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1. 事業の概要
現在、国内では病理医不足の為に適切ながんの病理診断が出来ない医療施設が多い。そのため不要な
拡大手術が行われており、患者 QOL の低下が問題となっている。病理医不在の施設でも迅速で簡便な診
断を行える装置の開発が望まれている。この問題を解決する為、本事業では光増感剤を用いた新規蛍光
イメージング法によるリンパ節がん転移診断支援システムを開発し、平成 29 年の上市を目指す。
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1.1 事業の目的
がんの根治を目指した外科的治療においては、がんの原発巣（最初にがんが発生した場所）を確実に
切除するのみならず、転移によるがんの再発を予防するため、周囲に位置するがん転移リンパ節の切除
（リンパ節郭清）を行う必要がある。
しかしながら、必要以上のリンパ節郭清は術後の機能障害による生活の質（QOL）低下の原因となり
うる。そのため、近年では術中にリンパ節のがん転移診断を行い、その結果に基づいて不要なリンパ節
郭清を回避する術法が広まっている。術中リンパ節転移診断は、正確かつ手術進行に影響を与えない程
度の短い時間で行われるのが望ましいが、既存の方法では迅速性が課題となっている。また、病理医不
在の施設では術中に転移診断を行えないため、やむをえず広範囲のリンパ節郭清を行っている場合も多
い。加えて、郭清を行う場合、その郭清範囲は CT・MRI など術前検査に基づき、術中に術者が主観的に
判断し決定されている点も課題の一つである。
こうした課題に対応するため、以下の特徴を備えた装置を開発する。つまりこの装置は、術中にリン
パ節転移の有無を簡便・迅速に診断でき、また、正確なリンパ節郭清範囲の決定を即時に可能とするこ
とで、がんの根治性を担保しつつ術後 QOL の向上に寄与すること、及び科学的根拠に基づくリンパ節郭
清術の標準化に貢献することを目的としている。
 診断までの時間が短いこと： 3 分程度で外科医が診断でき、診断時間が短いことで、多数の検体
を術中に検査可能とする。
 高い正診率であること： 術中迅速病理診断法と同程度、あるいはそれ以上の正診率を有する。
 病理医不在でも操作、診断が可能であること： 病理医不在の医療施設においても迅速なリンパ節
がん転移診断が可能で、どの施設にも同様に質の高い医療の提供が可能となる。
 手術室内にて使用可能で、操作方法にばらつきがないこと：特別な訓練なしにリンパ節を診断支
援機器へセットでき、また小型で高いユーザビリティを持つ。
 転移迅速診断後のリンパ節を他の検査に供せること：診断後のリンパ節からルーチンの病理標本
作成が可能であることが望ましい。
以上の特徴を備えた光増感剤を用いた新規蛍光イメージング法によるリンパ節がん転移診断支援シス
テムの量産試作機を平成２７年度までに開発し、平成２９年の上市を目指す。これにより、がんの根治
性を担保しつつ術後ＱＯＬの向上に寄与することが出来る。

1.2 事業実施体制
事業管理機関：特定非営利法人近畿バイオインダストリー振興会議
PL：小高 大樹（ウシオ電機株式会社 R＆D 本部 新技術開発部 部長）
SL：高松 哲郎（京都府公立大学法人京都府立医科大学大学院 細胞分子機能病理学 教授）
共同体：①大成化工株式会社
②京都府公立大学法人京都府立医科大学
③ウシオ電機株式会社
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1.3 事業化する医療機器の概要
1.3.1 製品名：未定
(1) 医療機器等の種類
機器等の種類

医療機器

クラス分類*

クラス I

製品名

未定

分類名称（一般的名称）*

可搬型手術用顕微鏡

届出／認証／承認*

届出

新／改良／後発*

後発医療機器

対象疾患
想定される販売先

胃がん・乳がん・大腸がん等
のリンパ節転移
大病院・中核病院・中小病院・
診療所

薬事申請予定者

ウシオ電機株式会社

医療機器製造販売業許可

第二種

当該製品の製造を担う
事業予定者

大成化工株式会社

医療機器製造業許可

27BZ001364

ウシオ電機株式会社

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。

28B2X10008

28BZ200019

(2) 医療機器等のターゲット市場
国内市場
薬事申請時期
上市時期
想定売上（上市後 3 年目）
市場規模（上市後 3 年目）
想定シェア（上市後 3 年目）

平成 27（2015）年
平成 29（2017）年
29 億円／年（平成 32（2020）年時点）
290 億円／年（平成 32（2020）年時点）
10％（平成 32（2020）年時点）

