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1. 事業の概要 

従来の簡易検査器具では、「発色」目視方法で検出精度が低いため、多くの医療機関では外部の検査機

関に検査を依頼しており、検査受診者は再来院が必要であった。本事業では肛門拭取り方法により検体

を採取する「検体採取器具」、従来の「発色」目視方法ではできなかったレベルの検出に対応できるよう

に抗原抗体反応でノロウイルスを「発光」させ、かつ５分程度でノロウイルスを検査する「検査キット」

及び「検出装置」の開発・事業化を目指す。 
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1.1 事業の目的 

現在、簡易検査キットを使用したノロウイルスの感染判定では、来院された検査希望者の便より検体

を採取して実施するが、検査方法が「発色」目視方式で検出精度が低い（1,000,000 個以上の単位）ため

に、微量のノロウイルスでは検出できない。そのため、多くの医療機関では外部の検査機関に検査を依

頼しており、検査受診者は再来院が必要である。 

このことは、医療機関にとっても感染患者との接触機会を増やすことになり、医療施設内での二次感

染リスクを増やすこととなる。さらに検体採取のために検査受診者の排便によるトイレの使用も感染リ

スクの増加要因と言える。 

こうした状況をふまえた医療現場のニーズは、高感度の簡易･迅速検査ができないか、排便以外の検体

採取方法でノロウイルスの検査が出来ないか、という 2 点である。 

以上の課題を解決するために、本事業では、肛門拭取り方式により検体を採取する「検体採取器具」、

従来の「発色」目視方式ではできなかったレベルの検出に対応できるように抗原抗体反応でノロウイル

スを「発光」させ、その光量を超高感度センサの電圧変化によって、ノロウイルスを 10 の 1 乗 copy/mL

～10 の 2 乗 copy/mL（10 個～100 個の単位）レベル、かつ 5 分程度でノロウイルスを検査する「検査キ

ット」及び「検出装置」の開発・事業化を目指す。 

 なお、国内市場については、平成 27 年 12 月に薬事申請を行い、「非公開」に上市を目指す。また、

海外市場（アジア地域、欧米各国）については、平成 29 年 12 月に薬事申請を行い、「非公開」に上市を

目指す。 

 

1.2 事業実施体制 

事業管理機関：株式会社ムトウ 

PL：山村 信男（株式会社プロテックス） 

SL：高橋 弘行（株式会社ムトウ） 

共同体：①株式会社プロテックス 

 ②一般財団法人予防環境協会 

 ③NTT-AT クリエイティブ株式会社 

 ④キョーリンメディカルサプライ株式会社 

 ⑤国立学校法人京都大学 

 ⑥医療法人 恭昭会 彦根中央病院 
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1.3 事業化する医療機器の概要 

1.3.1 製品名：Nptch-01-sp 〔検査キット：検体採取器具〕 

(1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 検出キット：検体採取器具 クラス分類*    Ⅱ 

製品名 Notch-01-sp〔検体採取器具〕 分類名称（一般的名称）* 
ノロウイルス体外診断用医薬品

（付属品） 

対象疾患 
ノロウイルス感染に疑いのあ

る受診者 
届出／認証／承認* 認証 

想定される販売先 医療機関･老健施設･保健所等 新／改良／後発* 後発 

薬事申請予定者 株式会社プロテックス 
体外診断用医薬品製造販

売業許可 
申請予定 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

下請け企業 
体外診断用医薬品製造業

登録 
製造業取得企業 

 業許可  

 業許可  

（注）*印は現時点の想定であり、今後変更される可能性がある。 

(2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  （アジア・欧州・米国） 

薬事申請時期 平成 27（2015）年 12 月 平成 28（2016）年 6 月以降 

上市時期 非公開 非公開 

想定売上（上市後 3 年目） 10 億円／年（平成 30（2018）年時点） 1 億円／年（平成 31（2019）年時点） 

市場規模（上市後 3 年目） 156 億円／年（平成 30（2018）年時点） 120 億円／年（平成 31（2019）年時点） 

想定シェア（上市後 3 年目） 6.4％（平成 30（2018）年時点） 0.8％（平成 31（2019）年時点） 

(3) 事業化する医療機器の概観・特長 

１．体外診断用医薬品の「検査キット（検体採取器具）」（第 1 次試作品） 

 

                   採取する繊維が検体に絡みつくだけでなく、 

                    検体を開放しやすくするために、 

                    ポリエステル素材にて第 1次試作品を製作した。                    

                   本事業での完成試作の「検体採取器具」： 

                   肛門拭取りと便採取のどちらにも対応できる検体採取 

器具を試作する。 

 

２．「検体採取器具」の使用方法： 

   肛門周辺より検体を採取して、「検査キット」に滴下し、「検出装置」にて判定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．医療現場の課題・ニーズ： 

便からの検体採取だけでなく、肛門周辺のふき取りによっての検体採取は、従来の 

簡易検査では感度が低いため出来なかった。 

検査希望者が痛くなく肛門より優しく検体採取できるようにしてほしいと言うものでした。 
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1.3.2 製品名：Notch-01-kt 〔検査キット：イムノクロマトストリップ〕 

(1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 検査キット：ｲﾑﾉｸﾛﾏﾄｽﾄﾘｯﾌﾟ クラス分類*    Ⅱ 

製品名 Notch-01-kt 〔検査キット〕 分類名称（一般的名称）* ノロウイルス体外診断用医薬品 

対象疾患 
ノロウイルス感染に疑いのあ

る受診者 
届出／認証／承認* 認証 

想定される販売先 医療機関･老健施設･保健所等 新／改良／後発* 後発 

薬事申請予定者 株式会社プロテックス 
体外診断用医薬品製造販

売業許可 
申請予定 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社プロテックス 
体外診断用医薬品製造業

登録 
登録予定 

 業許可  

 業許可  

（注）*印は現時点の想定であり、今後変更される可能性がある。 

(2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  （アジア・欧州・米国） 

薬事申請時期 平成 27（2015）年 12 月 平成 28（2016）年 6 月以降 

上市時期 非公開 非公開 

想定売上（上市後 3 年目） 10 億円／年（平成 30（2018）年時点） 1 億円／年（平成 31（2019）年時点） 

市場規模（上市後 3 年目） 156 億円／年（平成 30（2018）年時点） 120 億円／年（平成 31（2019）年時点） 

想定シェア（上市後 3 年目） 6.4％（平成 30（2018）年時点） 0.8％（平成 31（2019）年時点） 

(3) 事業化する医療機器の概観・特長 

１．体外診断用医薬品の「検査キット」（第 1 次試作品） 

 

 

                        第 1 次試作品では、以前の検証試験で使用した 

                        市販抗体と市販発光試薬を使用し、イムノクロ 

マトストリップを作成し、検出試験を実施した。 

 

 

                         

                        

   

                        

                        

                         

 

 

２．機器の使用方法： 

   肛門周辺より検体を採取して、「検査キット」に滴下し、「検出装置」にて判定する。 

 

 

３．医療現場の課題・ニーズ： 

「検体採取器」より「検査キット」に滴下する検体の定量化を求められている。 

第 2 次試作品にて検討する。 
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1.3.3 製品名：Notch-01-51 〔検出装置〕 

(1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 検出装置 クラス分類*    Ⅰ 

製品名 Notch-01-51 〔検出装置〕 分類名称（一般的名称）* 医療機器 

対象疾患 
ノロウイルス感染に疑いのあ

る受診者 
届出／認証／承認* 届出 

想定される販売先 医療機関･老健施設･保健所等 新／改良／後発* 新 

薬事申請予定者 株式会社プロテックス 医療機器製造販売業許可 申請予定 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

NTT-AT ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ株式会社 医療機器製造業登録 登録予定 

 業許可  

 業許可  

（注）*印は現時点の想定であり、今後変更される可能性がある。 

(2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  （アジア・欧州・米国） 

薬事申請時期 平成 27（2015）年 12 月 平成 28（2016）年 6 月以降 

上市時期 非公開 非公開 

想定売上（上市後 3 年目） 10 億円／年（平成 30（2018）年時点） 1 億円／年（平成 31（2019）年時点） 

市場規模（上市後 3 年目） 156 億円／年（平成 30（2018）年時点） 120 億円／年（平成 31（2019）年時点） 

想定シェア（上市後 3 年目） 6.4％（平成 30（2018）年時点） 0.8％（平成 31（2019）年時点） 

(3) 事業化する医療機器の概観・特長 

１．申請する「医療機器」 （第 1 次試作品/写真） 

 

 

           本事業での完成試作品の「検出装置」： 

                 検体を滴下した「イムノクロマトストリップ」を 

「検出装置」に挿入し、検出開始ボタンを押下すると、 

約 1 分後に検出結果が表示される仕様の「検出装置」を試作する。 

 

 

