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1. 事業の概要
高齢化社会の到来に伴い、過活動膀胱患者は国内で 810 万人以上いると言われ、日常生活の質の著し
い低下、夜間起床による転倒・骨折が危惧されているが、新たな治療選択肢として、体表面からの電気刺
激により副作用の少ない低侵襲な医療機器を開発提供することで、副作用の危惧等で薬物療法以外の治
療法を求める患者へ在宅でも治療可能な医療機器による治療選択肢を提供する。
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1.1 事業の目的
我が国では潜在患者が 810 万人を超える過活動膀胱患者が存在すると言われ（米国では同 3,300 万人）、
社会生産性低下と患者 QOL の著しい低下をもたらしている。これに対し医療現場では、薬剤治療による
治療が第一選択肢とされるが、薬剤が効かない、副作用や薬剤を飲み続けることへの不安等から治療の継
続性が悪い患者(文献によると継続率 50％程度)へは大型装置による磁気刺激や、体内埋め込み型装置に
よる電気刺激などが行われ、治療場所の制約や侵襲性の点で課題がある。
これに対して、低侵襲的治療が行える仙骨直上（背側）の体表面からの電気刺激治療方法が提案され、
複数の医学専門家の臨床研究により治療の有効性について発表されているが、治療時の使い勝手、安全性
確保の観点から課題が残されており、現在のところ薬事承認・保険適用された装置は国内外共に存在しな
い。
この医療現場の課題を解決するために、医療現場での治療指導及び在宅を主な治療場所として、治療の
有効性・安全性が確認された電気刺激装置を、患者自身が操作したときも治療時の使い勝手と安全性が確
保された製品として医療現場に提供することが、本事業の目的である。
具体的には、仙骨直上（背側）の体表面からの電気刺激装置及び専用電極について、
・生物学的安全性、電気的安全性、その他 JIS T 0601 系列で該当する安全通則の順守
・体表面から仙骨孔下にある神経叢を効率よく興奮を引き起こす電位発生機能・機構
・仙骨孔直状（臀部）に貼りやすく、皮膚への不具合事象を排除した電極と導電性ゲルパッド
・有効使用期間で劣化しない導電性ゲルパッド
・目標とする神経叢(S3 神経叢)を刺激できているかを医療従事者が確認するための拇指筋電図をモ
ニターする機能・機構
・患者が臀部以外の不適切な位置に電極を貼った場合に刺激を出さない安全機構
・治療開始時の緩徐な出力から目標出力電圧までの、不快感を抑える刺激出力制御機能・機構
・医療従事者、患者自身それぞれの操作シーン毎に、操作し易く、安全に操作できるヒューマン
インターフェース
・15 分／日、刺激を間歇的に実施することによる、治療効果の持越し（確認）
の技術開発と知財確保を行い、治療の有効性・安全性を確認するため、分担機関である医療機関の専門家
と共に治験プロトコルを策定、治験を実施、完了させる。
さらに、これらの開発・治験結果を使用して、速やかに承認申請・薬事承認、その後の保険適用を進め、
患者自身による治療時の使い勝手、安全性を確保した、薬事承認・保険適用された低侵襲な装置を医療現
場に提供する。
・国内薬事申請：2021 年 2 月（変更前：2020 年 6 月）
・国内上市：2022 年 2 月（変更前：2021 年 6 月）
・海外薬事申請：2022 年 4 月（米国）（変更前：2021 年 8 月）
・海外上市：2023 年 2 月（米国）（変更前：2022 年 6 月）
（変更理由）
2019 年 2 月 1 日に実施した PMDA との対面助言準備面談（治験）による指摘を受け、治験計画を修正し
たため、下記の「主なスケジュール」を見直し、国内薬事申請を 2021 年 2 月に修正している。それに伴

2

い、国内上市時期、海外薬事申請時期、海外上市時期も修正している。

1.2 事業の実施体制
代表機関：大塚テクノ株式会社
PL：

増田

哲也（大塚テクノ株式会社）

SL：

堀江

重郎（学校法人順天堂

共同体：

①学校法人順天堂

順天堂大学）
順天堂大学

②泉中央病院
③鳳優会

あすかホームケアクリニック

④伊藤超短波株式会社
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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
医療機器

製品名
対象疾患

排尿障害治療器 O-NES(予定) 分類名称（一般的名称）
過活動膀胱
届出／認証／承認
医療提供者、患者及び患者の
新／改良／後発
新（予定）※PMDA と協議中
家族
過活動膀胱と診断され、保存的療法の奏功しない患者または、副作用、禁忌等により薬物
療法の適さない患者
医療機器製造販売業許
大塚テクノ株式会社
36B2X10003
可
伊藤超短波株式会社
医療機器製造業許可
11B2X10041 号
大塚グループ内企業予定
業許可
第 4501150413 号（東京）
業許可

想定される販売先
使用目的又は効果
薬事申請予定者
当該製品の製造を担う
事業予定者

クラス分類

クラスⅡ(予定)※PMDA と協議
中
未確定※PMDA と協議中
承認

機器等の種類

2) 医療機器等のターゲット市場
国内市場
薬事申請時期
上市時期
想定売上（上市後 3 年目）

2021 年 3 月
2022 年 2 月
0.39 億円／年（2023 年時点）

市場規模（上市後 3 年目）

34.9 億円／年（2023 年時点）
Marketstract 社資料より当社推定

想定シェア（上市後 3 年
目）

12％（2023 年時点）

海外市場
欧州・米国・中国
2022 年 4 月（欧・米）
2023 年 2 月（欧・米）
検討中（2024 年時点）
104.9 億円（欧）、192.5 億円（米）／年
（2024 年時点）
Marketstract 社資料より当社推定
検討中（2024 年時点）

※本製品としての見込み
（変更箇所）
2）医療機器等のターゲット市場

国内市場

薬事申請時期

2021 年 2 月 → 2021 年 3 月

（変更理由）
2）PMDA との治験プロトコルに関する数度の面談・協議の結果、広範な臨床データの取得を要請され、
最低限の臨床データ取得による治験実施の了承を得るため、追加の準備面談が必要となった。従っ
て、治験プロトコル及び関連する計画を変更し、国内薬事申請時期を 2021 年の 2 月から 2021 年 3
月に変更している。
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3) 事業化する医療機器の概観・特長
体表面仙骨神経刺激による低侵襲な在宅向け排尿障害治療器
●過活動膀胱へ適応
●男女の両性に治療可能
●15分/回 任意の時間に治療
●医療機関介在、院内／在宅治療
●刺激位置確認用の拇指筋電図モニター機能
●心臓への安全対策機能提供
●電極消耗品 ２週間毎の交換

[治療器本体]

[電極パッド]

[治療イメージ]

在宅で体表面（仙骨S3神経直上）に電気刺激を1日1回程度15分実施することで過活動膀胱の症状を短
期的・長期的に改善する。
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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
・医療提供者、患者および患者の家族

② 提案する機器の想定市場規模
過活動膀胱の有病率については、米国にて行われた疫学調査では、成人における有病率は 16.6％で、
約 3,300 万人にみられると報告されている。本邦では、2012 年に日本排尿機能学会による下部尿路症状
に関する疫学調査が行われ、過活動膀胱を、1 日の排尿回数が 8 回以上、かつ、尿意切迫感が週 1 回以上
あるとすると、有病率は全体の 12.4％であり、40 歳以上の日本人における過活動膀胱の実数は約 810 万
人と推定され、このうち、週 1 回以上の切迫性尿失禁のあるものが約 420 万人と報告されている。又、
近年においては先進国を中心に高齢化が進み下部尿路障害が急激に増加している。
当社では過活動膀胱患者のうち薬物治療を断念する等、装置の対象となる患者数は約 10％程度と考え
ており、臨床実態から患者数も増加し、少なくとも 81 万人以上が年間の患者数と推定した。従って年間
の治療実施回数は年 24 電極セット支給×81 万人となる。現時点では、体表面からの刺激による競合品
は存在せず、推定する患者数は、本製品としての想定市場規模である。
2017 年 6 月 28 日に開催された中央社会保険医療協議会 総会（第 354 回）、医療機器及び臨床検査の保
険適用についての資料において、InterStimII 仙骨神経刺激システム（日本メドトロニック株式会社）の
医療機器に係る保険適用決定区分及び価格（案）での推定適用患者数は約 15 万人/年と記載されている。
当該製品は外科的処置を伴う治療で選択する患者は限定されることから当社の推定する患者数は妥当で
あると推定する。
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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
●競争企業
日本メドトロニック株式会社
●競争商品
InterStimII
概要：植込型仙骨神経刺激装置
●市場獲得のための障壁
目標とする薬事承認は関係省庁との相談を通じて、在宅医療に関する保険適用を申請することを
前提とした申請内容にしなければならない。従って、薬事承認申請のために実施する治験のデザイン
の立案を行う前に、厚生労働省医政局との保険適用に関する相談等を通じて保険適用戦略を策定し、
関係省庁及びPMDAとの事前協議を通じて保険適用戦略に沿って立案された治験デザインによる臨床
成績を基に薬事承認を取得する必要がある。

