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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ているが、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：2022 年 4 月（変更前：2021 年 3 月） 

・国内上市：2022 年 9 月（変更前：2022 年 2 月） 

・海外薬事申請：2022 年 12 月（米国）（変更前：2022 年 4 月） 

・海外上市：2023 年 10 月（米国）（変更前：2023 年 2 月） 

 

（変更理由）  

 以下の理由により、計画を変更している。 

・新型コロナウイルス感染症の影響により治験（探索的試験）の患者リクルートを一時中断したため。 

・患者リクルート再開後も新型コロナウイルス感染症の影響を懸念し来院を控える患者が多く、症例
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確保が困難な状況が続いているため。 

※スケジュールの変更だけであれば、計画変更申請書の提出は必要なしとの旨確認済み（2020 年 10 月

13 日 AMED 医工連携イノベーション推進事業担当様よりメール受領） 

 

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 順天堂大学） 

共同体： ①学校法人順天堂 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 

機器等の種類 医療機器 クラス分類 
クラスⅡ（予定） 

※PMDA と協議中 

製品名 
排尿障害治療器O-NES 

（予定） 
分類名称（一般的名称） 未確定※PMDAと協議中 

対象疾患 過活動膀胱 届出／認証／承認 承認 

想定される販売先 
医療提供者、患者及び患者の

家族 
新／改良／後発 新（予定）※PMDA と協議中 

使用目的又は効果 
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 

薬事申請予定者 大塚テクノ株式会社 医療機器製造販売業許可 36B2X10003 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

伊藤超短波株式会社 医療機器製造業許可 08BZ000140 号 

大塚グループ内企業予定 医療機器販売業許可 第4501150413号（東京）  

   

 2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  欧州・米国・中国 

薬事申請時期 令和 4（2022）年 4 月 令和 4（2022）年 12 月（欧・米） 

上市時期 令和 4（2022）年 9 月 令和 5（2023）年 10 月（欧・米） 

想定売上（上市後 3 年目） 0.39 億円／年（令和 6（2024）年時点） 検討中 

市場規模（上市後 3 年目） 
34.9 億円／年（令和 6（2024）年時点） 

Marketstract社資料より当社推定 

104.9 億円（欧）、192.5 億円（米）／年 

（令和 7（2025）年時点） 

Marketstract社資料より当社推定 

想定シェア（上市後 3 年

目） 
1.1％（令和 6（2024）年時点） 検討中 

※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 3 月 → 2022 年 4 月 

上市時期   2022 年 2 月 → 2022 年 9 月 

想定売上   2023 年時点 → 2024 年時点 

市場規模   2023 年時点 → 2024 年時点 

想定シェア  2023 年時点 → 2024 年時点 

海外市場  薬事申請時期 2022 年 4 月 → 2022 年 12 月 

上市時期   2023 年 2 月 → 2023 年 10 月 

市場規模   2024 年時点 → 2025 年時点 

 

（変更理由） 

2）以下の理由により、計画を変更している。 

・新型コロナウイルス感染症の影響により治験（探索的試験）の患者リクルートを一時中断したため。 

・患者リクルート再開後新型コロナウイルス感染症の影響を懸念し来院を控える患者が多く、症例確

保が困難な状況が続いているため。 

※スケジュールの変更だけであれば、計画変更申請書の提出は必要なしとの旨確認済み（2020 年 10 月

13 日 AMED 医工連携イノベーション推進事業担当様よりメール受領） 
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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。 

 

※2021年3月末時点 
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◼ サポートツール検討状況 

2019 年 12 月に完成させた、サポートツールプロトタイプ 3 種類について、新型コロナウイルス感染

症の影響を懸念し、高齢者を対象としたユーザーヒアリングの実施は断念したが、有識者へのヒアリング

を実施し、治験（検証的試験）にて導入する 1 種類として「装着ガイド案」を選定した。 

サポートツールの製造委託先を選定した後、治験用サポートツールの開発を実施し、2020 年 12 月よ

り治験用サポートツールの製造を開始した。2021 年 1 月中に製造及び製品出荷検査を完了させ、治験（検

証的試験）での供給準備を進めている。また、臨床現場からのフィードバックを経て量産、製品化を進め

る計画である。 

 

治験用サポートツール（装着ガイド案）の仕様は以下の通りである。 

【外観及び原材料】 

 

 

【機能的特徴】 

①持ち手を 

斜めに設計し、 

手首への負担を 

軽減できる。 

  

②一人で、簡単に装着できる手段について。 

➡繰り返し使用可能な粘着シートで壁に貼って固定できる。 

 

③電極パッドの取り付け、 

取り外しが容易。 

 

④腰骨ラインにより、貼付位置を
容易に合わせることができる。 
 

 

⑥紐を取り付け、 

長さを調節 

することで、 

壁に貼る高さを 

容易に合わせる 

ことができる。 
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前記サポートツールを、治験（検証的試験）にて、希望する被験者へ無償提供し、使用してもらう。サ

ポートツールを使用した被験者より、可能な範囲で意見を収集し、反映・改良する計画である。 

 

また、有識者へのヒアリングの中で、「座位貼り付け案」についても好意的な意見を頂いたため、今回

の治験（検証的試験）での開発・準備は実施しないが、将来的な開発を見据え、並行して「座位貼り付け

案」の具体的な仕様イメージ及びデザインを作成している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【座位貼り付け案イメージ】           【電極パッド貼り付け方法】 

 

上記「座位貼り付け案」については、作成したデザインイメージや簡易試作にて有識者へのヒアリング

を再度実施し、ニーズに応じて製品の開発を検討していく。 

  

左右のレバーを前に

倒すと、背面クッシ

ョンが起き上がり、

背面クッションに取

り付けられた電極パ

ッドを貼り付けるこ

とができる。 
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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。また、

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。 

  



30-003 体表面電気刺激による在宅向け排尿障害治療器の開発・事業化 大塚テクノ株式会社 

 

9 

 

(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

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。医

療機関介在のもと、在宅で使用が可能

な仙骨神経刺激療法に用いる体表面刺

激装置。 

骨裂孔にリードを挿入し、刺激装置か

ら発生する電気パルスによって排尿・

排泄に係わる神経系に作用し、過活動

膀胱及び便失禁の症状（頻度）を改善

する仙骨神経刺激療法に用いる植込み

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） 

装置償還価格 

115,000 円 

 

 

在宅仙骨神経刺激療法指導管理料 

810 点（既存） 

（既存機器の償還価格、点数） 

装置償還価格 

1,010,000 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 

在宅仙骨神経刺激療法指導管理料 

810 点（既存） 

クラス分類 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。また、現在、在宅療養指導管

理料と材料加算の組み合わせでの保険適用の可能性も含めて、厚労省医政局経済課との協議をかさね

ている。 

 

◼ 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」 「当該装置の償還価格及び保険適用点数（仮）」 

 

 

また、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。 

 

装置償還価格 1,010,000 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 
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◼ 大塚グループシナジー 
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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) 補助期間後を含めた事業計画の概要 

 

H29（2017）年度 H30（2018）年度 R01（2019）年度 R02（2020）年度 R03（2021）年度 R04（2022）年度 R05（2023）年度 R06（2024）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

