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1. 事業の概要 

従来の簡易検査器具では、ウイルスを「発色」させて目視で検出する方法であったため精度が低く、

多くの医療機関では外部の検査機関に検査を依頼せざるを得なかった。また、このため、検査受診者も

再来院する必要があった。これに対して本事業では、従来の「発色」目視方法ではなく、抗原抗体反応

によってノロウイルスを「発光」させ、その「光」を検査装置で感知する方法をとる。これにより、肛

門拭取方法等の簡易な方法で僅かな数の検体を採取するだけで、5分程度でノロウイルスの有無を検査で

きるようになる。そうした「検査キット」及び「検出装置」の開発・事業化を目指すものである。 

 

≪肛門拭取り検体採取による「ノロウイルスの高感度迅速検出機器」の開発・事業化≫

「高感度迅速検査でノロウイルスが見える化」
事業実施機関：株式会社プロテックス・事業管理機関名：株式会社ムトウ

H26-081

手軽に高感度で迅速なノロウイルス検査

ノロウイルス感染者からの二次感染リスク

㈱プロテックス：ウイルスの検出技術を研究開発

 医療機関の感染者来院による二次感染リスク。
 排便以外で高感度･簡易迅速検査が必要。
 目視検査でなく、機器の電子表示が必要。

 ノロウイルス10～100個レベルの検出ができる。
 5分程度で検査結果が出る。
 バッテリー式ハンディータイプの検査機器。

Class Ⅰ
（想定）

ノロウイルスを抗原抗体反応で発光させ、超高感度センサー
にてノロウイルスを確認する検出機器を開発。
国内外への展開は、㈱ムトウ・キョーリンメディカルサプライ㈱
などの特約代理店より流通を計画。
本社：東京都港区三田1-11-45、資本金7200万円、社員数11名。

写真１

写真2

平成28（2016）年1月  

相談
申請

製販企業
医療機器製造販売業［予定］

(株)プロテックス

医薬品医療機器総合機構
（PMDA）

助言
承認

顧客
（国内・海外）

中

委託事業実施体制

PL

(一財)東京顕微鏡院、高信化学㈱、(株)浜松ホトニクス、琉球大学、東京工業大学、医療機関等
・医療機器等薬事申請協力 ・検証技術協力 ・部品の供給 ・抗体開発協力 ・検査キット開発協力 ・臨床試験評価

販売

販売・特約代理店

(株)ムトウ・
ｷｮｰﾘﾝﾒﾃﾞｨｶﾙｻﾌﾟﾗｲ(株)

• 試作品によるマーケティングリサーチ
• 医療機関への営業・調査

医工連携支援機関

(一財)予防環境協会
• 基礎研究のサポート
• 技術シーズの提供
• 安定性の検証
• 材料評価

企業

(株)ムトウ
• 委託事業の経費管理

• 事業管理機関として自らもコンソーシア
ムに参加し、全体をコーディネート

• 独自の販売支援(代理店)
• 薬事申請の協力
• 製造販売業申請の協力

事業管理機関

研究機関

京都大学
• 基礎研究の協力
• エビデンス調査の協力
• 薬事戦略の協力

企業

ｷｮｰﾘﾝﾒﾃﾞｨｶﾙｻﾌﾟﾗｲ(株)
• 基礎研究の協力
• エビデンス調査、薬事戦略の協力
• 販売体制の確立

医療機関

彦根中央病院
• ニーズの提供
• 臨床エビデンスの構築
• 臨床試験、検出効果の比較検討

企業

(株)アリスタ
• 医療機関との連携打合せ
• 臨床試験の打合せ及び立会

SL
平成28（2016）年度

企業

NTT-ATクリエイティブ(株)
• 「検体採取器具」の最終試作を製作
• 「検出装置」の最終試作を製作
• 生産プロセス体制の構築
• 製造体制の整備

• 製品化・事業化
• 核となるイムノクロマト抗体の開発製作
• 「検査キット」の第2次試作を製作
• 医療機器の申請（予定）
• 知財の申請・統括管理
• 製造体制の整備、販売体制の整備
• QMS製造施設企業に委託生産

新

新

中
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1.1 事業の目的 

現在、簡易検査キットを使用したノロウイルスの感染判定では、来院された検査希望者の便より検体

を採取して実施するが、検査方法が「発色」目視方式で検出精度が低い（1,000,000個以上の単位）た

めに、微量のノロウイルスでは検出できない。そのため、多くの医療機関では外部の検査機関に検査

を依頼しており、検査受診者は再来院が必要である。 

このことは、医療機関にとっても感染患者との接触機会を増やすことになり、医療施設内での二次感

染リスクを増やすこととなる。さらに検体採取のために検査受診者の排便によるトイレの使用も感染

リスクの増加要因と言える。 

こうした状況を踏まえた医療現場のニーズは、高感度の簡易･迅速検査ができないか、排便以外の検体

採取方法でノロウイルスの検査が出来ないか、という 2点である。 

以上の課題を解決するために、本事業では、肛門拭取り方式により検体を採取し、抗原抗体反応によ

ってノロウイルスを「発光」させ、従来の「発色」目視方式ではできなかったレベルでその光量を超

高感度センサで検知し、ノロウイルスを 10の 1乗 copy/mLから 10の 2乗 copy/mL（10個～100個の単

位）レベルで、かつ、5分程度の短時間でノロウイルスを検査する「検査キット」及び「検出装置」の

開発・事業化を目指す。 

なお、国内は平成 29年 2月に薬事申請を行い、平成 29年 12月の上市を目指す。また、海外（アジア

地域、欧米各国）については、平成 29年 12月に薬事申請を行い、平成 30年 2 月の上市を目指す。 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：株式会社ムトウ 

PL： 山村 信男（株式会社プロテックス） 

SL： 西崎 政男（株式会社ムトウ） 

共同体： ①株式会社プロテックス 

  ②一般財団法人予防環境協会 

  ③NTT-ATクリエイティブ株式会社 

  ④株式会社アリスタ 

  ⑤国立大学法人京都大学 

  ⑥医療法人恭昭会彦根中央病院 

  ⑦キョーリンメディカルサプライ株式会社 
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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  

機器等の種類 検査キット：検体採取器具 クラス分類 Ⅰ 

製品名 Notch-01-sp〔検体採取器具〕 分類名称（一般的名称） 検体採取器具 

対象疾患 
ノロウイルス感染に疑いのあ

る受診者 
届出／認証／承認 届出 

想定される販売先 医療機関･老健施設･保健所等 新／改良／後発 後発 

使用目的又は効果 検査キットに含まれるもので、検体を採取する器具 

薬事申請予定者 ㈱プロテックス 医療機器製造販売業許可 平成 29年 2月申請予定 

製造を担う事業予定者 下請け企業 医療機器製造業登録 取得済み先を選定（未定） 

 

 

 2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  （アジア・欧州・米国） 

薬事申請時期 平成 29（2017）年 12月 平成 29（2017）年 12月 

上市時期 平成 30（2018）年 6月 平成 30（2018）年 6月 

想定売上（上市後 3年目） 2.69 億円／年（平成 32（2020）年時点） 0.83億円／年（平成 33（2021）年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 99億円／年（平成 32（2020）年時点） 90億円／年（平成 33（2021）年時点） 

想定シェア（上市後 3年目） 2.7％（平成 32（2020）年時点） 0.92％（平成 33（2021）年時点） 

イムノクロマトの開発に時間を要したため、予定スケジュールでは薬事申請が行えないと考えたことに

より、国内薬事申請を平成 29 年 12 月、国内上市を平成 30 年 6 月に、海外上市は平成 30 年 6 月に変更

した。 

機器等の種類 
検査キット：イムノクロマト

ストリップ 
クラス分類 Ⅲ 

製品名 Notch-01-kt〔検査キット〕 分類名称（一般的名称） ノロウイルス抗原キット 

対象疾患 
ノロウイルス感染に疑いのあ

る受診者 
届出／認証／承認 承認申請 

想定される販売先 医療機関･老健施設･保健所等 新／改良／後発 後発 

使用目的又は効果 検体を滴下し、発光抗原抗体反応によって、ノロウイルスを発光させる検査キット 

薬事申請予定者 ㈱プロテックス 
体外診断用医薬品 

製造販売業許可 
平成 29年 2月申請予定 

製造を担う事業予定者 下請け企業 
体外診断用医薬品 

製造業登録 
取得済み先を選定（未定） 

機器等の種類 検出装置 クラス分類 Ⅰ 

製品名 Notch-01-51 〔検出装置〕 分類名称（一般的名称） 
機械分類１７ ﾃﾞﾝｼﾄﾒﾄﾘｰ分析

装置 

対象疾患 
ノロウイルス感染に疑いのある

受診者 
届出／認証／承認 届出 

想定される販売先 医療機関･老健施設･保健所等 新／改良／後発 新／改良 

使用目的又は効果 発光抗原抗体反応した検査ｷｯﾄを差し込み、ノロウイルスの有無を確認する装置 

薬事申請予定者 ㈱プロテックス 医療機器製造販売業許可 平成 29年 2月申請予定 

製造を担う事業予定者 下請け企業 医療機器製造業許可 取得済み先を選定（未定） 
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 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

１．申請する医療機器等の内容のイメージ写真 

 

  「医療機器」              「体外診断用医薬品」 

   発光検出装置              抗原検査キット 

 

 

                                        滴下ｲﾒｰｼﾞ 

          差込口の形状を変更する                          

 

２．機器の使用方法 

  肛門周辺より検体を採取して、イムノクロマト検査キットに滴下。 

 

 

３．医療現場の課題・ニーズ 

 ㈱プロテックスが医療機関の医療従事者からモニタリング調査したニーズだけでなく、医工連携事

業化推進事業の支援メニューを活用した「ユーザー評価」からも製品ニーズが高いことを確認した。 

 

「ユーザー評価」などから検討している仕様項目： 

＊検出装置： 

①機器のディスプレー表示はデジタルと色の両方で表示し、ディスプレーにデータ表示する 

時に、ブザーで知らせる仕様に修正することを検討中。 

  ②バッテリー状態の表示仕様に修正することを検討中。 

  ③ストリップケースの差込部分の形状仕様に修正することを検討中。 

＊イムノクロマトストリップ： 

①検体が浸透したことを確認するテストラインを設定し発色を検討中。 

②ノロウイルス検体で機器が汚染しないようにするため、スライドカバーの設定を検討中。 
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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 

・国内の医療機関 108,679施設（H24厚労省調べ） 

・国内の保健所 495施設（H24調べ） 

・海外の医療機関（感染予防意識が高い国の医療機関）推定 1,000,000施設 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

・国内の医療機関の 25％（約 45,000施設）が導入すると算出すると、2020年 8月時点で、 

99 億円の創出市場となる。 

 その内、製品が 2.7％シェアするとして、想定売り上げは 2.69億円となる。 

・海外の医療機関の 3％約（30,000施設）が導入すると算出すると、2021年 2月時点で、 

90 億円の創出市場となる。 

 その内、製品が 0.9％をシェアするとして、想定売り上げは 0.83億円となる。 
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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 

・競合企業：デンカ生研株式会社（採取方法と検出レベルが異なるため、一概に競合とは言えない） 

・競合商品：「クイックナビ-ノロ」（採取方法と検出レベルが異なるため、一概に競合とは言えない） 

・障害要素：検出レベルは格段の違いはあるものの、検査コストはほぼ同様であり、簡易検査にて 

医療機器を使用するため、開発製品の価格（コスト）をどれだけ低く抑えて提供できるか（医療機器

はレンタルでの提供を検討）。その他、宣伝力、認知度、流通手段方法が課題となる。 

・検査キットの 2 大企業であるデンカ生研㈱と栄研化学㈱の平成 28 年 2 月現在の検査キットの精度は、

10 の 5乗 copy/mL（100,000 個）～10の 6乗 copy/mL（1,000,000個）での検出レベル 

であり、当該製品（10の 1 乗 copy/mL（10個）～10 の 2乗 copy/mL（100個）とは、格段の精 

度の違いがあるため、競合との勝算は十分あると考えている。 

 

 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） 

 ① 差別化ポイント （採取方法と検出レベルが異なるため、一概に競合とは言えない） 

・従来の簡易検査では、検体に 10 の 6 乗 copy/mL（1,000,000 個）以上のノロウイルスが含まれていな

いと「発色」（目視確認）できない。それに対して、本事業により開発する製品は 10 の 1 乗 copy/mL

（10 個）～10 の 2 乗 copy/mL（100 個）レベルで簡易検出ができる。桁の違う高精度の検出レベルで

ある。 

・従来の簡易検査では、「便」を検体にして検出検査を行うが、当該製品は肛門の拭取りで検査できる。 

・従来は「発色」反応によるあいまいな目視確認であったが、当該製品は「発光反応」の電子信号表示

で解りやすくした。 

 