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）
提案機器

競合機器１

メーカー

大塚テクノ㈱

日本メドトロニック㈱

概要

排尿障害治療器

植込型仙骨神経刺激装置

型式

O-NES（仮称）

InterStimII

特徴

体表面的に電気刺激を行うことで非侵

骨裂孔にリードを挿入し、刺激装置か

襲的に排尿に係る神経系に作用し過活

ら発生する電気パルスによって排尿・

動膀胱の症状（頻度）を改善する。医

排泄に係わる神経系に作用し、過活動

療機関介在のもと、在宅で使用が可能

膀胱及び便失禁の症状（頻度）を改善

な仙骨神経刺激療法に用いる体表面刺

する仙骨神経刺激療法に用いる植込み

激装置。

型刺激装置。

国内市場規模

2017 年度承認のため不明

国内シェア

2017 年度承認のため不明

海外市場規模

約 15 億ドル（類推）

海外シェア

56％（類推）

売価

11.5 万円（仮）

2017 年度承認のため不明

保険償還 点数

（希望する償還価格、点数）

（既存機器の償還価格、点数）

装置償還価格

装置償還価格

115,000 円

991,000 円
仙骨神経刺激装置植込術 40,300 点
仙骨神経刺激装置交換術 13,610 点

クラス分類

在宅仙骨神経刺激療法指導管理料

在宅仙骨神経刺激療法指導管理料

810 点（既存）

810 点（既存）

クラスⅡ（予定）

クラスⅢ
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●差別化ポイント
本邦では 2017 年に、InterStimⅡ 仙骨神経刺激システム（承認取得者：日本メドトロニック株式会
社：承認番号 22500BZX00419000）が過活動膀胱に対し保険適用となったが、実臨床においては薬物治
療が奏功しない過活動膀胱患者のうち外科的処置を伴う治療を選択する患者は限定的である。しかし、
在宅にて非侵襲な治療が可能な電気刺激装置としては承認、保険適用された装置は存在しない。
本提案機器は、医療機関介在のもと在宅で使用が可能であり、体表面的電気刺激を毎日～間欠的に行
うことで非侵襲的に排尿に係る神経系に作用し過活動膀胱の症状（頻度）を改善する。
競合、類似技術面としては、複数の刺激電極間で交番電圧もしくは交番電流を刺激部位に作用させ、神
経・筋の興奮を実現する装置は広く低周波治療器として普及している。しかしながら、本テーマの治療
対象である過活動膀胱の治療に対する適応品は無い。また仙骨部表面への刺激について、刺激部位にマ
イナス電圧を効率的に発生させる機能実現した低周波治療器及び刺激電極も製品化されていない。
これを実現するため独立した不関電極と刺激電極の一部を一時的に不関電極として機能させる制御
機能を実現し、望ましい刺激を与えることができるという優位性を持った治療装置を開発することで
埋め込みの電気刺激に匹敵する治療効果を侵襲性の無い装置で実現できる。
既に本技術を構成要件とする特許を出願しており不関電極を含めた薬事承認を得ることで、他社参
入を阻むことができる優位性も持つ。
コスト面としては、装置償還価格を抑え、消耗品である電極パッドの費用は在宅療法指導管理料に含
めることで医療機関の費用負担が無く広く普及させることを目標とする。

 競合機器と当該装置の価格及び保険適用点数の比較

「競合機器の装置償還価格及び保険適用点数」

「当該装置の実勢価格及び保険適用点数（仮）」

又、当社グループ会社間のシナジーを発揮し、下部尿路障害に対する、診断から治療、在宅ケアまで
の一連のシーンにおいてパッケージとして提案することで医療関係者へ貢献することができる。本提
案はその開発品目の一つである。
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 大塚グループシナジー

9

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
2017年度
以前

4 5

6

7

2018年度
8 9 10 11 12 1

1次試作機開発

2

5

6

2019年度
7 8 9 10 11 12 1

2 3

4

5

6 7

2020年度
8 9 10 11 12 1 2

3

4-6

2021年度
7-9
10-12

1-3

4-6

2022年度
7-9
10-12

1-3

4-6

2023年度
7-9
10-12

1-3

4-6

2024年度
7-9
10-12

1-3

済
済
2次試作機開発
済
社内評価
済

治験機開発

製品開発 ・評価

3 4

安全性試験

済

製造準備

済

コンセプト設計
基礎回路検討・試作検討

治験機製造

済

（変更前） 治験機製造
治験機製造
治験機回収・再製造・再出荷

サボートツール開発
済
リスクマネジメント

（変更前）リスクマネジメント

済

リスクマネジメント

リスクマネジメント

リスクマネジメント

済
治験届提出（探索的試験）
済
IRB申請（探索的試験）
（変更前）治験（探索的試験）
治験（探索的試験）

臨床研究

（変更前）治験届提出（検証的試験）

学術調査（論文調査・整理）
臨床研究実施医師との交渉

治験届提出（検証的試験）
（変更前） IRB申請（検証的試験）
IRB申請（検証的試験）
（変更前）治験（検証的試験）
治験（検証的試験）

済

業許可更新（QMS対応）
QMS体制構築

薬事戦略

済
GCP体制構築

薬事申請クラス分類調査
法規制・業許可調査
開発前相談（PMDA：対面助言）
医政局との相談

済

（変更前）検証的試験プロトコル相談

済
探索的試験プロトコル相談
検証的試験プロトコル相談

2021年3月 薬事申請（国内）

2022年4月 FDA 510K 申請、CE MDR 認証

医療機器製造販売承認申請

知財戦略

知財調査
出願戦略検討
出願準備・出願

製造・サービス戦略

社内外製造業務分担策定
サービス戦略案策定

販売戦略

市場調査
ユーザー・ニーズ調査
販売案策定
グループ営業部門との販売合意

追加出願

済
基礎出願の各国（欧・米・中）移行

体制構築

製造技術開発
調達検討

上市時期

スケジュール変更理由

知財交渉・契約

済

体制構築 済

済
済

チャネルの確保
販売計画作成

上市時期検討

2022年2月 上市（国内）

・治験（探索的試験）において、治験立ち
上がり時の患者リクルートに時間を要し
たため、治験実施期間を2ヶ月延長した。
・伴って、治験機の製造、リスクマネジメ
ント及び、治験（検証的試験）に関するス
ケジュールについても調整しているが、
探索的試験の完了次第、以降のスケ
ジュールの前倒しを図る計画である。

2023年2月 上市（海外：欧州）

・2019年10月より開始の治験（探索的試
験）実施期間を延長したことに伴い、治
験（検証的試験）の治験届提出時期をを
2020年3月から6月に、IRB申請の実施時
期をを2020年4月から7月に変更してい
る。
・治験（検証的試験）の実施については、
開始を2020年5月から2020年9月に変更
している。治験期間は圧縮されるが、治
験施設数を計画よりも増やすこと等で、
対応する。
・国内薬事申請は計画通り2021年3月に
完了させる。
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製品開発・評価
① コンセプト設計
② 1次試作機開発
③ 2次試作機開発
④ 社内評価
⑤ 治験機開発
⑥ 安全性試験
⑦ 治験機製造
⑨ リスクマネジメント
薬事戦略
① 業許可更新（QMS対応）
② QMS体制構築
③ GCP体制構築
④ 薬事相談（PMDA：対面助言）
事業の実施内容
知財戦略
② 出願準備・出願
③ PCT出願各国移行
製造・サービス戦略
① 体制構築
② 製造技術開発
③ 調達検討

製品開発・評価
⑦ 治験機製造
⑧ サポートツール開発
⑨ リスクマネジメント
臨床研究
① 治験届提出（探索的試験）
② IRB申請（探索的試験）
③ 治験（探索的試験）
④ 治験届提出（検証的試験）

薬事戦略
④ 薬事相談（PMDA：対面助言）
知財戦略
② 出願準備・出願
④ 知財交渉・契約

製品開発・評価
⑨ リスクマネジメント
臨床研究
⑤ IRB申請（検証的試験）
⑥治験（検証的試験）
薬事戦略
⑤ 医療機器製造販売承認申請
知財戦略
② 出願準備・出願
④ 知財交渉・契約
販売戦略
② 体制構築・チャネルの確保
③ 販売計画作成

販売戦略
② 体制構築・チャネルの確保

販売戦略
② 体制構築・チャネルの確保

自主事業の内容

・コンセプト設計
・治験機仕様決定（採択前に一部実施）
・基礎回路検討・試作検討
・QMS,業許可新法対応（採択前に一部
・学術調査（論文調査・整理）
実施）
・臨床研究実施医師との交渉
・薬事申請クラス分類調査
・法規制・業許可調査
・開発前相談（PMDA：対面助言）
・医政局との相談
・知財調査
・出願戦略検討
・出願準備・出願
・社内外製造業務分担策定
・サービス戦略案策定
・市場調査
・ユーザー・ニーズ調査
・販売案策定
・グループ営業部門との販売案合
意
・上市時期検討

・PCT出願の各国移行
・補助事業以外の販売関連業務（学術活
動）
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■上市までの開発ロードマップ
※CY : Calendar year 1-12 月
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(2) 投資回収計画
① 国内
2018

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）
装置販売数量
（単位：台）
電極販売数量
（単位：式）

