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1. 事業の概要 

現在医療現場では、勤務医師の時間外負担が増えている課題がある。これを解決するため遠隔医療支

援技術を活用し、病院と医師間で双方向に医用画像情報を安全かつリアルタイムで高速に閲覧・情報共

有が可能な医療機器の開発・改良を行う。本医療機器は既存のインフラや端末を利用する新規性を有し

ている。医師の時間外負担半減の達成を目標に平成 26（2014）年度まで実証を行い、平成 27（2015）

年度に、国内市場向けに初期バージョンの上市を目指す。 
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1.1 事業の目的 

現状の時間外救急業務の現状は時間外勤務の医師負担軽減に対しては対策が講じられて無い。従って

救急部を有していない通常の病院では 1～数名の医師が夜間当直業務を行っている。救急疾患の種類は多

く、当直医は専門外の疾患も診療に当たらなければなら無く、当直医とは別に各科の医師がオンコール

配置されており、当直医が対応不能のときはオンコール医師が対応するシステムをとるケースが多い。 

夜間・休祭日の対応として、患者の急変等で当直医が診療に困った場合は帰宅したオンコール医師へ

電話で相談するが、その際に電話相談を受けたオンコール医師は、専門外の当直医からの情報提供であ

ることに加えて、電話による限られた情報しか得られないことより、患者の状態の正確な把握が困難で

あることが多く、非常時を考慮しオンコール医師が病院へ出向いて患者を診察することや緊急性のない

疾患で当直医の対応のみで十分な疾患や他科の疾患で別のオンコール医師をさらに呼び出す場合がある。 

また逆に、電話で情報が不足していたため重症症例を軽症と判断してしまうこともあり、夜間・休祭

日の医療サービスの質の低下とオンコール医師の負担増加につながっている。 

効率的に夜間休祭日のオンコール医師が自宅で正確な判断を下すためには、電話では伝達不能な情報

を入手する必要があり、電話で伝達が可能な患者バイタルや血液検査に加えて、CT などの医療画像を自

宅で閲覧できるようになることはオンコール医師にとって極めて診断に有用である。特に外科系疾患で

は、緊急手術が必要か判断を下すためには画像診断はほぼ必須である。現在医療現場では、勤務医師の

時間外負担が増えている課題がある。 

これを解決するため遠隔医療支援技術を活用し、病院と医師間で双方向に医用画像情報を安全かつリ

アルタイムで高速に閲覧・情報共有が可能な医療機器の開発・改良を目的に行う。 

本医療機器は既存のインフラや端末を有効利用する新規性を有し、オンコール医師が安心して利用で

きる遠隔医用画像診断支援システムの研究開発を平成 26（2014）年度まで実施する。 

特に平成 26（2014）年度は過去 2 年間の成果と残項目を整理した結果を基に研究開発システムの開発

とそれらの実証フィールドでの評価とフィードバック、上市に向けての市場戦略や薬事対応等への事前

準備を進め、平成 27（2015）年度上期での上市と平成 27（2015）年度内での売り上げ確保に主眼に置い

て実施する。 

 

1.2 事業実施体制 

事業管理機関 ：株式会社 NTT データ・アイ 

PL  ：嗣江 建栄（ViewSend ICT 株式会社 代表取締役） 

SL  ：手島 直幸（ViewSend ICT 株式会社 顧問） 
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1.3 事業化する医療機器の概要 

1.3.1 製品名：ViewSend システム（改良後、ViewSend シンクライアントシステム） 

(1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 医療機器 クラス分類* Ⅱ 

製品名 

ViewSend システム 

（改良後、ViewSend シンクラ

イアントシステム） 

分類名称（一般的名称）* 

汎用画像診断装置ワークステー

ション 

（70030000） 

対象疾患 全疾病 届出／認証／承認* 認証の一変 

想定される販売先 医療機関 新／改良／後発* 改良医療機器 

薬事申請予定者 ViewSend ICT 株式会社 医療機器製造販売業許可 取得済み 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 
ViewSend ICT 株式会社 医療機器製造業許可 取得済み 

（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 

  （中国、マレーシア等） 

薬事申請時期 
既存製品をベースに、平成 27（2015）年 12

月「認証の一変」を手続きする 

中国 CFDA、平成 28年（2016年）12月予定 

アメリカ FDA、平成 28年（2016年）12月予

定 

上市時期 平成 27（2015）年 4月 平成 29（2017）年 12月 

(3) 事業化する医療機器の概観・特長 

汎用端末と汎用回線上で、高速画像表示や読影等、高品質な診断支援を厚生労働省の「医療情報に取

扱いに関するガイドライン」に準拠した安心・安全なセキュアネットワークを構築し提供する。 

当システムを使用することで、オンコール医師が電話相談された患者の画像を、自宅で安全に閲覧可

能となることで、患者の重症度判定や救急対応の必要性の有無の判断が容易となり、夜間休祭日の救急

医療の安全性の向上に加えて不要な出勤を減らすことによる医師負担軽減に結び付く。 

 

