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1. 事業の概要 

近年、X 線透視による重篤な皮膚障害が多発し、X 線透視における被曝防護への関心が高まっている。

しかし、従来から使用されている線量計では、金属を使用していることが多く、線量計が X 線透視画像

に写りこむため、診断や治療の妨げになっていた。本課題では、晩発性放射線障害予防を目的として、

光ファイバの先端に極微小プラスチックシンチレータを取り付けた単純な構造を生かした、X 線透視画

像に写らない線量計を開発する。 

 

   

放射線治療で培われた高精度線量計開発技術を応用した
「 X線透視像に写らないSOF線量計」

北海道大学、太宝電子(株)、アクロバイオ(株)

太宝電子は、マイクロコンピュータやＦＰＧＡなどのデバイスを組み込んだ電
子機器の設計・製造を得意としている。平成19～21年度に採択されたNEDO
プロジェクトにおいて、アキュセラと動体追跡装置の開発に参画し、制御装置
の設計・製作を担当。現在、島津製作所が薬事承認を目指して開発中の動
体追跡装置へ制御装置をOEMとして提供するなど、放射線関連医療機器の
開発・設計にも取り組んでいる。（札幌市、資本金５千万円、従業員数７名）

高度な設計・製造技術を新しい医療機器開発へ

Ｘ線による被曝の管理は重要だが測定されていない

H24-050

 CT装置の普及やX線透視による血管内治療（IVR）の普及に伴い、医
療におけるX線被曝量は増加しつつある。

 国際的には長時間のX線被曝による皮膚障害が指摘されており、
FDAでは医療機器メーカに対して照射量を管理するよう規制。

 一方、Ｘ線透視の妨げとならず、リアルタイムでピンポイント計測が可
能な線量計が無いため、患者の被ばく線量管理は行われていない。

 従来の透視Ｘ線用線量計は感度が低いため大きく、また、Ｘ線透視画
像にもわずかに写る。また、小型の半導体式の線量計では、金属
ケーブルなどがX線透視像に写ってしまうという問題点があった。

 シンチレータが放射線で光る性質を利用し、光ファイバで測定装置ま
で導くことにより、高感度かつＸ線に写らない線量計を開発した。

 エネルギー依存性を飛躍的に改善し、基準測定器と比較して、40～
150kVの範囲で感度変化3%以内を実現した。

プラスチックだけでX線をリアルタイムで高精度に計測

基準測定器とほぼ同等の測定精度を実現

放射線皮膚障害を未然に防ぐため、皮膚表面に
貼り付けられる小型の線量計が求められている。
SOF線量計はＸ線透視像には写らないという特
徴を持っている。

非医療機器

多チャンネル
計測用オプション
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平成27（2015）年2月時点

委託事業実施体制

（株）島津製作所

・製造に関する薬事指導

申請

研究機関

北海道大学

• 基盤研究
• 技術シーズの提供
• 有効性、安定性の検証
• 材料評価

医薬品医療機器総合機構
（PMDA）

米国食品医薬品局（ＦＤＡ）

第三者認証機関等承認・認証
顧客（国内、海外）

治験等の
コーディネート

事業管理機関

製造業（取得予定）

太宝電子（株）

• 試作品の開発・製作
• 技術・技能の提供
• 部品の供給
• 生産プロセスの確立

中

有識者委員会

• プロジェクトへのアドバイス
• 学会を通した広報支援など

データ
の提供

北海道臨床開発機構

・臨床に関する薬事指導

製造販売業（取得予定）

アクロバイオ（株）

• ニーズの調査
• 市場の動向調査

• 薬事・市場化を見据えた
製品の企画

中

医療機関

北海道大学病院

• ニーズの提供
• 臨床エビデンスの構築
• 開発機器の導入・普及

PL

（株）アキュセラ

・放射線治療への展開指導

X線透視装置販売メーカー

・製造に関する薬事指導

OEM供給
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1.1 事業の目的 

近年、脳梗塞や心筋梗塞などの生活習慣病による血管系の疾患で深刻な状態に陥る症例が増加しつつ

ある。従来は、外科的手術が一般的であったが、現在は手術によらない様々な方法が開発されており、

その一つに IVR (Interventional Radiology)がある。IVR では、X 線透視装置を使用して、①透視をしながら

詰まった血管をバルーンカテーテルで拡張させる、②ステントを用いて血管を拡げ血液の流れを回復さ

せる、③血管にできた瘤（動脈瘤）にコイルという物質を詰めて破裂を防ぐ、など、深刻な状態にある

患者を低侵襲で治療することのできる画期的な方法である。 

2010 年の統計によると、IVR による診断を行う施設が 4,322 施設、検査件数は年間約 72 万件、IVR に

よる治療を行う施設が 12,771 施設、検査件数は年間約 90 万件となっているが、しばしば IVR 手技後に X

線による重篤な皮膚障害が発生した例が報告されているが、X 線透視の妨げにならない線量計がない、

IVR は滅菌環境で行われているため機器の持ち込みが制限されているといった理由から、厳密に管理さ

れていないのが現状であり、個別の線量測定が行われていないことは問題であると言わざるを得ない。 

また、2005 年の統計では、X 線透視を実施している施設数は 14,581 施設、検査件数は約 60 万件／月、

また、CT 装置を設置している施設数は 8,150 施設、検査件数は約 160 万件／月となっており、医療にお

ける被曝は日常的に発生しているにもかかわらず、医療行為という正当化のもとに、医療における X 線

被曝が見過ごされているが、将来的な放射線障害を予防するためにも、X 線被曝線量は適切に管理され

ることが望ましい。最近では、Ｘ線診断装置における線量管理が重要視されており、米国 FDA の要求事

項や IEC 規格  IEC60601-2-54 X 線透視撮影装置の製品個別規格、IEC60601-2-43 IVR 装置の製品個別規

格では装置に実質的に面積線量計を組み込むことが求められており、医療被曝情報を適切に管理するこ

との重要性が認識されている。FDA の事故調査結果でも、患者の線量履歴情報が分からず、線量限度が

把握できないという問題点が指摘されており、個人被曝管理を可能とするために、DICOM 規格の変更が

予定されている。 

その一方で、従来の線量計は、検出器部分やケーブルが X 線透視画像に明瞭に写ってしまうため、診

断や治療の妨げとなり、実際の臨床現場で使用することは困難であった。そこで、本事業では、放射線

治療分野において開発された、シンチレータと光ファイバを組み合わせた SOF 線量計（Scintillator with 

Optical Fiber Dosimeter; SOF 線量計）を X 線被曝線量測定が可能となるように改良して、近年問題となっ

ている IVR 施行時における患者の被曝防護のためのリアルタイム皮膚線量測定を行うことが可能な被曝

線量管理システムの構築を目指す。 

 

1.2 事業実施体制 

事業管理機関：国立大学法人北海道大学 

PL：石川 正純（国立大学法人北海道大学） 

SL：五十嵐 俊之（太宝電子株式会社） 

共同体：①アクロバイオ株式会社 
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1.3 事業化する医療機器の概要 

