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1. 事業の概要 

提案機器ではがん病巣に空間的・時間的に集中して大線量を短時間・短期間に照射する非侵襲放射線手

術が可能で、有効的な治療法のない難治性のがん、特に進行がんに対して生存期間を延長する革新的な治

療法と成りうる。また、がん治療に伴う副作用・合併症・後遺症の軽減、二次がんのリスク低減が期待で

き、QOL が高い治療法のため、就労等の社会生活を行いながら治療を行うがん患者も受けやすい治療法

を実現する。 

 

 
  

相談

申請

研究機関・企業

住友重機械工業(株)
• 実用性確認試験
• 販売・保険戦略

製販企業・研究機関
第一種医療機器製造業販売業［13B1X10334］

(株)ビードットメディカル
• 製品開発・評価
• 実用性確認試験
• 薬機戦略
• 知財戦略
• 製造・サービス戦略
• 販売・保険戦略

医薬品医療機器総合機構
（PMDA）

助言

承認

顧客
（国内）

医療機関・研究機関

国立がん研究センター
•基礎研究、エビデンス提供
•製品開発・評価
•実用性確認試験
•薬機戦略

代表機関

中

2020年12月時点

補助事業実施体制

販売

PL

SL
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1.1 事業の目的 

【目的】 

がんは死因の第 1 位であり、特に膵がん、肝がんは生存率が低く、それら難治がんに対する革新的な

治療法の開発が望まれている。また、若年者ががんに罹患するケースが増えており、就労等の社会生活を

行いながらでも受けやすい治療法の実現が求められている。 

本研究開発では、広く普及している X 線治療より優れた治療法である陽子線治療を用いてそれらの課

題を克服する。提案機器は、従来の陽子線治療装置が抱えていた装置サイズとコストに関する課題を克服

し、一般的な病院で使われている X 線治療装置を置き換える、超小型陽子線治療装置であり、インパク

トの大きい提案である。 

更にこの装置で、患者のがんの種類や形態に陽子線ナロービーム位置を合わせて病巣に正確に照準す

る技術と、多方向から照射する技術により、がん病巣に空間的・時間的に集中して大線量を短時間・短期

間に照射する非侵襲放射線手術を可能とする。これにより、局所制御率の向上と周辺臓器への有害事象の

低減が期待できる。また、がん治療に伴う副作用・合併症・後遺症の軽減、二次がんのリスク低減が期待

できる。これまでに有効な治療法がないとされていた難治性のがんに対しても生存率を改善する革新的

な治療に成りうる。QOL が高い治療法のため、就労等の社会生活を行いながら治療を行うがん患者も受

けやすい治療法を実現する。 

提案機器は外科手術に代わる可能性を有しており、かつ、小型・低価格化を実現することから、放射線

治療装置の買い増しとして陽子線治療装置を購入するケースに加えて、所有する X 線治療装置の置き換

えの際に本提案機器を選択頂くことも可能になる。これにより、がんセンター等の特殊な病院のみなら

ず、がん診療連携拠点病院等のがん診療に力を入れている多くの施設での導入が可能となる。 

さらに、医療ニーズに合った競争力のある製品の開発により、現状の放射線治療装置の輸入超過の現状

是正、及び、海外市場の獲得もできると考えられる。 

以上の通り、本研究開発では、陽子線治療装置の高精度化による非侵襲放射線手術実現からがん医療の

質の向上を目指し、装置小型化・低価格化により高度医療をどこでも受けられる、がん医療の均てん化に

寄与する。 

  

・国内薬事申請：令和５年６月 

・国内上市：令和６年１月 

・海外薬事申請：令和６年２月（米国） 

・海外上市：令和６年１２月（米国） 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：株式会社ビードットメディカル 

PL： 古川 卓司（株式会社ビードットメディカル） 

SL： 秋元 哲夫（国立研究開発法人 国立がん研究センター） 

共同体： ①国立研究開発法人 国立がん研究センター 

  ②住友重機械工業株式会社 

  



 

3 

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 電離放射線利用能動 クラス分類 クラス III 

製品名 LIUNARCS Surgery 分類名称（一般的名称） 器 09（粒子線治療装置） 

対象疾患 固形がん及び脳腫瘍 届出／認証／承認 承認 

想定される販売先 放射線治療科、がんセンター 新／改良／後発 改良（予定） 

使用目的又は効果 
陽子イオンからなる高エネルギービームを照射して治療線量を患部に付与する装置であ

り、固形がん及び脳腫瘍の治療に使用される。 

薬事申請予定者 
株式会社ビードットメディ

カル 

医療機器製造販売業許

可 
13B1X10334 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社ビードットメディ

カル 
医療機器製造業許可 13BZ201322 

 業許可  

 業許可  

 2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  （米国） 

薬事申請時期 令和 5（2023）年 6月 令和 6（2024）年 2月  

上市時期 令和 6（2024）年 1月 令和 6（2024）年 12 月  

想定売上（上市後 3年目） 248 億円／年（令和 8（2026）年時点） 500 億円／年（令和 9（2027）年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 1000 億円／年（令和 8（2026）年時点） 5,000 億円／年（令和 9（2027）年時点） 

