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1. 事業の概要 

慢性腎臓病対策として早期診断は有効であり、特に、海外では、先進・高額医療へのアクセスが容易

ではないため、費用対効果に優れた簡易検査により重症化を防止することが政策的要請となっている。 

本事業では、既に国内で保険収載を完了している尿中 L-FABP 腎疾患診断薬の簡易型診断キットを開

発し、国内市場に先行して、欧州・アジア地域に展開する。このような簡易型診断法は、大手検査セン

ターや大病院の中央検査室における多検体自動分析装置の充実している国内よりも、開業医における総

合診療体制の進んでいる欧州や、医療アクセスの脆弱なアジア地域において臨床開発を先行させること

で、早期の市場展開が見込める。 
費用対効果の高い治療導入を目指した簡易型腎疾患診断機器の開発・海外展開

日本発！！世界で使える簡易型腎疾患診断機器
シミックホールディングス株式会社・トラストメディカル株式会社・サイトラインソリューションズ株式会社

順天堂大学・日本腎臓病学会・Viet Duc University Hospital
・Central Manchester University Hospitals NHS Foundation Trust

H26-001

地理的・経済的格差のない診断方法を目指して

腎臓病のハイリスク患者の早期診断が困難である

 世界的な糖尿病患者の増大により、欧米・アジアともに2
次疾患である腎症の早期診断が急務である。ICUの手術
中・後で発症した急性腎障害 患者の予後は悪く、死亡
率は40～50％ともいわれている。先進・高額医療へのア
クセスが容易ではない国においては、費用対効果に優れ
た簡易検査により重症化防止することが政策的要請と
なっている。

 腎疾患のバイオマーカーである尿中L-FABPを約
15分という短時間で定量・半定量測定できる。尿
検査という非侵襲的方法により短時間で安価に、
腎疾患リスクを判別でき、遠隔地や在宅での疾患
管理・モニタリングができる。

Class Ⅰ
Class Ⅱ

従来の検査

簡易型診断キット

平成28（2016）年1月時点

 バイオ開発力・安価な光学系利用技術・画像処理
アルゴリズム開発力・最先端のIT技術などを持ち
合わせており、これらの技術を組合わせた医療機
器の開発が可能である。

ELISA製品

検査センターで一括測定
測定時間は3～4時間程度
キットや測定に使用する

マイクロプレートリーダーの
価格は非常に高額である。

医療データ
転送システムで
データの管理・分析

イムノクロマトキットと判定量機
1キットから測定可能。測定時
間は15分程度。誰でも簡単に

安価に検査が出来る。

トラストメディカル：様々な技術を組合わせた機器開発

スマホアプリ
で健康管理
データ送信

 

販売：欧州REP 

Distributor

体制構築済

申請

医療機関

ベトナム：Viet Duc 
University Hospital

• 海外臨床エビデンス構築

PMDA
CE認証機関

承認

認証

顧客
欧州：ICU、移植、

GP、在宅

アジア：糖尿病
領域

研究機関

順天堂大学（腎臓
内科）他4大学

• 日越共同研修委員会

• 腎疾患治療・健尿システムの
技術移管

製造企業

トラストメディカル株式会社
医薬品製造業［28AZ200055］

第3種医療機器製造販売業［28B3X10016］
医療機器製造業［28BZ200090］

• 試作品（イムノクロマトキット・前処理用
スポイト）製造

• 量産キットGMP（ISO13485）製造
• インテリジェント撮像装置設計・製造

平成28（2016）年1月時点

SL

委託事業実施体制

• 国際腎臓学会
• 日本腎臓学会

中

企業

株式会社サイトライン・
ソリューションズ

• 医療データ転送インターフェイス開発
• 医療用通信データベース開発

製販企業
第一種製造販売業[13A2X10010]
第二種製造販売業[13A2X10018]

体外診断薬用製造業許可[13E1X800018]

シミックホールディングス
(株)

• 市場調査
• 知財管理
• 診断キット臨床開発
• 薬事申請
• 品質保証

事業管理機関

Supported as 

Sister Renal 

Center Program

PL

海外企業

外注
・安価なイムノクロマト

半定量キット設計

医療機関

外注
英国：Central 
Manchester 

University Hospitals 
NHS Foundation 

Trust

・性能評価試験
（Performance 

Evaluation）
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1.1 事業の目的 

慢性腎臓病（Chronic Kidney Disease:CKD）の多くは透析に至る長期戦を強いられる。ハイリスク患

者を既存の検査項目において効率的に早期診断することは難しく、多くの場合治療介入が手遅れとなっ

ており、腎症の早期診断を実現することが急務である。特に、海外では、先進・高額医療へのアクセス

が容易ではないため、費用対効果に優れた簡易検査により重症化を防止することが政策的要請となって

いる。 

また、集中治療室（Intensive Care Unit:ICU）の手術中・後で発症した急性腎障害（Acute Kidney 

Injury:AKI）の予後は悪く、死亡率は 40～50％ともいわれている。糖尿病、高血圧、肥満などは CKD 進

行リスクであり、また CKD 自体が AKI 重症化のリスクでもあることから、治療介入や予防が可能なタイ

ミングでより早期に腎疾患リスクの判別をすることが課題となっている。 

結果として、CKD領域では、以下のようなことが指摘されている。 

①透析導入患者数を減らすため、より早期からの治療介入が必要であり、透析直前になるまで自覚症 

状に乏しい腎機能低下をより早期の段階で判別できるバイオマーカーが欲しい。 

②なるべく安価で、非侵襲的で患者負担の少ない検査方法が望ましい。 

③腎移植手術後の経過モニタリングに使用できる腎機能バイオマーカーが欲しい。 

また、AKI領域では、以下のようなことが指摘されている。 

①高齢者や CKD患者では、CT，MRIなどの検査や血管手術時に用いる造影剤による AKIのリスクが高い 

が、術前にリスク判別するための有力な診断薬が定まっておらず、AKI発症時には手遅れとなり死亡 

率も高い。 

②手術前に AKI発症リスクが予測できる指標（バイオマーカー）が欲しい。 

以上を解決するために、本事業では、既に国内で保険収載を完了している尿中 L-FABP腎疾患診断薬の

簡易型診断キットを開発する。尿中 L-FABP（L 型脂肪酸結合蛋白）は、国内ですでに体外診断薬承認

（2010）・保険収載（2011）・国内外の学会ガイドラインにも掲載（2012，2013）された日本発の尿中バ

イオマーカーである。現状の ELISA法（ヒト L-FABPに対する異なる 2種類のモノクローナル抗体を用い、

96 穴イムノプレート上でサンドイッチして検出するよう設計された定量測定法）と比較し、迅速かつ安

価な診断が実現すれば、身体的・経済的にも負担が軽く普及しやすいことから、多くの国での腎疾患診

断補助に貢献し、ひいては患者の予後向上、医療費抑制にもつながる可能性がある。 

このような、POC（point of care）＝簡易型診断法は、大手検査センターや大病院の中央検査室にお

ける多検体自動分析装置の充実している国内よりも、開業医における総合診療体制の進んでいる欧州や、

医療アクセスの脆弱なアジア地域において臨床開発を先行させることで、早期の市場展開が見込めると

考えられる。 

そこで具体的には、 

①州展開に適した簡易型イムノクロマトキットとタブレット一体型リーダー（インテリジェント撮像 

装置）を開発する。CKD領域では移植後患者の在宅モニタリングによる腎障害管理、AKI領域では ICU 

における連続測定値の推移をベッドサイドモニターに表示させることを目指す。 

②アジアなどの医療アクセス困難地域への展開を図るために、安価なイムノクロマト半定量キット（従 

来の簡易型イムノクロマトキットが陰性・陽性判別による定性法であるのに対し、本キットは、抗 

体感作微粒子の凝集を経時的に検出し、アルゴリズムを用いて半定量可能にしたデバイス）を開発 

するとともに、非侵襲的な尿検査による腎疾患管理ができるよう検尿制度の意義を啓蒙し、環境整 

備を促進する。具体的には、ベトナムでは高額医療である透析導入を減らすべく腎疾患予防が重視 

されているため、日本腎臓学会と連携して検尿イベントを実施し、健診データベースの構築、ハイ 

リスク患者スクリーニングに適した安価なイムノクロマト半定量キットを開発し、普及を図る。 
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以上のようなプラットフォームを用いて収集した CKD 関連情報、および過去に日本腎臓学会・厚労省

研究班等にて収集されたデータを用いて、CKD予後予測が可能な CKD関連疾病管理システムを構築し、こ

れを高リスク対象者が利用できるよう、スマートフォン・アプリケーション・ソフトウェアとして開発

し、配布を行う。また、各国の医療環境を鑑みて、各国に適したローカライズを行い、製品版の完成を

目指す。 

 

この事業によって最終的に得られうる成果物は以下表のとおりである。  

担当会社 完成予定の成果物 対象市場* 

トラストメディカル株式会

社 

インテリジェント撮像装置 欧州・国内市場向け 

シミックホールディングス

株式会社 

簡易型イムノクロマトキット ベトナム・欧州 CEマーク対象国

市場向け 

シミックホールディングス

株式会社 

安価なイムノクロマト半定量キ

ット 

ベトナム向け 

株式会社サイトライン・ソ

リューションズ 

健診データベースに基づくデー

タマイニングの手法を用いた疾

病管理システム 

ベトナム・欧州・国内市場向け 

 

* 対象市場については平成 28年度に実施する実施内容に関して関連の深い市場を挙げている。米国を

はじめ、欧州の他国、アジアのベトナム以外の地域についても将来的に対象範囲として設定する予定で

ある。 

 

欧州市場については、平成 28 年 10 月に薬事申請を行い、平成 29 年 12 月に上市を目指す。ベトナム

市場については、平成 30 年 3 月に薬事申請を行い、平成 31 年 1 月に上市を目指す。国内市場について

は、平成 28年 10月に薬事申請を行い、平成 29年 10月の上市を目指す。 

インテリジェント撮像装置については平成 29年 4月の薬事申請を目指す。 

 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：シミックホールディングス株式会社 

PL： 菅谷 健（シミックホールディングス株式会社） 

SL： 児玉 崇（トラストメディカル株式会社） 

共同体： ①トラストメディカル株式会社 

  ②Viet Duc University Hospital 

  ③学校法人順天堂 順天堂大学医学部附属順天堂医院 

  ④一般社団法人日本腎臓学会 

  ⑤株式会社サイトライン・ソリューションズ 
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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 1】 

