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1. 事業の概要 

高齢化や生活習慣の変容などにより糖尿病患者は世界規模で増加している。高血糖状態は末梢血管障

害を引き起こし様々な合併症を生じさせる。特に足部ではその影響が出やすく、糖尿病足病変は ADL を

著しく低下させるため、早期発見・診断・早期治療が重要である。当該開発機器は、LED光源を用いた新

たな光音響イメージング装置であり、CTや MRによる血管造影法とは異なり、安全・簡便で高精細な新し

い末梢血管検査を実現することが可能です。 
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1.1 事業の目的 

国連糖尿病連合によると 2019 年の世界の糖尿病人口は 4 億 6300 万人に達しており、65 歳以上で

は 5 人に 1 人が糖尿病であると推計されている。世界的な糖尿病患者の増加に伴い糖尿病足病変を

きたす患者が増えており、その対策は世界共通の課題となっている。糖尿病は、慢性的な高血糖によ

る神経障害と血流障害が原因となり様々な合併症を引き起こす。糖尿病足病変もその一つであり、神

経学的異常と末梢血管障害により下肢の感染、潰瘍形成、深部組織の破壊を引き起こす。神経障害を

有する糖尿病患者では、潜在的重症下肢虚血の状態から潰瘍や壊疽を突然発症することがあり、足の

切断に至ることが少なくない。世界では 30 秒に一人が足切断を余儀なくされている。また、糖尿病

患者は足病変の再発率が高くリスクに応じた足病変予防のためのフットケアが重要である。再生医

療等による血管再生治療も期待されてはいるが、現状では、まずは血管・血流状態の検査による早期

発見が重要とされている。足部の虚血の有無を検査する方法として、足関節上腕血圧比（ABI）また

は足趾上腕血圧比(TBI)、経皮酸素分圧（tcPO2）、皮膚灌流圧（SPP）、が行われているが、これら

の検査方法は測定範囲が局所に限定されており足部全体を評価できない点や、末梢血管の虚血を直

接的に評価できない点などの問題がある。 

当該事業で開発する光音響イメージング装置は、生体組織透過性に優れる近赤外光領域の励起光を

照射することで、光吸収体が熱膨張する際に発生する超音波（光音響波）を画像化する技術であり、

生体内の機能イメージングができる点において新しいイメージングモダリティである。この技術を

用いることで、従来では末梢血管疾患の画像診断で用いられてきた MDCT による CTA や造影 MRA

などによる低侵襲検査に対して、光と超音波を用いた非侵襲の形態・機能イメージングを可能にする

技術であるため高精細な末梢血管の検査機器として期待されている。 

そこで当該事業では、糖尿病足病変患者の足部末梢血管動態を評価するための LED 光源方式光音

響イメージングシステムを開発・事業化することを目的とする。この目的を達成するために、(Ⅰ)表

層末梢血管検査のための 2 次元リアルタイムイメージングシステムの開発、(Ⅱ)足部末梢血管検査の

ための 3 次元イメージングシステムの開発、（Ⅲ）表層末梢血管検査の評価・診断手法の開発および

臨床にける有効性評価の 3 項目の開発課題を推進する。(Ⅰ)表層末梢血管検査のためのリアルタイ

ムイメージングシステムの開発では、安全な高出力 LED 光源システムおよび高速スキャンを可能

にする光音響・超音波信号処理システムを開発し、医療機器規格に適合させる。また、検査時の操作

性を向上させるために、LED 光源と超音波プローブが一体化したプローブ開発を行う。複数波長に

対応した高出力 LED 光源システムにより、血管や血行動態（ヘモグロビンの相対値、ヘモグロビン

の酸素飽和度指標）を計測できるリアルタイム機能イメージングを実現する。(Ⅱ)足部末梢血管検査

のための 3 次元イメージングシステムの開発では、(Ⅰ)で開発したリアルタイムイメージングシス

テムを用いて、足部の表層末梢血管検査のための 3 次元スキャンシステムを開発する。3 次元スキャ

ンシステムは、一体化プローブを機械的に並行移動させることで、各断層像から高精細な 3 次元イ

メージの画像構築するシステムである。(Ⅲ)表層末梢血管検査の評価・診断手法の開発および臨床

における有効性評価では、光音響イメージングで得られた 2 次元断層像または 3 次元イメージから

表層末梢血管検査方法を開発し、臨床研究においてその有効性を評価する。具体的には、一次検査に

て画像検査（CTA、MRA、超音波）が適用となった血行障害患者を対象として、光音響イメージン

グ装置を用いて 2 次元断層像および 3 次元像を取得し、構築した表層末梢血管検査の評価方法の優

位性を示す。当該医療機器開発は、開発初期から医療機関（筑波大学、帝京大学）と密に連携しなが

ら機器開発を進めることで、臨床家の医療ニーズを十分に反映した医療機器開発を推進する。 
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・国内許認可申請：令和 6 年 9 月 

・国内上市：令和 7 年 9 月 

・海外許認可申請：令和 6 年 12 月 

・海外上市：令和 7 年 12 月 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：CYBERDYNE株式会社 

PL： 市橋 史行（CYBERDYNE株式会社） 

SL：  横山 直之（大学法人帝京大学） 

共同体： ①大学法人 帝京大学 

  ②国立大学法人 筑波大学 
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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 

製品名 
LED-Based Photoacustic 

Imaging System（仮称） 
分類名称（一般的名称） （該当分類名称なし） 

対象疾患 糖尿病足病変 届出／認証／承認 承認（予定） 

想定される販売先 日本、北米、欧州、アジア 新／改良／後発 新（予定） 

使用目的又は効果 
可視光・近赤外光および超音波を用いて、体内の光吸収分布、形状、性状または動態を可

視化し、画像情報を診断のために提供する装置である。 

薬事申請予定者 CYBERDYNE 株式会社 
医療機器製造販売業許

可 
08B2X10010 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

CYBERDYNE 株式会社 本社 医療機器製造業許可 08BZ200073 

CYBERDYNE 株式会社 郡山生

産拠点 
医療機器製造業許可 07BZ200095 

   

 2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  北米、欧州、アジア 

薬事申請時期 令和 6 年（2024）9 月 令和 7 年（2025）12 月 

上市時期 令和 7 年（2025）9 月 令和 8 年（2026）12 月 

想定売上（上市後 3 年目） 24.6 億円／年（令和 10 年（2028）時点） 20.8 億円／年（令和 10 年（2028）時点） 

市場規模（上市後 3 年目） 300 億円／年（令和 10 年（2028）時点） 3,000 億円／年（令和 10 年（2028）時点） 

想定シェア（上市後 3 年

目） 
8％（令和 10 年（2028）時点） 1％（令和 10 年（2028）時点） 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

 

