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1. 事業の概要 

糖尿病治療の基本である食事療法は薬物療法による代替ができず、体重減少と血糖値自体の改善効果、

高血圧や脂質異常の改善効果を有するが、人員体制やツールの課題から現在の効果にはバラツキがある。

本事業では、こうした食事療法を効果的に推進するために開発してきた高品質かつ汎用性の高い医療機

器の製品化を完遂し、患者と医療者双方に負担感がなく、多様な生活環境、病態、嗜好等の多要素を考

慮した適切な治療を可能とする。 
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1.1 事業の目的 

糖尿病治療の基本である食事療法は薬物療法による代替ができず、摂取エネルギーの適正化による体

重減少と血糖値自体の改善効果、高血圧や脂質異常の改善効果を有する。現行の食事療法は管理栄養士

個々の経験に依拠した形で進めているため、診断・治療効果にバラツキがあると共に、患者の長期的行

動変容に繋がりにくい課題があり、医療者と患者双方の治療満足度は低い。そのため、食事療法を効果

的に推進する高品質かつ汎用性の高い医療機器の開発が切望されている。特に、継続的な行動変容に繋

げるためには、患者に負担感がなく、多様な生活環境、病態、嗜好等の多要素を考慮した適切な治療が

必要だが、未だこのニーズを満たす医療機器は存在しない。 

これを解決するためには、（１）栄養評価における信頼度を維持した自動化の推進、（２）個々の患者

の食事療法設計と実践のための指導計画策定の標準的支援、そして（３）患者の食事療法の実践継続率

を高める細やかなフィードバックの自動化、の 3点を満たす医療機器が必要である。 

そこで本事業では、これら 3点を満たす医療機器として 2019年から開発してきた「あすけん医療シス

テム」を完成させ、医師主導治験を実施する。本製品には高精度で負担の少ない食事記録と栄養計算を

可能にする栄養評価支援技術、病態や嗜好等をもとに個々の最適な指標・目標値を推奨する治療計画策

定支援技術、および個々の患者にあったアドバイスをリアルタイムに展開するアドバイス AI技術という

3つのコア技術が搭載されており、本製品を従来型の栄養指導に加えて利用することで、従来は難しかっ

た個別化食事療法の安定的・継続的実施を可能とする。結果として、半年後の HbA1c を従来型の食事療

法に比して 0.4％改善すること、また、副次的効果として体重を適正に維持できる患者の増加等のエンド

ポイントで現在調整中である。確定は、治験プロトコル相談において決定する方針。2023 年度末までに

は当該治験結果の解析を終え、医療機器申請の準備を開始する計画である。 

 

・国内許認可申請：令和 7 年 6月（変更前：令和 6年 6月） 

・国内上市：令和 8年 3月（変更前：令和 6年 10月） 

・海外許認可申請：不要の見込み（米国） 

・海外上市：令和 7年 4月（機能限定・本申請の対象外）（米国） 

 

【変更理由】 

提案書提出後（2021年 12月）医療者によるテスト運用の中で一部の機能について修正が必要で、提案

時のスケジュールに遅延が発生する見込みが生じた。そのため、実現可能なスケジュールを再作成した

ために、変更になっている。 

なるべく遅れを取り戻せるよう進行しているが、薬事申請及び上市時期に関しても同様に遅延が見込

まれる。治験と PMDAの審査期間が短くなれば巻き返しが可能。その他、代表機関側で時間を短縮できる

ことに関しては迅速に対応をする。 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：株式会社 asken 

PL：河野 葉子（株式会社 asken) 

SL：稲垣 暢也（国立大学法人京都大学）  

共同体：①国立大学法人 東海国立大学機構 

   ②高知大学 

   ③社会福祉法人京都社会事業財団 京都桂病院 

   ④公益財団法人田附興風会 医学研究所 
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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 
プログラム 2 疾病治療用プ

ログラム 
クラス分類 Ⅱ 

製品名 あすけん医療システム 分類名称（一般的名称） 
新医療機器のため該当なし（予

定） 

対象疾患 2 型糖尿病 届出／認証／承認 承認 

想定される販売先 日本 新／改良／後発 新 

使用目的又は効果 
15 歳以上の 2 型糖尿病患者に対する血糖値・HbA1c 改善を目的とした食事療法等の治療支援

及び治療を補助する。 

薬事申請予定者 株式会社 asken 医療機器製造販売業許可 113186001 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社 asken 医療機器製造業許可  

 業許可  

 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 

   

薬事申請時期 2025 年 6 月 まずは薬事申請不要な形での展開を計画 

上市時期 2026 年 3 月 2026 年 4 月 

想定売上（上市後 3 年目） 39.00 億円／年（2028 年 3 月時点） 1.60 億円／2029年 3 月時点） 

市場規模（上市後 3 年目） 176.00 億円／年（2028年 3 月時点） 8.00 億円／年（2029年 3 月時点） 

想定シェア（上市後 3 年目） 50％（2028 年 3 月）時点） 20％（2029 年 3 月）時点） 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

本製品は、15 歳以上の２型糖尿病患者（腎症第２期まで）の年齢・体格・病態・治療薬・活動量・嗜

好に応じて個別化された食事療法を医療情報を用いて医師と管理栄養士が設計することを本プログラム

が支援し、モバイルアプリに患者が入力する体重や食事内容に応じて食事療法の設計を更新しながら、

日常生活中の食事や服薬、運動に対するアドバイスをモバイルアプリ上で届けることにより、従来型の

食事療法に対して、半年後の HbA1c を 0.4％改善する。（このエンドポイントは現在調整中）具体的な特

長は以下の通り：  

・医療者に対し、糖尿病患者への個別化食事療法の実践を支援する。通常は患者の実践を支援する患

者用アプリが主軸だが、本製品は医療者用ウェブアプリケーションが主軸で、医療者が個々の患者にあ

った栄養・臨床目標を設定できるよう、独自に各種推奨値を提案するのが特徴。 

・患者用アプリも存在。上記で完成した治療計画と患者の食事・血糖値等の記録に沿って、毎日記録

の都度 AI がアドバイスを出す。 

・アドバイス生成は薬剤に関するものまで 20 万種以上が可能であり、食事記録を簡易化する画像解析

AI や国内最大級の 10 万品以上の栄養データベースもある。 

・食事日記を用いた SNS 機能等、ほかにも既に 750 万人以上が利用する当社既存アプリで有用性を確認

済みの機能が患者向けアプリには搭載。 

 
  

