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1. 事業の概要 

慢性腎臓病対策として早期診断は有効であり、特に、海外では、先進・高額医療へのアクセスが容易

ではないため、費用対効果に優れた簡易検査により重症化を防止することが政策的要請となっている。 

本事業では、既に国内で保険収載を完了している尿中 L-FABP 腎疾患診断薬の簡易型診断キットを開

発し、国内市場に先行して、欧州・アジア地域に展開する。このような簡易型診断法は、大手検査セン

ターや大病院の中央検査室における多検体自動分析装置の充実している国内よりも、開業医における総

合診療体制の進んでいる欧州や、医療アクセスの脆弱なアジア地域において臨床開発を先行させること

で、早期の市場展開が見込める。 

 
費用対効果の高い治療導入を目指した簡易型腎疾患診断機器の開発・海外展開

日本発！！世界で使える簡易型腎疾患診断機器
シミックホールディングス株式会社・トラストメディカル株式会社・サイトラインソリューションズ株式会社

順天堂大学・日本腎臓病学会・Viet Duc University Hospital
・Central Manchester University Hospitals NHS Foundation Trust

H26-001

地理的・経済的格差のない診断方法を目指して

腎臓病のハイリスク患者の早期診断が困難である

 世界的な糖尿病患者の増大により、欧米・アジアともに2
次疾患である腎症の早期診断が急務である。ICUの手術
中・後で発症した急性腎障害 患者の予後は悪く、死亡
率は40～50％ともいわれている。先進・高額医療へのア
クセスが容易ではない国においては、費用対効果に優れ
た簡易検査により重症化防止することが政策的要請と
なっている。

 腎疾患のバイオマーカーである尿中L-FABPを約
15分という短時間で定量・半定量測定できる。尿
検査という非侵襲的方法により短時間で安価に、
腎疾患リスクを判別でき、遠隔地や在宅での疾患
管理・モニタリングができる。

Class Ⅰ
Class Ⅱ

従来の検査

簡易型診断キット

平成28（2016）年1月時点

 バイオ開発力・安価な光学系利用技術・画像処理
アルゴリズム開発力・最先端のIT技術などを持ち
合わせており、これらの技術を組合わせた医療機
器の開発が可能である。

ELISA製品

検査センターで一括測定
測定時間は3～4時間程度
キットや測定に使用する

マイクロプレートリーダーの
価格は非常に高額である。

医療データ
転送システムで
データの管理・分析

イムノクロマトキットと判定量機
1キットから測定可能。測定時
間は15分程度。誰でも簡単に

安価に検査が出来る。

トラストメディカル：様々な技術を組合わせた機器開発

スマホアプリ
で健康管理
データ送信

 
 

 

販売：欧州REP 

Distributor

体制構築済

申請

医療機関

ベトナム：Viet Duc 
University Hospital
• 海外臨床エビデンス構築

PMDA
CE認証機関

承認

認証

顧客
欧州：ICU、移植、

GP、在宅

アジア：糖尿病
領域

研究機関

順天堂大学（腎臓
内科）他4大学

• 日越共同研修委員会

• 腎疾患治療・健尿システムの
技術移管

製造企業

トラストメディカル株式会社
医薬品製造業［28AZ200055］

第3種医療機器製造販売業［28B3X10016］
医療機器製造業［28BZ200090］

• 試作品（イムノクロマトキット・前処理用
スポイト）製造

• 量産キットGMP（ISO13485）製造
• インテリジェント撮像装置設計・製造

平成28（2016）年1月時点

SL

委託事業実施体制

• 国際腎臓学会
• 日本腎臓学会

中

企業

株式会社サイトライン・
ソリューションズ

• 医療データ転送インターフェイス開発
• 医療用通信データベース開発

製販企業
第一種製造販売業[13A2X10010]
第二種製造販売業[13A2X10018]

シミックホールディングス
(株)

• 市場調査
• 知財管理
• 診断キット臨床開発
• 薬事申請
• 品質保証

事業管理機関

Supported as 

Sister Renal 

Center Program

PL

海外企業

外注
・安価なイムノクロマト

半定量キット設計

医療機関

外注
英国：Central 
Manchester 

University Hospitals 
NHS Foundation 

Trust

・性能評価試験
（Performance 

Evaluation）
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1.1 事業の目的 

慢性腎臓病（Chronic Kidney Disease:CKD）の多くは透析に至る長期戦を強いられる。ハイリスク患

者を既存の検査項目において効率的に早期診断することは難しく、多くの場合治療介入が手遅れとなっ

ており、腎症の早期診断を実現することが急務である。特に、海外では、先進・高額医療へのアクセス

が容易ではないため、費用対効果に優れた簡易検査により重症化を防止することが政策的要請となって

いる。 

また、集中治療室（Intensive Care Unit:ICU）の手術中・後で発症した急性腎障害（Acute Kidney 

Injury:AKI）の予後は悪く、死亡率は 40～50％ともいわれている。糖尿病、高血圧、肥満などは CKD進

行リスクであり、また CKD自体が AKI重症化のリスクでもあることから、治療介入や予防が可能なタイ

ミングでより早期に腎疾患リスクの判別をすることが課題となっている。 

結果として、CKD領域では、以下のようなことが指摘されている。 

①透析導入患者数を減らすため、より早期からの治療介入が必要であり、透析直前になるまで自覚症

状に乏しい腎機能低下をより早期の段階で判別できるバイオマーカーが欲しい。 

②なるべく安価で、非侵襲的で患者負担の少ない検査方法が望ましい。 

③腎移植手術後の経過モニタリングに使用できる腎機能バイオマーカーが欲しい。 

また、AKI領域では、以下のようなことが指摘されている。 

①高齢者や CKD患者では、CT，MRIなどの検査や血管手術時に用いる造影剤による AKIのリスクが高

いが、術前にリスク判別するための有力な診断薬が定まっておらず、AKI発症時には手遅れとなり

死亡率も高い。 

②手術前に AKI発症リスクが予測できる指標（バイオマーカー）が欲しい。 

以上を解決するために、本事業では、既に国内で保険収載を完了している尿中 L-FABP腎疾患診断薬の

簡易型診断キットを開発する。尿中 L-FABP（L型脂肪酸結合蛋白）は、国内ですでに体外診断薬承認

（2010）・保険収載（2011）・国内外の学会ガイドラインにも掲載（2012，2013）された日本発の尿中バ

イオマーカーである。現状の ELISA法（ヒト L-FABPに対する異なる 2種類のモノクローナル抗体を用い、

96 穴イムノプレート上でサンドイッチして検出するよう設計された定量測定法）と比較し、迅速かつ安

価な診断が実現すれば、身体的・経済的にも負担が軽く普及しやすいことから、多くの国での腎疾患診

断補助に貢献し、ひいては患者の予後向上、医療費抑制にもつながる可能性がある。 

このような、POC（point of care）＝簡易型診断法は、大手検査センターや大病院の中央検査室にお

ける多検体自動分析装置の充実している国内よりも、開業医における総合診療体制の進んでいる欧州や、

医療アクセスの脆弱なアジア地域において臨床開発を先行させることで、早期の市場展開が見込めると

考えられる。 

そこで具体的には、 

①欧州展開に適した簡易型イムノクロマトキットとデータ転送可能な一体型リーダー（インテリジェ

ント撮像装置）を開発する。CKD領域では移植後患者の在宅モニタリングによる腎障害管理、AKI

領域では ICUにおける連続測定を可能にするデータ転送システムにより測定値の推移をベッドサ

イドモニターに表示させることを目指す。 

②アジアなどの医療アクセス困難地域への展開を図るために、安価なイムノクロマト半定量キット

（従来の簡易型イムノクロマトキットが陰性・陽性判別による定性法であるのに対し、本キットは、

抗体感作微粒子の凝集を経時的に検出し、アルゴリズムを用いて半定量可能にしたデバイス）を開

発するとともに、非侵襲的な尿検査による腎疾患管理ができるよう検尿制度の意義を啓蒙し、環境

整備を促進する。具体的には、ベトナムでは高額医療である透析導入を減らすべく腎疾患予防が重

視されているため、日本腎臓学会と連携して検尿イベントを実施し、健診データベースの構築、ハ

イリスク患者スクリーニングに適した安価なイムノクロマト半定量キットを開発し、普及を図る。

以上のようなプラットフォームを用いて収集した CKD関連情報、および過去に日本腎臓学会・厚労

省研究班等にて収集されたデータを用いて、CKD予後予測が可能な CKD関連疾病管理システムを構

築し、これを高リスク対象者が利用できるよう、スマートフォン・アプリケーション・ソフトウェ

アとして開発し、配布を行う。また、各国の医療環境を鑑みて、各国に適したローカライズを行い、

製品版の完成を目指す。 

 