臨床研究
学術調査（論文調査・整理）
臨床研究実施医師との交渉

薬事戦略

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

上市時期 上市時期検討

製品開発 ・評価
 コンセプト設計
 基礎回路検討・試作検討

治験機製造

検証的試験プロトコル相談

済

体制構築 （変更前）チャネルの確保

1次試作機開発

2次試作機開発

治験機開発

安全性試験

社内評価

体制構築

製造技術開発

調達検討

済

済

製造準備

治験届提出（探索的試験）

IRB申請（探索的試験）

探索的試験プロトコル相談

GCP体制構築

業許可更新（QMS対応）

QMS体制構築

済

済

済

(変更前）

2021年3月 薬事申請（国内）

追加出願

知財交渉・契約
基礎出願の各国（欧・米・中）移行

(変更前）2022年2月 上市（国内） （変更前）2023年2月 上市（海外：欧州）

2022年12月 FDA 510K 申請、CE MDR 認証

済

済

済

済

済

済

済

済

リスクマネジメント

サボートツール開発

リスクマネジメント

治験機製造

治験（探索的試験）

(変更前）治験（検証的試験）

(変更前）リスクマネジメント

(変更前）治験機製造

済

済済

済

済

済

リスクマネジメント

(変更前）治験（探索的試験）

治験届提出（検証的試験）

IRB申請（検証的試験）

治験（検証的試験）

2022年4月

薬事申請（国内）申請準備

2022年9月 上市（国内）

サボートツール開発

(変更前）サボートツール開発
済

2023年10月 上市（海外：欧州）

（変更前）

2022年4月 FDA 510K 申請、CE MDR 認証

リスクマネジメント

チャネルの確保

販売計画作成

(変更前）検証的試験プ

ロトコル相談

（変更前） 販売計画作成

(変更前）治験届提出（検証的試験）
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スケジュール変更理由

事業の実施内容

自主事業の内容

・コンセプト設計
・基礎回路検討・試作検討
・学術調査（論文調査・整理）
・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

※スケジュールの変更だけであれば、
計画変更申請書の提出は必要なしと
の旨確認済み（提出は必要なしとの
旨確認済み（2020年10月13日 AMED
医工連携イノベーション推進事業担当
様よりメール受領）

・治験機仕様決定（採択前に一部実施）
・QMS,業許可新法対応（採択前に一部実施）

・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）

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）

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

販売戦略
② 体制構築・チャネルの確保

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）

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

販売戦略
② 体制構築・チャネルの確保

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
③ 治験（探索的試験）
④治験届提出（検証的試験）
⑤IRB申請（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

販売戦略
② 体制構築・チャネルの確保

新型コロナウィルス感染症の影響により治験
（探索的試験）の実施施設で患者リクルートを
一時中断し、さらに患者リクルート再開後も新
型コロナウイルス感染症の影響を懸念し来院
を控える患者が多く、症例確保が困難な状況
が続いているため、治験（探索的試験）の実
施期間延長を余儀なくされたことに伴い、治
験（検証的試験）の治験届提出、IRB申請、治
験（検証的試験）の開始に関するスケジュー
ルをそれぞれ約6か月、延期とした。合わせ
て、治験機製造、PMDAプロトコル相談等のス
ケジュールも変更した。
また、治験（検証的試験）の終了時期延期に
伴い、国内薬事承認申請のスケジュールを、
2021年3月から2022年4月へ計画変更した。
※スケジュールの変更だけであれば、計画変
更申請書の提出は必要なしとの旨確認済み
（2020年10月13日 AMED医工連携イノベー
ション推進事業担当様よりメール受領）

新型コロナウィルス感染症の影響によ
り治験（探索的試験）の実施施設で患
者リクルートを一時中断し、さらに患者
リクルート再開後も新型コロナウイル
ス感染症の影響を懸念し来院を控え
る患者が多く、症例確保が困難な状
況が続いているため、治験（探索的試
験）の実施期間延長を余儀なくされた
ことに伴い、国内薬事承認申請のスケ
ジュールを、2021年3月から2022年4
月へ計画変更したため、国内上市時
期に関する計画を、2022年2月から
2022年9月へ変更している。
※スケジュールの変更だけであれば、
計画変更申請書の提出は必要なしと
の旨確認済み（2020年10月13日
AMED医工連携イノベーション推進事
業担当様よりメール受領）

新型コロナウィルス感染症の影響によ
り治験（探索的試験）の実施施設で患
者リクルートを一時中断し、さらに患者
リクルート再開後も新型コロナウイル
ス感染症の影響を懸念し来院を控え
る患者が多く、症例確保が困難な状
況が続いているため、治験（探索的試
験）の実施期間延長を余儀なくされた
ことに伴う、国内薬事承認申請及び、
国内上市に関するスケジュールを変
更に合わせて、FDA 510K　申請、CE
MDR 認証に関するスケジュールを変
更し、海外上市時期を変更した。
※スケジュールの変更だけであれば、
計画変更申請書の提出は必要なしと
の旨確認済み（2020年10月13日
AMED医工連携イノベーション推進事
業担当様よりメール受領）

新型コロナウィルス感染症の影響により治験
（探索的試験）の実施施設で患者リクルートを
一時中断し、さらに患者リクルート再開後も新
型コロナウイルス感染症の影響を懸念し来院
を控える患者が多く、症例確保が困難な状況
が続いているため、治験（探索的試験）の実
施期間延長を余儀なくされ、治験終了届提出
のスケジュールを、2020年4月から、2020年
11月へ計画変更している。
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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 

 H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

薬事申請時期     ●      

上市時期     ●      

支出額（単位：億円） 1.10 1.71 2.50 3.14 0.01 0.04 0.11 0.27 0.57 1.00 

 うち補助対象 0.53 1.00 0.67 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.57 0.71 1.83 3.14 0.01 0.04 0.11 0.27 0.57 1.00 

売上高（単位：億円） － － － － 0.03 0.12 0.39 1.12 2.74 5.66 

装置販売数量 

（単位：台） 
－ － － － 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

電極販売数量 

（単位：式） 
－ － － － 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

 ② 海外 

 H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

薬事申請時期     ●      

上市時期      ●     

支出額（単位：億円） 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 

 うち補助対象 － － － － － － － － － － 

 うち自己負担 － － － － － － － － － － 

売上高（単位：億円） 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 

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 

 ③ 国内・海外合計 

 H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

支出額（単位：億円） 1.10 1.71 2.50 3.14 0.01 0.04 0.11 0.27 0.57 1.00 

 うち補助対象 0.53 1.00 0.67 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.57 0.71 1.83 3.14 0.01 0.04 0.11 0.27 0.57 1.00 

売上高（単位：億円） － － － － 0.03 0.12 0.39 1.12 2.74 5.66 

装置販売数量 

（単位：台） 
－ － － － 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

電極販売数量 

（単位：式） 
－ － － － 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

※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 3 月 → 2022 年 4 月 

              上市時期   2022 年 2 月 → 2022 年 9 月 

②海外 薬事申請時期 2022 年 4 月 → 2022 年 12 月 

              上市時期   2023 年 2 月 → 2023 年 10 月 

 

 ※上記のとおり計画修正に伴い投資回収計画を修正した。 

 