非公開 
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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 

・15 歳以上の 2 型糖尿病患者を適用対象として設計した。腎症を併存する場合には第 2 期までを想定

しており、結果として、対象となる国内の患者数は 548 万人／年見込み。 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

a) 本製品がターゲットとできる医療市場は計 176 億円/年である。 

まず上述（１）の対象患者 548 万人に対するものである。本製品の患者にとっての価値は現状

の類似サービス相場から月 300～500 円と思われるが、保険適用によるスケールメリット等があり

得るため、250 円/月で想定。年間 164 億円。 

加えて、上記患者向けアプリとは別に、医療者向けウェブコンソール自体が医療機関にとって

業務効率化、治療の質向上をもたらすところ、その価値を類似サービス相場から 2 万円/月と推定。

糖尿病標榜施設 5400 軒をターゲットとし、年間約 12 億円。 

b) さらに一般健康増進市場を 328 億円ほど拡張し得る。うち 111 億円が弊社ターゲットである。 

当社は、本製品運用による医療現場からの学びや成果を、既に 680 万人以上が利用する一般向

けサービスと 50 社以上が利用する企業向けサービスにも還元できる。具体的には、本製品の糖尿

病治療プログラムを糖尿病予備群 1,300 万人向けに応用すること等を検討しており、最大 7 割が

食からの健康増進に取り組むことになった場合、約 328 億円/年の市場創出となる。 

他方、一般市場は競合が厳しいため、シェア 30％が当社ターゲットである。 

c) 本申請事業で得た知見を転用して約 850 億円の海外市場創出見込み。うち 8 億円が当社ターゲッ

ト。 

糖尿病患者は海外にも 4 億 2,200 万人おり、当社の北米展開実績や本製品開発に際して欧米の

糖尿病診療の知見も組み込んだことで、新たに 850 億円程度の海外市場を創出（上記患者のスマ

ホ保有者 50％のうち 1 割利用想定）し、周辺市場を活性化すると見込む。 
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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 

 

下記 2）の表に掲載した通り、糖尿病患者の主に生活習慣改善を通じて糖尿病治療を補助するというコ

ンセプトの面では、主たる競合は DialBetics、カロミルの２品があげられる。このほか市場には、糖尿

病患者向けに主に血糖値記録管理手法の改善を通じて治療を補助するアプリ（シンクヘルス、BlueStar、

MySugr 等）や一般健常者向けに生活習慣の改善支援を行うアプリ（カロママ等）をはじめ、競合にな

り得る製品は複数あるが、直接的に当社製品と同じ市場をターゲットにしており、かつ一定のポジショ

ンを築きつつあるものとしては上記２品と考えている。 

これら競合の動向から、当社の市場獲得に向けた障壁は第一に上市までのスピードと考える。患者と

医療者双方に対する食事療法実践支援機能をここまで網羅した医療機器は世界的にも類がない一方、そ

れを含むデジタル治療領域には大手製薬企業等がこぞって進出している。そのため上市が遅れると、い

かに有効性が高くともスイッチコストが発生するため市場獲得の困難性が増す。そして第二に、治験や

薬事申請に関する経験不足である。本製品を運用するノウハウは既存ビジネスから十分と考えるが、医

療機器として承認を得るプロセスには不慣れ。経験人材の獲得とともに、医師主導治験として AMEDや京

都大学医学部附属病院先端医療研究開発機構等の専門機関からサポートを得られるか等が重要である。 

 

 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） 

 

本製品の最大の差別化ポイントは、糖尿病治療における食事療法への特化であり、特に「個別化食事

療法」の実施に必要な機能を医療者と糖尿病患者の両者に対して網羅的に実装していることである。具

体的には以下の通り： 

（1）診断（栄養評価）の支援：画像解析機能をはじめ、医療者が代理入力できる医療者用ウェブアプ

リケーションなど多彩な入力インターフェースをもつ。メニューデータベースも 10 万品以上と

国内最大級であり、評価できる摂取栄養成分は最大 28 に及ぶ。さらに、本製品と全く同じ検索

等の機能をもつ当社既存アプリを用いた研究（149 例）で、栄養価算出精度も実証済み。 

（2）治療計画策定の支援：競合機器の大半は、患者に対する食事療法の実践支援機能しかもたず、医

療者に対する支援はせいぜい患者記録の閲覧にとどまる。それに対し本製品は、医療者にウェブ

アプリケーションを提供し、各患者の個別食事療法の治療計画策定自体を支援する。具体的には、

医療者が患者の身体データや併存疾患等の病態関連データ、嗜好・モチベーション等に関するデ

ータを入力するだけで、最大 29 の栄養関連指標・値および最大 8 の臨床指標・値について推奨

が表示され、更新の必要性を適宜通知する。これにより、患者が継続して実施可能な食事療法の

治療計画策定がリアルタイムで可能となる。 

（3）治療計画実践の支援：患者が簡便に正確な食事記録をし続けられるよう、食事画像を登録するだ

けでメニューが自動的に識別される機能のほか、食べたものを商品名・店名等で即座に発見でき

るようにする検索機能とそれに紐づく国内最大級の 10 万品以上のメニューデータベースを有し

ている。加えて、なんらかの記録を行うと都度即座に、当人の治療指標として選択された最大 29

の栄養関連指標と最大 8 の臨床指標について評価され、アドバイスが 20 万種以上のバリエーシ

ョンで自動的に生成・表示される。加えて、クローズド SNS やオンライン患者会によるピアサ

ポートのほか、栄養士監修教育コンテンツの毎月配信等もあり、既に 750 万人以上の利用者がい

る当社既存アプリで有用性等を示してきた実践支援機能のみを厳選して搭載。 

現在、糖尿病治療を目的とする医療機器プログラムは世界でも多く登場しているが、通常は自己管理
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能力からの行動変容を促すことを目指し、その変容を血糖モニタリング行動や食行動、運動行動等のど

