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1. 事業の概要 

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 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。本事業期 間中に生体に特殊な電流と温熱を同時に印加

する非侵襲型糖尿病医療機器の開発改 良と国内事業化に必要な糖尿病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ための臨床研究を実施。2015 年度から海外で国内では造販売承認取得後 2018 年度事業を

目標に事業展開する。 
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1.1 事業の目的 

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

ばかりか国の保険制度を揺るがす事態を招いており、これを抑制する新治療法が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「糖尿病増大・進展抑制医療機器」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。 

 

1.2 事業実施体制 

事業管理機関：公益財団法人くまもと産業支援財団 

PL：倉田 雄平（つちやゴム株式会社） 

SL：甲斐 広文（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） 

共同体： ①つちやゴム株式会社 

②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 

③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 

④アークレイ株式会社 

⑤熊本県産業技術センター 

⑥荒尾市民病院 

⑦公立玉名中央病院 

⑧一般社団法人菊池郡市医師会菊池郡市医師会立病院 

⑨独立行政法人地域医療機能推進機構熊本総合病院  

⑩国保水俣市立総合医療センター  

⑪テクノデザイン株式会社  
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1.3 事業化する医療機器の概要 

1.3.1 製品名：バイオメトロノーム D2000 

1.3.2 医療機器等の種類 

機器等の種類 理学療法機器 クラス分類* クラスⅡ 

製品名 Bio Metronome D2000 分類名称（一般的名称）* 
低周波・乾式ホットパック 

組合せ医療機器 

対象疾患 2型糖尿病 届出／認証／承認* 承認 

想定される販売先＊ 医療機関（在宅医療） 新／改良／後発* 改良医療機器 

薬事申請予定者＊ つちやゴム株式会社 医療機器製造販売業許可  

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

つちやゴム株式会社 医療機器製造業許可  

テクノデザイン株式会社 業許可  

 業許可  

（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。 

(1) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

   

薬事申請時期 平成 28（2016）年 3月 平成 29（2017）年 1月 

上市時期 平成 29（2017）年 3月 平成 29（2017）年 12月 

想定売上（上市後 3 年目） 13億円／年（平成 32（2020）年時点） 17億円／年（平成 32（2020）年時点） 

市場規模（上市後 3 年目） 50億円／年（平成 32（2020）年時点） 125億円／年（平成 32（2020）年時点） 

想定シェア（上市後 3 年目） 19％（平成 32（2020）年時点） 10％（平成 32（2020）年時点） 

(2) 事業化する医療機器の概観・特長 

我国の 2 型糖尿病患者は約 1,000 万人と増加傾向にあり、また従来の薬物療法による血糖値改善も限界

があり、新たな治療方法が期待されていた。つちやゴム株式会社が持つゴム配合技術で開発した生体へ

の温熱と微弱電流の同時印加を可能としたゴムパッドを用いた非侵襲型医療機器が、薬との併用によっ

て血糖値改善を促進し糖尿病進展抑制の効果があることが熊本大学との臨床試験により確認された。

2015 年度内に薬事申請、2017 年に国内外の上市を予定。 
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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 

2012 年度の国民健康・栄養調査において糖尿病が強く疑われる者（糖尿病有病者）は約 950 万人、糖

尿病の可能性を否定できない者（糖尿病予備群）は約 1,100 万人、両者の合計は約 2,050 万人であると

の報告がなされている。 

糖尿病が強く疑われる者のうち、抗糖尿病薬物療法を受けている患者は約 650 万人である。現在治療を

受けている者の割合は男性 65.9％、女性 64.3％であり、糖尿病は、高額医療費が発生する人工透析患者

の 44%が糖尿病由来の腎症であることが報告されているように、症状が進展すると合併症を引き起こす。

この現状を受けて日本糖尿病学会は「血糖値 HbA1c7.0%未満」を糖尿病合併症予防のための目標値と 

定めている（熊本宣言 2013）が、その半数は目標を達成していない。 

これは抗糖尿薬を服用していても半年以上が経過すると HbA1c 改善効果が鈍化する報告があるよう

に、従来の内科的治療（食事療法と運動療法に薬物療法を加えた治療）だけでは、目標値達成が困難

な場合があるためである。しかしこの事態を看過すれば糖尿病患者数から推計しても我が国の保険制度

が崩壊しかねない危険性を有しており、新しい治療方法が望まれていた。 

本機器は外部から物理的刺激である微弱電流と温熱を印加する医療機器（非侵襲型医療機器）で、

糖尿病の進展を抑制する原理を有する。その作用機序は熊本大学との長年の研究にて解明し、国内外

の学会、論文で発表されている。 

本医療機器が早期に医療現場に投入されることで患者の高額医療費用発生を抑制することに繋がるば

かりか、糖尿病患者が増大する世界の国々において同様の経済的効果をもたらすと期待される。 

また「糖尿病増大・進展抑制医療機器」として輸出することで、現在医療機器分野において多額の貿易

赤字が発生している現状を改善することにも貢献する。 
 

(2) 当該機器等の市場性 

 ① 提案する機器の想定顧客 

既に単剤もしくは多剤の抗糖尿病薬を服用している 2 型糖尿患者で、血糖値（HbA1c）改善効果が鈍化

している患者に機器の使用を提案する。抗糖尿病薬を服用している患者数は約 650 万人との報告がある

が、その半数は「HbA1c7.0％未満（熊本宣言 2013）」が未達であると言われているので、その半数を目

標数として設定し事業化を検討する。 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

平成 26 年度熊本大学が中心となって実施した臨床評価は、DPP-4 阻害薬（糖尿病患者の 60％が服用

している）と本機器の併用効果の確認であった。この結果、他の抗糖尿病薬との併用と比較して、DPP-4

阻害薬と併用した場合の方が血糖値、炎症マーカーの抑制などにおいて著しい効果が確認された。DPP-4

阻害薬は国内糖尿病患者の約 150 万人が服用している主たる薬であり、その併用における効果が確認さ

れたことで、本医療機器がターゲットとする患者数を100万人にとして事業計画を立案することとした。 

なお最終市場規模は国内外をあわせれば想定数以上となることは、その患者数からしても明らかであ

るが、保険収載などの課題があるためこれらの課題をクリアしながら事業計画は更新する必要があると

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 

糖尿病治療は抗糖尿病薬を服用することで、その進展を抑制する内科的治療が主流である。このため 

本機器の上市にあたっては、競合製品に「抗糖尿病薬」が上げられていた。現在使用されている抗糖尿
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病薬は、作用機序などから経口薬が 3 種類、注射薬が 2 種類に分類されるが、これらの薬剤を使用して