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

●
1.07
0.50
0.57
－

0.82
0.63
0.19
－

1.13
0.55
0.58
－

●
0.24
－
0.24
0.03

0.01
－
0.01
0.12

0.04
－
0.04
0.39

0.11
－
0.11
1.12

0.27
－
0.27
2.74

0.57
－
0.57
5.66

1.00
－
1.00
9.96

－

－

－

非公開

非公開

非公開

非公開

非公開

非公開

非公開

－

－

－

非公開

非公開

非公開

非公開

非公開

非公開

非公開

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

② 海外
薬事申請時期
上市時期
支出額（単位：億円） 検討中
うち補助対象
－
うち自己負担
－
売上高（単位：億円） 検討中
販売数量（単位：） 検討中

●
●
検討中

検討中

検討中

検討中

検討中

検討中

検討中

検討中

検討中

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

検討中
検討中

検討中
検討中

検討中
検討中

検討中
検討中

検討中
検討中

検討中
検討中

検討中
検討中

検討中
検討中

検討中
検討中

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1.07
0.50
0.57
－

0.82
0.63
0.19
－

1.13
0.55
0.58
－

0.24
－
0.24
0.03

0.01
－
0.01
0.12

0.04
－
0.04
0.39

0.11
－
0.11
1.12

0.27
－
0.27
2.74

0.57
－
0.57
5.66

1.00
－
1.00
9.96

－

－

－

非公開

非公開

非公開

非公開

非公開

非公開

非公開

－

－

－

非公開

非公開

非公開

非公開

非公開

非公開

非公開

③ 国内・海外合計
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）
装置販売数量
（単位：台）
電極販売数量
（単位：式）

※各年 4 月～3 月の年度で表記。
（変更箇所）
（2）投資回収計画

①国内

薬事申請時期

2021 年 2 月 → 2021 年 3 月

※上記表の中での記載内容に変更はありません。
（変更理由）
PMDA との治験プロトコルに関する数度の面談・協議の結果、広範な臨床データの取得を要請され、
最低限の臨床データ取得による治験実施の了承を得るため、追加の準備面談が必要となった。従って、
治験プロトコル及び関連する計画を変更し、国内薬事申請時期を 2021 年の 2 月から 2021 年 3 月に変
更している。
（数値算出の考え方）
本治療器の効果を十分に得るためには在宅において患者自身が仙骨体表面上へ適切に刺激パッドを
貼付することが必要となり、医療従事者による適正指導が重要である。通院頻度は消耗品である刺激パ
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ッドの交換時期 2 週間～１か月に 1 回程度と想定し月 1 回包括の技術料、および装置償還価格として
以下を付与頂くこととして算出した。
・装置償還価格 115,000 円
・C110-4 在宅仙骨神経刺激療法指導管理料 810 点（既存）
又、消耗品である刺激パッドの費用は在宅療法指導管理料に含めることで医療機関からの持ち出しは
無く広く普及させることを目標とする。
原価について人件費を含めた装置開発における費用、量産数量に基づく外部からの見積もりをもとに
算出した。

14

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”
・製造委託会社として伊藤超短波㈱に本研究分担機関として参画頂き、契約に基づき、商品の準備、量
産についての準備を全体計画に従って進めている。
・商品の流通については、大塚製薬工場をはじめとする大塚グループの販売部隊へ開発する商品コンセ
プトを説明済で販売について検討中である。
・海外展開については、大塚グループの販売チャネルを中心に新規開拓も視野に入れ検討中である。
・装置レンタルについて、大塚製薬工場の別商品の医療機器レンタル商流が構築中であり、排尿障害治
療器の刺激装置も同じ商流を使用する予定である。
又、上記で確保できていない場合
2021 年の薬事承認までに既存提携関係のある代理店、薬局等の合意にむけ交渉予定である。
2021 年の薬事承認までに製造委託先（伊藤超短波㈱、他）と最終合意及び取引契約を締結予定である。

2) ビジネス体制

上記、上市後のビジネス体制図について、大塚製薬工場をはじめとする大塚グループの販売の仕組み
に商品を流していくことを基本構想としている。完成する商品構想については、従前より説明している
内容から変更していない。
また、確定していないためビジネス体制図には記載していないが、刺激装置をレンタルする商流につ
いても別途検討中である。

15

上記「大塚グループを活用した販売モデル体制」は、「上市後のビジネス体制」における、大塚テク
ノ（製造販売業者）から国内外の顧客への販売体制を説明する図である。大塚製薬工場をはじめとす
る大塚グループの販売の仕組みに商品を流していくことを基本構想としている。
また、別途当社においても営業体制を構築していくことを検討している。
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(2) 事業化に向けた検討結果
1) 薬事申請
 対面助言準備面談（2019 年 5 月 17 日@PMDA）
探索的治験実施計画書骨子の妥当性、特に試験デザイン及び母趾筋電図測定の位置づけに問題がない
か協議した。検証的試験のデザインが優れたものになるよう有用なデータを多くとる工夫をするように
とご助言頂いた。
 医療機器プロトコル相談

探索的治験（2019 年 7 月 5 日@PMDA）

治験実施計画書及び治験機器概要書等の妥当性ついてご相談し、再検討が必要な内容を提示頂いた。
他、治験届提出に必要な資料についても助言を受け、本面談に基づき、2019 年 7 月 19 日に治験届を提
出した。
 全般相談（2020 年 3 月 12 日@PMDA）
検証的治験に向けたご相談として、サポートツールの薬事的位置づけ、装置プログラムの軽微変更、排
尿日誌の電子化に関し助言を頂いた。装置プログラム変更は信頼性保証部門も同席での再面談を実施す
ることとなった。

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）

他社の保有する知的財産権の調査に関しては、国内について 2017 年 12 月に詳細な先行技術調査（侵
害性調査）を実施した結果、問題となる知財を特定・対策済みである。又、最新にアップデートされた他
社の知財を確認する目的で 2019 年 3 月に追加で詳細な技術調査を実施した。その結果、特に問題とな
る知財出願は確認されなかった。さらに現在、上記対象となる特許については権利失効していることを確
認した。又、現在も国内・海外の簡易的な先行技術調査については社内でも定期的に実施している。
当社保有特許に関しては、国内で昨年度に 5 件の特許出願を実施し、早期審査請求手続きを進めた結
果、その内、基本特許 3 件の国内での権利を成立させた。本年度は、当該特許について外国での権利化
を目的とし、国際出願（PCT 出願）を進め、米国、欧州、中国の主要国に権利を移行させ、米国および
中国において先行して数件の特許が既に権利化された。その他権利も各国特許庁へ審査請求の手続きを
進めている。又、本年度は新たな特許として 4 件の新規国内特許出願を実施した。今後も課題に対して、
解決すべき手段を具体化させ特許出願の検討を進める計画である。


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

上記、特許の権利化に加えて、意匠も昨年度、8 件の出願を実施しており、本年度は最終想定仕様確定
後に新たに 2 件の意匠出願を実施した。当該意匠に関しても国内・海外での権利化を積極的に進めてい
る。商標については製品名を「O-NES」
「オーネス」と定め、国内・米国・中国・欧州主要 5 ヶ国に出願
し、国内に関しては既に商標登録された。又、新たに電極パッド貼付けを補助するサポートツールや操作
画面を保護する画面意匠に関しても本年度は積極的に特許出願、意匠出願を実施した。


模倣品・侵害者が現れたときの対応

調査結果、発見された侵害行為については状況を正確に把握した上で、適切に対処する。
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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

医療機器の QMS を運用しており、当社規定に準じて、リスクマネジメントプロセスを明確化し、開
発フェーズの段階に応じたリスクマネジメントによる PDCA サイクルの運用を実施している。その結果、
現時点で判明しているリスクの明確化とそれに対する対策は講じていると判断している。又、同様に各段
階で社内にて開発 DR（デザインレビュー）を実施し、会社としての承認を得ている。


薬事申請に必要なエビデンス収集

治験開始、薬事申請に関して、PMDA と数回協議を実施した結果を受けて、必要なエビデンスを明確
化し、そのエビデンスについて現在、まず治験（探索的試験）にてデータを収集している。

4) 販売戦略等


販売チャネル、供給（生産、物流）体制

販売チャネルについて、
親会社である大塚製薬、大塚製薬工場の当社担当役員に対して定期的に取締役会等で状況説明を
実施している。又、新たな人材を採用し、当社独自の代理店等との販売チャネルの確保も並行し
進めている。
供給（生産、物流）体制について、
委託製造先である伊藤超短波㈱と都度連携し、事業計画に従って生産準備を遅延なく進めている。
治験（探索的試験）に関する装置の供給では現状問題なく対応できている体制にある。


アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制

アフターサービス体制について、
製品上市後の保守・メンテ等の取り決めを伊藤超短波㈱と検討中である。
使用教育体制について、
事業計画に従い、薬事承認申請前後に体制構築を予定する。
クレーム処理体制について、
製品上市後については策定済みである GVP 体制、SOP にて運用をする計画である。治験に関する
体制については GCP 体制を構築しており、SOP を策定し運用している。