機器等の種類 医療機器 クラス分類 

欧州：Others ;  

Self-Declaration IVD MD 

国内：クラスⅡ 

製品名 

L-FABP Point of Care Kit（欧

州 IVD として CE mark 認証取

得予定、欧州商標登録：

Renischem L-FABP POC） 

分類名称（一般的名称） 

欧 州 ： Fatty acid binding 

protein (FABP) IVD, kit 

国内：レナプロ L-FABP テスト

POC 

対象疾患 腎疾患 届出／認証／承認 国内：認証/欧州：自己宣言 

想定される販売先 欧州・アジア 新／改良／後発 新 

使用目的又は効果 

急性腎障害（AKI）に対してはベッドサイドや救急医療現場において、慢性腎疾患（CKD）に

対しては一般医療従事者やホームケア領域において尿細管障害を伴う腎疾患の診断目的に

使用可能。自覚症状の乏しい腎疾患に対し、尿中 L-FABP は血清クレアチニンよりも鋭敏に

腎機能変化を反映するため、従来指標に比して非侵襲的に早期診断が可能となる。 

薬事申請予定者 
シミックホールディングス株

式会社 

体外診断薬製造販売業許

可 
13E1X80018 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 
トラストメディカル株式会社 

体外診断薬用医薬品製造

業許可 
28EZ280081 

【機器 2】 

機器等の種類 医療機器 クラス分類 
欧州：Others  

国内：クラスⅠ 

製品名 
インテリジェント撮像装置

（データ管理・分析システム） 
分類名称（一般的名称） 

イムノクロマトキット専用読取

装置 

対象疾患 腎疾患 届出／認証／承認 国内：届出/欧州：CE自己宣言 

想定される販売先 欧州・アジア 新／改良／後発 新 

使用目的又は効果 

タブレット組み込み型のイムノクロマトリーダーにより、L-FABP POC kit のテストライン

を撮影し、読み取りデータを精度良く処理するアルゴリズムと、経時的な L-FABP 測定値を

LCD 画面にグラフ表示させるインターフェイスを搭載するインテリジェント撮像装置。内

蔵するモニタリングデータ管理・分析システムは、特に ICU などのプロフェッショナルユ

ースを想定。 

薬事申請予定者 シミック株式会社 
第一種医療機器製造販売

業許可 
13B1X10146 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 
トラストメディカル株式会社 

第一種医療機器製造販売

業許可 
28BZ200090 
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【機器 3】 

※機器１（欧米先進医療向けのインテリジェント撮像装置）とは別のマーケット向け製品として、医療

アクセスが不十分、かつ薬剤性腎障害の多発するアジア地域をターゲットとした、安価な半定量キッ

トの開発を計画していたが、トラストメディカル社が製造するイムノクロマトキットが従来の定性法

よりも高性能の半定量デバイスとして完成したため、他社での同等製品の開発を継続する必要がなく

なり中止した。 
機器等の種類 医療機器 クラス分類 欧州：Others 国内：クラスⅠ 

製品名 
安価な L-FABP 専用半定量キ

ット 
分類名称（一般的名称） 

イムノクロマトキット専用読取

装置 

対象疾患 腎疾患 届出／認証／承認 届出 

想定される販売先 アジア（日本含む） 新／改良／後発 新 

使用目的又は効果 

医療アクセスが不十分、かつ薬剤性腎障害の多発するアジア地域をターゲットとした、安価

な半定量キット。リーダー部品含め使いきりのため、メンテナンスフリーで一定の機器精度

を維持して供給が可能。検尿体制がない地域の住民健診にも腎疾患スクリーニングとして有

用。 

薬事申請予定者 シミック株式会社 
第一種医療機器製造販売

業許可 
13B1X10146 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 
トラストメディカル株式会社 

第一種医療機器製造販売

業許可 
28BZ200090 

【機器 4】 
機器等の種類 非医療機器 クラス分類  

製品名 CKDセルフケアシステム  分類名称（一般的名称）  

対象疾患 腎疾患 届出／認証／承認  

想定される販売先 欧州・アジア（日本含む） 新／改良／後発  

使用目的又は効果 

日本腎臓学会の CKDガイドラインにも掲載され腎疾患進行の予測精度が高いことが知られる

薬事保険収載済みバイオマーカーL-FABPが追加された CKDセルフケアシステム。アジアで急

増する糖尿病・高血圧・脂質異常症などをリスク因子とする CKD進行の予防に役立つスマー

トフォン向けアプリである。 

薬事申請予定者  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 

株式会社サイトライン・ソリ

ューションズ 
医療機器製造業許可  

 2) 医療機器等のターゲット市場 

【機器 1】L-FABP Point of Care Kit 
 国内市場 海外市場 

  仏・独・英 （欧州主要 3ヵ国） 

薬事申請時期 非公開 非公開 

上市時期 非公開 非公開 

想定売上（上市後 3年目） 0億円／年（平成 32（2020）年時点） 2.1億円／年（平成 31（2019）年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 0億円／年（平成 32（2020）年時点） 42億円／年（平成 31（2019）年時点） 

想定シェア（上市後 3年目） 0％（平成 32（2020）年時点） 0.5％（平成 31（2019）年時点） 

（市場規模は、競合品も含めた市場全体） 

 

【機器 2】インテリジェント撮像装置（データ管理・分析システム） 
 国内市場 海外市場 

  仏・独・英 （欧州主要 3ヵ国） 

薬事申請時期 非公開 非公開 

上市時期 非公開 非公開 

想定売上（上市後 3年目） 0億円／年（平成 32（2020）年時点） 1.38億円／年（平成 31（2019）年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 0億円／年（平成 32（2020）年時点） 27億円／年（平成 31（2019）年時点） 

想定シェア（上市後 3年目） 0％（平成 32（2020）年時点） 5％（平成 31（2019）年時点） 

（市場規模は、競合品も含めた市場全体） 

 

※アジアはマーケット調査段階であるため今回の試算には含めていない。 

※事業開始時には IVDD により CE マークを取得する予定であった。しかし、平成 28 年半ばに欧州指令
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改正が予定されており、平成 28 年 10 月に申請した場合、IVDR により CE マークを取得することに

なる。この変更により、CE マーク取得に伴う認証機関の審査が必要となるため、認証機関の審査期間

を鑑みて上市時期を平成 28 年 12 月から平成 29 年 12 月に変更した。 

※【機器 3】アジア（ベトナムを含む）向けに開発を予定していたが、機器 1 をアジア地域にも投入する

ことにし開発を中止したため、今回は試算していない。なお、機器 1 のアジア地域での市場規模につ

いては、マーケット調査段階であるため今回の試算には含めていない。 

※【機器 4】CKD セルフケアシステムはマーケット調査段階であるため今回は試算していない。 
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3) 事業化する医療機器の概観・特長 

【機器 1】L-FABP Point of Care Kit 

 

          
 

 

The L-FABP concentration range is determined by comparing the color intensity of the Test Line 

with the color blocks of the reference card (see above). It is recommended to use the respective 

reference card supplied with the kit. After the assessment, tick the box next to the applicable 

concentration range number based on the color range compared between the reference card and the 

viewing area of the examined Test Cassette. 

L-FABP Point of Care Kit(商標登録済みシリーズ商品名：RENISCHEM® L-FABP POC kit)は、アルミパウ

チキット１包に、Test Cassette、前処理液凍結乾燥済み Pretreatment Micro Tube、dropper、乾燥剤が

密封されている。販売形態は 1箱にキット 10包、色調表(Reference Card) 10枚、製品使用説明書(IFU) 

1枚が含まれる。昨年度、研究用試薬としてバングラデシュの製薬会社に試験販売を行った。 
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【機器 2】インテリジェント撮像装置（データ管理・分析システム） 

 

1658240 251658240  

 

タブレット組み込み型のイムノクロマトリーダーにより、L-FABP POC kitのテストラインを撮像し、読

み取りデータを精度良く処理するアルゴリズムと、経時的な L-FABP測定値を LCD画面にグラフ表示させ

るインターフェースを搭載するインテリジェント撮像装置。内蔵するモニタリングデータ管理・分析シ

ステムは、特に ICUなどのプロフェッショナルユースを想定。 

251658240 251658240  
 
 

 

251658240 251658240  

 

 

【機器 3】安価な L-FABP専用半定量キット 

※機器１（欧米先進医療向けのインテリジェント撮像装置）とは別のマーケット向け製品として、医療

アクセスが不十分、かつ薬剤性腎障害の多発するアジア地域をターゲットとした、安価な半定量キッ

トの開発を計画していたが、トラストメディカル社が製造するイムノクロマトキットが従来の定性法

よりも高性能の半定量デバイスとして完成したため、他社での同等製品の開発を継続する必要がなく

なり中止した。【AMED報告・了承済み】 

ちなみに、米国では、リーダー部品含め使いきり、10 回測定用 30 米ドルの排卵尿検査キットがすで

に製品化されている。 
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【機器 4】CKDセルフケアシステム（スマートフォン・アプリ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 医療保険制度が整っていない多くのアジア諸国では、健診データのフィードバックが十分になされて

いないことが住民意識調査にて明らかとなった。日本には KDB（国保データベース）はじめ、大規模コ

ホートの臨床データを用いたデータマイニングの手法によるヘルスケアサービスが開始されているが、

慢性腎疾患（CKD）に関する疾病予測システムは未だ成功していない。本 CKD セルフケアシステムは、

日本腎臓学会の CKD ガイドラインにも掲載され腎疾患進行の予測精度が高いことが知られる薬事保険

収載済みバイオマーカーL-FABP を追加分析することにより、アジアで急増する糖尿病・高血圧・脂質

異常症などをリスク因子とする CKD 進行の予防に役立つスマートフォン向けアプリである。英語版の完

成後、ベトナム語版をリリースする。 

医療データ転送システム

 