海外市場
ヨーロッパ・中国・ASEAN・中東
平成 30（2018）年
平成 31（2019）年
73 億円／年（平成 34（2022）年時点）
1450 億円／年（平成 34（2022）年時点）
5％（平成 34（2022）年時点）
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(3) 事業化する医療機器の概観・特長
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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
病理医は日本国内において約 2000 名しかおらず、必要数に対して圧倒的に不足している。病理医の勤
務しない医療施設は 4000 に達するが、そのような施設においては、がん手術の際、術中迅速診断ができ
ないためやむをえず広範囲のリンパ節郭清を行ない患者の術後 QOL を低下させてしまったり、術中迅速
リンパ節診断を他施設の病理医に外注し、診断結果が出るまで１時間以上かかり患者の負担になること
も多い。また、病理医の勤務する医療 施設でもリンパ節が摘出されるまでの間、病理医は事前に待機し
ている必要があるため、診断による拘束時間が長い。そのため、通常の病理組織診断業務や他の術中迅
速病理診断等への妨げとなり、病理医にとって負担となっている。さらに、病理診断を待つ必要がある
ため（約 30 分）手術進行の妨げとなることから、患者あるいは執刀医にとっても負担となっている。
本診断支援システムの開発により病理医不在の医療施設でも簡便に術中迅速診断が可能となり、必要
以上のリンパ節郭清をすることなく、患者の術後 QOL を向上させることができるようになる。また、病
理医が勤務する医療施設においても、大幅な手術時間の短縮が期待できる。そのことより患者の肉体的
負担も軽減することができ、ひいては医療費の低減にも貢献できる。
(2) 当該機器等の市場性
① 提案する機器の想定顧客
本診断支援システムの顧客セグメントは、がん手術を行う医療施設数約 7500 のうち、外科・消化器外
科・乳腺外科がある約 5000 施設をターゲットとし、特に病理医不在施設をメインターゲットとする。
特に病理医不在の医療機関では術中当日に診断ができない施設が多い。そこの施設にはニーズがある
と思われる。
② 提案する機器の想定市場規模
年間新規がん罹患患者は 2013 年現在、国内では約 70 万人、海外では約 1270 万人と言われている。海
外のリンパ節へのがん転移診断はがん手術の際には必ず行われる。特に東南アジアでは、乳がん等の
がん疾患への対策が求められているにもかかわらず、臨床検査技師が不足しているため医者自身が診
断可能な機器への期待が高まっている。また、がん罹患者数は 2020 年には国内だけでも約 90 万人に
増加すると予測されており、がん診断に対するニーズは今後更に高まる事が予想される。

(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
2008 年にシスメックス社が本方式とは異なる診断方式で、世界初のがんリンパ節転移検査システム
(OSNA)を発売した。病理診断代替装置の先駆けで、病理医の負担軽減を実現し高い評価を得ている。同
方式では熟練度による診断結果のバラつきを低減し、術中迅速病理診断と同程度の診断率を達成した。
しかしながら、検査前処理の複雑さ、迅速性に大きな課題があり（様式 1-2 表・本項下表参照）導入が進
んでいない。
また、本システムが市場へ受け入れる一つの要因として考えられるのが、本診断方法の保険収載およ
び関係学会でのガイドライン採用である。これには製薬企業とのコラボレーションによる共同作業が必
須であり、今後より強固な協力体制の構築を進める。
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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）
下表に、機能面・価格・企業ブランドのベンチマークを示す。本製品の製造販売を行うウシオ電機は医療機
器分野での経験が浅いため、シスメックス社と比較すると医療機器の企業ブランド力は劣っている。一方、販
売価格は OSNA よりも 300 万円以上安く提供する予定である。この価格は外科医へのヒアリング結果に基づい
て決定したため、購入障壁を下げる効果があると見込んでいる。技術的課題をクリアし、前述の特長（迅速・
小型・簡便）を達成することで、価格優位性と機能面でブランド力の劣勢をカバーし、広く市場展開していく
ことが出来る。
また、2014 年度中での調査において、日本国内ではランニングコストおよびそれにかかる人員が必要になる
ため、シスメックス社の思惑ほど販売は推移していないようである。また、OSNA はセンチネルリンパ節をホ
モジナイズするため、診断をおこなうことができないことも一部では問題なっている。
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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
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(2) 投資回収計画
H25
(2013)
薬事申請時期
上市時期
支出額（単位：億円）
1.1
うち委託費
0.7
うち自己負担
0.4
売上高（単位：億円）
－
販売数量（単位：）
－
※各年 4 月～3 月の年度で表記。

H26
(2014)

H27
(2015)
●

H28
(2016)

H29
(2017)

H30
(2018)

H31
(2019)

H32
(2020)

H33
(2021)

H34
(2022)

1.2
0.5
0.7
－
－

2.0
－
2.0
－
－

1.2
－
1.2
－
－

●
1,5
－
1,5
14
250

3.0
－
3.5
15
250

2.5
－
2.5
30
500

2.5
－
2.5
60
1,000

2.5
－
2.5
37
500

2.5
－
0.8
40
500

1) 投資計画


設備投資総額（射出成型機、試作機（臨床で長期使用）
、製造冶具、など）
大成化工：350,000 [千円]（射出成型機、溶着機、組み立て機、製造金型、など）
ウシオ電機：80,000 [千円] （試作機（臨床で長期使用）、製造冶具・金型、など）



開発経費総額（試験研究費、旅費、共同研究費、宣伝費など）
大成化工：8,000 [千円]
ウシオ電機：200,000 [千円]



人件費総額
大成化工：30,000 [千円]
ウシオ電機：150,000 [千円]