も、半年以上が経過すると血糖値（HbA1c）の改善効果が鈍化し、薬物だけでは糖尿病治療の中心的な

目標値である HbA1c7.0%未満を達成することが困難な場合があることが最近の研究で報告されている。

また、従来から作用機序が異なる薬を併用する場合は、組合せに注意を払わなければ低血糖などの副作

用（低血糖、体重増加、消化器症状、脱水など）が発生する危険性が指摘されている。 

しかし本年度の臨床評価を含めた熊本大学の研究では、抗糖尿病薬を服用しているにも関わらず血糖

値（HbA1c）の改善効果が鈍化している糖尿病患者に本機器を併用することで、HbA1c7.0%を下回る結

果を確認することができた。このことは懸念となっていた抗糖尿病薬メーカーとの「協業」が可能とな

ることを意味するものであり、今後の事業可能性が広がった。 

 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） 

事業期間中に PMDA ホームページにて申請概要、審査結果等を「糖尿病医療機器」など糖尿病関連  

キーワードで検索した結果、「該当なし」であった。また 2014 年 9 月 8 日の PMDA 事前面談での「医

療機器概要書（案）」での打合せにおいて、本機器の類似品の存在がないことを PMDA からも示唆され

た。 

現在医療現場ではインスリン注入を行う機器（メドトロニクス製「インスリンポンプ」等）以外には

「糖尿病医療機器」は存在していない。インスリンポンプはインスリンを投与するものであり、インス

リン注射に比べてインスリンボールの発生などを軽減できるが、注入口を確保するなど患者の QOL を著

しく低下させる課題がある。 

また日本のインスリンポンプ製品は、ニプロ及びパラダイムインスリンポンプと日本メドトロニックの

3 社である。2012 年に診療報酬改訂があったことから、インスリンポンプを採用する医療機関が増加す

ることが予想されるが、日本におけるインスリンポンプ普及率は糖尿病患者数の 1％未満と推定されて

いる（Novo Nordisk Pharma Ltd. Online DITN 第 386 号（2010 年））また、インスリンポンプは 1

型糖尿病患者を対象としており本機器の競合機器との位置づけは難しいと判断した。 

本機器は特殊なゴムパッドから微弱電流と温熱を非侵襲方法で生体に印加するために、治療中の行動

に制約はかかるが、日常の生活には何ら影響を及ぼさないことを治療の特長としている。また治療の作

用機序についても、これまでの熊本大学との研究によって薬剤と比べて低血糖などの副作用がないこと

からも本機器の有意性は明らかである。 
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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 

上市（投資回収）に至るまでのプロセス（事業計画）（H26成果報告時点）
【委託期間後を含めた事業計画の概要】

案件番号

事業管理
機関名

事業名

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

【製品名】 実績

量産機開発 計画

実績

臨床研究 計画

実績

薬事申請 計画

実績

知財対応 計画

実績

販売戦略 計画

実績

上市時期 計画

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

・本装置の原器となる「家庭用
低周波理療機器　D1200」での
事業化検討。
・新連携事業にてアイ・ティ・アイ
阪和電子工業と連携をして、市
場調査を実施。
・市場調査の結果「理学療法機
器」開発検討・開発
・熊本大学医学部にてメタボリッ
クシンドローム　40名、2型糖尿
病患者40名に対して臨床研究を
実施。
・本機器に関する基本特許2件
（内1件は中国国内で取得）特
許申請と特許取得

・「新医療機器」で薬事承認取得する計画で
　あったが、薬事コンサルタンとを交えたコンソ
　-シアム会議にて「改良医療機器」として
　薬事承認申請をする方向転換をした。

２４－０６５

公益財団法人くまもと産業支援財団

糖尿病増大・進展の解決のための非侵襲型医療機器の開発

【製品名：
バイオメトロノーム
D2000】

　　【　H29年度事業計画　】
（技術開発）
・上市にむけた生産
・在宅向け小型機開発検討
　IEC0601対応の電子部品調査
　使用履歴を記録機能の検討
　IEC0601対応の基幹部品開発検討
　電気的安全性評価実施
　
（薬事申請関連）
　在宅向け機器に関するPMDA事前相談

（広報・営業）
・医療機関（糖尿病専門医）を中心に営業
・保険収載にむけた活動

　H30年度事業計画　】
（技術開発）
・上市にむけた生産
・在宅向け小型機開発検討
　IEC0601対応の電子部品調査
　使用履歴を記録機能の検討
　IEC0601対応の基幹部品開発検討
　電気的安全性評価実施
　
（薬事申請関連）
　在宅向け機器に関するPMDA事前相談
　薬事申請準備

（広報・営業）
・医療機関（糖尿病専門医）を中心に営業
・保険収載にむけた活動

　　【　H27年度事業計画　】
（技術開発・製造）
・保水パッドの開発
　＊大手製薬メーカーと共同開発
　治験に使用する機器製造
・量産在宅向け小型機開発検討
　IEC0601対応の電子部品調査
　使用履歴を記録機能の検討
　IEC0601対応の基幹部品開発検討
（薬事申請関連）
　「改良医療機器」にて申請を計画
　＊医療関係メーカーとも協議をして進める。
　厚生労働省への相談を実施した上で、PMDAにて開
発前相談を実施する。
・2016年3月　薬事申請
（広報活動）
・熊本大学を中心に「Bio　Metronome研究会」立ち上
げ準備