1.3.1 製品名：MIDSOF 

(1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 非医療機器 クラス分類*  

製品名 MIDSOF 分類名称（一般的名称）*  

対象疾患 

X線を用いた診断・治療。特

に脳疾患、心疾患、肝臓がん

など 

届出／認証／承認*  

想定される販売先 
総合病院および透視装置を取

り扱うメーカー 
新／改良／後発*  

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 

 医療機器製造業許可  

 業許可  

 業許可  

（注）*印は現時点の想定であり、今後変更される可能性がある。 

(2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  アメリカ、ドイツ、イギリス 

薬事申請時期   

上市時期 平成 26（2014）年 1月 平成 28（2016）年 2月 

想定売上（上市後 3 年目） 2.4億円／年（平成 29（2017）年時点） 6億円／年（平成 31（2019）年時点） 

市場規模（上市後 3 年目） 12億円／年（平成 29（2017）年時点） 120億円／年（平成 31（2019）年時点） 

想定シェア（上市後 3 年目） 20％（平成 29（2017）年時点） 5％（平成 31（2019）年時点） 

(3) 事業化する医療機器の概観・特長 

X 線透視による重篤な皮膚障害が多発し、X 線透視における被曝

防護への関心が高まっているが、従来の透視Ｘ線用線量計は感度

が低いため大きかった。また、小型の半導体式の線量計では、金

属ケーブルなどがX線透視像に写ってしまうという問題点があっ

た。MIDSOF 線量計はシンチレータが放射線で光る性質を利用

し、プラスチック製光ファイバで測定装置まで導くことにより、

高感度かつＸ線に写らないという特徴を持っている。 

 

  



4 

1.3.2 製品名：MIDSOF multi 

(1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 非医療機器 クラス分類*  

製品名 MIDSOF multi 分類名称（一般的名称）*  

対象疾患 

X線を用いた診断・治療。特

に脳疾患、心疾患、肝臓がん

など 

届出／認証／承認*  

想定される販売先 
総合病院および透視装置を取

り扱うメーカー 
新／改良／後発*  

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 

 医療機器製造業許可  

 業許可  

 業許可  

（注）*印は現時点の想定であり、今後変更される可能性がある。 

(2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  アメリカ、ドイツ、イギリス 

薬事申請時期   

上市時期 平成 28（2016）年 3月 平成 29（2017）年 3月 

想定売上（上市後 3 年目） 24億円／年（平成 31（2019）年時点） 6億円／年（平成 32（2020）年時点） 

市場規模（上市後 3 年目） 12億円／年（平成 31（2019）年時点） 120億円／年（平成 32（2020）年時点） 

想定シェア（上市後 3 年目） 20％（平成 31（2019）年時点） 5％（平成 32（2020）年時点） 

(3) 事業化する医療機器の概観・特長 

平成 26 年 1 月に上市した汎用型 SOF 線量計システム（製品名：

MIDSOF）は、単チャンネルでの測定であるが、透視中のガン

トリー角度変更や、2 方向からの透視システムに対応するため、

複数箇所の同時測定が可能なシステムの開発に対する要望が強

かった。そこで、信号処理回路を自社開発し、安価な光電変換

素子を採用することにより、多チャンネル化と同時にコストダ

ウンを実現した。 
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1.3.3 製品名：MIDSOF field 

(1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 非医療機器 クラス分類*  

製品名 MIDSOF field 分類名称（一般的名称）*  

対象疾患 

X線を用いた診断・治療。特

に脳疾患、心疾患、肝臓がん

など 

届出／認証／承認*  

想定される販売先 
総合病院および透視装置を取

り扱うメーカー 
新／改良／後発*  

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 

 医療機器製造業許可  

 業許可  

 業許可  

（注）*印は現時点の想定であり、今後変更される可能性がある。 

(2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  アメリカ、ドイツ、イギリス 

薬事申請時期   

上市時期 平成 29（2017）年 5月 平成 30（2018）年 3月 

想定売上（上市後 3 年目） 0.5億円／年（平成 32（2020）年時点） 0.7億円／年（平成 33（2021）年時点） 

市場規模（上市後 3 年目） 2.4億円／年（平成 32（2020）年時点） 14億円／年（平成 33（2021）年時点） 

想定シェア（上市後 3 年目） 20％（平成 32（2020）年時点） 3％（平成 33（2021）年時点） 

(3) 事業化する医療機器の概観・特長 

血管造影撮影装置で標準的となっている面積線量計では、照射されている範囲

全体の平均値として積算されているため、搭載しているものの患者個人の被曝

線量管理目的としては不十分であり、記録としては利用されていない問題があ

った。そこで、SOF 線量計が持っているポイント測定が可能である特徴と、透

視に全く映らない特徴を生かし、照射野中心の線量を正確に測定することが可

能な血管造影撮影装置搭載用の線量計を開発する。 
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1.3.4 製品名：MIDSOF link 

(1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 非医療機器 クラス分類*  

製品名 MIDSOF link 分類名称（一般的名称）*  

対象疾患 

X線を用いた診断・治療。特

に脳疾患、心疾患、肝臓がん

など 

届出／認証／承認*  

想定される販売先 
総合病院および透視装置を取

り扱うメーカー 
新／改良／後発*  

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 

 医療機器製造業許可  

 業許可  

 業許可  

（注）*印は現時点の想定であり、今後変更される可能性がある。 

(2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  アメリカ、ドイツ、イギリス 

薬事申請時期   

上市時期 平成 27（2015）年 3月 平成 28（2016）年 3月 

想定売上（上市後 3 年目） 0.3億円／年（平成 30（2018）年時点） 0.6億円／年（平成 31（2019）年時点） 

市場規模（上市後 3 年目） 1.2億円／年（平成 30（2018）年時点） 12億円／年（平成 31（2019）年時点） 

想定シェア（上市後 3 年目） 20％（平成 30（2018）年時点） 5％（平成 31（2019）年時点） 

(3) 事業化する医療機器の概観・特長 

臨床での測定ルーチンへの取り込まれるためには、適切な情報

提示および操作性の良いソフトウェアによる支援が重要であ

る。そこで、Bluetooth および USB を介して外部機器との接続

が可能である特徴を生かして、外部ディスプレイ（タブレット

型情報端末）にリアルタイムの線量情報を提示できるソフトウ

ェアを開発する。また、PC を介して線量計プローブの情報登録

や管理などを行うことで、利便性の向上を図る。 

 

  

 

動 作 状 態 表

示 

動作状態表示 

計測データ表示 

リンク状態表示 

計測開始/停止

/リセットボタン 

サンプリング間隔 

プローブ ID 

計測条件/ 

ステータス表示 
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1.4 市場性（想定購入顧客） 

(1) 医療現場で期待される波及効果 

X 線透視を伴う血管内治療（IVR; Interventional Radiology）では、長時間にわたる X 線透視を行う

必要があり、また、心筋梗塞などでは繰り返し手術を受ける可能性があるため、同じ場所で長時間の X

線透視を行った場合に、潰瘍などの重篤な皮膚障害が発生する可能性がある。現行の日本の法令では、

医療被曝の正当化のために、特に規制は行われていないが、欧米や放射線防護委員会（ICRP）の勧告で

は、1Gy 以上の被曝を受ける可能性がある場合には、個人レベルでの被曝管理を行うべきとされている。

FDA からの要求により、透視装置に照射野中心における照射線量測定の義務が課されており、面積線量

計を用いた測定のみが行われているのが現状である。しかし、従来の線量計は、透視に映るものや検出

部分の体積が大きいなどの問題があった。特に、エネルギー依存性が測定の精度に影響を及ぼすため、

小型、エネルギー依存性が少なく、かつ透視に映らない線量計は存在しなかった。 

本研究課題にて開発を行った SOF 線量計（製品名 MIDSOF）は、センサー部分が全てプラスチック

で構成されており、生体と密度が近いために X 線透視下で全く映らないという特徴がある。また、従来

の線量計では、透視 X 線管電圧に応じた補正係数が必要であったが、MIDSOF では基準となる電離箱線

量計と比較しても感度比が 3%以内（40～150kV）と小さく、正確な線量評価が可能である。 

一方、ICRP 2011 年勧告では、水晶体への被曝線量限度が 5 年で 100mSv 以下、1 年で 50mSv 以下

と大幅に引き下げられた。現在、水晶体の被曝線量を評価できるリアルタイム計測可能な線量計は存在

しないが、本線量計システムのセンサー部は非常に小型であることから、患者のみならず、術者の水晶

体被曝線量評価にも適用可能であると考えられる。 

 