この事業によって最終的に得られうる成果物は以下表のとおりである。 
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担当会社 完成予定の成果物 対象市場* 

シミックホールディングス

株式会社 

簡易型イムノクロマトキット ベトナム・欧州市場向け 

トラストメディカル株式会

社 

インテリジェント撮像装置 欧州・国内市場向け 

シミックホールディングス

株式会社 

安価なイムノクロマト半定量キ

ット 

ベトナム向け 

株式会社サイトライン・ソ

リューションズ 

健診データベースに基づくデー

タマイニングの手法を用いた疾

病管理システム 

ベトナム・欧州・国内市場向け 

 

* 対象市場については平成 27年度に実施する実施内容に関して関連の深い市場を挙げている。米国

をはじめ、欧州の他国、アジアのベトナム以外の地域についても将来的に対象範囲として設定す

る予定である。 

欧州市場、ベトナム市場、国内市場の上市を目指す。 

 

1.2 事業の実施体制 

事業管理機関：シミックホールディングス株式会社 

PL： 菅谷 健（シミックホールディングス株式会社） 

SL： 児玉 崇（トラストメディカル株式会社） 
共同体： ①トラストメディカル株式会社 

②Viet Duc University Hospital 

  ③学校法人順天堂 順天堂大学医学部附属順天堂医院 

  ④一般社団法人日本腎臓学会 

  ⑤株式会社サイトライン・ソリューションズ 

  ⑥Central Manchester University Hospitals NHS Foundation Trust 
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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 1】 

機器等の種類 医療機器 クラス分類 

欧州：Others ;  

Self-Declaration IVD MD 

国内：クラスⅡ 

製品名 

L-FABP Point of Care Kit（欧

州 IVD として CE mark 認証取

得予定、欧州商標登録：

Renischem L-FABP POC） 

分類名称（一般的名称） 

欧 州 ： Fatty acid binding 

protein (FABP) IVD, kit 

国内：レナプロ L-FABP テスト

POC 

対象疾患 腎疾患 届出／認証／承認 国内：認証/欧州：自己宣言 

想定される販売先 欧州・アジア 新／改良／後発 新 

使用目的又は効果 

急性腎障害（AKI）に対してはベッドサイドや救急医療現場において、慢性腎疾患（CKD）に

対しては一般医療従事者やホームケア領域において尿細管障害を伴う腎疾患の診断目的に

使用可能。自覚症状の乏しい腎疾患に対し、尿中 L-FABP は血清クレアチニンよりも鋭敏に

腎機能変化を反映するため、従来指標に比して非侵襲的に早期診断が可能となる。 

薬事申請予定者 
シミックホールディングス株

式会社 

体外診断薬製造販売業許

可 
13E1X80018 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 
トラストメディカル株式会社 

体外診断薬用医薬品製造

業許可 
28EZ280081 

【機器 2】 

機器等の種類 医療機器 クラス分類 
欧州：Others  

国内：クラスⅠ 

製品名 
インテリジェント撮像装置

（データ管理・分析システム） 
分類名称（一般的名称） 

イムノクロマトキット専用読取

装置 

対象疾患 腎疾患 届出／認証／承認 国内：届出/欧州：CE自己宣言 

想定される販売先 欧州・アジア 新／改良／後発 新 

使用目的又は効果 

ICU などでの使用を想定し、患者ごとの経時的な L-FABP 値をグラフ表示させることによ

り、腎機能を鋭敏にモニタリングできる。薬剤性腎毒性などを血清クレアチニン上昇よりも

早期に検出することが可能となり、急性腎障害の管理・発症予防に役立つ。 

薬事申請予定者 シミック株式会社 
第一種医療機器製造販売

業許可 
13B1X10146 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

トラストメディカル株式会社 

 

第一種医療機器製造販売

業許可 
28BZ200090 

【機器 3】 
機器等の種類 医療機器 クラス分類 欧州：Others 国内：クラスⅠ 

製品名 
安価な L-FABP 専用半定量キ

ット 
分類名称（一般的名称） 

イムノクロマトキット専用読取

装置 

対象疾患 腎疾患 届出／認証／承認 届出 

想定される販売先 アジア（日本含む） 新／改良／後発 新 

使用目的又は効果 

医療アクセスが不十分、かつ薬剤性腎障害の多発するアジア地域をターゲットとした、安価

な半定量キット。リーダー部品含め使いきりのため、メンテナンスフリーで一定の機器精度

を維持して供給が可能。検尿体制がない地域の住民健診にも腎疾患スクリーニングとして有

用。 

薬事申請予定者 シミック株式会社 
第一種医療機器製造販売

業許可 
13B1X10146 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 
トラストメディカル株式会社 

第一種医療機器製造販売

業許可 
28BZ200090 
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【機器 4】 
機器等の種類 非医療機器 クラス分類  

製品名 CKDセルフケアシステム  分類名称（一般的名称）  

対象疾患 腎疾患 届出／認証／承認  

想定される販売先 欧州・アジア（日本含む） 新／改良／後発  

使用目的又は効果 

日本腎臓学会の CKDガイドラインにも掲載され腎疾患進行の予測精度が高いことが知られる

薬事保険収載済みバイオマーカーL-FABPが追加された CKDセルフケアシステム。アジアで急

増する糖尿病・高血圧・脂質異常症などをリスク因子とする CKD進行の予防に役立つスマー

トフォン向けアプリである。 

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 

株式会社サイトライン・ソリ

ューションズ 
医療機器製造業許可  

 2) 医療機器等のターゲット市場 

【機器 1】L-FABP Point of Care Kit 
 国内市場 海外市場 

  仏・独・英 （欧州主要 3ヵ国） 

薬事申請時期 非公開 非公開 

上市時期 非公開 非公開 

想定売上（上市後 3年目） 0億円／年（平成 32（2020）年時点） 2.1億円／年（平成 31（2019）年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 0億円／年（平成 32（2020）年時点） 42億円／年（平成 31（2019）年時点） 

想定シェア（上市後 3年目） 0％（平成 32（2020）年時点） 0.5％（平成 31（2019）年時点） 

（市場規模は、競合品も含めた市場全体） 

 

【機器 2】インテリジェント撮像装置（データ管理・分析システム） 
 国内市場 海外市場 

  仏・独・英 （欧州主要 3ヵ国） 

薬事申請時期 非公開 非公開 

上市時期 非公開 非公開 

想定売上（上市後 3年目） 0億円／年（平成 32（2020）年時点） 1.38億円／年（平成 31（2019）年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 0億円／年（平成 32（2020）年時点） 27億円／年（平成 31（2019）年時点） 

想定シェア（上市後 3年目） 0％（平成 32（2020）年時点） 5％（平成 31（2019）年時点） 

（市場規模は、競合品も含めた市場全体） 

 

※アジアはマーケット調査段階であるため今回の試算には含めていない。 

※事業開始時には IVDD により CE マークを取得する予定であった。しかし、平成 28 年半ばに欧州指令

改正が予定されており、IVDR により CE マークを取得する予定となった。 

※【機器 3】アジア（ベトナムを含む）向けに開発中の安価な半定量キットはマーケット調査段階である

ため今回の試算には含めていない。 

※【機器 4】CKD セルフケアシステムはマーケット調査段階であるため今回の試算には含めていない。 
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3) 事業化する医療機器の概観・特長 

【機器 1】L-FABP Point of Care Kit 

 

          

The L-FABP concentration range is determined by comparing the color intensity of the Test Line 

with the color blocks of the reference card (see above). It is recommended to use the respective 

reference card supplied with the kit. After the assessment, tick the box next to the applicable 

concentration range number based on the color range compared between the reference card and the 

viewing area of the examined Test Cassette. 