【　H28年度事業計画　】
（技術開発）
・量産にむけたパイロット生産
・在宅向け小型機開発検討
　IEC0601対応の電子部品調査
　使用履歴を記録機能の検討
　IEC0601対応の基幹部品開発検討
　
（薬事申請関連）
　薬事承認取得

（広報・営業）
・熊本大学を中心として研究会を開催
→勉強会など学術面のサポート
・保険収載に向けた活動

【臨床・薬事申請関連】
①-ア 治療条件の最適化に必要な生体における電気的特性の研
究
①-イ 市販後を想定した疾患モデルマウスを用いた安全性試験
①-ウ PMDAでの医療機器開発前相談
【技術開発・製造】
②-ア ゴムパッドの開発
②-イ 操作性、動作性、デザイン性を重視した筐体の開発
②-ウ 国際規格（CEマーキング）に対応した回路基板の開発

【販売戦略】
①-a 評価・意見の収集、広報、販売戦略の立案
①-b PMDAへの相談
①-c 知財戦略の再検討、周辺特許の強化
①-d CEマーキングを申請するためのISO13485認証取得
【臨床・薬事申請関連】
②-a 臨床試験の実施、評価
②-b モデルマウスを用いた安全性評価
【技術開発・製造】
③-a 理学療法機器認証取得に必要な改良・改善の実施
③-b 機能・要求仕様の確定

【販売戦略】
①-a 評価・意見の収集、広報、販売戦略の精査
①-b 据置型「糖尿病増大・進展抑制医療機器」最終仕様の決定
①-c 販売に向けた使用上リスクの精査
【臨床・薬事申請関連】
②-a 臨床試験の実施、評価
②-b 薬事戦略および治験プロトコールの策定
【技術開発】
③-a 据置型「糖尿病増大・進展抑制医療機器」の完成
③-b ディスポーザブル可能な付属品開発
③-c 知財戦略の再検討
③-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

D2000に関する市場要望調査

在宅向け小型機 可能性検討

大手製薬メーカーとディスポーザブル付属品

（保水パッド）共同開発

在宅向け保水パッド導電パッド開発

在宅向け医療機器試作

Ｄ２０００量産に向けた試験的生産
Ｄ２０００ 医療機器量産（Ｄ２０００向け 保水パッドも含む）

2型糖尿病患者での臨床研究

最適使用時間の設定

（食後血糖値抑制効果評価）

PMDA事前面談

薬事戦略相談
PMDA面談（Ｄ２０００） PMDA事前面談（在宅向け機器）薬事申請 薬事承認取得

薬事承認取得海外での認証取得に向けた検討

出願準備 PCT出願 出願準備 PCT出願

出願準備 PCT出願 出願準備 PCT出願

医療機関（糖尿病専門医）を中心に拡販 → 在宅向けへ拡大

熊本大学を中心とした研究会立ち上げ準備 保険収載を目指した営業活動・学術セミナーの開催

PMDA事前面談

第５６回日本糖尿病学会（熊本）

臨床論文が

「EBioMedcine」に掲載

アフターサービス体制の構築 アフターサービス体制の検証と改善

上市（国内） 上市（海外）

在宅向け医療機器に関する知財戦略検討・情報収集

出願の為の研究開発 Ｈ３０．７

PCT出願予定（3件）

PMDA事前面談

D2000医療機器

薬事申請に向けた治験実施

D2000医療器

治験に使用する機器製造

在宅向け医療器開発

Ｄ２０００量産に向けた生産ライン構築

据置型医療機器開発

温度分布を均一化した導電パッド検証、開発

温度分布を均一化した導電パッド検証、開発

Ｄ２０００医療機器開発理学療法機器D1300医療機器開発

メタボリックシンドローム40名

2型糖尿病患者40名で臨床

研究を実施

2型糖尿病患者での臨床研究

（熊本県下5病院での患者リクルートと臨床実施）

PMDA事前面談

PMDA事前面談PMDA事前面談

PMDA事前面談

PMDA事前面談医療機器開発センター面談

PMDA事前面談

Ｄ２０００医療器 量産に向けた生産ライン構築

Ｄ２０００ 量産に向けたパイロット生産

導電パッド改良・開発

本技術に関する特許

「生体正常化装置」「生体

正常化方法」で特許取得

中国国内特許取得

評価・意見の収集、広報、販売戦略の立案

CEマーキング対応回路基板開発

薬事申請
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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） 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 

 うち委託費 0.5 0.15 0.2 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.5 0.85 0.8 1.0 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 

売上高（単位：億円） － － － － － 8.5 15 23 30 42 

販売数量（単位：万台） － － － － － 0.5 0.8 12 15 20 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

 1) 投資計画 

本医療機器の情報を提供するセミナー費用、勉強会のサポートなど学術面のサポートについては 

毎年 2 千万円を予算として計上した。 

  H27 年 28 年には本医療機器上市に向けた生産体制および品質保証体制構築に向けて機械、評価器

等設備関連に 1 億円投資する。なお工場建設については実施せず、賃貸もしくは買収にて対応する。 

 H28 年度からは上市に向けた生産を開始する。 

  並行して使用履歴を記録する機能を有した在宅向け次世代モデルを、H29 年度に開発し、H30 年

度第 4 四半期頃から上市する計画である。 

※本計画は「改良医療機器」として薬事申請を実施し、保険収載においても承認取得後 1 年以内と

いう前提で立案した。 

 2) 回収計画 

上市予定の H28 年度までは、糖尿病専門医療機関を中心に勉強会を開催しながら本医療機器の情

報提供を実施する。並行して熊本大学代謝内科を中心とした研究会を立ち上げ、医療機関からの情

報収集を図りながら次世代在宅向け医療機器の仕様を確立する。 

本投資計画の回収は、次世代在宅向け医療機器の売上と保水パッドの売上にて賄う計画である。  

想定する次世代在宅向け機器耐用年数は 5 年と想定している。また保水パッドは使用ごとに使い捨

てを前提としており、週 5 回、年間 210 セット/人を使用回数と設定して投資回収計画を立案した。 

(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” 