(2) 当該機器等の市場性 

 ① 提案する機器の想定顧客 

 本製品は長時間の X 線透視を受ける可能性のある患者に対して使用することを想定しているので、

IVR や CT ガイド下の手術などを施行する医師、または手術を補佐する診療放射線技師が主な利用

対象者となる。また、患者の被曝のみならず、X 線発生装置の精度管理や術者の被曝評価などの

用途での利用も見込まれる。したがって、これらの手術を行う医療機関が主な顧客として想定さ

れる。一方、本製品は簡便に精度の良い X 線測定器としても利用することが可能であることから、

教育目的として大学や診療放射線技師を要請する専門学校などからの需要も見込まれる。 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

 国内市場 

2012 年に発行された「新医療」データによると、血管造影システム設置病院数は全国で 2,039 施

設ある。これらの施設の内、血管造影システムを 2 台以下しか保有していない施設での線量計購

入見込みを 70%、3 台以上保有している施設での線量計購入見込みを 100%とすると、国内での市

場はおよそ 1,500 施設が対象となる。まずは開発母体となる北海道地区および販売母体となる東京

地区での市場開拓を目指し、徐々に全国展開を行う。また、近年では、CT 撮影による被曝への関

心も高まっているため、CT 撮影における SOF 線量計の有用性を検討し、さらなる市場拡大を図る。 

 

 海外市場 

海外、特にアメリカにおいては FDA による X 線被曝の規制が厳しくなる傾向にある。血管造影シ

ステムへの線量計取り付けの義務化など、リアルタイム測定の重要性が認識されつつある。海外
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における血管造影システムの保有台数については現在調査中であるが、国内の 10 倍以上の市場が

存在すると見込んでいる。特に、小児被曝の問題は世界でも重要視されているため、一般診断用 X

線に対する線量測定用途での販売も視野に入れれば、かなりの販売数が期待できると考えている。

先行製品（Skin Dose Monitor, Patient Skin Dosimeter）では、FDA カテゴリーClass 2（一般名称: In-vivo 

Dosimetry System）として登録されているので、米国や欧州のディーラーと提携して FDA 申請およ

び欧米での販売を促進する。 

 

(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 

 先行品の状況 

スキンドーズモニタ(Skin Dose Monitor: SDM)は、検出部に有害物質であるカドミウム(Cd)を用

いていたため、現在は販売されていない。また、Shadow Free Chamber（SFC）やシリコン半導

体皮膚表面線量計(Patient Skin Dosimeter: PSD)は、検出器部分やケーブルが X 線透視画像に明

瞭に写ってしまい、診断や治療の妨げとなるため、臨床での使用は困難である。一方、透視装置

に装備された面積線量計では、全照射線量を積算値として記録しているのみであり、特定部位の

皮膚線量を測定することは困難である。 

 類似製品の情報 

本製品（MIDSOF）に類似した製品（RD-1000）がトーレック社にて開発中との情報がある。ま

だ開発中であるため、製品の詳細な仕様は不明であるが、MIDSOF が単チャンネルしか測定でき

ないのに対し、トーレック社の開発品は 4 チャンネルの測定が可能となっている。 

 市場獲得のための障壁 

本製品（MIDSOF）を医療現場で使用してもらうためには、利便性の向上を図る必要がある。特

に、医療情報システムの連携は必須であり、ルーチン業務として線量測定が行われるようになっ

た場合でも、測定結果の入力の煩雑さ及び入力ミスが低減すると考えられる。 

 

 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） 

 リアルタイム計測 

X 線透視像に映らずにリアルタイムで計測が可能な線量計は、本製品以外では販売されていない。 

 X 線透視像での認識性 

X 線透視では認識されず、プローブに電源を必要としない、X 線を用いた診療において、診断・治

療の妨げにならず、また患者への感電リスクも発生しないという点では優位性がある。 

 エネルギー依存性 

モンテカルロシミュレーション計算による検討を元にプローブの構造を変更することによって、

透視でよく使われる透視管電圧 80kV に対する相対感度を±5%以内に改善できた。さらに、シン

チレータに改良を加えることにより、40～150kV において相対感度 3%以内を達成した。この改

良により、エネルギー感度依存性は基準電離箱とほぼ同等となり、低い線量までの測定が可能で

あることから、本線量計の優位性が飛躍的に向上したと考えられる。 
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1.5 上市（投資回収）に至るまでのプロセス（事業計画） 

(1) 委託期間後を含めた事業計画の概要 

 
 

H23（2011）年度 H24（2012）年度 H25（2013）年度 H26（2014）年度 H27（2015）年度 H28（2016）年度 H29（2017）年度 H30（2018）年度
以前 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3

要素技術開発 計画

実績
H19～21年度科研費・若手研究
(A)およびH21年度JST・A-STEP
にて要素技術を開発。

試作機開発・改良 計画

【MIDSOF】 実績
H23年度ノーステック財団助成金
により、ESE社（現太宝電子）とプ
ロトタイプ機の開発を行った。

量産機開発 計画

【MIDSOF】 実績

試作機開発・改良 計画

【MIDSOF multi】 実績

量産機開発 計画

【MIDSOF multi】 実績

試作機開発・改良 計画

【MIDSOF field】 実績

量産機開発 計画

【MIDSOF field】 実績

量産機開発 計画

【MIDSOF Link】 実績

臨床研究 計画

実績

薬事申請 計画

実績

知財対応 計画

実績 H23年に基礎特許取得

販売戦略 計画

実績

アクロバイオ㈱は、医療用放射
線測定器を輸入・販売を行ってい
る企業であり、医療機関への営
業活動体制およびアフターサー
ビス体制が既に整っている。

上市時期 計画

実績

スケジュール変更理由

事業の実施内容

自主事業の内容

・Ｈ23年北海道大学様と共同で
携帯型線量計のﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ機の開
発を行う。（ﾉｰｽﾃｯｸ財団助成金
活用）

