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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」 

糖尿病は罹患者の増大とその進展に伴う合併症の発症によって医療費を増大させ、患者の QOL の低下を招く

ばかりか国の保険制度を揺るがす事態を招いている。糖尿病の増大・進展を抑制する新治療法はわが国のみなら

ず世界的課題である。 

   我々は課題解決型医療機器等開発事業において、これまで研究開発をしてきた「生体に特殊な波形を持つ電流

と温熱を同時に印加する」技術（国内特許 2 件、海外 1 件）」を活用し、糖尿病の増大・進展を抑制する非侵襲型の

新医療機器の開発・改良を行う。国内事業化に必要な新領域での製造販売承認取得に向けた治験プロトコール策

定の臨床研究を実施し、本事業終了時には国内外で上市可能な医療機器を完成する。 

 

「研究開発概要」 

我々は生態に特殊な電流と温熱を同時に印加する技術（特許第 4755916号 2011 年 5月取得）が、糖尿病の増

大・進展抑制に効果があることを熊本大学との共同研究で確認し、その技術をもとに細胞と動物に適用可能な「生

体正常化装置」と「家庭用低周波治療機器 D1200」を開発した。D1200 を用いて 2008 年から 2010年にかけて熊本

大学医学部代謝内科 荒木教授を中心に 2 型糖尿病患者 40 名に対して臨床研究を実施しその効果を確認した。 

平成 24 年度課題解決型医療機器等開発事業において、国際規格（CE マーキング）に準拠した D1200 の改良・

開発を実施した。また治療条件最適化のための電気的特性の研究では生体インピーダンスを測定するシステムに

ついて研究した。 

 

平成 25 年度事業では平成 24 年度事業の次のステージとして以下の事項を実施した。 

① 据置型「糖尿病増大・進展抑制医療機器」を開発するための、販売戦略の立案と体制構築を行う。 

② 薬事申請方針の策定に必要な治験プロトコール策定に必要な科学的エビデンスの収集、評価を D1200M 

（家庭用低周波治療機器）を用いて臨床評価を実施する。 

③ 据置型「糖尿病増大・進展抑制医療機器」の医療機器分類クラス２で定める機器の電気的安全性を満足す

る機器開発を行う。 

 

「実施内容」 

① 販売戦略の立案と体制構築 

a. 評価・意見の収集、広報、販売戦略の立案 

（つちやゴム株式会社、アークレイ株式会社） 

 

理学療法機器として改良開発された機器を用い、病院、クリニック等を訪問し、施設での評価・意見を得ると

ともに、機器の有用性を認知していただくための活動を行い、販売戦略を立案する。 

 

b. PMDA への相談 

（つちやゴム株式会社、国立大学法人熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学、国立大学法人熊本大

学大学院生命科学研究部遺伝子機能応用学、アークレイ株式会社） 

 

PMDA の事前相談、薬事戦略相談等のコンサルを受け、薬事申請の方針を固める。 

 

c. 知財戦略の再検討、周辺特許の強化 

（つちやゴム株式会社） 

 

平成 24 年度成果を知財マップに整理するとともに、「温熱と微弱電流の同時印加を可能とするパッド」に関

する知財マップを作成する。これら知財マップをもとに、2件程度の PCT 国際出願を行う。 
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d. CE マーキングを申請するための ISO13485 認証取得 

（つちやゴム株式会社） 

 

CE マーキングを申請するためには、ISO13485 認証済みの企業が ISO に定めるリスクマネジメントに則った

機器開発を行う必要がある。このため、コンサルタントの指導を仰ぎ、つちやゴム㈱内の体制を強化し、

ISO13485 を取得する。  

 

② 治験プロトコール策定に必要な科学的エビデンスの収集、評価 

a. 臨床試験の実施、評価 

（国立大学法人熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学、荒尾市民病院、公立玉名中央病院、社団法

人菊池郡市医師会菊池郡市医師会立病院、全国社会保険協会連合会健康保険熊本総合病院、国保水俣

総合医療センター） 

 

平成 24 年度の成果をベースに温度制御機能を向上させた D1200を 30台製造し、2 型糖尿病患者で BMI25

以上、HbA1c 7.4%～9.4%（NGSP）の条件を満たし、単剤の経口薬（DPP-４）を服用している 120 名を対象に

臨床研究を実施する。 

本装置の処置時間を60分に固定した条件で、1週間あたりの処置回数を2、4、7回、単剤の経口薬（DDP-4

阻害薬）服用と服用無し患者の 6群（各 20 名）における有効性を 2 型糖尿病患者 30 名（各群 5名で 30 名 

次年度は残り 90 名を予定）にて確認する。 

 

b. モデルマウスを用いた安全性評価 

（国立大学法人熊本大学大学院生命科学研究部遺伝子機能応用学） 

 

糖尿病患者が併発しやすい病気に対して本医療機器を使用した場合の影響を、モデルマウスと D1200を用

いた評価試験で確認する。 

特に今回、糖尿病に伴う腎臓病だけでなく、最近、糖尿病との関連が示唆されている呼吸器疾患に対する

影響を検討する。その成果は臨床における安全性予測や医療機器取扱い説明書の禁忌事項（使用上の注

意）の内容等に活用する。 

 

③ 据置型「糖尿病増大・進展抑制医療機器」(試作機)の開発 

a. 据置型「糖尿病増大・進展抑制医療機器」(試作機)の電気安全性改良（つちやゴム株式会社、熊本県産業

技術センター） 

 

据置型「糖尿病増大・進展抑制医療機器」(試作機)の電気安全性を確保するため、平成 24 年度製作の試作

機の改良・改善を行う。改良・改善に際しては、①b PMDA への相談による薬事申請の方針を踏まえ、以下

の電気安全性評価を満たすものとする。 

＜開発に際して考慮すべき JIS規格＞ 

JIS T 14971     リスクマネジメントの医療機器への適応 

JIS T 0601-1    医療電気機器 安全に関する一般的要求事項 

JIS T 0601-2-10  医療電気機器 神経及び筋刺激装置の安全に関する個別要求事項 

＜改良・改善事項＞ 

i 機器のサイズと重量を医療機関での使用環境に対応したレベルにする。 

（目標とする規格） W 250 ㎜×L 230 ㎜×H 120 ㎜、重量 5Kg～7Kg 

ii 治療温度 42℃下での温度安定性を確保する。 

ゴムパッドは治療温度 42℃下での温度安定性を確保し、量産対応とする。 

iii 治療印加電圧の波形を筐体内温度変化の影響を受けない方式へ変換する。 

水晶発振方式を採用すると同時に、温度変化が生じない筐体設計を見直す。 

iv 電流量を管理する機能を機器装置に追加する。 

v 静電気イミュニティ対策を実施する。 



 

3 

vi 熊本県産業技術センター所有の多機能解析システムを用いて、強度、耐久性、熱対策等の解析を実施

し、その他の改良・改善事項を抽出し、改良改善を行う。 

vii 上記ⅰ～ⅵを満足する、据置型「糖尿病増大・進展抑制医療機器」(試作機)を、平成 24 年度事業で製

作した 8台の本体の部材を活用し、新たなゴムパット、ケーブル等付属品を組み入れて 5台製作する。   

 

b. 機能・要求仕様の確定 

（つちやゴム株式会社、熊本県産業技術センター、アークレイ株式会社、熊本大学） 

 

アークレイ㈱が策定した仕様を達成するための競争力のある医療機器を開発するために、国内外の医療

機関で事業化に必要な情報収集を実施する。②a の臨床試験の結果、国内外の糖尿病医療現場に従事す

る医者・看護師等を中心に収集した情報等を踏まえ、据置型医療機器の安全性・動作性・操作性・機能性

等の要求仕様を確定する。また、試作機のデザイン決定については、外部コンサルタントを活用する。 
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「研究開発実施体制」 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人 

くまもと産業支援財団 

国立大学法人熊本大学大学院 

生命科学研究部 

・遺伝子機能応用学 

・代謝内科学 

つちやゴム株式会社 

アークレイ株式会社 

熊本県産業技術センター 

 

荒尾市民病院 

公立玉名中央病院 

社団法人菊池郡市医師会 

菊池郡市医師会立病院 

全国社会保険協会連合会健康保

険熊本総合病院 

国保水俣市立総合医療センター 

副総括研究代表者（SL） 

国立大学法人熊本大学大学院生命科学 

研究部遺伝子機能応用学 

教授 甲斐 広文 

総括研究代表者（PL） 

つちやゴム株式会社 

統括本部長 倉田 雄平 



 

1.2 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。

 

1.2.1 開発製品「糖尿病増大・進展抑制医療機器

【訴求ポイント】

 

 

 

糖尿病は罹患者の増大とその進展に伴う合併症等の発症によって医療費を増大させ患者の

おり、これを抑制する新治療法が世界的課題である。本研究では生体に特殊な電流と温熱を同時に印加する技術を

活用し、糖尿病の進展を抑制する非侵襲型の新医療機器の開発・改良を行う。国内事業化に必要な新領域での製造

販売承認取得に向けた治験プロトコール策定の臨床研究を実施し、本事業終了時には国内外で上市可能な医療機

器を完成する。

 

 

 

 

製品名 

クラス分類 

製造販売業

者 

販売業者 

 

上市計画 

薬事申請時

期 

上市時期 

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。

開発製品「糖尿病増大・進展抑制医療機器

訴求ポイント】 

糖尿病は罹患者の増大とその進展に伴う合併症等の発症によって医療費を増大させ患者の

おり、これを抑制する新治療法が世界的課題である。本研究では生体に特殊な電流と温熱を同時に印加する技術を

活用し、糖尿病の進展を抑制する非侵襲型の新医療機器の開発・改良を行う。国内事業化に必要な新領域での製造

販売承認取得に向けた治験プロトコール策定の臨床研究を実施し、本事業終了時には国内外で上市可能な医療機

器を完成する。 

 Bio Metronome

  クラス 2 

つちやゴム株式会社

アークレイ株式会社

 

国内市場 

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。

開発製品「糖尿病増大・進展抑制医療機器

糖尿病は罹患者の増大とその進展に伴う合併症等の発症によって医療費を増大させ患者の

おり、これを抑制する新治療法が世界的課題である。本研究では生体に特殊な電流と温熱を同時に印加する技術を

活用し、糖尿病の進展を抑制する非侵襲型の新医療機器の開発・改良を行う。国内事業化に必要な新領域での製造

販売承認取得に向けた治験プロトコール策定の臨床研究を実施し、本事業終了時には国内外で上市可能な医療機

Bio Metronome

Metronome UAC

 

つちやゴム株式会社

アークレイ株式会社 

 

2016 年

2017 年

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。

開発製品「糖尿病増大・進展抑制医療機器 

糖尿病は罹患者の増大とその進展に伴う合併症等の発症によって医療費を増大させ患者の

おり、これを抑制する新治療法が世界的課題である。本研究では生体に特殊な電流と温熱を同時に印加する技術を

活用し、糖尿病の進展を抑制する非侵襲型の新医療機器の開発・改良を行う。国内事業化に必要な新領域での製造

販売承認取得に向けた治験プロトコール策定の臨床研究を実施し、本事業終了時には国内外で上市可能な医療機

Metronome UAC

UAC-D1500 

許認可区分

つちやゴム株式会社 
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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。

 Bio Metronome

糖尿病は罹患者の増大とその進展に伴う合併症等の発症によって医療費を増大させ患者の

おり、これを抑制する新治療法が世界的課題である。本研究では生体に特殊な電流と温熱を同時に印加する技術を

活用し、糖尿病の進展を抑制する非侵襲型の新医療機器の開発・改良を行う。国内事業化に必要な新領域での製造

販売承認取得に向けた治験プロトコール策定の臨床研究を実施し、本事業終了時には国内外で上市可能な医療機

 

UAC-D1500 （平成

一般的名称
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Metronome D１５００」

糖尿病は罹患者の増大とその進展に伴う合併症等の発症によって医療費を増大させ患者の

おり、これを抑制する新治療法が世界的課題である。本研究では生体に特殊な電流と温熱を同時に印加する技術を

活用し、糖尿病の進展を抑制する非侵襲型の新医療機器の開発・改良を行う。国内事業化に必要な新領域での製造

販売承認取得に向けた治験プロトコール策定の臨床研究を実施し、本事業終了時には国内外で上市可能な医療機

（平成 25 年度

一般的名称 糖尿病増大・進展抑制医療機器
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海外市場（具体的に：

