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1. 事業の概要 

超音波画像診断装置を小型化し、看護師がベッドサイドで聴診器のように簡便に使用できるようにす

る。看護師業務は主観と経験によるところが多く、正確性を向上させる必要があり、在宅においては高

度な判断が求められるため、より低侵襲で安全に、かつ正確なアセスメントを実現できるツールが必要

となる。本事業において、看護・医療の現場で必要とされる機能を 1 台でカバーする携帯型超音波画像

診断装置の開発・実用化を目指す。 

 

 
昨年度からの変更点は、以下のとおりである 

(1)東レ・メディカル（株）を製販企業として第三者認証機関との薬事申請に関わる業務を担当することを追加

するとともに、プロジェクト全体としても責任分担を広げた体制に変更 

(2)大阪医科大学を事業管理機関に変更 

(3)(2)に伴い、大阪商工会議所をアドバイザーとして参画 

携帯型超音波診断装置の開発

看護師が現場で使える携帯型超音波診断装置の開発・事業化
ミユキエレックス（株）、（株）クラフティ、（株）ゴビ、東レ・メディカル（株）、熊本大学、大阪大学、大阪医科大学

H27-202

医療現場で使い易く、より正確に

看護の日常業務をサポートする生体観察機器

ミユキエレックス：測定計測技術でコア部分を担当

 看護の日常業務は、個々の看護師の主観と経験
に対する依存度が高いという問題がある。

 このような状況で、看護師が高精度で客観的な生
体観察器を駆使できることは、ケアサービスの質向
上に直結し、対象者の安全を確保できる。

 ケーブルレスのために、清潔で使い勝手がよい。
 これまでのものとは異なり、表在部（３cm以浅）か
ら深部（5cm以深）まで描出できる装置であり、優
れた画像解像により正確な判断が可能である。

 バッテリー稼働時間が2時間であり、一度に数件を
回る訪問看護において有用である。

Class Ⅱ
（想定）

医療機器製造業の許可を取得しており、筺体の設計や
回路設計等のコアとなる部分を担当する。
過去に薬事承認申請の経験もあり、CEマーク（欧州）、
CCCマーク（中国）等の海外企画医療機器の開発、認
証取得、製造も可能である。

図１

写真１

平成27（2015）年9月時点

製品特長のイメージ：小型
化および使いやすい形状を
実現。

看護師が病院施設内、
また訪問看護時にお
いて常に携帯でき、ポ
ケットから取り出して
迅速かつ簡便に使用
可能にするために、非
常にコンパクトで、シ
ンプルな一体型構造
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1.1 事業の目的 

超高齢社会における医療および介護のニーズに応えるために、医療従事者の役割は大きく変化してい

くと予想される。既に平成 25 年 11 月厚労省通達により看護の医行為が認められ、平成 27 年より看護

師の「特定行為」導入によって、医療における看護師の裁量が大きく拡大されるようになる。さらに、

ケアサービスが医療施設から地域・在宅へと移行する中で、診療の場所を問わず、患者の健康状態を把

握し適切かつ迅速で安全な看護ケアを提供することが求められる。 

 

看護の日常業務は、個々の看護師の主観と経験への依存度が高いという問題がある。このような状況

で、看護師が高精度で客観的な生体観察機器を駆使できることは、ケアサービスの質向上に直結する。

特に、超音波画像診断装置は、生体に負担がなく比較的容易に体内の様子を観察することが可能である。

現在、超音波画像診断装置による診察は、医師、歯科医師の他にも、医師から指示を受けた看護師や臨

床検査技師、診療放射線技師などが行うことができることになっているが、超音波画像診断装置は診断

という名称が使われていることから、敷居が高いと感じ看護師に十分に普及されていなかった。しかし、

平成 27 年より看護師の「特定行為」導入によって、看護師も医師と同様に腹部、心臓等、様々な部位

の診断が可能となり、看護師にとって超音波画像診断装置を駆使する状況が確実に増える。さらに、高

齢化等に伴う医療需要の拡大も伴って、超音波画像診断装置を使用する医療従事者は大幅に増加すると

予想させる。 

 

我々が実施したマーケティング調査によれば、看護の現場における超音波画像診断装置には、下記の

通り、「医療安全の向上」に資する具体的なケア技術改善が見込まれる。 

 

（１） 静脈穿刺時のアシスト、静脈留置カテーテルの位置確認、点滴等による薬液漏出の確認（誤穿

刺予防、薬液流出による皮膚障害の予防） 

（２） 経鼻胃管カテーテル挿入の確認（肺への誤注入を予防） 

（３） 残尿測定・膀胱内部の混濁物、血腫などの確認、膀胱留置カテーテルのバルーンの確認（膀胱

壁損傷予防）また、全般的な看護アセスメントとして汎用的に看護業務全体で利用することが

できる。 

（４） 便秘状態の確認→薬剤・浣腸の判断 

（５） 褥瘡の深達度によるケア方法の選択、壊死の確認および壊死除去（デブリードマン）を判断す

るための血流評価など 

（６） リンパ浮腫の複合的理学療法後の評価 

 

従来、高画質な超音波画像診断装置は非常に大きく、また高価であったため、訪問看護などにおいて

使うことは困難であった。しかし近年、海外メーカーを中心にコンパクトな携帯型超音波画像診断装置

が開発・販売され始め、国際的にも新たな市場が生まれつつあり、我が国は全く立ち遅れているのが現

状である。 

そこで、申請者らは携帯型超音波画像診断装置を開発することとした。 

 

