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1. 事業の概要 

PaMeLa株式会社は、2016 年 2月 3日に創業し、大阪大学大学院生命機能研究科の中江文特任教授の

研究成果である、痛みを定量化・可視化する技術を社会実装するために創業された。創業以来研究開発

を継続し、2018 年には、脳波アナライザーBWMS-1 は医療機器認証を取得し（認証番号：

227AIBZX00035000、認証取得日：2018 年 11 月 30 日）、医療機器製造業許可も取得した（登録番号：

27BZ200499）。2020 年 8 月には、「痛み判定補助システム PMS-1」の探索的治験を開始し、2021 年 7

月に目標症例数である 30 例を終えた。この結果を基に PMDA と弊社は２０２２年３月１０日に開発前相

談を行った。 

「痛み判定補助システム PMS-1」の探索的治験では、ハードウェア部分においては市販品を利用し、

痛み判定のアルゴリズム部分のみが開発品であった。令和 4 年度に予定している医療機器承認のための

治験では、「痛み判定補助システム PMS-2」として、ハードウェア・ソフトウェア一体型の機器として

治験を行い、薬事承認を目指す予定である。令和 3 年度は、令和 4 年度に大阪大学と福井大学で行う医

療機器承認のための治験に向けて、「痛み判定補助システム PMS-2」の治験機器開発、非臨床試験の実

施、大阪大学と福井大学それぞれにおいて IRB 申請と治験届提出を行う。また、早期の保険収載へ向け

て、厚労省経済課から指示のあったエビデンス取得のための臨床研究プロトコルを探索・策定するため

に、大阪大学と福井大学において、調査研究を行う。 
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1.1 事業の目的 

現在の医療現場では、痛みは主観的なものと定義づけられており、本人の自己申告に基づいて治療さ

れてきた。鎮痛薬の治験ですら Visual Analogue Scale(VAS) と呼ばれる、10cm の線を用いて痛みの程

度を表現する方法が用いられている。VAS は、患者内の変動を把握することができるという点において

は意義があるが、患者間の比較では、患者ごとの痛みに対する評価基準が異なるため有用でない。そう

いった背景から、医療現場において、鎮痛薬の投薬量を調節する上で、本人の申告の仕方にも個人差が

あるうえに、鎮痛薬の効果には個人差があるため、その調節に迷う場面がある。鎮痛薬の投与量を適切

に調節することが困難であるがゆえに、鎮痛薬の過量投与、過少投与、依存症形成の問題が生じる。 

これを解決するために、我々は統制された大きさの実験的痛み刺激を与えた健康被検者の脳波に、正

確なラベル付けを行い、AI でアルゴリズム化し、痛みのみえる化を行っている。手術後の痛みに対し探

索的治験で有効性が確認されつつあるが、慢性痛を合併した患者については担保できているとは言えな

い。 

そこで本事業では、慢性痛状態の患者の臨床データとその痛みを模した実験的痛みを与えた健康被検

者データを得て、慢性の痛み成分をノイズキャンセリングを模した技術で相殺することで手術前から慢

性の痛みを持つ患者も含めたすべての患者に対して適応可能なシステムを目指して開発する。そうする

ことにより、痛み評価の世界標準ができ、痛みの評価が標準化されることによって、世界中のどこでも

同じ治療を受けることが可能になる。本当に治療が必要な患者を見つけ出し、加療できる。適切に申告

できずに、鎮痛薬が過量投与(重大合併症につながる)、過少投与(心血管系の合併症につなが る)を予防

できることによる医療費削減。周術期の適切な鎮痛管理による慢性痛の予防効果による医療費削減が期

待できる。依存症の予防、麻薬の不適切使用の防止にも役立て得る。 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：ＰａＭｅＬａ株式会社 

PL： 長谷川 新（ＰａＭｅＬａ株式会社） 

共同体： ①国立大学法人大阪大学 大学院生命機能研究科 

  ②国立大学法人大阪大学 大学院医学系研究科 

  ③国立大学法人福井大学 学術研究院医学系部門（附属病院部） 
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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 脳波計（簡便） クラス分類 Ⅱ 

製品名 ＰＭＳ-Ⅱ（予定） 
分類名称（一般的名

称） 

新医療機器のため該当名称な

し 

対象疾患 手術後の痛み 届出／認証／承認 承認 

想定される販売先 病院 新／改良／後発 新 

使用目的又は効果 

患者の脳波（EEG）を測定し、脳波波形の表示を行うとともに、脳波をリアルタイム二階

席処理し、Pain Score（PS)、筋電図インデックス、入力信号クオリティインデックスを

グラフや数値で表示するモニタ。 

本装置の Pain Score（PS）を痛みレベルの指標の一つとして、病室の患者モニタリング

に用いることが可能。 

薬事申請予定者 ＰａＭｅＬａ株式会社 
医療機器製造販売業許

可 

ＰａＭｅＬａ株式会社が取得

予定 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

ＰａＭｅＬａ株式会社 医療機器製造業許可 
Ｐ ａ Ｍ ｅ Ｌ ａ 株 式 会 社 

27BZ200499 

山陽精工株式会社 販売業許可 
Ｐ ａ Ｍ ｅ Ｌ ａ 株 式 会 社 

茨保第 245-P101963 

 業許可  

 2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  米国・欧州 

薬事申請時期 令和 5 年（2023）9 月 令和 8 年（2026）3 月 

上市時期 令和 6 年（2024）9 月 令和 9 年（2027）3 月 

想定売上（上市後 3 年

目） 
16.52 億円／年（令和 9 年（2027）時点） 82.50 億円／年（令和 12 年（2030）時点） 

市場規模（上市後 3 年

目） 
550.00 億円／年（令和 9 年（2027）時点） 

2,750.00 億円／年（令和 12年（2030）時

点） 

想定シェア（上市後 3 年

目） 
30％（令和 9 年（2027）時点） 30％（令和 12 年（2030）時点） 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

【概観】 

痛み判定補助システム PMS-II は、患者の感じ

ている痛みをリアルタイムに表示できる、小型の

脳波計と表示部が一体になった医療機器である。

患者の前額部に装着した 8 極の電極から取得した

脳波を、クラウド上で AI を基に導き出したアル

ゴリズムで、Pain Score（痛み指標）を算出し、

表示させる。 

小 型 脳 波計 か ら本 体へ の 脳 波デ ー タは

Bluetooth にて送信する。 

Pain Score は 0 から 100 の数値で表示され、ひ

と目見て患者の感じている痛みを客観的に捉える

ことが可能。 

ベッドサイドや外来で装着して使用するシーンを想定している。痛みレベルの指標の一つとして、病

室の患者モニタリングに用いることができ、患者の感じる痛みを数値で評価することで、鎮痛薬の過
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量投与や過小投与、依存形成などの問題を防ぐことができ、鎮痛薬の適切な投与を可能とする。 

 

【特徴】 

・ベッドサイドで使用可能 

・ターミナルケアを念頭に置いて病院の庭の散歩のような軽い運動時も測定可能 

・脳波取得部のみ患者に装着し、表示部は分離 

・計算部はクラウド上で行う 

・患者に刺激を与えずに測定可能 
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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 

・病院 

・ナース（外科系病棟） 

・医師（主に外科系） 

 

本技術の,大阪大学産学共創本部（現 大阪大学共創機構）による医師・歯科医師を対象としたヒアリ

ングと市場調査により社会的また医学的なアンメットニーズがあることが既に明らかにされており、本

開発による疼痛を伴う処置と鎮痛薬の適正使用が医療の革新をもたらし、医療費抑制することは確実で

ある。 

現在痛みに対して本人の口頭による申告で用量の調節を行っているケースが大多数であるが、それは

痛みの客観的評価法の世界標準が存在しないことに起因する。実際に産学共創本部のヒアリング調査の

結果、緩和ケア担当医療従事者の薬効に個人差がある医療用麻薬の薬効を客観的に計測して適切に投薬

量を調整するというニーズ、病院管理者の検査・簡易手術に伴う痛みを客観的に計測して適切に鎮静・

鎮痛を行いたいというニーズ（特に麻酔科医不在の内視鏡）が明らかになった。 

株式会社総合企画センター大阪の調査報告（2011）によれば,疼痛薬の世界市場は 1 兆 8000 億円程度

の巨大市場となっている。製薬企業にヒアリングを行った結果、新薬開発のために、鎮痛薬の薬効を客

観的かつ定量的に評価できる技術が望まれていることがわかった。以上より、患者と医師双方で疼痛の

定量化また自動判断は先端的医療に資する診断方法、また尺度に成りうるものであるとともに、市場や

産業界の即応ニーズであると結論付けられる。これらを総合的に解釈またまとめると 1,000 億円程度の

市場ニーズが大阪大学の産学共創本部を中心としたグループなどの試算や調査結果が得られた。 

 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

現在痛みに対して本人の口頭による申告で用量の調節を行っているケースが大多数であるが、それは痛

みの客観的評価法の世界標準が存在しないことに起因する。実際に産学共創本部のヒアリング調査の結

果、緩和ケア担当医療従事者の薬効に個人差がある医療用麻薬の薬効を客観的に計測して適切に投薬量

を調整するというニーズ、病院管理者の検査・簡易手術に伴う痛みを客観的に計測して適切に鎮静・鎮

痛を行いたいというニーズ（特に麻酔科医不在の内視鏡）が明らかになった。 

株式会社総合企画センター大阪の調査報告（2011）によれば,疼痛薬の世界市場は 1 兆 8000 億円程度の

巨大市場となっている。製薬企業にヒアリングを行った結果、新薬開発のために、鎮痛薬の薬効を客観

的かつ定量的に評価できる技術が望まれていることがわかった。以上より、患者と医師双方で疼痛の定

量化また自動判断は先端的医療に資する診断方法、また尺度に成りうるものであるとともに、市場や産

業界の即応ニーズであると結論付けられる。これらを総合的に解釈またまとめると 1,000 億円程度の市

場ニーズが大阪大学の産学共創本部を中心としたグループなどの試算や調査結果が得られた。 

 

鎮痛薬の薬効を客観的かつ定量的に評価できる技術が望まれていると思われる①術後疼痛管理 ②緩和ケ

ア病床疼痛管理 ③在宅末期がん患者疼痛管理における市場規模について、2020 年 3 月、大阪大学附属

病院未来医療開発部が株式会社メディカルクリエイトに、市場調査を依頼した。 

その結果、日本国内においてそれぞれの市場規模推計は、機器台数では 

 

① 術 後 疼 痛 管 理 ： 最 大 で 約 1,900 施 設 / 約 74,000 台 
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DPC算定病院における全身麻酔症例は年間 2,117,918件 

② 緩和ケア病床疼痛管理：最大で約 370施設/約 11,000台 

③ 在宅末期がん患者疼痛管理：2,500ヶ所/2,500台 

の試算結果が得られた。 

 

その中でも、開発中の本医療機器がターゲットとする術後疼痛の市場規模を、BIS モニタの販売価格を

参考に機器 120万円、電極 6,000円で試算を行うと、 

国内市場規模：550億円/年間 となる。 
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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 

競合製品の特長と差別化要素は以下の通りである。 

 

 提案機器 競合機器 1 競合機器 2 競合機器 3 

メーカー PaMeLa ニプロ 
メダセンス

(Israel) 
PainQX (USA) 

