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1. 事業の概要 

急増する要介護高齢者が、口腔機能障害のために誤嚥性肺炎を併発する事例が多発しており、早急に

その状況に対応することが求められているため、高齢者の摂食嚥下能力を評価し、適切な訓練を行うシ

ステムを開発する。 

目指す評価・訓練システムは、嚥下反射に関する神経を電気的に刺激し、嚥下動作が容易に誘発され

るようにするもので、新規性を有する。当事業では、まず筋電計機能を有した電気刺激装置として平成

26 年度までに医療機器認証申請用製品の完成を目標とする。完成後、速やかに認証申請を行う。 

認証を受けた電気刺激装置は 1 年以内で上市を行い、上市後は、評価・訓練システムとしてのエビデ

ンスを構築し、最終目的である摂食嚥下障害の治療器として平成 30 年度薬事承認申請し、上市する。 

 

 

  

摂食嚥下障害の訓練・評価システムの開発

特定部位への電気刺激による摂食嚥下機能の評価・訓練
新生電子(株) 、角町歯科医院、長崎大学、新潟大学、他、 (公財)長崎県産業振興財団

H24-096

電気刺激による摂食嚥下機能の評価・訓練

摂食嚥下障害の簡単な評価・訓練機器はない。

新生電子 (株)：企画・設計からアッセンブリまで

 「肺炎」は日本人死亡原因の第3位であるが、その
内高齢者の6割以上が「誤嚥性肺炎」である。

 しかしその原因である摂食嚥下機能障害を簡単に
評価し訓練する機器は実用化されていない。

 特定部位を電気刺激し、嚥下誘発の閾値や嚥下
回数による障害程度の評価及び刺激を繰り返すこ
とでの嚥下機能の改善を目的とする機器を開発す
るための電気刺激装置。

 病院・診療室及び在宅診療などの臨床現場で、手
軽に利用できる摂食嚥下機能の評価・訓練装置
の展開を可能とする為の電気刺激装置。

Class Ⅱ
（想定）

電子機器の組み立て工場を主軸として、企画・設計からアッセ
ンブリまで行い、車載機器・産業機器・医療機器と幅広く関発
に携わっている。ものづくりの技術を活かし、より一層の医療
機器への取り組みを目指す。（本社:兵庫県神戸市、資本金8500万円）