携帯型超音波画像診断装置における先行他社製品は、以下の課題を抱えている。 

① コンパクトではあるが本体とプローブが分離しているため、看護における使い勝手が悪い。 

② 臓器深部などのアセスメントを目的としているため、静脈穿刺の際に必要な表在付近の診察が

不可能である。 

③ コンパクトであるために画像解像度が犠牲にされており、正確な診察が行えない。 

④ バッテリーが長持ちしない。 

⑤ 断層画像だけでなく、俯瞰画像による診察可能なことが望ましい。 

 

これらの課題を本開発事業においてそれぞれ解決し、医療現場のニーズに的確に対応した製品を、薬

事申請を行い、上市することを目指す。 
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1.2 事業の実施体制 

事業管理機関：学校法人大阪医科大学 

PL： 中島 隆 （ミユキエレックス株式会社） 

SL： 松尾 淳子（学校法人大阪医科大学） 
共同体： ①ミユキエレックス株式会社 

  ②東レ・メディカル株式会社 

  ③株式会社 KRAFTY 

  ④株式会社ゴビ 

       ⑤国立大学法人大阪大学 

  ⑥国立大学法人熊本大学 

  

 

1.3 最終製品（＝事業化する医療機器） 

(1) 事業化する医療機器の概要 

 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 眼で診る聴診器(仮称) 分類名称（一般的名称） 汎用超音波画像診断装置 

対象疾患 

褥瘡、嚥下障害、便秘、静脈

の可視化が出来ない患者、静

脈留置カテーテル留置中の

方、人工肛門保有者 

届出／認証／承認 認証 

想定される販売先 医療機関(看護師) 新／改良／後発 後発 

使用目的又は効果 超音波を用いて体内の形状、性状又は動態を可視化し、画像情報を診断のために提供する。 

薬事申請予定者 東レ・メディカル株式会社 医療機器製造販売業許可 13B1X00015 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

ミユキエレックス株式会社 医療機器製造業許可 27BZ006043 

 業許可  

 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 

薬事申請時期   

上市時期   

想定売上（上市後 3年目） 16億円／年 19億円／年 

市場規模（上市後 3年目） 160億円／年 1788億円／年 

想定シェア（上市後 3年目） 10％ 1.06％ 
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 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

[製品イメージ] 

本事業において、高周波と低周波の 2 つのプローブを備えた「表在 + 深部兼用のポータブル超音波画

像診断装置」を開発・実用化を目指す。 

 

 [表在 + 深部] 

先行の携帯型超音波画像診断装置は、心臓・腹部など深部のみに測定部位が制限されるため、1 台であ

らゆるニーズに応えることができない。そこで、本事業開発品により看護・医療の現場で求められる、

表在付近と深部の両方の観察を可能にした。 

ひとつの装置によって表在付近と深部両方の診察ができれば、看護の幅広い業務の中で、穿刺の際の

正中皮静脈の観察だけではなく、便秘やガス貯留の評価、残尿の定量化、褥瘡の深達度評価、創傷の治

癒経過評価、リンパ浮腫の確認などが可能になり、患者の状態を詳細に観察し、より多様な状況に対応

することができる。また、看護だけでなく、医師や救命救急や被災地での診断ツールとして幅広い用途

に使用が可能となる。 

 

[コンパクトなコードレス設計] 

 本開発製品は、看護師が病院施設内、また訪問看護時において常に携帯でき、ポケットから取り出し

て迅速かつ簡便に使用可能にするために、非常にコンパクトで、シンプルな一体型構造であることが必

須である。先行他社製品は、コンパクトであってもプローブと本体との間がケーブルで接続されている

製品がほとんどであり、その点において看護の現場でのマーケティング調査でも「コードレス」を求め

る声が多かった。そこで、本開発製品は プローブと本体を一体化することにより、先行他社製品で指摘

されていた問題点を解決した。 

 

[スマートフォンの活用] 

一方、プローブ部、本体部、モニター部などを全て一元的に開発・製造すると、技術的な負荷とコス

トが高くなってしまうため、プローブ部と本体基板部のみをひとつのユニットとし、演算部やモニター

（UI 含む）部は、スマートフォンを利用する製品コンセプトにした。なお本製品では、製品供給の継続

性や，製品自体の耐久性を考慮し、専用のスマートフォン「京セラ トルク」(米国国防総省の調達基準

（MIL-STD-810G）の 11 項目 （Dust(粉塵)、Shock(落下)、Vibration(振動)、High Temperature(高温)、

Low Temperature(低温)、Blowing rain(風雨)、Low pressure(低圧)、Solar radiation(太陽光照射)、Salt 

fog(塩水噴霧)、Humidity(湿度)、Immersion(浸漬)）に準拠した試験を実施。※メーカーホームページよ

り抜粋)を選定した。本スマートフォンについては、動作検証を行なった本製品専用アプリのみを搭載し、

外部通信も制限しているため、スマートフォンに関する障害を最小限に抑えるべく、開発を行なってい

る。 

モニター部分にスマートフォンを使用することで、ジャイロ機能を活用し、本体をひっくり返すと部

位に接触したプローブが動作することにより、簡単に浅い部分と深い部分の観察モードを切り替えるこ

とができる。 

また、このように UI 部に携帯端末を使用し、さらに本体とセパレート可能な構造を実現することで、

幅広い利用シーンに対応可能とした。 

 

[リニア型・コンベックス型の兼用] 

現在、携帯型超音波画像診断装置でリニア型プローブを採用した先行他社製品は存在しない。表在付

近を観察するのに適したリニア型プローブは、本事業開発製品の最大の特徴の一つである。また、本事

業開発品は表在付近観察用のリニア型プローブだけでなく、深部観察用としてコンベックス型のプロー

ブの両方搭載しており、1 台で表在～深部の広い画像エリアをカバーすることができる点において他社製

品との差別化を図った。 
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[低周波・高周波の切り替え機能] 

