を含めた価格を検討す

る。 

② ボランティア試験と臨床評価結果を論文に

まとめる。 

その他

事業化

全般 

① 分担機関の眼科医の意見では眼科医が本視

野計を信用できるかどうかが普及の鍵。 

② D260-2 静的量的視野検査の診療報酬が片眼

290 点であるが緑内障以外の患者にも適用

できるか不明。 

① 医療機関での臨床評価と学会発表、論文化に

よる本視野計の認知が普及に必要であるが、

委託期間内では難しく初年度の販売予測を

国内 30台と下方修正した。 

② 厚生労働省経済課に相談する。 
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1.6 平成 29 年度委託事業の成果概要 

(1) 委託事業の事業概要 

今年度は、ポータブル視野計（POLS）の事業化に向けて、開発チーム、臨床評価チーム、知的財産チーム、薬事・品質保証チーム、市場開発チー

ム、経理・総務チームで構成するコンソーシアムを中心に、一次試作機開発と市場開発を進める。 

一次試作機開発に必要な要素技術は、「被験者の負担が少ない簡便さ」「ポータブル性」「コスト削減」である。このうち、「被験者の負担が少ない簡

便さ」「ポータブル性」については、過年度に関西大学で開発されたプロトタイプ機で基本原理の開発は終了している。そこで、今年度は、「コスト削

減」を重点目標とし、装置製作のコストダウンと医療機関での機器使用の省力化を目指す。省力化とは、被験者に簡便に装着でき、それ以降は開始ボ

タンを押すだけで自動的に視野検査が終了することをさす。 

一方で、ポータブル視野計は新しい概念の視野計であるため、普及には市場開発が重要となる。今年度は医療機関へのアンケート調査により眼科診

察前検査の実施状況の把握と実施していない理由を明確にするとともに、国内のオピニオンリーダーへのヒアリングを実施し、ポータブル視野計の

開発コンセプト、想定する用途としての眼科診察前視野検査と在宅医療や入院患者および介護施設でのベッドサイド視野検査の重要性の認知を進め

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 

量産試作機 ポータブル視野計の市場評価が可能な量産試作機 5 台を試作 

 

(3) 平成 29年度の委託事業の成果と今後検討すべき課題 

平成 29年度実施内容（研究開発計画書）  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 

①一次試作機の評価 

一次試作機の性能評価は、健常者および緑内

障患者を対象にハンフリー視野計との比較試

験を実施する。比較試験は健常者 50 名と緑内

障患者 50 名を対象に本視野計とハンフリー視

野計との 2×2 分割表を作成し、感度と特異度

および偽陽性と偽陰性の評価を行う。評価実施

に向けて関西大学（健常者）および大阪医科大

学（緑内障患者）の倫理審査委員会で審査・承

認していただく。 

また一次試作機の評価は性能だけではなく、

操作性や設定の容易さについても被験者への

アンケートなどを通じて改善点の抽出を行い、

量産試作機に反映させる。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

関西大学教職員や近隣の老人クラブにご協力

いただき 43 名でボランティア試験を実施し基

本性能がでていることを確認した。また大阪医

大では医師 4 名と視能訓練士 7 名および若い緑

内障患者に被験者になっていただきボランティ

ア試験同等の結果がでていることを確認した。

高齢者が多い緑内障患者での臨床評価は重量バ

ランス対策した量産試作機で行うこととなっ

た。 

 

【マイルストーン】 

a)関西大学の倫理審査委員会で承認され、 

  関西大学教職員・学生 32名の健常者で評価を

▶ 

大阪医科大での臨床検査を大阪医科大の小島

先生の指導の下、実施予定。 

 

関西大学においても、学生や研究生による、デ

ーター取りを実施する予定。 

 

上記のデーター結果にもとづき、pols の検証

評価を実施し、商品化に繋げていく予定。 
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平成 29年度実施内容（研究開発計画書）  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 