本機器（Bio Metronome D2000）で薬事承認取得をして医療機関（7,592 施設；内科診療施設 7,034

施設、代謝内科診療施設；558 施設 ※糖尿病専門医療機関；3,464 院は重点拡販先）へ普及させる。

並行して次世代在宅向け機器は①使用条件を安定させる保水パッド（含水量がコントロールされた消

耗品）②使用履歴記録機能を搭載して再認証を取得し、医療機関から通院糖尿病患者へ機器を貸与す

るビジネスモデルを構築する。 

ビジネスモデルの核となる保水パッドは、大手製薬メーカーと共同開発中である。保水パッドは使

用の度に使い捨てとなるため、機器のリピート需要が発生するまでは保水パッド売上で収益を確保す

る計画である。保水パッドは機器累計販売台数に年間使用量（210set／人）が１年間の販売数量とな

る。 

開発した保水パッドと、本体、導電パッドの 3 点を１セットにて保険収載を申請する。 
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 2) ビジネス体制 

国内での上市を早期に開始する。今後、海外での上市に向けてはコンソーシアムメンバーと協議し

ながら各国での医療制度・市場性を継続的に調査し、事業化を進める。 

 

 
 

 3) ものづくり中小企業の位置づけ 

つちやゴム株式会社は本年度実施した臨床評価データに基づいて「電気と温熱の印加条件（即ち「保

水パッド」のインピーダンス値）」を特定し、その条件を満足する「保水パッドの構造および構成部品」

で PCT 出願した。今後は大手製薬メーカーと共同開発を進めながら、周辺特許を中心に知的財産権

を強化する。 

本事業では中小企業のつちやゴム株式会社とテクノデザイン株式会社は連携して機器製造供給を担

当する。 

機器本体については、つちやゴム株式会社が仕様書と発注書をテクノデザイン株式会社に発行し、

テクノデザイン株式会社は部品、筐体発注から組立までを、テクノデザイン株式会社が運用している

ISO 品質マニュアルに則って実施し、つちやゴム株式会社に納品をする。 

つちやゴム株式会社は導電パッドの生産と同時に、テクノデザイン株式会社から納品された機器本

体を組合せ、つちやゴム株式会社が運用している ISO13485品質保証体制をもって品質保証を実施し、

アークレイ株式会社へ供給する。つちやゴム株式会社とテクノデザイン株式会社はともに精度を高め

ながら、熊本県から国内外の市場に安定的に医療機器を供給する本格的な医療機器メーカーを目指す。 
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一方、現在開発を進めている「保水パッド」は本機器（糖尿病医療機器）での使用に限らず、既に

上市されている非侵襲型医療機器、ヘルスケア商品（アブトロニクスなど）で使用されている電極パ

ッドへの代替商品としてビジネス拡大ができるように、本技術を向上させる研究をつちやゴム株式会

社が担当する。 
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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 

平成 25 年度から糖尿病検査装置等の医療機器等トップメーカーのアークレイ株式会社がコンソーシアムメンバーに参画し、これまでの機器販売戦

略に加えてディスポーザブル可能な付属品販売を含めた機器販売戦略を策定した。平成 26 年度はその戦略に則った付属品の開発を開始した。これと

並行して、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、医療機関等から収集する情報をもとに事業推進委員会（７月

開催予定）で協議し決定した。熊本大学を中心に熊本県下 5 病院での糖尿病患者 90 名への臨床評価を実施し、科学的エビデンスの収集を行った。そ

の結果を活用し、平成 26 年度内に薬事申請に向けた治験が開始できるように、薬事コンサルタントを活用しながら PMDA との事前相談、薬事戦略

相談を重ねて治験プロトコールを策定した。国内においては 2017 年度に国内薬事申請を完了し上市する計画であり、また海外においては欧州におい

て上市する国の選定、上市にかかる費用等を精査、検討しながら課題解決型医療機器開発事業終了後、早期の上市を目指す。 

(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 

Bio Metronome D２０００ 一般的名称「低周波治療器・乾式ホットパック装置組合せ理学療法機器」の使用目的変更という方向で薬事申請を実

施する。現在第三者認証機関にて電気的安全性評価（JIS 0601‐01 に JIS 0601‐2‐206 を追加）を受験中であ

る。薬事申請書類については、薬事コンサルタントとコンソーシアムメンバーとの会議を重ねながら、これまでの機

器開発経緯と熊本大学で実施した基礎研究、臨床研究のデータを整理しながら PMDA へ提出する申請資料を作成中で

ある。 

 

(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 ①販売戦略の精査と販売体制の構築 

② a.評価・意見の収集、広報、販売戦略の精査 

③  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ 

 

医療機関でのアンケート調査をとりまとめ最終仕様

に反映。 

2014年11月熊本大学の臨床論文が「EBioMedicine」

に掲載されるなど、企業による広報活動を展開する

環境を整備した。 

販売戦略はアークレイマーケティング株式会社との

打合せを重ねながら「据置型から在宅医療」での事

業化戦略を確認した。これを受けて在宅持続陽圧呼

吸療法医療機器 C-PAP をモデルにビジネスモデ

ルを構築した。 

 

▶ 

 

研究会発足や、学術セミナーなどで啓発活動を

展開する。 
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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 

④ b.据置型「糖尿病増大・進展抑制医療機器」

の最終仕様の決定 

⑤  

⑥ c.販売に向けた使用上リスクの精査 

アンケート結果を受け筺体、インターフェイスを改

良。 

 

マウスを用いて皮膚組織に対する安全性を評価。組

織学的にも分子レベルにおいても、悪影響がないこ

とを見出し、本機器の高い安全性を保証できた。 

在宅仕様機器に関しては継続して情報収集、改

良のための検討を行う。 

 

基礎的情報として申請書添付資料等に反映す

る。 

② 治験プロトコール策定 

a.臨床試験の実施、評価 

 

 

 

 

b.薬事戦略および治験プロトコールの策定 

▶ 

 