EU 
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おり、これを抑制する新治療法が世界的課題である。本研究では生体に特殊な電流と温熱を同時に印加する技術を

活用し、糖尿病の進展を抑制する非侵襲型の新医療機器の開発・改良を行う。国内事業化に必要な新領域での製造

販売承認取得に向けた治験プロトコール策定の臨床研究を実施し、本事業終了時には国内外で上市可能な医療機

年度 試作） 

糖尿病増大・進展抑制医療機器

申請区分 

つちやゴム株式会社

テクノデザイン株式会社

 

海外市場（具体的に：

2016 年

2017 年
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糖尿病は罹患者の増大とその進展に伴う合併症等の発症によって医療費を増大させ患者の QOL の低下を招いて

おり、これを抑制する新治療法が世界的課題である。本研究では生体に特殊な電流と温熱を同時に印加する技術を

活用し、糖尿病の進展を抑制する非侵襲型の新医療機器の開発・改良を行う。国内事業化に必要な新領域での製造

販売承認取得に向けた治験プロトコール策定の臨床研究を実施し、本事業終了時には国内外で上市可能な医療機

 

糖尿病増大・進展抑制医療機器

新医療機器

つちやゴム株式会社 

テクノデザイン株式会社

海外市場（具体的に：  

年 

年 
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販売承認取得に向けた治験プロトコール策定の臨床研究を実施し、本事業終了時には国内外で上市可能な医療機
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販売承認取得に向けた治験プロトコール策定の臨床研究を実施し、本事業終了時には国内外で上市可能な医療機
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1.2.2 事業化計画 

【事業化計画の要旨】 

(1) 事業化に向けた現状ステータス 

① 機器の開発（実証）目標達成状況 

i 機器の重量とサイズ 

目標とする規格は W 250 ㎜×L 230 ㎜×H 120 ㎜、重量 5Kg～7Kgであったが、UAC-D1300の部品

を使用したため、320mm(L)×280mm(W)×220mm(H)となり重量は 7.8kg となった。サイズは容積比で目

標の 6.9ℓに対して 19.7ℓになり約 3倍となり、重量は 1.1～1.6倍になり目標は達成していない。 

ii 治療温度 42℃下での温度安定性を確保 

目標として健康被害のないことを第一に考え、ゴムパット上限温度を熱電対部の表面温度に対して予熱

完了時から 1 分までは+3℃、以降は+2℃以下としてその範囲におさまるゴムパットを合格とした。成型

不良・絶縁不良やオーバーシュートが 60%程度発生しているため達成率は 40%ということになる。これに

ついてはゴム材料の圧延精度及び設備の精度改善、ゴムパットの基本的な構造を見直さなければなら

ないと思われる。 

iii 治療印加電圧の波形を筐体内温度変化の影響を受けない方式へ変換する。 

水晶発振方式を採用すると同時に、温度変化が生じない筐体設計を見直す。 

マルチバイブレータ回路からドライブ回路に変更したことにより、筐体内温度にほとんど依存しない発振

周波数の確保が可能となった。又、筐体(鉄板金)の表面からのみの自然放熱によるものを強制空冷に

変更し、冷却必要温度になった場合に、ファンを駆動する方式を採用し、内部部品で発生した熱を外部

に放出することを可能にして目標を達成した。 

iv 電流量を管理する機能を機器装置に追加する。 

2 連ボリュームの採用を見送り代替案としてパッド面での強さレベルが、機器内発振出力電圧に追従し

ているかどうかをソフト的に比較することとした。しかし、人体に流れる電流はその時々のインピーダンス

に依存するため、強さレベル（電圧)では、治療時に、定量的な指示ができないと考えられる課題が残っ

た。 

v 静電気イミュニティ対策を実施する。 

現時点では、まだ、機器完動状態ではないため、静電気イミュニティ試験までには、至っていない。 

vi 熊本県産業技術センター所有の多機能解析システムを用いて、強度、耐久性、熱対策等の解析を実施

し、その他の改良・改善事項を抽出し、改良改善を行う。 

機器の作成が、日程的にタイトであったため、解析できなかった。 

vii 上記ⅰ～ⅵを満足する、据置型「糖尿病増大・進展抑制医療機器」(試作機)を、平成 24 年度事業で製

作した 8台の本体の部材を活用し、新たなゴムパット、ケーブル等付属品を組み入れて 5台製作する。 

実施計画のスケジュールがタイトであったため部品調達等が間に合わず、本来計画した部品を使用で

きなかった。又、機器作製の工程で日程の殆どを費やしてしまい、動作確認が終了していない。 

 

② 薬事対応状況 

2013 年 11月 13日に PMDA を訪問し面談を実施し以下の事項を確認した。 

熊本大学の先生と協議をして開発する医療機器についての認証の位置づけを決定する。 

GHTF ルールに基づき医療機器としてのありようを整理し、それをベースに大学の先生方と協議をして タ

ーゲットとする患者と効能効果について決定し本開発する医療機器の方向性を固める。 

これを受けて第 2回推進会議にて「肥満 2 型糖尿病患者」をターゲットとすること、使用時期は初診後食事

療法・運動療法の経過を観察し血糖値の改善ができない時点で処方することを確認した。 

PMDA にはこれをもって 2回目の面談を実施する計画である。 

 

③ 知財確保状況 

「電気温熱治療器用パッド」「電気温熱治療用パッドの通電及び加熱システム」の２件を第２回推進会議に
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て報告を実施した。その後、PCT 出願願書及び明細書まで準備を完了し 2件出願した。 

 

④ その他（事業化体制等）の整備状況 

 ISO13485 の認証取得については、既に社内に構築されている薬事法省令 169 号に適合した品質管理マ

ニュアルを ISO13485（2003）の要求事項に適合する改訂を実施した。2014 年 1月 19日に第三者認証機関

の DNV ビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社による文書審査を実施し不適合事項などはなく文書審

査は合格した。2014 年 2 月 7 日の１次監査対応前に各担当部署から 1 名を選出し、環境アカデミーにより

内部監査員の教育訓練（ISO19011準拠）を実施し修了認定を取得した。2014 年 2月 7日 1次監査を実施し

た。現在は 2014 年 3月 3日から予定されている２次審査の準備段階に入っている。 

 

事業化のための市場調査を実施しながらアークレイ㈱を中心とした販売体制を構築する計画であるが、医療機関

からの情報収集に使用する試作機の投入が遅れている。平成２６年度事業では７月に開催を予定している推進会議

の中で市場調査の報告を受けて体制構築の決定を実施する計画である。 
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(2) 市場性（想定購入顧客）の検討結果 

① 医療現場でのニーズ 

② 現状における問題点 

③ 本機器の想定顧客および市場規模 

【国内市場・顧客】 

 

 
 

※ 血糖降下薬は、インスリン分泌促進薬、インスリン抵抗性改善薬、糖吸収抑制薬、インクレチン関連薬が該当。 

※ 薬価ベース、矢野経済研究所推計。 

出所：糖尿病市場の現状と展望 2013 年(矢野経済研究所)より作成 

図表 1 糖尿病治療薬の市場規模推移(左図)と糖尿病治療薬構成比 2012 年(右図) 

 

我々が事業化を進めている「糖尿病増大・進展抑制医療機器」は、肥満 2 型糖尿病患者のうち、既存の治療法(運

動療法・食事療法・薬物療法)だけでは血糖コントロールが困難な患者を対象に、機器を併用により血糖コントロール

の改善を促すものである。本機器は、薬物療法の代替となるものではないが、効能としてインスリンシグナル改善の

効果が報告(*1)されていることから、インスリン抵抗性改善薬の投与を受けている患者数をもとに市場規模を予測し

た。 

平成 19年国民健康・栄養調査では、「糖尿病が強く疑われる人」は約 890万人、「糖尿病の可能性を否定できない

人」は約 1,320万人で、両者の合計は約 2,210万人であると報告されている。そのうち、薬物療法を受けている患者は

約650万人、インスリン抵抗性改善薬の投与を受けている患者は約50万人である(いずれも社内資料より推算)。本機

器に関しても同等数の患者にて潜在的なニーズがあるものと予測する。本機器を用いた年間の治療費を 1万円(消耗

品・在宅治療のための機器レンタル代を含む)と仮定し、乗じると約 50億円の潜在的な市場規模が見込まれる。 

潜在的な市場に対して販売が拡大するスピードは様々な要因により変動すると考えられる。上市直後に保険収載さ

れたと仮定し、上市後 3 年後には潜在的な市場規模の 15%の新規ユーザーを獲得するとした場合、9.5億円の売上が

想定される。 

*1 近藤龍也ら Diabetes Frontier Vol.20 No.3 2009(6) 324-329 

 

【海外市場・顧客】 

 欧州の糖尿病治療薬の市場規模は 8,400 億円、うちインスリン抵抗性改善薬の市場規模は 1,120 億円(いずれも社

内資料より推算)である。欧州の半数の国で日本国内と同様にインスリン抵抗性改善薬の 9 分の 1 の潜在的な市場を

見込み、市場規模を 125億円と予想した。 

各国にて医療制度・市場性が異なるためそれぞれ参入のしやすさが大きく異なり、一律の販売活動が困難であるため、

市場に対する進捗率を半分と見込み、上市後 3 年後の想定売上を 12億円と試算した。 

海外での事業化に向けては、各国での医療制度・市場性を継続的に調査し販売戦略の修正を行う。 
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(3) ターゲット市場における業界分析結果 

① 競合製品／競合企業の動向 

競合製品／競合企業との差別化要素に関する精査結果 

「糖尿病治療機器」の分野を精査すると、インスリン注入器、インスリンポンプ、血糖値測定器、尿糖計等があるが、

あえて該当する競合製品は「インスリンポンプ」と判断をしており本製品を精査した。現在このインスリンポンプにおい

ては米国のメドトロニクス社が業界トップシェアを占めている。 

一般に糖尿病治療においては、食事療法、運動療法、DPP-V阻害薬等の経口薬投与を中心に治療を行うが、それ

でも症状が改善しない場合にインスリンを薬剤として投与する。しかし最近は、発症初期の2型糖尿病患者においても

膵臓機能の回復を目的にインスリンを投与する治療が定着しつつある。 

インスリンを投与する場合は、注射による方法とインスリンポンプを用いる方法があり、インスリンポンプは 24 時間

を通してインスリンを注入する携帯型の小型機器で、皮下に留置された細いチューブと注入セットから構成させる。こ

の機器では注入するインスリン量を細かく設定することが可能であるため、比較的多量のインスリンを数回に分けて

皮下注射する一般的なインスリン注射療法に比べて血糖値の変化に細かく対応することが可能であるが、その分イン

スリン必要量を微量に調整・注入する高い精度が求められる。一般的には通常のインスリン療法では血糖コントロー

ルが困難な１型糖尿病患者に用いられる医療機器である。ただし、注射器による方法と異なり、ポンプがきちんと作動

しているかを絶えず監視する必要があり、注入セットも数日置きに交換する必要がある。 

メドトロニクスは 「メドトロニック ミニメドCGMS-Gold」を用いることで、SMBG（血糖自己測定）やHbA1cだけでは測

定できないグルコース変動をより正確に評価することを可能とし、個々の患者の状態に即したより良い治療方針の立

案を支援することができるとしている。さらに、従来のインスリン注射療法に比べ、患者のライフスタイルに合わせたイ

ンスリン調節が容易な持続皮下インスリン注入法（CSII）「パラダイム インスリンポンプ」と組み合わせることで、より厳

密な血糖コントロールを可能とする提案をしている。 

しかしこのインスリンポンプを発症初期の2型糖尿病に使うことはなく、一般的には1型糖尿病症例で特に血糖制御

の困難な患者にのみ使用している。また 1日 4、5回のインスリン注射でも血糖コントロールが難しい症例に限られて

いる。特に、インスリンポンプを使用する場合は患者が比較的若くてインテリジェンスが十分あり、意欲的であるなどの

条件が必要となっている。 

使用方法や、対象とする市場をとっても本装置と比較することはできないが、現状の医療機器を用いて血糖を制御

する方法はこれしかないため、参考レベルでの比較として記載した。 

Bio Metronome はそもそも糖尿病治療における作用機序がインスリンポンプと異なっており、 糖代謝改善、イン

スリンシグナル改善、慢性炎症（糖尿病の原因）抑制などの作用機序を通して糖尿病の進展を抑制するものである。

このため医薬品（DPP-Ⅳ阻害薬、SGLT2 阻害薬など）と併用をした場合でも、血糖値が異常に低下する（低血糖状態）

という副作用の可能性が少ない。また、通常のインスリン療法では治療が困難な１型糖尿病患者を対象としたインスリ

ンポンプとは患者対象が全く異なり、最も患者が多い、肥満２型糖尿病患者が対象である。糖尿病治療患者は約 800

万人、2剤服用患者 240万人、単剤服用患者 260万人、インスリン注射 150万人という報告がある。 

また、２型糖尿病患者の中には、薬剤治療抵抗性（通常の薬物療法では血糖管理が十分ではない）の  患者が

10%程度存在する（DPP-4阻害薬：PMDA審査資料）。我々は 2011 年に熊本大学が中心となって実施した 2 型糖尿病

患者 40 名において実施した臨床研究で、経口薬を服用中の患者に使用した場合でもさらに平均 HbA1ｃを 0.4%低下さ

せる効果があることを確認している。このことから本機器は医薬品との併用により医薬品の効果を高めることを可能と

する医療機器であり、対象患者の市場規模はさらに膨らむ可能性があると考えている。 

 