L-FABP Point of Care Kit(商標登録済みシリーズ商品名：Renischem L-FABP POC kit)は、アルミパウ

チキット１包に、Test Cassette、前処理液凍結乾燥済み Pretreatment Micro Tube、dropper、乾燥剤が

密封されている。販売形態は 1箱にキット 10包、色調票(Reference Card) 10枚、製品使用説明書(IFU) 

1枚が含まれる。今年度、研究用試薬としてバングラデシュの製薬会社に試験販売中である。 

 

 
 

 

【機器 2】インテリジェント撮像装置（データ管理・分析システム） 

 

タブレット組み込み型のイムノクロマトリーダーにより、L-FABP POC kitのテストラインを撮像し、読

み取りデータを精度良く処理するアルゴリズムと、経時的な L-FABP測定値を LCD画面にグラフ表示させ

るインターフェースを搭載するインテリジェント撮像装置。内蔵するモニタリングデータ管理・分析シ

ステムは、特に ICUなどのプロフェッショナルユースを想定。 

 

 

【機器 3】安価な L-FABP専用半定量キット 

欧米先進医療向けのインテリジェント撮像装置とは別のマーケット向け製品として、医療アクセスが不

十分、かつ薬剤性腎障害の多発するアジア地域をターゲットとした、安価な半定量キット。(米国では、

リーダー部品含め使いきり、10 回測定用 30 米ドルの排卵尿検査キットがすでに製品化されている) 

 

【機器 4】CKDセルフケアシステム（スマートフォン・アプリ） 

 

医療保険制度が整っていない多くのアジア諸国では、健診データのフィードバックが十分になされてい

医療データ転送システム
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ないことが住民意識調査にて明らかとなった。日本には KDB（国保データベース）はじめ、大規模コホ

ートの臨床データを用いたデータマイニングの手法によるヘルスケアサービスが開始されているが、慢

性腎疾患（CKD）に関する疾病予測システムは未だ成功していない。本 CKD セルフケアシステムは、

日本腎臓学会の CKD ガイドラインにも掲載され腎疾患進行の予測精度が高いことが知られる薬事保険

収載済みバイオマーカーL-FABP を追加分析することにより、アジアで急増する糖尿病・高血圧・脂質

異常症などをリスク因子とする CKD 進行の予防に役立つスマートフォン向けアプリである。英語版の完

成後、ベトナム語版をリリースする。 

 

(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 

・ドイツ、フランス、英国の臨床医および各地域のかかりつけ医 

・ドイツ、フランス、英国の腎疾患患者（在宅ケア） 

・ベトナム、その他アジア地域の臨床医 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

本製品のような尿項目に関する簡易型診断キットへの需要は海外市場のほうが国内市場に比べて大

変高いことが当社が行った市場調査によって明らかになった（次ページ図参照）。欧州 Big5（ドイツ、

フランス、イギリス、スペイン、イタリア）のうち、特に需要の多いドイツ、フランス、イギリスを

優先的に展開したいと考えており、3 カ国への展開後に残りの 2 カ国及び周辺諸国についても展開を進

める。次ページ表に記載のとおり、欧州主要国の糖尿病患者、急性腎障害発症リスクのある患者、腎

移植をうけた患者に適用する場合、上市後 3 年で見込まれる市場性は約 41 億円程度（市場規模は、競

合品も含めた市場全体）と考えられる。主要な適用例に当てはまる患者数に予想される使用頻度と 1

テストあたりの価格を乗じて上市後 3 年の段階での見込み額を算出した（次ページ表参照）。糖尿病性

腎症領域で欧州主要国を対象として約 24 億円、心臓血管手術前後の腎機能モニタリングとして約 14

億、腎移植後モニタリング用途として約 2.3 億円を見込んでおり、内、EU における腎移植、ベトナム

など新興国での糖尿病患者を対象にした尿検査に関しては新規創出領域として期待できる。1 テストあ

たりの価格はアジア地域などについては 500 円/1 テスト程度に収めることを想定している。 
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○ EU 諸国における POC キットの需要 

 
 

○ 想定される適用領域の例と対象患者数および上市後 3 年で見込まれる市場規模予測 

 

 

 

  

欧州の Point of 

Care 型キットの

市場占有率は

35%,55%は米国

であり、残りの

10%が日本を含

むアジア地域お

よびその他の地

域である。尿検査

項目の POC 型キ

ットの割合は大

体 7%程度である

といわれている。 
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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 

①競合企業は急性領域における AKI 診断のバイオマーカーとしての優位性を謳う欧州メーカーである。 

②競合商品は NGAL、Triage をはじめとした AKI 診断用バイオマーカーである。 

③欧州市場においては競合企業が先行しており、非常に積極的な販促活動をしているため、発生メカ

ニズムの違いや L-FABP バイオマーカーの AKI 診断以外の臨床的有用性が見落とされ、単純に性能

比較をされてしまう可能性がある。打開策としては市場本格参入にあたっては競合企業では供給で

きない特徴をもつ疾患をいくつか特定し、適切な販促方法で確実に市場を獲得していく必要がある。

下記 SWOT 分析で示される T(Threat)、W(Weakness)に記載の事項が市場獲得のためにクリアした

い障壁である 

 

○○○ 

 

 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競合商品は主に AKI 診断を主にして展開されている。L-FABP バイオマーカーは AKI 診断にはもち

ろんのこと、CKD をはじめとした慢性疾患にも有効である。CKD における臨床有用性を示すため

には AKI における有用性の証明と比較して、より長期にわたるフォローアップ研究が必要となるが、

L-FABP に関しては次ページ表に示すとおりいくつもの長期間フォローアップ研究が完了しており、

それぞれにおいて L-FABP の臨床有用性が証明されているので他社に比べて大変有利であり、差別

化できるポイントだといえる。 

 

②独自に行ったフランス、イギリス、ドイツの ICU ベッド数から予想される AKI 診断対象患者数分析

結果によると、最大で約 765,000 人が AKI 診断対象の患者になると思われる。独自の文献調査結果
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によれば、競合製品は AKI 診断には特化しているものの、CKD 診断領域には遅れをとっており、下

図に示すような大規模かつ長期的なスタディでの臨床的有用性の証明が説得力に欠けている点が見

受けられる。本 L-FABP 事業は最大で上記約 76 万人の市場についても対応できることに加え、競合

他社の参入が難しいCKD診断領域についても対応ができる点でかなり優位性があるといえる。CKD

診断、モニタリング用途で L-FABP を使用する場合、例えば 3 ヶ月に一度測定をし経過観察をする、

といった長期使用が考えられ、見込まれる使用頻度の点でも AKI 診断のみに特化している他社製品

より優位にあるといえる。 

 

○ L-FABP バイオマーカーによる糖尿病および糖尿病性腎症関連の長期フォローアップ研究実績 

 
 

○ 欧州主要 3 カ国における ICU ベッド数から予測する AKI 診断対象患者数 
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○ 競合製品対象領域と本製品対象領域市場規模比較（上市後 3 年～） 

 

 

 

 

  

NGAL 

L-FABP 

L-FABP 

L-FABP 
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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 H32（2020）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

試作機開発・改良 計画

実績

試作機開発・改良 計画

実績

試作機開発・改良 計画

実績

試作機開発・改良 計画

実績

量産機開発 計画

実績

量産機開発 計画

実績

量産機開発 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

スケジュール変更理由

事業の実施内容

自主事業の内容

【製品名】
安価なイムノクロマト半
定量キット

【製品名】
簡易型イムノクロマト
キット

【製品名】
インテリジェント撮像装
置

【製品名】
データマイニングの手
法を用いた疾病管理シ
ステム

【製品名】
簡易型イムノクロマト
キット

【製品名】
インテリジェント撮像装
置

【製品名】
安価なイムノクロマト半
定量キット

【製品名】
データマイニングの手
法を用いた疾病管理シ
ステム

・　安価なイムノクロマト半定量キットの設計
が予定よりも早く終了したため、試作品開発
の段階に入るとともに、簡易型イムノクロマト
キット試作品との相互評価の段階に入る。
・　簡易型イムノクロマトキット試作品の評価
に使用する乾燥機購入が外注することで不要
となり、製造設備の見直しを行なった。

・　簡易型イムノクロマトキットは、長期安定性
試験のみ薬事申請後も継続すること、また、
量産機開発は2016年1月末まで量産検証を
継続することは前回9月報告時点と同様であ
り、引き続き計画どおり実施中である。当初よ
り予定の国内上市時期への影響はない見込
みである。（実績覧の矢印を変更した理由
は、前回9月報告時点と今回の現時点として
報告時点が異なるためである。）

・　インテリジェント撮像装置の試作機開発
は、引き続き計画どおり実施中である。
（実績覧の矢印を変更した理由は、前回9月
報告時点と今回の現時点として報告時点が
異なるためである。）

・　知財対応は、前回9月の伴走コンサルにお
けるアドバイスにより、模倣品防止のための
POCカセットデザインに関する出願の重要性
を確認した。これに伴い、実施例を取得し、出
願書類を準備中であるため。

事業開始時にはIVDD（InVitro
Diagnostic Medical Device
Directive）によりCEマークを取得する
予定であった。
しかし、平成28年半ばに欧州指令改
正が予定されておりIVDR（InVitro
Diagnostic Medical Device
Regulations）によりCEマークを取得す
ることになる。

