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1. 事業の概要 

日常の診療における血液検査には、過大な量の採血が必要で痛みを伴う、即時に結果が出せず診療に

活かせないなどの課題があるため、一滴の血液で多項目の結果が出せるコンパクトな検査装置の開発を

行ってきた。その成果を基に、患者への負担が少なく、いつでもどこでも高度な診断ができる安価で簡

便な検査システムを開発し、国内の診療所や緊急医療の現場、さらには新興国市場をターゲットに 3 年

後の上市を目指す。 

 

販売

申請

医薬品医療機器総合機構

（PMDA）
承認

認証

委託事業実施体制

顧客
（国内、海外）

医療機関

滋賀医科大学医学部
•評価

研究機関

立命館大学
•血清分離・微量定量の
流体力学に基づく開発

ニプロ（株）
第一種製造販売業

27B1X00045

・全体設計
・試薬設計、・薬事

PL

ニッタモールド（株）
製造業20BZ200002

・試薬カートリッジの開発

神港精機（株）
・試薬カートリッジの表面処理

ＮＳマテリアルズ（株）
製造業40BZ200023

・装置設計開発、制作

旭光電機（株）
・比色分析技術の開発

中

アドバイザー
・滋賀県健康福祉部
・滋賀県立成人病センター
・滋賀県医師会

（公財）滋賀県産業支援プラザ

事業管理機関

中

中

中

SL

 
  

血液一滴で高度な診断が可能となるデスクトップ型血液分析装置
（公財）滋賀県産業支援プラザ、ニッタモールド㈱、神港精機㈱、

ＮＳマテリアルズ㈱、旭光電機㈱、ニプロ㈱、立命館大学、滋賀医科大学

H25-038

簡便に複数項目の検査が可能な血液分析装置

患者・医療者双方の負担が大きい従来の血液検査

ニッタモールド、神港精機、ＮＳマテリアルズ、旭光電機、ニプロ

 結果が出るまで時間がかかり、即時の診断に活かせない。
 簡便に多項目の検査ができない。
 採血量が多く、患者の負担が大きい。医療者の手技も必要。
 装置や試薬が高価であり、診療所等への導入が困難なほか、
新興国では医療制度・検査体制の整備が遅れる要因。

 検査時間が短い。（目標：10分）
 煩雑な前処理が不要。（血液一滴をカートリッジに入れるだけ）
 多項目の検査が同時に実施可能。（５項目を想定）
 汎用試薬が使用可能かつ装置が比較的安価。
 少量の血液・試薬で検査可能。（採血量：0.05mlを想定）