【マイルストーン】 

ａ）関西大学は倫理審査委員会承認の元、教

職員、学生のボランティア 50 名を対象にポー

タブル視野計とハンフリー視野計の比較試験

を行う。比較試験は視野角 30 度の検査プログ

ラムにより行う。 

ｂ）大阪医科大学は倫理審査委員会承認の

元、緑内障患者 50 名を対象にポータブル視野

計とハンフリー視野計の比較試験を行う。比較

試験は視野角 30 度の検査プログラムにより行

う。 

ｃ）昭和と関西大学と大阪医科大学は、関西大

学の健常者と大阪医科大学の緑内障患者の計

100名で 2ｘ2分割表を作成し、感度・特異度お

よび偽陽性・偽陰性を求める。 

実施。また近隣の老人クラブの協力で 6名の 70

歳以上の高齢者で評価を実施した。結果、一部

の女性や高齢者で装置が重く測定中にずれるこ

とが判明し、電気基板を後頭部に移動し重量バ

ランスをとる改良が必要となった。 

 

b)大阪医科大学倫理審査委員会で 7 月に審査さ

れ承認された。 

  大阪医大の眼科医および視能訓練士 11 名に

被験者になっていただき装着性の評価と改善点

の抽出を行った。また現行装置では首への負担

が大きいため比較的若い緑内障患者で測定し良

好な結果を得た。 

 

 

②改良設計 

一次試作機での不具合点を解消するととも

に、量産試作用の図面を作成する。現在判明し

ている改良点は、軽量化と水平器の追加であ

る。一次試作機の重量が 1000gであり目標とし

ている 700g をオーバーしている。軽量化は各

部品の肉厚などの見直しにより行う。水平器

は、ヘッドマウント型固有の問題で、代償性眼

球運動（頭を傾けると眼球が視界の変化を防ぐ

ように回転する現象）により検査視野の角度が

変化することが確認されており、水平器により

傾きを検知し測定を中断する。 

【マイルストーン】 

ａ）昭和は軽量化設計を 3DCADデータの部品

毎の重量が大きいものから取り組む。目標は

700g以下であるが更に軽量化を目指す。 

ｂ）昭和と関西大学は、水平器の取り付けはヘ

ッドマウントユニットの筐体部に取り付ける。

水平器の出力により測定誤差要因を検知する。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

 8 点表示画面を考案し、これを表示した状態

で装置を装着すれば代償性眼球運動が起こらな

いことを確認した。(水平器は不要) 

 

ボランティア試験結果から、①装置の前後の

重量バランスをとることと、②他覚的に装着で

きること が改良設計ポイントとなり、①につい

ては電気系ユニットを後頭部に配置する変更

を、②は視度調整ダイヤルに視度値を刻印する

変更を終了した。 

 

【マイルストーン】 

a) 昭和で一次試作の部品図ごとの重量を見直

し軽量化を進めている。重量バランス改良設計

後の目標重量は、光学ユニット(350g)、電気ユ

ニット（300g）およびベルトユニット(180g)。 

b) 水平器は取り付けないこととなった。 

▶ 

上記検証内容を踏まえ再度検証予定。 

内容 

・重量 

・装着感 

・使い心地。使いやすさ 

・計測状況、スクリーニング状況 

・患者様の視野状況との比較 

・データー取りの結果検証 

・視野測定精度について 

 

③ 金型設計 

量産試作機用の金型を作成する。ポータブル
▶ 

【進捗 100％：○】 

レンズ金型製作は、相見積の結果発注業者を
▶ 
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平成 29年度実施内容（研究開発計画書）  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 

視野計は切削加工では部品単価が高いレンズ、

鏡筒、外装部品を対象とする。また各部品の肉

厚の最適化など軽量化についても金型で対応

する。 

 

