
 

採択番号 27-006 

申請区分：産業競争力向上（海外） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年度医工連携事業化推進事業 成果報告書 

「分子病理診断の標準化を解決するための癌核解析用医療機

器及び前処理試薬の開発・海外展開」 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年 5 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 ニットーボーメディカル株式会社 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 .............................................................................................. 8 

1.6 平成 29 年度委託事業の成果概要 ............................................................................... 13 

1.7 委託事業の振り返り ................................................................................................... 22 

1.8 平成 30 年度以降の実施内容に関する計画（案） ..................................................... 26 

1.9 事業に関する連絡窓口 ............................................................................................... 27 

 



 

1 

1. 事業の概要 

現在、世界の医療現場における乳癌治療薬の適否は、免疫組織化学法（IHC 法）による ER、PR、Ki-67

等の判定結果を元に決定される。臨床医は、それらの判定データが、標準化された処理手順及び解析ツ

ールにより、定量的かつ安定的に提供されることを望んでいる。 

本事業では、IHC 法のサンプル作成におけるばらつきの課題を解決するために、前処理試薬 A、B と

組織破砕装置を開発し、手技に頼らない前処理手法を確立する。ホルマリン固定パラフィン包埋（FFPE）

組織中の癌細胞から、構造を保ったまま核を脱離させるために細胞骨格蛋白質を切断する前処理試薬 A、

細胞から核を脱離させる組織破砕装置、ホルマリン固定により変性した ER、PR、Ki-67 の抗原性を回復

させる前処理試薬 B を組み合わせた処理手順を開発する。 

観察方法の課題を解決するために、フローサイトメーター（FCM）による測定と専用の解析プログラ

ムを開発し、観察者の技量に頼らない分析手法を確立する。 

 

 

 

分子病理診断の標準化を解決するための癌核解析用医療機器及び前処理試薬の開発・海外展開

SysNIB （System for No Inter-hospital Bias） シスニブ
ニットーボーメディカル（株）、シスメックス（株）、大阪大学

H27-006

フローサイトメーターを用いた自動判定システムの開発

医療機関・病理医間で判定結果がばらつく免疫組織化学法

ニットーボーメディカル：診断分野における事業展開

 日本を含む東アジアでは、近年、食文化の欧米化
により乳癌罹患率が上昇。

 乳癌診療において、治療薬適応の判定に用いられ
る免疫組織化学法及び病理医による観察に施設
間差等があり、患者治療の均質化が停滞

 前処理試薬A,B及び組織破砕装置を開発し、判定
用サンプル作製時のばらつきを解消

 判定にフローサイトメーターによる測定と、新たに
開発する専用解析プログラムを使用し、観察者の
技量によらない分析手法を確立

Class Ⅰ
（想定）

体外診断用医薬品分野において、酵素処理技術及び抗体関
連技術を活用した診断薬を開発。企業、大学との共同開発を
促進し、高付加価値な診断分野向け試薬の開発と、海外を含
めた事業展開を計画中（東京都千代田区、資本金3億円、従
業員数 200人） 平成30（2018）年2月時点

従来の免疫組織学的判定法

① 観察用サンプル、②判定者間のばらつき

自動判定システム

前処理試薬及び組
織破砕装置による
サンプル作製

新規解析プログラム
による判定制度向上

施設A 施設B

病理医A 23 % 45 %

病理医B 30 % 56 %

①

②

製造企業

ニットーボーメディカル (株)
• 前処理試薬A,Bの開発
• 事業管理

製販企業
第2種医療機器製造販売業

[28B2X10007]

シスメックス(株)
・組織破砕装置開発
・新規プログラム開発

医療機関

大阪大学医学部
・臨床試験

国内

医薬品医療機器総合機構
（PMDA）

直接販売

顧客
（韓国・中国）

平成30（2018）年2月時点

代表機関

中

SL

PL

相談

申請

助言

承認

委託事業実施体制

韓国
食品薬品安全省

（MFDS）

中国
中国国家食品薬品監督
管理総局（CFDA）
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1.1 事業の目的 

