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1. 事業の概要 

1.1 事業の目的 
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医療現場において、現行の紫外線治療機器では、患部に紫外線照射を行うにあたり、医師の技量に基

づいている。このため、患者は、患部以外の部分を照射されるなどの負担がある。一方、医師は、個人

の経験に基づき、照射を調整せざるを得ないため、効果的かつ効率的な治療ができないといった課題が

ある。 

この解決のために、プラズマチューブアレイ（以下 PTA と表記する）の技術を活用し、改良型紫外線

治療機器を開発する。本医療機器は、１台で有効な波長のみを必要な線量、必要な部位だけ選択照射で

き、人体表面の形状に因る照射量のばらつきをなくせるという新規性を有している。 

平成 26 年度には、照射が必要な部位だけへの照射を可能にする。 

 

 (１) 実施計画の細目（手法・手段・研究場所等） 

   １）事業の目的 

医療現場において、現行の紫外線治療機器では、患部に紫外線照射を行うにあたり、

医師の技量に基づいている。このため、患者は、患部以外の部分を照射されるなどの負

担がある。一方、医師は、個人の経験に基づき、照射を調整せざるを得ないため、効果

的かつ効率的な治療ができないといった課題がある。 

この解決のために、プラズマチューブアレイ（以下 PTA と表記する）の技術を活用し、

改良型紫外線治療機器を開発する。本医療機器は、１台で有効な波長のみを必要な線量、

必要な部位だけ選択照射でき、人体表面の形状に因る照射量のばらつきをなくせるとい

う新規性を有している。  

平成 26 年度には、照射が必要な部位だけへの照射を可能にする。  

 

２）事業概要 

今年度は製造販売業者であるオリオン電機株式会社が主体となって取り組む。 

紫外線皮膚治療機器の一部である光源ユニット（主に、UV-PTA と電源から構成）の開発・

改良については、プレキシィ合同会社と株式会社ユメックスが、ＵＶ-ＰＴＡ用蛍光体の改良に

ついては、神戸大学大学院工学研究科・兵庫県立工業技術センター・大電株式会社で構成する

蛍光体チームがあたり、相乗効果で発光強度の向上、発光の均一性を実現する。 

その上で、紫外線照射機器の最終設計を行い、平成 25 年度に製作した量産試作機の改良を

行うとともに、今年度前半に完成予定のナローバンド UV－B 皮膚治療器の試作機の安全性試

験等の評価を行ったうえで、年度末での薬事認証取得を目指す。 

 

３）実施内容 

①  UV-PTA を用いた皮膚治療器用光源に使用する UV 蛍光体の量産条件の改善（大電株式会社） 

【1-1】 UV 蛍光体の量産確立に向けた改善 

 平成 25 年度では少量試作時から 300g 試作へのスケ-ルアップを行なった。スケ-ルアップの過程

で焼成時の内部熱伝導が悪いため、特性低下の現象が起きた。工数を掛けて再焼成等を行なうこと

で特性を得ることが出来たが、量産での安定化には焼成条件が大きく影響することより、焼成条件

等の改善、確立が必要である。 

平成 26 年度は以下のことを実施する。 

・焼成条件の改善による量産確立 

 

②  UV 蛍光体の構造解析と評価（兵庫県立工業技術センター、プレキシィ合同会社） 

【2-1】UV 蛍光体の表面処理による高輝度化 



3 

平成 25 年度は、結晶構造の精密制御による短波長化の検討、フラックス法で作製した蛍光体の

粒子形状と発光強度との相関の解明を実施した。最適な粒子形状を模索し、高輝度化に繋げた。 

平成 26 年度は、UV 蛍光体に表面処理を施すことにより、帯電特性ならびに二次電子放出特性

向上による高輝度化を検討する。 

 

【2-2】プラズマチューブ中での蛍光体粒子の塗布状態の評価（兵庫県立工業技術センター・プレ

キシィ合同会社） 

 平成 25 年度は、UV プラズマチューブ中での蛍光体粒子の塗布状態を観察し、放電特性との相

関を解明した。 

 平成 26 年度は、均一に発光するチューブの品質安定化を図る。 

 

【2-3】ナローバンド UV-B 皮膚治療器の量産試作機の EMC 評価 

 平成 25 年度は、ナローバンド UV-B 皮膚治療器の量産試作機の EMC 試験（外部からの妨害波

等による機器の耐性を見るイミュニティ試験と機器自身から放射される妨害波の大きさをみるエ

ミッション試験）を実施した。この結果、外部の電気安全性試験実施前に開発中の医療機器の問

題点が発見された。 

 平成 26 年度も引き続き費用対効果を最大にするために、兵庫県立工業技術センターの設備を活

用して、外部試験機関での電気安全性試験前に検討用の電気安全性試験を実施する。 

 

③  UV 蛍光体の論理的な設計と評価（国立大学法人神戸大学大学院工学研究科） 

【3-1】改良した UV-PTA 蛍光体のスペクトル設計と評価 

兵庫県立工業技術センターで結晶構造を制御した UV 蛍光体について、神戸大学でスペクトル

設計を行い、兵庫県立工業技術センターと協力して試作・評価し、大電株式会社に提供する。 

また、改良した UV 蛍光体について製品化の可能性を論理的に検討し、その成果を次の蛍光体改

良に提供する。 

 