【開発】簡易型イムノクロマトキット長期安定性
試験開始。
【薬事】Community based study実施可能性
の事前調査（ベトナム）在越日本大使館、
JICA保険医療担当者との面談。ハノイ検査ラ
ボの視察。
【知財】特許事務所選定（9月まで）。
【販売】市場調査会社の選定。海外業務要員
の採用（9月まで）。

【開発】日本国内のクラスII申請用臨床評価
【薬事】台湾における臨床評価の可能性検
討。
【知財】Pharmaco-diagnosis特許に関する出
願可能性検討。
【販売】フランス、ドイツ以外の欧州3カ国目に
ついて販社の追加開拓。

【開発】日本国内のクラスII申請データ準備。
【薬事】オランダにおける臨床評価の可能性
検討。
【販売】フランス、ドイツ以外の欧州4カ国目に
ついて販社の追加開拓。

【薬事】日本国内におけるクラスII申
請。
【販売】日本国内における販売体制構
築。

【薬事】ベトナム以外のアジア2カ国目
について申請準備。

【販売】ベトナム以外のアジア2カ国目
について販社の追加開拓。

【販売】本事業の大手診断薬会社に
対する提携検討。

【開発】簡易型イムノクロマトキット、インテリ
ジェント撮像装置の開発、試作品製造、量産
化計画実施。医療データ管理分析システム
試作開発。
【薬事】体制づくり、臨床試験準備および体制
構築、パイロット試験（ベトナムにおける検尿
イベント）、承認申請システムの調査（ベトナ
ム）
【知財】特許調査実施
【販売】市場性評価実施（ベトナム、イギリス）

【開発】簡易型イムノクロマトキットおよびイン
テリジェント撮像装置について量産化計画実
施、試作品改良、処方確定。医療データ管理
分析システム開発、改良検討。
【薬事】臨床性能評価試験準備、実施（イギリ
ス）
【知財】「糖尿病性腎症パネル」および「薬剤
性腎障害パネル」に関して特許出願準備、出
願。
【販売】市場性評価実施、販売代理店候補選
定および交渉、契約（フランス、ドイツ）

【開発】臨床現場での評価をうけたうえでの改
良、量産化実施。医療データ管理分析システ
ム改良、量産化計画実施。
【薬事】欧州CE認証テクニカルファイル作成、
申請書類提出、フランス当局への登録、上
市。
【販売】販売代理店との契約交渉完了、販促
計画の立案およびアフターサービス体制の構
築、上市（フランス、ドイツ）。

【薬事】臨床試験（ベトナム）実施、
データ分析。当局への申請準備。
【販売】販売代理店候補選定および交
渉・契約締結（イギリス）

【薬事】臨床試験結果分析および申請
書類準備、申請（ベトナム）
【販売】販売代理店候補選定および交
渉・契約締結（ベトナム）。販売代理店
との契約交渉完了、販促計画の立案
およびアフターサービス体制の構築、
上市（イギリス）

【薬事】当局への申請、承認（ベトナ
ム）
【販売】販売代理店との契約交渉完
了、販促計画の立案およびアフター
サービス体制の構築、上市

試作品開発（一次） 試作品開発（二次・最終）仕様検討

安全性・耐久性検討

試作品開発（一次） 試作品開発（二次・最終）仕様検討

安全性・耐久性検討

設計

データーベース構築 機械学習による診断システム

感度・特異度・交差性。妨害物質・相関性・熱劣化特性の評価

医療データ管理分析管理システム

製造ライン設計・検証

量産試作

量産試作

製造ライン設計・検証

量産試作

製造ライン設計・検証

配布版医療データ管理分析システム

★ ★

国内臨床性能試験

イギリス臨床性能評価試験

ベトナム臨床試験

H28.10 CEマーキング H29.4 医療機器製造販売承認申請

★
H27.9 特許出願特許調査 戦略検討

ベトナム・イギリス

市場調査

フランス・オランダ等・市場調査

ベトナム販売代理店候補選定・契約

簡易型イムノクロマトキット

試作品開発（一次）

設計

試作品開発（一次）

感度・特異度・交差性。妨害物質・相関性・

熱劣化特性の評価

試作品開発（一次）

データーベース構築

国内臨床性能試験

ベトナム臨床試験

特許調査

ベトナム・イギリス

市場調査

製造ライン設計・検証

量産試作

イギリス臨床性能評価試験準備

試作品開発（二次・最終）仕様検討

安全性・耐久性検討

製造ライン設計・検証

★

出願準備
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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 非公開          

上市時期 非公開          

支出額（単位：億円） 1.58 1.79 1.6 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

 うち委託費 0.7 0.60 0.45           

 うち自己負担 0.88 1.04 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

売上高（単位：億円） － － － － － － － － － － 

 L-FABP POC キット － － － － － － － － － － 

 データ管理分析システム － － － － － － － － － － 

販売数量（単位） － － － － － － － － － － 

 L-FABP POC キット(個) － － － － － － － － － － 

 データ管理分析システム(施設) － － － － － － － － － － 

 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 非公開          

上市時期 非公開          

支出額（単位：億円） － 0.15 0.15        

 うち委託費 － 0.15 0.15           

 うち自己負担 － － －        

売上高（単位：億円） － － － 0.5 2.8 3.5 8.3 14.1 15.6 16.7 

 L-FABP POC キット － － － 0.28 1.68 2.10 4.90 7.95 8.90 9.52 

 データ管理分析システム － － － 0.18 1.08 1.38 3.36 6.12 6.72 7.20 

販売数量（単位） － － － － － － － －   

 L-FABP POC キット(個) － － － 28,000 168,000 210,000 490,000 795,000 890,000 952,000 

 データ管理分析システム(施設) － － － 3 18 23 56 102 112 120 

 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) 

薬事申請時期 非公開          

上市時期 非公開          

支出額（単位：億円） 1.58 1.79 1.6 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

 うち委託費 0.7 0.75 0.6           

 うち自己負担 0.88 1.04 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

売上高（単位：億円） － － － 0.5 2.8 3.5 8.3 14.1 15.6 16.7 

 L-FABP POC キット － － － 0.28 1.68 2.10 4.90 7.95 8.90 9.52 

 データ管理分析システム － － － 0.18 1.08 1.38 3.36 6.12 6.72 7.20 

販売数量（単位） － － － － － － － －   

 L-FABP POC キット(個) － － － 28,000 168,000 210,000 490,000 795,000 890,000 952,000 

 データ管理分析システム(施設) － － － 3 18 23 56 102 112 120 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

※アジア市場については調査中の段階であるため、上記表については欧州市場を想定し計画したもので

ある 

※事業開始時には IVDD により CE マークを取得する予定であった。しかし、平成 28 年半ばに欧州指令

改正が予定されており、IVDR により CE マークを取得する予定となった。 

①売上 

現段階での主要な項目は欧州向けの POC キットと、ICU 向けデータ管理・分析システムの 2 品目と
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している。アジア向けに開発中の安価な半定量キットはマーケット調査段階であるため今回の試算に

は含めていない。 

売上算出の根拠となる市場規模予測は、下表のとおり（「投資回収計画表」の上段が POC キット、

下段が ICU システムに対応）。 

 
・POC キット 

POC 市場は、上市後 3 年の欧州主要 3 ヵ国（独・仏・英）合計＝42 億円を設定し、1～3 年目

までの普及割合は国内 ELISA キット売上の上市後年率推移を適応している。 

3 年目以降の普及割合が拡大しているのは、販売国を欧州主要 3 ヵ国から特許取得済みの 9 カ国

に展開することを想定している。 

・POC キットの専用リーダーによる ICU 管理・分析システム 

ICU システムとしては、欧州主要 3 ヵ国（独・仏・英）の KOL ネットワークおよび施設数か

ら算出した ICU 施設（初年度：独・仏 335 施設、2 年目以降：独仏英 450 施設、4 年目以降は欧

州 9 カ国へ展開：565、680 施設）への納入を想定している。 

 

②原価 

・POC キット 

POC キットの単価については、欧州で普及している POC キット（NGAL：14 ユーロ）をベース

に欧州販社への卸値を 7～8 ユーロとして設定している。 

原価に関しては、国内製造業者からの卸値を 30％としている。国内デバイス業界の 1/3 原則から

大きく乖離しない原価である。 

・POC キットの専用リーダーによる ICU 管理・分析システム 

1～3 年目までの普及割合は国内 ELISA キット売上の上市後年率推移を適応している。 

専用リーダーおよび施設導入費合計のコストとして 20％（100 万円）を想定している。 

また、設備投資額（1,100 万円）の範囲内でソフトウェア開発を実施する。 

なお、ICU 管理・分析システムの導入施設には年間 100 万円の年次更新が維持されることを想定

し、システム利用料を計上している。 

 