超音波では、一般に周波数が低い（波長が長い）と距離分解能が低いが、減衰は小さい。つまり、総

じて鮮明度には欠けるが、より深い部分の画像化が可能である。逆に、周波数が高いほど距離分解能が

高く、減衰は大きくなる。つまり、浅い部分できわめて鮮明な画像を得やすい。したがって、本開発製

品においては、まず高周波域での超音波出力の実現を優先させなくてはならない。 

超音波画像診断装置における周波数域の決定は、プローブのスペックと送受信回路のハードウェアと

ソフトウェアに依存する。まず、高周波出力が可能なプローブを選択・購入し、それに対して送受信回

路（アナログおよびデジタルフロントエンド）を構築していく必要がある。 

 看護の幅広い業務に応じる機能を実現するために、表在部と深部両方の診察が可能な、高周波域と低

周波域のふたつをカバーする製品が必要である。そのため、高周波７～10MHZ 用と低周波 3MHｚ用の

二つのプローブを装着し、本体基板は一枚として、プローブ 2 個搭載機構での両機能切り替えを検討し

た。 

さらに看護師向けとしてユーザーフレンドリーなヒューマンインターフェースを実現するため、本事

業開発製品の最大の特徴の一つで「プリセット」機能を充実し、検査部位をタッチするだけで、自動的

にその検査に必要な各種設定が可能になるようにした。 
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(2) 市場性（想定購入顧客） 

 1) 当該機器等の市場性及び医療現場で期待される波及効果 

 ① 提案する機器の想定顧客 

・初期ターゲットを看護師とし、対象患者としては静脈の視認困難患者、褥瘡患者、嚥下障害をもつ 

患者、便秘や排尿障害をもつ患者などを想定している。 

仮に看護に限ってニーズ全体を概観した場合、外来患者数：550 万人、入院患者数：1,300 万人、老 

人保健施設入所者数：22 万人、訪問看護利用者数：31 万人のアセスメントに必要とされる。 

・上市後は看護師だけではなく、医師や臨床検査技師等の医療従事者全てに対象を広げていく。 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

販売先としては、訪問介護事務所、介護保険施設、一般診療所(無床・有床)、小規模病院、中規模病院、

大規模病院を想定しており、これらの施設数は約 14 万施設（平成 22 年度）と大きな市場が見込まれる。 

 

 
超音波診断装置の市場は、「非侵襲性」「大掛かりな設備が不要」「高い汎用性」という三つのポイント

から、年々成長している。全世界の超音波画像診断装置の市場規模は、市場調査報告書によると 2009 年

に 4,500 億円、2014 年には 5,300 億円となっており、中でも、携帯型の超音波診断装置市場については、

年率 10%以上の成長を達成している。 

 超音波診断装置を製品タイプによって分類した場合、高機能型、ノートブック型、コンパクト型、

プローブ型に 4 分類される。（下図参照）中でも近年、コンパクト型の市場が拡大している。 

 

 
 

訪問介護事務所 26,889 施設
介護保険施設 11,938 施設
一般診療所(無床) 89,204 施設
一般診療所(有床) 10,620 施設
小規模病院 3,232 施設
中規模病院 4,978 施設
大規模病院 460 施設
合計 147,321 施設
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[国内市場] 

 国内の超音波診断装置市場について調査をしたところ、2013 年実績で 11,500 台 480 億円、2020 年

には 13,600 台 480 億円と予想される。台数の伸びに対して金額ベースで伸びが鈍化するのは、高価格の

高機能型の市場成長率が低下しているのに対して、低価格のコンパクト型の市場成長率が高まってきて

いるためである。これは、コンパクト型に対する市場のニーズと期待の高さを示しており、我々のター

ゲットとする市場である。 

国内市場についての調査結果を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[海外市場] 

 海外市場に関しては、人口動態からもアジア各国が大きく成長することが見込まれており、特に中

国とインドがその成長を牽引することは確実である。日本製の超音波診断装置のアジア市場におけるシ

ェアは高く、日本国内の薬事許可があれば、各国への申請時に有効になることから、本開発製品の海外

展開の足掛かりとして、アジア市場での展開が理想的だといえる。 

 また、本開発製品は、携帯型の超音波画像診断装置に分類される中でも、さらに小さい手のひらサ

イズのもので、大掛かりな設備がない場所で利用できることが最大のメリットとなる。大病院が大都市

に集中する新興国において、中小規模のクリニックにも導入しやすい価格帯やレンタルなどのシステム

を提供すれば、高機能型よりもさきにコンパクト型を導入することが可能となり、携帯型の超音波画像

診断装置としてデファクトスタンダードを獲得できる可能性が高いと見込んでいる。 
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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 

 ① 競合企業 

従来、高画質な超音波画像診断装置は非常に大きく、また高価であったため、訪問看護などにおいて

使うことは不可能であった。しかし近年、海外メーカーを中心にコンパクトな携帯型超音波画像診断装

置が開発・販売され始め、国際的にも新たな市場が生まれつつあるが、我が国は全く立ち遅れているの

が現状である。 

世界におけるシェアを見ても、高機能製品を含む超音波画像診断装置全体の市場では、国内メーカー

の日立アロカや東芝がそれぞれ 10％以上のシェアをもつが、携帯型超音波画像診断装置市場では圧倒的

なシェアをもつ GE ヘルスケアを中心に、海外メーカーが占めている。 

このような状況から、本事業開発品の海外戦略は日本製の携帯型超音波画像診断装置のシェア拡大に

つながるといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 競合商品について 

競合製品として、市場にいくつかの携帯型超音波画像診断装置が発売されている。以下に、本開発製

品の目標値と既存製品との比較表を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品名 会社名
連続使用時