④ UV-PTA の改良、試作及び評価（プレキシィ合同会社） 

【4-1】点灯性の改善と発光パワー向上 

平成 25年度は、UV プラズマチューブの駆動電圧を低減するためのデバイス構造改良を進め、

放電開始電圧 Vf（放電を最初に起動させる電圧）を従来の 450V から 350V 程度まで低減し、点

灯性改善を達成した。電圧低減効果を活用して発光パワー向上策を取り入れ、蛍光体厚膜、化放

電ガス最適化を合わせて最大 2mW/cm2を得ている。 

平成 26 年度は、前年度までに改良された蛍光体材料等を用いたプロセス最適化と発光均一化

のための改良試作を進める。紫外線治療器の各種試験・評価に必要となる光源向けに、試作デバ

イスを提供してゆく。 

 

【4-2】エリア選択構造の開発と選択照射型デバイス試作・評価 

平成 25 年度は、エリア選択駆動に対応した樹脂フィルム電極シートを改良し、10cm 角、５

×５ブロックによる選択照射型デバイスの基本動作を確立した。 

平成 26 年度は、紫外線照射機構開発に合わせて、照射切り替え回路の安全性評価・改良等を

行う。また、治療器の各種試験実施結果に対応して、デバイス改良と装置への実装・評価支援を

行う。 
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⑤ 光源ユニットの設計・試作（株式会社ユメックス、オリオン電機株式会社・外注先未定２） 

【5-1】人体にフィットする光源ユニットの設計 

・症例から標準的な光源ユニットの設計 

平成 24・25 年度は、照射分割エリア選択機能を有する UV-PTA 用の電源とユニットを試作し

て、紫外線皮膚治療器（試作機）への搭載を行った。また、平成 25 年度は、対象疾患の症例を

詳細に調べあげ、人体にフィットする構造の光源ユニットを設計した。 

平成 26 年度は、上市モデル（ナローバンド UV-B 皮膚治療器）のために、光源ユニットのデ

ザインや軽量化、安全性対策などの改良を実施する。 

 

   【5-2】製品向け光源ユニットの試作 

・製品仕様に合致する標準的な光源ユニットの製作 

【5-1】で設計したユニットを製作し、オリオン電機が最終組み立てを行う。電源は、外部認証

貴下における EMC 試験に耐える設計と小型化を行い、上市モデル（ナローバンド UV-B 皮膚治

療器）に搭載できるレベルまで完成度を高める。 

 

⑥ナローバンド UV-B 皮膚治療器の設計・試作（オリオン電機株式会社・株式会社ユメックス・

外注先未定３・外注先未定４） 

【6-１】量産試作 

平成 25 年度は、平成 24 年度の試作機をベースとし、患者と医療従事者の負担が軽減できる仕

様について検討を行い、量産試作機を１台製作した。 

現状、UV-PTA のナローバンド UVB の出力が１０ｍＷ/ｃ㎡以下であることから、安全面で臥

位での照射装置で進めた。UV コントローラなど、従来品にはない機能を使って、患者と医療従事

者にとってリスク軽減と負担軽減できる装置の仕様決めを行い、実現した。 

平成 26 年度においては、評価等を行い改良して、量産試作機を上市できる最終レベルに完成す

る。基本ユニットとなるナローバンド UV-B 皮膚治療器を 3 台製作して、個々および連結した際

の動作を確認するとともに、連結した状態で分割発光のエリアをコントロールするタブレット PC

のソフトを開発する。 

このナローバンド UV-B 皮膚治療器においては性能評価、デザインの評価、機能評価に加え、

課題解決がされていることを確認する。また量産試作機に使用する UV-PTA および点灯回路、電

源において安全性試験を実施する。外部の認証機関で行われるＥＭＣ試験においては高電圧発生

装置を使用するため、承認を得られる規制レベルまで下げておく必要がある。 

 

【6-2】薬事申請と認証取得 

平成 25 年 11 月 20 日成立した「薬事法等の一部を改正する法律」について行政主催の説明会に

出席、改正点の概要の把握をした。これを受けて、製造販売承認を得るための作業として製品自

体の安全性を確認することと、品質保証体制の構築について検討を実施した。 

平成 26 年度は、年度前半にナローバンド UV-B 皮膚治療器について薬事申請を行い、神戸大学

医学部などで実施予定である臨床研究において、機器の操作性など改良の情報を収集して完成度

を高め、年度末に上市する最終モデルの認証取得を行う。 

また、現在までＱＭＳ適合性調査を受けた実績があるが、国際標準である ISO13485 は申請を

していない。海外展開をする上で必要になる規格であるため、社内において品質保証体制の見直

しを実施する。また、医療機器の規制・制度改革事項として方針が厚労省より示されているので、

情報に注意し、状況により対応をしていく。 
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⑦ ナローバンド UV-B 皮膚治療器用光源とナローバンド UV-B 皮膚治療器の医学的評価（国立

大学法人神戸大学大学院医学研究科・オリオン電機株式会社） 

【7-1】細胞・動物実験 

平成 25 年度は、培養細胞を用いた照射後のサイトカイン発現の比較を実施した。ヒトの表皮角

化細胞(Human epidermal keratinocyte)を使用し、新蛍光体（本事業で開発した UV 蛍光体）と既

存の蛍光体(従来の紫外線皮膚治療器用光源に使用されているフィリップス社の蛍光体 )を同

dose(50 mJ/cm2) 照射し、CPD の染色量を FACS でそれぞれ測定し、既存の UVB 皮膚治療器と

同程度の効果であることを確認した。 

 平成 26 年度は、アトピー性皮膚炎動物実験モデルを用いた試作機の有効性と操作性の検証を実

施する。この動物試験での有効性と安全性を基礎データとして揃えた上で、次の【7-2】に記載し

ているヒト臨床試験を計画する。 

 