QMS 等の品質保証体制

社内にて QMS に関する体制を明確にし、策定している各規定に則り運用している。


広報・普及計画

関連学会の KOL の先生方と定期的な面談を実施し、製品のコンセプト等について賛同を得ている。
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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）
①治験対応（GCP 省令対応）

左記への対応策
①GCP マニュアル関係、社内体制構築済。社内関
係者への教育を継続する（外部教育含）
。

①出願済み知財の海外主要国における早期権利
化が必要である。

① 複数件の基本特許について日本で早期に権利
化が実現したため、特許審査ハイウェイ（PPH）
を用い、海外主要国で権利化させる。

薬事

知財

技術・
評価

①電極パッドの腰仙部への装着が慣れないと適 ①サポートツールの開発を進め、プロトタイプモ
切に装着できない患者もいることが想定され
デルの制作は完了した。本年度はさらにユーザ
るため、サポートツールの準備が必要である。
ーフレンドリーな改良を施し、早々に臨床ヒア
リングおよびユーザーヒアリングを実施し、最
終仕様を決定させる。
①海外市場対応を模索中である。
（米・欧・中）

その他
事業化
全般

②治験における患者リクルート。

①対象国の調査、現地パートナーの選定を有識者
にも相談し進める。
②被験者を治験施設に集める対策（周辺クリニッ
クへの紹介依頼、ポスター、広報誌に掲載等）
を実行中。
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1.6 2019 年度補助事業の成果概要
(1) 補助事業の事業概要
2019 年度は本機器の臨床評価として臨床試験（治験）を実施する計画である。治験機の製造準備を完了させ治験機の製造を実施する。並行して
PMDA へ提出した治験プロトコルに基づき治験実施施設にて倫理委員会（IRB）を招集、承認頂いた後、各施設との治験に関する契約締結、対象とな
る患者のリクルートを開始、臨床評価を進める計画である。まずは探索的試験（Pilot Study）として少数例で評価を実施し、期待される結果が確
認できた場合に検証的試験（Pivotal Study）へ移行する予定である。
【目標】
・製造管理・品質管理体制を構築した中での治験機の製造を開始する。
・治験に関する手続きを完了後、患者リクルートを開始する。
・少数例の探索的試験において期待される結果を確認し、検証的試験へと移行、目標症例数を集める。

(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
排尿障害治療器 O-NES(仮称)

―

概要

・刺激装置

電気刺激を行う。

・刺激電極（刺激パッド）

体表面から刺激の人体への伝達、及び心電図信号を検出する。

・拇指筋電図測定電極

拇指筋電図を検出することにより、刺激部位の適切性を判断する。

・装着サポートツール

臀部の適切な部位（仙骨 S3 神経直上）に刺激電極を装着できるようサポートする。

(3) 2019 年度の補助事業の成果と今後検討すべき課題
2019 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製品開発・評価

【進捗 90％：○】

7)治験機製造

7)治験機製造

7)治験機製造

（大塚テクノ）

（大塚テクノ）

（大塚テクノ）

探索的試験及び検証的試験で使用する治
験機の準備を完了することを目的とする。

ら伊藤超短波㈱にて製造を開始し、製造管理・品質管理

▶ 引き続き、治験（検証的試験）に向けて、治
験（検証的試験）用治験機に関して、改良の

性能・品質を確認した探索的試験で使用す

上問題が無いこと、検証機器にて仕様に問題が無いこ

為の追加開発、製造方法、手順、費用につい

る治験機の必要出荷数量、納期を確定し、

とを製造販売業者として確認した。また、9 月 4 日に製

て伊藤超短波㈱と協議を行う。

▶

大塚テクノ担当者による立ち合いのもと、8 月 28 日か
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2019 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

伊藤超短波㈱にて治験機を製造させ、製品

造が完了した治験機について、伊藤超短波㈱からの試

治験（探索的試験）の実施期間を延長したこ

仕様を満たすことを確認し、完了とする。

験成績書により問題が無いことを確認し、出荷を承認

とにより、治験（検証的試験）用治験機の準

また、検証的試験で使用する治験機の必要

した。

備時期を調整している。2020 年 6 月までに、

出荷数量、納期を確定し、伊藤超短波㈱に

治験（探索的試験）の実施期間を延長したことにより、

治験（検証的治験）用治験機の製造を完了さ

て治験機を製造させ、製品仕様を満たすこ

治験（検証的試験）用治験機の準備時期を下記のスケジ

せる計画である。

とを確認し、完了とする。

ュールへ変更している。

2019 年 6 月

現在、治験（検証的試験）用治験機に関して、改良の為

探索的試験用治験機準備完了

の追加開発、製造方法、手順、費用について伊藤超短波

2020 年 1 月

㈱と協議を実施している。

検証的試験用治験機準備完了

［変更後スケジュール］
2020 年 6 月
検証的試験用治験機準備完了

（伊藤超短波㈱）

（伊藤超短波㈱）

（伊藤超短波㈱）

大塚テクノが実施する探索的試験及び検

大塚テクノ担当者立ち合いのもと 8 月 28 日から治験機

引き続き、治験（検証的試験）に向けて、治

証的試験で使用する治験機の準備を完了

の製造を開始し、大塚テクノ担当者より、製造管理・品

験（検証的試験）用治験機に関して、改良の

することを目的とする。大塚テクノから性

質管理上問題が無いこと、検証機器にて仕様に問題が

為の追加開発、製造方法、手順、費用につい

能・品質を確認した探索的試験で使用する

無いことの確認を受けた。また、9 月 4 日に治験機の製

て大塚テクノと協議を行う。大塚テクノか

治験機の必要出荷数量、納期についての指

造を完了させ、試験成績書を大塚テクノへ提出した。大

ら製造台数と製造日程についての指示を受

示を受け、製造を行う。製造した治験機を

塚テクノより試験成績書に問題が無いことの確認を受

け次第製造を開始する。

大塚テクノに提供し、製品仕様を満たすこ

け、出荷の承認を受けた。

治験（探索的試験）の実施期間を延長したこ

とを確認した報告を受けて、製造完了とす

治験（探索的試験）の実施期間を延長したことにより、

とにより、治験（検証的試験）用治験機の準

る。また、検証的試験で使用する治験機の

治験（検証的試験）用治験機の準備時期を下記のスケジ

備時期を調整している。2020 年 6 月までに、

必要出荷数量、納期についての指示を受

ュールへ変更している。

治験（検証的治験）用治験機の製造を完了さ

け、治験機を製造する。製造した治験機を

現在、治験（検証的試験）用治験機に関して、追加改良、

せる計画である。

大塚テクノに提供し、製品仕様を満たすこ

製造方法、手順、費用について大塚テクノと協議を実施

とを確認した報告を受けて、製造完了とす

している。

る。

［変更後スケジュール］

2019 年 6 月

2020 年 6 月
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2019 年度実施内容（業務計画書）
探索的試験用治験機製造完了

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

検証的試験用治験機準備完了

2020 年 1 月
検証的試験用治験機製造完了
8)サポートツール開発

8)サポートツール開発

（大塚テクノ）

（大塚テクノ）

（大塚テクノ）

伊藤超短波㈱とともに協議を繰り返しながら、共同開

現在作製しているプロトタイプの臨床評価

製品上市後、在宅での使用を想定し、患者

発品のプロトタイプを完成させた。また、自社でも別タ

を実施し、改良を進めていくとともに、治験

自身が装着することをサポートするツー

イプのサポートツールを開発し、12 月中にプロトタイ

用の製造、量産について協議を進めていく。

ルを提供することを目的とし、大塚テクノ

プを完成させた。2 つのプロトタイプにて、有識者へヒ

にて基本構想立案、実験、検証を行った上

アリングを実施し、より改良を進めていくとともに、来

で、伊藤超短波㈱と共同開発を実施し、プ

年度実施する治験（検証的試験）での使用を目指す。

8)サポートツール開発

ロトタイプを完成させる。
2019 年 12 月
サポートツールプロトタイプ完成
（伊藤超短波㈱）

（伊藤超短波㈱）

（伊藤超短波㈱）

製品上市後、在宅での使用を想定し、患者

大塚テクノと共に試作品による協議を繰り返しなが

現在作製しているプロトタイプの臨床評価

自身が装着することをサポートするツー

ら、サポートツールのプロトタイプを完成させた。作製

を実施し、改良を進めていくとともに、治験

ルを提供することを目的とし、大塚テクノ

したプロトタイプをもって、有識者へのヒアリングを

用の製造、量産について協議を進めていく。

にて基本構想立案、実験、検証を行った上

実施し、改良を進めていくとともに来年度実施する治

で、共同開発を実施し、プロトタイプを完

験（検証的試験）での使用を目指す。

成させる。
2019 年 12 月
サポートツールプロトタイプ完成
9)リスクマネジメント

9)リスクマネジメント

9)リスクマネジメント

（大塚テクノ）

（大塚テクノ）

伊藤超短波㈱により製造中及び製造され

伊藤超短波㈱にて製造中及び製造された治験機にリス

治験（探索的試験）完了後、患者及び医療従

た治験機にリスクがないことを検証し確

クがないことの妥当性を確認後、治験に使用するため、

事者から取得した結果をもとに、治験機に

認することを目的とする。また探索的試

伊藤超短波㈱へ提供した。

リスクがないことの妥当性確認を伊藤超短

験後の治験機にリスクがないことを検証

また、治験（探索的試験）の実施期間を延長したことに

波㈱とともに実施する。

（大塚テクノ）
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2019 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