①多点計測を目的としたSOF線量計開発

　・多点計測を目的としたSOF線量計開発

　・多点計測対応プローブの開発

　・滅菌可能なSOF線量計プローブの開発

②血管造影撮影装置搭載型SOF線量計の開発

　・血管造影撮影装置搭載用プローブの開発

　・血管造影撮影装置との連携検討

③SOF線量計システムとしてのソフトウェア開発

　・SOF線量計による線量情報提示システムの開

　　発

　・医療情報システムとの連携を図るためのソフト

　　ウェア開発

④臨床使用経験に基づく有用性の検討

　 ・自主臨床試験による有用性評価

 　・血管造影撮影装置搭載用プローブの有用性

　　評価

 　・求められる性能に関する検討

⑤SOF線量計の市場規模調査

 　・国内外における市場調査

 　・国内における診断X線利用施設調査

　 A 宣伝活動

　・学会展示会ならびに研究会でのプレゼン・機器

　　展示および宣伝広告

B 情報収集

　・製品のデモンストレーションおよび潜在顧客か

　　らのフィードバック情報収集

　・薬事・市場化を目指した製品企画

　・現在までの完成品に対する販売活動

　・海外販売先の開拓

　・市場ニーズとそれを満たすアプリケーション仕

　　様要件の調査

　・医療機器製造販売業許可申請

①SOF線量計の精度向上

　・X線管電圧情報を取り入れた正確な線量評価

　　法の確立

　・エネルギー感度依存性の正確な評価と補正法

　　の確立

　・高感度プローブの開発

②SOF線量計プロトタイプシステムの開発

　・SOF線量計プロトタイプシステムの開発

　・専用遮光型光ファイバコネクタの製作

③製品化に向けた検討

　・患者の被曝管理に関する検討

　・術者の被曝線量管理に関する検討

　・SOF線量計の薬事取得に関する検討

④SOF線量計の安全性評価、臨床評価

　・プローブ先端被覆材の検討

　・患者の被曝に関する臨床評価

　・術者の被曝に関する臨床評価

① SOF線量計の精度向上

　・エネルギー感度依存性の改善

　・汎用型プローブの開発

　・術者被ばく測定用高感度プローブの開発

　・患者被ばく測定用プローブ構造の検討

② SOF線量計システムの開発

　・汎用型システムの製品化

　・術者被ばく測定用SOF線量計システムの

　　小型化に関する検討

③ 製品化に向けた検討

　・患者の被曝管理に関する検討

　・術者の被曝線量管理に関する検討

　・SOF線量計の薬事取得に関する検討

④ SOF線量計の安全性評価、臨床評価

　・術者被ばく測定に関する臨床使用の検討

　・患者被ばく測定に関する臨床使用の検討

A 宣伝活動

　・学会展示会ならびに研究会でのプレゼ

　　ン・機器展示および宣伝広告

　・現在までの完成品に対する販売活動

　・海外販売先との売買契約

B 情報収集

　・製品のデモンストレーションおよび潜在

　　顧客からのフィードバック情報収集

　・顧客フィードバックに基づく製品改良提

　　案

　・海外販売先の開拓

　・FDA/CEマーク取得に向けた情報収集

A 宣伝活動

　・学会展示会ならびに研究会でのプレゼ

　　ン・機器展示および宣伝広告

　・現在までの完成品に対する販売活動

　・海外販売先との売買契約

B 情報収集

　・製品のデモンストレーションおよび潜在

　　顧客からのフィードバック情報収集

　・顧客フィードバックに基づく製品改良提

　　案

　・海外販売先の開拓

C 自主開発

　・FDA/CEマーク取得申請

A 宣伝活動

　・学会展示会ならびに研究会でのプレゼン・機器

　　展示および宣伝広告

　・顧客フィードバックに基づく製品改良提案

　・現在までの完成品に対する販売活動

B 情報収集

　・海外販売先の開拓

　・市場ニーズとそれを満たすアプリケーション仕

　　様要件の調査

C 自主開発

　・術者被ばく測定用SOF線量計システムの小型

　　化に関する検討

A 宣伝活動

　・学会展示会ならびに研究会でのプレゼ

　　ン・機器展示および宣伝広告

　・現在までの完成品に対する販売活動

B 情報収集

　・顧客フィードバックに基づく製品改良提

　　案

　・海外販売先の開拓

C 自主開発

　・術者被ばく測定用SOF線量計システム

　　の小型化に関する検討

　・医療機器製造販売業許可申請

仕様検討
試作機の評価

試作の改良 量産試作
信頼性評価

★
上市

仕様まとめ
調査開発

設計 試作製作 動作評価

★
上市試作の改良 量産試作

信頼性評価

信頼性試験
(IEC61000-4準拠）

★
上市

ﾌﾟﾛｰﾌﾞの量産製造検討

輸出対応（FDA認可、CEﾏｰｸ取得
等）の調査検討

動作試作機の製作

性能評価

★ 販売開始
製品開発

要素技術開発
★ 販売開始

試作機開発

仕様検討

試作機設計

試作機製作

性能改善検討

試作プローブ開発

性能改善検討

試作プローブ開発

試作プローブの改良

量産プローブ開発

試作プローブの改良

量産プローブ開発

量産プローブの改良検討

量産プローブの改良検討

改良プローブ製作

量産機設計

量産機製作

試作機の評価

量産機設計

量産機製作

多チャンネル
対応仕様検討

ファームウェア
バージョンアップ

多チャンネル
対応仕様検討

ファームウェア
バージョンアップ

仕様検討

試作機開発

仕様検討

試作機設計

試作機製作

MPPC回路製作・評価

MPPC回路設計

MPPC回路製作・評価

仕様検討

試作開発

戦略相談

医療機器開発センター

コンサルティング

厚労省医政局

薬事相談

臨床評価

薬事取得に関する検討

術者被曝に関する検討

患者被曝に関する検討

戦略相談

自主臨床試験立ち上げ準備

臨床評価

（協力施設）

自主臨床試験による

有用性評価

特許出願検討 特許出願 特許出願

★

特許出願

★ H27.3

MIDSOF上市（国内）

★ H28.2

MIDSOF上市（海外：欧州）

販売計画作成

広報戦略・実施

★ H26.1

MIDSOF上市（国内）

★

特許出願

★ H27.3

MIDSOF Link上市（国内）

★ H27.3

MIDSOF Link上市予定（国内）

★ H29.5

MIDSOF Field

OEM提供（国内）
★ H28.3    MIDSOF multi上市（国内）

★ H28.3    MIDSOF Link上市（海外）

市場調査

販売計画作成

広報戦略・実施

★ H29.3

MIDSOF multi上市（海外）

★ H30.3

MIDSOF Field

OEM提供（海外）
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(2) 投資回収計画 

 H24 

(2012) 

H25 

(2013) 

H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

薬事申請時期           

上市時期   ● ● ●      

支出額（単位：億円） 0.8 0.8 0.8 0.3 1.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 

 うち委託費 0.5 0.5 0.5 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.3 0.3 0.3 0.3 1.4   3.2 3.2   3.2 3.2 3.2 

売上高（単位：億円） － － 0.15 0.9 3.6 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 

販売数量（単位：台） － － 15 90 450 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

 1) 投資計画 

 太宝電子株式会社 

技術開発においては、特性改善の他、多点計測を目的とした線量計開発、他の医療機器とのデー

タ伝送技術の確立、海外仕様対応のための設計見直し、FCC,IEC 等の国際規格への技術準拠の確

認などが必要となるため、1 億円を計上した。品質管理においては、ISO13485 品質マネージメン

トシステムの確立を目指すため、1,000 万円を計上し、プロトタイプ機の評価費用として 600 万円

を計上した。製造設備では、海外で主流になりつつある RoHS 対応や検査機器の充実のため、2,100

万円を計上した。営業経費としては、市場調査のための活動、展示会出展、病院等への営業活動

広告、宣伝等などを想定しているため、1,000 万円を計上した。また、製品の原価は、販売価格の

約 25%に達する見込みである。 

 アクロバイオ株式会社 

プロトタイプ機の評価および品質管理を目的として、プローブの校正施設を設置するための費用

として 3,800 万円を計上した。技術開発においては、医療情報システムとの連携が可能なソフト

ウェアの開発費用として 3,300 万円を計上した。営業経費としては、市場調査のための活動、展

示会出展、病院等への営業活動広告、宣伝等などとして 3,000 万円を計上した。また、販売に要

す営業費用は、販売価格の約 15%を要する見込みである。 

 

 2) 回収計画 

 国内での販売計画 

国内市場としては 1,500 施設を想定し、すでに上市した製品（MIDSOF）と開発中の多チャンネ

ル機（平成 27 年度上市予定）の販売計画について、上市 1 年目から 3 年目において国内シェア

1%、5%、20%に拡大することを目標とする。血管造影装置搭載型機の販売に関しては、平成 27

年度に試作機開発を終了し、平成 29 年度以降の OEM 供給開始を目指す。 

 国外での販売計画 

先行品が FDA での承認を受けていることから、米国内ディーラーと提携して FDA を取得し、販

売を促進する。欧州においても、現地企業との提携を計画している。 

国外市場としては 15,000 施設を想定し、上市 2 年目から 3 年目において国外シェア 0.1%、2%を

目標とする。 
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(3) ビジネススキームの特長 

 1) 売れ続けるためのビジネスの”仕組み” 