間
走査方式 プローブ形状 画像化法 モニタ 周波数帯域 価格

サイズ(高さ、幅、

厚み)mm
重量 部位

本開発製品 東レ・メディカル 180分以上 電子 リニア＆コンベックス
Bモード、カ

ラードプラ

なし

(スマートフォン

を利用)

コンベックス：

3MHz、

リニア：7～

10MHz

100万円 150×65×40 300g 腹部、体表面

Vscan Dual ProbeGEヘルスケア 60分 電子 リニア＆セクタ
Bモード、カ

ラードプラ
3.5インチ

セクタ：1.7〜

3.8MHz、

リニア：3.4～

8.0MHz

98万円（税別）

（本体）135×73

×28

（プローブ）129ｘ

39ｘ28

436ｇ

セクタ：心臓、腹部、

婦人科、肺

リニア：血管、軟組

織、肺

Vscan 1.2 GEヘルスケア 90分 電子 セクタ
Bモード、カ

ラードプラ
3.5インチ 1.7〜3.8MHz 75万円（税別） （本体）135×73×28390ｇ 腹部、心臓、産婦人科系、小児科系

SONIMAGE P3 コニカミノルタ 120分 メカニカル 環状セクタ

Bモード、　M

モード、　PW

（パルスドプ

ラ）モード

2.7インチカラー

LCD（タッチディ

スプレイ）

3〜5MHz 70万円（税別） 115×68×20 392g 体内臓器の形態や動き、内臓出血や腹水、胸水の有無、血管の様子
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携帯型超音波画像診断装置市場の火付け役となったのは、GEヘルスケア社から販売されている「Vscan」

である。この製品は、寸法が 135mm×73mm×28mm で、重さは(プローブと電池を含めて)390g であり、

従来の携帯型超音波画像診断装置(モニター付きの PC のような形状のもの)に比べて、相当軽いことが製

品の特徴となっている。本製品は新しいバージョンとして「Vscan DualProbe」という製品が発売され

ている。DualProbe 版はリニアとセクタのプローブが用意され、深部と浅部の両方を見ることができる

製品である。また、価格についても 98 万円と業界平均価格に比べて非常に安い価格で提供している。ダ

ブルプローブという製品仕様上、競合製品となりうるが、プローブの幅が狭いといった大きな問題点が

あり、本事業開発製品は技術的優位性を有している。 

2013 年に豪・米・欧で販売開始された Signos は、同年コニカミノルタに Sonimage P3 として OEM 提

供し、日・中・印・米での販売に合意した。小型かつ 392ｇと軽量で、バッテリーも 120 分と比較的長

く、価格も約 70 万円で低価格のため、本開発製品にとって脅威となるが、カラードプラの機能が無い。

また、Vscan（1.7～3.8MHz）よりも周波数帯域が高い(3～5MHz)ため比較的浅い部分も計測できるが、

表在直下に存在する血管や神経は見えない。 

 

 ③ 市場獲得のための障壁 

市場調査によれば、今後コンパクト型の超音波画像診断装置の市場は成長すると予想されているが、

その市場には表在部分を見ることができる先行他社製品は存在しないため、ユーザーにとってコンパク

ト型 1 台ではあらゆる用途に対応できないという不満があるのが現状である。 

したがって、競合が存在しない未成熟な市場であることこそが市場獲得のための障壁であり、新しい

市場を創造していかなければならない。市場が確立していない現況で、この市場を席巻するためには、

具体的に以下の障壁があることを認識している。 

・看護師が超音波画像診断装置に慣れていない。 

・表在部分を見られることがどれだけ便利になるかを理解していない。 

 

これらの障壁を打破するために、それぞれ以下のような対策と戦略を計画している。 

・看護師への教育と啓発活動 

看護における超音波画像診断装置の普及を促進するため、看護師を対象とした操作のトレーニング

や超音波機器を看護ケアに生かすためのセミナーを行うことで市場を開拓する。また、看護学校など

教育の現場で超音波診断装置の使用方法をカリキュラムに取り入れるよう、学会でも働きかけを行う。 

・看護師の日常業務や在宅看護における超音波画像診断装置の導入メリットを訴求 

本事業開発品が目指す、表在部(1～3cm)を見ることができる超音波画像診断装置を使用することに

より、ケアサービスが充実することを理解してもらうことが必要である。 

マーケティング調査では、看護（在宅）の現場における超音波画像診断装置は、表在部(1～3cm)と

深部（5cm 以深）の両方が見られることが重要であることが判明した。 

表在部から深部まで描出範囲を 1 台でカバーでき、看護（在宅）に最適なコンパクト型の超音波画

像診断装置として本事業開発品が認知されるよう、導入メリットをアピールしていく。 

 また、今後、看護師の「特定行為」導入により、超音波検査を必要とする項目が義務化されれば、

本事業開発品に対する需要がさらに拡大すると予想され、市場獲得の障壁を取り除く追い風となる。 

 

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

 ① 競合製品に対する差別化ポイント 

本事業開発製品と仕様面・機能面で競合との差別化を図るためには、いつでもどこでも使えるコンパ

クトサイズでありながら、下記のすべての要素を満たすことが重要となる。 

そこで、本事業において以下の特長をもった製品を開発する。 

 

特長 1：コンパクトかつ一体型であること 

本開発製品は、医師・看護師が常に携帯でき、ポケットから取り出して迅速かつ簡便に使用可能にす

るために、非常にコンパクトな寸法と重量（300g 程度）、シンプルな構造で、かつプローブと超音波画

像診断装置がコードレス（一体型）であることが必須である。特にプローブを本体と一体型にする点に
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おいては技術的課題が大きいため、他の競合製品はすべてプローブと超音波検査機器本体がバラバラで、