電気刺激・筋電計動作中

電気刺激H26量産試作機

筋電計付電気刺激装置

公財）長崎県
産業振興財団

相談・申請

株）ジェイエムエス
第一種製造販売業［34B1X00001］

製造業(一般)[34BZ000094］

・事業戦略アドバイス
・情報提供

ものづくり中小企業

新生電子（株
第二種製造販売業［28B2X10006 ］

製造業（一般）［28BZ200052］

・開発機器製造販売

PMDA

第三者認証機関

認証・承認

委託事業実施体制

顧客（国内、海外）

卸企業、代理店

研究機関

角町歯科医院

・保険収載を見据えた働き
かけ

・臨床フィールドの確保

アドバイザー

社）日本歯科医師会

中

研究機関

長崎大学工学部

・技術アドバイス

研究機関

新潟大学大学院
医歯学総合研究科
・機器有効性アドバイス
・臨床エビデンスの構築

販売

事業管理機関

PL

SL
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1.1 事業の目的 

高齢者の急増に伴い、摂食嚥下障害を有する患者が増加している。 

摂食嚥下障害はその障害を持つ患者のＱＯＬの著しい低下を招き、その状況に対応すべく対象者の摂

食嚥下能力を評価し、適切な訓練を行うシステムの開発が望まれている。 

目指す評価・訓練システムは、嚥下反射に関する神経を電気的に刺激し、嚥下動作が容易に誘発され

るようにするもので、新規性を有する。当委託事業では、摂食嚥下障害の評価・訓練システムを目指し

た機器として、筋電計機能を有した電気刺激装置（仮名：筋電計付電気刺激装置）を、平成 26 年度まで

に医療機器認証申請用製品として完成させることを目標とし、完成後、速やかに認証申請を行う。 

認証を受けた(仮)筋電計付電気刺激装置は 1 年以内で上市を行い、研究用として展開する。上市後は、

当該機器を用いて摂食嚥下障害の評価・訓練システムとして薬事承認を得るべくエビデンスの構築を、

新潟大学を中心とした研究環境の中で執り行い、摂食嚥下障害の評価・訓練システムとして平成 30 年度

薬事承認を受け、上市する。 

また評価・訓練システムの構成要素として必要と思われる機能である、口腔内の圧力を測定するマウ

スピース型測定器を開発する。平成 28 年度までに、この装置を評価・訓練システムに対し「機能の組込

み」もしくは「オプション追加」または「単独装置」として用いることが検討可能な状態に仕上げる。 

 

1.2 事業実施体制 

事業管理機関：公益財団法人長崎県産業振興財団 

PL：角町 正勝（角町歯科医院） 

SL：石松 隆和（国立大学法人長崎大学） 

共同体：①新生電子株式会社 

 ②国立大学法人新潟大学 

 ③株式会社ジェイ・エム・エス 
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1.3 事業化する医療機器の概要 

1.3.1 製品名：筋電計付電気刺激装置 

(1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 医療機器 クラス分類* Ⅱ 

製品名 筋電計付電気刺激装置 分類名称（一般的名称）* 診断用神経筋電気刺激装置 

対象疾患 神経筋の診断が必要な患者 届出／認証／承認* 認証 

想定される販売先 大学病院・研究機関 新／改良／後発* 後発 

薬事申請予定者 新生電子株式会社 医療機器製造販売業許可 第 2種[28B2X10006] 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 
新生電子株式会社 医療機器製造業許可 一般  [28BZ200052] 

（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 

  予定なし 

薬事申請時期 平成 27（2015）年 8月  

上市時期 平成 27（2015）年 10月  

想定売上（上市後 3 年目） 想定なし  

(3) 事業化する医療機器の概観・特長 

「摂食嚥下障害の評価・訓練システムの開発」の中心的役割を担う電気刺激装置の薬事申請用エビデン

スの集積を行うため、研究機関を対象とした後発医療機器の「診断用神経筋電気刺激装置」を開発。こ

の機器は臨床現場での使用を念頭においた小型軽量化を目指した。 

稼働電源を充電式電池（リチウム電池）のみとすることにより、携帯性に優れ、訪問診療での利用を可

能とした。製品名は「筋電計付電気刺激装置」クラスⅡ指定管理医療機器として薬事認証を目指す。 

 

  

筋電計付電気刺激装置

①.本体
②.操作者コントローラー

③.被験者用マーキングスイッチ
④.筋電計電極
⑤.刺激電極

①

②

③
④

⑤

Ｈ26 量産試作機 
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1.3.2 製品名：摂食嚥下用電気刺激装置（仮） 

(1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 医療機器 クラス分類* Ⅱ 

製品名 摂食嚥下用電気刺激装置（仮） 分類名称（一般的名称）* 該当不明 

対象疾患 摂食嚥下障害者 届出／認証／承認* 承認 

想定される販売先 病院・診療所 新／改良／後発* 新 or改良 

薬事申請予定者 未定 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 
新生電子株式会社 医療機器製造業許可 一般  [28BZ200052] 

（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 

  シンガポール 

薬事申請時期 平成 30（2018）年 3月 平成 32（2020）年 4月 

上市時期 平成 31（2019）年 3月 平成 33（2021）年 4月 

想定売上（上市後 3 年目） 約 26億円 約 3億円 

市場規模（上市後 3 年目） 約 260億円 約 10億円 

想定シェア（上市後 3 年目） 10% 33% 

(3) 事業化する医療機器の概観・特長 

嚥下反射の神経が集中している咽頭部を電気にて刺激する。 

電気刺激による嚥下誘発の有無、単位時間当たりの嚥下回数、誘発時の電流値等を収集し管理を行う。

繰返し処置することにより嚥下能力の向上を目指す。嚥下能力の状態を測定する装置（マウスピース型

測定装置）等を併用して「摂食嚥下障害の評価・訓練システム」を構築する。 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