【マイルストーン】 

ａ）昭和は視野角 30 度を実現するため 4 枚の

レンズで構成されている量産試作機用レンズ

ユニットの精度と部品コストの適正化のため

金型を設計・試作する。 

ｂ）昭和は量産試作機の外装部品の装着性お

よび強度とデザイン性を両立させるため金型

を作成する。宮崎県機械技術センターは、強度

を維持したまま肉厚を薄くする外装部品の 3D

プリンターでの設計経験があり、ポータブル視

野計の外装部品で軽量化技術を評価し結果を

金型に反映させる。 

選定し 8 月 28 日に発注。10 月に納品。その他

の外装部品の金型は安価（5 万円）な合皮で製作

した。 

 

 

【マイルストーン】 

ａ）レンズの金型については、コストダウンも

含め見積もり終了し納品済み。 

 

 

ｂ）外装部品及び内装部品については、3社から

金型見積もりを取得。重量バランスの改良設計

により外装部品が合皮となるため検討を中止し

た。 

宮崎県機械技術センターは、3Dプリンターを応

用して、2Dの図面が出来上がり次第、研究員と

デザイン及び強度等、打ち合わせ実施した。 

④量産試作 

図面に基づき量産試作を実施する。量産試作

では部品のばらつきを調べる中間検査と組立

後に行う完成品検査を、それぞれの検査規格に

基づき試験する。量産試作機は 10台を予定。 

 

 

【マイルストーン】 

ａ）昭和は改良設計を終了し量産試作部品の

出図・見積・発注する。 

ｂ）昭和は製造要領と検査規格に基づき組

立・検査する。 

ｃ）昭和は正確度と再現性について性能評価

試験を行う。性能評価試験は量産試作機で 10回

装着を繰り返し、マリオット盲点位置で視野座

標の正確度と自動視野検査プログラムでの結

果の再現性を試験する。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

現在、重量軽減・精度向上のため、機構内容

から見直し実施し、量産試作機 5台を試作した。 

 

 

 

 

【マイルストーン】 

ａ）昭和での改良設計後、9月から大阪医科大で

の臨床評価にもとづき、再度、最終量産試作部

品の検討を実施。金型は 4 群レンズのみとし最

小限にとどめ、切削・板金・樹脂造形にて対応

した。 

ｂ）組立、検査室は、昭和にて設置済み。医療

機器の QMS、品質 ISO13485 取得に向け、調査依

頼中。最終図面決定後、製造要領と検査規格に

基づき組立・検査実施した。 

▶ 

自社内部の薬事体制実施 

・ＩＳＯ１３４８５実施体制つくり 

・社内規定の見直し 

・品質管理体制確立 

・製造・販売業の取得。 

 



 

18 

平成 29年度実施内容（研究開発計画書）  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 

ｃ）昭和は正確度と再現性については、機械技

術センターの協力にもとづき、性能評価実施し

た。 

 