【事業化する医療機器等の外観】 

 
 

【モバイル・セキュアルータ外観】 
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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 

①オンコール医師が時間外時の救急業務の現状 

 特に地域の中核となる医療機関では、当直医とは別に各科の医師が自宅待機等でオンコール配置さ

れており、当直医が対応不能のときはオンコール医師が対応するシステムをとるケースが多いが勤務

医不足等の理由で時間外勤務の医師負担軽減に対しての具体的な方策は取られて無い状況である。 

また、救急部を有していない通常の病院でも１～数名の医師が夜間当直業務を行っている。救急疾

患の種類は多く、当直医は専門外の疾患も診療に当たらなければならない。 

・夜間や休祭日の診療では帰宅したオンコール医師に電話で相談する。 

・時間外勤務の医師負担軽減に対しては対策が講じられていない。 

・救急部を有していない通常の病院では１～数名の医師が夜間当直業務を行っているが救急疾患 

の種類は多く、当直医は専門外の疾患も診療に当たらなければならない。 

・当直医とは別に各科の医師がオンコール配置されており、当直医が対応不能のときはオンコール 

医師が対応するシステムをとるケースが多い。 

 

②オンコール医師が時間外時の救急業務の課題 

 電話相談を受けたオンコール医師は、専門外の当直医からの相談で提供情報が適格で無いに加えて、

電話による限られた情報提供となり、患者の状態を正確に把握する事が困難であることから下記の事

象が多く、医療サービスの質の低下とオンコール医師の負担増加につながっている。 

・オンコール医師が患者の容態を直接把握出来ずに緊急性と判断し、病院へ出向いて患者を診察す

るが緊急性の無い疾患で当直医の対応で十分な疾患の場合。また、専門外の疾患で別のオンコール

医師をさらに呼び出す場合が有り、情報不足による不効率が生じている。 

・電話での提供情報が不足し、重症症例を軽症と判断し診療の質の担保に不安が有る。 

 

③オンコール医師が正確な診断のためには 

 夜間休祭日のオンコール医師が自宅で正確な判断を下すためには、電話では伝達不能な情報を入手 

する必要がある。電話で伝達が可能な患者バイタルや血液検査に加えて、CTなどの医療画像を自宅で 

閲覧できるようになることはオンコール医師にとって極めて診断に有用である。特に、外科系疾患で 

は、緊急手術が必要か判断を下すためには画像診断はほぼ必須である。 

しかし、機微な医療情報を扱うので、厚生労働省の「医療情報の取り扱いに関するガイドライン」 

に準拠したセキュリティ対策が出来ている事が必要である。また、医療機関でシステム導入する際に

容易に対応できる導入マニュアル（セキュリティ対応やインカムやアウトカム等の整理）の整備が必

要。 

 

④今回開発・改良する遠隔画像診断システムの有用性 

 オンコール医師が電話相談された患者の画像を自宅で閲覧可能となることで患者の重症度判定や救

急対応の必要性の有無の判断が容易となり、夜間休祭日の救急医療の安全性の向上に加えて不要な出

勤を減らすことによる医師負担軽減に結び付く。 
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⑤その他の分野での期待される効果 

 今回開発したシステムは下記の分野に対しても有効に活用できる。 

 ・地域医療連携による医療効率化 

・在宅診療における医師負担軽減と医療効率化 

・遠隔画像診断支援による地方医療活性化 

・産休中女性医師活用 等 

 

(2) 当該機器等の市場性 

 ① 提案する機器の想定顧客 

今回の研究開発の成果を上市する商品のターゲット市場は、下表の様に全国の医療施設を病床規模

等から勤務する医師数を想定し、商品を 3分類に分類しターゲットになる施設を医師数 100名以上の

大規模施設（大学病院等）と、勤務医数が 10～100 名以下の中規模施設（地域の中核病院等）と勤務

医数が 10名以下の小規模病院に分けてアプローチする。 

■病床規模別病院数の割合（全8,605病院）
病床規模 医療施設数 勤務医数

500床以上 456 150
400床以上500床未満 366 110
300床以上400床未満 724 40
200床以上300床未満 1,108 30
100床以上200床未満 2,769 20

100床未満 3,182 6
※表の勤務医数は病床規模から医師数を推計した

展開商品分類 

医療機関共同利用型商品

医療機関個別利用型商品

外部センター利用型商品

 