 ② 本事業の優位性 

・桁違いの検出精度、肛門拭取りによる検体採取、発光反応で検出、デジタル表示など、従来検査品と

の違いは明白であり、医療機関にて診察中に「その場で検査結果」を通知できる。そのために、日数

を要する外部の検査機関への検査は必要が無くなる。 

・高感度で手軽な簡易検査が必要とされる国内の医療機関及び保健所は、当該製品を導入し、ノロウイ

ルス検査を実施する可能性が極めて高い。 

・本事業で開発するノロウイルス検出器は医療機器としてだけではなく、一般環境用測定器として流通

させることも計画しており、それによってノロウイルス検出市場も押さえられると考える。 

・本事業でノロウイルス抗原の開発から抗体の開発までを㈱プロテックスが一貫して開発を行ってきた

ため、独自の抗体ライブラリーが得られる。 

・本事業で開発する検出装置を使用して、インフルエンザウイルスなど、他のウイルス検出にも応用で

きるように発展させることができる。 
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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 

   

 
 

 

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
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

要素技術開発

12月までにGⅡ-4抗原作製し、8つの

抗体候補を選出し、ＧⅡ-4に対する最

適抗体を作製し発光を確認中。

年度をまたぎ、GⅠとGⅡの抗原及び抗

体の作製に取り掛かる。

試作機開発・改良
【製品名】
「ａ」≪検体採取器具≫

ユーザー評価を参考にし、オリジナル

採取器具を試作しました。

今後試作品の安定性評価試験を実施

する。

試作機開発・改良
【製品名】
「ｂ」≪発光抗原抗体
反応の検査キット≫

12月までにGⅡ-4抗原作製し、8つの

抗体候補から、最適抗体を開発し、2月

中に発光を確認する。

平成28年度に、GⅠとGⅡ（17を含む）

の抗原作製に取り掛かる。

試作機開発・改良
【製品名】
「ｃ」≪検出装置≫

NTT-ATCR及び徳島県工業技術セン

ターと共同研究によって、分析試験を

実施。

試作品の修正等の指摘を受け、構造お

よび仕様を修正中。

量産機開発
【製品名】
「ａ」≪検体採取器具≫

指摘・アドバイスを組み入れた量産前

の最終試作を平成28年7月までに完成

する。

量産機開発
【製品名】
「ｂ」≪発光抗原抗体
反応の検査キット≫

GⅠ・GⅡを網羅した抗体開発後に、量

産前の最終試作を平成28年11月に完

成し、臨床評価を実施。

量産機開発
【製品名】
「ｃ」≪検出装置≫

指摘・アドバイスを組み入れた量産前

の最終試作を平成28年7月に完成し、

臨床評価を実施。

臨床研究

東京慈恵会医科大学病院・彦根中央

病院などの協力によって、平成27年度

は検出試験、平成28年度は臨床試験

（評価）を実施。

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
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

薬事申請

平成28年度に検出試験を実施する計

画で、検体を集めている。

最終試作が完成後、臨床試験を実施

し、そのデータ及び評価をもって申請

する計画となる。

知財対応
実際のノロウイルスにて検出効果を確

認した後に、抗原及び抗体作製に関す

る特許申請を行う。

販売戦略
基礎研究にて、実際のノロ

ウイルスにて検出効果を確認

した後に、販売戦略を検討する。

上市時期
平成29年2月にPMDAへ申請、上市は

平成29年12月の予定。

スケジュール変更理由

平成29年2月に薬事申請を予定していたが、
化学発光法によるイムノクロマト検出キットの
開発に時間を要したため、予定スケジュール
では薬事申請が行えないと考え変更した。

化学発光法によるイムノクロマトストリップを開
発していたが、年度内の研究開発の状況を鑑
みて、翌年度も継続して開発をすることとなっ
た。

平成29年2月に薬事申請を予定してい
たが、化学発光法によるイムノクロマト
検出キットの開発に時間を要したた
め、予定スケジュールでは薬事申請
が行えないと考え変更した。琉球大学
にプロテックス研究員が滞在する。

平成29年度12月にPMDA申請を移行
したため、国内上市を平成30年6月と
した。海外上市は平成30年6月に変更
した。

ａ：採取器具の開発（二次）

ｂ：検査キットの開発（二次） 【下記に詳細分類を記載】

ｃ：検出装置の開発（二次）

ａ：採取器具の開発（一次）

ｂ：検査キットの開発（一次）

ｃ：検出装置のレベル確認

安全性･耐久性
の確認

ａ：採取器具の開発（量産試作）

製造体制の検討

ａ：採取器具の開発（二次）

製造体制の検討

ａ：採取器具の開発（一次）

採取効果の確認

製造体制の検討 製造体制の構築

安全性･耐久性の確認

梱包形状の検討

ａ：採取器具の開発（量産試作）

ｂ：検査キットの開発（二次）ｂ：検査キットの開発（一次）

検査キットの効果の確認

製造体制の検討

ｂ：（GⅡ-4ノロ抗原の作製） ｂ：（GⅡ-4ノロ抗体の作製） ｂ：（GⅠGⅡ抗原、抗体作製）

ｂ：（検査キットの試作）

製造体制の検討

ｃ：検出装置の開発（二次）ｃ：検出装置のレベル確認

製造体制の検討

ｃ：検出効果の分析試験 ｃ：コンサル･ユーザー評価から仕様修正

製造体制の検討 製造体制の構築

ａ：採取器具の開（量産試作）

ａ：採取器具の開発（第二次試作品の検証）

ｃ：検出装置の開発（量産化試作）

学会にて展示

流通担当企業と

流通体制を検討協議

★

東京慈恵会医科大学病院・彦根中央

病院・東京顕微鏡院・衛生関係団体

などの協力にて、検体サンプリング

及び研究所にて検出試験を実施

彦根中央病院にて実際の

検体による検出効果比較

東京慈恵会医科大学付属病院と

臨床試験の打合せ、倫理委員会の

承認等作業

アクショ ン委員会にて、医療機器･

体外診断用医薬品としての申請に

関する協議及び準備を行った。

製造販売業届出に際して、埼玉県

薬務課に相談した。

医療機器･体外診断用医薬品の

クラス分類等の件で、PMDAの

無料相談を受けた。

PMDAの有料
相談を申込

埼玉県薬務課に医療機器･体外診断用医薬品の

製造販売業届出申請に伴う打合せ。

★

研究施設の移転後に、埼玉県薬務課に医療機器･

体外診断用医薬品の製造販売業届出申請を行う。

★ ★

PMDAへ

事前相談
医療機器･体外診断用医薬品としてPMDAに申請

★

国際特許出願

★

アクショ ン委員会にて

国内･国際特許の

出願を取下げた 国内特許・国際特許を国際

特許を再申請準備

★

知財出願

予定

★H30.6

国内上市

海外市場での薬事申請

★H29.12

★H30.6

海外上市

試作の評価

試作の評価

ｂ：（抗体標識の選定）

ｃ：仕様及び検出評価(初期）

ｂ：（抗体標識の評価）

ｃ：安定性評価/補正

ｂ：琉球大にて最終仕上げ

ｂ：琉球大にて最終仕上げ

ｂ：発光法で検査ｷｯﾄ試作

ｃ：ｷｯﾄの最終試作で検出確認

a：最終確認後に量産開始

ｂ：最終確認後に量産開始

ｃ：最終確認後に量産開始

最終確認後に再度臨床検査

★H29.12
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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    ●       

上市時期     ●      

支出額（単位：億円） 0.35 0.65 0.75 0.53 0.61 0.85 1.02 1.14 1.49 1.77 

 うち委託費 0.25 0.45 0.60 － － － － － －  

 うち自己負担 0.10 0.20 0.15 0.53 0.61 0.85 1.02 1.14 1.49 1.77 

売上高（単位：億円） － － － 0.85 1.42 2.69 4.06 4.84 5.58 8.16 

販売数量（単位：） － － － 500 900 1,300 1,700 2,100 2,500 2,900 

 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    ●       

上市時期     ●      

支出額（単位：億円）     0.11 0.23 0.39 0.56 0.72 0.88 

 うち委託費     － － － － －  

 うち自己負担    
 0.11 0.23 0.39 0.56 0.72 0.88

２ 

売上高（単位：億円）     0.17 0.36 0.56 0.83 1.22 1.62 

販売数量（単位：）     100 200 300 400 500 600 

 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） 0.35 0.65 0.75 0.53 0.72 1.08 1.41 1.70 2.21 2.65 

 うち委託費 0.25 0.45 0.60 － － － － － －  

 うち自己負担 0.10 0.20 0.15 0.53 0.72 1.08 1.41 1.70 2.21  

売上高（単位：億円） － － － 0.85 1.59 3.05 4.62 5.67 6.80 8.16 

販売数量（単位：） － － － 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

化学発光法によるイムノクロマト検出キットの開発に時間を要したため、予定スケジュールでは薬事申

請が行えないと考えたことにより、 

国内薬事申請を平成 29年 12月、国内上市を平成 30年 6月に、海外上市は平成 30年 6月に変更した。 
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【条　件】

借入金額 千円 18,000 千円

金　利 0 ％

定率法 1 ％

耐用年数 5 年

金額：千円
初年度/2017年度 2年度/2018年度 3年度/2019年度 4年度/2020年度 5年度/2021年度 累　計

売上高 85,000 159,500 305,000 455,000 573,750 1,578,250

188% 191% 149% 126%

売上高計 85,000 159,500 268,500 455,000 573,750 1,578,250

売上原価 51,000 95,700 161,100 273,000 344,250 946,950

粗利益高 34,000 63,800 107,400 182,000 229,500 616,700

粗利益率

設備維持費

人件費 24,000 36,000 43,200 47,520 54,000 204,720

その他販管費 17,000 31,900 61,000 91,000 114,750 315,650

減価償却費 9,000 4,500 2,250 1,125 562 17,437

開発費 3,000 2,000 2,000

53,000 72,400 108,450 139,645 171,312 537,807

62% 45% 40% 31% 30% 34%

-19,000 -8,600 -1,050 42,355 58,188 71,893

-19,000 -27,600 -28,650 13,705 71,893 71,893

-7,600 -3,440 -420 5,482 23,275 17,297

税引き後利益 -11,400 -5,160 -630 36,873 34,913 54,596

返済可能額

返済可能額累計

借入金返済

0 0 0 0 0 0

-11,400 -5,160 -630 36,873 34,913 54,596

9,000 4,500 2,250 1,125 563償却資産残高

借入残高

資 金 回 収 計 画 書 ( 上 市 後 ）

財
務
収
支

（収益合計-費用合計）

（対営業利益：税率40％）

償却費＋税引後利益

償却資産額×100%×0.50%

量産化試作費一部、臨床研究等の開発費

⇒　　　60％

⇒　　　40％

⇒　　　40％

5%／2年

5%／1年

原価率60％（平均）

経費額

経費率

設備投資額

（※リース総額）

営業利益累計

法人税等

キャッシュフロー

キャッシュフロー累計

会社名

2017年よりの5年間

項　　　目

収
入

粗
利
高

費用合計

費
用

営業利益

株式会社プロテックス

検出機器事業

営業費／販促費／本部費など：売上の20%

計　算　根　拠 インフレ率

個別設定

伸び率

粗利益率40％（平均）

設備／器具／備品の増加に準じる

（初年度、2年目、3年目、5年目増員）
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計算根拠：
製造原価 検出装置　 85,000 円/単価 原価率 71 %

（研究開発費含まず） 採取器具　 100 円/単価 原価率 67 %

検査キット 150 円/単価 原価率 43 %

キットのｾｯﾄ 250 円/単価 原価率 50 %

ｷｯﾄは100個セット

2017年

国内 ①検出装置　 500 台 85,000 円/原価 小計 42,500,000 円

500 台 120,000 円/卸単 小計 60,000,000 円 千円単位＝ 60,000 千円

②採取器具 100個/台 50,000 個 150 円/卸単 小計 7,500,000 円

③検査キット 100個/台 50,000 個 350 円/卸単 小計 17,500,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 50,000 個 250 円/原価 小計 12,500,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 50,000 個 500 円/卸単 小計 25,000,000 円 千円単位＝ 25,000 千円