⑤量産用プログラム開発 

一次試作用プログラムでは、データ構造など

の基本設計と装置の装着支援機能や測定条件

の設定機能など装置の動作確認に必要な機能

を搭載した。量産用プログラムでは一次試作プ

ログラムをベースにキャリブレーション、右眼

測定、左眼測定を連続して行う自動測定モード

を追加する。この機能により技師が被験者に装

置を装着後、他の業務が行えるようになる。ま

た測定時のエラー検出と例外処理を追加しハ

ンフリー視野計で問題となっている偽陽性と

偽陰性の低減を目指す。また一次試作機では測

定結果を単に記憶するだけであったが、量産試

作機では同一患者のリスト表示や選択範囲の

外部出力などデータ処理機能を追加する。また

電子カルテへの測定結果の出力など一次試作

機に搭載できなかった機能を強化する。 

【マイルストーン】 

ａ）昭和は自動測定モードを追加するととも

に偽陽性と偽陰性低減を目的に例外処理（測定

エラー処理）を追加する。例外処理は、ヘッド

マウントユニットの測定中のずれなど測定精

度に影響するものをプログラムにより検知し、

測定エラーとして再測定を促す構成にする。 

ｂ）昭和は記憶した測定結果に対するデータ

処理機能を追加し過去のデータの検索や対比

を可能とする。 

ｃ）昭和は電子カルテへの外部出力機能を追

加する。 

▶ 

【進捗 90％：○】 

臨床評価に向けて視感度検査プログラムを追

加。また固視不良および偽陰性と偽陽性率低減

するプログラム開発を終了した。POLS電気ユニ

ットにスティック PC を内蔵する変更を実施済

み。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【マイルストーン】 

a)固視監視および偽陽性と偽陰性低減のための

例外処理を追加し、関西大学ボランティアでの

有効性を確認した。 

b)データ処理機能は同一被験者の経時変化がわ

かるものを追加。これによりハンフリーでの課

題である測定結果の信頼性の確認が測定後すぐ

に行えるようになった。 

c)外部出力は印刷機能を実装した。電子カルテ

への出力については仕様の確定が遅れ次年度以

降となった。 

▶ 

社内にソフト専門家のアドバイザー体制構

築。 

基本的に、ソフトは外注しているが、協力企業、

連携企業をつなぐ役割として、アドバイザーを

設置し、今後は、ソフト関連の強化を図る為に

ソフト関係の人材を雇用予定。 

 

  正社員を入れることにより、内製化を実施し

社内のソフト関連強化を実施すする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子カルテへの外部出力プログラムは次年度

開発する。 

⑥開発終了試験 

製品検査規格に基づき開発終了試験を実施

する。開発終了試験は性能試験(正確度、再現性

▶ 

【進捗 80％：○】 

性能試験については 1 次試作機 3 台で実施。

研究員を被験者とした評価試験では正確度と再

▶ 

 電気的安全性試験は次年度実施することとな

った。 
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平成 29年度実施内容（研究開発計画書）  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 

など)、動作環境試験（環境温度、電圧変動、ノ

イズなど）と保管や輸送試験を行う。もれ電流

や EMCの電気的安全性試験と健康な皮膚にのみ

接触する表面接続機器に必要な生物学的安全

性試験については外部に委託する。 

【マイルストーン】 

ａ）昭和と宮崎県機械技術センターは恒温槽

などの設備を利用し温度変化試験、電圧変動試

験、ノイズ試験などの動作環境試験を実施す

る。 

ｂ）昭和は EMCと漏れ電流および電極の電気

的安全性試験と生物学的安全性試験を外部検

査機関で測定する。 

現性は問題ないことが判明。高齢者は重量バラ

ンス改良後実施予定。また電気的安全性試験は、

EMI予備実験を宮崎県工業技術センターで実施。

AD変換基板をシールドすることによりクリアで

きることが分かった。今後重量バランス改良設

計品で再度評価予定。 

 

ａ）昭和と宮崎県機械技術センターは、共同で、

ノイズ試験等実施し、問題点の対策を検討した。 

問題点は見直し、次回に実施。 

ｂ）昭和は EMC と漏れ電流等の電気的安全性試

験については、試験機関に見積もり取得。 

ｃ）生体電極の生物学的安全性を確認済み。 

今後は、データ取りや、展示会出展により、更

なる改善点が出てくる可能性があるので、デー

タ取りや展示会での医師の判断を仰ぎながら、

改善を実施し、医師の評価を聞いて、安全性試

験を商品化の前には実施したい。 

⑦薬事申請 

眼振計認証基準への適合性に関する資料を

作成し第三者認証機関に相談にいく。認証基準

での眼振計定義は「①眼球運動によって生じる

電位を検出するために用いるグラフィックレ

コーダをいう。②両眼の電位を同時に測定する

ための各眼用及び額用（マルチチャンネル記録

の場合）の電極、又はシングルチャンネル記録

の各測定前に位置を再調整するための電極を

備える。③多発性硬化症、前庭機能不全、薬物

使用の有無、不随意眼球運動（眼振）を特徴と

する他の特殊疾患の検出に用いる。」であり、①

と②は適合しているが、③の疾患について論文

から類似眼振計の信号波形を調べ本視野計の

信号波形との比較資料を作成し第三者認証機

関に相談する。 

▶ 

【進捗 50％：○】 

眼振計認証基準への適合性を確認するため

に、仕様書のまとめ、及び、「基本要件適合性チ

ェックリスト」の内容に関して調査を終えた。 

▶ 

眼振計としての認証に必要なデータ取得が次

年度となり、認証申請は 3ヶ月遅れとなった。 

 