該事業で開発する光音響イメージング装置は、生体組織透過性に優れる近赤外光領域の励起光を照

射することで、光吸収体が熱膨張する際に発生する超音波（光音響波）を画像化する技術であり、生体

内の機能イメージングができる点において新しいイメージングモダリティである。この技術を用いる

ことで、従来では末梢血管疾患の画像診断で用いられてきた MDCTによる CTAや造影 MRAなどによる低

侵襲検査に対して、光音響波を用いた非侵襲の形態・機能イメージングを可能にする技術であるため

非侵襲・高精細な末梢血管の検査機器を開発する。 

 

⚫ 足部末梢血管検査のためのロボット化 3次元自動スキャンシステム 

足部の 3 次元画像を高分解能・高コンストラストで計測するために、プローブが体表面に沿っ

て最適なスキャンができるようにロボット化された自動スキャンシステムを開発する。これに

より、医師・技師によるプローブ操作が不要になるとともに、再現性の高い末梢血管の 3 次元

像を取得することができる。 

 

⚫ 表層末梢血管検査のためのリアルタイムイメージングシステム 

術前・術後の末梢循環の検査を想定し、LED光源を超音波プローブに一体化させることで、足部

に限らず表層末梢血管の血管検査を目的としたプローブとして活用する。超音波画像診断装置

に使用されるプローブとほぼ同等のプローブ形状とするとこで、医師や超音波検査技師などの

使用者が、プローブ操作の技能をそのまま当該開発機器に使用できるようなシステム設計を目

指す。 
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図 1 ロボット化された足部 3次元末梢循環検査の想定イメージ 

 

 

図 2 一体化プローブを用いたリアルタイムイメージングの想定イメージ 
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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 

当該開発機器は、糖尿病患者のスクリーニング検査および糖尿病足病変の患者の足部血行動態検査と

して利用することを想定するため、それらの患者の血行動態検査を実施する病院・クリニックが想定顧客

となる。従来の検査方法に比較して、より詳細な末梢血管の情報が得られ効率的に血管評価ができること

から、糖尿病患者を診療する病院（約 8200 施設）のうち比較的多くの施設から需要が見込まれる。また、

国内市場における TAM（最大市場規模）は、導入する医療機関と施設数と施設ごとの稼働台数により推

計している。 

・糖尿病患者を診療する病院(一般診療所を除く)： 約 8,200 施設[1] （参考 糖尿病内科：1,524 施

設、循環器内科:3,958 施設） 

・国内市場における TAM(最大市場規模)：24,600 台（8,200 施設 x 3 台) 

また、機器の使用用途としては、表層末梢血管の描出に優れることから糖尿病性の末梢血管障害の検査

を目的としてスクリーニング検査用、糖尿病足病変患者のフットケア外来時の検査、入院時の足部血行動

態の検査の３通りの使用用途を想定している。 

① 糖尿病患者で足病変をきたすリスクのある患者のスクリーニング検査 

② 糖尿病足病変患者のフットケアにおける足部血行動態検査（外来時） 

③ 糖尿病足病変患者の治療時における足部血行動態検査（入院時） 

 

表 1 各使用用途における想定患者数と検査の機会 

 

 

[1] 医療施設調査,厚生労働省, https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/iryosd/19/dl/02sisetu01.pdf 

[2] 糖尿病網膜症の有病率,https://moumaku.com/dme-eye/disease/dr/prevalence/ 

[3] 心疾患の総患者数,厚生労働省,https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/14/index.html 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

当該開発機器は、表層末梢血管検査に特化した新しいイメージングモダリティである光音響イメージ

ングと既存のイメージングモダリティである超音波イメージングの両方を備えており、既存の超音波診

断装置の置き換え需要として市場に浸透すると想定している。そのため、超音波診断装置のハイエンドモ

デルの市場を参考にして、国内市場を 300 億円と推計した。また、海外市場においては、世界の医療機

器市場の日本のシェアが 10%弱であることから海外市場は日本市場の約 10 倍であると推計し 3000 億円

とした。 

国内市場における TAM(最大市場規模：24,600 台)は、糖尿病患者を診療する病院は、主に内分泌代謝・

糖尿病内科、循環器内科を想定しており、約 8,200 施設と推計している。さらに施設数と施設毎の稼働台

数により国内の TAM を算出している。 

北米、欧州、アジアにおける TAM は、現行製品（AcousticX 研究用）が主に北米と欧州の研究機関で

導入されていることを鑑みて、北米と欧州の販売数量を国内販売台数に対する係数をそれぞれ 1.0 とし
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て、アジアの係数は 0.2 として設定している。 

(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 

2021 年 10 月現在、日本国内では海外製品も含めてまだ医療機器として販売されている光音響イメ

ージング装置はない。しかし、当社も含めて臨床前研究用途に、光音響イメージング装置を開発、販売

してきた企業があり医療機器化に向けて臨床研究が進んできている状況にある。この中でも医療機器

化を明確にしている競合企業の動向を以下に示す。 

国内では ImPACT の成果を技術移管した株式会社 Luxonus(以下、Luxonus)が医療機器化に向けた

装置の開発を行っていると発表しており、体表血管や ICG 造影後のリンパ管の識別表示が可能なベッ

ド固定型装置を開発している。海外では、米国 Seno Medical Instruments Inc.(以下、Seno)の光音響

イメージング装置(製品名:Imagio)が 2014 年に CE マークを取得し、2021 年 1 月に FDA から市販前

承認(PMA)された。乳がんが疑われる病変を対象に病変部およびその周辺部の血管分布と血中酸素飽

和度に基づいた画像情報を提供し、病変部の良悪性の診断を支援するとされている。また、ドイツの

iTheraMedical 社(以下、iThera)の光音響イメージング装置(製品名:MSOTAcuity Echo)が医療機器と

して 2019 年に CE マークを取得しており、主にヨーロッパにおいて炎症性疾患や癌等の探索的臨床研

究に使用されている。 

 

(2)市場獲得のための障壁 

X 線撮像法や MRI などの従来診断法は被曝や造影剤などの侵襲性があるため、非造影かつ高解像度

で血管画像が得られ血中酸素飽和度の指標が得られる光音響イメージング装置への期待は大きく、そ

の市場は成長すると予想されているが、海外で医療機器として承認されたばかりでまだ市場は確立し

ていない。特に国内では医療機器として承認された装置はまだ無く、当社の開発する光音響イメージン

グ装置は新医療機器に該当すると思われる。また当社の装置以外はレーザー光源を使用しておりレー

ザー管理規格による制約があったり、装置が固定型であったりするため、装置が高価であり利用も難し

いと考えられている傾向がある。このような状況から、具体的には下記の障壁があると認識している。 

・ 新医療機器としての医療機器承認の取得 

・ 光音響イメージング装置による検査の保険収載 

・ 光音響イメージングの医用応用への認知度が低い 

・ 光音響イメージングにはレーザー光源が必須と思われ、取扱いが難しく、高価との印象がある 

 

このような状況の中で新しい市場を開拓していかねばならないが、当社の LED 光源方式装置の市場

導入により、比較的安価に購入可能となり、より簡便に利用できるようになり、光音響イメージング装

置への認知度が向上し、医用応用範囲も広がるように進めていく戦略・対策が必要である。 

・ 新医療機器として薬事申請の戦略として医療機器の効能・効果を光音響イメージングの原理であ

る光吸収特性を利用した生体内部のイメージング装置として、非臨床試験で有効性評価を行える

工夫をし、可能な限り治験を実施しないで医療機器承認を得られるよう PMDA に相談し進めて

いく。 

・ 保険収載に向けてまずは糖尿病足病変の評価を目的として関連学会と連携して進めていく。 

・ 足部末梢血管を自動で撮像可能とし、術者に依存しない簡便なスクリーニング検査可能な装置と

して提供する。 

・ 汎用性の高い超音波画像診断装置の機能に光音響イメージング機能を付加した装置として提供し、

既存画像診断に慣れ親しんだ装置に新機能として加える。 
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 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） 

競合製品として、上述の２社が海外市場で販売されているが、今後の日本への市場導入が目されるもの

を含めて本開発製品との比較表を示す。 

 提案機器 競合機器 1 競合機器 2 競合機器 3 

メーカー CYBERDYNE 

Inc. 