【7-2】臨床試験（自主事業） 

 本事業で開発中のナローバンド UV-B 皮膚治療器は、これまでは違う光源（従来は、水銀ラ

ンプである蛍光灯）を使用しているため、光（紫外線 313ｎｍ）による治療効果は同等と判断

できるが、今度の販売促進上、臨床データが不可欠になると思われる。学会などでは、必ず臨床

データが紹介されるからである。 

よって、平成 26 年度は、医療現場として臨床データの取得、さらに「機器の使い勝手」を評

価し、上市する機器（ナローバンド UV-B 皮膚治療器）の完成度向上に寄与する。 

 

  ⑧ プロジェクトの管理・運営（株式会社ユメックス） 

プロジェクトを円滑に推進するため、一連の研究全体についてミーティング、打ち合わせ、技

術相談を行う等研究開発を統括する。研究推進のため、定期的に委員会を開催する。また、株式

会社ユメックスは事業の進捗について適正な管理を行い、事業化を見据え・プロジェクト終了後

の事業化計画について企画を行う。事業化する中で、重要な知的財産権について管理し、海外販

売促進のため必要に応じて特許化を行う。 

 

1.2  

1.2  

1.2  

1.2  

1.2  

 

 

 

 

1.3 事業実施体制 

事業管理機関：株式会社ユメックス 

PL：千木 慶隆 （株式会社ユメックス） 

SL：錦織 千佳子（国立大学法人神戸大学大学院医学研究科） 

共同体： 

①事業管理機関 

  株式会社ユメックス本社（最寄り駅：神姫バス 糸田バス停） 

              〒671-2114 兵庫県姫路市夢前町糸田 400 
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②研究実施場所（主たる研究実施場所については、下線表記。）  

 

株式会社ユメックス 本社（最寄り駅：神姫バス 糸田バス停）<再掲 > 

               〒671-2114 兵庫県姫路市夢前町糸田 400 

 

プレキシィ合同会社（最寄り駅：JR山陽本線 宝殿駅） 

     〒676-0807   兵庫県高砂市米田町島３８９番地の４ 

 

大電株式会社 上峰事業所（最寄り駅：JR長崎本線吉野ヶ里公園駅） 

〒849-0124 佐賀県三養基郡上峰町堤 2100-19 

 

     オリオン電機株式会社 本社 （最寄り駅:名古屋市営名城線矢場町駅） 

〒460－0008    名古屋市中区栄五丁目 8-24 

 オリオン電機株式会社 稲沢工場 （最寄り駅：名鉄名古屋本線大里駅） 

〒492-8181愛知県稲沢市日下部北町 4-7 

 

国立大学法人神戸大学大学院医学研究科（最寄り駅：神戸市営地下鉄 大倉山駅） 

〒650-0017 兵庫県神戸市中央区楠町 7-5-1 

 

国立大学法人神戸大学大学院工学研究科（最寄り駅：JR山陽線六甲道駅） 

〒657-8501 兵庫県神戸市灘区六甲台町 1-1 

 

兵庫県立工業技術センター （最寄り駅：JR山陽線鷹取駅） 

〒654－0037 兵庫県神戸市須磨区行平町 3―1－12 
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1.4 事業化する医療機器の概要 

1.4.1 製品名：ナローバンド UV-B 皮膚治療器 

(1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 医療機器 クラス分類* クラスⅡ 

製品名 ナローバンド UV-B皮膚治療器 分類名称（一般的名称）* 紫外線治療器 

対象疾患 乾癬・白斑・アトピー性皮膚炎 届出／認証／承認* 認証 

想定される販売先 皮膚科全般 新／改良／後発* 改良医療機器 

薬事申請予定者 オリオン電機株式会社 医療機器製造販売業許可 第二種 23B2X00016号 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

オリオン電機株式会社 医療機器製造業許可  

㈱ユメックス：部品 業許可 医療機器修理業 

プレキシィ（同）：部品 業許可  

(2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  欧米・東南アジア 

薬事申請時期 平成 27（2015）年 2月 平成 30（2018）年 10月 

上市時期 平成 27（2015）年 5月 平成 31（2019）年 10月 

想定売上（上市後 3 年目） 2億円／年（平成 30（2018）年時点） 20億円／年（平成 34（2022）年時点） 

市場規模（上市後 3 年目） 4億円／年（平成 30（2018）年時点） 100億円／年（平成 34（2022）年時点） 

想定シェア（上市後 3 年目） 40％（平成 30（2018）年時点） 20％（平成 34（2022）年時点） 

(3) 事業化する医療機器の概観・特長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ▲量産試作機：3 ユニット連結（前面）     ▲量産試作機：3 ユニット連結（背面） 

 
   ▲コントローラ部         ▲量産試作機：1 ユニット（全景） 
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1.5 市場性（想定購入顧客） 

