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1. 事業の概要 
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1.1 事業の目的 

骨導式の補聴器は海外を含め種類が少なく機能性も不十分である。この現状のもと、まずコミュニ

ケーションに適した周波数帯域（～8,000Hz）に特化した小型の振動子を開発する。この振動子を用

いて、従来の骨導補聴器がもつ、サイズが大きい、汗による故障が多い、接触面が痛くなる等の課題

を克服し、かつ耳穴を塞がない、ハウリングが起き難い等の特長を生かしたデジタルタイプの骨導補

聴器を開発することを目的とする。 

補聴器市場の状況をみると、国内における出荷件数は漸増傾向を示し過去 10年間で 21％増加した。

特に 2012年度は前年度比 106.2％となり、初めて 50万代の大台を突破した。また日本の補聴器所有

率は他の先進国に比べて著しく低く（アンケート回答者の中で、日本：14.1％、イギリス 41.1％、

ドイツ 34.0％、アメリカ 24.6％である(Euro Trak 2012)）、今後継続的な増加が見込まれる。世界の

補聴器市場は 2011年には金額にして 72億ドル規模であったが、以降は年平均成長率(CAGR)にて 7％

の市場成長を示し、2018 年までには 113 億ドル規模になると予測されている（株式会社グローバル

インフォメーション）。また世界の難聴者分布をみるとアジアが 65％を占めており、新興国の発展と

ともに大きな市場拡大が見込まれる。耳穴を塞がない、水洗い可能である、充電式でランニングコス

トが安い、という特長を有する骨導補聴器にとって有望な市場が開かれていると予測される。 

本プロジェクトにおいて、平成 25 年度までに小型の振動子を開発し、2 タイプ（耳掛型、ボック

ス型）の量産用試作器の開発を終えた。平成 26 年度には、ボックス型（振動部分をヘッドセット方

式で装着）の骨導補聴器の製品化を行い、薬事申請（クラスⅡで認証）を行う予定である。平行して

耳掛型補聴器の製品化を実現する。上市後、2年程度をかけて製品のブラッシュアップ、大量生産体

制の確立、CEマーク、FDA の取得を進める。 

事業体制としては、基本特許を有するゴールデンダンス株式会社が企画・販売、株式会社坂本設計

技術開発研究所が製造を行い、アドフォクス株式会社が制御回路を担う体制でスタートする予定であ

る。 

販売ルートとしては、国内においてはゴールデンダンス株式会社の現在の販売ルート（直接販売、

家電量販店）を活用するが、事業状況により有力企業との連携も考慮する。また海外の事業展開につ

いては、豊田通商株式会社との連携のもとに進める予定である。 

 

1.2 事業実施体制 

事業管理機関：学校法人関西医科大学 

PL：友田 幸一（学校法人関西医科大学） 

SL：中谷 任徳（ゴールデンダンス株式会社） 

共同体：①学校法人関西医科大学 

   ②ゴールデンダンス株式会社 

   ③株式会社坂本設計技術開発研究所 

      ④株式会社プロアシスト 
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1.3 事業化する医療機器の概要 

1.3.1 製品名：ボックス型穂容器 

(1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 補聴器 クラス分類* クラスⅡ 

製品名 ボックス型補聴器 分類名称（一般的名称）* 補聴器 

対象疾患 聴覚障害 届出／認証／承認* 認証 

想定される販売先 患者、代理店 新／改良／後発* 改良 

薬事申請予定者 ゴールデンダンス株式会社 医療機器製造販売業許可 27B2X00285 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

ゴールデンダンス株式会社 医療機器製造業許可 27BZ200345 

株式会社坂本設計技術開発研

究所 
業許可 27BZ200271 

（注）*印は現時点の想定であり、今後変更される可能性がある。 

(2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  欧州 

薬事申請時期 平成 27（2015）年 3月 平成 28（2016）年 4月 

上市時期 平成 27（2015）年 10月 平成 29（2017）年 4月 

想定売上（上市後 3年目） 12.5 億円／年（平成 29（2017）年時点） 10億円／年（平成 31（2019）年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 500 億円／年（平成 29（2017）年時点） 10,000億円／年（平成 31（2019）年時点） 

想定シェア（上市後 3年目） 2.5％（平成 29（2017）年時点） 0.1％（平成 31（2019）年時点） 

(3) 事業化する医療機器の概観・特長 

 

ゴールデンダンス株式会社のもつダイナミック式骨導素子の小型化（φ10）を実現、従来の骨導補聴器

がもつサイズが大きい、汗による故障が多い、接触面が痛くなる等の課題を克服し、かつ耳穴を塞がな

い、ハウリングが起き難い等の特長を生かしたボックス型骨導補聴器を開発した。振動子部分と本体部

分（電子回路、マイク、電池）を分離、本体をポケット等に装着することで、乾電池の使用を可能とし、

100 時間の連続使用を実現した。 
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1.3.2 製品名：耳掛型補聴器 

(1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 補聴器 クラス分類* クラスⅡ 

製品名 耳掛型補聴器 分類名称（一般的名称）* 補聴器 

対象疾患 聴覚障害 届出／認証／承認* 認証 

想定される販売先 患者、代理店 新／改良／後発* 改良 

薬事申請予定者 ゴールデンダンス株式会社 医療機器製造販売業許可 27B2X00285 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

ゴールデンダンス株式会社 医療機器製造業許可 27BZ200345 

株式会社坂本設計技術開発研

究所 
業許可 27BZ200271 

（注）*印は現時点の想定であり、今後変更される可能性がある。 

 

(2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  欧州 

薬事申請時期 平成 27（2015）年 6月 平成 28（2016）年 4月 

上市時期 平成 28（2016）年 3月 平成 29（2017）年 4月 

想定売上（上市後 3年目） 12.5 億円／年（平成 29（2017）年時点） 10億円／年（平成 31（2019）年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 500 億円／年（平成 29（2017）年時点） 10,000億円／年（平成 31（2019）年時点） 

想定シェア（上市後 3年目） 2.5％（平成 29（2017）年時点） 0.1％（平成 31（2019）年時点） 

 

(3) 事業化する医療機器の概観・特長 

 