熊本大学附属病院を中心として熊本県下 5 病院にて

臨床試験を実施し、抗糖尿病薬では約 150 万人の糖

尿病患者が服用している DPP-4 阻害薬との併用が、

血糖値改善効果が有用であることが確認された。 

 

本事業の臨床試験結果を反映し、治験プロトコール

を策定。薬事戦略としては「新医療機器」ではなく

「改良医療機器」での申請を目指す。 

▶ 

 

今回の臨床評価を整理し、処方する際の基準と

なる印加条件を策定する。 

 

 

 

これまでの熊本大学での基礎研究データ、臨床

研究データを整理して「機器概要書」を作成す

る。これをもって厚生労働省に相談を申し込む。 

③ 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開発 

a. 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」

▶ 

 

 

①－b.で決定した最終仕様機器、5 台を作成。薬事

申請の戦略変更に伴い、現在第三者認証機関にて電

気的安全性評価（JIS 0601‐01に JIS 0601‐2‐

206 を追加）を受験中。 

 

初期投資を抑えながら、大量生産を可能にするため

に、大手製薬メーカーが現行商品で使用している生

産ラインを共有した生産が可能となるような仕様で

開発する。このため弊社の試作継続を中断し、製薬

メーカーの製造仕様に対応する規格で開発を進めて

いる。特に製品の厚さ方向を現行製品に近づけるた

めに、電気的特性の条件精査から仕様を固めている。 

 

既存付属品の電気的安全性評価において発見した事

実をもとに、構造など請求項目 8 項からなる PCT

出願を実施した。筐体を含めた意匠、商標について

も再検討中。 

 

2014 年に医療機器 JIS が改訂されたため、量産時に

▶ 

 

 

薬事申請に向け、開発した機器の電気的特性、

安全性のバックデータを取得、整理する。 

 

 

 

本事業にて既存付属品の電気的特性を定めた数

値をもとに、大手製薬メーカーの既存品仕様と

の整合性を実機で確認し、保水パッドの製品仕

様を確定するため開発を進める。 

 

 

 

 

平成 25 年度の PCT 出願は特許性が高いため、

本年中にアークレイ株式会社と協議して申請国

を決定する。 

 

 

2014 年に改訂された医療機器 JIS に対応する
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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 

量産に向けた生産体制の構築 発生する課題を抽出。現行の D2000 であれば機器本

体の生産についてはテクノデザイン株式会社が有し

ている既存の生産体制で対応は可能である。 

 

ための部品開発を電子部品メーカーに依頼す

る。導電パッドについては設備投資などの検討

が必要である。またコストダウン（＝大量生産）

のためには、発熱部分の構造を簡素化する必要

があるため素材を含めた改良・開発を進める。 
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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 

 2014 年 7 月 9 日 PMDA 事前面談 

PMDA 訪問の目的を説明し、「ヒト臨床評価の説明」を甲斐先生からプレゼンテーションを実施し

た。プレゼンテーションに対して臨床方法や作用機序等について質疑。 

次回は「医療機器承認申請書添付資料概要作成の手引き」を参考に作成した資料をもとに相談を行

い、機器の位置づけ、仕様などを把握し、次の相談へ進むこととなった。 

 

 2014 年 9 月 8 日 PMDA 事前面談 

１．提出した「品目の概要」に関して質疑をした。 

・一般的名称、クラス分類については現時点で重点をおく必要はない。 

・「使用目的、効能又は効果」というところに記載されている「単剤もしくは多剤の抗糖尿病薬を服用」

という記述について不明なので、次回の資料提出の際には効能をはっきりと記載すること。 

・新規性が高いと有効性と安全性のストラテジーを立てることが必要。 

 

２．「機器の概要書」に関して 

・「類似品」を記載するところには以下のように修正すること。 

「糖尿病治療機器」としての類似品はない。という記述はそのままでよい。 

本品のベースとなった「家庭用低周波治療機器」を「類似品」として記載すること。 

・本機器の効能を明確にするために、治験フローと本機器の位置づけを解説すること。 

・本機器での非臨床試験（機器の仕様確認試験等）の詳細も提示する。 

・臨床試験、性能を確認するために、これまでに実施した臨床評価の内容・結果、本機器の性能を説明

する内容を記載すること。 

・2 型糖尿病患者を対象とした根拠の説明が必要。 

 

開発前相談の前に、再度の事前面談を予定。 

 

 2014 年 10 月 27 日第 3 回推進委員会 

⇒薬事コンサルトを交えてコンソメンバーの情報交換と現状確認 

・期間を短縮するために、従来の「新医療機器」での申請から「改良医療機器」としての申請に変更

する提案があった。 

・本医療機器は従来品の「低周波治療器・乾式ホットパック装置組合せ理学療法機器」における使用

目的と異なり、「血糖値（HbA1c）改善効果」が使用目的となる。このため、使用目的変更で薬事承

認申請するものである。 

・使用目的変更であれば、既存の医療機器（低周波治療器・乾式ホットパック装置組合せ理学療法機

器）の電気的安全性規格を流用することができクラス２での申請となる。 

・他にも、使用目的に合致する点が多いものに「低周波・温熱組合せ家庭用医療機器」もあるが医療

機関での診療報酬の対象とはならないので、「理学療法機器」として申請をする。 

・申請する添付文書には当然 治療時間を 60 分に限定する理由も記載する必要がある。 
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・申請する添付文書には電気的安全性、パッドの設定温度(41℃±1 か、40℃±2 か)もはっきりさせる。 

なぜ 42℃を提示したのか、その科学的根拠を示す必要がある。 

・電圧についてはパッドの締め方などで変わってしまうため、データを収集する。 

・電圧も、個人のインピーダンスに差がある以上、100 かけても、どの人にも 100 かかるということ

はない。機械として電流と電圧のどちらを規定した方が良いかはこれからの臨床データを分析して

検討をする必要がある。 

 