(日本) 

Seno Medical 

Instruments Inc. 

(米国) 

iThera Medical 

GmbH 

(ドイツ) 

(株)Luxonus 

(日本) 

概要 ハンドヘルド型お

よび足部専用型 

末梢血管検査用  

ハンドヘルド型  

乳房検査用  

ハンドヘルド型  

乳房、甲状腺等体表
部位臨床研究  

ベッド固定型  

体表血管、リンパ管
臨床研究  

形式 LED-Based 

Photoacoustic 

Imaging System 

Imagio  MSOT Acuity / 

Acuity Echo 

光超音波画像撮影
装置  

特長 
 

励起光
源 

LED 光源 レーザー光源 レーザー光源 レーザー光源 

管理方
法 

非該当 

・管理区域不要 

・保護メガネ不要 

Class 3B laser 

・管理区域必要 

・保護メガネ必要 

Class 4 laser 

・管理区域必要 

・保護メガネ必要 

Class 4 laser 

・管理区域必要 

・保護メガネ必要 

ポータ
ビリテ
ィ 

可搬型 可搬型 

（指定の管理区域

で使用する必要あ

り） 

可搬型 

（指定の管理区域

で使用する必要あ

り） 

据置型 

（指定の管理区域

で使用する必要あ

り） 

国内市場規模  NA NA NA 

国内市場占有率  NA NA NA 

海外市場規模  NA NA NA 

海外市場占有率  NA NA NA 

売価 10,000,000 円 - - - 

保険償還 点数 - - - - 

クラス分類 ClassⅡ（予定） Class3(FDA) - - 

 

 

【競合品に対する特長、同等性と差分】 

上述した３社の製品全てがレーザークラス３以上のレーザー光源を使用しており、装置の操作者およ

び被検者の保護メガネの着用や、レーザー安全規格に従い安全管理区域を必要とし、使用場所に制限があ

る。ベッド固定型は大きな装置であるため、専用の部屋を必要とするし、他の２社の装置も移動可能では

あるが、実際は管理区域内で使う必要があるため、管理区域を複数用意できない場合は特定の場所で据え

置きとして使用する必要がある。当社の LED 光源はレーザー安全規格の適用外であり、ランプ規格に従

えば良く、光源の取り扱いに関して、導入施設は特別な管理区域の準備をする必要がなく、設置場所の制

約条件が導入施設に購入を躊躇させる障壁とはならないと考えている。当社装置は Seno および iThera

の装置と同様に超音波画像と重畳することも可能なため、超音波診断装置として汎用性・利便性があるた

め、超音波診断装置に光音響イメージング機能が付加されたものとして導入施設へ従来装置の置き換え

需要も期待できる
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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 
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(2) 投資回収計画 

 ① 国内 

 R3 

2021 

R4 

2022 

R5 

2023 

R6 

2024 

R7 

2025 

R8 

2026 

R9 

2027 

R10 

2028 

R11 

2029 

R12 

2030 

薬事申請時期    ●       

上市時期     ●      

支出額（単位：億円） 0.7 0.7 0.7 0.8 1.11 1.11 2.21 4.43 8.86 8.85 

 うち補助対象 0.35 0.35 0.35 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.35 0.35 0.35 0.8 1.11 1.11 2.21 4.43 8.86 8.85 

売上高（単位：億円） － － － － 12.30 12.30 24.60 49.20 98.40 98.40 

販売数量（単位：） － － － － 123 123 246 492 984 984 

 ② 海外 

 R3 

2021 

R4 

2022 

R5 

2023 

R6 

2024 

R7 

2025 

R8 

2026 

R9 

2027 

R10 

2028 

R11 

2029 

R12 

2030 

薬事申請時期    ●       

上市時期     ●      

支出額（単位：億円） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.87 1.87 3.76 7.52 15.05 

 うち補助対象 － － － － － － － － － － 

 うち自己負担 － － － － － 1.87 1.87 3.76 7.52 15.05 

売上高（単位：億円） － － － － － 20.80 20.80 41.80 83.60 167.2 

販売数量（単位：） － － － － － 208 208 418 836 1,672 

 ③ 国内・海外合計 

 R3 

2021 

R4 

2022 

R5 

2023 

R6 

2024 

R7 

2025 

R8 

2026 

R9 

2027 

R10 

2028 

R11 

2029 

R12 

2030 

支出額（単位：億円） 0.70 0.70 0.70 0.8 1.11 2.98 4.09 8.19 16.38 23.90 

 うち補助対象 0.35 0.35 0.35 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.35 0.35 0.35 0.8 1.11 2.98 4.09 8.19 16.38 23.90 

売上高（単位：億円） － － － － 12.30 33.10 45.40 91.00 182.0 265.6 

販売数量（単位：） － － － － 123 331 454 910 1820 2656 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 
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1.5 事業化に向けた検討結果 

(1) ビジネススキームの特長 

 1) 売れ続けるためのビジネスの”仕組み” 

当該開発機器は、造影剤を用いないで末梢の血管・血流状態を高精細に画像化することを可能とする光

音響イメージング装置であり、安全な LED 光源により人体に優しい画像検査装置である。機器構成とし

て、独自開発の光音響イメージング用の LED 光源照射ユニットに加えて、超音波アレイユニット、3 次

元画像構成ユニットを有しているため、本装置は通常の超音波診断装置として用いることができる。つま

り、光音響イメージング装置と超音波診断装置の２つの機能を備えた装置となっている。そのため、超音

波画像診断装置の中級モデル以上の市場を対象にし、機器の置き換え需要により光音響イメージング市

場の創出と拡大を狙う。対象市場としては、日本のみならず北米、欧州、アジアを含めた世界規模での展

開を推進し、光音響イメージングの装置のシェア拡大を進める。機器開発においては、米国 FDA、欧州

CE マーキング、アジア各国の医療機器規制に対応することで、迅速な医療機器の上市を実現する。開発

機器の特徴として、ネットワーク通信機能を必須にすることで、病院内やクリニックにおいても機器の保

守対応やソフトウェア更新をオンラインで対応できる仕組みを実現し、付加価値の高い製品サービスを

顧客に提供することで継続的な顧客の確保・拡大を狙う。また、当該開発機器は、糖尿病足病変領域への

展開だけでなく、近年発展してきている再生医療において、日常的に血管再生（皮膚）の状態を診察室で

安全に 3 次元画像として捉えることができるため、皮下の血管・血液状態を検査する領域など新たな検

査領域の拡大へと展開できると考えている。 

 

