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1. 研究開発の概要 
在宅要介護者の歯科治療ニースﾞに応えるためには、安全・安心な診療を実現する在宅・訪問歯

科診療環境の整備が必要である。本事業で開発する「専用ポータブル歯科診療器材パッケージ」は、

既存の歯科診療器材を在宅・訪問歯科診療専用として可搬性、機能の向上を図り、生体情報モニタ、

医療情報ネットワーク端末を含めた必要器材のパッケージング化を達成するものである。平成 26
年度までに可能なものから上市し、本邦の訪問歯科診療整備と海外展開を目指す。 

 
1.1 研究開発の背景・目的及び目標 
1.1.1 背景 

高齢社会を迎えた我が国では、在宅で療養している要介護者が急速に増加している。平成 24 年

11 月の調査によれば、介護保険認定者数は実に 5,524,247 人に上り、これは昨年 5 月の本事業提

案時の 5,189,200 人（平成 23 年 4 月）と比べ、既に 6.5%も増加している。 
また、良好な口腔環境が全身の健康へ大きく貢献することに関する学術的エビデンスが集積しつ

つある。例を挙げれば、歯数の保全、義歯装着による咬合の確保が生存期間と高い相関を示すこと、

口腔ケアによる口腔内プラークの除去が、誤嚥性肺炎、糖尿病の症状の悪化、術後合併症の発症の

予防へ繋がることなどである。 
しかしながら、在宅患者への歯科医療供給の現状は、満足と呼べる状況にはない。例えば患者を

基幹病院へ搬送し、歯科診療を行う搬送型歯科診療に関しては、搬送体制が不備であり、また受入

れ病院の数も不足しているため、ごく少数例に限られている。 
そのような状況に対応するため、歯科医師が在宅患者のもとを訪れ、歯科治療を行う歯科訪問診

療が近年特に注目を集めている（本事業では「在宅・訪問歯科診療」と呼ぶ）。 
一般に、歯科治療には他科と比べ多種多様な診療器材が必要とされるため、在宅・訪問歯科診

療においても、在宅患者のもとへ持参する「治療に必要な診療用器材」が大量になる傾向にある。

また、在宅患者は要介護状態が大半で、リスクが高いと言われるが、診療器材の不備等により、現

場での要介護者の全身状況の把握は難しい。そのため、診療環境に対する歯科医療者の不安は大き

いと言える。その様な理由もあって、在宅・訪問歯科診療は一部地域・歯科医師により対応されて

いる状況であり、報告によれば、要介護者の約 9 割には何らかの歯科治療ニーズが存在するものの

実際に歯科を受診した要介護者はそのうち約 27%にとどまるという状況が存在する。 
 
1.1.2 目的 

安全で効率的な歯科医療システムの開発提供が求められている。具体的に言えば、このときに

必要になるのは、軽量でコンパクトな在宅・訪問歯科診療の専用器材と、患者の全身状況を把握す

るための血圧計や動脈血酸素飽和度(SpO2）、場合によっては心電計（ECG）等の生体情報モニタ、

および情報端末等を含む周辺機器である。よって、これらの診療器材をひとつにまとめ、可搬性と

簡便性、機能性を兼ね備えた在宅・訪問歯科診療用専用ポータブル器材パッケージを開発すること

を目的とする。 
 

1.1.3 目標 
本事業では既存の歯科診療器材を在宅・訪問診療専用として可搬性および機能の向上を図り、生

体情報モニタ、医療情報ネットワーク端末、診療マニュアルまでを含めた必要器材のパッケージ化

を達成し、日本歯科医師会・日本歯科医学会から講師を派遣し、研修会を開催する事で、本邦にお

ける在宅・訪問歯科診療の更なる普及を図る。同時に、本事業製品の国際規格化を図り、将来的に

オールジャパン製品として世界展開を目指す。 
平成 25 年度は、パッケージ化に必要な器材の開発を行う。各サブテーマに関する製品は、それ

ぞれに早期の上市実現を目指す。 
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≪サブテーマ１ 在宅・訪問歯科診療用ポータブルユニットの開発とパッケージ化用装置の開発≫ 
（株式会社吉田製作所） 
可搬性と簡便性、機能性を兼ね備えた在宅訪問歯科診療用専用ポータブル器材パッ

ケージを開発し、安全・安心な在宅訪問歯科診療を提供する事を目指す。  
 

≪サブテーマ２ 在宅・訪問歯科診療用ポータブル照明機器・SｐO2モニター装置の開発≫ 
（株式会社ミクロン） 

① 在宅訪問歯科診療に適したポータブル照明機器を本年中に完成させ上市を目指す。 
② 生体情報モニターシステムにリンクする動脈血酸素飽和度（SｐO2）計測装置の開発。 

 
≪サブテーマ３ 在宅・訪問歯科診療用ソフトの開発≫（株式会社ナルコーム製作所） 

訪問先で iPad などの携帯端末を利用し診査、診断に役立つ在宅・訪問歯科診療用ソフトを

製作する。 
 

≪サブテーマ４ 要介護者用診療体位補助装置の開発≫（株式会社吉田製作所） 
要介護者用診療体位補助装置は本年度中に上市を予定し、在宅訪問歯科診療を受診する要

介護者等の安全および歯科医療従事者の身体的負担軽減を実現する。 
 

≪サブテーマ５  在宅・訪問歯科診療用印象採得・咬合採得キットの開発≫  
（株式会社ジーシー）  
印象用トレーの追加形態（上下顎同時印象採得用）の最終仕様を決定し、量産試作を実施

する。また、印象用トレー、印象材から成るスターターキットを開発し、新しい操作ステッ

プの使用方法等を盛りこんだ使用マニュアル原案を作成する。 
 

≪サブテーマ６  在宅・訪問歯科診療用義歯リペア・キットの開発≫  
（株式会社ジーシーデンタルプロダクツ）  
リペアキット研究試作品の最終仕様を決定し、薬事申請及び臨床試験の実施を行い、量産

試作の準備を行う。 
 

≪サブテーマ７  義歯用ディスポブラシ・口腔内オーラルケアブラシの開発≫  
（株式会社ジーシー）  
新規吸引歯ブラシの最終デザイン（仕様）を決定し、臨床試験を実施する。また、義歯用

ディスポブラシ、口腔内清掃用ブラシ、新規吸引歯ブラシから成る衛生キットを開発する。

さらに使用方法等を盛り込んだ使用マニュアル原案を作成する。 
 

≪サブテーマ８ 在宅・訪問歯科診療用ポータブルⅩ線撮影装置の開発≫（株式会社吉田製作所） 
在宅訪問歯科診療での取り扱いや運搬時の負担を軽減できる小型、軽量なポータブル X 線

撮影装置を開発し、上市を目指す。 
 

≪サブテーマ９ 在宅・訪問歯科診療用専用ポータブル器材パッケージの臨床評価及びマニュアル

策定・研修会開催≫（国立大学法人東北大学、日本歯科医学会、社団法人日本歯科医師会） 
各プロジェクトから提案された製品仕様を踏まえ、東北大学所属の研究員を中心に日本歯

科医学会、日本歯科医師会との臨学産共同により、安心・安全な在宅訪問歯科診療を実践す

るためのマニュアルを作成し、そのマニュアルに沿った研修会等を都道府県歯科医師会や地

方自治体等との連携により開催が行えるように環境整備を行う。 
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1.2 研究開発体制 
1.2.1 研究組織（全体） 

 

乙 

一般社団法人日本歯科商工協会 

株式会社ナルコーム製作所 

株式会社ミクロン 

株式会社ｼﾞｰｼｰﾃﾞﾝﾀﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 

再委託 

再委託 

再委託 

総括研究代表者（ＰＬ） 

所属：一般社団法人日本歯科商工協会 

役職：会長 

副総括研究代表者（ＳＬ） 

所属：日本歯科医学会 

役職：常務理事 

株式会社ジーシー 
再委託 

株式会社吉田製作所 
再委託 

国立大学法人東北大学 
再委託 

日本歯科医学会 
再委託 

公益社団法人日本歯科医師会 
再委託 

〇外部有識者 

主要４名 

その他：１８名 

〇協力企業 

現在５社 

 

役 割 

① 事業全体の構想・評価 

② 次項一覧表最右「担当」

列に名前の記載のある

テーマのとりまとめ、管

理等 
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1.2.2 管理体制 
1）事業管理機関 
【一般社団法人日本歯科商工協会】 

 
2）再委託先 
【株式会社ミクロン（サブテーマ２）】 

 

 
 
【株式会社ナルコーム製作所（サブテーマ３）】 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

●経理担当者 

●業務管理者 
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【株式会社ジーシーデンタルプロダクツ（サブテーマ６）】 

 

 
 
 
 
【株式会社ジーシー（サブテーマ５、７）】 

 

 
 
【株式会社吉田製作所（サブテーマ１、４，８）】 
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【国立大学法人東北大学（サブテーマ９）】 

 

 
 
【日本歯科医学会（サブテーマ９）】 

 
 
【公益社団法人日本歯科医師会（サブテーマ９）】 

 
 
 

 

  

会長 

常務理事 
（ 器 材 ・ 薬 剤
担当） 

専務理事 
常務理事 

（会計担当） 

事務局 
保険医療課 
※経理担当者  

事務局 
会計課・ 
保険医療課  

歯 科 医 療 技
術 革 新 推 進
協議会 
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1.3 成果概要 

1.3.1 開発製品「在宅訪問歯科診療用ポータブル器材パッケージ」 

【事業化する医療機器の概要】 
歯科訪問診療用のポータブルユニットとパッケージ化用装置を開発し、診療に必要な器材である生体情報モ

ニタ、専用歯科用照明器、専用ソフト搭載のネットワーク端末、患者の体位安定用診療体位補助装置、さらに

在宅訪問歯科診療用の印象採得・咬合採得キット、義歯リペアキット、義歯用ディスポブラシ、口腔内オーラ

ルケアブラシやポータブル X 線撮影装置等が必要に応じて取り揃えられ、多様な運搬スタイルで容易に可搬で

きる医療機器である。また、歯科訪問診療マニュアルを作成し、在宅訪問歯科診療の普及を図る。 
 

 
 

表 1.3.1 主たる開発製品 

製品名 歯科訪問診療用歯科用ユニット 一般的名称 可搬式歯科用ユニット 
クラス分類 クラスⅡ 許認可区分 認証 申請区分 後発 
製造販売業者 株式会社吉田製作所 製造業者 株式会社吉田製作所 
販売業者 株式会社ヨシダ その他（部材供給） ― 
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に： アジア、北米、欧州等 ） 
薬事申請時期 2014 年 1 月 2015 年  月 
上市時期 2014 年 4 月 2015    
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1.3.2 事業化計画 

【事業化計画の要旨】 
詳細は、付属資料の各サブテーマの研究開発成果報

告書（詳細版）を参照 
 
(1) 事業化に向けた現状ステータス 

(a) 機器の開発（実証）目標達成状況 
一部、すでに上市済、あるいは上市予定の製品も

ある。 
すべては、2014 年７月には上市できるように予定

通り進行中である。 
 

(b) 薬事対応状況 
クラスⅡの製品、あるいは一般医療機器の構成で

あり、認証申請あるいは届出申請を実施中であり、

特段の問題なく推移している。 
 

(c) 知財確保状況 
① 事業に係わる商標出願の実施 
【三者マーク】 

 
サブテーマ１～８については、それぞれ共通

仕様を策定しそれを公開する事により、本領域

における歯科医療機器開発の活性化を促す。 
共通仕様については、図１のロゴマークを貼付

する。それにより、他製品との差別化が可能と

なる。 
 
【パッケージ名称】 
 
 
 
 
 
 
 
 

本器材パッケージの名称を「 DENTAPAC 

KOKORO（デンタパックココロ）」とし、図２に

示すロゴマークを設定した。 
 
② 特許出願の実施 

在宅訪問歯科診療装置として、３件の特許出願

及び国際出願を行った。 
①特願 2013-150843 
②特願 2013-150843 
③特願 2014-016376 
④国際出願：PCT／JP2014／050922 

 
(d) その他（事業化体制等）の整備状況 

パッケージとしての販売方法、物流方法を策定

する。 
 

 
(2) 市場性（想定購入顧客）の検討結果 

(a) 医療現場でのニーズ 
在宅患者への歯科医療供給の現状は、満足と呼べ

る状況にはない。例えば、患者を基幹病院へ搬送し、

歯科診療を行う搬送型歯科診療に関しては、搬送体

制が不備であり、また受入れ病院の数も不足してい

るため、ごく少数例に限られている。そのような状

況に対応するため、歯科医師が長期的な歯科医療計

画に則り在宅患者のもとを訪れ、歯科治療を行う歯

科訪問診療が近年特に注目を集めており、平成 24
年度の診療報酬改定においても、各種評価の引上げ、

対象者に関する表現の見直し等が実施されている※

5。※６。（※５※５平成 24 年度診療報酬改定の概要（厚生労働省）） 
 

(b) 現状における問題点 
器材の不備がある。一般に、歯科治療には他科と

比べ多種多様な診療器材が必要とされるため、歯科

訪問診療においても、在宅患者のもとへ持参する

「治療に必要な診療用器材」が大量になる傾向にあ

る。また、在宅患者は要介護状態が大半で、リスク

が高いと言われるが、診療器材の不備等により、現

場での要介護者の全身状況の把握は難しい。そのた

め、診療環境に対する歯科医療従事者の不安が大き

いことも、原因のふたつ目として考えられる※７※８。 
（※７2010 年 9 月ポータブル機器に関するアンケート（歯科医

療機器・器材開発小委員会、※８在宅歯科医療について（中医協）、
※９佐藤委員提出資料（厚生労働省）） 
 

(c) 本機器の想定顧客および市場規模 

① 国内 
本パッケージの市場については、現状では同等の

コンセプトを持つ製品が存在しないため、ポータブ

ルユニットの市場を参考に算出した。 
アールアンドディー歯科機器・用品年鑑 2012 年

図１ 

図２ 
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版（以下、アールアンドディー2012）によれば、市

場は拡大傾向である。本事業においては、競合企業

各社の協力を得ているが、各社は引き続き独自の製

品も併売を続ける事が見込まれるため、以下の様に

販売目標額を設定する。 

なお、個々のサブテーマで開発される製品の目標

売上高および市場規模については、後述する各テー

マ説明において記述する。 
① 上市 1 年目： 100 台／年を目標とし、250 万

円（フルパッケージでの価格）×100 セット＝2.5
億円の販売（市場価格で計算）を目指す。 

② 上市 3 年～5 年程度： 250 万円（フルパッケ

ージでの価格）×750 セット×41.7％＝7.82 億円

の販売を目指す。 
③ 上市 6年程度以降： 90(%)÷27(%)×7.82 億円

（上市 3 年～5 年目の売上）≒26.1 億円の販売を

目標とする。 
 

② 海外 
超高齢社会先進国で鍛え上げられた日本式の歯

科訪問診療システムの中核として、追って超高齢

社会に突入する諸外国へ、日本歯科医師会および

日本歯科医学会等と連携して展開する。 
しかしながら現時点では、我が国の様に超高齢

社会が国家レベルでの喫緊の課題とされている

国は存在しないため、専用器材パッケージの競合

製品となるものは見当たらないが、本事業におけ

る個々のサブテーマで開発される製品について

は、一部に競合となる製品が存在するため、後述

する各テーマにおいて説明する。 
具体的な海外市場の調査については、国際医療

技術財団・日本歯科医師会・日本歯科技工士会・

日本歯科商工協会の四者連携により開始されて

いる。また、2015 年 3 月、日本歯科医師会の主

催により開催が予定されている、老年歯科に関す

る国際学会において、本事業の成果が世界に向け

て発信される予定である。 
 

（3）ターゲット市場における業界分析結果 
(a) 競合製品／競合企業の動向 
現在国内外問わず、同様なコンセプトを持つ製品

は存在しない。しかしながら、本パッケージに搭載

されるそれぞれの機器・材料については、競合とな

る既存製品が存在するものもあるため、付属資料と

した各サブテーマの報告書で述べる。 
 

(d) 競合製品／競合企業とのベンチマーキング 
① 既存の歯科診療器材をベースに歯科訪問診療

専用として可搬性および機能の向上を図り、歯の切

削・吸引・圧縮空気の噴出を行うポータブルユニッ

トだけでなく、患者の全身状況を把握するための生

体情報モニタリング装置、治療時におけるリスク低

減のための体位補助装置、情報端末に搭載される専

用ソフト、歯科訪問診療専用に開発された印象採得

キット・義歯調整キット・口腔衛生キット等の専用

器材、及び在宅における注意事項や機器の使用にお

けるコツ等を収載した診療マニュアルまでを含め

た必要器材をパッケージ化したものとした。 
しかしながら、在宅における歯科治療の内容は多

岐に渡るため、如何なる診療に、どの様な器材を持

参するのか、器材の種類・必要とする頻度について、

外部有識者へアンケート調査を行った。 
ここで用いた処置項目名には、平成 21 年に厚生

労働省にて調査が行われた、「在宅で頻度の高い処

置」のランキングにおける上位 9 診療である。また、

対象とした個々の器材については、平成 22 年に実

施したポータブル機器に関する全国歯科医師への

調査結果も参考とした。 
 結果として、厚生労働省及び今回の調査の結果か

ら、在宅における歯科治療には「義歯関連」が圧倒

的に多く、その際に主に必要とされる器材は「技工

用モータ」「エア」「吸引装置」である事が分かった。

同様に、続く頻度の「口腔機能管理」では、「吸引

装置」「3WAY シリンジ」が必要であり、さらに、

「歯周疾患」処置については、「スケーラ」「吸引装

置」「3WAY シリンジ」が必要となる事が分かった。 

これを踏まえ、在宅という特殊性を考慮し、以

下Ⅰ～Ⅲの基本コンセプトを決定した。基本コン

セプトには、下記①～③に挙げた基本コンセプト

を達成する為の機能を付加した。 

 

【基本コンセプト】 

Ⅰ．軽量・コンパクトで持ち運びやすい 
Ⅱ．訪問先への配慮 
Ⅲ．組替自由 

 

【基本コンセプトを達成する為の機能】 

Ⅰ．軽量・コンパクトで持ち運びやすい 

Ａ. 搭載器材の機能しぼり込み 

Ｂ. ２通りの運搬スタイルに対応 
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1）公共交通機関（都市型と呼ぶ）： 肩にか

けて運搬 

2）自動車＆短距離歩行（郊外型と呼ぶ）： プ

ラットフォームで運搬 

Ⅱ．訪問先への環境面での配慮 

Ａ.屋外用と室内用タイヤを分離 

1）屋外用タイヤはエントランスで外す 

2）訪問先の室内に汚れを持ち込まない 

Ｂ.独立して設置を想定 

1）術者は、立った状態での診療が多い 

2） 訪問先のテーブル等を借りずに設置可能 

C. 診療用テーブルを用意 

1）パッケージ上部がテーブルになるため、患

者宅の家具等を汚さない 

2）屋内用キャリアには電源ソケットを配置 

3）ソケット数：搭載機器必要分＋1 個程度 

4）バッテリーへの発展考慮 

Ⅲ．組替自由 

Ａ メリット：異なるメーカー同士でのセルの

組み合わせ 
1）先生の好みで組み合わせ可能 
2）参画各社の競争から、よりよい器材が生

まれる 
Ｂメリット：故障時の対応容易（図８－③－B） 
1）診療が完全にストップするリスクが減る 

Ｃメリット：その日の診療に必要な器材だけ持

参 
1）必要の無いものを持って行く労力が減る 
2）セル２個パターン、４個パターンも可能 

Ｄメリット：拡張性がある 
 1）新たな有用な専用器材が増えても、セルの

サイズを意識することでパッケージとして

運搬可能 

 

【デザイン・名称】 

上述した基本コンセプトを満たすために、本器

材パッケージは機能性を第一議とする。 

しかし、近年デザイン性においても向上してい

る競合同種製品を考慮し、医療機器としての清潔 

感や歯科訪問診療の現場に溶け込む様、デザイン 

性も考慮する。 

基本的には、本デザインが今回販売する器材パ

ッケージにも通じる事となる。フル装備８つセ

ルでの本器材パッケージや４つのセルでの運

搬等、診療内容に応じた対応が可能になる。 

本器材パッケージの名称は「 DENTAPAC 

KOKORO（デンタパックココロ）」とし、図２に

示すロゴマークを、必要に応じ各製品に貼付して

展開する。 

 

(3) ビジネススキームの検討結果 
詳細は、付属資料の各サブテーマの研究開発成果

報告書（概要版）を参照 
 
関連製品において、パッケージングでの販売及び

診療装置個々の販売が存在するが、それらの各状況

において、研究開発、物流、販売、アフターフォロ

ー等の仕組みの構築が必要となる。 
 
ここでは、パッケージの販売計画、標準化及び流

通について報告する。 
① 販売計画 
目標とする本パッケージの市場については、現状

では同等のコンセプトを持つ製品が存在しないた

め、ポータブルユニットの市場を参考に算出した。 
アールアンドディー歯科機器・用品年鑑 2012 年

版（以下、アールアンドディー2012）によれば、

2010 年度市場は 7.7 億円，750 セットと推定され，

2009 年度比は金額ベースで 3 割，数量ベースで 4
割程度アップしており、市場は拡大傾向である。本

事業においては、競合企業各社の協力を得ているが、

各社は引き続き独自の製品も併売を続ける事が見

込まれるため、以下の様に販売目標額を設定する。 

・ 上市 1 年目： サブテーマ１ポータブルユニッ

ト研究開発担当企業である(株)吉田製作所の既

存機器の販売台数である 100 台／年を目標とし、

250 万円（フルパッケージ※10での価格）×100 セ

ット＝2.5 億円の販売（市場価格で計算）を目指

す。 
・ 上市 3 年～5 年程度： 市場での安定目標値シ

ェアである 41.7％を獲得し、意見聴取会の開催や

診療マニュアルの展開による普及活動とともに、

250 万円（フルパッケージ※10での価格）×750 セ

ット×41.7％＝7.82 億円の販売を目指す。 
・ 上市 6 年程度以降： 要介護者の歯科治療ニー

ズを充足する（27％→90％）ことで、90(%)÷
27(%)×7.82 億円（上市 3 年～5 年目の売上）≒

26.1 億円の販売を目標とする。 
 

※10フルパッケージ 
フルパッケージとは、最大８個のセルの組み合わせ

からなり、それぞれのセルには本事業の 9 つのテー
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マで開発される器材全てを搭載したフル装備状態で

のパッケージの事を指す。 
 
② 標準化 
サブテーマ１～８については、それぞれ共通仕様を

策定しそれを公開する事により、他企業の積極的

な参入による、本領域における歯科医療機器開発

の活性化を促す。 
共通仕様については、サブテーマ担当企業（研究

実施機関）が作成し、適合性検討委員会(仮名)に
より承認される事により、効力を発する。 
なお、新規参入製品については、適合性検討委

員会で認定を受けた製品について当該製品及び

カタログ等に図１に示すロゴマーク(商標出願済

み)を貼付する。それにより、当該製品が本器材パ

ッケージの一部であり、診療現場の一定の要望に

適った製品である事が証明され、他製品との差別

化が可能となる。 
 また、本事業に参加し、本ロゴマークを使用す

る企業は、一定のライセンス料等を日本歯科商工

協会へ支払う。本ライセンス料を原資として、本

事業の継続に際し発生する維持管理費用を賄う

ものとする。 
 
③流通 

平成 26 年 7 月に上市予定の器材パッケージ

（スタンダードパッケージとする）の場合は、基

幹製品であるポータブルユニット及びパッケー

ジ化装置の製販担当企業でパッケージ化を行い

その販売ルートを用いて展開する事となる。（但

し、歯科材料等、消耗品に係るものについては、

初回販売以降は、担当企業が従前の卸業、小売業

のルートで販売する） 
修理及びメンテナンスに関しては、基本的に製販

担当企業が対応することになるが、各企業の連絡

先等を見やすい位置に表示等する事とし、それぞ

れが直接対応する場合もある。その際、前述の意

見聴取のためのポータルサイトを活用する事で、

ユーザーの利便性を向上させる。 
前記共通仕様に則り、協力企業から展開される

同器材パッケージに関しても、基幹製品であるポ

ータブルユニットを中心に、同様の流通形態をと

る。 
 (公社)日本歯科医師会・日本歯科医学会・東北

大学が策定する診療マニュアルと、(一社)日本歯

科商工協会が外部企業に委託し開発するトレー

ニングシステム及びｅラーニングシステムには、

パッケージと共に流通するものと、拡販のために

外部委託企業独自の流通網より流通させるもの

とがある。  
(4) 事業リスクの洗い出しと対応策の検討結果 
詳細は、付属資料の各サブテーマの研究開発成果

報告書（詳細版）を参照 
 
薬事、知財、技術・評価及びその他事業化全般に

おいて、洗い出された課題と対応策が検討され示さ

れている。 
特段、事業を阻害するリスクはない。 
 
 

(5) 上市（投資回収）計画の検討結果 
詳細は、付属資料の各サブテーマの研究開発成果

報告書（詳細版）を参照 
 

(a) 投資計画 
各再委託先企業の投資では、委託費用を除くと、

約 250 万円から 5000 万円の投資がなされている。 
 

(b) 回収計画 

それぞれの再委託先では、約１年から３年での回

収が見込まれている。 
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(c) 委託期間後を含めた事業計画 
 

 

 

4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 H26年 H27年 H28年 H29年

①本事業全体の管理（管理システム） ①本事業全体の管理（管理システム） ①本事業全体の管理（管理システム）

② 本部会議の開催 ② 本部会議の開催 ② 本部会議の開催

③ 全体会議の開催 ③ 全体会議の開催 ③ 意見聴取会の開催

④ 特許申請 ④ 商標登録申請、特許申請 ④ 協力企業間調整等販売管理

⑤ 報告書作成 ⑤ 報告書作成 ⑤報告書作成

【平成24年度】 【平成25年度】 【平成26年度以降】
進捗管理フェーズ 販売フェーズ

①

②

③

④

⑤

①

②

③

④

⑤

④

②

①

③

④

⑤
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1.4 当該研究開発の連絡窓口 
一般社団法人日本歯科商工協会 

電話：03-3851-0324 FAX：03-3851-0325 
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2. 本編 
各サブテーマを以下の研究開発成果報告書（詳細版）を付属して報告する。 
 

2.1  サブテーマ１  在宅・訪問歯科診療用ポータブルユニットの開発とパッケージ化用装置の開発 
●【付属資料 １】研究開発成果報告書（概要版）「在宅・訪問歯科診療用ポータブルユニットの開発とパッ

ケージ化用装置の開発」 
 

2.2  サブテーマ２ 在宅・訪問歯科診療用ポータブル照明機器・SｐO2モニター装置の開発 
●【付属資料 ２】研究開発成果報告書（概要版）「在宅・訪問歯科診療用ポータブル照明機器・SｐO2モニ

ター装置の開発」 
 

2.3  サブテーマ３  在宅・訪問歯科診療用ソフトの開発 
●【付属資料 ３】研究開発成果報告書（概要版）「在宅・訪問歯科診療用ソフトの開発」 
 

2.4   サブテーマ４  要介護者用診療体位補助装置の開発 
●【付属資料 ４】研究開発成果報告書（概要版）「要介護者用診療体位補助装置の開発」 
 

2.5  サブテーマ５  在宅・訪問歯科診療用印象採得・咬合採得キットの開発  
●【付属資料 ５】研究開発成果報告書（概要版）「在宅・訪問歯科診療用印象採得・咬合採得キッ

トの開発」 
 

2.6  サブテーマ６  在宅・訪問歯科診療用義歯リペア・キットの開発  
●【付属資料 ６】研究開発成果報告書（概要版）「在宅・訪問歯科診療用義歯リペア・キットの開

発」 
 

2.7  サブテーマ７ 義歯用ディスポブラシ・口腔内オーラルケアブラシの開発  
●【付属資料 ７】研究開発成果報告書（概要版）「義歯用ディスポブラシ・口腔内オーラルケアブ

ラシの開発」 
 

2.8  サブテーマ８  在宅・訪問歯科診療用ポータブルⅩ線撮影装置の開発 
●【付属資料 ８】研究開発成果報告書（概要版）「在宅・訪問歯科診療用ポータブルⅩ線撮影装置の開発」 
 

2.9  サブテーマ９  在宅・訪問歯科診療用専用ポータブル器材パッケージの臨床評価及びマニュアル策

定・研修会開催 
●【付属資料 ９】研究開発成果報告書（概要版）「在宅・訪問歯科診療用専用ポータブル器材パッケージの

臨床評価及びマニュアル策定・研修会開催」 
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3. 全体総括 
詳細は、付属資料の各サブテーマの研究開発成果報告書（概要版）を参照 
 

3.1.1 委託事業の振り返り 
 
(1) 本年度の目標達成度に関する自己評価 

(a) 自己評価点 
B：当初目標を達成した。 

(b) 自己評価理由 
当初目標には未達というテーマもあるが、サブテーマ全体から判断すると、進捗を阻害する特段の要因もな

く、概ね当初の目標通り開発業務は進行しているため、当初の目標を達成していると判断した。 
 
【各サブテーマにおける自己評価点】 
① サブテーマ１ 在宅・訪問歯科診療用ポータブルユニットの開発とパッケージ化用装置の開発 

B：当初目標を達成した。 
② サブテーマ２ 在宅・訪問歯科診療用ポータブル照明機器・SｐO2モニター装置の開発 

Ａ：当初目標を上回る成果を得た。 
③ サブテーマ３ 在宅・訪問歯科診療用ソフトの開発 

Ａ：当初目標を上回る成果を得た。 
④ サブテーマ４ 要介護者用診療体位補助装置の開発 

B：当初目標を達成した。 
⑤  サブテーマ５ 在宅・訪問歯科診療用印象採得・咬合採得キットの開発  

C：当初目標には未達だった。 
⑥  サブテーマ６ 在宅・訪問歯科診療用義歯リペア・キットの開発  

C：当初目標には未達だった。 
⑦  サブテーマ７ 義歯用ディスポブラシ・口腔内オーラルケアブラシの開発  

B：当初目標を達成した。 
⑧ サブテーマ８ 在宅・訪問歯科診療用ポータブルⅩ線撮影装置の開発 

C：当初目標には未達だった。 
⑨ サブテーマ９ 在宅・訪問歯科診療用専用ポータブル器材パッケージの臨床評価及びマニュアル策定・

研修会開催 
B：当初目標を達成した。 

 
(2) 当初計画からの変更（深堀）点とその理由 

詳細は、付属資料の各サブテーマの研究開発成果報告書（概要版）を参照 
 

(a) 対象とする課題・ニーズ 
各サブテーマにおいて、各製品担当の外部有識者からのご意見、全体会議においての有識者からのご意か

らの変更及び研究開発試作段階での改良や変更が実施された。 
 

(b) 機器スペック・ビジネスモデル 
各サブテーマにおいて、外部有識者のご意見や研究開発試作段階における実用性からの検証において、改

良や変更が実施された。 
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(c) 事業化体制 

パッケージ全体の流通方法の明確化とそれに関わる各サブテーマにおける個々の製品の流通問題が存在

していた。 
初回パッケージは、関連販売企業で販売し、アフターフォローや消耗品の再購入は各社で行うこととした。 

 
(d) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

各サブテーマにおいて、特段の変更はない。 
 

(3) 有識者委員会・伴走コンサル指摘事項とその対応 
詳細は、付属資料の各サブテーマの研究開発成果報告書（詳細版）を参照 

 
(a) 薬事面 

クラス分類等での再確認作業がされたが、事業において、特段の指摘事項等はない。 
 

(b) 技術・評価面 
製品によっては、医科連携や在宅訪問歯科診療に適した固有の技術をもつ製品の開発をすべきというご意

見をいただいた。開発期間や技術的な困難さからみて、個々の企業の今後の対応とする。 
 

(c) 知財面 
特許申請を行い、パッケージ製品の知財を確保できるようにした。 

 
(d) 事業化面 

ポータブルユニット開発の製造販売元を中心に、販売面では関連販売会社を中心として事業をまとめてい

く。日本歯科商工協会からパッケージの共通仕様を提供し、全国の歯科医療機器メーカーが参加できるよ

うにする。 
さらに、今後の展開として、日本歯科医師会や日本歯科医学会に協力をいただいており、これを機に、歯

科医療に貢献する医療機器の製品化が可能な事例としていく。 
 

(e) その他全般 
伸長している歯科訪問診療であるため、製品の早期開発を行っていただきたいというご指摘があったが、

早い時期の製品化を目指し、開発日程の確保を行う。 
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(4) 委託事業を振り返って改善すべきであった点 

詳細は、付属資料の各サブテーマの研究開発成果報告書（概要版）を参照 
 

(a) 事業体制 
パッケージ製品として、ポータブルユニット製造販売企業を中心に、関連販売会社を中心として事業をま

とめていく。 
アフターフォローや消耗品の再購入は各社で行うことにした。 
 

(b) 事業の進め方 
再委託先企業との情報交換は主に本部会議でされたが、情報端末に係る企業も数社あるが、個々に必要と

される情報交換、方針管理等の会合がもたれ、事業の進行に支障はなかった。 
各企業における研究開発作業において、マンパワー等の要因でスムーズでない部分も見受けられるが、管

理団体として、管理システムや帳票関係の整備等、より日本歯科商工協会のフォローも必要であった。 
 

(c) その他 
株式会社三菱総合研究所からの情報において、より正確な情報を入手する必要があった。よりコンタクト

を密に行い、より早く、的確な情報を入手し、再委託先等への展開を図る必要がある。 
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3.1.2 これまでの委託事業の成果と今後検討すべき課題 
採択から 3 年後の到達目標 

▶ 
現時点での達成状況 
（計画変更理由を含む） ▶ 

目標達成を阻害する要素の洗い出しと

対応策 ▶ 
来年度検討・実施すべき事項 
（来年度実施計画） 

【平成 26 年度末】 

① 患者・術者双方に安全で効率的な歯

科訪問診療を提供するための専用ポ

ータブル歯科診療器材パッケージを

平成 26 年 7月上市することを目標と

する。 

② ①の上市製品を使用して意見聴取

会を開催し、集められた意見を精査

し各サブテーマ改良を行う。 

③ ②の改良版上市製品による歯科訪

問診療の更なる普及を目指す。 

④ ②の改良版上市製品による女性歯

科医師、歯科衛生士による歯科訪問

診療の実施の拡大を目指す。 

 

オールジャパン製品として平成 26 年

7 月上市の①上市製品での世界展開

（発展途上国向け簡易的歯科診療シス

テムの提供） 
 
 

 【平成 24 年度達成内容】 

① メインとなるポータブルユニットお

よびパッケージ化の一次試作完了。 

② パッケージ構成品である各サブテー

マも同様に一次試作完了（一部上市済

み）。 

※詳細は付属資料の各サブテーマ研究

成果報告書を参照。 

③ 同、基本コンセプトおよび共通仕様特

許 出 願 完 了 （ 出 願 番 号 ： 特 願

2013-14345 号） 。 

④ 外部有識者による全体会議を開催し、

基本コンセプトおよび共通仕様につい

ての確認を行い、臨学産連携を密にと

った。 

 

【平成 25 年度達成内容】 

① オールジャパン製品とするために、パ

ッケージ構成品に関する共通仕様の研

究実施機関および協力企業への展開。 

② ポータブルユニットおよびプラット

フォーム（各サブテーマ製品を搭載・

運搬するカート）の二次試作設計（継

続中）。 

※一次試作のプラットフォーム重量が

想定上の重さとなり、プラットフォ

 【目標達成を阻害する要素】 

① 歯科訪問診療の更なる普及を目指

すためには、現在歯科訪問診療に取

組んでいない歯科医師をも対象にす

る必要があり、マニュアルだけでは

安全・安心な歯科訪問診療の提供が

不十分である。 

② さまざまな病状や体位の患者に対

応した製品が求められた。 

③ サブテーマ間同士の連携の弱さが

指摘された。 

 

【対応策】 

① マニュアルを使用した歯科訪問診

療のためのトレーニング用実習教材

を開発し、トレーニングシステムの

構築を図る。 

② さまざまな病状や体位の患者に対

応するために各パッケージ構成品の

バリエーションを増やす。 

③ サブテーマ間同士の連携を強化す

るために、サブテーマ担当者と管理

本部による本部会議を定期的に開催

し、問題抽出を行い、解決策を協議

する。 

 

 【平成 25年度終了時点までの実

施予定事項】 

① パッケージ構成品である各

サブテーマ製品の開発を進め

る。 

② 外部有識者による全体会議

を開催し、試作品に対する意見

聴取を行いブラッシュアップ

のための情報展開を行う。 

③ 各サブテーマ製品は個々に

早期上市実現を目指す。 

 

【平成 26年度実施内容検討・実

施すべき事項】 

① パッケージ構成品である各

サブテーマ器材の改良を行う

ことで、適応可能な患者の範囲

拡大を狙う。 

② 歯科訪問診療に特化したト

レーニング機器開発、ｅラーニ

ングの構築による教育システ

ムの提供を行う。 

③ 外部有識者に加え、次年度は

歯科訪問診療等を頻繁に実施

している全国各地の歯科医師

等に対しても意見聴衆を行い、
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ームの構成をさらに変更予定。 

③ 外部有識者による全体会議を開催

し、ポータブルユニットを用いたパッ

ケージ化一次試作品を用いた基本コン

セプトの確認を行い、臨学産連携を密

にとった（各サブテーマ製品も同様に

確認を行った）。 

 

本事業での開発製品である事を示す共通

ロゴマークの商標出願完了（出願番号：

商願 2013-56870 号）。 

外部有識者だけでなく、歯科訪問診療

を行っている歯科医師等への意見聴取

による情報収集を行うことで、よりユ

ーザーが求める製品作りを目指す。 

パッケージ化製品の評価を受

けるとともに改良を行うこと

で、開発製品完成度の更なる向

上を目指す。 

④ 各サブテーマ間との連携強化

を行うことで、パッケージとし

ての価値を高める。 

⑤ 安全・安心な歯科訪問診療を

行うには、マニュアルを使用し

ての現場対応だけではなく、事

前の実習、研修やトレーニング

を行う必要がある。 

⑥ 在宅という特殊な環境を鑑

みると、歯科医療従事者の教育

のみならず、在宅患者及び家族

に歯科診療、口腔ケアがＱＯＬ

の向上に重要という理解を高

めることも重要な課題である。 

  患者説明用ツールの開発を

平成 26 年度では行う。 

患者説明用ツールの開発は、

在宅患者の口腔ケア意識向上

による需要創造という観点か

らも有効な方策である。 

 

歯科訪問診療に取り組む歯科医

療機関を増やすには、ハード（器

材）の開発・提供だけではなく、

ソフト（学べる仕組み）が必要で

ある。 
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3.1.3 平成 26 年度以降の実施内容に関する計画（案） 
2014（平成 26）年度 実施内容（案） 2015（平成 27）年度 実施内容（案） 
項目名 具体的な内容 
・意見聴取会の開催 
 
 
 

