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1. 事業の概要 

超高齢社会の到来と共に、加齢に伴う眼疾患が増加している。失明や著しい視力低下は大きな社会的負

担を伴う為、眼疾患の精確な診断・治療は医療現場の課題となっている。光干渉断層計は眼疾患の早期発

見・治療後の経過観察を大きく前進させたが、生体組織の情報が必ずしも十分でなく、病態の把握に限界

があった。本提案では、新たな組織特性のコントラストを用いることで多角的に病態を把握する手段を示

し、この課題に対応する。 

 

  

眼疾患を多角的に把握する次世代偏光感受型OCTの開発・事業化

PS-OCT（Polarization Sensitive – Optical Coherence Tomography)
㈱トーメーコーポレーション・神戸市立神戸アイセンター病院・東京大学・㈱コンピュータマインド

H29-027

偏光OCTによる組織特性・病態の評価手法の提供

超高齢社会の到来と共に眼疾患・社会的負担の増加

トーメーコーポレーション：眼科医療機器開発

⚫ 超高齢社会と共に、加齢に伴う眼疾患が増加。失
明や著しい視力低下は大きな社会的負担を伴う為、
眼疾患の精確な診断・治療は医療現場の課題に。

⚫ 矯正視力0.5以下のロービジョン人口は160万人、
経済損失は8.8兆円とも言われている。

⚫ 従来型光干渉断層計（OCT）に偏光感受機能を追
加。従来のOCT（眼構造の可視化）では不可能で
あった組織特性（線維状組織・メラニン）の観点か
ら、疾患の質的な評価を可能に。

⚫ 病態の多角的把握・早期発見・治療予後のより良
い予測に貢献する。

Class Ⅱ
（想定）

眼科検査機器のスペシャリストとして、臨床現場のニーズに
あった前眼部OCT等の差別化された次世代製品の開発と、世
界中の市場への投入を行なってきたトーメーコーポレーション
が、本事業の代表機関として次世代偏光OCTの開発・事業化
を実施（上市後3年目の国内想定売上6.6億円、シェア11%）

偏光乱雑性による質的評価

2019年3月時点

装置外観

従来OCTと同等    を実現

システム全体装置本体

相談・申請

製造・製販企業
第一種医療機器製造販売業［23B1X00010］

医療機器製造業［23BZ200017］

(株)トーメーコーポレーション
• 本事業のプロジェクトマネジメント
• 偏光OCTの開発・製品化

第三者認証機関
（SGS）

助言・認証

顧客

（国内、欧州、中国、インド、
米国）

医療機関

神戸市立
神戸アイセンター病院

• 偏光OCTの臨床有用性評価

医療機関

東京大学眼科
• 偏光OCTの臨床有用性評価
• プロダクト改善フィードバック

代表機関

PL

中

2019年3月時点

補助事業の実施体制

企業

(株)コンピュータマインド
• 偏光解析のGPU高速化
• 解析機能の実装

中

SL
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1.1 事業の目的 

「医療現場の課題」 

課題 1： 

従来の OCTには生体組織の情報が必ずしも十分でなく、眼底の生理、疾患の病態の理解・把握に限界

があった。具体的には、加齢黄斑変性に代表されるような、眼組織構造の変化に伴い組織特性がダイ

ナミックに変化すると考えらえる眼疾患を、組織特性を用いて多角的に把握する装置が現時点で存

在していない。更なる病態解明や、疾患の早期発見のために、より詳細な眼底の観察が課題となって

いる。 

課題 2： 

従来の OCTには実際の構造と異なるアーティファクトが描写されており、誤診断の原因であった。 

 

「解決策」（内容） 

上記の医療現場の課題は偏光 OCTの利用により解決できる。具体的には以下の通りである。 

課題 1に対する解決策： 

偏光 OCT は従来の OCT（散乱強度）に加え、線維状組織密度や、メラニン密度といった新たな情報を

提供することができる。 

課題 2に対する解決策： 

従来の OCTではアーティファクトの除去が可能である。 

 

