
 

採択番号 26-081 

申請区分：周辺分野開拓 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成27年度医工連携事業化推進事業 成果報告書（概要版） 

「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」 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年 2 月 

 

 

 

委託者 国立研究開発法人 日本医療研究開発機構 

委託先 株式会社ムトウ 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

目次 

1. 事業の概要 .................................................................................................................... 1 

1.1 事業の目的 .................................................................................................................... 2 

1.2 事業の実施体制 ............................................................................................................ 2 

1.3 最終製品（＝事業化する医療機器） ........................................................................... 3 

1.4 上市（投資回収）に至るまでのプロセス（事業計画） .............................................. 7 

1.5 事業化に向けた検討結果 ............................................................................................ 11 

1.6 平成 27 年度委託事業の成果概要 ............................................................................... 15 

1.7 平成 27 年度委託事業の実施経過 ............................................................................... 19 

1.8 平成 28 年度以降の実施内容に関する計画（案） ..................................................... 28 

1.9 平成 27 年度委託事業の振り返り ............................................................................... 31 

1.9.1 チェックリストによる自己評価結果 ......................................................................... 31 

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 ........................... 31 

1.10 事業に関する連絡窓口 .............................................................................................. 32 

 



 

1 

1. 事業の概要 

従来の簡易検査器具では、ウイルスを「発色」させて目視で検出する方法であったため精度が低く、

多くの医療機関では外部の検査機関に検査を依頼せざるを得なかった。また、このため、検査受診者も

再来院する必要があった。これに対して本事業では、従来の「発色」目視方法ではなく、抗原抗体反応

によってノロウイルスを「発光」させ、その「光」を検査装置で感知する方法をとる。これにより、肛

門拭取方法等の簡易な方法で僅かな数の検体を採取するだけで、5 分程度でノロウイルスの有無を検査で

きるようになる。そうした「検査キット」及び「検出装置」の開発・事業化を目指すものである。 
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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。 

こうした状況を踏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で検知し、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、国内は平成 28 年 6 月に薬事申請を行い、平成 28 年 12 月の上市を目指す。また、海外（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、平成 30 年 2 月の上市を目指す。 

 

1.2 事業の実施体制 

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： 西崎 政男（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株式会社アリスタ 

  ⑤国立大学法人京都大学 

  ⑥医療法人恭昭会彦根中央病院 

  ⑦キョーリンメディカルサプライ株式会社 
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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 

機器等の種類 検査キット：検体採取器具 クラス分類 Ⅰ（予定） 

製品名 Notch-01-sp〔検体採取器具〕 分類名称（一般的名称） 検体採取器具 

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 後発 

使用目的又は効果 検査キットに含まれるもので、検体を採取する器具 

薬事申請予定者 ㈱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 

   

 

 

 

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 28（2016）年 2月 平成 29（2017）年 12月 

上市時期 平成 29（2017）年 8月 平成 30（2018）年 2月 

想定売上（上市後 3年目） 4.06億円／年（平成 32（2020）年時点） 0.83億円／年（平成 33（2021）年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 99億円／年（平成 32（2020）年時点） 90億円／年（平成 33（2021）年時点） 

想定シェア（上市後 3年目） 0.27％（平成 32（2020）年時点） 0.092％（平成 33（2021）年時点） 

機器等の種類 
検査キット：イムノクロマト

ストリップ 
クラス分類 Ⅲ（予定） 

製品名 Notch-01-kt〔検査キット〕 分類名称（一般的名称） ノロウイルス抗原キット 

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 

使用目的又は効果 検体を滴下し、発光抗原抗体反応によって、ノロウイルスを発光させる検査キット 

薬事申請予定者 ㈱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 

   

機器等の種類 検出装置 クラス分類 Ⅰ（予定） 

製品名 Notch-01-51 〔検出装置〕 分類名称（一般的名称） 

ウイルス検出装置（予定） 

機械器具 19 尿検査又は糞便検

査用器具 

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／改良 

使用目的又は効果 発光抗原抗体反応した検査ｷｯﾄを差し込み、ノロウイルスの有無を確認する装置 

薬事申請予定者 ㈱プロテックス 医療機器製造販売業 申請予定 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

 

NTT-ATクリエイティブ㈱ 医療機器製造業許可 登録予定 

下請け企業 医療機器製造業許可 製造業取得企業 
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 2) 事業化する医療機器の概観・特長 

１．申請する医療機器等の内容のイメージ写真 

 

  「医療機器」              「体外診断用医薬品」 

   発光検出装置              抗原検査キット 

 

 
                                        滴下ｲﾒｰｼﾞ 

          差込口の形状を変更する                          

 

 

２．機器の使用方法 

  肛門周辺より検体を採取して、イムノクロマト検査キットに滴下。 

 

 
 

３．医療現場の課題・ニーズ 

 プロテックスが医療機関の医療従事者からモニタリング調査したニーズだけでなく、三菱総研が 

実施した「ユーザー評価」からも製品ニーズが高いことを確認した。 

 

「ユーザー評価」などから検討している仕様項目： 

＊検出装置： 

①機器のディスプレー表示はデジタルと色の両方で表示し、ディスプレーにデータ表示する 

時に、ブザーで知らせる仕様に修正することを検討中。 

  ②バッテリー状態の表示仕様に修正することを検討中。 

  ③ストリップケースの差込部分の形状仕様に修正することを検討中。 

＊イムノクロマトストリップ： 

①検体が浸透したことを確認するテストラインを設定し発色を検討中。 

②ノロウイルス検体で機器が汚染しないようにするため、スライドカバーの設定を検討中。 
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(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 

・国内の医療機関 108,679 施設（H24 厚労省調べ） 

・国内の保健所 495 施設（H24 調べ） 

・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 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

・国内の医療機関の 25％（約 45,000 施設）が導入すると算出すると、2020 年 8 月時点で、 

99 億円の創出市場となる。 

 その内の 0.27％をシェアするとして、想定売り上げは 2.69 億円となる。 

・海外の医療機関の 3％約（30,000 施設）が導入すると算出すると、2021 年 2 月時点で、 

90 億円の創出市場となる。 

 その内の 0.09％をシェアするとして、想定売り上げは 0.83 億円となる。 
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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 

・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） 

・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） 

・障害要素：検出レベルは格段の違いはあるものの、検査コストはほぼ同様であり、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、宣伝力、認知度、流通手段方法が課題となる。 

・検査キットの 2 大企業であるデンカ生研㈱と栄研化学㈱の平成 28 年 2 月現在の検査キットの精度は 

10 の 5 乗 copy/mL（100,000 個）～10 の 6 乗 copy/mL（1,000,000 個）での検出レベルであり、 

当該製品（10 の 1 乗 copy/mL（10 個）～10 の 2 乗 copy/mL（100 個）とは、格段の精度の違いが 

あるため、競合との勝算は十分あると考えています。 

 

 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） 

・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。 

・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。 

・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。 

・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さえられると考える。 

・本事業でノロウイルス抗原の開発から抗体の開発までをプロテックスが一貫して開発を行ってきたた

め、独自の抗体ライブラリーが得られる。 

・本事業で開発する検出装置を使用して、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

きるように発展させることができる。 
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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 

 

上市（投資回収）に至るまでのプロセス（事業計画）
【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

H26（2014）年度 H27（2015）年度 H28（2016）年度 H29（2017）年度
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

計画

実績

主要開発品目である抗体開発：
12月までにGⅡ-4抗原作製し、12個
の抗体候補を選出し、ＧⅡ-4に対す
る最適抗体を作製し発光を確認。
28年度にまたぎ、GⅠとGⅡの抗原及
び抗体の作製に取り掛かる。

計画  

実績

27年12月のユーザー評価を参考に
し、急遽仕様を変更し、採取器具の
第三次試作品を製造した。
28年度は、最終試作品による効果検
証と安定性評価試験を実施する。

計画

実績

12月までにGⅡ-4抗原作製し、12個
の抗体候補から、最適抗体を開発
し、2月に発光を確認した。
平成28年度にまたがり、GⅠとGⅡ
（17を含む）の抗原作製に取り掛か
り、9月完成予定として最終検査キッ
トを作製する。

計画

実績

NTT-ATCR及び徳島県工業技術セン
ターと共同研究によって、検出装置
における分析試験及び標準機器を製
造。
コンサルでの仕様修正箇所を検討
し、平成28年度に最終試作を完成さ
せる。