H26 量産試作機 

③

電気刺激 

【イメージ図】 



5 

1.4 市場性（最終事業化製品想定購入顧客） 

(1) 医療現場で期待される波及効果 

我が国は超高齢社会に突入し、2013 年 9 月 15 日現在、65 歳以上の高齢者人口は 3,186 万人となり、

2000 年 4 月末日の 2,193 万人からは 45%の増加となっている。また、同期間の要介護（支援）認定者数

は、218 万人から 581 万人と 166%の大幅な増加となった。国内の研究によると、2009 年での要介護認

定者における摂食嚥下障害保有比率は約 18％であることから、対象患者数は 100 万人を越えていると推

定でき毎年増加傾向である。 

また年間約 40 万人が脳卒中を発生しているが、このうち急性期で約 30％の患者に誤嚥が認められ、

慢性期まで約 5％残存する。このことは、脳卒中により年間約 2 万人の摂食嚥下障害患者が増加してい

るといえる。 

このような状況下で摂食嚥下障害への対応は、胃瘻の処置件数の減少が期待でき、ＱＯＬの維持に大

きく貢献するものと考える。 

(2) 当該機器等の市場性 

 ① 提案する機器の想定顧客 

 対象とする患者は摂食嚥下障害患者、要介護者等 

 機器購入先は患者もしくは要介護者を有する医療機関や、地域医療および介護に関する機能を有

する可能性が高い全国歯科診療所（在宅支援歯科診療所など）が顧客となる。 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

最終事業化製品 

 

機器販売について（導入対象施設） 

全国状況 施設数 導入率（％） 台/施設 販売台数 

病院 8,600 20    3台 約 5,200台 

歯科診療所 68,000 20    1台 約 13,000台 

    合計 18,200台 

 

年間販売台数 18,200台／8年（注）   ＝2,275台 

（注）購入サイクルを法定耐用年数（6年）＋2年の 8年と試算 

 

販売金額 60万円×2,275台 ＝13億 6500万円 

消耗品販売について 

前述より摂食嚥下障害の患者数 100万人とし、内 10%の患者に処置（シェア） 

1名当たりの治療回数 12回（週１回、3ヶ月間） 

1回あたりの消耗品単価 1000円とした場合 

販売金額 100万人×10%×12回×1000円＝12億円 

 

機器と消耗品の年間売上額    25億 6500万円 

（上市 3 年後を想定） 
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(3) 競合製品／競合企業との差別化要素 

 1) 競合製品／競合企業の動向 

広義の競合品としては嚥下障害に用いられる認証医療機器が価格２００万円程度で存在する。 

低周波を用いて喉の筋肉を皮膚側から刺激する機器で、現状リハビリ現場にて訓練用として使用され

ているがその有効性については、様々な意見があり一部の施設でしか見かけることは出来ない。 

 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） 

競合品の原理は低周波を利用した筋委縮による筋肉の改善法なので、電極周辺の筋肉に対しては効果

が期待できるかもしれないが、摂食嚥下動作に関しては十数の筋肉の動きが関連しているとされるので、

その有効性は限定的になると思われる。 

当事業が最終的に開発しようとしている機器の原理は、摂食嚥下を支配する中枢神経の刺激であり、

嚥下動作に関する上位部分を対象としているので、その効果は期待できる。よって、医科・歯科併せて

その有効性について広く理解してもらう事が必要である。 
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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 