 2015 年 1 月 26 日薬事申請に向けた会議（第三回推進委員会での課題を受けて） 

・薬事申請は一般的名称「低周波治療器・乾式ホットパック装置組合せ理学療法機器」における使用

目的を変更（「改良医療機器」）する方法で進める。 

・使用目的は、「抗糖尿病薬剤を服用しても血糖値（HbA1c）コントロールが不十分の糖尿病患者に

低周波と温熱による血糖値（HbA1c）改善」とする 

・これまで熊本大学で実施した基礎研究、臨床研究データを整理し、機器の構造・原理、非臨床試験

結果や有用性を提示しながら「機器概要書」を作成する。 

・医療機器の電気的安全性については「低周波治療器・乾式ホットパック装置組合せ理学療法機器」

で定める医療機器 JIS 規格の適合性評価を第三者認証機関で受験する。 

 

薬事申請の方針転換も含め、上記課題をクリアにしながら厚生労働省への相談、申請の準備を進

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 

【薬事戦略検討】 

改良医療機器での申請において、今まで臨床試験

を行ってデータを蓄積している従来機器（D1200）

との同等性を訴えることで治験を回避できるのか、

またどのような戦略を立てて保険適用を獲得する

のか。 

薬事コンサルタントと、コンソーシアムメンバーに

加え、保水パッドを共同開発している大手製薬メー

カーを交えて 1 月 26 日に熊本大学にて打合せを行

った。「機器概要書」が完成した後、直ちに、保険

収載を含め厚生労働省医政局を訪問して相談する

ことを確認した。 

 

 

(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） 

    平成 26 年度 PCT 出願をした保水パッド（ディスポーザブル可能な付属品）に関する特許内容

は本機器を使用した臨床評価のデータに基づいた、電気と温熱の印加条件を満足する構造および 

構成部品となっている。今後は保水パッドを共同開発中の大手製薬メーカーの知財部門と協議を

して特許強化（周辺特許を中心に）の取り組みを実施する。 

 権利化／ブラックボックス化、意匠権・商標権等との組合せ等のミックス戦略 

保水パッド（ディスポーザブル可能な付属品）の意匠登録およびネーミングを含めた商標権登
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録については、大手製薬メーカーと協議し実施する計画である。 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

コンソーシアムメンバーおよび、その企業に所属、もしくは契約している弁護士、弁理士との

連携を図りながらその対応にあたる。今後、開発を進めながら周辺特許を強化すると同時に、意

匠・商標等の強化も並行して進めていく。 

 

 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 

【知的財産戦略】 

保水パッド（ディスポーザブル可能な付属品）に 

関する知的財産を強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本体に関する知的財産権を強化する。 

本機器を使用した臨床評価データをもとに、電気

と温熱の印加条件を策定した。この条件を満足する

保水パッドの構造と構成部品を基軸に PCT 出願を

完了した。 

次年度は更に保水パッドの知的財産を強化する

ために、保水パッド、導電パッドが一体化する開発

を進めて周辺特許を強化する。 

なお平成 25 年度 PCT 出願済みの特許 2 件につい

てもコンソーシアムメンバーと協議し出願国を決

定する。 

 

既に本技術については特許取得を完了している。

また商標権は「Bio Metronome」「バイオメトロ

ノーム」で商標権を取得しているが、更に本体の知

的財産権を強化するために、意匠登録などを検討中

である。 

 

 

(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 

つちやゴム株式会社と製造を担当するテクノデザイン株式会社とで協議を進めており、2014 年

JIS 規格対応する部品を調査している。量産を考慮して電子部品メーカーへ交渉をする方向で検討に

入っている。 
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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 

【JIS規格改訂に伴う次世代開発対応】 

2014年にJIS規格が改訂されIEC0601に準拠す

る方向で規格が強化された。このため次世代向け小

型化に搭載予定をしていた部品が使用できなくな

るとともに、小型化の開発を大幅に変更する必要が

発生した。 

 

コンソーシアムメンバーと実施した協議で、

D2000 に採用している電子部品メーカーに対して

IEC0601 を満足した部品を開発させることで交渉

を進めることとなった。 

交渉する内容は、IEC0601 の基準を満足した部

品を開発し、その品質については IEC0601 認証機

関での評価を実施させる。その適合性証明書を CB

レポートに記載するまでを開発業務の内容として

交渉する。 

在宅向け次世代モデルを普及しやすい価格とす

るためにも設計開発を並行して実施する。 

 

(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 

アークレイ株式会社が自己血糖測定機器（SMBG）などを販売するにあたって構築している販売

チャンネル（既存代理店を含む）、物流体制に乗せて本医療機器を販売する。 

本医療機器生産については、つちやゴム株式会社とテクノデザイン株式会社が対応する。 

保水パッド生産については、大手製薬メーカーが対応する。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

アークレイ株式会社が既存の事業において構築しているサービス体制（アフターサービス体制含

む）、本医療機器使用教育体制、クレーム処理体制を本医療機器に拡大して運営する。 

 QMS 等の品質保証体制 

   つちやゴム株式会社が平成 25 年度課題解決型医療機器等開発事業において取得した ISO13485 を

運営し、当面は機器製造を担当するテクノデザイン株式会社へ品質保証体制の指導をしながら事業化

を進める。最終的には両社で ISO 認証を取得する。 

 広報・普及計画 

熊本大学医学部、薬学部を中心に、国内外の糖尿病、薬学等の学会と、論文での発表を通して広

報活動を行う。またアークレイ株式会社が現行のビジネスで実施しているセミナーや学術サポート

での講演会で本機器に関する情報を発信し普及を図る。特に糖尿病専門医療機関に対しては積極的

に広報活動を展開する。 

 

 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 

【本技術の啓発体制】 

本事業の臨床評価で確認された知見を医療従事

者に啓発することで、本機器の存在と使用価値の認

知を高める必要がある。 

熊本大学を中心として「Bio Metronome 研究会」

を立ち上げ、学会やアークレイ株式会社が主催する

学術セミナーなどで啓発活動を展開する。 
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事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

【保険収載について】 

 医療機関への普及には保険診療の体制化に本機 

器を位置づける必要がある。 

研究会、学会、医療機関への啓発活動を進めなが

ら、厚生労働省への相談を実施し、保険収載を目指

す。 
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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 