■医療現場の課題 

（１）医療現場の課題： 免疫組織化学（IHC）法は癌診療には不可欠な診断法であり、先進国を中

心に国際的に広く用いられている。特に乳癌診療において、IHC 法はホルモン治療適応の指標となるエ

ストロジェン受容体（ER）及びプロジェステロン受容体（PR）の陽性・陰性判定に加えて、術後補助化

学療法の適応決定の指標となる Ki-67 陽性・陰性判定に用いられている。しかしながら、IHC 法の課題

として、癌組織切片の作製方法、染色方法及び病理医による陽性率のばらつきがあげられ、その結果、

同一国内であっても医療機関及び病理医間で判定結果が異なり患者治療の均質化の障害となっている。 

（２）社会的重要性： 日本を含む東アジアでは、近年、食文化の欧米化により乳癌の罹患率が上昇

している。特に、韓国では乳癌発病率が人口 10 万人あたり 52.1 人（2012 年、韓国乳癌学会）と、それ

まで東アジアで 1 位だった日本（51.5 人）を上回り、乳癌患者診療の重要性が増している。一方で、乳

癌治療方針の決定に必要な IHC 法による判定は、その手技及び作業手順が複雑であることに加え、主観

的観察によるため、癌医療をリードする日米欧においても再現性が乏しいことが問題となっている。従

って、IHC 法に替わる判定法の開発により、患者に医療機関間で異ならない均質な治療を施すことは、

社会的に極めて重要であり、乳癌罹患者数の伸びている韓国においては特に重要な課題の一つである。 

 

■医療現場のニーズ 

現在、世界の医療現場における乳癌治療薬の適否は、IHC 法による ER、PR、Ki-67 等の判定結果を

元に決定される。臨床医は、それらの判定データが、標準化された処理手順及び解析ツールにより、定

量的かつ安定的に提供されることを望んでいる。 

 

■解決策 

サンプル作成におけるばらつきの課題を解決するために、前処理試薬 A、B と組織破砕装置を開発し、

手技に頼らない前処理手法を確立する。ホルマリン固定パラフィン包埋（FFPE）組織中の癌細胞から、

構造を保ったまま核を脱離させるために細胞骨格蛋白質を切断する前処理試薬 A、細胞から核を脱離さ

せる組織破砕装置、ホルマリン固定により変性した ER、PR、Ki-67 の抗原性を回復させる前処理試薬 B

を組み合わせた処理手順を開発する。 

観察方法の課題を解決するために、フローサイトメーター（FCM）による測定と専用の解析プログラ

ムを開発し、観察者の技量に頼らない分析手法を確立する。 

  

本事業は、手技及び作業手順が複雑であることに加え主観的観察による IHC 法を、前処理試薬 A,B 及

び組織破砕装置を用いたサンプル作製及び FCM による定量測定に置き換えることにより標準化し、海

外展開をすることが目的である。対象国は、乳癌の罹患率が日本より高い韓国とする。また、中国にお

いて、高度な診療を行う大規模病院である 3 級病院を対象とした事業化の検討も行う。 

    韓国：薬事承認取得時期  韓国：上市時期  日本国内薬事承認取得手続き開始時期 

変更後   平成 30 年 4 月    平成 30 年 8 月          平成 30 年 3 月までに 

変更前   平成 29 年 11 月    平成 29 年 12 月     平成 29 年 7 月までに 

（計画変更理由：検出用試薬による染色プロセスについて、市場性のある仕様に変更し、開発に時間

を要しているため、計画を変更した。変更前の仕様は、現在臨床現場で採用されている方法と同等では

あったが、より市場で受け入れられやすい仕様を設定する必要があった。） 

 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：ニットーボーメディカル株式会社 

PL： 須釜 裕司（ニットーボーメディカル株式会社） 

SL： 佐藤 利幸（シスメックス株式会社）  

共同体： ①シスメックス株式会社 

  ②国立大学法人大阪大学  
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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 一般医療機器（予定） クラス分類 クラス I（予定） 

製品名 未定 分類名称（一般的名称） フローサイトメーター（予定） 

対象疾患 乳癌 届出／認証／承認 届出（予定） 

想定される販売先 病院施設 病理検査部門 新／改良／後発 後発（予定） 

使用目的又は効果 
フローサイトメトリー法による細胞核の分画・定量、蛍光抗体法等によってエストロゲンレ

セプター、プロゲステロンレセプター、Ki-67が標識された細胞核の定量 

薬事申請予定者 シスメックス株式会社 医療機器製造販売業許可 28B2X10007 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