（上記は、開発と製造環境の構築に伴い発生する費用である。）
本助成事業で、大成化工には 100,000[千円]、ウシオ電機は 50,000[千円]の助成を受ける予定である為、上
記投資額から助成金額を引いた金額（大成化工：288,000[千円]、ウシオ電機：380,000[千円]）が自己負担
額となる。後記する売上計画に基づくと、大成化工（サンプルホルダー）は上市後 3～4 年目で回収でき、
以後は消耗品の販売利益が継続的に発生する。ウシオ電機（診断装置）は上市後 3 年目で投資回収でき
る。
2) 回収計画
①スタンダード版の販売
薬事クラス１で進め、届出済みで薬事申請終了後、即発売開始する。
事業化終了後経過年数
対象施設
普及割合（シェア）
採用施設
販売価格
サンプルホルダー 販売数量
販売金額
販売価格
購入台数
診断装置
販売数量
売上高
合計

1年目
2年目
3年目
5,000 施設
5%
10%
20%
250
500
1,000
3,400
3,400
3,400
35,000
70,000
140,000
119,000,000
238,000,000
476,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
1台/施設
250
250
500
1,250,000,000 1,250,000,000 2,500,000,000
1,369,000,000 1,488,000,000 2,976,000,000

4年目

5年目

40%
2,000
3,400
280,000
952,000,000
5,000,000

50%
2,500
3,400
350,000
1,190,000,000
5,000,000

1,000
5,000,000,000
5,952,000,000

500
2,500,000,000
3,690,000,000

※海外に関しては、3 年後 73 億円シェア 5％、5 年後 145 億円シェア 10％を目指す。
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②アップグレード版の発売

薬事クラスは１。スタンダード版を踏襲したモデルですすめ、サンプルホルダー読取部の増設を行
う。仕様は高性能 CCD、光源を搭載する。仕様としては処理時間を短縮化し、多サンプルをスタンダ
ード版に遜色のない時間で測定できる製品の製作を目標とする。大学病院やがん拠点病院などがター
ゲット。発売はスタンダード版発売後、3 年以内を目指す。
事業化終了後経過年数

3 年目

対象施設

3%

10%

20%

6

20

40

販売価格

5,000

5,000

5,000

販売数量

18,000

60,000

120,000

販売金額

90,000,000

300,000,000

600,000,000

販売価格

8,000,000

8,000,000

8,000,000
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20

40

48,000,000

160,000,000

320,000,000

138,000,000

460,000,000

920,000,000

採用施設

診断装置

5 年目

200 施設

普及割合（シェア）

サンプルホルダー

4 年目

購入台数
販売数量
売上高
合計

1 台/施設

(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”
①知的財産（パテント）戦略
本診断支援システムは届出のみの薬事クラスⅠで申請予定と考えており、参入障壁そのものが低い。
そのため、特許において他企業からの類似製品の防止を図ることを考えている。
・測定アルゴリズムの基本特許（レシオ法）は既に取得済みであるが、より正診率を高めるため、画
像認識アルゴリズム、それを支えるノイズ成分除去アルゴリズムを確立し、特許出願を行う。
・製品化までに年 3 件以上の PAT(装置, 測定方法, サンプルホルダーの機構 等)及び意匠取得予定。
②学会
・講演・学会展示
本事業 SL である高松教授やアドバイザーによる国内外学会発表やセミナーなど通じ広く本診断支
援システムの優位性を PR する。日本病理学会 日本外科学会 日本消化器外科学会 日本乳癌学
会等を予定している。
・ガイドライン採択へ
日本消化器外科学会、日本乳癌学会等においてガイドラインの採択されることを目標とする。
③販売促進
関連領域の専門誌などに広告掲載を行う。また、メディア媒体を通じて本診断支援システムの優位
を PR する。さらに販売までに５施設程度の臨床評価（デモ）を行い、知名度、信頼度、実績を高めて
いく。
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④価格戦略
競合製品より同等以下の価格で販売を行い、医療施設の購入モチベーションを高める。さらに、医
療機器リース会社とも提携し、一括購入だけではなく、リースを可能にすることにより購入ハードル
をできるだけ低くする。
⑤海外展開
ウシオ電機の現地法人経由し各現地医療機器販社を通じて米国、欧州、中国、中東、アジアへの展
開を行う。米国と欧州はクリスティメディカル（ウシオアメリカ）を通して展開、中国はウシオ上海
経由での販売展開を予定している。中東地域はマーケティング活動とともに、販売を目指すこととな
る。
⑥試薬販売
5-ALA（一般名：アミノレブリン酸塩酸）の製造・販売メーカーである SBI ファーマとウシオ電機
は 2014 年 1 月に共同開発契約を締結した。本グラントでの枠外ではあるが、二社間の協力体制が構築
された。今後、販売体制の協議検討を行い、リンパ節転移診断の保険適用を得るべく薬事申請、臨床
試験、治験などを共同で進める。
2) ビジネス体制
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3) ものづくり中小企業の位置づけ
市販品で実現できない性能の樹脂製サンプルホルダーの開発・製造を行う。検体の撮像にはサンプル
ホルダーに歪み・屈折率の異常分布のないことはもちろん、サンプルホルダーそのものが蛍光を発し
ないことが必須であり、大成化工の今まで培ったノウハウは本装置のキーテクノロジーとなる(以前ウ
シオ電機との共同開発の案件で、薬物検査用の低自家蛍光成形品を開発した実績あり)。また、ミクロ
ンオーダーの癌転移を解析するには、検体（リンパ節）を強固に保持する機構が必要だが、これを樹
脂性ニードルまたは格子状ブロックによって行う。大成化工は微細で複雑な機構を有する構造体を医
療機器として要求されるクリーンな環境下で成形加工が可能である。その技術力が評価され、2013 年
「先端設備等投資促進事業費補助金」に医療機器生産設備にて採択された。
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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
本年度は試作機の完成を目指し、以下の項目を計画履行する。尚、本稿における用語を以下のように定義する。
原理検証機：京都府立医科大にて原理検証の為使用され、今後も基準として継続して使用する汎用蛍光顕微鏡一式を指す
実験機：原理検証機の光学性能を目標として開発された、コアパーツ選定、設計の為の実験用バラック装置を指す。
試作機：平成 26 年度に開発する、原理検証機で選定されたコアパーツ及び光学設計を踏襲し、自動化・小型化・ユーザビリティに重点を置いた装置。
試作システム：大成化工の開発したサンプルホルダーと試作機の総合的な構成を指す。
1.