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

新潟大学大学院医歯学総合研究所に
て電気刺激による嚥下動作誘発の基
礎研究を行う。

試作機開発・改良 計画

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

新潟大学にて当事業の基本知財とな
る「嚥下誘発装置」の特許申請

24-096

長崎県産業振興財団

摂食嚥下障害の評価・訓練システムの開発

検査機関による量産試作機の電磁両立性試
験結果がＮＧだった。その為　対策を行い再
試験を受ける必要性が発生したため、量産試
作機の開発と薬事申請に関する第三者認証
機関への相談期間が伸びることとなった。

【製品名】
電気刺激装置

【製品名】
筋電計付電気刺激装
置

新潟大学にて当事業の関連知財となる「嚥下
誘発具及び嚥下誘発システム」の特許申請

新潟大学にて「嚥下誘発装置」の特許取得 後発医療機器「筋電計付電気刺激装
置」の認証申請(予定）

① カテーテル型訓練装置の製作
② カテーテル型訓練装置の有効性の検討
③ ３次元位置計測装置の試作
④ マウスピース型嚥下機能評価装置の試作
⑤ 薬事申請に向けた開発計画の策定と管理
⑥ 保険収載実現化の検討
⑦ 臨床実験フィールドの確保
⑧ 事業の管理・運営

① カテーテル型訓練装置の試作
② カテーテル型訓練装置・マウスピース型評
価装置の有効性の検討
③マウスピース型嚥下機能評価装置の試作
④薬事申請に向けた開発計画の策定と管理
⑤保険収載実現化の検討
⑥臨床フィールドの確保
⑦知的財産権マネジメント
⑧事業の管理・運営

① カテーテル型電気刺激装置（量産試作機）
「（仮）筋電計付電気刺激装置」の開発
② マウスピース型測定器の開発
③ カテーテル型電気刺激装置「（仮）筋電計
付電気刺激装置」の有効性の確認
④ 薬事申請に向けた開発計画の策定と管理
⑤  臨床フィールドの確保
⑥ 事業の管理・運営

24年度試作機開発 25年度試作機開発

24年度試作機開発・改良 25年度試作機開発・改良

量産試作機作成

量産試作機作成

新潟大学非臨床研究

新潟大学非臨床研究 新潟大学非臨床研究

新潟大学非臨床研究

ＰＭＤＡ事前面談 ＰＭＤＡ事前面談

ＰＭＤＡ事前面談 ＰＭＤＡ個別面談

ＰＭＤＡ対面助言

ＰＭＤＡ事前面談

第三者認証機関相談

第三者認証機関相談

使用予定技術の

先行特許調査
開発技術の先

行特許調査

使用予定技術の

先行特許調査

開発技術の先

行特許調査

摂食嚥下訓練・評価装置(仮）試作機開発

摂食嚥下訓練・評価装置(仮）量産試作機開発

新潟大学認証医療機器にて研究 研究会を中心とした薬事用臨床研究実施

研究会立ち上げ準備

ＰＭＤＡ薬事戦略相談（個別面談・事前面談・対面助言）

販売計画作成 販売体制確立

戦略的広報活動の継続的実施

認証機国内上市 承認機国内上市

医療機器認証申請 ＰＭＤＡ承認申請
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(2) 投資回収計画 

年度 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） 0.4 0.5 0.4 0.2 0.3 0.3 0.3 0.8 0.8 0.8 

 うち委託費 0.3 0.4 0.3 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.8 0.8 0.8 

売上高（単位：億円） － － － － － － － 2.3 11.3 25.6 

販売数量（単位：台） － － － － － － － 200 1,000 2,275 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

 1) 投資計画 

委託事業終了後の H27 年を臨床構築期間として機器購入費、消耗品費、人件費等の支出を想定。 

H28 年度は H27 年事業継続にプラスして機器の改良を行う。H29~30 年は前年までの継続及び薬事申

請関連費用を支出する計画。上市後（H31~）は勉強会、研修会を各地で実施する費用を支出する。 

 