表 規模別施設数及び医師数 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

(a)国内市場 

  国内外のがん診断、がん治療、救急救命、脳神経外科、整形外科、内科等を標榜して、医用画像

を扱う病院・診療所等を市場として見込む。 

既に PACSの普及は 2008年の診療報酬改定で「フィルムレス加算」制度が設けられたことで、PACS

市場は拡大し、2012 年以降はリプレース需要と新規導入の両方になり、2014 年規模として年間 500

億円前後の市場規模になると予想される。 

特に、今回研究開発したシステムのターゲット顧客は、既に PACSを導入して医師が外出等の不在

時に利用する中規模以上の医療機関、PACS未導入の小規模医療機関で PACS導入と合わせ、医師が外

出時に利用する場合、または遠隔画像診断依頼需要のある医療機関への導入である。  

しかし、従来の PACSシステムは院内での利用が主で外部からデータを閲覧するには情報の伝達方

法や操作性、セキュリティに課題が有り普及が進んで無い。 

今回の研究開発では、医師が勤務時間外や出張等で外出し医療機関に医師が不在になる場合の下

記のニーズに対応するシステムを開発し、医療機関での医師の効率的な活用に寄与するため導入す

る事を促進する。   
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(b)海外市場 

  2013年 PACSの世界的な市場規模は約 3,000億円、日本市場規模（約 500億円）を除くと、海外市

場規模は約 2,400億円ある。2016年世界規模は約 4,500億円までの成長が予想される。遠隔医療（正

確には「テレラジオロジ―」）市場は、日本での経験則から判断し PACS 市場の 5～10 パーセントの

需要が見込まれる。 

 

図 ワールドワイドベースにおける PACS 導入状況 
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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従来のシステムでの比較検証 

方法：夜間休祭日に入院および救急外来で医療画像が撮影されて担当医師がオンコール外科医師に

コンサルトを必要と判断した症例において、オンコール医が、担当医師から送られた画像を

自宅の PC で診断した結果、遠隔画像診断的中率（Primary endpoint）、本システムがない場

合の出勤比率を 100％として本システム導入後の出勤比率と比較した結果（Secondary 

endpoint）とし検証した。 

結果：9例がコンサルトされ、遠隔画像診断的中率は 100％（9/9)であった。9 例中 4 例が緊急処置・

手術が必要で、うち 3例は時間外出勤した。時間外病院出勤比率は 33％（3/9）で、本システ

ムがない場合と比較し有意に減少した（p=0.01）。過去の検証では画像診断は適切に行うこと

が可能で、出勤を１/3に減らすことが可能であった。 

 

②夜間休祭日サポートに必要なシステム要件 

 ・高速であること。 

 ・厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」のセキュリティ要件を満た 

すこと。 

 ・診断に耐えうる画質であること。 

 ・双方向性で指摘箇所を共有できること。 

 ・閲覧場所、機器を選ばないこと（汎用回線及び汎用端末）。 

 

③競合システムの問題点 

 ・画像転送速度が遅い為、閲覧に時間がかかる 

 ・厚生労働省の医療情報システムの安全管理に関するガイドラインを満たせない。 

 ・画像が閲覧側端末に残されてしまう。 

 ・診断に耐えうる画質でない。DICOM基準を満たしていない。 

・双方向性機能（アノテーション、コンサルト機能）が無い。 

・閲覧場所の限定や汎用回線及び汎用端末で閲覧できないことが有る。 

  

 ④今回開発・改良するシステム 

  ・汎用回線でも CT画像を短時間で伝送可能とする。 

・厚生労働省の医療情報システムの安全管理に関するガイドラインを満たす。 

  ・画像を閲覧側端末に残さない。 

・診断に耐えうる画質として DICOM基準とする。 

・双方向性：アノテーション、コンサルト機能を付加する。 

・閲覧場所を選ばず、汎用回線及び汎用端末でも閲覧可能とする。 
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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研究開発での技術的な差別化要素と追加機能概要 

(a)研究開発での他社との技術的な差異化要素 

・圧縮せずに双方向医療画像のやり取りが可能（医用画像の場合重要）  

・音声、ビデオ、データ全てを 1回線で送受信可能であること 

・遠隔地と同じ画像を用いて関心領域の計測等が可能であること 

・クラウド上で稼働ができかつ汎用インフラ及び汎用端末を活用できること 

・モバイル端末に対するネットワークの経路保証や使用機器の管理等のセキュリティ対策ができ

ること 

 

 (b)今回の研究開発での追加概要 

a)既存システムへの追加機能 

主に①クラウド化、②3次元処理、③モバイル化、④セキュリティ対策機能を既存システムに    

追加する。 

 

b)セキュア医療情報ネットワークの開発 

     インターネットを利用する場合のネットワーク経路を保証する VPN 機能を搭載した携帯型セ

キュア・モバイルルータと接続機器を管理する機能及び VPN の暗号鍵を管理する機能等を管理

する機器の管理サーバを構築し、医師が外出先や自宅で医療機関の情報閲覧を安心・安全にア

クセスできる仕組みを提供する。また、電子カルテ等の情報閲覧も同時に接続可能にする。 
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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