■歯科訪問診療現場の課題に即した機器開発の観点から、本委託事

業成果物である器材パッケージについて、継続的改良及びあらたな

課題解決のため、意見聴取活動を実施する。  

■具体的な活動として、全国の地域歯科医療に根ざした、一般開業

医を対象とした意見聴取会を開催する。  

■意見聴取会は、日本歯科医師会の企画・運営により都道府県歯科

医師会を主催団体として、全国各地で意見聴取会を開催する。  

既に歯科訪問診療を実施している、あるいはこれから始める歯科

医師、女性歯科医師や歯科衛生士等に対して幅広く意見聴取を行う

ことで、 2 年間の事業における成果物である器材パッケージに対し

ての改良点や、新たな課題を把握する。  

さらに改善、改良を必要とする製品は、

担当各社が自らの費用で継続して実施す

る。  

・トレーニングシステムの開発 
 
 
 

■これから歯科訪問診療を始める歯科開業医にとって必要なノウ

ハウを伝える為のものである。  

■器材パッケージ構成品のそれぞれに対応したトレーニング、及

び、現場で必要な知識・技術を幅広く身に着けることができる内容

を想定している。  

■高齢者の口腔内を再現した歯科顎模型：  

高齢者の口腔内を再現した歯科顎模型を開発することで、予め高齢

者の口腔ケアを体験することが出来る。  

■口腔内以外の周辺器官と人体を再現したシミュレーター：  

歯科顎模型を組み込んで使用する周辺器官と人体を再現したシミ

ュレーターを開発する。  

上市（７月） 

販売予定価格 

・シミュレーターの全身フルモデル   

300,000 円～  

・シミュレーターの半身モデル   

150,000 円～  

・簡易シミュレーター  

120,000 円～  

・ｅラーニングシステムの開発 
 
 
 
 

■平成 24、 25 年度で制作した診療マニュアルを動画で学べるコン

テンツに加え、トレーニングシステムを用いたトレーニングを解説

した動画コンテンツを制作する。  

■さらに、ウェブを使って本システムを配信するポータルサイトを

構築する。  

 

上市（7 月） 

販売予定価格 

1 講座 45 分～ 60 分で、5,000 円～ 7,000 円

を想定している。  
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・在宅患者説明用ツールの開発 
 
 
 
 

■高齢者に伴う様々な留意事項、並びに、在宅という特殊な状況を

考慮した患者説明用ツーの開発を行う。また、食事がＱＯＬに大き

く関わるという観点から口腔ケアの重要性を認識していただくよ

うな説明用ツールの開発も考慮する。  

■患者説明ツールの開発は、在宅患者の口腔ケアへの意識向上によ

る需要創造という観点からも開発する。  

上市（7 月） 

ＣＧの動画による説明用ツール。 
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3.1.4 委託事業終了時までに完成する最終製品の概要とスケジュール 
最終製品名 概要 スケジュール 
・パッケージ全体 サブテーマ１から９までを一緒に、もしくは選択して持ち運ぶことを可能としたパッ

ケージである。 

（特長） 

１．その日の診療内容に応じて機器を選択して持ち運ぶことができる。 

２．共通仕様に準じて製造すれば、後発メーカーのものも一緒にセットし持ち運ぶこ

とができる。 

平成 26 年 7 月の上市予定である。 

・在宅訪問歯科診療マニ

ュアル 
【内容】 

１．パッケージ全体・機器の取扱い説明 

２．材料、機器の特徴及び上手な使い方 

３．患者の状態に応じた治療・ケア 

４．緊急対応の方法 

５．サービスを含めた訪問診療全体の流れ 

【形式】 

・電子書籍 

・パソコン、スマートフォン、タブレット端末で閲覧が出来る。 

平成 26 年 2 月 暫定版作成 

平成 26 年 7 月 完成、発売 

 

・在宅患者説明用ツール 
 

【内容】 

１．患者への歯科治療の内容説明 

２．口腔ケアが健康にいかに重要であるかの説明 

３．患者自身、あるいは家族による患者への口腔ケアの方法、内容の説明 

【形式】 

・動画 

・パソコン、スマートフォン、タブレット端末で閲覧が出来る。 

平成 26 年 7 月 暫定発売 

平成 27 年７月 完成、発売 
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1 研究開発の概要 
 
1.1 研究開発の背景・目的および目標 
 
1.1.1 背景 

在宅要介護高齢者の増加による歯科訪問診療に対する関心の高まり，保険点数の改正（タービンなしでも算

定が可能になった），助成金制度の効果などの影響により，この数年間で歯科訪問診療機器の市場、特に歯科

訪問診療用ポータブルユニット市場は拡大してきた。 

また、厚生労働省の調査によれば、平成 22 年 12月 31日現在における全国 101,576 人の歯科医師数のうち、

女性の比率は 21.1％であり、4 年前の調査から 1.6％増加した。年齢別にみると、29歳以下では 41.8％が女性

の歯科医師である。歯科訪問診療に取り組む歯科医師は 40～50 代が中心であるため、今後、女性歯科医師に

よる在宅歯科訪問診療への取り組みが拡大すると考えられる。  

さらに、多くの場合歯科医師とペアを組み、在宅患者のもとを訪れる歯科衛生士については、その殆どは女

性である。就業歯科衛生士数は現在 108,123人であり、平成 18年から 22年の 4年間では、実に 15.8％の増加

が見られている。歯科衛生士においては、平成 24 年度診療報酬改定から算定可能となった、単独訪問時の歯

科訪問衛生指導料算定の拡大も見込まれる。 

このような背景からも、今後在宅で必要とされる器材については大幅な軽量化が必須であり、これは器材開発

における重要なテーマであるといえる。 

 

1.1.2 目的 

在宅要介護者の 9割が何らかの形で持っているという歯科治療のニーズに応えるためには、安全・安心な診

療を実現する歯科訪問診療環境の整備が必要である。本テーマでは、「歯科訪問診療用ポータブルユニット」

と「パッケージ化用装置※1」を開発し、既存ポータブルユニットの小型・軽量化を達成することで可搬性を向

上させ、さらには必要器材、つまり生体情報モニタ・専用照明・専用ソフトを搭載するネットワーク端末を含

めた関連器材をワンパッケージにまとめるための、パッケージ化用装置を開発し上市する。開発された成果物

は、平成 26 年 7月までに上市し、本邦の歯科訪問診療整備を目指す。 

 

1.1.3 目標 

(1)大量の器材を、簡便かつ同時に運搬するためのパッケージ化用装置を開発する。 

(2)軽量でコンパクトな歯科訪問診療用ポータブルユニットを開発する。 

(3)上記成果物は、2014年 7 月の上市を目指す。  

 

上記に掲げた目標を踏まえた本年度の実施計画内容は以下であった。 

 

①製品化を見据えた歯科訪問診療用ポータブルユニットおよびプラットフォームのデザインアップ 
②歯科訪問診療用ポータブルユニットおよびプラットフォームの２次試作設計 
③歯科訪問診療用ポータブルユニットの薬事承認を行うために、安全性能評価、EMC評価、落下試験、環境評

 価の評価試験 
④外部有識者と情報交換 
⑤歯科訪問診療用ポータブルユニットの薬事申請 
⑥歯科訪問診療用ポータブルユニットおよびプラットフォームの量産準備 
⑦歯科訪問診療用ポータブルユニットおよびプラットフォームの知的財産権申請 
⑧歯科訪問診療用ポータブルユニットおよびプラットフォームの臨床試験にて、操作性を確認 
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⑨報告書作成 
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代表取締 役

社長 

ユニット事

業部 常務取締役 
（業務管理者） 

管理本部 経理部 
（経理担当者） 

1.2 事業実施(研究開発)体制 
 
1.2.1 管理体制 

1.2.2 研究員 

(株)吉田製作所 11 名 
 
1.2.3 経理担当者および業務管理者の所属、氏名 

(株)吉田製作所 2 名 
 
1.2.4 外部有識者  

歯科大学 3 名 
 
1.3 成果概要 
事項以降に本年度開発した製品の概要および本年度検討・精査した同製品の事業化計画を記載する。 
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1.3.1 開発製品 
 
1.3.1.1 開発製品「歯科訪問診療用ポータブルユニット」（商品名／カルフェ Ｕ※1：マイクロモータ※2・スケー

ラ※3） 

【訴求ポイント】 
歯科診療には他科と比べ多種多様な器材が必要とされ、その中で最低限必要な診療用器材として、切削機能

を持たせた軽量でコンパクトな歯科訪問診療の専用セルを開発し、本テーマを解決する。歯科訪問診療におい

ては、器材の運搬に係る歯科医療従事者の身体的負担が指摘されているため、小型・軽量化を目指す。またセ

ル同士は連結し合い、運搬も楽に行えるものとする。上市予定時期は 2014 年度内である。 

図 1.3.1-1 カルフェ Ｕ(外観)  図 1.3.1-2 カルフェ Ｕ(展開)   図 1.3.1-3 カルフェ Ｕ(収納) 

 

図 1.3.1-4 カルフェ Ｕ(運搬横) 図 1.3.1-5 カルフェ Ｕ(運搬縦) 

 
 

表 1.3.1 開発製品 
製品名 
 

歯科訪問診療用ポータブルユニット 
カルフェ Ｕ  

一般的名称 可搬式歯科用ユニット 

 

クラス分類 クラスⅡ 許認可区分 認証 申請区分 後発 
製造販売業者 株式会社吉田製作所 製造業者 株式会社吉田製作所 
販売業者 株式会社ヨシダ その他（部材供給） ― 
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に： アジア,北米,欧州等 ） 
薬事申請時期 2014 年  月 2015 年  月 
上市時期 2014 年  月 2015 年  月 
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1.3.1.2 開発製品「歯科訪問診療用ポータブルバキューム」（商品名／カルフェ Ｖ※4：バキューム） 

【訴求ポイント】 
歯科診療には他科と比べ多種多様な器材が必要とされ、その中で最低限必要な診療用器材として、吸引機能

を持たせた軽量でコンパクトな歯科訪問診療の専用セルを開発し、本テーマを解決する。歯科訪問診療におい

ては、器材の運搬に係る歯科医療従事者の身体的負担が指摘されているため、小型・軽量化を目指す。また各

セル同士は連結し合い、運搬も楽に行えるものとする。上市予定時期は 2014 年度内である。 

図 1.3.2-1 カルフェ Ｖ(外観)   図 1.3.2-2 カルフェ Ｖ(展開)    図 1.3.2-3 カルフェ Ｖ(収納) 

 

図 1.3.2-4 カルフェ Ｖ(運搬横)  図 1.3.2-5 カルフェ Ｖ(運搬縦) 

 
 

表 1.3.2 開発製品 
製品名 
 

歯科訪問診療用ポータブルバキューム 
カルフェ Ｖ  

一般的名称 歯科用吸引装置 

 

クラス分類 クラスⅡ 許認可区分 認証 申請区分 後発 
製造販売業者 株式会社吉田製作所 製造業者 株式会社吉田製作所 
販売業者 株式会社ヨシダ その他（部材供給） ― 
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に： アジア,北米,欧州等 ） 
薬事申請時期 2014 年  月 2015 年  月 
上市時期 2014 年  月 2015 年  月 
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1.3.1.3 開発製品「歯科訪問診療用ポータブルコンプレッサ」（商品名／カルフェ Ｃ※5：コンプレッサ） 

【訴求ポイント】 
歯科診療には他科と比べ多種多様な器材が必要とされ、その中で最低限必要な診療用器材として、エアを供

給する機能を持たせた軽量でコンパクトな歯科訪問診療の専用セルを開発し、本テーマを解決する。歯科訪問

診療においては、器材の運搬に係る歯科医療従事者の身体的負担が指摘されているため、小型・軽量化を目指

す。また、各セル同士は連結し合い、運搬も楽に行えるものとする。上市予定時期は 2014 年度内である。 

図 1.3.3-1 カルフェ Ｃ(外観)  図 1.3.3-2 カルフェ Ｃ(展開)   図 1.3.3-3 カルフェ Ｃ(運搬横)  

 

 

 

 

 

 

 

  図 1.3.3-4 カルフェ Ｃ(運搬縦) 
 

 
表 1.3.3 開発製品 

製品名 
 

歯科訪問診療用ポータブルコンプレッサ 
カルフェ Ｃ  

一般的名称 ― 

 

クラス分類 非医療機器 許認可区分 ― 申請区分 ― 
製造販売業者 － 製造業者 株式会社吉田製作所 
販売業者 株式会社ヨシダ その他（部材供給） ― 
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に： アジア,北米,欧州等 ） 
薬事申請時期  年  月  年  月 
上市時期 2014 年  月 2015 年  月 
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1.3.1.4 開発製品「歯科訪問診療用ポータブル小物入れ」（商品名／カルフェ Ｋ※6：小物入れ） 

【訴求ポイント】 
歯科診療には他科と比べ多種多様な器材が必要とされ、その中で最低限必要な診療用器材を入れるケースと

して、軽量でコンパクトな歯科訪問診療の専用収納セルを開発し、本テーマを解決する。歯科訪問診療におい

ては、器材の運搬に係る歯科医療従事者の身体的負担が指摘されているため、小型・軽量化を目指す。また、

各セル同士は連結し合い、そのため運搬も楽に行えるものとする。上市予定時期は 2014 年度内である。 
 

図 1.3.4-1 カルフェ Ｋ(外観)   図 1.3.4-2 カルフェ Ｋ(展開)   図 1.3.4-3 カルフェ Ｋ(収納)  

 

図 1.3.4-4 カルフェ Ｋ(運搬横)  図 1.3.4-5 カルフェ Ｋ(運搬縦) 
 

 
 

表 1.3.4 開発製品 
製品名 
 

小物入れ 
カルフェ Ｋ  

一般的名称 ― 

 

クラス分類 非医療機器 許認可区分 ― 申請区分 ― 
製造販売業者  製造業者 株式会社吉田製作所 
販売業者 株式会社ヨシダ その他（部材供給） ― 
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に： アジア,北米,欧州等 ） 
薬事申請時期  年  月  年  月 
上市時期 2014 年  月 2015 年  月 
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1.3.1.5 開発製品「パッケージ化用装置」（商品名／未定：プラットフォーム※7・台※8） 

【訴求ポイント】 
歯科診療には他科と比べ多種多様な器材が必要とされ、その中で最低限必要な診療用器材として各種の専用

セルを開発しているが、これらのセルをまとめて運搬できるプラットフォームや診療時に高さを稼ぐための台

を開発し、歯科訪問診療時の運搬を楽に行えたり、診療時に機器の操作がしやすい高さとして負担を減らすも

のとし、本テーマを解決する。上市予定時期は 2014 年度内である。 

 図 1.3.5-1 プラットフォーム(外観)    図 1.3.5-2 台(展開)       図 1.3.5-3 台(収納) 
 

図 1.3.5-4 パッケージ 1Ｘ4(外観) 図 1.3.5-5 パッケージ 2Ｘ4(外観) 
 

 
表 1.3.5 開発製品 

製品名 パッケージ化用装置 一般的名称 ― 

クラス分類 非医療機器 許認可区分 ― 申請区分 ― 

製造販売業者 － 製造業者 株式会社吉田製作所 
販売業者 株式会社ヨシダ その他（部材供給） ― 
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に： アジア,北米,欧州等 ） 
薬事申請時期  年  月  年  月 
上市時期 2014 年  月 2015 年  月 
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1.3.2 事業化計画 

【事業化計画の要旨】 

注：国内市場及び海外市場における想定売上等は、パッケージ化用装置にまとめて記載した。

 
製品名 パッケージ化用装置 一般的名称 － 
クラス分類 非医療機器 許認可区分 － 申請区分 － 
製造販売業者 － 製造業者 株式会社吉田製作所 
販売業者 株式会社ヨシダ その他（部材供給） ― 
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に： アジア,北米 
,欧州等 

 
） 

薬事申請時期  年  月  年  月 
上市時期 2014 年  月 2015 年  月 
想定売上 7.82 億円/年 （上市後 3 年目） 7.5 億円/年 （上市後 3 年目） 
市場規模 19 億円/年 （上市後 3 年目） 18 億円/年 （上市後 3 年目） 
想定シェア 42 % （上市後 3 年目） 42 % （上市後 3 年目） 

 
製品名 歯科訪問診療用ポータブルユニット 

カルフェ Ｕ 

一般的名称 可搬式歯科用ユニット 

クラス分類 クラスⅡ 許認可区分 認証 申請区分 後発 
製造販売業者 株式会社吉田製作所 製造業者 株式会社吉田製作所 
販売業者 株式会社ヨシダ その他（部材供給） ― 
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に： アジア,北米 
,欧州等 

 
） 

薬事申請時期  年  月  年  月 
上市時期 2014 年  月 2015 年  月 
想定売上 － 億円/年 （上市後 3 年目） － 億円/年 （上市後 3 年目） 
市場規模 － 億円/年 （上市後 3 年目） － 億円/年 （上市後 3 年目） 
想定シェア － % （上市後 3 年目） － % （上市後 3 年目） 

 
製品名 歯科訪問診療用ポータブルバキューム 

カルフェ Ｖ 

一般的名称 歯科用吸引装置 

クラス分類 クラスⅡ 許認可区分 認証 申請区分 後発 
製造販売業者 株式会社吉田製作所 製造業者 株式会社吉田製作所 
販売業者 株式会社ヨシダ その他（部材供給） ― 
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に： アジア,北米 
,欧州等 

 
） 

薬事申請時期  年  月  年  月 
上市時期 2014 年  月 2015 年  月 
想定売上 － 億円/年 （上市後 3 年目） － 億円/年 （上市後 3 年目） 
市場規模 － 億円/年 （上市後 3 年目） － 億円/年 （上市後 3 年目） 
想定シェア － % （上市後 3 年目） － % （上市後 3 年目） 

 
製品名 歯科訪問診療用ポータブルコンプレッサ 

カルフェ Ｃ 

一般的名称 － 

クラス分類 非医療機器 許認可区分 － 申請区分 － 
製造販売業者 － 製造業者 株式会社吉田製作所 
販売業者 株式会社ヨシダ その他（部材供給） ― 
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に： アジア,北米 
,欧州等 

 
） 

薬事申請時期  年  月  年  月 
上市時期 2014 年  月 2015 年  月 
想定売上 － 億円/年 （上市後 3 年目） － 億円/年 （上市後 3 年目） 
市場規模 － 億円/年 （上市後 3 年目） － 億円/年 （上市後 3 年目） 
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想定シェア － % （上市後 3 年目） － % （上市後 3 年目） 
製品名 小物入れ 

カルフェ Ｋ 

一般的名称 － 

クラス分類 非医療機器 許認可区分 － 申請区分 － 
製造販売業者 － 製造業者 株式会社吉田製作所 
販売業者 株式会社ヨシダ その他（部材供給） ― 
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に： アジア,北米 
,欧州等 

 
） 

薬事申請時期  年  月  年  月 
上市時期 2014 年  月 2015 年  月 
想定売上 － 億円/年 （上市後 3 年目） － 億円/年 （上市後 3 年目） 
市場規模 － 億円/年 （上市後 3 年目） － 億円/年 （上市後 3 年目） 
想定シェア － % （上市後 3 年目） － % （上市後 3 年目） 

 
製品名 パッケージ化用装置 

プラットフォーム(仮称) 

一般的名称 － 

クラス分類 非医療機器 許認可区分 － 申請区分 － 
製造販売業者 － 製造業者 株式会社吉田製作所 
販売業者 株式会社ヨシダ その他（部材供給） ― 
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に： アジア,北米 
,欧州等 

 
） 

薬事申請時期  年  月  年  月 
上市時期 2014 年  月 2015 年  月 
想定売上 － 億円/年 （上市後 3 年目） － 億円/年 （上市後 3 年目） 
市場規模 － 億円/年 （上市後 3 年目） － 億円/年 （上市後 3 年目） 
想定シェア － % （上市後 3 年目） － % （上市後 3 年目） 

 
製品名 パッケージ化用装置 

台(仮称) 
一般的名称 － 

クラス分類 非医療機器 許認可区分 － 申請区分 － 
製造販売業者 － 製造業者 株式会社吉田製作所 
販売業者 株式会社ヨシダ その他（部材供給） ― 
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に： アジア,北米 
,欧州等 

 
） 

薬事申請時期  年  月  年  月 
上市時期 2014 年  月 2015 年  月 
想定売上 － 億円/年 （上市後 3 年目） － 億円/年 （上市後 3 年目） 
市場規模 － 億円/年 （上市後 3 年目） － 億円/年 （上市後 3 年目） 
想定シェア － % （上市後 3 年目） － % （上市後 3 年目） 
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（１）事業化に向けた現状ステータス 
（ａ）機器の開発（実証）目標達成状況 
パッケージ化用装置として、1.1.3 で掲げた目標に

対して、下記内容のとおりの達成となった。 
①製品化を見据えた歯科訪問診療用ポータブ

ルユニットおよびプラットフォームのデザ

インアップをした。 
②歯科訪問診療用ポータブルユニットおよび

プラットフォームの２次試作設計をした。 
③歯科訪問診療用ポータブルユニットの薬事

承認を行うために、安全性能評価、EMC 評価、

落下試験、環境評価の評価試験を行った。 
④外部有識者と情報交換をした。 
⑤歯科訪問診療用ポータブルユニットの薬事

申請をした。 
⑥歯科訪問診療用ポータブルユニットおよび

プラットフォームの量産準備をしている。 
⑦歯科訪問診療用ポータブルユニットおよび

プラットフォームの知的財産権申請をした。 
⑧歯科訪問診療用ポータブルユニットおよび

プラットフォームの妥当性を確認した。 
⑨報告書作成した。 

 
（ｂ）薬事対応状況 

 下記の規格において評価し、機器の安全性の

要求を満足した。 
①JIS T 0601-1:1999 

(医用電気機器の安全に関する一般的要求) 

②JIS T 0601-1-2:2012 
(医用電気機器の電磁両立性) 

③JIS T 5701:2005 
(歯科用ユニットの一般的要求) 

④JIS T 5801:2005 
(歯科器械の吸引システム) 

⑤JIS Z 0200:2013 
(包装貨物の性能) 

 
（ｃ）知財確保状況 

知的財産権を確保するため、特許出願を 3 件

行った。 
  

（ｄ）その他（事業化体制等）の整備状況 
 機器開発中より生産体制を下記のとおり、株

式会社吉田製作所 大阪工場にて量産整備中。 
   ①2013 年 11 月製造について打合せ 

②2014 年 2 月 QMS 監査適合 
③2014 年 3 月量産準備 
④2014 年 4 月量産開始 
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（２）市場性（想定購入顧客）の検討結果 
（ａ）医療現場でのニーズ 

歯科訪問診療は、有識者の意見などからみて

も、①持参する診療用器材が大量、②歯科訪問

診療サイトでの要介護者の全身状況の把握等が

難しい、③在宅での診療環境に対する歯科医療

者の不安がある、などのため一部地域・歯科医

師（約 5%以下）が対応しているにすぎず、全国

的展開に至っていない。これらを満たした機器

が存在すれば、想定される潜在顧客があると思

われる。 
 

（ｂ）現状における問題点 
 従来の歯科訪問診療は大量の器材を少ない人

員で対応しなければならないことが問題とされ

ている。 
上記問題より、歯科訪問診療の機器として安

全で効率的な歯科医療システムの開発提供が求

められている。①軽量でコンパクトな訪問歯科

診療の専用器材、②患者の全身状況を把握する

ための血圧・動脈血酸素飽和度（SpO2）・心電

図（ECG）などの生体情報モニターなどの周辺

機器、などが集積され、可搬性と簡便性、機能

性を兼ね備えた歯科訪問診療用ポータブルパッ

ケージ※12の開発が求められている。 
 
（ｃ）歯科訪問診療用ポータブルパッケージの想定

顧客および市場規模 
 
① 国内 
 

【想定顧客】 
 歯科訪問診療を行っている（又はこれから取

り組みを開始する）歯科医療機関。 
 
【想定市場規模】 
アールアンドディ歯科機器・用品年鑑 2014

年版（以下、アールアンドディー2014）によれ

ば、2012 年度の当該市場規模は、ポータブルユ

ニットとして 8 億円，700 セットと推定されて

いる。 
これに対し、既に述べたとおり、①女性歯科

医師による在宅歯科訪問診療への取組拡大、②

歯科衛生士の単独による訪問の拡大、などが見

込まれることに加え、高齢化に伴い歯科治療の

ニーズも増加すると予測されるため、想定以上

の販売台数となると思われる。 
また、本事業おいては、競合ユニットメーカ各

社の協力及び賛同の声を得ているが、各社は引

き続き独自の製品も併売を続ける見込まれるた

め、販売目標額を設定する。 
 

② 海外 
 
【想定顧客】 

歯科訪問診療を行っている（又はこれから取

り組みを開始する）歯科医療機関 
 
【想定市場規模】 

現状のところ、我が国のような急速な高齢化

により、喫緊の対応が求められている国は無い

が、2020 年頃には、日本だけでなくドイツ、イ

タリアが高齢化率 20%代になると言われ、2030
年頃には英国、米国、フランス、スウェーデン、

韓国等でも、現在の我が国の高齢化率と同程度

の水準になるとするデータも存在する。そのた

め、要介護高齢者に向けた在宅での歯科医療の

提供は、世界的に今後ますます注目され、この

ような診療形態が広まっていく可能性が大きい。 
現在でも検診・往診等を目的とした中国製、

韓国製、米国製等のポータブル歯科用機器が存

在するが、仕様・重量・品質に置いても歯科訪

問診療におけるニーズを十分満たすものとは言

えない。そこで、今後高齢化が見込まれている

諸外国へ、高齢化社会先進国である我が国より

日本式の歯科訪問診療専用器材をシステムとし

て発信することは非常に有効であると考えられ

る。 
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（３）ターゲット市場における業界分析結果 
（ａ）競合製品／競合企業の動向 

ポータブルユニット市場については、市場拡

大の傾向に際し、近年多くの企業が積極的に製

品展開を行って、代表的なものは以下のとおり

である。 
①長田電機工業： 
「Daisy」の 12 年度販売実績は 4.8 億円，400

セットと推定される。関連する簡易型ポータブ

ルバキュームの実績は 0.1 億円，50 セットと推

測される。歯科医師会での購入や介護施設およ

び関連業者への導入もあり，セミナー受講者数

も増えている状況とみられる。13 年度は競合が

増えていることもあって「Daisy」は 3.6 億円，

300 セットの見通しとなっている。新製品とし

ては，13 年 9 月に口腔ケアユニット（マイクロ

モータなし）「オサダリリー」を発売しており，

200 セットの販売を見込んでいる。 
②キング工業： 

12 年度販売実績は 2.2 億円，230 セットと推

定される。数量の内訳はモーター標準装備タイ

プ「かれん ET/ES」180 セット，「u かれん」50
セット，簡易型口腔ケアタイプは 0.1 億円，70
セットと推定される。内訳は「Care かれん」が

50 セット，「Q かれん」20 セットとみられる。

13 年 8 月には「かれん E」の後継機「かれん

ES」をリリースしており，同製品は完全オール

インワンで小型・軽量化モデルとなっている。

13 年度はモーター標準装備タイプ 250 セット，

簡易型/バキューム専用タイプ 70 セットとなり，

合計で 2.4 億円，320 セットに達すると予想され

る。 
③モリタ製作所： 

13 年 3 月に新製品「ポータキューブ」を発売

している。同製品は「タイプＴ」（マイクロモー

タあり）と「タイプＨ」（マイクロモータなし）

の 2 種類があり，13 年度は「タイプＴ」が 0.6

億円，150 セット，「タイプＨ」が 0.5 億円，200
セットと予測される。 

   
以上がポータブルユニットに関する競合製品／

競合企業の動向であるが、パッケージ化用装置

ついては、類似のコンセプトを持つ製品は存在

しないので、競合製品／競合企業の動向は記載

しない。 
 
（ｂ）競合製品／競合企業とのベンチマーキング 

①軽量であること： 
既存製品である吉田ポータブルユニット N4

と同機能部分重量を比較し、38%の削減。また、

機能面から比較しても、競合製品よりも軽量化

できている。(Q かれん、Care かれんは、カルフ

ェ Ｖよりも軽いが、最大吸引圧力差が 10倍近

くあり、有識者からは吸引力はあった方がよい

と意見を頂戴している) 

②専用器材パッケージでの販売であること： 
マニュアルおよびその他の専用器材とのセッ

トで販売(単品販売も想定)予定でおり、競合製品

では存在しない。 
  ③セル同士の組み換えができる事： 

その日の診療予定内容に応じた構成とするこ

とが可能。また、故障したセルだけ修理などに

出せばよいので、診療が完全に停止してしまう

おそれが少なくできる。 
 ④様々な運搬スタイルが可能な事： 

都市型※9、郊外型※10の歯科訪問診療それぞれ

を想定した、様々な運搬スタイルが可能。歯科

衛生士単独での歯科訪問衛生指導の際の持参も

考慮しており、競合製品には存在しない。 
 ⑤意見聴取会とともに展開される事： 

平成 26 年度計画内容にて実施予定である。 
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表 1.3.2.3.1-1 競合製品／競合企業とのベンチマーキング 
  

表 1.3.2.3.1-2 競合製品／競合企業とのベンチマーキング 
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（４）ビジネススキームの検討結果 
①研究・開発 

 株式会社吉田製作所、外部委託業者および外

部有識者による、 

・2次試作装置、3 次試作装置の設計 

・試作装置の評価、意見聴取 

②調達・生産 

・株式会社吉田製作所大阪工場にてパッケージ

を製造する 

③物流 

・株式会社吉田製作所大阪工場にて梱包および

保管を行う 

・株式会社ヨシダを通じ、顧客へ配送する 

④販売 

・株式会社ヨシダ、ディーラーを通して顧客へ

販売する。 

⑤アフターフォロー 

・株式会社ヨシダにて修理・交換依頼を受ける 

・株式会社吉田製作所大阪工場にて修理・交換

する 

 

○プロモーション戦略 

本事業では、以下のプロモーション戦略で、認

知度を向上し、本製品による安心・安全な訪問歯

科診療を訴求することで、これまでの診療環境に

対する不安を和らげて、訪問歯科診療への参入を

促進する。 
 
【2013年度】 

①外部有識者からの意見聴取 
意見聴取後、「専用器材パッケージ共通仕様」

を検討し各社に情報展開した。 

また意見聴取内容からポータブルユニット 2
次試作装置を完成させた。 
意見聴取後を行うことで、より現場のニーズ

に応えることができ、販売促進へとつながる。 
 

②全体会議での意見聴取 
全体会議からポータブルユニット 2 次試作装

置についての意見をいただいた。 
いただいた意見から室内用プラットフォーム

の見直し、クッション性を持ったカバーの追加、

蓋ロック機構の追加、デザイン変更を行い、3
次試作装置を完成させた。 
上記意見内容を装置に反映させることで、3

次試作装置は 2 次試作装置よりもより現場のニ

ーズに合った製品になった。 
 
【2014 年度】 

①外部有識者による意見聴取会 
外部有識者からの意見聴取後内容を確認し、

必要があればそれらの変更または追加を行い、

現場のニーズに対応する。 
 
【2015 年度】 

①世界会議 2015 にて展示 
全体会議の意見から、日本国内に留まらず、 

世界から求められているニーズを明確にし、装

置に反映させることで、販売を促進する。 
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（５）事業リスクの洗い出しと対応策の検討結果 
  前年度継続審査以降、洗い出された事業化の

隘路とその対応を以下に示す。 

 
 

 
表 1.3.2.5-1 事業リスクの洗い出しと対応策の検討結果 

 洗い出された課題（隘路） 左記への対応策 

薬
事 

後発医療機器のため該当しない。  

知
財 

本事業と類似の特許がある。 

①特開平 9-75377 号（本事業パッ

ケージコンセプトと類似） 

②特許第 4997539 号（ポータブル

ユニット発明と類似） 

③全体意匠、部分意匠で権利侵害を

防ぐ対策を行う。 

類似特許への対応 

①可搬性における改良や患者安全・衛生面のための機能拡張を行

い、歯科訪問診療マニュアルと歯科医師対象研修会とをセットと

して販売することで差別化を図る。 

②可搬性については、訪問形態にあわせて組み換え可能な機構と

することで侵害・抵触を回避した。 

③3 件の特許出願を完了した。 

技
術
・
評
価 

①軽量およびコンパクト化 

②狭いスペースにインスツルメン

トホースを収納するため、出し入れ

が困難。 

③カートを室内用と外用の 2 つを

用意したが、重量が多くなってしま

った。 

④1 次試作装置のデザインが単な

る箱型であり良くない。 

①訪問形態にあわせて機能および装備のスリム化、組み換え可能

な機構とすることで満足した。 

②内部のレイアウトを見直すことでスペースを確保し満足した。 

③2 つの用途を簡易的に切り替えられるよう再設計することで満

足した。 

④角に丸みを帯びさせ、クッション材にデザインを入れて見直す

ことで満足した。 

そ
の
他
事
業
化
全
般 

従来品があるため該当しない  

 
 
（６）上市（投資回収）計画の検討結果 
（ａ）投資計画 

本製品の投資を精査したところ、約 3160 万円

(委託費除く)が必要となる。 
 
（ｂ）回収計画 

1 台利益を計算したところ、年間総生産台数を

150 台とした場合、1 年と 3 ヶ月で回収する事が

可能である。 
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4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 H26年 H27年 H28年 H29年

[技術開発] [技術開発] [薬事申請関連]
（1）.取り回し評価用の1次試作機開発 （1）.2次試作機、開発と検証 （1）.パッケージでの臨床評価の実施

（2）.EMC等、薬事申請用各種検証試験の実施 （2）.パッケージでの量産試作検証・量産準備

（3）.臨床評価の実施

[薬事申請関連] [薬事申請関連]
（1）.国内薬事申請 [事業化計画]

（1）.販売の物流ルートの策定

[事業化計画] [事業化計画]
（1）.製造コスト・販売価格設定

【平成24年度】 【平成25年度】 【平成26年度以降】
製品開発フェーズ 販売フェーズ

パッケージ臨床評価

仕様決め

1次試作設計

1次試作組立

1次試作検証

2次試作設計

2次試作部材手配と組立

評価試験

薬事取得

ポータブルユニット部先行上市

パッケージとして上市

量産試作検証・量産準備

外部有識者との検討会

1次試作機開発フェーズ 2次試作機開発フェーズ 評価・量産準備フェーズ

表 1.3.2.6.3 委託期間後を含めた事業計画 

○委託期間以降(平成 27 年度～平成 29 年度)について： 
成熟期の中盤以降に意見聴取活動を再び行い、改良要望やイノベー

ションへの対応を行う。これにより、製品が衰退期を迎える前に途切

れなくプロダクトサイクルを繰り返す事が可能となる。 
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1.4 当該研究開発の連絡窓口 
所属：株式会社吉田製作所ユニット事業部  

電話：03-6863-2272 

FAX：03-3633-9420 
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2.本編 
歯科訪問診療用ポータブルユニットおよびパッケージ化用装置の成果について、実施計画に対する実施概要

を以下に示す。 
 

2.1 ①製品化を見据えた歯科訪問診療用ポータブルユニットおよびプラットフォームのデザインアップを 
行った。 

2.2 ②歯科訪問診療用ポータブルユニットおよびプラットフォームの２次試作設計を実施した。 
2.3 ③歯科訪問診療用ポータブルユニットの薬事承認を行うために、安全性能評価、EMC評価、落下試験、 

環境評価の評価試験を行った。 
2.4 ④外部有識者との情報交換を実施した。 
2.5 ⑤歯科訪問診療用ポータブルユニットの薬事申請を行った。 
2.6 ⑥歯科訪問診療用ポータブルユニットおよびプラットフォームの量産準備を実施中である。 
2.7 ⑦歯科訪問診療用ポータブルユニットおよびプラットフォームの知的財産権申請を行った。 
2.8 ⑧歯科訪問診療用ポータブルユニットおよびプラットフォームの妥当性を確認した。（臨床試験から変更） 
 
これらの詳細を、以下に示す。 
 
2.1 製品化を見据えた歯科訪問診療用ポータブルユニットおよびプラットフォーム※のデザインアップ 
デザイン性と機能性を考え、3 次試作装置のデザインを行った。開発した 2 次試作装置のデザインについて、

全体会議での評価から歯科訪問診療用ポータブルユニットはシリコンのカバーに凹凸をつけ丸みを帯びたデ

ザインにし、プラットフォームはコンパクトで機能性を持たせたデザインとした。 

図 2.1-3 プラットフォーム(2 次試作装置：左 1 列用、右 2 列用) 
※1：1 列用とはプラットフォームに積載するセルを縦積み 1 列に積載する。 
※2：2 列用とはプラットフォームを横に 2 個連結させた状態で縦積み 2 列に積載する。 

図 2.1-4 プラットフォーム(3 次試作装置：左 1 列用、右 2 列用) 

図 2.1-1 歯科訪問診療用ポー

タブルユニット(2 次試作装置) 
図 2.1-2 歯科訪問診療用ポー

タブルユニット(3 次試作装置) 
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2.2 歯科訪問診療用ポータブルユニットおよびプラットフォームの 2 次試作設計 
これまでの開発状況に記載した外部有識者との情報交換を 2013 年 5 月に行い、下記意見をいただき、1 次

試作装置から 2 次試作装置の仕様を決定し、開発した。 
 

2.2.1 歯科訪問診療用ユニットは極力軽いものが良い 
開発内容：軽量化のためフレームを電気亜鉛めっき鋼板(SECC)からアルミニウム(A6063)に変更 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.2-1 正面(1 次試作)  図 2.2-2 右側面(1 次試作)  図 2.2-3 左側面(1 次試作) 
 
 
 
 
 
 
 
 
   図 2.2-4 背面(1 次試作)   図 2.2-5 上面(1 次試作)   図 2.2-6 底面(1 次試作) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  図 2.2-7 正面(2 次試作)    図 2.2-8 右側面(2 次試作)  図 2.2-9 左側面(2 次試作) 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.2-10 背面(2 次試作)   図 2.2-11 上面(2 次試作)  図 2.2-12 底面(2 次試作) 
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2.2.2 診療に使用する基本セット※13が入るようにしてほしい 
 開発内容：セル 1 個のサイズを、基本セットが入る大きさに変更。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2.2-13 サイズ(1 次試作：縦×横×高さ=A×B×Cmm(写真左)、基本セット（=D）が入らない(写真右)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.2-14 サイズ(2 次試作：縦×横×高さ=D が入る大きさ×B×Cmm) 
  

C
 

C
 

 

D 
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2.2.3 プラットフォームの車輪は大きい方が良い 
開発内容：プラットフォームの車輪を変更 

 
 
 
 
 

 
 
 

図 2.2-15 プラットフォーム(屋外用)  図 2.2-16 プラットフォーム(屋内用) 
 
 
 
 

 
 
 
 

図 2.2-17 プラットフォーム(車輪：小) 
 
 
 

 
 
 
 
 

図 2.2-18 プラットフォーム(1 列用※3)  図 2.2-19 プラットフォーム(2 列用※4) 
※1：1 列用とはプラットフォームに積載するセルを縦積み 1 列に積載する。 
※2：2 列用とはプラットフォームを横に 2 個連結させた状態で縦積み 2 列に積載する。 

 
 
 

 
 
 
 
 

図 2.2-20 プラットフォーム(車輪：大) 
 