 2) ビジネス体制 
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(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

⚫ 全般相談（2021 年 9 月 21 日@オンライン会議） 

LED 光源方式光音響イメージング装置の一般的名称および申請区分についての相談を実施した。 

 

⚫ 対面助言準備面談（医療機器開発前相談）（2022 年 1 月 20 日@オンライン会議） 

当該開発機器に要求される安全性・有効性の確認方法の妥当性および臨床試験の実施要否について

の相談を実施した。 

 

⚫ 医療機器開発前相談（2022 年 5 月 12 日@オンライン会議） 

当該開発機の有効性及び安全性に係る評価パッケージの充足性についての相談を実施した。 

 

 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） 

光音響波の励起光源としてレーザー光源を用いるものは、富士フイルム、キヤノン等から特許出願さ

れている。しかし、光音響波の励起光源として目に安全な LED 光源を用いて実用化レベルまで高め、

パルス光制御技術を進展させたのは、当社の開発品のみである。主要な関連他社として富士フイルム

やキヤノンが挙げられるが、励起光源としてレーザー光源を用いている点で、当社が開発する LED 光

源方式の光音響イメージング技術に特有の課題解決技術を発掘して、逐次特許化しながら差別化を図

っている。 

 

⚫ 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 

CYBEDYNE 社が LED 光源方式の光音響イメージング技術の国際特許を取得している。世界をリー

ドしているため Harvard Medical School、Cambridge 大学、Kings College London など世界の著名

な機関との共同研究を進め、共同成果を俯瞰して知財化できる状況にある。当該領域は、Photo-

Acoustic Imaging（光音響イメージング）と呼ばれているが、当社製品は AcousticX という商標で世

界的に認識しやすいように戦略的な名称としている。技術コアの一部に関しては、微弱で安全な LED

光源を用いるため、特殊な画像処理を実現しているが、これについては、当該 AMED のヒアリングで

のみ説明し、社会に対しては秘匿情報としてブラックボックス化している。その他、処理系に関して

も、ノウハウについてはブラックボックス化している。 

 

⚫ 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

仮に、励起光源である LED 光源を用いたパルス光の駆動制御技術が模倣された場合には、LED を

用いている段階で知財侵害に当たるので、他社による侵害の証明が容易であり、社内の弁護士（国内

弁護士、国際弁護士）や有力な国際弁護士事務所（顧問契約）と、随時、対応処置について議論がで

きる体制となっている。必要に応じて法的な対応を行う。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

⚫ 開発リスクの明確化と対応 
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当該開発機器は、足病変リスクのある患者のスクリーニング検査やフットケア外来での末梢血管検

査を行うことを想定しており、実際の臨床現場で受け入れられる製品設計が必要になる。設計段階に

おいて専門医を交えたデザインレビィーを繰り返し実施しながら仕様をブラッシュアップしていく。

想定する臨床現場でユーザビリティ評価を行い設計の妥当性を評価する。また、当該開発機器は、新

医療機器に該当することが予想され、医療機器承認に必要となる安全性・有効性を確認するための非

臨床・臨床評価の構築が必要になる。非臨床・臨床評価の方法については、PMDA の対面助言を活用

し医療機器の設計・評価を進める。 

 

⚫ 薬事申請に必要なエビデンス収集 

PMDA 開発前相談においては、当該開発機器の医療機器承認では、検査機器として医療機器承認を

得る場合にはファントムによる非臨床での検査機器の基礎性能を調べる試験で良い可能性もあるとの

助言を得た。この助言に従い、ファントムによる非臨床での試験を行い薬事申請に必要なエビデンス

を収集する。また、PMDA との非臨床試験のプロトコル相談において、患者の血管・血液状態を確認

するための臨床試験が必要とされることも想定し、足病変などの治療のための検査を行う医療機関と

連携・協力して臨床試験を通してエビデンスの収集を行う。当該廃発装置では、造影剤無しでのイメ

ージングが可能となるため、CTA/MRA、超音波などの検査装置と同様かそれ以上の保険点数が想定

される。 

今回の PMDA 開発前相談では、ある疾患に特化して医療機器化する場合には、その疾患名と当該装

置での検査の結果どのような治療効果へと繋がったかということも含め、長期の臨床評価・コホート

研究などを含めそのプロトコルについて PMDA のプロトコル相談の専門家と話をして、医療機器化

と検査・診断と治療法との関係について段階的に進めた方がよいとの助言を得た。本開発プロジェク

ト期間が終わる前に医療機器化のために必要な IEC60601 等の各種適合に向けて申請を行い、さらに、

疾患名（糖尿病性足病変）に対するプロトコル相談を実施する。これにより、検査機器としての医療

機器のためのエビデンス収集だけではなく、疾患名と紐づいたエビデンス収集へと舵取りを行う。 

 

⚫ 高機能化、低価格化、ユーザビリティへの取り組み 

現在の光音響イメージングシステムは、ヘモグロビンの光吸収特性を利用した血管描出を意図した

システム構成としているが、使用する LED 光源の波長を変えることによって、ICG(インドシアニ

ングリーン)などの光増感材によるリンパ管描出やメラノーマなどの検出も可能になる。また、LED

パルス光源システムは、レーザー光源を使用する他社システムと比較して小型で低価格化できる利

点があるため、カート型光音響イメージングシステムのみならず携帯型光音響イメージングシステ

ムへの展開も視野に入れシステム開発を推進することとで低価格化、ユーザビリティの向上が期待

でき、他社との差別化を図る。 

 

 4) 販売戦略等 

⚫ 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

国内における販売チャネルは、既存事業で全国に確保している販売代理店を利用する。また、北米

および欧州への展開は、当社子会社である CYBERDYNE USA Inc.（米国）、Cyberdyne Care Robotics 

GmbH(ドイツ)、CYBERDYNE MALAYSIA（マレーシア）を現地の事業拠点を軸に各国・各地域（欧

州全域、アジア、米国、中東）での医療機器認証を順次進めていき、医療機器認証を取得後には段階

的に米国全域、欧州全域、アジア全域へと販売展開する。また、2022 年 2 月、米国の西海岸（サンフ

ランシスコを中心）に 19 の医療施設を保有する医療法人を買収し子会社化したので、この医療法人の
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ネットワークも活用して販売チャネルを拡大させると共に、各国の医療機器を扱う法人などとも連携

して、販売促進を強化する。光音響プローブ、LED 光源など機器を構成する重要な部品になるため、

サブライヤーと供給者包括契約を締結することで重要部品の安定供給を確保する。 

 