(1) 医療現場で期待される波及効果 

医療現場において、現行の紫外線治療機器では、患部に紫外線照射を行うにあたり、医師の技量に基

づいている。このため、患者は、患部以外の部分を照射されるなどの負担がある。一方、医師は、個人

の経験に基づき、照射を調整せざるを得ないため、効果的かつ効率的な治療ができないといった課題が

ある。 

本事業では、プラズマチューブアレイ（以下 PTA と表記する）の技術を活用し、改良型紫外線治療機

器を開発した。本医療機器は、１台で有効な波長のみを必要な線量、必要な部位だけ選択照射でき、人

体表面の形状に因る照射量のばらつきをなくせるという新規性を有し、既述の課題を解決する。 

(2) 当該機器等の市場性 

 ① 提案する機器の想定顧客 

市場調査の結果、国内には約 1000 の皮膚科があり、その約８割が個人開業医である。 

ナローバンド皮膚医療器の浸透率は 40％程度であり、場所や価格の問題で導入されていないケースが

多い。 

ナローバンド UV-B 皮膚治療が有効とされる、乾癬について調査した結果、欧米では感染患者が多い

ことが分かった。米国での発症率は 2～3％であり、白色人種に多い。 

コンソーシアムの神戸大学医学部の情報では、白斑等の色素異常症は、アジア地域に多い病気であり、

特に宗教上の問題から治療に対するニーズが強いことも分かった。 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

国内市場について、平成 23 年度の医療器統計（厚生労働省）によれば、国内の紫外線治療器の市場規

模は約 4.0 億円である。しかしその内訳を見ると約 95％が輸入品であり、この輸入超の傾向は年々顕著

となっている。また、ナローバンド UV-B（308ｎｍ～313ｎｍ）光源において、全身照射用治療装置に

て特殊な蛍光灯を使用したものは、特許を所有するフィリップス（オランダ）の寡占状態である。 

患者数に目を向けると、国内で乾癬約 39 万人、アトピー性皮膚炎約 500～600 万人、尋常性白斑約 6

万 7 千人と UV-B 皮膚治療のニーズは高い。皮膚科の受診患者数は 10 年前の約 2 倍になっており、年々

増加傾向にある。 

海外市場については、統計データがないが、欧米では乾癬患者数が多く、アメリカでは 2～3％の頻度

であると推測されており、決して稀な皮膚病ではない。海外市場について、国内患者数から米国と英国、

全世界の当該市場規模を推計してみた。 

乾癬患者の例であるが、米国で 600 万人、英国で 120 万人といわれていることから、国内約 39 万人

の患者に対する市場規模約 4.0 億円掛け合わすと、 

・米国 600 万人÷39 万人×約 4.0 億円＝約 61.5 億円 

・英国 120 万人÷39 万人×約 4.0 億円＝約 12.3 億円 

 と推計され、これ以上の市場規模があると考えられるが、全世界で 100 億円程度であろう。 

また、白斑等の色素異常症はアジア地域に多い病気で、特に人口の多い中国でも経済発展に伴う医療

ニーズの高まりを加味すると、海外市場は現状でも相当に大きく、さらに発展すると期待される。 
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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 

紫外線皮膚治療器は、大きく、フィリップスの紫外線蛍光灯を使ったものとエキシマランプを使った

ものの 2 種類に分かれる。 

フィリップスの蛍光灯を使ったものは、国内ではこれまでテルモクリニカルサプライが製造販売して

いたが、現在では村中医療器が販売取り扱いをしている。ドイツの Waldman 社製のものは、株式会社ヤ

ヨイが輸入販売している。 

エキシマランプを使ったものは、ウシオ電機株式会社が製造販売しているほか、株式会社ジェイメッ

クが製造したものをタカイサイエンスが販売している。 

最近では、渋田工業株式会社が平面発光するランプを使ったオリジナルの製品（TARNAB）を製造し、

インフォードが販売している。 

 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） 

試作した光源を神戸大学医学部で評価した結果、人の細胞およびマウスの動物実験によって、従来の

紫外線皮膚治療器と同等であるとの結論に至っている。 

本事業の目的である、患者と医療従事者の負担を解決するための機能を実現している。 

従来の全身照射型のように、患者の全身に照射することは可能である。また、エリア選択により従来

の部分照射も実現している。 

当初の計画通り、1 台で両方の機能を実現したことで、競合製品より優位性を持っている。 

また、開発した紫外線皮膚治療器に搭載する光源は、従来の水銀を使った蛍光灯とは違う無水銀のも

のであり、規制の厳しい欧米等での優位性がある。 

国内でも水銀規制が厳しくなりつつある中、環境に配慮した製品として競合製品より優れている。 
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1.6 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 

 

 

H25（2013）年度 H26（2014）年度 H27（2015）年度 H28（2016）年度 H29（2017）年度 H30（2018）年度 H31（2019）年度 H32（2020）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

①ＰＴＡを用いた皮膚治療器用光
源に使用するUV蛍光体の最適
化
②UV蛍光体の構造解析と評価
③UV蛍光体の論理的な設計と
評価
④UV-PTAの改良、試作及び評
価　・照射エリア選択機能の向
上