２．機器の使用方法： 

   肛門周辺より検体を採取して、「イムノクロマトストリップ」に滴下し、「検出装置」にて 

判定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．医療現場の課題・ニーズ： 

   医療機関での調査によって、試作品のハンディータイプの検出装置は、作業者が絶えずそばに 

   いないとならなく、自動的に最終判断だけが表示またはプリントアウトしてほしいと、 

   医療従事者よりのリクエストがあった。 
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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 

ノロウイルス感染の可能性のある受診者に、高感度で迅速な簡易検査ができると、外部の検査機関に 

検便を送って検査する必要が無くなる。 

また、受診者は再来院の必要が無くなることで、医療機関にとっては感染患者との接触機会が減る 

こととなり、医療施設内での二次感染リスクが減る。 

さらに、高感度で迅速な簡易検査を受診者に対して使用するだけではなく、二次感染を予防する目的 

で、医療施設内のトイレの便器やドアノブを検査することで日常の衛生管理に役立てることができる。 

 

(2) 当該機器等の市場性 

 ① 提案する機器の想定顧客 

 a：国内の医療機関 

 b：老健施設 

 c：保健所 

 d：海外の医療機関 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

a：178,322 施設（平成 19 年厚労省調べ）、 

b：495 施設（平成 24 年調べ）、 

c：都道府県及び主要都市 

d：海外の医療機関：感染予防意識が高い国の医療機関：推定 1,000,000 施設 

 

想定市場： 

◆国内にて当該機器の導入見込みのある医療機関及び施設：おおよそ 180,000 施設 

  その 25％約 45,000 施設が導入すると算出すると、99 億円の創出市場となる。 

  上市後 3 年目（2018 年）は、156 億円の市場規模を見込んでいる。 

 

◆海外にて当該機器の導入見込みのある医療機関及び施設：推定 1,000,000 施設 

  その 3％約 30,000 施設が導入すると算出すると、90 億円の創出市場となる。 

  上市後 3 年目（2019 年）は、120 億円の市場規模を見込んでいる。 

 

 

※上記は「医療機器」としての市場性を記載しているが、 

「医療機器」とは別製品として流通を計画している「一般用環境測定器」は、 

 食品工場、給食センター、レストラン、学校、児童施設、公共交通機関、企業などにて 

 使用されることが十二分に考えられる。 

 想定市場規模としては、上記の医療機関での数値の 5 倍を想定している。 
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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：デンカ生研株式会社（採取方法と検出レベルが異なるため、一概に競合とは言えない） 

（２）競合商品：「クイックナビ-ノロ」（採取方法と検出レベルが異なるため、一概に競合とは言えない） 

（３）障害要素：検査コストはほぼ同様だが、簡易検査にて医療機器を使用するため、開発製品の 

価格（コスト）をどれだけ低く抑えて提供できるか。（医療機器はレンタルでの提供を検討） 

その他は、宣伝力、認知度、流通手段方法。 

 

 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）差別化ポイント （採取方法と検出レベルが異なるため、一概に競合とは言えない） 

①従来の簡易検査では、検体に 10 の 6 乗 copy/mL（1,000,000 個）以上のノロウイルスが含まれて 

いないと「発色」目視ができない。それに対して、当該製品は 10 の 1 乗 copy/mL（10 個）～ 

10 の 2 乗 copy/mL（100 個）レベルで簡易検出ができる。 桁の違う高精度の検出レベルである。 

②従来の簡易検査では、「便」を検体にして検出検査を行うが、当該製品は肛門の拭取りで検査できる。 

③従来は「発色反応」によるあいまいな目視確認であったが、当該製品は「発光反応」の電子信号 

表示で解りやすくした。 

（２）本事業の優位性 

 桁違いの検出精度、肛門拭取りによる検体採取、発光反応で検出、デジタル表示など、従来検査品と 

の違いは明白であり、医療機関にて診察中に「その場で検査結果」を通知できる。 

 そのために、日数を要する外部の検査機関への検査は必要が無くなる。 

高感度で手軽な簡易検査が必要とされる国内の医療機関及び保健所は、当該製品を導入し、ノロウイ 

ルス検査を実施する可能性が極めて高い。 

追記説明： 

本事業で開発するノロウイルス検出器は医療機器としてだけではなく、一般環境用測定器として 

流通させることも計画しており、それによってノロウイルス検出市場も押えられると考える。 

また、本事業で開発する検出装置を使用して、エボラウイルスやインフルエンザウイルスなど他の 

ウイルス検出にも応用できるよう検討する。 

以上のことから、本事業の優位性は高いと考える。 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上市（投資回収）に至るまでのプロセス（事業計画）（H26継続審査時点）
【委託期間後を含めた事業計画の概要】

案件番号

事業管理
機関名

事業名

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

基礎研究において、ノロウイ
ルスを抗原抗体反応で発光
させ、高感度センサーにて
検出を実証確認。
検出機器を試作した。

試作機開発・改良 計画

実績

市販の採取器具を使用して
いたため「実績」は無し。
（本事業：専用採取器具を
開発）

試作機開発・改良 計画

実績

基礎研究において、ノロウイ
ルスを抗原抗体反応で発光
させ、高感度センサーにて
検出を実証確認。
（本事業：量産試作を開発）

試作機開発・改良 計画

実績
高感度センターを搭載した
検出器を試作した。
（本事業：量産試作を開発）

量産機開発 計画

実績 無し

量産機開発 計画

実績
基礎研究にて、実際のノロ
ウイルスにて検出効果を
確認

【Notch-01-sp】
「ａ」

≪検体採取器具≫

【Notch-01-kt】
「ｂ」

≪発光抗原抗体
反応の検査キット≫

【Notch-01-51】
「ｃ」

≪検出装置≫

【Notch-01-sp】
「ａ」

≪検体採取器具≫

【Notch-01-kt】
「ｂ」

≪発光抗原抗体
反応の検査キット≫

26-081

株式会社　ムトウ

肛門拭取り検体採取による「ノロウイルスの高感度迅速検出機器の開発・事業化

ａ：採取器具の開発（一次）

ｂ：検査キットの開発（一次）

ｃ：検出装置のレベル確認

ａ：採取器具の開発（二次） ａ：採取器具の開発（量産試作）

ｂ：検査キットの開発（二次）

ｃ：検出装置の開発（二次）

ｂ：検査キットの開発（量産試作）

ａ：採取器具の開発（一次） ａ：採取器具の開発（二次）

ｂ：検査キットの開発（一次） ｂ：検査キットの開発（二次）

ｃ：検出装置の開発（量産化試作）

ｃ：検出装置のレベル確認 ｃ：検出装置の開発（二次）

採取効果の確認 安全性･耐久性の確認 梱包形状の検討

製造体制の検討 製造体制の検討 製造体制の決定

検査キットの効果の確認 検査キットの効果の確認

製造体制の検討 製造体制の検討 製造体制の決定

製造体制の検討 製造体制の検討 製造体制の決定

検出キットの効果の確認

ａ：採取器具の開発（量産試作）

ｂ：検出キットの開発（量産試作）

ａ：採取器具の開発（一次）

ｂ：検査キットの開発（一次）

ｃ：検出装置のレベル確認

ａ：採取器具の開発（二次） ａ：採取器具の開発（量産試作）

ｂ：検査キットの開発（二次）

ｃ：検出装置の開発（二次）

ｂ：検査キットの開発（量産試作）

ｃ：検出装置の開発（量産化試作）

ａ：採取器具の開発（一次） ａ：採取器具の開発（二次）

採取効果の確認 安定性試験（6か月後、1年後）にて検証確認

梱包形状の検討
製造体制の検討 製造体制の検討 製造体制の決定

ａ：採取器具の開発（量産試作）

ａ：採取器具の開発（量産試作）

ｂ：検査キットの開発（量産試作）

ｂ：検査キットの開発（一次） ｂ：検査キットの開発（二次）

検査キットの効果の確認 検査キットの効果の確認

製造体制の検討 製造体制の検討 製造体制の決定

ｂ：検査キットの開発（量産試作）

安定性試験（6か月後、1年後）にて検証確認

ｃ：検出装置の開発（量産化試作）

ｃ：検出装置のレベル確認 ｃ：検出装置の開発（二次）

製造体制の検討 製造体制の検討 製造体制の決定

検出キットの効果の確認

ｃ：検出装置の開発（量産化試作）

ａ：採取器具の開発（量産試作）

ｂ：検出キットの開発（量産試作）
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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