計画

実績

採取器具は、ユーザー評価の報告を
受けて、急遽仕様を変更したため、
平成28年に安定性試験を実施。
検査キットは、平成28年の抗体完成
後に
安定性試験を実施。

計画

実績

東京慈恵会医科大学病院・彦根中央
病院などの協力によって、平成27年
度は検出試験、平成28年度は臨床
試験（評価）を実施。

計画

実績

28年2月にPMDAに相談し、GMP設備
のことを知り、プロテックスで準備で
きるか、外部製造会社へ委託するか
を検討中。

右記の様にスケジュールを記載した
が、28年度早々に関係者間で協議
し、2月PMDA申請のための準備を整
える。

計画

実績

実際のノロウイルスにて検出効果を
確認した後に、抗原及び抗体作製に
関する特許申請を行う計画。（自費で
出願予定）

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した後に、販売
戦略を検討した。

計画

実績

国内は、上市時期を1年遅らせ、平
成29年12月の上市を目指す。
海外は平成30年2月の上市を目指
す。

＊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

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

平成27年度の主開発である抗体開発
は、
ノロウイルスGⅡ-4抗原の作製に時間を
要してしまったため、GⅠ抗原と抗体の作
製、検査キットの作製、臨床試験の実施
までには至らなかった。
よって、平成27年度はGⅡ-４抗体での発
光検出確認までとなった。

平成28年度の早い時期に、プロテックス
が中心となり琉球大学とアリスタの協力
で、G１抗原及びVHH抗体候補を作製、
最適抗体を選出して検査キットの最終試
作品を製作する。
さらに、慈恵会病院や川崎市健康安全
研究所等の協力で臨床試験を実施す

スケジュール変更理由

臨床試験

薬事申請

試作機開発・改良
（最終試作品）

試作機開発・改良
（最終試作品）

試作機開発・改良
（最終試作品）

要素技術開発

安定性試験

【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≫

薬事申請及び上市目標（国内）の
スケジュール変更に関して、平成
27年度の主研究であるノロウイル
スGⅡ-4抗原の作製に時間を要し
てしまったため、全体スケジュー
ル調整をするに至った。

平成28年度は、人員の増強、協
力先を増やすことで、上記目標の
達成に向けた計画を実施する。

①試作機器開発（最終試作品）
　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薬事戦略及び相談　⑦医療機器製造
販売承認申請　⑧事業の管理・運営

＊知財：国内外特許の出願
＊製造体制の構築
＊学会発表
＊展示会への出展自主事業の内容

知財対応

販売戦略

上市時期

事業の実施内容

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（二次）

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：検出装置の開発（二次）

安全性･耐久性の確認 梱包形状の検討

製造体制の検討 製造体制の決定

検査キットの効果の確認

製造体制の検討 製造体制の決定

製造体制の検討 製造体制の決定

検出キットの効果の確認

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

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

★
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

量産前の試作品にて

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

平成28年12月上市目標（国内）

★

ａ：採取器具の開発（二次） ﾕｰｻﾞｰ評価を参考に三次試作

ｂ：検査キットの開発（二次） 【下記に詳細分類を記載】

ｃ：検出装置の開発（二次）

安定性試験（6か月後、1年後）にて検証確認

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（二次）

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：検出装置の開発（二次）

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

慈恵会各病院よりノロウイルス検体を

愛宕の付属病院に移送保管

医療機器･体外診断用医薬品としてPMDAに申請

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

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

2018年2月上市目標（海外･欧州）

★

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（一次）

ｂ：検査キットの開発（一次）

ｃ：検出装置のレベル確認

採取効果の確認

製造体制の検討

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

彦根中央病院にて実際の

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

★

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

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（一次）

採取効果の確認

製造体制の検討

ｂ：検査キットの開発（一次）

検査キットの効果の確認

製造体制の検討

ｃ：検出装置のレベル確認

製造体制の検討

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。

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

医療機器･体外診断用医薬品の

クラス分類等の件で、PMDAの

無料相談を受けた。

海外での薬事申請時期

2017年12月を予定

★

製造体制の検討
製造体制の再検討･構築 梱包形状の検討

ｂ：（GⅡ-4ノロ抗原の作製） ｂ：（GⅡ-4ノロ抗体の作製）ｂ：（GⅠGⅡノロ抗原及び抗体の作製）ｂ：（検査キットの最終試作品）

安定性試験（6か月後）にて検証確認

検査キットの効果の確認

製造体制の検討 製造体制の再検討･構築

ｃ：検出効果の分析試験 ｃ：コンサル･ユーザー評価から仕様検討

ａ：採取器具の開発（量産試作）

製造体制の検討 製造体制の再検討･構築

検出キットの効果の確認

a：検体採取器具 安定性試験（6か月）にて検証確認

b：検査キット 安定性試験（6か月）にて検証確認

PMDAの無料

全般相談を行った

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に伴う打合せ。

★

研究施設の移転後に、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計画。

★ ★

PMDAへ

事前相談予定
医療機器･体外診断用医薬品として

PMDAに申請計画。

★

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

感染学会にて展示

アフターサービス体制の検討･構築

展示会へ出展展示

量産前の試作品にて

複数施設にモニタリングを開始流通担当企業と

流通体制を検討協議

2017年8月上市目標（国内）

★

2018年2月上市目標（海外･欧州）

★

ａ：採取器具の安全性･耐久性の確認ａ：採取器具の機能検証

東京慈恵会医科大学付属病院と臨床試験の

打合せ、倫理委員会の承認等作業

海外での薬事申請時期

2017年12月を予定

★

東京慈恵会医科大学病院・川崎市健康安全研究所･

東京顕微鏡院などの協力にて、臨床試験（評価）を実施

ｃ：検出装置の開発（コンサル指摘の形状変更で三次試作）

ａ：採取器具の開発（二次） ﾕｰｻﾞｰ評価を参考に三次試作

ａ：採取器具の安全性･耐久性の確認ａ：採取器具の機能検証

（最終試作品）

ｃ：検出装置の開発（コンサル指摘の形状変更で三次試作）

彦根中病院よりノロウイルス

検体をプロテックス研究所に移送
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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   ●        

上市時期    ●       

支出額（単位：億円） 0.35 0.65 0.75 0.53 0.61 0.85 1.02 1.14 1.49 1.77 

 うち委託費 0.25 0.45 0.60 － － － － － －  

 うち自己負担 0.10 0.20 0.15 0.53 0.61 0.85 1.02 1.14 1.49  

売上高（単位：億円） － － － 0.85 1.42 2.69 4.06 4.84 5.58 8.16 

販売数量（単位：） － － － 500 900 1,300 1,700 2,100 2,500 2,900 

 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    ●       

上市時期     ●      

支出額（単位：億円）     0.11 0.23 0.39 0.56 0.72 0.88 

 うち委託費     － － － － －  

 うち自己負担     0.11 0.23 0.39 0.56 0.72  

売上高（単位：億円）     0.17 0.36 0.56 0.83 1.22 1.62 

販売数量（単位：）     100 200 300 400 500 600 

 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) 

支出額（単位：億円） 0.35 0.65 0.75 0.53 0.72 1.08 1.41 1.70 2.21 2.65 

 うち委託費 0.25 0.45 0.60 － － － － － －  

 うち自己負担 0.10 0.20 0.15 0.53 0.72 1.08 1.41 1.70 2.21  

売上高（単位：億円） － － － 0.85 1.59 3.05 4.62 5.67 6.80 8.16 

販売数量（単位：） － － － 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

 