 2) 回収計画 

販売数量は上市 3 年目には対象施設の購入サイクルより算出した年間平均台数 2,275 台に到達するこ

とを想定。また 1 年~2 年目の立上り時期は周知期間であることを考慮し、当初の販売数量を想定した。 

売上高は製販出荷金額として 1 台当たりの機器代を 60 万円、それに付随する消耗品額を台あたり約

53 万円[1.4.(2)-②により算出] とし、販売数量の積により計算した。 

 

(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” 

・機器の効果及び取扱い方の周知の徹底 

研究会や勉強会を適切なタイミングで実施し、機器の効果及び施術法を紹介する。また取扱いの技術

向上を目的とした研修会も継続的に行う。 

・機器及び手法の改良、関連機器の開発 

電気以外の刺激効果の可能性の探索や、より簡易な刺激アプローチ法の検討、検証用機器の開発等 

評価・訓練システムとしての発展を目指し、継続的な研究開発を行う。 

・教育プログラムへの登録 

大学等の医療従事者教育プログラムに当電気刺激に関しての技術習得に関連した教育プログラムの採

用への働きかけ。 
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 2) ビジネス体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3) ものづくり中小企業の位置づけ 

臨床研究の中で使用する認証機器の様々な問題点や改良すべき事項を最終製品に反映させ、 

 最終製品の製造、もしくは製造の一部の役割を担う。 

 

相談・申請

ものづくり中小企業

新生電子（株
第二種製造販売業［28B2X10006 ］

製造業（一般）［28BZ200052］

・開発機器製造販売

PMDA

第三者認証機関

助言・認証・承認

ビジネス体制

顧客（国内、海外）

卸企業、代理店

アドバイザー

社）日本歯科医師会

中摂食嚥下研究会
（仮名）

委託事業コンソーシアム
メンバーを踏む

医療機関・大学・企業等
総合支援

研究機関

新潟大学大学院
医歯学総合研究科
・機器有効性アドバイス
・臨床エビデンスの構築

販売

アドバイザー

関連学会
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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 

25 年度試作機をベースに筋電計機能を有したカテーテル型電気刺激装置の薬事申請用量産試作機を開発する。量産機は薬事認証申請を行うべく要

件を充足する内容にて開発に臨む。 

事業終了後、薬事認証を得たその機器を用いて摂食嚥下障害の評価・訓練システムとしてのエビデンス構築が出来るように、各協力研究機関の環

境整備をおこない薬事承認を目指す。またマウスピース型測定器の開発も並行して進め、装置への組込み等その展開を検討する。 

(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 

筋電計付電気刺激装置 診断用神経筋電気刺激装置として電流値、周波数、パルスの調節を可能としたもの。筋電計機能を有しており、携

帯性に優れている。 

 

(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カテーテル型電気刺激装置（量産試作機）

「（仮）筋電計付電気刺激装置」の開発 ▶ 

当初予定の量産試作機を作成。認証申請時に必要な

電磁両立性等の試験を行うため試験機関にて受検す

るが、不適合となった。 

▶ 

現在、不適合の原因となった電磁波の漏れの部

分は特定できているので、基板設計変更の必要

性含め対応を検討中である。 

②マウスピース型測定器の開発 

▶ 

平成 25年度試作機の実用化改良 

湿度に対する安定性を確保しつつ使い勝手の向上を

目指したディスポーザブル対応の部品構成を検討

し、その確認をおこなった。 

▶ 

ディスポーザブル化の部品構成は出来たが、単

回使用とした場合の価格についての判断が十分

ではない。さらなる低価格化もしくは使用方法

でのコスト検討が必要となる。 

③カテーテル型電気刺激装置「（仮）筋電計

付電気刺激装置」の有効性の確認 ▶ 

現在、健常者にて実施してきた非臨床試験の対象者

を高齢者層に広げデータ収集中である。また筋電計

図からの解析も試みている。 

▶ 

研究データを解析し、対象疾患や研究可能な機

関を想定、それらの施設の医療従事者の意見を

踏まえ、臨床研究のプロトコルを完成させる。 

④薬事申請に向けた開発計画の策定と管理 
▶ 

第三者認証機関とのやり取りで認証までの道筋をつ

けた。 
▶ 

最終製品の承認に向けて、その研究データ数等

をＰＭＤＡに相談しながら薬事申請を目指す。 

⑤臨床フィールドの確保 
▶ 

関連学会での発表や意見交換などを積極的に行い、

臨床での協力を得る土壌づくりを行った。 
▶ 

具体的に行うべき作業を明らかにして協力の内

容を示し、薬事申請の準備を行う。 
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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 