2.3 歯科訪問診療用ポータブルユニットの薬事承認を行うために、安全性能評価、EMC 評価、落下試験、環

境評価の評価試験を行う（JIS T 0601-1：1999、JIS T 0601-1-2：2012、JIS T 5701：2005、JIS T 5801：
2005、JIS Z 0200：2013 に基づく評価試験） 
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2.4 外部有識者と情報交換 
外部有識者および第 1 回全体会議の情報交換から下記、表 2.4-1 の成果をあげた。 

 
表 2.4-1 実施内容および成果一覧 

テーマ 実施内容 成果 

 外部有識者と情報交換 

サブテーマ１の仕様評価として 
 
2013 年 5 月 
外部有識者から意見をうかがう 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013 年 7 月 
第 1 回全体会議 
 
 
 

2013 年 5 月の外部有識者と情報交換にて 
聴取した意見を反映させ、2 次試作装置を開発し

た 
・材質を見なおし軽量化を行い 2 次試作装置を設

計した。 
・車輪を大きなものに変更した。 
・診療に使用する基本セットが入るように寸法変

更を行った。 
 
 
 
 
2013 年 7 月の全体会議にて 
・室内外の移動を考慮し、室内用と屋外用の車輪

を設けて対応した。 
・クッション性を持たせたカバーに変更設計し

た。 
・扉の開閉機構にロック機構を持たせ、 
3 次試作設計を行った。 

 
2.4.1 外部有識者からの意見と 2 次試作装置の開発 

2.2 参照のこと 
  
2.4.2 第 1 回全体会議からの意見と 3 次試作装置の開発 
「専用器材パッケージ共通仕様」と 2 次試作装置を 2013 年 7 月 23 日開催の第 1 回全体会議で発表し、下

記意見をいただき、3 次試作装置を開発した。 
 
（１）都心部は電車移動が多い為、人にあたった場合も痛くないようにしてほしい(クッションなどを付けて

ほしい) 

 
開発内容：各セルの外観にクッション性を持ったシリコンのやわらかいカバーを設計し、装置が人にあたっ

ても痛くないよう開発した 

図 2.4.2.-1 2 次試作装置外観 
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図 2.4.2.-2 3 次試作装置正面(左：カバー付けた状態、右：カバー外した状態) 
 

（２）公共交通手段(電車等)で運搬する場合は子供がセルをいじる可能性があるため、簡単に蓋のロック解除

されない機構が必要 
 
開発内容：蓋にロック機構を設け簡単にロック解除されないよう対応した 

図 2.4.2-3 2 次試作装置(ロック機能なし) 

図 2.4.2.-4 3 次試作装置(ロック機能あり) 
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（３）デザインが良くない 
 
開発内容：シリコンのカバーに凹凸のデザインを追加し、筐体のエッジ部に丸みをつけ、見栄えよくした 

図 2.4.2-5 3 次試作 
 

2.4.3 共通仕様の公開 

「専用器材パッケージ共通仕様」を再度取りまとめ、事業管理機関である一般社団法人日本歯科商工協会、

株式会社ミクロン、株式会社ナルコーム製作所、株式会社ジーシー、株式会社ジーシーデンタルプロダクツ、

協力企業各社へ展開した。 
 
2.5 歯科訪問診療用ポータブルユニットの薬事申請 
表 2.3-1 の試験後、薬事申請を行った。 

 
2.6 歯科訪問診療用ポータブルユニットおよびプラットフォームの量産準備 
外部有識者からいただいた意見から開発した 2 次試作機を全体会議で発表した。全体会議からいただいた意

見から開発した 3 次試作装置を開発し、量産を開始した。 
 
2.7 歯科訪問診療用ポータブルユニットおよびプラットフォームの知的財産権申請 
歯科訪問診療用ポータブルユニットの知的財産権申請として特許を 3 件出願した。 

 
2.8 歯科訪問診療用ポータブルユニットおよびプラットフォームの臨床試験にて、操作性を確認 
第 1 回全体会議にて、デザインアップの修正が発生し、3 次試作の製作を行い計画より 2 ヶ月ほど遅れた。

薬事申請の承認取得前であったため、臨床試験ではなく妥当性確認を行った。 
 
2.8.1 外部有識者および第 1 回全体会議での妥当性確認 
下表参照。 
 

表 2.8-1 外部有識者および第 1 回全体会議での妥当性確認 
番号 要求仕様 開発内容 

1 歯科訪問診療用ユニットは極力軽いも

のが良い 
材質を電気亜鉛めっき鋼板からアルミニウムに変

更 

2 プラットフォームの車輪は大きい方が

良い 車輪の径を大きなものに変更 

3 診療に使用する基本セットが入るよう

にしてほしい 
全長を縦×横×高さを、基本セットが入る大きさに

変更 
4 室内用プラットフォームと屋外用プラ 車輪にカバーを設け、室内用プラットフォーム、屋
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ットフォームをやめてしまうのは残念 外用プラットフォームと対応できるようにした 

5 人にあたっても痛くないようにしてほ

しい 
シリコンのカバーを各セルに設け、クッション性を

持たせた 

6 デザインが良くない シリコンのカバーに凹凸のデザインを追加し、全体

のエッジに丸みをつけた 
 
2.8.2 成果物の運搬手段等、動作しやすさの妥当性確認 
（１）都市型移動スタイルはベルトを使用、プラットフォームを使用しての運搬を行った。 
（２）郊外型移動スタイルは実際に車に積み込み、妥当性を評価した。 
（３）2014 年 2 月 3 日に長崎大学病院の小山助教に妥当性確認をしていただき、下記妥当性評価時の高評価

をいただいた 
①コンパクトなサイズと軽量さが良い 
②単独のオプチカ点灯機能が良い 
③早く使ってみたい 
④喜ぶ人は多いと思う 

図 2.8.2-1 都市型移動スタイル 1 図 2.8.2-2 郊外型移動スタイル 2 図 2.8.2-3 郊外型移動スタイル 3 
 

図 2.8.2-4 郊外型スタイル１    図 2.8.2-5 郊外型スタイル 2 
 
2.9 パッケージ化用装置開発 
各セルを乗せるため、プラットフォームに取り付けられる機能性とデザイン性を持たせた軽量・コンパクト

な台を開発した。 

図 2.9-1 台(開いた状態)      図 2.9-2 台(畳んだ状態) 
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3.全体総括 
 
3.1 委託事業の振り返り 
 
（１）本年度の目標達成度に関する自己評価 
（ａ）自己評価点 

B：当初目標を達成した。 
（ｂ）自己評価理由 
平成 25 年度の委託業務実施計(①～⑨)を、以下のように実施した事により、評価した。 

①製品化を見据えた歯科訪問診療用ポータブルユニットおよびプラットフォームのデザインアップ 
・全体会議からいただいた意見よりデザインアップした 3 次試作装置を製作した。 

②歯科訪問診療用ポータブルユニットおよびプラットフォームの 2 次試作設計 
・外部有識者からいただいた意見より 2 次試作装置の仕様を決定し、2 次試作装置を製作した 
・全体会議からいただいた意見より 2 次試作装置の仕様に加えてデザインアップした 3 次試作装置を製

作した 
③歯科訪問診療用ポータブルユニットの薬事承認を行うために、安全性能評価、EMC 評価、落下試験、  
 環境評価の評価試験 
・JIS に基づく試験項目に対して試験評価を行った。 

④外部有識者と情報交換 
・外部有識者からいただいた意見より 2 次試作装置の仕様を決定し、2 次試作装置を製作した 

⑤歯科訪問診療用ポータブルユニットの薬事申請 
・JIS に基づく試験を行い、2014 年 1 月 8 日薬事申請を行った 

⑥歯科訪問診療用ポータブルユニットおよびプラットフォームの量産準備 
・3 次試作装置を基に量産の準備を進めている。 

⑦歯科訪問診療用ポータブルユニットおよびプラットフォームの知的財産権申請 
・歯科訪問診療用ポータブルユニットの知的財産権申請として特許を 3 件出願した。 

⑧歯科訪問診療用ポータブルユニットおよびプラットフォームの臨床試験にて、操作性を確認 
・長崎大学病院の小山助教と妥当性確認の打合せを行い 3 次試作装置の妥当性を確認した（臨床試験か

ら変更） 
⑨報告書作成 
・上記の内容を元に報告書を作成した 
 

（２）当初計画からの変更（深堀）点とその理由 
（ａ）対象とする課題・ニーズ 

特になし 
 

（ｂ）機器スペック・ビジネスモデル 
①フレームの材質変更 

変更前 電気亜鉛めっき鋼板 
変更後 アルミニウムの押し出し材 
フレームの軽量化のため、材質をアルミニウムの押し出し材に変更した。 
 
②車輪のサイズ変更 

変更前 車輪のサイズ小 
変更後 車輪のサイズ大 
外部有識者より、移動時は車輪のサイズが大きい方が良いとの意見をいただいたため、車輪のサイズを大き

なものに変更した。 
 
③外形寸法の変更 

変更前 外形寸法(縦×横×高=基本セットが入らない大きさ) 
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変更後 外形寸法(縦×横×高=基本セットが入る大きさ) 
外部有識者より、診療に使用する基本セットが入らないため基本セットが入る寸法に変更した 
 
④室内用車輪と屋外用車輪の削除 

変更前 室内用プラットフォームと屋外用プラットフォーム 
変更後 プラットフォームの車輪部分にカバーを設ける 
全体会議より、室内用プラットフォームと屋外用プラットフォームをなくすのは残念という意見があり、プ

ラットフォームの車輪部分にカバーを設けて、室内用プラットフォームと屋外用プラットフォーム機能をもた

せるように変更した 
 
⑤フロントパネル、リアパネルにカバー追加 

変更前 なし 
変更後 フロント、リアともにシリコンのカバーを設ける 
全体会議より、人にあたった場合でも痛くないようにフロント、リアともにクッション性を持たせた。 

シリコンのカバーを取り付けられるように変更した 
 
⑥蓋のロック機構追加 

変更前 マグネットによる蓋着脱方式 
変更後 ドアフックによる蓋ロック方式 
全体会議より、電車で運搬する場合等は子供がセルをいじっても簡単に蓋のロック解除されない機構が必要

なため、蓋にロック機構を設ける変更をした。 
 
⑦外観デザインの変更 

変更前 凹凸の少ないデザイン 
変更後 クッション性のカバー追加による凹凸のあるデザイン 
全体会議より、クッション性のあるカバーを追加したため、カバーに凹凸のあるデザインに変更した 

 
（ｃ）事業化体制 

①パッケージ全体の流通 
変更前 未定 
変更後 ユニット事業部で管理し、株式会社ヨシダにて販売する 
歯科訪問診療用ポータブルユニットの流通は決定していたが、パッケージは決定していなかった。 

初回のパッケージは株式会社ヨシダで販売し、アフターフォローや消耗品の再購入は各社で行う。 
 
（ｄ）事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

変更なし 
 

（３）有識者委員会・伴走コンサル指摘事項とその対応 
（ａ）薬事面 
指摘事項 特になし 
 
（ｂ）技術・評価面 
指摘事項 特になし 

 
（ｃ）知財面 
指摘事項 特になし 

 
（ｄ）事業化面 
指摘事項 特になし 

 
（ｅ）その他全般 



 

32 

指摘事項 特になし 
 

（４）委託事業を振り返って改善すべきであった点 
（ａ）事業体制 
歯科訪問診療用ポータブルユニットおよびパッケージ化用装置の 3 次試作装置開発時にデザイン変更、構造

の変更による設計見直しから上市が遅れた。以下項目を早期に決定することで、より迅速な上市ができたと考

えられる。 
①デザインアップ 
デザインの見直しと要求に対するデザインコンセプトの明確化 

②試験評価 
 EMC 試験の静電気対策時に他部署との情報交換を迅速にする 

 
（ｂ）事業の進め方 
歯科訪問診療用ポータブルユニットおよびパッケージ化用装置の開発過程において、第 1 回全体会議の意見

から開発方針を決定した。その際、デザインアップ期日の社内やり取りや、変更する部品と変更後の指示をリ

スト化し、明確化することでさらに品質の高い開発が行えたと考えられる。 
 

（ｃ）その他 
特になし 
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3.2 これまでの委託事業の成果と今後検討すべき課題 
採択から 3 年後の到達目標 

▶ 
現時点での達成状況 
（計画変更理由を含む） ▶ 

目標達成を阻害する要素の洗い出しと

対応策 ▶ 
来年度検討・実施すべき事項 
（来年度実施計画） 

【平成 26 年度】 
①専用ポータブル歯科診療器材パッケ

ージの構成品として、平成 26 年 7 月上

市目標。 
 

 

【平成 24 年度達成内容】 
①歯科訪問診療用ポータブルユニットお

よびプラットフォームの共通仕様策定。 
②同、1 次試作品完成。 
③同、基本コンセプトおよび共通仕様特

許出願完了(出願番号：特許 2013-14345
号) 
④同、基本コンセプトおよび共通仕様に

ついて自社内での性能評価完了。 
【平成 26 年度達成内容(1 月末時点)】 
⑤ポータブルユニットおよびプラットフ

ォーム共通仕様の研究実施期間および協

力企業へ展開した。 
⑥製品化を見据えた歯科訪問診療用ポー

タブルユニットおよびプラットフォーム

のデザインアップを実施した。 
⑦歯科訪問診療用ポータブルユニットお

よびプラットフォームの 2 次試作設計を

実施した。 
歯科訪問診療用ポータブルユニットの薬

事承認のための 
評価試験を行った。 
⑧2 次および 3 次試作装置完成 
⑨薬事申請 

 

①軽量化の検討：1 次および 2 次試作

装置は、板金および樹脂での切削加工

で製作したため、重量が増した。 
 量産試作では量産金型を製作し、軽

量化をはかる。 
②コンパクト化の検討： 
カートを室内用と外用の 2 つを用意し

たが、その分大きくなってしまった。2
つの用途を簡易的に切り替えられるよ

う再設計することで満足した。 
③機器取り回しの検討： 
狭いスペースにインスツルメントホー

スを収納するため、出し入れが困難と

なってしまった。内部のレイアウトを

見直すことでスペースを確保し満足し

た。 
④デザインの見直し： 
1 次試作および 2 次試作装置は、機構

および取回し確認をメインでおこなっ

たため、デザインアップがされておら

ず、デザインがよくないと外部有識者

に指摘された。デザインを見直すこと

で対応した。 

 

【平成 26年度終了時点までの実

施予定事項】 
①歯科訪問診療用ポータブルユ

ニットおよびプラットフォーム

の量産準備(平成26年7月までに

段階的に発売予定)。 
②薬事取得 
③意見聴取会の実施し、得られた

意見を精査して改良に役立てる。 
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3.3 平成 26 年度以降の実施内容に関する計画（案） 
2014（平成 26）年度 実施内容（案） 2015（平成 27）年度 実施内容（案） 
項目名 具体的な内容 
専用ポータブル歯科診療器材

パッケージの構成品として、平

成 26 年 7 月上市目標。 
 
 
 

ポータブルユニットおよびプラットフォームの量産準備(平成 26年 7月までに段

階的に発売予定)の後、平成 26 年 7 月 21 日より、株式会社ヨシダより販売を開

始する。 

器材パッケージの共通仕様の公開 

意見聴取会 
 
 
 

各都道府県歯科医師会の主催により開催され、パッケージコンセプト等の説明を

行い、地域性等を含む意見を聴取する。 
得られた意見は、重要度・緊急度に応じ、平成 26 年度中に対応可否を決定し、

対応の必要性に応じ実施して行く。 

平成 26 年度意見聴取会から得られた意見を参考

に、必要に応じ改良・開発を行う。 
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3.4 委託事業終了時までに完成する最終製品の概要とスケジュール 
最終製品名 概要 スケジュール 
パッケージ化用装置(仮称) サブテーマ①～⑨までを一緒に、もしくは選択して持ち運ぶことを可能としたパ

ッケージである。 
(特長) 

１．その日の診療内容に応じて機器を選択して持ち運ぶことができる。 
２．共通仕様に準じて製造すれば、後発メーカのものも一緒にセットし持ち運ぶ

ことができる。 

平成 26 年 7 月上市 

カルフェ Ｃ エアを供給するための装置である。各セルと合わせ、縦・横好きな運搬状態でベ

ルトによる肩掛けおよびプラットフォームに乗せて運搬できる。 
平成 26 年 7 月上市 

可搬式歯科用ユニット 
カルフェ Ｕ 

可搬式の歯科用ユニットである。各セルと合わせ、縦・横好きな運搬状態でベル

トによる肩掛けおよびプラットフォームに乗せて運搬できる。 
(特長) 

１．各セル重量 5kg と軽量化した。 
２．市販ペットボトルの飲料水を、そのまま使用できるようにした。 
３．可搬式歯科用ユニットを個別電源とし、個別で持ち運ぶことを可能とした。 

平成 26 年 4 月上市 

歯科用吸引装置 
カルフェ Ｖ 

可搬式の歯科用吸引装置である。各セルと合わせ、縦・横好きな運搬状態でベル

トによる肩掛けおよびプラットフォームに乗せて運搬できる。 
(特長) 

１．各セルの重量 5kg 未満と軽量化した。 
２．歯科用吸引装置を個別電源とし、個別で持ち運ぶことを可能とした。 

平成 26 年 4 月上市 
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【用語説明】 

文中※の用語説明を下記に示す 

番号 専門用語 専門用語説明 

※1 パッケージ化用装置 上記パッケージを実現するために必要な「台」や「プラットフォーム」等をいう。 

※2 

歯科訪問診療用ポータブルユニット 

(可搬式歯科用ユニット、製品名：カル

フェ Ｕ) 

可搬式歯科用ユニットは歯科用ポータブルユニットとも呼ばれ、一般的な歯科用ユニットのような歯科患者用チ

ェアではなく、ユニット部一体又はユニット部とバキューム部などに分離されているものがある。一般的にオペ

レーティングライトは組み込まれていない。比較的軽量でコンパクトに設計されたユニット。 

※3 マイクロモータ 

歯科用電動式ハンドピース。 

電気駆動による機器で歯科用バー、リーマ等の回転、振動、回転反復、上下運動およびそれらの複合運動をする

器具を接続するためのチャックを備えたハンドピースからなる装置をいう。 

※4 スケーラ 

25～45kHz で発振する振動子の振動をチップ先端に共振させてスケーリング(歯石除去)する装置であり、単独型

とユニット内蔵型がある。発振方式には磁歪(じわい)式(フェライト・ニッケル)と電歪(でんわい)式(圧電素子)

とがある。 

※5 
歯科訪問診療用ポータブルバキューム

(歯科用吸引装置、製品名：カルフェ Ｖ) 

歯科用吸引装置。 

歯科専用に設計された吸引器で、歯科治療中に口腔から発生する、水、血液、唾液および破片又は口腔外に飛散

する飛沫を除去するものをいう。 

※6 
歯科訪問診療用ポータブルコンプレッ

サ(製品名：カルフェ Ｃ) 
コンプレッサを具備し、エアを供給する装置のこと 

※7 
セル(歯科訪問診療用ポータブル小物入

れ、製品名：カルフェ Ｋ) 
「セル」と呼ぶ共通の規格にのっとった形状を持つ、各サブテーマで開発される器材 

※8 プラットフォーム セルを積載し、運搬するための装置 

※9 台 セルや診療器具を乗せるための台をいう。 

※10 都市型移動スタイル 
パッケージ運搬の手段として、セルをハンドルやベルトを使用し個々に運搬する場合、カートを使用し運搬する

場合を指す。 

※11 郊外型移動スタイル パッケージ運搬の手段として、車での運搬を行う場合を指す。 

※12 パッケージ サブテーマ１～９の機能を持った「セル」や「プラットフォーム」を必要に応じて組み合わせた状態 

※13 基本セット エキスプローラ―、エキスカベータ、ピンセット、練成充填器、ミラー等がセットになったものをいう。 
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1. 研究開発の概要 
 
1.1 研究開発の背景・目的及び目標 

(1) 「研究開発目的」 
① 在宅訪問歯科診療に適したポータブル照明機器を本年中に完成させ上市を目指す。 
② 生体情報モニターシステムにリンクする動脈血酸素飽和度（SpO2）計測装置の開発。 
 

(2) 「研究開発概要」 
在宅・訪問歯科診療に適したポータブル照明機器の完成上市と生体情報モニターシステムにリンクする

動脈血酸素飽和度（SpO2）計測装置の開発を本事業での達成目標とする。 
平成 25 年度は、平成 24 年度の設計仕様を継続した照明装置の完成と上市及び動脈血酸素飽和度

（SpO2）計測装置を開発する。 
平成 25 年度実施内容に関しては、日本歯科医学会からの外部有識者の意見、評価をフィードバックする。 

 
(3) 「実施内容」 

実施内容は以下のとおりである。 
① 照明装置の設計修正とSpO2計測装置の仕様検検討、設計 
② 照明装置・SpO2装置の製作 
③ 照明装置・SpO2装置の試験、非臨床試験 
④ 照明装置・SpO2装置付属装置の開発 
⑤ 照明装置・SpO2装置の臨床評価 
⑥ 薬事申請／照明装置が届出、SpO2装置が認証 
⑦ 量産準備、取扱説明書作成 
⑧ 開発の進捗管理・運営／本部会議、開発会議の開催 
⑨ 報告書作成 
 

1.2 事業実施（研究開発）体制 

(1) 本研究の研究組織及び管理体制 
 
 

 
 
 
1.3 成果概要 

次頁以降に本年度開発した製品の概要および本年度検討・精査した同製品の事業化計画を記載する。 
 

1.3.1 開発製品「ポータブル照明機器」 

【訴求ポイント】 
１．患者の眩しさを低減するため口腔範囲を照明するズーム付きスポット照明とした 
２．レンズをスライドさせるズーム機構により照射面積を可変とした。 
３．ズーム機構を取り入れることで照射面積の変化に対して光量を一定にした。 
４．光量の減少をなくし高照度化を実現した 
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製品名 ポータブル照明機器 一般的名称 汎用歯科用照明器 
クラス分類 クラスⅠ 許認可区分 届出 申請区分 後発 
製造販売業者 株式会社ミクロン 製造業者 株式会社ミクロン 
販売業者 株式会社ミクロン、株式会社ヨシダ その他（部材供給）  
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に：  ） 
薬事申請時期 2014 年 4 月 2015 年 12 月 
上市時期 2014 年 7 月 2015 年 12 月 
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1.3.2 事業化計画 
 
(1) 事業化に向けた現状ステータス 

(a) 機器の開発（実証）目標達成状況 
【平成 24 年度達成内容】 
①製品の基本仕様の確定終了 
②光学系見直し、レンズ設計、本体軽量化設計終了 
【平成 25 年度達成内容】 
①量産試作機の製作中 
・本体パーツ製作・加工中 
・外観デザイン試作中 

(b) 薬事対応状況 
・平成 26 年 4 月薬事申請予定（届出） 

(c) 知財確保状況 
・商標出願済み 

(d) その他（事業化体制等）の整備状況 
 
(2) 市場性（想定購入顧客）の検討結果 

(a) 医療現場でのニーズ 
・在宅訪問歯科診療時に適した軽量なポータブルタイプの照明灯が少なく、診療室の照明を改良した 
  ものや一般用途の照明を流用したものであり、訪問歯科診療に特化した仕様として開発された製品がない。 

(b) 現状における問題点 
・操作方法の多様化の要望（手持ち式、ヘッドマウント式）がある。 
・手持ち診療時の落下防止対策が要望される。 

(c) 本機器の想定顧客および市場規模 

① 国内 
・本事業主題のパッケージにセットされる照明装置であり、パッケージと同数の市場が見込まれる。 
・現在訪問診療を行っている歯科医師は市販品のヘッドライト、マグライトを使用されており、 
  歯科用照明装置である本製品の上市と意見聴取会の実施により周知されることにより、 
  専用パッケージ外の既存ユーザ向けの単品販売を目指す。 
・また単品製品としての市場（医院内使用）もプラスされる見込みである。 
  以上、上市３年後に合計 500 台の販売をめざす。 
② 海外 

 ・本事業主題のパッケージにセットされる照明装置であり、パッケージと同数の市場が見込まれる。 
 ・また単品製品としての市場（医院内使用）もプラスされる見込みである。 
   以上、上市３年後に合計 1000 台の販売をめざす。 
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(3) ターゲット市場における業界分析結果 

(a) 競合製品／競合企業の動向 
・在宅訪問歯科診療時に適した軽量なポータブルタイプの照明灯が少なく、診療室の照明を改良した 
  ものや一般用途の照明を流用したものであり、訪問歯科診療に特化した仕様として開発された製品がない。 

(b) 競合製品／競合企業とのベンチマーキング 
 
 
 
 
 

 
  １）市販品、ヘッドライト（LED）：光が拡散し、広がりすぎる。 
  ２）市販品、マグライト：照射面が均一でなく、広がりすぎる。 
  ３）一次試作品：ムラがなく均一で、自然光の明るい照明、口腔サイズの照射面積（直径約 60mm） 
 
【競合との差別化要素】 
・レンズをスライドさせる機構を取り入れることで照射面積の変化に伴う光量を一定にし、光量の減少を 
  なくし高照度化をはかった。 
・自然光 LED 光源を採用することで長時間照明と明るく見やすい診療が行える。 
・専用器材パッケージでの販売でありマニュアル及びその他の器材とセットで販売される(単品販売も想定) 
 
(4) ビジネススキームの検討結果 
・平成 26 年 7 月上市は固定装置を考慮した本体の開発上市である。 
  継続してパッケージプラットフォーム、体位補助装置、車椅子などへの固定方法の開発を行う。 
・プラットフォーム、体位補助装置、車椅子への固定が可能となることで照明担当の介助者に頼らない 
 治療が可能となる。 
・義歯の調整作業などの固定した作業に有効となる。 
 
(5) 事業リスクの洗い出しと対応策の検討結果 

 洗い出された課題（隘路） 左記への対応策 

薬
事 

■一般医療器（クラスⅠ） ■薬事申請届出予定 
 

知
財 

■現在のところ特許出願なし 
■抵触可能性の特許なし 

■完成後、意匠出願を検討中 

技
術
・
評
価 

■両手をフリーにしての診療

と補助員がいない時への対応

の要望 
■ポケット収納時の出し入れ

と落下防止の要望 
 

■本製品の保持・固定方法として本課題パッケージの

プラットフォームへの固定設置の検討と固定装置の

開発を行う 
■本製品にストラップ取り付けを可能とする。 
 
 

そ

の

他

事

業
化
全
般 

■訪問診療パッケージ組み込

みだけで無く医院での使用を

検討 

■意見聴取会において医院での使用についての評価

を戴く。 
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(6) 上市（投資回収）計画の検討結果 

(a) 投資計画 
・本年度の検討を踏まえ、本製品の開発、評価、市販後に必要となる投資を精査した。 
・開発、評価、市販後までには委託費の約 500%増しの費用が必要となり、自己投資を行う。 

(b) 回収計画 
・初年度 100 台(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ分)と単品 200 台の出荷と次年度以降の出荷数の増加を達成させる。 
・上市３年後の出荷数を約 500 台／年とし上市後 3 年間での投資回収を見込む 

 
 
 



 

6 

(c) 委託期間後を含めた事業計画 
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1.3.3 開発製品「SpO2モニター装置」 

【訴求ポイント】 
開発したパルスオキシメータは単体使用可能であるが、無線通信機能を付加したことで患者情報端末（サブ

テーマ３）とのリンクを可能とした。タブレット端末を使用して患者情報を管理しており、この情報端末に専

用ソフトを入れることで、測定データを表示、自動記録することが可能である。 
 
１．訪問診療中のSpO2値を計測し情報端末へ計測データを無線送信可能である。 
２．測定中のデータを情報端末に表示可能である。 
３．患者情報端末とリンクし測定結果データを自動記録可能である。 

  

 
 

製品名 パルスオキシメーター 一般的名称 パルスオキシメーター 
クラス分類 クラスⅡ 許認可区分 認証 申請区分 後発 
製造販売業者 株式会社オータックス 製造業者 株式会社オータックス 
販売業者 株式会社ミクロン、株式会社ヨシダ その他（部材供給）  
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に：  ） 
薬事申請時期 2014 年 4 月 2015 年 12 月 
上市時期 2014 年 7 月 2015 年 12 月 
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1.3.4 事業化計画 
 
(1) 事業化に向けた現状ステータス 

(a) 機器の開発（実証）目標達成状況 
①製品の基本仕様の確定終了 
②SpO2(パルスオキシメータ)と表示端末との無線通信実験済み 
③モニター試作機の製作完了 
④量産準備中 

(b) 薬事対応状況 
・平成 26 年 4 月薬事申請予定（認証申請） 

(c) 知財確保状況 
・意匠特許出願済み 

(d) その他（事業化体制等）の整備状況 
・量産金型製作、外部試験、薬事申請準備中 
 

(2) 市場性（想定購入顧客）の検討結果 
 

(a) 医療現場でのニーズ 
歯科訪問診療に於ける印象採得の際には口からの呼吸を障害するため、肺機能低下などを有する要介護者、

高齢者ではSpO2モニターの必要性が特に高い。 
(b) 現状における問題点 
・現在訪問診療を行っている歯科医師は測定データの自動記録、通信機能の無いものを使用している。 
・患者生体情報を訪問診療現場で手入力し記録することは困難である。 

(c) 本機器の想定顧客および市場規模 

① 国内 
・本事業のパッケージにセットされるSpO2モニター装置であり、パッケージと同数の市場が見込まれる。 
・現在訪問診療を行っている歯科医師は測定データの自動記録、通信機能の無いものを使用されており、 
 患者情報端末とのリンク機能がある本製品の上市と意見聴取会の実施により周知されることにより、既存 
 ユーザ向けの単品販売を目指す。 
・また単品製品としての市場（医院内使用）もプラスされる見込みである。 
以上、上市３年後に合計 600 台の販売をめざす。 
② 海外 
・本事業のパッケージにセットされるSpO2モニター装置であり、パッケージと同数の市場が見込まれる。 
・また単品製品としての市場（医院内使用）もプラスされる見込みである。 
以上、上市３年後に合計 1000 台の販売をめざす。 

 
(3) ターゲット市場における業界分析結果 

(a) 競合製品／競合企業の動向 
・現在市販されてるパルスオキシメータはセンサー一体の小型指先タイプから携帯型のセンサー分離式で 
 センサーが取り替え可能なタイプ、大型の生体情報モニタータイプまで様々なものが販売されている。 
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(b) 競合製品／競合企業とのベンチマーキング 

・訪問診療中 SpO2値を計測し情報端末へ計測データを無線送信可能である。 

・計測中のデータを情報端末に表示し、計測結果データを自動で記録できる。 

・監視値の設定が可能であり監視値外れを通知可能である。 

  ・専用器材パッケージでの販売であり診療マニュアル及びその他の器材とセットで販売される。 

 
(4) ビジネススキームの検討結果 
  ・SpO2のモニタリングが可能となることで歯科訪問診療時に患者の状態をチェックしながらの治療が 
  可能となり術者の不安が取り除かれ、安全で効率的な歯科医療が提供できる。 
 ・サブテーマ３の患者情報端末との連携により、患者の生体情報をネットワークを通して医科へ提供し、 
  医科との連携の可能性があり実現することで市場が拡大する。 

 
(5) 事業リスクの洗い出しと対応策の検討結果 

 
 洗い出された課題（隘路） 左記への対応策 

薬
事 

■認証申請（クラスⅡ）の実施 ■各種試験実施後、認証申請を実施する。 

知
財 

■現在のところ特許出願なし 
■抵触可能性の特許なし 

■意匠出願済み 

技
術
・
評
価 

■訪問診療に於いてはSpO2、

血圧、心電図等の生体情報のモ

ニタリングが求められている

との課題認識があった。 
■平成 24 年度伴走コンサルに

於いてSpO2モニター装置は全

体システムのなかに最初から

入れるべきとの要望があった。 

■歯科訪問診療に於ける印象採得の際には口からの呼

吸を障害するため、肺機能低下などを有する要介護者、

高齢者ではSpO2モニターの必要性が特に高い。 
 
■平成 25 年度よりSpO2モニター装置の開発をスター

トした。 

そ
の
他
事

業
化
全
般 

■サブテーマ３患者情報端末

との連携による遠隔での生体

情報モニターの可能性 

■患者の生体情報をネットワークを通して医科へ提供

し、医科との連携を可能とする。 

 
(6) 上市（投資回収）計画の検討結果 

 
(a) 投資計画 
 ・本年度の検討を踏まえ、本製品の開発、評価、市販後に必要となる投資を精査した。 
 ・量産体制確立の経費（金型、試験費用）負担が多くなり開発、評価、市販後までの自己投資額は委託費   
  の約 900%増しの費用を自己資金でまかなう。 
(b) 回収計画 
  ・初年度 100 台(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ分)と単品 300 台の出荷と次年度以降の出荷数の増加を達成させる。 
  ・上市３年後の出荷数を約 600 台／年とし上市後 3 年間での投資回収を見込む 



 

10 

(c) 委託期間後を含めた事業計画 
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1.4 当該研究開発の連絡窓口 
 
会社名： 株式会社 ミクロン 

開発部  
電 話： 03-3726-0396 
ＦＡＸ： 03-3726-5396 
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2. 本編 

2.1 ポータブル照明機器 

2.1.1  問題分析 

 現状の製品は以下の通りである。 
(1) 通常の診療室にある無影灯 

 固定型で訪問診療には使用できない。近年は LED タイプが増加している。 
(2) 移動型照明灯，無影灯 

 持ち運びができ、訪問診療に使用可能となっているが、大型で持ち運びに不便さがある。 
(3) ヘッドライトタイプ 

 訪問診療時によく使用され、小型軽量で携帯に便利であり明るさ等の照明性能も高額のものは十分 
   であるといえる。スコープ付のより高額の物もあり、これは精密な外科手術用途に開発されたもの 

    である。ただし、これらヘッドライトタイプは術者が頭を動かすと患者の目に光が入り易く、眩しく、 
 時には治療を拒否される原因になる場合がある。 
(4) ペンライトタイプ  

 訪問診療や院内でも使用されており、小型であり患者に圧迫感を与えない。手持ちになるので治療 
    時には照明担当の介助者が必要になる。光が拡散し広がりすぎるので照明担当者は患者の口腔に照 
 明を近づけて使用することになる。 
(5) 口腔内挿入タイプ 

 近年登場してきた開口器としても使える複合商品であり、訪問診療にも使用可能ではあるが、開口 
度合いにより使用できる患者さんが限定される。 

  ポータブルユニットが各メーカーから販売されているが、軽量な訪問診療用のポータブル照明灯が 
  少なく、在宅・訪問歯科診療に適した軽量なポータブル照明灯の開発が望まれる。 
 

2.1.2  製品仕様  

(1) これまでの開発状況 

  平成 24 年度事業において以下を実施。 
  ① 製品仕様の確定 
  ② レンズ設計（光学設計、シミュレーション） 
  ③ 本体設計（本体筐体部の設計、基板設計） 
  ④ レンズ製作 
  ⑤ LED 基板製作 

(2) コンセプト 

     ・患者の眩しさを低減するため口腔範囲を照明するスポット照明とした。 
  ・レンズをスライドさせるズーム機構により照射面積を可変とした。 
  ・ズーム機構を取り入れることで照射面積の変化に対しても光量を一定にし、 
   光量の減少をなくし高照度化を実現した。 
(3) 製品仕様 

  光  源：自然光 LED を採用 
  照光範囲：距離５０ｃｍにて５０ｍｍから１００ｍｍの範囲を照射 
  電  源：単４型アルカリ電池３本使用 
  点灯時間：連続点灯時間５時間３０分 
  寸  法：全長１２０ｍｍ、最大外径３０ｍｍ、把持部外径２７ｍｍ 
  重  量：本体重量１７０ｇ 
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2.1.3  製作過程 

(1) 小型軽量化 

   平成 24 年度事業で小型、軽量化設計を行い、本年度は設計に基づいた 2 次試作品を完成した。 
   設計通りの小型、軽量化を達成。 
 
 
 
 
 
 
(2) 光重合レジン硬化防止用フィルタ製作 

レジン修復治療中にレジンが硬化するのを防止するためのテストを実施。 
 ・本体へのフィルタ取付用アダプタを製作。 

 
 
(3) 本体固定装置開発 

本体固定用アームの操作性の検討を行った。 
固定方法に関しては今後の課題とし、７月の上市時には三脚に取付けられるアダプタを用意し三 
脚等は顧客側で用意して頂く事とする。 

 
 
 
 
 
 
 
(4) スイッチ部 

    スイッチ部ゴムカバー製作 

 
 
 
 
 
 
(5) ストラップ穴設置 

 本体のスイッチホルダ部にストラップ穴を設置。 
 
 
 
 
 
 
 

 
(6) 量産準備、上市 

 外観仕様を早急に決定し、平成 26 年 7 月の上市に向け量産準備を開始する。 
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2.2  SpO2モニター装置（パルスオキシメータ） 

2.2.1  問題分析 

本事業の取り組み課題は在宅歯科医療供給体制の整備であり、その解決策が安全で効率的な歯科医

 療システムの開発提供である。 
また、要介護者の増加といった治療環境があり開発当初から訪問診療における課題として次の課題 

 認識がある。 
1. 訪問診療においてはリスクの高い患者が多い 
2. 安全に治療するために要介護者の全身状態の把握が必要である 
3. SpO2、血圧、心電図などの生体情報のモニタリングが求められている 
4. 安全で効率的な訪問歯科医療システムの開発提供が必要である 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

在宅処置頻度アンケート 

 
 上図は平成 21 年に行った「在宅で頻度の高い歯科治療処置」の調査結果とアンケートの結果から各 
処置においてどのような器材が重要視されているのか，その頻度で点数をつけてグラフ化を行ったも 
のである。 
 どの処置においても持参頻度が高かったものが血圧計とSpO2モニター装置であり，訪問診療に 
おける生体情報モニターについてのアンケートと有識者の意見をまとめた結果でも重要視されてい 
たのがSpO2モニター装置と血圧計であった。 
 軽量で計測が容易なものがよいとの要望と本事業推進のなかでもSpO2モニター装置は全体システ 
ムのなかに最初から入れるべきとの要望が出された。 
 SpO2，血圧，心電図などの生体情報のモニタリングが求められるとの課題認識があった訳であ 
るが現状分析結果と事業推進中の有識者のアドバイス，さらに印象採得の際のパルスオキシメータ 
の必要性の高さからまずパルスオキシメータを本事業パッケージへ入れることとした。 
 パルスオキシメータは様々なメーカーより発売されているが、本製品は本事業パッケージに搭載さ

 れる訪問診療用ソフトに測定データを無線転送することで患者情報の管理を可能とし、 
またタブレット PC で詳細表示・監視をすることでさらに安全な診療を可能とする。 
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2.2.2  製品仕様  

 

(1) 仕様検討 

市販されているパルスオキシメータはセンサ一体の小型指先タイプから携帯型センサ分離式の

センサー交換可能タイプ，大型の生体情報モニタータイプまで様々なものがある。開発製品は

訪問診療に適した小型軽量，センサ交換可能で見やすい表示を考慮し次の項目を主要な仕様と

した。 

1. 訪問診療中SpO2値を計測し情報端末へ測定データを無線送信する 

2. 測定中のデータを情報端末に表示する 

3. 測定結果データを自動記録する 

 