 医療機器製造業許可  

 業許可  

 業許可  

 

機器等の種類 非医療機器 クラス分類 非医療機器 

製品名 未定 分類名称（一般的名称） 組織破砕装置 

対象疾患 乳癌 届出／認証／承認 - 

想定される販売先 病院施設 病理検査部門 新／改良／後発 改良 

使用目的又は効果 
FFPE組織からの細胞の分散と核の脱離補助 

 

薬事申請予定者 シスメックス株式会社 医療機器製造販売業許可 28B2X10007 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

 医療機器製造業許可  

 業許可  

 業許可  

 

機器等の種類 体外診断用医薬品 クラス分類 非該当（※1） 

製品名 未定 分類名称（一般的名称）  

対象疾患 乳癌 届出／認証／承認  

想定される販売先 病院施設 病理検査部門 新／改良／後発 新 

使用目的又は効果 
ホルマリン固定組織からの核脱離試薬 A 

抗原賦活化試薬 B 

薬事申請予定者 シスメックス株式会社 医療機器製造販売業許可 28B2X10007 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

 医療機器製造業許可  

 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 

  韓国、EU 

薬事申請時期 平成 31（2019）年 3 月（※2） 平成 31（2019）年 3 月（※2） 

上市時期 平成 31（2019）年 6 月（※2） 平成 31（2019）年 6 月（※2） 

想定売上（上市後 3年目） 非公開 非公開 

市場規模（上市後 3年目） 非公開 非公開 

想定シェア（上市後 3年目） 非公開 非公開 

  

※1  抗体ではなく前処理試薬へ変更したため該当しない。 

※2 海外展開を中心に業務計画を作成しているため、国内市場における上市時期は予定を記載。 

     検出用試薬による染色プロセスについて使用する抗体を市場性のある仕様に変更することとして検討・開発に時間

を要しているため、計画を変更した。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

医療機器等のターゲット市場「市場規模」は、競合品も含めた市場全体としての見込み。 
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 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

システムの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

・組織破砕装置 

FFPE 組織から核を脱離するための

組織破砕装置。チューブに前処理試薬

とともにセットされた組織・細胞をす

りつぶす装置 

・スキャッタグラム専用解析プログラ

ム 

FCM で測定した核をスキャッタグ

ラム上で判別し、ER,PR,Ki-67の陽性

率を解析するプログラム 

・前処理試薬 A 

FFPE 組織から核を効率的に抽出す

るための試薬。細胞質を消化する酵素

等から構成される 

・前処理試薬 B 

ホルマリン架橋により変性した核

内タンパク質を再構築し、抗原抗体反

応が可能な状態に再構成させるため

の試薬 



 

5 

(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 

・韓国の検査センター及び主要病院（大学病院・国立病院等）の病理検査室 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

（競合品も含めた市場全体としての見込み） 

・ 韓国の乳癌病理組織診断市場は、日本国内市場の半分程度と想定される 

・ 日本国内の病理組織診断に関する保険点数は、ER 720 点、Ki-67 400点。乳癌患者 1人に対して両

方の検査が実施された場合の費用は、11200円（（720点＋400点）×10円）である。 

・ 国内の乳癌の年間罹患者数は 9万人程度である。乳癌患者に対する病理組織診断は、手術前・手術

時・手術後において様々な目的で実施される。 

・ 上記の推測値を検証する為に、韓国市場の調査を平成 28年度に実施した。 
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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 ロシュ・ダイアグノスティックス 

② キット：ベンタナ I-VIEW ｺﾝﾌｧｰﾑ ER、PGR、 装置：ベンタナ XTシステム ベンチマーク 

③ 従来広く用いられてきた競合法（IHC）の市場に異なるコンセプトで参入すること 

 

 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） 

本技術は癌組織より細胞核を脱離したのちに、核に発現する診断マーカーを蛍光抗体法により染色

し、陽性に染色された核の数を FCM を用いて計測し、正確にラベリング インデックス（LI（％）：陽

性核数／（陰性核数＋陽性核数）x100）を算出しようとするものである。本技術の計測精度は、癌組

織からの核の収率に影響されると考えられる。一般的に、核の回収効率は、架橋化学反応を経ていな

い生組織を対象としたほうが、ホルマリン固定パラフィン包埋（FFPE）組織を対象とする場合に比較

して高いと想定されるが、本技術は以下の 4点の理由から FFPE組織を対象とした。 

 