【条　件】

借入金額 千円 18,000 千円

金　利 0 ％

定率法 1 ％

耐用年数 5 年

金額：千円
初年度/2017年度 2年度/2018年度 3年度/2019年度 4年度/2020年度 5年度/2021年度 累　計

売上高 85,000 159,500 305,000 455,000 573,750 1,578,250

188% 191% 149% 126%

売上高計 85,000 159,500 268,500 455,000 573,750 1,578,250

売上原価 51,000 95,700 161,100 273,000 344,250 946,950

粗利益高 34,000 63,800 107,400 182,000 229,500 616,700

粗利益率

設備維持費

人件費 24,000 36,000 43,200 47,520 54,000 204,720

その他販管費 17,000 31,900 61,000 91,000 114,750 315,650

減価償却費 9,000 4,500 2,250 1,125 562 17,437

開発費 3,000 2,000 2,000

53,000 72,400 108,450 139,645 171,312 537,807

62% 45% 40% 31% 30% 34%

-19,000 -8,600 -1,050 42,355 58,188 71,893

-19,000 -27,600 -28,650 13,705 71,893 71,893

-7,600 -3,440 -420 5,482 23,275 17,297

税引き後利益 -11,400 -5,160 -630 36,873 34,913 54,596

返済可能額

返済可能額累計

借入金返済

0 0 0 0 0 0

-11,400 -5,160 -630 36,873 34,913 54,596

9,000 4,500 2,250 1,125 563償却資産残高

借入残高

資 金 回 収 計 画 書 ( 上 市 後 ）

財
務
収
支

（収益合計-費用合計）

（対営業利益：税率40％）

償却費＋税引後利益

償却資産額×100%×0.50%

量産化試作費一部、臨床研究等の開発費

⇒　　　60％

⇒　　　40％

⇒　　　40％

5%／2年

5%／1年

原価率60％（平均）

経費額

経費率

設備投資額

（※リース総額）

営業利益累計

法人税等

キャッシュフロー

キャッシュフロー累計

会社名

2017年よりの5年間

項　　　目

収
入

粗
利
高

費用合計

費
用

営業利益

株式会社プロテックス

検出機器事業

営業費／販促費／本部費など：売上の20%

計　算　根　拠 インフレ率

個別設定

伸び率

粗利益率40％（平均）

設備／器具／備品の増加に準じる

（初年度、2年目、3年目、5年目増員）
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計算根拠： 

製造原価 検出装置　 85,000 円/単価 原価率 71 %

（研究開発費含まず） 採取器具　 100 円/単価 原価率 67 %

検査キット 150 円/単価 原価率 43 %

キットのｾｯﾄ 250 円/単価 原価率 50 %

ｷｯﾄは100個セット

2017年

国内 ①検出装置　 500 台 85,000 円/原価 小計 42,500,000 円

500 台 120,000 円/卸単 小計 60,000,000 円 千円単位＝ 60,000 千円

②採取器具 100個/台 50,000 個 150 円/卸単 小計 7,500,000 円

③検査キット 100個/台 50,000 個 350 円/卸単 小計 17,500,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 50,000 個 250 円/原価 小計 12,500,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 50,000 個 500 円/卸単 小計 25,000,000 円 千円単位＝ 25,000 千円

原価のみ合計 55,000,000 国内合計 85,000 千円

海外無し 0 千円

2018年

国内 ①検出装置　 900 台 85,000 円/原価 小計 76,500,000 円

900 台 120,000 円/卸単 小計 108,000,000 円 千円単位＝ 108,000 千円

②採取器具 100個/台 90,000 個 150 円/卸単 小計 13,500,000 円

③検査キット 100個/台 90,000 個 350 円/卸単 小計 31,500,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 90,000 個 250 円/原価 小計 22,500,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 90,000 個 500 円/卸単 小計 45,000,000 円 千円単位＝ 45,000 千円

50%のリピート②③合計 100個/台 25,000 個 250 円/原価 小計 6,250,000 円

50%のリピート②③合計 100個/台 25,000 個 500 円/卸単 小計 12,500,000 円 千円単位＝ 12,500 千円

原価のみ合計 105,250,000 円 国内合計 142,500 千円

海外 ①検出装置　 100 台 85,000 円/原価 小計 8,500,000 円

100 台 120,000 円/卸単 小計 12,000,000 円 千円単位＝ 12,000 千円

②採取器具 100個/台 10,000 個 150 円/卸単 小計 1,500,000 円

③検査キット 100個/台 10,000 個 350 円/卸単 小計 3,500,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 10,000 個 250 円/原価 小計 2,500,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 10,000 個 500 円/卸単 小計 5,000,000 円 千円単位＝ 5,000 千円

原価のみ合計 11,000,000 円 海外合計 17,000 千円

国内･海外合計 159,500 千円

2019年

国内 ①検出装置　 1,300 台 85,000 円/原価 小計 110,500,000 円

1,300 台 120,000 円/卸単 小計 156,000,000 円 千円単位＝ 156,000 千円

②採取器具 100個/台 130,000 個 150 円/卸単 小計 19,500,000 円

③検査キット 100個/台 130,000 個 350 円/卸単 小計 45,500,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 130,000 個 250 円/原価 小計 32,500,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 130,000 個 500 円/卸単 小計 65,000,000 円 千円単位＝ 65,000 千円

50%のリピート②③合計 100個/台 95,000 個 250 円/原価 小計 23,750,000 円

50%のリピート②③合計 100個/台 95,000 個 500 円/卸単 小計 47,500,000 円 千円単位＝ 47,500 千円

原価のみ合計 166,750,000 円 国内合計 268,500 千円

海外 ①検出装置　 200 台 85,000 円/原価 小計 17,000,000 円

200 台 120,000 円/卸単 小計 24,000,000 円 千円単位＝ 24,000 千円

②採取器具 100個/台 20,000 個 150 円/卸単 小計 3,000,000 円

③検査キット 100個/台 20,000 個 350 円/卸単 小計 7,000,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 20,000 個 250 円/原価 小計 5,000,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 20,000 個 500 円/卸単 小計 10,000,000 円 千円単位＝ 10,000 千円

50%のリピート②③合計 100個/台 5,000 個 250 円/原価 小計 1,250,000 円

50%のリピート②③合計 100個/台 5,000 個 500 円/卸単 小計 2,500,000 円 千円単位＝ 2,500 千円

原価のみ合計 23,250,000 海外合計 36,500 千円

国内･海外合計 305,000 千円

2020年

国内 ①検出装置　 1,700 台 85,000 円/原価 小計 144,500,000 円

1,700 台 120,000 円/卸単 小計 204,000,000 円 千円単位＝ 204,000 千円

②採取器具 100個/台 170,000 個 150 円/卸単 小計 25,500,000 円

③検査キット 100個/台 170,000 個 350 円/卸単 小計 59,500,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 170,000 個 250 円/原価 小計 42,500,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 170,000 個 500 円/卸単 小計 85,000,000 円 千円単位＝ 85,000 千円

50%のリピート②③合計 100個/台 220,000 個 250 円/原価 小計 55,000,000 円

50%のリピート②③合計 100個/台 220,000 個 500 円/卸単 小計 110,000,000 円 千円単位＝ 110,000 千円

原価のみ合計 242,000,000 国内合計 399,000 千円

海外 ①検出装置　 300 台 85,000 円/原価 小計 25,500,000 円

300 台 120,000 円/卸単 小計 36,000,000 円 千円単位＝ 36,000 千円

②採取器具 100個/台 30,000 個 150 円/卸単 小計 4,500,000 円

③検査キット 100個/台 30,000 個 350 円/卸単 小計 10,500,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 30,000 個 250 円/原価 小計 7,500,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 30,000 個 500 円/卸単 小計 15,000,000 円 千円単位＝ 15,000 千円

50%のリピート②③合計 100個/台 25,000 個 250 円/原価 小計 6,250,000 円

50%のリピート②③合計 100個/台 10,000 個 500 円/卸単 小計 5,000,000 円 千円単位＝ 5,000 千円

原価のみ合計 39,250,000 海外合計 56,000 千円

国内･海外合計 455,000 千円

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるがセット販売とする

個別に販売するケースはあるがセット販売とする

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるが計算外
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2017 年 12 月に上市する計画である。 

資金対策としては、販売開始後の 3 年間は赤字となるが、資本金より補える計画です。 

次年度以降からは、毎年の検出装置の販売台数が増えるだけでなく、消耗品である検査キットは、 

初年度からのリピート消耗品であるため、数量が累積して販売できることを想定しており、 

それら条件設定した数値を上記の累計売上に記載した。 

上市後の当面は国内販売に注力し、海外の売上費は、国内の 10％程度と見込んでいる。 

※2022 年度と 2023 年度の支出は累計より 130％で算出。 

 