平成 25 年度に作製した実験機によって得られたデータ、診断アルゴリズムを元に試作機の仕様を策定し、実験機の自動化、小型化、使い勝手の
向上を実現した装置の完成を目指す。

2.

昨年度実施した光学窓の仕様を基に、リンパ節を簡便に固定し、装置に装填など機能・使用性を加味したサンプルホルダー試作品の完成を目指
す。

3.

サンプルホルダーの最適化と量産に向けた検討として、作製した試作機とサンプルホルダー（試作システム）の環境・耐久性・ユーザビリティ
等の総合的な評価をオペ室内外で実施する。

4.

マーケティング活動として、医師・看護師を対象に、試作機を用いたヒアリングの実施、３D プリンターで製作したモックアップによる外観や使
いやすさ等のヒアリング・情報収集を行う。さらには、海外市場の調査や国内外の代理店、商社等の候補先調査を行う。

5.

薬事申請の検討を行う。本製品の性能及び性質を担保するために必要な医療機器に関する規格を調査・抽出し、その結果に基づいて、研究デザ
イン、プロトコールを PMDA 等に相談・作成する。実施内容については臨床研究を行う医療機関（大学病院等）と協議しながら検討を行う。
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(2) 委託事業終了時に完成した試作品の概要
試作品名
可搬型手術用顕微鏡

サンプルホルダー

概要
装填されたリンパ節の蛍光撮影、画像処理、処理結果表示を自動で行う
寸法：W566×H380×D256
19 kg
光源：2 種類 405 nm、436 nm 自動切り替え
蛍光フィルタ：8 種類装填可 自動切り替え
解像度：視野 角 15 mm において 20 μm 以上
インターフェース及び表示：タッチパネルディスプレイ フルカラー 10.4 インチ XGA
その他：確認用カラー撮影機能
AC100V 150W
IEC61010 及び IEC61326 取得予定
パーツ構成： 本体・シール材・蓋の 3 パーツ
材質： 本体（低自家蛍光透明樹脂）シール材（エラストマー樹脂）蓋（PP 樹脂）
検査視野： 15 mm ×15 mm 面精度（±100 μm）
検体保持方法： 格子状ブロック（角 1 mm）
検体格納部深さ： 2 mm
機密性： 液漏れ防止
蓋構造： ワンタッチロック式（押込み）
2 次包装： シェルパック

(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）



①マーケティング機（試作機）の開発



▶


部品のユニット化
 蛍光撮像ユニット, 照明ユニット等
の各ユニットの設計, 製作完了.
筐体のフレーム試作
 調整の容易性を担保するために, フ
レームを用いない機構に変更した.
 新機構に対してユニット部品を組み
付け, 機械的配置を決定した.
測定の自動化
 装置動作の自動化
 制御ソフト詳細設計完了. デバック
中.
 画像処理アルゴリズムの開発
 要素技術開発・試験中.

今後検討・実施すべき事項





▶

ヒアリングにより装置が大きい点が指摘
されている。次世代機では光路を折り返
す、結像光学系も専用品を設計するなど
で、小型・軽量化を検討する必要がある。
転移陽性のリンパ節は陰性のリンパ節に
比べ圧倒的に少ない。より多くのサンプ
ルのデータを取得し、新たな診断材料の
発見、最適な閾値の設定を行う必要があ
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）






②サンプルホルダーの最適化と量産に向け
た検討



▶






③試作システム評価

▶


インターフェースの設計・試作
 筐体及び GUI のデザインと試作
 デザイン設計完了.
 モックアップによるユーザビリティ実地
調査
 ユーザビリティ調査を実施.
環境評価
 未実施, 評価項目検討中.
リンパ節固定方法の検討
 ニードル固定含め 3 種の形態にて固定評
価を実施. 固定能力として樹脂ニードル
で良い結果を得た.
 ただし樹脂ニードルによるリンパ節破損
（微細穴）が発生するため他の固定法の
検討を開始した.
サンプルホルダーのユーザビリティ評価
 2 mm カットのリンパ節はホルダーへの
密着性が高くピンセットからの移載性に
問題なし.
 サンプルホルダーを扱う際に検査窓部を
汚染する可能性があるため、対応策を検
討中.
異材質接着の検討
 2 mm カットのリンパ節は非常に柔らか
くクッションは不要とする. 接着対象材
質を蓋材と樹脂ニードル材に変更し, 超
音波溶着による接着方法を確立した.
サンプルホルダーの設計・試作
 サンプルホルダー試作品において形状・
性状評価を行い問題なきことを確認し
た. 装置との総合評価を実施中.
サンプルホルダーを含めたシステム評価
 試作サンプルホルダーと装填部の動作チ
ェック完了.
 試作サンプルホルダーを用いて, 蛍光観
察を実施完了.
オペ室外評価
 サンプルホルダー装填部のユーザビリテ