し確認する。リスクが発見された場合、ハ

より、探索的試験後のリスクコントロール報告書作成、

2020 年 4 月に探索的試験後のリスクコント

ザードの推定を行い、そのリスクが受容

伊藤超短波㈱へ提出について下記スケジュールに変更

ロール報告書を作成し、伊藤超短波㈱へ提

可能かを評価し、特定したリスクに対し

している。

出する。

て受容可能となるように処置を行う。処

［変更後スケジュール］

置に対して、リスクコントロール報告書

2020 年 4 月

を作成し、伊藤超短波㈱との共有を行う。

探索的試験後のリスクコントロール報告書作成

2019 年 6 月
治験機製造後のリスクコントロール報告
書作成
2020 年 1 月
探索的試験後のリスクコントロール報告
書作成
（伊藤超短波㈱）

（伊藤超短波㈱）

大塚テクノにより、伊藤超短波㈱にて製

大塚テクノからの依頼を受け、製造中及び製造された

治験（探索的試験）完了後、患者、医療従事

造中及び製造された治験機にリスクがな

治験機にリスクがないことの妥当性を確認した。治験

者から取得した結果をもとに、治験機にリ

いことを

検証し確認することを目的と

（探索的試験）完了後、患者、医療従事者から取得した

スクがないことの妥当性確認を大塚テクノ

する。また探索的試験後の治験機にリス

結果をもとに、治験機にリスクがないことの妥当性確

とともに実施する。

クがないことを検証し確認する。リスク

認を大塚テクノとともに実施する。

2020 年 4 月に探索的試験後のリスクコント

が発見された場合、ハザードの推定を行

また、治験（探索的試験）の実施期間を延長したことに

ロール報告書を大塚テクノより取得する。

い、そのリスクが受容可能かを評価し、特

より、大塚テクノからの探索的試験後のリスクコント

定したリスクに対して受容可能となるよ

ロール報告書の取得について下記スケジュールに変更

うに処置を行う。処置について、大塚テク

している。

ノにて作成されたリスクコントロール報

［変更後スケジュール］

告書を取得する。

2020 年 4 月

2019 年 6 月

探索的試験後のリスクコントロール報告書を取得

（伊藤超短波㈱）

治験機製造後のリスクコントロール報告
書を取得
2020 年 1 月
探索的試験後のリスクコントロール報告
書を取得
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2019 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）

②臨床研究

【進捗 80％：○】

1)治験届提出（探索的試験）

1)治験届提出（探索的試験）

（大塚テクノ）

（大塚テクノ）

2019 年 8 月から治験（探索的試験）を開

7 月 19 日に提出した治験届について、30 日調査におけ

始することを目的とし、PMDA に必要な手

る照会事項対応後、順天堂大学医学部附属順天堂医院

続きを行う。

への治験審査依頼を実施した。

泉中央病院及び賛同頂いている KOL、CRO

また、順天堂大学、泉中央病院、あすかホームケアクリ

と治験計画の協議を実施し、治験プロト

ニックへ、確定した治験プロトコルについて報告、提出

コルを確定させる。その後、確定した治験

した治験届についての情報を共有し、治験情報サイト

プロトコルに従い治験計画届書に必要事

（UMIN）に登録手続きを実施した。

今後検討・実施すべき事項

項を記載し PMDA に提出する。
2019 年 4 月
治験プロトコル確定
2019 年 5 月
治験届提出
（順天堂大学）

▶

（順天堂大学）

2019 年 8 月から治験（探索的試験）を開

大塚テクノより、治験プロトコルの確定及び治験届の

始することを目的とし、助言を行うこと

30 日調査について問題が無かった旨の報告を受けた。

で、治験プロトコルの確定、治験計画届書

現在、治験実施機関として、治験の運用についての助言

を完成させる。

及び、治験（探索的試験）を治験（検証的試験）の計画

2019 年 4 月

へつなげるための助言を実施している。

治験プロトコル確定

（泉中央病院）

（泉中央病院）

大塚テクノより、治験プロトコルの確定及び治験届の

2019 年 8 月から治験（探索的試験）を開

30 日調査について問題が無かった旨の報告を受けた。

始することを目的とし、医学専門家とし

現在、医学専門家として、治験の運用についての助言及

て大塚テクノと契約を交わし、助言を行

び、治験（探索的試験）を治験（検証的試験）の計画へ

うことで、治験プロトコルの確定、治験計

つなげるための助言を実施している。

▶

画届書を完成させる。
2019 年 4 月

（あすかホームケアクリニック）

治験プロトコル確定

大塚テクノより、治験プロトコルの確定及び治験届の
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2019 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）

（あすかホームケアクリニック）

30 日調査について問題が無かった旨の報告を受けた。

2019 年 8 月から治験（探索的試験）を開

現在、医学アドバイザーとして、治験の運用についての

始することを目的とし、医学アドバイザ

助言及び、治験（探索的試験）を治験（検証的試験）の

ーとして大塚テクノと契約を交わし、助

の計画へつなげるための助言を実施している。

今後検討・実施すべき事項

言を行うことで、治験プロトコルの確定、
治験計画届書を完成させる。
2019 年 4 月
治験プロトコル確定
2)IRB 申請（探索的試験）

2)IRB 申請（探索的試験）

（大塚テクノ）

（大塚テクノ）

2019 年 8 月から治験（探索的試験）を開

9 月 5 日に順天堂大学医学部附属順天堂医院 IRB 事務

始することを目的とし、順天堂大学臨床

局へ治験申請書類一式の提出を完了した。9 月 24 日に

研究・治験センターにて治験申請書の内

開催された IRB にて治験計画及び治験実施内容の承認

容を協議の上、順天堂大学 IRB へ治験申

を受け、審査結果通知書を受領した。

請書を提出する。IRB 承認次第、通知書を

順天堂大学との治験契約を締結完了し、治験準備が完

受け取り、順天堂大学との治験契約を締

了した。

結する。
2019 年 6 月
治験申請書提出
2019 年 7 月
審査結果通知書受領、契約締結
（順天堂大学）

（順天堂大学）

2019 年 8 月から治験（探索的試験）を開

大塚テクノより、9 月 5 日に治験申請書類を受領した。

始することを目的とし、臨床研究・治験セ

9 月 24 日に開催された IRB にて審議を行った結果問題

ンターにて大塚テクノから依頼された治

は無く、治験計画及び治験実施内容を承認し、審査結果

験の申請書類を確認、協議する。大塚テク

通知書を交付した。

ノより受領した治験申請書について、IRB

大塚テクノとの治験契約を締結完了し、治験準備が完

で審査し、審査結果通知書にて結果を報

了した。

告する。審査承認後、大塚テクノとの治験
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2019 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

契約を締結する。
2019 年 6 月
治験申請書受領
2019 年 7 月
審査結果通知書発行、契約締結
3)治験（探索的試験）

3)治験（探索的試験）

3)治験（探索的試験）

（大塚テクノ）

（大塚テクノ）

（大塚テクノ）

順天堂大学医学部附属順天堂医院にて探

IRB にて承認された治験プロトコルにて、治験責任医

治験（探索的試験）期間を延長したことにつ

索的試験を通じて、検証的試験に移行す

師、分担医師、順天堂大学の臨床研究・治験センターの

いて関連する医師、スタッフに対して情報

るために必要なデータを取得することを

スタッフに対して情報を共有しキックオフミーティン

共有を行い、なるべく早期に治験（探索的試

目的とする。治療効果の確認を主眼とし

グを開催した。また、患者リクルートに関する協議や、

験）が完了できるように、分担医師の増員、

て、少数の患者を対象とし治験機の安全

治験実施内容についてのトレーニングを実施した。

分担医師の外勤先・順天堂大学関連施設・順

性・有効性の初期評価及び Sham 刺激条件

また、計画については、既に PMDA との協議が長期化し

天堂大学 OB・周辺クリニックへの周知等の

の適切性を確認する。試験終了後、PMDA へ

たことにより、治験（探索的試験）の終了届提出を 2019

患者リクルート対策を継続して実施する。

治験終了届を提出する。

年 12 月から 2020 年 2 月へ変更をしていたが、この度、

また、患者リクルート状況や治験実施状況

2019 年 8 月

治験立ち上がり時の患者リクルートに時間を要し、治

については治験委託会社との情報交換を積

治験（探索的試験）開始

験（探索的試験）の実施期間を延長したことにより、さ

極的に実施していく。

2019 年 12 月

らに下記スケジュールへ変更している。ただし、11 月

また、治験（探索的試験）の完了次第、その

治験終了届提出

以降、分担医師の増員、分担医師の外勤先・順天堂大学

後のスケジュールの前倒しを図る計画であ

関連施設・順天堂大学 OB・周辺クリニックへの周知に

る。

より紹介される候補患者数は急増しており治験（探索
的試験）の実施状況については、3 月末時点で 32 名の
被験者を登録し、23 名が治験完了となっている。
［変更後スケジュール］
2020 年 4 月
治験終了届提出
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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