2021年

国内 ①検出装置　 2,100 台 85,000 円/原価 小計 178,500,000 円

2,100 台 120,000 円/卸単 小計 252,000,000 円 千円単位＝ 252,000 千円

②採取器具 100個/台 210,000 個 150 円/卸単 小計 31,500,000 円

③検査キット 100個/台 210,000 個 350 円/卸単 小計 73,500,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 210,000 個 250 円/原価 小計 52,500,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 210,000 個 500 円/卸単 小計 105,000,000 円 千円単位＝ 105,000 千円

50%のリピート②③合計 100個/台 235,000 個 250 円/原価 小計 58,750,000 円

50%のリピート②③合計 100個/台 267,500 個 500 円/卸単 小計 133,750,000 円 千円単位＝ 133,750 千円

原価のみ合計 289,750,000 国内合計 490,750 千円

海外 ①検出装置　 400 台 85,000 円/卸単 小計 34,000,000 円

400 台 120,000 円/卸単 小計 48,000,000 円 千円単位＝ 48,000 千円

②採取器具 100個/台 40,000 個 150 円/卸単 小計 6,000,000 円

③検査キット 100個/台 40,000 個 350 円/卸単 小計 14,000,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 40,000 個 250 円/原価 小計 10,000,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 40,000 個 500 円/卸単 小計 20,000,000 円 千円単位＝ 20,000 千円

50%のリピート②③合計 100個/台 50,000 個 250 円/卸単 小計 12,500,000 円

50%のリピート②③合計 100個/台 30,000 個 500 円/卸単 小計 15,000,000 円 千円単位＝ 15,000 千円

原価のみ合計 56,500,000 海外合計 83,000 千円

国内･海外合計 573,750 千円

2022年

国内 ①検出装置　 2,500 台 85,000 円/原価 小計 212,500,000 円

2,500 台 120,000 円/卸単 小計 300,000,000 円 千円単位＝ 300,000 千円

②採取器具 100個/台 250,000 個 150 円/卸単 小計 37,500,000 円

③検査キット 100個/台 250,000 個 350 円/卸単 小計 87,500,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 250,000 個 250 円/原価 小計 62,500,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 250,000 個 500 円/卸単 小計 125,000,000 円 千円単位＝ 125,000 千円

50%のリピート②③合計 100個/台 295,000 個 250 円/原価 小計 73,750,000 円

50%のリピート②③合計 100個/台 345,000 個 500 円/卸単 小計 172,500,000 円 千円単位＝ 172,500 千円

原価のみ合計 348,750,000 国内合計 597,500 千円

海外 ①検出装置　 500 台 85,000 円/卸単 小計 42,500,000 円

500 台 120,000 円/卸単 小計 60,000,000 円 千円単位＝ 60,000 千円

②採取器具 100個/台 50,000 個 150 円/卸単 小計 7,500,000 円

③検査キット 100個/台 50,000 個 350 円/卸単 小計 17,500,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 50,000 個 250 円/原価 小計 12,500,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 50,000 個 500 円/卸単 小計 25,000,000 円 千円単位＝ 25,000 千円

50%のリピート②③合計 100個/台 70,000 個 250 円/卸単 小計 17,500,000 円

50%のリピート②③合計 100個/台 75,000 個 500 円/卸単 小計 37,500,000 円 千円単位＝ 37,500 千円

原価のみ合計 72,500,000 円 海外合計 122,500 千円

国内･海外合計 720,000 千円

2023年

国内 ①検出装置　 2,900 台 85,000 円/原価 小計 246,500,000 円

2,900 台 120,000 円/卸単 小計 348,000,000 円 千円単位＝ 348,000 千円

②採取器具 100個/台 290,000 個 150 円/卸単 小計 43,500,000 円

③検査キット 100個/台 290,000 個 350 円/卸単 小計 101,500,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 290,000 個 250 円/原価 小計 72,500,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 290,000 個 500 円/卸単 小計 145,000,000 円 千円単位＝ 145,000 千円

50%のリピート②③合計 100個/台 355,000 個 250 円/原価 小計 88,750,000 円

50%のリピート②③合計 100個/台 412,500 個 500 円/卸単 小計 206,250,000 円 千円単位＝ 206,250 千円

原価のみ合計 407,750,000 国内合計 699,250 千円

海外 ①検出装置　 600 台 85,000 円/卸単 小計 51,000,000 円

600 台 120,000 円/卸単 小計 72,000,000 円 千円単位＝ 72,000 千円

②採取器具 100個/台 60,000 個 150 円/卸単 小計 9,000,000 円

③検査キット 100個/台 60,000 個 350 円/卸単 小計 21,000,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 60,000 個 250 円/原価 小計 15,000,000 円

②③合計の検査キット 100個/台 60,000 個 500 円/卸単 小計 30,000,000 円 千円単位＝ 30,000 千円

50%のリピート②③合計 100個/台 90,000 個 250 円/卸単 小計 22,500,000 円

50%のリピート②③合計 100個/台 120,000 個 500 円/卸単 小計 60,000,000 円 千円単位＝ 60,000 千円

原価のみ合計 88,500,000 円 海外合計 162,000 千円

国内･海外合計 861,250 千円

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるが計算外

個別に販売するケースはあるが計算外
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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”   

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る。 

 

 2) ビジネス体制 

 
 

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む。 

 

製造：プロテックスと NTT-AT クリエイティブが担当する計画ではあるが、PMDA との 

全般相談にて、製造施設での GMP 環境条件のことを知りましたので、平成 28 年度の 

PMDA 申請までに、製造体制を再検討･構築する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ものづくり中小企業

製販企業

㈱プロテックス

＊製造販売元/事業統括

＊検出機器の組立製造

＊イムノクロマトの製造

＊知財の統括管理

＊薬事等の届出･申請
＊アフターサービス

ものづくり大企業

ＮＴＴ-ＡＴｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ㈱

＊検出キットの製造･供給

＊検出機器の一部製造･供給

＊協力：生産体制

＊協力：事業体制

＊アフターサービス

＊検出機器をレンタル･購入

＊患者のノロウイルス感染検査
＊ノロウイルス検出機器の普及

顧客（国内、海外）

医療機関・その他施設

【外部協力･支援】

中小企業･製薬会社･大学･研究所

＊部材･部品の供給

＊広報活動の協力
＊展示会･学会の出展協力

＊継続的製品評価試験等

＊検出機器をレンタル･購入

＊患者のノロウイルス感染短時間検査

＊ノロウイルス検出機器の普及

【特約代理店（卸販売）】

㈱ムトウ

＊販売・レンタル･流通

＊アフターサービス

【特約代理店（卸販売）】

キョーリンﾒﾃﾞｨｶﾙｻﾌﾟﾗｲ㈱

＊販売・レンタル･流通

＊アフターサービス

(財)予防環境協会、柴田科学㈱、㈱アリスタ、浜松ホトニクス㈱、京都大学など

医療機関

医療法人恭昭会 彦根中央病院

新

新
PL

中

SL中
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(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

①全般相談（2016年 3月 1 日@PMDA／当初予定日 2月 25日） 

1）ｲﾑﾉｸﾛﾏﾄｽﾄﾘｯﾌﾟ、検体採取器（検査キット）について 

ｲﾑﾉｸﾛﾏﾄｽﾄﾘｯﾌﾟ及び検体採取器を検査キットとして一品目で申請を計画していたが、相談の結果、

品目毎に申請を行うように指差を受けた。また、ｲﾑﾉｸﾛﾏﾄｽﾄﾘｯﾌﾟは、クラスⅢ。検体採取器は、ク

ラスⅠで計画を進める方向となった。それぞれの製品内容、目的等の最終的な位置付け及び仕様

が出来た時点で、再度、全般相談を行い、その判断により対面助言（又は簡易相談も重複する）

を行い、類別、一般的名称、クラス分類確定し、必要な薬事手続き（届出･申請）を行うこととな

った。 

2）検出装置について 

現時点でのクラス分類については、ｲﾑﾉｸﾛﾏﾄｽﾄﾘｯﾌﾟ（体外診断用医薬品）の光度読みとり用の補助

機器（検出装置による何らかの診断がなされない場合）と思われるためクラスⅠ。さらに、一般的

名称については、「デンシメトリー分析装置」、「移動式免疫発光測定装置」等に該当する指差を

受けた。また、それぞれの製品内容、目的等最終的な位置付け及び仕様が出来た時点で、再度、全

般相談を行い、その判断により対面助言（又は簡易相談も重複する）を行い、類別、一般的名称、

クラス分類確定し、必要な薬事手続き（届出 or申請）を行うこととなった。 

 3）医療機器及び体外医薬品取扱いの製造業、製造販売業の許可取得、生産工場についても QMS省令 

及び GVP省令、GMPによる生産管理等、薬事申請前に再確認するように指示をうけた。 

 