試作機開発・改良 計画

実績
⑤紫外線照射ユニットの設計・試
作
⑥紫外線照射機の設計・試作

量産機開発 計画

実績

臨床研究 計画

実績
⑦ナローバンドUV-B皮膚治療器
用光源とナローバンドUV-B皮膚
治療器の医学的評価

薬事申請 計画

実績 ・ＥＭＣ試験3回

知財対応 計画

実績 ・国内特許2件出願

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

・神戸大学医学部における臨床データ取得 ・薬事申請
・2015年5月29日（金）〜31日（日）
　第114回皮膚科学会総会展示会出展
　皮膚科学会での発表依頼
・ISO１３４８５の取得
・地方皮膚科学会への参加
･皮膚科学会誌に掲載
･その他､医療機器の展示会に出展
･知財戦略

・海外での展示会出展
　(ヨーロッパMEDICA11月、中国CMEF5月）
・Jetroに海外進出支援を依頼
日本に事務所を置く外資系コンサルタントに
認証業務を依頼。
・輸出対象国について医療機器の対応調査
・医療機器輸出業者に販路開拓依頼
　MCメディカル、村中医療器等
・海外での皮膚科学会での発表依頼
　併設展示会の出展

・輸出先の規制に対する申請
・海外上市

【製品名】
ナローバンドUV-B皮膚
治療器

【製品名】
ナローバンドUV-B皮膚
治療器

① UV-PTAを用いた皮膚治療器用光源に使
用するUV蛍光体の量産条件の改善
②UV蛍光体の構造解析と評価
③UV蛍光体の論理的な設計と評価UV-PTA
の改良、試作及び評価
④光源ユニットの設計・試作
⑤ナローバンドUV-B皮膚治療器の設計・試
作
⑥ナローバンドUV-B皮膚治療器用光源とナ
ローバンドUV-B皮膚治療器の医学的評価

・輸出モデルの設計
・輸入規制に関する調査、対応（RoHS
指令,REACH規則)

試作品開発（二次・最終）仕様検討

製造ライン設計・検証

量産試作

生物学的安全性試験

第三者認証機関相談

★
H27.15上市（国内）

★
H31.20上市（海外：東南アジア）

★
H28.2知財出願

出願準備

体制づくり

戦略検討

市場調査

海外販売チャネルの確保

アフターサービス体制の構築

販売計画作成

販売体制の確立

広報戦略・実施

海外での薬事体制づくり

出願準備

販売計画作成

★
H28.2知財出願

②

①

①

②

③

③

④

④

量産試作

⑤

⑤

試作品開発（二次・最終）仕様検討

⑥

⑥

生物学的安全性試験

実使用試験（マウス試験）

第三者認証機関相談

電機安全性試験

ＥＭＣ試験

実使用試験（マウス試験）

⑦

⑦
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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 － － 国内 － － － 海外 － － － 

上市時期 － － 国内 － － － － 海外 － － 

支出額（単位：億円） 0.7 0.7 0.4 0.1 0.1 0.1 0.3 1.1 0.1 0.1 

 うち委託費 0.6 0.6 0.3 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 1.1 0.1 0.1 

売上高（単位：億円） － － － 0.3 0.5 1.5 3.0 6.0 12.0 15.0 

販売数量（単位：台） － － － 20 30 60 200 400 800 1,000 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

 1) 投資計画 

・プレキシィ合同会社 

光素子である、UV-PTA を量産する際に、製造設備の増強が必要である。 

  国内販売に対する生産能力は問題ないが、海外展開する場合は、1 億円程度の設備投資が必要であ

る。国内外からの投資家から資金調達する予定である。 

・株式会社ユメックス 

プレキシィ合同会社から購入した発光素子をユニット化するための新たな設備投資は不要である

が、量産体制には 2 名程度の人員増強のためのコスト（約 5 百万円/年）が必要である。 

計測装置や治具類なども必要であるが大きな投資額ではない。 

 ・オリオン電機株式会社 

   アッセンブルが中心となるため、生産設備投資は必要ないが、海外展開時に薬事に係る外部試験

や申請費用などで約 30 百万円程度の投資が必要と思われる。 

 2) 回収計画 

・プレキシィ合同会社 

  株式会社ユメックスに対して、発光素子を部材として販売する。設備投資額の回収は、本事業以

外の発光素子応用も加算して算出した、約 5 年を見込む。 

・株式会社ユメックス 

オリオン電機株式会社への納入部品の利益で十分吸収可能である。 

・オリオン電機株式会社 

薬事関連経費は 1 台あたりの経常利益から、約 3 年で回収する計画である。 

(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” 

・皮膚科学会などの併設展示を活用して、全国の開業医に対して毎年宣伝を実施する。 

・開発した医療機器には、消耗品である「光源」が使われる。従来の、皮膚治療器においてはフィリ

ップスの紫外蛍光体が採用され、寿命は約 1000 時間である。開発医療機器も、この消耗品のビジネスを

行う。 

・また、紫外線皮膚治療は紫外線量の定期的な測定が必要であるため、メンテナンス業務も行う。 
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 2) ビジネス体制 

委託事業開始前から決定している体制に変更なし。 

★体制図 

 
 

 3) ものづくり中小企業の位置づけ 

当初の計画通り、紫外線蛍光体は大電株式会社がプレキシィ合同会社に販売。プレキシィ合同会社は、

発光素子を株式会社ユメックスに販売。株式会社ユメックスは、発光素子をユニット化して、オリオン

電機株式会社に販売。オリオン電機株式会社は、製造販売業者として、医療機器として販売する。 
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1.7 平成 26 年度委託事業の成果概要 