原価のみ合計 55,000,000 国内合計 85,000 千円

海外無し 0 千円

2018年

国内 ①検出装置　 900 台 85,000 円/原価 小計 76,500,000 円

900 台 120,000 円/卸単 小計 108,000,000 円 千円単位＝ 108,000 千円

②採取器具 100個/台 90,000 個 150 円/卸単 小計 13,500,000 円

③検査キット 100個/台 90,000 個 350 円/卸単 小計 31,500,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 90,000 個 250 円/原価 小計 22,500,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 90,000 個 500 円/卸単 小計 45,000,000 円 千円単位＝ 45,000 千円

50%のリピート②③合計 100個/台 25,000 個 250 円/原価 小計 6,250,000 円

50%のリピート②③合計 100個/台 25,000 個 500 円/卸単 小計 12,500,000 円 千円単位＝ 12,500 千円

原価のみ合計 105,250,000 円 国内合計 142,500 千円

海外 ①検出装置　 100 台 85,000 円/原価 小計 8,500,000 円

100 台 120,000 円/卸単 小計 12,000,000 円 千円単位＝ 12,000 千円

②採取器具 100個/台 10,000 個 150 円/卸単 小計 1,500,000 円

③検査キット 100個/台 10,000 個 350 円/卸単 小計 3,500,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 10,000 個 250 円/原価 小計 2,500,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 10,000 個 500 円/卸単 小計 5,000,000 円 千円単位＝ 5,000 千円

原価のみ合計 11,000,000 円 海外合計 17,000 千円

国内･海外合計 159,500 千円

2019年

国内 ①検出装置　 1,300 台 85,000 円/原価 小計 110,500,000 円

1,300 台 120,000 円/卸単 小計 156,000,000 円 千円単位＝ 156,000 千円

②採取器具 100個/台 130,000 個 150 円/卸単 小計 19,500,000 円

③検査キット 100個/台 130,000 個 350 円/卸単 小計 45,500,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 130,000 個 250 円/原価 小計 32,500,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 130,000 個 500 円/卸単 小計 65,000,000 円 千円単位＝ 65,000 千円

50%のリピート②③合計 100個/台 95,000 個 250 円/原価 小計 23,750,000 円

50%のリピート②③合計 100個/台 95,000 個 500 円/卸単 小計 47,500,000 円 千円単位＝ 47,500 千円

原価のみ合計 166,750,000 円 国内合計 268,500 千円

海外 ①検出装置　 200 台 85,000 円/原価 小計 17,000,000 円

200 台 120,000 円/卸単 小計 24,000,000 円 千円単位＝ 24,000 千円

②採取器具 100個/台 20,000 個 150 円/卸単 小計 3,000,000 円

③検査キット 100個/台 20,000 個 350 円/卸単 小計 7,000,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 20,000 個 250 円/原価 小計 5,000,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 20,000 個 500 円/卸単 小計 10,000,000 円 千円単位＝ 10,000 千円

50%のリピート②③合計 100個/台 5,000 個 250 円/原価 小計 1,250,000 円

50%のリピート②③合計 100個/台 5,000 個 500 円/卸単 小計 2,500,000 円 千円単位＝ 2,500 千円

原価のみ合計 23,250,000 海外合計 36,500 千円

国内･海外合計 305,000 千円

2020年

国内 ①検出装置　 1,700 台 85,000 円/原価 小計 144,500,000 円

1,700 台 120,000 円/卸単 小計 204,000,000 円 千円単位＝ 204,000 千円

②採取器具 100個/台 170,000 個 150 円/卸単 小計 25,500,000 円

③検査キット 100個/台 170,000 個 350 円/卸単 小計 59,500,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 170,000 個 250 円/原価 小計 42,500,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 170,000 個 500 円/卸単 小計 85,000,000 円 千円単位＝ 85,000 千円

50%のリピート②③合計 100個/台 220,000 個 250 円/原価 小計 55,000,000 円

50%のリピート②③合計 100個/台 220,000 個 500 円/卸単 小計 110,000,000 円 千円単位＝ 110,000 千円

原価のみ合計 242,000,000 国内合計 399,000 千円

海外 ①検出装置　 300 台 85,000 円/原価 小計 25,500,000 円

300 台 120,000 円/卸単 小計 36,000,000 円 千円単位＝ 36,000 千円

②採取器具 100個/台 30,000 個 150 円/卸単 小計 4,500,000 円

③検査キット 100個/台 30,000 個 350 円/卸単 小計 10,500,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 30,000 個 250 円/原価 小計 7,500,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 30,000 個 500 円/卸単 小計 15,000,000 円 千円単位＝ 15,000 千円

50%のリピート②③合計 100個/台 25,000 個 250 円/原価 小計 6,250,000 円

50%のリピート②③合計 100個/台 10,000 個 500 円/卸単 小計 5,000,000 円 千円単位＝ 5,000 千円

原価のみ合計 39,250,000 海外合計 56,000 千円

国内･海外合計 455,000 千円

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるがセット販売とする

個別に販売するケースはあるがセット販売とする

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるが計算外
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資金対策としては、販売開始後の 3年間は赤字となるが、資本金より補える計画である。 

次年度以降からは、毎年の検出装置の販売台数が増えるだけでなく、消耗品である検査キットは、 

初年度からのリピート消耗品であるため、数量が累積して販売できることを想定しており、 

それら条件設定した数値を上記の累計売上に記載した。 

上市後の当面は国内販売に注力し、海外の売上費は、国内の 10％程度と見込んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年

国内 ①検出装置　 2,100 台 85,000 円/原価 小計 178,500,000 円

2,100 台 120,000 円/卸単 小計 252,000,000 円 千円単位＝ 252,000 千円

②採取器具 100個/台 210,000 個 150 円/卸単 小計 31,500,000 円

③検査キット 100個/台 210,000 個 350 円/卸単 小計 73,500,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 210,000 個 250 円/原価 小計 52,500,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 210,000 個 500 円/卸単 小計 105,000,000 円 千円単位＝ 105,000 千円

50%のリピート②③合計 100個/台 235,000 個 250 円/原価 小計 58,750,000 円

50%のリピート②③合計 100個/台 267,500 個 500 円/卸単 小計 133,750,000 円 千円単位＝ 133,750 千円

原価のみ合計 289,750,000 国内合計 490,750 千円

海外 ①検出装置　 400 台 85,000 円/卸単 小計 34,000,000 円

400 台 120,000 円/卸単 小計 48,000,000 円 千円単位＝ 48,000 千円

②採取器具 100個/台 40,000 個 150 円/卸単 小計 6,000,000 円

③検査キット 100個/台 40,000 個 350 円/卸単 小計 14,000,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 40,000 個 250 円/原価 小計 10,000,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 40,000 個 500 円/卸単 小計 20,000,000 円 千円単位＝ 20,000 千円

50%のリピート②③合計 100個/台 50,000 個 250 円/卸単 小計 12,500,000 円

50%のリピート②③合計 100個/台 30,000 個 500 円/卸単 小計 15,000,000 円 千円単位＝ 15,000 千円

原価のみ合計 56,500,000 海外合計 83,000 千円

国内･海外合計 573,750 千円

2022年

国内 ①検出装置　 2,500 台 85,000 円/原価 小計 212,500,000 円

2,500 台 120,000 円/卸単 小計 300,000,000 円 千円単位＝ 300,000 千円

②採取器具 100個/台 250,000 個 150 円/卸単 小計 37,500,000 円

③検査キット 100個/台 250,000 個 350 円/卸単 小計 87,500,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 250,000 個 250 円/原価 小計 62,500,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 250,000 個 500 円/卸単 小計 125,000,000 円 千円単位＝ 125,000 千円

50%のリピート②③合計 100個/台 295,000 個 250 円/原価 小計 73,750,000 円

50%のリピート②③合計 100個/台 345,000 個 500 円/卸単 小計 172,500,000 円 千円単位＝ 172,500 千円

原価のみ合計 348,750,000 国内合計 597,500 千円

海外 ①検出装置　 500 台 85,000 円/卸単 小計 42,500,000 円

500 台 120,000 円/卸単 小計 60,000,000 円 千円単位＝ 60,000 千円

②採取器具 100個/台 50,000 個 150 円/卸単 小計 7,500,000 円

③検査キット 100個/台 50,000 個 350 円/卸単 小計 17,500,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 50,000 個 250 円/原価 小計 12,500,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 50,000 個 500 円/卸単 小計 25,000,000 円 千円単位＝ 25,000 千円

50%のリピート②③合計 100個/台 70,000 個 250 円/卸単 小計 17,500,000 円

50%のリピート②③合計 100個/台 75,000 個 500 円/卸単 小計 37,500,000 円 千円単位＝ 37,500 千円

原価のみ合計 72,500,000 円 海外合計 122,500 千円

国内･海外合計 720,000 千円

2023年

国内 ①検出装置　 2,900 台 85,000 円/原価 小計 246,500,000 円

2,900 台 120,000 円/卸単 小計 348,000,000 円 千円単位＝ 348,000 千円

②採取器具 100個/台 290,000 個 150 円/卸単 小計 43,500,000 円

③検査キット 100個/台 290,000 個 350 円/卸単 小計 101,500,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 290,000 個 250 円/原価 小計 72,500,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 290,000 個 500 円/卸単 小計 145,000,000 円 千円単位＝ 145,000 千円

50%のリピート②③合計 100個/台 355,000 個 250 円/原価 小計 88,750,000 円

50%のリピート②③合計 100個/台 412,500 個 500 円/卸単 小計 206,250,000 円 千円単位＝ 206,250 千円

原価のみ合計 407,750,000 国内合計 699,250 千円

海外 ①検出装置　 600 台 85,000 円/卸単 小計 51,000,000 円

600 台 120,000 円/卸単 小計 72,000,000 円 千円単位＝ 72,000 千円

②採取器具 100個/台 60,000 個 150 円/卸単 小計 9,000,000 円

③検査キット 100個/台 60,000 個 350 円/卸単 小計 21,000,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 60,000 個 250 円/原価 小計 15,000,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 60,000 個 500 円/卸単 小計 30,000,000 円 千円単位＝ 30,000 千円

50%のリピート②③合計 100個/台 90,000 個 250 円/卸単 小計 22,500,000 円

50%のリピート②③合計 100個/台 120,000 個 500 円/卸単 小計 60,000,000 円 千円単位＝ 60,000 千円

原価のみ合計 88,500,000 円 海外合計 162,000 千円

国内･海外合計 861,250 千円

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるが計算外
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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”   

ものづくり企業が直接ユーザーへ販売するのではなく、医療機関等に出入りしている医療機器 

販売会社及び製薬メーカーの流通ルートにて展開することを計画している。 

既に出入りしている販社から医療機関に新製品提案、使用方法の説明、故障時のフォロー等を行うこ

とで使用者の安心感につながる。また、要望や追加発注、問題点等があった場合も、素早く情報の収

集が可能となる。  

 

 2) ビジネス体制 

平成28（2016）年5月時点

上市後のビジネス体制

ものづくり中小企業

製販企業

㈱プロテックス

＊製造販売元/事業統括

＊検出機器の組立製造

＊イムノクロマトの製造

＊知財の統括管理

＊薬事等の届出･申請
＊アフターサービス

ものづくり大企業

ＮＴＴ-ＡＴｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ㈱

＊検出キットの製造･供給

＊検出機器の一部製造･供給

＊協力：生産体制

＊協力：事業体制

＊アフターサービス

＊検出機器をレンタル･購入

＊患者のノロウイルス感染検査
＊ノロウイルス検出機器の普及

顧客（国内、海外）

医療機関・その他施設

【外部協力･支援】

中小企業･製薬会社･大学･研究所

＊部材･部品の供給

＊広報活動の協力
＊展示会･学会の出展協力

＊継続的製品評価試験等

＊検出機器をレンタル･購入

＊患者のノロウイルス感染短時間検査

＊ノロウイルス検出機器の普及

【特約代理店（卸販売）】

㈱ムトウ

＊販売・レンタル･流通

＊アフターサービス

【特約代理店（卸販売）】

キョーリンﾒﾃﾞｨｶﾙｻﾌﾟﾗｲ㈱

＊販売・レンタル･流通

＊アフターサービス

(財)予防環境協会、柴田科学㈱、㈱アリスタ、浜松ホトニクス㈱、京都大学など

医療機関

医療法人恭昭会彦根中央病院

新

新
PL

中

SL中

 
 