医療現場における課題を解決できる偏光 OCTの事業化にあたっては、未だ多くの課題が残っている。

本提案では、これを分担機関と共に解決していく。課題と解決策、分担を下表にまとめる。 

 偏光 OCTの課題 解決策 分担 

1 偏光 OCT 洗練化（H/W 小

型化） 

【偏光 OCT 装置開発】* 

スキャニングヘッドの小型化 

偏光 OCT 干渉計ファイバー光学系の採用 

トーメーコーポレーシ

ョン 

 

2 偏光 OCT 洗練化（解析高

速化） 

【偏光 OCT S/W 開発】 

偏光解析 GPU 高速化 

コンピュータマインド 

トーメーコーポレーシ

ョン 

3 情報の圧縮（過度の情報の

抑制） 

【偏光 OCT S/W 開発】 

セグメンテーション機能 

コンピュータマインド 

4 疾患のより詳細な病態把握 【臨床有用性評価】 

偏光 OCT 試作機を用いた臨床有用性評価 

神戸アイセンター** 

東京大学 

5 アーティファクト除去 【臨床有用性評価】 

偏光 OCT による散乱強度画像生成、及び 

臨床有用性評価 

トーメーコーポレーシ

ョン 

東京大学 

6 偏光 OCT 事業化 【薬事申請】 

非臨床試験、薬事申請の実施、そして上市 

トーメーコーポレーシ

ョン 

 

*: 【】内は「4.主なマイルストーン」における実施項目名 

**: 神戸市立神戸アイセンター病院（正式名称）の略称。以下、神戸アイセンターと記述する。 

 

ここで、代表機関が担当する偏光 OCTの課題【1】、【2】、【5】について以下に詳細を記す。 

【1】及び【2】 
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偏光 OCTは H/W、S/Wの実装が困難で、装置が大きく不安定、解析速度が遅いといった問題があり、臨

床研究の実施、及び製品化にあたっての障害だった。神戸アイセンター向け一次試作機のスキャニング

ヘッドは性能を重視したため小型化の課題が残っており、本事業において改良を行う。 

また、偏光 OCTの実装をファイバー光学系にすることで小型化・堅牢化を狙う。 

 

解析速度は GPU（Graphic processing unit）を用いることで高速化する。 

【5】 

偏光 OCT を用いれば、アーティファクトの無い強度画像を得ることができる。 

 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：株式会社トーメーコーポレーション 

PL： 杉山 聡（株式会社トーメーコーポレーション） 

SL： 栗本 康夫（神戸市立神戸アイセンター病院） 

共同体： ①神戸市立神戸アイセンター病院 

  ②国立大学法人東京大学 

  ③株式会社コンピュータマインド 
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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 光干渉断層計 クラス分類 クラスⅡ 

製品名 眼底偏光 OCT（予定） 分類名称（一般的名称） 眼撮影装置 

対象疾患 眼底疾患 届出／認証／承認 認証 

想定される販売先 大学病院、眼科クリニック等 新／改良／後発 後発 

使用目的又は効果 眼疾患を、従来の構造だけでなく組織特性の観点からも評価するために用いる。 

薬事申請予定者 トーメーコーポレーション 
医療機器製造販売業許

可 

トーメーコーポレーション 

許可番号 23B1X00010 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

トーメーコーポレーション 医療機器製造業登録 
トーメーコーポレーション 

登録番号 23BZ200017  

 
高度管理医療機器等販

売業貸与業許可 

トーメーコーポレーション 

許可番号 第 4501161400019 号 

 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 

  非公開 

薬事申請時期 非公開 非公開 

上市時期 非公開 非公開 

想定売上（上市後 3年目） 非公開 非公開 

市場規模（上市後 3年目） 非公開 非公開 

想定シェア（上市後 3年目） 非公開 非公開 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

 

 

 

 
  

 ｷｬﾆﾝｸ ﾍｯﾄ 

一次試作機 二次試作機

従来OCTと同じ
電動光学台

モニター

ﾍｯﾄ 位置操作
ｼ ｮ  ﾃｨｯｸ

ﾃ ｰﾀ保存HDD

ｼ ﾃﾑ操作PC

非臨床試験機
小型化された
 ｷｬﾆﾝｸ ﾍｯﾄ 

操作者側

画質調節機構

電源ﾕﾆｯﾄ

小型化された
ﾍ ｰ (2階建て)