今後検討・実施すべき事項

・リンパ節固定方法の検討
リンパ節破損（微細穴）がなく且つ固定機能
を有する形状を検討する。
（格子状ブロック形状を想定）

・サンプルホルダーのユーザビリティ評価
使用性の観点から、操作方法明示と検査窓部
の保護性を備えた 2 次包装を検討する。
（シェルパック包装を想定）
▶

・定量的な光学性能チェックの実施
・温度条件等を振った状態での各性能評価
・EMC 及び安全規格試験
▶
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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）







④マーケティング・市場調査・販路の確立


▶





⑤薬事対応



▶

⑥事業の管理・運営（NPO 法人近畿バイオ
インダストリー振興会議）
▶







ィ評価を実施した.
 システム性能に関しては評価中
EMC サイトにて試験・対策
 実施中
オペ室内での臨床評価
 未実施
評価結果を基にした装置及びサンプルホルダ
ーの改良
 サンプルホルダー固定性能向上に向けた
修正を実施中
医療施設への訪問ヒアリングは計 10 施設訪
問済み。
蛍光阻害物質の使用状況などもヒアリングを
行い、問題がないことを確認した。
調査会社を通じて国内販売会社の候補先選定
を行っている。
海外販社に関して、市場調査を進める。
メディカ(ドイツ)・アラブヘルス(UAE)などの
展示会にも訪問し、現在の国際トレンドにつ
いてもウォッチしていく。
2015 年度にリリースするマーケティング機
に関してはクラスⅠで届出を行うことと決
定。

今後検討・実施すべき事項

2016 年にテストマーケティングを行うため
の医療機関の調査、選定、交渉、実施などを
行う。
▶

▶

国内向けの量産機に関しては PMDA と相談
の上クラスを決定する。
海外展開に関してはコンサルタントおよび調
査会社を利用し、調査を行い、進出地域を決
定する。

再委託先 3 機関との再委託契約を締結した。
・三菱総合研究所および再委託先と密接な連
第 1 回研究開発委員会を開催した。
絡を取り、事業の円滑な運営を行う。
「委託業務管理システム」説明会を開催した。
・研究開発委員会の開催頻度をあげる。
「伴走コンサルティング」での発表準備およ
・委託元がＡ-ＭＥＤに変更されることに伴う
▶
び対応を行った。
対応を行う。
「継続審査」のための発表準備および対応を
行った。発生経費（再委託先を含め）の確認・
修正依頼・管理を行った
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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


薬事相談（2014 年 2 月 10 日@コンサルタント会社）
2015 年のリリース予定のマーケティング機はコンサルタントおよびウシオ電機薬事関連部署と協
議した結果、クラスⅠ：可搬型手術用顕微鏡として届出を行うことに決定した。2016 年以降に行う
予定である治験に対応する装置に関しては、保険収載にむけて医薬品の適応追加に関する件ととも
に PMDA に相談を行い、薬事戦略を行う予定である。

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…量産機上市にむけた臨床評価および治験につ
いて

本コンソーシアムの枠外であるが、2013 年度

マーケティング機ではデータ取得およびユーザ

に SBI ファーマと共同研究開発契約を締結した。

ービリティ等の評価を行うが、保険収載に向けての

来年度から本コンソーシアムのアドバイザーと

治験は装置製造販売業のウシオ電機と医薬品販売

して参画する。今後、治験や販売などの諸契約の

業の SBI ファーマが共同し行っていくこととなる

話し合いを進め、最短ルートで保険適用認可のた

が、治験を行う上で両社の役割分担がどの程度にす

めに協議・契約締結を行っていく。

るのか課題である。

(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）


ウシオ電機知的財産部を通じ、外部調査機関にて国内、米国を対象として調査を実施した。
抵触する特許は見つからなかった。



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


権利化を行う事項、ブラックボックス化を行う事項を以下に示す形で決定した。




1) 権利化を目指す事項
-

・装置特有の周辺特許

-

・画像処理アルゴリズムの基本理念

-

理由：本項②③で後述する。

2) ブラックボックス化を行う事項とその理由
-

・画像処理アルゴリズムの詳細パラメータ

-

理由：特許化を実施した場合、模倣を発見できずノウハウの流出につながる恐れが
あるため。



・サンプルホルダーの材料選定や成型条件


理由：大成化工株式会社のノウハウにより決定が行われており、
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現物を元に模倣する事が困難であるため。

模倣品・侵害者が現れたときの対応


・模倣品が現れたときの対応




量産機は RF-ID 等を用いた、サンプルホルダー自体の真贋を認識する機能を追加する。

・侵害者への対応


侵害訴訟を行う。

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…装置の他社参入障壁が低い
医療機器 クラス 1 であり、参入障壁が低い。装