一体化されたものはない。コンパクト・軽量・一体型の全ての課題をクリアし、先行の他社製品よりも

使い勝手を重視したものづくりを目指す。 

 

特長 2：ポータブルかつ表在と深部の両方観察可能 

本事業において、高周波と低周波の 2 つのプローブを備えた「表在 ＋深部兼用のポータブル超音波画

像診断装置」を開発し、看護・医療の現場で求められる表在と深部の両方の診察を可能にする。 

先行他社製品は低い周波数のコンベックス型、セクタ型のプローブのいずれか 1 つを採用しているた

め、扇型のスキャン面のため表在の観察に不向きである。また GE が発売した VscanDualProbe はプロ

ーブ幅が狭いため、必然的に撮像領域が狭くなる。これに対し、本開発製品では、長方形のスキャン面

で表在の画質が良好なリニア型プローブを１つ使用し、穿刺時の静脈・動脈・神経の観察だけでなく、

リンパ浮腫の確認、褥瘡の死腔確認などの近距離の観察が可能である。また、2 つ目のプローブには腹部

超音波検査として最も一般的なコンベックス型を採用し、深部観察にも対応できるようにする。 

 

特長 3：高精度な画像 

より正確な診察を行うには、優れた画像解像度が求められる。しかし、携帯可能なコンパクトさを追

求した場合、先行他社製品では、ハードの性能の制約により画像スペックが犠牲にされることが多かっ

た。 

本開発の初期ターゲットを超音波画像の読み取る訓練を受けていない看護師でも簡単に使用できるこ

とを目標としているため、画質は大変重要な要素となる。 

本事業開発製品の仕様検討のために競合製品での測定データを集め、画像や精度の比較検討を行った。 

 

 

特長 4：長時間の稼働 

超音波診断装置を看護師が携帯して、訪問看護により一日 2〜3 軒を回る場合、3 時間の連続使用時間

が必要となる。既存製品では、最長でも 120 分であり、十分な時間が確保できていない。そこで、本開

発製品では、180 分以上を実現することで、一回の充電でより長く使えるようにする。この点は、訪問看

護におけるワークを効率化するだけでなく、救急時、災害時にも有効である。 

 

以上のことから、本体とプローブの一体型で、小型化しつつ、高画質を追及する本事業開発製品は、

様々な点で高度な技術を要求される。すなわち、他の先行他社製品にはない機能的優位性を訴求できる

製品となる。 
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1.4 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 

薬事申請を行い、上市の予定である。 
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 1) 投資回収計画 

 ① 投資計画 

 「(1)委託期間後を含めた事業計画の概要」に記載した計画を踏まえて投資計画を記載した 

（数値は非公開）。 

 開発投資(~H28) 費用 

 自己負担開発経費 

 委託事業終了後の費用 

 ② 回収計画 

  以下の点に基づき回収計画を策定し、投資回収が可能であることを試算した（数値は非公開） 

 日本における市場規模は 160 億円（平成 32 年時点）海外では 1788 億円（平成 34 年時点）程

度と推察している。 

 投資費用に対して回収できる売上を見込むことが出来ている。 

 看護師が簡易型超音波診断装置を使う場面が、病院内だけでなく介護現場へも拡大し市場が広

がることを期待する。 

 

1.5 事業化に向けた検討結果 

(1) 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”   

販売については、医療機器製造販売業者として、東レ・メディカル株式会社が自社の販売網を活用し

て、全国の医療機関に直接・間接的に販売を行う。また、東レグループの海外での販売網を活用するこ

とにより、上市後、ターゲット市場へのスムーズな参入が可能となる。 

 

上市後は、日本超音波医学会を通じて、看護師だけではなく、医師や臨床検査技師等の医療従事者全

てにアピールすることにより、より広いターゲットを狙う予定である。 

また、用途を限定したシングルプローブ品の追加、機能限定廉価版の上市を検討し、コンシューマー

分野への参入を計画する。 
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 2) ビジネス体制 

相談

申請

医療機関

大阪医科大学
•事業管理
•看護師への普及活動

製販企業
第1種医療機器製造販売業［13B1X00015］

東レ・メディカル (株)
•製造販売
•販売

第三者認証機関（ARCB）

助言

承認

顧客
（国内、アジア）

製造企業
医療機器製造業[27BZ006043]

ミユキエレックス(株)
• 製造、改良設計

事業管理機関

PL 中

上市後のビジネス体制

平成27（2015）年12月時点

（株）ゴビ

アドバイザー

日本電波工
業(株)

助言

（株）KRAFTY

アドバイザー

マイクロソ
ニック(株) アドバイザー

大阪商工会
議所

アドバイザー

熊本大学

外注

助言

助言
助言

外注

 
 

(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 安全性試験の評価方法の確立 

認証機関に相談し評価方法を確立する。 

 第三者認証機関の選定。認証基準への適合性評価。 

認証機関を選定し、認証基準への適合性を確認する。適合しない場合は、PMDA承認となる。 

 

 2) 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） 

  特許事務所と連携し、特許出願内容を検討する。 

 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 

 特許事務所と連携し、権利範囲を保護できるよう意匠出願についても検討する。 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

上市に向けて商標を検討し出願を行う。 
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 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

 他社競合品情報を常時調査し、本開発品の特徴、競争力を担保できているかを明確にしておく。 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

東レ・メディカルの薬事部および第三者認証機関と緊密に連携し必要な情報を収集する。 

 

 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

  東レ・メディカルによる市場調査に基づき販売計画を作成する。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

 東レ・メディカルの販売体制に基づき耐性を構築する。 

 QMS 等の品質保証体制 

 製造販売会社である東レ・メディカルと製造会社であるミユキエレックスと連携し品質を確保する。 

 広報・普及計画 

 東レ・メディカルの販売戦略に基づき実施する。 

 