概要 脳波から痛みを判定 

電気刺激とボタン

操作で痛みを数値

化する 

指先に挟むセン

サーで自律神経

反応を測定 

脳波から痛みを判別 

特長 

患者操作がなく、脳

波を解析してリアル

タイムに痛み指標を

表示する。 

刺激を与えて、感

じている痛みと同

じ痛みを感じたと

ころでボタンを押

す。 

患者操作がな

く、脈波・脈拍

数・神経発汗等

で痛みを数値化

する。 

患者操作がなく、脳波

を解析してリアルタイ

ムに痛み指標を表示す

る。 

国内市場

規模 
550億円 

研究目的にほぼ限

られる。 

治験中のため 

不明 
研究目的のみ 

海外市場

規模 
2750億円 ほぼなし 

治験中のため 

不明 
研究目的のみ 

売価 
未定 

（120万円を想定 ） 
120万円 

治験中のため 

不明 
不明 

保険償還 

点数 

未定 

（720点相当を目指

す） 

痛みに対してなし 
治験中のため 

不明 
痛みに対してなし 

クラス 

分類 
Class II Class I Class II ClassII 

懸念点 

前額部から脳波を取

得し続ける必要があ

る 

患者自身がボタン

を押すため、主観

評価である。 

自律神経反応に

よって脈波・脈

拍数・神経発汗

は変化するた

め、覚醒時には

用いることがで

きない。 

精神疾患合併の多い慢

性痛患者のデータを基

に開発されているため

精度に不安が予想され

る。 

 

◆ニプロ PainVision：痛みを数値にできる点は同等だが、患者のボタン操作が必要である点が真の客

観的な数値とは言えず、我々は患者の操作を必要としない点で優位である。 

◆メダセンス：末梢における痛みに対しての自律神経反応を数値化するため客観的であるが、交感神

経優位になる生体反応が起こる要因は精神的ストレス等、痛み以外にも多く存在するため、偽陽性の問

題がある。我々は痛みを認知するのが脳であることから脳信号を基に開発しているため、自律神経反応

だけに頼っていない点で優位である。 

◆PainQX：脳波を用いた AI によるアルゴリズムである点は同等だが、精神疾患の合併が多く、ラベ

ル付けが難しい慢性痛の脳波を教師データとしている不正確さを、我々は統制された実験的痛み刺激を

用いた健康被検者の脳波データベースからアルゴリズムを導き出している点で優位である。 
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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） 

強みはコスト面についてはまだ開発機器に関して確定していないが、競合品に遜色はない。ボタン操

作を介すことなく表示可能な点で開発機器に汎用性がある。自律神経反応は痛みを直接測定しているの

ではなく、痛みによる間接的な反応を図っているにすぎないため、降圧剤などを服用中の患者では使用

できない可能性が高いことが我々のデータから明らかになっているが、我々の開発機器はその問題がな

い。我々の機器は急性期に対応可能である点で強みとなる。 

弱みは、手に装着するモニタより脳波のシールを装着するほうが煩雑と考えられる可能性が高い点で

ある。さらに、脳に障害のある患者の場合には同じアルゴリズムの適用ができない場合が考えられる。 
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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 

病院への販売価格は装置を 120 万円、ディスポ電極を 6,000 円とし、販売委託先となる大手企業への PaMeLa 株式会社からの販売価格は装置を

51 万円、ディスポ電極を 2,550 円としている。 

病院への装置の販売価格は、ニプロ社製のPainVisionを参考に 120万円とし、そこから、代理店の取り分、販売委託先の取り分を差し引いた額を

PaMeLa 株式会社の売値として設定している。 

装置の原価については、脳波計部分を担当している村田製作所や表示・解析部分の製造委託先との協議の中で暫定的に設定している価格を置いて

いる。 

また、ディスポ電極は現在使われているものが 6000 円前後で病院に納入されているので、上記と同様の計算により算出した。 

販売を開始する 4 年度は大学附属病院の 25%（20 施設）に、5、6 年目は前年に開拓した施設の関連施設である臨床研修指定病院にさらにアプロ

ーチし、60 施設程度（全臨床研修指定病院の 6％程度）ずつに新たに販売していくことを目指す。これらの各施設に、導入初年度の施設には装置を

5-10 台、導入から 2 年目の施設には新たに 15 台、3 年目の施設には 30 台導入される想定をたてている。 

ディスポ電極は 1 日の使用で 1 セット使用し、1 台当たり年間 180 回使用するものと想定している。ただし、導入初年度の装置については稼働率

をこの半分として仮定している。 

7 年度には、海外での販売が開始されることを加味して、日本国内における 4 年度相当の金額を合計している。 

保険点数につては、D235 脳波検査の 720 点を参考に、同等もしくはそれ以上の点数を目指している。 
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令和2年（2020年）度 令和3年（2021年）度 令和4年（2022年）度 令和5年（2023年）度 令和6年（2024年）度 令和7年（2025年）度 令和8年（2026年）度 令和9年（2027年）度
以前 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3

要素技術開発
痛みをみえる化する脳波計
プログラム開発

試作機開発・改良
【製品名】PMS-II

量産機開発
【製品名】PMS-II

臨床研究
急性痛を模した実験的痛みの
脳波データベース作成

薬事申請

知財対応 知財交渉と契約（済）

販売戦略 市場調査（済）

上市時期

スケジュール変更理由

事業の実施内容

自主事業の内容

①脳波計プログラムBWMS-1の
医療機器認証

知財をさらに強化するために体制を変更した
ため
脳波計部分の納品が大幅に遅延したため

コロナ終息のタイミングで高齢者データを取得
するため（健康被検者データベース）
コロナで患者リクルートが困難であったため
（前向き調査）
脳波計部分の納品が遅れたため（検証的治
験）

術後痛の上市を優先させるため 海外の治験準備等に時間を要するため

（１）製品開発・評価
④ PMS-2に搭載する手術前に痛みのある患
者に適応可能なアルゴリズム開発
（旧；慢性痛対応機器開発）
⑤新アルゴリズムを搭載したPMS-2のシステ
ム検証
（旧：痛み判定アルゴリズム機器の検証）
（２）臨床研究
① 慢性痛の臨床研究
② 健康被検者データベース作成
③ 術後遷延痛の前向き調査研究
④ 痛み判定アルゴリズムの比較検証
（５）許認可戦略
②製造販売業許可取得
（６）知財戦略
①体制構築
②出願済特許応答
③慢性痛出願準備・出願
（７）製造・サービス戦略

（１）製品開発・評価
①術後痛用治験機器開発
④  PMS-2に搭載する手術前に痛みのある
患者に適応可能なアルゴリズム開発
⑤ 新アルゴリズムを搭載したPMS-2のシス
テム検証
（２）臨床研究
① 慢性痛の臨床研究
② 健康被検者データベース作成
③ 術後遷延痛の前向き調査研究
④ 痛み判定アルゴリズムの比較検証
（３）薬事承認のための治験
⑤ 検証的治験（治験）
（４）保険収載のための治験
①治験プロトコル作成
②IRB申請
（５）許認可戦略
②製造販売業許可取得
③薬事相談（PMDA 対面助言）

（１）製品開発・評価
①術後痛用治験機器開発
④  PMS-2に搭載する手術前に痛みのある
患者に適応可能なアルゴリズム開発
⑤ 新アルゴリズムを搭載したPMS-2のシス
テム検証
（３）薬事承認のための治験
⑤ 検証的治験（治験）
（４）保険収載のための治験
③治験届け提出
④検証的治験（治験）
（５）許認可戦略
④医療機器製造販売承認申請
⑤厚労省経済課との相談
（６）知財戦略
②出願済特許応答
③慢性痛出願準備・出願
（７）製造・サービス戦略
③製造計画作成

前向き調査の遅れのため（保険収載用治験
スケジュールの遅れ）

医療機器承認申請準備 医療機器承認申請
海外販売委託先の探索
海外販売委託先との交渉・契約
慢性痛対応機器開発

海外販売委託先の探索
海外販売委託先との交渉・契約
慢性痛対応機器開発
慢性痛臨床研究
海外販売準備開始

慢性痛臨床研究
海外販売準備開始

PMS-II 非臨床試験（安全性） 慢性痛対応機器開発

慢性痛の臨床研究 術後痛検証的治験（リバランス通知による）

治験届提出

国内上市（Limited Launch） 国内上市（Full Launch）

慢性痛の特許出願準備 慢性痛の特許出願

販売委託先の探索 販売委託先との交渉・契約

QMS体制構築

対面助言

申請準備
治験届提出

販売開始準備（販売体制の確立）

製造計画作成製造コスト交渉

体制構築

出願済特許応答

R6.9 R8.3 R9.9

上市（海外・欧州）

海外販売委託先の探索

海外販売開始準備

海外販売委託先との交渉・契約
販売開始準備(広報戦略・実施)

販売開始準備（販売計画作成）

R4.8 R5.6 R6.2

健康被験者データベース作成

術後遷延痛前向き調査研究

痛み判定アルゴリズムの比較検証

R4.9 R5.10

治験IRB

術後痛検証的治験（保険収載目的）

R5.10承認申請
申請準備（保険収載目的）

R7.7
承認申請

治験IRB対面助言プロトコル作成

厚労省経済課との相談

R4.9
製造販売業許可取得

慢性痛臨床研究（適応拡大目的）

製造体制構築

製造体制構築（量産） 量産試作

製造ライン設計・検証

治験用機器開発（最終仕様と同等）試作機開発

PMS-IIに搭載する手術前に痛みのある
患者に適応可能なアルゴリズム開発

新アルゴリズムを搭載したPMS-IIのシステム検証
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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） 
1.00 2.25 2.35 

1.64 1.83 1.77 3.24 5.35 5.35 5.35 

 うち補助対象 0.40 1.15 1.15 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.60 1.10 1.20 1.64 1.83 1.77 3.24 5.35 5.35 5.35 

売上高（単位：億

円） 

－ － － 
0.74 4.89 

16.5 61.76 61.76 61.76 61.76 

販 売 数 量 （ 単

位：） 

－ － － 
100 700 2,500 9,300 9,300 9,300 9,300 

 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） 
－ － － 

0.40 0.40 0.80 0.80 2.30 2.30 2.30 

 うち補助対象 － － － － － － － － － － 

 うち自己負担 － － － 0.40 0.40 0.80 0.80 2.30 2.30 2.30 

売上高（単位：億

円） 

－ － － － － － 3.7 24.5 82.5 308.8 

販 売 数 量 （ 単

位：） 

－ － － － － － 
500 3,500 

12,50

0 

46,50

0 

 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） 
1.00 2.25 2.35 

2.04 2.23 2.57 4.04 7.65 7.65 7.65 

 うち補助対象 0.40 1.15 1.15 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.60 1.10 1.20 2.04 2.23 2.57 4.04 7.65 7.65 7.65 

売上高（単位：億

円） 

－ － － 
0.74 4.89 

16.50 65.46 86.26 144.2

6 

370.5

6 

販 売 数 量 （ 単

位：） 

－ － － 
100 700 2,500 9,800 

12,80

0 

25,30

0 

55,80

0 

※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” 

痛み判定補助システムは、脳波を取得する小型脳波計と、Pain Score（痛み推定値）を表示する表示

部で構成される。小型脳波計と表示部については、一般的な医療機器と同様に 5 年程度での買い替えを

想定している。また、小型脳波計で脳波を取得する際に、プローブおよび電極を患者毎に利用すること

になり、一連の測定ごとの消耗品となるため、プローブおよび電極は、痛み判定補助システムが利用さ

れ続ける限り、売れ続けるものと考えている。 

 