変更前 対象とする市場 ；BMI25以上の 2 型糖尿病患者 

薬事申請する区分；新医療機器 

変更後 対象とする市場 ；抗糖尿病薬剤服用だけでは血糖値（HbA1c）改善が不十分な 2 型糖尿病患者 

薬事申請する区分；改良医療機器 

 

2014 年 7 月 9 日 PMDA 事前面談に向けた熊本大学、アークレイ株式会社の打合せにおいて、抗糖尿

病薬を服用しても半年以上が経過すると血糖値（HbA1c）改善効果が鈍化する傾向があることが、東京

大学門脇教授など複数の論文で確認された報告があった。これを受けてこれまで熊本大学にて実施した 2

型糖尿病患者 40 名で実施した臨床評価結果を精査したところ、対象患者が糖尿病薬を多剤服用し、

HbA1c 改善効果が鈍化した患者であったこと、そして本装置を使用した臨床結果は HbA1c の改善効果

が 52%の患者において HbA1c が 7.0%を下回る改善が確認されたものであった。（「2014 年 11 月

EBioMedicine」に掲載） 

また2013年日本糖尿病学会は熊本宣言2013において「糖尿病性合併症を予防する目標値を7.0%未満」

という目標値を発表した。これは糖尿病性合併症（例としては糖尿病性腎症からの人工透析患者の増大）

の増大は我が国保険制度の根幹を揺るがすものであり、HbA1c の数値を 7.0%未満に維持することが望ま

しいというものである。これらの社会的需要などの条件を検討した結果、対象とする患者の変更と承認

取得までに時間がかかる「新医療機器」での申請を、事業化までの期間を前倒しにするためにも「改良

医療機器」で申請をする変更を行った。 

 

(2) 機器スペック・ビジネスモデル 

変更前 機器スペック   ； 糖尿病医療機器（新医療機器） 

ビジネスモデル ； 糖尿病増大・進展抑制非侵襲型医療機器の販売 

変更後 機器スペック   ； 低周波治療器・乾式ホットパック装置組合せ理学療法機器 

ビジネスモデル ； 抗糖尿病増大・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 

 

 機器スペックは（１）で記載したように、「新医療機器」での薬事申請を既存の機器「低周波治療器・

乾式ホットパック装置組合せ理学療法機器」の使用目的変更（改良医療機器）での薬事申請に変更する。

このため当初計画していた第三者認証機関での電気的安全性については、温熱医療機器の電気的安全性

評価（JIS 0601‐2‐206）を追加して実施中である。 

 ビジネスモデルは、平成 25 年度より参画したアークレイ株式会社から、以下の提案を受けた。 

・医療機器ビジネスでは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。 

・また、アフターメンテナンスなどの販売経費が発生する。このため消耗品需要を創造しておく

ことが必須である。消耗品をセットにすることで医療機器の販売に依存しないビジネスモデル

が構築されると同時に、消耗品で利益を回収できれば良いという携帯電話のような戦略をとる

ことも可能となるので、消耗品開発は必須である。 

本機器の設計開発で耐用年数を 5 年と想定して実施している。このため 5 年間は機器のリピーター需

要が期待されないため、アークレイ株式会社からの指摘を平成 26 年度事業に反映して「ディスポーザブ

ル可能な付属品の開発」を実施し、ビジネスモデルに新たにこの付属品販売を追加した。開発にあたっ

ては、大手製薬メーカーとの連携を進めている。 
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(3) 事業化体制 

変更前 販売体制；旭化成株式会社およびその関連グループ 

製造体制；つちやゴム株式会社、阪和電子工業株式会社 

変更後 販売体制；アークレイ株式会社およびそのグループ会社 

製造体制；つちやゴム株式会社、テクノデザイン株式会社 

 

アークレイ株式会社が平成 25 年度、26 年度販売担当として新たに参画され販売体制を構築した。機

器開発に関しては筐体デザイン、インターフェイス等のアンケート調査については、試作機を医療機関

へ持ち回り、販売サイドからの情報収集を実施した。 

 

アークレイ株式会社は糖尿病検査装置、自己血糖値測定器（SMBG）等、糖尿病関連医療機器メーカ

ーであり、国内外の糖尿病関係の医療機関への販売チャンネルを有している。その商品は世界 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を積極的に活動

する体制も整っている。 

 

今後、薬事承認と同時に、保険収載に向けた活動が発生するが、アークレイ株式会社は糖尿病の評価

マーカーとなっているヘモグロビン A1c（HbA1c）を保険収載とした経験を有している企業であるため、

本事業化にあたっては最も相応しいパートナーである。 

 

(4) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

変更前 薬事申請区分； 新医療機器 

一般的名称 ； 糖尿病治療機器 

開発仕様   ； 医療機関向け据置型医療機器 

変更後 薬事申請区分； 改良医療機器 

一般的名称 ； 低周波治療器・乾式ホットパック装置組合せ理学療法機器 

開発仕様   ； 医療機関と在宅医療向け据置型医療機器 

本事業申請時「新医療機器」として薬事承認を受ける計画で事業化を進めていたが、薬事コンサルタ

ントを中心に検討を重ね、これまでの熊本大学が蓄積した本医療機器に関する基礎研究、臨床研究の実

績は、本医療機器の有用性を十分に証明するものであり、これまでの研究成果をまとめ、改良医療機器

での薬事申請を実施することで、治験費用の削減や、事業化の前倒しができるとの理由から、「改良医

療機器」として申請することに変更した。 

 

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 本医療機器はクラスⅢの可能性がある PMDA 事前面談を実施し、クラスⅡとい

う認識である報告を受けている。本件は継

続事項として検討を進める。 

糖尿病進行に抑制効果があることを確認

すること。 

血糖管理が不十分な状態を放置すると合

併症へ進展する。平成 26 年度実施した臨床

評価では、薬剤療法で血糖管理が不十分な

患者に併用して血糖値の改善効果が認めら

れ、糖尿病進行に抑制効果があることを確
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領域 指摘事項 対応 