③販売管理費 



 

15 

欧州委託販売先には、売上の 30％を POC および ICU 管理・分析システム（システムの保守・更

新にかかる費用含む）の販売管理費として提供する。 

また、その他販売管理費として旅費等 10％を計上している。 

 

④営業利益、キャッシュフロー 

営業利益は、初年度から 30％を見込み、5 年後には 36％となる。 

キャッシュフローは初年度からプラスになるが、3 年間の開発費（9,000 万円）を勘案した累計キ

ャッシュフローも発売開始 3 年目にはプラスとなる。 

 

 

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”   

本提案の出口戦略として、在宅尿検査データ転送システムを構築し、“検尿先進国”である日本の医療

システムを欧州・アジアに展開する。すでに英国保健省（NHS）とシミックホールディングスは、透析

予防プログラムへの適用可能性の討議を開始し、医療経済効果を有するかエビデンス検証候補施設の選

定が完了している。欧州販売は NHS から推薦を受けたコンサルにより販社選定を進めている。シミック

ホールディングスはELISA キットを IVD（CE マーク認証品）として欧州販売しており、安全性情報（REP）

体制は確立済みである。また、アジアにおいては国際腎臓学会に正式採択された SRC プログラムとして

日本腎臓学会のサポートを得て、ベトナムとの腎疾患管理研修委員会に参画している。ここでも日本の

“KEN-NYOU”を実施して急増する糖尿病の管理・健診ビジネスへの展開を計画している（シミックグ

ループ関連会社がベトナム進出予定）。製造面では、トラストメディカル社がイムノクロマトキットの製

造を担当する。現時点の簡易キットは研究用試薬として JICA バングラデシュ調査用に販売実績がある。

さらにトラストメディカル社はイムノクロマトの撮像装置とデータ転送システムの設計・開発を行い、

将来的には海外製造も視野に入れている。IT ベンチャーのサイトライン社は、病院内医療費集計プログ

ラムの構築や総務省データヘルス計画に参画し、データマイニング解析の実績がある。本提案の将来像

は診断機器販売のみならず、国内より海外で先行するセルフメディケーションに適用可能な疾病管理サ

ービスの提供を想定している。ただし、米国で一時流行した LDT（laboratory developed test）のよう

に診断精度に問題がある場合、ビジネス環境が当局の規制により瞬時に崩壊する危険がある。このため、

あくまで検査キットは IVD としての品質を維持しつつ、欧州では急性腎疾患市場を優先させ、アジアで

の尿検査に対する認知啓蒙を並行して進める計画である。 
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 2) ビジネス体制 

上市後のビジネス体制

SL

中

顧客
アジア：糖尿病領域

健診ビジネス

製造企業

トラストメディカル株式会社
医薬品製造業［28AZ200055］

第3種医療機器製造販売業［28B3X10016］
医療機器製造業［28BZ200090］

•イムノクロマトキット製造
•量産キットGMP（ISO13485）製造
•インテリジェント撮像装置設計
•安価なイムノクロマト半定量キット製造

平成28（2016）年1月時点

SL
中

企業

株式会社サイトライン・
ソリューションズ

•医療データ転送インターフェイス
•医療用通信データベース
•携帯アプリ

製販企業

第一種製造販売業[13A2X10010]
第二種製造販売業[13A2X10018]

体外診断薬製造販売業[13E1X80018]

シミックホールディングス(株)
•市場調査
•知財管理
•薬事申請
•品質保証

PL

事業管理機関

データヘルス計画
疾病管理事業

顧客
国 内：在宅・僻地医療
欧 州：在宅

顧客
国 内：ICU、移植
欧 州：ICU、移植
アジア：ICU、移植

 
 

現時点でイムノクロマトキットをアジアに普及させるため、ベトナムにおける薬事承認を計画してい

る。また国内仕様の健診結果通知サービスを、ベトナム語のスマートフォン等で表示できるアプリケー

ションとして一般顧客向けに開発する予定である。 

一方、欧州展開を目的に英国ヘルスサービス（UK-NHS）のコンサルテーションを受けた。本年度は

まず UK での臨床性能評価試験の体制を整え、試験開始に向けて準備が進んでいる。 

 

(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

本課題は、海外展開（主として欧州・アジア）を主眼としているため、PMDA ではなく、欧州総代理

人として選定している Emergo Europe を介した CE 対応国への製品登録を目標として、申請書類準備を

進めている。 

 CE マーク自己宣言に関する事前相談（2015 年 12 月 24 日国内認証機関） 

医療機器認証に関する時前面談を、認証機関に対して実施し、「日本国内においては ELISA とイムノ

クロマト法は反応原理が同一で測定原理が異なる製品と考え、認証申請が可能と判断する。（法 662 号）」

との回答を得た。 

 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） 

来年度 CE マーク取得予定の POC キットに関しては、特許出願の可能性について、継続的に契約して

いる国際特許商標事務所において調査を実施した。 
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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 

次年度CEマーク取得予定のL-FABP Point of Care Kitのテクニカルファイルを作成することにより、

各国語翻訳など、欧州販社との連携を加速させて CE 対応国への登録を進めていく方針。 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

CE 対応国における臨床評価試験の実施のため、UKNHS トラスト病院において、臨床評価用 POC キ

ットの製品登録、および臨床評価試験の IRB 申請を行った。次年度に向けて、欧州各国における保健収

載を視野に入れた臨床評価のエビデンス収集を実施する計画。 

 

 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

欧州においては、まず欧州総代理人を置くオランダにおいて、販社候補を選定し、売買契約の条件交

渉を開始した。 

アジアにおいては、ベトナムで販社候補の選定を進め、うち 1 社と L-FABP 診断薬に関する日本語・

英語の資料をベトナム語に翻訳中である。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

CE マーク登録に関する欧州総代理人である Emergo Europe を介して、各国の販社から安全性情報を

収集し、当局へ報告する体制を構築する。 

 QMS 等の品質保証体制 

国内体外診断薬販売品の GMP-QMS 間の取り決めに準じて、海外展開事業のための品質保証体制を委

託製造先であるトラストメディカル社と構築中である。 

 広報・普及計画 

欧米の腎疾患の代表的学会である米国腎臓学会(ASN）にブース展示を行い、複数の販社候補と面談し

た。また、ベトナムの腎臓学会でも新規バイオマーカーの有用性について、認知向上を目指した普及活

動を行った。 

 

 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 Class Ⅱ申請について 

Class Ⅱ申請の際、認証機関か PMDA かど

ちらに提出するかが未定である 

② イムノクロマトリーダーのアジアでの臨

床使用について 

イムノクロマトリーダーをアジアで臨床使

用する場合、国によって承認要件が異なるかが

不明である。 

① カットオフ値が現行の ELISA と大きく異

なるなど臨床的意義に大幅な変更がなけ

れば認証項目として申請可能。 

② 欧州同様、アジア圏でも CE マークに準じ

た統一規格が採用される見通し。基本的に

CE 対応で可。 

なお、ベトナムについては、現地企業が代

行して医療機器の登録申請をする必要が

あり、また、登録する対象が新規医療機器

の場合には輸入許可の取得も必要である

との調査結果を得た。 

知財 

① 半定量リーダー技術の有効性 

導入検討中の半定量リーダー技術（US、日

本特許成立済み）の有効性が不明である。 

① 有効性調査の結果、半定量リーダーに関し

ては競合リスクが想定されたため、特許を

準備すべき。 

技

術・評

① 半定量リーダー技術の技術優位性につい

て 

① 競合技術調査を行い、技術マップを作成予

定。半定量リーダーをグレーディング対応



 

18 

領域 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

価 導入検討中の半定量リーダー技術の技術優

位性が不明である。 

 

可能か検討する。 

 

そ の

他 事

業 化

全般 

① ベトナムにおける販社について 

ベトナムにおける医療機関向け販社候補が

不明である。 

② ベトナムにおける尿検査市場規模につい

て 

ベトナムにおける一般向け尿検査市場規模

が不明である。 

③ ベトナムにおける腎疾患に対する認知度

について 

ベトナムにおける腎疾患に対する認知度が

不明である。 

④ 欧州での臨床エビデンス取得について 

欧州での臨床エビデンス取得を加速したい。 

⑤ 専用タブレット（CE マーク取得市販製品）

を搭載した一体化撮像装置の海外展開可

能性が不明である。 

① （医療機関向け）ハノイ拠点の元国営企業

に加え、ホーチミン市拠点の新しい販社候

補を選定。 

② （一般顧客向け）現地薬局チェーンと協業

してイムノクロマトの市場性を調査中で

ある。 

③ 尿検査に対する啓蒙の一環として日本腎

臓学会と連携して検尿イベントを実施す

る。11/23-25 にハノイ・バクマイ病院外来

患者を対象とした検尿（約 180 例）を実施

した。 

④ UK での性能評価試験のための製品登録を

完了した。それに加えオランダでのパイロ

ット試験のプロトコール検討を開始した。 

⑤ 医療機器登録が可能である点、確認し開発

に着手した。 
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1.6 平成 27 年度委託事業の成果概要 