(1) 委託事業の事業概要 

難治性の皮膚疾患であるアトピー性皮膚炎や白斑、乾癬などの治療に用いられる光線治療器は、現状、全身照射型と部分照射型の 2 種類が使い分

けられている。そのため医療現場において、患者の動線の無駄や待ち時間の負担、医療従事者の負担が多い。本事業では、エリア分割発光する紫外

光源技術を活用して、1 台で全身照射と部分照射の両方を可能にし、且つ光量調整も可能にする紫外線治療器を開発し、平成 27 年 5 月末の上市を行

う。 

(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 

ナローバンド UV-B 皮膚治療器 従来、1 台の紫外線皮膚治療器では実現できなかった全照射とターゲット照射を 1 台で可能にし、かつ、照射エリ

アを手元のタブレット端末で選択する機能を持っている。また、照射エネルギーも任意に設定することが可能である。 

これは、課題であった医療現場における「患者と医療従事者の負担解決」に繋がっている。 

 光源には、不要な紫外線を発光しない極ナローバンドの紫外線蛍光体を使った、世界初の水銀フリー紫外面光源を

採用しており、環境に配慮した設計になっている。 

(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 

①UV-PTA を用いた皮膚治療器用光源に使用

する UV蛍光体の量産条件の改善（大電株式

会社） 

▶ 

計画通りに実施し、スケールアップによる問題点

を改善した。 ▶ 

より高輝度発光する紫外線蛍光体をかいはつす

ること。 

②UV蛍光体の構造解析と評価（兵庫県立工

業技術センター、プレキシィ合同会社） ▶ 

計画通り実施した。 

▶ 

事業終了後も蛍光体開発チームの中での位置

づけは変わらず、構造解析などで高輝度化に貢

献する。 

③UV蛍光体の論理的な設計と評価（国立大

学法人神戸大学大学院工学研究科） 
▶ 

計画通り実施した。 
▶ 

学術的な見地から広く情報収集にあたり、紫

外線蛍光体の高輝度化につながる助言を行う。 

④UV-PTA の改良、試作及び評価（プレキシ

ィ合同会社） 
▶ 

計画通りに実施し、さらに構造の改良に取り組ん

でデバイスの高輝度化を実現した。 
▶ 

蛍光体開発チームと連携して、さらに高輝度

発光するデバイスの開発に取り組む。 

⑤光源ユニットの設計・試作（株式会社ユ

メックス、オリオン電機株式会社） 
▶ 

計画通りに実施した。自主事業で行った神戸大学

医学部での実験データ収集に協力して成果を得た。 
▶ 

 量産時のコスト低減・部品提供業者としての

品櫃保障体制の構築。 

⑥ナローバンド UV-B皮膚治療器の設計・試

作（オリオン電機株式会社・株式会社ユメ

ックス・株式会社サンポー【外注先】・株式

会社シィアイテクノ【外注先】） 

▶ 

計画通りに実施した。事業期間中に発案されたもの

をいち早く実現させて、製品の優位性をより高める

ことができた。 
▶ 

 製造販売業者として、海外展開を見据えた品

質保証体制の構築を行う。 

 競合他社の開発状況をウォッチして、模倣品

の防止・製品の陳腐化の防止に努める。 
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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 

⑦ナローバンドUV-B皮膚治療器用光源とナ

ローバンド UV-B 皮膚治療器の医学的評価

（国立大学法人神戸大学大学院医学研究

科・オリオン電機株式会社） 

▶ 

計画通り実施した。 

▶ 

特になし 

⑧プロジェクトの管理・運営（株式会社ユ

メックス） 
▶ 

事業期間中、2 回の研究推進員会を企画運営し、

事業の円滑進行に努めた。 

 事業の成果について、共同研究体と連携して 2 件

の特許出願を行った。 

▶ 

 当初の事業化計画が予定通り進むように、事

業終了後も共同体の実施状況を注視して、必要

な措置を講じる。 

 海外展開については、民間企業全社が連携で

きるように管理・運営を継続する。 
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1.8 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 

 法規制への対応検討（2014 年 5 月 17 日 ＠オリオン電機株式会社） 

｢医療機器の電気的安全性試験に関する日本工業規格の改正に伴う薬事法上の取扱いについて｣

通知があり、上市するにあたり、電気的安全性試験に関する JIS 規格について開発品への対応を

行った。 

 

 EMC 試験（2014 年 12 月 22 日 @兵庫県立工業技術センター） 

筐体は樹脂カバーで覆う計画であったため、カバーを行わず EMC 試験を行ったところ、エミッ

ション（EMI）試験において、放射ノイズに対する対策を行わなければならない事となった。また

イミュニティ(EMS)試験は１モードだけではあるが、電波に対する影響は出なかった。 

 

 EMC 試験（2015 年 1 月 26-27 日 @兵庫県立工業技術センター） 

対策として配線の仕分け、電気部品はすべて金属筐体の中に入れる対策を行ったが、放射ノイズに

ついては変化がなく、筐体がアンテナになり、放射ノイズが取れない結果となった。原因となる、

ノイズ源が特定できなかった。 

 

 EMC 試験（2016 年 2 月 17-18 日 @北川工業株式会社） 

専門家のいる企業 EMC サイトを借り、アドバイスを受けながらノイズ源を特定した。ノイズ源は

パルス基板であることがわかり、基板に対策を施すこととなった。 

 