 日本語版画面 

 
 

英語版画面 

 
 

ベトナム語版画面 
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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 

ドイツ、フランス、英国の臨床医および各地域のかかりつけ医 

・ドイツ、フランス、英国の腎疾患患者（在宅ケア） 

・ベトナム、その他アジア地域の臨床医 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

本製品のような尿項目に関する簡易型診断キットへの需要は、海外市場のほうが国内市場に比べて

大変高いことが当社が行った市場調査によって明らかになった（次ページ図参照）。欧州 Big5（ドイツ、

フランス、イギリス、スペイン、イタリア）のうち、特に需要の多いドイツ、フランス、イギリスを

優先的に展開したいと考えており、3 カ国への展開後に残りの 2 カ国及び周辺諸国についても展開を進

める。 

次ページ表に記載のとおり、欧州主要国の糖尿病患者、急性腎障害発症リスクのある患者、腎移植

をうけた患者に適用する場合、上市後 3 年で見込まれる市場性は約 41 億円程度（市場規模は、競合品

も含めた市場全体）と考えられる。市場規模の算出方法は主要な適用例に当てはまる患者数に予想さ

れる使用頻度と 1 テストあたりの価格を乗じて上市後 3 年の段階での見込み額を算出した（次ページ

表参照）。 

糖尿病性腎症領域で欧州主要国を対象として約 24 億円、心臓血管手術前後の腎機能モニタリングと

して約 14 億、腎移植後モニタリング用途として約 2.3 億円を見込んでいる。東南アジアなど新興国で

は近年糖尿病患者の急増も問題視されており、ベトナムでは近年食生活の欧米化に伴い、深刻な腎疾

患患者と透析患者の数が増加しているという報告を得たことから検尿（KENNYO）として日本の尿検

査システムをベトナムに展開し新規創出領域として期待できると考えている。1 テストあたりの価格は

アジア地域などについては 500 円/1 テスト程度に収めることを想定している。先述の日本腎臓学会主

催のベトナムプロジェクトでつながりが深いことと、シミックがベトナムオフィスを展開し、薬局チ

ェーンと提携を進めていることから、すでに販売ネットワークの確保がしやすい状況にあることから

いくつかある東南アジア諸国のなかからベトナムを対象として選定した。検尿による L-FABP 測定と

それによって実現する腎疾患早期診断、データマイニングの手法を用いた疾病管理システムを組み合

わせてベトナム市場への腎疾患のソリューションとして提供できると考えている。 
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○ EU 諸国における POC キットの需要 

 

 
 

 

 

○ 想定される適用領域の例と対象患者数および上市後 3年で見込まれる市場規模予測 

  

欧州の Point of 

Care 型キットの

市場占有率は

35%,55%は米国

であり、残りの

10%が日本を含

むアジア地域お

よびその他の地

域である。尿検査

項目の POC 型キ

ットの割合は大

体 7%程度である

といわれている。 
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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競合企業は急性領域における AKI 診断のバイオマーカーとしての優位性を謳う欧州メーカー

（Abbott 社等）である。具体的な相違点を下記比較表に示した。価格面では Point of Care タイプ

のキットで比較すると Abbott 社が 1 テストあたり約 2,500 円程度で提供しているのに対して

L-FABP は約 1,500 円程度で供給可能であり価格面でも優位性がある。比較表のとおり対象疾患に

ついても NGAL でカバーできる領域で L-FABP がカバーできない領域はない。一方、L-FABP が有

用である CKD 領域への適用は NGAL ではその製品性質から難しいと考えられ、対象疾患別にみて

も L-FABP に優位性がある。長期フォローアップという観点からも L-FABP は多くの長期フォロー

データが特に CKD 領域に実績がありその点でも優位性はある。しかしながら NGAL を扱っている

Abbott 社は会社規模も大きく、営業・販売力がかなりあるため、有力な競合相手であるといえる。 

②競合商品は NGAL、Triage をはじめとした AKI 診断用バイオマーカーである。 

③欧州市場においては競合企業が先行しており、非常に積極的な販促活動をしている。このため、発

生メカニズムの違いや L-FABP バイオマーカーの AKI 診断以外の臨床的有用性が見落とされ、単純

に性能比較をされてしまう可能性がある。この打開策として、市場への本格参入にあたっては、競

合企業では供給できない特徴をもつ疾患をいくつか特定し、適切な販促方法で確実に市場を獲得し

ていく必要がある。市場獲得のためにクリアしたい障壁は、下記 SWOT 分析で示される T(Threat)、

W(Weakness)に記載の事項である。 

 

（競合製品との相違点） 
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・海外市場調査力が弱い 
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 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競合商品は、AKI 診断を主にして展開されている。一方、L-FABP バイオマーカーは、AKI 診断に

はもちろんのこと、CKD をはじめとした慢性疾患にも有効である。CKD における臨床有用性を示

すためには、AKI における有用性の証明と比較して、より長期にわたるフォローアップ研究が必要

となる。L-FABP に関しては次ページ表に示すとおりいくつもの長期間フォローアップ研究が完了

しており、それぞれにおいて L-FABP の臨床有用性が証明されている。この点は、他社に比べて大

変有利であり、差別化できるポイントだといえる。 

 

②独自に行ったフランス、イギリス、ドイツの ICU ベッド数から予想される AKI 診断対象患者数分析

結果によると、最大で約 765,000 人が AKI 診断対象の患者になると思われる。独自の文献調査結果

によれば、競合製品は AKI 診断には特化しているものの、CKD 診断領域には遅れをとっており、下

図に示すような大規模かつ長期的なスタディでの臨床的有用性の証明が説得力に欠けている点が見

受けられる。本 L-FABP 事業は最大で上記約 76 万人の市場についても対応できることに加え、競合

他社の参入が難しいCKD診断領域についても対応ができる点でかなり優位性があるといえる。CKD

診断、モニタリング用途で L-FABP を使用する場合、例えば 3 ヶ月に一度測定をし経過観察をする、

といった長期使用が考えられ、見込まれる使用頻度の点でも AKI 診断のみに特化している他社製品

より優位にあるといえる。 

 

 

○ L-FABPバイオマーカーによる糖尿病および糖尿病性腎症関連の長期フォローアップ研究実績 
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○ 欧州主要 3カ国における ICUベッド数から予測する AKI診断対象患者数 

 
 

 

○ 競合製品対象領域と本製品対象領域市場規模比較（上市後 3年～） 
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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 

 

 
  

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

試作機開発・改良
【製品名】
簡易型イムノクロマト
キット

試作機開発・改良
【製品名】
インテリジェント撮像装
置

試作機開発・改良
【製品名】
安価なイムノクロマト半
定量キット

試作機開発・改良
【製品名】
データ・マイニングの手
法を用いた疾病管理シ
ステム

量産機開発
【製品名】
簡易型イムノクロマト
キット

量産機開発
【製品名】
インテリジェント撮像装
置

量産機開発
【製品名】
安価なイムノクロマト半
定量キット

量産機開発
【製品名】
データ・マイニングの手
法を用いた疾病管理シ
ステム

簡易型イムノクロマトキット

試作品開発（一次）

感度・特異度・交差性。妨害物質・相関性・

熱劣化特性の評価

試作品開発（一次） 試作品開発（二次・最終）仕様検討

安全性・耐久性検討

設計

試作品開発（一次）
安全性・耐久性再検討

試作品開発（一次）

データーベース構築 機械学習による診断システム

医療データ管理分析管理システム

製造ライン設計・検証

量産試作

製造ライン設計・検証

量産試作

製造ライン設計・検証

配布版医療データ管理分析システム

試作品開発（最終）、評価改良

性能、品質、規格の適合性評価/改良

試作用設備、治具類の設計製作

量産試作の規格適合性検査

試作用設備、治具類の設計製作

量産可能性の検証

テストラインのムラ改善検討

原料のロット差等に関する検討

感度試験の再検討

ロット間差検討

検出精度最適化
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臨床研究

薬事申請

知財対応

販売戦略

上市時期

スケジュール変更理由

事業の実施内容

自主事業の内容

【開発】簡易型イムノクロマトキット、インテリ
ジェント撮像装置の開発、試作品製造、量産
化計画実施。医療データ管理分析システム
試作開発。
【薬事】体制づくり、臨床試験準備および体制
構築、パイロット試験（ベトナムにおける検尿
イベント）、承認申請システムの調査（ベトナ
ム）
【知財】特許調査実施
【販売】市場性評価実施（ベトナム、イギリス）

【開発】簡易型イムノクロマトキットおよびイン
テリジェント撮像装置について量産化計画実
施、試作品改良、処方確定。医療データ管理
分析システム開発、改良検討。
【薬事】臨床性能評価試験準備、実施（イギリ
ス）
【知財】「糖尿病性腎症パネル」および「薬剤
性腎障害パネル」に関して特許出願準備、出
願。
【販売】市場性評価実施、販売代理店候補選
定および交渉、契約（フランス、ドイツ）

【開発】臨床現場での評価をうけたうえでの改
良、量産化実施。医療データ管理分析システ
ム改良、量産化計画実施。

【販売】イタリア、フランス販売代理店候補と
の協力契約締結。イギリスNHS関連機関との
面談実施、費用対効果分析、AKI市場性追加
分析実施

【販売】販売代理店候補選定および交
渉・契約締結（イギリス）

【薬事】臨床試験結果分析および申請
書類準備、申請（ベトナム）
【販売】販売代理店候補選定および交
渉・契約締結（ベトナム）。販売代理店
との契約交渉完了、販促計画の立案
およびアフターサービス体制の構築、
上市（イギリス）

【販売】ベトナム以外のアジア2カ国目
について販社の追加開拓。

【販売】本事業の大手診断薬会社に
対する提携検討。

【開発】簡易型イムノクロマトキット長期安定性
試験開始。
【薬事】Community based study実施可能性
の事前調査（ベトナム）在越日本大使館、
JICA保険医療担当者との面談。ハノイ検査ラ
ボの視察。
【知財】特許事務所選定（9月まで）。
【販売】市場調査会社の選定。海外業務要員
の採用（9月まで）。