臨床研究 計画

実績

薬事申請 計画

実績

知財対応 計画

実績

販売戦略 計画

実績

上市時期 計画

実績

スケジュール変更理由

事業の実施内容

自主事業の内容

A－PACSの国内外拡販
B－遠隔画像診断支援サービス拡大
C－在宅医療支援システムの開発
D－海外展開への展示会等実施

A－PACSの国内外拡販
B－遠隔画像診断支援サービス拡大
C－在宅医療支援システムの開発
D－海外展開への展示会等実施

A‐PACSの国内外拡販
B-遠隔画像診断支援サービス拡大
C-在宅医療支援システムの開発
D-海外展開への展示会等実施

A‐PACSの国内外拡販
B-遠隔画像診断支援サービス拡大
C-在宅医療支援システムの開発
D-海外展開への展示会等実施

A－PACSの国内外拡販
B－遠隔画像診断支援サービス拡大
C－在宅医療支援システムの開発
D－海外展開への展示会等実施

A－PACSの国内外拡販
B－遠隔画像診断支援サービス拡大
C－在宅医療支援システムの開発
D－海外展開への展示会等実施

A－PACSの国内外拡販
B－遠隔画像診断支援サービス拡大
C－在宅医療支援システムの開発
D－海外展開への展示会等実施

①医用画像情報送受信の高速化の研究開発
②汎用インフラ（回線・端末）で高速画像閲
覧・双方向性カンファレンス機能の研究開発
③テーマ①，②の検証・評価の研究開発
④商品の事業化
⑤商品の知財戦略
⑥商品の薬事法取得
⑦ガイドラインに沿ったセキュアネットワークで
の適合に関する研究開発
⑧事業管理

①プレ検証で抽出した課題機能の研究開発
②システムの動作検証と臨床評価
③早期試験的な上市
④PMDA相談・協議
⑤特許公開・審査・権利化、周辺特許出願
⑥ガイドラインに沿ったセキュアネットワークで
の適合に関する研究開発
⑦事業管理
⑧全体会議

Ａ平成25年度に要件定義を行った機能の開
発
Ｂシステムの実証評価
Ｃ検証評価での課題に対するフィードバック
Ｄ上市に対する検討
Ｅ薬事承認や特許の権利化検討
Ｆ全体会議
Ｇ事業管理・報告書作成

●

ISO13485取得手続き開始

●

中国SFDA承認 （既存製品）

●

市場調査

国内病院・診療所
販売会社・自治体

●

マルチフレーム・MPR機能開発

診療情報管理システムの開発
PCT特許出願した機能開発

HPKI等の署名、認証機能の開発

●

マルチフレーム・MPR機能開発

診療情報管理システムの開発
PCT特許出願した機能開発

HPKI等の署名、認証機能の開発

●

周辺特許-1 権利請求

●

PCT特許権利請求

●

中国SFDA手続き

（MPR機能追加後の一変）

●

薬事法申請

（MPR機能追加後の一変）

●

市場調査

国内病院・診療所、 販売会社・自治体
海外市場

●

市場調査

国内病院・診療所、 販売会社・自治体
海外市場

●

周辺特許-2 出願検討

●

マルチフレーム・MPR機能の開発・改良

診療情報管理システムの開発・改良

●

マルチフレーム・MPR機能の開発・改良

診療情報管理システムの開発・改良
PCT特許出願した機能開発・改良

●

オンコール医師負担軽減の臨床評価

診療情報連携の臨床評価

●

高速伝送対応機能

汎用インフラでの高速画像
閲覧機能

試作設計・環境構築
●

モバイルセキュリティルータ開発・改良

機器管理機能の開発・改良

●

米国FDA手続き

（MPR機能追加後の一変）

●

中国SFDA承認見込み

（既存製品）

●

モバイルセキュリティルータ設計

機器管理機能の設計

●

ＣＥマーク取得手続き

●

PCT特許出願 ●

周辺特許-1 出願

●

PCT特許権利請求国検討

●

周辺特許-3 出願

●

ISO13485取得

●

PCT特許出願 ●

周辺特許-1 出願

●

周辺特許-3 出願

●

販売戦略立案

●

販売戦略立案・遠隔画像診断支援で試験的運用

●

市場調査

国内病院・診療所
販売会社・自治体

●

市場調査

国内病院・診療所、 販売会社・自治体
海外市場

●

部分上市

国内病院・診療所、 販売会社・自治体
海外市場

●

モバイルセキュリティルータ開発・改良

機器管理機能の開発・改良

●

モバイルセキュリティルータ設計

機器管理機能の設計

●

高速伝送対応機能

汎用インフラでの高速画像
閲覧機能

試作設計・環境構築

●

オンコール医師負担軽減の臨床評価

診療情報連携の臨床評価
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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    ※1 ※2      

上市時期    ※3 ※4      

販売数量（単位：） 0 0 0 3 5 9 12 15 18 22 

※各年 4月～3月の年度で表記。 

※1:国内市場、※2:海外市場、※3:国内市場、※4:海外市場  

 

 1) 投資計画  

  本年度の検討結果を踏まえ、本製品の開発、臨床検証、知財取得、導入、市販後必要となる投資を

精査した。 

 