想定シェア（上市後 3 年

目） 
25％（令和 8（2026）年時点） 10％（令和 9（2027）年時点） 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

 

 
図 提案医療機器が設置された陽子線治療室イメージ 

 
 陽子ビームを患者に対して多方向から照射するには、巨大な磁石を搭載した回転ガントリーが必要

であった。磁石内でビームを曲げる技術により、これまで必要とされていた巨大な回転機構を不要と

し、これまでにない小型化を実現した。振り分け電磁石とその下流に設置した磁場分布を最適化した

偏向電磁石により、多方向からの集中照射を実現する。 
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図 X 線透視による呼吸性移動病巣の位置予測のイメージ 

 
 陽子線治療の効果が期待される多くの部位は、呼吸に伴い動く臓器（肺、肝臓、膵臓等）である。

陽子線を照射する領域を通過する線束をもつ 2 対の X 線透視装置を陽子線治療装置と組み合わせるこ

とにより、陽子線治療中の病巣の位置を検出する。病巣の動きを考慮した陽子線照射（呼吸同期照

射）により正常組織への余分な被ばく線量を軽減する。 
 

 
図 スポットコリメータを用いた陽子線ビーム先鋭化のイメージ 

 
 陽子線治療装置の照射ポート（患者に最も近い箇所）に設置した金属製のコリメータを用いて陽子

線ビームの先鋭化を行う。これにより、病巣外への照射放射線量の低減を可能とする。 
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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 

 陽子線治療装置の更新に加え、X 線治療装置所有病院が上位放射線治療装置として陽子線治療装置を

選ぶケースを想定している。また、低・非侵襲がん治療の流れから、外科手術に代わって高精度放射線治

療を選ぶケースも想定している。 

a) 陽子線治療装置所有病院放射線治療科 

b) X 線治療装置所有病院放射線治療科 

c) 外科系病院外科（脳神経外科、呼吸器外科、消化器外科、心臓外科等） 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

 X 線治療を実施している施設の部門責任者に対し、陽子線治療装置購入に関する意識調査を実施した。

833 施設中 292 施設より回答を得た。本研究開発で開発する小型高精度陽子線治療装置の導入を検討し

たい施設がおよそ半数であった。 

市場 年間導入台数 単価 市場規模 

a) 陽子線治療（買い替え）※1 1 台 30 億円 30 億円 

b) X 線治療（上位買い替え）※1 70 台 5 億円 350 億円 

c) 外科（新規開拓）※2,3 60 台 2 億円 120 億円 

 

※1：月間新医療 2020 年 2 月号、エム・イー振興協会 

※2：手術支援ロボット市場、株式会社日本能率境界総合研究所 

※3：da Vinci について実績、日本ロボット外科学会ホームページ、 

https://j-robo.or.jp/da-vinci/nounyu.html 
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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 

 提案機器 競合機器２ 競合機器２ 競合機器３ 

メーカー ビードットメディ

カル 

Varian 日立製作所 Intuitive 

Surgical 

概要 陽子線治療装置 X 線治療装置 陽子線治療装置 手術支援ロボット 

型式 LUNARCS-

Surgery（仮称） 

TrueBeam PROBEAT da Vinci 

特徴 陽子線治療装置 

高精度、小型、低価

格、外科手術を置き

換え 

X 線治療装置 

汎用装置 

陽子線治療装置 先駆的装置 

国内市場規模 X 線治療装置 

1100 台 

X 線治療装置 

1100 台 

陽子線治療装置 

37 台 

手術支援ロボット 

300 台 

国内シェア --- 42% 78% 100% 

 

本提案機器におけるメインとなる市場は X 線治療装置市場である。X 線治療装置市場の開拓には、X

線ではなく陽子線を導入という切替障壁を乗り越える必要がある。 

a) 金銭的コスト：小型、最適化設計による低価格化を実現し、金銭的コストをなくす努力を行う。 

b) 学習コスト：外観・操作性・周辺機器との接続性を X 線治療装置と同様の水準になるよう設計す

る。 

c) 心理的コスト：医療現場ではこれまでの医療水準の維持は必須であり、従来製品の変更は学習コ

ストの増加、ひいては、医療水準の低下に繋がる可能性がある。そこで、当社では顧客（医師、

その他コメディカル）との接点を増やす事、顧客同士のネットワークを形成する事に力を入れて、

心理的コストを下げる工夫を行っている。 

 

 

 2) 当該医療機器等と競合製品／企業とのベンチマーキング（競合との差別化要素） 

 