振動子、電子回路、マイクはボックス型と同じ仕様とし、ボタン電池を用いた耳掛型骨導補聴器を開発

した。本体部分を耳介に、振動子部分を耳甲介腔に装着する構造とすることで、毛髪で覆うことにより、

装着していることを他者に気づかれずに使用できる。さらに振動子部分と本体部分を分離しコードで接

続することでハウリングを起こさない構造とした。 

  



5 

1.4 市場性（想定購入顧客） 

(1) 医療現場で期待される波及効果 

欧米市場に比較して、日本市場の特徴は、補聴器所有率は他の先進国に比べて著しく低いことであ

る。（アンケート回答者の中で、日本：14.1％、イギリス 41.1％、ドイツ 34.0％、アメリカ 24.6％

である(Euro Trak 2012)）。今回開発した骨導補聴器は、音楽用イヤホンと同様の形態で使用するこ

とが可能であり、補聴器の装着を躊躇される方々に、補聴器の有用性をアピールできる効果が期待

できる。 

さらに開発した技術を活用して、固定電話の受話器を骨導式にする機器や、医療現場での新たなコ

ミュニケーションツールとしての新たな製品等の開発が期待できる。 

(2) 当該機器等の市場性 

 ① 提案する機器の想定顧客 

耳甲介腔部に“掛ける”だけで使用できるため、気導式補聴器のように耳孔に差し込んで使用する

必要がない。また耳に装着する振動子部分は、水洗い可能であるため、汗をかく状況や衛生的に問

題のある環境での使用に適している。振動により音声を伝達する方式であり、内耳に直接振動を伝

達するルートが存在するため外耳から鼓膜までに障害のある伝音性障害の方々により有効と考えら

れる。さらにメンテナンスフリーであるため低価格が可能である。 

これらの特長により、次のような顧客が想定できる。 

・軽中度の聴覚障害の方々 

・伝音性難聴・混合性難聴の方々 

・耳孔に異物を挿入するのに難のある方々 

・初めて補聴器の装着を考えている方々 

・感音性難聴の方々で、有効性が確認できた方々 

・外耳道狭窄・閉鎖症の方々 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

【国内市場】 

補聴器市場の状況をみると、国内における出荷件数は漸増傾向を示し過去 10 年間で 21％増加した。

2013 年度は前年度比 101.9％となり、50 万台の大台を突破（出荷総金額：312 億 8,900 万円）した。

さらに日本では集音器としての出荷があり、両者を合わせると 500億円の市場規模と推定される。 

また日本の補聴器所有率は他の先進国に比べて著しく低い（日本：14.1％、イギリス 41.1％、ドイ

ツ 34.0％、アメリカ 24.6％である(Euro Trak 2012)）。これらの状況から日本おける補聴器市場は、

今後とも継続的な増加が見込まれる。 

【海外市場】 

世界の補聴器市場は 2011 年には金額にして 72 億ドル規模であったが、以降は年平均成長率(CAGR)

にて 7％の市場成長を示し、2018年までには 113億ドル規模になると予測されている。 

また世界の難聴者分布をみるとアジアが 65％を占めており、新興国の発展とともに大きな市場拡大

が見込まれる。耳穴を塞がない、水洗い可能である、ハウリングが起き難い、という特長を有する

骨導補聴器にとって有望な市場が開かれていると予測される。 

世界市場においては日本企業の存在感はほとんど皆無というのが現状である。気導式の補聴器は、

非常に進歩しているため、従来の気導式の補聴器で海外に進出するのはほとんど不可能である。し

かし、従来の骨導式の補聴器は海外を含め種類が少なく機能性も不十分であり、今回開発を進めて
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いる骨導式補聴器なら海外で勝負できると考えている。 

 

(3) 競合製品／競合企業との差別化要素 

 1) 競合製品／競合企業の動向 

【リオン株式会社】 

決算短信(2015年 3期)               (百万円) 

年度 2006年度 2010年度 2014年度 

売上高 19,300 16,691 18,800 

経常利益 1,284 1,304 2,300 

利益 513 777 1,400 

補聴器では、汗や水に強く、幅広い聴力範囲をカバーできる耳かけ型防水デジタル補聴器（スプラッ

シュ）4機種、RIC(Receiver In the Canal）タイプのベーシックモデルとして求めやすい価格帯のリ

オネットクラッセを発売、第 1四半期で落ち込んだ売上高を回復した。 

 

【パナソニック補聴器】 

耳掛けタイプの主力製品「R1」で、緑や青など８色に加えて漆調のデザイン 3 種類を用意し、和服に

も合わせやすくした。本体を覆うカバーも別売りしており、着せ替え感覚で取り替えることができる。

「デザイン性を重視し、心理的な抵抗を下げる」（企画担当者）戦略で、需要を取り込む。 

 

【シーメンス・ヒアリング・インスツルメンツ】 

耳に入れると、ほぼ隠れる耳穴タイプの補聴器で攻勢をかける。微細加工技術を結集した「インシオ

マイコン」を採用、出力不足になる小型化の欠点を解消、多数の色（36種類）の製品を用意した。 

 

【ワイデックス（デンマーク）の日本法人】 

補聴器とスマートフォンを有線でつなぐリモコンを発売した。スマホとリモコン間の接続は無線が主

流だが、端末操作に不慣れな高齢者に適している。リモコンのプラグをスマホのイヤホンジャックに

差すだけで、スマホの音を直接、補聴器で聴けるようにした。 

 

市場獲得のための障害 

・競合製品は、すべて気導式補聴器であり、骨伝導の特長をアピールすることで、差別化は容易と考

えている。 

・従来の骨導補聴器は、サイズが大きい、音質が悪い、皮膚に強く密着することが必要なため不快感

が強く長時間の使用が困難、汗による故障が多い、等の評価があり、これらの払拭が市場獲得にお

けるポイントとなる。 

 

 2) 当該医療機器等と競合製品／企業とのベンチマーキング（競合との差別化要素） 

【差別化ポイント】 

気導式補聴器の問題点と開発製品の差別化ポイント（カッコ内） 

・ハウリングが起こりやすい（開発製品では、ハウリングは生じない） 

・耳に挿入するために常に耳に違和感がある（珠間切痕に掛けて使用、耳に挿入の必要がない） 
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・メンテナンスが必要（メンテナンスフリーである） 