Class l

 ニッタモールド㈱：千分台の公差・機能を達成する金型づくりと
成形技術

 神港精機㈱：高度な真空技術による親水と撥水の表面改質
 ＮＳマテリアルズ㈱：マイクロ空間化学技術を中心としたシステ
ム・装置開発

 旭光電気㈱：光学センシング技術を基にした分光分析技術
 ニプロ㈱：グローバルな総合医療機器メーカー

H
 3

0
0

従来の装置

・大型 ・移動できない
・高価 ・採血量が多い
・前処理が必要 ・時間がかかる

・デスクトップ型
・比較的安価
・前処理が不要
・世界市場に展開
・生化学・免疫・電解質項目を同時に検査
・短時間で結果がわかる
・血液一滴で検査可能

開発イメージ
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1.1 事業の目的 

血液は臓器や組織の状態を反映しやすいため、血液成分を調べることで、体内の異常を知ることがで

きる。このため血液検査は予防・診断・治療など広範な医療場面で不可欠な検査となっている。 

しかし、現状の血液検査においては、多くは外注検査に頼っているため、検査結果は検査日の翌日以

降に出ることが多い。そのため、患者は再来院して再診断を受けなくてはならなくなり、精神面や金銭

面における負担が大きい。また、医療側としても検査結果が即時に得られないことから、誤診や診断の

遅れにつながり、疾病の悪化を招くおそれがあるなど、患者および医療者にとって多くの課題を抱えて

いる。 

また、装置や試薬の価格が高いため海外、中でも新興国などでは医療制度・検査体制の整備が遅れて

いる。 

こうした課題に対応するため、すぐに結果がわかり、導入が容易で広範な場面で利用できる、以下の

機能を備えたカートリッジと分析装置からなる検査装置（ポイントオブケアシステム）を開発する。 

○検査時間が短い 

○煩雑な前処理が不要 

○多項目の検査が同時に実施可能 

○汎用の試薬が使用可能かつ装置が比較的安価 

○少量の血液･試薬で検査が可能 

平成25年度には、特にカートリッジの仕様の決定と装置機構の評価、分光分析ユニットの試作を行い、

平成 26 年度には各プロセスの統合に向けた機構の最適化と評価を行う。さらに、平成 27 年度には、装

置の全体構成の最適化と評価を行とともに、薬事（クラスⅠ）の手続きを進めて、平成 28 年度の国内に

おける薬事申請と上市を目指す。また平成 29 年度には海外での上市を目指す。 

 

1.2 事業実施体制 

事業管理機関：公益財団法人滋賀県産業支援プラザ 

PL：吉田 博（ニプロ株式会社） 

SL：小西 聡（学校法人立命館 立命館大学） 

共同体：①ニプロ株式会社 

 ②ＮＳマテリアルズ株式会社 

 ③ニッタモールド株式会社 

 ④神港精機株式会社 

 ⑤旭光電機株式会社 

 ⑥国立大学法人滋賀医科大学 

 ⑦学校法人立命館 
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1.3 事業化する医療機器の概要 

1.3.1 製品名：血液一滴分析装置 

(1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 医療機器 クラス分類* Ⅰ 

製品名 血液一滴分析装置 分類名称（一般的名称）* パック式臨床化学分析装置 

対象疾患 
生活習慣病を含むあらゆる疾

患 
届出／認証／承認* 届出 

想定される販売先 
診療所、緊急医療施設、海外

医療機関等 
新／改良／後発* 改良医療機器 

薬事申請予定者 ニプロ株式会社 医療機器製造販売業許可 27B1X00045 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

ＮＳマテリアルズ株式会社 医療機器製造業許可 40BZ200023 

ニッタモールド株式会社 業許可 20BZ200002 

（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 

  インド、中国ほか 

薬事申請時期 平成 28(2016)年 非公開 

上市時期 平成 28(2016)年 平成 29(2017)年 

想定売上（上市後 3年目） 30億円／年（平成 31（2019）年時点） 30億円／年（平成 32（2020）年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 60億円／年（平成 31（2019）年時点） 300億円／年（平成 32（2020）年時点） 

想定シェア（上市後 3年目） 50％（平成 31（2019）年時点） 10％（平成 32（2020）年時点） 

(3) 事業化する医療機器の概観・特長 

現状試作品 

 分析装置                  試薬カートリッジ 

 

 

 

 

 

 

・既存の液状試薬（生化学・免疫・電解質）を搭載可能   ・分離・分析を一枚のチップ上で行う 

  ・一滴の血液で 5 項目の同時分析可能            ・LED 光源使用で暖気不要 

 ・全血を滴下するのみの簡易操作              ・制御部一体型で省スペース 
 
 装置の光学系は、装置全体の小型化と電源投入後短時間で使用できるよう、新たに開発したもので、

光源として LED を採用し、省電力化にも貢献している。 

 試薬カートリッジについては、表面改質技術を利用し、親水部と疎水部を利用して、微量の血液およ

び試薬の分注、送液を制御する。既存試薬を利用可能としている。 

  日常診療に必要な様々な血液検査をその場でできる安価で使いやすいシステムとするため、既存品や

他社の試薬も利用できるオープンスタイルの機器とする。 

本コンセプトは世界初となり、血液検査のプラットホームとすることで国内市場のみならず海外におい

ても市場性がある。装置については、可搬型で使いやすいサイズとして、300×300×300 (mm) 以内を

考えており、現状の試作機に近い操作部を内蔵したものを考えている。 
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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 

 血液検査をする場合、いままでは血液を 5～10mL 採血する必要があったが、本システムを採用するこ

とで、一滴の血液(50μL)、医療現場で必要な多くの検査項目をその場で検査できるようになる。そうす

ることで、①採血量が約１００分の一に減り患者負担が軽減する、②採血のために静脈穿刺する必要が

なくなり、採血ミスが減り、医師や看護師などの採血者の負担も軽減する、③多くの検査項目をその場

で検査できるようになり、その場で治療方針の決定にフィードバックできるようになる。 

 

(2) 当該機器等の市場性 

 1) 提案する機器の想定顧客 

 診療所、緊急医療施設（国内） 

 約 10 万施設 

 病院（海外） 

 インド、中国などの新興国 

 