 2) 回収計画 

 投資回収を確実にするための展開戦略を明確にし、早期上市を図り、販売体制を強化する。なお、

販売数（単価）については、柔軟に対応する予定。 

 

(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” 

今回開発システムの利用方法として、下記の 3 商品に分類して商品展開を検討及びヒアリングした

結果、導入先の医療機関において、初期投資費用や保守の対応が無い等の導入障壁も低いことから、

外部センター利用型での導入希望が多かった為、外部センター利用型を主として販売し、医療機関の

要望に応じて個別利用型、共同利用型の併売を行う。 

 

・医師数＞100 名の施設向け、個別利用型 

・医師数 10～99 名の施設向け、地域共同利用型 

・医師数＜10 名はの施設向け、データセンター利用型 

 

 2) ビジネス体制 

今回の研究開発に参加した企業・団体で連携し、相互の強みを活かした体制を取り、早期上市を図

り、新たな市場の発掘と売上を目指す。 

 

 3) ものづくり中小企業の位置づけ 

 ① ViewSend ICT株式会社 

・役割：製造／販売 

・本機器に関連した強み：遠隔医用画像診断支援システムの開発、製造 等 

 ② 株式会社 NTTデータ・アイ 

・役割：製造／販売 

・本機器に関連した強み：セキュアネットワークの企画、設計、開発 等 
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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 

過去の 2年間で実施した成果を基に、平成 26年度は下記の項目を実施しオンコール医師の時間外負担の軽減を図るために早期の上市実現を目指し

た研究開発を実施する。 

平成 25（2013）年度に実施したセキュリティに関する要件定義項目の試作・開発やガイドラインの見直し、実証フィールドでの臨床検証の実施、

検証での指摘事項に対するシステムへの的確なフィードバック対応、平成 27（2015）年度に速やかに国内上市をするための検討、薬事や特許等の権

利対応等を実施する。 

① 平成 25（2013）年度に要件定義を行った機能の開発 

厚生労働省の「医療情報の取り扱いに関するガイドライン」に対応する要件の定義等を基に作成した要件定義項目の試作・開発を行う。 

・ モバイル・セキュアルータの試作 

・ 機器の管理サーバの機能開発 

・ 実運用時のセキュリティガイドライン作成 等 

② システムの実証評価 

平成 25（2013）年度に開発及び構築した実証評価システムに、新たにセキュリティ管理サーバ機能を追加し、オンコール医師の負担軽減の実

証評価とオンコール医師の負担軽減以外の他分野での実証評価を行う。 

・ オンコール医師負担軽減の実証評価 

・ オンコール医師の負担軽減以外の他分野でのシステム活用として、診療情報連携の実証評価 等 

③ 検証評価での課題に対するフィードバック 

・ 平成 25（2013）年度の実証フィールドでの説明会等で判明した項目 

・ 平成 26（2014）年度のプレ実証評価等で判明した項目 等 

④ 上市に対する検討 

・ 市場ニーズの調査 

・ ビジネスモデル検討 

・ 販売戦略の策定 等 

⑤ 薬事認証や特許の権利化検討 

特に、薬事法対応では MPR 機能の追加に伴う「一部変更承認申請」届出をするとともに、海外での展開も容易にするために既に認証を得てい

る FDAへも機能変更届け出を行う。 

・ 薬事法：改良後医療機器「一部変更承認申請」の届出（日本、アメリカ等を予定） 

・ PCT特許等 2601189 等 



12 

(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 

ViewSend シンクライアントシステム 安全・高速・高画質のクラウド型PACSであり、iPad等の汎用デバイスを活用し、遠隔地での画像診断のへの拡張性

を持たせました。医療現場を力強くサポートします。 

セキュア医療情報ネットワーク 据置型あった VPN ルータを携帯化し、かつ、汎用回線を使用できるようにしたことで、外出先でも、政府の医療分

野の「セキュアネットワークガイドライン」に適合する安全なネットワークを構築し提供する。 

 