 2) ビジネス体制 

海外ではソフトウェアのサブスクリプションが収入源になる場合があり、クラウドを計算に使用する

弊社の機器はその収益も見込めるビジネスモデルを組むことができる。 

販売チャネルについてはテルモ株式会社、メドトロニック株式会社と販売提携に向けての話し合いを

開始した。 

 

 

コンソーシアム 
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上市後のビジネス体制 
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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 11 月 18 日@PMDA） 

安全性試験の規格について確認しようとしたが、弊社の不都合のない範囲であれば問題ないという回

答で合った。 

⚫ 全般相談（2021 年 12 月 10 日@PMDA） 

探索的医師主導治験の結果を得て、評価項目についての相談を行った。弊社側は投薬前後の変化が有

意かどうかを議論の焦点にしたいという提案をしたが、PMDA サイドは VAS との相関関係が必要とい

う議論となった。その時にリバランス通知の活用という話題が出た。 

⚫ 全般相談（2022 年 1 月 14 日@PMDA） 

プロトコールについての相談を行った。差分の相関でノンパラメトリック検定を根拠に症例数の設定

を提案したが、差分ではなくて VAS との相関をどのように評価するかという点が焦点となった。リバラ

ンス通知で治験を 2 度行うことについての説明も行った。 

⚫ 全般相談（2022 年 2 月 21 日@PMDA） 

対面助言に向けての方向性を確認した。リバランス通知を利用して 2 段階で保険償還を目指す方向性

で固まった。 

⚫ 対面助言（開発前相談、医療器プロトコル）（2022 年 3 月 30 日@PMDA） 

議事録の通り。 

 

 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） 

正林特許事務所に依頼し、先行技術調査・保有特許の精査を行い、新たに 3 件の出願を行うこととし

て共同研究を行っている大阪大学に PaMeLa 株式会社との共同出願での発明届を提出した。 

⚫ 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 

アルゴリズムの一部を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 

相手方の商品を精査し、弊社の知財を利用していることが明らかな場合は、弁護士に相談し、訴訟も

考慮する。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

⚫ 開発リスクの明確化と対応 

部品調達の遅延がコロナによる輸送の問題ではなく、半導体供給不足で向こう 1 年程度は改善の見込

みがないと判断。計算部分を完全クラウド化し、市販のタブレット端末を用いる方向へ戦略変更を決定

した。 

⚫ 薬事申請に必要なエビデンス収集 

リバランス通知を用いた戦略で第一段階の治験を小規模で医師主導でお願いし、医療機器承認申請を

行う。 
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保険償還を見据えたプロトコールの立案には厚生労働省からの要請で海外のエビデンスはあるが、本

邦のエビデンスが十分でなく調査を基に追加のエビデンスに基づいて立案するようにとのことで、調査

を続行している。 

 

 4) 販売戦略等 

⚫ 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

テルモ・メドトロニックと販売について検討を行っている。 

タブレット端末の供給について現在体制構築を行うところである。 

⚫ アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

手順を決定した。 

⚫ QMS 等の品質保証体制 

手順書を完成させた。2022 年 9 月に大阪府薬務課に製造販売業 業許可申請予定。 

⚫ 広報・普及計画 

本医療機器の医師への認知向上を目的に学会での発表を積極的に行っている。 

 

 5) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策（まとめ） 

領域 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

薬事 

① PMDA 対面助言の遅延 

②海外薬事に対する経験の不足 

 

①コンサルと十分に連携を取りながら最速で次

のステップに進めるようにできることから取

り組む 

②伴走コンサルでいつ頃から何を始める必要が

あるかご相談させていただく 

知財 

①知財創出・知財管理について更なる戦略の必

要性 

②意匠に関する戦略の必要性 

 

② 特許事務所との特許戦略相談を継続して行

う 

②伴走コンサルでご相談させていただきたいと

考えています 

技術 ・

評価 

① 遅延している製造工程の巻き返しの必要性 

 

① 痛み判定補助システム PMS-II のハードウェ

アへの実装の加速化のためにプログラマを

採用予定 

 

その他

事業化

全般 

①販売網をもつ医療機器販売業との業務提携交

渉 

②量産体制のために必要なフローの洗い出しが

出来ていない 

 

① 契約のポイントなどが不慣れであるため、

次回伴走コンサルでご相談予定 

②山陽精工株式会社からの支援体制は十分であ

るものの、伴走コンサルの先生方にもご相談

させていただこうと思っています 
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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 

本件は急性痛の患者への利用を目的とした医療機器開発であるが、PMDA からは「慢性痛をベースに持つ急性痛患者」に対してアルゴリズムの適

応に懸念を示されていた。令和 3 年度に慢性痛を模した痛み、慢性痛患者での POC 取得が完了し、弊社のアルゴリズムが慢性痛のある患者であっ

たとしても急性期の疼痛評価に使用可能であることを明らかにすることができた。 

PMS-II の表示部の設計・組み立てを行ったが、部品の供給が不安定であったことから、医療機器としての供給体制が組めないと判断し、自社開

発を部品の供給体制が取れるまで延期し、表示部をタブレット端末を用いて開発することとした。 

厚生労働省の要請で保険償還のターゲットである乳がん患者の追加調査に着手し、現在も続行している。 

 

(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 

PMS-II 試作品 安全性試験を実施する前段階の検討のための試作品 

PMS-II 治験を実施する実機 

  

 

(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)術後痛用治験機器開発 

（PaMeLa） 

術後痛用の治験機器として、痛み判定補助

システム PMS-2の開発および評価を行う。 

本内容は、令和 2 年度 「橋渡し研究戦略的

推進プログラム」（2 次公募）にて実施

中。（本事業対象外） 

令和 3 年 6 月 

PMS-2 の開発および製造 

令和 3 年 6 月 

▶ 

【進捗 80％：①1)】〇 

脳波計部分が 2 月末に大幅に遅れて納品され

た。コロナが爆発的に発生したインドで組み立

てを行っていたためである（村田製作所）。その

ため橋渡し研究シーズ C は次年度繰り越し課題

とすることを認めていただいた。 

現在電気安全性試験実施中で、合格すれば山

陽精工株式会社に部品を送り、12 台分の組み立

てを開始する予定である。安全性試験のための

書類作成は完了している。 

 

▶ 

自社開発部品ではなくタブレット端末を用い

た表示部開発に変更を決定したことを受け

て、機種の選定と、安全性試験に必要な事

柄を整理し、弊社のアルゴリズムが作動す

ることを確認する。 
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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 

PMS-2 の医用電気機器の安全性試験のための

書類作成 

 

2)PMS-2 の機能検証（妥当性確認） 

（PaMeLa） 

痛み判定補助システム PMS-2が備える機能・

システムについて、検証を行う。 

本内容は、令和 2 年度 「橋渡し研究戦略的

推進プログラム」（2 次公募）にて実施

中。 

（本事業対象外） 

令和 3 年 9 月 

PMS-2 に痛み判定補助プログラムおよびノイ

ズキャンセリングプログラムを搭載 

 

3)PMS-2 の非臨床試験 

（PaMeLa） 

痛み判定補助システム PMS-2 の非臨床試験

（安全性試験、安全ドキュメント評価）

を行う。 

PMS-2 の小型脳波計部分を提供してもらう予

定の村田製作所とともに一般財団法人日

本品質保証機構と議論し、小型脳波計と

表示部のセットにて、安全性試験を委託

する。 

本内容は、令和 2 年度 「橋渡し研究戦略的

推進プログラム」（2 次公募）にて実施

中。 

（本事業対象外） 

 

 

【進捗 50％：①2)】〇 

脳波計の納品が大幅に遅れたため、電気安全

性試験を優先させたため、システム検証は類似

機器を用いた検証を行った。安全性試験が終了

次第、実機でのシステム検証を再開する予定で

ある。 

 

 

 

 

 

 

【進捗 90％：①3)】〇 

安全性試験実施中（ドキュメント作成と予備

試験は終了し合格済み） 

結果を待つのみである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タブレット端末に変更し、システム検討を行

う予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タブレット端末変更に伴い、安全性試験の再

試験が必要となるが、その必要項目を明ら

かにし、新たに必要なことを洗い出し実行

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 

令和 3 年 9 月 

PMS-2 の安全性試験実施 

 

4)PMS-2 に搭載する手術前に痛みのある患者

に適応可能なアルゴリズム開発 

（旧；慢性痛対応機器開発） 

（PaMeLa） 

手術前に痛みの無い患者だけでなく、手術

前から慢性の痛みを持つ患者に対して

も、手術前の慢性痛をキャンセルできる

ような機器開発を行う。 

まずは、慢性の痛みを模した痛みを与えた

実験を行い、ベースに慢性痛がある状態

においては、慢性痛に特有の痛み判定ア

ルゴリズムが必要かを見極めるための検

証を行う。 

令和 4 年 3 月末 

慢性痛を模した痛み 10 例のデータでの検証 

 

5)新アルゴリズムを搭載した PMS-2のシステ

ム検証 

（旧：痛み判定アルゴリズム機器の検証） 

（PaMeLa） 

新たに開発したアルゴリズムを痛み判定補

助システム PMS-2 に実装し、10 人分の脳

波データを用いて、機器としての検証を

行う。令和 4 年 3 月末 

10 人分の脳波データによる検証 

 

 

【進捗 100％：①4)】〇 

慢性痛を模した痛みとしての圧刺激のデータ

を 200 名分収集してデータベース化し、従来の

アルゴリズムに加え、新たなアルゴリズムを開

発しその検証を行った。コロナ下で高齢者のリ

クルートができず、10 名はすべて若年者で、脳

波のパターンの異なる高齢者に対しての検証を

行うことができなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【進捗 80％：①5)】〇 

実機に実装ができていないため、最後のステッ

プは着手できていないが、70 名分の脳波データ

でアルゴリズム検証が完了している。 

 

 

 

昨年度コロナの状況で募集を控えた高齢者の

データ取得を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実機に実装し PMS-2 のシステム検証を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

②臨床研究 ▶  ▶  
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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 

1)慢性痛の臨床研究 

（福井大学） 

慢性痛の患者として、下肢虚血患者を対象

にした臨床研究を行う。 

令和 4 年 3 月末 

慢性痛状態のデータを 10 例取得する。 

 

2)健康被験者データベース作成 

（大阪大学） 

健康な被検者に対して慢性痛を模した痛み

を与え、脳波やその他の客観的指標・生

理学的指標を取得し、得られたデータを

データベース化する。令和 4年 3月末まで

に 20 人分のデータを得る。 

令和 4 年 3 月末 

20 人分のデータを得る。 

 

3)術後遷延痛の前向き調査研究 

（大阪大学） 

術後の痛み・術式・患者のバックグラウン

ドなどをアンケート調査等により取得

し、前向き調査研究を行うための調査や

補助を行う。 

令和 4 年 3 月末 

アンケート調査票の完成。 

（大阪大学：乳腺内分泌外科学） 

乳癌手術における乳房再建を伴わない術式

を行った患者を対象に、術後の痛み・術

式・患者のバックグラウンドなどをアン

【進捗 100％：②1】〇 

下肢虚血患者を対象にした臨床研究を 11 例の

患者でデータ取得を完了し、8 例で解析を完了

した。 

 

 

 

【進捗 95％：②2】〇 

慢性痛を模した痛みとしての圧刺激を行った

際の脳波やその他の客観的指標・生理学的指標

データを、のべ 200 人分取得した。 

データベースへの入力作業を進めている。 

大阪でのコロナ蔓延のため、限られた人数の

高齢者のデータしか取れていないのが課題であ

る。 

 