 5) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策（まとめ） 

領域 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

薬事 

① 安全性試験の評価方法の確立 

② 第三者認証機関の選定。認証基準への適合性

評価。 

① 認証機関に相談し評価方法を確立する。 

② 認証機関を選定し、認証基準への適合性を確

認する。適合しない場合は、PMDA承認となる。 

知財 

① 基本的な構造に関する特許出願の検討 

② 商標出願の検討 

③ 意匠出願の検討 

 

① 特許事務所と連携し、特許出願内容を検討す

る。 

② 上市に向けて商標を検討し，出願を行う。 

③ 特許事務所と連携し、意匠出願を検討する。 

技術 ・

評価 

① EMC,耐久性試験の評価方法の確定 

② 取説・リスク分析の作成 

 

① 外部機関に委託し評価方法を確定する。 

② 取説・リスク分析について認証機関に相談し

作成する。現在、簡易マニュアルとともに取

扱説明書を作成している。 

その他

事業化

全般 

① 販売計画作成 

② 海外展開 

 

 

 

① 東レ・メディカルによる市場調査に基づき販

売計画を作成する。 

② 中国、インド等のアジア中心に、海外展開を

探索する。 
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1.6 平成 27 年度委託事業の成果概要 

(1) 委託事業の事業概要 

平成 27 年度においては、平成 26 年度に試作した量産試作機ベースに、ソフトウェアの作り込みやハードウェアの検証を行い、最終製品まで仕上げ

ることを目標とする。またユーザー求評等を行うことにより、より現場のニーズを反映した製品として完成させる。その後外部試験(安全性、EMC等)

等の薬事申請準備を行い、機器認証申請を目指す。 

 

(2) 委託事業終了時までに完成する試作品の概要 

試作品名 概要 

量産試作機 ① 量産試作機開発 

・市販試験機による製品条件検討： 市販プラットフォーム機を借用し、送信・受信チャンネル数や方法の最適

条件の検討を実施し、製品機に反映させる。 

・筐体設計： 量産試作機の外形・ケースを設計、製作する。 

・設計製作： 前年度製作した基板専用のソフトウェア（FPGA 設計を含む）を設計、製作する。 

・設計検証： 前年度製作した量産試作機の各部の設計に対して設計どおりの性能が実現できているかを検証す

る。 

・取説・リスク分析作成： 設計当初からリスクマネジメントを実施するとともに、安全性試験に必要な資料を

作成、準備する。 

 

② UI 部開発 

(a)Android アプリケーションの改良： ユーザーヒアリングの結果を受けて、UI 部を改良することでアプリケー

ションとしての使い勝手を向上させる。 

(b) iOS 技術検討： これまで Android 端末向けにアプリケーションの開発を進めてきたが、今後幅広いユーザー

をターゲットにするために、iOS で動作させることを想定した場合における無線通信やレスポンス調査等の技術

検討を行う。 

 

③ 製品化のための性能評価・マーケティング調査 

(a)ユーザーヒアリング： 製品モックを製作し、形状や寸法・重量などを体験してもらい、実際の使用感などのユ

ーザー意見を聴取し、製品機に反映させる。 

(b)ユーザー求評・試作機改良： 量産試作機をユーザーに試用してもらい、性能・操作性などユーザー意見を聴取

し、それをもとに量産機の改善を実施する。 
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(3) 平成 27 年度の委託事業の成果と今後検討すべき課題 

平成 27年度実施内容（業務計画書）  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 量産試作機開発 

量産試作機の開発のために、下記 3 項目を

実施し、量産試作を 3 台製作する。 

(ア)  FPGA（※1）および制御ソフトの開発 

平成 26 年度に試作した量産試作機の基

板に実装されている FPGA内のソフト開発

を実施する。さらに各構成基板間の制御ソ

フトを開発する。 

(イ) 量産試作機設計検証 

各構成基板の個々の動作確認検証を実施

したのち、全体の動作検証および性能確認

を実施する。 

(ウ) 量産試作機の改良 

動作検証で判明した課題やユーザーヒア

リングで判明した改善項目などを精査し、

量産試作機の改善を実施する。 

※１FPGA とは、field-programmable gate 

array の略で、IC(ASIC)とは異なり、書

き換え可能であることから、柔軟な設計

が可能なデバイスである。 

※2 AFE とは、Analog Front End の略であ

り、センサなどの信号検出デバイスと、マイ

コンなどのデジタル信号処理デバイスを結ぶ

アナログ回路のことである。 

▶ 

 

量産試作機の開発のために、下記３項目を実施し、

量産試作機を３台制作した。 

(ア) FPGA および制御ソフトの開発 

平成 26 年度に施策した量産試作機の重要部品

である AFE 基板およびメイン基板に実装されて

いる FPGA のソフト設計を実施した。 

また電源基板とメイン基板間および AFE 基板

とメイン基板間の制御ソフトを開発した。 

(イ) 量産試作機設計検証 

各構成基板（AFE 基板、メイン基板、電源基板）

の個々の動作検証を実施した後、全体の動作検証

およびエコー画像の性能評価を実施した。 

(ウ) 量産試作機の改良 

動作検証で判明した課題やユーザーヒアリン

グで判明した改善を実施した。 

 

▶ 

 

 

 

(ア) FPGA および制御ソフトの開発 

各基板間の制御ソフトについては、異常処理

などリスクマネジメントにもとづく機能を

検証し製品化までに充実させる。 

  

 

(イ) 量産試作機設計検証 

引き続き製品化までにエコー画像など性

能改善を進める予定である。 

 

 