 2) 提案する機器の想定市場規模 

日本で 60 億円／年、世界で 300 億円／年。 

 

＜日本＞ 

 現在、医院やクリニックを対象とする分析装置は、ドライタイプの製品や分離作業や希釈作業が不

要なものなどが上市されている。全体で約 1,000 台/年販売されており 80～85 百万テスト/年の検査が実

施されている。現状市場は横ばいで、装置販売の多くは既存施設のリプレースである。 

この分野の検査数 6 割弱は F 社のドライケムが占めている。試薬はいずれも装置と同じメーカーよ

り販売される専用試薬しか使えないクローズドシステムである。 

特定健診の実施時に、診療所などへのニーズが拡大したことから、小規模施設でも迅速検体検査に

対する意識は高いと考えられる。しかし、価格、項目、精度、操作性などの点で現在の製品に満足で

きるものがなく導入に踏み切れない施設も多いと考えられる。 

装置販売台数約 1,000 台／年、稼働年数 5 年として全国での稼働数約 5,000 台は、全国診療所数約 10

万施設の 5%にすぎず、潜在的に本システムの大きな市場が存在すると考えられる。 

 

＜海外＞ 

  装置と試薬をセットにした販売（リース販売）が主流である。装置を無料で５年間貸し出し、一定

量以上の専用試薬を購入してもらう方式である。 

初期費用は安価であるが、ランニングフィーは割高である。欧米は日本同様横ばいであり、装置販

売の多くはリプレースである。一方、新興国は急激に市場が成長している。インドおよび中国市場で

主に展開を図る。 

 

インド市場 

検査市場：220 百万米ドル（約 264 億円）［試薬 150 百万米ドル＋機器 70 百万米ドル］ 
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検査ラボ：25,000 

年間成長率：20-30%／年 

リース契約（機器と試薬とのパッケージ）が増えている 

装置の価格は日本と同等レベル 

大型（1000 テスト／時以上）は 80%、中型（100～1000）は 50%が輸入 

南インドでは試薬の 80%が輸入品 

輸入品（バルク品を現地で小分け）と国産品とで値差はほとんどない 

リース条件 

例：１００万円の装置をリース（５年間使用）   

（試薬代／月）試薬代 100 円（１回）× 20 テスト／日 × 25 日運営 ＝ 50,000 円／月・・① 

（装置代／月）100 万円 ÷ 60 ヶ月（５年）            ＝ 16,667 円／月・・② 

（サービス代／月）10 万円／年 × ４年（初年度無料） ÷ 60 ヶ月 ＝  6,667 円／月・・③ 

（リース代利息／月）100 万円 × ８％ ÷ 48 ヶ月（初年度無料）  ＝  1,667 円／月・・④ 

 検査機器をリースし、試薬で機器代を回収する場合は、①＋②＋③＋④ ＝ 75,000 円／月 

  

上記計算では、装置を購入していただいた場合に比べ、リースの場合は５０％割高で試薬を販売す

ることになる。もし顧客が約束通りに試薬を購入してくれなかった場合は、試薬不足分の３５％を現

金で払ってもらう。これらの契約および代金回収は、顧客と直接行う。日本のようにフィナンシャル

会社をかませることはない。だから信用のある顧客を対象にしなければならない。現時点では、信用

のない小規模施設はリースの対象にならない。 

 

中国市場 

検査市場：試薬 9 億ドル（約 1,080 億円） 

年間成長率：20%／年 

基本的に買取り、リース契約もあり 

大都市、大型機は海外メーカーが固めている 

(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 

今回提案する多項目測定が可能なポイントオブケアシステムと競合するものはないが、既存の微量血

液検査装置は以下のとおりである。 

ドライケム（富士フイルム）、i-STAT（扶桑薬品工業）、レフロトロンプラス（ロシュ）、バナリスト

エース（ローム）、スポットケム（アークレイ）などがあるが、専用試薬となるため、検査単価が外注

に比べ高く、測定できる項目が限られるため、診療所での採用は思うように伸びていない。 

 

また海外においては、シーメンス（バイエル）（独）、ベックマン・コールター（米）、ロッシュ（スイ

ス）、ミンドレイ（中）、トランスアジア（インド）、日立、東芝、シスメックス、オリンパス等が参入し

ている。いずれも、性能・価格・メンテナンス・試薬の品揃えなどに課題を抱えている。 

 