新たな製品開発機会に向けた本事業における強みとしては、今回開発された技術は低エネルギー放

射線計測性能が従来のものより高い性能を有していることで、患者用モニタのほかにさらなる応用分

野への展開も可能なことである。特に水晶体線量限度が見直されたことによる低線量被ばくモニタリ

ング用途としての線量計開発は医療業界のほか、様々な分野からのニーズにも応えることとなり、従

来まで使用されていた線量計に小型で携帯が可能なリアルタイムのツールとして国内外における広

範な市場を開拓できる。要素技術を応用に展開できる強みが本事業にはあることで、現在のみならず

将来のニーズを開拓し、新たな事業に発展することで継続的に成長する。現在の患者用製品自体も今

年度はすでに市場からの良好な反応を得ており、さらに普及を目指すにあたっては販売現場からのフ

ィードバックを今後の改良ならびに開発に反映することで、さらに市場を活性化させることが可能に

なると考えている。 

 

 2) ビジネス体制 

本コンソーシアムの参画者は開発・製造・販売の各分野において十分な知識と経験を備えており、

役割を分担し緊密に連携していくことで、それぞれの得意とする分野での能力を十分に発揮すること

ができ、内部における好循環を生み出している。特に今後その原動力となる販売活動においては、顧

客からの情報収集から製品に対する反応や改善の要望を開発および製造にフィードバックする重要

な役割を担い、それが活かされることで今後も継続的に課題を解決し、ターゲット層のニーズに適合

する製品を安定的に供給する体制を築く。さらにアフターサービス体制を構築し、顧客との継続的な

関係の維持と発展に努めることで、事業の安定性と製品の評価を高めることにつなげる。こうした活

動から現行製品での体制と連携を確立することで、発展的な成長と新たな製品開発機会を創出する。 
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 3) ものづくり中小企業の位置づけ 

 開発体制について 

Ⅹ線検出器となるプラスチックシンチレータの性能改善と品質の確立はすでに長期にわたる試行

錯誤の末に開発されてきた経験から、診断用Ⅹ線においては極めて安定したレスポンスを確立してい

る。さらに改良型の研究も進んでおり、将来においては医療従事者のみならずあらゆる低線量被ばく

のモニタリングに対応した高感度検出器を実現することで市場機会が拡大し、さらに広範に活用され

る汎用製品として成長する可能性を持っている。さらに計測機器本体の小型化も同時に実現していく

ことでさらに飛躍的な技術革新を実現することになり、今後も継続的に成長することができる可能性

がある。本事業の開発テーマは石川研究室において長年に渡り研究を続けてこられたことによる成果

であり、今後の事業においても開発拠点として中心的な役割を担う。 

 

 製造体制について 

前年度の上市に至るまでの過程において、電気的安全性を含む安全使用に関わる評価が完了してお

り、機器本体の量産体制は整っている。製造元の太宝電子は機器を量産する機能と品質体制をすでに

十分に備えており、販売側との緊密な情報供給により市場の成長予測ならびにリードタイムの短縮化

と安定供給化に対応することができる。今後はものづくり企業として、多チャンネル型および小型化

に伴う、異なる機種における供給体制、また海外市場への進出へ向け法規制ならびに規格に対応した

体制づくりに販売側と連携して実施していく。 

 

 販売体制について 

開発当初から製品化を待望しており、長年にわたる放射線診断分野での活動経験をもとに販売開始

前から製品の市場分析を実施したことで、今年度の上市後には以前から関心を寄せている潜在顧客、

各地域の学会・研究会、および講習会などで製品評価の機会を得て、今後の改良課題やアプリケーシ

ョンソフトウェアの方向性を開発・製造現場へフィードバックすることができた。このような活動を

さらに継続的に発展させることで、市場への認知を高め、着実な普及に努める。また日常の PR 活動

に加え、特に医療分野では学会研究発表に採用されることで認知が高まるとともに新たな市場機会の

創出へつながるユーザーイノベーションも期待できることから、対象となる研究分野において先導的

な役割を担っている基幹施設へ積極的な導入を進め、そこに大きな影響を受ける周辺施設への提案と

導入を促進していく。これにより市場のシェア拡大、低線量被ばくを対象とした新規市場の開拓が長

期目標として設定されている。またこれらの成果に伴う事業拡大により、学会等で推奨する医療施設

での日常利用を目的としたガイドラインに採用されることで国内における全対象施設での普及を目

指し、将来的には医療機器としての承認および保険収載へ導くことができるよう、関係機関との連携

を高める。同時に海外市場へは規格法令への対応を製造側との連携により実施し、既存の取引先を中

心にディーラー網を形成し、北米および欧州を中心に海外へ展開することを目指す。 
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1.6 平成 26 年度委託事業の成果概要 

(1) 委託事業の事業概要 

平成 25 年度までの成果として、汎用型 SOF 線量計システム（製品名：MIDSOF）を上市した。汎用型 SOF 線量計システムは単チャンネルでの測

定であるが、最適な透視位置に至るまでの間、ガントリー角度を変更したり、2 方向からの透視システムも普及しつつあり、最大線量点をあらかじめ

予想することは困難であることから、多チャンネル化の要望が多い。そこで、まず１つめの目標として、多点計測が可能なシステムの改良を行う。

多チャンネル化に伴い、光センサ部の信号処理回路を新規で設計することにより、コストの削減を目指す。 

一方、血管造影撮影装置で標準的となっている面積線量計では、患者個人の被曝線量管理目的としては不十分であるため、記録としては利用され

ていない実態がある。そこで、２つめの目標として、SOF 線量計が持っているポイント測定と透視に映らないという特徴を生かし、照射野中心の線

量測定が可能な線量計を開発することにより、現行の面積線量計に替わる新たな高精度線量測定装置としての組込型 SOF 線量計の販売を目指す。 

また、SOF 線量計は医療における X 線被曝による重篤な皮膚障害を未然に防ぐために、臨床での測定ルーチンへの取り込みが必要で、そのために

は適切な情報提示および操作性の良いソフトウェアによる支援が重要である。そこで、３つめの目標として、SOF 線量計による測定がどの部位で行

われたのかを表示できる情報提示システムの開発を行うとともに、医療情報システムとの連携を図ることを前提として、DICOM-SR 規格に対応した

データの送受信が可能なソフトウェアの開発も行う。 

臨床における SOF 線量計の有用性については、まだ十分な症例数での検討ができていない。そこで、４つめの目標として、北海道大学において自

主臨床試験を実施し、検証のためのデータを蓄積する。また、施設によって測定環境が異なるため、外部協力者に臨床における使用を依頼し、多施

設からの検証データを収集するとともに、求められる性能についても調査を行い、製品の改良へとフィードバックする。 

さらに、５つめの目標として、多チャンネル SOF 線量計の市場規模調査を実施する。国内外における市場調査を実施すると共に、国内における診

断 X 線利用施設調査を行い、新たな適用例について検討するとともに、適用例拡大の一環として、SOF 線量計の放射線治療分野への展開についても

検討する。 

 

(2) 委託事業終了時に完成した試作品の概要 

試作品名 概要 

MIDSOF（H26 年 1 月上市） X 線による患者被曝線量測定などを目的とした透視に映らない線量計。汎用型としてスタンドアロンで動作する。 

MIDSOF multi（試作機） 多チャンネル計測用オプション。MIDSOF 本体と無線通信で接続して使用する。 

MIDSOF field（基礎検討） 血管造影撮影装置の照射野中心をピンポイントで正確に測定。OEM として供給する。 

MIDSOF Link（H27 年 3 月上市予定） MIDSOF 本体を遠隔で操作するための PC アプリケーション。校正定数管理・一括設定など、利便性が向上する。 
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(3) 平成 26 年度の具体的な実施内容と成果、今後検討すべき課題 