 本体機能、通信方法、スマートフォン用アプリケーションソフトの機能を検討のため以下を実 

 施し製品仕様の決定を行った。 
1. SpO2試作実験機を製作。 

2. 測定データ受信・表示用としてスマートフォンを準備。 

3. 表示アプリケーションソフトを製作し、仕様確認実験を実施。 

 

         
 
 

(2) 仕様の決定 

・小型で軽量タイプ。 
・本血中酸素飽和度(SpO2)、脈拍数を液晶画面表示する。 
・脈拍に同期する同期音機能付き。 
・約 48 時間連続使用が可能。 
・電池消耗等の各種情報通知機能付き。 
・患者測定データを無線送信する。 
・送信されたデータを患者情報端末に表示する。 
・患者情報管理システムへ測定データを送信し記録管理する。 
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2.2.3  製作過程 

 
(1) 本体、センサ部デザイン 

本体・センサ部のデザインを作成。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 筐体設計 

       デザインを元に筐体設計を実施。 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 試作評価機製作 

試作評価機を製作、完成。 
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(4) タブレット PC用ソフト開発 

測定データ受信・表示用アプリケーションソフト（β版）製作。 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) 試作本体、ソフト検証評価 

 試作パルスオキシメータとアプリケーションソフトの動作検証、評価を実施。 
 
 
(6) 非臨床評価 

外部有識者による試作品のモニター評価を実施。 
 
 
(7) 改良修正 

 検証、評価を反映させたアプリケーションソフト（フェーズ２）を製作。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) 量産準備、上市 

  仕様通りの試作を終了した。アプリケーションソフトの改善修正を継続中であり、 
  平成 26 年７月の上市に向け量産準備を開始した。 
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3. 全体総括 
 
3.1.1 委託事業の振り返り 
 
(1) 本年度の目標達成度に関する自己評価 

 
(a) 自己評価点 

A：当初目標を上回る成果を得た。 
(b) 自己評価理由 
SpO2モニター装置の開発においては、上市時期は平成 27 年末頃と予想し、計画では「SpO2 モニター装置

を開発する」としたが、上市時期を平成 26 年 7 月に前倒しできる見込みとなった。 
① ポータブル照明装置 
医工連携事業（臨学産連携の協働事業）であることから下記メリットがあった。 
 歯科大学、歯科医師からの試作品の非臨床評価、臨床評価等の依頼がスムーズに早く行えた。 
 改善改良が早くなり単独開発より上市が早まった。 

 
② SpO2モニター装置 
平成 24 年度の伴走コンサルに於いて要望があり、平成 25 年度に開発を開始した。平成 26 年 7 月の上市を

達成できる見込みである。 
 期限のある計画を推進することで開発のスピードが速くなった。 
 新規の開発ではなく既存製品の改良と付加機能の追加により上市が早まった。 

 
(2) 当初計画からの変更（深堀）点とその理由 

 
(a) 対象とする課題・ニーズ 

① 生体情報モニター 
変更前 血圧計、動脈血酸素飽和度（SpO2）、心電計（ECG）が必要であるが事業後の開発予定であった。 

 
変更後 動脈血酸素飽和度（SpO2）モニター装置の開発を行うこととなった。 

 
 
訪問診療に於いては、患者生体情報のモニタリングが求められるとの課題認識があった訳であるが現状分析

結果と事業推進中の有識者のアドバイス、さらに印象採得の際のSpO2モニター装置（パルスオキシメーター）

の必要性の高さから、専用のSpO2モニター装置を開発し、本事業パッケージへ入れることとした。 
 

(b) 機器スペック・ビジネスモデル 

① ポータブル照明装置スペック 
変更前 手持ち式照明、重量２００ｇ 

 
変更後 手持ち式照明、重量１７０ｇ、ストラップ取付 

 
 
臨床モニターからストラップ取付の要望があり、ストラップ取付を可能とした。仕様重量 200g を軽量化設

計により 30g の重量軽減を達成。 
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(c) 事業化体制 

① 変更点無し 
変更前  

 
変更後  

 
 
 

(d) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

① SpO2 モニター装置の上市スケジュール 
変更

前 
事業計画では「SpO2モニター装置を開発する。」とし

た。 
変更

後 
開発を終了し、量産準備中であり、平成 26 年 7 月上市

予定となった。 
 
有識者のアドバイスにより平成 25 年度に開発を開始し、試作開発までを予定していたが平成 26 年 7 月の

上市を達成できる見込みである。 
 既存製品の改良開発として付加機能の追加を行ったことで上市が早まった。 

 
 
(3) 有識者委員会・伴走コンサル指摘事項とその対応 
 
(a) 薬事面 

指摘事項 指摘事項なし 
 

 
薬事申請については下記の通り 
 照明装置はクラスⅠ（届出） 
 SpO2モニター装置はクラスⅡ（認証） 

 
(b) 技術・評価面 

指摘事項 SpO2モニター装置については無線通信機能が重要である。 
 

 
SpO2モニター装置にタブレットPCとの無線通信機能を付加した製品とした。 
 サブテーマ３との連携が可能となった。 
 測定データの自動記録が可能となった。 

 
(c) 知財面 

指摘事項 意匠登録を意識すること 
 

  
 知財面については下記の通り対処した 
 SpO2モニター装置に於いては意匠出願を完了 
 照明装置についても意匠出願を予定 
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(d) 事業化面 

指摘事項 事業主体を明確にすること 
 

 
日本歯科医師会、日本歯科医学会、日本歯科商工協会の協同事業である。 
 照明装置の単体販売も実施 
 SpO2モニター装置の単体販売も実施 

 
(e) その他全般 

指摘事項 SpO2モニター装置はパッケージに組み入れるべきである。 
 

 
平成 25 年度よりSpO2モニター装置の開発を開始し、試作開発を終了して量産準備中であり、平成 26 年７

月の上市予定である。 
 
 

(4) 委託事業を振り返って改善すべきであった点 
 

(a) 事業体制 
臨学産が連携して協働事業としてに取り組み９件のサブテーマでスタートしたが、サブテーマ２ではポータ

ブル照明機器・SpO2 モニター装置の２製品の開発を行った。各製品を個別のサブテーマとして取り組むべき

であったと思う。 
 報告書作成などの事務処理に苦労した。 
 経理処理が煩雑になってしまった。 
(b) 事業の進め方 
社内において委託事業担当の人員に限りがあり事務処理専任者の確保が必要と思う。 
 委託業務における事務処理作業が不慣れのために作業に手間取ってしまった。 
 経理証拠書類のネットでのオンライン入力は便利であった。 
(c) その他 
委託事業における自己負担経費の救済処置がほしいところである。 
 事業年度における委託事業実施期間が短い場合に於いては期間外に於ける経費負担が増加する。 
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3.1.2 これまでの委託事業の成果と今後検討すべき課題 
採択から 3 年後の到達目標 

▶ 
現時点での達成状況 
（計画変更理由を含む） ▶ 

目標達成を阻害する要素の洗い出しと

対応策 ▶ 
来年度検討・実施すべき事項 
（来年度実施計画） 

①平成 26 年 7 月の上市 
・ポータブル照明機器、課題パッケ

ージへの組込上市 
・ポータブル照明機器、単品での上

市 
 
 

 

【平成 24 年度達成内容】 
①製品の基本仕様の確定終了 
②光学系見直し、レンズ設計、本体軽量

化設計終了 
【平成 25 年度達成内容】 
①量産試作機の製作中 
・本体パーツ製作 
・外観デザイン試作中 

 

【目標を阻害する要素】 
①操作方法の多様化の要望がある。 
②診療時の落下防止策が要望される。 
【対応策】 
①固定設置の検討と開発を行う 
②ストラップ取り付けを可能とする。 

 

【平成 26 年度実施内容検討・

実施すべき事項】 
①意見聴取会をうけての改善

検討 

①平成 26 年 7 月上市目標 
・SpO2モニター装置、課題パッケ

ージへの組込上市 
・SpO2モニター装置、単品での上

市 
 

 【平成 25 年度達成内容】 
①製品の基本仕様の確定 
②パルスオキシメータと表示端末との無

線通信実験 
③モニター試作機の完成 
④表示アプリケーションソフトの完成 

 【目標を阻害する要素】 
①表示用のタブレット端末として OS
の異なる種類が存在し、それぞれの通

信ソフトが必要である。 
【対応策】 
①今後それぞれのソフトを開発する。 

 【平成 26 年度実施内容検討・

実施すべき事項】 
①意見聴取会をうけての改善

検討 
 

   

 
 
3.1.3 平成 26 年度以降の実施内容に関する計画（案） 
2014（平成 26）年度 実施内容（案） 2015（平成 27）年度 実施内容（案） 
項目名 具体的な内容 
 
 
ポータブル照明機器の改良 
 

・学会展示会出展 
・意見聴取会の実施 
 

・学会展示会出展 
・意見聴取会から得られた意見を参考に開発・改良 

 
SpO2 モニター装置の改良 

・学会展示会出展 
・意見聴取会の実施 

・学会展示会出展 
・意見聴取会から得られた意見を参考に開発・改良 
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3.1.4 委託事業終了時までに完成する最終製品の概要とスケジュール 
最終製品名 概要 スケジュール 
ポータブル照明機器 手持ち式ポータブル照明装置である。 

１．患者の眩しさを低減するため口腔範囲を照明するズーム付きスポット照明装置。 
２．レンズをスライドさせるズーム機構により照射面積を可変とした。 
３．ズーム機構を取り入れることで照射面積の変化に対して光量を一定にした。 
４．光量の減少をなくし高照度化を実現した 

現在、改良試作機の製作中であり、平成２６

年７月の上市予定である。 

無線機能付きパルスオキ

シメーター 
開発したパルスオキシメータは単体使用可能であるが、サブテーマ３においてタブ

レット端末を使用して患者情報を管理しており、この情報端末に専用ソフトを入れる

ことで、測定データを表示、自動記録することが可能である。 
１．訪問診療中のSpO2値を計測し情報端末へ計測データを無線送信可能である。 
２．計測中のデータを情報端末に表示可能である。 
３．計測結果データを自動記録可能である。 
 

現在、試作品の評価と量産準備中であり、平

成２６年７月の上市予定である。 
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1. 研究開発の概要 

在宅要介護者の歯科治療ニーズに応えるためには、安全・安心な診療を実現する訪問歯科診療環境の整

備が必要である。本事業で開発する「専用ポータブル歯科診療器材パッケージ」は、既存の歯科診療器材

を訪問診療専用として可搬性、機能の向上を図り、生体情報モニタ、医療情報ネットワークを含めた必要

器材のパッケージング化を達成する。平成 26 年度までに上市し、本邦の訪問歯科診療整備と海外展開を

目指す。 

 

1.1 研究開発の背景・目的及び目標 

A) 研究開発の背景 

高齢社会を迎えた我が国では、在宅要介護者等の急速に増加している。平成 23年 4月審査データでは、 

介護保険認定者は実に、5,189,200名に上る。 

また、良好な口腔環境が全身の健康へ大きく貢献することに関する学術的エビデンスが集積しつつある。 

例を挙げれば、歯数の保全、義歯装着による咬合の確保が生存期間と高い相関を示すこと、また口腔ケア 

による口腔内プラークの除去が、誤嚥性肺炎、糖尿病の症状の悪化、術後合併症の発症の予防へ繋がるこ 

となどである。 

しかしながら、在宅患者への歯科医療供給の現状は、未だ未整備である。患者を基幹病院へ搬送し歯科

診療を行う搬送型歯科診療に関しては、搬送体制が不備であり、また受入れ病院の不足により、ごく少数

例に限られている。在宅訪問歯科診療は、持参する診療用機器・器材が大量となり、また訪問歯科診療サ

イトでの要介護者の全身状況の把握等が難しく、診療環境に対する歯科医療者の不安があるため、一部地

域・歯科医師（約 5%以下）が対応しているが全国的展開に至っていない。 

この様な状況の中、訪問先で安心・安全な診査、診断を行う為に必要な情報を確保する必要があるが、 

現在はアナログ的な方法（手書き・電話・FAX 等）に頼っている。近年携帯端末の通信インフラ整備や端 

末の多品種低価格化など訪問先で IT機器を利用できる環境が整いつつあり、これらのツールを利用し診 

療補助を行う為のソフトウェアが求められている。 

 

 

B) 研究の目的 

訪問先での診査、診断等に役立つ在宅訪問歯科診療用ソフトウェアを開発することを本事業の達成目標 

とする。平成 25年度は、24 年度で 1次開発した訪問診療用ソフトを実際の現場で使用して頂き、機能の 

不足や使用感等を先生方からご意見頂き 2 次開発で製品化を行う。また、有識者会議にてご指摘のあった 

サブテーマ 2（生体モニタ）とのシームレスなリンクを 2次開発で行う。 

なお、本システムでは、データの保全性、セキュリティが確保できるクラウドシステムを活用し、5,000

ユーザーが携帯に便利な WINDOWS、アンドロイドや IOS 等を搭載した小型端末で使用するシステム構築を

目指す。データをクラウド上に保存するため、訪問診療現場で使用する端末にはデータを保持せず、端末

の紛失等によるデータ喪失リスクを無くすことが出来る。また、通信経路傍受やダミーサイト誘導による

データ流出を防ぐ為、EV SSL による暗号化並びに実態保証を行う。端末搭載 OS は、I-pad、アンドロイ

ド、WINDOWS のすべてを利用可能とする。 

また、開発においては、日本歯科大学 藤井教授を始めとする 4大学の有識者や実際に歯科訪問診療を 

行っている歯科医師からの意見、評価を反映させブラッシュアップを行う。 
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1.2 研究開発体制 

 

 

 
 

 

 

1.3 成果概要 

A) 実施目標 1：1次開発製品による運用試験開始 

24 年度事業で作成した１次開発プログラムを使い訪問診療を行っている歯科医院で運用試験を行った。 

実際にシステムを使用してもらい、修正する必要な箇所があるかの検証を行った。 

B) 実施目標 2：運用試験によるヒヤリング、有識者会議を踏まえた 2次開発 

運用試験から頂いた意見をフィードバックし 2次開発を行い完了した。（別紙 1：製品定義書） 

有識者会議にて頂いたテーマ 2（生体モニタ）とのデータリンクの開発を完了した。 

C) 実施目標 3：上市に向けた販売計画立案及び販売ツール作成 

製品カタログの作成（別紙 2：製品カタログ）、広告データの作成（別紙 3：広告原稿） 

平成 26年 2 月 21日上市準備が完了した。 

 

1.3.1 開発製品「WithCare（ウィズケア）」 

本製品は、歯科訪問診療というなるべく荷物を減らさなければならない診療においてタブレット端末を 

使い、すべての機能を使用出来る。またブラウザ技術を使用して開発を行っているので I-padやアンドロ 

イドマシンなど機種を選ばないで使用出来るのもユーザーにとって便利である。 

 

製品機能は大きく３つあり患者情報管理機能、文書作成機能、画像管理機能となっている。 

１． 患者情報管理機能 

名前、性別、生年月日、住所、電話番号、ＦＡＸ、介護保険番号、要介護度、全身の状態、家庭環境、 

症状、口腔内情報、生体情報（SPO2 データ、血圧） 

 

２． 文書作成機能 

歯科疾患在宅療養管理料に関わる管理計画書、居宅療養管理計画説明文書 

訪問歯科衛生指導料に関する情報提供及び記録簿 

端末から FAX経由にて印刷が可能、メールにより情報提供が可能（同時に複数個所可） 

 

３． 画像管理機能 

訪問診療先でレントゲンや口腔内写真等を見たい場合にサーバーに保存してある画像を WithCare親機 

を使いクラウド上に転送する事により訪問先で閲覧可能になる。 
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製品イメージ 

 
患者情報管理画面                文書作成機能画面 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   文書 FAX 転送・印刷画・メール転送画面             画像閲覧画面 
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製品名 WithCare（ウィズケア） 一般的名称 なし 雑品 

クラス分類  許認可区分  申請区分  

製造販売業者  製造業者 株式会社ナルコーム製作所 

販売業者  その他（部材供給）  
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に： 未定 ） 

薬事申請時期 なし 年  月 2015 年 10 月 

上市時期 2014 年 2 月 2016 年 5 月 

 

1.3.2 事業化計画 

【事業化計画の要旨】 

製品名 WithCare（ウィズケア） 一般的名称 なし 雑品 

クラス分類  許認可区分 届出 申請区分  

製造販売業者  製造業者 株式会社ナルコーム製作所 

販売業者  その他（部材供給）  
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に： 未定 ） 

薬事申請時期  年  月  年  月 

上市時期 2014年 年 2 月  年  月 

想定売上 600セット 6,000万円/年 （上市後 3年目）  億円/年 （上市後 3年目） 

市場規模  1.8億円/年 （上市後 3年目）  億円/年 （上市後 3年目） 

想定シェア  33% （上市後 3年目）  % （上市後 3年目） 

 

 

(1) 事業化に向けた現状ステータス 

 

(a) 機器の開発（実証）目標達成状況 

2 次開発終了、販売ツール完成 

2014年 2月 21日 上市決定 

(b) 薬事対応状況 

薬事対象外 

(c) 知財確保状況 

知的財産該当なし 

(d) その他（事業化体制等）の整備状況 

代理店上市案内済み 

3 月号広告掲載予定（歯科関係雑誌 3 誌）市場性（想

定購入顧客）の検討結果 

(e) 医療現場でのニーズ 

近年携帯端末の通信インフラ整備や端末の多品

種低価格化など訪問先で IT 機器を利用できる環

境が整いつつあり、これらのツールを利用し診療

補助を行う為のソフトウェアが求められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(f) 現状における問題点 

訪問先で安心・安全な診査、診断をする為に必要

な情報を確保する必要があるが、現在はアナログ

的な方法（手書き・電話・FAX 等）に頼っている。 

アナログ的な方法では、必要な情報を訪問先で見

ることが出来ない。 

(g) 本機器の想定顧客および市場規模 

① 国内 

ポータブルユニットの市場については、アール

アンドディー歯科機器・用品年鑑 2013 年版によ

れば、2010 年度市場は 7.7 億円，750 セットと

推定され，2009年度比は金額ベースで 3割，数

量ベースで 4 割程度アップしており、市場は拡

大傾向である。 

ほとんどのユーザーで IT ツールを使用してい

ない現状を踏まえると年間 750 ユーザーが増え

ている計算が出来る。 

 

(2) ターゲット市場における業界分析結果 

(a) 競合製品／競合企業の動向 

日本訪問歯科協会（任意団体）より文書作成機能を

持ったサービスを提供 

価格：月額 2万 5千円（2年契約） 

  サービス開始時期：平成 24 年 10月～ 
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(b) 競合製品／競合企業とのベンチマーキング 

・専用器材パッケージでの販売であり、マニュア 

ルやその他専用の器材とのセットで販売 

 （単品販売も想定） 

・使用しているカルテレセプトコンピュータとの 

頭書きリンクが可能 

・デジタルレントゲン等の画像閲覧機能 

・生体モニタデータ（Spo2、脈拍）のリンク 

・意見聴取会とともに展開される事：平成 26 年 

度計画内容。 

 

(3) ビジネススキームの検討結果 

製品の販売方法は 2種類を検討している。単体販売

は、平成 25 年 2月に決定した。単体販売は、歯科

流通を通じての販売を行う。パッケージ販売は、平

成 26 年 7月を予定しており、吉田製作所に納品し

販売を行う。 

 

(4) 事業リスクの洗い出しと対応策の検討結果 

機能に関しては、運用試験で使って頂いた先生方の

ご意見を反映しているので問題ないと思うが、今後

より多くの先生方に使用して頂き機能を高めてい

く必要がある。 

新たな分野の提案である為に製品カタログや広告

でのアピールには限界がある。そこで 26年度の事

業として行う意見聴取会や各種セミナー等で訪問

診療の方法から製品の必要性を訴えていく。 

 

(5) 上市（投資回収）計画の検討結果 

(a) 投資計画 

システム開発費 1,000 万（委託金は除く） 

営業拡販費   300 万（カタログ、広告、出張） 

合計  1,300 万 
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(b) 委託期間後を含めた事業計画 

 

 

4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 H26年 H27年 H28年 H29年

[仕様の検討・確定] [運用試験] [意見聴取会の実施]

・アンケートを実施しニーズの検討 ・1次開発したシステムを実際の現場で運用試験 平成26年7月～　意見聴取会の実施

・システム要件を確定 [上市]

[技術検証] [2次開発] 平成26年4月　単品商品上市予定

・FAX転送等の技術検証 ・運用試験して不足している機能等の追加 平成26年7月　パッケージ商品上市

・データベース構築　スケール検証 [システム保守、修正]

[データベース構築・1次開発] ・システムの不具合、追加機能の修正

・システムのデータベース構築及び

　1次開発

【平成24年度】 【平成25年度】 【平成26年度以降】
製品開発フェーズ 販売フェーズ

仕様の検討・確定

技術検証

データベース構築・1次開発

運用試験

2次開発

単品商品上市

システム保守・修正

意見聴取会の実施
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1.4 当該研究開発の連絡窓口 

 

株式会社ナルコーム製作所 技術部 

電話 ： 047-311-3600  

FAX ： 047-311-3133  
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2. 本編 

2.1 運用試験に関する報告 

1 運用試験先の検討 
運用試験を行うにあたって 2013 年 6 月 6 日に開催された日本老年歯科学会で製品の紹介及び運用試験に

協力して頂ける歯科医院の募集を行った。 
後日、歯科大学病院及び歯科医院から運用試験に協力してもらえる連絡があった。 
 

2 運用試験に関するユーザーヒヤリング報告 
デモを実施し、外部有識者からご意見をいただき、製品開発を実施した。 

 
2.2 製品定義書 

運用試験の内容を踏まえて製品の改良を行った。 
＜改良内容＞ 
１． 印刷物に関する修正 
２． カルテレセプトコンピュータとの患者データ連動に関して 
３． 生体モニタ連動 
４． 備考データ等の作成 
 
＜製品概要＞ 
製品名：WITHCARE（ウィズケア） 
 
発売日：平成 26 年 2 月 21 日 
 
価格：初期費用 ¥48,000 ／ 月額費用 ¥5,000 
※別途 FAX 転送機能を利用する場合は、10 枚¥500 の費用が発生 
 
データセキュリティー：SSL 通信 
 
機能：患者管理システム機能・文書作成システム機能・画像管理機能 
 
システム使用環境： クライアント ネット接続状態でブラウザが使用できる環境 
 親機 WINDOWS OS でネットが繋がる環境 
 
別紙 1：製品定義書参照 
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2.3 上市に向けた販売ツールの作成 

2014 年 2 月 21 日上市に向けてカタログ及び広告原稿を作成した。 
別紙 2：製品カタログ参照 別紙 3：広告原稿参照 
 

製品カタログ 広告原稿 
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3. 全体総括 

 

3.1.1 委託事業の振り返り 

 

(1) 本年度の目標達成度に関する自己評価 

(a) 自己評価点 

A：当初目標を上回る成果を得た。 

 

(b) 自己評価理由 

本事業を通じ訪問診療で IT ツールが全く使用されていない事がわかった。日本歯科医師会、日本歯科医学

界の先生方のご協力を得て、今までになかったソフトウェアを構築出来し、スケジュール通りに上市出来た為。 

① 仕様確定に至るまで 

仕様確定に向けて日本歯科医師会の先生方のご協力を得てアンケートを実施し、現場の先生方のご意見を頂

いたのだが各医院で求めることが多岐に渡り、どの様な仕様にすればいいのか苦慮した。 

 

② 医科連携システムに関して 

日本歯科医師会の協力を得て行ったアンケートにより医科との連携の必要性がわかったが、下記の理由によ

り今回の機能に入れる事はしない事とした。 

 地域によって方法が様々 

 セキュリティの問題 

 個人情報の問題 

 医科からの情報を受ける事が多くなり、一方通行になりやすい 

 現在国が進めているマイナンバー・医療等 ID との関係 

 

③ スケジュール 

仕様確定において若干の遅れが生じたが、その後 1次開発及び 2次開発共にスケジュール通りに行うことが

出来、当初予定の平成 25年 2月の上市を行うことが出来た。 
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(2) 当初計画からの変更（深堀）点とその理由 

(a) 対象とする課題・ニーズ 

① 医科連携に関して 

変更前 医科連携システムの構築 

変更後 システムの構築を行わない 

 

日本歯科医師会の協力を得て行ったアンケートで一番要望の多かった医科との連携システムに関して開発

項目としたが、3.1.1に示した理由により構築は極めて困難な為、今回の仕様には入れない事とした。 

 

② 生体モニタとのリンク 

変更前 生体モニタとのリンクは行わない 

変更後 生体モニタとのリンクを行う 

 

外部有識者会議にてサブテーマ 2 の生体モニタと WithCare とのシームレスなリンクを行い、利便性を高め

た方がいいとのアドバイスを頂いた。そこでサブテーマ 2（生体モニタ）とリンクする事を決定し 2次開発で

システム改良を行った。 

 

(b) 機器スペック・ビジネスモデル 

① クライアントタブレットの機種に関して 

変更前 I-pad、アンドロイド端末、WINDOWS端末すべてのタブレットで使用が可能 

変更後 WithCareの機能はすべての端末で使用できるが、生体モニタとのリンクを行う際は、I-pad限定になる 

 

生体モニタ（サブテーマ 2）の対応機種が I-pad 限定の為、生体モニタとリンクして使用する場合は、端末

が I-pad になる。 

 

(c) 事業化体制 

① 当初計画通り 

変更前  

変更後  

 

(d) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

① 当初計画通り 

変更前  

変更後  
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(3) 有識者委員会・伴走コンサル指摘事項とその対応 

 

(a) 薬事面 

指摘事項 薬事対象外の為、特になし 

 

(b) 技術・評価面 

指摘事項 生体モニタ（サブテーマ 2）とのシームレスなリンク機能が機能としてあった方がよい 

 

指摘を受けて 2 次開発で改良済み 

(c) 知財面 

指摘事項 特になし 

 

(d) 事業化面 

指摘事項 特になし 

 

(e) その他全般 

指摘事項 特になし 
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(4) 委託事業を振り返って改善すべきであった点 

(a) 事業体制 

プロジェクトマネージャーを社長が行った為に全体的にスムーズに実行出来た。 

 技術部 

  製品開発にあたっては、既存の技術で制作出来たので問題なかったが、訪問診療という新たな分野の 

知識がなく歯科医師等の意見を聞かなければならないケースで時間が掛かってしまったケースがあった。 

   

 プロジェクトマネージャー（社長） 

  仕様書製品を計画通りのスケジュールで上市出来た。 

(b) 事業の進め方 

窓口が社長であった為に社長出張時の対応が遅れる事があった。また本事業に関わるドキュメント作成 

に関してすべての事が初めての経験という事もあり、多くの時間を要してしまった。 

 専任者の任命 

担当窓口は、社長ではなく専任者を決めた方がスムーズに行えたと考える。 

(c) その他 

本製品を開発するにあたって様々なご意見を頂いた共同研究者の藤井一維先生、松井義郎先生、小長 

谷光先生、石田 瞭先生にこの場を借りて感謝申し上げます。 

 



 

14 

3.1.2 これまでの委託事業の成果と今後検討すべき課題 

採択から 3年後の到達目標 
▶ 

現時点での達成状況 

（計画変更理由を含む） ▶ 
目標達成を阻害する要素の洗い出しと

対応策 ▶ 
来年度検討・実施すべき事項 

（来年度実施計画） 

単品での上市（2014年 2月） 

 

 
 

24 年度達成内容 

・システム要件確定 

・システムの 1 次開発終了 

・運用試験が出来る製品の完成 

 

保険点数改定 

→システム改変 

 
 

改良・開発促進のための意見聴取

会の開催 

 

課題パッケージへの組込上市 

（2014年 7月） 

  

25 年度達成内容 

・1次開発製品による運用試験終了 

・システム 2次開発終了 

 

・2014年 2月 21日 上市 

 

3 次開発実施における経費 

→26年度の予算化 

 

 

3 次開発 

・改良箇所の洗い出し 

・3次開発 

      

   

 

平成 26年度以降の実施内容に関する計画（案） 

2014（平成 26）年度 実施内容（案） 2015（平成 27）年度 実施内容（案） 

項目名 具体的な内容 

改良・開発促進のための意見聴

取会の開催 

 

 

 

日本歯科医師会の協力を得て、製品改良の為の意見聴取会を行う  

 

3.1.3 委託事業終了時までに完成する最終製品の概要とスケジュール 

最終製品名 概要 スケジュール 

WithCare 単体販売  平成 25年 2 月 21日発売決定 

WithCare パッケージ販売 各サブテーマによって作られた製品とのパッケージ販売 平成 26年 7 月上市予定 
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Owner
テキストボックス
別紙 １  中間省略版



機能一覧

１．患者管理アプリケーション（Windows App）

NO

1

2 患者基本情報、生体情報、状態、口腔情報の入力・修正

3

4 CSVファイルインポート機能 患者テータのインポート機能

5 カルテ・レセプトコンピュータ連動機能 AG、デルタとの連動機能

6

7

２．各種情報入力アプリケーション（Web App）

NO

1

2

4

5

6

7

8

３．ユーザー管理アプリケーション（Web App）

NO

1

2

3

ログイン 歯科医院退院でID、パスワードを発行

ユーザー管理 アカウントの作成、各デフォルトデータの生成

ユーザー削除 アカウントの削除

備考機能名

患者基本情報登録

機能名 備考

ポケット検査結果入力 機能 検査結果の入力・管理 

印刷機能 各種ドキュメントの出力およびFAXへの転送

歯科疾患在宅療養管理 歯科疾患在宅療養管理科に係る管理計画書のデータ管理、作成

写真表示 登録画像の表示

プラーク検査結果入力 検査結果の入力・管理、訪衛指・歯科衛生士行記録作成

ログイン 歯科医院退院でID、パスワードを発行

患者基本情報照会・修正 患者基本情報の照会、生体情報、状態、口腔情報の照会・修正

3 居宅療養管理
居宅療養管理指導計画書のデータ管理、作成

居宅療養管理指導・訪問歯科衛生指導報告書のデータ管理、作成

変更者 変更日

作成者 足立　英規 作成日 2014/2/1
承認者

備考マスタ管理機能 文章備考マスタ・施設マスタ・担当者マスタ　管理機能

機能名 備考

ログイン

居宅療養管理印刷レイアウト変更機能 居宅療養管理指導計画書/報告書のレイアウト切替（各２パターン）

歯科医院退院でID、パスワードを発行

画像登録 画像の保存・削除
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機能定義

１．患者管理アプリケーション（Windows App）

１-１　ログイン機能

・ 医院単位にてID・パスワードを発行

１-２　患者基本情報登録

・ 患者基本情報の登録・修正

１-３　画像登録

・ 訪問先における必要画像の登録

・ 画像フォーマット形式（JPEG）

１-４　CSVファイルインポート機能

・ CSVファイルからの患者データインポート機能

１-５　カルテ・レセプトコンピュータ連動

・ (株)ヨシダ製品、AGおよびデルタとの連動機能

１-６　居宅療養管理印刷レイアウト変更機能

・ 居宅療養管理指導計画書/報告書のレイアウト切替（各２パターン）

１-７　備考・施設マスタ管理機能

・ 備考マスタ・施設マスタ・担当者マスタの管理機能

２．各種情報入力アプリケーション（Web App）

２-１　ログイン機能

・ 医院単位にてID・パスワードを発行

２-２　患者基本情報照会・修正

２-２-１　患者基本情報の定義

・ 患者基本情報 (カルテNo、氏名、生年月日、連絡先（本人・家族・主治医・ケアマネージャ－）、印刷物提供方法）

・ 生体情報 (血圧・脈拍・ｓｐo2)

※ 血圧・脈拍は 大値を表示

※ 生体情報については履歴管理を行う、また備考の入力を可能とする

・ 全身の状態　(基礎疾患、服薬、肺炎の既往、低栄養リスク、食事形態)

・ 口腔情報 （義歯の有無）

・ 32歯の有無

・ 患者アセスメント

２-２-２　Ｗｅｂアプリにおける修正範囲

・ 上記項目（2-2-1）すべて

２-３　居宅療養管理

・ 居宅療養管理指導計画書のデータ管理、作成

・ 居宅療養管理指導・訪問歯科衛生指導報告書のデータ管理、作成

２-４　歯科疾患在宅療養管理

・ 歯科疾患在宅療養管理科に係る管理計画書のデータ管理、作成

作成者 足立　英規 作成日 2014/2/1
承認者

変更者 変更日
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機能定義

作成者 足立　英規 作成日 2014/2/1
承認者

変更者 変更日

２-５　写真表示

・ 登録画像の表示機能

２-６　訪衛指

・ 訪問歯科衛生指導書のデータ管理、作成

・ 歯科士業務記録のデータ管理、作成

２-7　ポケット検査入力画面

・ ポケット検査結果データ管理

２-8　印刷機能

・ 各ドキュメントの印刷・ＦＡＸ・Ｍａｉｌ添付機能

・ 各ドキュメントの印刷・送信に関するログ照会機能

・ FAX送信件数照会機能

２-8-1　作成ドキュメント

・ 居宅療養管理指導計画書

・ 居宅療養管理指導・訪問歯科衛生指導報告書

・ 歯科疾患在宅療養管理科に係る管理計画書

・ 訪問歯科衛生指導書

・ 歯科士業務記録

３．ユーザー管理アプリケーション（Web App）

３-１　ログイン機能

・ システム管理者アカウントによるログイン

３-２　ユーザー管理

・ ユーザー（医院）アカウントの作成

・ デフォルト備考データの作成

３-３　ユーザー削除

・ ユーザー（医院）アカウントの削除

※各機能の画面及び印刷物は「各機能画面及び印刷物」を参照
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システムフロー

入力・編集 項目

・患者基本情報

・全身の状態

・口腔情報

・32歯の有無

患者情報の取得

入力・編集 項目

・全身の状態 患者情報の更新

・口腔情報

・32歯の有無

・患者基本情報

・患者アセスメント

登録

入力・編集 項目

・画像データ (JPEG)

画像データの取得

患者 訪問先 歯科医院 DB(Web)

変更者 変更日

作成者 足立　英規 作成日 2014/2/1
承認者

１．患者基本データの登録（基本情報、生体情報、全身の状態、口腔情報、３２歯の有無、患者アセスメント）

Windows  App

Web App

２．画像データの登録・訪問先での表示

Windows  App

Web App

Web App
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システムフロー

変更者 変更日

作成者 足立　英規 作成日 2014/2/1
承認者

過去データの取得

各データの入力

入力・編集 項目

・居宅療養管理

・歯科疾患在宅療養管理

・訪衛士

ケース１：FAX ・ Maiｌ添付の指示

印刷物(PDF)作成処理

※FAX ・ Maiｌ添付の指示

Mail添付　or FAX

患者（患者家族）

ケアマネージャー

ケース２：印刷したものを提供

患者（患者家族）

ケアマネージャー

患者 訪問先 歯科医院 DB(Web)

３．印刷物作成のための各種データ管理

Web App

４．印刷物の提供

Web App

Web App

院内にて印刷
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各機能画面及び印刷物

作成者 足立　英規 作成日 2014/2/1
承認者

変更者 変更日

・ 居宅療養管理指導報告書(レイアウト２)

26/31



各機能画面及び印刷物

作成者 足立　英規 作成日 2014/2/1
承認者

変更者 変更日

・ 歯科疾患在宅療養管理料に係る管理計画書
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各機能画面及び印刷物

作成者 足立　英規 作成日 2014/2/1
承認者

変更者 変更日

・ 訪問歯科衛生指導説明書
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各機能画面及び印刷物

作成者 足立　英規 作成日 2014/2/1
承認者

変更者 変更日

・ 歯科衛生士業務記録
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各機能画面及び印刷物

作成者 足立　英規 作成日 2014/2/1
承認者

変更者 変更日

３．ユーザー管理アプリケーション（Web App）

3-１　ログイン機能

※URL：https://www.withcare.biz/app/admin/

３-２　ユーザー管理
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各機能画面及び印刷物

作成者 足立　英規 作成日 2014/2/1
承認者

変更者 変更日

３-３　ユーザー削除
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1. 研究開発の概要 

1.1 事業の背景・目的及び目標 
(1)背景 
高齢社会を迎えた我が国では，在宅要介護者等が急速に増加している。歯科訪問診療においては、東京都福

祉保健局の在宅歯科医療実践ガイドブック（施設における車いすの有効活用）によると、頭部の固定、治療姿

勢の確保が必要であるとされているが、現状では車いす患者に対して、頭部や身体を支えるのは治療を行いな

がら歯科医師が支えるか、アシスタントを設ける等人手と安全性の面で考慮すべき点がある。 
また、その際、背中が丸まってしまう「円背」と呼ばれる状態が極度に激しい患者が一部に存在するので、

その様な患者への治療の際の対策も求められている。 
 

(2)目的 
歯科訪問診療を受診する要介護者等の安全および歯科医療従事者の身体的負担軽減を実現する。 
 

(3)目標 
・要介護者用診療体位補助装置は本年度中に上市する。 

その際基本セット（背板、枕、鞄）の総重量を 2 ㎏以内とする。 
・エア枕の仕様検討、試作、評価を行う。 

 
1.2 研究開発体制 
(1)管理体制 

 
(2)研究員 

吉田製作所 ６名 
 
(3)外部有識者 
歯科大学 ３名 
 

1.3 成果概要 
次頁以降に本年度開発した製品の概要および本年度検討・精査した同製品の事業化計画を記載する。 

 
 
 
 
  

代表取締役

社長 

デザイン 

センター 
常務取締役 
（業務管理者） 

管理本部 

ときめき 

開発部 

経理部 
（経理担当者） 
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1.3.1 開発製品「サポタくん BS」 

【訴求ポイント】 
本製品は歯科訪問診療時に、医師や助手が車いす患者の頭部を支持しない、または手で押さえる不安定な状

態を解消する。展開、ロック、差し込みの３ステップで設置して患者の頭部を支持できること、パイプの曲げ

加工で製作したフレームで 2 つ折りにでき、総重量 1840 g と軽量で可搬性が高いこと、たすき掛け可能な専

用鞄で両手が空き、プラットフォームにも搭載できることが特徴である。上市時期は 2013 年 11 月である。 
 
 
 

（開発した医療機器の写真 ※必須） 
 

（その他、訴求できる写真・イメージ等 ※任意） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

製品名 サポタくん BS 一般的名称  
クラス分類 非医療機器 許認可区分 － 申請区分 － 
製造販売業者 － 製造業者 株式会社吉田製作所 
販売業者 株式会社ヨシダ その他（部材供給）  
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に：  ） 
薬事申請時期  年  月  年  月 
上市時期 2013 年 11 月 2015 年  月 
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1.3.2 開発製品「エア枕（仮称）」 

【訴求ポイント】 
本製品は歯科訪問診療時に、医師や助手が円背度合いの高い車いす患者の頭部を支持しない、または手で押

さえる不安定な状態を解消する。枕をウェルダー加工で製作して軽量であること、枕の奥行きが変えられて個

人差の大きい円背度合いに応じて支持できることが特徴である。上市予定時期は 2014 年である。 
 

 
製品名 エア枕（仮称） 一般的名称  
クラス分類 非医療機器 許認可区分 － 申請区分 － 
製造販売業者 － 製造業者 株式会社吉田製作所 
販売業者 未定 その他（部材供給） 未定 
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に：  ） 
薬事申請時期  年  月  年  月 
上市時期 2014 年  月 2015 年  月 