②簡易相談（2016年 3月 1 日@PMDA／当初予定日 2月 25日） 

検出装置について  

製品販売後の想定される仕様変更について、どの程度の変更までは、再申請の必要がないのかを開

発戦略を考慮する上で事前に確認を行った。  

現状のノロウイルス発生状況を考えると新種の発生が比較的に起こりうるため、新種が発生した場

合に、検出装置の検出精度向上を目的として検出波長を変更する可能性が考えられた。相談した結

果、検出目的が一緒の場合、再申請の必要無いと思われるとの指差を受けた。 

更に、ノロウイルスだけでなく、その他のインフルエンザウイルス等（同等レベルの感染力を有す

るウイルス）を検出目的とした場合について相談した結果、再申請の必要無いと思われるとの指差

を受けた。ただ、ｲﾑﾉｸﾛﾏﾄｽﾄﾘｯﾌﾟの申請については、目的ごとに製品が異なるため、申請が必要とな

ることが考えられた。 

これらの結果をふまえ、今後、検出装置の類別や一般的名称、仕様を検討していくこととなった。 

 

③相談（2016年 2月 24日@埼玉県） 

製造販売業の申請するに当たり、申請書類の種類と内容確認、申請条件を確認した。 

申請の時期については、製品の薬事申請を PMDAへ提出する際に、同時に埼玉県へ申請をおこなうよ

う指示を受けたため、製品の薬事申請に合わせて製造販売業の申請を同時に行う様に計画すること

となった。  

また、薬剤師のもとでの製品管理が必要となることとも言われた。 

研究所を新座市より和光市に住所変更する場合のことをお聞きし、新住所が定まってからの申請に 

なることも指導を受けた。 

更に、体外診断医薬品等を製造販売業者が倉庫でラベルシール等の簡易作業を行う場合についても、

製造業許可や各種省令、GMP基準での管理が求められるとの指差を受けた。 

 

 2) 知財戦略検討状況 

①国内外の先行技術調査と保有特許の精査（強化のための取組） 

②権利化／ブラックボックス化、意匠権・商標権等との組み合わせ等のミックス戦略 
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③模倣品・侵害者が現れたときの対応 

 3) 開発戦略検討状況 

①開発リスクの明確化と対応 

Notch-01-sp〔検体採取器具〕 

当初、検体採取器の先端に使用していた繊維では、検体の付着性が弱いため、規定回収量を確保 

できないことが判明したため、第３次試作器は、付着性の良いポリエステルで作成した。 

Notch-01-kt〔ｲﾑﾉｸﾛﾏﾄｽﾄﾘｯﾌﾟ〕  

常温使用を考えているが、一部のバイオ系試薬の性質上 10℃以下で保管をしないと安定性が 

損なわれる心配があった。しかし、バイオ系試薬である溶材試薬や抗体を改良し、熱に強いもの 

を採用及び開発した。改善した配合の仕様では、理論上、常温管理による保存でも可能となった。 

Notch-01-51 〔検出装置〕 

ノロウイルスは、感染力が強いので、検出装置を正しく使用しないと感染拡大の恐れがあるため、

それを考慮した丁寧な製品作りが必要となる。特に、ｲﾑﾉｸﾛﾏﾄｽﾄﾘｯﾌﾟ装着時は、危険が伴う。その対

策として装置本体への改良を新たに検討し、早期に改良する方向で進めている。 

②薬事申請に必要なエビデンス収集 

検体採取器具及びｲﾑﾉｸﾛﾏﾄｽﾄﾘｯﾌﾟ、検出装置それぞれについての製品内容、目的等を最終的にまとめた

ものを暫定的に文書化する。その資料を基に PMDAとの相談を行い、最終的な類別、一般的名称、クラ

ス分類を確定させた後、薬事申請に必要な資料の収集を行う。埼玉県薬務課向けの資料についても同

様。ただ、PMDA 相談後の資料収集前には、既存他社製品の情報収集を行い、申請又は届け用の資料作

成の準備を行う。 

また、臨床試験や安定性試験との評価試験資料についても、既存製品の生産並びに薬事申請経験のあ

る有識者より情報収集を行う。 

 

 4) 販売戦略等 

①販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

全国の各地の多数の医療機関とのチャネルを有するムトウ、キョーリンメディカルサプライを特約代理

店として、上市後の販売体制の構築を行う。 

②アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

ムトウ、キョーリンメディカルサプライ㈱の流通チャネル活用し、最終使用者とのコミュニケーショ

ンを深め、情報の配信収集に努めるとともに、㈱プロテックス及び NTT-ATCR㈱が主体となってサービ

ス体制を構築する。 

③QMS等の品質保証体制 

検出装置の委託製造先である NTT-ATCR㈱は、すでに ISO9001 を認証取得し、自社の QMS に基づく品質

保証体制が構築されている。検査キットの生産工場についても品質保証体制が構築されている企業を

選定する計画である。 

④GMPの生産設備環境 

検出装置の委託製造先である NTT-ATCR㈱は、GMP 基準での生産体制を検討する。検査キットの生産工

場についても GMP基準での生産体制が構築されている企業を選定する。  

⑤広報・普及計画 

特約代理店であるムトウ、キョーリンメディカルサプライの販売チャネルを利用し医療機関への紹介、

直接訪問により全国各地の医療機関へ紹介活動をおこなう。また、学会、展示会にて製品の紹介を予

定している。 
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 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医療機器での分類の新たな設定。 

 検査キットは、体外診断用医薬品に既存の

設定項目がある。 

検出装置に設定項目が無く、ウイルス分析

機器での設定になるのか、新たな項目を設

定するのかを PMDAに相談する。 

①PMDAに 2月（PMDA都合で 3/1実施） 

にて無料全般相談で話合いを実施した。 

知財 

①特許申請。 

 オリジナル技術を使用した新たな抗体開

発方法で、専門の弁理士と打ち合わせする

計画。 

①平成 28年度に弁理士と打ち合わせする。 

技術・ 

評価 

①医療機関の協力による臨床試験を計画。 

②薬事申請に伴う評価データ収集 

③最終試作品の安定性試験 

①東京慈恵会医科大学付属病院・川崎市健康

安全研究所・彦根中央病院などの協力によ

って臨床試験･評価を実施する。 

②平成 28年 6月に再度 PMDAへ有料相談を申

込、申請に際しての内容を確認する。 

③試作品完成後、予防環境協会にて安定性等

を確認する。 

その 他

事業 化

全般 

①平成 28 年度に試作の完成及び薬事の申請

を完了する。 

②事業化に向けた体制づくり。 

①研究者を増員し必達する。 

②コンソーシアムと事業化体制は構築して

いる。 
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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 

平成 28年度は、平成 27年度で開発した GⅡ-4以外の GⅠタイプと GⅡタイプのノロウイルス抗原の作製と、ノロウイルスオリジナル抗体を

開発し、イムノクトマトストリップの最終試作品の作製、肛門拭取り方式の検体採取器具の調整及び最終試作品の作製、ノロウイルスによる

検出検証、医療機関での 150症例の臨床試験の実施、医療機器相談及び申請、製造業と製造販売業の許可申請に伴う作業、等を実施する。 

 

(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 

「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の最終試作を作製する。 

「検査キット」 GⅠGⅡに対するオリジナル抗体を配置したイムノクロマトストリップの最終試作を作製する。 

「検出装置」 追加仕様に修正した最終検出装置を作製する。 

 

(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第 2次試作品開発 

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プ」 

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、多種類のノロ

ウイルスを検出することができるオリジナル

抗体を作製するとともに、高感度の発光試薬

を開発し、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

▶ 

 

a：NTT-ATCR が中心となり、第 2 次試作品を作製

したが、ユーザー評価を参考にして、急遽第 3 次試

作品を作製した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

b：オリジナル抗体を作るために、まずは GⅡ-4 の

抗原を外部企業に依頼し作製してもらい、分析した

結果、提供された抗原の有効性が認められなかった

ため、プロテックスにて専門の人材を増員し、GⅡ-4

抗原の作製から行い、プロテックスが GⅡ-4 に対す

る抗体候補を 12 つ作製し、最適化抗体を分析及び作

製した。 

▶ 

 

a:第 3次試作品による機能検証を行い、安定性 

試験･耐久性試験を実施し、最終試作品を完 

成させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

b:追随し GⅠに対応する抗原及び抗体を作製し

て、最終検査キットを作製する。 

 