⚫ アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

専任のマーケティング責任者を中心に、すでに当社にある医療機関に特化した全国営業スタップと

全国の販売代理店網と連携し見込み顧客へのデモを中心とした商談活動を実施する。光音響イメージ

ング装置という専門性が高い医療機器となるため、試用や共同研究をお願いした施設には教育機関に

なってもらい、製品のプロモーターとして育成する。 

 

⚫ QMS 等の品質保証体制 

ISO13485 の医療機器品質マネジメントシステムの認証を取得済みである。さらに、北米、欧州市場

への展開に備えて、米国 FDA および欧州 MDR(Medical Device Regulation)への対応も進めている。 

 

⚫ 広報・普及計画 

令和 4 年度 7 月開催の日本動脈硬化学会をはじめとする各種関連学会（日本超音波医学会、日本糖

尿病学会、日本フットケア学会・足病変学会など）に参加し、当社の LED 光源方式光音響イメージン

グ装置の知名度向上に努める。 

ここ数年、当該開発機器の研究用バージョン(AcousticX)を共同研究機関（Stanford 大学、Johns 

Hopkins 大学、Cambridge 大学、King’s College London、など著名な大学・研究機関・病院）を中心

として国際的に販売してきた実績があり、当社の研究者がエディターとなって学術論文誌も出版して

きた。数年前には国際学会も設立され、当社はこれら著名な機関と極めて良好な国際連携を有してい

るため、これらのチャネルを活用して、医学領域における学術分野に対しても広報・普及活動を行な

っていく。 

 

 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 日本国内では 2021 年度において、医療機器承

認を受けた光音響イメージング機器は存在し

ない。医療機器申請の際に新医療機器に該当す

る可能性が高く、機器の安全性・有効性評価に

臨床試験が必要になる可能性がある。 

 

② 米国(FDA)、欧州（MDR）においては、光音響イ

メージングの医療機器が既に存在するが、当該

開発機器の許認可に関してのレギュレーショ

ンの早期把握が必要である。 

 

 

① PMDA 開発前相談を実施し、当該開発機器が既

存の血管撮影法と同様の目的で使用する場合

は、非臨床のみで医療機器承認を受けられる可

能性があると助言を受けた。一方、糖尿病足病

変などの特定の疾患に対しての検査・診断を目

的とする場合は、標榜する疾患に対する有効性

評価を臨床試験で示す必要があると助言を受

けた。 

 

② 米国 FDA および欧州 MDR のレギュレーション

の調査を早期に開始する。米国 FDA の対応につ

いては、医療機器として承認されている Seno 

Medical 社の製品の安全性・有効性データを参

考に医療機器承認に必要となる規格・試験の調
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領域 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

査を実施した。 

 

知財 
なし なし 

 

技術 ・

評価 

① 医療ニーズが十分に反映されていない設計を

おこなってしまうリスク 

② 高機能化と小型化を両立が技術的に困難にな

ってしまうリスク 

 

① 開発初期から連携医療機関の専門医に使用目

的、使用方法、ユーザビリティについて評価を

依頼し、医療ニーズと設計を整合させる。また、

レザインレビューを繰り返し実施し、製品設計

をブラッシュアップする。 

② 設計段階において小型化・省電力の技術を積極

的に採用し目的とする機能を計測機本体のカ

ート内に集約させる。 

 

その他

事業化

全般 

①保険収載の遅延や想定する保険点数が認めら

れないリスク 

②光音響イメージングの認知度の低さ 

 

①当該機器による有効性のエビデンスを構築し、

医療機関の医師の協力のもと関連学会と密接

に連携し保険収載を目指す。 

②マスメディアによる広告、学会発表・展示によ

るロビー活動を行う。 
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1.6 令和 3年度補助事業の成果概要 

(1) 補助事業の事業概要 

当該年度では、臨床現場で利用可能な非侵襲・高精度な LED 光源方式光音響イメージング装置の開発・事業化を行うために、医療用モデル評価機

開発と医療機器申請に向けて PMDA との相談を進める。造影剤を用いないで血管・血液状態の３次元イメージングを可能とする医療用画像検査装置

であるが、当該医療用モデル評価機開発では、糖尿病足病変患者の足部末梢血管検査を行うことを目的とし、末梢血管の虚血や酸素飽和度などの形

態・機能画像を広範囲かつ高分解能に提示できるシステムを開発する。開発初期から医療機関と密に連携しながら研究開発を進めることで、臨床家の

医療ニーズを十分に反映した医療機器開発を推進する。許認可戦略においては、医療機器の効能・効果を光音響イメージングの原理である光吸収特性

を利用した生体内部のイメージング装置とすることで、非臨床試験での有効性評価を行える工夫をし、可能な限り治験を実施しないで医療機器承認

を得られるよう PMDA と協議し医療機器化を推進する。さらに、保険収載への取り組みは関連学会の強力なサポートが必要になるため、医療機関の

医師の協力のもと、関連学会とも密接に連携しながら、保険適用に向けた協力体制を構築する。 

 

(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 概要 

光音響イメージングシステム（本体） 光音響イメージングに加え超音波イメージングの機能を備えたカート型光音響イメージング装置である。用途に応

じて 3 次元スキャンシステムと光源一体化プローブの２種類のプローブを接続することができる。 

3 次元自動スキャンシステム 足部の末梢血管動態を評価するための 3 次元測定装置。機器に足部をセットするだけで、自動的に最適なスキャン

ルートを算出することができるため、操作者の特別なスキルは不要になる。 

LED 光源一体化プローブ 治療前後、オペ中などの末梢血管動態を測定するための光音響用プローブである。 

 

(3) 令和 3年度の補助事業の成果と今後検討すべき課題 

令和 3 年度実施内容（補助事業計画書）  
令和 3 年 3 月末時点での達成状況（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 

1)医療モデル評価機開発 

（CYBERDYNE） 

(A)高速光音響・超音波信号処理システム

の開発 

光音響信号は超音波信号に比べて信号強

度が低いため、スキャンレートを高速化し平

均化処理を行うことにより微弱な光音響信

号の S/N 比の向上を図る。光音響・超音波の

▶ 

 

 

(A)【進捗 100％：○】 

医用超音波診断装置の開発経験がある開発会社

と設計協力体制を構築し、光音響・超音波処理シス

テムの基本設計・詳細設計完了した。既存の研究用

光音響イメージング装置（AcousticX）の設計をさら

に改良することで、光音響信号のスキャンレートの

▶ 

 

 

 

設計した高速光音響・超音波信号処理システ

ムの基板製造・ファームウエア開発を行い臨床

評価機として仕上げる。さらに、評価機におい

て、所望の光音響信号の S/N 比、空間分解能を
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令和 3 年度実施内容（補助事業計画書）  
令和 3 年 3 月末時点での達成状況（計画変更理由を含