 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） 

当該医療機器と競合製品との大きな違いは、専用試薬を使用するのか否かである。専用試薬にするこ
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とで、試薬の品質を保証しやすくなるが、検査項目の品揃えが特定の診断薬会社の開発力に依存するこ

とになり限定される。また価格も高い。 

一方、本システムでは、顧客の利便性を第一優先にして、各社の試薬が適用できるオープンシステム

を採用することで、試薬の混合や、光学系の利用など装置側への要求事項も多くなるが、開発費も含め

た試薬単価を抑えることができ、測定項目も容易に増やすことができる。 

 装置、試薬カートリッジについては、すでに測定できることは確認しているが、さらに構造を単純に

し、試薬の保持・混合方法を見直し、大幅なコストダウンを達成する予定である。 

  

 当該医療機器 競合品（D） 競合品（I） 

装置 採血量 ◎ 0.05mL × 3mL～ △ 0.065mL～ 

他分野検査 ◎  ○  ○  

価格 ○ 30 万円 × 340 万円 × 180 万円 

試薬 項目 ◎ ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ × ｸﾛｰｽﾞﾄﾞｼｽﾃﾑ × ｸﾛｰｽﾞﾄﾞｼｽﾃﾑ 

性能 ◎  ○  ○  

価格 ○ 100 円 △ 120～300 円 × 568 円～ 

 

 競合品（R） 競合品（B） 競合品（S） 

装置 採血量 ○ 0.03mL～ ○ 0.004mL～ × 0.27mL～ 

他分野検査 × 生化のみ ○ 品揃え少ない × 生化のみ 

価格 × 165 万円 × 156 万円 × 170 万円 

試薬 項目 × ｸﾛｰｽﾞﾄﾞｼｽﾃﾑ × ｸﾛｰｽﾞﾄﾞｼｽﾃﾑ × ｸﾛｰｽﾞﾄﾞｼｽﾃﾑ 

性能 ○  ○  △  

価格 △ 133～747 円 △ 160～495 円 △ 90～270 円 
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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 

 

 

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

要素技術開発 計画

実績

試作機開発・改良 計画

実績

量産機開発 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
（国内） （海外）

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

旭光電機㈱　　H25年度試作機の評価結果を
踏まえて、H26年度試作機の最適化設計を実
施。

ニプロ㈱　　試薬カートリッジへのフィルムの
溶着技術の開発を実施。

ニプロ㈱　　国内市場の調査と海外市場の調
査を行う。

①全体設計・試薬設計・評価、薬事の申請
②試薬カートリッジの開発
③分析装置の開発
④業務の管理・運営、知財の管理

①全体設計・試薬設計・評価、薬事の申請、
マーケティングおよび販売戦略の検討
②試薬カートリッジの試作、検証、改良
③分析装置の試作、検証、改良
④業務の管理・運営、知財の管理

①全体設計・試薬設計・評価、薬事の申請、
マーケティングおよび販売戦略の検討
②試薬カートリッジの外部評価と改良
③分析装置の外部評価と改良
④業務の管理・運営、知財の管理

【製品名】
血液一滴分析装置
（試薬カートリッジ）

【製品名】
血液一滴分析装置
（試薬カートリッジ）
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(2) 投資回収計画 

 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）           

 うち委託費 0.5 0.5 － － － － － － － － 

 うち自己負担           

売上高（単位：億円） － － 8.0 26.0 48.0 74.0 104.0    

販売数量（単位：） － － － － － － － － － － 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

 1) 投資計画 

・ニプロ(株) 

  カートリッジ製造、試薬充填および分析装置製造のための生産（品質管理を含む）設備投資を行う。 

  初期投資として、カートリッジおよび試薬充填については、月産 20 万テストに対応できるように 1~5

億円（カートリッジの構造等で投資金額は変動）、分析装置については、月産 200 台に対応できるよう

に１~５億円の投資を予定する（部品は汎用品か専用品か、どれだけモジュール化するかなどにより投

資金額は変動）。販売量に応じて設備投資を追加していく。 

 

  1 年目    2~10 億円 

 2 年目以降  1~10 億円／年 

 