量産機開発 計画

実績
基礎研究にて、実際のノロ
ウイルスにて検出効果を
確認

量産機開発 計画

実績 無し

安定性試験 計画

実績
基礎研究にて、実際のノロ
ウイルスにて検出効果を
確認

臨床試験 計画

実績
基礎研究にて、実際のノロ
ウイルスにて検出効果を
確認

薬事申請 計画

実績 無し

知財対応 計画

実績

国内特許申請、国際特許
申請をしたが、修正要素が
見つかったため、12月に
特許申請を取下げた。

販売戦略 計画

実績 無し

【Notch-01-51】
「ｃ」

≪検出装置≫

【Notch-01-kt】
「ｂ」

≪発光抗原抗体
反応の検査キット≫

ｂ：検出キットの開発（量産試作）

ｃ：検出装置の開発（量産化試作）

彦根中央病院にて実際の

検体による検出効果比較

実際のノロウイルスを使用して

検出効果の確認

実際のノロウイルスを使用して

検出効果の確認

彦根中央病院を始め複数の医療機関

にて実際の検体による検出効果比較

アクション委員会にて

医療機器･体外診断用

医薬品としての申請に

関する準備、ＰＭＤＡへ

事前相談

医療機器･体外診断用

医薬品としての申請準備

国内特許・国際特許を国際

特許を再申請準備

★

知財出願

申請予定

★
医療機器･体外診断用

医薬品としての申請

医療機器製造販売業の

申請協議

★

★

国際特許出願

★

アクション委員会にて

国内･国際特許の

出願を取下げた

流通担当企業と

量産化後の流通体制を

検討協議

量産化前の試作品にて

複数施設にモニタリングを開始

流通担当企業と

量産化後の流通体制を

検討協議

学会･展示会にて広報戦略･実施

アフターサービス体制の構築

ｂ：検出キットの開発（量産試作）

ｃ：検出装置の開発（量産化試作）

a：検体採取器具 安全性･耐久性の確認

a：検体採取器具 安定性試験（6か月後、1年後）にて検証確認

b：検査キット 安定性試験（6か月後、1年後）にて検証確認

医療機関5施設程度と臨床試験の

打合せ、倫理委員会の承認等作業
彦根中央病院と、医療機関5施設程度と

臨床試験にて150症例以上の比較検証

アクション委員会にて、医療機器･

体外診断用医薬品としての申請に

関する協議及び準備を行った。

製造販売業届出に際して、埼玉県

薬務課に相談した。 アクション委員会にて、医療機器･体外診断用医薬品としての

申請に関する協議及び準備を行い、PMDAに各申請する。

アクション委員会にて協議し、埼玉県薬務課に医療機器･

体外診断用医薬品の製造販売業届出申請を行う。

★

★★PMDAへ

事前相談予定

国内特許・国際特許を国際

特許を再申請準備

★

知財出願

予定

量産化前の試作品にて

一部施設でモニタリング予定
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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

上市時期 計画

実績 無し

スケジュール変更理由

事業の実施内容

自主事業の内容

＊基礎研究にて、ノロウイル
　　スの検出確認
＊高感度センサーを搭載した
　　試作装置開発（一次）
＊国内・国際特許の出願

＊量産化用のノロウイルス抗体の検討
　　及び研究
＊医療機関が求めている検出装置の
　　仕様のリサーチ

＊医療機器ではなく分野の一般環境用
　　測定器のリサーチ流通を予定
＊学会発表
＊展示会への出展

＊量産品の製造開始

①試作機器開発（一次）
　　ａ：「検体採取器具」、ｂ：「検査キット」
　　ｃ：「検出装置」
②安全性・耐久試験　　③臨床評価
④製造体制の整備　⑤販売体制の整備
⑥薬事戦略の体制作り　⑦薬事相談
⑧医療機器製造販売承認申請
⑨事業の管理・運営

①試作機器開発（二次）
　ａ：「検査キット：検体採取器具」、
　ｂ：「検査キット：ｲﾑﾉｸﾄﾏﾄｽﾄﾘｯﾌﾟ」
　ｃ：「検出装置」
②安全性・耐久試験　　③臨床評価
④製造体制の整備　⑤販売体制の整備
⑥知財戦略　⑦薬事戦略の体制作り
⑧薬事相談　⑨医療機器製造販売承認
申請　⑩事業の管理・運営

上市時期が、4カ月遅れることを計画
している。
安定性試験を1年間、平成29年度まで
実施する。

ほぼスケジュール通り遂行しているが、
検出キットの試作が遅れたことによって
臨床評価の期間が短くなってしまった。
製造販売業の申請は、体制が整って
いないため平成２７年度に申請を計画。

本開発の核となる、ウイルス抗体を検討
し、量産用に向け安定･安価のノロウイル
ス抗体及び検査キットの研究開発及び
臨床試験を150症例実施する。
それによって、当初経過うしていた薬事
申請時期が半年遅らせることとなった。

平成28年6月上市目標（国内）

★

平成30年2月上市目標（海外･欧州）

★

平成28年3月上市目標（国内）

★

平成30年2月上市目標（海外･欧州）

★非公開 

非公開 
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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 非公開 

支出額（単位：億円） 0.4 0.5 1.0 1.4 1.9 1.9 2.5 3.0 3.0 4.0 

 うち委託費 0.4 0.2 － － － － － － － － 

 うち自己負担 0.1 0.8 1.4 1.9 1.9 2.5 3.0 3.0 4.0 0.8 

売上高（単位：億円） － － 1.7 7.1 11.0 18.9 30.3 36.3 43.6 52.3 

販売数量（単位：） － － 1,000 3,000 5,000 7,000 9,000 11000 13,000 15,000 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 
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 1) 投資計画 

「検出装置」＝導入数量、「検体採取器具」と「検査キット」＝リピート消耗品の製品となります。 

よって下記のように算出をいたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2) 回収計画 

本事業コンソーシアムで流通を担当するムトウ・キョーリン MS・プロテックスにて、医療機関及び 

特老施設における調査より、導入志向及びニーズの高さから算出した投資回収計画です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製造原価 検出装置　 85,000 円/単価 原価率 71 %

採取器具　 100 円/単価 原価率 67 %

検査キット 250 円/単価 原価率 71 %

売上根拠 条件 数量

2016年 ①検出装置　 1,000 台 120,000 円/卸単 小計 120,000,000 円 千円単位＝ 120,000 千円

国内 ②採取器具 100個/台 100,000 個 150 円/卸単 小計 15,000,000 円 千円単位＝ 15,000 千円

③検査キット 100個/台 100,000 個 350 円/卸単 小計 35,000,000 円 千円単位＝ 35,000 千円

2016年度合計 170,000 千円

2017年 ①検出装置　 3,000 台 120,000 円/卸単 小計 360,000,000 円 千円単位＝ 360,000 千円

国内外 ②採取器具 100個/台 300,000 個 150 円/卸単 小計 45,000,000 円 千円単位＝ 45,000 千円

③検査キット 100個/台 300,000 個 350 円/卸単 小計 105,000,000 円 千円単位＝ 105,000 千円

リピート：②採取器具 100個/台 400,000 個 150 円/卸単 小計 60,000,000 円 千円単位＝ 60,000 千円

リピート：③検査キット 100個/台 400,000 個 350 円/卸単 小計 140,000,000 円 千円単位＝ 140,000 千円

2017年度合計 710,000 千円

2018年 ①検出装置　 5,000 台 120,000 円/卸単 小計 600,000,000 円 千円単位＝ 600,000 千円

国内外 ②採取器具 100個/台 500,000 個 150 円/卸単 小計 75,000,000 円 千円単位＝ 75,000 千円

③検査キット 100個/台 500,000 個 350 円/卸単 小計 175,000,000 円 千円単位＝ 175,000 千円

リピート：②採取器具 100個/台 500,000 個 150 円/卸単 小計 75,000,000 円 千円単位＝ 75,000 千円

リピート：③検査キット 100個/台 500,000 個 350 円/卸単 小計 175,000,000 円 千円単位＝ 175,000 千円

2018年度合計 1,100,000 千円

2019年 ①検出装置　 7,000 台 120,000 円/卸単 小計 840,000,000 円 千円単位＝ 840,000 千円

国内外 ②採取器具 100個/台 700,000 個 150 円/卸単 小計 105,000,000 円 千円単位＝ 105,000 千円

③検査キット 100個/台 700,000 個 350 円/卸単 小計 245,000,000 円 千円単位＝ 245,000 千円

リピート：②採取器具 100個/台 1,400,000 個 150 円/卸単 小計 210,000,000 円 千円単位＝ 210,000 千円

リピート：③検査キット 100個/台 1,400,000 個 350 円/卸単 小計 490,000,000 円 千円単位＝ 490,000 千円

2019年度合計 1,890,000 千円

2020年 ①検出装置　 9,000 台 120,000 円/卸単 小計 1,080,000,000 円 千円単位＝ 1,080,000 千円

国内外 ②採取器具 100個/台 900,000 個 150 円/卸単 小計 135,000,000 円 千円単位＝ 135,000 千円

③検査キット 100個/台 900,000 個 350 円/卸単 小計 315,000,000 円 千円単位＝ 315,000 千円

リピート：②採取器具 100個/台 3,000,000 個 150 円/卸単 小計 450,000,000 円 千円単位＝ 450,000 千円

リピート：③検査キット 100個/台 3,000,000 個 350 円/卸単 小計 1,050,000,000 円 千円単位＝ 1,050,000 千円

2020年度合計 3,030,000 千円
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(3) ビジネススキームの特長 