む） 
 今後検討・実施すべき事項 

アナログ信号処理部からデジタル信号処理

部までの回路においてシステムアーキテク

チャの最適化を行い、高速光音響・超音波信

号処理システムを開発する。空間分解能は末

梢血管検査のアプリケーションを想定し

200[μm]以下となるように設計する。主要な

表示方法は、B モード、PA モード、カラード

プラに対応させる。超音波像および光音響像

の形態情報と機能情報をリアルタイムフュ

ージョンイメージとして表示できるように

する。当該信号処理システムは、開発評価機

と臨床評価機の 2 台分を開発する。開発評価

機は、設計評価およびシステムの改良を行う

ために使用し、臨床評価機は、連携機関で実

施する検査・診断手法の有効性検証に使用す

る。 

令和 4 年 1 月 

基本・詳細設計 

 

(B)複数波長対応の高出力 LED パルス光源シ

ステムの開発 

光音響波を励起させるための安定したパ

ルス出力および安全性を考慮した LEDパルス

光源システムを開発する。表層末梢血管の血

管イメージングに必要となる光源は、ヘモグ

ロビン描出および酸化・還元ヘモグロビン描

出を目的し 650[nm]〜980[nm]の波長から選

択し最適化を行う。また、LED 光源の 1 パル

スあたりの光出力は、200[μJ]以上とする。

医療モデルの繰り返し周波数は 4[kHz]以上

を目標とし、繰り返し周波数の向上による

S/N 比の向上とリアルタイム性の向上を図

る。当該光源システムは、開発評価機と臨床

評価機の 2 台分を開発する。開発評価機は、

設計評価およびシステムの改良を行うため

高速化を図り、高分解能な光音響像の取得を可能と

するシステム構成とした。さらに、微弱な光音響信

号の S/N 比を向上させるために、設計段階から低ノ

イズとなるシステム構成を採用し、光音響信号特有

のアナログ信号処理回路と FPGA による高速なデジ

タル信号処理部の設計が完了した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B)【進捗 80%：○】 

 

研究機の LED パルス光源システムを改良し、繰

り返し周波数が 10[kHz]まで対応できる LED ド

ライバーの設計検討を完了した。既存の LED パ

ルス光源システムでは、LED アレーに高電圧パ

ルスを印加する構成であったが、リスクマネジメ

ントで人体への感電のリスクが受容できなかっ

たため、人体への影響がない電圧まで下げること

で安全性を担保する設計とした。また、LED を

パルス駆動する際に発生する放射ノイズの対策

が課題となっていたため、設計の段階から EMC

実現できているかを評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開発評価機において、設計通りのパルス出力性

能、LED 光源の耐久性および放射ノイズの対策

の効果を検証する。 
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令和 3 年度実施内容（補助事業計画書）  
令和 3 年 3 月末時点での達成状況（計画変更理由を含

む） 
 今後検討・実施すべき事項 

に使用し、臨床評価機は、連携機関で実施す

る検査・診断手法の有効性検証に使用する。 

令和 4 年 2 月 

基本・詳細設計 

 

(C)LED 光源一体型プローブの開発 

表層末梢血管を高分解能で描出する高周

波プローブおよびより深い血管を描出する

低周波プローブの 2 つのプローブを想定し、

中心周波数 7〜15[MHz]から最適な超音波ア

レーモジュールを選定する。既存の医療用超

音波プローブと LED光源の照射部を一体化さ

せることで、LED 光源の照射面を最適化する

とともに使用時のプローブのユーザビリテ

ィを向上させる。一体化プローブの設計仕様

に関しては、医療機関の医師に設計の妥当性

評価を依頼する。 

令和 4 年 2 月 

基本・詳細設計 

 

(D)3 次元スキャンシステムの開発 

足部の表層末梢血管を安定して 3次元計測

できるシステムを開発する。計測対象（足部）

に対して最適なスキャンルートを算出し、プ

ローブを走査させることができるシステム

を開発する。スライス方向の分解能は、

200[μm]以下を目標とする。3 次元スキャン

システムの要求仕様に関しては、医療機関の

医師に設計の妥当性評価を依頼する。 

令和 4 年 3 月 

基本・詳細設計 

 

 

規格への適合を考慮し設計開発を推進している。 

 

 

 

(C)【進捗 80%：○】 

LED一体化プローブの使用用途を明確化するととも

に、その用途に応じたプローブラインナップの検討

をおこなった。プローブ供給業社と打ち合わせを行

い、開発可能なリニアアレープローブの種類を確認

した。過去の一体化プローブの開発経緯を整理し、

新しく設計する LED 光源の最適な照射方法につい

て光量シミュレーションおよび光量評価実験を実

施しプローブデザインを行なった。LED 光源基板で

発生する熱量をプローブ外へ排熱させるクーリン

グシステムの設計検討を実施した。 

 

 

 

 

 

(D)【進捗 80%：○】 

光音響像の高画質化には LED 光源が皮膚表面にで

きるだけ近づける必要があるが、この自動スキャン

を安定して実施するために、位置制御および力制御

の観点から適切な制御方法を検討し、非接触で測定

が可能な位置制御による方式を採用した。また、当

該システムは、生体とプローブとの間の音響インピ

ーダンスを整合させるために、水を使用するシステ

ムであるがシステムを使用する際に水を扱い必要

があり検査時の負担になる可能性があるため、容易

に水の交換ができるように考慮しながら試作設計

 

 

 

 

 

光音響像の S/N 比向上を目的とした繰り返し

周波数の増加に伴い、LED 光源から発生する熱

量が増加するため、効率的に冷却するクーリン

グシステムの設計・評価を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専門家によるデザインレビューを実施し、基本

設計の適切性について確認しているが、フット

ケア外来や集団検診施設で実施する末梢血行

動態の評価も想定し、繰り返しデザインレビュ

ーを実施する。さらに開発した評価機におい

て、ユーザビリティ評価を実施する。 
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令和 3 年度実施内容（補助事業計画書）  
令和 3 年 3 月末時点での達成状況（計画変更理由を含

む） 
 今後検討・実施すべき事項 

 

 

(E)デザインレビュー 

（帝京大学・筑波大学） 

糖尿病足病変患者の足部末梢血行動態の

評価を目的とした医療機器として、その設計

仕様の妥当性を確認するために、現場での使

用環境を熟知した医師にデザインレビュー

を依頼する。デザインレビューは、画像の表

示仕様、LED 光源一体化プローブの仕様、3 次

元スキャンシステムの仕様に対して実施す

る。 

画像の表示仕様については、3 次元血管俯瞰

像（3 次元構築された皮下組織の血管画像を

直感的に血管網として捉えられるように皮

膚表面から見下ろした画像）の表示方法、血

管俯瞰像の画像解析結果から算出され得る

血管に関する指標(例：関心領域に対する血

管の割合等)を提示し、その指標の表示方法、

観測する関心領域の設定方法、血管俯瞰像の

画質と画像構築時間との最適なバランスな

どを評価する。LED 光源一体化プローブの仕

様については、一体化プローブの形状や、重

量、ケーブルの取り回し方法、検査時の操作

性などを、製品モックアップ等を使用して評

価する。3 次元スキャンシステムの仕様につ

いては、必要とされる調整機能の操作性、足

部の固定方法、固定部の形状、使用感などを、

製品モックアップ等を使用して評価する。製

品モックアップは、製品の外観・形状の評価

を行うための模型であり、3 次元造形機を用

いて製作する。 

令和 4 年 2 月 

設計妥当性評価 

 