 2) 回収計画 

空の試薬カートリッジは、顧客に直接販売するのではなく、ニプロ（株）または試薬メーカーに販

売する。カートリッジを普及価格帯で顧客に提供するために、カートリッジの価格は大量に製造する

ことで抑える必要がある。5 項目測定できるカートリッジ（血清（血漿）分離を含む）で、100 円を想

定した。 

ニプロ（株）または提携した試薬メーカーは、空の試薬カートリッジに試薬を充填して販売する。

試薬充填したカートリッジは、充填される試薬に応じて価格設定される。 

分析装置は、2 カートリッジ／日使用、5 年稼働（3,000 カートリッジ）で導入できる価格帯として、

実売価格で 30 万円程度まで抑える必要がある。装置の価格を普及価格とすることで、試薬カートリッジ

の販売数を早期に百万枚の単位に引き上げ、単価を下げる。 

 

(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” 

当該医療機器は検査用装置、検査用試薬カートリッジとして開発され、中に入れる検査試薬は既存

あるいは自動分析装置用に開発されるほぼ全てに対応可能であり、自動分析機用試薬を販売している

メーカーにも広く参加を促し、「プラットホーム」として機能させ、複数の販売チャネルで販売を進め

る。 

また、顧客にとっても既存の基本的検査項目に限定されず、新規項目も自動分析装置と同じような

測定値を得ることができるため、施設が安心して導入に踏み切ることができる。 
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・国内市場へのマーケティング戦略 

  既存方法と同様の測定値が得られること、利便性が高いことを、顧客に評価してもらい学会等で発

表および投稿していただく。自社の販売ネットワークに加え、いくつかの診断薬メーカーにも試薬供

与および販売協力をしていただき、試薬の品揃えを充実させる。診療所、緊急検査施設などに販売す

る。 

 

・海外市場へのマーケティング戦略 

 日本同様に、自社の販売ネットワークに加え、いくつかの診断薬メーカーに試薬供与および販売協

力していただき、試薬の品揃えを充実させる。また従来に比べかなり安価なシステムであるので、い

ままで検査したくても検査できなかった診療所への販売を図る。リース販売の場合は現地代理店と契

約して実施する。また試薬の充填については現地の診断薬会社に委託し現地生産する BOP（ベースオ

ブピラミッド）ビジネスの展開を図る。 

 

 2) ビジネス体制 

製販企業
第一種製造販売業［27B1X00045］

ニプロ (株)

• 薬事届出 ・試薬充填
• 品質保証 ・販売
• 保守管理

PL

製造企業
製造業［20BZ200002］

ニッタモールド (株)
• カートリッジ製造

製造企業
製造業［40BZ200023］

ＮＳマテリアルズ (株)
• 分析装置製造

中中

製造企業

旭光電機 (株)
• 光学ユニット供給

中

製造企業

神港精機 (株)

• カートリッジ表面処理

中

顧客（国内、インド・中国他）

相談

届出

助言
滋賀県

診断薬メーカー

• 販売

装置製造 カートリッジ製造

空カートリッジ
装置

空カートリッジ

試薬カートリッジ装置、試薬カートリッジ

上市後のビジネス体制

平成26（2014）年11月時点  

 

 3) ものづくり中小企業の位置づけ 

１. 検査用試薬カートリッジの製造 

ニッタモールド（株）は医療・理化学用品の成形を中心に、金型設計・制作から成形まで一貫

した生産体制でものづくりを行っている県内中小企業である。（医療機器製造業許可・有） 
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神港精機（株）は真空ポンプをはじめ、DLC などプラズマを利用した成膜およびエッチング装

置などの製造技術を有している中小企業である。表面処理技術については昨年度まで研究開発を

行った地域イノベーション戦略支援プログラム（グローバル型）において研究開発に参画した実

績を持つ。 

 検査用試薬カートリッジの製造については、ニッタモールド（株）が行い、神港精機（株）によ

る表面処理加工を施し、製品としてニプロ（株）に供給する。 

 

２. 分析装置の製造 

    ＮＳマテリアルズ（株）はメディカル・バイオ・半導体関連機器・システムの開発、製造、販

売を行う産総研技術移転ベンチャーである。（医療機器製造業許可・有） 

    旭光電機（株）は無線技術、ネットワーク技術、ソフト開発、電子基板実装技術を有し、ロボ

ット分野、医療機器分野など多方面の事業展開を行っており、光学ユニットの開発については昨年

度まで研究開発を行った地域イノベーション戦略支援プログラム（グローバル型）において研究開

発に参画した実績を持つ。 

    分析装置については、旭光電機（株）が開発を行った光学ユニットを付加し、ＮＳマテリアル

ズ（株）が製造を行い、ニプロ（株）に供給する。 
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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年度は、システム全体の設計及び薬事戦略の策定を実施するとともに、血液と試薬を混合・分析するためのカートリッジ機能の確立及び