（変更理由） 

以下の理由により、計画を変更している。 

・新型コロナウイルス感染症の影響により治験（探索的試験）の患者リクルートを一時中断したため。 
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・患者リクルート再開後も新型コロナウイルス感染症の影響を懸念し来院を控える患者が多く、症例

確保が困難な状況が続いているため。 

※スケジュールの変更だけであれば、計画変更申請書の提出は必要なしとの旨確認済み（2020 年 10 月

13 日 AMED 医工連携イノベーション推進事業担当様よりメール受領） 

 

（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） 

また、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。   
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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” 

・ 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。 

・ また、上記で確保できていない場合、2022 年の薬事承認時までに既存提携関係のある代理店、薬局

等むけ交渉予定である。 

・ 2022 年の薬事承認時までに製造委託先（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。 
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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。 

 

(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

⚫ 【全般相談】治療ログに関するプログラム変更について（2020 年 4 月 3 日@PMDA） 

装置本体に記録される治療ログデータの取扱いについて機構側の信頼性保証部も交えて相談をおこな

った。相談結果、治験（探索的試験）の結果が不自然でない限り、治験（検証的試験）では大塚テクノで

取扱いを決めることで問題ないことを確認した。また、治療ログに関する軽微なプログラムの変更につい

ても問題ないことを確認した。 

⚫ 【全般相談】治験（探索的試験）終了に向けて（2020 年 9 月 17 日@PMDA） 

新型コロナウイルス感染症の影響による来院逸脱について相談をおこなった。相談結果、有効性の評価

に大きな影響がないのであれば特に問題はないことを確認した。 

⚫ 【全般相談】治験（探索的試験）結果のご報告（2021 年 1 月 13 日@PMDA） 

治験（探索的試験）の主な有効性評価項目の解析結果を報告し、将来的に本治療器が目指す臨床的位置

づけや治験（検証的試験）で目指す臨床成績について相談をおこなった。相談結果、侵襲度なども考慮し
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て本機器が目指すべき成績、臨床的位置づけをもう一度まとめて機構に提示するようご助言いただいた。 

⚫ 【全般相談】治験（検証的試験）の治験計画について（臨床的位置づけの再確認）（2021 年 2 月 17

日@PMDA） 

将来的に本治療器が目指す臨床的位置づけや治験（検証的試験）で目指す臨床成績について、大塚テク

ノで再検討後、改めて相談をおこなった。相談結果、治療器の製品コンセプトはこれまでから変更せず、

名称や構造原理の表現のみ変更することで合意した。また、次回相談はプロトコル相談準備面談の区分で

申し込むことを了承いただいた。 

 

 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） 

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。また、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。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基本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。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。また、新たに電極パッド貼付けを補助するサポートツールの特

許、意匠、商標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、意匠、商標出願を実施

した結果、サポートツールの商標など新たに国内で商標登録された。 

⚫ 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。 

 

 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。また、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（探索的試験）にて得られたデータを解析し、治験（検証的試験）の計画を PMDA へ立案した。
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薬事申請に関しては 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

ビデンスについて今後、治験（検証的試験）にてデータを収集する。 

 

 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。また、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） 左記への対応策 

薬事 

①治験対応（GCP 省令対応） 

②適切な保険適用を見据えた治験（検証的試験）

プロトコル策定 

③新型コロナウイルス感染症を考慮した治験（検

証的試験）プロトコル策定 

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）。 

②治験（探索的試験）結果を踏まえて、短期間で

かつ保険適用を見据えた治験（検証的試験）の

プロトコルを策定する。 

③新型コロナウイルス感染症の影響を考慮して、

来院回数などを考慮した治験プロトコル策定

をおこなう。 

 

知財 

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。 

（米国、中国においては複数件の基本特許に

ついて権利が成立したが、欧州は未だ審査段

階である） 

 

技術・ 

評価 

①電極パッドの臀部装着が慣れないと適切に装

着できない患者もいることが想定されるため、

サポートツールの準備が必要である。 

 

①サポートツールの開発を進め、臨床ヒアリング

を実施し、治験用サポートツールの仕様を決定

させた。治験（検証的試験）での使用に向けて

現在、供給準備を進めている。 

 

その他

事業化

全般 

①海外市場対応を模索中である。（米・欧・中） 

②治験における患者リクルート。（新型コロナウ

イルス感染症対策） 

③保険適用戦略の立案 

 

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治験（検証的試験）では被験者を治験施設に集

める対策を患者リクルート会社と連携し実施

する。周辺クリニックへの紹介依頼、ポスター、

広報誌に掲載等の周知活動を最大限実行する。

また、治験施設の追加、首都圏以外の施設を追

加しリスクアセスメントを実施する。 

③保険適用までのプロセスや必要な情報を精査

し、類似品目の診療報酬情報の調査を行いなが

ら戦略を固めていく。また、治験（検証的試験）

でしか得られない情報を特定し、プロトコルに

盛り込む。 
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1.6 令和 2年度補助事業の成果概要 

(1) 補助事業の事業概要 

2020 年度は製造販売承認申請を目指した排尿障害治療器の治験による有効性・安全性の確立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、2021 年 3 月に治験（検証的試験）の治験届を提出する計画である。新型コロナウイルス感染症による治験（探

索的試験）の期間延長による遅延を取り戻すべく、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、患者リクルート対策、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）の早期実施、完了後速やかに当局へ終了届が提出できるように、分

担機関と連携を取りながら事業を進めていき、2022 年 4 月末までの医療機器製造販売承認申請完了を目指す。 

 

(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 

排尿障害治療器O-NES（仮称） ― 

・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) 令和 2年度の補助事業の成果と今後検討すべき課題 

令和 2 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 

7）治験機製造 

（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（検証的試験）にて必要

な治験機はすべて、2020 年 7 月～

8 月にかけて伊藤超短波㈱にて新

規製造する。製品仕様を満たすこと

を確認し、完了とする。 

▶ 

【進捗 100％：○】  

7）治験機製造 

（大塚テクノ） 

治験（検証的試験）用治験機に関して、治験（探索的試験）で得た医療

現場からのフィードバック情報に基づき改良の為の追加開発、製造方

法等について伊藤超短波㈱と計画を共有、協議した結果、治験（検証的

試験）用治験機の仕様確定、追加開発項目の評価は完了した。また、治

験（探索的試験）の実施期間を延長したことにより、治験（検証的試験）

用治験機の準備時期については下記のスケジュールへ変更し、予定ど

おり製造を完了させた。 

 

▶ 
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令和 2 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 

2020 年 8 月検証的試験用治験機準

備完了 

 

 

（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（検証的試験）にて必要

な治験機はすべて、2020 年 7 月～

8 月にかけて新規製造する。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て確認後、完了

とする。 

2020 年 8 月検証的試験用治験機製

造完了 

 

 

8）サポートツール開発 

（大塚テクノ） 

大塚テクノと伊藤超短波㈱にて数

種制作したプロトタイプについて、

有識者へのヒアリングをもとに最

終案 1 案へ絞り込む。PMDA と相

談し採否決定後、治験（検証的試験）

に向けた製造準備を行う。治験（検

証的試験）では、希望患者のみ提供

を実施する計画である。 

2020 年 7 月治験用サポートツール

［変更後スケジュール］ 

2021 年 3 月 

検証的試験用治験機準備完了 

 