 1) 売れ続けるためのビジネスの”仕組み” 

ものづくり企業が直接ユーザーへ販売するのではなく、医療機関等に出入りしている医療機器 

販売会社及び製薬メーカーの流通ルートにて展開することを基本として計画しています。 

 

 2) ビジネス体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   製造：プロテックスと NTT-AT クリエイティブが担当します。 

   販売：キョーリンメディカルサプライとムトウを主軸に流通体制を組みます。 

 

 3) ものづくり中小企業の位置づけ 

プロテックスと NTT-AT クリエイティブが製造を担当する計画です。 

本事業の体外診断用医薬品「検出キット」はプロテックスにて製造体制を検討しています。 

「検出装置」は NTT-AT クリエイティブにて製造体制を検討しています。 

㈱プロテックスは、製造販売業と製造業の資格に適する条件づくりをすすめ、申請･登録のための 

準備を進めております。 

NTT-AT クリエイティブにて製造業の資格に適する条件づくりをすすめ、登録のための準備を 

進めております。 
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1.6 平成 26 年度委託事業の成果概要 

(1) 委託事業の事業概要 

平成 26 年度は、環境測定用機器（環境下における拭き取りノロウイルス検出機器）」を応用し、ノロウイルスを 10 個～100 個レベルで 

検出するための抗体と発光試薬を点着したイムノクロマトストリップの調整及び開発、肛門拭取り方式の検体採取器具の開発、 

ノロウイルスによる検出検証、医療機器の相談届出等の作業、製造体制と販売展開の確立、等を実施する。 

 

(2) 委託事業終了時に完成した試作品の概要 

試作品名 概要 

「検査キット：検体採取器具」 ：Notch-01-sp 肛門拭取りと便採取のどちらにも対応できる検体採取器具を試作する。 

「検査キット：ｲﾑﾉｸﾛﾏﾄｽﾄﾘｯﾌﾟ」 ：Notch-01-kt 発光抗原抗体反応技術を応用したイムノクロマトストリップを試作する。 

「検出装置」          ：Notch-01-51 検出装置（超高感度センサを搭載した装置）を試作する。 

 

(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 

①試作機器開発 （第 1次試作品開発） 

試作機器の構成は、「検体採取器具」、「検査

キット」、「検出装置」であり、各々の開発及

び検証を実施する。 

 

ａ：「検査キット：検体採取器具」 

肛門拭取りと便採取のどちらにも対応でき

る検体採取器具を NTT-ATCR が開発し、 

第 1 次試作する。 

肛門周辺を拭取りするために、採取器具の 

片辺は綿棒より毛細化した素材を使用し 

効率よく検体採取できるようにする。 

もう 1 辺の先端部分は便を採取することも 

出来るように、耳かき状に工夫する。 

その第 1 次試作品をプロテックス、予防 

環境協会が拭取りサンプリングによる採取 

効果を検証する。 

 

▶ 

 

 

 

 

 

ａ：「検査キット：検体採取器具」 

 採取する繊維が検体に絡みつくだけでなく、 

 検体を開放しやすくするために、従来の綿の採取 

 素材ではなく、ポリエステル素材を要いて、第 1 

 次試作品を製作した。 

 もう 1 辺の先端部分は便を採取するために、 

 耳かき状に工夫することを検討したが、検体を 

 採取する際に、肛門を傷つける恐れがあるため、 

 耳かき状の構造は断念した。 

  

 第 1 次試作品を使用して、プロテックス、予防 

環境協会が拭取りサンプリングによる菌の捕獲 

検査を行い、効果的に捕獲していることを確認 

した。 

▶ 

 

 

 

 

 

ａ：「検査キット：検体採取器具」 

 平成 27 年度は、「検査キット」に適量の 

検体を滴下する構造を付加させ、量産化前の 

第 2 次試作を 1000 個製作する。 

 また、品質管理条件の検討を行い、 

 製品の品質管理方法を協議する計画です。 

 

平成 27 年 9 月以降よりスタートして、 

6 か月、1 年間の品質検査を行う。 
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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 

ｂ：「検査キット：ｲﾑﾉｸﾛﾏﾄｽﾄﾘｯﾌﾟ」 

開発済みの発光抗原抗体反応技術を応用し 

たイムノクロマト法で設定した部分が発色 

した後に検出装置に挿入する構造で設計 

し、ノロウイルス 10 個レベルで高感度に 

検出できるようプロテックスにて再設計 

する。 

高感度で検出できるようにするための抗体 

の調整･設計及び試作による効果の検証を 

プロテックスと予防環境協会にて実施する。 

 

ｃ：「検出装置」： 

開発済みの検出装置（超高感度センサを 

搭載した装置）を応用し、検体との測定距離

等の微調整等を行い、高感度で検出確認でき

るように、感度の調整を NTT-ATCR が実施

する。 

ｂ：「検査キット：ｲﾑﾉｸﾛﾏﾄｽﾄﾘｯﾌﾟ」 

市販の抗体を購入し、開発済みの発光抗原抗体 

反応技術を応用して、ｲﾑﾉｸﾛﾏﾄｽﾄﾘｯﾌﾟを設計し、 

ノロウイルスにて検証実験を重ねた。 

その結果、市販抗体と発光基剤の点着濃度及び 

点着量そして、滴下量などの最適化にまで至らず、

ノロウイルスに対して反応は確認したものの、 

10 レベルで高感度に検出できるまでには到達でき

なかった。 

 

 

ｃ：「検出装置」 

開発済みの検出装置（超高感度センサを搭載した 

装置）を応用し、検出装置にて検出感度の誤差を 

検証した。「検査キット」の微小な距離によって、

検出感度若干異なることを確認した。 

第 1 次試作品を 12 台製作した。 

ｂ：「検出キット：ｲﾑﾉｸﾛﾏﾄｽﾄﾘｯﾌﾟ」 

 平成 27 年度は、当該事業の核となる抗体と 

 さらに、安定して高感度に反応するｲﾑﾉｸﾛﾏﾄ 

ｽﾄﾘｯﾌﾟを専門研究者の技術協力で開発し、 

第 2 次試作品の「検査キット：ｲﾑﾉｸﾛﾏﾄｽﾄﾘｯﾌﾟ」 

を製作する。 

 そして、ノロウイルス検証及び臨床試験を 

 実施する。 

 

 

 

ｃ：「検出装置」 

 医療機関の要望を応じた機能の付加及び仕様 

 の検討し、第 2次試作品を 2台製作する。 

複数の医療機関で同時に臨床試験を開始する 

にあたって、試験が円滑に実施できるように 

第 1次試作品を再調整する。 

 

②安全性・耐久試験（安定性試験） 

①で試作した各試作品を使用して効果検証 

を実施する。 
▶ 

期待する機能を有する試作品が得られず、実施に 

至らなかった。 
▶ 

平成 27 年度は、品質管理条件の検討を行い 

量産化前の第 2 次試作品にて、安定性試験を 

6 か月と 1年間の品質検査を実施する。 

 

③臨床評価（臨床試験） 

彦根中央病院にて、従来のノロウイルス 

検査キット（2 種類）、PCR 検査、試作品 

にて比較による臨床評価を実施する。 
▶ 

（臨床試験） 

彦根中央病院にて、平成 27 年 1 月下旬から 2 月 

上旬までの期間にて臨床試験を実施した。 

今シーズンはノロウイルス感染に疑いのある受診 

者が少なく、計画していた検体量を確保が出来な 

かった。 

▶ 

（臨床試験） 

 平成 27年度は、複数の医療機関（5 施設程度） 

及び彦根中央病院にて、従来のノロウイルス 

検査キット（2 種類）、一部 PCR 又は TCR 

検査、試作品にて比較による 150 症例以上の 

臨床試験を実施する。 

④製造体制の整備 

試作後の量産化する製品の製造体制を 

NTT-ATCR とプロテックスが整備する。 

▶ 

試作品の効果検証を優先し、進捗なし。 

▶ 

平成 27 年度は、NTT-ATCR 及びプロテック 

スが「製造業」の申請の準備とともに製造 

体制を整備する計画です。 

⑤販売体制の整備 

量産化する製品の販売体制は、プロテック 

スが主体となり、流通を担当するキョーリ 

ン MS・ムトウ等と共に整備する。 

▶ 

 

プロテックスは、流通を担当するキョーリン MS･ 

ムトウと、4 回の打ち合わせ会議を実施した。 

 

 

▶ 

 

平成 27 年度は、臨床試験での検証を確認し、 

その後に、販売体制を確立させる計画です。 
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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 