分析装置の安定的な光量・感度の確保について設計開発を行った。 

平成２６年度においては、試薬カートリッジについては、各機能を統合し、一枚のカートリッジ上で一連のプロセスを実施できるよう最適化を図

るとともに、量産に向けた体制の確立を図った。 

また分析装置については、カートリッジに合わせた機構の最適化を図り、よりコンパクトで低コストの装置開発を行った。 

 

(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 

血液一滴分析装置 サイズ：幅 300 mm 以下、奥行き 300 mm 以下、高さ 300mm 以下 

 光源：LED 光源 

測定波長：340, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 750 nm 

上記を備えた、コントローラ部一体式の分析装置である。測定結果については表示の他、印刷（プリンタを内臓

するかは未定）にも対応する。 

（試薬カートリッジ） サイズ：縦 80mm 以下、横 140 mm 以下、厚さ 10mm 以下 

同時測定項目数：5 

測定可能項目数：40 以上 

 上記を備えた樹脂製カートリッジである。全血よりの血漿分離部、検体の分注部、試薬保持部、測光部よりなる。 

 

(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 

①全体設計・試薬設計・評価、薬事の申請、

マーケティング及び販売戦略の検討 
▶ 

・装置及びカートリッジの試作が完成し、実検体に

て測定ができることを確認できた。 

・販売時の検査項目を検討するとともに、薬事申請

に必要な内容の明確化を行った。 

▶ 

・薬事申請に必要なデータ収集を行う。 

②試薬カートリッジの試作、検証、改良 

▶ 

・血漿分離フィルタ機構では、全血 50μL から分析

に必要な 15 μLの血漿を迅速に得るため、血漿分離

条件を最適化した。前期までは分離に 10分間を要し

ていたが、分離フィルタの再選定、分離圧力を再検

討することによって 3 分間に短縮した。 

▶ 

・予備検討用カートリッジを用いて評価を行う。 
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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 

・親水/撥水膜とマイクロ流路を用いた血漿定量分注

機構では、分離した血漿 15μLを 3μLずつ 5項目に

分注する条件を再検討した。定量分注の精度、分注

に要する時間、濡れ性の評価をもって調整した。 

・確立した血漿フィルタ分離機構と血漿定量分注機

構を 1 枚のカートリッジ上に統合し、分離～定量分

注のプロセスを連続で実施可能であることを確認し

た。 

・当該実験より得た統合機構の設計を量産金型へ反

映した。 

③分析装置の試作、検証、改良 

▶ 

1. 分析装置 

試作機の製作、動作確認を完了した。 

2. 測光機構設計 

今年度は自動化による多項目測定を実現するため

にカートリッジ構造を変更した。これに合わせて測

光機構の再設計を行った。 

3. 分光分析ユニット設計 

今年度試作機については昨年度からの改善点を反

映した基板設計・製作を完了し、分光分析ユニット

試作機評価を行った。 

4. 電源ユニット設計 

今年度新たに電源ユニットの設計を行い、試作機

を製作した。 

▶ 

1. 分析装置 

 実際のカートリッジに合わせた機構の最適

化を行う。 

2. 測光機構 

 実機測定により光量及び迷光の影響を定量

化し、必要に応じて対策を行う。 

3. 分光分析ユニット 

 今年度試作機の評価として複数項目の測定

を行い従来機との相関性を確認する。 

4. 電源ユニット設計 

 基板設計を進め製作・評価を完了する。 

④業務の管理・運営、知財の管理 

▶ 

・開発者進捗会議を毎月開催し、事業が円滑に進行

するよう環境整備と進捗管理を行った。 ▶ 

・事業化検討委員会を開催し、装置全体の評価

及びユーザーニーズの把握や事業化戦略等につ

いて検討を行う。 
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1.7 事業化に向けた検討結果 

(1) 薬事申請 

届出のみと考えており、特に課題はない。 

 