(1) 委託事業の事業概要 

海外市場展開のための製品としての簡易型イムノクロマトキットの試作品開発および性能評価を実施し、最適化させた簡易型イムノクロマトキ

ットで欧州 CE 認証に必要となる基本性能データ、臨床的有用性を示すデータ等の取得準備を進める。また、簡易型イムノクロマトキット用のリー

ダーとしてインテリジェント撮像装置の開発および試作品製造に着手し、キットと同様に性能、安全性、耐久性に関する評価を行うこととする。 

海外市場展開のための具体的戦略についても検討を行う。まず欧州市場については各国によって医療システムが異なっているため国ごとに正確

な情報を収集する必要がある。現地事情に精通したコンサルティング会社を利用しながら市場動向を把握し、影響力の高い医師や企業との関係強

化を図るための適切な戦略立案を進める。すでに良好な関係を築いているイギリスのコンサルティング会社および病院施設と連携し、簡易型イム

ノクロマトキットの有用性を欧州の施設において実証するため、臨床性能評価試験プロトコール策定のための会議機会を持ち、具体的なアクショ

ンプラン策定や実施管理体制構築を引き続き進めており、再委託先であるイギリスの病院施設との契約締結を始めとして試験開始に向けて必要な

諸手続きのための書類作成、収集、再委託先に提供する製品の確保など準備を実施している。 

ベトナムにおける臨床評価・申請を目指した体制づくりの準備にも着手する。第一段階としてベトナムにおける検尿イベントの啓蒙活動のため、

日本腎臓学会と連携して腎臓専門医の参画を促す。パイロット試験の実施後、健診結果をデータベース化・分析し、将来的に実施する臨床試験デ

ザイン策定に役立てるものとする。また、アジア向けに安価なイムノクロマト半定量キット開発のための規格設定に着手する。ベトナム薬事体制

調査・市場性評価についても同時並行で行い現地情報の収集にあたる。 

 上述のとおり、簡易型イムノクロマトキットの開発、評価を進めるとともに、イムノクロマト用検査機器に関わる特許調査、市場性評価を進め、

各展開対象国での臨床試験実施のための体制づくりに着手する。 

 

(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 

簡易型イムノクロマトキット 判定ラインの濃淡をスコア化する簡易型イムノクロマトキット 

インテリジェント撮像装置 タブレット一体型の ICU 等急性疾患領域用のイムノクロマトキット定量測定器 

安価なイムノクロマト半定量キット 従来の簡易型イムノクロマトキットが陰性・陽性判別による定性法であるのに対し、本キットは、抗体感作微粒子

の凝集を経時的に検出し、半定量可能にしたデバイス 

健診データベースに基づくデータマ

イニングの手法を用いた疾病管理シ

ステム 

L-FABP 健診データベースの情報に基づく、データマイニング機械学習的手法を用いた高リスクグループ予測

法の開発、およびその予測結果を用いた CKD 関連疾病管理システム 
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(3) 平成 27 年度の委託事業の成果と今後検討すべき課題 

平成 27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 簡易型イムノクロマトキット：試作キット

評価（一次試作） 

従来進めてきた簡易型イムノクロマトキッ

トの処方について最適化し、一次試作品とし

て基本性能を評価する。 

一次試作品を用いて臨床研究を行い、臨床

検体を用いたキットの性能評価と臨床的有用

性を確認する。 

▶ 

平成 27 年度は平成 26 年度に最適化した簡易型イ

ムノクロマトキットの処方に基づき、申請に必要な

3 ロットの長期安定性試験を開始した。すでに国内

データを用いて 3 ロットの同時再現性およびロット

間差に関して性能評価が完了した。現在、欧州

（UKNHS トラスト病院）における性能評価試験開

始の要件となっている対象製品の GMP 製造体制を

整え、ELISA キットは CE マークおよび簡易型イム

ノクロマトキットの CE マーク登録に必要なデータ

を取りまとめた。 

▶ 

今年度の課題は達成された。 

② 簡易型イムノクロマトキット：感度、安定

性等の評価 

最適化した簡易型イムノクロマトキットに

ついて感度・特異度を評価する。 

▶ 

平成 27 年度は簡易型イムノクロマトキット 3 ロ

ットに関して感度・特異度評価を実施し、申請要件

を満足するカットオフ値を設定した。具体的には、

定性キットとして、陰性・陽性を判別するだけでは

なく、スコア化が可能な製品設計を行い、製品取扱

説明書（IFU）に反映した。欧州 Rep としてオラン

ダに拠点のある Emergo 社を選定したため、UK に

おける性能評価試験に使用するイムノクロマトキッ

トの精度評価・製品登録が完了した。 

▶ 

今年度の課題は達成された。 

③ インテリジェント撮像装置：試作機開発（一

次試作） 

撮像素子に C-MOS カメラを用いた小型コ

ンパクトな光学系を有するインテリジェント

撮像装置本体を開発し、試作する。装置はト

ラストメディカルが開発し、個別部品より組

み立てる。 

▶ 

本年度伴走コンサルにて、CE マーク取得済みタ

ブレットを搭載した一体化撮像装置が国内・海外展

開する上での薬事的要件をクリアできることは確認

できた。撮像装置とデータ転送システムを一体化さ

せモニタリング結果をタブレット画面にグラフ表示

することを想定した試作機設計を行った。 

測定結果の数値化、グラフ表示、取り込み画面表

示や履歴参照などリーダーとしての基本機能のプロ

グラム化を完了した。タブレット一体化撮像装置は

経時的プロットのプログラム作成と操作性評価を実

施した。 

▶ 

今年度の課題は達成された。 

④ インテリジェント撮像装置：性能、安全性、

耐久性等試験 

簡易型イムノクロマトキットの開発と試作

品の性能、安全性、耐久性の確認を行う。イ

▶ 

インテリジェント撮像装置により測定された簡易

型イムノクロマトキットの金コロイド凝集によるテ

ストラインに対する画像取り込み輝度を品質管理用

の規格幅設定に使用して、目視結果との相関性が担

▶ 

今年度の課題は達成された。 
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平成 27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 

ンテリジェント撮像装置一次試作品を用いた

相互の評価も行う 

保されることを確認した。新たに製造したイムノク

ロマトキットのロット間差評価に、本装置が適用で

きることも確認し、タブレット一体化撮像装置の読

取性能を評価した。 

⑤ 薬事戦略の体制づくり 

欧州において、体外診断用医療機器（IVD）

の CE マーキングでは、欧州指令 98／79／

EC（IVDD）のクラス I（Others）に相当す

る試薬に使用する場合、イムノクロマトリー

ダーなどのアクセサリー等も、IVDD の管理

下になる。アジアにおいても、CE マーキング

に準じる国が多く、シミックホールディング

スの品質保証部門が主体的に適切な認証機関

を選定し、ベトナムを手始めに届出手続きに

必要な資料の入手を行う。 

▶ 

ハノイに本拠のある販社候補およびホーチミン市

に拠点のある販社候補と交渉を開始した。英文の技

術資料の共有化を進めることで合意し、現在、ベト

ナム語に翻訳中。 

▶ 

今年度の課題は達成された。 

⑥ 欧州市場における臨床評価準備 

簡易型イムノクロマトキットを用いた臨床

評価実施のためのプロトコール策定、アクシ

ョンプラン作成、実施体制構築を行う。必要

に応じて欧州における簡易型イムノクロマト

キットの市場性の調査を別途行う。 
▶ 

簡易型イムノクロマトキットを用いたUKNHSト

ラスト病院における性能評価試験実施のための臨床

試験チームの編成が完了した。UK におけるキック

オフ会議では尿 L-FABP 検査の有用性に関し高い評

価が得られた。NHS トラスト病院とは、性能評価試

験 の 外 注 先 と し て の 非 営 利 契 約 （ UK 

NHS-ABPI/ABHI）の締結が 2015 年 12 月 10 日に

完了した。 

UK における on line IRB 審査システムである

IRAS (integrated Research Application System)申

請を行い、2 月から患者登録の準備が開始されてい

る。 

▶ 

今年度の課題は達成された。 

⑦ 欧州市場における Technical ocumentation 

簡易型イムノクロマトキットおよびインテ

リジェント撮像装置に関する欧州 CE 認証取

得のためのテクニカルファイル作成のための

データ収集、整理を行う。 ▶ 

すでに日本国内で薬事承認・保険収載されている

ELISA キット（TMB 基質）による測定値と簡易型

イムノクロマトキットを用いたスコア評価との相関

性データを取得した。UK の性能評価試験において

も、定量キット（ELISA）と簡易型イムノクロマト

キットのスコアとの相関性比較を実施する。 

UK におけるイムノクロマトの性能評価試験用

に、2015 年 11 月 19 日に Emergo から Dutch 

Healthcare Inspectorate への製品登録完了が確認

▶ 

今年度の課題は達成された。 
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平成 27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 