【開発】日本国内のクラスII申請用臨床評価
【薬事】台湾における臨床評価の可能性検
討。
【知財】Pharmaco-diagnosis特許に関する出
願可能性検討。
【販売】フランス、ドイツ以外の欧州3カ国目に
ついて販社の追加開拓。

【開発】日本国内のクラスII申請データ準備、
簡易型イムノクロマトキット国内保険収載完
了。
【薬事】イギリスにおける保険収載を目指した
医療経済効果分析に関してNIHR DEC Leeds
とのNDA締結、電話会議実施
【販売】イギリスの血液内科医に対する製品
紹介とニーズ分析を目的としたインタビュー計
画、実施

【薬事】日本国内におけるクラスII申
請。
【販売】日本国内における販売体制構
築。

【薬事】ベトナム以外のアジア2カ国目
について申請準備。

国内臨床性能試験

ベトナム臨床試験

イギリス臨床性能評価試験準備

特許調査

ベトナム・イギリス

市場調査

イギリス臨床性能試験

ベトナム臨床試験
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 1) 投資回収計画 

 ① 国内 

 H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

薬事申請時期 非公開          

上市時期 非公開          

支出額（単位：億円） 1.58 1.79 1.6 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

 うち委託費 0.7 0.60 0.45           

 うち自己負担 0.88 1.04 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

売上高（単位：億円） － － － － － － － － － － 

 L-FABP POC キット － － － － － － － － － － 

 データ管理分析システム － － － － － － － － － － 

販売数量（単位） － － － － － － － － － － 

 L-FABP POC キット(個) － － － － － － － － － － 

 データ管理分析システム(施設) － － － － － － － － － － 

 ② 海外 

 H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

薬事申請時期 非公開          

上市時期 非公開          

支出額（単位：億円） － 0.15 0.15        

 うち委託費 － 0.15 0.15           

 うち自己負担 － － －        

売上高（単位：億円） － － － 0.5 2.8 3.5 8.3 14.1 15.6 16.7 

 L-FABP POC キット － － － 0.28 1.68 2.10 4.90 7.95 8.90 9.52 

 データ管理分析システム － － － 0.18 1.08 1.38 3.36 6.12 6.72 7.20 

販売数量（単位） － － － － － － － －   

 L-FABP POC キット(個) － － － 28,000 168,000 210,000 490,000 795,000 890,000 952,000 

 データ管理分析システム(施設) － － － 3 18 23 56 102 112 120 

 ③ 国内・海外合計 

 H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

支出額（単位：億円） 1.58 1.79 1.6 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

 うち委託費 0.7 0.75 0.6           

 うち自己負担 0.88 1.04 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

売上高（単位：億円） － － － 0.5 2.8 3.5 8.3 14.1 15.6 16.7 

 L-FABP POC キット － － － 0.28 1.68 2.10 4.90 7.95 8.90 9.52 

 データ管理分析システム － － － 0.18 1.08 1.38 3.36 6.12 6.72 7.20 

販売数量（単位） － － － － － － － －   

 L-FABP POC キット(個) － － － 28,000 168,000 210,000 490,000 795,000 890,000 952,000 

 データ管理分析システム(施設) － － － 3 18 23 56 102 112 120 

※各年 4月～3月の年度で表記。 

※アジア市場については調査中の段階であるため、上記表については欧州市場を想定し計画したものである。 

※事業開始時には IVDDにより CEマークを取得する予定であった。しかし、平成 28年半ばに欧州指令改正が予定されてお

り、平成 28 年 10 月に申請した場合、IVDR により CE マークを取得することになる。この変更により、CE マーク取得に

伴う認証機関の審査が必要となるため、認証機関の審査期間を鑑みて上市時期を平成 28 年 12 月から平成 29 年 12 月に

変更した。  
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【売上】 

現段階での主要な項目は、欧州向けの POC キットと、ICU 向けデータ管理・分析システムの 2 品目

としている。 

売上算出の根拠となる市場規模予測は、下表のとおり（「投資回収計画表」の上段が POC キット、

下段が ICU システムに対応）。 

 

・POC キット 

POC 市場は、上市後 3 年の欧州主要 3 ヵ国（独・仏・英）合計＝42 億円を設定し、1～3 年目

までの普及割合は国内 ELISA キット売上の上市後年率推移を適応している。 

3 年目以降の普及割合が拡大しているのは、販売国を欧州主要 3 ヵ国から特許取得済みの 9 カ国

に拡大することを想定しているためである。 

 
 

・POC キットの専用リーダーによる ICU 管理・分析システム 

ICU システムは、欧州主要 3 ヵ国（独・仏・英）の KOL ネットワークおよび施設数から算出

した ICU 施設（初年度：独・仏 335 施設、2 年目以降：独仏英 450 施設、4 年目以降は欧州 9 カ

国へ展開：565、680 施設）への納入を想定している。 

 
【原価】 

・POC キット 

POC キットの単価は、欧州で普及している POC キット（NGAL：14 ユーロ）をベースに欧州販

社への卸値を 7～8 ユーロとして設定している。 

原価は、国内製造業者からの卸値を 30％としている。国内デバイス業界の 1/3 原則から大きく乖

離しない原価である。 

 

・POC キットの専用リーダーによる ICU 管理・分析システム 

1～3 年目までの普及割合は、国内 ELISA キット売上の上市後年率推移を適応している。 

専用リーダーおよび施設導入費合計のコストとして 20％（100 万円）を想定している。 

また、設備投資額（1,100 万円）の範囲内でソフトウェア開発を実施する。 

なお、ICU 管理・分析システムの導入施設には年間 100 万円の年次更新が維持されることを想定

し、システム利用料を計上している。 
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【販売管理費】 

欧州委託販売先には、売上の 30％を POC および ICU 管理・分析システム（システムの保守・更

新にかかる費用含む）の販売管理費として提供する。 

また、その他販売管理費として旅費等 10％を計上している。 

 

【営業利益、キャッシュフロー】 

営業利益は、初年度から 30％を見込み、5 年後には 36％となる。 

キャッシュフローは初年度からプラスになるが、3 年間の開発費（9,000 万円）を勘案した累計キ

ャッシュフローも発売開始 3 年目にはプラスとなる。 

 

 

 

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”   

本提案の出口戦略として、在宅尿検査データ転送システムを構築し、“検尿先進国”である日本の医療

システムを欧州・アジアに展開する。 

 

【欧州での展開】 

すでに透析予防プログラムへの適用可能性、および、医療経済効果を有するかについて、NHS 関連の

NICE (National Institutes for Health and Care Excellence)、医療機器の費用対効果分析専門機関であ

る NIHR DEC Leeds (National Institutes for Health Research Diagnostics Evaluation Cooperatives) 

と協議を続けている。本事業で実施してきた欧州市場分析から、現地販売代理店と協力して販路拡大を

進めつつ、現地でのエビデンス構築を着実に行うことが持続的に成功する鍵であることが分析された。

イギリスでは、NHS 関連機関による新しい医療機器の申請・NHS ヘルスケアシステムへの参入を促す

透明性の高い公的サービスが利用できる。そこで、簡易型イムノクロマトキットの費用対効果をイギリ

スの施設で実証し、NICE による評価を受け保険収載を完了させることが必要である。イギリスで保険収

載が完了すれば、周辺国に与える影響も大きく、飛躍的に販売実績にもはずみが出ると予測される。 

本事業内で実施した市場性分析をもとに、今後もさらに深い分析を進める予定である。具体的には、

製品が確実に市場に受け入れられるか、より深い分析が必要で、対象ユーザーとなる医師、保険償還額

を決定する権限のある機関にもヒアリングをし、より適切なかたちに製品を改良するとともに、営業戦

略を柔軟に変更していく必要があると考えている。 

現在マンチェスターで実施しているエビデンス構築のためのスタディは、今年 9 月に完了予定である。

完了までの間に、上記のような市場性の受け入れ度合いの確認、課題点の洗い出しと対応、費用対効果

をより客観的に実証できる分析観点の特定を専門機関と進めていく。今年 9 月以降は NIHR DEC Leeds

と費用対効果分析を実施し、NICE への申請に向けた具体的な取り組みに移行する。 

 

【アジアでの展開】 

アジアにおいては、国際腎臓学会に正式採択された SRC プログラムとして、日本腎臓学会のサポート

を得て、ベトナムとの腎疾患管理研修委員会に参画した。ここでは、現地医療施設との関係性の構築、

現地人の腎疾患に対する意識調査、検尿普及イベントを実施した。この意識調査の結果から、腎臓のこ

とは詳しく分からないが、透析に対する恐怖心や不安が大きいことが確認された。 

そこで、一般的な対象者に対しては、意識調査から明らかになった不安感や恐怖心を定期的な腎機能

のチェックと管理で和らげるというアプローチで、簡易型イムノクロマトキット、安価な半定量イムノ

クロマトキットを販売していく。 

医療施設・医療提供者に対しては、本事業実施で培われたネットワークを利用し、現地でプロジェク

トを管理する人物を確保する予定である。発展最中の国であるため、めまぐるしく変化する環境がある。

そこで、現地で動向を追うことができ、フットワーク軽く動ける人物、提携先、会社等を選定すること

で継続的に事業を進めることができると考える。 

検尿・健診ビジネスに関心のある日系企業・現地企業への働きかけを強化し、連携先をつくっていく。
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それら提携先に対しては、サイトライン社のデータマイニングシステムを提案し、患者に腎機能低下が

発見された場合のソリューションとして、食事療法や運動療法に関する情報が個人向けに閲覧できるこ

とを訴えていく。 

 