(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） 

本事業前に行った文科省プロジェクトにおいて分光分析技術の特許を保有しており、本技術を利用す

ることで他技術に対する優位性を有する。 

 権利化／ブラックボックス化、意匠権・商標権等との組み合わせ等のミックス戦略 

カートリッジ材質および加工方法については、ノウハウとすることで技術の一般化を防ぎつつ、最終

形状については意匠出願することで、類似材質・加工についても模倣を防ぐ対策を施す。 

 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「血漿分離技術」 

 現在通常遠心分離により得ている全血よりの血

漿を、カートリッジに組み込める技術とする必要が

ある。分岐流路や希釈を組み合わせた成形部品によ

る分離技術があるが、コストを抑える必要がある。 

 

立命館大学を中心に市販のフィルタに比較的低

い圧力を加えることで、短時間で必要な血漿を全血

から分離する技術を確立した。本技術は特許出願予

定である。 

②「血漿分注技術」 

 5 項目を同時に測定するためには分離された血

漿を、分割する必要がある。シリンジポンプや分注

プローブを使用した方法では装置の可動部が増え、

コストアップに繋がる。 

 

 立命館大学を中心に神港精機のフィルム処理技

術を利用し、親水・撥水面と流路を組合せ、定量的

に検体を 5 分割する技術を確立した。本技術は特許

出願予定である。 

 

(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 

充填する試薬は既存品であるため、本事業で開発する測定技術（装置・カートリッジの組合せ）の精

度が臨床上許容される範囲となるかが課題である。 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

類似医療機器等の薬事区分および定義について調査を行い、パック式診療化学分析装置に該当すると

判断した。 
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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「カートリッジ製造体制の確立」 

 現在上面フィルム処理を神港精機、カートリッジ

下部成形をニッタモールドで行っており、上面・下

面の貼り合わせ、試薬保持部成形から試薬充填、最

終成形をニプロで行っている。製造の効率化を目指

し、試薬充填前までの工程を一環で行える体制を確

立する。 

 

神港精機では上面フィルムの処理を装置として

移管できる体制にある。カートリッジ製造元である

ニッタモールドを始めとし、同装置を導入し、一貫

製造体制の図れる企業を選定する。 

 

(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 

ニプロの販売チャネル、供給体制を利用する。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

既存販売チャネルからの供給のため、アフターサービス体制もそのまま継承する。 

 QMS 等の品質保証体制 

製造販売元であるニプロの品質保証体制を継承する。カートリッジ、装置の供給元とは品質保証契約

による、性能確保を担保する。 

 広報・普及計画 

国内ターゲットは医院等小規模医療機関および 2014 年 4 月に新設された検体測定室となる。学会展示

や医療系雑誌への広告も含めターゲットに効率的に宣伝・普及を図る。 
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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「小規模医療機関」 

 検査系の学会等への参加はほとんど無く、検査そ

のものへの関心もそれほど高くない。 

 

開業医師の多くは地域医師会に所属しており、医

師会主催の勉強会などを利用した広告宣伝を行う。 

②「検体測定室」 

 検査技師等の専門医療従事者はおらず、検体採取

も被験者自身に行わせなければいけないなど制限

も多い。 

 

 検体測定室の候補となるのがドラッグストアや

薬局である。大手ドラッグストアチェーン本部など

へ営業活動を行う。 
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1.8 平成 26 年度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 

特になし。 

 

(2) 機器スペック・ビジネスモデル 

特になし。 

 

(3) 事業化体制 

特になし。 

 

(4) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

特になし。 

 

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 なし － 

知財対応 特許を出す際には、タイミングマネジメ

ントに留意されたい。 

タイミングマネジメントに留意する。 

海外展開については、各国の文化に留意

した上で取り組まれたい。 

各国の文化に留意した上で取り組む。 

技術・評価面 なし － 

その他事業

化全般 

なし － 
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1.9 平成 27 年度委託事業の計画（案） 

(1) 平成 27 年度委託事業の実施内容 

項目名 具体的な内容 

①量産機開発 ・カートリッジの更なる小型化と低コスト化を図り、量産試作を行う。 

・コントローラ部を内蔵型とし電源部の基板化を進めるなど最後の改良を行

い、量産試作を行う。 

②臨床研究 ・量産試作機にて薬事申請用のデータ取りを行う。 

③薬事申請 ・量産試作機にて薬事申請用のデータ取りを行う。 

④知財戦略 ・知的財産の権利化やノウハウ化を戦略的に行う。 

⑤販売戦略 ・市場の調査を行う。 

 