操作者側患者側
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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 

当該機器の等の市場性 

本提案は事業概要にある通り、従来の OCT では必ずしも十分でなかった生体組織の情報を、偏光解

析技術によって提供するものである。これらは先進的な医療を行う大学病院や専門病院等では上市初

期からニーズがあると考えられる。 

 

医療現場で期待される波及効果 

本提案の偏光 OCT は失明原因疾患の病態把握や早期発見、さらには予防医療の検討を大きく前進さ

せると期待される。 

 ① 提案する機器の想定顧客 

  本提案（高付加価値を有する偏光 OCT）の初期ターゲットは大学病院・専門病院を想定している。 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

 眼科 OCT 市場は 2016 年でおよそ約 58 億1、海外で約 582 億2であり、十分大きい市場と考えてい

る。 

  

                                                   
1 眼科医療機器業界自主統計 2016 年 

2 Swanson, Eric A., and James G. Fujimoto. "The ecosystem that powered the translation of OCT from fundamental research to clinical 

and commercial impact." Biomedical Optics Express 8.3 (2017): 1638-1664. 
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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 

学会を通じて積極的な情報収集を行っている。 

 

 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） 

競合機器（企業）とのベンチマーク比較表を以下に示す。競合との最大の差別化要素は、組織特性の可

視化と、アーティファクトが無い断層像の 2点である。 

 

 提案機器 競合機器 1 競合機器 2 競合機器 3 競合機器 4 競合機器 5 

メーカー トーメーコー

ポレーション 

（日本） 

ハイデルベルグ 

（海外） 

カール・ツァイス 

（海外） 

オプトビュー

（海外） 

ニデック 

（日本） 

トプコン 

（日本） 

OCT方式 偏 光感 受型

SS-OCT 

SD-OCT SD-OCT SD-OCT SD-OCT SS-OCT 

型式 - Spectralis 

OCT+HRA 

Cirrus  

HD-OCT plus 

5000 

RTVue-XR 

Avanti 

RS-3000 

Advance+Angio 

DRI OCT 

Triton 

コ

ン

ト

ラ

ス

ト 

構造 
◎ 

アーティファクトフリー 
◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

血流 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

ﾒﾗﾆﾝ 

密度 
◯ × × × × × 

線維 

密度 
◯ × × × × × 
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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) 補助期間後を含めた事業計画の概要 

医工連携推進事業の公募要領で定められた期間内に薬事申請を行い、製品化を目指す。国内上市後は欧州を始め、海外展開を行う。 

 

 
 

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023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
【製品名】

量産機開発
【製品名】

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

非公開
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(2) 投資回収計画 

国内・海外で販売することで投資金額を回収する見込み。なお、本事業の遂行にあたり、自社負担分の経

費は自己資金（借入なし）で実施する予定である。 

 ① 国内 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

薬事申請時期           

上市時期           

支出額（単位：億円）           

 うち補助対象           

 うち自己負担           

売上高（単位：億円）           

販売数量（単位：台）           

 ② 海外 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

薬事申請時期           

上市時期           

支出額（単位：億円）           

 うち補助対象           

 うち自己負担           

売上高（単位：億円）           

販売数量（単位：台）           

 ③ 国内・海外合計 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

支出額（単位：億円）           

 うち補助対象           

 うち自己負担           

売上高（単位：億円）           

販売数量（単位：台）           

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

  

非公開

非公開

非公開
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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” 

国内において売れ続けるために重要なのは、本偏光 OCT が高価格であるにも関わらず初期市場だけで

なく、マスマーケットである一般の病院や診療所に受け入れられる事である。「3) 市場獲得のための障壁」

において市場獲得にあたっての障壁と、それを乗り越えるための施策を既に示した通り、独自の機能が臨

床的に有用でありそれが認知されること、製品の完成度が徹底的に優れていること、営業・サポート体制

がしっかりしていること、この 3 点が市場獲得にあたって重要である。 

 

 2) ビジネス体制 

 

 
  