   ハード面：耳垢等の汚れの除去、ソフト面：音質・音量の調整 

既存の骨導式補聴器の問題点と開発製品の差別化ポイント（カッコ内） 

・振動周波数帯域が狭いため音質が悪い（広い周波数帯域が実現できる） 

・汗による故障が多い（水洗い可能であり、掃除が容易） 

・振動子を皮膚に密着させるため不快感が強く、長時間の使用が困難 (皮膚に密着させる必要がない) 

 

【競合製品とのベンチマーキング】 

骨伝導補聴器として承認を得て上市している製品（骨導補聴器“きくちゃん”）と、本開発で最初に上

市を予定しているボックス型の機器について仕様を比較する。 

（G：開発した集音器（ゴールデンダンス製）、 K：きくちゃん） 

 骨伝導型式 

G：ダイナミック振動子、K：マグネチック型振動子 

 周波数特性 

G：50Hz～10KHz、K：500Hz～5KHz 

 感度 

G：104dB±3dB、K：96dB±3dB 

 インピーダンス 

G：8Ω、K：8Ω 

 最大入力電圧 

G：125mW、K：500mW 

 電池 

G：単 4電池 x1本、K：リチウムイオン電池(700mAH) 

 動作時間 

G：100時間、K：10時間 

 重量 

G：約 45g、K：約 145g 

 価格 

G：25,000円、K：69,800円 
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1.5 上市（投資回収）に至るまでのプロセス（事業計画） 

(1) 委託期間後を含めた事業計画の概要 

 

 

H23（2011）年度 H24（2012）年度 H25（2013）年度 H26（2014）年度 H27（2015）年度 H28（2016）年度 H29（2017）年度 H30（2018）年度
以前 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3

要素技術開発 計画

実績

試作機開発・改良 計画

【骨導補聴器】 実績

量産機開発 計画

【ボックス型補聴器】 実績

量産機開発 計画

【耳掛型補聴器】 実績

臨床研究 計画

実績

薬事申請 計画

【ボックス型】 実績

薬事申請 計画

【耳掛型】 実績

知財対応 計画

実績

販売戦略 計画

実績

上市時期 計画

【ボックス型補聴器】 実績

上市時期 計画

【耳掛型補聴器】 実績

スケジュール変更理由

事業の実施内容

自主事業の内容

(株)坂本設計技術開発研究所
　　医療機器製造業許可証の取得の取得

ゴールデンダンス(株)
　・第二種医療機器製造販売業許可の取得
　・医療機器製造業許可証の取得の取得

　・振動素子の製造用金型の製作
　・ボックス型集音器の製造用金型の製作

①最終試作器の最終仕様の策定及び試作
②安定した性能を有する小型振動子の製造
装置の試作
③耳掛型補聴器の組立方法の検討
④臨床研究
⑤薬事申請
⑥上市準備
⑦プロジェクトの運営・管理

★
H25.6

知財出願

★
H25.10

知財出願

★
H26.10

PCT出願

★
H27.6 上市（国内）

★
H28.3 上市（国内）

★
H29.4 上市（海外：欧州、米国）

★
H29.4 上市（海外：欧州、米国）

振動子の基本特許の出願・取得

市場調査 ボックス型を集音器として直接販売

ボックス型を集音器として直接販売 （テスト販売）

販売体制の確立

ボックス型量産器の臨床評価

ボックス型量産器を用いた骨伝導

の臨床評価

一次試作器

の開発評価
二次試作器の開発評価

最終試作器の開発

最終試作器の開発

小型振動子の製造装置（半自動）の試作

薬事体制づくり

第三者認証機関相談

★
H27.1医療機器製造販売認証申請

★
H27.6医療機器製造販売認証申請

★
H28.4CEマーキング、FDA

★
H28.4CEマーキング、FDA
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(2) 投資回収計画 

 H24 

(2012) 

H25 

(2013) 

H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

薬事申請時期   ● ●       

上市時期    ●       

支出額（単位：億円）   0.2 0.3 1.0 1.3 2.0 3.6 5.0 7.0 

 うち委託費    － － － － － － － 

 うち自己負担   0.2 0.3 1.0 1.3 2.0 3.6 5.0 7.0 

売上高（単位：億円） － － － 0.5 1.8 2.5 5.0 10.0 15.0 20.0 

販売数量（単位：） － － － 5 12 12.5 25 50 100 150 

※各年 4月～3月の年度で表記。 

 

 1) 投資計画 

補聴器事業については、ゴールデンダンス株式会社が主体となって実施する。株式会社坂本設計技術

開発研究所、今後回路部分を担当するアドフォクス株式会社、等については、基本的にゴールデンダ

ンス株式会社から受注を受ける体制で事業展開を行うことになる。 

ゴールデンダンス株式会社の投資計画 

当初のボックス型補聴器については、基本的に販売を開始している集音器と同一製品であり、既に金

型等の投資は行っており、新たな投資は生じない。 

平成 29年度には、NEWボックス型補聴器の製造、上市のために、約 20,000千円の投資が必要と予測し

ている。 

耳掛型については、筐体等の金型の製造、薬事申請費用等への投資が必要であり、約 15,000千円と見

込んでいる。 

株式会社坂本設計技術開発研究所 

振動子の構造が確定し、一定以上の台数を安定的に生産することが見込めた段階（平成 29年度を予定）

で、本課題で試作した振動子製造装置で蓄積したノウハウをもとに、製造装置への投資を行う。金額

として約 20,000千円と予測している。 

 

 2) 回収計画 

ゴールデンダンス株式会社の回収計画 

・ボックス型補聴器（平成 27年～28年度）販売 

・耳掛型補聴器（平成 28年度から販売開始） 

・NEW ボックス型補聴器（平成 29年度から販売開始） 

上記の 3製品について、税引き後の利益を下記のように見込んでいる。 

平成 27年度：4,640 千円 

平成 28年度：39,440 千円 

平成 29年度：74,240 千円 

平成 30年度：169,940千円 

平成 31年度：358,440千円 

初期投資については、2年程度での回収見込である。 
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(3) ビジネススキームの特長 