■研究・医療・装置開発の経験 

 当社は国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構放射線医学総合研究所（放医研）の研究者を中心に

立ち上げた研究所発ベンチャー企業である。放医研や他の粒子線治療装置での研究開発や臨床経験のあ

る設立メンバーに、医療機器メーカーで薬機申請や営業を経験したメンバーを加え、医療現場もメーカー

の立場もわかる異色の技術者集団である。このメンバー構成が、「ユーザー置き去りの技術志向にならな

い」という、大手メーカーにはない強みに繋がっている。 

 

■粒子線治療装置開発実績 

 当社の技術者は放医研の研究者として、粒子線治療装置、特に照射野形成装置の研究開発(T. Furukawa, 

et al., “Performance of the NIRS fast scanning system for heavy-ion radiotherapy”, Med. Phys. 37, 

2010）を行った。開発した装置は放医研内 QST 病院、神奈川県立がんセンターで粒子線治療に使われて

いる。さらに、当社では粒子線治療装置メーカーや粒子線治療装置導入病院に対して技術支援を行ってい

る。これまでの粒子線治療装置研究開発で培ったノウハウ・経験は他社がすぐには真似できない大きな強
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みである。 

 

■ターゲティング・ポジショニング 
 通常、高精度照射が可能な機器は装置価格も高額になる。特に、従来の陽子線治療装置は X 線治療装

置と比較して装置価格が高額なことに加え、専用の建物が必要となりプロジェクト費はとても大きくな

る。当社で開発中の超小型陽子線治療装置は、価格帯としてはハイエンドな X 線治療装置の延長として

検討可能な位置づけで、かつ手術的治療が可能な領域を狙う。つまり、当課題で開発する陽子線治療装

置は、すでに飽和しつつある放射線治療装置市場のみならず、外科領域の医療機器市場といったブルー

オーシャンへの進出も視野に入る。 
 
 

 
図 ターゲティング・ポジショニングマップ 
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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) 補助期間後を含めた事業計画の概要 
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(2) 投資回収計画 

 最終的には外科手術で使われる医療機器市場も対象とするが、まずは放射線治療装置市場を狙う。放射

線治療装置市場を X 線、陽子線、その他というように大きくセグメント化する。競合メーカーでは、X

線、陽子線それぞれの市場のみがターゲットとなっている。しかし、当社製品は、陽子線市場、X 線市場

両方がターゲットとなる。両方の市場が対象である強みは、X 線治療装置の更新時に X 線ではなく、陽

子線を用いる本提案機器への置き換え検討が可能になることである。製品販売開始の 2023 年には 2 台、

3 年後の 2027 年には 28 台/年という計画を予定している。結果、2027 年には 430 億円以上（下図参照：

縦軸 百万円）の売上予定である。 

 

 ① 国内 

 R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

R10 

(2028) 

R11 

(2029) 

薬事申請時期    ●       

上市時期    ●       

支出額（単位：億円） 0.70 0.70 0.70 24.50 49.00 
122.5

0 

196.0

0 

343.0

0 

514.5

0 

735.0

0 

 うち補助対象 0.50 0.50 0.50 － － － － － －  

 うち自己負担 
0.20 0.20 0.20 24.50 49.00 122.5

0 

196.0

0 

343.0

0 

514.5

0 

735.0

0 

売上高（単位：億円） － － － 31.00 62.00 
155.0

0 

248.0

0 

434.0

0 

651.0

0 

930.0

0 

販売数量（単位：） － － － 2 4 10 16 28 42 70 

 ② 海外 

 R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

R10 

(2028) 

R11 

(2029) 

薬事申請時期    ●       

上市時期     ●      

支出額（単位：億円） 0.70 0.70 0.70 0.80 0.80 40.00 
200.0

0 

400.0

0 

600.0

0 

1000.

00 

 うち補助対象 0.50 0.50 0.50 － － － － － － － 

 うち自己負担 
0.20 0.20 0.20 0.80 0.80 40.00 200.0

0 

400.0

0 

600.0

0 

1000.

00 

売上高（単位：億円） － － － －  －  50.00 
250.0

0 

500.0

0 

750.0

0 

1250.

00 

販売数量（単位：） － － －     2 10 20 30 50 
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 ③ 国内・海外合計 

 R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

R10 

(2028) 

R11 

(2029) 

支出額（単位：億円） 0.70 0.70 0.70 25.30 49.80 
162.5

0 

396.0

0 

743.0

0 

1114.

50 

1735.

00 

 うち補助対象 0.50 0.50 0.50 － － － － － － － 

 うち自己負担 
0.20 0.20 0.20 25.30 49.80 162.5

0 

396.0

0 

743.0

0 

1114.

50 

1735.

00 

売上高（単位：億円） － － － 31.00 62.00 
205.0

0 

498.0

0 

934.0

0 

1401.