平成 26年度の実施内容（実施計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

①多点計測を目的とした SOF 線量計開発 

 多点計測を目的とした SOF 線量計開発 

 多点計測対応プローブの開発 

 滅菌可能な SOF 線量計プローブの開発 ▶ 

安価な光電変換素子を用い、後段電子回路を自社で

設計・製造することでコストダウンを図った。 

従来の測定系との相関を調べたところ、良好な線形性

が確認されたが、感度が低いことも分かった。 

4 チャンネル機は MIDSOF のオプションとし、MIDSOF

のディスプレイ表示機能を用いる仕様に変更した。 

▶ 

コストダウンのために MPPC 素子と自作回路による

測定系を構築しているが、従来の測定系と比較し

て感度が圧倒的に低いという問題点がある。 

これらの回路は通常の光電子増倍管でも使用する

ことが可能であるため、市販の光電子増倍管を用

いることにより、性能を維持しつつ、小型化・低コス

ト化が図れる可能性があると考えている。 

②血管造影撮影装置搭載型 SOF 線量計の開発 

 血管造影撮影装置搭載用プローブの開発 

 血管造影撮影装置との連携検討 
▶ 

従来のシンチレータと蛍光体の混合比を調整し、40～

150kVの範囲において感度変化 3%以内を達成した。 

従来のプローブでは 0.5%程度の残光が存在したが、シ

ンチレータ変更により、0.1%にまで改善できた。 

血管造影撮影装置に搭載可能なシステムの開発とし

て、基礎的な回路設計および製作を行った。 

▶ 

多チャンネル型 SOF 線量計システムの開発と同

様、MPPC をベースとした測定システムであるた

め、同様の問題を抱えている。 

多チャンネル型と同様に、システムの安定的かつコ

ストダウンが図れるように更なる改良が必要である。 

③SOF 線量計システムとしてのソフトウェア開発 

 SOF 線量計による線量情報提示システムの

開発 

 医療情報システムとの連携を図るためのソ

フトウェア開発 
▶ 

Bluetooth および USB を介して外部機器との接続が可

能である特徴を生かして、PC から遠隔で MIDSOF を操

作可能なソフトウェアの開発を行った。 

市立多摩病院の医療情報システム更新に伴い、東芝メ

ディカルシステムズ社と共同で医療情報システムに

MIDSOF の測定結果を取り込むための開発を実施し、

検査オーダー情報に線量情報表示機能が搭載された。 

▶ 

現場からの意見として、医療情報ネットワークに計

測結果が反映されることが望まれている。医療情報

システムへのデータ取り込みには、医療情報システ

ムを製造・販売している企業と連携を行う必要があ

るが、患者被曝管理の機運が高まりつつあるため、

ユーザー側からの要望による連携強化の可能性は

高いと考えられる。 

④臨床使用経験に基づく有用性の検討 

 自主臨床試験による有用性評価 

 血管造影撮影装置搭載用プローブの有用性

評価 

 求められる性能に関する検討 ▶ 

川崎市立多摩病院にて脳血管内治療患者 20例に対す

る治療中の被曝線量測定が実施され、これまでよりも線

量に意識が向くようになったとの評価が得られた。 

鳥取大学医学部附属病院では、ハイブリット手術室での

経カテーテル大動脈弁留置術(TAVI)施行時に患者皮

膚線量のモニタリングを行い、有用性が確認された。 

川崎市立多摩病院および鳥取大学医学部附属病院で

行われた臨床使用経験に基づく改善要望をまとめた。 

▶ 

MIDSOF を用いた患者被ばく線量の測定では、患

者への貼り付け方法が確立していないため、如何

に意味のある線量測定とするかが今後の有用性を

大きく左右する。 

また、治療寝台の上に載せるタイプの多チャンネル

プローブを開発するなど、患者の位置に応じて適

切なプローブを選択して測定するなどの工夫が必

要であると考えられる。 

⑤SOF 線量計の市場規模調査 

 国内外における市場調査 

 国内における診断 X 線利用施設調査 ▶ 

国内外における市場調査を行い、今後見込まれる販売

台数に関する予測を行った。海外での市場は侵襲製の

観点や習慣の違い、法規制の違いなどから正確な市場

の把握は難しいが、米国だけでも 10 倍近い市場がある

と見込んでいる。 

▶ 

米国や欧州などで販売を行うにあたり、FDA の取

得やCEマークおよびRoHS指令に準拠するなど、

法令への対応も実施する必要がある。 
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1.7 事業化に向けた検討結果 

(1) 薬事申請 

 1) 薬事戦略検討状況 

 簡易相談（2014 年 10 月 3 日@PMDA） 

【相談内容の概略】 

放射線を測定する機器を医療機器として申請するにあたり、一般的名称とクラス分類を確定して

ほしい。 

【PMDA からの回答内容】 

本品は人体開口部に関与し、外科的侵襲型機器以外の物であって、クラスⅠの医療機器との接続

を意図した侵襲型機器である。また、短期的な使用を意図していることから、GHTF ルールの 6-

②に該当し、クラスⅡに該当する。なお本品に該当する一般的名称は存在しないため、本品の製

造販売承認申請には一般的名称の新設が必要である。 

 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

①品質管理体制の構築 

血管造影撮影装置は、高度管理医療機器（クラス

Ⅲ）に分類され、搭載される装置類にも品質管理

が求められる。 

薬事にも対応可能とするために、ISO13485 に準拠

した品質管理体制（Quality Management System; 

QMS）を太宝電子内に構築する。 

②ソフトウェアの薬事対応 

ソフトウェア単体にも薬事法の適用が開始され

た。 

本事業で開発するソフトウェアが薬事法の適用を

受けるかについて、仕様が固まった段階で PMDA

に相談する。 

 

(2) 知財対応 

 1) 知財戦略検討状況 

 国内外の先行技術調査と保有特許の精査（強化のための取組） 

特許広報などによる関連特許検索を行っているが、現時点では本技術に抵触する恐れのある特

許は見つかっていない。 

 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 

製品に関する基礎特許は実施形態を広くカバーするものであるが、開発に応じて得られた新た

な知見は逐次特許出願している。また、商標登録についても手続きの準備を開始している。 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

競合製品として現品調査を実施し、特許侵害の恐れがある場合は、特許事務所に相談する。 
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 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

①…知財戦略 

 先行特許は、医療用途で調査した範囲では存在し

ないが、医療以外の目的での特許を含めた調査や

防衛特許を含めた知財戦略が必要である。 

プローブ製造技術に関する特許出願については、大

学知財部との協議の結果、ノウハウ保護のために出

願しない方が良いとの判断となったが、中国などの

模倣品対策としては特許出願が有効な場合もある

ので、知財戦略については、大学・企業で相談しな

がら進める。 

②…大学所有知財の使用許諾 

 現時点では大学が特許権を保有しているので、ラ

イセンスアウトに関する契約が必要。 

平成 26 年 1 月に特許権等実施契約を締結した。 

 

(3) 技術・評価面 

 1) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

本製品では光信号からデジタル信号への変換までを市販製品で実現し、安定した性能を得てい

るが、要望の多い多チャンネル化の際にはコスト高につながる。そこで、安価な光電変換素子を

用い、後段電子回路を自社で設計・製造することでコストダウンを図る。 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