（順天堂大学）

（順天堂大学）

（順天堂大学）

順天堂大学医学部附属順天堂医院にて探

IRB にて承認された治験プロトコルについて、大塚テク

治験（探索的試験）期間を延長したことにつ

索的試験を通じて、検証的試験に移行す

ノと治験開始のキックオフミーティングを実施した。

いて関連する医師、スタッフにて情報共有

るために必要なデータを取得することを

また、患者リクルートの対策についての協議の実施や、

を行い、なるべく早期に治験（探索的試験）

目的とする。治療効果の確認を主眼とし

スタッフに対する治験トレーニングを受けた。

が完了できるように、分担医師の増員、分担

て、少数の患者を対象とし治験機の安全

また、計画については、既に PMDA との協議が長期化し

医師の外勤先・順天堂大学関連施設・順天堂

性・有効性の初期評価及び Sham 刺激条件

たことにより、治験（探索的試験）の終了届提出を 2019

大学 OB・周辺クリニックへの周知等の患者

の適切性を確認する。探索的試験終了後、

年 12 月から 2020 年 2 月へ変更をしていたが、この度、

リクルート対策を継続して実施する。

IRB へ治験終了報告書を提出する。

治験立ち上がり時の患者リクルートに時間を要し、治

また、患者リクルート状況や治験実施状況

2019 年 8 月

験（探索的試験）の実施期間を延長したことにより、さ

については大塚テクノや治験委託会社との

治験（探索的試験）開始

らに下記スケジュールへ変更している。

情報交換を実施していく。

2019 年 12 月

ただし、患者のリクルート、被験者登録については、

また、治験（探索的試験）の完了次第、その

治験終了報告書提出

10 月 21 日に泌尿器科ホームページにて被験者募集に

後のスケジュールの前倒しを図る計画であ

関するお知らせ（https://juntendo-

る。

urology.jp/2019/10/21/kakatsudoboko_chiken/）
の掲示や、院内へ被験者募集ポスターの掲示を実施に
加え、年末にかけて分担医師の増員、分担医師の外勤
先・順天堂大学関連施設・順天堂大学 OB・周辺クリニ
ックへの周知により、紹介される候補患者数が急増し
ており治験（探索的試験）の実施状況については、3 月
末時点で 32 名の被験者を登録し、23 名が治験完了、と
なっている。
［変更後スケジュール］
2020 年 4 月
治験終了報告書提出

27

2019 年度実施内容（業務計画書）
4)治験届提出（検証的試験）

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

4)治験届提出（検証的試験）

4)治験届提出（検証的試験）

（大塚テクノ）

（大塚テクノ）

（大塚テクノ）

2020 年 4 月から治験（検証的試験）を開

治験（検証的試験）を想定した治験（探索的試験）のデ

治験協力施設を増やすことや、治験（検証的

始することを目的とし、PMDA に必要な手

ザインを立案し、PMDA とのプロトコル本面談及び治験

試験）の実施計画の再考により、スケジュー

続きを行う。

届照会事項に関する協議を経て合意を得ることができ

ルの前倒しを図っていく。また、順天堂大

泉中央病院及び賛同頂いている KOL、CRO

た。

学、泉中央病院、あすかホームケアクリニッ

と治験計画の協議を実施し、PMDA の対面

また、計画については PMDA との協議が長期化したこと

クからの助言をもとに、治験（探索的試験）

助言を経て、治験プロトコルを確定させ

により、治験プロトコルの確定を 2019 年 12 月から 2020

の結果を踏まえて、治験（検証的試験）の実

る。その後、確定した治験プロトコルに従

年 2 月へ変更し、治験届提出の計画を、2020 年 1 月か

施へつなげていく。

い治験計画届書に必要事項を記載し PMDA

ら 2020 年 3 月へ変更していたが、この度、治験（探索

に提出する。

的試験）の実施期間を延長したことにより、さらに下記

2019 年 12 月

スケジュールへ変更している。

治験プロトコル確定

［変更後スケジュール］

2020 年 1 月

2020 年 5 月

治験届提出

治験プロトコル確定
2020 年 6 月
治験届提出

（順天堂大学）

（順天堂大学）

（順天堂大学）

2020 年 4 月から治験（検証的試験）を開

治験（検証的試験）を想定した治験（探索的試験）のの

治験（探索的試験）の結果および実績を関連

始することを目的とし、助言を行うこと

デザインを立案し、PMDA との本面談にて合意、治験届

施設に展開しつつ、スケジュールの前倒し

で、治験プロトコルの確定、治験計画届書

が受理されたとの報告を大塚テクノより受けた。治験

が可能となるような治験（検証的試験）の計

を完成させる。

実施機関として、治験（探索的試験）の結果を踏まえ

画へつなげていく。

2019 年 12 月

て、治験（検証的試験）の計画へつなげていく。

治験プロトコル確定

また、計画については PMDA との協議が長期化したこと
により、治験プロトコルの確定を 2019 年 12 月から 2020
年 2 月へ変更していたが、この度、治験（探索的試験）
の実施期間を延長したことにより、さらに下記スケジ
ュールへ変更している。
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2019 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

［変更後スケジュール］
2020 年 5 月
治験プロトコル確定
（泉中央病院）
（泉中央病院）

治験（検証的試験）を想定した治験（探索的試験）のデ

（泉中央病院）

2020 年 4 月から治験（検証的試験）を開

ザインを立案し、PMDA との本面談にて合意、治験届が

医学専門家として、引き続き治験（探索的試

始することを目的とし、医学専門家とし

受理されたとの報告を大塚テクノより受けた。

験）、治験（検証的試験）の計画に関する助

て大塚テクノと契約を交わし、助言を行

また、計画については PMDA との協議が長期化したこと

言を実施する。

うことで、治験プロトコルの確定、治験計

により、治験プロトコルの確定を 2019 年 12 月から 2020

画届書を完成させる。

年 2 月へ変更していたが、この度、治験（探索的試験）

2019 年 12 月

の実施期間を延長したことにより、さらに下記スケジ

治験プロトコル確定

ュールへ変更している。
［変更後スケジュール］
2020 年 5 月
治験プロトコル確定

(あすかホームケアクリニック)

（あすかホームケアクリニック）

（あすかホームケアクリニック）

2020 年 4 月から治験（検証的試験）を開

治験（検証的試験）を想定した治験（探索的試験）のの

医学アドバイザーとして、引き続き治験（探

始することを目的とし、医学アドバイザ

デザインを立案し、PMDA との本面談にて合意、治験届

索的試験）、治験（検証的試験）の計画に関

ーとして大塚テクノと契約を交わし、助

が受理されたとの報告を大塚テクノより受けた。

する助言を実施する。

言を行うことで、治験プロトコルの確定、

また、計画については PMDA との協議が長期化したこと

治験計画届書を完成させる。

により、治験プロトコルの確定を 2019 年 12 月から 2020

2019 年 12 月

年 2 月へ変更していたが、この度、治験（探索的試験）

治験プロトコル確定

の実施期間を延長したことにより、さらに下記スケジ
ュールへ変更している。
［変更後スケジュール］
2020 年 5 月
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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

治験プロトコル確定
5)IRB 申請（検証的試験）

5)IRB 申請（検証的試験）

（大塚テクノ）

（大塚テクノ）

5)IRB 申請（検証的試験）

2020 年 4 月から治験（検証的試験）を開

各施設の治験責任医師候補、分担医師候補を選定頂い

（大塚テクノ）

始することを目的とし、順天堂大学の各

た。今後、各関連施設附属の治験事務局と治験実施に向

選定頂いた各施設の治験責任医師候補、分

関連施設附属の臨床研究・治験センター

けた協議を開始する。

担医師候補と治験（探索的試験）に関する情

にて治験申請書の内容を協議の上、順天

また、計画については PMDA との協議が長期化したこと

報を共有する。又、各関連施設附属の治験事

堂大学 IRB へ治験申請書を提出する。IRB

により、治験申請書提出の計画を 2020 年 2 月から 2020

務局と治験実施に向けた協議を開始する。

承認次第、通知書を受け取り、順天堂大学

年 4 月に変更し、審査結果通知書受領、契約締結の計

治験協力施設を増やすことや、治験（検証的

との治験契約を締結する。

画を 2020 年 3 月から 2020 年 5 月に変更していたが、

試験）の実施計画の再考により、スケジュー

2020 年 2 月

この度、治験（探索的試験）の期間を延長したことによ

ルの前倒しを図っていく。

治験申請書提出

り、さらに下記スケジュールへ変更している。

2020 年 3 月

［変更後スケジュール］

審査結果通知書受領、契約締結

2020 年 7 月
治験申請書提出
2020 年 8 月
審査結果通知書受領、契約締結

（順天堂大学）

（順天堂大学）

（順天堂大学）

2020 年 4 月から治験（検証的試験）を開

各施設の治験責任医師候補、分担医師候補を選定した。

各施設の治験責任医師候補、分担医師候補

始することを目的とし、各関連施設附属

大塚テクノと協議を開始する。

を選定したため、今後、大塚テクノと協議を

の臨床研究・治験センターにて大塚テク

また、計画については PMDA との協議が長期化したこと

開始する予定である。

ノから依頼された治験の申請書類を確

により、治験申請書受領の計画を 2020 年 2 月から 2020

認、協議する。大塚テクノより受領した治

年 4 月に変更し、審査結果通知書発行、契約締結の計

験申請書について、IRB で審査し、審査結

画を 2020 年 3 月から 2020 年 5 月に変更していたが、

果通知書にて結果を報告する。審査承認

この度、治験（探索的試験）の期間を延長したことによ

後、各関連施設にて大塚テクノとの治験

り、さらに下記スケジュールへ変更している。

契約を締結する。

［変更後スケジュール］
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2019 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）