【ビジネス体制】 

製造面では、トラストメディカル社がイムノクロマトキットの製造を担当する。現時点の簡易キット

は研究用試薬として、JICA バングラデシュ調査用に販売実績がある。さらに、トラストメディカル社は、

イムノクロマトの撮像装置とデータ転送システムの設計・開発を行い、将来的には海外製造も視野に入

れている。 

IT ベンチャーのサイトライン社は、病院内医療費集計プログラムの構築や総務省データヘルス計画に

参画し、データマイニング解析の実績がある。 

本提案の将来像は、診断機器販売のみならず、国内より海外で先行するセルフメディケーションに適

用可能な疾病管理サービスの提供を想定している。ただし、米国で一時流行した LDT（laboratory 

developed test）のように診断精度に問題がある場合、ビジネス環境が当局の規制により瞬時に崩壊する

危険がある。このため、あくまで検査キットは IVD としての品質を維持しつつ、欧州では急性腎疾患市

場を優先させ、アジアでの尿検査に対する認知啓蒙を並行して進める計画である。 

 

 2) ビジネス体制 

上市後のビジネス体制

SL

中

顧客
アジア：糖尿病領域

健診ビジネス

製造企業

トラストメディカル株式会社
医薬品製造業［28AZ200055］

第3種医療機器製造販売業［28B3X10016］
医療機器製造業［28BZ200090］

•イムノクロマトキット製造
•量産キットGMP（ISO13485）製造
•インテリジェント撮像装置設計
•安価なイムノクロマト半定量キット製造

平成28（2016）年1月時点

SL
中

企業

株式会社サイトライン・
ソリューションズ

•医療データ転送インターフェイス
•医療用通信データベース
•携帯アプリ

製販企業

第一種製造販売業[13A2X10010]
第二種製造販売業[13A2X10018]

体外診断薬製造販売業[13E1X80018]

シミックホールディングス(株)
•市場調査
•知財管理
•薬事申請
•品質保証

PL

事業管理機関

データヘルス計画
疾病管理事業

顧客
国 内：在宅・僻地医療
欧 州：在宅

顧客
国 内：ICU、移植
欧 州：ICU、移植
アジア：ICU、移植

 
 

(2) 事業化に向けた検討結果 

 

 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） 

すでに査定済みの基本特許（日・米・欧・台湾）に加えて、測定法の標準化に関わる国内特許につい

ては海外出願を準備中。 

 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 
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簡易キット（POC）に関しては製造・処方の出願は避け、ノウハウ化することとした。商品名は、す

でに欧米で取得済みの商標に POC 製品を追加しブランド化を図る。 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

臨床エビデンスを蓄積し、国内外のガイドラインにおいて当社製品が標準化されている点を強みとし

て訴求する。 

 

 2) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

ベトナムにおいては輸出許可申請を完了し、現在承認待ち。英国臨床開発は継続中であり、本委託事

業終了後も当社が予算化する必要がある。 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

ベトナムにおいてはマーケティング調査時にサンプルキットを用い複数医療施設での臨床データ収集

を実施した。英国での臨床性能評価は、NIHR,NICE とも連携し NHS トラスト病院において実施中。 

 

 3) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

イギリスでの評価解析が進んだ段階で販売代理店候補をリストアップし、ある程度短期間に集中的に

パートナー候補と面談、各販売代理店候補がもつ販売能力や営業戦略を十分に検討し、販売代理店契約

を締結する。なるべく詳細な予想購入数の情報をあらかじめ販売代理店から入手し、受託製造業者に製

造計画をたててもらい需要に対して遅滞なく十分な供給ができる体制を構築する。シミックが契約する

倉庫から直接販売代理店が指定する倉庫に製品が納入される流れとなり、輸送に際して考えうるトラブ

ルに対応するため販売代理店契約締結後輸送保険を契約予定。販売代理店候補としては大手診断薬会社、

中小診断薬取り扱い会社を想定しており、大手の場合は複数国のテリトリーを渡して勢いのある販売・

展開を期待している。一方で欧州は小規模な診断薬の会社が多いので、想定されるユーザーにあわせて

複数の小規模診断薬会社と Semi-exclusive distribution agreement を締結するのもひとつの選択肢だと

考えている。イギリスと同様の方法でフランス、ドイツ、ベトナムにも順次現地販売代理店を介した展

開を実施予定である。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

アフターサービス体制は第一窓口はすべて現地販売代理店が担うため、販売代理店契約締結と同時に

品質保証契約も締結し、ユーザーからのクレームや意見についての対応プロセス、連絡フローチャート

を取りまとめる。また、販売代理店と提携した段階で、クレーム処理体制を中心としたアフターサービ

ス体制について欧州総代理人である Emergo Europe に報告する義務があるため必然的に必要な情報を

EU REP と共有することになる。販売代理店との正式な契約締結後、トレーニングプログラムを相互で

作成し、製品の適切な使用についての教育プログラムを実行する。また、半年に 1 度販売代理店に対し

てはヒアリングを行い、インシデントと思われる事象がなかったかなどクレーム処理体制が適切に運用

されているかの確認を実施する。また、その結果についてはシミックの品質保証チームとも共有する。 

 QMS 等の品質保証体制 

・簡易型イムノクロマトキットの製造に伴うトラストメディカル社の QMS 体制の取り決めを行い、

体制を確立し、実施による確認調査を実施した。QMS 体制の確認調査については、今後も年 1 回継

続的に実施する。 

・量産を前提とした簡易型イムノクロマトキット試作品について臨床検体を用いた性能評価、設計

検証及びバリデーションを実施し、製造工程や製造方法を確立した。 

・簡易型イムノクロマトキットの製造工程の最適化（収率 UP）を目的として、製造方法の変更を行
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った。また、作業の効率化、工数の削減のため、アルミ包装の自動ロット印字機、カメラ検査機の

設置、並びに簡易型イムノクロマトキットの付属品のスポイトの変更を行った。 

・簡易型イムノクロマトキットの量産を目的として、量産に伴うバリデーション、製造工程管理項

目を設定した。量産設備、治具類の製作、組立工程の工程を調整し、不良を想定したカメラ検査の

レベル調整を行った。 

 

 広報・普及計画 

基本的には現地販売代理店が中心となり、広報・普及活動を行う。具体的には各国の腎臓学会が実施

する学会にブース展示し製品紹介を実施してもらう予定。現地 KOL によるセミナーなども実施予定。販

売代理店のウェブサイトでも製品紹介を積極的に行うとともにユーザー向けの製品紹介レターなど情報

発信を積極的に行う。広報・普及活動についても販売代理店契約と別途営業協力契約を各販売代理店と

は締結し、販売代理店における本製品の積極的な普及活動の実施を義務化する予定。 

 

 

 4) 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 イムノクロマトリーダーのアジアでの臨床

仕様について 

イムノクロマトリーダーをアジアで使用す

る場合、国によって承認要件が異なるかが不

明である。 

 

① ベトナムについては、日系販社であるアルコ

ファ社と連携し、ハノイ主要病院 KOLに対し

POC サンプルキット提供、およびリーダーに

関するヒアリングを開始。輸入承認取得を目

指して対応中。 

知財 

① アジア圏での特許について 

日本・台湾以外でのアジア圏で特許が出願さ

れていない。 

日本・台湾以外のアジア圏では L-FABP 診断

用途の特許が成立していない。 

① 意匠権・商標権等との組み合わせ等のミック

ス戦略の可能性を検討中 

 

 

技 術 ・

評価 

① イムノクロマトキットの原料である金コロ

イドにロット差があるか検討が必要。 

 

① 他社メーカーの金コロイド製品についても

検討したが、品質が悪く、現行原料メーカー

に１本化した。 

その他

事業化

全般 

① UK における臨床性能試験の実施とデータ解

析の進捗管理が必要。 

 

① NICEの技術評価部門との面談を経て、申請デ

ータ取得のための臨床評価試験をマンチェス

ターNHS トラスト病院中心に多施設で実施

中。すでに 641例の CKD患者のデータ取得を

完了し、急性期患者のデータ取得を開始して

いる。 
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1.6 平成 28 年度委託事業の成果概要 

(1) 委託事業の事業概要 

慢性腎臓病対策として早期診断は有効であり、特に、海外では、先進・高額医療へのアクセスが容易ではないため、費用対効果に優れた簡易検

査により重症化を防止することが政策的要請となっている。 

本事業では、既に国内で保険収載を完了している尿中 L-FABP 腎疾患診断薬の簡易型診断キットを開発し、国内市場に先行して、欧州・アジア

地域に展開する。このような簡易型診断法は、大手検査センターや大病院の中央検査室における多検体自動分析装置の充実している国内よりも、

開業医における総合診療体制の進んでいる欧州や、医療アクセスの脆弱なアジア地域において臨床開発を先行させることで、早期の市場展開が見

込める。特に平成 28 年度は、前年度から継続中の英国 POC キット性能評価試験を進捗させ、欧州における臨床データを取得する。並行して CE

マーク取得に向けた申請資料を準備し、各国別に IVD 登録を目指す。また、インテリジェント撮像装置、安価な半定量キットなど POC キットと

併せて使用できる測定機器開発を最終化する。さらに、日本腎臓学会・順天堂大学と連携してベトナムにおける腎疾患管理に資する医師向けアプ

リケーションを開発し、現地においての実証評価を行う。 

 

(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 

簡易型イムノクロマトキット 判定ラインの濃淡を 3 段階以上にスコア化する簡易型イムノクロマトキット 

インテリジェント撮像装置 タブレット一体型の ICU 等急性疾患領域用のイムノクロマトキット定量測定器 

安価なイムノクロマト半定量キット 従来の簡易型イムノクロマトキットが陰性・陽性判別による定性法であるのに対し、本キットは、抗体感作微粒子

の凝集を経時的に検出し、アルゴリズムを用いて半定量可能にしたデバイス【開発中止：AMED 報告・了承済み】 

健診データベースに基づくデータマ

イニングの手法を用いた疾病管理シ

ステム 

L-FABP 健診データベースの情報に基づく、データマイニング機械学習的手法を用いた高リスクグループ予測法の

開発、およびその予測結果を用いた CKD 関連疾病管理システム 

 

(3) 平成 28 年度の委託事業の成果と今後検討すべき課題 

平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  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簡易型イムノクロマトキット：感度、安全