00 

2180.

00 

販売数量（単位：） － － － 2 4 12 26 48 72 120 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 
 

 
■投資回収計画の算出根拠 
・単価の根拠 

 現在、市場に出ている他社の陽子線治療装置の価格は約 30 億円となっている。これらを参考にしつ

つ、現状の機器構成、および各サブシステムの見積りから販売価格を決定している。一方で、当社がタ

ーゲットとする市場は、陽子線治療装置市場も含まれるが、あくまで現在の放射線治療のメインである

X 線治療装置の市場である。X 線治療装置はハイエンドモデルでも 10 億円であり、その市場で販売で

きることを狙った価格としている。以下に量産機 1 台モデルの材料費内訳を示す。 
 
     陽子線加速器       550,000 千円 ×１台 
     ビーム輸送系        80,000 千円 ×１台 
     非回転ガントリー装置   155,000 千円 ×１台 
     照射野形成装置      200,000 千円 ×１台 
     位置決めシステム     160,000 千円 ×１台 
     据付工事・試験       80,000 千円 ×１式 
     合計                    1,225,000 千円（販売価格 1,550,000 千円の約 80%にあたる） 
 
 メンテナンスに関しては業界相場である販売価格の 5%を想定しているが、リモートメンテナンス

による負担軽減を予定しており、利益が十分出るように計画している。 
 
 ・販売台数の根拠 
前出の通り、現在 X 線治療装置、陽子線治療装置、手術支援ロボットの導入台数がそれぞれ 70、1、

60 台程度である。本提案装置は、X 線治療装置の上位である陽子線治療装置であるが、小型・低価格で

あるため、陽子線治療装置の新規購入時のみならず、X 線治療装置の更新時に選択頂ける可能性が高ま

る。さらに、近年、低侵襲・非侵襲のがん治療が求められている背景から、高精度な陽子線治療装置の

需要は高まり、手術支援ロボット市場もターゲット市場になる。また、陽子線治療、手術支援ロボット

市場は拡大を続けていることから、上市 3 年後の 2026 年には現在の市場サイズの倍で 1000 億円規模

になることが期待される。国内上市を予定している 2023 年に 2 台販売（シェア 2%）、2026 年に 16 台

（シェア 25%）としている。 
 
■保険点数の目論み 
陽子線治療は平成 28 年度診療報酬改定で初めて陽子線治療（小児がん）が保険適用となった。その

後、平成 30 年度改定で前立腺がん、骨軟部腫瘍、頭頸部がん（扁平上皮がんを除く）に対しても適用

が拡大された。現時点で保険点数は前立腺がんで 110,000 点（一連）、希少疾患で 187,500 点（一連）

となっている。現在、関係学会では国内の陽子線治療施設が一丸となりこれまで 20 年余りの陽子線治

療実績をまとめている。今後、陽子線治療の安全性、有効性、および経済性が示され、肺・肝臓・膵

臓・食道等に対する更なる適用拡大が期待される。 
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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” 

当社は放医研や他の粒子線治療装置での研究開発や臨床経験のある設立メンバーに、医療機器メーカ

ーで薬機申請や営業を経験したメンバーを加え、医療現場もメーカーの立場もわかる異色の技術者集団

である。このメンバー構成が、「ユーザー置き去りの技術志向にならない」という、大手メーカーにはな

い強みに繋がっている。この強みを活かし、医療現場のニーズを適切に汲み取って、素早く製品にしてい

くサイクルを構築する。国立がん研究センターを始めとする、医療機関と連携し、医療機器の使用状況、

課題抽出、技術提案を行っていく。 
 

 2) ビジネス体制 

 
  

直接販売

医療機関・研究機関

国立がん研究センター
•医療ニーズの提供
•臨床エビデンスの提供
•開発機器の導入・普及

製販企業・製造企業
第一種医療機器製造業販売業［13B1X10334］

(株)ビードットメディカル
•製品開発・評価・改善
•知財戦略
•製造・サービス戦略
•販売・保険戦略

顧客
（国内）

中

2020年12月時点

上市後のビジネス体制

PL

NDA締結済

SL
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(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 対面助言準備面談（２０２０年５月２９日@PMDA） 

小型陽子線装置としての医療機器区分該当性、外部試験設備活用の判断、承認申請区分を確認した。医

療機器の該当性と、複数種類の加速器に接続可能であることの説明の 2 点において、前例がなく、開発

前相談の準備段階で相互のすり合わせを行うこととした。 

 医療機器開発前相談（２０２０年９月２３日@PMDA で計画したが、下記事情で延期） 

上記課題の１つである「医療機器区分該当性」については、１０月３０日に東京都保健福祉局薬務課に

確認を行い、計画通りの区分（「粒子線治療装置」と同等）であることを確認した。一方、開発前相談に

ついては、上記の結果を PMDA に連絡したが、主任審査官の退任が決定したことから、承認申請が近づ

いた段階で、改めて準備面談から依頼することを勧められた。準備面談は令和 3 年度に行う予定である。 

 