① FFPE 組織を対象とすることで、臨床現場に追加の手間（生組織を切除し適切に保存するなど）を

生じさせないこと（臨床現場への適合性が高く、コンセプト浸透を容易とする効果が期待される） 

② FFPE 組織を対象とした場合、統計的に十分な数を用いた「後ろ向き臨床研究」が容易に実施可能

であること 

③ 生組織を対象とした場合、臨床現場での取り扱いの違い（核脱離に至るまでの組織保存条件など）

により組織の状態が異なり、結果に与える影響をコントロールできない恐れがあること 

④ 生組織を用いた場合、これまでの膨大な IHC 法による診断の知見に対して矛盾を生じる可能性が

あること（例えば、IHC法で使用される抗体は、一定の処理をした FFPE組織に至適化されている） 

 

上記の理由から、本技術は FFPE組織から高い効率で核を回収する点に技術的特徴を有し、生組織を

対象とした競合類似技術に対する優位性を持つ。 

 

さらに、顕在化している競合技術として、IHCの工程を自動化したシステムにより組織切片を染色した

後に画像解析を行い、上記ラベリング インデックスを計測するものがある（Roche Diagnostics）。この

技術の根本的な問題点は、陽性に染色された核を正確に認識する画像解析アルゴリズムの作成過程にお

いて、特定の病理医の主観的な判断を参照してしまうことにある。また、ホルマリン固定状態の違いに

より染色強度が異なることが知られており、画像解析による診断精度が担保出来ない原因となっている。

それに対して、本技術は FCM 測定によるスキャッタグラムをラベリングインデックス算定の解析対象と

するため、染色状況が異なった場合においても、解析アルゴリズムにより適宜カットオフポイントを変

化させ、正確なラベリング インデックスの計測が可能となる。  
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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）（H30．5　成果報告書作成時点）
【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

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 H33（2021）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

試作機開発・改良
【前処理試薬A,B、
 検出用試薬】

量産機開発
【前処理試薬A,B、
　検出用試薬】

試作機開発・改良
【組織破砕装置】

量産機開発
【組織破砕装置】

試作機開発・改良
【スキャッタグラム専
用解析プログラム】

量産機開発
【スキャッタグラム専
用解析プログラム】

臨床研究

薬事申請

知財対応 ★ ★

販売戦略

上市時期

スケジュール変更理由

事業の実施内容

自主事業の内容

①前処理試薬A,B仕様検討
②組織破砕装置仕様検討
③スキャッタグラム専用解析プログラム
の設計

技術の課題（使用試薬を市場に
受け入れられやすいものにする必
要がある）解決に要した3か月を取
り戻すべく、本来前倒ししなけれ
ばならない日韓協同臨床性能試
験に係る準備を開始する事が出
来なかったため。

①前処理試薬A,Bの開発
②組織破砕装置の開発
③スキャッタグラム専用解析プログラム
の開発
④解析結果の検証
⑤韓国及び中国の癌診断市場調査及び
薬事申請関連調査
⑥知財戦略関連業務

①前処理試薬A,B　安定性試験、量産試
作
②組織破砕装置　量産試作
③スキャッタグラム専用解析プログラム
量産試作
④臨床評価
⑤知的財産権出願
⑥韓国及び中国の癌診断市場調査及び
薬事申請関連調査

①前処理試薬A,B及び検出用試薬の安
定性試験、量産試作
②組織破砕装置の商品設計
③臨床評価
④臨床性能試験
⑤薬事申請
⑥販売戦略

・事業計画の変更理由
測定プロトコル等の検討に時間を要して
いるため、計画を変更した。

27-006

ニットーボーメディカル株式会社

分子病理診断の標準化を解決するための癌核解析用医療機器及び前処理試薬の開発・海外展開

・臨床研究のスケジュール変更理由
従来の計画では、薬事申請用のデータを
先進医療で取得する予定でしたが、臨床
性能試験で取得することにしたため。
・事業計画の変更理由
検出用試薬による染色プロセスについ
て、市場性のある仕様に変更し、開発に
時間を要しているため、計画を変更した。
変更前の仕様は、現在臨床現場で採用
されている方法と同等ではあったが、より
市場で受け入れられやすい仕様を設定
する必要があった。