臨床評価の結果に基づき、量産品の仕様を確

定させ薬事申請を行う。 

 

⑧知的財産強化 

関西大学の視野計測方法特許の周辺特許を

出願するとともに、商標・意匠についても出願

を行う。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

POLSの形状にかかる意匠について、出願。特

許についても、原理を出願予定。 
▶ 

 

⑨市場開発 

普及には 5月から行う関西大学でのボランテ

ィア試験と大阪医科大学での臨床評価で所定

▶ 

【進捗 100％：○】 

量産試作機でボランティア試験を実施し想定

している対象市場での適合性などの調査を実施

▶ 

国内市場へ 2020年を目途に上市を行い、そ

の後マーケットの反応を踏まえて 
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平成 29年度実施内容（研究開発計画書）  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 

の性能が得られることが大前提であり、得られ

た成果を学会に発表するなどの学術活動に注

力する。それと並行して大阪医科大学同窓の眼

科医へのアンケート調査結果から判明したセ

グメントごとのニーズとソリューションを展

開し、眼科医へのヒアリングを通じて購入に前

向きな施設とネットワークを構築する。また東

京圏と関西圏および九州（宮崎県など）の 3 箇

所で実地テストを行う。これらの活動を通じて

普及に向けた認知度の向上と発売後の販売予

測の精度を上げる。 

した。 

 

九州地区については、宮崎県内の中央眼科、

尾崎眼科、九州保健福祉大学の視能訓練士の学

部において、無償にて評価実施いただける協力

関係ができているので、開発機器の評価を随時

実施していきたい。 

関西地区については健康診断を実施している

内科病院での POLS 適合性について調査した。 

欧州規格（CE）及び北米規格（FDA）の取

得、上市を行う予定である。 

 

 

 

 

⑩事業の管理・運営 

本プロジェクトを円滑に進めるため、昭和が

主体となり、コンソーシアム構成員相互の連絡

調整、プロジェクト全体の事業の運営及び管理

を実施する。また、株式会社イナミ、関西大学、

大阪医科大学、宮崎県機械技術センターと共同

して伴走コンサル、有識者委員会等への対応を

図るとともに、コンソーシアム全体会の定期的

開催運営でコンソーシアム内での情報交換を

図り、推進課題の共有化を図る。また必要な報

告書等の取りまとめを行う。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

月 1回の、全員参加による定例会議の実施。 

伴走コンサル 3 回の参加、6 月に 1 回目の責任

者会議を実施し、問題点を協議した。 

大阪医科大については、先生方の都合で、開発

会議については、出席できない場合が多いので、

その都度、昭和研究員が出向いて、評価等受け、

早急な対応を受けることとした。 

毎月の進捗管理は、各リーダーが報告すると共

に、進捗報告書の提出実施。 

▶ 

今後は、昭和本社内に、開発室を設け、専門家

を 2名雇用し、開発は継続していく予定。 

当面は、社長、技術 3 名にて開発実施。 

今後の開発計画策定中 
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1.7 委託事業の振り返り 

(1) 委託事業の到達点（総括） 

一次試作機でボランティア・緑内障患者の測定を行い良好な結果が得られた。また試験の際、医師や視

能訓練士や被験者へのヒアリングを実施し、要望事項を反映させた量産試作機（5 台）を完成させた。臨

床評価については完成した量産試作機で行いたいとの大阪医科大の意向で次年度実施することになった

が、実質 1 年半での量産試作完了まで到達できたことは評価できると考えている。ただ装置の完成度を

上げるために時間を要し、安全性試験の実施が本委託期間でできなくなり、認証申請が次年度に持ち越し

たことは残念である。 

 