(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 薬事相談（2016 年 3 月 1 日@PMDA） 

PMDAとの相談の結果、試作品のクラスが異なることが分かった。また、平成 27年度に計画していた検

査装置によるウイルスの感染判定（診断）を行わないように変更した。  
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＜検出装置＞ 

①一般名称 

移動式免疫発光測定装置よりデンシメトリー分析装置が適切。 

 ②検査装置のクラス分類 

 本事業で試作する装置の使用目的及び仕様であれば、クラス分類「Ⅰ」に該当する。 

検出装置の表示がデジタル数値（ウイルス数ではない）のみ場合、「届け（クラスⅠ）」で良いが、

赤/黄/緑の様に測定される数値を検出装置が判定をしてしまう場合、「診断」行為とみなされてクラ

スや許可方法が異なる。ただ、検出装置が計測する数値により検出装置が判定する場合で、一般的

に公知の事実である際（学会発表等で発表されている情報等）、「診断」行為とみなされないことが

ある。 

更に、光強度量を数値化させるだけのプログラムが組み込まれた装置であればクラス分類「Ⅰ」だ

が、その数値にさらに異なる判断をするような変換を加える様なプログラムを加えるとクラス分類

「ⅠI」に該当する。 

③ノロウイルス以外の検出装置への適用 

製品の上市後、ノロウイルスの変異型やその他ウイルスに対応したイムノクロマトを新たに開発販

売した場合、PMDA への届出は、一品目の変更の範囲となる。当該装置がクラス分類「Ⅰ」に該当す

るとすれば変更届けで対応することになる（参照：薬食機参発 1120第 1号、別紙 2-1）。 

 

 ＜検査キット＞ 

①ノロウイルス採取器具をイムノクロマトの付属品とし、一品目として考えるのは問題あり。通常で

は、イムノクロマトの「申請承認」、検体採取器具の「届出」（他社製品仕様と比較し特段の違いが

無い場合）となる。また、通常、検体採取器具は、「クラス I」で手続き。 

②体外診断用医薬品を別途開発している検出装置を一括りとして申請をできない。 

③体外診断用医薬品として必要な症例数については他社製品に同梱さている「添付資料」を確認する。

「添付資料」は、PMDAがチェックしているため、その数量で判断する。また、薬食発 0120第 1号平

成 27年 1月 20日「体外診断用医薬品の承認基準について」に認証基準の通知が出ている。 

 

 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） 

先行技術について特許調査を常時行っていた。また、本事業の試作（オリジナル構造）との比較を

行いながら、検査装置及びイムノクロマト構造の先行技術を参考にして開発した。 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

模倣品業者・侵害者の特定後、仕様、製品範囲、先方の規模、どの様な権利を有しているか調査し、

解決策を検討する。 

まず、当該国の弁護士等の選定設置、本事業において完成した製品の権利関係を基に足りない権利

の保護取得を行う。その後、模倣品業者・侵害者との損害賠償交渉、場合により行政への通報、刑

事摘発による押収を実施。 

また、再発の可能性があるため、侵害により害された信用の回復に必要な処理、模倣品業者・侵害

者の情報削除、謝罪広告リリース等を行う。 

H27 年度研究計画書 H28 年度研究計画書 
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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 

コンソーシアムでは、平成 26年度より開発関係者会議を毎月行い、試作品の「検査キット」、「検査

装置」毎に進捗確認、翌月の計画、今後のスケジュールを全メンバーでチェックしていた。その際、

競合情報や先行技術、薬事情報等の共有を行い、内部だけでなく外部リスクの確認、問題や課題の

明確化をした。 

 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

コンソーシアムの彦根中央病院はじめ、東京慈恵会医科大学、川崎市健康安全センターとの協力の

もと、臨床研究はじめ基礎研究データを含め、エビデンスに必要な収集を行った。 

また、重要な開発項目については、第三者機関での評価も行った 

 

 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

㈱ムトウ、キョーリンメディカルサプライ㈱を頂点にしたピラミッド型の販売店制により、全国販

売店網の構築を準備した。全国販売店網やその物流は、既存の体制を踏襲する。 

※生産した製品は、㈱ムトウ、キョーリンメディカルサプライ㈱の物流センターへ一括納品する。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

コールセンターを NTT-ATCR㈱に設置し、販売店や使用者から直接受付を可能とするアフターサービ

ス体制、クレーム処理体制を構築する。使用教育体制は、㈱プロテックスを中心に㈶予防環境協会、

㈱ムトウ、キョーリンメディカルサプライ㈱の特約店が使用者への実地研修や講習会等により対応

する。 

 QMS 等の品質保証体制 

販売製品の品質保障体制は、生産依頼先工場の既存体制に重点を置き㈱プロテックスが品質保証体

制を最終製作し、埼玉県薬事課へ申請を行う。 

 広報・普及計画 

㈱ムトウ、キョーリンメディカルサプライ㈱の販売体制を使用し、既存チャネルに担当販売員が製

品紹介や模擬実演、試作品の貸出等により製品提案を行い普及につなげる。また、㈱プロテックス

が展示会等の催事も行う。 

 

 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 海外販売先の薬事規制状況把握 

② 販売後安全管理、再審査及び再評価 

③ 製造販売業許可の 3役人材の採用 

① 専門家のアドバイスを収集、検討する 

② 専門家のアドバイスを収集、検討する 

③ 専門家のアドバイスを受け人選する 

知財 
① 部材の使用許諾契約交渉 

② 製品毎の他社部材の使用許諾確認の心配 

① 専門家のアドバイスを受け交渉する 

② 使用部材の再見直しを行う 

技術・

評価 

① 医療機関での検証、エビデンス 

② 医療機関でのユーザービリティ 

① 医療機関にて生ウイルスを検証、データ収

集 

② 医療機関での検証、ヒアリングを収集する 

その他

事業化

全般 

① 検出装置（OEM）生産先の開発 

② 競合の新製品状況確認 

③ 医療機関以外での需要確認 

① 候補企業の選出、条件交渉等を進める 

② 定期的に業界情報を収集する 

③ 専門家のアドバイスを収集、検討する 
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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 

平成 28年度は、平成 27年度に開発した GⅡ-4ノロウイルス抗原及び抗体の製作技術を応用して、GⅠタイプと GⅡタイプの抗原の作製、更には VHH

抗体作製技術を用いたオリジナル抗体の作製、ユーザー評価を参考とした検体採取器具と検出装置の修正等を行い、最終仕様の検査キットと検出装

置を試作、臨床試験を実施する。これに従い、年度期間中に事業を終了するため、化学発光によるイムノクロマトストリップの検出技術に時間を要

しているが、効率的に計画を進められる化学発光法と発色法の両法を可能とする試薬を使用したイムノクロマトの開発/検出確認を行い、ノロウイル

スによる臨床試験を実施した。 

また、平成 29年度は、委託事業の最終目的の化学発光法によるイムノクロマト検出を確認、再度臨床試験を実施し、PMDAへ薬事申請を行うととも

に、年度内の上市を計画する。  

 

(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 

「検体採取器具」 肛門拭取り検体採取器具の試作を作製した。 

「検査キット」 オリジナル抗体を配置した化学発光法と発色法の両法を可能とする試薬を使用したイムノクロマトストリップの最

終試作を作製した。 

「検出装置」 化学発光の検出値を精度補正した検出基準装置を作製した。 

 

(3) 平成 28 年度の委託事業の成果と今後検討すべき課題 -１ 

平成 28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最終試作品開発 

a：「検体採取器具」 

平成 27 年度において NTT-ATCR㈱が中心と

なり、第 2 次試作品を作製し、「ユーザー評価」

を参考にして改良し、第 3 次試作品を作製し

た。 

平成 28年度は、NTT-ATCR㈱が中心となり、

第 3 次試作品による性能評価試験（検体回収

性能と放散性能等）を㈶予防環境協会が検証

し、期待する性能を有することを確認する。

その上で、最終試作品を作製し、安定性試験

（下記 2））及び臨床試験（下記 3））を行う。 

▶  

【進捗 75％：○】 

a：「検体採取器具」 

第 3次試作品を作製し、㈶予防環境協会にて性能

評価試験を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶  

 

a：「検体採取器具」 

・現時点において、本事業で開発した試作品を

もとに量産品を生産し上市する方向で進め

ている。 

上市時期に再度、市場調査を行い、市場優位

性を考慮した製品販売を行っていくため、内

製にこだわらずコスト、品質、安定供給等で

良いものがあれば最終的に選択して行う。 
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平成 28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 

㈶予防環境協会にて安定性試験を実施した

後、検体採取器具の量産化前の最終試作品と

して完成させる。 

 

b：「検査キット」 

平成 27年度は、㈱プロテックスと㈶予防環

境協会が中心となり、琉球大学のアドバイス

を受けながら多種類のノロウイルスを検出す

ることができるオリジナルＧⅡ-4 抗体（候

補）を VHH 抗体技術により 12 個作製した。そ

の 12 個の候補抗体から検出実証に優れたＧ

Ⅱ-4抗体を分析・抽出し、その適正化された

抗体による発光抗原抗体反応を確認した。 

平成 28年度は、㈱プロテックスが中心とな

り、琉球大学と㈱アリスタの協力で、平成 27

年度に確立した VHH 抗体製作技術のノウハウ

を基に GⅠの抗原及び、VHH 抗体候補を作製

し、GⅠについても最適抗体を作製する。 

そして、検査キットと検出装置の最終試作

品にて、㈶予防環境協会での安定性試験（下

記 2））、そして、㈱プロテックス及び共同研

究機関にて臨床試験（下記 3））を行い、量産

化前の試作品として完成させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b：「検査キット」 

（１）抗原及び抗体、試薬の開発 

平成 27年度から本年度までに、GⅡ抗原に対する

33 種類の候補抗体遺伝子を取得し、それらから 14

種類 (昨年度の 12種類+2種類) の VHH抗体を得た。 

また、GI に分類される 16 種類のノロウイルスの構

造タンパク質のアミノ酸配列より、共通する 14 残

基のペプチドの合成を行い抗原とした。これを抗原

とした 10 種類の VHH 抗体遺伝子をファージディス

プレイ法により取得し、各ファージミドベクター 

の VHH 抗体遺伝子を切り出して、大腸菌による VHH

抗体単独発現およびアルカリフォスファターゼと

の融合タンパク質発現ベクターをそれぞれ構築し

た。  

次に、直接固相化法およびサンドイッチ ELISA法

により抗原に対する VHH抗体の結合性および結合領

域の評価を行い、結合領域の異なる VHH抗体が取得

されていることを確認した。 

また、Biacore を用いて抗原タンパク質に対する

親和性の評価を行い、異なる親和性を有する VHH 抗

体が取得できていることを確認した。 

 

（２）イムノクロマトの設計 

VHH-NanoLuc ルシフェラーゼ融合タンパク質を

用いてイムノクロマト上での GII4 抗原に対する結

合性の評価を行った。その結果、GII4 抗原への結合

能が確認され、さらに VHH抗体のダイマー化により

結合能力が増加することを確認した。 

しかしながら、化学発光法によるイムノクロマト

では展開後の残留あるいは非特異的な VHH-ルシフ

ェラーゼ融合タンパク質が多く（バックグラウンド

との区別が難しいという課題が生じた）、条件検討

 

 

 

 

 

b：「検査キット」 

・発色法を用いたワンステップイムノクロマト

システムの最適化を行う。 

 

・発色法で使用したものと同じ VHH-アルカリフ

ォスファターゼ融合タンパク質を用いた化

学発光基質によるイムノクロマトシステム

の実施及び最適化を行う。 

 

・化学発光法によるイムノクロマトの検出法を

確立し本事業の最終製品を仕上げる。 

 

・生産工場にて研究開発レベルと同等なイムノ

クロマト製品の品質確保の調整を行う。 
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平成 28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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c：「検出装置」 