② 競合製品／競合企業とのベンチマーキング 

 

会社名 メドトロニクス つちやゴム 

機種名 パラダイム インスリンポンプ Bio Metronome 据置型 

治療手技 
皮下よりインスリン投与 

（侵襲型） 

微弱電流と温熱の同時印加 

（非侵襲型） 

作用機序 
インスリンを持続的に直接皮下に投与す

ることで血糖値を低下させる 

糖取込み亢進、インスリン抵抗性改善と同

時に糖尿病進展に重大な因果関係がある
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炎症性因子を抑制 

サイズ 

52mm×94mm×20mm 320mm×275mm×257mm 

 
 

使用方法 
皮下にチューブを留置 

（携帯型） 

パッドを腹部と背部に装着 

（据置型：但しコードによる制約あり） 

注意事項 

インスリンを投与するため血糖測定値を

併用し血糖値コントロールが必要。また機

器故障等に備えて従来型の注射器を常

用する必要がある。注射器を用いた一般

的なインスリン療法では血糖コントロール

が困難な１型糖尿病患者が対象となる。 

単独で低血糖を引き起こす心配がない。 

肥満を基盤とした２型糖尿病患者が対象と

なる。通常の薬物療法に追加して治療を行

うことが容易である。 

※平成 25 年の事業でアークレイ㈱が医療

機関を訪問して収集するアンケートの中で

「在宅向け医療機器」の需要が見込める場

合は開発をする。 

費用 医療費 18万円～20万円／年  

本体価格  25～30万円／台（想定価格） 

 

 

(4) ビジネススキームの検討結果 

本事業で開発をする「糖尿病医療機器」は長年実績のある汎用品を多用していることや、基本回路などを非常にシ

ンプルな構造としているため機器としての故障等は非常に少ないものと予想している。しかし本年度から事業に参画

をしたアークレイ㈱からは、機器販売にのみその事業の中心をおくことは機器のみを売り続けなくてはならず収益面を

鑑みるとビジネスの仕組みについて課題があることが指摘された。 

アークレイ㈱のこれまでの医療機器ビジネスの経験では、医療現場においては一度患者に接触した付属品の再利

用はその衛生的問題から好ましいものはなくディスポーザブル品で対応することが常である。このため 消耗品ビジネ

ス（ディスポーザブル可能な付属品を販売する）を新たなマーケティング戦略として追加する提案があった。本件は今

回の推進会議内の協議でもその対応策として追加することが合意されている。 

ただこれまでの事業計画ではディスポーザブル可能な付属品の開発については開発テーマとして上呈していなか

ったため現在、市場調査を開始して付属品の情報収集を開始し次年度の研究開発テーマとして計画している。 

 

(5) 事業リスクの洗い出しと対応策の検討結果 

本品は 42℃の温熱と特殊な波形を持つ微弱電流を同時印加することによって糖尿病治療を効果的に実施すること

が可能である医療機器として国内外での上市を目指している。このため従来の家庭用低周波治療機器 D1200に搭載

されていた制御システムのリスクの洗い出しを実施した。特に故障（暴走？）状態になった場合に温度が上がり続けて

しまう事はないのか？について検討をし、対応をした。 
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(6) 上市（投資回収）計画の検討結果 

① 投資計画 

 

a. つちやゴム株式会社 

薬事に関してはアークレイ㈱や外部専門家等の指導を受けるとともに、コンソーシアムメンバーと協議を重ねながら

伴走コンサルでの薬事相談などを重ねながら薬事戦略を策定する。  

策定した戦略をもとに PMDA との薬事相談、治験前相談を実施し、製造販売承認のための治験プロトコール策定を

平成 26 年度事業において実施する。「糖尿病増大・進展抑制医療機器」については、平成 25 年度に上市想定価格を

25 万円～30 万円に設定し平成 26 年度事業ではそれに向けた原価の見直しを実施する。熊本県下で半導体装置を

製造する地元企業と連携し、量産ラインを構築しながら工程改善、部品調達戦略などを構築し目標とする原価を到達

する。 

b. アークレイ株式会社 

これまで培った医療機器製造・販売のノウハウをもとに、糖尿病専門医を中心とした医療機関から情報を収集、分

析をしながら、つちやゴム㈱のモノづくり、薬事戦略を支援する。販売戦略については平成 26 年度に実施する 

医療機関での情報収集をもとに平成 25 年度に立案した内容を精査し、早期の事業化に向けた準備を開始する。 

生産ライン装置 ―

試作費用 (15百万）

人件費 (60百万）

GLP ―

―

（75百万）

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

(75百万）

区　　分 費用（本事業での負担） 備　　考

検査機器、生産装置（プレス他）、工具備品

設計開発
費用

製品設計検討
量産工程設計

15百万 材料、電子部品他

20百万

80百万

327百万

動物試験

薬事申請費用

12百万

200百万

知財強化の為の実験を想定

国内治験の費用を含む

製品開発費用（前臨床費用含む）合計

区　　分 費用（本事業での負担） 備　　考

小規模臨床評価（欧州）委託研究費 60百万

5万円×120名（一般的医療機器の場合で設定）

1000万円×10名×2年

治験費用合計 266百万 国内治験費用（CRO費用を含む）

治療機器コスト

CROコスト

6百万

200百万

区　　分 費用（本事業での負担） 備　　考

製品導入トレーニング費用（医師）

マーケッティング費用

製品導入費用

50百万

50百万

100百万

区　　分 費用（本事業での負担） 備　　考

PMS費用（市販後調査） 30百万

想定売上規模

34百万

想定回収期間

2020年度販売見込み

経常利益率5%として回収期間を設定

2150百万円

総コスト 727百万 治験プロトコール未確定の為概算で計算

PMS解析費用 4百万

製品導入費用

7年間

マーケティング費用



 

12 

② 回収計画 

投資額約７億 3千万円（欧州での小規模臨床評価約 6千万円の費用を含む）は、上市後償却期間 7 年を想定

して販売戦略と回収計画を立案中である。2020年国内外での売上予測を 21.5億円としているが、1 セットあたり

の利益率を 5%と設定すれば期間内に回収できる計算となる。 

※ 本投資回収計画では医療機関向け据置型機器、在宅向け据置型機器販売、ディスポーザブル可能な 付属

品を開発し消耗品ビジネスも含めた販売を想定して試算した。 

この消耗品ビジネスを想定した販売戦略については各医療機関などからの情報を更に収集、精査する必要が

ある。このため販売業のアークレイ㈱と製造販売業のつちやゴム㈱で協議を進めながら早期の事業化、投資回

収を進めてゆく。 
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③ 委託期間後を含めた事業計画 

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月 4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月 4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月 4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月 4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月 4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

要素技術開発

試作機開発・改良

量産機開発

電気等安全性評

価/非臨床試験

治験

届出申請

上市

本委託事業にお

ける実施内容

自主事業の内容

【技術解発】

・理学療法機器の開発

【薬事申請関連】

・ISO13485認証取得

2015（H27)年度以降

2012(H24)年度 2013(H25)年度 2014(H26)年度

2017（H29)年度

【技術開発】

①試作機の開発と課題抽出・改良

②要素技術の開発

　・電極間温度差を±0.5℃以下にコン

トロール可能なゴムパッドの開発

③CE規格に準拠する既存機器回路

の改良・開発

【薬事申請関連】

④薬事申請に向けた治験計画立案の

ためPMDA事前相談

⑥2型糖尿病患者における印加時間

による血糖抑制効果確認

⑤試験モデルマウスを用いたインピー

ダンス評価評価

【技術開発】

試作機の開発と課題抽出・改良

要素技術の開発

①ゴムパッドの改良

②量産化に使用部材の検討を実施。

③量産に対応できる製造方法、検査

方法、品質管理方法などのシステム

構築。

④「理学療法機器(生体内に電流を印

加する医療機器)」の認証取得の際に

必要なJIS T 06011、0601-2-10等を

満足する機器開発。

【薬事申請関連】

⑤薬事申請に向けた治験計画立案の

ためPMDA事前相談

⑥2型糖尿患者における薬剤との服

用による効果確認

⑦禁忌事項に記載する症例特定のた

めモデルマウスを用いた評価

【薬事申請関連】

国内・CE圏の薬事申請対応

【事業化計画】

薬事承認後、プロモーション活動開始

上市

【技術開発】

・在宅向け小型機器開発

・据置型商品機の量産技術開発

・第三者認証機関において平成26年

度に開発した機器で理学療法機器の

認証を　取得

・取得した理学療法機器をアークレイ

㈱と医療機関にむけて販売を開始

・欧州向け糖尿病増大・進展抑制医

療機器販売に向けた市場調査を精査

し販売国を特定

【薬事申請関連】

薬事申請に必要な治験の実施

2016(H28)年度

【技術開発】

・第三者認証機関において電気安全

性開始・完了

・知財関係を整理しPCT出願

　

【薬事申請関連】

・薬事申請に必要な治験の実施・完了

・国内・CE圏へ薬事申請

・CE圏で事業化する国の選定

2015(H27)年度

①国内外で上市する据置型「糖尿病

増大・進展抑制医療機器」の販売戦

略の精査と販売体制構築

ａ．評価・意見の収集、広報、販売戦

略の精査

ｂ．ＰＭＤＡへの相談

②治験プロトコール策定に必要な科

学的エビデンスの収集

ａ．臨床試験の実施、評価

ｂ．モデルマウスを用いた安全性評価

③国内外で上市する据置型「糖尿病

増大・進展抑制医療機器」の完成と

ディスポーザブル可能な付属品の開

発

ａ．国内外で上市する据置型「糖尿病

増大・進展抑制医療機器」の完成

ｂ．ディスポーザブル可能な付属品の

開発

ｃ．知財戦略の再検討

ｄ．据置型「糖尿病増大・進展抑制医

療機器」の量産に向けた生産体制の

構築

ｅ．在宅向け医療機器の開発検討

試作機の開発・課題抽出・改良試作機の開発・課題抽出・改良試作機の開発・課題抽出・改良試作機の開発・課題抽出・改良
市場要望調査市場要望調査市場要望調査市場要望調査

据え置き型商品機開発および量産技術の確立据え置き型商品機開発および量産技術の確立据え置き型商品機開発および量産技術の確立据え置き型商品機開発および量産技術の確立

据置型商品機電気安全性試据置型商品機電気安全性試据置型商品機電気安全性試据置型商品機電気安全性試

2型糖尿病患者における薬剤との服用における臨床評価型糖尿病患者における薬剤との服用における臨床評価型糖尿病患者における薬剤との服用における臨床評価型糖尿病患者における薬剤との服用における臨床評価

PMDA事前相談事前相談事前相談事前相談 PMDA相談相談相談相談 薬事申請に向けた治験実施薬事申請に向けた治験実施薬事申請に向けた治験実施薬事申請に向けた治験実施

薬事申請薬事申請薬事申請薬事申請 上市上市上市上市

在宅向け小型機在宅向け小型機在宅向け小型機在宅向け小型機 可能性検討可能性検討可能性検討可能性検討

ディスポーザブル可能な付属品開ディスポーザブル可能な付属品開ディスポーザブル可能な付属品開ディスポーザブル可能な付属品開

在宅向け小型機開発在宅向け小型機開発在宅向け小型機開発在宅向け小型機開発
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(参考)事業経緯 
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1.3 当該研究開発の連絡窓口 