⑥薬事戦略の体制作り 

プロテックスと京都大学が主体となり 

薬事戦略に関するアクション委員会を 

作り検討する。 
▶ 

今までにアクション委員会を 3 回開催し、関係者 

間にて申請にあたっての協議を行った。 

 

プロテックスが医療機器と体外診断用医薬品の 

申請をするための検討を行った 

 

▶ 

平成 27 年度も、アクション委員会にて協議 

を重ねる申請するための環境準備を進める。 

 

 体外診断用医薬品と医療機器： 

㈱プロテックスにて申請の準備を進める。 

 

⑦薬事相談（PMDA：事前面談、対面助言） 

  と第三者認証機関への相談 

プロテックスと京都大学が医療機器の 

届出･申請に関する薬事相談を行う。 
▶ 

元 PMDA 関係者を招き、申請に関する相談・ 

協議を行った。 

平成 26 年度中に PMDA と事前相談を行う予定 

としていましたが、短期間の開発業務を優先させ 

てしまったことで、実行できませんでした。 

 

▶ 

 製造販売業の申請準備が整った段階で、 

体外診断用医薬品、医療機器の申請を行う 

計画です。 

早期に申請できるように検討する。 

⑧体外診断用医薬品及び医療機器製造販売 

承認申請 

製造販売認証申請のまえに、製造販売業・ 

製造業の届出･申請をする。 ▶ 

プロテックスが、管轄する埼玉県薬務課と 

平成 27 年度の製造販売業・製造業の許可･登録 

申請に向け相談を行なった。 

 

NTT-ATCR は、管轄する徳島県薬務課と 

平成 27 年度に製造業の登録･申請に向け、相談を 

行なった。 

▶ 

プロテックスは、平成 28 年 3 月の製造販売 

業及び製造業を許可･登録にむけ準備する。 

同様に NTT-ATCR は平成 28 年 3 月の製造業 

の登録に向け準備する。 

⑨事業の管理・運営 

ムトウは、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、 

プロジェクト全体の事業の運営及び管理を 

実施する。 

▶ 

11 月 1 日に再委託企業への発注を行い、本事業が 

円滑に推進するように管理・運営しました。 

 ▶ 

平成 27 年度は、4 月早々より、本事業が円滑 

に推進できるようにコンソーシアムと連携し 

て受託業務を履行いたします。 
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1.7 事業化に向けた検討結果 

(1) 薬事面 

 1) 薬事戦略検討状況 

 アクション委員会会議（2014 年 11 月 5 日プロテックス会議室 14 時～16 時） 

元 PMDA 関係者に出席を賜り、使用するキット及び装置を一つのセットとして医療機器 

として申請しても良いのではないか。とのアドバイスを受け、薬事関係者と申請のための 

協議に入った。 

 アクション委員会会議（2014 年 11 月 27 日プロテックス会議室 17 時～19 時） 

合同伴走コンソでの指導を受けて、薬事申請に関する協議を行う。 

再度、元 PMDA 関係者に出席を賜り薬事申請の協議に入ることとなった。 

 アクション委員会会議（2014 年 12 月 24 日プロテックス会議室 15 時～17 時） 

元 PMDA 関係者に出席を賜り、「合同伴走コンソ」での指導内容について協議し、「検査キット」 

を体外診断用医薬品、「検出装置」を医療機器として申請するに当たり、PMDA に事前相談を 

行うこととした。 

 平成 26年度にPMDAへ事前相談を予定したが、第 2次試作品による臨床試験の評価を得た上で、 

PMDA へ事前相談を実施する。 

 

 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 

課題１． 

安定的に使用できる優良な抗体の開発（技術面にも

記載）基礎研究で使用したノロウイルス抗体は、抗

原抗体反応の安定性と、抗原の高価格によって、量

産化するにあたり課題がある。 

専門の研究者の協力を仰ぎ、大量に安定して同じ抗

体が安価で製造できるようにオリジナル抗体を開

発します。 

そして、「検査キット」第 2 次試作品を製作します。 

課題２． 

医療機関での調査によって、試作したハンディータ

イプの検出装置は、自動的に最終判断を表示または

プリントアウトする機能がなく、検出結果確認のた

め作業者が絶えず検出装置の傍にいる必要がある。

自動的に最終判断だけが表示またはプリントアウ

トしてほしいと、使用者よりリクエストがある。 

ハンディータイプの表示仕様を再検討するととも

に、LINE-OUT によるプリントアウト機能も付加

させた第 2 次試作品の開発を計画しています。 

課題３． 

臨床検査の症例数が必要で、平成 26 年度の彦根中

央病院にて、ノロウイルス感染の疑わしき来院者よ

り、検体採取しようとしたが、ノロウイルス感染者

が少なかったことにより、予定検体数を集めること

が出来なかった。 

 

臨床試験での 150 症例以上が必要になるため、 

彦根中央病院以外に、5 施設程度の複数医療施設で

も、同様の臨床試験を同時に実施するために、 

平成 27 年度早々に、医療機関と協議を重ね、倫理

委員会にて臨床試験協力の承諾を得ておき、 

「検査キット」の作製後、速やかに臨床試験が開始 

できるように周到な準備を進める。 
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(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） 

国内特許を平成 25 年 8 月、国際特許を平成 26 年 8 月に出願した。 

しかし、コンソーシアム企業と協議した結果、申請した内容のままだと、特許性として判断 

していたポイントが得られない可能性があり、申請特許が公示してしまった場合、今後、文章を 

修正して特許申請するのに、弊害が生じる危険性があることから、申請していた国際特許を取下 

げ、新たに申請することにした。 

ノロウイルス以外のウイルス検出にも対応するため、開発分野を得意とする国際弁理士事務所に 

依頼しようと計画している。（任意にて実施） 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

模倣品・侵害者が現れた場合を想定した対応を検討しておりませんでしたが、今後の事業展開を 

考え、コンソーシアム企業における対応をお聞きした上で検討する。 

本事業の流通体制によって、多くの医療機関にいち早く検出装置を導入してもらうことが、 

類似品への一番の対応策となると考えている。 

 

 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 

課題.１ 海外特許の抵触等の心配 

国内での抵触の恐れがある特許内容に関しては、弁

理士事務所での調査によって見当たらなかったが、

海外の特許に関しては調査していないため心配で

ある。 

ノロウイルス以外のウイルス検出に係わる技術的

特許を調査する必要がある。 

開発分野を得意とする国際弁理士事務所にて、国内

外の抵触する可能性のある特許内容を調査する。 

（任意対応） 
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(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 

ノロウイルス抗体の開発とそれを用いた有効なイムノクロマトストリップの製作が本事業の 

核となる技術である。 

平成 27 年度は、その開発及び製作を有識者（琉球大学他）のアドバイスをもとにプロテックス 

と予防環境協会が中心となり開発したオリジナル抗体を点着し、最適な発光抗原抗体反応を 

起こす第 2 次試作する。 

そして、臨床評価により効果を実証し、量産化に向けた準備に入る。 

 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

平成 26 年度の平成 27 年１月中旬～2 月上旬に彦根中央病院にて、ノロウイルス感染に 

疑わしき来院受診者より、検体を採取して、簡易検査比較を実施する計画をしたが、 

今シーズンのノロウイルス感染者が思いのほか少なく検体を採取するのが難しかった。 

薬事申請に 150 症例以上の臨床試験（他社簡易検査キットとの比較、一部 PCR 等検査との比較） 

を実施する必要があるため、平成 27 年度は彦根中央病院だけでなく、5 施設程度の医療施設にて、 

同様の臨床試験を同時期に実施する。 

 

 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 

課題．1 

安定的に使用できる優良な抗体の開発 

基礎研究で使用したノロウイルス抗体は、抗原抗体

反応の安定性と、抗原の高価格によって量産化する

にあたり課題があった。 

そのために、オリジナルのノロウイルス抗体を開発

し、安価で安定した製品を製造できるように本事業

で開発する。 

有識者の協力を仰ぎ、大量に安定して同じ抗体が安

価で製造できるようにオリジナル抗体を開発する。 

課題．２ 

検出装置の多様化 

医療機関での調査によって、試作したハンディータ

イプの検出装置は、作業者が絶えずそばにいないと

ならなく、自動的に最終判断だけが表示またはプリ

ントアウトしてほしいと、医療従事者よりのリクエ

ストがあった。 

これによって、第１次試作品による使用の追加と、 

第２次試作品での検討が必要。 

第１次試作品の表示仕様を再検討する。 

第１次試作品にプリントアウトの接続ラインの 

機能追加を検討する。 

要望を含めた第２次試作品２台を製作する。 
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(4) その他事業化全般 

 1) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

コンソーシアムのキョーリン MS とムトウが流通を担当する。 

特約代理店を設けるなど平成 27 年度に流通体制を確立させる。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