 

 

【進捗 60％：②3】 

大阪大学乳腺内分泌外科学、大阪大学形成外

科学、福井大学にて行う予定である前向き調査

研究用のアンケートフォーム、調査研究のプロ

トコル、協力いただく患者への書類を完成させ

た。 

2 月 1 日時点で、合計 15 例のデータ取得を開

始した。（福井大学 8 例、大阪大学乳腺外科 7

例、大阪大学形成外科 2 例） 

エントリーが進まなかった理由は手術直前か

完了。 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者のデータ取得を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引き続きてデータ取得を進め、厚生労働省に

結果を共有する。 
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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 

ケート調査等により取得し、前向き調査

研究を行う。令和 4 年 3 月末までに 20 人

分の調査結果を得る。得られた調査結果

は、治験プロトコルの参考にする、もし

くは厚生労働省医政局経済課への保険収

載のためのエビデンスの一部として用い

る。 

令和 4 年 3 月末 

20 人分のデータを得る 

（大阪大学：形成外科学） 

乳癌手術における乳房再建を伴う術式を行

った患者を対象に、術後の痛み・術式・

患者のバックグラウンドなどをアンケー

ト調査等により取得し、前向き調査研究

を行う。令和 4 年 3 月末までに 20 人分の

調査結果を得る。得られた調査結果は、

治験プロトコルの参考にする、もしくは

厚生労働省医政局経済課への保険収載の

ためのエビデンスの一部として用いる。 

令和 4 年 3 月末 

20 人分のデータを得る。 

（福井大学） 

術後の痛み・術式・患者のバックグラウン

ドなどをインターネットを活用したアン

ケート調査等により取得し、前向き調査

研究を行う。令和 4 年 3 月末までに 10 人

分の調査結果を得る。得られた調査結果

は、治験プロトコルの参考にする、もし

くは厚生労働省医政局経済課への保険収

ら術後 3 か月間にわたる緻密な主観的痛みに関

するアンケート調査とさらに熱感受性検査も加

えたために調査結果により乳がん手術における

術後痛の経過や遷延痛への移行の実態を詳細な

に明らかにすることができるのであるが、調査

開始当初は、乳がん手術直前の患者さんは不安

な精神状態ということもあり、調査の意義を理

解されつつも、術後の状況において負担が多い

かもしれないということを危惧されて、同意に

躊躇されることが多かった。ただ、調査に参加

される患者さんが増えるに従い、他の患者さん

も参加していただいていることを知ると、調査

の意義を尊重していただき、調査に同意してい

ただくことが多くなって 

きた。 
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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 

載のためのエビデンスの一部として用い

る。 

令和 4 年 3 月末 

10 人分のデータを得る。 

 

4)痛み判定アルゴリズムの比較検証 

（PaMeLa） 

新たに開発したアルゴリズムにおいて、10

人分の脳波データを用いて、探索的治験

で用いた PMS-1のアルゴリズムとの比較検

討を行う。 

令和 4 年 3 月末 

10 人分の脳波データによる検証 

 

 

 

 

 

【進捗 100％：②4】〇 

新たに開発したアルゴリズムを用いて、探索

的治験の患者データ 30 名について、探索的治験

で用いた PMS-1 のアルゴリズムとの比較を行っ

たところ、Pain Score（痛み指標）の算出にお

いて、優位な結果を得た。 

 

 

 

 

完了 

③薬事承認のための治験 

1)探索的治験 

（福井大学） 

2020 年 8 月より、30 例を目標に探索的治験

を実施。 

2021 年 6 月 1 日時点において 26 例まで終

了。 

本内容は、令和 2 年度 「橋渡し研究戦略的

推進プログラム」（2 次公募）にて実施

中。（本事業対象外） 

令和 3 年 9 月 

総括報告書作成 

 

2)治験プロトコル作成 

（大阪大学） 

2020 年 8 月より行っている探索的治験の結

▶ 

 

【進捗 100％：③1】〇 

2021年7月に、予定していた30例を終了し、

総括報告書が完成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【進捗 100％：②】〇 

探索的治験の内容から、主要評価項目等のプ

ロトコルを PMDA と非公式も含めて 6 回の相談

を行い決定した。3 月 30 日にプロトコル相談予

▶ 

 

 

完了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フォローアップ面談での確認を予定してい

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 

果をふまえ、痛み判定補助システム PMS-2

の薬事承認を目指した医療機器承認のた

めの治験のプロトコルを作成する。 

本内容は、令和 2 年度 「橋渡し研究戦略的

推進プログラム」（2 次公募）にて実施

中。 

（本事業対象外） 

令和 3 年 3 月 

医療機器プロトコル相談準備面談 

令和 3 年 6 月 

医療機器プロトコル相談対面助言の申し込

み 

令和 3 年 8 月 

医療機器プロトコル相談対面助言の実施 

令和 3 年 10 月 

医療機器プロトコル相談対面助言の議事録

確定 

（福井大学・大阪大学） 

本内容は、令和 2 年度 「橋渡し研究戦略的

推進プログラム」（2 次公募）にて実施

中。（本事業対象外） 

 

3) IRB 申請 

（大阪大学） 

痛み判定補助システム PMS-2の薬事承認を目

指した医療機器承認のための治験のため

に、IRB の申請を行う。 

本内容は、令和 2 年度 「橋渡し研究戦略的

推進プログラム」（2 次公募）にて実施

定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【進捗 30％：3】〇 

IRB 申請に向け、書類を作成している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書類作成を引き続き進める。 
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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 

中。 

（本事業対象外） 

令和 4 年 1 月 

大阪大学医学部附属病院 IRB への審査依頼 

令和 4 年 2 月 

大阪大学医学部附属病院 IRB での承認 

（福井大学） 

分担機関（国立大学法人大阪大学 中江文）

に記載の項目と同様。 

本内容は、令和 2 年度 「橋渡し研究戦略的

推進プログラム」（2 次公募）にて実施

中。（本事業対象外） 

令和 3 年 11 月 

福井大学医学部附属病院 IRB への審査依頼 

令和 3 年 12 月 

福井大学医学部附属病院 IRB での承認 

 

4)治験届提出 

（大阪大学） 

痛み判定補助システム PMS-2の薬事承認を目

指した医療機器承認のための治験のため

に、IRB の申請を行う。 

本内容は、令和 2 年度 「橋渡し研究戦略的

推進プログラム」（2 次公募）にて実施

中。（本事業対象外） 

令和 4 年 3 月 

治験計画届の提出 

（福井大学） 

分担機関（国立大学法人大阪大学 中江文）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【進捗 40％：4】〇 

PMDA とのプロトコル助言に向けての事前応

答を行っている段階であり、治験届の提出には

至っていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フォローアップ面談を行いプロトコールの確

定。安全性試験が終了後 IRB 申請予定。 
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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 

に記載の項目と同様。 

本内容は、令和 2 年度 「橋渡し研究戦略的

推進プログラム」（2 次公募）にて実施

中。（本事業対象外） 

令和 4 年 3 月 

治験計画届の提出 

 ▶  ▶  

⑤許認可戦略 

1)体制構築 

（PaMeLa） 

痛み判定補助システム PMS-2の QMS体制構築

を行う。PaMeLa 株式会社は 2018 年に、株

式会社ワイエムピー・ムンダスと製造販

売の契約を行い、ソフトウェアである

「脳波アナライザーBWMS-1」の医療機器

認証を受けており、ソフトウェア部分の

みについては、QMS 体制構築の実績があ

る。痛み判定補助システム PMS-2では、ハ

ードウェア部分も含めての QMS体制構築を

行う。 

本内容は、令和 2 年度 「橋渡し研究戦略的

推進プログラム」（2 次公募）にて実施

中。 

（本事業対象外） 

令和 4 年 3 月末 

ハードウェアを含めた QMS 体制構築の完了 

 

2)製造販売業許可取得 

（PaMeLa） 

▶ 

 

【進捗 40％：1】〇 

ハードウェアの部分も含む、QMS 体制構築に

向けて、山陽精工株式会社の全面的な支援を得

る契約を締結しドキュメント作成を開始した。9

月に体制構築完了予定である。（次項参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【進捗 50％：2】〇 

痛みの測定装置であるペインビジョンの製造

販売実績のある山陽精工株式会社と契約を締結

し、アドバイスと書類の作成の伴走をしていた

▶ 

 

 

体制構築は完了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式文書の確認を行う。 
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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 

総括製造販売責任者、品質保証責任者、安

全管理責任者の採用・選別を検討する。

取締役の本田哲郎は、薬剤師の資格を保

有しているため、総括製造販売責任者の

最有力候補である。また、自社で製造販

売業取得の予定であるが、別途、製造販

売業を担ってくれるパートナー企業の探

索も同時に行う。 

令和 4 年 3 月末 

パートナー企業候補 2社にコンタクトを行う 

 

3)薬事相談（PMDA 対面助言） 

（大阪大学） 

痛み判定補助システム PMS-2の薬事承認を目

指した PMDA 対面助言を行う。 

本内容は、令和 2 年度 「橋渡し研究戦略的

推進プログラム」（2 次公募）にて実施

中。 

（本事業対象外） 

令和 3 年 3 月 

医療機器プロトコル相談準備面談 

令和 3 年 6 月 

医療機器プロトコル相談対面助言の申し込

み 

令和 3 年 8 月 

医療機器プロトコル相談対面助言の実施 

令和 3 年 10 月 

医療機器プロトコル相談対面助言の議事録

確定 

だき、9 月末までに製造販売業を PaMeLa 株式

会社自社で取得予定と計画を変更した。 

【計画変更の理由】 

山陽精工株式会社のQMS担当の松本様と議論

を重ねる中、自社で製造販売業許可を得て、事

業を行うことが可能と判断したため。 

 

 

 

【進捗 60％：3】〇 

11月にPMDA全般相談を行い、非公式も含め

て 6 回の面談を経て 3 月 30 日に開発前相談とプ

ロトコル相談を同時に行うための書類提出が完

了し、現在事前紹介に対応している。 

【遅延の理由】 

探索的治験の時の PMDA 担当官が異動にな

り、新たな担当官で相談を開始したところ、弊

社のPSが痛みを判定しているということをどの

ように担保するかという議論の振出しに戻ると

いう状況になり、さらに、リバランス通知を利

用した治験を挟む必要という判断になり時間を

要した。弊社の元 PMDA 経験者の 2 名のコンサ

ルの支援により、プロトコル相談とリバランス

通知で開発を行うという決定に必要な開発前相

談を同日に行うという状況に持ち込むことがで

きた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

完了。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

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 

（福井大学） 

分担機関（国立大学法人大阪大学 中江文）

に記載の項目と同様。 

本内容は、令和 2 年度 「橋渡し研究戦略的

推進プログラム」（2 次公募）にて実施

中。 

（本事業対象外） 

令和 3 年 3 月 

医療機器プロトコル相談準備面談 

令和 3 年 6 月 

医療機器プロトコル相談対面助言の申し込

み 

令和 3 年 8 月 

医療機器プロトコル相談対面助言の実施 

令和 3 年 10 月 

医療機器プロトコル相談対面助言の議事録

確定 

 