 事前面談（2012 年 11 月 6 日@PMDA） 

将来の薬事申請のために開発初期段階から取り組むべきポイントについて相談 

品目仕様を固め、エンドポイントを明らかにすることのアドバイス受けた。 

 薬事相談（2013 年 1 月 29 日@医療機器センター） 

開発機器の医療機器分類の該当名称が見当たらないことについて相談  

承認の過程で該当がなければ登録されるので、こだわる必要はないとのこと。 

承認に必要なデータ数についても尋ねたが、目的を絞ると必要データ数は減少できる。 

具体的な件数については回答出来ないとのこと。 

 事前面談（2013 年 5 月 29 日@PMDA） 

委託事業スケジュールを考慮した開発計画について相談、評価装置として期間短縮を計ることに

ついて意見を乞う。期間短縮も良いがエンドポイントを明確にして再度検討することを提案され

た。 

 事前面談（2013 年 11 月 28 日@PMDA） 

開発をステップ分けして最初はクラスⅡの指定管理医療機器としてエビデンス構築を目的とした

研究用の認証医療機器で上市を目指したい旨を相談。 

機器の説明を行い、後発医療機器との判断を受けた。 

 薬事相談（2014 年 1 月 9 日@医療機器センター） 

電気刺激装置として認証を受けることについて相談。一般的名称「診断用神経筋電気刺激装置」

として申請が可能と思われる。また筋電計は「診断用神経筋電気刺激装置」の付帯機能として用

いることが出来るので内蔵として一本で申請できるだろうとのこと。 

 薬事相談（2014 年 1 月 9 日@先端医療振興財団医療機器サポートプラザ） 

医療機器開発に関する薬事の適用の考え方を相談、開発装置について本体部クラスⅡ、各電極部

クラスⅠに該当することが確認できた 

 

 

 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エビデンス数の確定 

 薬事承認申請用エビデンスのデータ必要件数の

確定が難しい。 

臨床フィールド協力機関と協議し研究内容と研

究件数の暫定目標を設定する。その後ＰＭＤＡに相

談し方向性の確認を行う。 

②筋電計での読取にくさ 

 筋電計では嚥下動作の読取が必ずしも容易では

ない、抵抗から嚥下動作を読取る手立ても考えられ

るが、付帯機能以外の機能を付加する際の有効な手

立てを検討しなければならない。 

 ＰＭＤＡや医療機器センター等の窓口に機能付

加について相談、もしくは経験のある企業にコンソ

へ参加してもらう。 
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(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） 

基本部分の特許はコンソーシアムメンバー団体が当事業開始前に出願し、前年度取得できた。現在、

関連する部分を追加で申請中である。今後はその申請中特許の状況を踏まえ、特許の精査と周辺装置

の開発による強化の方針を推し進める。 

 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との連携で模倣品・侵害者への対応は保有する知財でカバーが可能であると

考える。 

 

 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知財による事業の独占化 

 保有特許の精査と海外進出時の対応 

現在コンソーシアムメンバー団体より出願され

公開中である特許の審査請求の結果を踏まえ、保有

知財の強化及び海外進出時の活用を目的とした周

辺特許の確保を検討する。 

 

(3) 技術・評価面 

 1) 開発戦略検討状況 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

新潟大学を中心としてエビデンス収集を行う事になるが、現在 関連学会での発表や意見交換などで

事業への理解と協力を求めている。協力に対して積極的な機関も有り、それらの中から設備環境や人的

要素を考慮し、エビデンス収集協力を依頼し必要なエビデンス件数を揃える。 

 