を進めている。 

 

 

(E)【進捗 100%：○】 

2022 年 3 月に帝京大学・筑波大学にて当該開発機

器のデザインレビューを実施した。光音響イメージ

ング装置の全体設計を説明したのち、モックアップ

を用いて 3 次元自動スキャンシステム、LED 光源一

体化プローブの仕様、光音響による画像検査結果の

提示方法の仕様について専門医に評価いただき、概

ね問題ないことを確認した。 

 

 

 

 

フットケア外来や集団検診施設で実施する末

梢血行動態の評価も想定し、開発機の設計妥当

性について繰り返しデザインレビューを実施

し、製品仕様のブラッシュアップを行う。 
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令和 3 年度実施内容（補助事業計画書）  
令和 3 年 3 月末時点での達成状況（計画変更理由を含

む） 
 今後検討・実施すべき事項 

 

③許認可戦略 

3) PMDA 相談 

（CYBERDYNE、帝京大学） 

当該イメージング装置の医療機器申請に必

要となる事項について PMDA の対面助言を活

用し申請方針を決定する。当該開発機器の一

般的名称、申請区分、安全性・有効性確認の

方法について相談する。特に早期の医療機器

化を目指すため、非臨床データのみで医療機

器申請を行う方針で PMDA と協議し医療機器

化を進める。 

令和 3 年 9 月 

全般相談 

令和 3 年 10 月 

対面助言準備面談 

令和 3 年 12 月 

開発前相談 

 

▶ 

 

【進捗 100%：○】 

PMDA開発前相談により、当該開発機器の医療機器承

認に必要とされる評価パッケージ（非臨床・臨床）

を特定した。さらに、当該開発機器の標榜する使用

目的により、医療機器承認のシナリオが２通りある

ことを確認した。 

 

 ▶ 

 

 

末梢血流障害の検査に寄与する血液・血管状態

を描出することを目的とした場合と特定の疾

患として糖尿病足病変に対する診断、治療又は

予防に使用することを目的とした場合の 2 通

りの医療機器承認のシナリオを設定し、具体的

な臨床評価計画を作成する。 

 

(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 

世界的な半導体の不足により、光音響・超音波処理システムの開発に必要な

IC が欠品状態となっており、評価機開発のスケジュールに影響が出ている。 

 

使用予定の IC の事前調達や長期に渡り欠品状態が続き事前調達でも入手で

きない IC については互換品の IC を選定し評価機開発のための電子部品の

確保を行っている。 

 

 

(5) 令和 3年度の到達点（総括） 

今年度は、医療モデル評価機開発の基本設計・詳細設計を推進した。連携している医療機関の医師によるデザインレビューを実施し、糖尿病足病変

患者に対する足部の血管・血流状態の検査に必要となる製品仕様の評価を行い概ね問題ないことを確認した。また、PMDA 開発前相談の助言により、

当該開発機器の医療機器申請に要求される概念的要求事項を明確化した。さらに、当該開発機器の医療機器承認のシナリオとして、末梢血管障害の検

査に寄与する血液・血流状態の描出することを目的とする場合と糖尿病足病変などの特定疾患に対する診断、治療又は予防に使用することを目的と
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した場合の２通りの医療機器承認シナリオがあることを確認した。 
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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 

 項目 評価 

① 事業進捗状況 計画に対する進捗、計画の見直し中断中止が必要な状況になってい

ない 

◯ 

② 事業（開発）成果 計画した成果が着実に得られている 
 

◯ 

③ 実施体制 

代表機関を中心とした研究開発体制が適切に組織されている ◯ 

製造販売企業等が意欲を持って参加している ◯ 

コンソ内の十分な連携がとれている ◯ 

④ 今後の見通し 
今後開発を進めていく上で、問題が無い ◯ 

開発計画が具体的で明確な目標がある ◯ 

⑤ 事業で定める項

目および総合的

に勘案すべき項

目 

妥当な医療現場のニーズが明確になっている ◯ 

開発機器のコンセプトは明確になっている ◯ 

知財戦略が立案されている ◯ 

薬事戦略が立案されている △ 

販売戦略が立案されている △ 

⑥ 総合評価  ◯ 

 

 

(2) 令和 3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 

特になし 

 

 2) 事業の進め方 

特になし 

 

 3) その他 

特になし 
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(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 

表層末梢血管検査 糖尿病足病変患者の足部の末梢血管検査 医学的価値の明確化のために、当該開発機器

が対象とする疾患名を特定した。 

   

   

機器スペック・

ビジネスモデル 

なし   

   

   

事業化体制 なし   

   

   

事 業 化 計 画

（開発･薬事・上

市スケジュー

ル） 

なし   

   

   

 

(4) 課題評価委員会･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 医療上の価値について、現在の糖尿病性壊死の足部病変における超

音波検査の臨床上の位置づけと超音波診断装置と比較した医学的な

有意差について示すこと。 

 

超音波検査では、描出性能の制限により下腿動脈から足首部までの

範囲が検査対象となるが、光音響イメージングでは、より末梢側の足

趾先端部や足底踵部の検査を対象とすることができ有用であること

を説明した。 

 

本開発機器を用いた表在性の細動脈の画像表示や酸素化の機能評価

が、潰瘍形成の予防・早期発見やその治療方針、予後について、医師

が医学的な見地をもって判断する場合にどのような役割を担うのか

について説明すること。 

光音響イメージング検査により、細動脈レベルでの血流障害や神経

障害の鑑別が確立されていくことで、足病変の予防や治療介入のき

っかけになることを説明した。 

  

知財 なし  
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領域 指摘事項 対応 

  

技術・評価 表在性の画像収集を行う上での本開発機器の欠点と、その欠点を上

回る利点について検討し説明すること。 

光源に LED を用いる際の欠点として、パルスエネルギーが著しく小

さく光音響像の SNR の観点から不利であるが、当社独自の LED ド

ライバーによる繰り返し周波数の高速化や加算平均処理によるデジ

タル信号処理により実用上問題ない水準まで SNR を向上させてい

る点について説明した。 

 

開発機器のコンセプト設計が不十分であるため、コンソ内の協議案

を医療機器センターの事業化コンサルを受けながら、ブラッシュア

ップし、デザインレビューを修正すること。 

医療機器センターの事業コンサルにおいて開発機器のコンセプト設

計をブラッシュアップする。さらに、連携する医療機関によるデザイ

ンレビューを実施する。専門医によるデザインレビュー、臨床現場で

のユーザビリティ評価を行い製品仕様のブラッシュアップを行う予

定である。 

 

  