装置特有の周辺特許を細かく、大量に出願するこ

置の根本的な原理は蛍光顕微鏡であり、基本特許の

とで参入の余地をなくす。開発装置の仕様と現時点

取得は不可能。侵害リスクの方が高い。

で無関係であっても、類似、同等の事が出来る技術
に関する特許を出願し、将来的な競合の芽を摘む。

②…病理医のノウハウの落とし込み
診断の基本特許は押さえているが、実際の診断で

過去データの確認と、それにより判定者がどのよ

は経験などに基づく部分も多い。ここを知財化する

うな思考を行い、診断を行うのかを整理する。症例

（ノウハウとして秘匿する可能性もある）ことが重

ごとに異なることが想定され、とにかく症例数を稼

要。

いでいく。

③…基本特許の特許性
装置基本特許の特許性について、確認が必要

ウシオ電機知的財産部を通じ、外部調査機関にて
国内、米国を対象として調査実施。抵触する特許は
見つかっていない。

(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


転移陽性のリンパ節は転移陰性のリンパ節に比べ絶対数が少ない為、多くの n 数を必要とす
る閾値の設定や、診断支援アルゴリズムの評価に十分な転移陽性リンパ節が集まりにくい。
これに対し、H27 年度は複数施設で並行してデータ収集を行う事で、短期間に十分なデータ
を集める事を検討している。また、生物統計学の専門家よりパラメータ設定に適切な n 数の
アドバイスを受けることで、最小量のデータ数でアルゴリズムを完成させる。



薬事申請に必要なエビデンス収集


テストマーケティング用システムはクラス 1

可搬型手術用顕微鏡での届出のみなのでエビ

デンスの法定要求は無い。量産機の為のデータ収集は GCP 省令に従い実施していく。
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…リンパ節蛍光強度の個人差
5-ALA を服用した患者の代謝能力の違い、服用か

自動露光を行う。すなわち、まずサンプルの蛍光
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事業化に向けた課題（隘路）

左記への対応策

らリンパ節摘出までの時間のばらつきにより、各リ

画像を取得し、この個体の蛍光強度の傾向を得る。

ンパ節での蛍光強度に大きな差が出る。この差を吸

得られた傾向から適切なシャッタースピードを設

収せず画像処理を行うと、S/N の違いから適切に画

定し、再度適切なシャッタースピードで撮影を行う

像処理が働かない恐れがある。

事で、あらゆる個体差を吸収し、十分な S/N 比を持
った画像が得られる。

②…サンプルホルダー サンプル固定能
本システムはミクロンオーダーの形状を撮影・画

リンパ節を上部から押さえつけることで移動を

像処理する必要がある為、撮影中のサンプル移動は

抑制する。押さえつける構造は平板、微小突起を敷

最小化されている必要がある。

き詰めた構造など様々にためし、最も固定性能に優
れ、かつサンプルへのダメージが少ない構造を採用
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


ウシオ電機には既にメディカル関連事業部がある為、製造及び販売に関しては既存ルートを
活用していく。具体的にはウシオ電機が装置を製造、販売、サンプルホルダーは大成化工が
製造を行い、販売はウシオ電機が行う。医療機器商社等を通じて、医療施設へ供給を行う



アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制


製造販売を担当する予定であるウシオ電機において既にメディカル部門のカスタマーサービ
スセンターを有しており、アフターサービス及びクレーム処理なども対応する体制が整って
いる。本装置の特徴から、医師、看護師に対する操作方法等の教育及び説明の必要性を感じ
ており、講習終了後装置の引き渡しを行う事を考えている



QMS 等の品質保証体制


製造販売を担当する予定であるウシオ電機のメディカル事業部内に品質保証部門を有し、す
でに品質保証の体制が整備されている。



広報・普及計画


病理学会、消化器外科学会、乳癌学会等の臨床系学会での学会発表を通じ、製品の企業展示
を行い、広く医師に本製品の特徴を訴求する。また、長期的であるが並行して学会でのガイ
ドライン推奨ランク A を目指す。

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）
①…「国内外の販社選定」

左記への対応策
国内外の本装置の販売適正がある販社および販

製造および製造販売に関してはウシオ電機が主

売メーカーの探索および選定を行っている。現在は

体的に行うが、外科向けの販路が未確立の為、販社

国内外の販社になり得る企業の調査を得意領域や
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事業化に向けた課題（隘路）

左記への対応策

（代理店）の選定が非常に重要な要件になってく

売上規模を基準に調査を行っている。また、調査会

る。

社も活用し、来年度にこれらの選定先候補に順次ア
プローチを行う。
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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
変更前
変更後

医薬品(5-ALA)メーカーである SBI ファーマは本コンソーシアムの枠外での協力体制であった。
来年度において、SBI ファーマがアドバイザーとして参画。より強固は研究開発体制を構築するこ
とができた。

(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
元々5ALA の承認後に装置の販売開始を

薬事申請

リンパ節で未承認の 5ALA の使用を前提
にする販売は薬事法違反になるのでは

行う予定であったので特別な対応は行って
いないが、より円滑な事業推進の為、来年
度以降 SBI ファーマもアドバイザーとして
参画する体制を整えた。

知財対応

なし

なし
技術・評価面
なし

その他事業
化全般

なし

1.8.3 （参考）採択条件への対応状況
指摘事項

対応

SBI ファーマをコンソーシアムメンバーまたはア

2015 年度事業において、SBI ファーマはアドバイザ

ドバイザーとして参加させること

ーとして参画することで合意した。
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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
①マーケティング機