5)厚労省経済課との相談 

（PaMeLa） 

痛み判定補助システム PMS-2の薬事承認後の

保険収載を目指して、保険収載に必要な

エビデンスについて、厚生労働省医政局

経済課と相談を行う。 

本内容は、令和 2 年度 「橋渡し研究戦略的

推進プログラム」（2 次公募）にて実施

中。 

（本事業対象外） 

令和 4 年 3 末 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【進捗 100％：⑤】〇 

厚生労働省経済課と相談を重ね、 

１． 保険収載用の治験に関しては乳がん患

者を対象とすること 

２． 現在の保険財政上、乳がん患者全体に

対し高い保険点数をつけることは不可能である

ため、より痛みの強い術式や、慢性化にかかる

期間について調査が必要。 

３． エビデンスとして、ピアレビューの行

われる日本語の論文等の出版が必要とのことで

あった。 

これに向けて、後ろ向き調査研究、前向き調

査を開始した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引き続き情報共有し、保険償還を見据えた治

験デザインで合意を目指す。 
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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 

保険償還も考慮した治験のプロトコルにつ

いての相談を行う。 

（大阪大学） 

代表機関（PaMeLa 株式会社）に記載の内容

と同様。 

本内容は、令和 2 年度 「橋渡し研究戦略的

推進プログラム」（2 次公募）にて実施

中。 

（本事業対象外） 

令和令年 3 末 

保険償還も考慮した治験のプロトコルにつ

いての相談を行う。 

（福井大学） 

代表機関（PaMeLa 株式会社）に記載の内容

と同様。 

本内容は、令和 2 年度 「橋渡し研究戦略的

推進プログラム」（2 次公募）にて実施

中。 

（本事業対象外） 

令和 4 年 3 末 

保険償還を見据えた治験のプロトコルにつ

いての相談を行う。 

その結果を、1 月に経済課の担当官の小池様

と共有し、高い評価をいただき、術式の絞り込

みと、周術期にどの程度の痛みがある人が慢性

化に至るのかなど、さらなる検討の要望をいた

だいた。 

プロトコールのエンドポイントとして、強い

慢性痛である必要はなく、慢性痛の有無として

よいとの意見をいただいた。 

 

臨床調査後に、保険収載のために、治験が必

要なのかという点について、三菱総合研究所の

事業化コンサルと複数回にわたり相談を行っ

た。その結果、治験である必要性がないのでは

ないか（臨床研究で良い）という論点もあがっ

たが、結果として、治験の形を取るほうが有効

であるとの結論に達した。 

 

⑥知財戦略 

1)体制構築 

2)出願済特許応答 

（PaMeLa） 

米国・欧州・中国等へ各国移行した特許に

ついて、OA 対応等を行う。 

令和 4 年 3 月末 

▶ 

 

【進捗 100％：⑥1】〇 

PaMeLa 役員の一人の後藤を知財担当とし、

戦略的な特許出願・維持のために、特許事務所

の移管を終了し、新たな戦略立案を行った。 

 

【進捗 100％：⑥2】〇 

▶ 

 

引き続き行っていく。 

 

 

 

 

引き続き行っていく。 



 

28 

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 

2 件の特許について、OA 対応を行う。 

 

3)慢性痛出願準備・出願 

（PaMeLa） 

②臨床研究に取り組む中で得られた知見を

もとに、特許出願を検討する。 

令和 4 年 3 月末 

1 件の発明届の提出 

（大阪大学） 

②臨床研究に取り組む中で得られた知見を

もとに、PaMeLa 株式会社と特許の共同出

願を検討する。 

令和 4 年 3 月末 

1 件の発明届の提出 

OA 対応を行っている。 

 

【進捗 100％：⑥3】〇 

3件の発明届を提出済みで、さらに 3件の発明に

ついて検討中。 

 

 

 

出願準備を引き続き行う。 

⑦製造・サービス戦略 

1)体制構築 

（PaMeLa） 

痛み判定補助システム PMS-2の組み上げのた

めの体制を構築する。 

具体的には、表示部を組み上げるための準

備（組み上げの訓練、設備の準備）を行

う。令和 3 年 7 月 

痛み判定補助システム PMS-2の製造に必要な

設備を完成させる。 

▶ 

【進捗 100％：⑦1】〇 

 

表示部をくみ上げるために必要の設備につい

て PaMeLa 株式会社で確認した。 

痛み判定補助システム PMS-2 を組み上げに必要

な設備をすでに所有している山陽精工株式会社

へ製造委託させてもらう承諾を得た。 

▶ 

 

 

タブレット端末を使用する方針への変更に伴

い供給ルートを決定していく。 

⑧販売戦略 

2)販売委託先との検討 

（PaMeLa） 

痛み判定補助システム PMS-2の販売委託先候

補企業と交渉・検討を行う。 

▶ 

【進捗 100％：⑦2】〇 

テルモ株式会社と Medtronic と販売委託につい

ての交渉を開始した。 ▶ 

引き続き交渉を継続する。 
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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 

令和 4 年 3 月末 

候補となる企業 2 社にコンタクトする。 

 

(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 

コロナ禍により、2020 年 8 月から 2021 年 7 月までに実施した探索的治験

において、患者が集まらない、従来のオンサイトモニタリングと監査がで

きない等の理由が発生した。医療機器承認のための治験においても、予定

期間が高度医療機関であり、感染症の影響で予定手術を見合わせる要請が

都道府県から出る可能性は否定できず、その場合、治験の対象患者が全身

麻酔の予定手術の患者としていることから、遅延の可能性は否定できな

い。特に大阪はその懸念が高い。 

 

量産化に向けた検討を行っている過程で、供給不安定な部品があること

が明らかになった。 

【問題の生じた理由】コロナ下での材料の供給が不安定であるため、供給

が不安定であるという説明を受けていたメーカーが、コロナの影響がある

程度終息した今となっても安定せず、量産化に向けて部品を調達しようと

したところ、供給できないという回答が複数の部品で得られた。 

 

探索的治験の時には、福井は都道府県からの要請が出たわけでない患者

の減少であったことが幸いしたのと、セキュリティレベルの高い回線を用

意し、オンラインによるモニタリングと監査を実施できる体制づくりを行

ったことで、遅延を最小限にとどめた。 

医療機器承認のための治験においても、大阪で患者のリクルートができな

くなった場合には福井大学にお願いする形をとること、モニタリングと監

査は同様の対策を取ることで、遅延を最小限にとどめることができると考

えている。 

 

 

 

 

【対策】市販のタブレット端末を使用して、最速で医療機器承認を得る

方向に変更した。 

＜＜それに伴い表示部のプログラムの再設計、一部の非臨床試験の追加実

施を計画に入れました。 

 

 

(5) 令和 3年度の到達点（総括） 

 

PMS-II を完成させるために、小型脳波計で計算させるために必要なノイズキャンセルプログラムを新たに開発し搭載する。安定供給される部品

選定を行って、それらを用いることのできるように設計変更し、表示部を完成させた。 

それを用いてリバランス通知に基づく、生理学的パラメーター測定機器としての医療機器承認を目指し、医療機器承認のための治験を開始する準

備ができた。並行して、最初の適応として想定している乳がんの術後の痛みに対する前向き臨床調査を継続し、術式による、術後遷延痛の割合、重

症度の違いを明らかにする。その結果に基づき、厚生労働省経済課と保険収載に向けた治験の在り方について合意形成を行い、その結果に基づいて

新たな痛み指標としての承認をとるための治験プロトコルを作成した。特に脳波パターンが若年者と異なり、昨年度のコロナのために取得できなか
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った高齢者の健康被験者のデータベースの拡充を続行し、販売提携先の探索を始めており、交渉の成果につなげる。慢性痛状態の患者に対しても急

性期の痛みを評価できる方法論について特許の出願を予定している。 

 

（１）製品開発・評価 

①PMS-Ⅱ開発（PaMeLa 株式会社） 

③PMS-Ⅱの非臨床試験（PaMeLa 株式会社） 

④PMS-Ⅱに搭載する手術前に痛みのある患者に適応可能なアルゴリズム開発（PaMeLa 株式会社） 

⑤新アルゴリズムを搭載した PMS-Ⅱのシステム検証（PaMeLa 株式会社） 

⑥PMS-Ⅱのリスクマネジメント（PaMeLa 株式会社） 

 

（２）臨床研究 

②健康被験者データベース作成（大阪大学・PaMeLa 株式会社） 

③術後遷延痛の前向き調査研究（大阪大学・福井大学） 

④痛み判定アルゴリズムの比較検証（PaMeLa 株式会社） 

 

（３）リバランス通知に基づく、生理学的パラメーター測定機器としての承認を目指す試験 

⑤第一段階目の治験（治験）（大阪大学・福井大学）→本事業対象外 

 

（４）リバランス通知に基づく、新たな痛み評価指標としての承認を目指す試験 

①治験プロトコル作成（大阪大学・福井大学） 

 

（５）許認可戦略 

②製造販売業許可取得（PaMeLa 株式会社） 

⑤厚労省経済課との相談（PaMeLa 株式会社・大阪大学・福井大学） 

 

（６）知財戦略 

②出願済特許応答（PaMeLa 株式会社） 

③慢性痛出願準備・出願（PaMeLa 株式会社） 

 

（７）製造・サービス戦略 



 

31 

①製造体制構築（量産）（PaMeLa 株式会社） 

②梱包形態検討（PaMeLa 株式会社） 

 

（８）販売戦略 

②販売委託先との検討（PaMeLa 株式会社） 

 

【今年度の達成目標】 

  PMS-II システムの完成 

  乳がんの臨床調査の結果で厚生労働省経済課との合意形成を目指す。 

  特許を出願する。 

  製造販売業の許可取得
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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 

△一部 

② 事業（開発）成

果 

計画した成果が着実に得られている 
 

○十分 

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 ○十分 

製造販売企業等が意欲を持って参加している ○十分 

コンソ内の十分な連携がとれている ○十分 

④ 今後の見通し 
今後開発を進めていく上で、問題が無い △一部 

開発計画が具体的で明確な目標がある ○十分 

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 ○十分 

開発機器のコンセプトは明確になっている ○十分 

知財戦略が立案されている ○十分 

薬事戦略が立案されている ○十分 

販売戦略が立案されている ○十分 

⑥ 総合評価  ○十分 

 

 

(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 

PaMeLa 株式会社の体制として、ハード開発に強い専門家を早く入れた方がよかったと考えます。令

和 4 年度から参画していただいております。 

 

 2) 事業の進め方 

ウクライナの戦況から部品供給が不安定な状況をがあることをもう少し早く気づいて、自社開発から、

市販品の表示部を使う方向性を探れればよかった。 

 

 3) その他 

AMED 様とのコミュニケーションで文書によるコミュニケーションで十分と考え積極的にこちらから

コンタクトをとってこなかったため、弊社の薬事の方針を理解していただけない状況が生まれてしまい

ました。今後は、AMED の宇津山様にメールだけでなく随時、電話でもご報告するようにしていきたい

と考えております。 
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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 

   

   

   

機器スペック・

ビジネスモデル 

表示部を自社開発 市販のタブレット端末を使用 最速で医療機器承認を得るため 

   

   

事業化体制 医療機器製造販売業と提携 自社で医療機器製造販売業を取得 事業計画上望ましいことであり、自社で取

得可能であることが明らかになったため。 

   

   

事 業 化 計 画

（開発･薬事・上

市スケジュー

ル） 

   

   

   

 