製造・製販企業
第一種医療機器製造販売業［23B1X00010］

医療機器製造業［23BZ200017］

(株)トーメーコーポレーション
• 本事業のプロジェクトマネジメント
• 偏光OCTの開発・製品化

医療機関

神戸市立
神戸アイセンター病院

• 偏光OCTの臨床有用性評価

医療機関

東京大学眼科
• 偏光OCTの臨床有用性評価
• プロダクト改善フィードバック

代表機関

PL

中

2019年3月時点

上市後のビジネス体制

企業

(株)コンピュータマインド
• 偏光解析のGPU高速化
• 解析機能の実装

中

SL

共同研究体制の継続

共同研究体制の継続

アプリケーションの共同開発体制の継続

市場からのフィードバック収集

【販売先】国内
• 大学病院・専門病院
• 総合・一般病院
• 診療所

【販売先】海外
• 当社ドイツ視点を通じ
ヨーロッパ・中東・ロシアへ

• 代理店を通じ北南米へ

サービス部

技術部

製造部

営業部

国際部

管理部社長
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(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

⚫ 認証機関相談（2018 年 6 月 29 日 @SGS ジャパン） 

特徴検出、及び解析結果に何かしらの判断を誘導するような表現を行うことは診断の領域に踏み

込むことを確認した。 

⚫ PMDA 薬事全般相談（2018 年 12 月 17 日 @PMDA） 

今年度の薬事検討結果の報告、及び治験無し改良申請に係る相談を実施した。 

 

 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） 

偏光 OCT にかかる特許は S/W・H/W の面で調査しながら既に特許化している。 

⚫ 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 

今後検討を要する。 

⚫ 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

偏光 OCT は H/W の実装に特徴があり、模倣品・侵害の疑義がある場合は構造を確認することで

その侵害の有無を容易に確認することが出来る。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

⚫ 開発リスクの明確化と対応 

アプリケーション群の充実に課題。先ずは偏光 OCT の高速化に注力する。 

⚫ 薬事申請に必要なエビデンス収集 

偏光解析機能を有する既存製品の精査。薬事申請に必要な実施項目の精査。 

 

 4) 販売戦略等 

⚫ 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

代理店販売になる。 

⚫ アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

今後検討を要する。 

⚫ QMS 等の品質保証体制 

本製品に関する QMS 担当者の選定を行い、プロジェクトリーダーと共にプロジェクトを進めて

いる。 

⚫ 広報・普及計画 

学会活動や認知度の高い研究施設との共同研究により、偏光 OCT の認知度を高める。 
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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 薬事申請 

 

① 特徴検出をはじめ、医師の判断を誘導する

ような表現を行うことは、診断の領域に踏

み込み認証の範囲を逸脱することを確認し

た。 

知財 

① 特許出願・登録 

 

① 1 件の出願と 1件の登録となった。その他、

画面仕様の検討を進め、表示に関わる特許

侵害の有無の調査を実施している。 

技術 ・

評価 

① スキャニングヘッド小型化 

 

 

 

② 干渉系製作難易度低減 

 

 

 

③ 偏光 OCT 解析速度向上 

① 臨床上、患者の視認性・開瞼性の確保が重要

であると明確になり設計に反映させた。評

価の結果、光学性能を確保しつつ上記 2 点

が十分に達成されたことを確認した。 

② オールファイバー干渉系のパッケージ化を

進め小型化と量産性が向上した。 

 

 

③ 2017 年度では高速化 2 倍を達成した。2018

年度の成果目標は 3倍であった所、6倍を達

成し通算で 12倍の高速化となった。 

その他

事業化

全般 

特に無し  
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1.6 2018 年度補助事業の成果概要 

(1) 補助事業の事業概要 

代表機関は主に薬事認証取得に向けた試験機の製作、その評価を実施した。コンピュータマインドは偏光解析の高速化に注力した。神戸アイセンタ

ーでは初年度から実施している偏光 OCT による iPS 評価に加え、加齢黄斑変性の疾患（瘢痕）内部の評価を実施した。東大では探索的研究を行いつ

つ、試作機のフィードバックとアーティファクト除去機能の評価を行った。 

 