性・安定性等の評価、規格設定 

H27 年度に最適化した簡易型イムノクロマ

トキットについて国内認証用データに基づ

き、欧州 CE マークを取得し、販売各国への製

品登録に必要な各国言語に対応した IFU（添

付文書）を準備する。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

①簡易型イムノクロマトキット：感度、安全性・安

定性等の評価、規格設定 

H27 年度に最適化した簡易型イムノクロマトキッ

トについて国内認証用データに基づき、平成 28年 5

月に欧州 CE マークを取得し、販売各国への製品登録

に必要な各国言語に対応した IFU（添付文書）を準

▶ 

・長期安定性試験を継続して実施し、24ヶ月間

迄の安定性を確認する。 

・更なる製造方法の最適化のため、トラストメ

ディカル㈱との製造に関する打ち合わせを継

続的に実施する。 
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平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  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 

具体的には、以下の国内認証用データを英

訳して CE マーク取得用テクニカルファイル

に記載する。IFU の各国対応や承認用データ

の英訳は翻訳会社に外注を予定している。ま

た、CEマーク取得の際は申請書の作成等につ

いて薬事コンサルティングの外注を予定して

いる。 

H27 年度は 3 ロットの感度・特異度評価を

実施しカットオフ値を設定した。また、3 ロ

ットの長期安定性試験を開始した。H28 年度

は以下の性能評価を実施する。長期安定性試

験は H27 年度より継続して実施し、24 ヶ月間

の安定性を確認する。 

・相関性試験 

・安定性試験（試薬の保存のみ外注） 

・リスク分析 

また、国内認証には必要とされないが CEマ

ーク取得には必要とされる以下の規格設定を

行い、テクニカルファイル記載用データを取

得し、英訳書類を作成する。 

・妨害物質・妨害薬剤の影響 

・感度試験 

・正確性試験 

・同時再現性試験 

各性能試験はシミックホールディングス株

式会社の社員が社内で実施し、実験器具や試

薬等の消耗品を使用する。 

備した。具体的には、以下の国内認証用データを英

訳して CE マーク取得のために必要なテクニカルフ

ァイルに記載した。IFU の各国対応や承認用データ

の英訳、伊訳、仏訳等の各国語訳は翻訳会社に外注

した。 

H28年度は以下の性能評価を実施した。 

・相関性試験 

・安定性試験（試薬の保存のみ外注） 

・リスク分析 

長期安定性試験は H27 年度より継続して実施し、

12 ヶ月間迄の安定性を確認した。 

また、国内認証には必要とされないが、IFU（添付

文書）及び CE マーク取得には必要とされる以下の規

格設定を行い、IFU(添付文書)及びテクニカルファイ

ルに情報として記載した。 

・妨害物質・妨害薬剤の影響 

・感度試験 

・正確性試験 

・同時再現性試験 

各性能試験はシミックホールディングス株式会社

の社員が社内で実施し、実験器具や試薬等の消耗品

を使用した。試作品はトラストメディカル株式会社

で製造した。 

シミックホールディングス㈱によるトラストメデ

ィカル㈱の QMS 監査を 2016 年 5 月に実施した。 

また、シミックホールディングス㈱とトラストメ

ディカル㈱にて製造委託品目の製造工程の工程管理

項目に関する打ち合わせを行い、工程管理項目を決

定した。更なる製造方法の最適化のため、製造方法

に打ち合わせを継続的に実施している。 

 

【簡易型イムノクロマトキット最適化検討】 

・簡易型イムノクロマトキットのテストラインにム

ラが生じるロットがあり、改善策について前処理

液の濃度や前処理パットの前処理液の塗布量の検

討を行った。いくつかの条件にて試作品を製造し、
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平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  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 

標準品と実尿で検討を行なった結果、ムラの改善

効果が認められる条件を設定した。設定した条件

により設計検証及びバリデーションを実施し、処

方変更を完了した。 

・ロット間差によるテストラインの濃淡を標準化す

るための基準を設定し、リファレンスカードのロ

ット管理を実施した。 

 

②インテリジェント撮像装置：試作機（最終）

開発と評価改良 

トラストメディカル株式会社以下の業務を

実施する。 

平成 27 年度の伴走コンサルティングにて

インテリジェント撮像装置の量産試作機はタ

ブレットを用いたリーダーへの仕様変更を認

めて頂き、一次試作機を製作した。平成 28年

度はタブレット一体化インテリジェント撮像

装置（最終）試作品を 6 式製作する。簡易型

イムノクロマトキットと撮像装置（最終）試

作品を用いた相互評価を行う。撮像装置（最

終）の性能、品質、規格への適合性を評価改

良し、量産可能なレベルとする。 

 

シミックホールディングス株式会社は以下

の業務を実施する。 

・トラストメディカルで行う量産に伴うバ 

リデーション立会い 

・トラストメディカルの QMS 体制の実施確 

認調査 

・製造に伴う工程管理項目についてトラス 

トメディカルと協議 

・製品出荷規格についてトラストメディカ 

ルと協議 

・製造ステージのリスク分析参加 

▶ 

【進捗 95％：○】計画通り実施し、ほぼ終了。 

簡易型イムノクロマトキットと撮像装置（最終）

試作品を用いた相互評価を行い、性能・品質・規

格の適合性評価改良を実施した。 

 

【性能】 

  測定範囲、最小検出感度において仕様値を満足す

ることを確認した。 

使用現場を含む社内外で操作性の評価改良を行っ

た。 

【品質】 

正確性において仕様値を満足することを確認し

た。 

機器の較正手順を確立し、プログラムを組込。 

【規格】 

電気安全性評価：問題なし 

 Standard IEC61010-2-101:2015(2nd Edition) 

           IEC61010-1:2010(3rd Edition) 

  EMC 評価：問題なし 

 Standard EN61326-2-6:2013 

 

▶ 

・医療機関など使用現場でのフィールドテス

トを繰り返し、市場評価による改善改良を

行う。 

・量産化に向け、コストダウン等の検討を行う。 
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平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  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 

 
 

試作品測定画面 

 
 

③安価なイムノクロマト半定量キット：試作

品開発、仕様検討 

安価なイムノクロマト半定量キットの設計

に基づき、試作品（二次・最終）開発、仕様

検討を行う。 

H27 年度は安価なイムノクロマト半定量キ

ットのストリップ部分の製造先を契約変更に

より、再委託先から外注製造に切り替えた。

これによりストリップと半定量受光部との一

体製造が可能となる一方、ストリップ試作に

関しては、改めてロットチェックが必要とな

る。そこで、感度の異なる試作ストリップ 2

ロットについて、現行のイムノクロマトとの

▶ 

【進捗 25％：△】 

 

インテリジェント撮像装置とは別のマーケット

向け製品として、医療アクセスが不十分、かつ薬

剤性腎障害の多発するアジア地域をターゲットと

した、安価な半定量キットの開発を計画していた

が、トラストメディカル社が製造するイムノクロ

マトキットが従来の定性法よりも高性能の半定量

デバイスとして完成したため、他社での同等製品

の開発を継続する必要がなくなり中止した。【AMED

報告・了承済み】 

▶ 
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平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  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 

性能比較を行う。  

精度管理用の標準品、管理尿検体に対する

反応性についても現行のキットと比較する。

現行キットと遜色のない仕様を確定後、安価

なイムノクロマト半定量キットの安全性、耐

久性を検討する。具体的には、外注先が米国

ですでに製品化している排卵検査半定量キッ

トとの同等性比較を行う。 

④データマイニングの手法を用いた疾病管理

システム：システム開発 

サイトライン・ソリューションズにて、こ

れまでの国内での L-FABP 研究開発にて蓄積

したデータ、およびベトナム・バクマイ病院

で新規に取得したデータを用いた CKD 予後診

断システムの透析導入に関する予後予測の精

度改善を行う。 

また、同じくサイトライン・ソリューショ

ンズにて、①検査データから自動的に CKD 悪

化の可能性がある患者をピックアップするこ

とで、医師の適切な診断を補助する機能、②

に患者への病状の説明、および生活習慣の改

善に関する情報提供機能、以上 2 つの機能を

兼ね備えた、専門診療科医師向けのタブレッ

ト・アプリの開発を行う（なお、本アプリに

汎用性はないため、無形固定資産には該当し

ない）。 

具体的には、平成 28年 6 月末の日本腎臓学

会総会での日越共同プログラム SRC ワーキン

グ委員会にて平成 28年度計画を決定し、8月

中に初版リリースを実施、現地使用医師から

のフィードバックを踏まえて、12月末までに

修正版評価を行う。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

当初計画を行った疾病管理システムおよび診断

補助システムとしては完成したと考えられる。デー

タを保管・管理し、その解析を行って、医師の診断

とほぼ等価な疾患評価を提供できるシステムとな

った。このようなシステムにより、途上国など腎臓

専門医が不足している地域に於いて、専門医に相当

するような診断が実現される可能性がある。 

 また、現在、本システムは日、英、越の 3言語に

対応しているが、システムとしてはさらに多数の言

語に対応可能なように開発を行っている。コンテン

ツの整備を行うことで、さらに多数の言語での運用

が可能となっている。一方で、疾患評価後に生活改

善策を提案する部分については、システムとしては

完成しているが、コンテンツ部分について、今後、

その提供を受けて入力する必要がある。 

▶ 

本開発では、食事、運動、サプリメントの 3

カテゴリを生活改善のための行動として薦め

ることが可能なシステムを構築した。しかし、

その内容については、当初より外部からの提供

を受けることを想定しており、まだコンテンツ

が確定していない部分が多い。日本腎臓学会や

ベトナム側の協力のもと、栄養士などの参画を

得て、文面等を検討する必要がある。 

本システムは血液検査、尿検査の情報を入力

することで、医師が行う診断に近似する評価を

自動的に行うようになっている。しかし、これ

があらゆる場面で完璧に機能するかどうかはテ

ストケース数の不足により、実証には至ってい

ない。今後、このシステムが臨床の場に於いて

活用されることで、評価、修正を行っていく必

要があると思われる。 

今回の開発で、技術的には、生活改善策の提

案に留まらず、投薬のサジェスチョンなど、治

療法の提案にも踏み込むことが可能であるこ

とがわかった。法制度の問題などもあり、本事

業ではそのような機能の実現には至っていな

いが、近い将来、自動で治療を可能にするシス

テムに発展させられることを願っている。 

⑤簡易型イムノクロマトキット：量産試作用

設備、治具類開発 

トラストメディカル株式会社は以下の業務

を実施する。 

▶ 

【進捗 100％：○】計画通り実施し、ほぼ終了。 

・量産を前提とした試作用設備、治具類の製作完了。 

 組立工程の調整も完了。不良を想定したカメラ検

査のレベル調整実施。 

▶ 

・量産試作による実使用を継続して繰り返し、 

評価改良を行う。 
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平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  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 