 

つちやゴム株式会社 

住所：熊本県上益城郡嘉島町井寺４３１番地２１ 

電話番号：０９６－２３７－０１３８ 

E-mail：infotr@tsuchiya-r.co.jp 

 

 



 

16 

2. 本編 
「実施内容」 

① 販売戦略の立案と体制構築 

a． 評価・意見の収集、広報、販売戦略の立案（つちやゴム株式会社、アークレイ株式会社） 

理学療法機器として改良開発された機器を用い、病院、クリニック等を訪問し、施設での評価・意見を得ると

ともに、機器の有用性を認知していただくための活動を行い、販売戦略を立案する。 

〈研究成果報告〉 

試作機器を改良開発するため必要な部品調達が遅れたために医療機器分類クラス２（理学療法機器等）に

求められる電気的安全性を満足する試作機器の作成が遅れる事態となった。このため病院、クリニック等への

評価・意見を十分に得ることはできなかったが、本年度からコンソメンバーに参画をしたアークレイ㈱（グリコヘ

モグロビン A1c 測定装置を始めとした糖尿病検査装置、POC 検査（クリニックの即時検査（Point Of Care）を支

援する検査システム）、糖尿病患者様が血糖値を管理するための自己血糖測定器(SMBG)等の分析装置等を

国内の開業医を中心に製造・販売）とそのグループ会社であるアークレイマーケティング㈱を通じて情報収集

を実施した。 

国内で事業化する市場としターゲットとする医療施設は、内科診療施設 7,034 施設、代謝内科診療施設  

558施設（合計 7,592施設この中で糖尿病専門院は 3,464 院、厚生労働省 平成 21 年度医療施設調査・病院

報告による）に対して、我々は毎年 100 施設を目標に据置型「糖尿病増大・進展抑制医療機器」を展開する。 

コンソメンバーと外部アドバイザーで構成する推進会議の中で、これまで熊本大学が実施した臨床評価デ

ータをベースに早期の事業化を実現する場合の課題を討議した。これまでの臨床評価で実施した使用条件

（週 4回 1 時間）で糖尿病の進展を抑制する効果が確認されているが、この使用条件は患者の通院回数など

から患者の負担が大きくなる（QOL を逆に低下させる）ことを確認し、在宅で使用可能とすることが必要であり

在宅での治療が可能となる機器の必要性を確認した。と同時に在宅向け医療機器の販売については据置型

「糖尿病増大・進展抑制医療機器」を購入した医療機関を通してその医療機関に通院する糖尿病患者へ貸与、 

もしくは頒布する販売スタイルを採用することも確認した。 

これを受けて平成２６年度事業においては据置型「糖尿病増大・進展抑制医療機器」（試作機）を用いて病

院、クリニック等を訪問し、ユーザビリティについての評価・意見を得て据置型「糖尿病増大・進展抑制医療機

器」の仕様を 7 月末までに策定する。また収集した評価・意見を分析、精査したうえで在宅向け医療機器の開

発の検討を開始する。 

これと並行して、学会発表等を通して医療従事者に機器の有用性を認知していただくための活動を展開し、

前年度立案した販売戦略を精査する。 

 

b． PMDA への相談（つちやゴム株式会社、国立大学法人熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学、国立

大学法人熊本大学大学院生命科学研究部遺伝子機能応用学、アークレイ株式会社） 

PMDA の事前相談、薬事戦略相談等のコンサルを受け、薬事申請の方針を固める。 

〈研究成果報告〉 

2013 年 11月 13日 11：30 より PMDA と事前相談をアークレイ㈱と同行して実施した。 

※ この時点では当初計画をしていた熊本大学にて実施する臨床評価が開始されていなかったため、医療機器

の電気的安全性について重点をおいて相談をした。 

PMDA からは本品をどのような患者に対して販売をしてゆくのか具体的なイメージを提示する必要がある。

このため早急な意見集約をして方向性を決定すること。特に糖尿病患者の病気のレベルをどこに設定するの

かで  機器のリスクにも係わってくる。 

例えば「薬剤を減らせる」という効能効果を謳うならば、単独使用での効果確認と同時に 2 剤服用時であれ

ば併用によって薬の効果が失われてしまわないかの確認が必要となる。また本品を使用する環境は医者が管

理できる状況下なのか？それとも家庭で患者単独で使用する状況下なのかでもリスクレベルが変わってくる。

このあたりもメーカーとしてターゲットを明確にする必要がある。 

 

医療機器分類のクラスにおいても同様のことが言える。PMDA としては医療機器分類クラス 2（理学療法機
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器等能動型医療機器が分類されているカテゴリー）というイメージを持っている。しかしクラス 3 となる可能性を

否定してよいかは GHTFルールに基づいた仕分けをした内容を確認してのことである。 

 

これを受けコンソメンバーと外部アドバイザーで構成する推進会議の中で、本内容を議題として上呈し第 1

回、 第 2回の推進会議にて議論をした報告をする。 

・ 本品が謳う効能効果は「BMI25 以上の肥満 2 型糖尿病」である。 

・ 糖尿病治療は初診時で食事・運動療法を指導し 2～3 ヶ月の経過を見て HbA1c が下がるか否かを見る。そ

れでも下がらなければ 1剤入れて 2～3 ヶ月の経過を見て HbA1c が下がるか見る。下がった場合は、どこま

で下がるか見る。下がらない場合は次の手（薬剤などを増やす）を打つ。本品の使用は食事・運動療法の指

導と 1剤を入れる間に位置づけすることが考えられる。 

・ 糖尿病治療は薬剤の種類・数で治療効果を謳うものではないので、医療経済効果を念頭においては治療の

本筋から逸脱をしている。また 2 型糖尿病患者においては、治療中断によって死亡するということはない。こ

のため GHTF ルールに記載された能動的医療機器の但し書きにある「潜在的に危険な場合」には該当しな

いのではないか？と思うが。 

・ 平成 26年度は薬事コンサルタントを活用してこの意見を踏まえながら戦略を練る必要があり。 

 

c． 知財戦略の再検討、周辺特許の強化（つちやゴム株式会社） 

平成 24 年度成果を知財マップに整理するとともに、「温熱と微弱電流の同時印加を可能とするパッド」に関

する知財マップを作成する。これら知財マップをもとに、2 件程度の PCT国際出願を行う。 

〈研究成果報告〉 

特許協力条約に基づく国際特許を 2 件出願した。 

 

 

d． CEマーキングを申請するための ISO13485認証取得（つちやゴム株式会社） 

CEマーキングを申請するためには、ISO13485認証済みの企業が ISO に定めるリスクマネジメントに則った

機器開発を行う必要がある。このため、コンサルタントの指導を仰ぎ、つちやゴム㈱内の体制を強化し、

ISO13485 を取得する。 

 

   〈研究成果報告〉 

ISO コンサルタントとの契約締結及び、計画策定 

 

品質マネジメントシステムの構築及び、社内教育訓練 

10 月のコンサルタントと内容について協議し、社内に構築されている薬事法省令 169 号に適合した品質管

理マニュアルを、ISO13485（2003）の要求事項に適合する改訂した。 

社内教育訓練として、品質管理マニュアルの制定後、社内にて読み合わせ数回実施し、環境アカデミーの

来社読み合わせを実施した。さらに、第三者認証機関のDNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社によ

る１次監査対応前に、各担当部署から1名に内部監査員の教育訓練（ISO19011準拠）を環境アカデミーにより

実施後、修了書を取得した。 

 

第三者認証 

第三者認証機関である DNV ビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社と契約を締結し、2014 年 1 月 19

日に文書審査を実施した。 

不適合事項：0件 （重大：0件 ・ 軽微：0件） 

観察事項：0件 

 

2014 年 2 月 7日：第三者認証機関の DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社により 1次監査を実

施 

不適合事項：0件 （重大：0件 ・ 軽微：0件） 
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観察事項：0件 

② 治験プロトコール策定に必要な科学的エビデンスの収集、評価 

a． 臨床試験の実施、評価（国立大学法人熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学、荒尾市民病院、公立

玉名中央病院、社団法人菊池郡市医師会菊池郡市医師会立病院、全国社会保険協会連合会健康保険熊

本総合病院、国保水俣総合医療センター） 

平成 24 年度の成果をベースに温度制御機能を向上させたD1200 を 30台製造し、2型糖尿病患者で BMI25

以上、HbA1c 7.4%～9.4%（NGSP）の条件を満たし、単剤の経口薬（DPP-４）を服用している 120 名を対象に臨

床研究を実施する。本装置の処置時間を60 分に固定した条件で、1週間あたりの処置回数を2、4、7回、単剤

の経口薬（DDP-4阻害薬）服用と服用無し患者の 6群（各 20名）における有効性を 2 型糖尿病患者 30名（各

群 5 名で 30名 次年度は残り 90名を予定）にて確認する。 

〈研究成果報告〉 

第56回糖尿病学会年次学術集会において「血糖管理目標値をHbA1c 7% 未満とする」熊本宣言2013 が発

表されたように、糖尿病の進展抑制には HbA1c を管理することの重要性が認識されている。既に本装置はこ

の HbA1c抑制効果が存在することがこれまでの研究で確認されており、本事業ではさらに多施設で 120名の

臨床評価データを取得しこの指標の検証を実施すること、そしてそのデータを用いて PMDA との協議をし、糖

尿病医療機器としての治験プロトコール案策定を予定している。 

しかしながら指標としている HbA1c の半減期は 28.9 日で、現在の数値は 1〜2 ヶ月前の血糖状態を反映す

ることが通常なため少なくとも 12 週間程度の治療期間をおかなければ本装置の効果を確認することができに

くいことは明らかで、課題解決型医療機器等開発事業において策定した臨床評価においてもこのような理由

から 12 週間と設定した。 

臨床評価に使用する D1200M の部品調達で部品の入手に時間がかかったため、使用する機器製作の開始

が 11 月となった。このためすべての機器が臨床評価機器として完全に使用できる状態（家庭用低周波治療

機器としての電気的安全性確認等の確認作業が完了）になったのは年末に入ってからとなった。しかしこの時

期は著しく生活習慣が変化をする年末・年始と重なることとなったために、指標としているHbA1cの半減期など

の状況を鑑み、また PMDA との協議をより正確なものとするために年明けの 1月から 12週間をかけて臨床評

価を開始することとなった。 

コンソメンバーとしては臨床評価開始後 4週間時点でのデータをとることについても検討をしたが、先にも述

べたように指標とする「HbA1c の半減期」の問題、つまり HbA1c 数値そのものが１～2 ヶ月前の血糖状態を反

映していることを鑑みると、使用前との差が確認できない可能性や、下手をすると年末・年始の血糖状態を 4

週間後のデータが反映している状況が予測されるために、使用前と比べ悪いデータが出る可能性が高いと判

断し 4週間時点でのデータを報告することは断念した。 

平成 26年 2 月初旬時点で 6 名の登録に留まっているが、今後４月までに 30例の登録・臨床研究開始でき

る見込みであり、現時点（2014 年 2 月 14 日）では、12 週間の研究を終えた症例は存在しないため、提示でき

るデータは存在しないことを報告する。 

 

b． モデルマウスを用いた安全性評価（国立大学法人熊本大学大学院生命科学研究部遺伝子機能応用学） 

糖尿病患者が併発しやすい病気に対して本医療機器を使用した場合の影響を、モデルマウスとD1200 を用

いた評価試験で確認する。特に今回、糖尿病に伴う腎臓病だけでなく、最近、糖尿病との関連が示唆されてい

る呼吸器疾患に対する影響を検討する。その成果は臨床における安全性予測や医療機器取扱い説明書の禁

忌事項（使用上の注意）の内容等に活用する。 

   

〈研究成果報告〉 

i KK-Ayマウスの糖尿病腎症様病変に対するバイオメトロノームの影響 

本研究では、2 型糖尿病モデル KK-Ayマウスの糖尿病腎症病態に対するバイオメトロノームの影響を検討

した。 

 

検討結果 

・ 本研究で用いたモデル動物の病態について 
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今回、使用した KK-Ay マウス（実験終了時 20 週令）は、肥満性糖尿病モデルとしての症状は認められたも