(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 「PMDA はこれならば評価可能と

説明するだけであり、PMDA に対

しては最終的に何を目指している

か説明して、そのために何が必要

なのか整理して検討する必要があ

る。また、目的とした機能を標榜

して承認がとれるのか懸念され

る。」 

3 月 30 日に東北大学ナレッジキャストの鈴木友人先生、厚労省、PMDA の OB である永井宏忠先生にご同

席いただき、対面助言を受けました。そこで、先生方のご支援を受けながら我々が痛みを測定する機器とし

ての承認を目指していることを PMDA にご理解いただき、そのために、まずは生理学的パラメーターとし

て、VAS との緩い相関を見出すという 1 段階目の治験を実施してリバランス通知にもとづいて承認を頂き、

さらに、その機器を術後の疼痛管理に用いることによって、術後痛の慢性化を予防できるという臨床データ

を示すことにより、痛みを測れる機器という文言を入れて承認が得られるという方向性で合意することがで

きました。通常リバランス通知は市販後に臨床的有用性を検証するためのデータをそろえて 2 段階目の承認

に進むことが通例ですが、我々は、保険償還までの期間短縮し、できるだけ早い普及を目指すために、承認

取得を待たずに次の治験に進む計画とします。また合わせて、この臨床データをもとに保険申請をしたいと

考えております。保険申請にあたって、その対象患者層については、昨年度までの厚生労働省医政局経済課

様とのご相談過程で、「現状の厳しい医療財政上、多くの対象患者が使用するものに対しては、高い保険点

数はつけられず、乳がん患者９万人全体にはじめから高い点数はつけられない。まずは、①本邦で術後遷延
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痛の問題が乳がん患者実際に存在すること。②その中で特に頻度の高い術式を本邦のデータで証明するこ

と。それらはピアレビュー経た雑誌記事になっていることが必要である。」とのご指導をいただきましたた

め、今後は厚生労働省医政局経済課様がご納得いただけるような臨床データの取得とそのピアレビューを経

た論文化に臨床の先生方に注力頂き、鈴木友人先生、永井宏忠先生のご指導を受けながら、可及的速やかに

保険収載が得られるように最大限努力して参りたいと存じます。引き続きご指導、ご支援のほどなにとぞよ

ろしくお願い申し上げます。 

  

  

  

  

  

知財   

  

  

  

  

  

技術 ・

評価 

「術後急性疼痛と慢性疼痛が同

じアルゴリズムで計測可能との説

明であるが、その結果についての 

仮説の説明がない。」 

ご説明が足りておらず申し訳ございません。仮説としましては、数例の慢性痛患者での予備的検討を申請

前に行っておりました結果を元に、「術後急性疼痛用に開発したものと同じアルゴリズムのままで適応可

能」として申請し採択されました。また昨年度の事業の中で、更に精度を上げられる新たな手法を開発する

ことができました。 

 

我々のアルゴリズムが、痛みのない健康被検者に痛みを加えてからつくられたものという点において、

PMDA から懸念を示されていた為、本課題においては、慢性痛を持つ患者であっても、術後の鎮痛薬の薬

効を評価できるように新たなアルゴリズムの組み直しを行うことを目的とさせていただいており、昨年度は

それに向けて邁進してまいりました。 

 

  昨年度の課題で、同じ種類の慢性痛を模した実験的痛みを定量的に与える方法の開発に成功し 200 人余

り、延べ、1 万サンプルの中規模のデータベースを作ることができました。そのデータベースを基に、予備

的検討での状況を再現し、さらにアルゴリズムの選択が幅広くできるようにアルゴリズムの設計を変更する
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ことができました。痛みゼロの状態を含めず、痛みありの状態の脳波データのみから作成した新規のアルゴ

リズムを、12 人分の慢性痛を模した実験データである加圧による虚血の痛み刺激に対してあてはめを行

い、痛みゼロの状態を含めたアルゴリズムとの比較検証を行った結果は、痛みゼロの状態を含めて作成した

アルゴリズムを A1、痛みゼロの状態を含まずに作成したアルゴリズムを A2 とし、加圧による虚血の痛みに

刺激に対して、A1 の PS の平均値は 52±19 で標準誤差 19±、A2 の PS の平均値は 49±18（p=0.1914）で

あり、同等性が確認されました。これは、PMDA が求める痛みがもともとある（慢性痛）患者に対しても

追加で加わる急性痛に適応可能なアルゴリズムとして機能することが確認できたと言えます。 

「さらに半導体不足で遅延、ノイ

ズがあったという話もあり、脳波

計としての非臨床試験をいつまで

に、どこまで進めるのか整理が必

要である。」 

ご説明が足りておらず申し訳ございません。3 月末時点で試験用の機器は入手できており、すべての非臨床

試験は、一番遅くて 6 月 17 日には報告書を頂戴できることになっております。 

村田製作所担当の小型脳波計の完

成度が PMS-Ⅱの製造販売承認の

前提となるが、一 般的な脳波形

（認証製品など）と同等の精度が

保証されていると理解してよい

か、差 異があるとすれば差分など

を明確化すべき（令和 4 年 9 月に

実施するサイトビジッ トで現物を

確認できるか） 

脳波計の認証基準に基づき、すべての項目をクリアしたものを使用します。その上で、現在被検者を募集

し、PMS-I で使用しました日本光電製の脳波計との信号の差分を検討しておりますが、内部のノイズキャン

セル機能の違いによる若干の違いを認め、アルゴリズム側でのノイズキャンセルプログラムを追加する必要

性があり、開発途上です。 

  

  

  

  

  

その他

事業化

全般 

術後急性疼痛と慢性疼痛が同じ

アルゴリズムで計測可能との説明

であるが、その結果についての 

仮説の説明がない。PMDA はこ

橋渡し研究においては、令和 4 年度の延長は「治験届の提出のみ」で、一人の治験も行いません。スター

ト当初から治験届の提出までのご支援を頂戴することになっております。留意事項を受けまして、治験その

ものにつきましては、弊社自己資金からの実施で賄えるように、弊社の予算計画を変更いたしました。 

本事業のゴールである PMS-II の製造承認を得るためには、PMDA への相談から治験が必要であることが 
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れならば評価可能と説明するだけ

であり、PMDA に対しては最終的 

に何を目指しているか説明し

て、そのために何が必要なのか整

理して検討する必要がある。ま

た、目的とした機能を標榜して承

認がとれるのか懸念される。痛み

評価は主観的な VAS スコアとな

り、標榜することが証明できるか

整理した上で、本機器が痛みの分

かる機器であることを証明するこ

とに注力いただきたい。さらに半

導体不足で遅延、ノイズがあった

という話もあり、脳波計としての

非臨床試験をいつまでに、どこま

で進めるのか整理が必要である。 

以上を踏まえて、令和 4 年度の早

期に事業化コンサルを活用し、治

験の内容、出口戦略について計画

の再検討を行うこと。 

3 月 30 日の PMDA 対面助言で決定したため、弊社自己資金を用いて、治験を行います。PMDA はじめ、各

所のご指導に従い出来る限り事業計画をスリム化し、9 月の PSPO の先生方のサイトビジットまでにできる

限り前に進め、先生方にご評価いただけるように最善を尽くしてまいりたいと考えております。何卒ご指導

のほどよろしくお願い申し上げます。 

「令和 4 年度の早期に事業化コン

サルを活用し、治験の内容、出口

戦略について計画の再検討を行う

こと。」 

本研究計画を基に、出来るだけ早期に PS の妙中先生、PO の佐久間先生を交えた事業化コンサルを実施し

ていただきたく、担当の宇津山様にお願いする所存です。何卒よろしくお願い申し上げます。 

「非臨床試験は本事業の外で実施

することになっているが、それ以

外に少なくとも村田製作所、山陽

精工担当の脳波計や周辺機器も含

めて医療機器として安全性試験が

必要である。」 

これまでに外部検査機関も活用して行わせていただきました非臨床試験に関して、下記にご説明をさせてい

ただきます。本品に関しての非臨床試験は、JQA様から過不足はないと判断されております。最終レポート

は 6 月中に納品される予定です。さらに医療機器センターの先生方のご意見を頂戴できましたら大変幸甚に

存じます。 
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「更にこれらの計画について十分

か、本事業のコンサル機関である

医療機器センターに確認するよう

に」 

医療機器センターの先生方にご確認いただくとともに、是非とも PS の妙中先生、PO の佐久間先生、弊社

薬事コンサルの鈴木友人先生を交えた伴走コンサルをお願いし、先生方皆様のアドバイスを頂戴する機会を

早急に頂戴できましたら幸甚に存じます。何卒よろしくお願い申し上げます。(6 月 13 日に実施していただ

きました←6 月 15 日追記) 

リバランス通知で薬事承認申請を

進める場合は治験を実施する必要

はないため、新 たな治験を不要と

する第一段階の計画の見直し（自

己資金であっても本計画上には 不

要） 

（参考資料）リバランス通知について（該当箇所をハイライト表示） 

      1ページ目最終行から抜粋 

    ～～～～ 

   市販前から市販後まで 一貫した安全性及び有効性の確保策を実施することにより、市販前の新

たな治験実施の有無によらず、承認申請を行い得ると考えられるケースの取扱いを以下のと

おり 整理し、運用の明確化を図ることとしましたので、御了知の上、貴管内各関係事業者、 

関係団体等に周知方よろしくお願いします。 

   ＜＜PMDAの方々は、この通知を基に、リバランス通知の適用の可否を判断されています。治験

がなくても承認申請を行いうるということは自明ですが、同時に治験の必要性があるものを

この通知の適用外とすべきという記載はございません。そういう経緯から下記の点の確認プ

ロセスをたどるようにご指示くださり、そちらを終了したというのが、現在の状況です。 

 

   弊社機器の該当部分の抜粋 6ページ目から 

    ～～～～ 

３．診断の参考情報となりうる生理学的パラメータを測定する診断機器に関する相談 

（具体的な対応） 

１） 生体信号として示される生理学的指標の非侵襲的な測定を行う能動的なモ ニタリング医療

機器（いわゆる生体物理現象検査用機器、生体電気現象検査 用機器、生体現象監視用機器等）

で、測定原理の明らかな既存センサ等から 得られる情報に対し演算処理して得られる新たな指

標を提供するもの。  

２） 最終的に目標とする臨床的意義がまだ確立されていないものの、別途、診断 の参考情報と

して、いくつかの判断基準の一つを提供する医療機器と位置づけられるもの。  

３） 誤った検査結果が得られた場合に、ヒトの生命及び健康に重大な影響を与 えるおそれがあ

るものではないもの。 
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＜＜これを受けて開発前相談を受けて上記 3 点について当てはまるかどうかに関して、添付の

議事録の通り確認していただきました。 

 