2020 年 2 月

2020 年 7 月

治験申請書受領

治験申請書受領

2020 年 3 月

2020 年 8 月

審査結果通知書発行、契約締結

審査結果通知書発行、契約締結

今後検討・実施すべき事項

③薬事戦略

【進捗 80％：○】

4)薬事相談（PMDA：対面助言）

4)薬事相談（PMDA：対面助言）

4)薬事相談（PMDA：対面助言）

（大塚テクノ）

（大塚テクノ）

（大塚テクノ）

探索的試験・検証的試験の治験プロトコ

7 月 5 日に実施した PMDA との本面談により、治験（探

治験（探索的試験）の終了を待たずに、途中

ルの確定及び、治験機器概要書の確定を

索的試験）実施の妥当性が認められ治験届を提出する

段階で判断できるデータをもとに PMDA との

目的とし、PMDA との対面助言面談を実施

ことになり、7 月 19 日に面談時の指摘事項を反映させ

治験（検証的試験）に関する協議を開始す

し、治験プロトコルを確定する。

た治験届および関連資料を提出した。

る。また、治験（探索的試験）の結果を順天

2019 年 4 月

7 月 25 日に PMDA からの照会事項の通知を受領し、回

堂大学、泉中央病院、あすかホームケアクリ

治験（探索的試験）プロトコル確定

答書を提出した後、8 月 1 日に PMDA より回答案を受け

ニックと早期に分析・協議し、治験（検証的

2019 年 12 月
治験（検証的試験）プロトコル確定

▶

入れるとの回答があり、治験（探索的試験）の治験計画
が確定した。

▶

試験）の計画へつなげていく。

また、治験（検証的試験）に関して、PMDA との協議が
長期化したことにより、治験（検証的試験）プロトコル
の確定を 2019 年 12 月から 2020 年 2 月へ変更していた
が、この度、治験（探索的試験）の期間を延長したこと
により、さらに下記スケジュールへ変更している。
［変更後スケジュール］
2020 年 5 月
治験（検証的試験）プロトコル確定
④知財戦略

【進捗 70％：○】

2)出願準備・出願

2)出願準備・出願

2)出願準備・出願

（大塚テクノ）

（大塚テクノ）

国内権利成立済の数件の基本特許に関

国内権利成立済の 3 件の基本特許に関し、海外での早

各国特許審査請求後の拒絶理由通知（OA）を

し、特許審査パスウェイ(PPH)を利用し、

期権利化に向けて、特許審査パスウェイ(PPH)を利用

受領。各通知に基づき意見書・補正書を提出

（大塚テクノ）

▶
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2019 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

外国（欧米中）での特許を成立させる。国

し、外国（欧米中）への移行手続き、審査請求を実施し

し、対応を進め、早期に権利を成立させる。

内外での知財を保護する目的で製品の変

た。米国・中国については当局より拒絶理由通知（OA）

又、新たな技術的改良要素について知財の

更/改良点が確認された際には、新規性・

を受領し、順次対応を進めた結果、米国、中国で先行し

国内出願を積極的に実施する。

進歩性有と判断した場合、追加出願を実

て数件の特許査定通知を得た。

施する。

その他、複数の意匠、商標も出願・登録を実施した。

2020 年 3 月

また、新たな特許について以下 2 件出願を完了し、現

基本特許の外国（欧米中）での特許成立

在開発中のサポートツールについても、1 件の特許出願
を実施した。
（出願日：2019 年 8 月 30 日 特願 2019-158517）
（出願日：2019 年 9 月 24 日 特願 2019-173597）
（出願日：2019 年 12 月 27 日 特願 2019-238034）

4)知財交渉・契約

4)知財交渉・契約

4)知財交渉・契約

本製品の海外での規制対応、販路構築を

海外パートナーとのライセンス交渉を実施した。中国

欧州・米国・中国について海外パートナー選

目的とし、現地パートナーを選定する。海

は先行して具体的な開発パートナーと MOU（覚書）締結

定のための調査を進める。

外については積極的なライセンス交渉を

に向け協議を実施したが、契約締結に至らず、現在新た

実施する。

な候補先を選定している。

2020 年 3 月
現地パートナーの選定
⑥販売戦略

【進捗 60％：○】

2)体制構築・チャネルの確保

2)体制構築・チャネルの確保

2)体制構築・チャネルの確保

（大塚テクノ）

（大塚テクノ）

（大塚テクノ）

本製品の販売チャネル確保を目的とす

親会社である大塚製薬、大塚製薬工場の営業部隊およ

継続して、販売戦略の検討を行う。

る。上市後、速やかな市場への投入を図る

び両社より弊社へ取締役として派遣されている役員に

ために、親会社である大塚製薬、大塚製薬
工場の営業部隊および両社より弊社へ取

▶

対し、チャネル確保等、協議を実施し、現在も協議を継
続中である。

締役として派遣されている役員に対し、

又、社内で営業要員を増員し、販売体制を並行して検討

引き続きチャネル確保等、協議を実施す

中である。

▶

る。
2020 年 3 月
チャネル確保
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(4) 2019 年度の到達点（総括）
医療機器の開発・製造については、伊藤超短波㈱との協議のもと、計画通りに仕様確定、各種安全性試験にも適合していることを確認し、治験（探
索的試験）用の治験機の製造を完了することができた。開発した医療機器については、適宜特許・意匠の出願、国外への権利移行も完了させている。
また、治験の実施については、PMDA との治験プロトコル確定に向けた協議が長期化したことにより、治験に関連する計画及び国内薬事申請時期の遅
れが出たが、治験届提出、IRB 申請等治験開始に関する対応を可能な限り早い日程にて完了させ、今年度中に、治験（探索的試験）を開始することが
できた。しかし、治験立ち上がり時の患者リクルートに時間を要したため、治験実施期間を延長し、以降の治験（検証的試験）の計画についても遅れ
が出ている。今後、治験（探索的試験）の早期完了及び、来年度実施する治験（検証的試験）の期間を計画よりも短縮可能なプロトコルを検討し、補
助事業期間中での医療機器製造販売業承認申請に向けて事業化を促進させていく。
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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

市場

基本
戦略

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。
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）。
対象となる患者が明確になっていますか。
対象となる疾病・診療科等が明確になっていますか。
当該製品の業界特性は把握できていますか。
市場規模（導入・普及台数）は明確になっていますか。
SWOT分析は十分に行っていますか。
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。
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。

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。
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。
コア技術の開発戦略は明確になっていますか。
どのような効果があるか明確になっていますか。
開発
既存手段に比べた違いが明確になっていますか。
戦略
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。
既存手段に比べた違いが明確になっていますか。
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。、
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）。
ビジネスモデルに対応した業許可を持っていますか。
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。
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。
臨床試験の必要性の有無が明確になっていますか。
薬事
PMDAとの調整が進んでいますか。
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。
製品の利用方法が明確になっていますか。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
知的
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。
財産
必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。
意匠等の他の産業財産権について検討していますか。
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。
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。
販売チャネルは明確になっていますか。
当該製品の供給（生産、物流）体制は明確になっていますか。
販売・
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。
物流
QMS等の品質保証体制が明確になっていますか。
広報・普及計画は明確になっていますか。
想定価格は顧客が感じる価値に見合ったものですか。
事業 製造原価（あるいは提供コスト）は明確になっていますか。
収支 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。
十分な収益性が得られることが明確になっていますか。
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。
その他 海外に対する戦略は明確になっていますか。
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
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
△一部
○十分
○十分
○十分
○十分
△一部
△一部
○十分
△一部
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
該当せず
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
△一部
○十分
△一部
△一部
△一部
○十分
○十分
△一部
○十分
○十分
△一部
○十分
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(2) 2019 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
PMDA との治験（探索的治験）のプロトコル協議、及びプロトコル確定に必要以上の時間を要した。
伴って、治験（探索的治験）開始が年末年始に重なり、被験者エントリーの停滞を招き、治験実施期間を
延長することとなった。治験（探索的治験）の期間短縮、リカバリーを図る為、スムーズな患者リクルー
トの為の活動を事前に実施し、計画内で被験者エントリーを完遂する計画を組むべきであった。
治験（探索的治験）の遅れより治験（検証的治験）を計画通り完了させることが非常に厳しくなってい
る状況ではあるが、治験（探索的治験）での経験を活かし、治験（検証的治験）は治験期間を短縮する対
策として、事前に患者リクルート活動、施設数を増やす活動を行う予定である。

2) 事業の進め方
PMDA との治験（探索的治験）のプロトコル協議、及びプロトコル確定に必要以上の時間を要した。
伴って、治験（探索的治験）の治験期間を短縮する必要が出てきた。治験行為に携わる分担医師の増員は
行ったが、治験開始後すぐに増員対応すべきであったと考えている。