のの（HbA1c の上昇、肥満による体重の増加など）、糖尿病腎症モデルとして症状は、顕在化しておらず、唯

一、明確に認められた腎における変化は、腎組織における炎症性サイトカインのマイルドな発現誘導であり、

本研究で用いたモデル動物は、糖尿病腎症発症前の病態であると判断した。 

以下にそのポイントをまとめる。 

1) 尿中 Alb  

尿中 Alb は、検討期間中において、1000mg/g cre 以下での変動で、わずかに進行している個体が多く、

ばらつきも大きかった。すなわち、尿中 Alb が週令とともに徐々に増加しつつあるが、組織学的な検討結果

を含め、他の所見と併せて考えると、尿中 Alb は、まだ病的状態とは言えない、いわゆる正常域に近いマウ

スがほとんどであると考えられた。  

 

2) 糸球体傷害（PAS染色）・腎線維化傷害（Masson’s Trichrome染色） 

PAS染色法および Masson’s Trichrome染色法を用いて組織傷害を検討した結果、以前、本分野におい

てバイオメトロノームの腎病態改善作用が認められた実験における Alport症候群モデルマウスと比較して、

KK-Ay マウスの腎糸球体の傷害は、非常にマイルドであることがわかった。また、糖尿病腎症において観

察される尿細管周辺における腎線維化は、ほとんど認められず、一部腎糸球体周囲における Masson’s 

Trichrome 染色陽性反応が観察された。添付した図の数値は、ほとんど腎糸球体周囲の染色割合を示して

おり、その値は総面積の 4%以下であった。（参考までに正常マウスでとったバックグラウンドの値は 2%前後

であった） 

 

3) 腎肥大化の程度 

糖尿病腎症初期の所見としてヒトでも観察される腎肥大化に関して、本研究におけるマウス(20 週齢)の

腎重量は、以前の検討の場合(36 週齢)と比較して、約 200mg 小さく、WTマウスとあまり差がなかった。この

ことからも、本検討期間の KK-Ay マウスは糖尿病腎症という観点からはまだほとんど病態が進行していな

い状態であると考えられる。 

 

4) 腎組織における炎症性サイトカイン発現量 

腎組織における炎症性サイトカインについては、正常マウスに比較し、KK-Ay マウスにおいて、約２−３倍

の発現増加が認められ、統計学的にも有意であった。しかしながら、この発現増加のレベルは、以前、本分

野で行った Alport 症候群モデルマウスに比べて１０倍以上と非常に発現量が低かった。このことからも

KK-Ayマウスが腎疾患モデルの病態としてはマイルドであることがわかる。 

 

・ バイオメトロノーム（４回/週、３０分/回）の効果について 

今回のモデルでは、糖尿病腎症を発症してはいなかったため、腎症に対するバイオメトロノームの効果を

議論することはできないが、腎症が顕在化し始める前と思われる、腎組織における微細な炎症性変化とし

て、マイルドな炎症性サイトカインの発現上昇を正常レベルにまで抑制している傾向（IL-6、IL-1βなど）が

認められたことは、これまでのマウスならびにヒトにおける知見を併せて考えると、腎症への移行を抑制す

る可能性を十分再現しているものと考えられ、大変興味深い。 

糖尿病腎症として、顕在化してくる尿中 Alb や組織学的な変化は、バイオメトロノームの効果を判定する

には、正常に近いばらつきの範囲であると思われ、評価に耐えうるレベルではなかったため議論できないが、

マイルドな炎症性サイトカインの抑制作用から考えると、より長期間、またはより週齢の進んだ状態で検討

を行えば差が認められる可能性を示唆していると考えた。 

また、これまで、高脂肪食負荷マウスや臨床試験などで、バイオメトロノームで抑制が見られていた内臓

脂肪、糖代謝において、今回のモデルでは、なぜ差が認められなかったのかを考察すると、あくまでも可能

性であるが、Ay遺伝子導入による肥満モデルにおいて、脂肪組織など、糖代謝に関する生体のシグナル系

が正常と異なるというモデルのバックグランドの差異が影響しているのかもしれない。その根拠になるか不

明であるが、過去の知見においてバイオメトロノームが誘導することがわかっている pAktおよびHsp72発現

増加が、本研究においては認められていなかった。 
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すなわち、KK-Ayマウスでは pAktおよびHsp72の誘導が起こりにくかった可能性も考えられる。しかしな

がら、考え方によっては、肥満病態や糖代謝に全く影響しなかったにも関わらず、腎組織における炎症性サ

イトカインを正常に維持しようとする傾向が認められているという知見は、腎病変に対する直接作用の存在

を示唆するものでもあり、腎特異的な病変を呈する Alport マウスに対するバイオメトロノームの有用性を示

した知見（PLoS One, 2012）と併せて考えると大変興味深い。 

結論 

今回差が見られなかった尿中 Alb、腎重量および組織傷害は、本検討期間においてほとんど腎病態が進

行しておらず、正常に近い非常にマイルドな病態であった。そのため、今回の検討では、糖尿病腎症に対す

るバイオメトロノームの効果を評価することはできなかった。しかしながら、腎病変が顕在化する前の、潜在

的な生体内変化と考えられる IL-6, Il-1βのマイルドな発現上昇が、バイオメトロノーム処置群において、ほ

とんど正常域に近いレベルまで維持されていたことから、これまでの腎組織における炎症性サイトカインの

発現抑制結果とマッチし、糖尿病腎症予防の観点からは非常に有用だといえる。 

今後、コントロール群と処置群の差を見るためにはより適切な糖尿病腎症モデルまたは KK-Ay マウスに

対するより長期間の処置が必要であると考えられる。例えば、以前の検討で顕著な腎肥大がみられた 30週

齢以降の KK-Ayマウスにおいては腎肥大の有意な抑制と、糖代謝異常の改善が認められている。 

ただし、KK-Ay マウスの病態については、飼育環境や購入ロットによる差異が影響する可能性が高く、糖

尿病腎症に対する評価モデルとして報告あるいは検討されてきているこれまでの関連知見については、そ

の正確な病態再現が難しいのかもしれないという印象を持った。 

最後に，糖尿病腎症時に認められる炎症に対するバイオメトロノームの効果や，糖尿病腎症時に認めら

れる様々な病態に関する広範な情報を得るため，現在，炎症細胞に対するバイオメトロノームの処置効果

および糖尿病腎症と類似に慢性腎疾患病態を呈するモデルマウスにおける網羅的な遺伝子発現解析を現

在委託中である（合計 5 解析，Toray）．さらに，推進会議等でも指摘された「電極パットが接触している皮膚

組織における安全性評価」が最優先事項であると考えられたことから，現在，バイオメトロノームをマウスに

処置し，電極パットと接触する皮膚表面の組織より RNA サンプルを抽出し，網羅的な遺伝子解析も委託中

である（合計 12解析，Toray）。 

 

ii COPDモデルマウスの肺病変に対するバイオメトロノームの影響 

 

慢性閉塞性肺疾患 (COPD) は、慢性の咳嗽、喀痰、労作時呼吸困難を主徴とする難治性の呼吸器疾

患である。一般に、COPD の発症および増悪には、生体内における酸化物質-抗酸化物質のバランスの崩

壊が強く関与することが知られており、これは、喫煙により体内に取り込まれた過剰な酸化物質が生体内の

抗酸化物質により除去できなくなることに起因する。したがって、COPD患者の肺においては、酸化ストレス

に伴い生じる慢性炎症、プロテアーゼ活性の亢進などが顕著であり、これらの病態が絡まり合って、肺病態

を発症すると考えられている。一方、日本呼吸器学会の「COPD診断と治療のためのガイドライン第3版」で

はCOPDに併存する疾患の1つに糖尿病があることが示されており、事実、空腹時血糖の高値群では、喫煙

歴にかかわらず呼吸機能 (一秒量：FEV₁) が有意に低下していること、糖尿病患者の10％以上にCOPDが

併存していることなども挙げられ、糖尿病患者におけるCOPD病態の存在は無視できないものとなってい

る。 

このような背景の中、平成24年度は、病態を呈さない正常マウスの肺機能に対するバイオメトロノームの

影響について検討し、正常マウスの肺機能および肺胞状態（平均肺胞径 (MLI)）には影響を与えないことを

確認した。平成25年度は、実際に呼吸器疾患を呈する動物に対しての影響を検討するために、本分野で有

するCOPD病態を呈するマウスの肺機能に対するバイオメトロノームの影響について検討した。 

 

検討結果 

1) 実験方法 

粘液貯留・肺気腫・呼吸機能障害を呈し、さらに、炎症状態が亢進した COPD 様症状を呈するマウス 

(ENaC-Tg マウス) を用いて、肺病態に対するバイオメトロノーム (MET) の影響について検討した。本検討

では、特に病態マウスの呼吸機能状態を強く反映する平均肺胞径 (MLI) に対して、バイオメトロノーム 
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(MET)が悪影響を与えるかについての検討を行った。 

まず、病態を発症し始める 12週齢の ENaC-Tgマウスに対して、週２回 10 分間の条件で、3週間、バイオ

メトロノーム (MET)を処置した。最終処置の 24 時間後に、肝臓組織を回収し、組織中の Akt のリン酸化およ

び Hsp72の発現量を Western blotting法により解析した。また、肺組織を回収し、本条件における平均肺胞

径 (MLI)を算出し、肺気腫病態に対する影響についても確認した。 

 

2) バイオメトロノーム処置による肝組織中 Akt のリン酸化と Hsp72の発現の促進 

バイオメトロノーム (MET)の処置は、肝臓組織中のAktのリン酸化およびHsp72の発現量を増加させた。

このことにより、本処置が、動物個体に対して確かに影響を与えていることが確認された。 

3) バイオメトロノーム処置による肺気腫病態への影響 

通常、COPD 様症状を呈するマウス (ENaC-Tg マウス) においては、肺気腫の指標である平均肺胞径 

(MLI) が増加することが示されている。バイオメトロノーム (MET)の処置は、ENaC-Tg マウスにおける MLI

に対して全く影響を与えなかった。この結果より、バイオメトロノームは、COPD 病態を呈するマウスの肺気

腫病態には影響を与えないことが明らかになった。 

 

結論 

前述のように、糖尿病患者における COPD病態の存在は無視できないものとなっており、そのような患者

に対するバイオメトロノームの使用は、避けられないものとなる。しかしながら、バイオメトロノームが、COPD

病態を呈する肺機能・肺病態に対してどのような影響を与えるか（悪化させないかどうか）については不明

であった。そこで、本検討では、COPD マウスの呼吸機能状態を強く反映する平均肺胞径 (MLI)に対して、

バイオメトロノームが悪影響を与えるかについての検討を行った。その結果、バイオメトロノームは、COPD

病態を呈するマウスの肺気腫病態には影響を与えないことが明らかになった。このことは、今後、糖尿病に

伴う腎臓病だけでなく、COPD を併発している患者に対してもバイオメトロノームが安全に使用できることを

示唆している。本知見は、医療機器取扱い説明書の作成において有効に活用できる情報となりうる。 

 

③ 据置型「糖尿病増大・進展抑制医療機器」(試作機)の開発 

a． 据置型「糖尿病増大・進展抑制医療機器」(試作機)の電気安全性改良（つちやゴム株式会社、熊本県産業

技術センター） 

据置型「糖尿病増大・進展抑制医療機器」(試作機)の電気安全性を確保するため、平成 24 年度製作の

試作機の改良・改善を行う。改良・改善に際しては、①b PMDA への相談による薬事申請の方針を踏まえ、

以下の電気安全性評価を満たすものとする。 

〈開発に際して考慮すべき JIS規格〉 

JIS T 14971     リスクマネジメントの医療機器への適応 

JIS T 0601-1    医療電気機器 安全に関する一般的要求事項 

JIS T 0601-2-10  医療電気機器 神経及び筋刺激装置の安全に関する個別要求事項 

〈研究成果報告〉 

i 機器のサイズと重量を医療機関での使用環境に対応したレベルにする。 

（目標とする規格） W 250㎜×L 230㎜×H 120㎜、重量 5Kg～7Kg 

・ 平成 24 年度事業で製作した 8 台の本体の部材を活用したため、筐体の規格は 320mm(L)×280mm(W)

×220mm(H)となった。重量は 2チャンネルから 1チャンネルに変更したことから、その制御回路部品を取

り外した。又、新たに内部温度の熱対策に冷却用のファンとその制御回路部品を追加したことで 7.8kg と

なった。 

 

ii 治療温度 42℃下での温度安定性を確保する。 

ゴムパッドは治療温度 42℃下での温度安定性を確保し、量産対応とする。 

・ 温度制御 

熱電対(+線と-線)の接合方法をハンダ付けで行っていたが、+線と-線の間にハンダが入り込んで両線が

密着しにくくなり、測定誤差が大きくなる可能性がある。これを防止するために接合方法をスポット溶接に変
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更した。 