具体的な内容
１．マーケティング機の製作

の製作及びサンプル

H26 年度に設計・評価したマーケティング機について医療機器登録を実施し、

ホルダーの設計・製作

医療機器として部材収集、組み立てを実施する。より具体的にいうと、マーケテ
ィング機の主な構成材料として、光学系、機構系、外装、電装、電子基板、電子
デバイス、その他定格銘板等の雑品があげられる。これらを手配し、組み立て、
検査実施の後、梱包して協力機関へ輸送する
２．臨床結果フィードバックによるサンプルホルダーの改良
昨年度実施した第一回研究開発委員会にてアドバイザー（外科医）よりサンプ
ルホルダーの操作性及び検査部の汚染防止策に関する意見を頂いた。また昨年度
はリンパ節の固定に樹脂ニードルを用いた試作品を製作したが、検査後のリンパ
節に微細穴が生じ検体破損となるため、病理医より検体を破損させない固定方法
が望ましいとの意見を頂いた。上記を含め、臨床に望まれるサンプルホルダーと
すべく臨床での意見を基に改良を行う。
（１）サンプルホルダーの改良
昨年度リンパ節固定方法において樹脂ニードルに変わる機構として格子ブ
ロックタイプの検討を開始した。本年度はリンパ節固定性能と検体未破損を両
立させる機構への改良を実施する。


昨年度の試作品による課題検証評価（構造・形状・リンパ節固定機能・蛍
光イメージングへの影響確認）



製品設計及び試作金型の入れ子新作、修正



試作品の製作及び評価



リンパ節固定機能・検体破損の有無・蛍光イメージングへの影響評価

（２）使用法説明及び検査部保護機能を備えた 2 次包装の開発
サンプルホルダーを検査装置に装填する直前まで検査部を保護し、且つ適正な
使用方法に誘導可能な機構及び使用法説明が施された 2 次包装を開発する。


機構設計検討（シェルパック・使用法説明ラベル等）



モック（モデル）製作による操作性評価



シェルパック及びラベルの試作（外注）



試作品による使用性評価

３．量産を踏まえた成形システムの妥当性確認及び組立方法検討
蛍光イメージングに影響の高い自家蛍光発色、光透過性、透過画像精度につい
ては本体成形時の安定性が重要となる。量産を踏まえ連続成形時における品質の
安定化を図る。使用原料の前処理・過疎化溶融・射出速度・射出圧力・成形歪・
冷却固化・離型までの工程を自動運転にて操作し、各工程の変動要素と品質影響
についての検証を行う。また、組立工程におけるサンプルホルダーの汚染影響に
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ついても検証を行い適切な組立方法を検討する。

②医療施設での臨床
研究の実施



各パーツ用取出チャックの設計・製作



サンプルホルダーの試作・各工程データの検証・品質評価（形状・性状）



組立検証用テストベンチ及び冶具の設計・製作



組立テスト及び評価

製作したマーケティング機を用いてまずは京都府立医科大学で臨床評価を進
め、その結果を受け、10 施設(大学二診療科含む)での臨床評価を順次実施するこ
とを目標とする。評価検体数は最大で消化器 80 症例、乳腺 130 症例のデータを
収集し、診断アルゴリズム確立の材料とする。また、現場での使い勝手に関する
意見を並行して収集する。なお、評価実施に当たっては大成化工（株）、ウシオ
電機（株）が手術現場において本システム運用のフォローを行う。特に運用開始
初期は様々なトラブルが予想される為、医療施設へ常駐する形で医師へのトレー
ニングやサポートを行う。

③データの解析、設計
へのフィードバック

臨床評価にて得られたデータを元に診断アルゴリズムを改良する。基本となる
アルゴリズムに加え、より正診率の高くなる画像処理を導入することで最終的に
95%の正診率を目指す。データ解析にあたり、データの抽出や統計的解釈につい
ては生物統計学の専門家にコンサルティングを依頼する。また、装置（ハード・
ソフト含む）
、サンプルホルダー（二次包装含む）に対するユーザー意見を設計
にフィードバックする。

④マーケティング・市
場調査

１．国内外の代理店、商社等の候補先調査
国内に関して標準的に手術室で使用するという想定から、販社は外科、特に手
術室に強い販売会社をターゲットして考えている。今年度はより詳細な調査を行
い、アプローチ候補先を選定、決定を目指す。
現時点での海外販売はウシオ電機現地法人での販売を優先的に検討している
が、販売最適化のために、海外現地法人以外の国内外の代理店・商社等を含めた
効率的な販路の確立を目指すため調査を行う。また、コンサルタントを介して、
ターゲットをした国々の商習慣・法規制等の調査を行う。
２．海外の市場調査、販売国の候補選定
海外（特に EU・米国・中国などの市場規模の調査・医療規制、輸出規制、薬
事法、医療事情、ニーズ等）を総合的に検討し、販売対象国の優先順位を決定す
る。その際、コンサルタント等と相談し、情報収集を 26 年度に引き続き行う。
SBI ファーマがすでに進出している地域なども勘案しながら展開を協議してい
く。