1.3.3 事業化計画 

(1) 事業化に向けた現状ステータス 

(a) 機器の開発（実証）目標達成状況 
サポタくん BS 
①背板本体、枕、専用鞄、カバーの試作。樹脂パ

ーツの金型を作成した。 
②背板の社内会議開催と、各種試験を実施した。 
③販売会社との価格•流通ルートの決定。取扱説明

書•販促物（チラシ）を作成した。 
④日本老年歯科学会、日本医用歯科機器学会にて

製品の発表を行った。 
⑤２つの展示会で、発売に先立ち展示を実施した。 
⑥本年度での上市を完了した。 
エア枕 
①本年度での試作および評価を完了した。 
 

(b) 薬事対応状況 
非医療機器のため、特になし。 
 

(c) 知財確保状況 
サポタくん BS 
①特許出願中 
②意匠登録 1 件（第 1483991 号） 
③商標登録 1 件（第 5640516 号） 
 

(d) その他（事業化体制等）の整備状況 
サポタくん BS 
①以下 3 点を対応。 
(ア)検証記録等、設計開発記録の作成・管理。 
(イ)作業標準書の作成。 
(ウ)クレーム、品質不良が発生した場合の是正処理

フロー等、品質管理の明確化。 
②新規マーケットとしての、販売、物流ルートの

策定。 

(ア)株式会社ヨシダからの歯科分野販売ルートの

策定。 
 

(2) 市場性（想定購入顧客）の検討結果 

(a) 医療現場でのニーズ 
車いすの体位補助装置の必要性として、東京都福

祉保健局の在宅歯科医療実践ガイドブック（施設に

おける車いすの有効活用）によると、 
1：バイタルサインの確認、2：治療姿勢の確保、3：

全身状態の安定、4：頭部の安定、5:照明、6：吸引

があげられており、患者の姿勢の安定性が指摘され

ている。 
 

(b) 現状における問題点 
現状では、車いす患者の頭部や身体を支えない、

または治療を行いながら歯科医師が支えるか、アシ

スタントを設ける等人手と安全性の面で考慮すべき

点がある。 
 

(c) 本機器の想定顧客および市場規模 

① 国内 
顧客 
歯科訪問診療を行う歯科医師や歯科衛生士、在宅

や施設などで車いすまたは介護用椅子で歯科訪問診

療を受診する患者、および歯科診療所に来院する車

いす患者。 
 
市場規模 
歯科分野市場規模：在宅歯科医療に取り組んでい

る診療所 13830 件 
また本製品は、歯科診療のみの用途ではなく介護

分野への進出を想定している。 
介護分野市場規模：介護施設 25273 件 
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② 海外 
2020 年頃の欧州各国の高齢化に伴い、要介護高齢

者も増加すると予測できる。ポータブルユニットと

同じく、パッケージと共に展開していく。 
 
 
 
(3) ターゲット市場における業界分析結果 

(a) 競合製品／競合企業の動向 
 
近年、歯科診療での使用を目的とした車いす用ヘ

ッドレストが各社（長田電機工業、キング工業）か

ら販売されており、いずれも従来のユニットチェア

の枕を利用した仕様で前後・上下の可動が可能で、

価格は 10 万~20 万円程度。しかしサイズが大きいこ

とと重量が 3~4kg と重く、ポータブルユニット等他

の診療器具と同時に運ぶには大きくて重い。2013 年

より、長田電機工業より軽くて小さい可搬性に特化

した安価な商品（やすらぎピロー）の販売が始まっ

た。 
 

(b) 競合製品／競合企業とのベンチマーキング 
本テーマのサポタくん BS は、競合製品に対して、 

①軽量：鞄を除く背板と枕の重量約 1.4 ㎏。 
②簡単：展開、ロック、差し込みの３ステップで使

用可能。 
③コンパクト：２つ折りで専用鞄に収納可能。 
という特徴を持つ。 
今後は、増加する女性歯科医師への対応や、診療

を行う医師だけでなく、アシスタントを行う女性を

も視野に入れた、より可搬性と現場でのセッティン

グのしやすい製品のマーケットの拡大が予想される。 
 
 

（4）ビジネススキームの検討結果 
ビジネススキームを以下に示す。 
① 研究・開発 
株式会社吉田製作所および外部有識者による、 

・診療状況調査 
・背板構成の検討（折りたたみ、ロック、素材等） 
・枕形状の検討（３次元形状、幅） 
を実施する。 
② 調達・生産 
背板、枕、鞄、取扱説明書を製造する。 
③ 物流 
梱包を行い、株式会社ヨシダを通じ、顧客へ配送

する。 

④ 販売 
株式会社ヨシダ、ディーラーを通して顧客へ販売

する。 
⑤ アフターフォロー 

・株式会社ヨシダにて修理・交換依頼を受ける。 
 
この流れの中で、サポタくん BS に対する認知度

を向上する必要があるため、本事業では、ビジネス

スキームの販売の項目において、 
①学会発表・展示 
②国内デンタルショー展示 
③カタログ・バナーの作成 
④パッケージ販売 
⑤意見聴取会 

で認知度を向上し、本製品による安心・安全な歯科

訪問診療を訴求することで、これまでの診療環境に

対する不安を和らげて、歯科訪問診療への参入を促

進する。 
 
(4) 事業リスクの洗い出しと対応策の検討結果 
知財 
・事業リスク 
①本製品との類似特許あり。（特願 2011-252342） 
②本製品デザインの模倣。 
・対応策 
①類似特許への対応 
(ア)類似特許を回避し、特許出願を行った。 
②意匠権利侵害への対策 
(ア)意匠登録を実施し、権利侵害防止対策を行った。 
 
技術・評価 
・事業リスク 
①無実績素材（メッシュ生地）および無実績部品構

成（折りたたみ式パイプフレーム構造）の実施。 
②無実績対象者（円背・低身長の特徴を持つ高齢車

いす患者）に対応する製品設計 
・対応策 
①製品の設計検証を行い、破壊・機能不全が起こら

ないことを確認した。 
②背板およびウレタン枕は人体寸法データから試作

品の製作と評価を行った。エア枕は臨床現場での

人体計測調査（特に円背患者）を行い、試作品の

製作と評価を行う。 
 
その他事業化全般 
・事業リスク 
①品質管理。（製品耐久性、製造作業標準化、クレー

ム対応） 
②新規分野への参入。（介護分野） 
・対応策 
①以下 3 点で対応。 
(ア)強度・検証記録等、設計開発記録の作成・管理。 
(イ)作業標準書の作成。 
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(ウ)クレーム、品質不良が発生した場合の是正処理フ

ロー等、品質管理の明確化。 
②以下 3 点のマーケティングを実施。 
(ア)環境分析（施設・居宅での使用状況調査） 
(イ)市場選定（日常生活への適用検討） 
(ウ)戦略最適化 
製品：エビデンス構築 
価格：競合品との価格整合性調査 
流通：販売数および販売ルートの策定 
プロモーション：販売ルートへの販促活動 

(5) 上市（投資回収）計画の検討結果 
 

(a) 投資計画 

① 株式会社吉田製作所 
本製品の投資を精査したところ、開発人件費・試

作研究費・委託費・外部委託試験費・金型費として

約 566 万円が必要となる。 
 

(b) 回収計画 
 本製品は、必要投資に対し、約 1 年間で回収する

ことが可能である。 
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(c) 委託期間後を含めた事業計画 

 
委託期間後は、意見聴取活動を行い、得られた意見に基づき、各製品を改良していく。

背板試作開発フェーズ 背板量産開発フェーズ エア枕試作フェーズ
4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 H26年 H27年 H28年 H29年

[技術開発] [技術開発] [技術開発]
評価用試作品の製作（背板） 評価用試作品の製作（エア枕） 量産設計（エア枕）

[特許] [特許]
製品化の妨げとなる特許調査（背板） 製品化の妨げとなる特許調査（エア枕）

[事業化計画] [事業化計画]
販売戦略策定（背板） 販売戦略策定（エア枕）
製造コスト・販売価格・流通ルート策定（背板） 製造コスト・販売価格・流通ルート策定（エア枕）

【平成24年度】 【平成25年度】 【平成26年度以降】
製品開発フェーズ 販売フェーズ

エア枕

背板

試作製作 試作検証 量産設計 上市（歯科分野） 上市（介護分野） 上市（海外）

上市（歯科分野）量産設計試作検証試作製作 上市（海外）
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1.4 当該研究開発の連絡窓口 
東京都墨田区江東橋 1-3-6 
株式会社吉田製作所 
電話：03－3631－2358 
FAX：03－5624－0626 

  



 

5 

2. 本編 
平成 25 年度実施計画書に記載した実施内容に対する成果を以下に示す。 

2.1 サポタくん BS（背板とウレタン枕および、ケースの基本セット）の上市 
平成 24 年度に製作した試作を改良して上市までに以下の項目を実施した。 

2.1.1 強度試験用背板の製作（強度試験） 
強度試験用背板を製作し（予算番号：外_4-1）、強度試験を実施し、フレームは合格基準を満たすことを確

認した。 
 
2.1.2 ジョイント金型製作および量産用背板の製作、評価 
展開した背板のフレーム固定に使用するジョイントを試作した（予算番号：外_4-1）。本ジョイントを用い

た背板を、2.3.2 項で記載する第 24 回日本老年歯科医学会学術大会にて発表し、外部有識者から耐久性と清掃

性に関する意見を得た（予算番号：旅_4-4）。これらに対して、各種試験により問題ないことを確認した。 
その後、図 2-1 の量産用背板を製作して（予算番号：外_4-2）社内検証と展示会での展示で最終確認を行い、

ジョイントの金型および各種治具を製作して（予算番号：外_4-9、旅_4-8）、背板の量産準備を進めた。 
 
2.1.3 量産用ウレタン枕および鞄の製作 
（１）ウレタン枕 
量産用ウレタン枕を製作し（予算番号：外_4-3）、枕寸法の社内検証および外部有識者へのヒアリング評価

の結果（予算番号：旅_4-1,4-2,4-3）、図 2-2 の枕を最終量産品とした。全幅を背板幅に合わせ、衛生面を配慮

して従来の歯科ユニットと同じレザーのカバーを用いた。また、枕形状は患者がもたれた時に頭に適合するよ

うにした。 
 
（２）鞄 
平成 24 年度の試作を基に、図 2-3 の量産試作品を製作した（予算番号：外_4-7）。 
背板とウレタン枕が縦に収納できるようにし、肩掛けベルトを装着することで訪問時に両手がふさがらない

ようにした。また、鞄背面には帯がついており、パッケージのプラットフォームに装着できる。鞄の色はパッ

ケージと統一した。 
 

2.1.4 クイックマニュアル・取扱説明書の作成 
製品の構成がシンプルであるため、取扱説明書（予算番号：外_4-11）のみ作成した。 

 
図 2-2 枕最終量産品 図 2-3 鞄の量産最終品（外_4-7） 

末尾（）内は予算番号 

図 2-1 背板量産最終品（外_4-2） 
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2.1.5 その他（パッケージ作成、カタログ作成など） 
2.1.1 項から 2.1.4 項までの過程を経て平成 25 年 11 月に上市した。それに伴い、カタログを作成した。 
 

2.2 円背及び衛生対策品について試作・評価 
また、使い捨ての不織布カバーで衛生対策品を検討した。 

2.2.1 エア枕の試作および改良 
平成 24 年度に試作した原理モデルを基に、エア枕を試作した。（予算番号：外_4-5）。 
本試作品は、患者の円背度合いに合わせて、患者の頭部を支持し、姿勢が傾いた患者にも対応する。また、 
持ち運びを考慮してたたむことができ、コンパクトにできる。 
本試作品を高齢男性で他社製品（予算番号：消_4-5）と比較検証したところ、どちらも頭部を支持できたが、

支持面積の広い本試作品で高評価を得た。 
 
2.2.2 サイドサポートウレタン枕の試作 

2.1.3 項に記載したように、量産用ウレタン枕の幅を背板幅に合わせ、枕形状は患者がもたれた時に頭に適

合するようにした。 
 

2.2.3 不織布カバー（背板及び枕用）の製作 
診療中の液体等の飛散を考慮した不織布カバーを製作し、2.3.2 項の外部有識者へのヒアリングを行った。 
 

2.3 その他 

2.3.1 第 24 回日本老年歯科医学会学術大会にて PR（セミナー、ポスター発表予定） 
2013年 6月 5日に開催された第 24回日本老年歯科医学会学術大会のポスター発表およびランチョンセミナ

ーにて、サポタくん BS の PR を行った（予算番号：旅_4-4 再掲）。 
 

2.3.2 外部有識者へのヒアリング 
（１）サポタくん BS 

2.1.2 項と 2.1.3 項に記載したようにヒアリングを行った。 
（２）エア枕 

2.2.1 項の試作品で外部有識者にヒアリングを行い（予算番号：消_4-7）、構成、外観、耐久性に関する意見

を得た。これらの意見から、今後は社内検証を行って改良する予定である。 
（３）不織布カバー 

2.2.3 項の試作品で外部有識者にヒアリングを行ったところ、手間やカバーの固定に関する意見を得た。 
背板と枕はカバーを取り外せるようにしており、衛生面にも配慮しているため、今後は上市後にフィードバ

ックを行うこととした。 
 

2.3.3 製品梱包方法の検討と製作 
サポタくん BS と取扱説明書を段ボールに個別梱包し、さらに 10 個１セットで段ボール（予算番号：外_4-10）

に梱包した。 
 

2.3.4 PR 用ホームページ整備 
現在整備中である。 
 

2.3.5 特許・意匠・商標等、知的財産権申請 
サポタくん BS について、特許出願、意匠登録１件（第 1483991 号）、商標登録１件（第 5640516 号）を実

施した。 
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3. 全体総括 

3.1.1 委託事業の振り返り 

(1) 本年度の目標達成度に関する自己評価 

(a) 自己評価点 
B：当初目標を達成した。 
自己評価理由 
当初の目標であったサポタくん BS の上市を実施した。上市の際に、以下の項目を実施し、達成した。 
① 製品機能 
サポタくん BS の特徴である軽量・簡単・コンパクトを以下のように実現した。 
 軽量・コンパクト 
当初の目標値である総重量 2 ㎏を達成するべく、本体、ウレタン枕、鞄において、アルミや樹脂部品を多

用し、折りたためる構造ながらも、耐久性を高めるため、医療機器の試験項目にならい、各種試験を行った。

総重量は 1840g となった。 
 簡単 
ロック部分について、部品点数を増やすことなく、簡便で耐久性のある部品の設計を行い、試験を行った。 
② 販促活動 
サポタくん BS の市場を拡大するため、以下の販促活動を行った。 
 発売前より学会への PR 活動を行った。 
 国内主要デンタルショーへ出展し、PR 活動だけでなく、ドクターのニーズをも伺ってエア枕等の改良を

加えた。 
 チラシ、バナーなどの各種販促資料を作成した。 
 パッケージとカラーリングを統一して視覚から訴求した。 
 「サポタくん BS」という親しみやすいネーミングにした。 

 
(2) 当初計画からの変更（深堀）点とその理由 

(a) 対象とする課題・ニーズ 

特になし 
 

(b) 機器スペック・ビジネスモデル 

① ウレタン枕形状 
ウレタン枕は、外部有識者とのヒアリング評価により、サイドサポートの重要性が明らかになったため、幅

を広げて、患者がもたれた時に枕形状が頭部に適合するようにした。 
 
② ジョイント形状 
展開した背板を固定するジョイントは金属製であったが、摩耗による耐久性および外観を考慮して、耐久性

の高い樹脂製に変更した。 
 

(c) 事業化体制 

① 販売ルート 
当初はサポタくん BS の販売ルートが未定であったが、株式会社ヨシダにて歯科分野へ販売するルートを策

定した。 
 

(d) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

特になし 
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(3) 有識者委員会・伴走コンサル指摘事項とその対応 
 

(a) 薬事面 
指摘事項 特になし 

 
(b) 技術・評価面 

指摘事項 ①サポタくん BSは背の高い方に対応しているのか（第１回全体会議） 

②サポタくん BSを家庭用いすに設置した場合、横転の危険はないか（第１回全体会議） 
対応 
①設計時に日本人の人体の 75 パーセンタイルにあった高さで、外部有識者と検討した。サポタくん BSの高

さを高くしすぎた時の治療時の干渉を考慮し、本製品の高さを決定した。 

②家庭用いす全てに使用できるわけではないが、基本的にはサポタくん BS 自体に患者の体重がかかる。外

部から大きな力をかける場合は横転する可能性があるが、患者自身が背もたれに体重をかけた場合には横

転する可能性は低い。また、サポタくん BS の背面に備わる 2 本のベルトで固定できる高さの背もたれが

ある椅子に対してのみ使用できることとしているため、横転の可能性は低い。 
 
(c) 知財面 

指摘事項 特になし 
 

(d) 事業化面 
指摘事項 特になし 

 
(e) その他全般 

指摘事項 特になし 
 
 
 
(4) 委託事業を振り返って改善すべきであった点 

(a) 事業体制 
サポタくん BS の社内での管理について、診療機器を核とする事業部に、早期に介入を依頼することで、以

下項目を早期に決定でき、より迅速な上市ができたと考えられる。 
 
 製法・コスト 
ウレタン枕は当初３次元形状のウレタンを試作していたが製法、コストの都合から最終的に表面を２次元形

状にして、患者がもたれた時に頭部に適合するようにした。 
 販売ルート 

流通コストの関係で従来の歯科医療機器と同様に株式会社ヨシダからの販売とした。 
 販促方法 
サポタくん BS の販売前に学会、展示会等で販促を行ってきたが、準備期間が短かった。 

 
(b) 事業の進め方 
サポタくん BS の開発過程において、試作品の評価時に外部有識者からのヒアリング評価を行い、改良方針

を決定した。その際、エビデンスの構築を行えば、より本製品の有効性を訴求できたと考えられる。 
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3.1.2 これまでの委託事業の成果と今後検討すべき課題 
採択から 3 年後の到達目標 

▶ 
現時点での達成状況 
（計画変更理由を含む） ▶ 

目標達成を阻害する要素の洗い出し

と対応策 ▶ 
来年度検討・実施すべき事項 
（来年度実施計画） 

【平成 26 年度末】 
①平成 25 年秋に単品で先行上市す

る（最小構成）。 
②専用ポータブル歯科診療器材パ

ッケージの構成品として、平成 26
年上市目標。 
③円背度合いの高い患者への対応

（平成 26 年上市目標） 
(1).エア枕の開発 
 
 

 

【平成 24 年度達成内容】 
①外部有識者との意見交換を行い、背板

形状、背板固定（ジョイント）樹脂製パ

ーツ、枕、専用鞄の形状変更と試作の製

作を完了。 
 
【平成 25 年度達成内容】 
①背板本体、枕、専用鞄、不織布カバー

の試作。樹脂パーツの金型を作成した。 
②背板の社内会議開催と、各種試験を実

施した。 
③販売会社との価格•流通ルートの決

定。取扱説明書•販促物（チラシ）を作

成した。 
④日本老年歯科学会、日本医用歯科機器

学会にて製品の発表を行った。 
⑤２つの展示会で、発売に先立ち展示を

実施した。 
⑥背板、枕、専用鞄のセットを上市した。 
⑦エア枕を試作した。 

 

エア枕： 
高齢患者の円背度合いは様々であ

り、従来はユニットチェアの枕のよ

うに前後（奥行き）方向の調整機構

を設けて対応していたが、機構が複

雑で重量もかさむ。 
→空気量で、軽量で簡便に枕の奥行

き長さが調整できるようにする。 
円背患者の人体寸法調査が必要であ

り、臨床現場での円背患者の計測調

査を行い、試作品を製作し、それを

基に評価を行う。 

 

【平成 25 年度終了時点までの実

施事項】 
①体位補助装置セット（背板、枕、

専用鞄）の上市： 
製品に関わる物品に加え、取扱説

明書、カタログ、web サイト掲載

内容、量産に関わる社内書類の整

備。 
②エア枕の一次試作： 
サイズ・材料構成・コストを含め

たコンセプト決め。業者選定。試

作作成および、機能評価の実施。 
 
【平成 26 年度実施内容検討・実施

すべき事項】 
平成 25 年度上市する製品に加え、

円背患者にも安心で安全な体位保

持を提供できるエア枕を開発す

る。 
これによって患者は基より、治療

を行う医療従術者の身体的負担が

減ることで、更なる高度な治療を

可能にする。 
エア枕の開発について、 
計画：人体寸法の確認・有識者へ

ヒアリング・設計 
実行：試作品の製作 
評価：外部有識者との試作品検討 
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改善：検討•評価を基に更なる改善

提案。 
 
以上のフレームワークのもと、術

者と患者の身体的負担軽減に向け

た試作および量産に向けての設計

を行う。 
また、意見聴取会を実施し、得ら

れた意見を精査して改良する。 
 
 
3.1.3 平成 26 年度以降の実施内容に関する計画（案） 
2014（平成 26）年度 実施内容（案） 2015（平成 27）年度 実施内容（案） 
項目名 具体的な内容 
サポタくん BS の開発 
 

パッケージの構成品として上市する。 海外に上市する。 

エア枕（仮称）の開発 
 

平成 25 年度の試作および評価を踏まえ、量産試作、各種試験、知的財産権申請

を行い、上市する。 
海外に上市する。 

意見聴取会 
 

各都道府県歯科医師会にてパッケージの説明を行い、意見を聴取する。 意見聴取会から得られた意見を参考に開発・改良

を行う。 
 
 
3.1.4 委託事業終了時までに完成する最終製品の概要とスケジュール 
最終製品名 概要 スケジュール 
サポタくん BS 歯科訪問診療時に車いす患者の背中に差し込み、頭部を支持する背板である。 平成 25 年 11 月上市済 

平成 26 年パッケージとして上市 

エア枕（仮称） 歯科訪問診療時に、円背度合いの高い車いす患者の頭部を支持する枕である。 ①試作および改良：平成 25 年９月～11 月 
②評価：平成 26 年 12 月～１月 
③量産品製作、上市：平成 26 年中 
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1. 事業の概要 
 
1.1 事業の背景・目的及び目標 
事業の背景 
高齢社会を迎えた我が国では、在宅で療養している要介護者が急速に増加している。平成 24 年 11 月の調査

によれば、介護保険認定者数は実に 5,524,247 人に上り、これは昨年 5 月の本事業提案時の 5,189,200 人（平

成 23 年 4 月）と比べ、既に 6.5%も増加している。 
また、良好な口腔環境が全身の健康へ大きく貢献することに関する学術的エビデンスが集積しつつある。例を

挙げれば、歯数の保全、義歯装着による咬合の確保が生存期間と高い相関を示すこと、口腔ケアによる口腔内

プラークの除去が、誤嚥性肺炎、糖尿病の症状の悪化、術後合併症の発症の予防へ繋がることなどである。 
しかしながら、在宅患者への歯科医療供給の現状は、満足と呼べる状況にはない。例えば患者を基幹病院へ搬

送し、歯科診療を行う搬送型歯科診療に関しては、搬送体制が不備であり、また受入れ病院の数も不足してい

るため、ごく少数例に限られている。 
そのような状況に対応するため、歯科医師が在宅患者のもとを訪れ、歯科治療を行う歯科訪問診療が近年特に

注目を集めている（本事業では「在宅・訪問歯科診療」と呼ぶ）。 
一般に、歯科治療には他科と比べ多種多様な診療器材が必要とされるため、在宅・訪問歯科診療においても、

在宅患者のもとへ持参する「治療に必要な診療用器材」が大量になる傾向にある。また、在宅患者は要介護状

態が大半で、リスクが高いと言われるが、診療器材の不備等により、現場での要介護者の全身状況の把握は難

しい。そのため、診療環境に対する歯科医療者の不安は大きいと言える。その様な理由もあって、在宅・訪問

歯科診療は一部地域・歯科医師により対応されている状況であり、報告によれば、要介護者の約 9 割には何ら

かの歯科治療ニーズが存在するものの実際に歯科を受診した要介護者はそのうち約 27%にとどまるという状

況が存在する。 
以上の背景から、安全で効率的な歯科医療システムの開発提供が求められている。このときに必要になる事

項としては、軽量でコンパクトな訪問歯科診療の専用機材と、患者の全身状況を把握するための血圧・動脈血

酸素飽和度（SpO2）・心電図（ECG）などの生体情報モニターなどの周辺機器であり、これらを可搬性と簡便

性、機能性を兼ね備えた在宅訪問歯科診療用専用ポータブル器材パッケージとすることが求められている。 
そこで、本事業では既存の歯科診療器材を在宅・訪問診療専用として可搬性および機能の向上を図り、生体

情報モニタ、医療情報ネットワーク端末、診療マニュアルまでを含めた必要器材のパッケージ化を達成し、日

本歯科医師会・日本歯科医学会から講師を派遣し、研修会を開催する事で、本邦における在宅・訪問歯科診療

の更なる普及を図る。同時に、本事業製品の国際規格化を図り、将来的にオールジャパン製品として世界展開

を目指す。平成 25 年度は、パッケージ化に必要な器材の開発を行う。各サブテーマに関する製品は、それぞ

れに早期の上市実現を目指す。 
 
事業目標・実施内容 

在宅訪問歯科診療における義歯製作時、印象採得や咬合採得を簡便、効率的に行うための

印象用トレー、印象材などのキットを開発し、上市することを本事業の達成目標とする。  
平成 25 年度は印象用トレーの追加形態（上下顎同時印象採得用）の研究試作品を作製し、非臨床試験による

操作性の検証と最適化を行う。また、最終デザイン（仕様）が決定した段階で金型を作製し、金型による成型

品を用いた実生産試作を行う。その後、印象用トレー、印象材から成るスターターキット試作品による臨床試

験を実施し、提案する新しいステップが、従来のステップに比べ、大幅に短縮されるかどうか、実用性の確認

を行う。 
また、印象用トレー、印象材から成るスターターキットを開発し、新しい操作ステップの使用方法等を盛り込

んだ使用マニュアル原案を作成し、上市を目指す。実施にあたっては、日本歯科医学会からの外部有識者の意

見、評価をフィードバックする。 
実施内容および担当は以下のとおりである。 

① 印象用トレ－の追加形態の基本機能検討（ジーシー） 
② 印象用トレ－の追加形態の研究試作（ジーシー） 
③ 非臨床試験による検討（ジーシー，外部有識者） 
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④ 追加形態の実生産規模試作（ジーシー，プレミアムプラスジャパン） 
⑤ 使用マニュアル原案の作成（ジーシー，外部有識者） 
⑥ スターターキット試作品による臨床評価試験（ジーシー，外部有識者） 
⑦ 進捗管理（ジーシー） 
⑧ 報告書作成（ジーシー） 

 
 
 
1.2 事業実施体制 

 
 

 
 
 
 
 
 

乙 
一般社団法人日本歯科商工協会 

株式会社ジーシー 
再委託 

〇外部有識者（主要：２名） 
 

その他：４名 

役 割 
① 事業全体の構想・評価 
② 次項一覧表最右「担当」

列に名前の記載のある

テーマのとりまとめ、

管理等 

 
株式会社ジーシー

*経理担当者：管理部　部長

健康長寿医療企画課

社長 開発本部

管理部 管理課

研究所 印象材担当

予防器材開発G
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1.3 成果概要 
 
1.3.1 開発製品 

1)「ディスポ－ザブルトレ－（上下顎同時印象用） 

【訴求ポイント】 
在宅診療時においてのクラウンーブリッジ作製時の印象・咬合採得に対しての負担を低減するため、閉口

状態で印象・咬合採得を同時に行うことにより患者負担を低減することができる。本開発製品は、日本人の顎

形態を考慮して形状を調整し、しかも、後縁の金属部分を閉口時に粘膜に負担がかからないように調整した印

象・咬合採得用トレ－である。本製品の上市時期は、２０１４年７月を予定している。 
 

 
 
 
 
 

●特徴 
  a)フレームが金属で補強されているので変形しにくい。 
  b)後縁が比較的厚みが少ない金属のみであるため、厚みのあるプラスチックのみの他社品に 
   比較して、咬合時にじゃまにならずに、患者への適用範囲が広い。 
  c)臼歯部のみではなく前歯部の印象も採得できるため、技工作業上有利。 

d)柄が前方に設置されているため、トレーを口腔内に挿入する際の位置がわかりやすい。 
 
製品名 ディスポ－ザブルトレ－（上下顎同時印象用） 一般的名称 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 
クラス分類 クラスⅠ 許認可区分 届出 申請区分 後発 
製造販売業者 プレミアムプラス ジャパン株式会社 製造業者 プレミアムプラス ジャパン株式会社 
販売業者 株式会社 ジ－シ－ その他（部材供給） 株式会社○○○、○○○株式会社 
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に：  ） 
薬事申請時期 2014 年 5 月 2015 年 10 月 
上市時期 2014 年 7 月 2016 年 5 月 

 
2)「咬合採得用トレ－｣ 

【訴求ポイント】 
在宅診療時においての総義歯作製時の咬合採得に際して、熟練を要することなく幅広い症例で精度の高い

咬合採得を行うことができる咬合採得用トレ－である。本開発品においては、日本人の顎形態を考慮して形状

を調整し、しかも、舌をサポ－トする部分の位置が変動できるようになっており、リスクの高い患者に対応す

る必要がある在宅診療時の咬合採得に有用である。本製品の上市時期は、２０１４年７月を予定している。 
 

b 

d 

c 
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図１ 咬合採得用トレ－ 

 
 

                       舌サポ－ト部 
 

 
 

図２咬合採得用トレ－（舌サポ－ト部を移動させた状態） 
 

●特徴 
  a)口唇のサポ―ト部により顎位が安定し精度の高い咬合採得が行いやすい。 
  b)舌サポ－ト部が可動できるため、患者の状態により適切な舌の位置での咬合採得ができ咬合採得が 
   行いやすい。 
  c)舌サポ－ト部の形状が比較的幅広く設定されており、高齢者の舌形態に対応している。 

d)頬側部の形状、長さを日本人の顎形態を考慮して設計。 
 
 

製品名 咬合採得用トレ－ 一般的名称 歯科印象採得用トレ－ 
クラス分類 クラスⅠ 許認可区分 届出 申請区分 後発 
製造販売業者 プレミアムプラス ジャパン株式会社 製造業者 プレミアムプラス ジャパン株式会社 
販売業者 株式会社 ジ－シ－ その他（部材供給）         - 
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に：  ） 
薬事申請時期 2014 年 5 月 2015 年 10 月 
上市時期 2014 年 7 月 2016 年 5 月 

 
1.3.2 事業化計画 

【事業化計画の要旨】 
製品名 ディスポ－ザブルトレ－（上下顎同時印象用） 一般的名称 歯科印象採得用トレ－ 
クラス分類 クラスⅠ 許認可区分 届出 申請区分 後発 
製造販売業者 プレミアムプラス ジャパン株式会社 製造業者 株式会社○○○ 
販売業者 株式会社 ジ－シ－ その他（部材供給） 株式会社○○○、○○○株式会社 
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に：  ） 
薬事申請時期 2014 年 5 月 未定 年  月 
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上市時期 2014 年 7 月 未定 年  月 
想定売上 0.2 億円/年 （上市後 3 年目）  億円/年 （上市後 3 年目） 
市場規模 0.5 億円/年 （上市後 3 年目）  億円/年 （上市後 3 年目） 
想定シェア 30 % （上市後 3 年目）  % （上市後 3 年目） 

 
製品名 咬合採得用トレ－ 一般的名称 歯科印象採得用トレ－ 
クラス分類 クラスⅠ 許認可区分 届出 申請区分 後発 
製造販売業者 プレミアムプラス ジャパン株式会社 製造業者 プレミアムプラス ジャパン 
販売業者 株式会社 ジ－シ－ その他（部材供給）         - 
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に：  ） 
薬事申請時期 2014 年 5 月 2015 年 10 月 
上市時期 2014 年 7 月 2016 年 5 月 
想定売上 0.1 億円/年 （上市後 3 年目）  億円/年 （上市後 3 年目） 
市場規模 0.3 億円/年 （上市後 3 年目）  億円/年 （上市後 3 年目） 
想定シェア 25 % （上市後 3 年目）  % （上市後 3 年目） 

 
 
(1) 事業化に向けた現状ステータス 

ディスポ－ザブルトレ－（上下顎同時印象用） 
(a) 機器の開発（実証）目標達成状況 

・ディスポ－ザブルトレ－（上下顎同時印象用） 
  →目標達成 
・咬合採得用トレ－ 

  →目標達成 
(b) 薬事対応状況 

・ディスポ－ザブルトレ－（上下顎同時印象用） 
  →薬事申請書未提出 
・咬合採得用トレ－ 

  →薬事申請書未提出 
(c) 知財確保状況 

・ディスポ－ザブルトレ－（上下顎同時印象用） 
  →特許及び意匠登録出願済み 
・咬合採得用トレ－ 

  →特許及び意匠登録出願予定（2014.4） 
 

(d) その他（事業化体制等）の整備状況 
・個装箱作製中。 

 
(2) 市場性（想定購入顧客）の検討結果 

(a) 医療現場でのニーズ 
咬合採得には熟練が必要であり、煩雑な作業も

多く、特に在宅診療時においては、咬合採得方

法の改善が望まれていた。 
(b) 現状における問題点 

在宅診療時には、必ずしも咬合採得に充分な器

具や環境が整っているわけではなく、また、特

に総義歯作製のように熟練を要する場合の咬合

採得には、精度上問題となるようなことも発生

しやすくなっていた。 

 
(c) 本機器の想定顧客および市場規模 

 
① 国内 

市場規模：６億円 
② 海外 

不明 
 
(3) ターゲット市場における業界分析結果 

(a) 競合製品／競合企業の動向 
１） 上下顎同時印象用ディスポ－ザブルトレ－ 

Triple tray (Premier) 
２） 咬合採得用トレ－ 

Centric tray(ivoclar vivadent) 
 
(b) 競合製品／競合企業とのベンチマーキング 

  １）上下顎同時印象用ディスポ－ザブルトレ－ 
    上記他社製品は、形態が日本人の顎形態と

は異なっている。また、後縁が閉口時に粘膜に強く

当たる場合がある。この点においては、本開発製品

においては改善され精度の高い印象咬合採得が可能

となっている。 
 
 ２）咬合採得用トレ－ 

他社製品においては、舌サポ－ト部が固定となっ

ており、通常の患者の咬合採得には問題ないものの、

在宅診療に多くみられるリスクの高い患者には咬合

採得が難しい場合があると考えられる。つまり、舌

が不随意であったり、咬合採得前に適切な位置への

誘導が必要な場合には、本開発製品のように舌のサ

ポ－ト部分が患者により動かせるようになっていた

方が、精度の高い咬合採得を行うことができる。 
    

(4) ビジネススキームの検討結果 

在宅診療関連製品を普及させていくには、現状の
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診療に対する考え方や新たな対応を基本的に改善

していくことと、それを実践していくことが重要

である。そのため、関連する学会や、在宅診療を

中心に行っている歯科医療グル－プとの連携が必

要である。具体的には、老年歯科医学会において、

各医療機関との共同研究や臨床応用例の発表を行

い、実際の診療への適用拡大を目的として、在宅

中心の医療グル－プへの紹介を行っていく。 
 
(5) 事業リスクの洗い出しと対応策の検討結果 

在宅診療に有用である製品ではあるが、それ故大

きく販売量が伸びる可能性が低い。また、価格自体

も安価であるため、販売金額自体も少ない状態で推

移すると考えられる。 
そのため、通常の病院内における診療、特にリス

クの高い患者診療有用であるというエビデンスを準

備し、販売活動に利用し、販売量の拡大を図ること

が必要であると考えられる。 
 
(6) 上市（投資回収）計画の検討結果 

(a)投資計画 
当初、投資計画として、追加印象材試作のため

原材料費と印象用トレ－追加形態作製のための

金型作製費用を計上した。 
 
開発投資人件費（千円）    3,194 
金型・外注・消耗品費等（千円）4,500  
開発投資額 合計（千円）   7,694 
 

平成 25 年度中に基本となる術式を確立し、追加

形態の有効性を確認した後、販売・拡大を行い

投資金額の回収を行う計画であった。 
目標価格設定においては、上記投資金額の回収

を含む価格設定を行うが、目標価格も市場にお

いて受け入れられる価格設定となる見込みであ

り、販売量の拡大も見込まれ、投資金額の回収

を行う予定であった。 
発売１年目、２年目、３年目の販売予測（売上

高）（千円）は、30,000 50,000 80,000 であ

ったが、すべての形態が揃っていないこともあ

り、発売１年目の結果は予測を大幅に下回って

おり、投資計画の見直しが必要である。 
平成 25 年度の中間検討を踏まえ、本テーマに係

る製品の開発に必要な投資を精査した。 
製品の設計開発段階では、開発人件費 2,850 万

円、デザイン製作、金型製作などの製品化費用

200 万円、合計 4,850 万円が必要となる。この

うち、200 万円を本事業費から充当した。 

①株式会社ジーシー 

(b)回収計画 
すべての形態が揃い、システム完成後、投資回

収促進のためにアジア市場及び EU 市場展開を

新たに想定し、投資計画、回収計画を修正した。 
販路を拡大した後の発売１年目、２年目、３年

目の販売予測（売上高）（千円）は、30,000 
50,000 80,000 で、予想年間収益は、1 年目

-6,402 8,102 28,250 となり、2 年目で予想

収益がプラスになり、2 年目から回収できる予定

である。 
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（c）委託期間後を含めた事業計画 
 

4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 H26年 H27年 H28年 H29年

[技術開発] [技術開発] [薬事申請関連]

(1)試作品の設計・評価 (1)試作品の設計・評価 (1)仕様変更による薬事申請

[薬事申請関連] [薬事申請関連]

(1)国内薬事申請 認可済みなので、該当なし [事業化計画]

[事業化計画] [事業化計画]

(1)新規シリコーン印象材国内上市 (1)スターターキット仕様検討

(2)有歯顎用トレー国内上市 （2）使用マニュアル検討 （4）スターターキット海外上市

(3)無歯顎用トレー国内上市

(3)スターターキット国内上市

【平成24年度】 【平成25年度】 【平成26年度以降】
製品開発フェーズ

販売フェーズ
試作開発フェーズ 量産開発フェーズ

(1)上下顎同時印象用トレー国内上市

(2)咬合採得用トレー国内上市

シリコーン印象材，有歯顎用ﾄﾚｰ上市

成形品の確認

初期生産品の評価

金型最終仕上げ

無歯顎用ﾄﾚｰ上市

基本機能検討

研究試作

非臨床試験

臨床試験

上下顎同時印象用ﾄﾚｰ上市

咬合採得用ﾄﾚｰ上市

量産試作

実生産規模試作

 
                                                    



 

9 

1.4 当該研究開発の連絡窓口 
研究代表者： 

株式会社ジーシー 開発本部 研究所健康長寿医療企画課 
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2. 本編 
上下顎同時印象用ディスポーザブルトレー、咬合採得用トレーの開発 