（伊藤超短波） 

治験（検証的試験）用治験機に関して、治験（探索的試験）で得た医療

現場からのフィードバック情報に基づき改良の為の追加開発、製造方

法等について大塚テクノと計画を共有、協議した結果、治験（検証的試

験）用治験機の仕様確定、追加開発項目の評価は完了した。また、治験

（探索的試験）の実施期間を延長したことにより、治験（検証的試験）

用治験機の準備時期については下記のスケジュールへ変更し、予定ど

おり製造を完了させた。 

 

［変更後スケジュール］ 

2021 年 3 月 

検証的試験用治験機準備完了 

 

 

8）サポートツール開発 

（大塚テクノ） 

伊藤超短波㈱とともに協議を繰り返しながら、共同開発品のプロトタ

イプを完成させた。また、自社でも別タイプのサポートツールを開発

し、昨年度中にプロトタイプを完成させた。装着ガイド案及び座位貼り

付け案の 2 つのプロトタイプにて、有識者へヒアリングを実施し、よ

り改良を進めていくとともに、装着ガイド案については治験（検証的試

験）での導入を目指す。また、治験（探索的試験）の実施期間を延長し

たことにより、治験（検証的試験）用サポートツールの準備時期を下記

のスケジュールへ変更した。昨年末から製造を開始し、現在は治験（検

証的治験）で使用する計画で最終的な供給準備を進めている。 
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令和 2 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 

製造完了 

 

 

 

（伊藤超短波） 

大塚テクノと伊藤超短波㈱にて数

種制作したプロトタイプについて、

有識者へのヒアリングをもとに最

終案 1 案へ絞り込む。大塚テクノと

協議し共同開発品の採用が最終決

定した場合、大塚テクノの指示のも

と治験（検証的試験）に向けた製造

準備を行う。 

2020 年 7 月治験用サポートツール

製造完了 

 

 

9）リスクマネジメント 

（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。 

2020 年 4 月探索的試験後のリスク

コントロール報告書作成 

2021 年 1 月検証的試験後のリスク

コントロール報告書作成 

 

 

［変更後スケジュール］ 

2021 年 1 月 

治験用サポートツール製造完了 

 

（伊藤超短波） 

大塚テクノと共に試作品による協議を繰り返しながら、サポートツー

ルのプロトタイプを完成させた。作製したプロトタイプをもって、有識

者へヒアリングを実施し、より改良を進めていくとともに、座位貼り

付け案などについて製品化後の新たなオプション品として導入を目

指す。 

 

 

 

 

 

 

 

9）リスクマネジメント 

（大塚テクノ） 

伊藤超短波にて製造中及び製造された治験機にリスクがないことの妥

当性を確認後、治験に使用するため、伊藤超短波へ提供した。 

また、治験（探索的試験）の実施期間を延長したことにより、今後のリ

スクマネジメント計画について下記スケジュールに変更した。治験（探

索的試験）後のリスクマネジメントについては伊藤超短波と協議し、完

了させた。 

 

［変更後スケジュール］ 

2021 年 1 月 

治験（探索的試験）後のリスクコントロール報告書作成 

2022 年 3 月 
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令和 2 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） 

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。 

2020 年 4 月探索的試験後のリスク

コントロール報告書を取得 

2021 年 1 月検証的試験後のリスク

コントロール報告書を取得 

 

検証的試験後のリスクコントロール報告書を作成 

 

（伊藤超短波） 

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機にリスク

がないことの妥当性を確認した。治験（探索的試験）完了後、患者、医

療従事者から取得した結果をもとに、治験機にリスクがないことの妥

当性確認を大塚テクノとともに実施した。 

また、治験（探索的試験）の実施期間を延長したことにより、今後のリ

スクマネジメント計画について下記スケジュールに変更した、治験（探

索的試験）後のリスクマネジメントについては大塚テクノと協議し、完

了させた。 

 

［変更後スケジュール］ 

2021 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 

2022 年 3 月 

検証的試験後のリスクコントロール報告書を取得 

 

②臨床研究 

3）治験（探索的試験） 

（大塚テクノ） 

治験（探索的試験）にて得た結果を

もとに治験終了届を提出する。 

2020 年 4 月治験終了届提出 

 

 

 

 

 

▶ 

【進捗 50％：△】 

3）治験（探索的試験） 

（大塚テクノ） 

この度、新型コロナウイルス感染症の影響により治験（探索的試験）の

患者リクルートを一時中断し、さらに患者リクルート再開後も新型コ

ロナウイルス感染症の影響を懸念し患者が来院を控えていることか

ら、症例確保が困難な状況が続いたため治験（探索的試験）の実施期間

延長を余儀なくされた。これらの遅延を取り戻すべく、患者リクルー

ト会社等からの協力も得て、患者リクルートに関するあらゆる対策を

実施した結果、9 月 10 日付にて目標症例数 40 例に対し 42 例目の最終

被験者の試験が終了し、治験（探索的試験）が完了した。その後、当局

▶ 

 

3）治験（探索的試験） 

（大塚テクノ） 

治験（探索的試験）結果の解析結果を

踏まえて、治験（検証的試験）の必要

症例数および治験実施計画につい

て、分担機関や PMDA との協議を進

める。 
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令和 2 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（順天堂大学） 

治験（探索的試験）にて得た結果を

もとに、大塚テクノへ治験終了報告

書を提出する。 

2020 年 4 月治験終了届提出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

へ治験終了届の提出、12 月 4 日付で受理された。今後、治験（探索的

試験）の解析結果を総括報告書へまとめ、治験（検証的試験）実施に向

けて PMDA と治験プロトコル協議を早期に開始する。 

なお、計画については、既に PMDA との協議が長期化したことにより、

治験（探索的試験）の終了届提出を 2020 年 2 月から 2020 年 4 月へ変

更をしていたが、上記新型コロナウイルスの影響により、下記スケジュ

ールに変更した。 

 

［変更後スケジュール］ 

2020 年 12 月 

治験終了届提出 

 

（順天堂大学） 

この度、新型コロナウイルス感染症の影響により治験（探索的試験）

の患者リクルートを一時中断し、さらに患者リクルート再開後も新型

コロナウイルス感染症の影響を懸念し患者が来院を控えていることか

ら、症例確保が困難な状況が続いたため治験（探索的試験）の実施期

間延長を余儀なくされた。これらの遅延を取り戻すべく、患者のリク

ルートや被験者の登録については、泌尿器科ホームページにて被験者

募集に関するお知らせ 

（https://juntendourology.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、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

クリニックへ周知した。その結果、9 月 10 日付にて目標症例数 40 例

に対し 42 例目の最終被験者の試験が終了し、治験（探索的試験）が完

了した。 

なお、計画については、既に PMDA との協議が長期化したことにより、

治験（探索的試験）の終了届提出を 2020 年 2 月から 2020 年 4 月へ変

更をしていたが、上記新型コロナウイルスの影響により、下記スケジュ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（順天堂大学） 

治験（探索的試験）結果を受け、治験

（検証的試験）の必要症例数および

治験プロトコル等の計画協議を進め

る。 
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令和 2 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 