その他事業

化全般 

当該開発機器が標榜する使用目的に対して十分な保険償還価格が見

込めることを確認すること。 

当該開発機器が標榜する使用目的に関する臨床上の位置づけを明確

化し、厚生労働省医政局経済課に保険償還価格の見込みを確認する。 

 

  

  

 

(5) 継続条件への対応状況 

継続条件 対応状況 

① 当社が標榜している開発機器の使用目的である、血管の形態描出や酸素

化度の機能評価等の情報提供によって医師の診断補助に寄与すること、

糖尿病足病変の早期発見や治療への貢献、並びに、細動脈レベルでの血

流障害と神経障害の鑑別の寄与について、厚生労働省医政局経済課に相

談し、保険償還が十分にあるか確認すること。 

 

当該開発機器の保険償還価格の見込みについて厚生労働省医政局経済課へ問

い合わせ相談申し込みの準備を進めている。 

② 医学的な根拠に基づいたエビデンス構築を行うために、必要となる臨床

治験を実施する費用と保険償還で将来見込める収益を検討し、実際の事

当該開発機器が、足病変の予防・早期発見に寄与することや足病変に対する

治療方針の決定・治療効果判定に使用することを想定し、連携医療機関の協

力のもと治験プロトコルを検討している。 
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継続条件 対応状況 

業性の評価を行う。（場合によっては、事業化コンサルまたは実用化プ

ログラムの支援をうけること。） 

 

③ 開発機器のコンセプト設計が不十分であるため、コンソ内の協議案を医

療機器センターの事業化コンサルを受けながら、ブラッシュアップし、

デザインレビューを修正すること。更に、フットケア外来や集団検診施

設での開発機器の使用を想定していることも踏まえ、臨床現場でのユー

ザビリティ評価を実施すること。その結果から製品開発の仕様等の改善

を実施すること。以上を踏まえた令和 4 年度の研究計画を作成・事業化

を開始した後、令和 4 年 9 月のサイトビジット時点での事業の進捗状況

（技術開発、薬事戦略、コンセプト設計、デザインレビュー、保険戦略

や販売戦略等の取り組みや方針）について、PS、PO、課題評価委員長が

内容を確認し、助言を行う。 

 

令和 4 年度の開発計画で、連携する医療機関によるデザインレビューを計画

している。専門医によるデザインレビュー、臨床現場でのユーザビリティ評

価を行い製品仕様のブラッシュアップを行う予定である。 
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1.8 令和 4年度以降の実施内容に関する計画（案） 

(1) 令和 4年度の事業概要 

昨年度実施した PMDA開発前相談において、当該開発機器が血液・血管状態を描出することで医師の診断を補助する情報の一つを提供する位置づけ

とした使用目的とする場合には、臨床試験を省略できる可能性があると助言を受けました。これを踏まえて、末梢血流障害の検査に寄与する血液・血

管状態を描出することを目的とした場合と特定の疾患として糖尿病足病変に対する診断、治療又は予防に使用することを目的とした場合の 2 通りの

医療機器承認のシナリオを想定し医療機器開発を推進する。当該年度の事業化への重点課題として、①当該開発機器の保険償還の確認、②血液・血管

状態を描出することを目的とする場合と糖尿病足病変などの特定疾患に対する検査を目的とする場合のエビデンス構築に向けた臨床評価計画の再構

築、③開発機器のコンセプト設計のブラッシュアップと光音響の描出性能に関する非臨床試験のプロトコル構築に取り組む。当該開発機器の保険償

還の確認については、足病変の早期発見や治療前後の足部血行動態検査に対する保険償還の可能性について厚生労働省医政局経済課に問い合わせ十

分な保険償還の見込みを確認するとともに、収益性のある事業化計画を作成する。血液・血管状態を描出することを目的とする場合と糖尿病足病変な

どの特定疾患に対する検査を目的とする場合のエビデンス構築に向けた臨床評価計画の再構築については、想定する機器の使用目的に対して医療的

価値をもつ検査となるように臨床評価計画を構築する。具体的には、末梢血管検査に寄与する血管の描出性能（血管の形態情報、機能情報（酸素化

度））について既存の血管造影法（DSA）と比較し評価を行う。また、光音響イメージングの形態・機能画像から糖尿病足病変患者の足部末梢血流評価

に寄与する客観的評価指標を抽出し評価方法を検討する。臨床評価計画は、事業化コンサルを受けて再構築を行う。開発機器のコンセプト設計のブラ

ッシュアップと光音響の描出性能に関する非臨床試験のプロトコル構築については、当該開発機器が足病変などに対するスクリーニング検査と糖尿

病足病変患者に対する治療前後の検査を使用目的と位置づけ専門医によるデザインレビューを実施し、臨床現場で使いやすいように製品仕様を改良

する。さらに、PMDAの医療機器プロトコル相談により当該開発機器の安全性・性能評価に関する非臨床試験のプロトコルを構築する。 

 

(2) 令和 4年度補助事業の実施内容 

項目名 実施主体 具体的な内容 

①製品開発・評価：医療モデル評価

機開発 

CYBERDYNE 株式会社 

帝京大学 

筑波大学 

昨年度に引き続き光音響イメージングシステムを構成する要素システム（高速光

音響・超音波信号処理システム、複数波長対応高出力 LED 光源システム、LED

光源一体化プローブ、３次元自動スキャンシステム）の評価機製造を進める。設

計段階において、連携医療機関の専門医によるデザインレビューを実施すること

で製品設計のブラッシュアップを行う。 

 

②製品開発・評価：医療モデル評価

機設計評価 

CYBERDYNE 株式会社 

帝京大学 

当該開発機器に要求される医療機器規格への適合に向けた評価を行う。また、フ

ットケア外来や集団検診施設などでも光音響画像検査を実施できることを想定
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項目名 実施主体 具体的な内容 

筑波大学 し、開発した評価機のユーザビリティ試験を実施する。 

 

③医療機器承認に関わる非臨床評

価・臨床評価：光音響像の描出性能

検証 

CYBERDYNE 株式会社 

帝京大学 

 

末梢血管検査に寄与する血管の描出性能の臨床評価計画を作成する。当該臨床評

価は、光音響イメージングによる末梢血管の形態情報と機能情報(酸素化度)の描

出性能を評価すること目的としており、既存の血管造影法（DSA）により得られ

た画像との比較により光音響像の描出性能の評価を行う。さらに、糖尿病足病変

などの足部末梢血流評価に寄与する客観的評価指標を抽出し、評価方法を検討す

る。 

 

④許認可戦略：PMDA 相談 CYBERDYNE 株式会社 

帝京大学 

筑波大学 

 

末梢血管障害の検査に寄与する血液・血管状態を描出することを標榜した当該

開発機器に要求される非臨床試験（安全性・性能）について PMDAの医療機器プ

ロトコル相談を活用し評価方法を確認する。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 

CYBERDYNE株式会社 

〒305-0818 茨城県つくば市学園南二丁目 2番地 1 

電話: 029-855-3189 / FAX: 029-869-3181 / E-mail: biz@cyberdyne.jp 