 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第三者認証機関でのクラスⅡ、紫外線治療器に

て認証を取得する予定で試験検査を行い、レポート

を揃えて、認証するはずであったが、ＥＭＣ試験の

遅れから、この試験のみになってしまった。 

EMC 試験で問題となった基板からのノイズに対

しては、部品の使いで解決する。 

残りの電気安全性試験については、自社で費用負

担して進める。 

②第三者認証機関に認証に関する相談を行ったと

ころ、国内上市は問題がないが、海外上市に関して

は弊社が予定している JQA においては海外の提携

品質保証機関での契約が関わり、JQAでの認証が海

外に通用する認証とはならないことがわかった。 

日本の認証機関において海外でも通用する機関

もあるので、認証機関の選択は国内上市した後に検

討していくこととなった。 

 

(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） 

事業開始前に先行技術調査を完了しており、抵触事項はない。 
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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 

本事業の成果として、2 月 3 日に 2 件の出願を完了した。それ以前に、基本となる「紫外線照射装置」

の特許について、国内及び米国での登録を完了している。 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

 医療機器の特許については、製造販売業者であるオリオン電機株式会社と、部品の提供業者である

株式会社ユメックス及びプレキィ合同会社の共同出願としており、管理は株式会社ユメックスが行う。 

株式会社ユメックスには、「法務室」があり、模倣品・侵害の情報収集などに定期的にあたる。もし、

模倣品・侵害があった場合には、3 社が共同で対応する旨の契約である。 

 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国内出願特許の登録 拒絶対応などについては、共同出願契約書記載の

ルールで実施。 

②意匠権の取得 医療機器としての意匠権は、オリオン電機株式会

社の判断に委ねるが、取得に際しては管理法人とし

て協力する。 

 

(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 

さらに高輝度発光する紫外線蛍光体の開発に取り組む。 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

本事業期間中に、自主事業で並行して実施している。 

 

 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さらに高輝度発光する紫外線蛍光体の開発 大電株式会社が自主事業として取り組み、兵庫県

立工業技術センターおよび神戸大学工学部が協力

する。 

評価については、プレキシィ合同会社及び株式会

社ユメックスが協力する。 

 

(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 

国内販売は、製造販売業者であるオリオン電機株式会社のチャネルを使う。 

当初の事業計画通り、大電株式会社はプレキシィ合同会社に紫外線蛍光体を供給、プレキシィ合同会
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社は株式会社ユメックスにＵＶ-ＰＴＡデバイスを供給、株式会社ユメックスはオリオン電機株式会社

に皮膚治療器用光源デバイス（電源を含む）を供給する。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

部品び関しては、各社が納入先に対して責任を持つて対応する。 

 QMS 等の品質保証体制 

製造販売業者であるオリオン電機株式会社が構築する。国内は問題ないが、海外展開を見据えて、Ｉ

ＳＯ13485 取得などに計画的に取り組む予定である。 

 広報・普及計画 

本事業の共同研究体である、神戸大学医学部を通じて国内外の学会で成果発表をお願いしている。学

会併設展示を通じて広報・普及を図る。 

 

 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海外展開する際の販売体制を確立する。 製造販売業者であるオリオン電機株式会社は、海

外販売の経験がないため、ＪＥＴＲＯなどの支援を

受けて海外の医療機器取扱業者を探すとともに、社

内に体制構築を図る計画である。 
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1.9 3 年間の委託事業の実施経過 

1.9.1 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 難治性の皮膚疾患であるアトピー性皮膚炎や白斑、乾癬などの治療に用いられる光線治療器にお

いて、現状では全身照射型と部分照射型の 2 種類が使い分けられている。そのため医療現場におい

て、患者の動線の無駄や待ち時間の負担、医療従事者の負担が多い。本研究開発では 1 台で全身照

射と部分照射の両方を可能にし、且つ光量調整も可能にする紫外線治療器を開発することにより、

患者と医療従事者負担解決を図る。 

変更後 変更なし。 

 

(2) 機器スペック・ビジネスモデル 

変更前 照射選択エリアを、10cm×10cmから 5cm×5cm→3cm×3cm と実現して、より小さい範囲を分割照射

できるようにする。 

全身照射型を基本に、約 180cm程度の範囲を照射できる大型の装置を開発する。 

変更後 照射選択エリアを、10cm×10cm として製品化することとした。 

医療機器をユニット化して、1 ユニットを基本に 3 ユニット並べることにより、変更前の大きさも実現する。 

発光素子の構成上、当初の計画を達成することは技術的に可能であったが、現場の医師からのヒヤリ

ングにより 3cm×3cm の照射選択までは不要と判断した。機器が複雑になり、また製造コストも高くな

るため、競合製品の市場価格なども考慮して計画を変更した。 

販売ターゲットを個人開業医として、１ユニットの医療器販売。拡張性を持たせて、３ユニットを接

続すると大病院にも販売可能とした。 

(3) 事業化体制 

変更前 光源開発のため、プラズマチューブアレイの技術を持っていた篠田プラズマ株式会社をものづく

り中小企業としてコンソーコンソーシアムを組織していた。 

変更後 光源開発のため、プラズマチューブアレイの技術を継承して研究開発を継続するプレキシィ合同

会社をものづくり中小企業としてコンソーシアムを改組した。 

篠田プラズマ株式会社は、平成 25 年 11 月に事業停止したため、平成 25 年度の事業は一部をオリオン

電機株式会社が継承して最終成果物を完成させた。 

 平成 26 年 2 月に、プラズマチューブアレイの技術を継承して研究開発を行うプレキシィ合同会社が

設立されたため、コンソーシアムを改組して事業を継続した。 

(4) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

変更前 当初の計画では、平成 26年 8月頃に薬事申請する予定であった。 

変更後 製品の機能など完成度を高めるために平成 27 年 2月に変更した。 

EMC 試験の前試験で問題が発生しており、年度後半から対応を継続しているところである。 

 