(2) 補助事業終了時までに完成する試作品の概要 

試作品名 概要 

二次試作機（H/W 洗練化） スキャニングヘッド小型化、オールファイバー干渉系の適用。東京大学向け試作機。 

三次試作機（非臨床試験） 薬事申請用。電気安全性試験に備え眼底偏光 OCT 専用の電気基板と、それを駆動するソフトウェアを実装。スキ

ャニングヘッド小型化を実現し装置の完成度・品質を向上させた非臨床試験機。 

 

(3) 2018 年度の補助事業の成果と今後検討すべき課題 

2018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偏光 OCT装置開発（トーメー） 

3) 第三相開発（非臨床試験） 

・AMED研究会の実施：本事業の進捗会議

を実施 

・非臨床試験機の開発：環境試験・電気

安全性試験を実施可能な完成度の試

験機を製作する。非臨床試験で抽出さ

れた課題を設計に反映する。 

・成果収集・評価・文書化：1月末に開

催される継続審査に向け、代表機関・

分担機関の成果を収集・評価した上で

文書を作成・提出する。 

 

▶ 

【進捗 100％：○】 

3) 第三相開発（非臨床試験） 

・AMED研究会の実施： 

・日本眼科学会（大阪）にて実施。 

・非臨床試験機の開発 

・2018年 5月 ヘッド小型化の設計：完了 

・2018年 7月 干渉計改良・内製化：完了  

・2018年 7月 ディレイライン内製化：試作 

・2019年 3月 非臨床試験にて課題を抽出 

・成果収集・評価・文書化 

・2018年 12月 本継続審査資料作成のため分

担機関から成果収集・評価を行い、本文書を

作成し提出した。 

▶ 

 

本年度実施内容を全て完了 

 

②偏光 OCT S/W開発（コンピュータマインド） 

1)偏光解析 GPU 高速化 

代表機関に記載の通りの方法に依る。偏

光解析にかかる時間を 30 分から 15 分に

短縮。 

3)セグメンテーション開発 

▶ 

【進捗 100％：○】 

1)偏光解析 GPU 高速化 

代表機関に記載の通りの方法に依る。高速化を

計画どおり実現。 

 

3)セグメンテーション開発 

▶ 

 

本年度実施内容を全て完了 
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2018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 

加齢黄斑変性瘢痕部位：偏光 OCT 一次試

作機の疾患データ利用。 

試作機の画像を用い実施計画どおり成果を得

た。 

4) 偏光解析 GPU高速化（追加実施） 

高速化 6 倍を達成。 

③臨床有用性評価(神戸) 

3)多角的評価 2（定量） 

加齢黄斑変性の治療前後定量比較。 

 

 

 

5)学会発表・フィードバック 

国内・国際学会への投稿及び発表を実

施。 

 

▶ 

【進捗 100％：○】 

3)多角的評価 2（定量） 

・偏光 OCTによる iPS 経過観察を実施 

・加齢黄斑変性の治療前後定量比較：頻回治療

と経過観察例における比較を臨床眼科学会に

て報告。 

5)学会発表・フィードバック 

3 件の抄録を投稿し口頭発表を実施（臨床眼科

学会）。 

１件の抄録を投稿（ARVO） 

▶ 

 

本年度実施内容を全て完了 

 

④ 臨床有用性評価（東大） 

3)アーティファクト除去評価 

従来 OCTとの定性・定量的な比較による。 

 

4)多角的評価 1（定性） 

様々な疾患を対象とした探索的な検討

による。 

6)学会発表・フィードバック 

国際学会への投稿及び発表を実施。 

 

▶ 

【進捗 100％：○】 

3)アーティファクト除去評価 

 ・従来 OCTではアーティファクトが存在してい

る事を確認し国際学会（ARVO）にて報告。 

4)多角的評価 1（定性） 

 ・国内学会（臨床眼科学会）にて報告。 

 

6)学会発表・フィードバック 

・装置の使い勝手、画質について代表機関にフ

ィードバックを実施 

▶ 

 