試薬組成

ﾌﾟﾛﾄｺﾙ検討

仕様決定

2次試作

試作プログラムの開発

H29.2 知財出願

知財調査

個別伴走コン

サルティング

調査

試作装置開発

試作品開発

要求品質検討

小規模試作・安定性試験

試薬組成/プロトコル決定

要求品質決定

量産試作

臨床評価（小規模臨床試験）

★

H31.6 上市（海外）

臨床試験

プロトコル案

試験準備

★

H31.3 薬事申請（国内）

★

H31.3 薬事申請（韓国）

日韓共同臨床性能試験

PMDA開発前相談

商品設計

H30.2 知財出願

★

H31.6 上市（国内）

海外臨床性能試験

★

H31.4 CEマーキング取得
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(2) 投資回収計画 

支出額と売上算出方法（国内、海外ともに同様の考え方で算出） 

 

売上高算出方法 

 測定による売上①（システム導入施設数×400万円）＋機械の売上②（新規採用施設数×1000万円） 

支出額算出方法 

 （採用施設数×機械原価 500万円）＋1,000万円（販管費） 

 

①測定による売上 400万円／施設（保険点数ベース、本システム導入後、毎年発生） 

  8200円/ﾃｽﾄ×300 ﾃｽﾄ/年≒250万円 

  →検査センターへの導入も加味して、400万円/施設とする  

②機械の売上 1000万円／施設（本システム導入の年にのみ発生） 

  フローサイトメーター 700万円/施設 

  組織破砕装置     300万円/施設 

③機械の原価 500万円（フローサイトメーターと組織破砕装置の合計） 

 

 

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”   

 

海外展開に係る戦略 

 

本プロジェクトは、病理医が実施する免疫組織化学（IHC）による癌診断（特に乳がん）を IHC

とは全く異なる技術を用いて標準化しようとするものである。即ち、FFPE 癌組織から脱離させた

細胞核を蛍光免疫法により染色しフローサイトメーターにより定量測定しようとするものである。 

本プロジェクトの成果物である SysNIB（System for No Inter-hospital Bias）の海外展開を考え

た場合、病理医の質が高い日本国よりも、病理医の質にばらつきのある韓国、中国、東南アジア地

域において潜在的ニーズが高いものと考えられる。特に、日本国の医療に対する親和性（遺伝的な

近さ、アカデミア同士の繋がり）の高い韓国を初期のターゲットとすることは海外戦略の緒として

妥当と判断する。 

上記方向性で初期の海外展開を考えるうえで最も重要なポイントは、ソウル大学に最初のインプ

ットをする際にどのレベルのエビデンスを示すかである。最も効率的な方法は、国内での臨床研究

（臨床性能試験相当）を早期に実施し PMDA 申請に耐える高いレベルのエビデンスを蓄積した時点

で技術を紹介し、ソウル大学の乳がん検体を用いて SysNIB の既存 IHC 法に対する優位性を短期間

で示すことである。このことにより、MFDS 申請に日本の申請データを付随させることが可能とな

り申請書類を整えるために要する時間を大幅に短縮することが可能となる。 

韓国での展開が成功したのちに、中国及びヨーロッパへの展開を検討する。本プロジェクトの共

同開発企業であるシスメックスは、中国において事業展開をしており、多数の病院を顧客にもち、

薬事申請に関する蓄積も豊富である。韓国展開と同様に、日本国内の薬事申請データを付随するこ

とで、早期の薬事承認の完了を見込んでいる。また、シスメックス社は OSNA（乳がんリンパ節転

移迅速診断システム）の海外展開をスペインを中心に実施しており、スペインの病理学会の診断ガ

イドラインの推奨を得ることなどにより、大多数の基幹病院が OSNA を導入している。このように、

シスメックスブランドはスペインの病理分野ですでに定着していることから臨床試験に参加する施

設を容易に選定することができ、優位性証明のための臨床試験を実施しやすいと考えられる。試験

は韓国の場合と同様にスペイン検体を国内の SysNIB 測定ラボに持ち込んで実施する。 

これらの海外展開が成功裏に終了したのちに、その他の地域へのマーケッティングを順次実施す

ることとしたい。 
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知財に係る戦略 

 