平成 27年度は、NTT-ATCR㈱が安定検出を検

査する検出感度基準器を作製（徳島県立工業

技術センターへの外注）し、第 2 次試作品を

準備していたが、検出装置の検体挿入部分に

おける汚染の可能性の指摘等、「ユーザー評

価」によって、装着部分の仕様の変更をした。 

平成 28 年度は、NTT-ATCR㈱が中心となり、

「ユーザー評価」を参考にして、ストリップ

ケースを正確に設置する構造及び安全性を高

めた検出装置の最終試作品（薬事申請用）を

完成させる。 

そして、徳島県立工業技術センターにて、検

出感度、検出条件等の最終確認を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

が難しいことが明らかとなった。 

その為、基質によって同条件で化学発光と発色を

切り替えられるアルカリフォスファターゼを VHH抗

体に標識化し、（化学発光による評価を行う前に）

手早く発色法で効率良く基礎データを収集するこ

とにした。 

そこで、大腸菌による VHH-アルカリフォスファタ

ーゼ融合タンパク質発現ベクターの構築と培養・精

製を行い、イムノクロマト上での検証を重ねた。 

その結果、イムノクロマトの部材や基質添加方法お

よび展開溶媒の組成等の条件設定をすることでバ

ックグラウンドの課題を低減させてワンステップ

イムノクロマト法でシグナル検出をコントロール

する条件を得た。 

 

c：「検出装置」 

NTT-ATCR㈱と徳島県立工業技術センターが、検出

感度基準器を 5 台作製し、装置の個体差毎に検出感

度の精度を安定させる補正評価を行った。 

 平成 28 年度中間に、イムノクロマトストリップ

の化学発光法での検出を最終仕様として目指すが、

年度内の研究開発事業を発色法による検出技術の

開発としたため、検出感度基準器による検出感度の

確認作業を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c：「検出装置」 

発色法によるイムノクロマトストリップでの

検出確認を行ったが、引き続き、発色用検出装

置を準備し、検出感度の評価を行う。 

さらに、最終目的である化学発光法でのイム 

ノクロマトストリップを試作後、検出感度基準

器の検出感度、検出条件の確認。 

基準器を使用して、イムノクロマト試作品毎 

の化学発光量を検出し、検出デバイスの部品配

置（設置個所、角度、距離、部材による振れ等） 

を検証する。 

基準器を使用して、従来法（PCR 等）と化学 

発光量の検出値との検量線を求める。 

基準器の調整終了後、最終量産器に向け 

安全性、耐久性、使用感等を考慮した製品設 

計し最終装置を仕上げる。 
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平成 28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 

②安定性試験 

平成 27年度は、㈶予防環境協会が中心とな

り、㈱プロテックスが協力して、検体採取器

具の第 2 次試作品について性能評価試験を実

施した。 

平成 28年度は、医療機器および体外診断用

医薬品の薬事申請に際しては、機能の安定性

に関するデータが求められるため、㈶予防環

境協会が中心となり、㈱プロテックスが協力

して、第 3 次試作品における性能評価試験を

行い、開発（上記 1）で得た期待する性能を

有する「検査キット」（検体採取器具とｲﾑﾉｸﾛ

ﾏﾄｽﾄﾘｯﾌﾟ）を一定条件下で保存しながら、品

質・性能の経年変化等について 6 ヶ月間に亘

り確認するなど、安定性試験を実施して、「検

査キット」の最終試作品を完成させる。 

▶  

【進捗 30％：△】 

a：「検体採取器具」の性能評価試験を㈶予防環境

協会にて実施した。 

b：「検査キット」の安定性試験は、最終検出キッ

トが完成後に実施する。 

c：「検出装置」の安定性試験は、最終検出キット

が完成後に実施する。 

 
▶  

 

検査キット、検出装置の最終試作品が完成後

に安定性試験を実施する。 

③臨床試験 

平成 27年度は、㈱プロテックスが中心とな

り、彦根中央病院来院者内 10 検体を凍結保存

した。 

平成 28年度は、㈱プロテックスと㈶予防環

境協会と㈱アリスタが中心となり、東京慈恵

会医科大学、川崎市健康安全研究所、彦根中

央病院、東京顕微鏡院にて集められる陰性･

陽性を含めた採取検体に対して、最終試作品

を使って、150 症例のノロウイルスの検出力

の相関性を確認するとともに、一部検体につ

いては PCR・従来の簡易検査キットとの比較

検査を実施して、臨床評価をする。 

東京慈恵会医科大学と川崎市健康安全研究

所は、それぞれの研究施設にて実施する。 

東京顕微鏡院の検体は、㈶予防環境協会と

㈱アリスタが東京顕微鏡院研究施設へ行き実

施する。 

彦根中央病院の検体は、㈱プロテックスへ

移送し、㈱プロテックスが実施する。 

▶  

【進捗：60％：△】 

東京慈恵会医科大学と㈶予防環境協会と㈱プロ

テックスが、年度内に発色法によるノロウイルス検

出の臨床試験を実施する。 

 

▶  

 

化学発光法による検査キット、検出装置の最

終試作品完成後に再度臨床試験を実施する。 

臨床評価は東京慈恵会医科大学及び川崎市健

康安全センターの協力にて実施する。 
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平成 28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 

④製造体制の整備 

平成 27年度は、㈱プロテックスが中心とな

り、試作品作製の経験を基に NTT-ATCR と量産

化に向けた製造体制の協議を定期的に重ね

た。 

平成 28年度は、最終試作品の臨床評価及び

安定性試験により、期待する性能及び結果が

得られた後、「検査キット（検体採取器具及び

ｲﾑﾉｸﾛﾏﾄｽﾄﾘｯﾌﾟ）」の量産品の製造体制を構築

する。 

㈱プロテックスは、ｲﾑﾉｸﾛﾏﾄｽﾄﾘｯﾌﾟの検査キ

ットを QMS 設備の整った生産工場へ製造を委

託し、NTT-ATCR㈱は、検体採取器具及び検出

装置の製品化（量産化）に向けた製造体制を

整備する。 

 

▶  

【進捗：80％：○】  

量産品の製造委託先候補と協議し、最終製品の 

確認後に生産体制を確立させることとなっている。 

 

▶  

 

NTT-ATCR が試作品作製の経験を基に、量産化

に向けた製造体制を整備する。 

 

⑤販売体制の整備 

平成 27年度は、㈱プロテックスが主体とな

り、流通を担当する㈱ムトウ、キョーリンメ

ディカルサプライ㈱等が協議を行い、上市後

の販売体制の検討を行った。 

平成 28年度は、㈱ムトウ、キョーリンメデ

ィカルサプライ㈱が主体となり、アフターサ

ービスについても考慮した役割分担や販売体

制の構築を行う。 

 

 

▶  

【進捗：80％：○】 

㈱プロテックスは、流通を担当する㈱ムトウ、キ

ョーリンメディカルサプライ㈱と流通販売に向け

た会議を実施した。 

▶  

 

最終試作完成後に、販売体制からの流通の販

売価格等を決定する。 

 

⑥薬事戦略および相談 

平成 27年度は、㈱プロテックスが主体とな

り有識者（東京工業大学等）のアドバイスを

頂きながら、薬事戦略に関するアクション委

員会（メンバー：京都大学・メディカルサプ

ライ・ムトウ）を開催し、協議を重ねた。PMDA

での薬事相談を実施し、「医療機器」と「体外

診断用医薬品」のクラス及び承認/認証分類、

並びに承認/認証に必要な要件を確認した。 

▶  

【進捗 30％：△】 

PMDAとの相談により、幾つかの指摘事項とアドバ

イスを得た。その結果、本事業では以下のスペック

で事業を展開することを決定した。 

「検体採取器具」は、クラスⅠ（届出）。 

「検査キット」は、クラスⅢ（承認申請）。 

「検出装置」は、クラスⅠ（届出）。 

 

▶  

 

最終試作品完成後に、再度臨床試験を実施し

たうえで、PMDA への体外診断用医薬品及び医療

機器の申請を･届出を実施する。 
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平成 28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 

平成 28年度は、㈱プロテックスに専任者を

置き、京都大学高野先生のアドバイスをいた

だきながら、平成 28 年 7 月に PMDA の対面助

言によって、臨床試験でのエビデンス助言を

もらい、平成 29年 2 月に医療機器、体外診断

用医薬品のそれぞれを申請する。 

 

⑦体外診断用医薬品及び医療機器製造販売業

許可、医療機器製造業登録申請 

平成 27年度、㈱プロテックスは、埼玉県薬

務課と「体外診断用医薬品及び医療機器製造

販売業」の許可申請に向けた協議を行ってい

たが、近いうちに研究所を移転する可能性が

出てきたため、研究所の移転先が決定後に再

度申請相談を行うこととなった。 

平成 28年度は、㈱プロテックスの所在地が

定まった後、管轄自治体薬務課に「体外診断

用医薬品及び医療機器製造販売業」の取得と

「医療機器製造業登録」の許可申請を行う。 

NTT-ATCR㈱では、徳島県の薬務課と相談の

上、「医療機器製造業登録」の許可申請を行う。 

 

 

 

 

▶  

【進捗 30％：△】 

埼玉県薬務課へ複数回訪問し相談を行っている。 

㈱プロテックスは、QMS 施設での生産を考慮した体

制を整え、医療機器製造販売業の申請を行う計画。 

製品を PMDA に申請する段で、製造販売業の申請を

するように指示を受けている。 

 

▶  

 

PMDA への申請時に埼玉県薬務課へ医療機器

製造販売業の申請を行う。 

⑧事業の管理・運営 

平成 27年度に引続き、㈱ムトウは、㈱プロ

テックスの協力のもと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。 

平成 28 年度に本開発事業の目標が達成す

るように管理運営を実施する。 

▶  

【進捗 80％：〇】 

AMEDとの委託契約に基づき、再委託先との契約及

び手配事項を実施している。 

▶  

 

本事業の最終目標達成に向けた管理運営を

今後も実施する。 
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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） 

平成 26年度よりノロウイルスを高感度で迅速に検出するための検出キットおよび検出装置の開発を行ってきた。 

検出キットの試薬となる抗体について、既存の抗体を応用することを計画していたが開発時間を要していたため、平成 27 年度は、琉球大学の VHH

抗体作製技術をベースに（同大学と㈱プロテックスの共同研究により）オリジナル抗体の作製を行った。 

平成 28年度は、ノロウイルス用 VHH抗体を用いた化学発光法によるイムノクロマト技術の確立、並びにイムノクロマトの試作をする計画であった

が、年度内の事業終了期間を考慮し、業計画を効率的に進めるために化学発光法と発色法の両法を可能とする試薬を使用したイムノクロマト技術

の確立を行った。 

検出装置については、NTT-ATCR㈱が化学発光用のイムノクロマトリーダーの初期型を完成させた。 

事業最終目標の達成のため、引き続き、琉球大学と㈱プロテックスは、化学発光法でのイムノクロマト検出技術による製品化を目指し研究開発に

取り組む。 

この委託事業によって、NTT-ATCR㈱はふき取りキットの採取技術および検出装置の検出技術をブラッシュアップすることができ、㈱プロテックス

で開発する最終検査キット完成後の検出装置を早期に作成できる体制を整えることができた。 

さらに、㈱プロテックスが VHH抗体の高度な作製技術を習得したことで、製薬研究機関が求める各種のウイルス･細菌に対する最適抗体を短期間に

提供できるようになった。 

 

 

領域 終了評価で特にアピールしたい点 

薬事 
①臨床試験体制の構築：新型を取得する機会の多い川崎市健康安全研究所を加え、ノロウイルスの提供先を確保し検体数の確保、臨床

試験を行う体制を構築した。 

知財 
①VHH 抗体作製技術：琉球大学と㈱プロテックスの共同研究による抗体作製技術を特許申請するための調査を行っている。 

②検体採取器：発明の名称を生体関連物質採取器具として特許申請を行った（特許出願番号 2014-178054） 

技術・評価 
①VHH 抗体作製技術：最適な VHH抗体を作製する技術を構築した。 

②化学発光測定用の検出装置：簡単で使いやすく小型検出装置の試作品を完成させた。 

その他事業化全般 

①VHH 抗体の研究開発体制の構築：各種の細菌やウイルスに対する VHH抗体を短期間で作製できる体制を構築した。 

②製造体制の整備：NTT-ATCR㈱とともに早期に採取器具及び検出装置を製造できる体制を整えた。 

③販売体制の整備：㈱ムトウ、キョーリンメディカルサプライ㈱と共に、全国の医療機関へ販売体制を構築した。 
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【薬事についての成果】 

①臨床試験体制の構築 

イムノクロマト製品の業界では、臨床を行うための場所、ノロウイルスの種類及び検体数の確保を苦手とするメーカーが多いため、販売する製品

の精度が医療現場での数値と大きく異なるケースがある。そのため、我々は、ノロウイルスの種類及び検体数を確保した臨床試験をするため、新

種発見が得意な川崎市健康安全研究所や、多数の検体数を確保するために、豊富な検体を持つ医療機関等（東京慈恵会医科大学、医療法人恭昭会

彦根病院等）にて体制を構築した。 
 

臨床検査体制          検体：東京慈恵会医科大学   協力：㈱プロテックス・㈶予防環境協会 

                 検体：医療法人恭昭会彦根病院     協力：川崎市保健安全研究所（H29） 

これらのグループにてノロウイルス検出の臨床試験を実施する   

                      
 