 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認証機上市 

 認証機の電磁両立性試験不適合 

規定を越える電磁波を発生する原因部品の特定

は済んでいるので、部品の交換もしくは設置位置の

変更等を検討し改善を図る。 

 

(4) その他事業化全般 

 1) 販売戦略等 

 販売チャネル 

医科系、歯科系の両チャネルを樹立し拡販を目指す。 

 使用教育体制 

当システムをスタンダードなものにする為、関係機関との協議を行い、大学等医療従事者への教育プ
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ログラムの登用を目指す。 

 広報・普及計画 

関連学会や展示会に出展し広報普及活動を行う。 

 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機器取扱いの周知 

 付帯機能の筋電計でさえ取扱い操作が不慣れな

医療従事者が多いことが判明。 

 

各地において研修会を開催し、当システムの取扱い

を習得してもらう。 
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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 口腔機能障害による「誤嚥性肺炎」の原因としての摂食嚥下障害の評価訓練システムの機器開発 
変更後 QOL の著しい低下を招く、摂食嚥下障害の評価・訓練システムの機器開発 

「誤嚥性肺炎」は摂食時ではなく就寝時の唾液等の誤嚥が原因になることが多く、現在口腔ケアによ

る対策等が取られている。 

「摂食嚥下障害」と「誤嚥性肺炎」の関連は深いと思われるが、「摂食嚥下障害」を改善しても、「誤

嚥性肺炎」への対策が、十分であるかどうかは定かではないと思われる。一方「摂食嚥下障害」で経口

による摂食が困難になると、QOL の低下が著しいことは明らかであり、対策が重要となる。このため直

接の「誤嚥性肺炎」対策という誤解を招かないよう変更した。 

 

(2) 機器スペック・ビジネスモデル 

変更前 最大出力電流値は 2ｍA 
変更後 最大出力電流値は 5ｍA 

当初、データにより最大電流値を 2mA としていたが、個人の感覚の差・人体内部抵抗の個体差・電極

の接触性の強弱等の違いが生じても嚥下誘発を確実にするため、出力電流値を大きくした。変更後の値

は供給電圧や安全性を考慮し、5mA とした。 

 

(3) 事業化体制 

変更前 株式会社ジェイ・エム・エス 
変更後 新生電子株式会社 

保有資格の関係もあり株式会社ジェイ・エム・エスが製造販売業として取り扱うことを念頭に事業推

進体制を組んでいたが、第一弾に開発を目指す医療機器はクラスⅡとして申請することになったので、

製造を受け持つ新生電子株式会社が保有する第２種製造販売業資格でも申請可能となり変更した。 

 

(4) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

変更前 「摂食嚥下障害の評価・訓練システム」の機器として薬事申請 
変更後 「電気刺激装置」として薬事申請(認証機) 

当初「摂食嚥下障害の評価・訓練システム」の機器として薬事申請を予定していたが、薬事承認を得

る為のエビデンス構築の作業が膨大になることが推測された。そこで一旦、後発認証機として上市を行

い、協力研究機関への導入を促進したうえで、エビデンス構築を行い、「摂食嚥下障害の評価・訓練シス

テム」の機器として薬事申請を行うこととした。 
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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 電気刺激による嚥下動作誘発時の閾値