2.1 上下顎同時印象用ディスポ－ザブルトレ－の開発 

１）開発の意図 

   在宅診療時においてのクラウンーブリッジ作製時の印象・咬合採得に対しての負担を低減するため、

閉口状態で印象・咬合採得を同時に行うことにより患者負担を低減することができる。また本トレーを

使用することにより、補綴物の咬合調整が少なくなり、印象材の量が削減され、印象採得時間も低減で

きるとの有用性がある。 
 
２）特徴 

  a)フレームが金属で補強されているので変形しにくい。 
  b)後縁が比較的厚みが少ない金属のみであるため、厚みのあるプラスチックのみの他社品に 
   比較して、咬合時にじゃまにならずに、患者への適用範囲が広い。 
  c)臼歯部のみではなく前歯部の印象も採得できるため、技工作業上有利。 

d)柄が前方に設置されているため、トレーを口腔内に挿入する際の位置がわかりやすい。 
     

         
 
 
                  図１．ディスポ－ザブルトレ－（上下顎同時印象用）   図２．他社製品 
 
 

 
 ●採得した印象材の石膏注入と同時に咬合器に装着 
 

図３.上下顎同時印象用トレ－を用いた印象採得後の技工ステップ 
 
 
 
 
 
 
 
 

a b 

d 

c 
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2.2 咬合採得用トレ－の開発 
１）開発の意図 
   在宅診療時においての総義歯作製時の咬合採得に際して、熟練を要することなく幅広い症例で精度の

高い咬合採得を行うことができる咬合採得用トレ－である。本開発品においては、日本人の顎形態を考

慮して形状を調整し、しかも、舌をサポ－トする部分の位置が変動できるようになっており、リスクの

高い患者に対応する必要がある在宅診療時の咬合採得に有用である。 
 
２）特徴 

  a)口唇のサポ―ト部により顎位が安定し精度の高い咬合採得が行いやすい。 
  b)舌サポ－ト部が可動できるため、患者の状態により適切な舌の位置での咬合採得ができ咬合採得が 
   行いやすい。 
  c)舌サポ－ト部の形状が比較的幅広く設定されており、高齢者の舌形態に対応している。 

d)頬側部の形状、長さを日本人の顎形態を考慮して設計。 
 

 

 
図１ 咬合採得用トレ－ 

                       
  

                            舌サポ－ト部 

 
 

図２咬合採得用トレ－（舌サポ－ト部を移動させた状態） 
 

 
 
 

 

a d c 
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3. 全体総括 
 
3.1.1 委託事業の振り返り 
 
(1) 本年度の目標達成度に関する自己評価 

(a) 自己評価点 
 
C：当初目標には未達だった。 
(b) 自己評価理由 

当初は、無歯顎患者の咬合採得は、無歯顎用トレ－を使用し行うこととしていた。しかし、熟練が必要で

あると共に、すべての症例でこの方法が可能となるわけではないことがわかり、咬合採得用トレ－を開発す

ることとなった。しかし、新規な考え方に基づく設計が必要であったため、以下の点で当初目標には未達だ

った。 
① 最適な形状の決定が遅延した。 
  咬合採得用トレ－としては、従来にない機能（可動できる舌サポ－ト部）を有しているため、この機 
 能を有効に利用するための形状確定に時間がかかり、決定が遅延した。 

 
② 金型作製の遅延 

最適な形状確定が遅延したのに伴い、金型作製も遅延することとなった。 
 
 
(2) 当初計画からの変更（深堀）点とその理由 

(a) 対象とする課題・ニーズ 

① 咬合採得方法の改善。 
変更前 １.在宅診療時の印象と咬合採得を高い精度を有しつつ、効率的に行う。 
変更後 １. 在宅診療時の印象と咬合採得を高い精度を有しつつ、効率的に行う。特に咬合採得においては、熟練を要しないでも咬合

採得をできるように咬合採得方法を改善。 

 
総義歯作製時の咬合採得において、無歯顎用ディスポ－ザブルトレ－による咬合採得を考案した。しかし、

難易度が高く、適応できる症例も限られてしまっていたため、熟練を要しないでも幅広い症例に適応可能な咬

合採得方法が望まれることとなった。 
 

(b) 機器スペック・ビジネスモデル 

① 咬合採得用トレ－の開発 
変更前 無歯顎用ディスポ－ザブルトレ－を用いて、印象・咬合採得。 
変更後 無歯顎用咬合採得用トレ－にて咬合採得。ただし、症例によっては、無歯顎用ディスポ－ザブルトレ－を用いて咬合採得可

能。 

 
無歯顎用咬合採得用トレ－の開発においては、熟練者あるいは、リスクの高い在宅診療患者においても精度

の高い咬合採得ができるよう、形状、機能を調整。 
 

(c) 事業化体制: 変更なし。 
 
(3) 有識者委員会・伴走コンサル指摘事項とその対応 

(a) 薬事面 
指摘事項 特に指摘事項なし。 
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(b) 技術・評価面 

指摘事項 咬合採得用トレ－において、舌サポ－ト部分の形状を幅広く修正すべき。 
特に高齢者においては、舌の形態が幅広くなっているケ－スが多く、当初の試作品だと幅が狭いため舌サポ

－ト部分の縁に強くあたってしまい、充分な機能が発揮できない不具合をご指摘いただいた。 
そのため、幅の調整しながら試作を繰り返し、最終形態に調整した。 
(c) 知財面 

指摘事項 特に指摘事項なし。 

 
 
(d) 事業化面 

指摘事項 特に指摘事項なし。 

 
(e) その他全般 

指摘事項 特になし。 

 
 
 
(4) 委託事業を振り返って改善すべきであった点 

(a) 事業体制 
義歯作製時の無歯顎印象時の印象採得・咬合採得は、術者の熟練度に左右されることが多く、また、在

宅診療においては、特に難しい作業となってくる。そのため、幅広いご意見をいただけるよう有識者の先

生方の人数を増加した方がより適切な意見をいただくことができると考える。 
 
 
(b) 事業の進め方 

咬合採得用トレ－開発に関して、最初の形状を作製する時点での聞き取り調査が少なく。その結果として

最適な形状の確定が遅延してしまった。そのため開発初期段階における聞き取り調査を広範囲に行うべきで

あったと考える。 
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3.1.2 これまでの委託事業の成果と今後検討すべき課題 
採択から 3 年後の到達目標 

▶ 
現時点での達成状況 
（計画変更理由を含む） ▶ 

目標達成を阻害する要素の洗い出しと

対応策 ▶ 
来年度検討・実施すべき事項 
（来年度実施計画） 

●在宅診療に適したシリコ－ン印象材 
●ディスポ－ザブルトレ－（有歯顎、

無歯顎、上下顎同時印象用）を発売。 
  

●在宅診療に適したシリコ－ン印象材 
●ディスポ－ザブルトレ－（有歯顎、無

歯顎用を発売。 
●ディスポ－ザブルトレ－（上下顎同時

印象用） 
●咬合採得用トレ－開発終了 

 

●技工作業までの術式が把握されてい

ないと補綴物作製が行いにくい。 

 

●本開発キットを用いた印象・咬

合採得方法のマニュアル作り 

 
 
 

  新たに咬合採得用トレ－を開発する必

要が生じた。 
 特に、上下顎同時印象用ディスポ－ザ

ブルトレ－を用いて印象採得した場合

の技工ステップを作製する。 

 来年度末までに本開発キットを

用いた印象・咬合採得方法のマニ

ュアルを作成する。    

 
 
3.1.3 平成 26 年度以降の実施内容に関する計画（案） 
2014（平成 26）年度 実施内容（案） 2015（平成 27）年度 実施内容（案） 
項目名 具体的な内容 
●使用マニュアル作り 
 
 

●本開発によるシリコ－ン印象材と、ディスポ－ザブルトレ－（有歯顎、無歯顎、

上下顎同時印象用）及び咬合採得用トレ－を用いた印象・咬合採得方法の 
マニュアル作り。 

●海外展開のためのモニタ－調査。 

 
 

3.1.4 委託事業終了時までに完成する最終製品の概要とスケジュール 
最終製品名 概要 スケジュール 
ディスポ－ザブルトレ－

（上下顎同時印象用） 
クラウンーブリッジ作製時の印象・咬合採得に対して閉口状態で印象・咬合採得を同

時に行うことにより患者負担を低減することができる 
2014/02/14 年 7 月上市予定 

咬合採得用トレ－ 総義歯作製時の咬合採得に際して、熟練を要することなく幅広い症例で精度の高い咬

合採得を行うことができる咬合採得用トレ－である。 
2014/02/14 年 7 月上市予定 

 
 



 

管理番号 24-056 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 25 年度課題解決型医療機器等開発事業 

「サブテーマ 6 在宅・訪問歯科診療用義歯リペアキットの開発」 

 
 
 
 
 

研究開発成果報告書（概要版） 

平成 26 年 2 月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

委託者 一般社団法人日本歯科商工協会 

再委託先 株式会社ジーシーデンタルプロダクツ 

添付資料 ６ 
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1. 研究開発の概要 
 
1.1 研究開発の背景・目的及び目標 

1.1.1  研究背景 
在宅歯科医療供給体制の整備  

●高齢社会を迎えた我が国では、在宅要介護者等の急速に増加している。平成23年4月審査データでは、介

護保険認定者は実に、5,189,200名に上る。  

●厚生労働省科学研究費補助金による調査研究では、これら要介護者の9割が歯科治療を必要としているが、

実際の受診者はその約27％に留まることが報告されている（長寿科学総合研究事業2002）。  

●これらの環境のもと、我が国の平成25年から5年間を対象とした次期医療計画の指針の一つとして、「在

宅医療の推進－ライフステージごとのニーズに応じた在宅医療の普及と質の確保」が謳われている。  

●一方、良好な口腔環境が全身の健康へ大きく貢献することに関する学術的エビデンスが集積しつつある。

例を挙げれば、歯数の保全、義歯装着による咬合の確保が生存期間と高い相関を示すこと、口腔ケアによ

る口腔内プラークの除去が、誤嚥性肺炎、糖尿病の症状の悪化、術後合併症の発症の予防へ繋がることな

どである。 

●しかしながら、在宅患者への歯科医療供給の現状は、未だ未整備である。  

✓  患者を基幹病院へ搬送し歯科診療を行う搬送型歯科診療に関しては、搬送体制が不備であり、また受

入れ病院の不足により、ごく少数例に限られている。  

在宅訪問歯科診療は、持参する診療用機器・器材が大量となり、また訪問歯科診療サイトでの要介護者の

全身状況の把握等が難しく、診療環境に対する歯科医療者の不安があるため、一部地域・歯科医師（約5%

以下）が対応しているが全国的展開に至っていない。  

【開発の必要性】  

以上の背景から、安全で効率的な歯科医療システムの開発提供が求められている。このときに必要になる

事項としては、軽量でコンパクトな訪問歯科診療の専用機材と、患者の全身状況を把握するための血圧・動

脈血酸素飽和度（SpO2）・心電図（ECG）などの生体情報モニターなどの周辺機器であり、これらを可搬性と

簡便性、機能性を兼ね備えた在宅訪問歯科診療用専用ポータブル器材パッケージとすることが求められてい

る。 

 

1.1.2  研究目的 
在宅要介護者の歯科治療ニーズに応えるためには、安全・安心な診療を実現する訪問歯科診療環境の整備

が必要である。本事業で開発する「専用ポータブル歯科診療器材パッケージ」は、既存の歯科診療器材を訪

問診療専用として可搬性、機能の向上を図り、生体情報モニター、医療情報ネットワークを含めた必要器材

のパッケージング化を達成する。平成 26年度までに上市し、本邦の訪問歯科診療整備と海外展開を目指す。 

 

1.1.3  研究目標・研究実施内容 
安心・安全な在宅訪問歯科診療を提供する可搬性、機能性を備えた在宅訪問歯科診療用器材キットの 1 つ

として含まれる、在宅・訪問歯科診療時における義歯修理・補修時間の短縮，及び作業時での衛生環境向上

を目的とした即時重合レジン等からなる義歯リペアキットの開発・上市（平成 26 年 6 月上市予定）を本事

業の達成目標とする。 

平成 25 年度は、非臨床試験によって得られた意見を参考に研究試作品を開発・改良し、作業性、操作性の検

証と最適化を行った。また、製品仕様が決定した段階で金型を作製し、金型による成型品を用いた試験を実施

した。並行して最終製品仕様について外部有識者とのプロジェクト会議等を行い、臨床側からの意見や実用性

の評価により、目標品質の妥当性を確認した。その後、薬事申請を実施し、認証を得ることができた。 

 
平成 25年度研究実施内容： 

① 非臨床試験の実施（外部有識者、ジーシーデンタルプロダクツ） 

② 研究試作品の開発，改良（ジーシーデンタルプロダクツ） 

③ 研究試作品の評価（ジーシーデンタルプロダクツ） 

④ 薬事申請（ジーシーデンタルプロダクツ） 

⑤ 報告書作成（ジーシーデンタルプロダクツ） 
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1.2 研究開発体制 
（１）研究組織・管理体制 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）管理員及び研究員 

   【再委託先】※研究員のみ 

研究組織：株式会社ジーシーデンタルプロダクツ 社員 5 名 

1.3 成果概要 
次頁以降に本年度開発した製品の概要および本年度検討・精査した同製品の事業化計画を記載する。 

1.3.1 開発製品「ジーシー 義歯リペアキット」 

【訴求ポイント】 
在宅訪問歯科診療において、最も頻度の多い処置は「義歯関連」が 79.9%を占めており、義歯の補修を簡便

かつ効率的に進める必要がある。今回開発中の義歯リペアキットはコンパクト化した複数の補修材料によって

構成されるため、義歯の補修をスムーズに行うことができ、かつ様々な症例に対応可能である。また付属品を

ディスポーザブル化することで、訪問先の環境衛生面にも配慮したキットである。（平成 26年 6 月上市予定） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

乙 

一般社団法人 日本歯科器械商工協会 

再委託 株式会社ジーシーデンタルプロダクツ 

○外部有識者（3名） 

 役 割 
サブテーマ６ 

現場訪問、専門的見地から
の研究助言、評価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜キ ト構成＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

構成製品のコンパクト化に

より 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ディスポーザブル化により 
訪問先の環境衛生面の確保 
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製品名 ジーシー 義歯リペアキット 一般的名称 義歯補修キット 
クラス分類 クラスⅡ 許認可区分 認証 申請区分 後発 
製造販売業者 株式会社ジーシーデンタルプロダクツ 製造業者 株式会社ジーシーデンタルプロダクツ 

株式会社ジーシーデンタルプロダクツ 
勝川工場 

販売業者 株式会社ジーシー その他（部材供給） － 
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に：   －   ） 
薬事申請時期 2013 年 11 月 － 年 － 月 
上市時期 2014 年 6 月 － 年 － 月 

 
1.3.2 事業化計画 

(1) 事業化に向けた現状ステータス 
 

(a) 機器の開発（実証）目標達成状況 
開発目標に対して必要最低限であるコンパクト

化や衛生的に再使用の難しい付属品のディスポーザ

ブル化に関しては既に達成済みであり、製品仕様も

確定している。現在量産に向けての準備段階であり、

量産への移行においても既存設備で対応可能である

ことから、製品化に向けてネックとなる大きな課題

はない。 

開発当初、全ての付属品をディスポーザブル化す

る予定であったが、成型の難易度やコストバランス

が折り合わないことから断念した。これらに関して

は、H26年度以降事業外において活動を継続していく

予定である。 

 
(b) 薬事対応状況 
義歯リペアキットに対しての薬事認証を受けてい

るため対応済み。 

 
(c) 知財確保状況 
新規性の高いディスポーザブルクリーンバッグに

関しては既に出願しているため対応済み。 

 

(d) その他（事業化体制等）の整備状況 
事業化への体制はほぼ整備されているため、現時

点において大きな支障はないと考える。 

 
(2) 市場性（想定購入顧客）の検討結果 

 
(a) 医療現場でのニーズ 

在宅訪問歯科医療において、最も頻度の多い処置

は「義歯関連」が 79.9％を占めている。そのため、

在宅訪問歯科診療時の義歯修理を簡便、効率的かつ

衛生的に行うためのツールに対するニーズは高い。 

 
(b) 現状における問題点 
在宅訪問歯科診療は持参する診療用機器・器材が

大量となるため、補修用材料は最小限に留められる。

そのため、多様な症例への対応が困難である。また、

補修の際には研磨が伴うため、研磨塵が飛散し訪問

先の環境を汚染するといった問題が挙げられる。 

 
(c) 本機器の想定顧客および市場規模 
 
① 国内 
H25年度末現在、訪問診療用に複数製品をパッケー

ジした製品は国内に存在しないため、機器・器材が

 
 
 
 
 
 
 
 
 

義歯固定補助材の包含により 
破折修理が 1 人での作業が可能 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

義歯の補修材料を 4 種類取り 
揃えることにより様々な症例 

への対応が可能 
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大量になる訪問歯科診療では汎用常温重合レジンを

持参するケースが大半を占める。平成 20年度医療施

設静態調査より訪問歯科診療施設は 12202 施設であ

り、その全てが想定顧客として考えられる。1 ヶ月の

実施件数等から想定される市場規模は約 11億円であ

る。 
② 海外 
具体的な市場規模については調査中だが、高齢化

が進む欧米諸国や東アジア各国における潜在的ニー

ズは高いと想定される。 
 
(3) ターゲット市場における業界分析結果 

 
(a) 競合製品／競合企業の動向 
組み合わせている個々の材料に対しては各社より

競合製品が販売されているが、訪問診療に対応した

複数の材料から、構成されている製品は国内市場に

は存在しない。 

 
(b) 競合製品／競合企業とのベンチマーキング 
ディスポーザブル化した付属品について、評価の

高い他社の付属品を参考にして作業性とコストのバ

ランスを図りながら、ディスポーザブル筆及びディ

スポーザブル混和カップを開発した。 
 

(4) ビジネススキームの検討結果 
今回の開発品である義歯リペアキットは複数の

歯科材料によって構成され、かつ消耗品であるこ

とから、ビジネスモデルとしては、①「キット本

体の拡販」と合わせて、②「材料がなくなった際

の詰替え品の継続購入」をしていただくことによ

る 2つの販売経路が成り立つと想定される。 

上記のビジネスモデルを構築するには、①及び

②での販売戦略を分けて考える必要があり、それ

は歯科診療所の訪問歯科診療の取り組み方によっ

て分けることができる。 

 

(A)これから訪問歯科診療を検討されている歯科

医院 

…①の販売戦略が主体。今回の開発品は全体の

器材パッケージでの販売はもちろんのこと、

比較的省コストでの導入が可能なため、参入

障壁の高い訪問歯科診療においてエントリー

製品としては最適である。そのため、キット

の利便性や省コストをアピールすることで、

訪問歯科診療への参入を促すことを目標とし、

(B)の顧客への転換を図る。 

 

(B)訪問歯科診療を実施されている歯科医院 

…②の販売戦略が主体。複数の材料による構成、

コンパクトな設計などから、今回の開発品は

訪問歯科診療を実施している歯科医院のほう

が興味・関心は強いと予想される。そのため、

キットを単発で販売することよりも継続的な

利用を見据え、詰め替え製品の充実度をアピ

ールし、将来的には院内で使用される材料に

も採用していただくことによる拡販を目標と

する。 

 

といった、訪問歯科診療の取り組みに応じて販売

戦略を使い分けることが肝要と考えられる。 
 
(5) 事業リスクの洗い出しと対応策の検討結果 

本製品の事業化においては、過去に実績があり、

事業リスクはないと考える。 
 
(6) 上市（投資回収）計画の検討結果 

 
(a) 投資計画 
本年度の検討を踏まえ、本製品の開発において必

要な投資を精査した。 
① 株式会社ジーシーデンタルプロダクツ 
H24,25 年度分の製品開発費において約 252 万円が

必要投資として導き出された。詳細については省略

する。 

 
 

(b) 回収計画 
ポータブルユニットの販売台数を 150 台、利益

率を製品価格の 16%と想定した場合、約 5年での回

収が可能である。詳細については省略する。 

（キットの単品販売、詰替え品の利益は計画には含

めず。） 
 
 
 
1.4研究代表者：  

株式会社ジーシーデンタルプロダクツ 技術部  

【TEL】：0568-86-4182  

【FAX】：0568-82-1718 
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(c) 委託期間後を含めた事業計画 
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2. 本編 

2.1 第 1 回非臨床試験の実施 
第 2 回プロジェクト会議で外部有識者より得られた意見を参考にして試作品を作製し、外部有識者に非臨床

試験を実施していただいた。用いた研究試作品を Fig.1 に、非臨床試験から得られた意見を Table 1 に示す。 
 

 
Fig.1 第 1 回非臨床試験用研究試作品 

 
Table 1 第 1 回非臨床試験にて得られたご意見 
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2.2 研究試作品の開発・改良 
第 1回非臨床試験によって得られた意見の中から、No.4の「ディスポーザブルクリーンボックスの小型化」、

No.7 の「乾燥しにくい義歯固定補助材に変更」、No.8 の「筆積みのしやすい筆に改良」、No.10 の「ディスポ

ーザブル混和カップの液計量器との兼用化」はキットの開発の上で重大な課題であることから、重要項目とし

てピックアップした。 
重要項目としてピックアップした 4 項目の改良について以下に示す。 
【ディスポーザブルクリーンボックス】 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2 ディスポーザブルクリーンボックスの改良 
 
【義歯固定補助材】 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3 義歯固定補助材の改良 
 
【ディスポーザブル筆】 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.4 ディスポーザブル筆の改良 
【ディスポーザブル混和カップ兼液計量器】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.5 ディスポーザブル混和カップ兼液計量器の改良 
 
 

・作業中に袋が崩れな

い形に変更し、作業

性を向上。 

・乾燥しにくい粘土の

中で特に作業性が

良かった材質を採

用。 

・筆積み性を向上させ

た一体型の筆を開

発。 

・計量器としても使用で

きる混和カップを開

発。 
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2.3 第 2 回非臨床試験の実施 
改良試作品の改善効果を確認するため、外部有識者に 2 回目の非臨床試験を実施していただいた。 
その結果、非臨床試験から得られた意見の中から改良しなければならない付属品が挙げられたため、内容を

精査し改良を実施した。改良項目としてピックアップしたディスポーザブル筆、ディスポーザブル混和カップ

兼液計量器の改良について以下に示す。 
 
【ディスポーザブル筆】 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.6 ディスポーザブル筆の改良（2 回目） 
 
【ディスポーザブル混和カップ兼液計量器】 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.7 ディスポーザブル混和カップ兼液計量器 
 
この改良結果は第 4 回プロジェクト会議において、外部有識者によってキットの構成とともに承認を頂いた。

また、非臨床試験参加者による聞き取りアンケートの結果においても改善効果が確認されたため、ディスポー

ザブル筆、ディスポーザブル混和カップ兼液計量器の改良を完了することができた。 
 

2.4 研究試作品の評価 
 
第 4 回プロジェクト会議にて外部有識者より承認を頂いたキットを研究最終試作品として、操作性や保存性

などの社内試験を実施した。その結果、設計上の重大な問題は認められなかった。研究最終試作品を Fig.8 に

示す。 

・カップの高さを上げ

て、より大量の粉液

を混ぜることがで

きる混和カップに

改良。 

・持ちやすく、筆積み

でより大きな玉を

作ることができる

筆へと改良。 
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Fig.8 研究最終試作品 

 
この結果について全社でデザインレビューを行い、大きな問題もなく承認された。 

  
2.5 薬事申請 

研究最終試作品の内容で薬事を認証機関に申請し、認証を受けることができた。 
これにより臨床試験が可能になったため、準備が整い次第臨床試験を実施し、H26 年 6 月の上市に向けて活

動を継続していく。 
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3. 全体総括 

3.1.1 委託事業の振り返り 

(1) 本年度の目標達成度に関する自己評価 

(a) 自己評価点 
C：当初目標には未達だった。 
(b) 自己評価理由 
本年度の事業スケジュールでは臨床試験の実施完了までが計画に組み込まれていたが、1 回目の非臨床試験

において新たな課題が複数挙げられ、その改良に時間を要したこともあり、全体の事業スケジュールが遅れて

当初目標を達成する事ができなかった。しかし、本年度内に薬事認証完了まで達成したため、当初の目標から

大きな遅延はなく、上市までのスケジュールに変更はない。事業計画の各項目の達成度について、下記に説明

する。 

 
① 非臨床試験の実施 
第 1 回目の非臨床試験にて課題が複数挙がったことによって、計画が大幅に遅れる原因となった。また改良

効果の確認のため、第 2 回目の非臨床試験を実施したことも計画の遅れの一因である。一方で、臨床現場が求

めている品質を深く理解することができたため、より市場にアピールできる製品への開発に繋がったと考える。 
 
② 研究試作品の開発・改良及び評価 
改良を必要とする付属品に関してはほとんど外注品であったため試作品の改良には時間を要したが、改良の

ポイントは非臨床試験の結果より明確になっていたことから、1 回の試作で要求スペックを満たすことができ

た。一方で、技術的な問題で改良ができないこともあったため、その部分に時間を割いていたことを含めると

事業化計画への影響は小さかったと考える。 
 
③ 薬事申請 
弊社では扱ったことがない組み合わせ医療機器の申請ということもあり、本年度内の薬事申請も間に合うか

懸念されていたが、関係各署の協力もあり、本年度内に認証を受けることができた。そのため、計画遅れを大

幅に挽回することができた。 
 
(2) 当初計画からの変更（深堀）点とその理由 

(a) 対象とする課題・ニーズ 

① 付属品のディスポーザブル化 
当初の計画では在宅訪問歯科診療用向けということで、衛生面を考慮し付属品は全てディスポーザブルタイ

プに変更する予定であった。しかし、ディスポーザブルタイプではない現行品との比較において作業面やコス

ト面において大きく乖離が見られた付属品が一部存在した。これらのディスポーザブル化のメリットが小さい

ものに関しては現行品を使用することとし、ディスポーザブルタイプであることが有効に働く洗浄が困難な付

属品（筆、混和カップ）に対して、ディスポーザブルタイプを採用することとした。 
② 粉製品の包装形態 
外部有識者より 1 回分使用量毎の包装に変更すると計量する過程がなくなり作業性が良いという意見があ

り当初はその方向性で進めていた。しかし、非臨床試験の結果の中で扱いにくいなどの意見が得られたため、

訪問歯科診療においてはボトル包装が有効と判断し、従来のボトル包装へと方向転換した。 
 

(b) 機器スペック・ビジネスモデル 

① 義歯固定補助材 
義歯の破折修理には固定する材料が必要ということで、既存製品のパテタイプの印象材を使用することを考

えていたが、義歯を固定するための材料としてはオーバースペックであり、他テーマで印象材の開発に取り組

んでいることなどから、別の材料を検討した。検討の結果、作業性やコスト面で粘土が妥当であると判断し、
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新規に採用した。 
 

(c) 事業化体制 
事業化体制において当初計画からの特筆すべき変更点はなし。 
 

(d) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

① 非臨床試験の実施 
上述したように第 1 回目の非臨床試験において、解決すべき課題が複数挙げられたため、その開発・改良に

多大な時間を要した。改良の方向性は明確であったものの、臨床側の考えに沿った開発・改良がなされている

かを確認するために、第 2 回目の非臨床試験を実施した。その結果、改良効果の確認や微妙な考えの相違など

にも気づくことができたため、とても有意義な試験であった。 
 
(3) 有識者委員会・伴走コンサル指摘事項とその対応 

(a) 薬事面 
有識者委員会・伴走コンサル指摘事項において、対応が必要な事項はなし。 

 
(b) 技術・評価面 

指摘事項 在宅訪問歯科診療に特化した材料の開発をして欲しい。（有識者委員会） 
 
新規材料の開発には長期間を有するため、H26 年度上市には間に合わないことから新規材料の開発について

は難しいことを説明済み。但し、今後事業外において、既存材料の在宅訪問歯科診療向けへの改良を進めるこ

ととした。 

 
(c) 知財面 
有識者委員会・伴走コンサル指摘事項において、対応が必要な事項はなし。 
 

(d) 事業化面 
有識者委員会・伴走コンサル指摘事項において、対応が必要な事項はなし。 
 

(e) その他全般 
有識者委員会・伴走コンサル指摘事項において、対応が必要な事項はなし。 

 
(4) 委託事業を振り返って改善すべきであった点 

(a) 事業体制 
外部有識者との意見のすり合わせは十分にできていたと自負しているが、一方で外注先とのすり合わせが同

じレベルで取り組む事ができなかったのは改善すべき点である。もう少し事業全体で十分な連携が取れていれ

ばよかったと考える。 
 

(b) 事業の進め方 
組み合わせ医療機器というこれまで経験のない製品を開発する中で、担当者の薬事に対する意識が十分でな

かったことが挙げられる。薬事面を意識しながら開発・改良を進めていくことができれば、よりスムーズな開

発を行うことができたと考える。 
 

(c) その他 
特になし。 
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3.1.2 これまでの委託事業の成果と今後検討すべき課題 
採択から 3 年後の到達目標 

▶ 
現時点での達成状況 
（計画変更理由を含む） ▶ 

目標達成を阻害する要素の洗い出しと

対応策 ▶ 
来年度検討・実施すべき事項 
（来年度実施計画） 

専用ポータブル歯科診療器材パッケー

ジの構成品として平成26年7月上市目

標。 
 
 

 

 

 【平成 25 年度達成内容】 

① 非臨床試験の実施 完了 

② 研究試作品の開発，改良 完了 

③ 研究試作品の評価 完了 

④ 薬事申請 完了 

 

薬事認証完了まで実施。臨床試験につい

ては平成 25 年度に実施予定だったが、

非臨床試験時に挙げられた課題に対して

の開発・改良により、平成 26 年度計画

に変更する。 

 ①量産化による影響（ディスポーザブ

ルクリーンボックス、義歯固定補助

材料、ディスポーザブル付属品） 
 
既存設備で対応できるため量産による

性能の変化の可能性は低いが、生産工

程の異変等ないかを確認してスムーズ

に量産へと繋げいく。 
また、製品検査だけではなく、量産品

が実使用に即した試験（臨床試験）や

想定される環境においても性能変化が

起きないかを評価する。 
 

 【平成 26 年度実施内容検討・実

施すべき事項】 
（器材パッケージ上市前） 
H26.3 量産品の生産開始 
H26.3 臨床試験（モニター） 
H26.3 量産品の評価 
H26.6 義歯リペアキット上市 
H26.7 器材パッケージ上市 
 
（器材パッケージ上市後） 
意見聴取会にて得られた意見を

精査し、改良が必要と考えられる

事項に関しては、事業外にて改良

を進める。 

   

 
 
3.1.3 平成 26 年度以降の実施内容に関する計画（案） 
2014（平成 26）年度 実施内容（案） 2015（平成 27）年度 実施内容（案） 
項目名 具体的な内容 
意見聴取会の実施 
 
 
 

器材パッケージの上市後に日本歯科医師会協力の元で意見聴取会を開催する。講

師の歯科医師には器材パッケージを事前に使用していただき、使用した感想等を

講演に盛り込み、聴講側やメーカーとのディスカッションを実施する場を設け

る。その中で器材パッケージに関するご意見を聴取する。 

－ 

意見聴取会から得られた意見

を参考に開発・改良 
 

聴取された意見の中から器材パッケージの問題点・改善点が抽出された場合、さ

らに開発・改良等を加えて、さらに市場の声を反映させた器材パッケージへと改

良する。（事業外での活動） 

開発・改良の継続。（事業外での活動） 

 



 

13 

 
3.1.4 委託事業終了時までに完成する最終製品の概要とスケジュール 
最終製品名 概要 スケジュール 
ジーシー 義歯リペアキ

ット 
在宅訪問歯科診療時の義歯修理を簡便、効率的に行うための補修用レジン等からな

るキット。義歯補修用材料として、汎用常温重合レジン、リライニング材、暫間裏装

材及びレジンプライマーを搭載することにより、様々な症例への対応が可能。また可

搬性に優れた袋タイプの防塵ボックスを新規に開発し、訪問先の衛生環境に配慮する

とともに、義歯修理時における研磨粉末の清掃時間短縮に繋がる。付属品は感染を避

けるためにディスポーザブルタイプの筆や混和カップを採用した。 

H26.3 臨床試験（モニター） 
H26.3 量産品の生産開始 
H26.4 量産品の評価 
H26.6 上市 
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1. 事業の概要 
 
1.1 事業の背景・目的及び目標 
事業の背景 
高齢社会を迎えた我が国では、在宅で療養している要介護者が急速に増加している。平成 24 年 11 月の調査

によれば、介護保険認定者数は実に 5,524,247 人に上り、これは昨年 5 月の本事業提案時の 5,189,200 人（平

成 23 年 4 月）と比べ、既に 6.5%も増加している。 
また、良好な口腔環境が全身の健康へ大きく貢献することに関する学術的エビデンスが集積しつつある。例を

挙げれば、歯数の保全、義歯装着による咬合の確保が生存期間と高い相関を示すこと、口腔ケアによる口腔内

プラークの除去が、誤嚥性肺炎、糖尿病の症状の悪化、術後合併症の発症の予防へ繋がることなどである。 
しかしながら、在宅患者への歯科医療供給の現状は、満足と呼べる状況にはない。例えば患者を基幹病院へ搬

送し、歯科診療を行う搬送型歯科診療に関しては、搬送体制が不備であり、また受入れ病院の数も不足してい

るため、ごく少数例に限られている。 
そのような状況に対応するため、歯科医師が在宅患者のもとを訪れ、歯科治療を行う歯科訪問診療が近年特に

注目を集めている（本事業では「在宅・訪問歯科診療」と呼ぶ）。 
一般に、歯科治療には他科と比べ多種多様な診療器材が必要とされるため、在宅・訪問歯科診療においても、

在宅患者のもとへ持参する「治療に必要な診療用器材」が大量になる傾向にある。また、在宅患者は要介護状

態が大半で、リスクが高いと言われるが、診療器材の不備等により、現場での要介護者の全身状況の把握は難

しい。そのため、診療環境に対する歯科医療者の不安は大きいと言える。その様な理由もあって、在宅・訪問

歯科診療は一部地域・歯科医師により対応されている状況であり、報告によれば、要介護者の約 9 割には何ら

かの歯科治療ニーズが存在するものの実際に歯科を受診した要介護者はそのうち約 27%にとどまるという状

況が存在する。 
以上の背景から、安全で効率的な歯科医療システムの開発提供が求められている。このときに必要になる事

項としては、軽量でコンパクトな訪問歯科診療の専用機材と、患者の全身状況を把握するための血圧・動脈血

酸素飽和度（SpO2）・心電図（ECG）などの生体情報モニターなどの周辺機器であり、これらを可搬性と簡便

性、機能性を兼ね備えた在宅訪問歯科診療用専用ポータブル器材パッケージとすることが求められている。 
そこで、本事業では既存の歯科診療器材を在宅・訪問診療専用として可搬性および機能の向上を図り、生体

情報モニタ、医療情報ネットワーク端末、診療マニュアルまでを含めた必要器材のパッケージ化を達成し、日

本歯科医師会・日本歯科医学会から講師を派遣し、研修会を開催する事で、本邦における在宅・訪問歯科診療

の更なる普及を図る。同時に、本事業製品の国際規格化を図り、将来的にオールジャパン製品として世界展開

を目指す。平成 25 年度は、パッケージ化に必要な器材の開発を行う。各サブテーマに関する製品は、それぞ

れに早期の上市実現を目指す。 
 
事業目標・実施内容 
在宅・訪問歯科診療現場・介護現場での義歯清掃を容易にする低価格の義歯用ディスポブラシ、口腔内清掃

用ブラシ、新規吸引歯ブラシから成る衛生キットを開発することを本事業の達成目標とする。 
平成 25 年度は新規吸引歯ブラシの仕様（形状、素材）を検討し、研究試作品を作製し、非臨床試験による操

作性の検証と最適化を行う。また、最終デザイン（仕様）が決定した段階で金型を作製し、金型による成型品

を用いた臨床試験を実施し、実用性の確認を行う。さらに、義歯用ディスポブラシ、口腔内清掃用ブラシ、新

規吸引歯ブラシから成る衛生キット試作品を開発し、使用方法等を盛り込んだ使用マニュアル原案を作成し、

上市を目指す。 
実施にあたっては、日本歯科医学会からの外部有識者の意見、評価をフィードバックする。 
最終的な仕様として、義歯用ディスポブラシについては従来品の 1/4 の価格を目指し、口腔内清掃用ブラシに

ついては、1/10 の価格を目指す。新規吸引歯ブラシは類似品がないことから特許・意匠を出願し、外部有識者

の意見を参考に価格を決定する。 
実施内容および担当は以下のとおりである。 
① 基本形状検討（ジーシー） 
② 素材検討（ジーシー） 
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③ 研究試作品作製（ジーシー） 
④ 非臨床試験における評価・検討（ジーシー，外部有識者） 
⑤ 金型作製（シオダ） 
⑥ 金型成型品による臨床評価試験（ジーシー，外部有識者） 
⑦ 使用マニュアル原案の作成（ジーシー，外部有識者） 
⑧ 特許・意匠出願（ジーシー） 
⑨ 進捗管理（ジーシー） 
⑩ 報告書作成（ジーシー） 
 
1.2 事業体制 

 
 

 

     

 
 

乙 
一般社団法人日本歯科商工協会 

株式会社ジーシー 
再委託 

〇外部有識者（主要：２名） 
 
 
その他：４名 

役 割 
① 事業全体の構想・評価 
② 次項一覧表最右「担当」

列に名前の記載のある

テーマのとりまとめ、

管理等 

 
株式会社ジーシー

*経理担当者：管理部　部長

健康長寿医療企画課

社長 開発本部

管理部 管理課

研究所 印象材担当

予防器材開発G
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1.3 成果概要 
平成 25年 5 月 16日～26年 1月末までの達成状況 

【吸引歯ブラシの開発】 

① 基本形状検討 

・試作品形状を精査した結果，開発を進めていた形状の開発が困難となった。 

・前年度は，プラスチック製の吸引管にナイロンの毛を植毛した通常の歯ブラシと同じ素材を用いた

形状を考えていたが，この形状・素材では量産不可能ということが判明したため，デザインと素材を

再検討した。 

② 素材検討 

・衛生面とコストを考慮し，金属のパイプとゴム製のブラシから成る形状を考案した。 

・口腔内で使いやすさを追求し，ブラシの長さや吸引部分の大きさの最適形状を検討した。 

③ 研究試作品作製 及び ④ 非臨床試験における評価・検討 

1） サブテーマ１のポータブルユニットに嵌合させて使用するので，バキューム径 16mm に合わせた形

状で試作品を作製した。 

2） 研究試作品 SB-16 を非臨床試験で評価した結果，形状が大きすぎる，重すぎる等の理由から口腔

内で使用するのは非現実的であり，実用的でないことが判明した。 

3） サブテーマ１（吉田製作所）に，バキューム径 11mmの仕様も対応して頂くよう依頼した。 

4） 径 16mmから径 11mmへ設計変更し，改良研究試作品 SB-11を作製した。 

5） 改良試作品 SB-11 では，ブラシ部の長さや太さを変えて最適形状を検討し，より食物残渣が落と

せて，且つ毛先が歯間に入りやすい試作品を最終形状と決定した。 

⑤ 金型作製 

・最終形状にて，金型（4個取り）の作製を協力会社の（株）シオダに依頼した。 

⑥ 金型成形品による臨床評価試験 

・金型成型品を用いて，有識者の先生方に評価を依頼した。その結果，この吸引歯ブラシは，目的と

した食物残渣を痛くなく効率的に除去できることがわかった。 

⑦ 使用マニュアル原案の作成 

・今回開発した“吸引歯ブラシ”，既に開発済みの“義歯用ディスポブラシ”，“口腔内オーラルケア

ブラシ”の三つの製品を『衛生キット』として口腔ケアを行うための使用マニュアル原案を作成した。 

⑧ 特許・意匠出願 

・今回開発した吸引歯ブラシに特許と意匠を一件ずつ出願した。（2014年１月） 

 