【知財についての成果】 

①検体採取器 

特許出願番号：2014-178054 

公開番号：特開 2016-050911 

発明の名称：生体関連物質採取器具 

要約：【課題】微小な生体関連物質であっても効率良く拭き取って採取できる生体関連物質採取器具を提供する。 

【解決手段】一端が閉塞され、内部に所定量の希釈液 Lが充填される圧縮変形可能な 

容器本体 3と、容器本体 3の開口部 5に着脱可能に装着され、取り付け 

部 11と排出口 13 を備えたキャップ 15と、キャップ 15の取付け部 11に 

基端部 17が取付られる軸部 9と、軸部 9に付けられた拭取り体 21とを 

具備する。さらに、前記拭取り体 21は、軸部長手方向に長い拭取り 

作用部 25と、採取シート 29と、採取シート 29及び軸部 9の間に配置 

される抑え部材 31とを具備している。 
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【技術・評価についての成果】 

a：「検体採取器具」 

『高濃度回収できる』検体採取器具の試作品を作製した。 

検出装置の感度を装置能力以上に高感度とするため、ウイルス回収量を増やすことを目的に検体採取器具に綿棒強度、先端、緩衝液量等の工

夫をした試作品を作製した。 

 

a-1.試作品の概要 
 

容器 φ12.6×L75（㎜）、PET 

キャップ φ14.4×L8（㎜）、ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 

綿棒 φ2.5×72（㎜）（細部分 φ1.2（㎜））、PP 

綿棒（先端） ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ球φ3（㎜）、 

パッキン ｴｽﾄﾗﾏｰ 

リン酸緩衝液 1ml 

滅菌方法 γ線照射 

 

a-2.試作品の評価 

市販製品を指標に 2 次試作品の評価を行った。同条件下のもと拭取り検査による菌の収量を比較した。市販製品は拭取り検査で良く使用され

ている「ふきふきチェック」とした。結果として収量は、②③④共にほぼ同量の 104 CFU/Plateを回収した。 

容器  
回収菌数

(CFU/Plate) 
% 

①菌液 1.2x105 100 

②2次試作品 

（軽く絞り） 
6.2x104 51.6 

③2次試作品 

（水分除去） 
5.4x104 45 

④ふきふきチェック 9.0x104 75 

 

また、「ふきふきチェック」はφ21.9×93.6（㎜）のサイズでリン酸緩衝液も 10ml、綿棒先端も大きいため、採取したものを滴下する場合、 

1/10の液量で滴下可能なため、高濃度回収となり検出キットに滴下した際、滴下量に対する出力値が一桁程度上がる可能性があると考えられる。 
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b：「検査キット」 

(１)抗原及び抗体、試薬の開発 

ノロウイルス由来の配列を持つタンパク質あるいはペプチド断片を用い、平成 27年度から本年度までに、ノロウイルス由来の抗原で免疫してい

ないナイーブアルパカライブラリーに対してバイオバニングを行い、合計33種類のGⅡ抗原に対する候補抗体遺伝子を取得することに成功した。 

 

   

ファージディスプレイ法による候補 VHH抗体遺伝子を含むファージのスクリーニング 

 

 

※ノロウイルスの構造模式図とファージディスプレイおよび ELISA法での候補 VHH 抗体の結合能評価に使用した抗原タンパク質の発現領域イメージ 
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それから得られた各ファージミドベクターから抗体遺伝子領域を切り出し大腸菌用タンパク質発現ベクターにサブクローニングを行った。さら

に、取得した VHH抗体を標識化するため、VHH抗体の C末端に NanoLuc ルシフェラーゼ、緑色蛍光タンパク質 (EGFP)、大腸菌由来アルカリフォス

ファターゼ(PhoA)を融合できるように設計した発現ベクターの構築を行った。 

また、GI に分類される 16 種類のノロウイルスの構造タンパク質のアミノ酸配列より、共通する 14 残基のペプチドの合成を行い、それを抗原とし

た 10種類の VHH抗体遺伝子を取得（ファージディスプレイ法）し、それぞれ各ファージミドベクターについて大腸菌による VHH抗体単独発現およ

びアルカリフォスファターゼとの融合タンパク質発現ベクターをそれぞれ構築した。 

   

      ファージディスプレイ用ベクターから VHH抗体遺伝子部分を切り出し、大腸菌で単独又は融合タンパク質として発現できるよう 

カセットベクターを構築した。 
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VHH抗体及び評価試験一覧例 
番号 抗体名 発現ベクターの構築 ELISA 

単独 NanoLuc 

融合 

GF融合 PhoA融合 直接固相化法 サンドイッチ法 

VP1全体 P領域 P1(後半領域) VLP 

1 VHH1 ○        

2 VHH2 ○        

3 Nov-201 ○        

4 Nov-202 ○        

5 Nov-203 ○        

6 Nov-205 ○        

7 Nov-206 ○        

8 Nov-207 ○        

9 Nov-211 ○        

10 Nov-214 ○        

11 1A7 ○ ○ ○ ○  ポジティブ ポジティブ ポジティブ 

12 1A8 ○ ○ ○ ○  ポジティブ ポジティブ ポジティブ 

13 1C6 ○ ○ ○ ○  ポジティブ ポジティブ ポジティブ 

14 1D6 ○ ○ ○ ○  ポジティブ ポジティブ  

15 1A12 ○ ○ ○ ○  ポジティブ ポジティブ  

16 2E7 ○ ○ ○ ○  ポジティブ ポジティブ  

17 A8 ○ ○ ○ ○  ポジティブ ネガティブ  

18 A11 ○ ○ ○ ○  ポジティブ ネガティブ  

19 C9 ○ ○ ○ ○  ポジティブ ネガティブ  

20 F11 ○ ○ ○ ○  ポジティブ ネガティブ  

21 G10 ○ ○ ○ ○  ポジティブ ネガティブ ポジティブ 

22 H7 ○ ○ ○ ○  ポジティブ ネガティブ  

23 N25 ○ ○ ○ ○  ネガティブ ネガティブ ネガティブ 

24 N85 ○ ○ ○ ○  ポジティブ ポジティブ 固相化のみ 

25 2E10 ○   ○ ネガティブ    

26 2G9 ○   ○ ネガティブ    

27 2D2 ○   ○ ネガティブ    

28 2F1 ○   ○ ネガティブ    

29 2F3 ○   ○ ネガティブ    

30 2H5 ○   ○ ネガティブ    

31 3G9 ○   ○ ネガティブ    

32 3G10 ○   ○ ネガティブ    

33 3H7 ○   ○ ネガティブ    

○：構築済み、×：未構築 
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その結果、通常抗体などのタンパク質を標識化する際、抗体と標識タンパク質を別々に発現・精製した後、化学修飾剤を用いてカップリング反

応を行い融合させるが、本事業において、融合タンパク質として発現させることで、高価で煩雑な操作を行うことなく標識化抗体を取得できる系

を構築することに 

成功した。以下は、VHH抗体および VHH-アルカリフォスファターゼ融合タンパク質の発現を示す。  

               

※VHH 抗体単独発現の場合、大腸菌の可溶性タンパク質の約 1/2～1/3 を占めている。一方、アルカリフォスファターゼタンパク質を融合させた 

場合は、1/10～1/20 程度を占めていると考えられる。 
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次に、平成 27年度に作製した 14種類 (12種類+2種類) の VHH抗体について直接固相化法およびサンドイッチ ELISA法により結合能力および

結合領域の評価を行い、ノロウイルスの構造タンパク質 (VP1)の P領域のみに結合でできるものと C末端側の P1領域のみとも結合できるものが

確認できた。 

P1-P2 領域（6種類）、P1後半領域（7種類）。  

以下に VHH 抗体と NanoLuc ルシフェラーゼ融合タンパク質を発現する大腸菌の無細胞抽出液を用いて、大腸菌で発現させた抗原タンパク質との

結合性を ELISA法により評価した結果を示す。 
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また、Biacore を用いて GII4 抗原タンパク質に対する VHH 抗体の親和性の評価を行い、異なる親和性を有する VHH 抗体が取得できていること

を確認した。 

精製した VHH抗体を用いて、大腸菌で発現させた抗原タンパク質との結合性を Biacoreにより評価した結果を以下示す。 
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（2）イムノクロマト技術の開発 

（2）-1イムノクロマトの開発（2ステップ法） 

次に、VHH-NanoLuc ルシフェラーゼ融合タンパク質を用いてイムノクロマト上での評価を行い、抗原-抗体反応由来の化学発光を検出した。ま

た、イムノクロマト上において GII4 抗原への結合性及び VHH抗体のダイマー化により化学発光量が増加することを確認した。 

ハーフストリップを用いた VHH抗体-NanoLuc ルシフェラーゼ融合タンパク質の評価を以下の様に行った。大腸菌で発現させた VP1 抗原タンパク

質を固相化したイムノクロマトを調製後、VHH-NanoLuc 融合タンパク質を溶媒で展開した。洗浄工程を 1 度行った後、抗原タンパク質を固相化

した領域を切り取った。最後に、NanoLuc ルシフェラーゼの基質であるフリマジン溶液を添加し化学発光量を定量した結果を以下に示す。 
 

     
 

VHH抗体-NanoLuc ルシフェラーゼ融合タンパク質を用いて、ハーフストリップ法によるイムノクロマトの評価を行い、抗原-抗体反応由来の化学

発光を検出した。また、VHH抗体遺伝子をタンデムに連結しダイマー化することで化学発光量が強くなることが明らかとなった。 

しかしながら、化学発光法によるイムノクロマトでは展開後の残留あるいは非特異的な VHH-ルシフェラーゼ融合タンパク質が多く、バックグラウ

ンドとの区別が難しいという課題が生じたため、条件検討が難しいことが明らかとなった。 

そこで、基質によって同条件で化学発光と発色を切り替えられるアルカリフォスファターゼを VHH抗体に標識化し、（化学発光による評価を行う

前に）手早く発色法で効率良く基礎データを収集することにした。そのために、大腸菌による 14種類の VHH-アルカリフォスファターゼ融合タンパ

ク質発現ベクターの構築を行い培養・精製を行った。 
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（2）-2イムノクロマトの開発（1ステップ法） 

定法により金コロイド標識化した VHH 抗体および VHH-アルカリフォスファターゼ融合タンパク質を用いてイムノクロマトを作製し、固相化した

大腸菌で作製した抗原タンパク質やバキュロウイルス系を用いて作製したウイルス粒子様タンパク質 (VLP) との結合を確認した。 

次に、洗浄工程や基質添加工程を挟まずにワンステップでイムノクロマトを行うために、イムノクロマトストリップの部材や基質添加方法およ

び展開溶媒の組成について検討を行った。アルカリフォスファターゼの基質である BCIP を染み込ませる部材の種類とストリップ上での配置および

サンプルパッドの部材条件を以下の様に検討した。 
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検討の結果、アルカリフォスファターゼを用いた発色系において、イムノクロマトの部材や基質添加方法および展開溶媒の組成等の条件設定

をすることでバックグラウンドの課題を低減させてワンステップイムノクロマト法でシグナル検出をコントロールする条件を得ることができた。 
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C:「検出装置」 

『簡易に利用できる』ウイルス検出装置の試作品を作製した。 

複雑な電気回路や機械動作をする検出装置は上記に反するため、試作開発は部品点数を減らし、簡易性と安価を目指した。また本来、測定中の測

定値を監視出来る機能は不要であるという意見があるが、化学発光の径時変化を観察、その他事項との関連性も重要なため、測定中の測定値を監

視出来る機能を付随した。 

 

C-1.本検出装置の重点事項 

・化学発光するウイルス検証に対して光電子増倍管(以下 PMT)を使用 

・簡易、運搬の容易性の観点から電池駆動とした 

・イムノクロマトの抜き差しが簡易であること 

・部品点数の低減 
 

  C -2.試作品の概要 

         
 

 

 

 

測定値監視機能 
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C -3.内部構造のブロック図 
 

単三電池 4本 

  

昇圧回路 

  
正負 DCDC 

コンバータ 

  

PMT 
 

   
  

       
  

  
モニタ表示 IC 

＋ 

液晶モニタ 

  
PICマイコン 

(AD変換) 

  

増幅アンプ 

  

     

 