本製品は医療機器ではないが、臨床における有用性を示すエビデンスは必要であると考える。

北海道大学病院において自主臨床試験の立ち上げを試みたが、対象となる皮膚障害の発生頻度に

関するエビデンスが得られず、臨床試験を断念した。一方、協力施設において、脳血管内治療患

者 20 例に対する被曝線量モニタリングが実施され、実測値での被曝線量管理が開始されている。 

 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

①…市販製品利用に伴う高コスト 

 多点計測を行う場合には光電子増倍管を含む電

子回路一式の価格が大きくコストに影響するた

め、光電子増倍管以降の電子回路設計を自社開発

する必要がある。 

後段電子回路では非常に早いパルスを取り扱うた

め、GHz オーダーの高周波回路設計を行う必要が

ある。ノイズレベルを許容範囲内に抑えつつ、長期

安定性を考慮した回路設計を目指す。 

②…血管造影撮影装置との接続プロトコル 

 現行装置では、面積線量計の仕様に合わせて通信

プロトコルが設定されているため、SOF 線量計

の情報を必ずしも有効に活用できていない。 

透視装置の管電圧・フィルタ情報などを相互通信に

よって取得することで、さらなる精度向上を目指し

た通信プロトコル策定を目指す。 

③…医療情報システムとの接続 

 医療情報システムと連携するためには、医療情報

システム側にも情報を取り込めるようにソフト

ウェアの改良が必要である。 

東芝メディカルシステムズ社に医療情報システム

への取り込みを打診中であり、年内に仕様を策定

し、事業期間内にソフトウェアとの接続試験を開始

する予定。 
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(4) その他事業化全般 

 1) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

販売元であるアクロバイオ㈱は、医療機関で使用される線量計を輸入販売しているため、本製

品に関しても全国の医療機関に対して営業活動を行っている。また、製造元である太宝電子㈱は、

病室テレビ料金管理システムの販売・メンテナンスを行っており、生産体制は整っている。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

アクロバイオ㈱には、線量計販売に伴うアフターサービス体制が備わっており、使用教育およ

びクレーム処理についても通常営業範囲内である。 

 QMS 等の品質保証体制 

本製品は医療機器ではないが、海外においては先行製品がFDA承認機器となっていることから、

501(k)取得のために ISO13485 の QMS 体制を太宝電子㈱内に構築する予定である。 

 広報・普及計画 

各関係学会における機器展示や、医療系雑誌への広告掲載などを通じて、広報活動を積極的に

展開していく。 

 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

①…製品の臨床上における有用性の確認 

 SOF 線量計を用いることによる、臨床上の有用

性および安全性が明らかになっていない。 

実臨床データを基にしたエビデンスを得るために、

自主臨床試験開始を目指し、申請書を作成中であ

る。試験承認は 11 月上旬の予定。 

②…海外展開における薬事 

 アメリカでは同様の皮膚線量計 (Skin Dose 

Monitor)が FDA 承認を得ていることから、SOF

線量計も FDA 承認を得る必要があると予想され

る。 

FDA 申請に関して、Skin Dose Monitor の申請書

様式を入手し、同様の書類を作成して申請を行う。 

③…海外規格対応 

 海外で販売する際には、各国に対応した規格に準

拠している必要がある。 

CE マークおよび RoHS 対応を意識した設計を行

う。 
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1.8 3 年間の委託事業の実施経過 

1.8.1 当初計画からの変更（深堀）点とその理由 

(1) 対象とする課題・ニーズ 

変更前 医療現場で使用してもらうために、保険点数化が可能な医療機器を前提として薬事承認を目指す。 

変更後 非医療機器として医療現場で使用してもらうために、ソフトウェアの充実を図る。 

プロトタイプ機を用いたデモンストレーションや訪問調査において、医療機関で受け入れられる要素

として、使い勝手が最も重要視されるため、単体での使いやすさに加えて、PC などによるソフトウェア

の充実が鍵を握るとの指摘があった。特に、医療情報システムとの連携は非常に重要であり、面積線量

計による測定データが患者個人被曝管理として使用されていない実態もあることから、適切な個人被曝

管理を可能とする装置として、医療情報システムへのデータ転送が可能となった場合、大きな購入のモ

チベーションとなりうる。 

(2) 機器スペック・ビジネスモデル 

変更前 汎用型１チャンネルでの測定 

変更後 多チャンネルでの測定 

現在の仕様では、汎用型ということもあり、1 チャンネルでの測定しかできない。脳血管治療における

IVR 手技の場合、1 方向でも対応できる可能性はあるものの、最大線量点になりうる複数箇所を同時に測

定できると良いという意見が多数の施設から要望として出ていたため、多チャンネル化を目指した。 

変更前 汎用型１チャンネルでの測定 

変更後 機器組込型プローブによる照射野中央での測定 

面積線量計による測定データが患者個人被曝管理として使用されていない実態もあることから、適切

な個人被曝管理を可能とする装置として、医療情報システムへのデータ転送が可能とすることにより、

大きなビジネスチャンスとなりうると考えた。 

(3) 事業化体制 

変更前 製造会社、薬事製造販売業社、大学の 3施設による体制 

変更後 製造会社、薬事製造販売業社、販売元、大学の 4 施設による体制＋製造業・製造販売業への一部製

造委託 

ビジネススキームをより強力なものとするために、国内医療機関の放射線科（特に診断分野）に数多

く足を運んでいる業者が販売元となることにより、業者のブランドネームおよび確かな商品知識を足が

かりとして、販路の拡大を図る。また、医療現場、特に滅菌が必要な環境で使用することを前提として

いるため、薬事製造業・製造販売業を既に取得し、自社での製品開発を行っている企業に一部製造委託

を行うことで、より安全で高品質な製品の販売を目指すこととした。 

(4) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

変更前 医療機器として上市する 

変更後 非医療機器として上市する 

従来より、本製品を薬事申請するにあたっては、明確に該当するカテゴリーが存在しないことが指摘

されていた。厚労省および PMDA とも面談を行い、医療機器とする理由の他、学会等から要望を上げる

ことが重要である旨のアドバイスをいただいた。各医療機関からの声を集約するためには、少なくとも

製品として販売されていることが重要であることから、まずは製品として上市することを優先し、各医

療機関での評価および学会等で重要性を認識された上で、改めて薬事申請を行うこととした。 
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1.8.2 有識者委員会・伴走コンサルでの指摘事項とその対応 

領域 指摘事項 対応 

薬事申請 医療機器として承認される必要があるが、

装置の中に組み込むだけで医療機器と認め

られるわけではないため、利用方法も考慮

して機器の位置づけを明確にすること。 

該当薬事カテゴリーの精査を行い、機器組

込型 SOF 線量計については、特定保守管理

医療機器として、Ｘ線被曝低減装置（1007）、

Ｘ線平面検出器（1008）が該当すると考え

られることから、薬事法上の規制を受ける

医療機器としての位置づけを想定した開発

を行うこととした。また、患者測定用 SOF

線量計の薬事に取得については、臨床での

測定経験を十分に得た後、学会での議論を

経て、厚労省・PMDA とも相談の上、方針

を決めていく予定である。 

FDA から早急に資料を入手するとともに、

名称、クラスなどの調査を実施し、日本に

おける販売戦略を早急にたてること。また

ヨーロッパでの販売方法も参考とするこ

と。 

既に Unfors 社製 PSD(Patient Skin Dosimeter)