 

 

 

 

 

 

 

4）治験計画策定（検証的試験） 

（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、順天堂

大学、泉中央病院及び賛同頂いてい

る KOL の先生方、厚労省医政局経

済課、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、確定した治験計画届を PMDA

に提出する。 

2020 年 5 月治験プロトコル確定 

2020 年 6 月治験届提出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ールに変更した。 

 

［変更後スケジュール］ 

2020 年 12 月 

治験終了届提出 

 

 

4）治験計画策定（検証的試験） 

（大塚テクノ） 

治験（探索的試験）から得られたデータを解析し、順天堂大学、泉中央

病院、あすかホームケアクリニック及び賛同頂いている KOL の先生

方、厚労省医政局経済課、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。 

また、計画については治験（探索的試験）において PMDA との協議が

長期化したことにより、治験（検証的試験）のプロトコルの確定を 2020

年 2 月から 2020 年 5 月へ変更し、治験届提出の計画を、2020 年 3 月

から 2020 年 6 月へ変更していたが、この度、新型コロナウイルス感染

症の影響により治験（探索的試験）の患者リクルートを一時中断し、さ

らに患者リクルート再開後も患者が新型コロナウイルス感染症の影響

を懸念し、症例確保が困難な状況が続いているため治験（探索的試験）

の実施期間延長を余儀なくされ、伴って治験（検証的試験）の治験届提

出時期を下記スケジュールへ変更している。治験（検証的試験）では治

験実施施設を増やすことや、新型コロナウイルス感染症の影響を踏ま

えた実施計画の再考により、スケジュールの前倒しを検討している。 

 

［変更後スケジュール］ 

2021 年 7 月 

治験プロトコル確定 

2021 年 8 月 

 

 

 

 

 

 

 

4）治験計画策定（検証的試験） 

（大塚テクノ） 

順天堂大学、泉中央病院及び賛同頂

いている KOL の先生方、厚労省医政

局経済課、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。 

また、治験実施施設を増やすことや、

治験（検証的試験）の実施計画の再考

により、スケジュールの前倒しを図

っていく。順天堂大学、泉中央病院、

あすかホームケアクリニック、およ

び排尿機能障害の KOL の先生方か

らの助言をもとに、治験（探索的試

験）の結果を踏まえて、治験（検証的

試験）の実施へつなげていく。 
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令和 2 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 

 

 

（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、治験を

実施する施設として対象となる候

補患者数、治験実施期間も想定した

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。 

2020 年 5 月治験プロトコル確定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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、PMDA との会議への参加、医

学的な問題に関して大塚テクノに

速やかに助言を行うことで、治験プ

ロトコルの確定、治験届を完成させ

る。 

治験届提出 

 

（順天堂大学） 

治験（探索的試験）から得られたデータを解析し、大塚テクノと治験計

画の協議を実施し、治験プロトコルを確定させる。 

また、計画については治験（探索的試験）の PMDA との協議が長期化

したことにより、治験（検証的試験）のプロトコルの確定を 2020 年 2

月から 2020 年 5 月へ変更していたが、この度、新型コロナウイルス感

染症の影響により治験（探索的試験）の患者リクルートを一時中断し、

さらに患者リクルート再開後も新型コロナウイルス感染症の影響を懸

念し患者が来院を控えていることから、症例確保が困難な状況が続い

ているため治験（探索的試験）の実施期間延長を余儀なくされ、伴って

治験（検証的試験）のプロトコル確定時期を下記スケジュールへ変更し

ている。治験（検証的試験）では新型コロナウイルス感染症の影響を踏

まえた実施計画の再考により、スケジュールの前倒しを図っていく。 

 

［変更後スケジュール］ 

2021 年 7 月 

治験プロトコル確定 

 

（泉中央病院） 

治験（探索的試験）から得られたデータを解析し、大塚テクノと治験計

画の協議を実施し、治験プロトコルを確定させる。 

また、計画については治験（探索的試験）の PMDA との協議が長期化

したことにより、治験（検証的試験）のプロトコルの確定を 2020 年 2

月から 2020 年 5 月へ変更していたが、この度、新型コロナウイルス感

染症の影響により治験（探索的試験）の患者リクルートを一時中断し、

さらに患者リクルート再開後も患者が新型コロナウイルス感染症の影

響を懸念し、症例確保が困難な状況が続いた治験（探索的試験）の実施

 

 

（順天堂大学） 

治験（探索的試験）の結果および実績

を関連施設に展開しつつ、スケジュ

ールの前倒しが可能となるような治

験（検証的試験）の計画へつなげてい

く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（泉中央病院） 

医学専門家として、引き続き治験（探

索的試験）結果の解析を進め、治験

（検証的試験）の計画に関する助言

を実施する。 
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令和 2 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 

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） 

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、在宅医療の立場より助

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。 

2020 年 5 月治験プロトコル確定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期間延長を余儀なくされ、伴って治験（検証的試験）のプロトコル確定

時期を下記スケジュールへ変更している。治験（検証的試験）では新型

コロナウイルス感染症の影響を踏まえた実施計画の再考により、スケ

ジュールの前倒しを図っていく。 

 

［変更後スケジュール］ 

2021 年 7 月 

治験プロトコル確定 

 

（あすかホームケアクリニック） 

治験（探索的試験）から得られたデータを解析し、大塚テクノと治験計

画の協議を実施し、治験プロトコルを確定させる。 

また、計画については治験（探索的試験）の PMDA との協議が長期化

したことにより、治験（検証的試験）のプロトコルの確定を 2020 年 2

月から 2020 年 5 月へ変更していたが、この度、新型コロナウイルス感

染症の影響により治験（探索的試験）の実施施設で患者リクルートを一

時中断し、さらに患者リクルート再開後も患者が新型コロナウイルス

感染症の影響を懸念し、症例確保が困難な状況が続いたため治験（探索

的試験）の実施期間延長を余儀なくされ、伴って治験（検証的試験）の

プロトコル確定時期を下記スケジュールへ変更している。治験（検証的

試験）では新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた実施計画の再

考により、スケジュールの前倒しを図っていく。 

 

［変更後スケジュール］ 

2021 年 7 月 

治験プロトコル確定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（あすかホームケアクリニック） 

医学アドバイザーとして、引き続き

治験（探索的試験）結果の解析を進

め、治験（検証的試験）の計画に関す

る助言を実施する。 
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令和 2 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 

5）IRB 申請（検証的試験） 

（大塚テクノ） 

順天堂大学治験事務局（GCP 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。 

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） 

治験事務局（GCP 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

5）IRB 申請（検証的試験） 

（大塚テクノ） 

各施設の治験責任医師候補、分担医師候補を選定頂き、各関連施設附属

の治験事務局と治験実施に向けたファーストコンタクトを実施し、協

議を開始した。 

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

申請書提出の計画を 2020 年 4 月から 2020 年 7 月に変更し、審査結果

通知書受領、契約締結の計画を 2020 年 5 月から 2020 年 8 月に変更し

ていたが、この度、新型コロナウイルス感染症の影響により治験（探索

的試験）の患者リクルートを一時中断し、さらに患者リクルート再開後

も、患者が新型コロナウイルス感染症の影響を懸念し、症例確保が困難

な状況が続いたため治験（探索的試験）の実施期間延長を余儀なくさ

れ、伴って治験（検証的試験）の IRB 申請時期を下記スケジュールへ

変更している。治験（検証的試験）では新型コロナウイルス感染症の影

響を踏まえた実施計画の再考により、スケジュールの前倒しを図って

いく。 

 