(2) 平成 27 年度における事業化に向けた検討事項 

領域 検討・実施すべき事項 

薬事申請  装置の基本性能・臨床性能・安全性を検討する。各種試薬の基本性能、臨床性能、安

定性を検討する。 

知財対応  装置、カートリッジ、システムとしての権利化・ノウハウ化の見分けを検討する。 

技術・評価面  従前方法との比較（再現性、正確性、測定範囲、安定性、使い勝手、コストなど）を

検討する。 

その他事業

化全般 

 市場動向を調査・検討する。 
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1.10 平成 26 年度委託事業の振り返り 

1.10.1 チェックリストによる自己評価結果 

 

 

1.10.2 平成 26 年度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 

本対象市場に知識・経験があるものとそうでないものとの間にギャップがあり、深いディスカッショ

ンが難しい。市場に対して、出口担当だけではなく全体で問題認識・解決策を検討できる体制を整えて

いく必要がある。 

 

当該機器のニーズは特定の意見ではなく、客観的な情報で確認できていますか。 △一部
当該機器の販売先（導入・普及場所）は明確になっていますか（一般、診療所、地域中核病院、高機能病院）。 ○十分
対象となる患者が明確になっていますか。 ○十分
対象となる疾病・診療科等が明確になっていますか。 ○十分
当該製品の業界特性は把握できていますか。 ○十分
市場規模（導入・普及台数）は明確になっていますか。 △一部
SWOT分析は十分に行っていますか。 △一部
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。 △一部
マーケティング戦略（市場のセグメント化、ターゲットとするセグメント、自社のポジショニング等）は明確になっていますか。 ○十分
会社としての経営戦略上、当該製品の位置付けは明確になっていますか。 ○十分
臨床試験、申請、認可まで想定したスケジュールは明確かつ妥当ですか。 ○十分
コア技術の開発戦略は明確になっていますか。 ○十分
どのような効果があるか明確になっていますか。 ○十分

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 ○十分
どのようなリスク（含む禁忌）があるか明確になっていますか。 ○十分

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 ○十分
上市までに必要な開発費の想定、その調達計画はできていますか。、 ○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。 ○十分
新医療機器、改良医療機器、後発医療機器のどれに該当するか整理できていますか。 ○十分

機器のリスク分類で、I～IVのどれに当たるか整理できていますか。 ○十分
臨床試験の必要性の有無が明確になっていますか。 ○十分

PMDAとの調整が進んでいますか。 該当せず
薬事法以外の規制についても対応が明確になっていますか。 ○十分
製品の利用方法が明確になっていますか。 ○十分

同時に利用する機器も含めて導入が実現可能になっていますか。 ○十分
これまでのルールや慣行に逆らわない利用方法になっていますか。 ○十分

当該製品に関連する先行特許調査は十分に行っていますか。 △一部
当該製品に必要な先行特許についてはライセンス等で使用できるようになっていますか。 ○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。 △一部

コア技術に関して、どのように保護するか（権利化／ブラックボックス）は明確になっていますか。 △一部
権利化に必要な新規性だけではなく進歩性が明確になっていますか。 △一部
必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。 △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。 △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。 ○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。 △一部
当該製品の供給（生産、物流）体制は明確になっていますか。 △一部
当該製品のアフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制は明確になっていますか。 △一部
QMS等の品質保証体制が明確になっていますか。 △一部
広報・普及計画は明確になっていますか。 △一部
想定価格は顧客が感じる価値に見合ったものですか。 △一部
製造原価（あるいは提供コスト）は明確になっていますか。 △一部
売上、コスト（変動費・固定費）、利益、減価償却等を考慮した計数的な計画は明確になっていますか。 △一部
十分な収益性が得られることが明確になっていますか。 △一部
事業拡大に伴い、どのタイミングでどのような人材・資金がどの程度必要になるか明確になっていますか。 △一部
海外に対する戦略は明確になっていますか。 △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

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 

各自が所定の役割分担をするとともに、全体で問題認識・解決策を検討できるように進める。 

 

(3) その他 

特になし。 

 

 

1.11 事業に関する連絡窓口 

 

公益財団法人滋賀県産業支援プラザ 連携推進部 連携推進グループ 

〒520-0806 滋賀県大津市打出浜 2番 1号 コラボしが 21内 

電話: 077-511-1414 / FAX: 077-511-1418 / E-mail: iko@shigaplaza.or.jp 

 