さらに、本件に関しては中間評価ヒアリングの際の説明資料 3ページ目にその方法で行う方針であるこ

とを明記しており、2022 年 3 月 17 日に提出させていただきました R03_２Q 資料の 8 ページ目の事業

計画概要、19～20 ページ目の薬事相談の項目に詳細を記載させていただいております。さらに、中間

評価の継続審査の資料 8 ページ目に PMDA との相談結果として明記し、その点についての説明を行っ

ており、その時に、評価委員からは何らご質問を頂戴せずに評価は終了しました。この点についての

説明不足とのご指摘を頂戴しましたが、このように、弊社としては誠心誠意進捗に応じて説明の記載

を行っているところですので、そこまで、ご納得いただけていないようなことでしたら、今後はご質

問を頂戴できればと考える次第です。 

リバランス通知を踏まえた PMDA 

の開発前相談を行うための準備資

料の作成時期 の明確化（計画の実

施項目（5）許認可戦略に追加し

マイルストーンとしてよいか） 

マイルストーンを業許可申請から業許可取得に変更しました。 

最終的に目指している機器の明確

化（使用目的、効果効能など） 

添付の中間評価継続ヒアリングの 9 ページ目のスライドを示して説明させていただきました。 

（使用目的・効果効能）本装置は、術後の患者を対象として、患者の脳波（EEG）を測定し、脳波形の表

示を行うとともに、脳波をリアルタイムに解析処理し、ペインスコア（Pain Score：PS）、筋電図インデッ

クス、シグナルクオリティインデックスをグラフや数値で表示するモニタである。本装置のペインスコア

（PS）を痛みレベルの指標の一つとして、手術後の患者のモニタリングに使用することが可能である。 

医療機器としての構成品の明確化

（脳波形本体、電極、プログラ

ム、付属品など） 

添付の中間評価継続ヒアリングの 9 ページ目を示して説明させていただきました。さらに計算部はクラウド

上に存在する点について口頭で説明させていただきました。 

れまで得られている臨床実績等の

整理 

添付の中間評価継続ヒアリングの 7 ページ目を示して説明させていただきました。 

これまでの臨床実績等から第一段

階の医療機器で示すことのできる

使用目的や 効果の範囲の整理（例

添付の開発前相談議事録最終案を示して説明させていただきました。 

（最終頁抜粋） 
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えば、「痛みについて、非侵襲的

に計測し、脳波信号を表示 するこ

とで、定性的な評価を行うための

情報を提供するもの。脳波信号と 

VAS ス ケールとの関係は確立さ

れていないため、痛みの評価とし

ては参考情報とな る。）」というこ

とを目指しているのか） 

 リバランス通知第 3 項の主旨を踏まえると、PS を患者の痛みを評価する参考情報として

位置付ける場合には、PS と患者の感じる痛みとの関連性（例えば、適切な相関係数にお

ける相関性）を示す仮説検証を目的とした検証的試験は必須ではないが、その場合に

は、PS が患者の痛みと関連する指標であることを想起させる使用目的又は効果を記載す

ることはできない。したがって、提示された使用目的又は効果は再検討する必要がある

こと。 

＜＜これを受け以下を予定しています。 

～～～本装置は、術後の患者を対象として、患者の脳波（EEG）を測定し、脳波形の表示を行うとと

もに、脳波をリアルタイムに解析処理し、PS、筋電図インデックス、シグナルクオリティインデック

スをグラフや数値で表示するモニタである。～～～ 

第二段階以降の大まかな計画（臨

床試験計画など 

 



 

40 

領域 指摘事項 対応 

P MDA の開発前相談と製造販売

承認申請の時期の明確化 • 業態許

可（製造販売業、製造業、部材供

給などの企業の位置づけの明確

化、人的 要件はクリアできるの

か）と製造販売承認申請の両面の

手続きをいつ、どのよう に行うの

か（P10 記載の計画を計画の実施

項目（5）許認可戦略に追加しマ

イル ストーンとしてよいか） 

 

製造販売業、製造業、部材供給などの企業の位置づけの明確化につきましては、中間評価継続審査資料で

すでに示しています通り、改めて PaMeLa が製造販売業の業許可を得ること、主たる製造所は山陽精工が

担うこと、PaMeLa はプログラムを担当するため製造業としての役割を担うことを説明しました。村田製作

所は脳波取得部分という重要な部品を提供するパートナー企業としての位置づけという確認を行いました。 

人的要件につきましては添付の中間評価継続審査資料の 12 ページにあるように人的要件を満たしている

ことを説明いたしました。総責は中江が務める予定です。 

＜＜業態許可（製造販売業、製造業、）と製造販売承認申請の両面の手続きをいつ、どのよう に行うのか

（P10 記載の計画を計画の実施項目（5）許認可戦略に追加しマイル ストーンとしてよいか）につきまし

て、これまでも機器概要として提出させていただいている通り PaMeLa がすでに製造業の許可を得ている

ことを改めて確認し、製造販売業の申請は 9 月、承認は 1 月末を見込んでいることを説明しました。製造販

売承認申請の手続きは PaMeLa から治験終了後に行う予定であることを説明しました。 

 

1～3 の行程後に PMS-Ⅱがどのよ 本計画書に示した安全性試験の実施状況（3 ページ目から 9 ページ目まで）のサマリを示しながら説明
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領域 指摘事項 対応 

うな医療機器かが判明するため、

それにより再度 リスクマネジメン

ト（例えば、シールドルームの有

無といった実際の臨床環境に即し 

たハザードの特定など）を実施

し、現在までに行った非臨床試験

（最低限として認証 基準への適合

を 3-374： 脳波計基準、あるいは 

3-601： テレメトリー式心電計等

基 準で確認）に過不足がないかの

検討 

し、脳波計基準は満たしていることを説明しました。 

治験の実施が計画されている大阪

大学島津先生、大阪大学久保先

生、福井大学中井先 生の役割の整

理 

中間評価継続審査資料（添付）の 4ページと同等の内容を改めて説明するとともに、下記の役割が必

要であることを説明し、ご理解いただきました。 

⚫ 島津先生（乳腺外科）：乳癌患者の術後痛の調査データ取得 

         大阪大学の IRBプロセスの責任者 

⚫ 久保先生（形成外科）：乳房再建手術患者の術後痛調査データ取得 

⚫ 中井先生（形成外科） 

        ：治験に向けての PMDA相談等準備のプロセス 

         乳房再建手術患者の術後痛調査データ取得 

 

計画策定の前提として PMS-Ⅰと 

PMS-Ⅱの違いを明確化 

中間評価継続説明資料 9ページ（添付）に説明している内容を改めて下記のスライドに整理しなおし、

臨床実績として整理して説明しました。説明資料の 9ページにある通り、新しいプログラムはリファレ

ンス刺激を要しない改良に成功し、患者に負担がなくメリットが大きいが、その改良については、

PMDA は改良がダイナミックであり治験の必要があると判断された。しかし、脳波データそのものは

オフライン解析で新しいアルゴリズムの検討に使用可能であり、新しいアルゴリズムの結果に基づく

試験デザインで次の治験を行ってよいという判断であった。 
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領域 指摘事項 対応 

 

 

「上市を目指す PMS-

Ⅱ）の構成品は本体、

表示装置、ディスポ電

極とのことであった。 

PMS-Ⅰと PMS-Ⅱの違い

については、プログラ

ムの解析結果等は同じ

だが、脳波計本体は 

PMS-Ⅰでは既製品（日

本光電製）を使用し、

PMS-Ⅱは開発中の自社

この見解は誤りです。 

PMDA は医療機器開発前相談において、「現在、鎮痛薬投与判断等において、患者の痛みを評価するた

めに活用されている標準的な指標が VAS や NRS のみであることを踏まえると、PS と、患者の申告す

る VAS 又は NRS との一定の相関性を示すことが必要となること。」としており、また、同日に実施し

た医療機器プロトコル相談においても、「PS の臨床的意義を示さずに、本品を、単に患者の痛みを評

価する参考情報として PS を表示する医療機器として承認申請する場合には、本品が表示する PS と、

現在標準的に使用されている指標（VAS 及び NRS）との間で一定の相関性があることを示し、PS が

患者の痛みを評価する参考情報となり得ることを客観的に示す必要があると考える。」と見解を述べて

おり、臨床的位置づけが定まっていない生理学的パラメータとしての承認を取得する場合にあって

も、治験により現在標準的に使用されている指標（VAS 及び NRS）との間で一定の相関性を示すこと

を求めています。 

 

臨床実 の 理

      の 終要 事項

 ベッ サイ で 用可能（特 な  

で な ）

 ターミナルケアを  に     

の の   度  け  きた  

 脳波取得部のみ患者に  し   

部 分 させる 

 計 部 クラ  上で   

 患者に  を え に 定可能

     が たし  た 

  たし  る 

     の大 であるため たさな 

   部 で患者  部 ら がっ 

 る 

 市販のコン ューター内

 リ   ンス  データを 用
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領域 指摘事項 対応 

製品の脳波計を用いる 

予定で開発をしている

ことであった。PMS-Ⅱ

の最終的な目標（使用

目的、効果効能など） 

については、保険償還

獲得を目標におきバッ

クキャストして検討さ

れているとのことであ

った。」 

《コメント》 

本事業の期待される成果

として、AMEDのホームペ

ージに『事業終了時から

３年以内に提案医療機器

を上市、事業化をするこ

と』と記載されていま

す。単に製造販売承認を

取得して上市するのみで

なく、事業化することが

求められているというこ

とは、ビジネスとして成

り立つことを求められて

おり、本開発品目におい

ては自由診療等でのマネ

タイズは困難であり、保

険収載によりマネタイズ

することが必須であると
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領域 指摘事項 対応 

考えております。その観

点から、保険償還を目標

に置き、全体の開発戦略

を検討することは、本事

業の趣旨に沿ったもので

あると考えます。 

また、AMEDの公開してい

る「医療機器の研究開発

マネジメントにおけるチ

ェックポイント/ステージ

ゲート」において、開発

初期の段階から保険収載

を含めた事業化戦略を検

討することが推奨されて

おり、本開発品目のアプ

ローチは、AMEDの意向に

沿ったものであると判断

しております。 

「他方、薬事承認戦略について

は、本年の 3 月 30 日に PMDA 

の開発前相談を実施した結 果、

「リバランス通知の準用」とい

う形で PMS-Ⅱを用いた小規模

な治験を実施することを PMDA 

から求められたと PaMeLa 側か

ら説明があった。しかしなが

ら、治験を求められた 理由につ

いては、PaMeLa 側の最終的な
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目標が保険償還獲得であり、そ

こからバックキャストして開発

目標を検討し、PaMeLa 側が標

榜する内容を決めて PMDA 相談

に望んだ結果、 PMDA との相談

では「臨床的位置づけが定まっ

ていない生理学的パラメータ」

を超える標榜内容を掲げる医療

機器を開発するうえでの治験の

要否検討となり、その結果とし

て、治験データが求められたの

ではないか」 

「あるいは、開発中の PMS-Ⅱが

性能（標榜内容）となるべき 

VAS との緩い相関すら全くない

状態であること、即ち、PMS-Ⅱ

は未だ POC が確立していない状

態であることに起因して、治験

データを求められているのでは

ないか。」 

何をもって POC の確立とするか明確でないため、その点については議論はいたしませんが、仮に、

PMS-Ⅱの性能が未知数であることにより治験を求められたとして、そのことが問題となるのでしょう

か？ 

本事業においては、事業終了時から３年以内に提案医療機器を上市、事業化をすることが成果とさ

れており、3 年間の事業実施期間を加えて事業開始から 6 年以内の事業化を目指すものであり、POC

が確立していない状態での治験実施は否定されていないと考えます。本コメントの意味が理解できか

ねます。 

＜＜当日中間評価継続説明資料 7 ページと同様のスライドでご説明した通り VAS との緩い相関は確

認しており、⑥で書かせていただいた理由で治験データを求められております。 

「ただし、 評価委員のコメント

に則った計画書とするために

は、PMS-Ⅰでは一定の臨床評価

を行って いることから、再度 

PMS-Ⅰにおける臨床評価結果を 

PMS-Ⅱに引用可能な範囲はない

のか、またその範囲内において

PMS-Ⅰの臨床成績をもとに、PMS-Ⅱの治験実施計画を作成しており、その意味においては既存の

臨床評価結果を引用した開発戦略になっております。 

一方で、PMS-Ⅰの臨床成績をもって、PMS-Ⅱの治験を回避することが可能であるかという点につ

いては、先日のコンサルティングの場でもご説明した通り、PMDA よりリファレンス刺激による計算

パラメーター調整の有無という違いがあり、PMS-Ⅰの臨床成績をもって、PMS-Ⅱの臨床評価に替え

ることはできない旨、助言されており、既に検討済みです。 
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治験を不要とする「リバランス