［変更後スケジュール］ 

2021 年 8 月 

治験申請書提出 

2021 年 9 月 

審査結果通知書受領、契約締結 

 

（順天堂大学） 

各施設の治験責任医師候補、分担医師候補を選定し、大塚テクノと協議

を開始した。 

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

申請書受領の計画を 2020 年 4 月から 2020 年 7 月に変更し、審査結果

通知書発行、契約締結の計画を 2020 年 5 月から 2020 年 8 月に変更し

5）IRB 申請（検証的試験） 

（大塚テクノ） 

選定頂いた各施設の治験責任医師候

補、分担医師候補と治験（探索的試

験）に関する情報を共有する。また、

各関連施設附属の治験事務局と治験

実施に向けた事前協議を進める。 

治験実施施設を増やすことや、治験

（検証的試験）の実施計画の再考に

より、スケジュールの前倒しを図っ

ていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（順天堂大学） 

各施設の治験責任医師候補、分担医

師候補を選定したため、今後、大塚テ

クノと治験実施に向けた事前協議を

進める。 
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令和 2 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、通知書、契約書にて審査結果を

報告する。 

2020 年 7 月治験申請書受領 

2020 年 8 月審査結果通知書発行、

契約締結 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6）治験（検証的試験） 

（大塚テクノ） 

順天堂大学の関連 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

状況に応じて施設を追加し治験（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。 

2021 年 3 月治験終了届提出 

 

 

ていたが、この度、新型コロナウイルス感染症の影響により治験（探索

的試験）の患者リクルートを一時中断し、さらに患者リクルート再開後

も患者が新型コロナウイルス感染症の影響を懸念し、症例確保が困難

な状況が続いたため治験（探索的試験）の実施期間延長を余儀なくさ

れ、伴って治験（検証的試験）の IRB 開催時期を下記スケジュールへ

変更している。治験（検証的試験）では新型コロナウイルス感染症の影

響を踏まえた実施計画の再考により、スケジュールの前倒しを図って

いく。 

 

［変更後スケジュール］ 

2021 年 8 月 

治験申請書受領 

2021 年 9 月 

審査結果通知書発行、契約締結 

 

 

6）治験（検証的試験） 

（大塚テクノ） 

各施設の治験責任医師候補、分担医師候補を選定頂き、各関連施設附属

の治験事務局と治験実施に向けたファーストコンタクトを実施し、協

議を開始した。 

また、治験（探索的試験）から得られた経験を踏まえ、事前の患者リク

ルート対策や治験プロトコルの検討、治験施設の追加に関する対応を

進めているが、この度、新型コロナウイルス感染症の影響により治験

（探索的試験）の実施施設で患者リクルートを一時中断し、さらに患者

リクルート再開後も、患者が新型コロナウイルス感染症の影響を懸念

し、症例確保が困難な状況が続いたため治験（探索的試験）の実施期間

延長を余儀なくされ、伴って治験（検証的試験）の実施、終了時期を下

記スケジュールへ変更している。治験（検証的試験）では新型コロナウ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6）治験（検証的試験） 

（大塚テクノ） 

選定頂いた各施設の治験責任医師候

補、分担医師候補と治験（探索的試

験）に関する情報を共有する。また、

各関連施設附属の治験事務局と治験

実施に向けた事前協議を進める。 

治験施設の追加や、治験（検証的試

験）の実施計画の再考により、スケジ

ュールの前倒しを図っていく。 
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令和 2 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 

 

 

 

 

 

 

 

（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。 

2021 年 3 月治験終了報告書提出 

イルス感染症の影響を踏まえた実施計画の再考により、スケジュール

の前倒しを図っていく。 

 

［変更後スケジュール］ 

2022 年 1 月 

治験終了届提出 

 

（順天堂大学） 

各施設の治験責任医師候補、分担医師候補を選定し、各関連施設附属の

治験事務局と治験実施に向けたファーストコンタクトを実施し、協議

を開始した。治験（探索的試験）から得られた情報を大塚テクノから共

有され、事前の患者リクルート対策を進めているが、この度、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により治験（探索的試験）の実施施設で患者リ

クルートを一時中断し、さらに患者リクルート再開後も患者が新型コ

ロナウイルス感染症の影響を懸念し、症例確保が困難な状況が続いた

ため治験（探索的試験）の実施期間延長を余儀なくされ、伴って治験（検

証的試験）の実施、終了時期を下記スケジュールへ変更している。治験

（検証的試験）では新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた実施

計画の再考により、スケジュールの前倒しを図っていく。 

 

［変更後スケジュール］ 

2022 年 1 月 

治験終了報告書提出 

 

 

 

 

 

 

 

 

（順天堂大学） 

各施設の治験責任医師候補、分担医

師候補を選定したため、今後、大塚テ

クノと治験（検証的試験）実施に向け

た事前協議を進める。 

③薬事戦略 

4）薬事相談（PMDA：対面助言） 

（大塚テクノ） 

治験（検証的試験）の治験プロトコ

ルの確定及び、治験機器概要書の確

▶ 

【進捗 50％：△】 

4）薬事相談（PMDA：対面助言） 

（大塚テクノ） 

治験（探索的試験）の解析を進め、治験（検証的試験）の治験プロトコ

ル骨子案を策定した。PMDA との全般相談等を経て、早期に治験プロ

▶ 

 

4）薬事相談（PMDA：対面助言） 

（大塚テクノ） 

治験（探索的試験）の解析結果を踏ま

えて早期に PMDA との治験（検証的
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令和 2 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 

定を目的とし、PMDA との対面助

言を実施し、治験プロトコルを確定

する。 

2020 年 5 月治験（検証的試験）プ

ロトコル確定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5）医療機器製造販売承認申請 

（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。 

 

2021 年 3 月製造販売承認申請書提

出 

トコルの確定を目的とし、PMDA との対面助言を実施する計画で進め

ている。計画については治験（検証的試験）に関して、治験（探索的試

験）に関する 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 2020 年 2 月から 2020 年 5 月へ変更してい

たが、この度、新型コロナウイルス感染症の影響により治験（探索的試

験）の患者リクルートを一時中断し、さらに患者リクルート再開後も患

者が新型コロナウイルス感染症の影響を懸念し、症例確保が困難な状

況が続いたため治験（探索的試験）の実施期間延長を余儀なくされ、伴

って治験（検証的試験）のプロトコル確定時期を下記スケジュールへ変

更している。 

 

［変更後スケジュール］ 

2021 年月 

治験（検証的試験）プロトコル確定 

 