本プロジェクトの目的は、病理診断分野において解決すべき課題の一つである、施設間差や再現

性の問題を克服するための製品・サービスの提供である。したがって、適切な操作プロトコルに従

えば実施者の技量、環境に左右されず一貫した定量結果を導出できる標準化技術の提供にこそ、売

れ続けるためのポテンシャルが存在するといえる。換言すれば、誰でも実施可能な技術となるので

誰でも模倣を行うことができるというリスクが存在することになる。ゆえに、本プロジェクトによ

って提供される技術・製品は、適切に知的財産権的保護の手段を講ずることが肝要となる。また模

倣品や粗悪品の流通を適切に制御することが、本プロジェクトによって提供される技術・製品の品

質を安定化させユーザーの信頼を構築することにも波及し、結果として売れ続けるための知的財産

面からの施策となり得る。 

知的財産権的保護の様態は各国のプラクティスに合わせて様々であるため、販売予定各国に対応

した戦略を講じることが必要であり、例えば、中国プラクティスの実情に合わせた実用新案権によ

る保護の検討などが挙げられる。また、条約等に支持された知的財産の国際的手続の取決め等を積

極的に活用していくことも有用であり、PCT 国際出願や PPH（特許審査ハイウェイ）等の活用によ

り、特許出願等の手続き、審査を効率的に進めることの検討も必要である。特に、本プロジェクト

の有用性が世界的に認知されるためには、学会発表や論文投稿が必須事項になってくるので、安易

に新規性喪失の例外規定等に頼るのではなく、本プロジェクトのマイルストンに合わせた特許出願

等を計画的に進めてくことが肝要となる。 

発明の構成の観点からは、いわゆる「物の発明」にかかる特許出願を積極的に検討することが好

ましいが、本プロジェクトのターゲットとする病理診断分野では新規の物質・診断医薬といったも

のを創出することは相当の困難があると考えられる。したがって、用途発明を含む「方法の発明」

を中心に検討し、審査基準をベースに新規性・進歩性を検討し、対応する実施例を充実させること

で可能な限りの上位概念での特許出願・権利化等を検討する。一方で本プロジェクトによって提供

される技術・製品の構成いかんによっては、特許出願等により公開される明細書の記載内容に基づ

いた模倣・侵害行為を立証することが困難となるケースが当該開発の進展する方向性によっては生

じ得る。この場合はいわゆるノウハウ秘匿の手段を講じることが必要となり、営業秘密としての管

理を厳密に行い、学会発表、論文投稿の内容について注意を払うことを念頭に置く。また、本プロ

ジェクトによって得られる一連の成果を公正証書などの形式で保管することも検討する。 
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 2) ビジネス体制 

 
 

(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 医療機器センター相談（2016 年 9 月 30 日@医療機器センター） 

臨床研究プロトコルについては、医療機器センターに相談の結果、その妥当性が確認された。その

際に、PMDA 相談を実施することを推奨されたため、PMDA において開発前相談を実施した。 

 PMDA 相談（2016 年 11 月 30 日@PMDA） 

病理診断との一致率を臨床評価のエンドポイントとする旨の説明を行い、理解を得たが、病理

診断自体も標準化が十分でないため、学会等との協議が必要である旨を指摘された。今後も PMDA

と継続協議する方針となった。 

その他、前処理試薬と組織破砕装置は薬事申請の対象外であることの確認を終了した。 

 

 2) 知財戦略検討状況 

 国内外の先行技術調査と保有特許の精査（強化のための取組） 

現時点での全体のシステムに関するパテントレビューにおいては、障害となる特許等は発見されて

いない。 

 

 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 

コントロール物質として使用を検討している擬似組織作製技術に関し、フローサイトメーターによ

上市後のビジネス体制

医療機関

製造企業

ニットーボーメディカル (株)
• 前処理試薬A,Bの製造

製販企業
第2種医療機器製造販売業

[28B2X10007]