C -4.試作品スペック 

項目 数値 単位 

対応ストリップ 20（Ｗ）×70（Ｄ）×5（Ｈ） ㎜ 

検知電圧表示 0～4000 mV 

感度（理論値） 0～20 mCd 

感度波長範囲 230～700 nm 

最高感度波長 400 nm 

周波数帯域 200 kHz以下 

放射感度 26 V/nW 

使用環境温度 0～35 ℃ 

筐体サイズ 90（Ｗ）×160（Ｄ）×50（Ｈ） mm 

質量（乾電池含む） 490 ｇ 

入力電圧 
単三 4本 or  

USB給電 
－ 
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C -5.PMT出力値の補正 

光電子増倍管（以下 PMT）は光センサーの中でも特に高感度であり、低ノイズかつ応答性に優れている。その為、ノロウイルスを測定する場合、 

微妙な受光感度のため、個体差により安定した検出ができない可能性が考えられた。PMTを使用した 5台の検出装置を作成し、安定性を向上させ

るため、検出のバラツキを押さえる手法を確立させた。また、検証については、パッキン等の劣化による迷光が問題視されたことから安定した

結果を得るために、下に示すようなキャップねじ込み方式の装置で検証した。 

 

      

          正面                    側面（挿入部）    

 

   

         側面（USB）                    液晶表示 
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（1）PMT（H10723-210浜松ホトニクス）の特性 

PMTは 400nmをピーク感度とする電圧出力形光電子増倍管である。電源は電池駆動であるべきだが安定性を考慮し、+5VDC出力の AC-DC電源を利

用した。 

また、PMT 受光部には SMA コネクタを取りつけることで迷光を防止し、PMT 受光面へ入光させ、PMT からの出力電圧を計測した。LED は開発中の発

光抗体に近いピーク波長を持つ 460nmを使用した。 

上記の内容で PMT の受光感度の個体差を測定した。用意した 5 個の検出装置は、同型式であるため、№1～5 の名前を任意に付けて判別した。この

実験で変わる部品は個々の PMTだけで、PMTのコントロール電圧は 1.0で固定して行った。 

LED への入力電流(発光量)は 300nAを最大とし、50nA刻みで測定を行った。測定結果を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測定値の近似曲線を一次関数 y=ａx+b で示し、a(傾き)に当たる係数を見ると№１は a=12.5、№5は a=4.7と約 3倍の開きがあることから PMTの

個体差が納品物毎に異なることが分かる。また、出力値の傾きを無視し、一次関数の形状のみに注目すると決定係数(R2)は 5 個とも R2=0.93 程度

であることから、PMT自体が持つ特性は同じであることを確認した。以上から PMT出力は個体毎に傾き aと切片 b の値は違うが、得られた決定係数

(R2)から一次関数 y=ａx+bで全て表すこととした。(x：LEDへの入力電流 y：出力値) 
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（2）PMTの受光感度調整（ハードウェア側調整） 

PMT の個体差をコントロール電圧で補正する方法を検討するため、最も感度の小さい№5 を基準とし、最高感度である№1 及びその他の装置の感

度に合うように調整を試みた。 

LED への異なる入力電流(100nA、300nA)を設定し、実際にコントロール電圧を可変（0.85～1.05V）させて評価を行った。コントロール電圧を調整

し、基準の№5出力値と他の装置が同等の出力値となるように調整した。調整後の各装置（PMT）の出力測定結果は以下となった。  

※コントロール電圧の可変幅は№5を基準として№1が同等域の出力値となるように 0.85～1.05Vで設定。 
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（3）PMTの受光感度調整（ソフトウェア側調整） 

ソフトウェアによる調整で個体差を更に小さくする手法を検討した。№5を基準とし、AD変換後に補正計算を追加し、液晶モニタに表示させる。 

傾き補正係数を c、切片補正係数を dとして一次関数を考えると y = c(ａx) + d(b)と記載できる。各装置毎に、補正係数 c・dを算出した。 

※例）c = (№5 の傾き) / (№1 の傾き) = 1.006 

d = (№5の切片) / (№1の切片) = 0.952 

これらを踏まえて№1～№5までの補正係数 c・dを求め、ソフトによる調整後の各 PMTの出力測定結果を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№5に対してほとんどが一致していると言える。つまりハード側およびソフト側の調整を組み合わせることで PMT自体が持つ受光感度の個体差を

極めて小さくする事ができた。 
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次に、「弱」、「強」のイムノクロマト型疑似光源（LED）を作成した。この 2 枚の疑似光源の出力値を測定することで、感度の 1 次関数を作成す

ることができる。※№5を基準として考えた。「弱」が 0.15V、「強」が 3.55V の疑似光源を使用して出力電圧を測定した。その結果を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各試作器の感度をコントロール電圧調整と補正係数 c、dで調整を行う事により試作検出装置（PMT）の個体差を最大限小さく補正した。 

更に「中」の疑似光源を作成し、この疑似光源の出力値を測定した結果を以下に示す。※「中」は 1.81V。 

 

 

 

 

検出ばらつき度 ＝ (最大出力電圧－最小出力電圧) ÷ 基準出力電圧とすると、本事業で作成した試作検出装置（ソフトウエアで補正後）の検出

ばらつき度を2.2%とすることができた。 
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【その他事業化全般についての成果】 

①VHH抗体の研究開発体制の構築 

 

VHH ライブラリーから製品化までの体制 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抗原準備（株式会社プロテックス） 

スクリーニング（琉球大学） 

発現精製（琉球大学） 

 

VHH の評価・標識（株式会社プロテックス） 

製品化（株式会社プロテックス） 

 

VHHライブラリー構築（琉球大学） 

イムノクロマト製品 
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②販売体制の整備 

 

㈱ムトウ、キョーリンメディカルサプライ㈱が主体となり、アフターサービスについても考慮した役割分担や販売体制の構築を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国内販売 

㈱ムトウ、 

キョーリンメディカルサプライ㈱の 

直営店、販売店で提供予定。 

※全生産数量を特約店が完全買取予定。 

生産計画（予定） 

※画像：wikipediaHPより 
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(2) 当初目標達成度に関する自己評価 

 1) 自己評価結果 

C：当初目標の 80％の達成にて本事業は終了するが、平成 29年の達成に向け継続して研究開発を実施し、

目標の上市を実施する。 

 

 2) 自己評価理由 

本事業では、化学発光を計測するイムノクロマト用超高感度検出装置を開発し、5分程度の短時間でノロ

ウイルスを超高感度レベルで検査する「検査キット」及び「検出装置」の試作品開発を目指していた。 

現状を鑑みて、自己評価としては、「C」を選択することとなったが、発色法でのノロウイルス検出は確

認でき、平成 29年には化学発光法によるノロウイルス検出キットを開発できるめどが立った。 

また、本研究開発によって、高度の VHH 抗体作製技術を得ることができたため、ノロウイルス以外のウ

イルスや細菌用の VHH 抗体を短期間に作成できるようになり、ライブラリー化することで、受託の抗体

作製事業に発展させることができた。 
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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 

 事業期間内に目標の開発を達成するために、委託事業開始時に準備ができていればと考える点として

は、以下があげられる。 

＊開発を担当する各社が開発に投資できるだけの資金（予算）を確保する。 

＊専門的で優秀な研究開発人材をそろえる。 

＊㈱プロテックスが、もっと以前より琉球大学と共同研究に取り組む。 

 

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。 ○十分
SWOT分析は十分に行っていますか。 ○十分
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。 ○十分
マーケティング戦略（市場のセグメント化、ターゲットとするセグメント、自社のポジショニング等）は明確になっていますか。 ○十分
会社としての経営戦略上、当該製品の位置付けは明確になっていますか。 ○十分
臨床試験、申請、認可まで想定したスケジュールは明確かつ妥当ですか。 △一部
コア技術の開発戦略は明確になっていますか。 ○十分
どのような効果があるか明確になっていますか。 ○十分

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 ○十分
どのようなリスク（含む禁忌）があるか明確になっていますか。 ○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。 ×不十分
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。 ○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。 ○十分
販売チャネルは明確になっていますか。 ○十分
当該製品の供給（生産、物流）体制は明確になっていますか。 ○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。 △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。 ○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

その他

知的
財産

薬事

市場

基本
戦略

販売・
物流

事業
収支

開発
戦略
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 2) 事業の進め方 

 検査キット開発の進め方について、市販のノロウイルス抗体を試薬により化学発光を起こさせ、抗原

数量を高感度で検出するところを新しい技術として開発を進めていた。 

当初より市販のノロウイルス抗体を使用して検査キットの試作品作成、生産体制の構築等、段階的に達

成可能と考えていた。しかし、イムノクロマトメーカー、及びアカデミアより情報収集するうちに検査

キットの検出系開発が想定と異なることが分かった。 

化学発光を検出装置で計測する際に障害となるバックブラウンド低減の処理技術など、事業開始前に 

イムノクロマト業界以外から化学発光測定の経験がある検出装置メーカー（CCDカメラ等）へ協力を仰ぎ、

基礎研究を早い段階から進めたならば、開発期間を短縮させることができたと考えられる。  

 

 3) その他 

 VHH抗体による抗体作製技術に関する情報を事業開始前に認知していれば、ノロウイルスの最適抗体を

もっと早く作製できただけでなく、ノロウイルス以外のウイルス抗体の作製による事業をもっと早期に

発展させることができたと考えられる。 
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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 

 

特になし 特になし 特になし 

機器スペ

ック・ビジ

ネスモデ

ル 

検査キット用のノロウイルス抗体の作製 

平成 26 年度にノロウイルス抗体を購入し検

出キットを作製することを計画した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査キット用のノロウイルス抗体の作製 

平成 27 年度にオリジナルのノロウイルス

VHH抗体の研究開発に入った。 

 

 

 

 

 

検査キット用のノロウイルス抗体の作製 

有効とされるノロウイルス抗体を大手バイオ会

社より購入するが、期待する発光検出に至るこ

とができず、検査キットメーカよりノロウイル

ス抗体の提供を受けられなかったこともあり、 

琉球大学の VHH 抗体作製の専門研究者と打ち合

わせることができたことで、オリジナルのノロ

ウイルス抗体作製の研究開発に着手した。 

VHH 抗体作製技術と㈱プロテックスのスクリー

ニング技術を合わせることで、よりハイスペッ

クの VHH 抗体を作製することができ、ノロウイ

ルス以外のウイルスや細菌の抗体作製へも発展

できるため、有効な判断だったと考える。 
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化学発光測定用のイムノクロマト検出装置 

①1次試作品（仕様） 

 

  
   
受光部 Si PIN ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞ 

対応ストリップ 
20（Ｗ）×70（Ｄ） 

×5（Ｈ）㎜ 

使用環境温度 10～35℃ 

寸法 
100（Ｗ）×142（Ｄ） 

×63（Ｈ）㎜ 

質量 290ｇ（電池含む） 

電源 単 4乾電池×4本 

 

当初、検出装置の受光部をフォトダイオード

とし、設計を行った。検体と受光部の距離間

の検討、スライド式カートリッジの操作性や

光の漏れ等の検討を行った。また、医療現場

でのアンケートも取得した。 

 

 

 

②1次試作品（疑似光源） 

装置の基本的な構造の検討、調整のため、安

定した光源として専用の疑似光源を作製し

た。 

LED 
日亜化学製 

NHSA046  

減衰フィルム ラミネート NDフィルム 

動作温度  -10～100℃ 

 

化学発光測定用のイムノクロマト検出装置 

①2次試作品（仕様） 

 

 

 

 

 

 

 
受光部 PMT 

対応ストリップ 
20（Ｗ）×70（Ｄ） 

×5（Ｈ）㎜ 

使用環境温度 10～35℃ 

寸法 
90（Ｗ）×160（Ｄ） 

×50（Ｈ）㎜ 

質量 490ｇ（電池含む） 

電源 単 3乾電池×4本 

※電源は USB給電可 

 

2 次試作品は、イムノクロマトの化学発光を

測定する目的で製作した。 

受光部は PMTを使用した。 

また、スライド式カートリッジに比べ、抜き

差しが容易で、光の遮断性が良い構造とし

た。 

 

②2次試作品（疑似光源） 

検出装置に使用する受光部が異なるため、新

たに装置の基本的な構造の検討、調整、また、

ゼロ調整用等の目的で疑似光源を作製した。 

LED 
日亜化学製 

NSPB510BS 

減衰フィルム 
ラミネート NDフィルム 

OD30,OD40 を各 2枚 

動作温度  -10～100℃ 

 