領域 終了評価で特にアピールしたい点 

薬事 認証申請となった 

知財 特許と意匠については申請済み 

技術・評価 簡単で被験者が疲れにくい新しい視野計で市場にない技術を確立できた 

その他事業

化全般 

コンソーシアムの昭和、イナミ、関西大学が中心となり活発に活動できた 

 

(2) 当初目標達成度に関する自己評価 

 1) 自己評価結果 

B：当初目標を達成できた。 

 

 2) 自己評価理由 

被験者の頭部に装着するヘッドマウント型の視野計は、装着性や被験者の個人差など思った以上に

色々な課題がでてきたが、1 年半という開発期間で量産試作まで開発できたことは評価したい。 

今後は、本社内にて、開発体制を再度整え、関西大学・大阪医科大・㈱イナミとの連携を深め、各担当の

得意な分野にて、開発継続予定。 
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(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。 ○十分
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。 ×不十分
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。 △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
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。 ○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。 △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。 ○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。 △一部
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。 ○十分
十分な収益性が得られることが明確になっていますか。 ○十分
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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(4) 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 
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(5) 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 

当初は医師を最終顧客とみていた。 視野計の操作は視能訓練士または看護師で

あり、操作者の意見を装置仕様に反映させ

た。 

大阪医科大学視能訓練士を中心としたヒア

リング並びに機器を使用いただいての感想

から、視野検査の現場における課題と機器に

反映するべき点が見えたため。図表 X1 参照 

被験者の意見を十分反映できていなかった。 被験者の意見を参考にプログラムを最適化

した。 

大阪市港区、堺市、関西大学の方々にご協力

いただき、機器を使用しての検査を行い、ユ

ーザビリティの所感を尋ねた。結果、検査の

負担は既存機器と比較して有意差はないと

判断している。有意差をもつためには、検査

時間の短縮が不可欠であり、そのための仕組

み作りが必要と感じたため。図表 X2参照 

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

市スケジュー

ル） 

2018年 3 月認証申請 2018年 6 月認証申請 視認アルゴリズム改良に時間がかかったた

め。 
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図表 X1 視能訓練士のポータブル視野計に対する要望 

 

 

 

 