こに起こすかまでは特定しない（下表の競合機器 1 参照）。本製品はそれを食行動に特定することで、管

理栄養士による個別化食事療法を強化療法として特に重点的に実施した場合に示された効果と同等、す

なわち半年～1 年後の HbA1c を 0.45%改善する効果や体重を 2kg 減少する効果（Moller et al. Am J Clin 

NUtr 106: 1394-400, 2017）等を従来の食事療法に上乗せして引き出すことが期待できる。 

他方、考えられる弱みは、当社が医療機器の製造販売や申請の経験を有さず、申請や運用管理体制の

構築に、製薬企業等が販売する競合機器より時間とコストを要することである。しかし一方で、既に本

事業には 2 年以上取り組んできたほか、コンシューマー向けアプリビジネスについては 10 年以上の実績

をもっている。アプリの運用は従来医療機器の運用と著しく異なり、汎用デバイスの OS 更新等への頻繁

な対応、ビッグデータや mass データの管理・分析能力、それらの即時反映等がなければ、実質的に利用

し続けられない。医療機器プログラムの運用コストとしては、こうした専門的なノウハウと対応体制を

既に持つ当社の場合、競合に比して効率化できる可能性が高い。結果として、本補助事業にて初期投資

を吸収出来れば、患者 1 人当たりの売価は一般相場でも低いラインとなる 250 円/月で販売可能になると

考える。 

 

 提案機器 競合機器１ 

DialBetics※ 

競合機器２ 

カロミル※ 

ステータス 探索的位置づけの臨床試験中 研究開発段階 一般消費者市場で販売

中 

メーカー 開発・販売：asken 開発：東京大学 

販売：未定 

開発・販売：ライフロ

グテクノロジー 

概要 2型糖尿病患者に対する食事療

法の提供と、医療者による当該

治療計画の作成・実施の補助。 

2 型糖尿病患者に対す

る認知行動療法の提

供。 

一般健常者に対する食

事記録・改善アドバイ

スの提供。 

型式 V1 不明 不明 
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特徴 ①採用する主な治療法：食事療

法 

②製品の主軸：医療者向けウェ

ブコンソール 

③食事記録手段：画像解析、食

品データベース（10 万品～）

検索など 

③精度検証：同技術で 149例論

文 

④管理指標：炭水化物等栄養関

連 29 種、血糖値等臨床関連 8

種から、個々の患者に合わせて

設定可。 

⑤医療者機能：閲覧と、治療計

画の作成支援 

⑥食事アドバイス：AIで 20万

種バリエーション 

⑦運動：記録とアドバイス（ス

トレス係数等の安全設定可） 

①採用する主な治療

法：生活全般への認知

行動療法 

②製品の主軸：患者向

けアプリ 

③食事記録手段：不明

だが主力でない。 

③精度検証：なし 

④管理指標：食事と運

動、体重、睡眠、また

血糖値や血圧等、幅広

い記録指標を利用者一

律に提供。 

⑤医療者機能：閲覧、

メッセージ送信 

⑥食事アドバイス：な

し。医療者によるリア

ルなアドバイスに依拠 

⑦運動：記録のみ 

①採用する主な治療

法：食事介入（健常者

対象） 

②製品の主軸：一般向

けアプリ 

③食事記録手段：画像

解析、食品データベー

ス（1.9万品～）検索な

ど 

③精度検証：20 名弱学

会発表 

④管理指標：炭水化物

等栄養関連 7 種、血糖

値等臨床関連 2 種を利

用者一律に提供。 

⑤医療者機能：閲覧の

み。 

⑥食事アドバイス：一

般健常者基準でAIが出

す 

⑦運動：記録のみ 

 