 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） 

国内他社の先行特許の調査を行い、当社開発品が他社の権利を侵害していないことを確認した。また、

海外特許についても同様に、当社開発品が他社の権利を侵害していないことを確認した。 

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

当社開発品のコア技術である、陽子線先鋭化技術の特許を２０２０年９月３日に出願し、権利化した

（特許番号 6830290）。今後、粒子線治療新興国である韓国、巨大な市場を抱える中国、アメリカ、粒子

線治療の歴史が長い欧州への海外出願予定である。 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

非侵襲放射線手術を多くのユーザーへ提供するには、当社で考案した非回転ガントリー技術による超

小型陽子線治療装置が必須である。陽子線先鋭化技術や呼吸性移動病巣の位置予測技術は競争の激しい

分野であるが、その中でもキーとなる非回転ガントリー技術に係るコア技術や、周辺特許に対し、当社で

は現在国内 8 件（出願 16 件中）、海外 10 件（出願 22 件中(欧州一カ国と換算)）が権利化済みであり、

他社による侵害への対策をとっている。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

設計・製造の主体となるデザインレビューとリスクマネジメントの実施要領について、手順の説明と実

施事例を基に社内教育を実施した。また、当社開発中の小型陽子線装置のハザードマトリクスを元に、本

提案装置のハザードマトリクスの検討を開始した。さらに、医療機器の購買管理手順を明確にした。 

 

 4) 販売戦略等 

 QMS 等の品質保証体制 

自社で医療機器を製造していくために必要な（「品質マニュアル」を補完する）各種規程類の整備を完

了した。また、事業拡大に向けた事業所移転に合わせて、薬機法関連で必要とする販売業、修理業につい

ても東京都からの許可を取得した。 
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 保険戦略 

X 線治療と陽子線治療、炭素線治療における保険収載状況を調査した。また、先進医療や自由診療の活

用情報も調査した。 

 

 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開発時に想定したクラス分類、申請区分、治験

の有無が申請時に変更になるリスク 

①PMDA 相談が未消化で中断したが、左記確認事

項については担当者と確認ができた。（「粒子線

治療装置（区分３）」で治験なし） 

⇒今後は、本装置特有の試験項目について、その

妥当性、充足性を確認して行く。 

知財 

①他社所有特許を侵害するリスク 

②他社が侵害していることの証明ができないリ

スク 

①早期審査制度を活用し、自社発明を出願する 

②先行文献調査により他社ポートフォリオ確認

する 

技 術 ・

評価 

①装置高度化と小型化の両立の技術的困難リス

ク 

②製品に組み込みを予定している部材が生産終

了になり調達不可能になるリスク 

①臨床での使用条件を精査し最適化設計する 

②なるべく汎用的な取り合いで設計する 

 

その他

事業化

全般 

①保険収載範囲変更＆診療報酬改定に伴い病院

収入が変わるリスク 

 

①エビデンスをまとめ、当該診療の有効性を関連

学会と合同で訴求する 
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1.6 令和 2 年度補助事業の成果概要 

(1) 補助事業の事業概要 

ビードットメディカルが、がんセンターより臨床現場でのニーズと課題をヒアリングし、コンセプト設計を基に装置のハード／ソフトをあわせた

製品イメージと装置の基本仕様を決定する。設計段階においては、適宜がんセンターとデザインレビューを行い、現場のニーズに対応した設計となっ

ていることを確認する。また、先行文献調査により他社ポートフォリオ確認を行い、基本特許・周辺特許を積極的に取得する。マーケット戦略に合わ

せて外国出願も実施する。予定を前倒し、製造販売業の業許可を取得したが、本事業課題での製造内容に合わせて、QMS 体制を強化していく。また、

製造体制の構築を行っていく。 

 

(2) 補助事業終了時までに完成する試作品の概要 

試作品名 概要 

呼吸性移動病巣の位置予測装置                                                                                                                             X 線透視装置を用いて、取得する画像から、呼吸で移動する病巣位置を検出する装置。人体を模擬した動体ファン

トムを使って性能評価を行う。 

スポットコリメータ 金属性のコリメータで陽子線ビームを遮断する装置。動的な照射（スキャニング照射）と連動して駆動する機構を確

認する。 

 