ノロウイルスの型は流行によって変異し、今冬

季は GⅡ-17 が流行となることが想定されてい

る。GⅡ-17研究のトップランナーである川崎市

健康安全研究所と研究協力体制を図ることがで
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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 

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 回以上実施する。 

同試験により、期待する性能を有すること

を確認した後、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」 

開発済みの検出装置（超高感度センサと半

導体デバイスを搭載した装置）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（株）が実施する。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。 

同試験により、期待する性能を有すること

を確認した後、安定性試験（下記②）及び臨

床試験（下記③）を行う。 

これにより、抗体の効率的な生産が可能となるオリ

ジナル抗体作製技術を確立できた。 

 

 

GⅡ-4 の抗原作製を繰り返して開発してしまった期

間があったため、平成 27 年度は GⅡ-4 に対する 

抗体作製と発光確認までの開発内容になってしまっ

た。 

 

 

 

 

c：NTT-ATCR が超高感度なセンサを使用した検出

感度の基準器を作製し、第 2 次試作品との比較を行

い、検出機器の精度を確認調整した。 

 

 

きたので、ノロウイルス全体の網羅性を考える

上で、今後の GⅡ-17 による感染の影響力を勘案

し、着手をするか注視する。 

 

検体の汚染を考慮し、スライドカバー付きの 

ストリップケースや検出装置の改良も検討し、

最良案で決まったものを試作し、最終試作品を

完成させる。 

 

 

 

c ：「ユーザー評価」のニーズを考慮した仕様修

正、及び、スライドカバー付きストリップケー

スが装着できる検出装置等を検討し、最良案で

決まったものに仕様変更し、最終試作品を完成

させる。  

 

 

 

 

 

 

②安定性試験 

医療機器および体外診断用医薬品の薬事申

請に際しては、機能の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、第 2 次試作品開

発（上記①）で得た期待する性能を有する「検

査キット（検体採取器具とイムノクロマトス

トリップ）を一定条件下に保存しながら、３

～６ヶ月の期間の性能の経年変化を確認する

ための安定性試験を行う。 

 

▶ 

 

 最終仕様試作品が完成した後の平成 28年度に 

安定性試験を実施する。 

 

 

▶ 

 

検体採取器具は 7月より 6か月間の安定性 

試験を実施する。 

 

検査キットは、8月より 6か月間の安定性 

試験を実施する。 
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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 

③臨床評価 

プロテックスと、首都圏の多くの医療機関

とコンサルタント契約等で強い取引関係を持

つアリスタが中心となり、彦根中央病院以外

にも医療機関 5 施設程度の協力を得て、患者

検体を 150 例以上採取し、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］ 

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

中心で、アリスタが調整役となり、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

の承認を得るといった手順を踏む予定であ

る。 

▶ 

 

 平成 27 年度は彦根中央病院及び東京慈恵会医科

大学付属病院の協力で、来院者の検体を凍結保存し

ている。 

臨床試験については、平成 28 年度の最終試作品完成

後に実施する体制を整えた。 

▶ 

 

検査キットの最終試作品の作成後に、検出試

験を実施する。 

平成 27 年度に凍結保存した検体及び平成 28 年

度に集まる検体を使用して、東京慈恵会医科大

学附属病院、川崎市健康安全研究所、東京顕微

鏡院、プロテックス研究所などのそれぞれの研

究施設にて、臨床試験を実施し、臨床評価を行

う。 

 

④製造体制の整備 

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。 

▶ 

ａ：検体採取器具  

 NTT-ATCRと量産化に向けた製造体制の協議を 

重ねている。体外診断用医薬品としての製造に 

対して検討が必要。 

ｂ：検査キット 

 ＧＭＰ設備環境での製造に対してプロテックス 

にて、今後の製造体制を検討して構築していく。 

ｃ：検出装置 

 NTT-ATCRと量産化に向けた製造体制の協議を 

重ねている。医療機器としての製造に対して 

検討が必要。 

▶ 

 

各製品の製造に関しては、平成 28年 8 月頃まで

に製造体制を確立する。 

⑤販売体制の整備 

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

等で協議を行い、平成 28 年度からの実働準備

を進める。 

▶ 

 

ムトウ、キョーリン MS と量産後の販売体制の検討

を行った。 ▶ 

 

平成 28年 7～10月に販売体制を確立し、 

アフターサービス体制も構築する。 

⑥薬事戦略の体制作り 

プロテックスが主体となり有識者（東京工

業大学等）のアドバイスを頂きながら薬事戦

▶ 

 

アクション委員会にて協議を重ねた。 

平成 28年 2 月に PMDA と無料全般相談に行った。 

▶ 

 

プロテックスで専任を置き、平成 28 年 7 月に

PMDA と有料相談を行い、平成 29 年 2 月までに
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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 

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。 

 医療機器、体外診断用医薬品を申請する計画で

ある。 

（製造者の確定後の実施） 

⑦薬事相談 

平成 26 年度は医療機器及び体外診断用医

薬品の製造販売業許可申請に向けた PMDA

との事前相談にまで至らなかったので、平成

27 年度はプロテックスが主体となり、「検査

キット（検体採取器具とイムノクロマトスト

リップ）」と「検出装置」のクラス分類及び承

認/認証分類、並びに承認/認証に必要な案件を

明確にするため、PMDA との事前相談を行

う。 

▶ 

 

平成 28年 2 月に PMDA と無料全般相談を行った。 

▶ 

 

プロテックスで専任を置き、平成 28 年 7 月に

PMDA と有料相談を行い、平成 29 年 2 月までに

医療機器、体外診断用医薬品を申請する計画で

ある。 

（製造者の確定後の実施） 

⑧体外診断用医薬品及び医療機器製造販売業

許可、医療機器製造業登録申請 

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、申請に必要な人材確

保や機材の購入等によって体制を整備し、平

成 28 年 3 月までに申請する。 

NTT-ATCR では、徳島県の薬務課と相談の

上、「検出装置」の製造体制整備に向けて、 

「医療機器」の「製造業」の登録手続きを

進める。 

▶ 

 

㈱プロテックスは、埼玉県薬務課と打ち合わせを

行った。 

プロテックスの研究所を移転させる計画があり、住

所が定まったのちに、平成 28 年度に「製造販売業」

の取得と「製造業」の許可申請を行う計画。 

 

 NTT-AT クリエイティブ㈱は、徳島県薬務課と打ち

合わせを行っており、平成 28年 3月までに「製造業」

の許可申請を行う計画。 

（外部への製造委託も検討している） 

▶ 

 

プロテックスの研究所を移転させる計画があ

り、住所が定まったのちに、平成 28 年度に「製

造販売業」の取得を行う計画。 

ただし、ＧＭＰ設備環境の検討が必要となる。 

⑨事業の管理・運営 

ムトウは、プロテックスの協力のもと本プ

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。 

▶ 

 

毎月、開発関係者会議を開催し、本事業が円滑に推

進するための管理運営を実施している。 ▶ 

 

 平成 28 年度に本開発事業の目標が達成する

ように管理運営を実施する。 
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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 