国内市場規模 242億円 左に同じ 100 億～1.4兆円 3） 

国内シェア 未発売 未発売 数％未満 

海外市場規模 850億円 左に同じ なし 

海外シェア 未発売 未発売 なし 

売価 未定だが 1 患者 250 円/月を想

定 

未発売 780 円/月（全機能） 

保険償還 点数 未定 未発売 非該当 

クラス分類 クラス 2想定 未発売 非該当 

有効性等に関する

エビデンス 

本製品や類似品の研究実績は

ないが、開発基盤の一般向け当

社既存アプリには、肥満者にお

ける 4 ㎏の有意な減量と食事

バランスの変化 1)、30万人解析

で 2 年後の減量効果を維持し

た結果等あり。 

独自の検証結果が複数

報告されている。また、

左記に同じで、ばらつ

きは大きいが、生活行

動全般モニタリングに

よる行動変容からの臨

床指標改善については

複数報告がある。 

臨床指標改善につい

て、20 例弱・短期の報

告あり。 

実際の患者からの

支持 

基盤の一般向け当社既存アプ

リ利用者約 680 万人のうち、

6,000人以上が既に疾患管理に

活用。本製品の開発にもアンケ

ート、インタビュー等で参加。 

研究利用実績しか見か

けないため、リアルワ

ールドの患者に支持さ

れる（継続される）も

のになるかは予測困

難。 

一般健常者を中心に利

用者は 75万人程。最近

は疾患管理への活用も

啓発傾向。 

海外市場への展開

可能性 

欧米の糖尿病学会による食事

療法関連ガイドラインも考慮

研究開発段階で販売導

出先が未決定と思われ

現状なし。 

非公開 
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して製作。既に 30 万人が利用

する北米版アプリがあり、本製

品技術の応用を既に計画済み。 

る。 

販売者による市販

後の対応力 

アプリビジネスやデータ管理

における専門的なノウハウ・実

績を 10 年以上蓄積。国内で製

造と販売双方を担うため、リス

クや改良ニーズ等に迅速かつ

敏感に対応可。 

同上。 2016 年設立で医療機関

や患者に特化した部門

やケアはなく、一般の

団体利用と同様に対

応。 

※ 2022 年 7 月上旬時点で知り得る限りの最新情報を反映した。推測も含めながら作成したものであり、いず

れの競合機器も現状は医療機器ではなく、開発・研究が進行中のものもあるため情報が非常に限られてい

るため、情報の正確性は担保できない旨ご了承願います。 

1) 肥満研究 118-24,2013.  2) 国内糖尿病患者 1100 万人のうちスマートフォン保有率 7 割とし、一般市場相

場から単価 3600～6000 円/年として推計。 3) 100 億円は健康関連サービスとみなした場合、1.4 兆円は栄養

関連サービスとみなした場合。三菱 UFL リサーチ＆コンサルティング「健康関連サービスの動向整理」（2017

年）；株式会社インテージ「健康食品・サプリメント+ヘルスケアフーズ市場実態把握レポート 2018 年度版」. 

4) 世界の糖尿病患者 4.2 億人のうちスマートフォン保有率 50％とし、一般市場相場から単価 3600～6000円/

年として推計。 
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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 

 

非公開 
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(2) 投資回収計画 

販売価格は、現状の一般向け類似アプリサービスの相場と本製品の開発・運用コストから、1 患者あた

り月 300～500 円が妥当。しかし、保険適用によるスケールメリットと、当社には既存アプリビジネスか

らの運用ノウハウが蓄積されていることから、本補助事業にて初期投資を吸収出来れば、患者 1 人当た

りの原価は一般相場より低くできると考え、250 円/月で販売可能と考えた。 

一方、上記患者向けアプリとは別に、医療者向けウェブコンソールは単体で栄養評価のみに利用可能

である（糖尿病治療プログラムは起動しないが栄養価の自動計算には使用できる）。そのため、糖尿病患

者以外の患者であっても管理栄養士の業務効率化は叶い、医療機関にとっては全体栄養指導件数を増や

せる等のメリットを生む。この価値を、電子カルテのサービス相場や当社が既存ビジネスで得た経験か

ら 2 万円/月と推定。 

保険点数は、技術料として、現在の「外来食事指導料」への加算を想定。ただし、本製品が有効性を

発揮するには患者による継続利用が重要であるところ、医療者にもそれを促す意識と一定の労力が必要

と考えた。よって、算定には「本製品を渡した次の外来食事指導時に、利用が一定回数以上ある」等の

条件を検討案としたうえで、利用継続を促す面でかかるであろう医療者負担時間から、価格を 200 点と

した。この考え方は、2021 年 5 月の厚労省医政局相談での助言をもとにしている。※現状この方向性に

変わりはないが、令和４年度診療報酬改定において情報通信機器等を用いた外来栄養食事指導の評価の

見直し及びプログラム医療機器の評価が変わった事、これから医療機器承認取得までにまだ診療報酬改

定の見込みがあり、それらを踏まえての変更を想定している。 

 

 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） 0.60 2.09 2.39 2.50 2.50 2.57 10.12 16.03 22.12 22.12 

 うち補助対象 0.20 1.30 1.50 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.40 0.79 0.89 2.50 2.50 2.57 10.12 16.03 22.12 22.12 

売上高（単位：億円） － － － － － 1.95 19.36 38.67 64.54 64.54 

販売数量（単位：） － － － － － 60 300 600 1,000 1,000 

 ② 海外 

※本補助対象事業とは別に独自に実施する計画であり、市場規模やターゲットの見通しは大まかに立

っているものの、詳細なビジネスプランは今後作成予定。 

 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） － － － － － － － － － － 

 うち補助対象 － － － － － － － － － － 

 うち自己負担 － － － － － － － － － － 

売上高（単位：億円） － － － － － 1.6※ 2.2※ 2.2※ 2.2※ 2.2※ 

販売数量（単位：） － － － － － － － － － － 

  

非公開 

 

非公開 



 

11 

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） 0.60 2.09 2.39 2.50 2.50 2.57 10.12 16.03 22.12 22.12 

 うち補助対象 0.20 1.30 1.50 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.40 0.79 0.89 2.50 2.50 2.57 10.12 16.03 22.12 22.12 

売上高（単位：億円） － － － － － 3.55 21.56 40.87 66.74 66.74 

販売数量（単位：） － － － － － 60 300 600 1,000 1,000 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

  

非公開 
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1.5 事業化に向けた検討結果 

(1) ビジネススキームの特長 

 1) 売れ続けるためのビジネスの”仕組み” 

製造は当社で行い、販路もクラウドサービスのため基本的に当社のみとして、国内医療機関へ卸す。

普及を迅速に進めるため代理店を通じた販売も行う可能性があるが、現状は未定である。一方、患者向

けアプリは Google/Apple のアプリストアからしかダウンロードできないが、患者はダウンロードをして

も当社の直接顧客である医療機関が渡すアカウント情報がなければ利用開始できない。アプリストアへ

の販路申請は既に実施済みであり、更新時の再申請等の手続きも全て既存アプリビジネスのノウハウが

あるところ、本製品上市後は速やかに販売開始できる。 

販売に際しては、東京都医工連携 HUB 機構等から支援も得つつ、分担機関代表であり、関連学会や先

端医療機器開発機構等と連携する京都大学の糖尿病・内分泌・栄養内科および疾患栄養治療部とともに、

医療者への普及と管理栄養士のトレーニング等を進める。加えて、既に当社一般健常者向けシステムを

限定活用し患者紹介している医療機関（5 大学病院含め全国 30 以上）への案内に加え、学会展示、メデ

ィア展開、また当社患者会（約 10,000 人）を通じたボトムアップ施策も展開する。 

 

 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 

⚫ RS 戦略相談対面助言（2022 年 1 月 24 日@PMDA） 

・治験の要否→要治験で妥結 

・概念的要求事項 

・性能試験の妥当性 

 

⚫ SaMD 一元的相談 （2022 年 8 月 22 日@PMDA）予定 

・現時点で確定事項は無し 

 