1.9.2 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 既存の紫外線治療器と同様に、「認証」で

良いのかを事前に認証機関に相談するよう

に指導された。 

平成 24 年度の事業開始直後に、数箇所に

相談したうえで事業を進めてきた。本事業

の製造販売業者であるオリオン電機株式会

社は、紫外線治療器の JIS 規格策定メンバ

ーの主査であり、情報は正確で豊富である。 
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領域 指摘事項 対応 

知財対応 対応を急ぐように指導があった。特に意

匠面に魅力があるとの意見もあり。中国は

実用新案でもいいので知財化を進められ

た。 

インターフィスおよびデバイスで 2 件の

知財化を検討し、平成 27 年 2 月に出願を完

了した。 

技術・評価面 特になし。 特になし 

その他事業

化全般 

国内上市以降、海外展開するうえで時間

がかかりすぎではないかとの指摘を受け

た。 

本事業の製造販売業者であるオリオン電

機株式会社では、国際基準となる ISO13485

取得に向けての体制整備、JETRO などの支

援を受けて提携企業を探すほか、薬事コン

サルタントからの紹介を受けて販売体制の

検討を進めていく。 

投資回収計画について説明を求められ

た。 

本事業で事業化する製品は、国内販売だ

けは投資回収は困難であり、海外展開は必

須。別紙、委託事業終了後の計画に沿って

進める。 

 

1.9.3 （参考）採択条件への対応状況 

指摘事項 対応 

該当なし 該当なし 
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1.10 平成 27 年度以降の事業化計画 

一番重要な課題は、海外上市を目指して薬事申請を進めるにあたり、その体制を整備することである。 

 

領域 検討・実施すべき事項 

薬事申請 国内は問題ないが、海外での上市の際には経験不足は否めず、JETRO などの協力を得な

がら進める。 

知財対応 本事業の成果はすでに出願済みである。今後は、模倣品に対応できるように、製造販売

業者での知財対応体制の構築が課題である。 

技術・評価面 紫外線発行強度の向上は永遠のテーマである。強度が向上すると、より短い時間での治

療が可能となる。 

その他事業

化全般 

平成 27 年 5 月末開催予定の、日本皮膚科学会にて、事業の成果を発表するとともに成

果物の併設展示を企画している。 

以降、海外でも学会発表や展示会を通じて宣伝活動を行う。 
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1.11 3 年間の委託事業の振り返り 

1.11.1 自己評価点 

B：当初目標を達成した。 

 

 

1.11.2 自己評価理由 

技術面については目標を達成し、最終成果物の完成につなげた。また、知財化を進め、競争力を担保

した。定期的な打ち合わせによりコンソーシアム全体で情報を共有化して、各社の課題を確実に解決し

た。機器に使う光源の医学的評価の裏付も取れた。 

事業化については、不可抗力が働く中薬事申請の時期が遅れたが、共同体同士のカバーにより乗り切

ることができた。 

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。 ○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。 △一部
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。 △一部
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。 ×不十分
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。 ○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。 該当せず
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。 ○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。 △一部

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。 △一部
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。 ×不十分
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。 △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。 △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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(1) 技術面および事業化面から 

光源の重要な開発要素の 1 つである紫外線発光蛍光体については、コンソーシアムの中に「蛍光体開

発チーム」を組織して、企業・大学・公施試が一体となった開発に取り組み成果をあげた。 

発光素子開発からユニット開発、医療機器への展開までは、製造販売業者が現場から集めた情報を活

かして、よりユーザーサイドの立場からの開発ができた。 

医学的評価については、実験用の装置を 2 台準備してより多くの信頼性のあるデータを取得すること

ができた。伴走コンサルや有識者委員会で指摘されたことやアドバイスされたことに対して、即座に対

応した。 

特に知財化において、個別伴走コンサルを受けたこと。薬事についても、より慎重な対応をした。知

財のアドバイスを受けて、年内の出願を進めた。 

 

1.11.3 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 

考えられるベストの組織体で事業ができた。 

(2) 事業の進め方 

海外戦略については、早い段階からのマーケティングなどを進めておくべきであった。 

部材供給する企業についても、製造業認可の取得挑戦など、長いスパンでの事業計画を立案すべきで

あった。 

(3) その他 

事業管理法人である株式会社三菱総合研究所様をはじめ、伴走コンサルでお世話になった方々には、

事業が難航している時、いろいろとアドバイスを頂き感謝しております。 

本当にありがとうございました。 

 

1.12 事業に関する連絡窓口 

 

株式会社三菱総合研究所 人間・生活研究本部 

〒100-8141 東京都千代田区永田町二丁目 10番 3号 

電話: 03-6705-6159 / FAX: 03-5157-2143 / E-mail: 26m-kiki@mri.co.jp 
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