GⅡ－4 ノロウイルス抗原をタカラバイオ

社に作製を依頼した。 

専門研究員を増員して、自社で研究開発し

た。 

タカラバイオ社に作製を依頼したGⅡ-4ノ

ロウイルス抗原を分析した結果、提供された

抗原の有効性が認められなかったため。 

GⅡ-4 から開発を着手し、GⅠ・GⅡの抗

体を開発して、検査キットを試作する計画で

あった。 

平成 27 年度は、GⅡ-4 の最適抗体を作製

し、発光反応を確認するまでとなった。 

上記の抗原作製に関する変更を行ったた

め。 

機 器 ス ペ ッ

ク・ビジネスモ

デル 

ストリップケースを黒のつや消しにする。 つや消しだけでなく、ストリップケースに

スライドカバーを取り付けることを検討中。 

「ユーザー評価」で得られた使用者の声、

及び、独自の調査によって、使用者の安全性

を高めることができ、使いやすくなると判断

したため。 

検出装置のデジタル表示を「青・赤・黄」

などの色彩表示に修正する計画であった。 

オンデマンドのデジタル表示、色彩表示、

さらに、検出確認のタイミングをブザー等で

知らせる。 

「ユーザー評価」で得られた使用者の声、

及び、独自の調査によって、使用者の安全性

を高めることができ、使いやすくなると判断

したため。 

検出装置の構造を修正する計画はなかっ

た。 

検出装置の差込口部分の構造を修正し、ス

ライドカバー付きストリップを装着出来る

ような構造に修正を検討している。 

伴走コンサルで指摘を受けた検体汚染を

検討した結果、安全性を高めるために、検出

装置の仕様を修正する判断に至った。 

事業化体制 変更なし 変更なし 変更なし 

事業化計画（開

発･薬事・上市

スケジュール） 

平成 27 年度で本事業が終了する計画であ

った。 

平成 28 年度に本事業が終了する。 ノロウイルス抗原の開発に時間を要した

ため。 

平成 27 年度に製造販売業許可の申請を埼

玉県薬務課へ提出する計画であった。 

平成 28 年 7 月に製造販売業許可の申請を

埼玉県薬務課へ提出する予定。 

（和光市、理化学研究所隣接施設を予定） 

新座研究所の一部を移転する計画があり、

その相談を埼玉県薬務課にしたところ、住所

が定まってからの申し込みの案内を受けた

ため。 
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(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 9 月：クラス分類と一般的名称の再確認は無料相談の枠内なので 

   早期に実施すること。 

無料相談したところ、クラス分類と一般的名称の相談は、有料相談

で対応するとの回答であった。 （平成 28 年 2 月に実施計画） 

知財 指摘無し  

技術・評価 6 月：機器のバリデーションが重要である。 

   （連続使用時に前の患者のウイルスが付着しない構造上の 

   工夫、使用方法の精査等） 

安全性を高めるため、スライドカバーが付いたストリップケースの

検討中、検出装置の差し込み口の仕様修正を検討中。 

6 月：検査方法を変えることは、医療機関にとってメリット 

   （早く、手軽に分かる）、デメリット（検査技師の 

   仕事が増える）があるため、医療現場のニーズを丁寧に 

   把握する必要がある。 

三菱総合研究所が「ユーザー評価」を実施、その報告書を受けて 

試作品の修正及び変更を行う。 

①採取器具：持ちやすく拭きやすい大きさ及び形状にする。 

②検査キット：検体を滴下する場所の間違いが防げ、検体汚染を 

 検討し、テストラインの発色表示、安全性を高めるために、 

ストリップケースにスライドカバーの追加を検討する。 

【P20 の補足説明でイラスト説明】 

11 月：独自抗体作製におけるウイルスの変異への対応について 

   明確にすること。（堂々めぐりにならないように） 

GⅠと GⅡの大きなくくりで検出できるように開発している。 

GⅡ-17 に対しても同様に検出確認を実施する。 

ウイルスの変異は、国立感染症研究所とともに継続的に監視して 

いくことは、製品製造会社の責務であると捉えている。 

（ウイルス変異の追求に堂々めぐりはありません） 

2 月：GⅡ-4 抗体の発光検出の確認状況について。 2 月 5 日現在、ノロウイルス GII-4 抗原に対する抗体候補（12 クロ

ーン）を作製した上、その内 6クローンのスクリーニングを実施し

た結果、そのいずれもがノロウイルスに対する発光試薬により発光

検出も確認できたことから、ノロウイルスに対する抗体であること

を立証するまでに至った。 

2 月：現時点で何割を網羅できていて、今後の予定として何割網羅

を目標としてあと何種類の抗体開発をする計画か。 

ノロウイルス GⅡ-4 抗原は、ヒトに感染するノロウイルス全体の 8

割近くを占めるウイルス遺伝子型であり、平成 27 年度の我々の開

発は、その GⅡ-4抗原に対する抗体作製を目指してきました。 

今後は、GⅠ抗体を作製し 9 割近くまで網羅率を伸ばす。 

そ の 他 事 業

化全般 

11 月：抗原・抗体の作製体制（内製・外注の役割分担）、 

   抗原タンパクをつくるもととなるライブラリー数に 

ついて報告する。 

GⅡ-4 の抗体候補から、12個のライブラリーが得られ、 

研究所にて順次最適化を行っている。 

 

11 月：薬事・販売戦略、量産に向けた体制構築について、 

   具体的に説明できるようにすること。 

薬事：プロテックス及びコンソーシアムの協力で、平成 28 年度に 

   申請及び届け出を実施する。 

販売：ムトウ・製薬会社など、プロテックスの特約代理店が中心 
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領域 指摘事項 対応 

となり、国内外にて展開する販売体制を整える。 

量産：プロテックス・NTT-ATCR・協力企業などと協議を重ね 

   量産体制を整える。 

２月：業化できるレベルのものであるとコンソとして判断した 

根拠。 

ノロウイルス GII-4抗原に対する抗体候補（12クローン）を作製し

たこと、その内 6 クローンのいずれもがノロウイルスに対する発光

検出を確認できたことを立証するまでに至りました。このことはつ

まり、発光検出を確認できる抗体の高効率なクローン開発技術を確

立できたこと、即ちイムノクロマト（IC）へ搭載するためのボトル

ネックがクリアされ、目標とする検出装置の製品化、更には、異な

るウイルスへの転用が可能となる技術を我々が持ったことを意味

します。 

また、オリジナル抗体の作製技術を確立したことで、今後、変異ウ

イルスが発生しても、理論的に対応可能。 

さらに元国立感染症研究所センター長であり、ウイルス感染の専門

である川崎市健康安全研究所所長の岡部信彦先生に当該開発技術

をご説明したところ、「この高感度迅速検査キット技術は、日本の

感染予防に是非、必要だ。」との評価をいただいていること。今後、

共同研究のノロウイルス臨床試験･評価にも協力いただけること

等。 
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補足説明：検査キットの修正を検討中  

 

  検査キットの修正することを検討している理由。 

※伴走コンサルでの指摘、ユーザー評価の報告、独自調査による検査間違いの報告によって検討を重ねた。 

※検体を滴下する場所を間違え人がいる。（想定外の使用に対応することが必要である） 

※検体があふれ、検出装置などを汚染させてしまう恐れがある。（二次感染の恐れ／前に測定した人のデータを再測定する可能性） 

※検出機器のメンテナンス頻度を軽減させるための仕様。（検体汚染の軽減） 
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補足説明：伴走コンサルにて提出した資料【１】 
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補足説明：伴走コンサルにて提出した資料【２】 
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補足説明：伴走コンサルにて提出した資料【３】 
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補足説明：伴走コンサルにて提出した資料【４】 

 
  



 

27 

補足説明：伴走コンサルにて提出した資料【５】 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年度の研究開発の進捗状況：  
  

  平成２７年１０月まで、「GⅡ-4 のオリジナル抗体」の開発を進めてきましたが、 

  タカラバイオ社が作製したノロウイルス抗原（GⅡ-4）を分析した結果、成熟抗原の 

  ほかに未成熟の抗原が含まれていた。 

  これらの抗原を用いて、琉球大学とプロテックスとの共同研究にて、VHH 抗体技術で 

  ノロウイルス（GⅡ-4）候補抗体を作製した。   

  現在、プロテックスは研究員を増員して、目的の候補抗体を解析している。  

タカラバイオ：GⅡ-4 抗原作製、 

琉球大学とプロテックスにて 

VHH 抗体開発の準備 

9 

月 

4 

月 

ノロウイルス GⅡ-4 抗原から VHH 抗体技術を用いて、 

プロテックスが候補抗体を作製した。 

プロテックスは研究員を増員して、候補抗体を解析、 

発光試薬の選定を行っている。 

GⅡ-4 の検査 

キットを試作。 

GⅠに対する 

抗体の作製を 

開始。 

12 

月 

1 

月 

GⅡ-4 ノロウイルスの 

検出実証。 

2 

月 

ヒトノロウイルスに最適な抗体（G１･GⅡ）に 

よる最終試作、検出実証、臨床評価した後に、 

医療機器・体外診断用医薬品の申請を目指す。 

4 

月 平成２８年度事業継続 
8 

月 

10 

月 

11 

月 
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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 