⑤薬事対応

１．国内外の薬事調査
国内における量産機の薬事申請に関しては医薬品と装置でのコンバインでの
承認は不可能なことから、診断方法での保険収載へ展開が可能かを確認、調査す
る。また、その際、機器を薬事申請する際のクラス分類などは製造販売業を担う
に当たり、非常に重要な要素なのでこちらも調査を行う。
上記の件に関して、薬事コンサルティング会社等で相談、コンサルティングを
行い、最終的に PMDA 等関係機関にて相談を行う。海外に関しては EU などを中
心にコンバインプロダクトとして薬事上、販売可能かをコンサルティングおよび
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関係機関に確認、調査を行う。
また、マーケティング部門が決定した販売優先順位候補国に対してのクラス分
類、一般的名称、類似製品等調査を行うにあたっては、必要に応じて国内・海外
の薬事コンサルタントを活用する。特に、米国・欧州の医療機器規制は国際的に
基準とされている為、重点的に調査を行うが、製薬メーカーである SBI ファーマ
の既進出地域の調査も併せて行う。また、国内では海外での薬事関連の情報収集
が困難な為、コンサルタントや当局、現地代理人等を活用する。
２．SBI ファーマとの共同開発体制の強化
５-ALA（アミノレブリン酸塩酸）の製造・販売メーカーである SBI ファーマ
とウシオ電機は 2014 年 1 月に共同開発契約を締結し、二社間の協力体制を構築
した。今年度より本事業のアドバイザーとして開発体制に参画する。今後、情報
共有をより強化しつつ、臨床評価（テストマーケティング）を共同で進め、販売
体制および治験への枠組を構築し、早期の薬事申請および医薬品の適応拡大を目
指す。
⑥事業の管理・運営

１．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、
個別研究テーマの進捗状況の把握及び財産管理等のプロジェクト全体の事業の
運営及び管理を実施する。
２．委託期間中に３回の委員会を開催し（６月、１０月、１月を予定）、専門家
（アドバイザー）の意見・コメントを参考に研究の進捗・方向性に関してプロジ
ェクト構成員で検討を行う。

(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



量産機に向けた薬事申請手続および治験などを PMDA へ調査・確認を行う。

知財対応



今年度 5 つの特許を出願済みであるが、来年度以降も更に周辺特許を出願し、他社参
入障壁を上げる。

技術・評価面

その他事業



使い勝手の良いサンプルホルダーのデザインを決定する。



サンプルホルダーの生産技術を確立する。



執刀医の正診率が最も高くなる画像処理方法・表示方法を決定する。



装置の使い勝手に関する現場の意見を収集し、設計に反映する。



SBI ファーマと臨床評価等の協力体制を確立する。

化全般
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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

市場

基本
戦略

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。
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）。
対象となる患者が明確になっていますか。
対象となる疾病・診療科等が明確になっていますか。
当該製品の業界特性は把握できていますか。
市場規模（導入・普及台数）は明確になっていますか。
SWOT分析は十分に行っていますか。
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。
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。

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。
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。
コア技術の開発戦略は明確になっていますか。
どのような効果があるか明確になっていますか。
開発
既存手段に比べた違いが明確になっていますか。
戦略
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。
既存手段に比べた違いが明確になっていますか。
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。、
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）。
ビジネスモデルに対応した業許可を持っていますか。
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。
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。
臨床試験の必要性の有無が明確になっていますか。
薬事
PMDAとの調整が進んでいますか。
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。
製品の利用方法が明確になっていますか。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
知的
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。
財産
必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。
意匠等の他の産業財産権について検討していますか。
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。
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。
販売チャネルは明確になっていますか。
当該製品の供給（生産、物流）体制は明確になっていますか。
販売・
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。
物流
QMS等の品質保証体制が明確になっていますか。
広報・普及計画は明確になっていますか。
想定価格は顧客が感じる価値に見合ったものですか。
事業 製造原価（あるいは提供コスト）は明確になっていますか。
収支 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。
十分な収益性が得られることが明確になっていますか。
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。
その他 海外に対する戦略は明確になっていますか。
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
○十分
○十分
○十分
○十分
△一部
○十分
○十分
○十分
△一部
△一部
○十分
△一部
○十分
○十分
○十分
△一部
○十分
×不十分
△一部
△一部
△一部
×不十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
△一部
△一部
○十分
○十分
△一部
△一部
△一部
△一部
△一部
△一部
△一部
○十分

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
装置開発のフェーズなので、特に大きな問題点はなかったが、5-ALA の取り扱いや世界的な動向に関
して、製薬メーカーとの関係をより強くしても良かった。来期は、SBI ファーマをアドバイザーに入れた
上でコンサルタント的な立場で参画してもらうことで合意した。
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(2) 事業の進め方
3 者で毎月進捗確認解を開催し、課題や問題点、進め方を共有して進めている。またそれ以外にも必要
に応じて個別の打ち合わせを行ったり、臨床の件ではアドバイザーの先生にもヒアリングしており、進
め方は特に問題ないと考えている。来期は製薬メーカーも参画することになり、さらに強力に進められ
ると考えている。
(3) その他
実際にいつ委託契約が締結されるのか、いつからお金が使えるのかがはっきりしなかったことにより、
特に年度初めに少し停滞した。来年度は契約時期などについて指針が示されているので問題はないと考
えている。

1.11 事業に関する連絡窓口
特定非営利法人 近畿バイオインダストリー振興会議
〒550-0004 大阪市西区靭本町１丁目７番１８号
電話: 06-6459-6795 / FAX: 06-6447-7011
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