本年度実施内容を全て完了 

⑤ 薬事申請（トーメー） 

2)非臨床試験（非臨床試験機一次評価） 

上記の試験機を用い環境試験・電気安全

性試験を実施し課題を抽出する。 

・試験機を用いて下記の試験を実施す

る。非臨床試験で達成すべき項目は眼

撮影装置の薬事申請区分から明らかで

あり、これの達成を目指し設計を行う。

ここではそれが達成しているか、達成

していない場合はどのような課題があ

るのか確認する。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

2)非臨床試験（非臨床試験機一次評価） 

・2018年 12月 眼撮影装置の基本性能（1.撮影範

囲、2.分解能）を満たすことを確認。なお画質

に直接的に影響する OCT感度は、電気安全性試

験に伴う輸送後においても基準を満たす事が

確認できた。 

・2018年 12月 環境試験を実施。材質により光学

性能のスループットの変動が異なる事を確認。

内製化したディレイラインの材質をアルミか

ら線膨張係数の低いステンレスに変更し設計

▶ 

 

本年度実施内容を全て完了 
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2018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 

・環境試験：落下・振動・衝撃・温度試験

から成る。それぞれの試験実施後、眼撮

影装置の基本性能（1.撮影範囲、2.分解

能）に変化が無いことを確認する。 

・電気安全性試験：EMI（電磁放射性エミ

ッション）試験を JQA 師勝試験場にて

実施し、CISPR 11 Group 1 Class B の

基準に適合することを確認する。 

3)薬事相談 

人工知能を用いた機能に関する薬事相

談を認証機関と実施する。 

（6月） 

 

に反映した。 

・2018 年 12 月 電気安全性試験：EMI（電磁放射

性エミッション）試験を実施。CISPR 11 Group 

1 Class B へ適合はしなかったが、合格基準と

の差は少なく初回としては良好な結果であっ

た。具体的なノイズ発生源は PC・サンプリング

信号・電源ユニットであることがわかり、当初

の目的であった課題が抽出できた。 

3)薬事相談 

2018年 6 月 SGS訪問：薬事相談を実施し、薬事

戦略の方針を得る。 

2018 年 12 月 PMDA 薬事全般相談：今年度の検

討結果と申請内容について相談。 
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(4) 2018 年度の到達点（総括） 

本年度は薬事申請を行う最終年度の準備期間とし、非臨床試験機の開発と臨床有用性検討の拡大がテーマとなっていた。初年度はこの土台作

りとして試作機の改良を進めつつ神戸・東大の 2 施設並行で臨床評価できる体制を整えた期間であった。第 2 年度は当初の予定通り、薬事申請

が予定通り実施できる見込みを確実にしつつ製品仕様の向上・薬事・販売戦略の精度を上げ、偏光 OCT の市場認知も拡大できた期間となっ

た。 

非臨床試験機については、薬事申請で実施する試験に耐える品質の作り込みを実施し、プレ試験を目的に製作を行い、試験も実施し課題を抽

出した。ソフトウェアや臨床有用性検討についても実用上の課題が明確になり、フィードバックが分担機関（神戸・東大）より効率的に収集さ

れ、事業計画に上乗せする課題とはなったが全て達成することができた。具体的には 1. 高速化が大幅に前進して目標の 3 倍を超える 6 倍の高

速化を達成した（コンピュータマインド）。2. ヘッド小型化に臨床上の基準が設けられ視認性・開瞼性の観点で評価が可能になった。画質調整

機構の必要性が認識され実装された（代表機関）。 

偏光 OCT 有用性の確認が進み、その結果としての成果発表・投稿は予定件数を上回る数（倍以上）で行われている（神戸・東大）。薬事・販

売戦略については AMED の個別・伴走コンサルの指導のもと、検討を重ねている。 
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1.7 補助事業の振り返り 

(1) チェックリストによる自己評価結果 

 

(2) 2018 年度補助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 

特に無し。 

 

 2) 事業の進め方 

特に無し。 

 

 3) その他 

特に無し。 

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。 ○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。 ○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。 △一部
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。 ○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。 ×不十分
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。 ×不十分
販売チャネルは明確になっていますか。 △一部
当該製品の供給（生産、物流）体制は明確になっていますか。 ×不十分
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。 ×不十分
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。 △一部
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。 △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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(3) 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 