体
験
後 

全体印象 

1. 事前に聞いたウリほど楽な検査ではなかった 

2. ゲーム感覚で、好きかもしれない。面白くないことはない 

3. 血圧計のように、置いておけば、患者が一人で測定できるような手軽なものかと予想していた。パソコンや新聞などで出来る本当に簡単な視野検査もある 

検査説明  

検 査 前 準

備や調整 

1. フィッティングが思ったより重要。目とレンズの距離、焦点間距離がフィッティングで変わる。高齢者は奥目の人が多い。点眼薬でまつ毛が濃く長く上に反

り返っていて、検査の邪魔になるケースがある。 

2. 機器の上下のずれが、左右よりも問題 

3. セッティング（視度調整、８点確認、マリオット盲点検出）を、患者の自覚でというのは難しい。他覚的なものがいい 

4. ８点は、視野欠損で見えていないのかセッティングなのかどうか、わからない 

5. 我々の検査では、患者にマ点を聞くことはまずない 

検査画面 
1. マリオット盲点確認のための点が小さくてわかりにくかった。ゴミかと思った 

2. (マリオット盲点は)確認が難しい、瞬きでチラチラ見えたりした 

検査時間 1. 検査時間を長く感じた（片目のみの体験だったが、５人全員が長く感じたと回答） 

検 査 時 の

様子 

（患者） 

1. 視野は他人か観察できないので検査が難しい。ORTがどう患者をサポートできるかが大切 

2. 周囲の８点は見えたが、数字はぼんやりして見えなかった。その状態でいいのかどうかがわからなかった 

3. 検査結果がおかしい時（信頼性が低いと思われた時）、ＧＰなら再検査するが、自動視野の場合は、固視不良が大変多いなどでなければ、基本的にはしない。 

4. 斜視の人は、固視交替ができない。対象外とする？ 

検 査 時 の

様子（ORT） 

1. ORTは、患者の流涙、瞬目、疲れ、眠気なども観察している 

2. 固視不良ゼロでもマ点出る人もいるし、固視不良多くてもマ点ＯＫの人もいる。とにかくマ点ＯＫだとホッとする。 

患 者 側 の

負担 

1. 患者はとにかく早く終わりたいので、機器の再セッティングに時間をとられるのなら、休憩は入れない方がいい 

2. 「重い、ずれる」の理由により手で支えなければならない。しめつけると痛い。手で支えつつ、マウスパッドを操作するのは高齢者には無理 

3. 眼瞼下垂が問題。検査の際、テープで眼瞼をあげるケースの方が多い 

4. 練習効果はある 

機 構 へ の

要望 

1. 「あと３分」など、知らせる術があったほうがいい 

2. ハンフリーにはポーズ＝お休みタイムがあり、被験者の様子をみてＯＲＴが止めることもできる。ポーズはあった方がいいが、機器をはずしてリラックスで

きるのでなければ意味がない。 

3. あごの載せる台がほしい 

4. アイパッチ一つでも圧迫感を訴える人がいる。テープの上から更に機器をつけるのはどうか 

5. 瞬目でエラーとなるのはまずい。ハンフリーでは瞬きは我慢せずに自由にしてもらっている 

6. マ点確認はなくてもいいのでは、又は検査後がいいのでは 

7. パッドの真ん中が触ってわかるようにポチのようなものがほしい 

8. 指を動かす距離の感覚がわからなかった。円周に行き止まりの枠があったほうがいい。もしくはパッドをもっと広くする 

9. 屈折値の幅－3~＋１は狭すぎる。他のスクリーニングには－９ぐらい 
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図表 X2（ボランティアに測定後のアンケート結果 N=23） 
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(6) 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 PMDA の見解だけではなく薬事戦略を明確にすること 第三者認証機関（TUV）に相談した結果、眼振計の認証基準に適

合すれば認証可能との見解をいただいた。 

知財 特になし  

技術・評価 特になし  

その他事業

化全般 

原価 100 万円で実勢価格 200 万円では原価率が高いのでは 販売価格は今後市場の意見を参考に決定していく。 

 

(7) 継続条件への対応状況 

継続条件 対応状況 

試作機改良は必要最小限とし、事業期間を短縮させた計画を立案すること。 事業申請時より期間を短縮し、平成 30 年 3 月に認証申請すべく事業に

取り組んでいる。 
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継続条件 対応状況 

早期の薬事戦略相談を行い、薬事戦略を明確にすること。 平成 28年 11月 18 日 PMDA簡易相談の結果、眼振計と視野計の 2つの一

般的名称に該当しクラスⅡとの見解がだされた。そこで平成 28 年 12 月

21 日第三者認証機関（TUV）に認証可能かどうか相談し、電気眼振計の認

証基準をクリアすることで認証可能との見解をいただいた。 

より早期の製品化が見込めるレベルに研究開発が進んでいると考えられるた

め、平成 29 年度を委託事業の最終年度とすること。 

平成 29 年度中に薬事申請ができるよう計画していたが遅れが生じてい

る。 

 

1.8 平成 30 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

薬事申請 2018 年 6 月（3 ヶ月遅れ） 

認証（2018 年 12 月）後、量産開始。 

ボランティア試験と臨床評価は継続して実施予定。
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1.9 事業に関する連絡窓口 

株式会社昭和 医療・福祉事業部 代表取締役 黒木保善  

電話番号   ：0982-34-3538 

メールアドレス：info@syowa-eigyou.co.jp 

 

 