 1) 売れ続けるためのビジネスの”仕組み” 

基本的な戦略として、ビジネス展開を一気に進めるのではなく、技術開発を継続して進め、その成

果を製品に反映しつつ、着実な展開を図る。 

第一段階（現時点）では、ボックス型の集音器の販売を開始、このプロセスにおいて得られたユー

ザーからの意見を反映した改良品について薬事申請を進めている。 

現在試行的に実施している「直販」において、運用経験の蓄積、課題の抽出を行い、今後の直販の

展開並びに代理店（補聴器販売店、家電量販店、等）の活用を進める。合わせて、「ダイナミック方

式の骨伝導の性能アピール」を進める。 

 2) ビジネス体制 

上市できる製品開発に成功したが、振動子自体においても改良の可能性が大きい。また市場へのア

ピールも不十分である。これらを考慮して、今後の 2年間（販売開始～平成 28年度）を初期段階と

位置づける。この期間では、振動子の製造は、振動子の製造経験のあるゴールデンダンスコリア、

ボックス型の本体部分については現状の中国での生産を継続するが、改良したボックス型からは、

日本のアドフォクス株式会社で生産予定である。 

耳掛型の本体部分については、アドフォクス株式会社で生産する。 

この初期段階において、国内での販売体制を確立する。同時に海外展開への見通しを得る。 

 平成 29年度以降において、振動子の構造が確定し、一定以上の台数を安定的に生産することが見込

めた時点（平成 29年度を予定）で、本課題で試作した振動子製造装置で蓄積したノウハウをもとに、

製造装置への投資を行う計画とする。振動子の販売台数と製造コストを見据えて、製造ラインを構

築し、国内製造に移行する。 

また平成 29年度から豊田通商株式会社との連携のもとに海外展開を進める予定である。その際、豊

田通商株式会社が直接に販売を担うのではなく、国毎に有力な企業との提携を図る予定である。 
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 3) ものづくり中小企業の位置づけ 

骨伝導素子の専門メーカーで“ダイナミック式振動素子”に関する基本特許を保有するゴールデンダ

ンス株式会社が補聴器事業を展開する。平成 26年度には、医療機器製造販売業許可、及び製造業許可

を取得、補聴器の薬事申請中である。国内においては“集音器”の直販を開始しており、直販の経験

を蓄積している段階である。 

株式会社坂本設計技術開発研究所は平成 25年度に医療機器製造業許可を取得、本事業において、振動

子の自動製造に関するノウハウを蓄積してきた。しかし現時点で製造ラインを導入するには、販売台

数からみてリスクが大きいため、今後の動向により製造を担う予定である。 

アドフォクス株式会社は、補聴器の本体部分の製造を担う予定である。耳掛型については当初から製

造を行うが、ボックス型については、改良型を投入する段階から製造を担う予定である。 

株式会社坂本設計技術開発研究所及びアドフォクス株式会社は、基本的にゴールデンダンス株式会社

から受注を受ける体制で事業展開を行うことになる。 
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1.6 平成 26 年度委託事業の成果概要 

(1) 委託事業の事業概要 

１．委託業務実施計画 

(１)実施計画の細目（手法・手段・研究場所等） 

１）事業の目的 

骨導式の補聴器は海外を含め種類が少なく機能性も不十分である。この現状のもと、まずコミュニケーションに適した周波数帯域（～8,000Hz）

に特化した小型の振動子を開発する。この振動子を用いて、従来の骨導補聴器がもつ、サイズが大きい、汗による故障が多い、接触面が痛くなる

等の課題を克服し、かつ耳穴を塞がない、ハウリングが起き難い等の特長を生かしたデジタルタイプの骨導補聴器を開発することを目的とする。 

補聴器市場の状況をみると、国内における出荷件数は漸増傾向を示し過去 10 年間で 21％増加した。特に 2012 年度は前年度比 106.2％となり、

初めて 50 万代の大台を突破した。また日本の補聴器所有率は他の先進国に比べて著しく低く（アンケート回答者の中で、日本：14.1％、イギリ

ス 41.1％、ドイツ 34.0％、アメリカ 24.6％である(Euro Trak 2012)）、今後継続的な増加が見込まれる。世界の補聴器市場は 2011年には金額に

して 72 億ドル規模であったが、以降は年平均成長率(CAGR)にて 7％の市場成長を示し、2018 年までには 113 億ドル規模になると予測されている

（株式会社グローバルインフォメーション）。また世界の難聴者分布をみるとアジアが 65％を占めており、新興国の発展とともに大きな市場拡大

が見込まれる。耳穴を塞がない、水洗い可能である、充電式でランニングコストが安い、という特長を有する骨導補聴器にとって有望な市場が開

かれていると予測される。 

本プロジェクトにおいて、平成 25 年度までに小型の振動子を開発し、2 タイプ（耳掛型、ボックス型）の量産用試作器の開発を終えた。平成

26年度には、ボックス型（振動部分をヘッドセット方式で装着）の骨導補聴器の製品化を行い、薬事申請（クラスⅡで認証）を行う予定である。

平行して耳掛型補聴器の製品化を実現する。上市後、2年程度をかけて製品のブラッシュアップ、大量生産体制の確立、CEマーク、FDAの取得を

進める。 

事業体制としては、基本特許を有するゴールデンダンス株式会社が企画・販売、株式会社坂本設計技術開発研究所が製造を行い、株式会社プロ

アシストが制御回路を担う体制でスタートする予定である。 

販売ルートとしては、国内においてはゴールデンダンス株式会社の現在の販売ルート（直接販売、家電量販店）を活用するが、事業状況により

有力企業との連携も考慮する。また海外の事業展開については、豊田通商株式会社との連携のもとに進める予定である。 

 