認した。 

何を目的に臨床評価をするのか、指標を

明確にする 

抗糖尿病薬DPP-4阻害薬の有無における

有用性について、血糖値（HbA1c）改善効

果を指標と設定した。 

万人に評価が得られる指標を検討する 糖尿病患者を指導する際に用いる血糖値

（HbA1c）を指標と設定した。 

知財対応 知財戦略マップの作成 作成をして平成 25 年度以降の PCT 出願

対応を実施した。 

知財戦略を立て、基本特許のみならず周

辺特許についても取得すること 

平成25年度は電気と温熱を同時に印加す

る導電パッドについて 2 件 PCT 出願をし、

特許性が高いことを特許庁から報告を受け

ている。平成 26 年度は導電パッドと一体化

した保水パッド（導電環境を安定化させる）

について PCT 出願を実施し、生体に印加す

る部品についての周辺特許を強化した。 

今後は低周波治療機器に使用されている

パッド市場に対しても事業化の展開が可能

なのかを検討する。 

技術・評価面 電流の人体への安全性を確認する 

 

 

平成 26 年度実施した 65 症例への臨床評

価において追跡ヒアリングを実施し、体調

不良などの症状がないことを確認した。マ

ウス等の安全性試験を熊本大学にて実施し

た。 

 事業化の方向性を確立すること 抗糖尿病薬を単剤、多剤服用している糖

尿病患者を対象に、在宅で本医療機器を使

用するビジネスを構築する。この際本医療

機器と消耗品のセット販売とする。 

 

1.9 平成 27 年度以降の事業化計画 

糖尿病関連市場は国内でも患者数が 1,000 万人を超えるため大きな市場となっている。これは海外で

も同様であり、また増加傾向にある。平成 26 年度事業で実施した臨床評価においてはインスリン抵抗性

改善効果とともにストレス耐性・脂肪蓄積抑制機構のメカニズムも解明されたことで、糖尿病予防に関

係する市場への上市可能性がでてきた。 

 

領域 検討・実施すべき事項 

薬事申請  平成 27 年度上期終了までに申請をする 

知財対応  保水パッドを中心に周辺特許を申請する 
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技術・評価面  2014 年 JIS に対応した使用履歴機能を追加した在宅向け医療機器を開発し、平成 29

年度からの上市を目指す 

 

 

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 

申請書に記載した目標については事業期間内に機器開発を含めて達成する目途がついた。しかし薬事

コンサルタントの指導を採択時点からいただいていれば当初目標を大きく上回る成果を得る可能性があ

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。 △一部
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。 △一部
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。 △一部

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。、 △一部
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。 △一部

PMDAとの調整が進んでいますか。 △一部
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。 ○十分
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。 ○十分
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。 △一部
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。 ○十分
意匠等の他の産業財産権について検討していますか。 △一部
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。 △一部
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。 ○十分
広報・普及計画は明確になっていますか。 ○十分
想定価格は顧客が感じる価値に見合ったものですか。 △一部
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。 △一部
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。 △一部
海外に対する戦略は明確になっていますか。 △一部
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。 △一部

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
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ったことで B 評価とした。 

 

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 

申請当初は旭化成株式会社が販売担当として参画いただいていたが、事業戦略上の齟齬から平成 25 年

度事業から辞退された。それに代わってアークレイ株式会社が平成 25 年度、26 年度販売担当として新

たに参画され販売体制を構築する。機器開発に関しては筐体デザイン、インターフェイス等のアンケー

ト調査について試作機を医療機関へ持ち回り実施し、販売サイドからの情報収集を実施している。 

アークレイ株式会社は糖尿病検査装置、自己血糖値測定器（SMBG）等、糖尿病関連医療機器メーカ

ーであり、国内外の糖尿病関係の医療機関への販売チャンネルを有している。その商品は世界 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を積極的に活動

する体制も整っている。 

 

(2) 事業の進め方 

申請時「新医療機器」として薬事承認を受ける計画で事業を進めていたが、事業化にあたっての治験

等の費用、時間を検討した結果、「改良医療機器」として申請することに変更をした。 

この背景には本年度になって熊本大学荒木教授を中心としたこれまでの研究成果から、「抗糖尿病薬剤

を服用しても血糖値（HbA1c）管理が不十分な 2 型糖尿病患者において、本機器を併用することで更に

血糖値改善効果が確認」されること（2014 年 11 月 E Bio Medicine に掲載）が証明されたことがある。国

内で薬剤治療を受けている糖尿病患者数は約 650 万人と推計されており、その方々に本機器を早期に使

用していただく環境を整えるためにも薬事戦略変更が必要である判断をした。 

この薬事戦略の変更を受けて「改良医療機器」として承認申請することとなり、「低周波治療器・乾式

ホットパック装置組合せ理学療法機器」の安全性評価に適合する改良を実施した。また現在第三者認証

機関で機器の電気的安全性を評価中であるが、従来の JIS 0601-01 に加えて JIS 0601-02-206 の評価

を追加して受験中である。 

 

(3) その他 

事業開始当初から医薬品と医療機器の評価方法の違いを認識して薬事戦略を立てていけば、「新医療

機器」での申請以外にも戦略の選択肢を模索することができたと考える。本機器は事業化する市場規模

を糖尿病患者として位置づけであったため、市場規模については国内外の糖尿病患者数から事業化の可

能性を分析した。しかし、敢えて「新医療機器」での申請に固執する必要もなく、医療機器で事業化す

るのであればその専門のコンサルタントを最初からメンバーに参画させて進めるべきであると考える。 

特に中小企業の技術を事業化する際には大企業の力添えが必要であるが、そのリード、交渉をする上

でも医療機器の薬事に精通したコンサルタントは不可欠と考える。 

 

 

1.11 事業に関する連絡窓口 

公益財団法人くまもと産業支援財団 

〒861-2101 熊本県上益城郡益城町田原 2081-10 

電話: 096-286-3300 / FAX: 096-286-3929 