 

平成 25年 5 月 16日以前の達成状況 

義歯用ディスポブラシ・口腔内オーラルケアブラシの上市 
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1.3.1 開発製品「吸引歯ブラシ（製品名：バキュームブラシ）」 

【訴求ポイント】 
介護行為としての口腔ケアと歯科医師が DH に指示して行う口腔ケアとは単価が全く違う。歯科専門企業と

して GC は歯科医師・衛生士のための専門の道具を開発すべきで，特にハイリスク患者向け吸引歯ブラシが求

められていることが有識者会議でわかった。そこで食物残渣を取り除くための専用吸引歯ブラシの開発に着手

した。平成 25 年度は，金型成型品による臨床評価試験まで実施，特許・意匠を出願，使用マニュアル原案作

成を行い 2014 年 7 月の上市を予定している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

製品名 口腔ケア用吸引歯ブラシ 一般的名称 歯科用吸引管 
クラス分類 クラスⅡ 許認可区分 認証一変 申請区分 後発 
製造販売業者 株式会社ジーシー 製造業者 株式会社シオダ 
販売業者 株式会社ジーシー その他（部材供給）  
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に：  ） 
薬事申請時期 2014 年 2 月 2015 年 10 月 
上市時期 2014 年 7 月 2016 年 7 月 

 
 
 
 
 

1.3.2 事業化計画 

【事業化計画の要旨】 
製品名 ①口腔ケア用吸引歯ブラシ 一般的名称 歯科用吸引管 
クラス分類 クラスⅡ 許認可区分 認証一変 申請区分 後発 
製造販売業者 株式会社ジーシー 製造業者 株式会社シオダ 
販売業者 株式会社ジーシー その他（部材供給）  
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に：  ） 
薬事申請時期 2014 年 2 月 2015 年 10 月 
上市時期 2015 年 7 月 2016 年 7 月 
想定売上 1 億円/年 （上市後 3 年目） 1 億円/年 （上市後 3 年目） 
市場規模 5 億円/年 （上市後 3 年目） 10 億円/年 （上市後 3 年目） 
想定シェア 10 % （上市後 3 年目） 6 % （上市後 3 年目） 
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(1) 事業化に向けた現状ステータス 
 

(a) 機器の開発（実証）目標達成状況 
①口腔ケア用吸引歯ブラシ（薬事区分クラスII） 
ポータブルユニットのバキュームに接続して用い

る吸引機能を有する専用の吸引歯ブラシ。 
【概観及び特徴】 
訪問診療をより効率よく，効果的に行うための専

用ツール。 
歯科医師・歯科衛生士がプロフェッショナルな口

腔ケアを行うための特別な道具として活用 
できるので，介護士が行うケアとの差別化が明確

になる。 
 
②口腔内オーラルケアブラシ（非医療機器） 上

市済み【GC プラティカ ディスポーザブル口腔ケ

アブラシ】 
【概観及び特徴】 
訪問診療や介護施設で術者が口腔ケアをする際に、

患者さんごとに交換するディスポーザブルタイプの

口腔ケアブラシ。 
100 本１函と使い切りに便利な包装形態となって

いる。歯肉に当たっても痛くないようにやわらかめ

の毛を採用。 
 
③義歯用ディスポブラシ（非医療機器） 上市済

み【GCプラティカ デンチャーブラシ 】 
【概観及び特徴】 
毎日の義歯ケアをサポートするデンチャーブラシ。

クラスプ等の細かな部位から人工歯列まで 
容易に清掃できるように、硬さの異なる 2 種類の

用毛を採用した Twin-Tuft デンチャーブラシ。 
 

(b) 薬事対応状況 
①口腔ケア用吸引歯ブラシは 2 月中に薬事申請予

定。 
②，③に関しては雑品なので薬事申請は関係なし 
 

(c) 知財確保状況 
①特許・意匠申請済み（2014 年 1 月） 
②，③に関しては，特許性がないので申請しない。 
 

(d) その他（事業化体制等）の整備状況 
①は，②，③と組み合わせて“衛生キット”とし

て 2014 年 7 月に，ポータブルユニットの関連製品と

して，ヨシダより販売。 
その後，株式会社 GC より単品販売を予定。 
 

②，③は既に上市済み 
 

(2) 市場性（想定購入顧客）の検討結果 

(a) 医療現場でのニーズ 
介護保険総合データベースによると，要介護認定

者数は 2012 年 4 月末時点で 533 万人と制度開始か

ら 144％も増加している。また 65 歳以上の高齢者の

うち，「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の高

齢者の割合が増加していく予想である。このような

自ら口腔内のケアができない高齢者は増加しており，

歯科医師・衛生士が行う専門的な口腔ケアの需要が

増えることは明らかである。 
現状では，介護行為としての口腔ケアと歯科医師

が DH に指示して行う口腔ケアとは単価が全く違う。

そこで，歯科医師や衛生士が，素人の行う介護ケア

とは違った専門的な口腔ケア行うためのプロフェッ

ショナルな道具が望まれている。 
 

(b) 現状における問題点 
現状では，自らうがいができないハイリスク患者

のケアは，吸引器が必須である。このような患者は，

食事をしてもうがいが出来ないため口腔内に食物残

渣が多く残っている。これを取り除くために現状で

はスポンジブラシを使用して除去しているが，この

方法では時間がかかることと，誤って食物残渣を落

としてしまった場合喉に詰まり，最悪のケースにな

ることも考えられる。そこで，このようなハイリス

ク患者向けに，短時間で，効率よく，食物残渣を取

り除く道具が求められている。現在市場に出ている

吸引歯ブラシは，どれも吸引口が小さすぎ，また吸

引力が小さいため食物残渣を吸引するのには向いて

ない。 

ハイリスク患者の口腔内（例） 
日本歯科大学 教授菊谷武先生から提供 
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(c) 本機器の想定顧客および市場規模 

① 国内 
要介護 認定者 533 万人（2012 年 4 月現在） 
厚生労働省の調査によると、要介護者の 74.2％は

何らかの歯科治療が必要であるので，395 万人が訪

問診療の対象者となる。 
この中で，厚生労働省が 2005 年に調査した「年齢

階級別歯科推計患者様数及び受診率」によると，歯

科診療受診率は 26.9％というのが実情である。ここ

から計算すると 288 万人が歯科治療を必要としてい

るにも関わらず受けていないことになる。 
一方で、訪問歯科診療の実施率をみると 1 ヶ月間

の在宅医療実施歯科診療所は全体の 18.6％。１診療

所あたりの平均訪問診療回数は 12.6 回である。この

実施件数はすべての要介護高齢者を対象とした月１

回の定期的管理を中心とした在宅歯科医療サービス

を想定した場合、わずか 3.6％の充足率に過ぎない。

介護保険における居宅療養管理指導では、歯科医師

による実施は 4.0％、歯科衛生士による実施は 2.7％
しかない。 
潜在的に患者が多くいる現状で，今後は訪問診療

受診率を高めていく必要があり，潜在する市場は大

きいと考えられる。 
 
② 海外 

 
海外では，アメリカやドイツは日本より介助を必

要とする人の割合が多い。また，中国も日本より早

いスピードで高齢化が進んでいる。このことからも，

海外でもこのような製品の市場性は十分あると考え

られる。海外の市場やニーズをさらに詳しく精査し

た上で，詳細なスペックを検討する。 
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(3) ターゲット市場における業界分析結果 

 
(a) 競合製品／競合企業の動向 

 
 
 
 
 
 
 

  

製品名 マウスピュア吸引歯ブラシ エラック 941S 吸 ty（キューティー） 
 

 
  

販売元 川本産業株式会社 ライオン株式会社 ファイン株式会社 
ブラシ部分 ナイロン ナイロン ナイロン 
吸引口径 約 2.3ｍｍ 約 3.3mm 約 2.5ｍｍ 
価格 241 円 735 円（2 本入り） 750 円 
接続径 内径 5－8mm のチューブ エラック吸引器（内径 5mm） 内径 5－8mm のチューブ 
滅菌 不可 不可 不可 
製品名 吸引ブラシ 
 

 
販売元 オーラルケア 
ブラシ部分 ポリブチレンテエレフタレ

ート 
吸引口径 約 4ｍｍ 
価格 493 円 
接続径 内径 4mm のチューブ 
滅菌 不可 
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(b) 競合製品／競合企業とのベンチマーキング 
 

1） 競合製品の分析 
・ いずれもイジェクター又は排唾管とよばれ

るバキューム径が小さい口に取り付けるタ

イプ 
・ 吸引口径が４ｍｍ以下と小さい 
・ 主にだ液などの水分を吸引するタイプで吸

引力は十分でない。 
 

2） 現状の問題点 
・ うがいができないハイリスクの患者さんに

は口腔内に食物残渣が多く残っており，それ

をこれらの市販されている吸引歯ブラシで

取り除くのは不可能である。 
・ 口腔ケアの際に食物残渣を間違って口腔内

に落としてしまうと，喉に詰まり命の危険も

ある。 
・ 競合他社製品はいずれもオートクレーブ滅

菌が不可能なタイプで，繰り返し使用できな

いためコストがかかる。 
 

3） 本開発製品による改善点 
イジェクターではなく歯科用のバキュームに

取り付けられるタイプとすることで，強力な吸

引力を付与し，吸引口を大きくすることで食物

残渣を取り除くことができるようにする。 
・ 内径の細い吸引チューブではなく，内径φ

11mm，φ16mm のバキューム吸引孔に接続

して使用する強力吸引歯ブラシタイプ。 
・ 歯ブラシ部吸引口径が大きいことにより，液

体だけでなく一部の食物残渣も吸引でき，短

時間での口腔ケアが可能。 
・ 繰り返し滅菌可能な素材ステンレス製管と

シリコン製吸引歯ブラシの組み合わせ仕様

により，衛生的な口腔ケアが可能。 
・ 既に開発した義歯用ディスポーザブルブラ

シ・口腔内オーラルケアブラシ等と組み合わ

せてキット化することにより，ケア従事者に

適した製品ラインナップ化の実現。 
・ 意見聴取会とともに展開される事：平成 26

年度計画内容。意見聴取会からの情報（ご要

望）と外部有識者の要望のギャップを埋める

活動の実践。 
 
 
 
 
 

(4) ビジネススキームの検討結果 
 
吸引歯ブラシ・義歯用ディスポ―ザブルブラシ・

口腔内ｵｰﾗﾙｹｱ歯ブラシからなる『衛生キット』のマ

ーケティング戦略 

 
  

使用マニュアル原案の作成 
•有識者からの評価 
•ユーザーからのモニター評価 

意見聴取会の実施 
•ユーザーの意見反映 
•使用方法・手順の最適化 

使用マニュアルの完成 
•トレーニングツールに反映 
•重症度別にパターンを作る 

海外展開の準備をする 
•情報収集 
•国別に対応させたマニュアルの検討 

ラインナップの追加の検討 
•重症度別にバリエーションを増やす 
•幅広い患者に適応可能とし，さらなる拡売を目指す 
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(5) 事業リスクの洗い出しと対応策の検討結果 
 

   洗い出された課題（隘路） 左記への対応策 

薬
事 

薬事申請（クラス II）が遅れている。 当初，薬事のカテゴリをクラスⅠと理解していたが，そ

の後，精査したところ，クラス II であることがわかった。 
スピーディな薬事認可を受けるための英知を結集し，早

期の薬事申請を目指す。 

知
財 

2014 年 1 月に特許・意匠を出願し

たため，課題は特になし 
 

技
術
・
評
価 

試作品のデザイン形状・素材を再検

討し、量産可能な試作品を検討し

た。その後有識者の先生方から評価

を得たが使用方法の確立が不可欠。 

試作品の効果的な使用方法を，有識者の先生のご意見を

参考に確立し，使用マニュアルに反映させる。 
 

そ
の
他
事
業
化
全
般 

義歯用ディスポブラシ、口腔内清掃

用ブラシ、新規吸引歯ブラシから成

る衛生キットの仕様が決まってい

ない。 

衛生キットの仕様は，今後有識者の先生のご意見を参考

に決めて行く。 
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(6) 上市（投資回収）計画の検討結果 

 
(a) 投資計画 
 
① 株式会社ジーシー 
 

本年度の検討を踏まえ，本テーマに係る製

品の開発，薬事申請等に必要となる投資を

精査した。 
まず，製品の設計開発段階では、開発人件

費 1600 万円，デザイン製作，金型製作，

意匠登録費，薬事関連費用などの製品化費

用 510 万円が必要となり，合計 2100 万円

が必要となる。 
国内市場での想定総売上高（3 年目）6880
万円（利益 157 万円）では回収計画に限界

があると考えられるので、アジア地域、EU
への海外上市を進めることとし、計画を見

直した。 
 

 
(b) 回収計画 

投資回収のために，アジア市場及び EU 市

場展開を新たに想定し，投資回収計画を以

下に算出した。 
 

 
 
 

設計開発及び想定売上（海外市場含む） （千円） 

開発人件費 ¥16,000 

製品化費用（デザイン製作，金型製作等） ¥5,000 

設計開発費用合計 ¥21,000 

  想定売り上げ規模（年間）*2 年目以降 ¥50,000 

想定回収期間 2.8 年 

想定総売上（3 年間合計）  ¥143,000 
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(c) 委託期間後を含めた事業計画 
 

 

 

4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 H26年 H27年 H28年 H29年

[技術開発] [技術開発] [薬事申請関連]

（1）試作品の設計・評価 （1）試作品の設計・評価 (1)仕様変更による薬事申請

(2)試作品作製

[薬事申請関連]

申請準備 [薬事申請関連] [事業化計画]

（1）国内薬事申請（クラスⅡ） (1)吸引歯ブラシ国内上市

[事業化計画] (2)衛生キット国内上市

(1)義歯用ブラシ国内上市 [事業化計画] (3)衛生キット、他海外上市

(2)口腔ケアブラシ国内上市 (1)衛生キット仕様検討

【平成24年度】 【平成25年度】 【平成26年度以降】
製品開発フェーズ

販売フェーズ
試作開発フェーズ 量産開発フェーズ

義歯用ブラシ，口腔内オーラルケアブラシ上市

研究試作品作製

基本形状検討

素材検討

非臨床試験

研究試作品（Ⅱ）作製

基本形状再検討

素材再検討

非臨床試験

金型製作

臨床試験
上市

量産試作
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1.4 当該事業の連絡窓口 
研究代表者： 
株式会社ジーシー 開発本部 研究所健康長寿医療企画課  
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2. 本編 
吸引歯ブラシの開発 

2.1 基本形状の検討 
平成 24 年度までの試作品形状を以下に示す。 
①旧試作品形状（吸引管：樹脂＋ブラシ：ナイロン毛） 
３D プリンターにて樹脂部分を作製し，その後毛穴にナイロン毛を植毛。 
旧試作品形状にて，委託業者に製造を依頼したところ，植毛機の構造上の問題で，この形状にナイロン毛を

植えるのは不可という結論となった。 
そこで，ブラシ部分をナイロン毛で再現するのではなく，ゴムで再現することで，この形状を作ることがで

きるのではということで，再度素材・形状の検討を行った。 
 
②新形状案（吸引管：樹脂，ブラシ：吸引ゴム，接続部：樹脂） 

 
【主な変更点】 
１）毛の部分をナイロンからゴム製に変更 
２）吸引管に嵌めこめるようなゴム製吸引チップとその先端にブラシ部分を付与した一体型形状に変更 
この形状であれば，製造可能ということがわかり，見積もりを取得した。 
 
【問題点】 
 平成 25 年度の経産省から与えられた予算（サブテーマ７割り当て）は，当初の申請金額より大幅に削

減されたので，この案では大幅に予算オーバーしてしまうことが判明した。 
 滅菌対応の樹脂とする場合，金型代がさらに高くなる。また，製品単価も高くなってしまうため実用的

でない。 
【解決策】 
代替案として，吸引管部分を，樹脂製から，金型の必要ない金属製に変更することにより，金型代の削減を

試みた。 
 

2.2 素材検討 
 吸引管を樹脂→金属とすることにより，樹脂作製に必要な金型代が不要になった。 
 金属管に嵌めこむ吸引ゴムの素材は，今までバキュームチップで実績のあるシリコンとすることとした。 
 サブテーマ１で作製中のポータブルユニットのバキューム口の径がφ16mm であったので，これに合わ

せたφ16mm の金属管を用いることとした。 
【検討事項】 

・ブラシ型のチップを挿入する場合，金属管の穴方向に対して 90 度の角度付けとなるので，その部分

の形状を工夫 
した。 
 

 
・ブラシ部分については，実際の材質で試作をしないと，硬さやコシの具合がわからないので，まずは

このデザインで研究試作を作製することとした。 
 

組立完成イメージ 
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2.3 研究試作品作製 
・サブテーマ１のポータブルユニットに嵌合させて使用するので，そのバキューム口の径 16mm に合わ

せた形状で試作品（SB-16）を作製した。 

  

 

 
2.4 非臨床試験における評価・検討 

１）第 1次試作品の評価（SB-16）：歯牙模型を使用して，試作品 SB-16を評価した。 

 
 

その結果，以下の問題点が明らかとなった。 

【第 1次試作品（SB-16）の問題点】 

① 吸引口ブラシ部のサイズが大きすぎる 

② ブラシの本数，面積が少なすぎて，吸引時に両サイドが凹んでしまう（上記写真） 

③ ブラシのコシがなく，すぐに毛先が寝てしまうので刷掃効果があまりない 

④ 吸引管がφ16mm と太いため，他の多くのユニットで採用しているφ11mm の吸引管と比較し，かな

り重い。 

⑤ 吸引管が太すぎて，きれいに曲げることができない 

 

２）第 2 次改良試作品（SB-11）の設計（サブテーマ１に要望を出し，バキューム径 11mm の仕様も対

応して頂くよう依頼した。） 

 

【改良点】 

①吸引管径 11mmに合わせて形状を小さく変更 

②毛の本数，面積を大きくした 

③毛の形状を変更した 

・毛のコシを出すために，毛の根元部分を太くした 

④さらにコンパクトにするため肉厚を小さく変更 

 

 

３）第 2次試作品（SB-11）の試作金型による成型品作製 

最終形状案を基に，試作金型を作成し，実際の製品と同じ材質の試作品を作製した。 

シリコンゴムの硬度は，30，50，70の三つの硬度を試作し，毛の長さは，3mmと 4mmの 2種類を作製し

た。 

 

４）第 2次研究試作品（SB-11）の評価 

硬度 3種類×長さ 2種類で合計 6つの試作品について，以下の項目について評価を行った。 

１） 疑似プラークの除去性 

２） 歯間への到達性 

硬度３０   硬度５０   硬度７０ 
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３） 毛のコシの強さ 

４） 粘膜へのやさしさ（数名にモニター調査） 

以下に結果を示す。 

毛の長さ 3ｍｍ 4ｍｍ 

シリコンゴムの硬度 30° 50° 70° 30° 50° 70° 

疑似プラークの除去性 ○ ○ ◎ △ ○ ◎ 

歯間への到達性 △ △ △ ◎ ◎ ◎ 

毛のコシの強さ △ ○ ◎ × ○ ◎ 

粘膜へのやさしさ ○ △ × ◎ ○ × 

 

この中でも，最重要項目として，”粘膜を傷つけないこと”，と”歯間部にも毛先が到達すること”を考

慮して最終仕様を決定した。 

 
2.5 金型作製 

・ 研究試作品での評価を基に，ブラシ部（シリコン製）の量産用の金型を作製した。 
・ 市場調査の結果，販売数量を年間 10000 個と見積り，製品単価とのバランスを考え，金型の取り数を 4

丁取りとすることとした。 
 
 

2.6 金型成型品による臨床評価試験 
以下に金型成型品 SB-11 を示す。 

 
 
 
2.6.1 信頼性・安全性試験 
以下に示す確認試験を行った。 
①薬液浸漬試験 
②耐久性試験 
③嵌合試験（バキュームアダプタと吸引管） 
④嵌合試験（吸引管とシリコンブラシ） 
⑤オートクレーブ試験 
その結果，金型成型品は，食物残渣用の吸引ブラシとしての使用に問題ないことを確認した。 
 
① 薬液浸漬試験 
1） 試験期間：２０１３年１月２２日 ～２月４日（２週間） 
2） 試験方法： 各種薬液にブラシ部を浸漬し，温度６０℃で２週間浸漬する。＊超音波試験は，常温で

7.5 時間とする。 
3） 確認項目：吸引歯ブラシを目視にて観察し，外観，クラック，割れ及び吸引管との嵌合を確認する。 
4） 結果： 以下の表に記載する。 
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 外観 クラック・割れ 吸引管との嵌合 
ハイドリッド 変色なし クラック・割れの発生なし 変化なし 
ヒビテン 変色なし クラック・割れの発生なし 変化なし 
アセサイド 変色なし クラック・割れの発生なし 変化なし 
ハイジーンウォッシュ 変色なし クラック・割れの発生なし 変化なし 
ハイジーンメンテ 変色なし クラック・割れの発生なし 変化なし 
オスバンＳ 変色なし クラック・割れの発生なし 変化なし 
ディスオーパ 多少変色あり クラック・割れの発生なし 変化なし 
さざなみ 変色あり クラック・割れの発生なし 変化なし 
超音波 
ハイジーンウォッシュ 

変色なし クラック・割れの発生なし 変化なし 

超音波 
さざなみ 

変色なし クラック・割れの発生なし 変化なし 

超音波 
タイフレッシュエース 

変色なし クラック・割れの発生なし 変化なし 

  
【結論】 
  本試作品ブラシ部は，一部の薬液で変色が見られたが機能的には問題ないことがわかった。 
 
②耐久性試験 
【試験方法】 
吸引歯ブラシをバキュームに取り付け，以下の条件で試験を行った。 
1） ストローク幅   35ｍｍ 
2） 速度       2 ストローク/秒 （スピード 50rpm） 
3） 被試験体     アクリル平板 
4） 荷重       300g（毛が完全に寝てしまう位の荷重）  
5） 回数       5000 回，10000 回 
6） 状態       Wet （水）  
試験後，吸引歯ブラシの毛先の状態を確認した。 
 
【結果と考察】 
・5000 回後では変化は見られなかったが，10000 回後ではブラシが数本ちぎれていることが確認された。 
・今回の試験条件は，毛が完全に寝てしまうほどの荷重で実際の吸引作業ではありえない過酷なじょうけん

であった。実際は荷重はもっと小さい状態で使用すると想定されるので，ブラシがちぎれることはかなり

可能性としては低いと考えられる。 
 
【結論】 
・今回の実験から，本研究試作品 SB-11 は，過度な荷重をかけ続けた場合にブラシ部が折れる可能性がある

ことがわかった。 
 
③嵌合試験（バキュームアダプタと吸引管） 
【試験方法】 
吸引管をＧＣユニットイオムバキュームグリップ（φ11mm アダプタ）に接続し，以下の条件で試験を行っ

た。（n=4） 
試験材料：研究試作品 SB-11（吸引管），GC バキュームチップ 
引張試験機：島津製オートグラフ 
引張速度：20mm/min 
【結果】 
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研究試作品 SB-11 は，現行品と同等以上の嵌合強度であった。 
 
【結論】 
以上の結果より，研究試作品 SB-11 とバキュームグリップの嵌合強度は現行品と同等以上であり，問題ない

ことがわかった。 
 
④嵌合試験（吸引管とシリコンブラシ） 
【試験方法】 
吸引管とシリコンチップを固定し，以下の条件で引張試験を行った。(n=4) 
試験材料：研究試作品 SB-1，GC バキュームチップ 
引張試験機：島津製オートグラフ 
引張速度：20mm/min 
【結果】 
研究試作品 SB-11 は，現行品と同等以上の嵌合強度であった。 
 
【結論】 
以上の結果より，研究試作品 SB-11 のブラシ部と吸引管の嵌合強度は現行品と同等以上であり，問題ない

ことがわかった。 
 
 
⑤オートクレーブ滅菌試験 
【試験条件】 
試験機 ：バキュクレーブ 31B+（クラス B 滅菌器） 
試験モード ：Universal mode 
運転時間 30 分（滅菌時間 5.5 分，134℃，2bar），乾燥時間 20 分 
試験回数 ：250 回 
判定基準 ：割れ，破損，著しい変形がないこと。 
 
【試験試料】 
キャビティ番号１～４の研究最終試作品のブラシ部 計 4 個 
 
【結果と考察】 
現在 100 回まで終了しているが，割れ，破損，変形は起きていない。 
 
【結論】 
研究試作品 SB-11 のブラシ部は，上記条件にて滅菌可能であることがわかった。 

 
 
2.6.2 吸引効率試験 

【試験方法】 
本試作品 SB-11 を以下の条件で試験を行った。 

1） 被試験体  ニッシン歯牙模型（インプラント総合実習用 
2） 吸引器  ヨシダ ポータブルユニット N4 
3） 疑似食物残渣 キューピー おじや鶏ごぼう 区分２    
4） 食物残渣の量 ２０ｇ 
5） バキューム時間 1 分 
6） 比較対象  GC 製バキュームチップ 
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【結果】 
試作品 SB-11 は，1 分程度の使用により疑似食物残渣を効率的に除去することができた。従来製品のバキ

ュームチップを使用しても吸引することはできたが，歯間部に詰まった残渣は落とすことができなかった。 
    

【考察】 
 従来の吸引チップは，歯への密着させた際に隙間ができないが，本試作品 SB-11 はブラシ部分がある

ため隙間ができ，吸引力自体は多少劣るが，食物残渣の除去には問題ないことがわかった。 
 歯間部の除去に関しては， SB-11 はブラシ先端が歯間部に届いて効率的に除去できることがわかった。 
 ただし，口腔内が乾燥していて残渣がこびりついている場合は，水などで予め湿らせる必要があると思

われる。 
 実際の口腔ケアの際は，本試作品だけでは，歯面にべっとりとついた汚れの除去は難しいため，その後

歯ブラシもしくは歯間ブラシを用いてブラッシングすることが推奨される。 
 本試作品は，通常の歯ブラシと比較し，ややヘッドが大きいため，あまり開口できない患者さんや，舌

側に関してはやや除去が難しいことがわかった。 
 

2.6.3 有識者からのコメント 
サブテーマ７の有識者の先生たちに，試作品 SB-11 を試用して頂き，以下のコメントを頂いた。 
 粘膜が薄く弱い方のバキュームに使えそう。 
 回転すればどちらの向きにも使えるので便利である。 
 口腔内の汚れが多い場合の粘膜が薄い高齢者に使えそう。  
 角度はよく，一人でバキュームを持って操作はしやすい。しかしふつうのバキュームを使っても同様の

除去が必要であり，吸引感は，モニター品は普通のバキュームより悪く感じた。 
 ラバーの硬さ，突起の強さは良好であった。残存歯が少ないと使いにくいかもしれない。 
 単純な構造で食差が詰まらずにしっかり吸えるのでよさそう。 
 軽くてよかった。ブラシのやわらかさがよい。  
 ラバー形状の検討も重要であるが，実際の使用ではラバーのコシの強さが使用感を高めると思う。コシ

が弱いと吸収力に負けてしまったり，軟組織の圧排に不便であったりする。 
 診療中の不快なことはラバーの回転方向が変わりやすく変形することで軟組織を吸いこんだり，吸水が

十分でないことである。 
 

以上の臨床評価試験により，本試作品 SB-11 は，目的としていた食物残渣の除去に有効であることが

わかった。 
 

  

＜使用例＞   ブラシ部分が歯間に入り込んでいる 
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2.7 使用マニュアル原案の作成 
サブテーマ７では，今年度開発した吸引歯ブラシの他に，既に開発・上市済みの 2 製品（口腔ケア用歯ブラ

シと義歯用ブラシ）と組み合わせて“衛生キット”を開発することとした。 
この『衛生キット』を，口腔ケアの際に使用する際のマニュアル原案を作成し，サブテーマ９を担当してい

る株式会社ニッシンに展開した。 
 
実際の内容を以下に示す。 
①口腔ケアの手順 
②義歯の洗浄方法 
③口腔ケアにおけるリスク管理 
④吸引ブラシの使用方法 
⑤ブラッシング時のポイント 
 

 
 
これに関しては，有識者のご意見や今年度全国 8 ヶ所で開催される意見聴取会でのフィードバックも参考に

し，よりよい使用方法・手順を随時改善していく。 最終的には，これから口腔ケアを始めるユーザーに向

けて簡単に，効果的に使用できるツールとしたい。 
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2.8 特許・意匠出願 
 

2014 年 1 月上旬に特許と意匠を一軒ずつ申請した。 
出願番号 特願 2014-000868 
出願日  2014/1/7 
名 称  吸引器具、吸引器具用吸引管、及び吸引器具用キャップ 
 
 
出願番号 意願 2014-000075 
出願日  2014/1/7 
名 称  吸引器具用チップ 
 
 

2.9 平成 25 年度成果のまとめ 
【吸引歯ブラシの開発】 
1） 量産金型による試作品 SB-11 の作製 
2） 量産金型成型品 SB-11 の信頼性・安全性試験を実施 
3） 臨床評価試験の実施 
4） 特許・意匠を各一件ずつ申請 
5） 吸引歯ブラシ（製品名：バキュームブラシ）・義歯用ディスポーザブル歯ブラシ（製品名：プラティカ 

デンチャーブラシ），口腔内オーラルケアブラシ（製品名：プラティカ ディスポーザブル口腔ケアブ

ラシ）からなる『衛生キット』の開発・ 
6） 『衛生キット』の使用マニュアル原案作成 
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3. 全体総括 
 
3.1.1 委託事業の振り返り 
 
(1) 本年度の目標達成度に関する自己評価 

(a) 自己評価点 
B：当初目標を達成した。 
(b) 自己評価理由 
当初の目標としていた実施内容を全て予定通り達成することが出来た。 
 
① 吸引歯ブラシ開発の進捗達成状況 
本年度の目標であった，金型成型品による臨床評価試験まで達成することができた。以下に本年度実施項目

を示す。 
 基本形状検討 
 素材検討 
 研究試作品作製 
 非臨床試験による評価・検討 
 金型作製 
 金型成型品による臨床評価試験 

 
② 使用マニュアル原案の作成 
開発済みの 2 製品と，本年度開発した吸引歯ブラシをセットとした“衛生キット”を開発し，これを使用す

るためのマニュアルの原案を作成した。以下に概要を示す。 
 口腔ケアの手順について 
 各製品の使用方法について 

 
③ 特許・意匠出願 
本年度開発した吸引歯ブラシに関する特許及び意匠を一件ずつ申請した。 
 特願 2014-000868 （2014 年 1 月出願） 
 意願 2014-000075 （2014 年 1 月出願） 

 
(2) 当初計画からの変更（深堀）点とその理由 

(a) 対象とする課題・ニーズ 

① ハイリスク患者への口腔ケア（食物残渣の除去） 
変更前 スポンジブラシを用いて食物残渣を除去する 
変更後 本事業で開発した吸引歯ブラシを用いて食物残渣を除去する 

 
スポンジブラシで食物残渣の除去を行うと，時間がかかる上に，誤って口腔内に残渣を落としてしまう危険

性があった。そこでこの吸引歯ブラシを用いると短時間で安全に残渣を除去できるようになった。 
② 衛生キットの開発 

変更前 義歯用ディスポーザブルブラシと口腔内オーラルケア歯ブラシの単品発売 
変更後 吸引歯ブラシを含めた衛生キットとしての開発 

 
口腔ケアの際は，1 つの道具ではなく，複数の道具を用いて行う場合が多い。そこで，開発製品を単品とし

て発売するのでなく，衛生キットとしてシステムを作って開発することにした。 
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(b) 機器スペック・ビジネスモデル 

① 吸引管の材質変更 
変更前 プラスチック樹脂製 
変更後 金属製  

 
吸引管の材質を金属製とすることによって，当初 400 万程度の金型費用を削減し，また滅菌可能となったこ

とで，低コストで繰り返し衛生的に使用できる実用的な製品となった。 
 
② ブラシ部分の材質変更 

変更前 ナイロン製 
変更後 シリコンゴム製 

 
ナイロン製のブラシでは滅菌ができないため，衛生的に繰り返し使用することが難しい。また製造的にも難

しいことが判明したため，繰り返し滅菌が可能であるシリコンゴム製のブラシへ変更した。 
 

(c) 事業化体制 

① 製造下請け業者の変更 
変更前 製造委託先として株式会社オカムラを選択 
変更後 製造委託先として株式会社シオダに変更 

 
開発を進めていったところ，株式会社オカムラでは製造が不得意な形状と変更になったため，委託先を株式

会社シオダに変更した。 
 

(d) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

① 薬事申請 
変更前 クラス I と認識（他社製品がこのカテゴリだったのでこの認識であった） 
変更後 クラス II と判明 

 
開発製品（吸引歯ブラシ）は，開発当初は，クラス I（歯科用吸引カニューレ）と認識していたが，精査し

たところクラス II（歯科用吸引管）と判明した。 
② 上市スケジュール 

変更前 平成 27 年度 
変更後 平成 26 年 7 月 

 
平成 24 年に採択された際は，3 年の事業計画であったが，平成 25 年に採択された際に，2 年に短縮が決ま

り，上市予定も 1 年短縮となった。 
 
(3) 有識者委員会・伴走コンサル指摘事項とその対応 

(a) 薬事面 
指摘事項 なし 

当初，薬事のカテゴリをクラスⅠと理解していたが，その後，精査したところ，クラス II であること

がわかった。 
スピーディな薬事認可を受けるための英知を結集する。 
 
(b) 技術・評価面 

指摘事項 なし 
外部有識者の先生方の評価を早急に進め、評価結果が得られたら，早急に次の段階（金型発注）へ進

む。 
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2013 年 11 月 15 日、金型を発注した。 
 
(c) 知財面 

指摘事項 なし 
最終研究試作品が完成次第、意匠登録または特許の申請準備を行う。 

2014 年 1 月 7 日、意匠登録及び特許出願を行った。 
 
(d) 事業化面 

指摘事項 なし 
衛生キットの仕様は、今後、外部有識者の先生のご意見を参考に決めて行く。また、吸引歯ブラシの製造コス

トが想定外の価格で、コスト低減の方策を検討する必要がある。 

衛生キットの仕様を義歯用ブラシ１個入り、口腔内オーラルケアブラシ 12本入り、吸引歯ブラシ 2 本入りに

決定した（要確認）。 

意見聴取会において意見を集約し、衛生キットの最終仕様を詰める。 

 
(e) その他全般 

指摘事項 なし 

義歯用ブラシ、口腔内オーラルケアブラシは、低価格化できたが、吸引歯ブラシのブラシ部、ステン

レス管部共に低価格化が難しく、コスト低減を行う必要がある。 
 
(4) 委託事業を振り返って改善すべきであった点 

(a) 事業体制 
本事業の事業体制に関しては，特にトラブル・問題は発生せず，特に改善すべき点はない。 

 
(b) 事業の進め方 
本事業に関しては，当初の開発計画・スケジュール通りに進でおり，特に改善すべき点はない。 

 
(c) その他 
吸引歯ブラシの価格について 
 本事業で開発した吸引歯ブラシの製品単価が予想以上に高価なものとなってしまった。理由としては，特

にステンレス製吸引管先端部の加工が難しく，加工賃が高価になってしまったためである。今後は開発設

計時に製品コストの件も考慮するようにしていきたい。また，製品の上市までに，吸引歯ブラシのコスト

ダウンを検討する。 
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3.1.2 これまでの委託事業の成果と今後検討すべき課題 
採択から 3 年後の到達目標 

▶ 
現時点での達成状況 
（計画変更理由を含む） ▶ 

目標達成を阻害する要素の洗い出しと

対応策 ▶ 
来年度検討・実施すべき事項 
（来年度実施計画） 

吸引歯ブラシの上市（2014 年 7 月） 
衛生キットの上市（2014 年 7 月） 
 

 

 

 金型成型品による臨床評価試験  ・ 薬事申請準備の遅れると上市に影響

するので，社内薬事部門と連携し，

早期の申請を行う 
・ 製品化する仕様を早急に決定しなけ

ればならない 

 ・ 製品仕様・パッケージの決定 
・ 製造販売における売買契約の

締結 
・ 2014 年 7 月上市 
・ コストダウンの検討 

   

 
 
3.1.3 平成 26 年度以降の実施内容に関する計画（案） 
2014（平成 26）年度 実施内容（案） 2015（平成 27）年度 実施内容（案） 
項目名 具体的な内容 
吸引歯ブラシ 
 
 
 

薬事申請 
製品仕様・パッケージの決定 
製造販売における売買契約の締結 
コストダウンの検討 

海外市場へ向けの薬事申請，上市 

衛生キット 
 
 

上市（国内） 
意見聴取会からの意見を反映した，製品仕様・使用方法の再検討 
ワールドデンタルショー2014 展示 

トレーニングシステム 
e-ラーニングシステムを活用した国内への拡売 
 

 
 
3.1.4 委託事業終了時までに完成する最終製品の概要とスケジュール 
最終製品名 概要 スケジュール 
プラティカ ディスポー

ザブル口腔ケアブラシ 
患者さんの口腔ケアを衛生的に行うための，安価な使い捨て用歯ブラシ 単品として上市済み 

プラティカ デンチャー

ブラシ 
患者さんの口腔ケアを衛生的に行うための，安価な義歯用ブラシ 単品として上市済み 

バキュームブラシ ハイリスクな患者さん向けのプロフェショナル専用ツール。口腔内に残存した食物

残渣を短時間で安全に取り除くための吸引ブラシ 
2014 年 7 月に，上記 2 製品と組み合わせた“衛生

キット”として上市予定 
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1. 研究開発の概要 

 

1.1 研究開発の背景・目的及び目標 

（１）研究背景  

高齢社会を迎えた我が国では、在宅要介護者等が急速に増加している。  

歯科訪問診療は、持参する歯科診療用機器・器材が大量となり、ポータブルＸ線撮影装置においては重

く大きい事から小型化の要求が有り、小型化とともに誤操作防止を含む機器開発に取り組んだ。 

（２）研究目的および実施目標  

Ａ．研究目的  

従来のポータブルＸ線撮影装置はサイズが大きく重いという問題がある。本研究ではこの問題を

解決した小型・軽量なポータブルＸ線撮影装置を開発し、歯科訪問診療においてポータブルＸ線撮

影装置の使用率をあげ、より精緻な診断による安全な歯科訪問診療を可能とすることを目的とする。  

  