簡易型イムノクロマトキットの試作用設

備、治具類の設計と一式の製作を行う。これ

を使って、簡易型イムノクロマトキットの量

産を前提とした試作を行い、性能/外観が規格

に適合することを検証する。 

 

シミックホールディングス株式会社は以下

の業務を実施する。 

・量産を前提とした簡易型イムノクロマト 

キット試作品について臨床検体を用いた 

性能評価を行う。 

・簡易型イムノクロマトキット設計検証及 

び量産に伴うバリデーション立会い 

・トラストメディカル株式会社の QMS体制 

の実施確認調査 

・製造に伴う工程管理項目についてトラス 

トメディカルと協議 

・製品出荷規格についてトラストメディカ 

ルと協議 

・製造ステージのリスク分析参加 

・設計検証及びバリデーションを実施し、製造工程  

や方法を確立した。 

・試作品の性能/外観が仕様に規定する規格に合致 

 することを確認した。 

 

【量産試作用設備】 

 
 

・シミックホールディングス株式会社の業務内容と

して量産を前提とした簡易型イムノクロマトキッ

ト試作品について臨床検体を用いた性能評価を実

施した。トラストメディカル株式会社の QMS 体制

の実施確認調査を 2016年 5 月 19日に実施した。 

 

【量産検討】 

・簡易型イムノクロマトキット量産に伴うバリデー

ションを 2017年 1 月に実施し、その立会いを行っ

た。量産に伴い、製造工程管理項目を再設定した。 

 

【製造最適化検討】 

・更なる製造方法の最適化のため、トラストメディ

カル㈱との製造に関する打ち合わせを定期的に実

施した。 

・簡易型イムノクロマトキットの製造工程の最適化

（収率 UP）を目的として、製造方法の変更（抗体

固相化メンブレンの塗布方法の変更）を 2016 年

12 月に行った。また、作業の効率化、工数の削減

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・QMS 体制の確認調査は最低年 1 回毎年実施す

る予定（次回 2017 年 4月予定）。 
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平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  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 

のため、アルミ包装の自動ロット印字機、カメラ

検査機の設置、並びに簡易型イムノクロマトキッ

トの付属品のスポイトの変更を 2016 年 12 月に行

った。何れも変更に伴い、バリデーションを実施

した。 

 

⑥インテリジェント撮像装置：量産試作用設

備、治具類開発 

タブレット一体化インテリジェント撮像装

置の試作用設備、治具類の設計と一式の製作

を行う。撮像装置の試作を行い、仕様通りに

製造できることを検証する。 

シミックホールディングス株式会社は以下

の業務を実施する 

・量産試作用設備にて製造されたタブレッ

ト一体化インテリジェント撮像装置の試作機

について臨床検体を用いた性能評価を行う。 

 

▶ 

【進捗 100％：○】 

・量産を前提とした試作用治具類の調整完了。 

・撮像装置試作品の検証により仕様通りに製造 

出来ることを検証した。 

▶ 

 

・量産試作による実使用を継続して繰り返し、 

評価改良を行う。 

 

⑦臨床研究 

ベトナムで、ハイリスク CKD 患者を対象に

臨床試験のプロトコールに基づき、臨床評価

を実施する。順天堂大学は日本腎臓学会の本

SRC（Sister Renal Center）プログラムの主

幹大学として、日越共同臨床協力事業で日本

側代表として機能する。ベトナムの臨床試験

では現地で調達できない実験器具や試薬等の

消耗品は日本で購入し現地にて使用する。 

イギリスでは、当局承認された性能評価試

験プロトコールに基づき、簡易型イムノクロ

マトキットを用いた臨床評価を実施する（試

験プロトコール概要は臨床研究の項目参

照） 。シミックホールディングス株式会社は

欧州に拠点がない為、臨床試験に使用する試

薬についての現地代理人（欧州代理人）を必

要とする。欧州代理人の選定や登録にかかる

手続きについては薬事コンサルティングの外

▶ 

【進捗 100％：○】 

ベトナムにおいては、BacMai 病院外来診療部の

Dr.Ngoc を中心に、検尿イベントを実施。2016年 11

月訪問時 42 検体実施した。また、ハノイ市内小学校

での検尿を実施し 64検体検査した。日本腎臓学会の

ドクターと BacMai 病院を訪問し栄養指導部門のス

タッフに対して順天堂大学病院管理栄養士がベトナ

ム語でセミナーを行った。日本腎臓学会理事長も参

加され実りの多いプログラムとなった。 

さらに 2016 年 12 月からは、日越合弁医薬品卸会

社である Alcopha社（本社ホーチミン市）に委託し、

L-FABPの POCキット試供品を用いた現地市場性調査

を実施した。ホーチミン・ハノイの主要医療施設の

医師へのインタビューにより、救急と小児科領域で

の関心が高いことが明らかとなった。 

イギリスに関しては、5 月 25-27 日にマンチェス

ターCMFT（NHS トラスト病院）にて開始した臨床試

験について、測定技術移管・スタッフ進捗会議を実

▶ 

ベトナムについては現地医療機関等とのネッ

トワークが構築できたので、今後は輸入許可を

取得し、販社候補である Alcopha 社を通じて、

現地ドクターへの POC キット販促キャンペーン

を開始する。また、健診ビジネスに関しては、

本事業管理機関独自の提携先であるフィリピン

の大手製薬会社を通じて事業提案する予定であ

る。 

イギリスについては現地コーディネーターと

連携し CMFT とのスタディを完遂するために必

要な追加投資を本事業管理機関独自で予算化す

る必要がある。CKD 領域に関しては 2 施設 600

例を超えるデータが得られたため、本年の英国

腎臓学会にて報告が予定されている。今後は急

性領域のデータも合わせて NICE での保険適用

に必要な情報分析を実施する予定。 
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注を予定している。 施した。CMFT 臨床試験のメンバーである血液内科医

とも面談し L-FABP の紹介と L-FABP による骨髄移植

前の AKI 診断についての臨床的意義について協議

し、前向きなコメントを頂けた。CMFTとのスタディ

も順調に進んでおり、CKD 検体は 641 検体の測定が

完了した。AKI 検体、BMT患者の検体については現在

収集が完了し 2017 年 5月に測定が完了する予定。 

CKD 641 測定済 

BMT 54 回収済 （目標 80検体回収） 

    28 測定済 

AKI 173 回収済 

⑧知財戦略の検討・特許出願 

調査結果を基に簡易型イムノクロマトキッ

ト設計上の尿中 L-FABP 検出感度向上に寄与

する実施例を取得し、特許の戦略検討・出願

準備を行う。 

▶ 

【進捗 25％：△】 

簡易型イムノクロマトキット設計の最適化を進め

る過程で実施例取得中。 ▶ 

日本・台湾以外のアジアにおける出願を検討

中。特許事務所に相談し、必要な手続きについ

て確認を行う。 

⑨販売戦略 

オランダ等欧州 CE マーク対応国における

販売代理店候補の選定を行い、売買契約を締

結する。同時に、CEマーク取得以外に各国別

対応が必要となる販売国（仏・独等）、さらに

は米国展開への追加資料の準備、製品登録を

進める。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

イタリア（5 月 20-24）、フランス（5/30-6/1）の

複数の販社候補と面談し、より適切と思われる販社

各 1 社を選定しそれぞれと販売代理店契約締結を前

提にした協力契約を締結した。各国急性領域のドク

ターに販社候補を介してアプローチ、幅広くフィー

ドバックを得るためインタビューを実行中。2 月中

に結果を取りまとめてもらい情報共有する。フィー

ドバックをもとに販売価格や営業戦略について販社

と協議予定、その後正式な販社契約締結に進む。流

通させるために製品登録が必要だが、イタリア、フ

ランス当局への製品登録を完了した。ベトナムにお

いてはは輸入許可に必要な諸手続きを完了し、日

越合弁医薬品卸 Alcopha社より輸入許可を申請し

た。 

▶ 

イタリア・フランスについては、ドクターに

よる使用感に関するヒアリングを滞りなく実施

し今後の正式な販売代理店契約締結後の営業戦

略に役立てる。また、イギリスについても薬事

申請以外にも販売チャネル確保のための活動に

着手する。イタリア・フランスでのドクターイ

ンタビュー結果を反映させ、伸びが期待できる

疾患領域・適用領域を絞り込み、該当する領域

に精通した販社パートナーの選定にあたる。 

⑩事務処理・スケジュール管理 

本事業における事務処理全般、再委託先の

経費管理、スケジュール管理を行う。 ▶ 

【進捗 100％：○】 

Viet Duc 病院で予定していた臨床試験は関連病院

のバクマイ病院にて実施した為、Viet Duc 病院の直

接経費は発生しなかった。そのため変更承認申請を

行い、シミックホールディングスの直接経費に変更

▶ 

・確定検査準備 
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を行った。欧州・ベトナム事業に従事する人件費に

充当することにより、ベトナム事業の継続や欧州の

販社候補の選定などを推進することが出来た。 
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1.7 委託事業の振り返り 