2）事業概要 

  平成 25年度に、小型（φ10）のダイナミック振動子の試作およびこの振動子を用いた骨導補聴器（ボックス型、耳掛型）の量産用試作器を完

成した。平成 26年度には、量産用試作器を改良して、ボックス型（振動部分をヘッドセット方式で装着）の骨導補聴器の最終試作器（最終試作

器：薬事申請を行う製品）の製作、薬事申請（クラスⅡで認証）を行う。認証を得た後、平成 27年度早期に上市する予定である。 

ボックス型と並行して耳掛型補聴器の最終試作器の製作を進める。但し、耳掛型補聴器の薬事申請では、“認証”ではなく PMDAの“承認”が必
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要であり、承認を得るためには 1年以上の期間が必要であることが判明した。したがって耳掛型については本プロジェクト期間内に上市まで進め

ることができないためボックス型補聴器を先行して上市を進める計画とした。 

なお臨床研究を通じて、患者さんに合わせた振動部分の形状の改善、ボリュームレベルの設定、音声を聞きやすくするための処理の検討を進め

最終試作器に反映する。同時に、製品化においてキーとなる、音質の優れたかつ故障し難い振動子の製造ラインの試作および製品の組立方式の確

立に目処をつける。 

 

(2) 委託事業終了時に完成した試作品の概要 

試作品名 概要 

ボックス型補聴器 ゴールデンダンス株式会社のもつダイナミック式骨導素子の小型化（φ10）を実現、従来の骨導補聴器がもつサイ

ズが大きい、汗による故障が多い、接触面が痛くなる等の課題を克服し、かつ耳穴を塞がない、ハウリングが起き難

い等の特長を生かしたボックス型骨導補聴器を開発した。振動子部分と本体部分（電子回路、マイク、電池）を分離、

振動子部分を珠間切痕に掛けて使用、本体をポケット等に装着できるようにすることで、乾電池の使用を可能とし、

100時間の連続使用を実現とした。 

振動子部分は、音楽用イヤホンとしても使用可能であり、健常者が音楽鑑賞をしているのと全く同じ状況で補聴器

を使用できる。 

耳掛型補聴器 振動子、電子回路、マイクはボックス型と同じ仕様とし、ボタン電池を用いた耳掛型骨導補聴器を開発した。本体

部分を耳介に、振動子部分を耳甲介腔に装着する構造とすることで、毛髪で覆うことにより、装着していることを他

者に気づかれずに使用できる。さらに振動子部分と本体部分を分離しコードで接続することでハウリングを起こさな

い構造とした。 

 

(3) 平成 26 年度の具体的な実施内容と成果、今後検討すべき課題 

平成 26年度の実施内容（実施計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

①最終試作器の最終仕様の策定及び製作 

 
▶ 

製品に用いる振動子の構造を決定、小型化（φ10）

を実現した。この振動子を用いて、ボックス型補聴

器の仕様を決定し、製品化を実現した。 

耳掛型については、ハウリングの起こさない構造に

目処をつけ試作品を完成した。 

▶ 

耳掛型補聴器について、デザイン性を考慮した

最終製品を確定し、平成 27 年度中に上市する。 

②安定した性能を有する小型振動子の製造

装置の試作 
▶ 

パーツフィーダ、着磁電源を導入し、振動素子の自

動製造装置の試作を行ない、装置としての稼働を確

認した。この試作により製造装置を構築に必要なノ

ウハウが蓄積された。 

 

▶ 

実際に製造する装置とするには、製造する振動

子の構造が完全に確定する事（現時点ではまだ

改良余地があると考えている）、およびある程度

の台数（10 万台/年以上）が見込める段階で、

製造装置の導入を考慮する。 

③耳掛型骨導補聴器の組立方法の検討 ▶ ボックス型を先行したため、耳掛型の試作が年度末 ▶ 組立方法の検討と組立治具の製作 
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平成 26年度の実施内容（実施計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

にずれ込んだ。最終製品としては若干変更される可

能性があるため、組立方法の検討は平成 27年度にず

れ込むことになった。 

④臨床研究 
▶ 

ボックス型補聴器を用いて「補聴器装用効果検査」

により開発機器の性能並びに特徴を研究中である。 
▶ 

骨伝導補聴器について、継続して臨床研究を実

施する。 

⑤薬事申請 

▶ 

ボックス型について、認証機関および PMDAとの事前

相談を行った。その結果、認証機関への認証申請を

実施した。 

▶ 

ボックス型の薬事申請を踏まえて、平成 27年度

に耳掛型の薬事申請を行う。 

⑥上市準備 

▶ 

販売ルートとしては、国内においてはゴールデン

ダンス株式会社の現在の販売ルート（直接販売、

家電量販店）を活用する予定である。 

直販における課題の抽出、ノウハウ蓄積を行うた

め、ボックス型について“集音器”として直販を

開始した。 
 

▶ 

ボックス型、耳掛型について、薬事認証が得ら

れた段階で、上市する。 

⑦プロジェクトの運営・管理 
▶ 

月毎に連絡会を開催、進捗状況の把握と、構成メ

ンバー間の情報共有をはかった。 
▶ 

 

 

 



15 

1.7 事業化に向けた検討結果 

(1) 薬事申請 

 1) 薬事戦略検討状況 

 薬事申請相談（2014年 11月 12日@ティフズードジャパン） 

開発中の補聴器について“認証”申請での可能性の確認を行った。 

  現状では、第三者機関では確認が出せないとの事で、PMDAに事前相談を依頼した。 

 事前相談（2015年 1月 6日@PMDA） 

PMDA大阪事務所と東京事務所とでのテレビ会議にて実施された。 

今回の開発製品が、薬事申請において、“認証”か“承認”かの判断を念頭において相談、結果

としては、再度第三者機関にて相談する方向で確定した。 

なお特に“承認”の場合には、非臨床等のデータ取得を進めること、をアドバイスされた。その

際、官能検査はサポートデータにはなるが、これだけでは不十分であるとのことであった。 

 薬事申請相談（2015年 1月 13日@コスモスコーポレーション） 

スターキー社の製品が“認証”で許可された先行例があり、“認証”で申請できるとの見解をい

ただき、認証で早急に申請を進めることになった。 

 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

①…耳掛型補聴器の薬事申請 

  

ボックス型の薬事申請を踏まえて、平成 27 年度に耳

掛型の薬事申請を行う。 

 