化学発光測定用のイムノクロマト検出装置 

①装置仕様 

東京顕微鏡院にて浜松ホトニクス製フォトメ

ータ C12522 を使用して検出実験を行い、 

より高感度に測定するため、受光部のデバイス

を変更した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②疑似光源 

検出装置が変更したために、疑似光源も新た

に用意する必要があった。 
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③試作品（出力） 

当社、試作品のディスプレー表示を以下の様

に数値表示ではなく、ノロウイルスの感染状

況を示めす表示の方が分かりやすく、見間違

いが無くなるのではないかと考え、以下の様

な最終製品イメージを持っていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③試作品（出力） 

医療機関で市場調査を行った結果、デジタル

数値表示とした。 

 

 

③次試作品（出力） 

第三者機関（㈱三菱総研）により、医療機関

で試作品出力に関してユーザー評価を実施し

た。その結果、約 67％のユーザーが数値表示を

希望した。理由としては、医師への報告、診療

記録への記載する場合、数値の方が評価し易く

なるとの意見をいただいた。 

以上のことより数値表示で開発を行った。 
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検体採取器 

①1次試作品（仕様） 

 

 

 

 

 

 

容器 φ12.6×L75（㎜）、PET 

キャップ 
φ14.4×L8（㎜）、 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 

綿棒 
φ2.5×72（㎜）（細部分

φ1.2（㎜））、PP 

綿棒（先端） 綿球φ3（㎜） 

パッキン ｴｽﾄﾗﾏｰ 

リン酸緩衝液 1ml 

滅菌方法 γ線照射 

 

本試作品は、高感度検出装置で検査を行う。

大量のサンプルを必要としないため、ユーザ

ービリティを上げるために機能性、コスト、

品質を考慮した形状とした。また、輸送の際

に低コストでやり取りを出来るように細い

サイズとした。 

 

 

 

 

 

 

 

検体採取器 

①2次試作品（仕様） 

 

 

 

 

 

 

容器 φ12.6×L75（㎜）、PET 

キャップ 
φ14.4×L8（㎜）、 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 

綿棒 
φ2.5×72（㎜）（細部分

φ1.2（㎜））、PP 

綿棒（先端） ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ球φ3（㎜） 

パッキン ｴｽﾄﾗﾏｰ 

リン酸緩衝液 1ml 

滅菌方法 γ線照射 

 

1 次試作の一部を改良し、2 次試作品は、よ

り使用しやすいものを作成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検体採取器 

①試作品仕様 

1 次試作品は、蓋の開閉が硬かったため、開閉

部を改良し、容易にできるように変更。また、

綿棒先端を付着離脱性に優れているポリエステ

ルに変更。 
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②2次試作品（仕様） 

 

 

 

 

 

容器 φ12.6×L75（㎜）、PET 

キャップ 
φ14.4×L8（㎜）、 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 

綿棒 
φ2.5×72（㎜）（細部分

φ1.2（㎜））、PP 

綿棒（先端） ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ球φ3（㎜） 

パッキン ｴｽﾄﾗﾏｰ 

リン酸緩衝液 1ml 

滅菌方法 γ線照射 

 

 

 

 

②3次試作品（仕様） 

 

 

 

 

 

容器 φ12.6×L101（㎜）、PET 

キャップ 
φ20.2×L20（㎜）、 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 

綿棒 9.5×98（㎜）、PP 

綿棒（先端） 
ﾏ ｲ ｸ ﾛ ﾌ ｧ ｲ ﾊ ﾞ ｰ ｼ ｰ ﾄ

W9.5×L40（㎜） 

リン酸緩衝液 3ml 

滅菌方法 γ線照射 

 

 
 

㈱NTT-AT が所有している、夾雑物除去ｼｰﾄ（ﾏ

ｲｸﾛﾌｧｲﾊﾞｰｼｰﾄ）を使用し、2 次試作品以上の

菌の採取を検討した。  

※ﾏｲｸﾛﾌｧｲﾊﾞｰｼｰﾄは、市販の採取キットに比

較し0.2μmの夾雑物が約 3倍程度回収可能。 

3 次試作品はﾏｲｸﾛﾌｧｲﾊﾞｰｼｰﾄの評価用として

作成を行った。 

※市販品については、綿棒の先端形状、リン

酸緩衝液量等の再検討必要。 

 

②試作品仕様 

2 次試作品以上の菌の採取をするために、綿棒

の先端素材を変更した。 

市販製品を指標に 3次試作品の評価を行った。 

 

同条件下のもと拭取り検査による菌の収量を比

較した。 

結果として収量は、②2 次試作品のほうが優れ

ている結果となったため、②2 次試作品にて製

品化することを検討した。 
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事業化体

制 

臨床評価 

平成 27 年度までは、彦根中央病院及び東京

慈恵会医科大学等の協力で、来院者の検体を

使用した評価体制を整えていた。 

 

臨床評価 

特になし 

臨床評価 

（平成 29年の最終試作品にて、臨床評価を東京

慈恵会医科大学及び川崎市健康安全センターに

ても協力していただけることとなった） 

製造体制の整備 

検査キット（イムノクロマト）について、㈱

プロテックスが製造販売業許可を取得し、自

社工場で試薬生産、インナーシート作製から

最終製品まで行うことを目指していた。 

 

 

 

 

製造体制の整備 

検査キット（イムノクロマト）生産は、㈱プ

ロテックスが開発したイムノクロマト技術

をイムノクロマトメーカーへ技術譲渡し、生

産委託することを考えている。 

また、製造したイムノクロマトは、㈱プロテ

ックが製造販売業許可を取得後、自社ブラン

ドの製品として販売することを目指してい

る。 

製造体制の整備 

外部の協力を得て製品を上市する期間を最短化

させたい。その為、上市する製品の基礎技術、

試作品の安定性等の評価が終了した時点で、 

ＧＭＰ設備環境を整えた製造工場に委託生産を

行いたいとの考えより変更した。 

 

 

 

事業化計

画（開発･

薬事・上市

スケジュ

ール） 

事業化スケジュール 

平成 26 年度は、国内市場については、平成

27 年 12 月に薬事申請を行い、平成 28 年 3

月に上市を目指す。また、海外市場（アジア

地域、欧米各国）については、平成 29 年 12

月に薬事申請を行い、平成 30 年 2 月に上市

を目指していた。 

事業化スケジュール 

平成 28 年度は、国内市場については、平成

29 年 2 月に薬事申請を行い、平成 29 年 12

月の上市を目指す。また、海外（アジア地域、

欧米各国）については、平成 29 年 12月に薬

事申請を行い、平成 30 年 2 月の上市を目指

とした。   

 

 

事業化スケジュール 

平成 27年 12月に薬事申請を予定していたが、 

オリジナル抗体の開発を行ったため、予定スケ

ジュールでは薬事申請が行えないと考え変更し

た。 

 事業化スケジュール 

平成 28 年度は、国内市場については、平成

29 年 2 月に薬事申請を行い、平成 29 年 12

月の上市を目指す。また、海外（アジア地域、

欧米各国）については、平成 29 年 12月に薬

事申請を行い、平成 30 年 2 月の上市を目指

とした。  

 

事業化スケジュール 

平成 28 年度は、国内市場については、平成

29 年 12 月に薬事申請を行い、平成 30 年 6

月の上市を目指す。また、海外（アジア地域、

欧米各国）については、平成 29 年 12月に薬

事申請を行い、平成 30 年 6 月の上市を目指

とした。  

 

 

事業化スケジュール 

平成 29年 2 月に薬事申請を予定していたが、 

化学発光法によるイムノクロマト検出キットの

開発に時間を要したため、予定スケジュールで

は薬事申請が行えないと考え変更した。 
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(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 本事業で予定している各試作品について、製作初期段階で PMDA（PMDA

相談等で）よりクラス分類等について確定させ試作品の開発に活かす

こと。  

 

 

PMDAより以下の指摘をもらい、試作品開発の指針とした。 

検出装置：クラスⅠ（医療機器） 

  ＜指摘事項＞ 

検査結果の表示に関して、特定ウイルスの診断するのでは無

く、別の単位の数値表示の場合、クラスⅠとなるが、 

診断をするとクラスⅡ以上となる。そのため、試作品の検査

結果の表示を電圧数量とした。 

検査キット：クラスⅢ（体外診断医薬品） 

  ＜指摘事項＞  

  当初、米国の様に検体採取器具とセット申請することを予定

していたが、国内においては、法律違反になると指摘。分け

て申請することにした。 

検体採取器具：クラスⅠ（医療器具） 

製造販売業の許可取得について、並行して準備を行うこと。 埼玉県薬務課に相談を行った。 

コンソーシアムの想定する製品の薬事戦略、製造体制、販売体制、製

品表示等を説明し、アドバイスをいただいている。製造販売業許可に

ついては、PMDA への申請を行う時期まで待機し、申請の段階で同じ資

料を提出するように指示をいただく。 

知財 なし 平成 29年に特許申請を計画 

技術・評価 VHH 抗体の作製方法を確立することで、ほかのウイルス用の抗体を作

れるようになるのでは。 （AMEDより言われた言葉） 

VHH 抗体作製技術を確立させたので、ノロウイルス以外のウイルスや

細菌の抗体作製へも発展させることができた。 

その他事業

化全般 

検査キットに使用する抗体について、ノロウイルスの GⅠ、GⅡ型に幅

広く対応が必要。また、新しく変異したものへの対応も考慮した製品

作りをしてほしい。 

 

ノロウイルスの豊富な検体保持数を持つ東京慈恵会医科大学と共同

研究体制を構築した。並びに、新しく変異した GⅡ-17 にも対応すべ

く、川崎市健康安全研究所（2014 年に GⅡ-17 を発見）の岡部信彦先

生と共同研究体制を構築した。 

イムノクロマト法による方式に技術的問題点がある場合、外部に開発

アイデアをもらうのが良いのではないか。 

イムノクロマトの製造企業及びアカデミアを 10 社以上訪問した。ま

た、イムノクロマト以外に目を向けて他業界の専門家にも訪問した。 

 



 

52 

領域 指摘事項 対応 

検査キットの研究開発が停滞しているが、今後どのような考えで進め

て行くのか。 

 

試作品開発後の上市用製品の開発スピードを上げることを念頭に置

き、共同開発候補を数社確保した。 

我々はウイルスの高感度検出方式を幾つか把握しているが、その中で

イムノクロマトこそ低コスト、簡便迅速に検出可能な装置として最適

な素材として取り上げ開発を行ってきている。ウイルスの高感度検出

をイムノクロマト法は安価で、迅速簡便に製品化する研究開発を進め

ていく。 

 

(7) 採択・継続条件への対応状況 

採択条件 対応状況 

独自開発した GⅡ抗体が、事業化できるレベルのものであることを示すこと。 オリジナル開発した GⅡ抗体でノロウイルスの VLPを使用し、化学発光を確認

できたことで業界初の VHH 抗体によるイムノクロマト製品が事業化可能であ

ることを示した。  

PMDA の薬事相談で最終製品のスペック・設計を明確にして、機器の開発は最

小限とした事業計画を立てること。 

PMDA の薬事相談をもとに最終製品のスペックを検出装置がクラスⅠ、検査キ

ットがクラスⅢと明確にした。設計については、NTT-ATCR㈱並びに㈱プロテ

ックスが共同して試作品開発、製造、販売等を考慮した最小限の開発計画を

たてた。 

 

1.8 平成 29 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

 

平成 29年 9月を目標に、検査キット（イムノクロマト）の試作品を完成させる。その後、クラスⅢ体外診断用医薬品として「検査キット」を平成

29 年度 12月に PMDA申請し、国内上市を平成 30年 6月とした。海外上市は平成 30年 6月を計画している。  

検査装置は、クラスⅠデンシトメトリー分析機器として、平成 30年度 6月までに PMDAに届出を行う。国内上市を平成 30年 6月とした。海外上市

は平成 30年 6月を計画している。  

その他の実施内容としては、臨床研究を東京慈恵会医科大学、川崎市健康安全研究所等で継続して行う。薬事申請については、平成 29 年度 12 月

に㈱プロテックスが埼玉県にて医用機器製造販売業の申請を提出する。 

尚、検査キット（イムノクロマト）の試作品開発については、琉球大学内に㈱プロテックスの研究員が滞在し、検出法を完成させる。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 

株式会社 ムトウ 

〒110-8681 東京都台東区入谷 1丁目 19番 2号 

電話: 03-3874-7143  / FAX: 03-3876-8140 / E-mail: masao_nishizaki@ni.wism-mutoh.co.jp 