された。 

⑧ ベトナムにおけるパイロット試験（検尿関

連イベント） 

ベトナム現地医療機関、日本腎臓学会 SRC

委員会（sister renal center 主幹大学：順天堂

大学）と連携しパイロット試験としての検尿

関連イベントをベトナム国内で実施し、健診

結果のデータベース化・分析を行う。 

 ▶ 

昨年度ハノイにおける検尿・健診イベントにて取

得した 606 例のベトナム人データベースを用いて、

日本人の健診データをもとに構築された疾病管理シ

ステムへベトナム健診データを援用した結果、日本

発バイオマーカーである尿中 L-FABP を解析に追加

することにより、腎疾患領域の予測精度が格段に向

上する可能性が示された。 

2015 年 11 月 23 日-25 日に日本腎臓学会 SRC 委

員会（sister renal center 主幹大学：順天堂大学）

と連携し、ハノイ最大の内科系病院・バクマイ病院

外来患者棟において、180 例の CKD 患者を対象に

検尿を実施し、新規バイオマーカーL-FABP を含め

た腎疾患予後予測を行った結果、日本の健診データ

を元にしたデータマイニングシステムをベトナム人

に援用する場合にもその有用性が示された。 

▶ 

今年度の課題は達成された。 

⑨ ベトナムにおける臨床評価・申請準備 

⑧と並行してベトナム国内における主要ド

クターとの関係構築を行い、臨床評価・申請

のための土台作りに着手する。順天堂大学医

学 部 付 属 順 天 堂 医 院 お よ び Viet Duc 

Hospital を中心に簡易型イムノクロマトキッ

トを用いた臨床試験のプロトコールを作成

し、倫理委員会に申請、ベトナムにおける臨

床評価着手のための準備を行う。 

▶ 

Bach Mai 病院・外来部門来院患者では約 25％に

何らかの腎疾患が疑われる。ベトナムでは日本で承

認済みの尿中バイオマーカーL-FABP には非常に興

味があることから、臨床データ取得について協力の

承諾が得られた。 

2015 年 1 月以降、CKD ハイリスク予測患者を対

象にベトナム人データ取得を開始した。 

▶ 

今年度の課題は達成された。 

⑩ 知財戦略の検討 

L-FABP を用いた腎疾患診断用途に関して

は日・米・欧で、すでに基本特許が成立して

いる。インテリジェント撮像装置に関しては、

競合しうる他社特許が存在するため、適切な

特許事務所を選定し、有効性調査、侵害クリ

アランス調査を実施する。またベトナム等ア

ジア地域における新規出願可能性についても

現地の特許制度について調査する。 

▶ 

L-FABP を用いた腎疾患診断用途に関しては日・

米・欧で、すでに基本特許が成立している。平成 26

年度に有効性調査を実施した、 

イムノクロマトリーダーに関しては競合リスクが想

定される。そこで国際特許商標事務所と包括的顧問

契約を結んで予備調査を実施し、現在特許出願準備

中。 

▶ 

今年度の課題は達成された。 

⑪ 欧州市場の市場調査 

対象となる地域の市場性評価をシミックホ
 

平成 27 年度は欧州市場のうち、オランダの販社候

補にパイロット試験用キットの提供を行った。2015
 

今年度の課題は達成された。 
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平成 27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 

ールディングスが主体となり外部現地コンサ

ルティング機関等とともに主要ドクターへの

インタビュー、販社候補に対するヒアリング、

適正価格や競合相手の動向調査等を行う。 

年 11 月 5 日-7 日に開催された米国腎臓学会におい

て企業展示を行い、KOL との面談の結果、移植予後

診断に L-FABP が有用であるという米国・オランダ

2 施設からの報告を受けた。 

パイロット試験の結果を受け、欧州販社候補との

売買契約案を検討中。 

⑫ ベトナム市場の市場調査 

⑧を実行するにあたり、ベトナムでの市場

性評価、⑧のようなパイロット試験としての

検尿関連イベントの到達目標設定とそのため

に必要なアクションプラン立案を行う。順天

堂大学医学部付属順天堂医院を中心として調

査を行う。 

 

平成 27 年度は日本人の健診データをもとに構築

された疾病管理システムがベトナム健診データにも

援用しうることが⑧で示されたため、腎疾患リスク

の自覚と予防介入に役立つ、スマートフォン・アプ

リケーション・ソフトウェア開発に着手した。ベト

ナム健康意識調査の結果から、ベトナム中・高所得

者における保健医療に対する意識は、日本の皆保険

制度に対するそれとは大きく異なり、適切な医療情

報へのアクセスがないことに対する不安と、IT を経

由した情報取得に関心があることが明らかとなっ

た。 

スマートフォン・アプリをベトナム語へローカラ

イズする際、ドクター、患者どちらのユーザーを対

象としたサービスがより有効か検証した。ベトナム

の外来患者は検査値やグラフに対する親和性が現状

では低く、簡潔な医学用語をベトナム語にする上で

多くの説明を加えないと理解できないことが判明し

た。よって、まずはドクター向けハイリスク患者フ

ォローアップ用のアプリケーションに照準を合わせ

てローカライズ化を進めている。 

 

今年度の課題は達成された。 
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1.7 平成 27 年度委託事業の実施経過 

(1) 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 

疾病管理システムの開発 ローカライズ化したスマートフォン・ア

プリの開発 

アジア圏での医師不足・医療情報の偏在

が市場調査の結果明らかになり、医師が患

者をより緊密にフォローアップできる身近

な IT ツールの必要性が高いと判断された

ため。 

機器スペック・

ビ ジネス モデ

ル 

インテリジェント撮像装置およびデータ

転送システムの開発 

タブレット一体化インテリジェント撮像

装置の開発 

CE マーク済みのタブレット端末を組み

込んだ医療機器製造が国内・欧州での薬事

面で問題ないことが伴走コンサルにおいて

確認されたため、タブレット画面にデータ

表示できる一体化したスペックに変更し

た。 

安価なイムノクロマト半定量キットの再

委託開発 

安価なイムノクロマト半定量キットの外

注 

イムノクロマト半定量キットに使用する

リーダーが米国企業である外注先から特許

出願されており、再委託先と共同開発する

ビジネスモデルを当初検討した。再委託で

は価格メリットが得られないため、再検討

中。 

事業化体制 なし なし なし 

事 業 化 計 画

（開発･薬事・

上市スケジュ

ール） 

当初は医療機関である UK での NHS ト

ラスト病院をコンソーシアム内での再委託

先としていた。 

海外で臨床研究を実施する外注先とし

た。 

性能評価試験を実施する UKNHS トラ

スト病院内で AMED 雛形である「委託契

約書」に基づいた英訳案を検討した結果、

日本法に基づく記載が多いため内容の整合

を取るのに時間や労力を費やすと思われ、

また先方は英国政府関連機関であることか

ら、英国法に基づかない契約書は締結する

権限がないと回答された。第 1 回伴走コン

サルティングにおいて、替わりに外注先と

することで問題ないとのことから、「UK 

NHS-ABPI/ABHI template」と呼ばれる、

英国政府関連機関として使用されていると

いう非営利契約書のひな型に基づき先方と
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領域 変更前 変更後 変更理由 

弊社の法務部担当者間で合意し、締結に至

った。試験開始前の準備として事業を円滑

に進めるために必要な措置であった。 

 