(2) 知財対応 

 1) 知財戦略検討状況 

 国内外の先行技術調査と保有特許の精査（強化のための取組） 

本開発の根幹技術である「ダイナミック式の骨伝導素子」については、ゴールデンダンス株式会社が

外国を含め複数の基本の特許権を取得している。また耳掛け型補聴器の形状等についても権利を取得

している（特許 5272781）。 

さらに本事業において、下記の出願を完了した。 

・今後の発展型であるスマートフォンを利用した補聴器について出願した。 

 発明の名称：伝導型補聴器及び伝導型補聴器用アプリ 

 （特願 2013-118167  出願日：2013/6/4） 

・さらに音質を高める振動子について出願した。 

 発明の名称：音声振動発生素子 

この出願については、PCT 出願を行った。 

（特願 2013-224764 出願日：2013/10/29 

外国出願：PCT/JP2014/077147 

出願日：2014/10/10） 
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 権利化／ブラックボックス化、意匠権・商標権等との組み合わせ等のミックス戦略 

振動子に関しては、基本特許、応用特許の取得を進めているが、今後、デザインを含め意匠、商

標の権利化を進める予定である。 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

弁護士事務所を活用して対応する。 

事業を実施するゴールデンダンス株式会社では、他製品で模倣品対応を行った経験を有する。 

 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

①…欧州での権利化 

欧州における知財の権利化がなされていない。 

・「発明の名称：音声振動発生素子」について PCT

出願（PCT/JP2014/077147、出願日：2014/10/10）

を行った。 

・今後、製品の改良段階での発明について、積極的

に外国出願を進める。 

 

(3) 技術・評価面 

1) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

ボックス型補聴器に関しては、“集音器”として販売を開始している。基本的には、この製品につ

いて薬事申請を行うが、ユーザーの評価により若干の修正を加える可能性がある。 

耳掛型に関しては、ボックス型と同じ振動子を使用する。本体部分では、ボタン電池、回路部は

アドフォクス製を使用する。性能は確認済みであり、装着方法を含めたデザインを検討中である。 

 

 1) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

①…耳掛型補聴器の製品化 

 

耳掛型補聴器について、デザイン性を考慮した最終製

品を確定し、平成 27年度中に上市する。 

②…振動子の製造方法 生産台数、品質の安定性を検討した結果、現状の生

産拠点であるゴールデンダンスの韓国工場で生産

し、今後、半自動化製造装置での投資が可能とみな

せる台数に達した段階で、日本生産に移行する。 

 

(4) その他事業化全般 

 1) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

初期ロットはゴールデンダンス株式会社での直販を進めるが、将来的に商品が安定した時点で補

聴器販売店、量販店での販売を進める。海外販売については豊田通商株式会社を通じて販売を進
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める方向で検討している。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

QMS条例に基づき、アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制を整えていく。 

 QMS等の品質保証体制 

製造責任者、品質管理責任者を中心に人材育成を進め、体制を強化していく。 

 広報・普及計画 

各種展示会での出展・普及とともに、新聞媒体・テレビ媒体、等で PR活動を進める。 

 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

①…従来の“骨伝導”に関するマイナスのイメージ

を払拭することが重要である。 

従来の骨伝導とは異なり、 

・サイズが大きい、 

・汗による故障が多い、 

・接触面が痛くなる 

等の課題が克服されていることを、学会、口コミ、

等の多くのルートでアピールする。 

②…認知度アップ戦略 新聞を含め各種媒体に骨伝導デバイスをアピール

する事により製品だけでなく、骨伝導専門メーカー

としての“ゴールデンダンス”社の認知度アップを

図る。 
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1.8 3 年間の委託事業の実施経過 

1.8.1 当初計画からの変更（深堀）点とその理由 

(1) 対象とする課題・ニーズ 

特になし 

 

(2) 機器スペック・ビジネスモデル 

変更前 動子部分と本体部分（電子回路、マイク、電池）が一体化した耳掛型の補聴器を開発する。 

電池としてリチウム電池（二次電池）を使用。 

変更後 ボックス型、耳掛型の 2種類の製品を開発する。 

ボックス型：振動子と本体（マイク、電子回路、電池）をコードで接続、単 4電池を使用。 

耳掛型：本体部分を耳介の後ろに装着、振動子を耳甲介腔に装着してコードで接続。ボタン電池を使用。 

 

当初の計画では、振動子と本体部分が一体化した耳掛型補聴器の開発を目指した。しかし下記の 2 つ

の問題の解決が必要となった。 

1) ハウリングの問題 

振動子と本体の間に振動伝達を低減するエラストマ等の素材を設けること、マイクを基板から離し、

柔らかい素材で包むこと、ハウリングの周波数帯域をソフトウェアで除去すること、の 3 つの対策で

除去できると考えていた。しかし増幅度を大きくし、かつ振動子の軽量化を進める段階で、これらの

対策をとっても、ハウリングを完全に排除するのは困難であるとの結論に達した。 

そのため、振動子とマイクを装着した本体部分をコードで接続することで、実質的に分離する形状に

することとした。このため、 

 ① 耳に掛ける振動子部分と胸ポケット等に納める本体部分（マイク、電子回路、電源）をコードで

接続したボックス型補聴器 

 ② 耳に掛ける振動子部分と耳介の後ろに装着する本体部分をコードで接続する形態の耳掛け型補聴

器を開発する計画に変更した。 

 

2)電池容量の問題 

当初は、ランニングコストの低減を目指しリチウム電池（二次電池）の採用で計画を開始した。しか

し高齢者にとっては、既存の電池の取り替えの方が容易であること、またボックス型では、本体部分

についてある程度の大きさが許容されるため既存の単 4電池を採用することに変更した。 

耳掛型についても、当初はリチウム電池（二次電池）で検討を進めていたが、ユーザーに高齢者が多

い事、さらに容量が大きい、軽い、小さい、という特長をもつボタン電池に変更した。将来、適切な

電池が開発された段階で、二次電池を採用する。 

 