 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） 

2021 年 6 月、特許事務所に依頼し先行特許調査を実施。 

ユーザーの生体情報を含む基本的な質問に対する回答等から臨床目標栄養素の設定や生活改善項目の

優先度を提示する特許等が見つかり、関連度合いについて特許事務所と相談した。結果として、審査

請求が行われずに期限が切れている(2007 年出願)、生活習慣のどの項目を優先的に改善すればよいか

を示すに留まるなど直接的には本製品と関係性が薄いなどの理由により開発の支障になることはない

と判断した。 

⚫ 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 

上述の先行技術調査の結果も踏まえ、本製品において新規性が高いと考えられる要素(生体情報に基づ

く標準的な目標栄養素の計算等にとどまらず、医師の指導方針を反映した栄養バランスの調整やアドバ

イス内容のウェイト付けができる点など)については京都大学協力のもとに特許明細をまとめ、2022 年 5

月 10 日に出願(特願 2022-077794)、同 5 月 11 日に早期審査請求を実施した。 

早期審査請求を実施しており、特許が認められない範囲については取り下げを行い、ブラックボック

ス化を行う方針である。 

また、商標面では、既存の「あすけん」に加え、本製品用に「あすけんメディカル＼ａｓｋｅｎ ｍ

ｅｄｉｃａｌ」として 09(スマホアプリ)・10(医療機器)・42(ソフトウェア)・44(医療)類について出願済

みである(2021 年 11 月) 

⚫ 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

特許が認められ、模倣品等による特許侵害の可能性が認められ場合には、特許事務所・弁護士事務所

等との相談のうえで利用差し止め請求など法的手段を検討する。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

⚫ 開発リスクの明確化と対応 

1 次試作機を用いて EMC 試験，製品安全試験を行い，規格を満たすことを確認する予定． 

⚫ 薬事申請に必要なエビデンス収集 

耳小骨模型による計測における様々な経歴の耳鼻咽喉科医師の触診時における耳小骨への探針の当 

て方，加えている力などの計測データを多数収集でき，装置の実用化上，有益な知見が得られた 得られ
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たデータを元に，定量的な計測データを得られるプローブの形状を決定し，製作を進める． 

 

 4) 販売戦略等 

⚫ 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

CureApp 社などの同形態製品の拡販状況を踏まえつつ、原則は自社販売を想定 

 

⚫ アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

自社にて行う想定 

 

⚫ QMS 等の品質保証体制 

QMS 体制は構築済み。自社にて設計・開発・製造を行う。 

 

⚫ 広報・普及計画 

自社ヘルスケア製品の顧客及び日本糖尿病学会・日本栄養士会等の関連団体へ開発本品の有効性につ

いての発表を検討している。 

 

 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 
治験の要否や医療機器の範囲といった点で、依然明瞭な

回答を得られていない。 

RS 対面助言を申請し、必要な助言を得た。 

 

知財 なし  

技術 ・

評価 

①PMDA 相談や臨床試験を必要とされるアップデート範囲

が依然不明確のため、蓄積している改良計画をどのよ

うに実行していくかがまだ見通せない。 

②開発体制を QMS省令に基づいて整備したものの、実際

に各人意識として定着させていくにはまだ時間を要す。 

③全国の様々な医療者へのヒアリングのもと本製品が設

計されたが、機関を絞って運用評価をする中でニーズ

が偏ってくる節がある。 

①現在関連審議が進められている認識であり、当

該進捗に関する情報を PMDA 等の資料、および

関係各所から入手し、フォローする。 

②品質保証責任者と安全管理責任者が中心とな

って社内教育計画を始動させたほか、開発チー

ムの会議にも適宜参画することで、実務への応

用を支援する。 

③オリジナルの仕様が出た経緯等を振り返るほ

か、複数人で議論のうえ判断する文化を生成す

る。 

その他

事業化

全般 

①計画変更等で各分担機関との契約締結が遅れており、

経費執行が計画より遅めになるリスクがある。 

②モバイル端末やクラウドサービスの活用、またデジタル

での運用等に慣れた医療機関、医療者はまだ少なく、

多忙な中で積極的な取り組みも困難な実情がある。 

①契約を急ぐことが第一である。一方、部分的に

でも計画内容のシェアを進め、契約プロセスと

並行して動けることを依頼する。 

②操作ガイドのできる限りの簡易化、オンライン

会議やデモ機器などを活用し、効率的にやるこ

とを明瞭化するよう努める。同時に、本機器の

意義や魅力を理解いただけるよう、ビジョンの

共有に努めるほか、昨今頂戴する講演の場等で

整備・支援の必要性を訴える。 
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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 

2021 年 12 月までに本製品の最終仕様と総合試験等の検証結果をもとにした調整を完了させ、翌年 1 月には本製品をテスト環境から本番環境に移

行する。並行して、11 月までにマニュアル類の初版を完成させて、治験参加 4 施設でのテスト運用を開始し、翌年 2 月には残る 2 施設でテスト運用

を開始する。 

同時に京都大学と当社で PMDA 相談を進め、令和 4 年 10 月までの医師主導治験開始実現を目指して必要な資料提出・質疑応対を、同大学先端医

療研究開発機構の助言も得ながら行う。一方、同目標のため先行して可能な準備として、治験データ管理に要するシステムおよびプログラムの一部

を構築する。さらに、年度末までに当社は QMS 体制を構築し、業許可の申請を行う。 

 

 

(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 

あすけん医療システム Version 0.9 下欄の Version 1.0 から一部機能が欠如した、関係者内テスト運用のための機器。概要は同じ。 

あすけん医療システム Version 1.0 医療機器として申請する機器。15 歳以上の 2 型糖尿病患者に対する血糖値・HbA1c 改善を目的とした食事療法等

の治療支援及び治療を補助する。 

 

(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)本製品（V1）の開発(asken) 