コンソーシアムのキョーリン MS とムトウが流通を担当し、アフターサービス・クレーム 

処理の窓口になっていただく予定である。 

販売者及び使用者に対する使用方法等の教育は、アニメーションビデオを作成して啓発する 

計画。 

クレーム処理に関しては、製造側企業と販売側企業との連携を構築する。 

 QMS 等の品質保証体制 

㈱プロテックスが QMS 等の品質保証体制を構築する。 

 広報・普及計画 

医療系の学会や展示会にて、本事業での成果を報告するとともに、PR 展示等によって、 

本事業を基に量産化する製品の広報及び普及活動を実施する。 

 

 

 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 

課題．１ 

検出装置を数多く流通させる。 

本事業の成果を基に検出装置を国内外で数多く、 

かつ、いち早く流通させることが成功の鍵であると

考えており、その戦略が求められる。 

検出装置は安価に設定し、施設が導入しやすくす

る。 

機器の導入に関しては、施設の負担を軽減させるた

めに、レンタルでの導入を計画する。 

そして、施設への導入を促進させるため、学会や展

示会等での広報活動を強化する。 

課題．２ 

「医療機器」と「一般用環境測定器」との 2種類を

流通させる計画。 

医療機器として使用される以外の施設などに対し

て、流通ができるようにコンソーシアムにて協議し

て販売事業を進める。 
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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 

変更前 特になし。 

変更後 特になし。 

 

(2) 機器スペック・ビジネスモデル 

変更前 ノロウイルス検出有無のデジタル表示のみを計画していた。 

変更後 医療施設従事者より、「検出装置」に対して、プリンターへの接続・データ管理できる仕様を付けて

ほしいとのニーズを聞くことができた。 

 

(3) 事業化体制 

変更前 平成 26年度は提示したコンソーシアム体制問題なかった。 

変更後 複数医療施設における臨床試験を同様及び同時に実施するため、コンソーシアムに㈱アリスタを 

追加して、医療機関での臨床試験を円滑に実施できる体制にする。 

 

(4) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

変更前 第 1次試作品が量産化に近い仕様の効果が確認できると想定していたため、 

製造販売業申請        ：平成 27年  2 月。 

医療機器・体外診断用医薬品申請：平成 27年 12 月。 

国内上市時期         ：非公開 

海外薬事申請         ：平成 29年 12 月。 

海外上市時期         ：非公開  

以上を予定していた。 

変更後 第 2次試作品にて量産化に近い仕様を検証してからのアクションとなるため、 

製造販売業申請        ：平成 28年  2 月～3 月。 

医療機器・体外診断用医薬品申請：平成 28年  6 月。 

国内上市時期         ：非公開  

海外薬事申請         ：平成 29年 12 月。 

海外上市時期         ：非公開  

以上の予定日程にて計画を変更させていただきました。 

 

 

1.8.2 有識者委員会・伴走コンサルでの指摘事項とその対応 

領域 指摘事項 対応 

薬事申請 医療機器と体外診断用医薬品の両申請。 それぞれに申請する。 

プロテックスが申請するのか。 プロテックスが医療機器と体外診断用 

医薬品の両方を申請する。 

プロテックスは製販業を取得するのか。 プロテックス埼玉県薬務課と打ち合わせ 

をしており、平成 28 年 2 月まで届出を 

する計画で準備を進める。 

製販業の申請から、医療機器及び体外診断

用医薬品の申請まで３ヵ月しかないが。 

製販業は届出から早ければ２ヵ月で 

許可証を受取る可能性があるため。 
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領域 指摘事項 対応 

知財対応 出願した特許の検出精度に関する表現。 10 の１乗個レベルなどと範囲を特定しない

ように記載する。 

抗体の特許は数多く出ている。 有識者とも協議している内容で、特許には

抵触しないと考えている。 

更なる調査と注意をはらう。 

国際特許は出すのですか。どこの国へ。 アジア及び欧米へ出願を予定している。 

欧米は、仏国、独国、英国を押える。 

アジアは、シンガポール、韓国。中国。 

技術・評価面 臨床試験を実施する彦根以外の医療機関は

どこなのか。 

まだ決定ではありませんが、彦根中央病院

以外に５施設程度の病院で臨床試験を実施

しないと 150 症例を実証することが難しい

と考える。 

オリジナルのノロウイルス抗体は開発でき

るのか。 

そのために、専門家に手伝っていただける

こととなり、GⅠ+GⅡでカバーするオール

マイティ抗体を開発し量産化できる技術条

件を確立する。 

臨床試験をどうやるのか。 栄研化学とデンカ生研のそれぞれの簡易検

出キットと、本開発による検査キットでの 

比較試験を 150 症例行い（一部の検体は

PCR 等の検査を行う）、臨床試験データとし

て、PMDA へ提出する必要がある。 

その他事業

化全般 

予防環境協会の外部検査費用は。 東京顕微鏡院にてノロウイルスを使用する

場合には、外部へ持ち出しが出来ないため、 

検査協力金が必要となる。 

販売に関する経費は出ない。 支出計画書を修正する。 

臨床関連経費にPMDAの費用を積んでおい

たほうが良いのでは。 

PMDA の対面助言の費用を計上する。 

医療機器、体外診断用医薬品の両方を製販

業、製造業の許可を取るので、別途工程表

を作成してほしい。 

工程表（ガンチャート）で別途作成する。 

臨床試験の期間が４月からとなっている

が。 

プロテックスとアリスタで手分けして、病

院と打合せを行い、合意していただける医

療機関で、倫理委員会の承諾を頂くまでに

時間を要するため、４月からのアクション

とした。 

オリジナル抗体が作れなかった場合はどう

するのか。 

現行のモノクローナル、ポリクローナル抗

体を使って開発することも一つであるが、

オールマイティ型ノロウイルス抗体をラク

ダで開発することに注力している。 
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1.8.3 （参考）採択条件への対応状況 

指摘事項 対応 

平成２７年度委託金 45,000,000 円（税込）上限。 それに基づき実施計画書、支出計画書を作成する。 

経済産業省、国立研究開発法人日本医療研究開発機

構が必要と認める経費に限る 

それに基づき実施計画書、支出計画書を作成する。 

本事業の目的である「臨床現場の課題とその解決」

「モノづくり中小企業の有する高い技術力の活用」

を踏まえての事業であること 

それに基づき実施計画書、支出計画書を作成する。 

今後の医工連携による医療機器等の事業化に携わ

る者への模範・参考となるよう心がけるとともに、 

その情報発信に協力すること。 

理解している。 

上記事項及び継続審議委員会や伴走コンサルティ

ングでの指摘事項を事業計画に確実に反映させる

こと 

それに基づき実施計画書、支出計画書を作成する。 

事業開始時期は、平成２７年４月１日以降、かつ、 

平成２７年度予算成立日以降となる。 

了解した。 

契約元は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構

となり、事業管理等が移管される。 

了解した。 

平成 26 年度まで取得、作成または改良等を行った

財産がある場合には、経済産業省の指示に従い、契

約期間終了後に速やかに買い取ること。 

協議いたし善処する。 

平成 27 年度以降取得、作成または改良等を行った

財産については、国立研究開発法人日本医療研究開

発機構の指示に従い、契約期間終了後に速やかに買

い取ること。 

協議いたし善処する。 

上記の他、本事業の実施に当たっては、事業開始時

の公募要領および、国立研究開発法人日本医療研究

開発機構の委託事業事務処理マニュアル等に従い、 

実施すること。 

了解した。 
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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 具体的な内容 

①第 2次試作品開発 

ａ：「検査キット：検体

採取器具」 

量産前の検体採取

器具を試作する。 

 

 

 

 

 

 

ｂ：「検査キット：ｲﾑﾉ 

ｸﾛﾏﾄｽﾄﾘｯﾌﾟ」 

安定･安価な抗体の

開発し量産前の検

査キットを試作す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ：「検出装置」： 

医療機関のニーズ

に応じた検出機器

を試作する。 

 

ａ：「検査キット：検体採取器具」 

NTT-ATCR が中心となり、肛門拭取りと採便のいずれからでもノロウイルスを

採取、かつ、イムノクロマトストリップに適量滴下可能な第 2 次試作品 1000 本

を作製する。 

作製した第2次試作品のノロウイルス回収性能と放散性能を予防環境協会で検証

し、期待する性能を有することが確認された後、安定性試験（下記②）及び臨床

試験（下記③）を行う。 

 