通知」に基づく承認を得られる

可能 性はないのかの検討も必要

である。」 

「なお、「リバランス通知の準

用」は薬事の制度的には存在し

ないため、結果としては通常の

２品目の開発における薬事承認

申請スキームとなって いるので

はと考えられる。」 

この見解は誤りです。 

PMDA からは、本開発品目が示す値を患者の痛みに関する「参考情報」として位置づける場合の評

価方針及び認められる使用目的又は効果の範囲の整備、並びに参考情報としての位置付けである旨を

適切に注意喚起及び、本品によって誤った結果が得られた場合のリスク低減措置等の対応を行うこと

により、リバランス通知第 3 項に基づく本品の承認申請は受入れ可能と考える旨助言されています。 

また、リバランス通知の意図として、治験を実施することなく臨床的位置づけが定まっていない生

理学的パラメータを取得する機器として、早期の承認取得を可能にするものであるという点は理解し

ています。しかしながら、当該通知前文には「市販前の新たな治験実施の有無によらず、承認申請を

行い得ると考えられるケースの取扱いを以下のとおり整理し、運用の明確化を図る」とあり、市販前

の新たな治験実施の有無によらずとなっており、治験を実施する場合が対象にならないとの判断は示

されておらず、治験を実施する場合はリバランス通知が適応されないとするコメントがあったかと記

憶しておりますが、その考えは誤りであり、PMDA からもリバランス通知に基づく申請が受け入れ可

能と判断されております。 

また、「リバランス通知の準用」は薬事の制度的には存在しないとのことですが、その法的根拠が不

明確です。当該通知は何かを制限する趣旨のものではなく、適応しうるケースを示しているものであ

り、通知で示されていない範囲について、その通知の考え方を準用し判断していくことは否定されう

るものではないと考えます。また、準用しうるか否かの判断はレギュラトリーサイエンスに基づき

PMDA が判断するものであり、第三者が判断するものではないと考えます。 

「以上のことから、再度計画の

大幅な修正が必要であり、下記 

4 点を中心とした計画に修正す

ることが必要であろう。 

 ⚫ PMS-Ⅱの一部構成品となる  

 

 

 

 

 

R03_２Q 資料（添付）の 13 ページに記載の通り、すでに納品されております。 

PaMeLa 製脳波計の完成時期を明確化すること 
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⚫ PaMeLa 製脳波計から出力さ

れる解析プログラムの完成時期

を明確化すること 

 

⚫ PMS-Ⅰにおける臨床評価結

果を PMS-Ⅱに外挿できる範囲を

検討すること 

 

 ⚫ 日本光電社製と PaMeLa 社

製の脳波計から得られる出力値

の同等性や差分の明確化 

 

 

現在村田製作所製脳波計のノイズに対応したプログラム開発を行い、First_Patient_in までプログラ

ムは改良可能であるため、後述の理由から 12 月と考えております。 

 

 

PMDAと検討し、次の治験では PMS-IIのプログラムを PMS-I の臨床データで解析した結果を基にプロ

トコール立案を行っておりすでに検討済みでございます。 

 

 

出力値が完全には同等でないことを確認し、ノイズキャンセルプログラムを開発中です。 

4. その他 業許可については、

製造販売業および製造業は 

PaMeLa 社が担うとのことであっ

た。これについて、補助事業計

画書には製造販売業を PaMeLa 

社が担うことは明示されている

も のの、製造業については示さ

れていないため記載することが

必要であろう。 

申請の段階から PaMeLaが製造業を担うことは明記しておりました（申請書 5、10ページ）、3月 17

日に提出させていただきました R03 _２Q 資料 4 ページにも明記されております。あえて申すなら、契

約を結んだ段階で山陽精工株式会社を主たる製造所として明記したいと思います。 

また、製造販売 業許可の時期に

ついて、現時点で計画が立って

いるのであればマイルストーン

に明確な時期を記載するとよい

であろう。 

記載いたしました。 
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(5) 継続条件への対応状況 

継続条件 対応状況 

橋渡し研究プログラムで繰越している以上、本事業での令和 4 年度の治

験実施は認めない。本事業のゴールを PMS-II の製造承認を得ることに絞

って出口を明確にし、スリム化した事業計画を練り直すこと。進捗状況

について、令和 4 年 9 月に実施するサイトビジットにて PSPO が確認を行

い、その内容によっては課題評価委員会を開催して再評価を行う。 

現状最も早い方法として表示部に市販のタブレット端末を用いる方向に方針

を変更し、製造承認を最速にするように計画を変更しております。 
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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 

PMS-II を完成させるために、小型脳波計で計算させるために必要なノイズキャンセルプログラムを新たに開発し搭載する。安定供給される部品

選定を行って、それらを用いることのできるように設計変更し、表示部を完成させる。 

それを用いてリバランス通知に基づく、生理学的パラメーター測定機器としての医療機器承認を目指し、医療機器承認のための治験を開始する。

並行して、最初の適応として想定している乳がんの術後の痛みに対する前向き臨床調査を継続し、術式による、術後遷延痛の割合、重症度の違いを

明らかにする。その結果に基づき、厚生労働省経済課と保険収載に向けた治験の在り方について合意形成を行い、その結果に基づいて新たな痛み指

標としての承認をとるための治験プロトコルを作成する。特に脳波パターンが若年者と異なり、昨年度のコロナのために取得できなかった高齢者の

健康被験者のデータベースの拡充を続行し、販売提携先の探索を続け、交渉につなげる。慢性痛状態の患者に対しても急性期の痛みを評価できる方

法論について特許の出願を行う。 

 

（１）製品開発・評価 

①PMS-Ⅱ開発（PaMeLa 株式会社） 

③PMS-Ⅱの非臨床試験（PaMeLa 株式会社） 

④PMS-Ⅱに搭載する手術前に痛みのある患者に適応可能なアルゴリズム開発（PaMeLa 株式会社） 

⑤新アルゴリズムを搭載した PMS-Ⅱのシステム検証（PaMeLa 株式会社） 

⑥PMS-Ⅱのリスクマネジメント（PaMeLa 株式会社） 

 

（２）臨床研究 

②健康被験者データベース作成（大阪大学・PaMeLa 株式会社） 

③術後遷延痛の前向き調査研究（大阪大学・福井大学） 

④痛み判定アルゴリズムの比較検証（PaMeLa 株式会社） 

 

（３）リバランス通知に基づく、生理学的パラメーター測定機器としての承認を目指す試験 

⑤第一段階目の治験（治験）（大阪大学・福井大学）→本事業対象外 

 

（４）リバランス通知に基づく、新たな痛み評価指標としての承認を目指す試験 

①治験プロトコル作成（大阪大学・福井大学） 
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（５）許認可戦略 

②製造販売業許可取得（PaMeLa 株式会社） 

⑤厚労省経済課との相談（PaMeLa 株式会社・大阪大学・福井大学） 

 

（６）知財戦略 

②出願済特許応答（PaMeLa 株式会社） 

③慢性痛出願準備・出願（PaMeLa 株式会社） 

 

（７）製造・サービス戦略 

①製造体制構築（量産）（PaMeLa 株式会社） 

②梱包形態検討（PaMeLa 株式会社） 

 

（８）販売戦略 

②販売委託先との検討（PaMeLa 株式会社） 

 

【今年度の達成目標】 

  リバランス通知に基づく、生理学的パラメーター測定機器としての承認を目指す試験を開始する。（本事業対象外） 

  乳がんの臨床調査の結果で厚生労働省経済課との合意形成を目指す。 

  特許を出願する。 

  製造販売業の許可取得 

 

(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 

① PMS-Ⅱ開発 

② PMS-Ⅱの機能検証（妥当性確

認） 

③ PMS-Ⅱの非臨床試験 

④ PMS-Ⅱに搭載する手術前に痛

みのある患者に適応可能なア

PaMeLa 株式会社 痛み判定補助システム PMS-Ⅱの開発および評価を行う。本品はクラウド上に計算部

を持ち、クラウド上に脳波データを蓄積する機能を持つ。そのクラウドデータベー

ス構築の開発支援、そのクラウドはアマゾンクラウドを用いる予定でその費用、ク

ラウドに計算部分を移設するところを外部委託する経費を計上している。クラウド

計算部から表示部へ移行させる痛みの表示システムの開発支援も外部委託する。村

田製作所より納品された小型脳波計とタブレット端末を用いた表示部との接続試

験・ノイズ試験を行う。また、書類および実機を用いた安全性試験を行う。人工知



 

51 

項目名 実施主体 具体的な内容 

ルゴリズム開発 

⑤ 新アルゴリズムを搭載した

PMS-Ⅱのシステム検証 

⑥ PMS-Ⅱのリスクマネジメント 

 

能専門家に助言をもらいながら、村田製作所の製品のノイズに対応するアルゴリズ

ムをくみ上げて、PMS-II に搭載する。 

PMS-Ⅱの量産可能な部品より再設計した設計品の EMC 試験・安全性試験を行

う。 

安全性試験が終了し、製造が完了した PMS-Ⅱに、新アルゴリズムを搭載し、小型脳

波計および表示部が正常に動作することを確認する。 

PMS-II のリスクマネジメントを引き続き行う。 

（２）臨床研究 

① 健康被検者データベース作成 

② 術後遷延痛の前向き調査研究 

③ 痛み判定アルゴリズムの比較検

証 

大阪大学・福井大学 

PaMeLa 株式会社 

令和 3 年度に十分量の健康被験者のデータが集まっているが、高齢者のデータが限

られているため、COVID-19 の感染状況を配慮して高齢者のデータ取得を行い、デー

タベースへ入力する。乳房再建手術を受けた乳がん患者に対し、術後の痛み・術

式・患者のバックグラウンドなどをアンケート調査等により取得し、前向き調査研

究を行う。 

令和 3 年度にマイルストーンを達成しているが、良いアルゴリズム候補が完成した

場合には引き続き比較検証を行う。 

（３）許認可戦略 

①製造販売業許可取得 

②薬事相談（PMDA 対面助言） 

④ 厚労省経済課との相談 

PaMeLa 株式会社 

大阪大学・福井大学 

品質管理監督システム基準書（品質マニュアル）および各種手順書・様式文書を完

成させる。 

令和 3 年度に引き続き、乳がんの臨床調査結果をもって、厚生労働省医政局経済課

と保険償還に向けた面談を行う 

（４）知財戦略 

①出願済特許応答 

② 慢性痛 出願準備・出願 

PaMeLa 株式会社 出願済みの特許に対して、OA 対応等を行う。 

（５）製造・サービス戦略 

①体制構築 

③ 梱包形態検討 

PaMeLa 株式会社 量産にあたり、部品の購入フローを確立させる。出荷時の各パーツ、機器の梱包形

態を検討し、出荷時の梱包形態を決める。 

（６）販売戦略 

①販売委託先の検討 

PaMeLa 株式会社 テルモ株式会社・メドトロニックなどの販売提携候補先となり得る大手医療機器メ

ーカーと、販売戦略について協議を行う。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 

ＰａＭｅＬａ株式会社 

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘 1-3 生命システム棟 6階 E601号室 

電話: 06-6105-5563 / FAX: 06-6105-5244 / E-mail: pamela_affairs@pain-ml.com 

 

 