一般向け食生活改善アプリとして高い実

績を持つあすけん🄬の機能を維持しつつ、

糖尿病治療に用いる検査値や治療関連情報

を追加し、診療ガイドラインと医師、管理

栄養士のコンセンサスを組み込んだロジッ

クを追加。本年 8 月には概ね開発を終了。 

 

2)運用評価試験(asken) 

QMS 省令に基づいてリスク分析や結合試

験、総合試験を実施。また、独自に当社患

者会に属す 10 人弱から試作機への意見を

▶ 

【進捗 50％：△】 

1)本製品（V1）の開発(asken) 

  計画書記載通り終了しなかった。 

  理由としては、V1 の計画と設計自体に臨床現場

で使用する医療機器としての要求を満たしていない

ものがあった。 

 

2)運用評価試験(asken) 

計画書記載通り各種試験と当社患者会ヒアリン

グは終了。結果を踏まえた調整を下記 3)の冒頭で

終え、業許可および機器の申請等に必要な報告書

類を整えた。 

3)仕様調整(asken) 

▶ 

令和 3 年 3 月までに V1 の計画と設計を見直し、

改良開発を行っている。 
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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 

聴取。下記 3)にて問題解決プロセスを回し

ながらバグ修正や機能改修を行い、11 月に

は検証試験の報告書を完成させる。 

令和 3 年 11 月 総合試験報告書 

 

3)仕様調整(asken) 

上記 2)運用評価試験の結果を踏まえて本

製品の調整を実施。 

令和 3年 11月には運用マニュアル初版の作

成を終え、岐阜大学と高知大学を除く治験

参加 4 施設にて説明会を実施してテスト運

用を開始。最終調整を行い、翌年 1 月には

本番環境でのリリースを行う。2 月には残

る 2 施設でのテスト運用を開始。  

令和 3 年 11 月 4 施設での医療者テスト運

用開始 

令和 4 年 1 月 本番環境での V1 リリース 

令和 4年 2月 2施設での医療者テスト運用

開始 

（京都大学） 

令和 3年 11月には運用マニュアル初版の

作成を終え、岐阜大学と高知大学を除く治

験参加 4 施設にて説明会を実施してテスト

運用を開始。最終調整を行い、翌年 1 月に

は本番環境でのリリースを行う。2 月には

残る 2 施設でのテスト運用を開始。これに

あたり京都大学は、11 月からのテスト運用

に参加し、その経験をもとに当社に調整項

目やマニュアル改訂項目の進言を行う。 

令和 3 年 11 月 4 施設での医療者テスト運

用開始 

（東海国立大学機構・高知大学・京都桂病

院・医学研究所・神戸市立医療センター中央

市民病院） 

運用評価試験の結果を踏まえて本製品の

調整を実施。令和 3 年 11 月には運用マニュ

計画通り 11 月に運用マニュアル初版の作成を

終え、岐阜大学と高知大学を除く治験参加 4 施設

にて説明会を実施してテスト運用を開始した。1

月初めまでに各施設から使用感等を聴取し、現在

はその内容と上記 2)運用評価試験の結果をもと

に、V1 として最終調整を行っている。 

なお、本番環境での V1 リリースは 2～3 月に後

ろ倒しとなる見込み。倫理委員会等の承認文書が

なければアプリストアからの配信許可が得られな

いことが判明したため。もとより V1 利用開始は承

認後のため、スケジュールに影響はない。 

（京都大学） 

計画通り医師・管理栄養士がテスト運用に参加。

システムの使用感や不具合、仕様の不明瞭な点な

どを asken 社に提示した。また、マニュアルの簡

易化や模擬データ活用等、各機関が運用体制を作

りやすくするための進言を行った。 

（東海国立大学機構・高知大学・京都桂病院・医

学研究所・神戸市立医療センター中央市民病院） 

京都桂病院・医学研究所・神戸市立医療センター

中央市民病院は京都大学に同じ。東海国立大学機

構・高知大学については asken 欄に記載通り、2 月

からとなる。 

4)改良計画作成(asken) 

計画通り、これまでの過程で生じた将来的なアイデ

アについて蓄積を行っている。 
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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 

アル初版の作成を終え、岐阜大学と高知大

学を除く治験参加 4 施設にて説明会を実施

してテスト運用を開始。最終調整を行い、

翌年 1 月には本番環境でのリリースを行

う。2 月には残る 2 施設でのテスト運用を

開始。 これにあたり本分担機関は、2 月か

らのテスト運用に参加し、その経験をもと

に当社に調整項目やマニュアル改訂項目の

進言を行う。 

令和 4年 2月 2施設での医療者テスト運用

開始 

 

4)改良計画作成(asken) 

本製品に今後付加していく新機能・新技

術について、発案があり次第まずは蓄積を

行うことを令和 3 年 10 月より開始。適宜各

項目の影響範囲や必要性の高さ等を精査

し、PMDA 相談結果も参考に軽微と判断でき

るものについては令和 4 年 3 月までに本製

品への組み込みを検討する。 

令和 3 年 10 月 改良計画の作成着手 

②臨床研究 

1)治験準備(京都大学） 

PMDA 相談を経て治験の必要性を判断。要

を前提に令和 3 年 7 月には、プロトコール

の素案作成、ARO/CRO の見積もり取得、治

験参加施設等関係者の根回し等を実施。そ

のうえで、令和 4 年 10 月までの医師主導治

験開始を実現するために先行して可能な準

備として、本年度末までに割付システムお

よび ePRO 等、治験データ管理に要するシス

テムの一部を構築する。 

令和 4年 3月 データ管理システムの一部構

築 

 

2)プロトコール修正(京都大学） 

▶ 

【進捗 50％：○】 

1)治験準備(京都大学） 

1 月の PMDA 相談にて、治験は要という事で決着

した。 

一方、先行して可能な治験準備についてはこれ

から着手予定。 

 

2)プロトコール修正(京都大学） 

上述 1)記載の通り、PMDA相談を行っている。令

和4年度中に治験プロトコル案をまとめ PMDAプロ

トコル相談を完了する見込み。 

▶ 

・治験プロトコル案の検討 
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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 