 

・ 熱分布 

H24 年度の実績では 0.5t のアルミ板を入れて熱分布±0.5℃を達成したが、ゴムパットとしての使用上か

ら 0.5t のアルミ板では人体に沿わせて屈曲することに難がある。これを改善するためにアルミ板を薄くして

屈曲性を改善しながら熱分布も健康被害が及ばない範囲にする。 

 

iii 治療印加電圧の波形を筐体内温度変化の影響を受けない方式へ変換する。 

水晶発振方式を採用すると同時に、温度変化が生じない筐体設計を見直す。 

 

・ マルチバイブレータ回路による発振回路を採用していたが、CR回路定数の温度依存性が強く、電源投入

後、筐体内の温度上昇とともに、発振周波数が上昇していく傾向があったため、マルチバイブレータ回路

を破棄し、患者回路制御用に採用した CPU のタイマ割り込みを使用した出力パルスによるドライブ回路

に変更している。 

 

・ 従来の D1300 は、安全対策上、ほぼ密閉状態であり、内部で発生した熱の放熱は、筐体(鉄板金)の表面

からのみの自然放熱によるものである。内部では、熱を持った空気の対流により、70℃を越える部分も存

在しており、全体的に高い温度で動作する状態にあった。特に DC/DC コンバータの昇温が顕著である。

⇒冷却機構がなかったため、強制空冷を目的として、リアパネル面に排気用 50mm 角ファンを取り付け、

底面部に吸気用Φ40 穴を持つ筐体に改造、また、新たに温度センサを使用して、筐体内部特定ポイント

の温度モニターを行い、冷却必要温度になった場合に、ファンを駆動する方式を採用し、内部部品で発生

した熱を外部に放出することを可能にした。 

 

iv 電流量を管理する機能を機器装置に追加する。 

・ 従来のパッド+機器における強さレベルは、機器内発振出力電圧のモニターであったため、パッド面での

強さレベルが、機器内発振出力電圧に追従しているかどうか不明であり、強さレベル低下の検知機能が

なかったが、パッド電極面に新たにモニター用配線を組み込み、パッド面での発振レベルの測定を、また、

機器側には、新規製作のサブ基板上にパッド面での発振レベルの測定入力部を設け、メイン基板患者回

路用制御 CPU で、その電圧をモニター可能とし、表示部において、新規のパッド側レベルを表示するよう

にした。サービスモードでは、従来の発振側レベルも表示切り替え可能としている。 

 

v 静電気イミュニティ対策を実施する。 

※ 現時点では、まだ、機器完動状態ではないため、静電気イミュニティ試験までには、至っていない。 

  

vi 熊本県産業技術センター所有の多機能解析システムを用いて、強度、耐久性、熱対策等の解析を実施

し、その他の改良・改善事項を抽出し、改良改善を行う。 

※ 今回は、D1300 の筐体、及び、使用可能部品を流用しての改造製作であり、本来の解析対象機器では

ない。また、使用部品のスペック情報にも限界があり、多機能解析システムでの標準ライブラリでカバ

ーできるものではない。実機での熱発生ポイント、配置、ハーネス引き回し等に依存するところが大きく、

実機完動後に、機器内の温度分布等の基礎データ取得が必要である。 

 

vii 上記ⅰ～ⅵを満足する、据置型「糖尿病増大・進展抑制医療機器」(試作機)を、平成 24 年度事業で製

作した 8台の本体の部材を活用し、新たなゴムパット、ケーブル等付属品を組み入れて 5台製作する。 

 

・ 平成 24 年度事業で製作した本体の部材を活用 

本体 5台の分解と部品の使用可否を選別後に基板とその他必要な資材の購入とその組み付けを実施。 

 

・ 筐体の改造 

部品を全て取り外した筐体の 2 チャンネルから 1 チャンネルに変更したことによる不必要な穴をパテによ
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り穴埋めし、硬化後に表面のナラシ・仕上げ加工を実施。 

冷却用の吸排気用の穴明け加工を実施し、吸気側の穴にはパンチングメタルでカバーを取り付け、気側

には送風用ファンとパンチングメタルカバーの取り付けを実施。  

      

・ 追加改造内容 

1) 適合性評価の不適合項目 2件への対応 

・ 漏れ電流対策 

患者回路と制御回路を分離絶縁している DC/DC コンバータを 2段構成とするため、新たに製作したサブ

基板上に 1段目の DC/DC コンバータ 2個を搭載。これにより、1段目、2段目 DC/DC コンバータのどちら

を単一故障状態におかれても、もう片方の段で、絶縁可能として、漏れ電流を防止している。 

・ サブ基板の新設 

・ 2ｃｈから 1ｃｈ仕様へ変更 

・ メイン基板改造 

・ パッドコネクタ変更 

 

b． 機能・要求仕様の確定（つちやゴム株式会社、熊本県産業技術センター、アークレイ株式会社、熊本大学） 

アークレイ㈱が策定した仕様を達成するための競争力のある医療機器を開発するために、国内外の医療

機関で事業化に必要な情報収集を実施する。国内外の糖尿病医療現場に従事する医者・看護士等を中心

に収集した情報等を踏まえ、据置型医療機器の安全性・動作性・操作性・機能性等の要求仕様を確定する。

また、試作機のデザイン決定については、外部コンサルタントを活用する。 

＜研究成果報告＞ 

本年度事業終了後から、次年度事業にかけてより効率的な情報収集を実施するため、実際に医療現場

でのデモ使用が可能な実動する試作機を完成させることを目標に、作業手順の見直し、機器仕様の検討を

行い、据置型「糖尿病増大・進展抑制医療機器」試作機を完成させた。 

 

i 医療現場の要望、要求 

昨年度実施した、医療機関 8 施設１２名の医療従事者へのモニター調査の結果をもとに、据置型「糖尿

病増大・進展抑制医療機器」に求められる要求の洗い出しを行った。 

 
モニター調査に使用した機器・ＵＡＣ－D1300 
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ii 操作手順の確定 

前項の改善案から洗い出された要求を反映した操作手順に関して下表のように整理した。 

 

操作手順についてまとめ 

 

 
 

iii 筐体制作 

 試作筐体作成における前提条件、 

1) 据置型医療機器として、病院内で使用するもの 

2) 構成部品は、昨年度制作した試作機のものを主に使用する

こと 

3) 筐体は板金であること。 

を踏まえ、つちやゴム㈱より提出した筐体内部のレイアウト図

をもとに、デザインコンサルタントによる筐体デザインを実施し

た。 

 

 

筐体デザイン案      

iv 筐体デザイン案選定 

①～④案の中でも、ディスプレイとダイヤルとツマミの干渉が無いこと、病院・クリニック等では柔らかみ

のあるデザインが好まれると言う、アークレイ㈱、熊本県産業技術センターからの情報をもとに④案を選定

し、板金筐体の制作、基板、部品等の組込みを行い、据置型「糖尿病増大・進展抑制医療機器」試作機を
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完成させた。 

 

 

v インターフェイス案検討 

インターフェイスに関してもデザインコンサルタントより提

案を受け、「２．操作手順の確定」で洗い出された据置型

「糖尿病増大・進展抑制医療機器」としてより効率的な操作

手順を反映させたインターフェイスを検討した。 

 

糖尿病の治療機器として必要な選択肢だけを表示させ、

操作の簡略化をはかる。 

 

・ パットの選択を無くす（腹部・背部以外には使用しない前

提） 

・ 温熱は強制ＯＮ（但しメンテナンスモードではＯＦＦも選択

できる） 

・ パットの温度設定は、表示上はひとつにする 

・ 実際のパット温度は表示させない（メンテナンスモードで

は確認できる） 

・ 予熱完了機能は付加しない 

・ 治療中はデフォルトでキーロック、操作時に解除する 

・ 治療中でも電流の方向は変えられる 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi 今後の課題 

1) 下記項目の推進 

a) アークレイ㈱が策定した仕様を達成するための競争力のある医療機器を開発するために、国内外

の医療機関で事業化に必要な情報収集を実施する。 

b) 国内外の糖尿病医療現場に従事する医者・看護士等を中心に収集した情報等を踏まえ、据置型医

療機器の安全性・動作性・操作性・機能性等の要求仕様を確定する。 

2) ユーザビリティに関する専門家評価 

本年度完成させた据置型「糖尿病増大・進展抑制医療機器」試作機を、医療機関に持ちまわるほかに、

専門家による評価を実施して、さらなる操作性の改善を行う。 

3) サポーター等、付属品の改良 

昨年度実施した付属品についての改良は、次年度ディスポーザブル可能な付属品開発において、さら

なる改良開発を行う。 
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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 

① 自己評価点 ： C 

S：当初目標を大きく上回る成果を得た。 

A：当初目標を上回る成果を得た。 

B：当初目標を達成した。 

C：当初目標には未達だった。 

② 自己評価理由 

a. 臨床評価について 

コンソメンバーの大幅な変更が発生したことからその手続きに時間がかかったこと、臨床評価に使用する機器製

作に必要な部品調達に時間がかかったため臨床評価に使用する機器の製作が計画より大幅に遅れる事態となって

しまったことなどから当初の計画通りに研究開発が進捗していない。特に臨床評価は PMDA との協議をより正確な

ものとすることが目的であるため、指標としているHbA1c の数値が外的な環境で変動することに注意しなければなら

ない。しかし臨床評価機器の準備が年末となったため、臨床評価を開始する時期が著しく生活習慣が変化する年

末・年始と重なることとなった。このため指標としている HbA1c の半減期の周期から年明けの 1 月からスタートし 12

週間をかけて臨床評価をすることを選択した。このため本成果報告書には臨床評価結果を掲載することができなく

なった。 

 

b. 試作機の筐体開発について 

試作機の筐体開発については粉末造形を多用しながらの試作・開発を計画していた。しかし臨床評価に使用する

機器の部品調達、製作による遅れを最優先でカバーする必要があったこと、また平成 26年 7月末に商品機（販売す

る商品）を決定するスケジュールまでの時間等を鑑みた結果、アークレイ㈱との協議を中心に試作機器の筐体開発

を進めざるを得なかった。 

 

c. ISO13485認証取得について 

ISO13485 認証取得については書類作成から書類審査、書類審査から本審査までに運用実績の期間制約があっ

たために、書類審査が 2 月 7日、本審査が 3月 3日になってしまい事業期間内に本審査を終了することが制度上で

きなかった。現在は 2 月 7日の書類審査を完了している、詳細は成果報告書に記載済みである。 

 

(2) 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 

a. 対象とする市場 

変更前 

 

2 型糖尿病患者 

変更後 

 

肥満 2 型糖尿病患者 

第2回推進会議において事業化するうえでターゲットとする糖尿病患者について協議をした。本事業で分析した市

場規模はインスリン抵抗性改善薬との比較で算出をしているが、外国ではメトホルミンを 100 パーセント近い人が飲

んでいると言ってもいいほど肥満であることが報告された。またこれまでの熊本大学で実施した臨床評価の結果に

おいても BMI25 以上（肥満型）の糖尿病患者に顕著に本装置を使用した効果が認められている。このことから国内

外での事業化を想定しているため、「肥満 2 型糖尿病」をターゲットすることが望ましいことを改めて確認した。 
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② 機器スペック・ビジネスモデル 

a. 商品機器決定スケジュール 

変更前 平成 26年度事業終了時までに販売する機器の最終仕様を決定する。 

 

変更後 

 

平成 26年 7月末に販売する機器の最終仕様を決定する。 

平成 25年度医療機関向けに開発をした据置型医療機器を病院、クリニック等に持ちまわり、在宅で使用する際に

必要とされる機能（治療履歴記録機能、治療お知らせ機能等）、機器の仕様、価格等の情報収集を実施し、平成 26

年 7月に予定されている推進会議にて精査し最終仕様を決定する。 

平成 25年度事業において販売する商品機の本体価格を 25万円～30万円／台と設定した。しかしこの価格を実

現するためには電子部品調達方法の見直しによる価格低減や生産工程分析等による改善が必要である。平成 26

年度新規に参画するテクノデザイン㈱（熊本県下の半導体製造装置メーカー）と共同して本体機器の生産工程の確

立と原価低減についての研究を実施する期間が必要なため、商品機の最終仕様を平成 26年 7月末までに決定する

こととした。 

b. 消耗品ビジネスの事業化 

変更前 

 