(3) 令和 2 年度の補助事業の成果と今後検討すべき課題 

令和 2 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 製品開発・評価 

（BDM） 

1)要素技術開発 

2)装置基本設計 

3)試作機製作 

8)リスクマネジメント 

要素技術開発として、線量計算を行い、ビー

ム先鋭化技術に用いるコリメータ用材料を評

価する。コンセプトを基に、病院（医師）側の

意見交換を加え、装置のハード／ソフトをあ

わせた製品イメージと装置の仕様を決定す

る。決定した仕様に合わせて、ビーム先鋭化技

術および呼吸性移動病巣の位置予測技術に関

わる試作機製作を行う。試作機製作に合わせ

てハザードマトリクスの見直しを行う。 

▶ 

【進捗 80％：○】 

（BDM） 

1)要素技術開発： 

既製品である治療計画装置に提案方法であるコリ

メータを用いた線量計算部分を導入できるよう、照

射スポットを変化した場合の線量計算シミュレー

ションが行える環境を整えた。これにより、コリメ

ータによる線量分布の先鋭化効果を仮想的に評価

することができる。 

2)装置基本設計： 

提案装置の対象部位を肝臓がんや膵臓がんを想定

した場合、腫瘍位置を確認するためには X 線透視が

必要であるが、長時間の X線透視は患者への被ばく

量が懸念される。そのため、X線透視による被ばく

量を減らしつつ、精度を担保するために、従来の X

▶ 

（BDM） 

1)要素技術開発： 

スポットサイズを変化させた場合の線量計算

を行い、スポットサイズとペナンブラ（線量分

布の先鋭さを表す指標）の関係を明らかにす

る。得られた関係より、必要な線量分布を満た

すためのコリメータスペック（サイズ、材質・

必要な厚さ）を決定する。また、任意の形状を

形成できるようコリメータの制御部分を検討

する。 

2)装置基本設計： 

使用方法から、要求される機器の仕様を見積も

る。病院（医師）側と意見交換を行い、対象部

位ごとに求める線量分布指標を明らかにする。 

3)試作機製作： 
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1)令和 3年 2月線量計算完了、 

2)令和 3年 2月仕様決定、 

3)令和 3年 3月試作機発注、 

8)令和 3 年 3 月ハザードマトリクス見直し

開始 

 

（NCCE） 

1)要素技術開発 

これまでの陽子線治療の経験を元に、臨床

で要求されるニーズ・現状の課題抽出を行う。

また、線量計算を行い、ビーム先鋭化技術に用

いるコリメータ用材料を評価する。 

1)令和 3年 2月線量計算完了 

 

線透視に加え、呼吸センサーを用いた方法を検討し

た。 

3)試作機製作： 

X 線管球とフラットパネルディテクタを複数社か

ら選定し、購入した。また、陽子線照射装置との干

渉を避け、かつ精度を担保できる X線管球及びフラ

ットパネルディテクタの配置を検討した。さらに、

X 線撮影及び透視が可能な制御装置を設計し、開発

を開始した。 

8)リスクマネジメント： 

当社開発中の別製品に対するハザードマトリクス

を元に、提案機器で必要となるハザードマトリクス

の検討を開始した。 

 

（NCCE） 

1)要素技術開発： 

線量計算のための環境の整備を開始した。 

 

 

X 線管球の制御装置の開発が完了後、X 線画像

および透視撮影の画質評価を行う。評価結果に

より、実機の X 線撮影装置の仕様を確定する。

また、X線透視と呼吸センサーを用いた呼吸同

期照射実現のために、開発するベンダーを選定

し、打ち合わせを開始する。 

8)リスクマネジメント： 

ハザードマトリクスの検討を進める。 

 

（NCCE） 

1)要素技術開発： 

線量計算を行い、コリメータ材質・必要な厚さ

の評価を行う。コリメータの導入により、臨床

的にどの程度メリットが出るのかを対象部位

ごとにシミュレーションを行う。 

2 実用性確認試験 

（BDM） 

1)機能性評価 

装置基本設計が進んできたところで、仕様が

病院のニーズに合っていることを確認する。 

令和 3年 3 月機能性評価完了 

 

（NCCE） 

1)機能性評価 

BDM が行った装置設計に対して、臨床ニーズ

に合致し、現状の課題を解決する提案になっ

ていることを評価する。 

令和 3年 3 月機能性評価完了 

▶ 

【進捗 10％：◯】 

（BDM） 

コリメータ使用時を仮定した線量分布を計算・評価

することで、コリメータの有効性を確認した。 

 

（NCCE） 

進捗なし。 

 

▶ 

様々なケースで線量評価を行うことで、コリメ

ータの有効性を定量的に評価する。 

3 薬機戦略 

（BDM） 

1)QMS 体制構築 

2)薬機相談 

すでに製造販売業を取得して、一部 QMS 体制

▶ 

【進捗 70％：◯】 

（BDM） 

1)QMS 体制構築： 

①本採択直前に、第一種医療機器製造販売業許可取

得 

▶ 

（BDM） 

1) QMS 体制構築： 

設計・製造に関する規程類を完成させる。 

 

2) 薬機相談：  
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を構築済みであるが、本研究開発に向けた QMS