ｂ：「検査キット：ｲﾑﾉｸﾛﾏﾄｽﾄﾘｯﾌﾟ」 

H26 年度に確立した発光抗原抗体反応基本技術を活用して、ノロウイルスを 10

の 1 乗 copy/mL～10 の 2 乗 copy/mL（10 個～100 個の単位）レベルの高感度・

迅速検出可能な第 2 次試作品を作製するには、すべてのノロウイルスの抗原性の

検出が可能な特異性の高いオリジナルのノロウイルス抗体を作製するとともに、

高感度の発光試薬の開発が必須である。 

有識者のアドバイスをもとにプロテックスと予防環境協会が中心となり、医療現

場で採取されるすべてのノロウイルスを検出可能なオリジナル抗体を作製する

とともに、高感度の発光試薬を開発する。これらを点着し最適な発光抗原抗体反

応を起こす第 2 次試作品 1000 枚を作製する。 

得られた試作品と「検査キット：検体採取器具（第 2 次試作品）」、「検出装置 

（第 2 次試作品）」を用いて、東京顕微鏡院の協力の下、ノロウイルス保存検体

を用いた検出性能試験を 2 回（1 回目の試験で期待する性能が確認できなかった

場合は改良した試作品で再度性能を確認）実施する。 

期待する性能を有することが確認された後、安定性試験（下記②）及び臨床試験 

（下記③）を行う。 
 

ｃ：「検出装置」： 

NTT-ATCR が中心となり、イムノクロマトストリップより発せられる光を感度

良く、かつ、迅速に検出可能な第 2 次試作品を 2 台開発し、b.「検査キット：イ

ムノクロマトストリップ」の項記載の検出性能試験で期待する性能を有するか確

認する。 

期待する性能を有することが確認された後、臨床試験（下記③）を行う。 

②安定性試験 

量産前の試作にて、効

果検証を実施する。 

医療機器および体外診断用医薬品の申請に安定性に関するデータが求められる

ため、プロテックスが中心となり、予防環境協会協力の下、「検査キット（第 2

次試作品）」の安定性試験[一定条件下に保存した場合の品質（性能）の経年変化

確認]を行う。 

③臨床試験 

従来のノロウイルス検

査キット（2 種類）、

PCR 検査、試作品にて

比較による臨床評価を

プロテックスとアリスタが中心となり、彦根中央病院以外に医療機関 5 施設程度

の協力を得て患者検体（150 例）以上を採取し、既存ノロウイルス簡易検査キッ

ト（2 種類）と第 2 次試作品を用いて陽性及び陰性判定を行い、ノロウイルス検

出力の相関性を確認する。［一部検体にて PCR 等の比較検査を実施］ 
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実施する。 なお、平成 27 年 10 月以降の臨床試験実施については、平成 27 年 4 月よりプロ

テックスとアリスタが中心となり、臨床試験に協力頂く医療機関を選定後、当該

医療機関と打合せを実施の上、各医療機関倫理委員会の承認を得る手順の業務を

行う予定です。 

④製造体制の整備 

量産化製品の製造体制

を NTT-ATCR とプロ

テックスが整備する。 

第 2 次試作品の臨床試験及び安定性試験により、期待する性能及び結果が得られ

た後、「検査キット：検体採取器具及びイムノクロマトストリップ」の製品化（量

産化）に向けた製造体制はプロテックスが、「検出装置」の製品化（量産化）に

向けた製造体制は NTT-ATCR が整備する。 

⑤販売体制の整備 

販売体制をプロテック

スが主体となり、流通

を担当するキョーリン

MS・ムトウ等と共に

整備する。 

製品の販売体制は、プロテックスが主体となり、流通を担当するムトウ、キョー

リン MS 等と共に整備する。 

⑥知財戦略 

プロテックスが主体と

なり知財戦略を整備す

る。 

プロテックスが主体となり、当該技術の既存特許への抵触の有無を有識者と相談

し確認する。 

 

⑦薬事戦略の体制作り 

プロテックスが主体と

なり薬事戦略に関する

アクション委員会にて

検討する。 

プロテックスが主体となり有識者（東京工業大等）のアドバイスを頂きながら薬

事戦略に関するアクション委員会（メンバー：京都大学・キョーリン MS・ムト

ウ）を開催し、PMDA との薬事相談も踏まえ、「医療機器」と「体外診断用医薬

品」のクラス及び承認/認証分類、並びに承認/認証に必要な要件を明確にする。 

⑧薬事相談（PMDA：事

前面談、対面助言）と

第三者認証機関への相

談 

プロテックスが医療機

器の届出･申請に関す

る薬事相談を行う。 

プロテックスが主体となり、「医療機器」と「体外診断用医薬品」のクラス分類

及び承認/認証分類、並びに承認/認証に必要な要件を明確にするため、PMDA と

の薬事相談を行う。なお、薬事相談の結果、クラス分類及び承認/認証分類の判断、

並びに承認/認証に必要な要件が明確になった後、医療機器及び体外診断用医薬品

の製造販売業許可申請及び製造業登録申請を行う。 

⑨体外診断用医薬品

及び医療機器製造販

売業許可申請 

プロテックスが製造販

売業・製造業の届出･

申請する。 

開発したノロウイルス高感度迅速検出機器（「検査キット」と「検出装置」）の「製 

造販売業」は、プロテックスが主体となり、現在の研究開発拠点である新座研究

所で取得する計画であることから、埼玉県薬務課と「体外診断用医薬品」及び「医

療機器」の「製造販売業」の許可申請に向けた相談を行い、必要な体制を整備し、

平成 28 年度 3 月までに申請する。 

NTT-ATCR は、「医療機器」の製造業を徳島県薬務課と許可申請に向けた相談を

行い、必要な体制を整備し、平成 28 年度 3 月までに申請する。 

⑨事業の管理・運営 

ムトウは、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、プ

ロジェクト全体の事業

の運営及び管理を実施

する。 

ムトウは、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、プロジェクト全体の事業の運営及び管理を実施する。 

プロテックスは、本プロジェクトを円滑に進めるため、事業の運営及び管理を補

助する。 
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(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  プロテックスにて、各申請に伴う管理者の確保、QMS 等の整備が必要。 

知財対応  プロテックス・ムトウ・キョーリン MS・NTT-ATCR が、特許申請に関する協議を行

い、国際特許申請の準備を進める 

技術・評価面  H26 年度に確立した発光抗原抗体反応基本技術を活用して、ノロウイルスを 10 の 

1 乗 copy/mL～10 の 2 乗 copy/mL（10 個～100 個の単位）レベルの高感度・迅速 

検出可能な第 2 次試作品を作製するには、すべてのノロウイルスの抗原性の検出が 

可能な特異性の高いオリジナルのノロウイルス抗体を作製するとともに、高感度の 

発光試薬の開発が必須である。 

その他事業

化全般 

 プロテックスが「体外診断用医薬品」及び「医療機器」の「製造販売業」の許可申請 

を行い、NTT-ATCR が「医療機器」の「製造業」の許可申請を行う。 

PMDA にプロテックスが「体外診断用医薬品」及び「医療機器」の承認/認証の申請

のための準備を整える。 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該機器のニーズは特定の意見ではなく、客観的な情報で確認できていますか。 ○十分
当該機器の販売先（導入・普及場所）は明確になっていますか（一般、診療所、地域中核病院、高機能病院）。 ○十分
対象となる患者が明確になっていますか。 ○十分
対象となる疾病・診療科等が明確になっていますか。 ○十分
当該製品の業界特性は把握できていますか。 ○十分
市場規模（導入・普及台数）は明確になっていますか。 ○十分
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。 △一部
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）。 該当せず
ビジネスモデルに対応した業許可を持っていますか。 ×不十分
新医療機器、改良医療機器、後発医療機器のどれに該当するか整理できていますか。 ○十分

機器のリスク分類で、I～IVのどれに当たるか整理できていますか。 ○十分
臨床試験の必要性の有無が明確になっていますか。 △一部

PMDAとの調整が進んでいますか。 ×不十分
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。 該当せず
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。 △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。 ×不十分
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。 △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。 ○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。 ○十分
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。 ○十分
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。 △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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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 

初めての国の事業で初年度が短期間であり、かつ、年末年始があったため、コンソーシアム内 

における意思疎通を図るのが難しかった。 

平成 27 年度は、その反省を踏まえた事業体制にできると捉えている。 

 

(2) 事業の進め方 

 ノロウイルス抗体とイムノクロマトストリップの最適化が遅れてしまったことで、臨床試験等の 

 ノロウイルス検出効果の検証期間が短くなってしまった。 

 H26 年度に確立した発光抗原抗体反応基本技術を活用して、ノロウイルスを 10 の 1 乗 copy/mL 

～10 の 2 乗 copy/mL（10 個～100 個の単位）レベルの高感度・迅速検出可能な第 2 次試作品の 

作製にすべてのノロウイルスの抗原性の検出が可能な特異性の高いオリジナルのノロウイルス 

抗体を作製するとともに、高感度の発光試薬の開発が必須であると強く感じることができた。 

 

(3) その他 

 クラス分類及び承認/認証分類の判断、並びに承認/認証に必要な要件が明確になった後、医療機器及 

び体外診断用医薬品の製造販売業許可申請及び製造業登録申請を行うために、必要となる体制作り 

を早時期より整備しないとならない。 

 また、医療機器及び体外診断用医薬品の承認/認証のために必要な体制を整備する。 

 