Ｂ．最終目標  

本事業で開発しているパッケージのセル（※１）への組み込みを可能とした小型・軽量で、更に

は表示器の追加により術者の操作や現場での診断画像の運用が容易になる事を考慮したポータブ

ルＸ線撮影装置を上市する。  

※１：「セル」と呼ぶ共通の規格にのっとった形状を持つ各サブテーマで開発される器材を

収納するケース 

 

Ｃ．平成 25 年度実施目標  

従来型のポータブルＸ線撮影装置は本体部と X線発生器の 2つにわかれていたが、小型軽量化の

目的のために一体型とし、総重量 3kg以下を目指す。さらに操作性を向上させる手段としてタッチ

パネルを用いた操作を実現するため、外注先へ設計を委託する。評価機完成後、電気安全性試験後

認証申請を行い、臨床評価を実施する。 

 

1.2 研究開発体制 

※実施計画書の「研究開発実施体制」を記載 

（１）管理体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）研究者 

   株式会社吉田製作所：８名 

 

（３）経理担当者及び業務管理者の所属、氏名 

   株式会社吉田製作所：２名 

 

（４）外部有識者 

   歯科大学：２名 

 

代表取締役社長 常務取締役 
(業務管理者) 

画像診断機器 

事業部 

ときめき開発部 

管理本部 経理部 

(経理担当者) 
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1.3 成果概要 

本年度開発した製品の概要および本年度検討・精査した同製品の事業化計画を記載する。 

 

1.3.1 開発製品「在宅訪問歯科診療用ポータブルⅩ線撮影装置」 

【訴求ポイント】 

従来のポータブルＸ線撮影装置は本体部とＸ線発生器の2つに分かれサイズが大きく重いという問題がある。

本研究では本体部とＸ線発生器とを一体化しこの問題を解決した。Ｘ線装置開発の経験からより小型で軽量な

ポータブルＸ線撮影装置を開発し、歯科訪問診療においてポータブルＸ線撮影装置の使用率をあげ安全な診療

を可能とすることを目的とした。また、従来製品ではＸ線照射用スイッチが有線であったため断線などの障害

があったが無線化により問題を解消した。2014年 7月に上市予定。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１－３－１                  図１－３－２ 

従来製品との比較、セルに収納            無線操作によるＸ線照射 

従来製品（左） 本開発製品（右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図１－３－３ 

スマートデバイスによる照射条件設定 
本体部とＸ線発生器を一体化 

製品名 ポータブルⅩ線撮影装置X-Shot i 一般的名称 アナログ式口外汎用歯科用 X線診断装置 

クラス分類 クラスⅡ 許認可区分 届出 申請区分 後発 

製造販売業者 株式会社 吉田製作所 製造業者 株式会社 吉田製作所 

販売業者 株式会社 ヨシダ その他（部材供給）  
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に：未定 アジア、北米、欧州等  

薬事申請時期 ２０１４ 年  月 ２０１５ 年  月 

上市時期 ２０１４ 年 ７ 月 ２０１６ 年 ７ 月 
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1.3.2 事業化計画 
(1) 事業化に向けた現状ステータス 

(a) 機器の開発（実証）目標達成状況 

薬事申請中につき、量産ライン立上準備及び意見 

聴取会機材手配。 

① ポータブルＸ線撮影装置の本体部とＸ線発

生器を一体化し目標重量 3Kg 以下とした。 

② 操作性向上のためスマートデバイスを用い

てタッチパネル化を行い無線通信化も行っ

た。 

③ 本製品はＸ線撮影装置であり、フィルムやセ

ンサのように画像評価が必須となる臨床評

価よりも装置の使い勝手やデザイン性を確

認するための妥当性確認が必要とされる。よ

って、装置の使い勝手やデザイン性等に関す

る外部有識者による妥当性確認を行った。 

(b) 薬事対応状況 

申請済み 

(c) 知財確保状況 

特に無し 

(d) その他（事業化体制等）の整備状況 

① JISによる安全性試験、EMC 試験および試験

報告書作成 

② 組立・検査・出荷先確定（グループ企業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 市場性（想定購入顧客）の検討結果 

(a) 医療現場でのニーズ 

目視では見る事の出来ない歯、歯根、顎骨など

を画像化する診断装置として小型軽量なポータ

ブルＸ線撮影装置による安全な診療が必要であ

る。 

(b) 現状における問題点 

現状はポータブルＸ線撮影装置のサイズが大き

く重いという問題がある。そのため、ポータブ

ルＸ線撮影装置を持参する際、郊外での診療の

場合は車での訪問が多く運搬は可能であるが、

都会の診療の場合では公共交通機関の利用とな

り運搬時の付加軽減が必要となった。  

(c) 本機器の想定顧客および市場規模 

想定顧客 

外部有識者訪問により、初診時はＸ線撮影を

行うという回答があり、歯科訪問診療を行う

歯科医師を顧客とする。 

 

市場規模 

① 国内 

 厚生労働省の調査によると、要介護者の

74.2％は何らかの歯科治療が必要であるのに対

し、実際に治療を受けたのはわずか 26.9％とい

うのが実情である。単純に計算すると 469 万人

×74.2％×（100％—26.9％）＝247.5 万人。実

に 247.5 万人が歯科治療を必要としているにも

関わらず受けていないこととなる。 

② 海外 

日本だけでなく、2020 年頃に世界的に高齢化

社会となる特に韓国等では我が国の高齢化率

と同程度の水準になるとするデータも存在す

る。そのため、要介護高齢者に向けた歯科医療

の提供は、世界的にもますます重要になると思

われる。 

また、開発途上の国々では歯科の診療施設が

十分ではないこともあり潜在患者は相当数に

及ぶ物と考える。 

 したがってアジア圏で需要は国内の数倍で

なる事が想像できる。 
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(3) ターゲット市場における業界分析結果 

(a) 競合製品／競合企業の動向 
 

アールアンドディー2013によると往診や訪問

診療に用いられるポータブルＸ線撮影装置の

市場は、徐々に立ち上がってきておりマーケ

ットが拡大傾向となっている。主な参入メー

カとしては弊社，アイデンス，朝日レントゲ

ンなどがあり、据え置き型を含めると現在市

場シェア 1位は弊社である。参入メーカの競

合製品としては（KX-60、マックス-DC70タイ

プ C）があげられるが、いずれも重量がおも

く訪問診療に用いるには不向きである。また、

アイデンス社製コードレスタイプ（NOMAD）は

重量の軽いバッテリーを搭載することで軽量

化されているが本事業のパッケージとして搭

載することができない。
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(b) 競合製品／競合企業とのベンチマーキング 

【競合との差別化要素】 

① 他社製品では軽量化されているがパッケ

ージへの収納が出来ない事からパッケー

ジに収納可能なサイズとし、重量を 3kg

以下とした。 

② 操作性の向上：他社製品では照射条件の

設定を押しボタンスイッチと秒数表示器

により行っているが、一目で装置の照射

条件を把握する事が難しく誤設定の原因

にもなっている。近頃の家電製品や医科

機器においても使用者の立場に立った操

作系としてグラフィックを用いることが

増えてきている。本開発においても同様

のグラフィック表示とタッチパネルを作

用し、また、無線化することによりケー

ブルの断線や取り回しの不便さを解消し

照射条件の設定やＸ線照射が行える事と

した。 

③ 軽量化：弊社デントナビハンズにくらべ

85％重量削減。また、アイデンス NOAMDO

に比べ 2/3の重量とした。 

④ 付属品：ポータブルＸ線撮影装置にて患

者を撮影する場合 2m 以上離れての撮影

となるため、従来延長用照射スイッチが

必要であったが、無線による照射を実現

した事で、延長照射スイッチを使用しな

くてもＸ線照射が可能になった。 

 

(4) ビジネススキームの検討結果 

・研究・開発 

意見聴取会を開催（平成 26 年度）し、新たな

課題・要望・問題点等が生じた場合、社内開発

チームにおいて対策を行う。 

・調達・生産 

当社生産管理部門にて調達を行う。 

生産はグループ内アセンブル工場にて行う。 

・販売・アフターフォロー 

 グループ企業内の販売部門にて販売、カスタ

マサービス部員にてアフターフォローを行う。 

 また、販売部門では学会、展示会等でのアン

ケート調査およびプロモーション活動を行い、

認知度を向上させる。 

 さらに、本製品による安心・安全な歯科訪問

診療を訴求することで、訪問診療参入への営業

活動を行う。 

 

 

(5) 事業リスクの洗い出しと対応策の検討結果 

知財 

① 本製品に関しての特許侵害は調査済み。 

問題無し 

 

技術・評価 

① 小型・軽量化 

一般的なＸ線撮影装置はＸ線管からＸ線のほ

かに熱が発生する。それは消費電力の 99%の

ため冷却もかねてオイルを入れたタンクにＸ

線管を封入する場合オイル量は最良の撮影条

件を考慮したオイル量から小型・軽量化を実

現した。 

 

その他事業化全般 

① グループ企業でのアセンブリ、製品検査を含

む品質管理（製品の耐久性および精度、製造

作業標準化） 

対応策として、グループ企業間において、下

記項目の担当管理の明確化 

・強度、製品検査書等の設計開発記録の作

成／管理 
・作業標準書の作成・管理 

② 不具合管理対応 

対応策として、販売営業所を含むグループ企

業間において、下記項目の担当管理の明確化 

・製造時における異常不良が発生した場合

の是正処理フロー等の品質管理 

・ユーザ使用時に不具合が発生した場合の

報告、是正処理フロー等の品質管理 
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(6) 上市（投資回収）計画の検討結果 

(a) 投資計画 

本製品の投資を精査し、開発人件費、消耗品費、外注設計費、外部委託試験費、その他雑費として約 900万円が必要となる。 

(b) 回収計画 

本製品は必要投資に対して約 2年間で回収を計画する。 

(c) 委託期間後を含めた事業計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 平成 27年度意見聴取会での指摘事項を検討し製品に反映で出来るものは採用し改良を行っていく 

② 平成 28年度は製造コスト削減のため、部材調達を再度見直し利益を向上させる 

③ 平成 29年度拡販を行う 
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1.4 当該研究開発の連絡窓口 

会社名：  株式会社  吉田製作所    

電  話：  03-6844-5858  

ＦＡＸ：  03-3633-9427  
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2. 本編 

小型、軽量化を行うと共に、操作性が誤操作防止の観点から、操作パネルをグラフィック化し無線によるポ

ータブルＸ線撮影装置開発を実施した。 

 

2.1 製品開発概要 

在宅訪問歯科診療用ポータブルＸ線撮影装置認証申請までの以下の内容を実施した。 

 

2.2 小型軽量化：一体型筐体設計および評価機用筺体設計 

（１） 筐体部分および背面の撮影条件設定スイッチをスマートデバイスへ変更し、不要な部分を無くしたパ

ネルを自社設計した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧タイプ                  新設計 

図 2.2.1 

 

2.3 評価機組み立て 

（１） スマートデバイスに表示用ソフトウェアを表示。（図 2.3.1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3.1 
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2.4 評価及び結果 

（１）以下のように評価を完成させた 

Ａ．ポータブルＸ線撮影装置とスマートデバイスの電源を入れ、Bluetooth通信によりペアリングを

行った 

Ｂ．ポータブルＸ線撮影装置とスマートデバイスのペアリングを確認後、操作マニュアルに沿って設

定が変更できる事を確認 

Ｃ．Ｘ線フィルム撮影確認 (図 2.4.1) 

Ｄ．セルに収納出来る事を確認 (図 2.4.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4.1 

 

 

 

 

 

図 2.4.2 

※本製品はフィルム撮影を標準とし、セル内

にフィルムを収納した図となる 
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2.5  外部有識者と情報交換 

（１） 妥当性確認を含め外部有識者へヒアリングを行った 

① サイズ・重量 回答：ほぼ問題ないが、出来ればもう少し薄くしたい。 

② 操作性  

1. ワイヤレス化 

(ア) 回答：ワイヤレスはケーブルの取り回しが無いため良い。 

(イ) 回答：医院内で使う場合はレントゲン室内の配管工事が不要のため使い勝手が良い。 

2. 表示ソフトウェアについて 

(ア) 回答：グラフィック化でわかりやすい。 

(イ) 回答：ワイヤレスでの誤動作に対して対策が取られている。 

ポータブルＸ線撮影装置に安全装置が備えてあり、スマートデバイス側で誤作

動が生じた場合においても回避が可能である。 

3. 画像評価 

(ア) 回答：一般的な歯科用デンタルＸ線撮影装置と大差ない。 

 

（２） 妥当性確認 

① 回答：問題無し。 

 

2.6  申請書類の整備、認証申請 

（１） 申請試験結果と認証申請書を認証機関に提出済。 

 

2.7  臨床試験 

（１） 本製品はＸ線撮影装置であり、フィルムやセンサのように画像評価が必須となる臨床評価よ

りも装置の使い勝手やデザイン性を確認するための妥当性確認が必要とされる。よって、装

置の使い勝手やデザイン性等に関する外部有識者による妥当性確認を行った。 
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3. 全体総括 

 

3.1 委託事業の振り返り 

 

(1) 本年度の目標達成度に関する自己評価 

(a) 自己評価点 

C：当初目標には未達だった。 

 

(b) 自己評価理由 

ポータブルＸ線撮影装置の小型軽量化および表示部のワイヤレス化を実現できたが、無線通信化による

照射スイッチ（SW）開発に時間を要したため、薬事申請を事業期間内に終了することができなかった。

本遅延については、すでに薬事申請を行ったため、2014 年 7 月上市に影響を及ぼすことはない。ただし、

以下①、②は達成した。 

 

① 小型軽量化 

 目標重量 3Kg以下に対し、2.5Kg を実現した。 

 ポータブルＸ線撮影装置をセルに収納できる事に対し、セル寸法内に収納する事が出来た。 

 

② 表示部のワイヤレス化 

ワイヤレス化の方法としては数々の手段があるが、消費電力を抑えた通信モジュールの Bluetooth 

4.0(LE)を採用することで、バッテリー機器として消費電力を抑えた製品にする事ができた。 

 

(2) 当初計画からの変更（深堀）点とその理由 

(a) 対象とする課題・ニーズ 

特になし 

 

(b) 機器スペック・ビジネスモデル 

① スマートデバイス 

変更前 開発当初からのバージョンアップ 

変更後 ＯＳ等のバージョンアップに伴いハードウェア、ソフトウェア共に変更となった。 

 

 開発当初のＯＳ等が開発中にバージョンが上がったため、仕様変更等において試作期間が延びた。 

 

(c) 事業化体制 

変更前 未定 

変更後 画像診断機器事業部で管理し、株式会社ヨシダにて販売する 

 

(d) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

当初の目標である小型軽量化、および表示部のワイヤレス化を実現できたが、無線化による照射スイッチ開

発に時間を要した。 
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(3) 有識者委員会・伴走コンサル指摘事項とその対応 

 

(a) 薬事面 

指摘事項 ポータブルＸ線撮影装置で、無線照射スイッチによる操作に問題はないか。 

 

審査機構に相談しＸ線診断装置の無線照射スイッチ化の可能性を確認したが、本製品以前に無線照射スイッ

チを用いた機器が有れば問題無しとの見解があり、調査するとＸ線装置製造メーカより無線照射スイッチの製

品が有ることが分かり問題無しとなった。 

申請項目にもある EMC 試験をパスしているため、ノイズにより誤動作は起きない。 

 

(b) 技術・評価面 

指摘事項 特になし 

 

(c) 知財面 

指摘事項 特になし 

 

(d) 事業化面 

指摘事項 特になし 

 

(e) その他全般 

指摘事項 特になし 

 

 

(4) 委託事業を振り返って改善すべきであった点 

(a) 事業体制 

アプリケーション開発において、リリース版のアプリケーションには登録が必要な事を事前に理解

しておくこと必要がある。 

(b) 事業の進め方 

ポータブルＸ線撮影装置の開発過程において、試作品評価時に外部有識者からの意見を基に仕様を

決定した。その際、歯科訪問診療の現場でポータブルＸ線撮影装置を使用する場合、健常者では無い

方々が大半でる事を踏まえて、軽量の観点からもより効率的に有効性を訴求できたと考えられる。 

(c) その他 

特になし 
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3.1.2 これまでの委託事業の成果と今後検討すべき課題 

採択から 3年後の到達目標 
▶ 

現時点での達成状況 

（計画変更理由を含む） ▶ 
目標達成を阻害する要素の洗い

出しと対応策 ▶ 
来年度検討・実施すべき事項 

（来年度実施計画） 

【平成 26年度末】 

① 歯科訪問診療での取り扱い

や運搬時の負担を軽減でき

る小型・軽量化ポータブル

Ⅹ線撮影装置の上市（平成

26年 7月上市目標） 

 

 

 
 

【平成 24年度達成内容】 

① ポータブルＸ線撮影装置タ

ブレット表示原理試作。 

 

【平成 25年度達成予定内容】 

① タブレットの表示部分をグ

ラフィック化完成 

② Bluetoothによる操作パネル

無線化基板完成 

③ 認証申請中 
 

① Ｘ線装置は消費電力の１％だ

けが X線となり、残り 99%は熱

になる。その冷却と高電圧の

絶縁を兼ねオイルタンクに X

線管を封入する。このタンク

の大きさが一番の阻害要因で

あり、使用回数と出力のバラ

ンスを考え小型化を進めてい

く。 

② 無線での通信では無線の出力

による弊害が出る。その一つ

として他の医療機器への影響

を与えない種類の選択が必要

となった。その結果低出力の

ため医療器への影響が少ない

という Bluetooth4 LE を採用

した。 

 

【平成 25 年度終了時点までの実

施予定事項】 

① 25 年度の検討課題としては

薬事認証がある。 

 認証に向けての試験項目の

洗い出し。 

 認証審査資料作成。 

 社内審査会開催。 

 認証機関からの問い合わせ

対応。 

 

【平成 26 年度実施内容検討・実

施すべき事項】 

上市後に行なわれる意見聴取

会にて得られた意見を精査し、改

良が必要と考えられる事項に関

しては、事業外にて改良を進め

る。 
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3.1.3 平成 26年度以降の実施内容に関する計画（案） 

 

2014（平成 26）年度 実施内容（案）   

注：項目は６頁『2. 上市（投資回収）に至るまでのプロセス（事業計画）』の項目と一致させてください 

2015（平成 27）年度 実施内容（案） 

注：項目とその概要を記載してください。 

項目名 具体的な内容 

・上市 

・意見聴取会の開催 

■ 2014 年 7 月に上市を行う。  

■歯科訪問診療現場の課題に即した機器開発の観点から、本委託事

業成果物である器材パッケージについて、継続的改良及びあらたな

課題解決のため、意見聴取活動を実施する。  

■具体的な活動として、全国の地域歯科医療に根ざした、一般開業

医を対象とした意見聴取会を開催する。  

さらに改善、改良を必要とする製

品は、担当各社が自らの費用で継

続して実施する。   

 

 

3.1.4 委託事業終了時までに完成する最終製品の概要とスケジュール 

最終製品名 概要 スケジュール 

・ポータブル X 線装置 可搬式のポータブルＸ線撮影装置である。 

（特徴） 

1. ポータブルＸ線撮影装置重量を 2.5Kg未満と軽量化し取扱いを楽にした。 

2. スマートデバイスを用い、グラフィック表示とする事で、誤操作を防止するとと

もに操作性を向上させた。 

3. タッチパネルとポータブルＸ線撮影装置を無線化する事で断線を起こさない事

や電線による取り回しの不便さを解消した。 

H26.5 量産品の生産開始 

H26.5 量産品の評価 

H26.7 上市 

H26.8 意見聴取会開催 
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1. 事業の概要 
 
1.1 事業の背景・目的及び目標 

サブテーマ９「在宅・訪問歯科診療用専用ポータブル器材パッケージの臨床評価及びマニュアル策定・

研修会開催」は、各サブテーマ開発品の臨床評価を実施し開発に還元すること、また本計画にてパッケー

ジ化した専用の機器を用いた在宅訪問歯科診療マニュアルを臨学産共同により策定すること、そのマニュ

アルに沿った研修会等を都道府県歯科医師会や地方自治体等との連携により開催し、本邦の在宅・訪問歯

科診療の環境整備を行うことを本事業の達成目標とする。 

平成 25 年度は、各サブテーマにてパッケージ化する専用の機器・器材を用いた在宅訪問歯科診療のマ

ニュアル策定を行い、研修会等次年度での具現化をはかる。 

各サブテーマから提案された製品仕様に従い、東北大学所属の研究員を始め外部有識者からの意見、評

価を踏まえ、留意点・注意点等含めたマニュアル内容を定め、広く活用されるよう画像を含めデジタルコ

ンテンツ化し、安心・安全な在宅訪問歯科診療を実践するためのマニュアルを策定する。 

実施内容および担当は以下のとおりである。 

① 在宅・訪問歯科診療マニュアルの策定（東北大学，外部有識者，外注先（協力会社：ニッシン） 

② 報告書の作成（東北大学） 
 

1.2 事業実施体制 
１）サブテーマ９に関わる国立大学法人東北大学、日本歯科医学会、社団法人日本歯科医師会の内、 

マニュアル策定は東北大学が中心となる。 

有識者委員として 9 名が参画している。 
 

２）外注先として、協力企業の株式会社ニッシンが制作を担う。 

 
 
1.3 成果概要 

次頁以降に本年度開発した製品の概要および本年度検討・精査した同製品の事業化計画を記載する。 
 
1.3.1 発製品「在宅・訪問歯科診療用マニュアル」 

 

【訴求ポイント】 
各サブテーマから提案された製品仕様を踏まえ、東北大学所属の研究員を中心に日本歯科医学会、日本歯科

医師会との臨学産共同により、安心・安全な在宅訪問歯科診療を実践するためのマニュアルを作成する。 

そのマニュアルに沿った研修会等を都道府県歯科医師会や地方自治体等との連携により開催が行えるよう

にする。 
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製品名 在宅訪問歯科診療用マニュアル 一般的名称  

クラス分類  許認可区分  申請区分  

製造販売業者  製造業者 株式会社ニッシン 

販売業者 株式会社ニッシン その他（部材供給） 東北大学監修 
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に：  ） 

薬事申請時期  年  月 薬事申請時期  年  

上市時期 2014 年 ７ 月 上市時期 2015 年  
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1.3.2 事業化計画 
 

(1) 事業化に向けた現状ステータス 
 

(a) 機器の開発（実証）目標達成状況 

マニュアル作成完了、電子書籍化完了 

 
(b) 薬事対応状況 

非薬事対象 

 
(c) 知財確保状況 

特に無し 
  

(d) その他（事業化体制等）の整備状況 
上市に向け、ネット配信の検討開始。 

 
(2) 市場性（想定購入顧客）の検討結果 

 
(a) 医療現場でのニーズ 

開発された在宅・訪問歯科診療用ポータブル器

材パッケージを使用する訪問歯科診療の医療現場

にて利用。 

 
(b) 現状における問題点 

特に無し 

 
(c) 本機器の想定顧客および市場規模 
 
① 国内 歯科医療機関 2,000 万円 

 
② 海外 歯科医療機関 1,500 万円 

 
 
(3) ターゲット市場における業界分析結果 

 
(a) 競合製品／競合企業の動向 

器材パッケージにリンクした製品は存在せず競

合製品・企業は無い。 

 
(b) 競合製品／競合企業とのベンチマーキング 

今後の使用において一般的書籍と比較検討予定。 

 

 
(4) ビジネススキーム検討結果 

特殊な状況における高リスク患者に対する安心

安全な医療提供の為に、器材パッケージ及びトレ

ーニング等の各地区の歯科医師会及び歯科大学等

への提供とリンクさせる。 

 
(5) 事業リスクの洗い出しと対応策の検討結果 

未だ在宅訪問診療は少なく市場は大きく無いが、

更に歯科医学会・歯科医師会と協働し高齢者歯科

医療の充実を図り、在宅訪問歯科診療の普及を図

る。 
 
 
(6) 上市（投資回収）計画の検討結果 

 
(a) 投資計画 

マニュアル作成  外注費 380 万円  
外注先：株式会社ニッシン 

配信用システム構築 次年度外注予定 
 

(b) 回収計画 
 マニュアルについては、上市後３年目の器材パ

ッケージ販売数量からセット販売額 312 万が見込

まれるが、教育機関・診療機関へのネット配信に

よる単品での販売 500 万円も見込む。 
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(c) 委託期間後を含めた事業計画 
 更に構築する教育トレーニングシステム及びｅラーニングシステムを

利用しマニュアルを配信して行く。 

  対象は歯科医師会、歯科大学・歯科衛生士学校等の歯科教育機関、 
関連学会・研究会、等。 
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1.4 当該事業の連絡窓口 
 

国立大学法人東北大学 

歯学研究科 口腔システム補綴学分野 
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2. 本編 

2.1 実施内容（マニュアル作成） 

2.1.1 仕様の検討 

在宅・訪問歯科診療用マニュアルの仕様を以下のように検討した。 

 

Ⅰ マニュアル作成の目的 

１．背景 

経済産業省の委託事業である平成２５年度課題解決型医療機器等開発事業の一つとして「在宅訪問歯科診療の

戦略的展開のための専用ポータブル歯科診療器材パッケージの開発」が日本歯科医学会・日本歯科医師会・日

本歯科商工協会のコンソーシアムにて推進されている。 

口腔環境は全身の健康に大きく関与するが、高齢社会においては要介護者が増加し、要介護者の約９割が歯科

治療を必要としているにも拘わらず受診者は約２７％に留まっている。 

本開発事業の目的は、在宅・訪問歯科医療体制の整備という課題を解決し、安全・安心で効率的な在宅・訪問

歯科診療システムの開発及び提供を行い、在宅・訪問歯科診療を更に普及させる事に有る。 

２．目的 

この診療システムの利用において、通常の歯科医院内では無い環境で歯科医院に通院できない患者に対し歯科

医師・歯科衛生士その他在宅・訪問歯科診療に携わる関係者が的確な歯科医療を提供する為に、在宅訪問歯科

診療マニュアルが必要になる。 

よって、本マニュアルは、特に在宅・訪問歯科診療の現場での診療を行うに際し有用なものである事が求めら

れる。 

 

Ⅱ マニュアルの内容 

１．マニュアルの項目・構成 

本マニュアルとして以下の項目を掲載する。 

 

１）パッケージ全体及び各器材の取扱いについて 

（１）パッケージ全体 

本開発事業で開発された訪問診療専用ポータブルパッケージの仕様及び有用な活用法の紹介。 

（２）各器材 

本開発事業で訪問診療専用に開発された、ポータブル照明器、ＳｐＯ２モニター、診療用ソフト、体位補助装

置、印象採得・咬合採得キット、義歯リペアキット、義歯用ディスポブラシ・口腔内オーラルケアブラシ、ポ

ータブルＸ線撮影装置等の使用マニュアル。 

 

２）材料・機器の特徴及び上手な使い方 

開発製品含め、訪問歯科診療を踏まえた各使用器材の特徴及び使用法を紹介する。 

歯科医院内とは異なる環境で要介護等の患者に対する診療を行うに際し、的確な器材の使用・利用が重要で

ある。とりわけ、訪問診療においても、治療のみならず口腔ケア等の予防、口腔衛生指導等は重要である。 

 

３）患者さんの状態に応じた治療・ケア（含、診療現場での注意点） 

（１）種々患者の疾患 

虚血性心疾患、脳血管障害、糖尿病、高血圧、認知症等全身疾患の紹介。 

（２）疾患に応じた治療・ケア 

各全身疾患の状態に応じた歯科治療・ケアを紹介。 

口腔疾患のみならず全身疾患に関する情報も収集し（医科歯科連携）、各患者に応じた的確な診療が行える

ようにする事が重要である。 

 

４）緊急対応の方法 

疼痛性ショック、過呼吸、アレルギー、全身疾患の憎悪等、起こり得る全身的及び局所的偶発症の紹介、及び
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発症時の対処法の紹介。 

医科歯科連携等、関係者のチームワークが重要である。 

 

５）訪問診療及び訪問診療の流れ 

（１）介護の現状 

（２）訪問診療における保険制度 

（３）患者・家族への応対（接遇・電話応対、訪問車の使用等を含む） 

（４）訪問診療の準備 

（５）訪問診療後の業務 

これら項目は、新たに訪問診療を行う歯科医師等において、訪問診療をどのように行ったら良いかを理解し

た上での実施に際し、必要且つ重要な事である。 

これら内容に関し多くの書籍が出版されているが、実践化できる事が重要である。 

特に、診療前の準備と後の業務に関する要望は多い。 

 

２．形式 

１）電子書籍化 

（１）ディスク或いはネット配信等にて、提供及び入手。 

（２）必要な時に必要な場所で必要な部分の利用が可能な構成。 

基本的に「使い易い」というのが重要である。 

 

２）動画・画像等の活用 

（１）簡潔な文章に画像、更に動画を組合せ、ポイント等を説明。 

基本的に「分かり易い」というのが重要である。 

 

３）研修会で利用可能 

（１）マニュアル単独でも利用。 

訪問診療現場での診療時のみならず、歯科医院内での勉強会や、歯科医療関係者が集まった研修会等でも使

用できるようにする。 

 

2.1.2 作成先の検討 

委託先（外注先）として、以下のように検討した。 

 

Ⅰ 選定検討 

１．テーマの目的 

在宅・訪問歯科医療体制の整備という課題を解決し、安全・安心で効率的な在宅・訪問歯科診療システムの

開発及び提供を行い在宅・訪問歯科診療を更に普及させるため、在宅・訪問歯科診療の戦略的展開のための専

用ポータブル歯科診療器材パッケージの開発が歯科医学会・歯科医師会・歯科商工協会から成るコンソーシア

ムにて進められている。 

本システムとして、訪問診療に適した種々器材及びそれら器材を収納する専用パッケージ並びにそれら器材

の使用を含めた訪問診療に係るマニュアル等から構成されるが、マニュアルは本開発パッケージを利用し訪問

診療を更に普及させるために重要である。 

 

２．求められるマニュアル 

１）マニュアルの目的 

今回目標とするマニュアルは、更なる訪問歯科診療を拡大すべく、特に新たに専用に開発される器材を用い、

在宅・施設等従来の歯科医院内とは異なる環境にて又外来できない高齢者や要介護者の患者への診療を行う為

に、新たな知識・技術・態度等が必要とされる歯科医師・歯科衛生士らに向けたものであり、教育的内容が求

められる。 
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２）マニュアルの内容・形式 

2.1.1 仕様の検討 Ⅱマニュアルの内容の項目に記された内容のマニュアル作成が求められる。 

 

Ⅱ 選定 

求められるマニュアルの作成が可能な（株）ニッシンに作成を委託した。 

 
 

2.1.3 マニュアル作成 

以下のようにマニュアル作成を実施した。 

 

１．委託業務契約 

平成２５年５月１５日付にて（株）ニッシンと委託業務契約を締結 

 

２．委託先での作成 

１）マニュアルの企画、仕様の確認 

２）掲載原稿の収集（東北大学研究員の他、在宅訪問診療を実施している開業医から収集） 

３）マニュアル化 

 

３．委託先での作成に併せ定期的及び随時以下の確認等を行った。 

１）東北大学と委託先との打合せ 

２）マニュアル内容の確認 

３）有識者との確認 

４）歯科商工協会／他サブテーマとの打合せ 

 

 
2.2 成果（作成マニュアル） 
 
以下のようにマニュアルを完成した。 

 

タイトル 課題解決型医療機器等開発事業 

歯科訪問診療マニュアル Vol．１ 

 

企画・監修 東北大学 歯学研究科 

 

制作・発行 株式会社ニッシン 

 

 

2.2.2 目次 

 

マニュアルの概要として、以下の目次構成から成る。 

 

１ 訪問歯科概要    ６ 帰院後の業務の流れ 

１）訪問診療の対象    １）各種文書の作成 

２） 保険診療の対象    ２）初診患者レセコン登録 

３）介護保険制度について   ３）会計処理 

４）ケアマネージャーの存在   ４）連絡事項の確認 

５）介護保険・医療保険の算定方法  ５）業務報告・相談 

６）介護保険・医療保険の請求のしかた  ６）新患・再訪問者のアポイントメント取得 
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      ７）その他連絡・確認 

２ 接遇・マナー    ８）集金連絡 

１）「感じの良い」対応を心がけよう  ９）ケアマネージャーへの報告 

２）身だしなみ     10）診療予定表提出 

３）入室時の対応    11）引き継ぎ 

４）滞在時の対応    12）診療情報提供書提出 

５）退出時の対応    13）訪問日報の作成 

６）話し方（言葉づかい）   14) 翌日ルート確認 

７）聞き方      

８）姿勢     ７ アポイントメント 

      １）効率的なルートを作成する 

３ 電話     ２）アポイントメント取得の考え方 

１）言葉づかい     ３）アポイントメントに関する注意点 

２）アポイントメント取得の電話のかけ方   

３）電話トーク例    ８ 訪問診療と全身疾患 

４）電話仕様の注意    １）歯科医療と全身疾患 

      ２）虚血性心疾患（狭心症・心筋梗塞） 

４ 訪問車の使用    ３）高血圧 

１）訪問車はみんなの車    ４）糖尿病 

２）運転をする前の注意    ５）脳血管障害（脳卒中） 

３）走行中の注意    ６）認知症 

４）使用後の注意    ７）気管支喘息 

５）洗車・清掃     ８）ビスフォスフォネート関連顎骨壊死 

６）点検      

７）交通事故を起こした場合    

 

５ 訪問診療の流れ     

１）訪問診療に行くまで  （含、デンタパックココロの説明）   

２）訪問診療の前までの流れ（在宅）   

３）診療から診療後までの流れ    

４）訪問診療の流れ（施設・居宅）   

５）治療が終了した場合     

 

2.2.3 電子書籍 

訪問診療マニュアル Ver.1として、パソコン版と iPad 版を作成。 

オンライン／オフラインでも対応でき、パソコン、タブレット、スマートフォンにて、いつでもどこでも

閲覧可能とした。 

 

2.3予定（マニュアルの利用） 

2.3.1 試用 

今後の予定として、２６年度に予定されている試用及び研修会等に本マニュアルを使用する。 

 

2.3.2 上市 

 

１．上市用の最終版 

   器材パッケージ及び各器材の上市用最終製品に合せ、また試用の結果等踏まえ、マニュアルを修正し、

上市用の最終版を作成。 
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２．上市 

器材パッケージの上市に合せ、器材パッケージへのセット化及び単品での販売を行う（７月予定）。 

 

３．改版 

   上市後、必要に応じて改版する。 
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3. 全体総括 
 
3.1.1 委託事業の振り返り 
 
(1) 本年度の目標達成度に関する自己評価 

(a) 自己評価点 
B：当初目標を達成した。 
(b) 自己評価理由 
記述内容及び形式の目標を達成した。 

① 記述内容 

予定した以下５項目の記述は為された。 

・パッケージ全体・機器の取扱い説明 

・材料・機器の特徴及び上手な使い方 

・患者さんの状態に応じた治療・ケア 

・緊急対応の方法 

・訪問診療及び訪問診療ぜんたいの流れ 

② 形式 

電子書籍化し、提供可能となった。 

 

(2) 当初計画からの変更（深堀）点とその理由 

(a) 対象とする課題・ニーズ 

① マニュアル使用、利用 
 
当初教科書的で無く診療現場で迅速に使用できるマニュアルを予定したが、今回開発の訪問歯科診療専用器

材パッケージを使用しこれから訪問診療を行う歯科医療関係者も鑑み、歯科医院内や歯科教育機関での事前学

習にも使用できるよう内容を充実させた。 

 

(b) 機器スペック・ビジネスモデル 

① 記述内容 
 
課題・ニーズを踏まえ、訪問先での直接的な治療のみで無く、訪問する迄の作業、訪問に際しての準備、訪

問先での対応、訪問後の作業等の訪問診療業務全般の内容も充実させた。 

 
(c) 事業化体制 

① 提供方法 
 
当初は、例えば訪問診療用ソフトと併せタブレット等に予めの掲載を予定したが、訪問診療現場のみならず

院内含め広い使用を鑑み電子書籍化しネットで配信する事とした。 

 

(d) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

① 上市時期 
 
今回開発の訪問診療専用器材パッケージを使用した訪問診療に合せる為、同パッケージへの搭載等、計画通

り同パッケージの上市に合せ提供を行う。 
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(3) 有識者委員会・伴走コンサル指摘事項とその対応 

 
(a) 薬事面 

指摘事項 薬事非対象品につき無し 

 
(b) 技術・評価面 

指摘事項 全身評価の判定も検討を。全身疾患の問診票も結び付けられるように。 

 
全身疾患含め全身評価の判定が難しく開業医は訪問診療を躊躇している。アラートを出す特許も有る。 

対応：マニュアルにおいて全身疾患に関する記述は行う。 

 
(c) 知財面 

指摘事項 特に無し 
 

(d) 事業化面 
指摘事項 訪問診療ソフトとのリンクで訪問診療の活性化を 

 
訪問診療現場での医療情報の閲覧、診療所との（情報）連携、会計処理等の課題を検討して行きたい。 

対応：・医療／介護保険に関する記述も行う。 

 

(e) その他全般 
指摘事項 特に無し 

 
 
 
(4) 委託事業を振り返って改善すべきであった点 

(a) 事業体制 
東北大学が企画・内容検討、外注先がマニュアル化。 

→内容検討に訪問診療を実施している多くの開業医も加えた方がより幅が広がり内容も充実した。 

 

(b) 事業の進め方 
記述内容に関する情報を本開発関係者（含、各サブテーマ）及び外部の専門家から収集。 

→各開発器材に関する記述については、企画内容と各サブテーマの開発・試作評価等の進捗との連携を

より密にする事により、更に完成度は高まった。 

 
(c) その他 

特に無し 
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3.1.2 これまでの委託事業の成果と今後検討すべき課題 
採択から 3 年後の到達目標 

▶ 
現時点での達成状況 
（計画変更理由を含む） ▶ 

目標達成を阻害する要素の洗い出しと

対応策 ▶ 
来年度検討・実施すべき事項 
（来年度実施計画） 

開発された専用器材パッケージと 

併せ上市 
  

全般的に完成したが、内容の充実を 

更に図る 

  

各器材を含む開発器材パッケージ及び

本マニュアルの評価が未だ為されてい

ない。 

→試用評価の計画策定。 

 

歯科医師会を中心に、各器材含む

パッケージ及びマニュアルの試

用を含む評価。 

 
 
 
平成 26 年度以降の実施内容に関する計画（案） 
2014（平成 26）年度 実施内容（案） 2015（平成 27）年度 実施内容（案） 
項目名 具体的な内容 
上市 

 
 
 

訪問歯科診療専用器材パッケージの上市に合せ上市 教育機関等への販売拡大の企画 

海外展開の検討 

改善 
 
 
 

試用、評価への供試 

器材の完成、改良に伴うマニュアル内容の検討 
国内販売継続 

 
 
 

3.1.3 委託事業終了時までに完成する最終製品の概要とスケジュール 
最終製品名 概要 スケジュール 
訪問歯科診療マニュアル ネット配信された歯科医の診療のみならず教育・研修にも利用できるツール ２６年上市 
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