体制に再構築する。PMDA 相談を活用し、薬機

申請区分や臨床試験の有無等を整理する。 

1)令和 3年 3月 QMS 体制図書改定完了、 

2)令和 3年 3月 PMDA 相談実施 

 

②品質マニュアル及び QMS 関連規程(16 件)を制定

するとともに、関係者に対しては、薬機法教育、QMS

規程教育を実施した。 

2)薬機相談： 

PMDA に対して、本研究の元となる装置（開発機種）

についての承認申請区分を問う「開発前相談」の準

備面談を実施した。また、PMDA の指摘により、東京

都への「機器該当性の確認」を実施した。また、対

面助言の進め方・内容について、担当者とのすり合

わせを行い、「相談区分（試験の充足性相談）」テー

マの確認を行った。 

PMDA とすり合わせた内容に基づき、対面助言

の実施を計画する。 

4 知財戦略 

（BDM） 

1)知財調査 

2)特許出願 

先行文献調査により他社ポートフォリオ確

認する。基本特許・周辺特許を積極的に取得す

る。マーケット戦略に合わせて外国出願も実

施する。  

1) 令和 3 年 3 月他社ポートフォリオ確認完

了 

2)令和 3年 3月特許出願実施 

 

▶ 

【進捗 90％：○】 

（BDM） 

他社の特許調査を行い、当社開発品が権利を侵害し

ていないことを確認し、当社開発品のコア技術を特

許出願した。また、審査請求を行った。 

 

特願 2020-148135 

荷電粒子ビーム照射装置 

出願日 2020/9/3 

特許査定 2021/1/5 

 

▶ 

（BDM） 

ベースとなる技術の特許査定を受けたので、引

き続き他社特許を調査するとともに、関連特許

に関しても出願を検討していく。また、米国、

中国、韓国、EP へ出願する予定である。 

 

5 製造・サービス戦略 

（BDM） 

1)体制構築 

2)製造技術開発  

品質管理、安全管理等に関わる人材を配置

し、体制構築を行う。定期的にデザインレビュ

ー、品質管理教育を実施する。安定した品質の

製品を製造できる製造体制の構築を行ってい

く。  

1)令和 3年 3月体制構築完了、 

2)令和 3年 3月製造技術整備完了 

 

【進捗 60％：○】 

（BDM） 

1)体制構築：7月 1 日に組織変更を行い、製造体制

を明確にした。また、12 月に修理業の許可申請を

提出し、東京都の調査を受けた。併せて、サービス

に関する手順書を制定した。 

2)製造技術開発： 

設計・製造の主体となるデザインレビューとリスク

マネジメントの実施要領について、手順の説明と実

施事例を基に社内教育を実施した。医療機器の購買

管理手順を明確にした。 

 

（BDM） 

2) 製造技術開発： 

上記 3．の規定作成に合わせて、作業に直結す

る手順書を体系的にまとめていくとともに、エ

ビデンスの構築方法をまとめていく。 

6 販売・保険戦略 

（BDM） 

2)保険戦略検討 

 

【進捗 50％：○】 

（BDM） 

2)保険戦略検討： 

 

（BDM） 

2)保険戦略検討： 

X 線治療における過去の診療報酬改定事例調
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臨床的優位性をどの様に保険収載で申請し

ていくか戦略を検討する。現状の把握と過去

の事例を調査し、取りうる選択肢を洗い出す。 

令和 3年 3 月過去事例調査完了 

 

(SHI) 

2) 保険戦略検討 

臨床的優位性をどの様に保険収載で申請し

ていくか戦略を検討する。現状の把握と過去

の事例を調査し、取りうる選択肢を洗い出す。 

令和 3年 3 月過去事例調査完了 

  

X 線治療と陽子線治療、炭素線治療における保険収

載状況を調査した。また、先進医療や自由診療の活

用状況も調査した。 

 

（SHI） 

2)保険戦略検討： 

X 線治療と陽子線治療、炭素線治療における保険収

載状況を調査した。また、先進医療や自由診療の活

用状況も調査した。 

 

 

 

査、手術支援ロボットに関わる診療報酬の変遷

を調査し、保険戦略を検討していく。 

 

（SHI） 

2)保険戦略検討： 

X 線治療における過去の診療報酬改定事例調

査、手術支援ロボットに関わる診療報酬の変遷

を調査し、保険戦略を検討していく。 

 

 