(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 なし なし 

知財 第 1回伴走コンサルティングで「特にアドバイスを受けたい事項」と

してシミックホールティングス社から質問 

イムノクロマトキット・リーダー一体型の知財は取得した方がよい

か。 

→ベトナムでは知財の制度自体がまだ整っていない現状があり、リー

ダーにおいてはアジア諸国での権利化は難しく、イムノクロマトキッ

トにおける全処理方法で特許出願する際は、方法としてではなく製品

（デザイン）として出願し特許を取得するべきである。 

伴走コンサルにおける推奨に従い、設計（デザイン）について実施

例を取得し、特許出願準備中。 

技術・評価 なし なし 

そ の 他 事 業

化全般 

第 1 回伴走コンサルティングで「特にアドバイスを受けたい事項」と

してシミックホールティングス社から質問 

その他事業化全般：質問【イムノクロマトキットにおける前処理方法

の特許出願可能性について】 

専用タブレット（CE マーク取得市販製品）を搭載した一体化装置

を海外展開する上で薬事的要件をクリアできるかどうか。また、日本

国内での医療機器登録が可能かどうかについても伺いたい。ELISA

の CE マークは単独で申請可能だが、一体化装置で可能か。 

→昨今では似たような医療機器で同様の問題もあると聞くが、タブレ

ット自体が部品であり、“医療機器”であるため、実行可能と思われる。

また、タブレット一体型の医療機器を開発する場合は、OS の更新頻

度の高さや、タブレット自体のアップグレードによる旧型の製造中止

などを考慮に入れる必要がある。 

CE マーク済みのタブレット端末を組み込んだ医療機器製造に関し

ては、部品供給面での在庫管理が重要ではあるが、国内・欧州での薬

事面で問題ないことが伴走コンサルにおいて確認されたため、タブレ

ット画面にデータ表示できる一体化したスペックに変更した。 

第 1 回伴走コンサルティングで「特にアドバイスを受けたい事項」と

してシミックホールティングス社から質問 

UK 政府関連機関ということもあり、臨床試験実施機関を再委託先と

してではなく外注先とできるか是非ともご検討頂きたい。 

→臨床開発の海外外注先として変更することは可能と思われる。 

再委託先ではなく外注先として変更し、合意に至ったため 12 月 10

日に双方がサインし契約書を締結した。 
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(3) 採択・継続条件への対応状況 

採択条件 対応状況 

委託事業期間内の達成目標を精査、具体化した上で、平成 27 年度実施

計画の策定を行うこと。 

行いました。 

 

1.8 平成 28 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

(1) 平成 28 年度の事業概要 

慢性腎臓病対策として早期診断は有効であり、特に、海外では、先進・高額医療へのアクセスが容易ではないため、費用対効果に優れた簡易検査

により重症化を防止することが政策的要請となっている。 

本事業では、既に国内で保険収載を完了している尿中 L-FABP 腎疾患診断薬の簡易型診断キットを開発し、国内市場に先行して、欧州・アジア地

域に展開する。このような簡易型診断法は、大手検査センターや大病院の中央検査室における多検体自動分析装置の充実している国内よりも、開業

医における総合診療体制の進んでいる欧州や、医療アクセスの脆弱なアジア地域において臨床開発を先行させることで、早期の市場展開が見込める。 

 

(2) 平成 28 年度委託事業の実施内容 

項目名 実施主体 具体的な内容 

①簡易型イムノクロマトキット：感

度、安全性・安定性等の評価 

シミック HD 最適化した簡易型イムノクロマトキットについて国内認証用データに基づき、欧州

CE マークを取得し、販売各国への製品登録に必要な各国言語に対応した IFU を準

備する具体的には、以下の規格幅の設定を行い、欧州 CE マーク取得に必要な書類

を作成する 

② インテリジェント撮像装置：試

作機（最終）開発と評価改良 

トラストメディカル ・タブレット一体化インテリジェント撮像装置（最終）試作品を製作する 

・簡易型イムノクロマトキットと撮像装置（最終）試作品を用いた相互評価を行う 

・撮像装置（最終）の性能、品質、規格への適合性を評価改良し、量産可能なレベ

ルとする 

③安価なイムノクロマト半定量キ

ット：試作品開発、仕様検討 

シミック HD ・安価なイムノクロマト半定量キットの設計に基づき、試作品（二次・最終）開発、

仕様検討を行う 

・安価なイムノクロマト半定量キットの安全性、耐久性を検討する 
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④データマイニングの手法を用い

た疾病管理システム：システム開発 

サイトライン・ソリューショ

ンズ 

シミック HD 

日本腎臓学会 

順天堂大学 

検査データから自動的に CKD 悪化の可能性がある患者をピックアップすること

で、医師の適切な診断をサポートし、同時に患者への病状の説明、および生活習

慣の改善に関する情報提供の機能も兼ね備えた、医師用のタブレット・アプリの

開発を行う（なお、本アプリに汎用性はないため、無形固定資産には該当しない） 

⑥ 簡易型イムノクロマトキッ

ト：量産試作用設備、治具類開

発 

トラストメディカル ・簡易型イムノクロマトキットの試作用設備、治具類の設計、製作を行う 

・簡易型イムノクロマトキットの量産を前提とした試作を行い、性能/外観が規格

に適合することを検証する 

 

⑥インテリジェント撮像装置：量産

機開発 

シミック HD 

トラストメディカル 

・タブレット一体化インテリジェント撮像装置の試作用設備、治具類の設計、製

作を行う 

・撮像装置の試作を行い、仕様通りに製造できることを検証する 

 

⑧臨床研究 シミック HD 

 

・ベトナムでは、ハイリスク CKD 患者を対象に臨床試験のプロトコールに基づ

き、臨床評価を実施する（試験プロトコール概要は臨床研究の項目参照） 

・イギリスでは、当局承認された性能評価試験プロトコールに基づき、簡易型イ

ムノクロマトキットを用いた臨床評価を実施する（試験プロトコール概要は臨床

研究の項目参照） 

 

⑨知財戦略の検討・特許出願 シミック HD ・調査結果を基に簡易型イムノクロマトキットの特許の戦略検討・出願準備を行

う 

⑩販売戦略 シミック HD ・オランダ等欧州 CE マーク対応国における販売代理店候補の選定を行い、売買

契約を締結する同時に、CE マーク取得以外に各国別対応が必要となる販売国

（仏・独等）への追加資料の準備、製品登録を進める 

 

 

 

(3) 平成 28 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  最適化した簡易型イムノクロマトキットについて国内認証用データに基づき、欧州 CE マーク申請を行う 

 タブレット一体化インテリジェント撮像装置（二次・最終）試作品の性能、安全性、耐久性の確認を行う 
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領域 検討・実施すべき事項 

 ローカライズ化したスマートフォン・アプリの開発を行う 

知財  POC キットに関して特許出願準備を行う 

技術・評価  UK において当局に承認されたプロトコールに基づき、POC キットを用いた臨床評価を実施する 

 ベトナムにおいて CKD 予後診断システムの開発・検証を行う 

そ の 他 事 業

化全般 

 欧州、ベトナムそれぞれの地域における販売代理店候補の選定を行い、売買契約を締結する 
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1.9 平成 27 年度委託事業の振り返り 

1.9.1 チェックリストによる自己評価結果 

 
 

1.9.2 平成 27 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 

海外展開事業として、UK、ベトナムを中心に臨床評価試験を綿密に計画し、実行段階にすでに入りま

した。海外施設との契約締結が必要であり、委託契約など柔軟な法務審査体制が整うとよりスムースと

考えられます。 

 

(2) 事業の進め方 

伴走コンサルテーションにより有用な助言を得られています。弊社では、UKTI（英国貿易投資総省）

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）。 △一部
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。 ○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。 ○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。、 △一部
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。 ○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。 △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。 △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。 △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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からもマーケティング調査に関する提携先紹介などの情報が得られましたが、他の地域に関しても情報

があるとありがたく存じます。 

 

(3) その他 

最終年次も UK 臨床評価試験は継続しています。事業期限内目標であるイムノクロマト製品の CE マ

ーク申請は見込める段階まで製品開発は進みました。一方、事業化を大きく進展させるためには、例え

ば英国政府が保健償還への審査を加速させるなど欧州での高い臨床評価を得ることが重要です。本課題

では、そのために機器開発のみならず、医療現場への最適化と当局や販社との連携を重視した市場開発

に早い段階から人材を当てております。こうした海外市場開発に向けた、継続的な支援事業がございま

したら情報をいただけますとありがたく存じます。 

 

 

1.10 事業に関する連絡窓口 

 

シミックホールディングス株式会社 L-FABP事業部 

〒113-0034 東京都文京区湯島 2-16-10マスビル 2F 

電話: 03-6779-8017/ FAX: 03-3830-5455 / E-mail: l-fabp(at)cmic.co.jp※(at)は@に置換えて下さい。 

 