糖尿病増大・進展抑制非侵襲型医療機器の販売 

変更後 

 

糖尿病増大・進展抑制非侵襲型医療機器の販売とディスポーザブル可能な付属品販売 

平成 25年度参画いただいたアークレイ㈱から以下の提案があった。 

現在 改良・開発を進めている医療機器は構造上、設計上長持ちすることを前提としている。このため継続的な売

上を維持するためには消耗品ビジネスに持ち込まないと難しい部分がある。毎年コンスタントに 1,000 台、2,000 台を

販売してゆくことは難しいが、消耗品がセットになっていれば台数は伸びなくとも消耗されて発生する売上は毎年 堅

調な推移が期待できる。また卸値が原価割れしても、パットが消耗品で利益を回収できれば良いと言う戦略をとるこ

ともできる。どのくらいの機器が出て、どのくらいパットを消費するか。今は消耗品で利益、  事業を構築するのがビ

ジネスモデルの主流であるので、このスタイルを考えてはどうか？ 

推進会議においても提案があった事業化の内容について検討をし、事業化に消耗品ビジネスを追加することでコ

ンセンサスがとられている。 

 

③ 事業化体制 

a. 販売体制 

変更前 

 

旭化成株式会社およびその関連グループ。 

変更後 

 

アークレイ株式会社およびそのグループ会社 

アークレイ㈱はグリコヘモグロビン A1c 測定装置を始めとした糖尿病検査装置、POC 検査（クリニックの即時検査

（Point Of Care）を支援する検査システム）、糖尿病患者様が血糖値を管理するための自己血糖測定器(SMBG)等ア

ークレイマーケティング㈱を通じて国内外の開業医を中心に医療従事者へ販売を展開をしている。 

その販売方法は国内においては直接医療従事者、糖尿病患者さまへ情報提供などを実施すると同時に、学会や

セミナーの開催、情報誌の作成など学術面からも医療現場を積極的にサポートする体制を整え、販売網を構築して

いる。また機器のアフターサービスにおいても故障した機器を代替機器との交換で修理をするのではなく、ナビゲー

ションシステムを登用して、直接サービス員を医療現場に派遣するなど現場サイドに立った視線で医療機器のバック

アップをする体制を整えている。 

世界 80 カ国以上で使用される実績を持ち、各国の販売代理店を通じて市場調査、展示会への出展など積極的に

活動を行い、各国の販売代理店向けにサービストレーニングの実施各国語によるパンフレット作成などのサポート体

制も充実をはかっている。このような販売体制であれば、「糖尿病増大・進展抑制医療機器」の保険収載に向けた学
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会活動などの啓発活動を展開するうえでも有用なパートナーであると判断をした。 

※ 糖尿病のマーカーであるヘモグロビン A1c（HbA1c）は現在 保険収載となっており 49 点／回となっているが、30

年の歳月をかけ保険収載に漕ぎ着けたのはアークレイ㈱である。その意味でも本事業で開発する「糖尿病増大・

進展抑制医療機器」の事業化にあたっては最もふさわしいパートナーと判断した。 

 

b. 生産体制 

変更前 

 

つちやゴム株式会社 

変更後 

 

つちやゴム株式会社、テクノデザイン株式会社 

平成 25 年度事業の「販売戦略策定」で販売を担当するアークレイ㈱からの情報を踏まえ糖尿病医療機器の上市

予定価格については、25 万円～30 万円／台を想定することとなった。現状の開発段階での原価構成では想定価格

を満足することは難しい。想定価格を実現するためには電子部品調達方法の見直しや生産工程分析等による改善

力による原価低減が必要でありつちやゴム㈱単独では難しい。このため熊本県下で半導体製造機器を開発・製造販

売メーカーのテクノデザイン㈱が参画し量産試作を通して本価格実現に向けた体制を構築した。 

 

④ 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

a. 医療機器開発 

変更前 

 

医療機関向け医療機器を開発後、事業期間内に家庭向け小型可搬型医療機器を開発。 

変更後 

 

医療機関向け据置型医療機器を開発 

本医療機器は特殊な波形を持つ微弱電流と温熱を同時に生体に印加することから、市販の家庭用低周波治療器

と一緒にされる可能性が高く、そのためにもそれらの機器との差別化をはかる必要があることは自明である。このた

め我々は「効能効果」を謳える医療機器とすることが必須であることを認識している。と同時「保険収載」がない医療

機器であればたとえその効能効果が優れたものであっても自由診療領域での採用となるために広い領域への普及

は難しいと判断している。 

よって医療機器の販売においては「製造販売承認」を取得し効能効果を謳えることと同時に、「保険収載」がなけ

れば事業化は難しいことは明らかである。そのために機器の有用性を医療従事者を中心として認知して頂く必要が

あり、製造販売承認取得、保険収載の早期取得のための啓発活動をその方々に向けて実施しなくてはならない。こ

のため医療機関向けに据置型医療機器を投入する機器を本事業期間内で終了することを優先することとした。 

家庭での使用についてはコンソーシアムメンバーと外部アドバイザーで構成する推進会議の中でも、その必要性

については合意している。糖尿病患者の使用環境を鑑みても自宅での使用は必須であり、家庭向け医療機器の市

場投入によって本事業の成功は不動のものとなると確信している。このため平成 26年度事業を通して医療機関向け

最終仕様を策定した後は、家庭向け医療機器の開発検討を計画している。 

 

b. ディスポーザブル可能な付属品開発 

変更前 

 

糖尿病増大・進展抑制非侵襲型医療機器の開発 

変更後 

 

糖尿病増大・進展抑制非侵襲型医療機器の開発とディスポーザブル可能な付属品の開発 

②機器スペック・ビジネスモデルで述べたように、改良・開発を進めている医療機器は構造上、設計上長持ちする

ことを前提としている。このため継続的な売上を維持するためには消耗品ビジネスに持ち込まないと難しい部分があ

る。確かに毎年コンスタントに 1,000 台、2,000 台を販売してゆくことは難しいが、消耗品がセットになっていれば台数

は伸びなくとも消耗されて自然発生する売上は毎年堅調な推移を維持する。というビジネスモデルをアークレイ㈱か

ら提案があった。推進会議の中でも協議をしたことを受け事業化に消耗品ビジネスを新たに加えることになった。こ
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のためどうしてもディスポーザブルな付属品（パットは患者との接触が避けられない部品なので、少なくともパッド関

係はターゲットとして調査が必要）の開発は必要であり、平成 26年度事業において市場調査を展開しながらディスポ

ーザブル可能な付属品の開発を実施する。 

 

(3) 有識者委員会・伴走コンサル指摘事項とその対応 

 

① 薬事面 

指摘事項 治験を早く進めて欲しい。 

平成 26 年度事業においては薬事コンサルタントと契約をして治験のためのプロトコール策定を確実なものとする

ために指導を受けながら PMDA との薬事前相談を通して進める計画である。 

 

② 技術・評価面 

指摘事項 ゴムパッドの耐久基準を 20,000回使用としているが、使用状況を想定するともっと基準を低くすることに

よって、買い替え需要の裾野を拡大することを検討すべきではないか？ 

現状設定をしている耐久基準 20,000回であれば、患者 1人、365 日使用時において約 60 年相当にあたるため、

耐久基準 2,000回、保証期間 1 年とすることを平成 26年度事業で検討する。 

 

③ 知財面 

指摘事項 特別な指摘はなかった。 

 

④ 事業化面 

指摘事項 特別な指摘はなかった。 

 

⑤ その他全般 

指摘事項 マウスと人では違うので、基礎研究はそろそろ良いのではないか。 

熊本大学で実施する基礎評価は、電極パッドとの接触部位である皮膚組織に対する安全性の検証を目的として

いる。アトピーを持つマウス、ヌードマウスなどを用いて検討するが、遺伝子発現パターンや組織学的な検討、処置

時間を延長することによって様々な角度から機器を使用し安全であることを確認する。 その成果は臨床における安

全性予測や医療機器取扱い説明書の禁忌事項（使用上の注意）の内容等に活用し、上市にあたっては必要最低限

の評価を実施する。 

 

指摘事項 低温やけどの可能性は低いと思うが、対象となるのは高齢者の方や糖尿病の方なのでリスク評価をし

ておいた方が良いと思う。 

糖尿病増大・進展抑制医療機器では温熱（42℃下）を謳うことで他の治療機器との差別化を測るため温度管理に

ついては様々な検討を重ねている。また 42℃下であれば低温やけどは起こりにくいと言うデータは学会、論文でも多

数存在していることを確認している、平成 26 年度事業においてはマウスを使った皮膚に対する安全性の評価も行う

予定である。 

 

指摘事項 ラテックス素材だとアレルギーを持っている人もいるので注意 

ディスポーザブル可能な付属品の開発は平成26年度事業の中で開発を進める計画である。素材選定については

ご指摘の事項を真摯に受け止め細心の注意を払いながら進めていきたい 
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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 

① 事業体制 

今年度から医療機器の製造販売に従事しているアークレイ㈱にメンバーとして参画をいただくことになったため、販

売戦略を含め事業体制を再検討することとなった。これまで機器販売に重点をおいた事業計画を 立案していたが、

商品の特性上安定した売上を継続、確保するためにもリース、消耗品ビジネスを新たに事業項目として追加すること

となった。本件は合理性が高く、推進会議の中でも了解を得ることができている。 

このため平成 26年度の研究開発項目にはディスポーザル可能な付属品の研究開発を実施することとなった。 

 

② 事業の進め方 

コンソメンバーと外部アドバイザーで構成している推進会議開催を年間 4 回予定していた。臨床医の先生方は多忙

な中に日程を調整いただいたことや、移動時間を節約するためにも熊本大学病院内で会議室を手配いただくなどの

工夫をしたこともあり、本年度は順調に推進会議と機器開発をリンクさせながらメンバーの幅広い意見を集約しながら

事業を進めることができたと考えている。 

新参画メンバーであるアークレイ㈱からも医療機器の販売経験に基づいた意見を提示いただくなど事業推進にお

いては前年度と比べ大幅に改善できたと評価している。 

 

③ その他 

PMDA との事前面談においては医療機器分類についての相談が中心となり、プロトコール策定についての相談が

不十分であった。しかし PMDA からいただいた「本品をどのような位置づけで使用するのか？」という課題については

第 2 回推進会議の中で議論しコンソメンバーの同意を受けその方向性を決定することができた。しかしプロトコール策

定までには専門の薬事コンサルタントに指導を仰ぎながら戦略を作る必要があることも同時にコンソメンバーから意見

をいただいている。 

早急に PMDA との相談を予定するためにも、薬事コンサルタントを交えた打合せを実施することが必要であり現在

その選定にあたっている。 
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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） 

国内外の医療機関領域で上市可能な据国内外の医療機関領域で上市可能な据国内外の医療機関領域で上市可能な据国内外の医療機関領域で上市可能な据

置型「糖尿病増大・進展抑制医療機器」置型「糖尿病増大・進展抑制医療機器」置型「糖尿病増大・進展抑制医療機器」置型「糖尿病増大・進展抑制医療機器」

の事業化の事業化の事業化の事業化    

・治療温度条件 42℃(MAX)下での温度安

定性を確保する。    

ゴムパッドの構造体内に新たに熱伝導

率の高い素材を積層することで電極間

の温度差±0.5℃以内をクリアした。

（平成 25 年度） 

 

 

・患者が単独で使用することを想定した

安全性、操作性、デザイン性に優れた機

能を確保 

熊本県下の医療機関でユーザーテス

トを実施。テストデータを基に粉末造形

機を用いて試作筐体 3 パターンを製作

後、再評価を実施。（平成 25 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・治療温度条件 42℃(MAX)下での温度安

定性を確保する。    

熱拡散用のプレートを 0.5t から 0.3t に変

更して改善している。しかし、厚みを薄く

したことにより温度分布のバラツキが大

きくなった。 

 

 

・患者が単独で使用することを想定した安

全性、操作性、デザイン性に優れた機能を

確保 

4 パターンを企画・考案したデザインからア

ークレイ㈱との打合せを通して1パターンに

選択。今後、板金による筐体製作と電気回

路を組込み、評価を実施中。 

医療機器のクラス分類に大きな影響を与え

ると思われる患者の身体への危険性をで

きる限り排除するため、患者単独でなく、医

療機関で医療従事者の管理のもとで使用

する医療機器を前提として筐体をデザイン

した。 

⇒昨年度のアンケート調査などを受けて、

デザインコンサルタントと試作機筐体のデ

ザイン案を検討。回路の組込みを行い、理

学療法機器認証取得可能なレベルの試作

 