3) その他
昨年度、医療機器新規参入であるため、医療機器 QMS 省令に対応する設計関連文書の抜けが確認され
ていた。そのため、今年度は専任の組織を設け、規制対応の強化を行った。また、ISO13485：2016 への
適用準備、認証取得準備も実施しており、海外展開へ向けて準備を進めている。
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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
対象とする
課題・ニーズ
機器スペック・
ビジネスモデル
事業化体制
事業化計画
（開発･薬事・上
市スケジュー
ル）

変更前

変更後

変更理由

特になし

特になし

特になし

特になし

特になし

特になし

特になし

特になし

特になし

2019 年 12 月⇒2020 年 2 月（変更済）
探索的治験終了報告書

2020 年 4 月
探索的治験終了報告書

2020 年 12 月⇒2020 年 2 月（変更済）
検証的治験治験プロトコル確定
2020 年 1 月⇒2020 年 3 月（変更済）
検証的治験治験届提出

2020 年 5 月
検証的治験治験プロトコル確定
2020 年 6 月
検証的治験治験届提出

2020 年 2 月⇒2020 年 4 月（変更済）
検証的治験 IRB 治験申請
2020 年 5 月
検証的治験開始

2020 年 7 月

・治験（探索的試験）の PMDA との治験プロ
トコル相談の長期化による計画遅延が発
生したため。
・治験（探索的試験）立ち上がり時の患者リ
クルートに時間を要したため。又、年末年
始に治験期間が重なり、患者募集が一次停
滞したため。
・薬事承認申請時期は治験（検証的試験）実

検証的治験 IRB 治験申請
2020 年 9 月
検証的治験開始
2021 年 3 月
国内薬事承認申請

施における対応でリカバリーを図る。

(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
薬事

指摘事項

・臨床的に有効性と安全性の証明が必要である。

対応
・2020 年度早々に治験（探索的試験）を完了させ、有効性・安全性
の確認を行う。また、当該結果を分析・検証し、次の治験（検証的
治験）に向けた治験計画の立案、PMDA 相談を行い、早期に計画
を確定させる。

知財

・包装・表示については製品化の目途が立った段階で最終的な製品
・包装・表示に関する商標・意匠の出願・権利化（特に海外）を行う

出荷形態を確定させ速やかに権利出願を行う。製品については基

こと。

本特許、周辺特許、意匠（画面意匠含む）をはじめ海外へ複数件の
出願を実施している。
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領域
技術・評価
その他事業
化全般

指摘事項
・サポートツールのユーザーフレンドリーな仕様を検討すること。
・特になし

対応
・ユーザーフレンドリーな仕様を考案し試作を実施し、臨床評価を
実施、ブラッシュアップを進める。
―

(5) 継続条件への対応状況
継続条件

対応状況

なし
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1.8 令和 2 年度以降の実施内容に関する計画（案）
(1) 令和 2 年度の事業概要
2020 年度は排尿障害治療器の治験による有効性・安全性の確立、製造販売承認申請の完了を目的とし事業を進めていく。現在実施中の治験（探索
的試験）の結果をもとに、2020 年 6 月に治験（検証的試験）の治験届を提出する計画である。治験（探索的試験）の期間延長を取り戻すべく、治験
（検証的試験）を当初の計画よりも短縮が可能な実施体制、保険戦略も見据えた治験デザイン、プロトコルの策定を目指す。治験（検証的試験）の計
画通りの実施、完了後速やかな終了届の当局への提出ができるように、分担機関と連携を取りながら事業を進めていき、2021 年 3 月末までの医療機
器製造販売承認申請完了を目指す。

(2) 令和 2 年度補助事業の実施内容
項目名
(1)製品開発・評価⑦治験機開発

実施主体
大塚テクノ
伊藤超短波㈱

具体的な内容
大塚テクノ：治験（検証的試験）で使用する治験機の必要出荷数量、納期を確定し、
伊藤超短波㈱にて治験機を製造させる。治験（探索的治験）で収集した
治験機の課題に対し、追加開発を実施し、治験（検証的治験）用の新た
な治験機を伊藤超短波㈱にて製造する。新規製造した治験機が、製品仕
様を満たすことを確認し、完了とする。
伊藤超短波㈱：治験（検証的試験）で使用する治験機の出荷数量、納期について大塚
テクノより指示を受け、治験機を製造する。治験（探索的治験）で収
集した治験機の課題に対し、追加開発を実施し、治験（検証的治験）
用の新たな治験機を製造する。新規製造した治験機が、製品仕様を満
たすことを大塚テクノに確認してもらい、完了とする。

(1)製品開発・評価⑨リスクマネジメ
ント

大塚テクノ
伊藤超短波㈱

大塚テクノ：本製品に関する各段階でのインプット情報に基づき適宜リスクマネジ
メントを実施し、伊藤超短波㈱へ情報をアウトプットする。必要があれ
ば共同で機器に反映させる。
伊藤超短波㈱：大塚テクノからのインプット情報に基づき適宜リスクマネジメント
を実施し、必要があれば共同で機器に反映させる。

(2)臨床研究④治験届提出（検証的試
験）

大塚テクノ
順天堂大学
泉中央病院
あすかホームケアクリニッ
ク

大塚テクノ：2020 年 9 月から治験（検証的試験）を開始することを目的とし、PMDA
に必要な手続きを行う。又、治験を計画通りに完了させるため、追加の
治験協力施設選定を進める。泉中央病院及び賛同頂いている KOL、CRO
と治験計画の協議を実施し、PMDA の対面助言を経て、治験プロトコル
を確定させる。その後、確定した治験プロトコルに従い治験届に必要事
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項目名

実施主体

具体的な内容
項を記載し PMDA に提出する。
順天堂大学：2020 年 9 月から治験（検証的試験）を開始することを目的とし、助言
を行うことで、治験プロトコルの確定、治験届を完成させる。
泉中央病院：2020 年 9 月から治験（検証的試験）を開始することを目的とし、医学
専門家として大塚テクノと契約を交わし、助言を行うことで、治験プロ
トコルの確定、治験届を完成させる。
あすかホームケアクリニック：2020 年 9 月から治験（検証的試験）を開始すること
を目的とし、医学アドバイザーとして大塚テクノと
契約を交わし、助言を行うことで、治験プロトコルの
確定、治験届を完成させる。

(2)臨床研究⑤IRB 申請
（検証的試験） 大塚テクノ
順天堂大学

大塚テクノ：順天堂大学臨床研究・治験センターにて申請書、契約書の内容を協議の
上、順天堂大学 IRB へ治験申請書を提出する。審査結果に問題が無か
った場合、IRB より通知書、契約書を受け取り、これを成果物とする。
順天堂大学：臨床研究・治験センターにて大塚テクノから依頼された治験の申請書
類、契約書を確認、協議する。大塚テクノより治験申請書が提出された
場合、IRB にてこれを審査し、通知書、契約書にて審査結果を報告す
る。

(2)臨床研究⑥治験（検証的試験）

大塚テクノ
順天堂大学

大塚テクノ：順天堂大学の 5 施設（順天堂医院、練馬病院、浦安病院、静岡病院、東
京江東高齢者医療センター）及び選定した追加施設にて治験（検証的試
験）を実施する。治験完了後、速やかに治験終了届を当局に提出し、得
られたデータをもとに製造販売承認申請につなげる。
順天堂大学：附属病院 5 施設（順天堂医院、練馬病院、浦安病院、静岡病院、東京江
東高齢者医療センター）にて治験（検証的試験）を実施する。

(3)薬事戦略⑤医療機器製造販売業承
認申請
(4)知財戦略②出願準備・出願

大塚テクノ

製造販売承認申請書およびその添付資料を作成し、当局へ提出する。

大塚テクノ

国内外での知財を保護する目的で製品の変更/改良点が確認された際には、新規性・
進歩性有と判断した場合、追加出願を実施する。（基本特許は数件出願済）

(4)知財戦略④知財交渉・契約

大塚テクノ

海外については積極的なライセンス交渉を実施する。

(5)販売戦略②体制構築・チャネルの
確保

大塚テクノ

上市後、速やかな市場への投入を図るために、親会社である大塚製薬、大塚製薬工場
の営業部隊および両社より弊社へ取締役として派遣されている役員に対し、引き続
きチャネル確保等、協議を実施する。又、排尿機能に関する KOL の先生方に進捗報告
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項目名

(5)販売戦略③販売計画作成

実施主体

大塚テクノ

具体的な内容
を適時実施する。治験（検証的試験）終了の段階で具体的な販売体制の構築・チャネ
ルの確保に関する準備に着手する。
決定した販売体制・販売チャネルをもとに、排尿障害治療器の製造販売承認後の販売
計画を作成する。販売業者やサポートセンター等の選定・設置についても併せて検討
を行う。
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1.9 事業に関する連絡窓口
大塚テクノ株式会社
〒771-0360 徳島県鳴門市瀬戸町明神字板屋島 120 番 1
電話: 088-683-7111 / FAX: 088-683-7113 / E-mail: Masuda.Tetsuya＠otsuka.jp
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