現在のプロトコール案に対し、令和 3 年

10月から 1月にかけて計画している一連の

PMDA 相談で意見を仰ぐ。併せて京都大学の

先端医療研究開発機構や医療統計等の専門

家、治験運用参加施設にもヒアリングを行

い、1 月をめどに、翌年度夏を想定してい

る PMDA 治験プロトコール相談に向けた暫

定的な案を確定。 

令和 4年 1月 治験プロトコール暫定案確定 

（東海国立大学機構・高知大学・京都桂病

院・医学研究所・神戸市立医療センター中央

市民病院） 

現在のプロトコール案に対し、令和 3 年

10月から 1月にかけて計画している一連の

PMDA 相談で意見を仰ぐ。併せて京都大学の

先端医療研究開発機構や医療統計等の専門

家、治験運用参加施設にもヒアリングを行

い、1 月をめどに、翌年度夏を想定してい

る PMDA 治験プロトコール相談に向けた暫

定的な案を確定。本項目のリードは京都大

学だが、本分担機関は参加施設として現場

知見からの提言や助言を行う。 

令和 4 年 1 月 治験プロトコール暫定案確定 

③許認可戦略 

1) QMS 体制構築(asken) 

下記⑤1)の通り QMS 体制構築を進め、令

和 3 年度末までに第 2 種医療機器製造販売

許可の申請を実行。 

令和 4 年 3 月 業許可申請 

 

2)PMDA 相談(asken) 

京都大学が主体となりつつ当社と共同で

実施。令和 3 年 6 月の RS戦略相談（事前）

で求められた臨床的位置付けや開発スケジ

ュール等の回答資料を準備し、10 月に再相

談予定。問題がなければ続いて対面相談な

▶ 

【進捗 90％：○】 

1) QMS 体制構築(asken) 

ISO13485:2016 版に対応し得る「品質マニュア

ル」の作成を開始し、紐づく文書管理や監査、開

発管理等に関する規定作成を社員教育含め完了。

現在、GVP、回収、ラベリングの規定作成と教育計

画を進めており、予定通り年度末の業許可申請に

向けて順当に進行。 

他方、当社事務所移転のため業者コード取得が

保留となっており、申請が 4 月にずれ込む事にな

った。 

 

2)PMDA 相談(asken) 

▶ 

・第二種医療機器製造販売業の申請 
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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 

ど、令和 4 年度半ばの治験開始を実現する

ための相談を行う。これに際し、当社では

特に提出資料の準備を実務的に主導する。

令和 3 年 10 月 RS 戦略相談 

令和 4 年 1 月 RS 戦略相談 

（京都大学） 

京都大学が主体となりつつ当社と共同で

実施。令和 3 年 6 月の RS戦略相談（事前）

で求められた臨床的位置付けや開発スケジ

ュール等の回答資料を準備し、10 月に再相

談予定。問題がなければ続いて対面相談な

ど、令和 4 年度半ばの治験開始を実現する

ための相談を行う。これに際し、京都大学

では特に当社が作成を主導する資料に対

し、学内の様々な専門的知見から助言や補

填を行い、PMDA との直接窓口として応対す

る。 

令和 3 年 10 月 RS 戦略相談 

令和 4 年 1 月 RS 戦略相談 

計画通り 10 月に RS 戦略相談（事前）を行い、

次の対面助言相談へと進んだ。1 月下旬の同相談

に向けて、性能試験の今後の計画や治験プロトコ

ールに関する質問回答等を盛り込んだ資料を作

成・提出済みであり、これらの妥当性と治験の要

否について伺った。 

（京都大学） 

asken と共同で上述内容の検討と資料作成を進めて

いる。特に治験プロトコールに関する質問回答にあ

たり、臨床的意義や独立効果証明のための試験デザ

イン、先行して本製品を用いる特定臨床試験の活か

し方等について、検討と資料補填を行った。また、

次回相談の方向性を検討するにあたり、学内の先端

医療研究開発機構から必要な見解・情報を聴取した。 

④知財戦略(asken) 

1)出願内容検討（先行技術調査含む） 

当社契約特許事務所に対して本製品の説

明を行い、1 件の出願候補を合意。令和 3 年

度初めに先行特許調査を行い、本製品に関連

する他者知財はないことを確認したうえで、

令和 3 年 7 月頃を目安に提案書を作成。 

令和 3 年 7 月 提案書完成 

 

2)国内出願準備（知財交渉含む） 

上記④1)の特許出願候補については京都

大学との共同出願を計画しているところ、

令和 3 年 7 月頃にそれぞれの持分や権利の

帰属、利用について協議を開始。同年 12 月

までには、共同出願契約を締結のうえ、国

内特許出願を実施。 

令和 3 年 12 月 国内特許出願 

▶ 

【進捗 95％：○】 

1)出願内容検討（先行技術調査含む） 

計画書記載通り、特許明細書まで作成済み。 

2)国内出願準備（知財交渉含む） 

  出願明細まで作成が完了し、京都大学側とも詳

細内容のすり合わせを行い、知財の利用に関する契

約についても妥結した。 

▶ 

特になし 
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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 

⑤製造・サービス戦略 

1)製造・QA 体制構築(asken) 

当社品質保証管理責任者が医療認証取得

コンサルティング会社の助言を得ながら、

QMS 品質マニュアルや各種手順書・記録様

式の作成、及び社員教育などを実施。上記

③1)の通り令和 4 年 3 月に業許可申請を行

うため、1 月頃までに体制構築を完了させ、

申請書作成に移る計画。 

令和 4 年 3 月 業許可申請 

 

2)安全管理体制構築(asken) 

令和 3年 10月までに安全管理責任者を確

保し、上記③1)の令和 4 年 3 月業許可申請

に向けて、GVP 省令に基づくマニュアルや

各種手順・記録様式の作成などを実施。 

令和 3 年 10 月 安全管理責任者確保 

令和 4 年 3 月 業許可申請 

▶ 

【進捗 60％：〇】 

1)製造・QA 体制構築(asken) 