(3) 平成 26 年度の具体的な実施内容と成果、今後検討すべき課題 

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

Ａ平成 25 年度に要件定義を行った機能の開

発 

①モバイル・セキュアルータ（15 台）の試作 

②機器管理サーバの機能開発 

③実運用時のセキュリティガイドライン作成 

▶ 

①モバイル・セキュアルータ 15 台の試作機を構築し

た。 

②上記①モバイル・セキュアルータと連携した機器

管理サーバ（サーバモジュール、サーバ管理画面、

監視アプリモジュール）を構築した。 

③運用責任者向けと利用者向けのセキュリティガイ

ドラインを作成した。 

▶ 

①主要回線及び機器については接続確認済であ

るが、他回線及び機器について、対象範囲を決

め VPN接続できることの検証を行う。 

②アンケート結果より、改善要求について検討

及び対応を行う予定。 

③実証実験にて頂いた意見より、実運用向けに

見直し及び修正を行う予定。 

Ｂシステムの実証評価 

Ｂ-1オンコール医師負担軽減の臨床評価項目 

Ｂ-2診療情報連携の臨床評価項目 

▶ 

・実証実験を実施し、実施結果については、参加医

師が報告書としてまとめた。 ▶ 

・継続使用の要望もあることから、今後の使用

方法について整理及び調整をする。 

Ｃ検証評価での課題に対するフィードバック 

①マルチフレーム機能 

②MPR 機能 

③診療情報管理システムの 2 次開発 

④PCT 特許出願した機能開発 

Ｃ－２平成 26 年度のプレ実証評価等で判明

した項目 

▶ 

①マルチフレーム機能：計画通り 

②MPR 機能：計画通り 

③診療情報管理システムの 2 次開発：計画通り 

④PCT 特許出願した機能開発：臨床での評価結果に

おいて、特段大きな問題点が見受けられなかったの

で 2次開発は行わなかった。 

Ｃ－２ 

平成 26年 9 月に実施したプレ実証評価のなかで、要

望や意見が出席者から出たが、急ぎ対応すべき欠落

事項ではない為、上市の際に検討及び対応する事と

した。 

▶ 

・実証実験参加医師からのアンケート結果及び

ヒアリング結果からの要望、改善事項について

検討及び対応を行う予定。 

Ｄ上市に対する検討 

①市場ニーズの調査 

②ビジネスモデル検討 

③販売戦略の策定等 

▶ 

①市場ニーズの調査：計画通り実施 

②ビジネスモデル検討：計画通り実施 

③販売戦略の策定等：計画通り実施 

多数な分野に応用できることが判明し、運用フィ

▶ 

・事業化しやすいフィールドから売上を拡大す

る。日本と海外の医療機関をプラットフォーム

化し ViewSend シンクライアントシステムプラ

ットフォームを形成する。 
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平成 26年度の実施内容（実施計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

ールドにより販売戦略を策定する必要。 

Ｅ薬事承認や特許の権利化検討 

①薬事法 

②FDA（米国） 

③SFDA（中国） 

④PCT 特許 

⑤その他の権利 

▶ 

①薬事法：薬事法改定の影響で遅れている。 

②FDA（米国）：遅れている 

③SFDA（中国）：既存製品許可、一変遅れる 

④PCT 特許：計画通り 

⑤その他の権利：周辺特許 

▶ 

・薬事法は事業化に伴い実施予定 

・周辺特許出願及び権利請求 
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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 

①ソフトウェア単独医療機器認定の法改定により遅れが出ている。 

平成 27（2015）年度後半一変の認証手続きを行う予定。 

②中国薬事（CFDA）、従来製品認可（平成 26（2014）年 1月 23日） 

一変手続きは、中国の事業展開を睨みながら進める予定。 

③JIRA改定薬事法関連勉強会参加（平成 26（2014）年 3月 5日、4月 25日他） 

 

 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 双方向で高い精度で部位の症例を把

握するために MPR 機能を追加する必

要がある。 

② 遠隔医療支援ソフトウェアとして申

請するかどうか PMDAと戦略的に相談

の上方向性を決め、申請する場合は

薬事法取得する。 

MPR 機能の追加に対する変更承認は臨床検証後に認証機関

を通じて「一変」の変更申請をする 

 

(2) 知財対応 

 1) 知財戦略検討状況 

①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） 

②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 

 PCT特許出願（平成 24（2012）年 12月 11日） 

③模倣品・侵害者が現れたときの対応 

ビジネスモデル設計は、日本と海外医療施設間の連携に強い実を訴求し、模倣品が出てみ、日本、

中国そして米国の薬事を取得するのは非常に難しい（時間がかかること）、薬事とソリューション

の面から他社を模倣から協業させる戦略をとっている。 

 

 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 

今回の研究開発で、遠隔医療対応の特許出

願の価値が有る内容が発見された。 

平成 26（2014）年 7月 10日、日本での権利請求を行っ

た。 
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(3) 技術・評価面 

 1) 開発戦略検討状況 

①開発リスクの明確化と対応  

大容量データのクラウドへのアップロード技術が想定より時間がかかった。 

診療科により求められる要求が異なり対応が煩雑化 

デジタル化に伴い、放射線科技師に負担がかかり協力して頂くために苦労した。 

他社医療機器と接続する為、接続調整に苦労した。 

②薬事申請に必要なエビデンス収集 

ソフトウェア単独で医療機器と認められる薬事法改定対応に、想定より時間がかかっている。 

 