（電流値）での嚥下能力の評価は、有効な

のか。 

研究を重ねるうちに電流付加時の嚥下誘

発がなくても嚥下能力の向上が認められ

た。閾値と嚥下能力の関係は比例関係とは

言えず、当初の考えは変更した。 

最終目的機器の上市には相当の薬事エビ

デンスが必要と思われ、期間を有する。ま

た倫理委員会の承認も簡単ではないだろ

う。機械的には困難なものではなさそうな

ので、一旦、後発機として認証を受け上市

する方法も有効ではないか。 

協力機関の意見も踏まえ、一旦、後発医

療機器として認証を受け、機械的安全性を

担保し研究用として協力機関に使用しても

らい、臨床エビデンスを構築する。 

知財対応 特許審査時は審査官面接が有効な場合も

ある。審査官面接を進める。 

基本特許においては補正することで取得

の目途がたったので、審査官面接には及ば

なかった。今後の知財取得の選択肢として

心得る。 

技術・評価面 特になし 特になし 

その他事業

化全般 

後発医療機器の認証機として上市後の展

開はどの様に想定しているか。 

上市した認証機は研究用として、協力医

療機関で薬事エビデンス構築を目的として

使用してもらう。その場合は新潟大学を中

心とした、関連学会の中で協力者、賛同者

をメンバーとして研究会を立ち上げて、プ

ロトコルや対象患者、エビデンス収集の環

境等について協議し決定した後、必要な研

究を行う。 

 

1.8.3 （参考）採択条件への対応状況 

指摘事項 対応 

医療機器としての評価・訓練システムの薬事申請

までのステップとスケジュールを明確にし、関係者

間で意思統一したうえで、文書として提出するこ

と。 

委託事業終了後の薬事申請までのスケジュール

をコンソーシアムで協議し文書を提出した。 
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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  「筋電計付電気刺激装置」の後発医療機器としての認証申請 

 「摂食嚥下用電気刺激装置（仮）」の承認申請 

知財対応  新潟大学にて申請中知財の推移状況の確認 

 上記結果を踏まえて、保持知財の精査による追加申請の検討 

技術・評価面  筋電計の精度向上もしくは代替技術の検討 

 安全性、操作性、有効性を有する刺激電極の開発 

その他事業

化全般 

 研究会開設に向けての準備を行う。その後、研究会を立ち上げ、関係業界への周知と

理解及び協力を得ることを目標とした活動を行う。 
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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。 

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。 △一部
当該製品の業界特性は把握できていますか。 △一部
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。 △一部
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。 ×不十分
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。 △一部
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。 ×不十分
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。 ○十分

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。 △一部
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。 △一部
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。 該当せず

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。 △一部

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。 該当せず
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。 ×不十分
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。 ×不十分

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。 △一部
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。 △一部
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。 △一部
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。 △一部
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

○十分
△一部
×不十分
該当せず

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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1.10.2 自己評価理由 

より着実性、安全性を求め上市に至る行程を確実にする為、事業期間中に開発スケジュールの見直し

を行いステップ分けすることとなった。当委託事業で行うこととした第一ステップについては、ほぼ目

標に到達した。 

 

(1) 量産試作機の製作 

量産試作機を製作し、認証申請に必要な証明書を取得する為、試験機関へ持ち込み受検した。 

 

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 

コンソーシアムへの医科系からの参入検討。 

現在、摂食嚥下障害に対する医療対応を行う場合、医科歯科間で担う役割が明確になっていない。そ

の為、医科歯科の連携が重要であると思われる。医科系の情報等の収集を含め、協力体制の構築を心掛

けたが、コンソーシアムメンバーとして当初から医科系が参入していた場合を考えると、事業推進の展

開へ影響が生じたように思われ、改善すべき点であったと考える。 

 

(2) 事業の進め方 

進捗管理の工夫検討が必要でなかったか。 

コンソーシアムが全国各地の団体で構成されており、会議を全体進捗の確認の場としていた。その一

方会議の開催タイミングは、機器製作のステージの進捗に合わせていたので、開催間隔が長くなる場合

があった。会議で事業進捗管理を行うのは有効であるが、開催時期はそのことを踏まえて検討すべきで

あった。 

 

(3) その他 

特になし 

 

1.11 事業に関する連絡窓口 

 

公益財団法人 長崎県産業振興財団 

〒856-0026 長崎県大村市池田 2丁目 1303-8 

電話: 0957-52-1138 / FAX: 0957-52-1140 / E-mail:oomura@joho-nagasaki.or.jp 

 

 