 

 

 

・ゴム材料のゴムシートの物性・導電  

性等が不安定(同じ電極、配線方法で作

成しても温度分布が変わる)。 

・熱分布の温度公差±0.5℃に対して、環

境温度が変動すればその分ゴムパット表

面温度も放熱等により影響を受ける。温

度評価について専門家と意見を交換しな

がら標準の策定が必要。 

・試作に使用する部品等は、昨年度製作

した試作機のもの流用したため新規にデ

ザインする筐体の大きさ影響等に影響を

与えている。 

・事業期間が圧縮されたため開発する販

売戦略の策定、機器の販売価格、販売台

数などの決定が遅れている。このため筐

体本体の材質、加工方法などの有意な

検討ができていない。 

 

 

 

 

・在宅で使用できる医療機器の開発検討 

 

 

 

 

 

 

 

・据置型「糖尿病増大・進展抑制医

療機器向けゴムパットの仕様を決

定する。 

・熊本県産業技術センターを経由

して専門家を紹介頂き熱分布測定

方法の標準化について検討をす

る。 

 

・コンソメンバーと協議し、販売戦

略の策定と機器の要求仕様を確

定する。 

平成 25 年度完成した試作機を医

療機関等に持ち回りユーザビリテ

ィの調査を行いながら、販売戦略

の策定と機器の要求仕様を確定

する。 

・これに基づき筐体デザインに影

響を及ぼさないEMC規格を満足す

る部品を選定し据置型「糖尿病増

大・進展抑制医療機器」としての最

終仕様を平成 26 年 7 月末までに

決定する。 

・筐体のデザインに関しては意匠

登録も調査、検討する。 
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・国際規格（CE マーキング）に準拠する

回路開発と機器改良 

現行機器（D-1200）に使用している部

品を IEC 規格対応の部品に変更すると

同時に変更部品に対応した基板回路

に改良した。現行機器をベースに規格

対応部品に変更した装置を完成、規格

対応の評価を実施する。 

※「理学療法機器（生体内に電流を印

加する医療機器）」の認証取得の際に

必要な電気安全性（JIS  T  06011、

0601-2-10）を満足する機器の完成。

（平成 25 年度） 

・治療印加電圧条件 38V～42V（患者が

もっとも心地好い印加条件）下での波形

安定性を確保する。（平成 25 年度） 

・在宅医療に対応する機器開発（平成 26

年度） 

【機器のサイズと重量】 

  W160㎜ × L230㎜ × H120㎜ 

  重量 2kg ～ 2.5kg 

 【医療機器規格】 

JIS T 0601－1 に対応する 

 

 

 

 

 

 

 

機を目指す。 

・国際規格（CE マーキング）に準拠する回

路開発と機器改良 

・昨年度は三者認証機関にて理学療法機

器の電気安全性適合評価を実施したが、2

件の不適合事項対策が発生した。現時点

では回路開発、部品変更等を実施し対応

済み。 

・筐体内部品により発生する熱の影響で発

振動作間隔の乱れが確認された⇒放熱対

策済み。 

・CE マーキングを取得に向け、ISO13485

の第三者認証機関により 1 回目の監査を

実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・CE マーキングを取得するには主幹企業

のつちやゴムで ISO13485 を取得する。 

取得後は、機器及び付属品が CE マーク

取得に必要な規格を適合する必要があ

る。 

・操作履歴がないため故障時等異常発生

時メーカー側で判断する機能を付加させ

る必要を確認した。 

・販売戦略上在宅使用対応の機器開発

が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・在宅にて使用するために必要な

機能を平成26年7月まで実施する

医療機関での調査をもとに 7 月末

の推進会議にて検証し、方向性を

決定する。 

 

海外規格への機器適用について

は個別規格にて対応する必要が

ある。 

⇒交流電源仕様が各国で様々で

あるため、一次側の再検討を実施

する。 

・SD カード、USB メモリーなど記録

媒体を選定し、機器に搭載する改

良を検討する。 

⇒電気的安全性評価方法と筐体

デザインとの妥協点を模索しなが

らファン取り付け位置を策定する。 

 

・平成 26年度 コンソメンバーと協

業して在宅使用機器の開発検討

を開始する。 
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PMDA との協議による「糖尿病増大・進

展抑制医療機器」領域（新領域）におけ

る製造販売承認取得に必要な治験プロト

コールの策定 

・治療条件最適化のための電気的特性

の研究（平成 24 年度） 

・2型糖尿病患者での食後血糖値抑制効

果の評価（平成 24 年度） 

・様々なモデルマウスを用いた安全性評

価（平成 25 年度） 

・2 型糖尿病患者 120 名による臨床研

究（平成 25,26年度） 

 

 

 

 

 

 

事業化戦略、知財戦略事業化戦略、知財戦略事業化戦略、知財戦略事業化戦略、知財戦略    

・本事業終了後平成 29 年度中に欧州で

先行販売を予定 

⇒ 平成 25 年度現行品の CEマーキング

向け改造と販売を予定する国の選定を 

実施する。 

・基本特許の権利化（平成 24 年度）    

・周辺特許、改良特許出願による基本特

許の強化（平成 25,26年度） 

・PCT 出願（出願国コンソメンバーと協議

決定する）（平成 25,26年度） 

・ノウハウ保護 各国の公証届により

先使用権を確保する。（平成 25,26年度） 

・治療条件最適化のための電気的特性の

研究 

平成 25 年 5 月に、荒木栄一会長のもと熊

本において第 56回日本糖尿病学会年次学

術集会が開催された。１万１千人を超える

参加者があり、会長講演や公募シンポジウ

ムにおいてバイオメトロノームの代謝関連

疾患への有効性が基礎研究・  臨床研究

データをもとに広く紹介され注目を浴びた。 

・高齢者使用を想定した腎機能低下あるい

は呼吸機能低下した病態に対する安全性

評価⇒実施済 

・ディスポーザブル可能な付属品の開発要

請があったため、この開発を通して新たな

知財を申請する。 

・医療機器販売に加えて、ディスポーザブ

ル可能な付属品ビジネスを組み込んだ事

業戦略を再構築する。 

 

・平成 24 年度課題解決型医療機器等開発

事業の成果報告が公知となっており平成

24 年度のみの権利化は困難であるため、

平成 25 年度事業における新しいデータを

追加して再度請求項を工夫して対応。 

平成平成 24 年度実施した研究内容から平

成 25 年度は PCT特許２件申請した。 

・平成 26年 1月より実施計画書に定める

プロトコールにて 2型糖尿病患者 30名を 

対象に臨床評価を開始するが、平成 25

年度事業期間内に評価が出揃わないた

め、事業終了後も研究を継続する。 

・ディスポーザブル可能な付属品を次年

度開発検討することから、パット接触部位

における皮膚組織に対する影響を詳細に

検討することが必要である 

・本機器の安全性評価の一環として、電

極パットが接触している皮膚組織におけ

る遺伝子発現パターンの網羅的解析を行

う。 

・消耗品ビジネスとしてディスポーザブル

可能な付属品の販売を検討している。ま

た患者の通院負担を軽減するために在

宅向け機器の開発を検討する。 

 

 

・電気刺激に関する特許も検討している

が、人体に対する効果、差別化が証明さ

れなければ厳しい。 

・平成26年度は事前準備を進めて

残り 90名の臨床評価を達成する。 

・前項の解析結果をもとに、本機

器の安全性評価の集大成として、

特に接触部位である皮膚組織に

対する安全性について、アトピーを

持つマウス、ヌードマウス等を用い

て評価を実施する。 その成果を

取扱い説明書の禁忌事項に追加

する。 

・既存の電極パッドの知財を精査

し、ディスポーザブル可能な付属

品の開発を行う。 

・電気刺激に関する特許に必要な

事項を整理し、平成26年度事業に

おいて知財化ができるかを検討す

る。 

 

 

・PCT 出願国の選定はコンソメン

バーと協議して平成 26 年度に決

定する。 
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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 

a. 国内外で上市する据置型「糖尿病増

大・進展抑制医療機器」の販売戦略の

精査と販売体制構築 

平成 25 年度開発した据置型「糖尿病増大・進展抑制医療機器」（試作機）を病院、クリニ

ック等に持ち回り、国内外で上市する据置型「糖尿病増大・進展抑制医療機器」に関す

るユーザビリティについての評価・意見を収集し、前年度立案した販売戦略を精査する。 

－ 

b. PMDA への相談 平成 26年度内に薬事申請に向けた治験を開始できるように、薬事コンサルタントを招聘

し、その指導を受けながら PMDA との事前相談、薬事戦略相談等の打合せを重ね薬事

申請に向けた治験プロトコールを策定する。 

－ 

c. 治験プロトコール策定に必要な科学

的エビデンスの収集、評価を行う。 

平成25年度に実施をした２型糖尿病患者への臨床評価の残り90名を実施。 単剤の経

口薬（DPP-4阻害薬）服用と服用無しの患者6群における有効性を確認する。 

 

 

d. モデルマウスを用いた安全性

評価 

電極パッドとの接触部位である皮膚組織に対する安全性についてアトピーを持つマウス、

ヌードマウスなどを用いて検討する。特に遺伝子発現パターンや組織学的な検討、処置

時間を延長することによっても安全であることを確認する。その成果は臨床における安

全性予測や医療機器取扱い説明書の禁忌事項（使用上の注意）の内容等に活用する。 

 

⑥国内外で上市する据置型「糖尿病増

大・進展抑制医療機器」の完成とディスポ

ーザブル可能な付属品の開発 

 

筐体デザイン、インターフェイスのユーザビリティについて、①で収集した意見、評価、並

びに専門家評価等を検討し、平成 26年 7 月末に開催される推進委員会の承認を得て、

国内外で上市する据置型「糖尿病増大・進展抑制医療機器」の最終仕様を決定。①で収

集した情報をもとに、患者に施術をする際に使用するディスポーザブル可能な付属品を

開発 

－ 

⑦知財戦略の再検討 本年度開発するディスポーザブル可能な付属品について、知財マップを作成し、特許申

請を実施する。 

 

⑧据置型「糖尿病増大・進展抑制医療機

器」の量産に向けた生産体制の構築 

 

7月末に決定した据置型「糖尿病増大・進展抑制医療機器」の初回ロット10台をパイロッ

トラインで生産し、量産時の課題を抽出し、解決するとともに、原価低減を検討する。ま

た薬事法に則った工程内作業標準書、品質管理基準書などを検討、整備する。 

 

⑨在宅向け医療機器の開発検討 医療機器分類クラス２の電気的安全性を確保した最終試作機を病院、クリニック等に持

ち回る中で在宅向け医療機器のニーズを収集し、平成 26年 7 月末に予定されている推

進会議の中で検討を開始し、事業期間終了時までにはその方向性（販売価格、仕様、

製造拠点など）を決定する。 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

据置型「糖尿病増大・進

展抑制医療機器」 

 

 

 

 

 

・筐体デザインについては現在4パターンを企画、考案したデザインから絞りこんでいる。12月26

日（木）アークレイ㈱との打合せで 4 パターンの中から下記のデザインで平成 25 年度では試作

品を製作し、次年度以降再度アークレイ㈱により医療機関でユーザビリティについての評価・

意見の情報収集を実施する。 

その結果をもとに平成 26 年度 7 月に開催を予定している推進会議において国内外で上市す

る据置型「糖尿病増大・進展抑制医療機器」最終仕様を決定する。 

 

 

・平成 25 年度事業において医療機器分類を PMDA と協議し決定する。 

⇒平成 25 年 11月 13日 PMDA訪問の際には医療機器分類クラス 2 というご発言もいただい

ている。機器使用環境を医療機関内と限定し、肥満型 2 型糖尿病患者への施術という制約を

設定することで機器へのリスクを軽減する方向で医療機器分類クラス 2 に分類されるよう現在

検討中である。 

・医療機器分類クラス 2 で定める電気的安全性を満足する。 

・医療機関で使用するため据置型とし、1チャンネル対応の機器とする。 

平成 25 年度期間中に医療機器分類クラス２

に定める電気的安全性を満足する機器開発

を終了する。 

 

「糖尿病増大・進展の解決のための非侵襲

型医療機器（医療機関向け据置型）」の上市

計画は平成 29年度 

 

 