に関しては FDA の申請書を入手済みであ

る。先発機器として MacMahon 社製 SDM 

(Skin Dose Monitor)が in-vivo dosimeter（生体

用線量計）として登録されており、PSD は

後 発 機 器（ System, X-Ray, Fluoroscopic, 

Image-Intensified, Class II）として承認されて

いるので、FDA での申請では同様の手続き

が必要と考えられる。また、ヨーロッパで

の販売を意識して、RoHS 対応とするための

成分分析を実施済みであり、構成部品全て

において RoHS 対応していることを確認済

みである。さらに、海外へと販売を展開す

るために、表示を英語化する方針を決めて

おり、年内に英語版 MIDSOF が完成する予

定である。 

ソフトウェアも医療機器の対象となるた

め、経産省のソフトウェアガイドラインに

そった対応を行っておくこと。 

GHS (Good Health Software) ver 1.0 (2014/8/1

作成)を入手し、医療機器の対象となるかど

うかを含めて検討中である。また、各項目

はソフトウェア開発においても非常に参考

になるため、リスクの考え方を踏まえて、

慎重に開発を進めていきたいと考えてい

る。 

知財対応 意匠登録や商標登録はしているのか？ 類似

の製品を製品の形状から規制できるので、意

匠登録は有効である。また、商標登録は早め

にしたほうが良い。特に、海外から、利益目的

で商標登録をするケースが多いので、注意し

たほうが良い。 

商標登録の準備は進めており、意匠登録に

ついても検討中である。 
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領域 指摘事項 対応 

その他事業

化全般 

MIDSOF の販売設定金額は妥当であるが、

材料費で20万円を超えていては価格を下げ

ようがない。逆に、100 万円でも購入して

もらえるような特徴やメリットはないの

か？ 

①血管造影撮影装置では、照射野の中心で

測定を行うため、線量が高く、安価な半導

体式のセンサーを利用できる可能性があ

る、②表示器が不要であったり、電源を装

置側から供給してもらうことにより、不要

な構成を削減できる、③管電圧・フィルタ

情報を得ることができれば、正確な測定値

を供給できる可能性があるため、測定器全

体を安価に製造できる可能性がある、と考

えている。 

 

1.8.3 （参考）採択条件への対応状況 

指摘事項 対応 

非医療機器にとどまらず、開発製品を医療機器する

必要性について、医療現場の課題を踏まえて明確に

し、関係者間で意思統一したうえで、文書として回

答すること。 

文書にて回答を行った。 
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1.9 平成 27 年度以降の事業化計画 

国内薬事申請においては、線量計に関するカテゴリーがないため、厚労省医政局との相談の結果、関

連学会などで有用性を認められた後に申請を行う。一方、海外においては、先行製品が FDA 承認を受け

ていることから、アメリカで販売する際には 501(k)を取得する。 

知的財産については、引き続き競合特許の検索を行うとともに、新たに得られた知見については特許

出願を検討する。 

技術開発においては、コストダウンに向けた開発が十分とは言えない状況なので、引き続き自社での

信号処理回路開発を行い、安定した性能の担保しつつコストダウンに努める。また、国内のみならず、

海外へも積極的に販売を展開する。アメリカにおいては FDA を取得し、ヨーロッパにおいては CE マー

クおよび RoHS 指令に準拠した製品改良を行い、順次販売を開始する。 

 

領域 検討・実施すべき事項 

薬事申請  国内薬事申請においては、線量計に関するカテゴリーがないため、厚労省医政局との

相談の結果、関連学会などで有用性を認められた後に申請を行う。 

 一方、海外においては、先行製品が FDA 承認を受けていることから、アメリカで販売

する際には 501(k)を取得する。 

知財対応  引き続き競合特許の検索を行うとともに、新たに得られた知見については特許出願を

検討する。 

技術・評価面  現段階ではコストダウンに向けた開発が十分とは言えない状況なので、引き続き自社

での信号処理回路開発を行い、安定した性能の担保しつつコストダウンに努める。 

その他事業

化全般 

 国内のみならず、海外へも積極的に販売を展開する。アメリカにおいては FDA を取得

し、ヨーロッパにおいては CE マークおよび RoHS 指令に準拠した製品改良を行い、

順次販売を開始する。 
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1.10 3 年間の委託事業の振り返り 

1.10.1 自己評価点 

A：当初目標を上回る成果を得た。 

 

市場 

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 

基本 

戦略 

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 

開発 

戦略 

臨床試験、申請、認可まで想定したスケジュールは明確かつ妥当ですか。 ○十分 

コア技術の開発戦略は明確になっていますか。 ○十分 

どのような効果があるか明確になっていますか。 ○十分 

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 ○十分 

どのようなリスク（含む禁忌）があるか明確になっていますか。 ○十分 

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 ○十分 

上市までに必要な開発費の想定、その調達計画はできていますか。 ○十分 

薬事 

現行の薬事法下で承認が可能ですか（規制システム面、科学評価体系面）。 △一部 

ビジネスモデルに対応した業許可を持っていますか。 ×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。 △一部 

製品の利用方法が明確になっていますか。 ○十分 

同時に利用する機器も含めて導入が実現可能になっていますか。 ○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 

知的 

財産 

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。 ○十分 

意匠等の他の産業財産権について検討していますか。 △一部 

知的財産の権利化またはノウハウ保護に対する予算・体制・規程は確保されていますか。 △一部 

模倣品・侵害者が現れたときの対応について明確になっていますか。 △一部 

販売・ 

物流 

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。 △一部 

広報・普及計画は明確になっていますか。 ○十分 

事業 

収支 

想定価格は顧客が感じる価値に見合ったものですか。 △一部 

製造原価（あるいは提供コスト）は明確になっていますか。 ○十分 

売上、コスト（変動費・固定費）、利益、減価償却等を考慮した計数的な計画は明確になっていますか。 ○十分 

十分な収益性が得られることが明確になっていますか。 ○十分 

その

他 

事業拡大に伴い、どのタイミングでどのような人材・資金がどの程度必要になるか明確になっています

か。 

△一部 

海外に対する戦略は明確になっていますか。 △一部 

当該事業に対するリスクの洗い出しは十分に行われていますか。 △一部  
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1.10.2 自己評価理由 

(1) 上市時期の前倒し 

研究課題申請時の計画では、製品上市時期を 2016 年としていたが、非医療機器として先行販売するこ

とにより、2014 年 1 月に販売を開始した。すでに 5 件の販売実績があることなど、事業化の観点から当

初目標を上回る成果を得たといえる。 

(2) 目標性能の達成 

エネルギー依存性については、当初目標を飛躍的に上回る 40～150kV において 3％以下を達成した。

また、プローブの高感度化についても、当初目標を上回る 0.5Gy からの良好な線量線形性を達成してい

る。また、線量率では 0.6mGy/min～1.7Gy/min の 3 桁以上にわたる広い範囲にて良好な線量率線形性

を確認している。 

 

1.10.3 3 年間の委託事業を振り返って改善すべきだったと考える点 

(1) 事業体制 

大学、製造元、販売元を主たるコンソーシアムとした開発体制は、情報伝達が非常に円滑であったが、

製造元が得意としない開発部分については、該当部分を得意とするメーカーに外注などを行うことによ

って、より早期な開発が行えた可能性がある。しかし、開発自体が挑戦的な内容であり、今後の自主開

発にとっては良い経験になったと考えている。 

 

(2) 事業の進め方 

医療情報システムとの連携を目指したソフトウェア開発や透視装置に搭載する線量計の開発では、コ

ンソーシアムには属していない企業との交渉が必要であったため、事業計画とは独立したスケジュール

で動かなければいけない場面があった。あらかじめコンソーシアムメンバーとして合意を得た上でプロ

ジェクトを進めた方が良かったと思われる。一方、医療情報システムの導入は年単位のスケジュールが

組まれているため、まだ製品が販売されていない事業開始当初からコンソーシアムメンバーを確定する

ことは非常に難しかった。しかしながら、事業の進行に応じてコンソーシアムおよび関連する企業への

参加要請を柔軟に行えたと考えている。 

 

1.11 事業に関する連絡窓口 

 

国立大学法人北海道大学 大学院医学研究科 

〒060-8638 札幌市北区北 15条西 7丁目 

電話: 011-706-7638 / FAX: 011-706-7639 / E-mail: masayori@med.hokudai.ac.jp 