 

 

1.11 事業に関する連絡窓口 

 

株式会社ムトウ 

〒110-8681 東京都台東区入谷１丁目 19番 2号 

電話: 03-3874-7143 / FAX: 03-3876-8140 / E-mail: masao_nishizaki@ni.wism-mutoh.co.jp 
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2. 本編 

2.1 委託事業終了時に完成した試作品の詳細 

2.1.1 「検体採取器具」：Notch-01-sp 

第 2次試作品で、1000本を製作し、「研究開発作業」「安定性試験」「臨床試験」にて使用し、 
効果を検証した後に、量産化前の最終試作品を作製する。 
最終量産化前の試作品は 100本程度を完成させる予定。 
 

2.1.2 「検査キット」 ：Notch-01-kt 

第 2次試作品で、1000本を製作し、「研究開発作業」「安定性試験」「臨床試験」にて使用し、 
効果を検証した後に、量産化前の最終試作品を作製する。 
最終量産化前の試作品は 100本程度を完成させる予定。 

 

2.1.3 「検出装置」   ：Notch-01-51 

第 1次試作品を調整及び改良した第 2次試作品 12台が完成した試作品になる予定。 
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2.2 平成 26 年度委託事業の成果詳細 

 

2.2.1 「肛門拭取り検体採取による「ノロウイルスの高感度迅速検出機器」の開発・事業化」 

(1) 実施内容  

 

 

 

平成 26年度の実施内容（実施計画書） 

①試作機器開発（一次） 

試作機器の構成は、「検体採取器具」、「検出キット」、「検出装置」であり、各々の開発及び 

検証を実施する。 

ａ：「検査キット：検体採取器具」： 

肛門拭取りと便採取のどちらにも対応できる検体採取器具を 

NTT-ATCRが開発し試作する。 

肛門周辺を拭取りするために、採取器具の片辺は綿棒より 

毛細化した素材を使用し効率よく検体採取できるようにする。 

もう 1辺の先端部分は便を採取することも出来るように、耳かき状に工夫する。 

その試作品をプロテックス、予防環境協会が拭取りサンプリングによる採取効果を検証する。 

ｂ：「検出キット：ｲﾑﾉｸﾛﾏﾄｽﾄﾘｯﾌﾟ」： 

開発済みの発光抗原抗体反応技術を応用したイムノクロマト法で 

設定した部分が発色した後に検出装置に挿入する構造で設計し、 

ノロウイルス 10個～100個レベルで高感度に検出できるよう 

プロテックスにて再設計する。 

高感度で検出できるようにするための抗体の調整･設計及び試作による効果の検証をプロテッ 

クスと予防環境協会にて実施する。 

ｃ：「検出装置」： 
開発済みの検出装置（超高感度センサを搭載した装置）を応用し 
検体との測定距離等の微調整等を 
行い、高感度で検出確認できるように、感度の調整を NTT-ATCRが 
実施する。 

②安全性・耐久試験【安定性試験】 
①で試作した各試作品を使用して効果検証を実施する。 

③臨床評価【臨床試験】 
彦根中央病院の協力で、従来のノロウイルス検査キット（2種類）、PCR等検査、試作品にて比較に 
よる臨床評価を実施する。 

④製造体制の整備 
試作後の量産化する製品の製造体制を NTT-ATCR とプロテックスが整備する。 

⑤販売体制の整備 
量産化する製品の販売体制は、プロテックスが主体となり、流通を担当するキョーリン MS・ムトウ等と 
共に整備する。 

⑥薬事戦略の体制作り 
プロテックスと京都大学が主体となり、薬事戦略に関するアクション委員会を作り検討する。 

⑦薬事相談（PMDA：事前面談、対面助言）と第三者認証機関への相談 
プロテックスと京都大学が医療機器の届出･申請に関する薬事相談を行う。 

⑧医療機器製造販売承認申請 
製造販売業・製造業の届出･申請をする。 

⑨事業の管理・運営 
ムトウは、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、プロジェクト全体 
の事業の運営及び管理を実施する。 
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(2) 現時点での達成状況（計画変更理由を含む） 

 

現時点での達成状況（計画変更理由を含む） 

①試作機器開発（一次） 

ａ：「検査キット：検体採取器具」： 

採取する繊維が検体に絡みつくだけでなく、検体を開放しやすくするために、ポリエステル 

素材で試作した。 

 

ｂ：「検出キット：ｲﾑﾉｸﾛﾏﾄｽﾄﾘｯﾌﾟ」： 

実用化で使用する抗体を想定し、安定して発光抗原抗体反応させる抗体の調整･設計に 

有識者を交えては研究開発を行っている。 

大量・安定・安価に抗体を製造するためにオリジナル抗体の開発を行っている。 

 

ｃ：「検出装置」： 

感度の調整確認は実施済み、上記「検出キット」の試作で、検証作業に入る。 

医療機関での調査によって、試作したハンディータイプの検出装置は、作業者が絶えずそばに 

いないとならなく、自動的に最終判断だけが表示またはプリントアウトしてほしいと、医療 

従事者よりのリクエストがあった。 

②安全性・耐久試験【安定性試験】 

「抗体採取器具」と「検査キット」の試作を使用して、平成 26 年度より 6 か月と 1 年間の 

品質検査に入る計画であったが、量産化製品に近い第 2 次試作品より実施することとした。 

各試作品での効果検証を実施した。（添付資料に記載） 

③臨床評価【臨床試験】 

平成 27 年 1 月下旬から 2 月上旬までの短い期間にて臨床評価を実施した。 

ノロウイルス感染者が予想を下回り少なかったため、予想検体数が得られなかった。 

第 2 次試作品を使用して、150 症例の臨床試験を実施する。 

④製造体制の整備 

関係者会議にて協議を重ねており、医療従事者の声も考慮した製品の製造を再検討している。 

⑤販売体制の整備 

プロテックスは、流通を担当するキョーリン MS・ムトウと、4 回の打合せ会議を実施した。 

⑥薬事戦略の体制作り 

今までにアクション委員会を 3 回開催し、関係者間にて申請にあたっての協議を行った。 

⑦薬事相談（PMDA：事前面談、対面助言）と第三者認証機関への相談 

元 PMDA 関係者を招き、申請に関する相談を行った。 

平成 26 年度中に PMDA と事前相談を行う予定であったが、実施できていない。 

伴走コンサルにて指摘された「診断薬」に対しても申請するための準備を行っている。 

⑧医療機器製造販売承認申請 

平成 26 年度中に、東京都担当部署と協議する計画です。 

⑨事業の管理・運営 

11 月 1 日に再委託企業への発注を行いました。 
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(3) 今後検討・実施すべき課題 

 

今後検討・実施すべき事項 

 

①試作機器開発（一次） 

ａ：「検査キット：検体採取器具」： 

 平成 27 年度は、試作した採取器具によるウイルス捕集および液剤開放の効果を検査する 

とともに、実際の臨床評価にて使用し、医療従事者の声を基にして修正を加える計画です。 

 

ｂ：「検査キット：ｲﾑﾉｸﾛﾏﾄｽﾄﾘｯﾌﾟ」： 

 平成 27 年度は、大量・安定・安価に抗体を製造するために、オリジナル抗体の開発を 

 平成 27 年 9 月までに開発する計画です。 

 

ｃ：「検出装置」： 

平成 27 年度は、ハンディータイプの表示仕様を再検討するとともに、プリントアウト機能 

付き検出装置も開発および試作する計画です。 

②安定性試験（安全性・耐久試験） 

平成 27 年度は、品質管理条件の検討を行い、製品の品質管理方法を協議する計画です。 

③臨床試験（臨床評価） 

平成 27 年度は、アリスタとプロテックスが協力し、複数の医療機関にて、同様の比較に 

よる臨床評価を一定期間実施する計画です。 （臨床試験は平成 28 年度まで一部継続） 

④製造体制の整備 

平成 27 年度は、NTT-ATCR が複数の下請け企業を使って、医療機関のニーズに応じた 

検出装置を試作する計画です。 

⑤販売体制の整備 

平成 27 年度は、臨床評価が完了、および、医療機器の申請、そして、量産体制が確立する 

時点までに流通体制を確立させる計画です。 

⑥薬事戦略の体制作り 

平成 27 年度は、アクション委員会にて協議を重ねる計画です。 

⑦薬事相談（PMDA：事前面談、対面助言）と第三者認証機関への相談 

平成 27 年度は、12 月に体外診断用医薬品と、医療機器の申請を行う計画です。 

⑧医療機器製造販売承認申請 

コンソーシアムにて協議した上、平成 28 年 3 月までに埼玉県薬務課へプロテックスが 

申請する計画です。 

⑨事業の管理・運営 

SL に㈱ムトウ取締役西崎政男が着任し、医工連携事業の業務が円滑に活動できるように 

する。 

 

 

 

 