 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 

システムコンセプト及び従来システム

との違いを明確にする必要がある。 

以下を、システムコンセプト及び従来システムとの違いと

して明確にした。 
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(4) その他事業化全般 

 1) 販売戦略等 

① 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

 販売チャネルは、医療機器メーカ、薬卸会社及び異分野から医療参入する企業にアプローチし参

加を呼びかけている。技術的優位性があり、各社とも興味を持っているが、当方の支援体制が不

足感を感じている。 

② 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、パートナーに協力していただく方向で調整している。 

  使用教育体制は自社で対応しなければいけないが人員不足感を感じている。 

  クレーム処理体制は自社で整えている。 

③ QMS等の品質保証体制 

ISO13485を取得し、国際基準に準拠する体制を整える。 

④ 広報・普及計画 

  販売チャネルは、医療機器メーカ、薬卸会社及び異分野から医療参入する企業にアプローチし参

加を呼びかけている。 

⑤ 国内 

  薬卸会社及び異分野から医療参入する企業を中心に協業パートナーを増やす 

⑥ 海外 

  医療機器メーカを中心に呼びかけている。 

 

 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 早期上市に際し、販売・メンテナンス等を

含めた事業化体制の早期構築が必要。 

ビジネスパートナの人員教育をした。 

② 国内外販売戦略の確立。 ①国内戦略 

(1）既存プロジェクトとの連携を強化する。 

(2）臨床検証と共に事業化ビジネスモデルを模索す

る。 

(3)医療機器メーカ、薬卸会社及び異分野から医療参

入する企業にアプローチし参加を呼びかける。 

(4)学会発表、展示会出展等を通じ新規ユーザの獲得

及び販路を開拓する。 

②海外戦略 

国内でのユーザ基盤と運用ノウハウをベースに活用

し海外展開。今後成長率が高い東南アジア市場を主ター

ゲットとし、次のパイロットプロジェクトを通じ展開を

はかる。 
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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 現在、医療現場では、勤務医師の時間外負担が増えている課題がある。これを解決するため遠隔医

療支援技術を活用し、病院と医師間で双方向に医用画像情報を安全かつリアルタイムで高速に閲

覧・情報共有が可能な医療機器の開発・改良を行う。 

変更後 対象とする課題及びニーズに変更はないが、ヒアリングに結果、今回の開発したシステムは下記に

対してもニーズがあることが判明した。 

・がん診療における地域医療連携。 

・在宅医療における医療連携支援。 

・遠隔画像診断支援。 

 

(2) 機器スペック・ビジネスモデル 

変更前 一律利用料方式で展開予定していた。 

変更後 病院規模別に展開するように変更した。 

応用分野毎にビジネスモデルを検討すべきか。 

 

(3) 事業化体制 

変更前 株式会社 NTTデータ・アイと ViewSend ICT 株式会社の体制としていた。 

変更後 上記に加えて代理店を開拓した。 

 

(4) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

 1) 開発 

変更前 ガイドラインに沿ったセキュアネットワークでの適合に関する研究開発 

1.PC等での HPKI等の署名、認証に関する実装と検証 

2.スマートフォン等のモバイル端末等での認証に関する実装と検証 

3.ハンディ型セキュアルータの検討  

変更後 上記の実施内容に加え、セキュリティ上のリスク分析をし、運用ポリシーを定める上での指針を与

える為のセキュリティ対策ガイドを作成し、実証実験にて検証を行った。 

 2) 薬事 

変更前 平成 25（2013）年度薬事申請予定。 

変更後 認証機関でのソフトウェア薬事対応の概念が無く、また、上市の為に薬事取得が必須条件で無い事

が判った。既存システムへ新機能（MPR）の追加に伴う認証の「一変」を申請する予定。新たな薬事

申請はしない方向。 

 3) 上市スケジュール 

変更前 事業の早期上市に向けて既存商品(PACS 及び遠隔画像診断支援)を有効に活用し、当事業での成果を

事前にユーザ説明し、既存商品で受注し後に当事業化で開発成功した機能を付加する戦略をとる。 

変更後 従来の計画に加え、早期上市に向けて当事業での成果を事前にユーザに説明する機会として展示会

へ出展を行った。 

また、研究員による学会発表を行った。 
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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 

実装するソフトによってはクラスが高く

なる可能性もあるので、将来を見据えた情

報収集を行うこと。 

・一般社団法人ヘルスソフトウェア推進協

議会の GHS開発ガイドライン説明会 

・JIRA（一般社団法人日本画像医療システ

ム工業会）プログラム医療機器特別講習会 

等の業界団体の説明会や講習会への参加に

より情報収集をしている。 

知財対応 

特許出願について、国際調査なのか拒絶

理由があるのかなど曖昧な点があるので、

再度調べ直すこと。また知財戦略について

も明確にすること。 

平成 26（2014）年 7月 10日、日本の特許

庁に権利請求を行い、手続補正中。 

技術・評価面 

セキュリティについて、FDAでもガイドラ

インが作られているので参考にしてリスク

を考え直すこと。特に上市間近なので一刻

も早くセキュリティ戦略を確定すること。 

HP より FDA よりガイドラインを入手し、

コンソーシアム内で検討しているセキュリ

ティガイドラインに反映した。 

厚生労働省の「医療情報システムの安全

管理に関するガイドライン（第 4.2 版平成

25 年 10 月）」を参考にしているので、今後

は、医療情報のセキュリティを認定してい

る認証団体の認証要件を整理し認証取得を

目指す。 

その他事業

化全般 

想定する顧客、想定販売台数等を調査し、

販売戦略を明確にすること。 

想定する顧客を明確にし、販売台数の目

標数を設定した。販売戦略については引き

続き検討を進める。 

海外展開に関する内容も計画に含まれる

のであれば、事業計画に記載すること。 

『上市（投資回収）に至るまでのプロセ

ス（事業計画）』に記載した。 
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1.9 平成 27年度以降の事業化計画 