(3) 事業化体制 

振動子の製造 

変更前 振動子部分および本体部分ともにメードインジャパンの製品とする。 

変更後 振動子部分について、将来的にはメードインジャパンとするが、当面は海外生産とする。 

本体部分について、当面のボックス型補聴器については外国での生産とする。2 年後に販売予定の NEW ボック

ス型では日本国内で生産する。耳掛型については当初から計画通り日本国内にて生産を行う。 

 

振動子については、さらなる改善が見込まれる。また当初から大きな需要が見込まれるわけではない。 
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ビジネス面からみたとき販売台数が重要であり、販売台数が年間 10万台以下では、日本国内での生産

ではコストが高い。この点を考慮し、当面（2年間）は従来からゴールデンダンス株式会社の製品を製

造してきた韓国（ゴールデンダンスコリア：ゴールデンダンスの 100％子会社）での生産でスタートす

ることとした。振動子の改善が確定し、台数が見込まれる見通しが立った段階で、本開発での製造装

置の試作で蓄積したノウハウを生かした半自動装置を導入することにより、日本国内での生産に切り

替える。 

 

現在、集音器の本体部分は、コストの観点から中国で生産している。このため当初のボックス型は継

続して中国で製造する。2年後に投入予定のボックス型ではアドフォクス製に切り替える。また耳掛型

は、当初からアドフォクス製を採用する。 

 

(4) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

変更前 振動子部と本体部（マイク、電子回路、電池）が一体となった耳掛型補聴器を開発し、平成 26年度に薬事申請

を行う。 

変更後 耳掛型およびボックス型の 2種類を開発する。ボックス型補聴器については、平成 26 年度中に薬事申請を行う。

耳掛型補聴器については平成 27年度に薬事申請を行う。 

 

開発当初は、振動子部と本体部（マイク、電子回路、電池）が一体となった耳掛型補聴器の開発を目

指した。しかしこの形態では増幅度を大きくした場合、振動子部の振動がマイクへ影響して発生する

ハウリングの問題を完全に克服することが困難であることが判明した。この結果に基づき振動子部と

本体部を実質的に分離するため両者をコードで接続した形の耳掛型およびボックス型の 2 種類を開発

する計画に変更した。開発製品を複数にしたため薬事申請、上市の時期に変更が生じた。 

【ボックス型補聴器】 

振動子部を耳介に掛けて使用する。通常のイヤホンで音楽を聴いているのと同じ様に使用できる形態

とした。 

平成 26 年度中に薬事申請を行い、“承認”を得た時点で、上市に進む計画とした。当初は“認証”で

よいと考えていたが、認証機関から“承認”に相当するとのアドバイスを得たため、上市の時期が半

年程度遅れることになった。 

さらに調査を進めたところ、“認証”で申請できる可能性があることが判明、認証機関への申請を行っ

た。 

【耳掛型補聴器】 

平成 26 年度中に製品化を終了する予定である。ボックス型の薬事申請の状況をみて、平成 27 年度中

に薬事申請を行う。 

 

 

1.8.2 有識者委員会・伴走コンサルでの指摘事項とその対応 

領域 指摘事項 対応 

薬事申請 なし  

知財対応 なし  

技術・評価面 なし  

その他事業

化全般 

商品計画を明確に定めて実際の商品を開発

していくこと。何個まで売らないといけな

・平成 27年度にボックス型を上市する。製

品は、現在”集音器”として販売を行っ
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領域 指摘事項 対応 

いかまで決めて欲しい。 ている製品である。 

・平成 27年年度末には、耳掛型を上市予定、

製品の基本型は 26年度中に完成予定であ

る。 

・販売台数は、事業計画書に記載済。 

量販店やネットでの販売は難しい面があ

る。よく確認すること。 

・既に補聴器に関してネット販売が行われ

ており、特に問題はない、と考えている。 

・現在、“集音器”で、直販（ネットや電話

での注文を受けて）を行っており、経験

を蓄積している段階である。また集音器

について過去に量販店での販売経験も保

有しており、現在のところ特に問題は生

じていない。 

どこがメリットなのか、わかりにくい。既

存のものと違う点を先生方の評価を受けて

アピールする必要がある。差別化は重要で

ある。医者の言葉は重い。皆さんを説得し

ないと広まらない。 

従来の骨導補聴器の悪い印象を払拭し、か

つ長所をアピールするため、臨床現場で評

価いただき、下記の対策を実施する。 

・評価いただいた先生方に学会で発表いた

だく。 

・医療機器販売業の展示会等に出展し、骨

伝導補聴器の認知度を高める。 

・医学関連の学会にて展示し、先生方に試

聴いただき訴求効果を上げる。 

・耳鼻咽喉学会、補聴器協会等に登録し、

骨導補聴器の認知度を高める。 

・本事業で製作した機器について、現在“集

音器”として販売を開始、骨伝導の良さ

を体感いただくことを進めている。実際

に体感した方々から、良い評価をいただ

いている。 

・関西医科大学耳鼻咽喉科では、同意を得

た患者さんに体験いただいている。非常

に効果のある患者さんもあり、すくにで

も購入したいという患者さんも出てきて

いる。データを蓄積し、学会等での発表

を進めていく。 
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1.9 平成 27 年度以降の事業化計画 

 