(1) 委託事業の到達点（総括） 

 1) 1-1 簡易型イムノクロマトキット 

○性能：判定ラインの濃淡を 3 段階以上にスコア化するバイオマーカーL-FABP の簡易型イムノクロマ

トキットを完成させた。 

○臨床評価：英国において ELUDe study という NHS(NIHR)公式の審査を通過した臨床試験を立ち上げ

た。現段階で 2 施設 641 症例の CKD 患者登録を完了し、データ解析に移行した。ベトナムにおいて

は、日本腎臓学会と連携し、3 年間で 900 例の検尿（KEN-NYOU プロジェクト）を実施した。 

○製造：本事業管理機関が製販元、トラストメディカル社が製造元として、体外診断薬・IVD レベルの

製造委受託・品質管理体制を構築し、増産化に対応できる設備設計に着手した。 

○販売：欧州では、イタリア・フランスの販社候補 2 社、ベトナムでは日越合弁医薬品卸 Alcopha 社に

よる試供品臨床評価を開始した。 

 

 2) 1-2 インテリジェント撮像装置 

○性能：タブレット一体型の ICU 等急性疾患領域用のイムノクロマトキット定量測定器を完成させた。 

○製造/販売：電気安全性データ等を取得後、医療機器登録を予定。試作機を用いたイムノクロマトキッ

トの臨床性能評価を実施中。 

 

 3) 1-3 安価なイムノクロマト半定量キット 

トラストメディカル社が製造する 1-1 のイムノクロマトキットが従来の定性法よりも高性能の半定量

デバイスとして完成したため、他社での同等製品の開発を継続する必要がなくなり中止した。 

 

 4) 1-4 健診/CKD 管理システム 

○性能：L-FABP 健診データベースの情報に基づく、データマイニングを用いた CKD リスク予測アプリ

を完成させた。 

○臨床評価：ベトナム・ハノイのバクマイ病院外来患者 180 例を対象に CKD リスクを評価し、うちハ

イリスク 46 人を 1 年間追跡評価。治療介入効果が明確になった。 

○製造/販売：日本腎臓学会によるベトナム共同研究として継続する一方、新たなアジア展開としてはフ

ィリピンの大手製薬会社を通じて事業提案中。 

 

領域 終了評価で特にアピールしたい点 

薬事 
ベトナムに対しては輸入許可に必要な諸手続きを完了し、日越合弁医薬品卸

Alcopha 社より申請予定 

知財 
CKD リスク予測アプリにはオフィス用パッケージソフトのような汎用性がないた

め無形固定資産ではないと判断し事業化提案中 

技術・評価 
トラストメディカル社製造のイムノクロマトキットが従来の定性法よりも高性

能の半定量デバイスとして完成した 

その他事業化全般 
英国 NICE の技術評価部門との面談などを通じて医療経済学的評価に必要な開発

体制への理解が得られた 

 

 

(2) 当初目標達成度に関する自己評価 

 1) 自己評価結果 

A：当初目標を上回る成果を得た。 
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 2) 自己評価理由 

「費用対効果の高い治療導入を目指した簡易型腎疾患診断機器の開発・海外展開」という課題に対し

て、体外診断薬レベルの製品製造体制構築、欧州・アジア両方面での臨床試験、販売候補先の選定など、

費用対効果の高い簡易キットの特性を生かしたマーケティングの実践を完了できた。 

具体的には、下記の成果がある。 

①日本初のイノベーションである腎疾患バイオマーカーL-FABP の海外での臨床評価体制を立ち上げた。 

②ベトナムでは日本腎臓学会と連携して 3 年間 900 例に及ぶ検尿を実施し、日本では当たり前の健診方

法である尿検査を海外に広めるため“KEN-NYOU プロジェクト”としてアウトバウンド事業化した。 

③そのうちベトナム・ハノイのバクマイ病院外来患者 180 例を対象にデータマイニングを用いた CKD リ

スク予測アプリを適用し、うちハイリスク 46 人を 1 年間追跡評価。治療介入効果が明確になった。 

④英国においては ELUDe (Evaluation of L-FABP Urinary Device)study という臨床試験が

NHS(NIHR)公式の審査を通過し、2 施設 641 症例の CKD 患者登録が完了した。さらに医療経済学的

評価専門の協力機関を介して英国 NICE の技術評価部門へのヒアリングを実施した。 

⑤トラストメディカル社により従来の定性法よりも高性能の半定量デバイスとしてイムノクロマトキッ

トが完成した。さらにタブレット一体型の ICU/急性疾患領域用のイムノクロマトキット定量測定器の

試作品を用いて臨床評価を実施した。 

⑥本事業管理機関が製販元、トラストメディカル社が製造元として、体外診断薬・IVD レベルの製造委

受託・品質管理体制を構築した。 

⑦販売体制として欧州では、イタリア・フランスの販社候補 2 社、ベトナムでは日越合弁医薬品卸 Alcopha

社による市場評価を開始した。 
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(3) チェックリストによる自己評価結果 

 
 

(4) 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 

海外臨床施設・評価機関との委受託契約を日本語の雛形で締結することは非常に困難である。本事業

開始時には英語の雛形がなかったため、先方の雛形を修正して交渉するか、外注先として体制を柔軟に

変更できることが望ましい。 

 

 2) 事業の進め方 

伴走コンサルでの指摘は適切かつ有用なものであった。日本発のイノベーションを産学連携のもと、

海外展開できた事案として広報面での露出がもう少しあると、事業終了後の事業化に対し内外からの理

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。 ○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。、 △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。 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。 ○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。 ○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。 △一部
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。 ○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。 △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。 ○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。 ○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。 △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。 ○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。 ○十分

開発
戦略

その他

知的
財産

薬事

市場

基本
戦略

販売・
物流

事業
収支
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解が進んだのでないかと思われた。 

 

 3) その他 

国内案件に比して、海外臨床評価は開始までの準備期間がかかり、現地コーディネーターの雇用など

継続性の観点からも、本委託事業でカバーされない年次の継ぎ目などに事業管理機関側でのこまめな予

算化と個別契約が必要であった。3 年を終え、継続中の開発案件に関して最終年次のうちに申請できる海

外展開用の後継補助事業があると大変有効と考えられた。 
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(5) 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 

変更なし。   

機器スペック・

ビ ジネス モデ

ル 

安価なイムノクロマト半定量キットの外

注 

海外の競合技術に頼らないで半定量キッ

トが完成したため外注中止 

トラストメディカル社が製造するイムノ

クロマトキットが従来の定性法よりも高性

能の半定量デバイスとして完成したため、

他社での同等製品の開発を継続する必要が

なくなり中止した。 

事業化体制 事業開始時には英国の臨床試験実施機関

（CMFT）を再委託先とした。 

外注先に変更。 海外臨床施設・評価機関との委受託契約

を日本語の雛形で締結することは非常に困

難。本事業開始時には英語の雛形がなかっ

たため、外注先として体制を変更した。 

事 業 化 計 画

（開発･薬事・

上市スケジュ

ール） 

L-FABP Point of Care Kit上市時期：平

成 28年 12月 

L-FABP Point of Care Kit上市時期：平

成 29年 12月に変更した。 

事業開始時には IVDD により CE マーク

を取得する予定であった。しかし、平成 28

年半ばに欧州指令改正が予定されており、

平成 28 年 10 月に申請した場合、IVDR に

より CE マークを取得することになる。こ

の変更により、CE マーク取得に伴う認証

機関の審査が必要となるため、認証機関の

審査期間を鑑みて上市時期を平成 28 年 12

月から平成 29 年 12 月に変更した。 

 

(6) 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 イムノクロマトキットのアジア地域の薬事承認体制は？ 国内ですでに薬事認証を取得しているため、ベトナムにおいて

は輸入許可申請で導入可能。 

知財 CKDリスク予測アプリは無形固定資産か？ CKD リスク予測アプリにはオフィス用パッケージソフトのよう

な汎用性がないため無形固定資産ではないと判断し、アジア地域
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領域 指摘事項 対応 

のハイエンド層を対象とした健康管理事業への展開を提案中。 

技術・評価 イムノクロマトキットのロット差はないか？ 小スケール製造ロットから量産化に向け品質管理体制を強化、

製造手順書の改定を実施。 

そ の 他事 業

化全般 

ベトナム事業は継続性があるか？ 日本腎臓学会によるベトナムとの共同研究は、その上部組織で

ある国際腎臓学会から高く評価され、レベル C からレベル B へと

格上げされた。今年度以降も CKD リスク評価は継続可能。 

 

(7) 採択・継続条件への対応状況 

採択条件 対応状況 

なし  

  

  

  

  

 

1.8 平成 29 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

簡易型イムノクロマトキットに関しては長期安定性試験を継続して実施し、24 ヶ月間迄の安定性を確認する。データマイニングの手法を用いた疾

病管理システムは、今回の受託事業において食事、運動、サプリメントの 3 カテゴリを生活改善のための行動として薦めることが可能なシステムを

構築した。引き続き日本腎臓学会やベトナム側の協力のもと、栄養士などの参画を得て、コンテンツの充実と文面の検討を行っていく。インテリジ

ェント撮像装置の開発は量産化試作機の検討を進め製品化を目指す。 

簡易型イムノクロマトキットを用いた臨床試験は平成 29 年以降継続して行い、更なるデータを構築していく必要がある。イギリスについては現地

コーディネーターと連携し CMFT とのスタディを完遂するために必要な追加投資を本事業管理機関独自で予算化し実施する。 

本開発品の販売戦略としてベトナムについては販社候補である Alcopha 社を通じて、現地ドクターへの POC キット販促キャンペーンを開始する。

また、本事業管理機関独自の提携先であるフィリピンの大手製薬会社を通じて事業提案する予定である。イタリア・フランスについては、ドクター

による使用感に関するヒアリングを滞りなく実施し今後の正式な販売代理店契約締結後の営業戦略に役立てる。また、イギリスについても薬事申請

以外にも販売チャネル確保のための活動に着手する。イタリア・フランスでのドクターインタビュー結果を反映させ、伸びが期待できる疾患領域・

適用領域を絞り込み、該当する領域に精通した販社パートナーの選定にあたる。 

 

 



 

39 

1.9 事業に関する連絡窓口 

 

シミックホールディングス株式会社 L-FABP事業部 

〒113-0034 東京都文京区湯島 2-16-10 マスビル 2階 

電話: 03-6779-8017 / FAX: 03-3830-5455 / E-mail: takeshi-sugaya@cmic.co.jp 