ヘッド小型化の目標が不明確 小型化の目標に視認性・開瞼性を追加  伴走コンサルの指摘、分担機関からのフィ

ードバックによる。実装し評価した結果、共

に実臨床に耐える水準をクリアしたことを

確認した。 

操作性（使い勝手）が不十分 画質調整機構の追加 分担機関からのフィードバックによる。 

機器スペ ッ

ク・ビジネス

モデル 

偏光解析時間 偏光解析時間を短縮 

 

目標は 3倍であったが結果として 6倍を達

成し大きく前進した。 

事業化体制 特に無し  

 

 

事業化計画

（開発･薬事・

上市スケジュ

ール） 

特に無し    

 

(4) 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 特徴検出について AMED・三菱総研同席の上、認証機関（SGS）と薬事相談を実施した。 

治験なし改良区分の検討 伴走コンサルで指摘を受け、薬事と販売戦略の関係を精査し、個別・

伴走コンサルにて検討結果を報告した。 

知財 偏光技術の全てを論文化したり特許化して知財をオープンに

する必要は無いのではないか 

初年度の引き続き、現時点では知財戦略を変更しない方針である。 

技術・評価 分担機関からのフィードバックを仕様に追加してスケジュー

ル通り製品化が進行するのか懸念があるとのご指摘 

新しい技術開発は計画に影響する可能性があったが、分担機関からの

フィードバックから製品化に向け必ず乗り越えなければならない開発

であったためこれを実施した。 

その他事業

化全般 

特に無し  

(5) 継続条件への対応状況 

継続条件 対応状況 

特に無し 特になし 
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1.8 2019 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

(1) 2019 年度の事業概要 

2018 年度の成果から、当初計画していた開発の方向性に大きな問題点が無いことがわかったため、基本的には当初の予定どおり進めていく。 

 

(2) 2019 年度補助事業の実施内容 

項目名 実施主体 具体的な内容 

AMED 研究会の開催 トーメーコーポレーション 2018 年度に引き続き、本提案の共同体参加者が一同に介し、進捗の確認・課題に対

する議論を実施する場を設ける。 

臨床試験機開発・非臨床試験 トーメーコーポレーション 本事業の成果を集約した臨床試験機の開発を完了させ、非臨床試験を実施する。 

偏光解析 トーメーコーポレーション 高速化を進める。 

成果収集・評価・文書化 トーメーコーポレーション 初年度に引き続き、代表機関が参画機関の進捗状況を収集・整理・評価した上で伴

走コンサル・継続審査資料の製作をする。成果物：伴走コンサル・継続審査資料 

多角的評価 2（定量） 神戸アイセンター 2018 年度の臨床有用性の検討から偏光画像が iPS 移植眼の経過観察や、及び薬剤

費のかかる抗 VEGF 剤の治療履歴の確認に有用な可能性が示唆されており、これを継

続する。 

学会発表・フィードバック 神戸アイセンター 2018 年度に実施する臨床研究成果を学会に投稿・発表していく。 

 

データベース用臨床データ取得 東京大学 市場調査・分担機関からのフィードバックからも臨床上・販売上の有用性が高いこ

とがわかっているデータベースの実装に向け、臨床データを収集する。 

・31 年 8 月 データベース用の臨床データの取得。 

多角的評価 2（定量） 東京大学 2018 年度に前倒しして実施した定量評価（Entropy の分布評価・視機能との関連

等）を継続し、学会報告の準備を進める。 

学会発表・フィードバック 東京大学 2018・2019 年度の臨床試験の成果をまとめ、国内・国際学会で発表・投稿する。 

 

データ管理ソフト コンピュータマインド 2018 年度から継続の案件となる。本製品のソフトウェアは測定・解析データ閲覧・

管理の 3 本柱で構成されており、本課題はそのうちの 1 つとなる。 

偏光解析高速化 コンピュータマインド 2018 年度の高速化の実施により、高速化にあたっては PC と GPU 間のデータ転送

がボトルネックとなっていることがわかった。これを解消する。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 

株式会社トーメーコーポレーション 技術部 

〒451-0051 愛知県名古屋市西区則武新町二丁目 11-33 

電話: 052-581-5592 / FAX: 052-581-5595 / E-mail: s-sugyama@tomey.co.jp 

 

 

 