5）医療機器製造販売承認申請 

（大塚テクノ） 

治験（検証的試験）の終了後、早期に解析を行い、当局、各分担機関お

よび KOL の先生方等と協議し、承認申請書を提出できるよう事前に必

要な情報、データ等の協議を各分担機関および KOL の先生方、CRO と

協議を進めている。 

計画についてはこの度、新型コロナウイルス感染症の影響により治験

（探索的試験）の患者リクルートを一時中断し、さらに患者リクルート

再開後も患者が新型コロナウイルス感染症の影響を懸念し、症例確保

が困難な状況が続いたため治験（探索的試験）の実施期間延長を余儀な

くされ、伴って治験（検証的試験）の実施が遅れ、製造御販売承認申請

書提出時期を下記スケジュールへ変更している。現在、治験（検証的試

験）終了後、早期に製造販売承認申請ができるよう治験（検証的治験）

用治験機の仕様確定と並行し、量産製造を見据えた量産機開発にも注

試験）に関する対面助言、プロトコル

協議を開始する。 

また、治験（探索的試験）の結果を順

天堂大学、泉中央病院、あすかホーム

ケアクリニックおよび排尿機能障害

の KOL の先生方と早期に分析・協議

し、治験（検証的試験）のプロトコル

策定へつなげていく。 

 

 

 

 

 

 

 

5）医療機器製造販売承認申請 

（大塚テクノ） 

治験（検証的試験）の終了後、早期に

解析を行い、当局、各分担機関および

KOL の先生方等と協議し、承認申請

書を提出する。 
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令和 2 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 

力し、対応を実施している。 

 

［変更後スケジュール］ 

2022 年 4 月 

製造販売承認申請書提出 

 

④知財戦略 

2）出願準備・出願 

（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、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） 

2021 年 3 月基本特許の外国（欧米

中）での特許成立 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ 

【進捗 90％：○】 

2）出願準備・出願 

（大塚テクノ） 

国内権利成立済の 3 件の基本特許に関し、海外での早期権利化に向け

て、特許審査パスウェイ（PPH）を利用し、外国（欧米中）への移行手

続き、審査請求を実施した。米国・中国については各当局より拒絶理由

通知（OA）を受領し、順次対応を進めた結果、米国、中国で 2 件の特

許査定通知を得た。また、残り 1 件も現地代理人を通じて米国・中国の

各当局より権利化見込であるとの連絡を得ている。 

その他、国内優先権主張した複数の外国出願（PCT 出願）を実施し、

新たな最終デザインが決定したものについては複数の意匠、商標も出

願・登録を進めた。また、2020 年度は現在までに新たなアイデアや改

良点、量産を見据えた周辺ツール等含めて特許として以下の新規出願

を完了した。 

（出願日：2020 年 5 月 27 日 特願 2020-092466） 

（出願日：2020 年 12 月 4 日  特願 2020-201840） 

（出願日：2020 年 12 月 18 日 特願 2020-210723） 

（出願日：2020 年 12 月 21 日 特願 2020-211445） 

（出願日：2020 年 12 月 23 日 特願 2020-213268） 

 

 

 

 

 

 

2）出願準備・出願 

（大塚テクノ） 

各国特許審査請求後の拒絶理由通知

（OA）を受領。各通知に基づき意見

書・補正書を提出し、対応を進め、早

期に権利を成立させる。 

また、新たな技術的改良要素につい

て知財の国内出願を積極的に実施す

る。 
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令和 2 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 

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。 

2021 年 3 月現地パートナーの選定 

4）知財交渉・契約 

（大塚テクノ） 

海外パートナーとのライセンス交渉を実施した。中国は先行して具体

的な開発パートナーと MOU（覚書）締結に向け協議を実施したが、契

約締結に至らず、現在新たな候補先を選定している。 

 

4）知財交渉・契約 

（大塚テクノ） 

欧州・米国・中国について海外パート

ナー選定のための調査を進める。 

⑥販売戦略 

2）体制構築・チャネルの確保 

（大塚テクノ） 

上市後、速やかな市場投入を図るた

め、販売予定の親会社の関係者、排

尿機能に関わる KOL の先生方に進

捗報告を適時実施する。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

る準備に着手し、薬事申請時体制構

築・チャネルの確保を完了させる。 

2021 年 3 月チャネル確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

3）販売計画作成 

（大塚テクノ） 

決定した販売体制・販売チャネルを

▶ 

【進捗 70％：○】 

2）体制構築・チャネルの確保 

（大塚テクノ） 

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当社

へ取締役として派遣されている役員に対し、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。 

また、社内で営業要員を増員し、販売体制を並行して検討中であるが、

この度、新型コロナウイルス感染症の影響により治験（探索的試験）の

実施施設で患者リクルートを一時中断し、さらに患者リクルート再開

後も過活動膀胱は QOL 疾患であることから、患者が新型コロナウイル

ス感染症の影響を懸念し、症例確保が困難な状況が続いたため治験（探

索的試験）の実施期間延長を余儀なくされ、伴って治験（検証的試験）

実施時期および製造販売承認申請書提出時期が遅れ、販売チャンネル

構築時期を下記スケジュールへ変更している。 

 

［変更後スケジュール］ 

2022 年 3 月 

チャネル確保 

 

 

3）販売計画作成 

（大塚テクノ） 

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当社

▶ 

 

2）体制構築・チャネルの確保 

（大塚テクノ） 

継続して、社内および関係各所と連

携、状況共有を実施し、販売戦略、体

制構築、チャンネル構築の検討を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3）販売計画作成 

（大塚テクノ） 

継続して、社内および関係各所と連
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令和 2 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 

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決定する。 

2021 年 3 月販売計画作成完了 

へ取締役として派遣されている役員に対し、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。 

また、社内で営業要員を増員し、販売体制を並行して検討中であるが、

この度、新型コロナウイルス感染症の影響により治験（探索的試験）の

実施施設で患者リクルートを一時中断し、さらに患者リクルート再開

後も過活動膀胱は QOL 疾患であることから、患者が新型コロナウイル

ス感染症の影響を懸念し、症例確保が困難な状況が続いたため治験（探

索的試験）の実施期間延長を余儀なくされ、治験（検証的試験）の実施

時期および製造販売承認申請書提出時期が遅れ、伴って販売計画作成

時期を下記スケジュールへ変更している。 

 

［変更後スケジュール］ 

2022 年 3 月 

販売計画作成完了 

携、状況共有を実施し、販売戦略、体

制構築、チャンネル構築の検討を行

う。 

 

(4) 新型コロナウイルス感染症の影響 

事業進捗への影響の有無・ある場合の具体的内容 検討している対応策 

2020 年 3 月頃より新型コロナウイルス感染症の影響により患者リクルート

に支障が出始め、緊急事態宣言後、治験（探索的試験）の患者リクルートを

一時中断した。また、緊急事態宣言解除後、患者リクルート再開後も新型コ

ロナウイルス感染症の影響を懸念し来院を控える患者が多く、症例確保が困

難な状況が続いた。 

治験（探索的試験）で実施した対応策 

・患者リクルート会社と連携した被験者募集 

・医局説明会等による対象被験者の組入れ依頼 

・医局 Web サイトでの募集案内 等 

この結果、9 月 10 日付にて治験（探索的試験）が完了した。 

 

治験（検証的試験）で検討している対応策 

・治験実施施設の拡大 

・効率的な対象被験者の治験（検証的試験）への組み入れ 

・来院回数などを考慮したプロトコル運用の見直し 

これら対応を実施することで、コロナ禍においても治験（検証的試験）での

スムーズな治験完了を目指す。 
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1.7 補助事業の振り返り 