計画通り、ISO13485:2016 版に対応し得る「品

質マニュアル」の作成を開始し、紐づく文書管理

や監査、開発管理等に関する規定作成を社員教育

含め完了。年度末の業許可申請に向けて順当に進

行しているが、当社事務所移転のため業者コード

取得が保留となっており、若干申請が 4 月にずれ

込む恐れがある。 

2)安全管理体制構築(asken) 

計画通り 10 月に安全管理責任者が参画。品質保証管

理責任者および医療認証取得コンサルティング会社

と協力しながら、GVP の規定作成と教育計画を進め

ている。4 月中に完遂の見込み。 

▶ 

特になし 

 

(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 

現時点では特になし  

 

 

(5) 令和 3年度の到達点（総括） 

2021 年実施した v0.9 テスト運用により、本製品の機能的な問題は少ないが、医療者用システムには臨床現場のフローに合致しない部分がある事を

指摘された。そのため、画面構成等の大幅改修が必要となり、開発スケジュールの一部が変更となっている。 

また、PMDA 対面相談により探索的治験を先行して行っている特定臨床試験に位置づける事で妥結され、それらの計画変更も盛り込む事になった。

同相談では、治験プロトコールの構築のため、開発本品の概念的要求事項における臨床的意義というものも検討になったが先行する特定臨床試験の

データを踏まえて検討という事になった。改めて開発本品の治験プロトコール構築の難しさを感じている。この点は、各分担機関（主に京都大学）

と連携して検討を進めている。 
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1.7 補助事業の振り返り 

(1) チェックリストによる自己評価結果 

 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 

〇十分 

② 事業（開発）成果 計画した成果が着実に得られてる 
 

〇十分 

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 〇十分 

製造販売企業等が意欲を持って参加している 〇十分 

コンソ内の十分な連携がとれている 〇十分 

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 〇十分 

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 〇十分 

開発機器のコンセプトは明確になっている 〇十分 

知財戦略が立案されている 〇十分 

薬事戦略が立案されている △一部 

販売戦略が立案されている △一部 

⑥ 総合評価  〇十分 

 

 

(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 

当初の予定通りの進行を行うことが出来なかった。体制については、専任の薬事担当が居ない状態だ

った等のマンパワー不足があげられる。これらは令和 4 年度に入って、少しずつ解消されている。 

 

 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 

   

   

   

機器スペック・

ビジネスモデル 

現時点で動作する全ての OS を動作保証 OS

としていた 

上市を見据えた動作保証 OS の見直しを行っ

た 

新しいスマートフォン用 OS の技術において

古い OS の対応がなされない等の決定があっ 

た。 

事業化体制    

   

   

事業化計画（開

発･薬事・上市

スケジュール） 

v1.0 開発計画 v1.0 開発計画（変更） 臨床現場において稼働させるシステムとし

て必要な要件を満たしていない部分につい

て、更に改良が必要と判断した 

探索的治験の実施 

 

別途進行している特定臨床研究を探索的治

験の位置づけとする 

PMDA 対面助言（2022 年 1 月実施）におい

てそのように決定した 

 

(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 特になし  

  

  

知財 特になし  

  

  

技術・評価 特になし  

  

  

その他事業

化全般 

特になし  
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(5) 継続条件への対応状況 

継続条件 対応状況 

特になし  
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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 

別途先行実施する特定臨床研究の中間結果をもって、11月までに治験プロトコール相談を実施。11月中に医師主導治験のプロトコールを確定させ、

1 月までの IRB 承認を目指して審査を申請する。並行して、一部準備を開始していたデータ管理に要するシステムの構築や ARO/CRO への発注等を

完遂し、令和 5 年 3 月にはリクルーティングと介入を開始する。他方、本製品に関しては治験開始までの期間を利用してできる限りの改良を加える。

具体的には、必要性が高く治験開始時期への影響がないと考えられる発案項目は本製品への組み込みを実施。その他については 2 月までに必要性等

を精査して改良計画を確定させ、翌月からの改良版開発本格化へとつなげる。 

 

(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 asken・京都大学・岐阜大

学・高知大学・京都桂病院・

公益財団法人田附興風会医

学研究所 

今年度も引き続き各分担機関から収集するフィードバックの中から、優先度が高

く、かつ令和 5 年 2 月の本番環境での本製品リリース（v1.0）に間に合うと判断

した発案項目について、先取りして本製品への実装を行う。 

②治験準備 京都大学・岐阜大学・高知

大学・京都桂病院・公益財

団法人田附興風会医学研究

所 

治験プロトコール確定後即座に医師主導治験開始手続きに入れるよう一部先行実

施していた、割付システムおよび ePRO 等、治験データ管理に要するシステムの

構築を令和 4 年 11 月のプロトコール確定を受けて 12 月に完了させる。同様に令

和 3 年度未実施項目について ARO/CRO への追加発注を行う。また、R3 年度に

参加していた 1 分担機関の継続参加がコロナによる診療ひっ迫で困難となったこ

とを受け、治験参加施設の追加を検討する。 

③許認可戦略 asken・京都大学   京都大学が主体となりつつ当社と共同で実施。令和 4 年 1 月の RS 戦略相談（対

面）で出された要望に基づき、まずは令和 4 年 4 月までに特定臨床研究を開始。

その中間データをもって 10～11 月に治験プロトコール相談を行う。 

④販売戦略 asken・京都大学 保険相談を行う。それ以外にも、適宜 SaMD に関する方針のアップデート等が見

られた場合には、積極的に相談を試みる。また、保険相談を補助する材料の 1 つ

として、医療者に対する本製品へのニーズ調査を検討する。これに際し、当社で

は SaMD 関連情報の収集を行いつつ、特に相談資料やニーズ調査資料の準備を実

務的に主導する。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 

株式会社 asken(あすけん)   

〒163-1408  東京都新宿区西新宿 3-20-2東京オペラシティタワー 8F     

電話: 03-3379-1213 / FAX: 03-3376-8060 / E-mail: kounoyo@greenhouse.co.jp 