(ウ) 量産試作機の改良 

引き続き製品化までに不良点を改善する

とともに、今後のリスク分析結果やユーザー

ヒアリングで判明した改善項目をもとに量

産試作機の改善を実施する予定である。 

 

 

またリスク分析を実施するとともに、取扱説明

書の内容を充実させる。 

 

② UI 部開発 

平成 26 年度に試作した携帯端末向けアプ

リケーションは、超音波画像を表示する機能

をメインに開発を進めてきたが、アプリケー

ションとしての完成度をさらに高めるため

に、患者毎に情報を管理する機能の追加など

の改造を行い、Android アプリケーションを

完成させる。また、今後様々なデバイスへの

展開を想定し、他のプラットフォームにおけ

 

 

平成 26 年度に試作した携帯端末向けアプリケー

ションは、超音波画像を表示する機能をメインに開

発を進めてきたが、アプリケーションとしての完成

度をさらに高めるために、患者毎に情報を管理する

機能の追加などの改造を行い、Android アプリケー

ションを完成させた。また、今後様々なデバイスへ

の展開を想定し、他のプラットフォームにおける無

線通信やレスポンス調査等の技術検討を行った。 

 

 

Androidアプリケーションの改良については製

品化に向けて仕様をブラッシュアップし確定

させる。また、 iOS 技術検討は完了したため，

追加開発項目はなし。 
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平成 27年度実施内容（業務計画書）  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 

る無線通信やレスポンス調査等の技術検討を

行う。 

 

  

③ 製品化のための性能評価・マーケティング

調査 

最終製品の細かい仕様を固めるために、下

記 4 つの事項を実施する。 

(ア) 性能評価 

医療現場での使い勝手や使い途を考慮し

た性能評価を行う。具体的には実際の看護

のアセスメントを想定し、これまでの外形、

使いやすさなどのチェックに加え、画像の

質や動作環境など最終製品仕様の性能を評

価するチェックリスト等を作成し、評価す

る。 

(イ) ユーザーヒアリング 

製品の完成度を高めるためのヒアリング

調査を行う。具体的には、大阪医科大学が

中心となって、看護師 2 名、医師 2 名、超

音波検査技師 1 名、放射線領域の画像評価

の専門家 1 名の医療従事者へのヒアリング

を行う。 

(ウ) マーケティング調査 

本プロジェクト開発製品の製造販売業者

である東レ・メディカルが主導してマーケ

ティング調査をおこなう。具体的には、東

レ・メディカルと大阪医科大学で協力して、

医療従事者へのヒアリング、学会、レポー

トによる調査を行い市場や競合情報の収集

を行う。 

(エ) 特許出願 

平成 26 年度に引き続き、障害となる特許を

調査するとともに、本開発に関連した特許出

願を行う。 

▶ 

 

 

最終製品の細かい仕様を固めるために、下記 4 つ

の事項を実施した。 

 

(ア) 性能評価 

医療現場での使い勝手や使い途を考慮した性

能評価を行った。具体的には実際の看護のアセ

スメントを想定し、これまでの外形、使いやす

さなどのチェックに加え、画像の質や動作環境

など最終製品仕様の性能を評価するチェック

リスト等を作成し、評価した。 

(イ) ユーザーヒアリング 

製品の完成度を高めるためのヒアリング調査

を行った。具体的には、大阪医科大学が中心と

なって、看護師 2 名、医師 2 名、超音波検査

技師 1 名、放射線領域の画像評価の専門家 1

名の医療従事者へのヒアリングを行った。 

 

(ウ) マーケティング調査 

本プロジェクト開発製品の製造販売業者であ

る東レ・メディカルが主導してマーケティング

調査をおこなった。具体的には、東レ・メディ

カルと大阪医科大学で協力して、医療従事者へ

のヒアリング、学会、レポートによる調査を行

い市場や競合情報の収集を行った。 

 

(エ) 特許出願 

平成 26 年度に引き続き、障害となる特許を調

査するとともに、本開発に関連した特許出願を

行った。 

▶ 

 

 

 

 

 

(ア) 性能評価 

引き続き、看護師、医師の性能評価を実施

し製品機に反映させる。 

 

 

 

 

(イ) ユーザーヒアリング 

引き続き、作成した質問票やヒアリング候

補者に試作機を用いてヒアリングを行う予

定である。 

 

 

 

 

(ウ) マーケティング調査 

引き続き、競合製品の出展をチェックする

とともに市場の動向を調査する。予定であ

る。 

 

 

 

 

(エ) 特許出願 

上市に向け、意匠の出願を適切な時期に行

う。 

 

 

④ プロジェクト運営管理     
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平成 27年度実施内容（業務計画書）  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 

本プロジェクトを円滑に進めるため、プロ

ジェクト構成員相互の連絡調整、プロジェク

ト全体の事業の運営及び管理を実施する。な

らびに委員会開催運営及び報告書の取りまと

めを行う。 

本プロジェクトを円滑に進めるため、プロジェクト

構成員相互の連絡調整、プロジェクト全体の事業の

運営及び管理を実施した。ならびに委員会開催運営

及び報告書の取りまとめを行った。 

今後も引き続き定期的に全体会議で進捗を確認

するとともに、事業化に向けて、製品化のため

の検討、リスクマネジメントの検討、ユーザー

インターフェース仕様の検討など、個別の会議

で内容を決定する。 

1.7 平成 27 年度委託事業の実施経過 

(1) 当初計画からの変更点（深耕点）とその理由 

領域 変更前 変更後 変更理由 

対象とする 

課題・ニーズ 

特になし   

機器スペック・

ビジネスモデル 

特になし   

事業化体制 特になし   

事業化計画（開

発･薬事・上市

スケジュール） 

特になし   

 

(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 類似製品として薬事申請すること。 クラスⅡ 一般的名称「汎用超音波画像診断装置」で類似製品とし