領域 検討・実施すべき事項 

薬事申請  耳掛型補聴器について、平成 27年度に薬事申請を行う。 

 海外展開を視野にいれ、平成 28年度に CEマーキング、FDAの取得の準備を進める。 

知財対応  振動素子の改良に伴って生じる知的財産の権利化を図る。 

 振動素子を用いた応用製品についても開発を進め、知的財産化を図る。 

 特許権だけでなく、意匠、商標についても継続して権利化を進める。 

技術・評価面  振動子：実用に供するφ10の振動素子を製作し従来にない製品を実現したが、周波数

特性等からみて改良の余地がある。継続して改良を進める予定である。 

 本体部分：音声以外の雑音の低減、明瞭度の増加等、改良の余地があり、継続して研

究・開発を進める。 

その他事業

化全般 

 ボックス型補聴器、耳掛型補聴器について、平成 27 年度に薬事申請で認証が得られ

た段階で上市する。 

 海外展開の戦略を進める。これに向けて、事業実施機関であるゴールデンダンス株式

会社内の体制整備を進める。 
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当該機器のニーズは特定の意見ではなく、客観的な情報で確認できていますか。 ○十分
当該機器の販売先（導入・普及場所）は明確になっていますか（一般、診療所、地域中核病院、高機能病院）。 ○十分
対象となる患者が明確になっていますか。 ○十分
対象となる疾病・診療科等が明確になっていますか。 ○十分
当該製品の業界特性は把握できていますか。 ○十分
市場規模（導入・普及台数）は明確になっていますか。 ○十分
SWOT分析は十分に行っていますか。 ○十分
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。 ○十分
マーケティング戦略（市場のセグメント化、ターゲットとするセグメント、自社のポジショニング等）は明確になっていますか。 ○十分
会社としての経営戦略上、当該製品の位置付けは明確になっていますか。 ○十分
臨床試験、申請、認可まで想定したスケジュールは明確かつ妥当ですか。 ○十分
コア技術の開発戦略は明確になっていますか。 ○十分
どのような効果があるか明確になっていますか。 ○十分

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 ○十分
どのようなリスク（含む禁忌）があるか明確になっていますか。 ○十分

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 ○十分
上市までに必要な開発費の想定、その調達計画はできていますか。、 ○十分
現行の薬事法下で承認が可能ですか（規制システム面、科学評価体系面）。 ○十分
ビジネスモデルに対応した業許可を持っていますか。 ○十分
新医療機器、改良医療機器、後発医療機器のどれに該当するか整理できていますか。 ○十分

機器のリスク分類で、I～IVのどれに当たるか整理できていますか。 ○十分
臨床試験の必要性の有無が明確になっていますか。 ○十分

PMDAとの調整が進んでいますか。 該当せず
薬事法以外の規制についても対応が明確になっていますか。 該当せず
製品の利用方法が明確になっていますか。 ○十分

同時に利用する機器も含めて導入が実現可能になっていますか。 該当せず
これまでのルールや慣行に逆らわない利用方法になっていますか。 ○十分

当該製品に関連する先行特許調査は十分に行っていますか。 ○十分
当該製品に必要な先行特許についてはライセンス等で使用できるようになっていますか。 ○十分
開発後の特許調査についても実施することになっていますか。 ○十分

コア技術に関して、どのように保護するか（権利化／ブラックボックス）は明確になっていますか。 ○十分
権利化に必要な新規性だけではなく進歩性が明確になっていますか。 ○十分
必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。 △一部
意匠等の他の産業財産権について検討していますか。 ○十分
知的財産の権利化またはノウハウ保護に対する予算・体制・規程は確保されていますか。 ○十分

模倣品・侵害者が現れたときの対応について明確になっていますか。 ○十分
販売チャネルは明確になっていますか。 ○十分
当該製品の供給（生産、物流）体制は明確になっていますか。 ○十分
当該製品のアフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制は明確になっていますか。 ○十分
QMS等の品質保証体制が明確になっていますか。 △一部
広報・普及計画は明確になっていますか。 △一部
想定価格は顧客が感じる価値に見合ったものですか。 ○十分
製造原価（あるいは提供コスト）は明確になっていますか。 ○十分
売上、コスト（変動費・固定費）、利益、減価償却等を考慮した計数的な計画は明確になっていますか。 ○十分
十分な収益性が得られることが明確になっていますか。 ○十分
事業拡大に伴い、どのタイミングでどのような人材・資金がどの程度必要になるか明確になっていますか。 ○十分
海外に対する戦略は明確になっていますか。 ○十分
当該事業に対するリスクの洗い出しは十分に行われていますか。 ○十分

事業
収支

その他

市場

基本
戦略

開発
戦略

薬事

知的
財産

販売・
物流

1.10 3 年間の委託事業の振り返り 

1.10.1 自己評価点 

B：当初目標を達成した。 

 

1.10.2 自己評価理由 

当初は、振動子部と本体部が一体となった耳掛型補聴器の製作を目指した。その後、電池容量、ハウ

リングおよびユーザーニーズ状況を考慮した結果、ボックス型および耳掛型（振動部と本体部は分離）

の 2種類の補聴器を製作することとした。 

ボックス型については開発を完了、既に“集音器”として販売を開始、聴力が低下してきた方々に“骨
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伝導”を認知いただくことを開始した。この製品について、薬事申請の検討を進めた。薬事申請にお

いて、骨導補聴器はクラスⅡであり“認証”でよいとの認識であったが、認証機関と相談した結果、

通常のイヤホンのように耳に掛けて使用する場合には、“承認”に相当するとの意見をいただいた。そ

の後、さらに調査を進めた結果、当初通り“認証”で申請できる見通しを得て、認証機関への薬事申

請を行った。また耳掛型については、ボックス型の開発および薬事審査の知見を反映するため半年程

度遅れることになった。 

当初の計画に比較して、ボックス型はほぼスケジュール通りに開発を終えたが、耳掛型は半年程度遅

れることになった。しかしユーザーのニーズに対応し、かつビジネスとしても成り立つ見通しを得た 2

種類の製品を開発し、薬事申請が“認証”された時点で上市できる予定である。 

 

1.10.3 3 年間の委託事業を振り返って改善すべきだったと考える点 

(1) 事業体制 

事業化に有益な技術を保有している企業を見つけられた場合に、積極的にコンソーシアム体制への新

規組込みを行うべきであった。 

(2) 事業の進め方 

毎月の全体連絡会及び企業間の個々の相談を通じて情報交換を行い、技術内容について共有化が図ら

れたと感じている。 

(3) その他 

医療機器開発の経験のない企業だけで取り組んだことで、未熟な面が多々あったと感じている。振り

返るともっと効率的に事業を進めていくことができたと感じている。特に “技術の限界を判断するこ

と”の重要性を実感した。本事業を通じて得た経験を活かして、次の製品開発では、より効率的な開

発ができるノウハウを蓄積できた。 

 

 

1.11 事業に関する連絡窓口 

学校法人関西医科大学 産学連携知的財産統括課 

〒573-1010 大阪府枚方市新町二丁目 5番 1号 

電話：072-804-1010 / FAX: 072-804-2686 / E-mail： sangaku@hirakata.kmu.ac.jp 

 