(4) 新型コロナウイルス感染症の影響 

事業進捗への影響の有無・ある場合の具体的内容 検討している対応策 

特になし  
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1.7 補助事業の振り返り 

(1) 補助事業の到達点（総括） 

本提案装置の要素技術開発、装置基本設計については当初の予定通り順調に行い、小型陽子線装置に組

み合わせる装置である呼吸性移動病巣の位置予測及び陽子線ビームの先鋭化の研究開発を行った。また、

薬機戦略としては QMS 体制を構築すると共に、PMDA に対して準備面談を実施し本提案装置の申請方

法を確認した。知財戦略としては本提案装置のコアとなる技術の特許を申請した。本事業期間は 1 年で

終了したため、提案装置の研究開発及び事業化は完了しなかったが、要素技術開発、装置基本設計、薬機

戦略、知財戦略等は順調に行われているため、今後は事業化に向けて進めていく予定である。 

 

 

(2) 当初目標達成度に関する自己評価 

 1) 自己評価結果 

A：当初目標を上回る成果を得た。 

 

 2) 自己評価理由 

2021 年度で行う要素技術開発、装置基本設計、薬機戦略、知財戦略は予定を上回る進捗であった。ま

た、資金面でもベンチャーキャピタルからの出資を受けたことにより潤沢に進んでおり、小型陽子線装置

及び提案装置の事業化に向けて初年度として順調に進んだため。 
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(3) 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。 ○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。 △一部

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 △一部
上市までに必要な開発費の想定、その調達計画はできていますか。、 ○十分
現行の薬事法下で承認が可能ですか（規制システム面、科学評価体系面）。 ○十分
ビジネスモデルに対応した業許可を持っていますか。 ○十分
新医療機器、改良医療機器、後発医療機器のどれに該当するか整理できていますか。 ○十分

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

PMDAとの調整が進んでいますか。 ○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。 △一部
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。 ○十分
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。○十分

模倣品・侵害者が現れたときの対応について明確になっていますか。 ○十分
販売チャネルは明確になっていますか。 ○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。 ○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。 △一部

販売・
物流

事業
収支

その他

市場

基本
戦略

開発
戦略

薬事

知的
財産
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(4) 補助事業期間全体を振り返って改善すべきだったと考える点 

 1) 事業体制 

なし 

 

 2) 事業の進め方 

なし 

 3) その他 

なし 
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(5) 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 

X 線透視によって治療中の患者の腫瘍位置

を確認する 

X 線透視による腫瘍位置の確認に加えて、呼

吸センサーを用いた患者のモニタリングを

行う 

X 線透視だけでは患者の被ばく量が増加す

るため、より安全な治療を実現するべく、呼

吸センサーを組み合わせることで治療精度

を保ちつつ患者の被ばく量の低減を実現す

るため。 

機器スペック・

ビジネスモデル 

特に変更なし   

事業化体制 特に変更なし   

事 業 化 計 画

（開発･薬事・上

市 ス ケ ジ ュ ー

ル） 

本事業終了後（令和４年）に開発装置の薬機

申請を行う。 

継続した改良を可能とする承認審査制度

（IDATEN）を利用して段階的に薬機申請を

行う。 

当初の計画では、本事業内容を治療に使用で

きるようになるのは令和５年以降であった

が、治療現場のニーズに対応し、開発装置を

より早く臨床使用できるよう IDATEN 制度

を利用することとした。 

 

(6) 有識者委員会･事業化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 単なる研究開発で終わらないよう、薬機取得までの計画を提

示して欲しい。 

現状の装置開発の経過資料をまとめ、薬機申請について新たな制度

（IDATEN）を使用し、申請から順次改良をしていく流れについて説明した。 

知財 指摘なし  

技術・評価 指摘なし  

そ の 他 事 業

化全般 

資金計画・事業計画の提出して欲しい。 2024 年度までのキャッシュフローを提出し、本事業の資金計画・事業計画を

説明した。 

小型陽子線装置の粗利率が低く設定しすぎだと感じるので、

見直してはどうか。 

20 年後までの製品売上とメンテ売上の推移資料を作成し、現状の粗利設定で

も十分な利益が見込めることを説明した。 

 

(7) 継続条件への対応状況 

継続条件 対応状況 

なし。  
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1.8 令和 3 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

(1) 令和 3 年度の事業概要 

本事業では、がん治療の局所制御率の向上と周辺臓器への有害事象の低減を目指し、呼吸性移動病巣の位置予測装置およびスポットコリメータの

開発を行う。令和３年度は、試作機での一次評価を終える事を目標とする。それまで検討した基本設計に基づき、試作機の製作、試験環境の構築を進

め、機能、構造、有効性等を評価する。呼吸性移動病巣の位置予測装置に関しては、X 線を使う機器のため、社内に放射線照射可能な試験環境を整備

し、そこで X 線照射の画質、被ばく線量等の機能確認を行う。スポットコリメータに関しては、コリメータ駆動機構の動作速度、位置再現性といっ

た機械的な機能評価を行う。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 
株式会社ビードットメディカル 

〒134-0003 東京都江戸川区春江町 5-10-10 

電話: 03-6808-8731 / FAX: 043-206-3182 / E-mail: subsidy@bdotmed.co.jp 

 

 