て申請する方針は当初から変更なし。 

第三者認証機関への相談について戦略を立てること。 

 

①スマホによる操作、ワイヤレス通信仕様、デュアルプローブに関し

ては、すでに前例の申請があるので、本開発品は新規品とは見なされ

ないことを確認した。すなわち従来どおりの認証品で申請する。 

②認証機関の絞り込みは完了した。 

  

知財 障害特許をこまめに調査しておく必要がある。 弁理士と協力して特許調査を続けている。 

意匠出願もしていけばよい。 プローブの配置など特徴部分の意匠出願準備を行っている。 

  

技術・評価 看護師向けということで差別化を図ることが重要である。 看護師向けとして簡単・簡便を目的に「プリセット」機能を充実し、

検査部位を特定するだけで、自動的に各種設定が可能になるような工

夫をしている。 
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領域 指摘事項 対応 

ユーザーヒアリングでも看護師のニーズを調査して製品に対応す

るようにしていく。 

  

その他事業

化全般 

東レ・メディカルが製造販売業者として責任を持った体制図を考慮

すること。 

事業化体制を見直し東レ・メディカルが製造販売の責任を持つ体制

とした。 

コスト面で安価なものについて検討すべきと思う。 販売の初めは国内に重点を置く。国内および特にアジアでの戦略は

コストダウンが必要であると考えおり、安価なプローブの開発を検討

している。 

海外展開、特にアジアでの戦略が必要である。 

 

(3) 採択・継続条件への対応状況 

採択条件 対応状況 

計画名をより具体的な内容に見直すとともに、「・・・・の開発・事業化」

とすること。 

(「目で診る聴診器」は誤解を与えるおそれがあるので、使用しないこと。 

計画名を「携帯型超音波画像診断装置の開発・事業化」として、開発実施

内容も誤解のないように修正した。 

提案した分類区分「周辺市場開拓(医療安全の向上に資するもの)」に適応

する業務計画を策定すること。 

現場で行われているアセスメントをより低侵襲で安全に、かつ正確なアセ

スメントを実現できるツールとして、医療安全の向上に資する開発に適応し

た業務計画とした。 

量産機のスペックを決定し、早期の製品化に向けた業務計画を作成するこ

と。 

初代製品機のスペックは確定して開発を進めており、当初の予定通りの上

市時期である。また、次世代製品機のスペックも目標として掲げており、上

市後も引き続き製品開発を行う予定である。 

27 年度に行うべき内容と支出計画を精査すること。  27 年度に行うべき必要な開発内容と支出計画を精査し、開発を行ってい

る。 

  

 

1.8 平成 28 年度以降の以降の事業化計画 

三菱総合研究所、大阪医科大学および大阪府看護婦協会の紹介施設で実施したユーザーヒアリングの結果により改良できる点を精査し 8 月までに

改良できる点を検討する。また 11 月の申請時期までの検討事項を実施する。 

 

(1) 平成 28 年度における事業化に向けた検討事項 

領域 検討・実施すべき事項 

薬事  安全性試験の評価方法を確立するために認証機関に相談する。 

 第三者認証機関を選定し、認証基準への適合性を確認する。適合しない場合には PMDA 承認となる。 
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領域 検討・実施すべき事項 

知財  特許事務所と連携し意匠出願内容を確立し、意匠出願を実施する。 

 特許事務所と連携し出願した特許について PCT 出願を検討する。 

  

技術・評価  EMC,耐久試験について外部機関に委託し評価方法を確立する。 

 取説・リスク分析について認証機関に相談し作成する。現在、簡易マニュアルとともに取扱説明書を作成している。 

  

その他事業

化全般 

 東レ・メディカルによる市場調査に基づき販売計画を作成する。 

 海外市場（中国、インド等アジア中心）に対する展開を探索する。 
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1.9 平成 27 年度委託事業の振り返り 

1.9.1 当初目標達成度に関する自己評価 

(1) 自己評価結果 

B：当初目標を達成した。 

(2) 自己評価理由 

・開発品のスペックに関しては当初の目標通りであった。 

・薬事申請は当初の目標どおりの時期で進捗している。 

・市場規模も当初の想定どおりで広がることはなかった。 

 

(3) チェックリストによる自己評価結果 

 

 

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。 △一部
当該機器の販売先（導入・普及場所）は明確になっていますか（一般、診療所、地域中核病院、高機能病院）。 ○十分
対象となる患者が明確になっていますか。 ○十分
対象となる疾病・診療科等が明確になっていますか。 ○十分
当該製品の業界特性は把握できていますか。 ○十分
市場規模（導入・普及台数）は明確になっていますか。 ○十分
SWOT分析は十分に行っていますか。 △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。 △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。 △一部
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。 △一部

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 △一部
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）。 △一部
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。 該当せず

PMDAとの調整が進んでいますか。 該当せず
薬事法以外の規制についても対応が明確になっていますか。 △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。 △一部

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。 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。 △一部
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。 △一部
必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。 ×不十分
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。 △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。 ×不十分
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。 △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。 △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。 ×不十分
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。 ×不十分

事業
収支

その他

市場

基本
戦略

開発
戦略

薬事

知的
財産

販売・
物流
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1.9.2 委託事業期間全体を振り返って改善すべきだったと考える点 

(1) 事業体制 

特になし 

 

(2) 事業の進め方 

特になし 

 

(3) その他 

特になし 

 

1.10 事業に関する連絡窓口 

 

学校法人 大阪医科大学 研究推進課 産学官連携コーディネーター 辻野 泰充 

〒569-8686 大阪府高槻市大学町 2番 7号 

電話: 072-684-7141 / E-mail: tsujino@osaka-med.ac.jp 

 

以上 