2 月伴走コンサルの時点で、平成 27 年度の継続について、条件付きの継続許

可となった。その条件はノロウイルスの GⅡ-４抗原と対になる抗体の発光が

平成 28年 2 月までに検出確認されること。 

GⅡ-４抗原の抗体の発光に成功。発光か確認されたことの報告を行った。 

 

 

 

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 

平成 28年度は、平成 27年度に開発した GⅡ-4ノロウイルス抗原及び抗体以外の GⅠと GⅡ（17含む）タイプの抗原の作製、同様に 

オリジナル抗体の作製、最終仕様の検査キットを試作する。 

ユーザー評価を参考とした検体採取器具と検出装置の修正を行い、最終仕様を試作する。 

医療機関の協力で 150 症例の臨床試験を実施し、PMDAへ薬事申請を行うとともに、製造販売の事業体制を整える。 

 

(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試作品開発 プロテックス、NTT-ATCR a：「検体採取器具」     

平成 28 年度は、NTT-ATCR が中心となり、第 3 次試作品による性能評価試験

（検体回収性能と放散性能等）を予防環境協会が検証し、期待する性能を有す

ることを確認する。その上で、最終試作品を作製し、安定性試験（項目②）及

び臨床試験（項目③）を行う。予防環境協会にて安定性試験を実施した後、検

体採取器具の量産化前の最終試作品として完成させる。 

b：「検査キット」  

平成 28 年度は、プロテックスが中心となり、アリスタの協力で、平成 27 年度

に確立したオリジナル抗体製作技術のノウハウを基にＧⅠの抗原及び、抗体候

補を作製し、ＧⅠについても最適抗体を作製する。 

そして、検査キットと検出装置の最終試作品にて、予防環境強化での安定性

試験（項目②）、そして、プロテックス及び共同研究機関にて臨床試験（項目

③）を行い、量産化前の試作品として完成させる。 
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項目名 実施主体 具体的な内容 

c：「検出装置」 

平成 28年度は、NTT-ATCRが中心となり、「ユーザー評価」を参考にして、スト

リップケースを正確に設置する構造及び安全性を高めた検出装置の最終試作

品を完成させる。 

そして、徳島県立工業技術センターにて、検出感度、検出条件等の最終確認を

行う。 

②安定性試験 プロテックス、予防環境協会 平成 28 年度は、医療機器および体外診断用医薬品の薬事申請に際しては、機

能の安定性に関するデータが求められるため、予防環境協会が中心となり、プ

ロテックスが協力して、第 3 次試作品における性能評価試験を行い、開発（項

目①）で得た期待する性能を有する「検査キット」（検体採取器具とイムノク

ロマトストリップ）を一定条件下で保存しながら、品質・性能の経年変化等に

ついて６ヶ月間に亘り確認するなど、安定性試験を実施して、最終試作品を完

成させる。 

③臨床試験 プロテックス、予防環境協

会、アリスタ 

平成 28 年度は、プロテックスと予防環境協会とアリスタが中心となり、慈恵会

医科大学付属各病院、川崎市健康安全研究所、彦根中央病院、東京顕微鏡院より

集められる陰性･陽性を含めた採取検体に対して、最終試作品を使って、150 症例

のノロウイルスの検出力の相関性を確認するとともに、一部検体にてついては

PCR・従来の簡易検査キットとの比較検査を実施して、臨床評価をする。 

慈恵会医科大学付属各病院と川崎市健康安全研究所は、それぞれの研究施設にて 

実施する計画。東京顕微鏡院の検体は、予防環境協会とアリスタが東京顕微鏡院 

研究施設へ行き実施する計画。彦根中央病院の検体は、プロテックスへ移送し、 

プロテックスが実施する計画。 

④製造体制の整備 プロテックス、NTT-ATCR 平成 28 年度は、最終試作品の臨床評価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）」の量産品の製造体制を構築する。 

プロテックスは、イムノクロマトストリップの検査キットを GMP 設備の整っ 

た生産工場へ製造を委託し、NTT-ATCR は、検体採取器具及び検出装置の 

製品化（量産化）に向けた製造体制を検討する。 
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項目名 実施主体 具体的な内容 

⑤販売体制の整備 ムトウ、キョーリンメディカ

ルサプライ 

平成 28 年度は、ムトウ、キョーリンメディカルサプライが主体となり、アフ

ターサービスについても考慮した役割分担や販売体制の構築を行う。 

⑥薬事戦略及び相談 

（薬事戦略と薬事相談を統合） 

プロテックス、京都大学 平成 28 年度は、プロテックスに専任者を置き、京都大学高野先生のアドバイ 

スをいただきながら、平成 28 年 7 月にＰＭＤＡと事前相談を行い、PMDA と 

の薬事相談により明確となった「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/認証の情報を基に平成 29年 2月に医療機器、 

体外診断用医薬品の申請を行う計画。 

⑦体外診断用医薬品及び医療機器製

造販売業許可、医療機器製造業登録

申請 

プロテックス、NTT-ATCR 平成 28 年度は、プロテックスの所在地が定まった後、管轄自治体薬務課に 

「体外診断用医薬品及び医療機器製造販売業」の取得と「医療機器製造業登録」 

の許可申請を行う計画。 

NTT-ATCR では、徳島県の薬務課と相談の上、「体外診断用医薬品及び医療機

器製造販売業」の取得と「医療機器製造業登録」の許可申請を行う計画。  

PMDA に対しては、プロテックスが医療機器及び体外診断用医薬品の「製造

販売業」許可申請に向けた相談を行い、申請に必要な人材確保や機材の購入等

によって体制を整備し、平成 29 年 3 月までに申請を行う計画。 

（ＧＭＰ施設の整った生産工場よりの申請も検討している） 

⑧事業の管理・運営 ムトウ 平成 28 年度に本開発事業の目標が達成するように管理運営を実施する。 

 

(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  最終試作品の生産の暫定規格を作り、薬事申請の指針に合ったものとなっているか、不明確な点を残さないように検討を重ねる。 

 H29 年 2 月の申請に向け、評価データが整う様に収集物の明確化、内容の検討を重ねる。 

 ＧＭＰ施設の整った生産工場よりの申請も検討している 

知財  ノロウイルスのオリジナル抗体作製技術について、特許申請の有効性について検討を重ねる。 

 検出装置のウイルス検出技術に特許申請可能な範囲があるか検討する。  

技術・評価  医療機関の協力による臨床評価を計画 

 最終試作品の安定性評価を計画 

そ の 他 事 業

化全般 

 体外診断用医薬品及び医療機器の製造に関して、ＧＭＰ設備環境を検討して、製造ラインを構築する。 

 事業化に向けた体制づくり。 
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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 

本事業の核となる抗体作製技術が遅れたことから、全体計画が遅れ、各開発分担のスケジュール管理

が不明確となる時期があった。その結果、開発分担者との連携、用件の見落としなどが発生、全体の

作業をチェックする機能が低下していることを感じる時期があった。現在は、非常にタイトなスケジ

ュールだが、平成 29年 2月の薬事申請まで持って行ける体制を整えることができたが、定期会議の際

に、早期から各社毎のスケジュールの明確な個別チェックを行う必要があった。 

 

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。、 ○十分
現行の薬事法下で承認が可能ですか（規制システム面、科学評価体系面）。 △一部
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。 △一部

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。 △一部
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。 △一部
製品の利用方法が明確になっていますか。 ○十分

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

当該製品に関連する先行特許調査は十分に行っていますか。 △一部
当該製品に必要な先行特許についてはライセンス等で使用できるようになっていますか。 ○十分
開発後の特許調査についても実施することになっていますか。 ○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。 △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。 ○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。 △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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(2) 事業の進め方 

何とか申請に間に合うようなスケジュール上で最適な抗体作製技術に到達できたが、量産可能なウイ

ルス抗体作製技術の開発が遅れたことで、平成 29年 2月の薬事申請までのスケジュールがタイトにな

った。適正な研究員人材の確保、増員が出来ていれば、開発スピードも改善できた可能性もあった。 

 

(3) その他 

臨床用サンプル等の取得について、数量の確保が難しく想定より時間を要した。関係者を増やし早い

時期から体制を構築する必要があった。 

 

 

1.10 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 

 

 