(1) 補助事業の到達点（総括） 

治験（探索的試験）を実施し、結果の解析をおこなった結果、計画時の目標であった装置の安全性に関

して問題がないことが確認できた。さらに実刺激群は疑似刺激群と比較して有効性に関する傾向がある

こと、また、盲検化試験が成り立つことの確認もできたことから、それら結果を踏まえて治験（検証的試

験）の治験プロトコルを立案し、PMDA と治験（検証的試験）の計画合意に向けて協議を開始した。ま

た、装置については臨床現場からのフィードバック、ユーザー評価結果を踏まえ、一部改良・改善を実施

し、治験（検証的試験）の製造を完了させた。その過程において量産後の装置仕様についても定めること

ができた。 

 

(2) 当初目標達成度に関する自己評価 

 1) 自己評価結果 

C：当初目標には未達だった。 

 

 2) 自己評価理由 

PMDA との計画合意の長期化、および新型コロナウイルス感染症の影響により治験（探索的試験）で

症例確保が困難な状況が続いたことなどから治験期間が想定より長期化したことが原因である。治験（検

証的試験）では治験（探索的試験）での経験を踏まえてスムーズな治験完了を目指す。 

  



30-003 体表面電気刺激による在宅向け排尿障害治療器の開発・事業化 大塚テクノ株式会社 

 

38 

(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。 ○十分
マーケティング戦略（市場のセグメント化、ターゲットとするセグメント、自社のポジショニング等）は明確になっていますか。 ○十分
会社としての経営戦略上、当該製品の位置付けは明確になっていますか。 ○十分
臨床試験、申請、認可まで想定したスケジュールは明確かつ妥当ですか。 ○十分
コア技術の開発戦略は明確になっていますか。 ○十分
どのような効果があるか明確になっていますか。 △一部

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。、 ○十分
現行の薬事法下で承認が可能ですか（規制システム面、科学評価体系面）。 △一部
ビジネスモデルに対応した業許可を持っていますか。 ○十分
新医療機器、改良医療機器、後発医療機器のどれに該当するか整理できていますか。 ○十分

機器のリスク分類で、I～IVのどれに当たるか整理できていますか。 △一部
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。 該当せず
開発後の特許調査についても実施することになっていますか。 ○十分

コア技術に関して、どのように保護するか（権利化／ブラックボックス）は明確になっていますか。 ○十分
権利化に必要な新規性だけではなく進歩性が明確になっていますか。 ○十分
必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。 ○十分
意匠等の他の産業財産権について検討していますか。 ○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。 △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。 ○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。 △一部
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。 ○十分
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。 ○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。 △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。 ○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) 補助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 

本事業を進めるためにコンソーシアムとして大塚テクノ・順天堂大学・泉中央病院・あすかホームケア

クリニック・伊藤超短波の 5 者で構成したことについてはうまく機能した。治験の対象となる患者の特

性を考慮して、大学病院と周辺クリニックなどの連携について事前の検討が不足していた為、改善すべき

点であったと考える。 

 

 2) 事業の進め方 

 PMDA との計画合意の長期化、新型コロナウイルス感染症の影響により治験（探索的試験）では症例

確保が困難な状況が続いたため治験（探索的試験）の実施期間延長を余儀なくされ、伴って治験（検証的

試験）実施時期および製造販売承認申請書提出時期が遅れた。治験（探索的試験）の結果を解析し、治験

（検証的試験）の治験デザイン、プロトコルについて PMDA と協議し、早期に合意させる。また、治験（探

索的試験）での経験を踏まえて、治験（検証的治験）は、新型コロナウイルス感染症の影響を可能な限り

排除し、治験施設の追加や患者リクルート活動の効率化などスムーズな治験完了を計画する。 

 

 3) その他 

海外展開に向けての装置仕様は定まったが、販売提携先の選定作業や交渉や規制対応などの対応が遅

れていることについて外部専門家の活用や認証機関、試験機関を交えた事前の検討が不足していた為、改

善すべき点であったと考える。 
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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 
特になし 特になし 特になし 

機器スペック・

ビジネスモデル 
特になし 特になし 特になし 

事業化体制 特になし 特になし 特になし 

事業化計画 

（開発･薬事・上

市 ス ケ ジ ュ ー

ル） 

2020 年 8 月⇒2021 年 3 月（変更済） 

検証的試験用治験機準備完了 

2020 年 7 月⇒2021 年 1 月（変更済） 

 治験用サポートツール製造完了 

2020 年 4 月⇒2021 年 1 月（変更済） 

 治験（探索的試験）リスクコントロール

報告書作成 

2020 年 4 月⇒2020 年 12 月（変更済） 

 治験（探索的試験）治験終了届提出 

2020 年 5 月⇒2021 年 2 月（変更済） 

 治験（検証的試験）治験プロトコル確定 

2020 年 6 月⇒2021 年 3 月（変更済） 

 治験（検証的試験）治験届提出 

2020 年 7 月⇒2021 年 4 月（変更済） 

 治験（検証的試験）IRB 申請、契約締結 

2020 年 7 月⇒2022 年 1 月（変更済） 

 治験（検証的試験）治験終了報告書 

2021 年 3 月⇒2022 年 4 月（変更済） 

 国内薬事申請 

2021 年 7 月 

 治験（検証的試験）治験プロトコル確定 

2021 年 8 月 

 治験（検証的試験）治験届提出 

2021 年 9 月 

 治験（検証的試験）IRB 申請、契約締結 

2022 年 2 月 

 治験（検証的試験）治験終了報告書 

2022 年 4 月（変更済） 

  国内薬事申請 

・治験（検証的試験）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。（新型コロナウイルス感染

症の影響もあり） 

・治験（探索的試験）の結果を解析し、治験

（検証的試験）の治験デザイン、プロトコ

ルについて PMDA と協議し、早期に合意

させる。 

・薬事承認申請時期は治験（検証的試験）実

施における運用面での対応でリカバリー

を図る。 
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(6) 有識者委員会･事業化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 
・臨床的に有効性と安全性の証明が必要である。 

・治験（探索的試験）の結果を解析し、治験（検証的試験）の治験デ

ザイン、プロトコルについて PMDA と協議し、早期に合意させる。 

知財 

・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

こと。 

・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

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

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。 

技術・評価 
・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。 

・臨床評価、ユーザビリティ評価を実施、ブラッシュアップを進め

る。 

その他 

事業化全般 
・特になし  

 

(7) 継続条件への対応状況 

継続条件 対応状況 

なし  

 

 

1.8 令和 3年度以降の実施内容に関する計画（案） 

(1) 令和 3年度の事業概要 

令和 3 年度は排尿障害治療器の治験（検証的試験）による有効性・安全性の確立、製造販売承認申請を目標とし事業を進めていく。治験（探索的試

験）の期間延長による遅延を取り戻すべく、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、完了後速やかに当局へ終了届が提出できるように、分担機関と連携を取りながら事業

を進めていき、令和 4 年 9 月までの医療機器製造販売承認申請完了を目指す。 
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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 

 