領域 検討・実施すべき事項 

薬事申請 ・日本国内認証の一変手続き 

・中国・米国など一変手続き 

知財対応 ・PCT特許国内外権利請求 

・周辺特許出願 

技術・評価面 ・臨床検証協力施設の拡大 

・他分野への応用検討 

その他事業

化全般 

・日本の拠点病院を増やしながら、海外展開を加速する。日本と海外医療機関間の医療情

報を ViewSendシンクライアントシステムでプラットフォームを形成したい。 
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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 

B：当初目標を達成した。 

 

1.10.2 自己評価理由 

下記の 5項目に対する評価内容が当初目標を上回る成果を得ているため。 

(1) 技術開発 

下記の技術開発がほぼ予定通り達成できた為。 

 クラウド環境での稼働 

 医療画像処理の要素技術開発 

 医療情報のセキュリティ要件 

(2) 臨床評価 

下記の臨床評価がほぼ予定通り実施できた為。 

 オンコール医師負担軽減の臨床評価 

 診療情報連携の臨床評価 

(3) 事業化 

早期上市を目指し、市場調査及び今後ユーザとなる医療機関へシステム導入に向けたアプローチをし

以下を実施することができた為。 

 国内外の医療機関を調査や展示会等を実施した結果、いずれも課題テーマに対するニーズが高

い事が判明。 

 国内外のユーザへ開発途中の成果物を基にシステム導入に向けたアプローチを試みた。 

 結果として、今回開発した従来機能をクラウド化した部分のみにおいても、国内外ともニーズ

がある事が判明した為、先行して部分上市を行う事とし、新規開発した MPR 等の機能は薬事の

「一変」の認証後アドオンすることとした。 

(4) 知財戦略 

出願した特許に対して、下記の対応をしている。 

 平成 24（2012）年 12 月に PCT出願済み。 

 平成 26（2014）年度で権利請求国を決め、平成 27（2015）年 5月までに権利請求を実施する 

 平成 26（2014）年度中に PCT 出願済み特許に係る周辺特許を出願済み。 

(5) 薬事 

ソフトウェア薬事を申請することを検討したが、審査体制の不備や上市に際して薬事の認定が必須で

無い事が判明し、既存の取得した薬事に対して下記の対応を検討している。 

 対応内容：薬事を取得している既存のシステムに対して、今回開発した機能を臨床検証後（平

成 27（2015）年度）に認証の「一変」の申請手続きをする予定。 

 対応先：3か国で手続きをする予定。 
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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 

問題無く遂行できる研究体制を整えられたと考える。 

 ガイドラインに沿ったセキュアネットワークでの適合に関する研究開発において、平成 26（2014）

年度より、通信機器の開発者を、研究体制に参加させることにし、コンソーシアムメンバとの

意見交換から出た要件を、設計に反映する等の取り組みを行ったが、より早い時期から研究体

制に参加させておけば、さらに有用な取り組みができた。 

 定例で実施している全体会議において、コンソーシアムメンバが多忙の為、事前に周知連絡を

徹底することと、参加できない場合は、TV 会議等で参加頂くことで、出席率を高め、有用な会

議開催をした。 

(2) 事業の進め方 

以下については改善すべき点と考えられた。 

 上市に向けての検討を進めるにつれて、当初の研究開発の課題である、救急医療におけるオン

コール医師の負担軽減と患者の早期治療の解決から、研究開発の課題以外の分野である「がん

の地域連携」や「在宅医療」への展開へ検討が進みがちになってしまい、中間報告にて是正さ

れた。本分野への展開も有用であることから、あらかじめ範囲を広げて検討し、当初目標に含

めておけば良かった。 

(3) その他 

資金管理について問題無く遂行できたと考える。また、展示会出展に行い好評を得ることができた。 

 支出管理における委託業務管理システムへの入力及びエビデンス書類の作成における誤り及び

手戻りを防止すべく、前年度の反省を踏まえ、チェック方法等の対応を実施したことにより、

指摘を大幅に削減することができた。 

 HOSPEX2014 特別展示に出展をさせて頂いた結果、多くの来場者の方に、当展示にお立ち寄り頂

き関心をお持ち頂いたことから、市場ニーズを再確認する事ができた。また、来場者の方から

貴重な意見等を頂戴する事ができ、今後の上市に向けての参考となった。 

 

1.11 事業に関する連絡窓口 

株式会社 NTTデータ・アイ 医療福祉事業部 ビジネス企画担当 菅野
か ん の

好史
こ う し
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