シスメックス(株)
・組織破砕装置製造

・システム構築

医療機関

大阪大学医学部
・開発機器の導入、使用

・学会発表による普及活動

顧客
（韓国・中国）

平成30（2018）年2月時点

代表機関

中

SL

PL

販売

販売

販売
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る細胞分析の対照試料として利用可能な擬似組織を含む固定包埋疑似組織の提供について発明し、

特許出願を行った。 

FFPE 組織より細胞核を効率的に抽出する前処理方法技術に関し、測定対象抗原の抗原性を増強し

つつ、Ki-67 抗原を賦活化することが可能な前処理方法について発明し、特許出願を行った。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

臨床において実績のある抗体クローンを使用することにより、申請要件が容易になると推測される

方法を採用した。 

 既存システムの活用 

前処理装置(組織破砕装置)については、過去に知見のある装置の一部改良であり、新規開発に伴うリ

スクが小さい。また、フローサイトメーターも、シスメックスが市販予定の装置（医療機器）を利

用できる。 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

SysNIB の病理医判定に対する相関性を検証する臨床研究を 100 検体で実施している。 

乳癌病理学の世界的権威と共同研究契約を締結し、６月の研究開始を目指している。 

 

 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

 受託ビジネスによる広報活動の後にコマーシャルラボ、各医療機関用にビジネスを開始するスキーム

を策定した。広報・普及計画 

2018 年度中の論文投稿、及び、学会発表を目標とした共同研究を締結している。 

 

 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前処理試薬 A, B 自体は薬事法の適用外と考え

るが、検出用抗体とのセット販売が視野となっ

た場合薬事法の対象となる 

①前処理試薬開発の経過、及び検出用抗体のセッ

ト販売によるビジネススキームを選択肢とし

つつ、薬事対応に備える 

知財 

① 前処理試薬 A、B について、細胞核脱離方法自

体は公知であるが、臨床的に有用な具体的手段

には至っていないことからこれに対比させ、新

規な構成要件・進歩性を見出すことが課題とな

る 

 当該前処理試薬の構成、利用プロトコルは開示

せざるを得ないことが想起されるため、ノウハ

ウ秘匿は困難といえる 

②組織破砕装置について、破砕に関わる主要部

に、公知の類似物では代用できない技術的特徴

や外観形状等が見出された際は、これらについ

ての保護が必要となる 

③フローサイトメトリーについて、上記①、②を

経て得られるサンプルを供した際に定量的デ

①新規な構成要件を持つ前処理試薬 A、B、および

それを利用した核脱離方法について特許出願

を検討する 

 また前記前処理試薬に好適な分解酵素などを

見出した際にも特許発明としての可能性を検

討する 

②本件組織破砕装置にて細胞核脱離が達成され

ることを検証し、この結果に基づいて特許出

願、実用新案登録出願または意匠登録出願を検

討する 

③プログラム自体に新規性が認められればプロ

グラムの発明として、あるいは FFPE 組織サン

プルからの核脱離物を用いたフローサイトメ

トリーによる（診断）データの提供方法として
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領域 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

ータを自動でアウトプット可能なプログラム

を検討することが課題となる 

④上記①，②及び③について利用・抵触関係あ

るいは侵害可能性のある第三者特許権は発見

されないものの、当該開発の進捗に応じて対比

検討すべき対象は異なる可能性がある 

特許出願を検討する 

④ 特許検索システムにて SDI（Selective 

Dissemination of Information）により第三者

出願情報をフォローすると共に、当該開発進捗

に応じた検索式変更・調査を定期的に実行する 

技 術 ・

評価 

①開発・検証の結果、FFPE 組織から抽出した核

内の ER, PgR, Ki-67を検出するための条件（試

薬組成、抗体のクローン 等）が限定されるこ

とが明らかとなった 

 

 

 

 

① 試薬の組成については ER, PgR, Ki-67すべて

を検出できる条件を見出す。複数の臨床サン

プルについて既存法（IHC, 免疫組織染色）と

の比較を行い、本プロジェクトの臨床的有用

性が既存法と同等であることを示す 

② 本事業計画期間中の検出用試薬の開発は実施

しない 

その他

事業化

全般 

①抽出操作自体は簡便なものの、作業工程数が多

く、臨床現場での運用方法について注意深く検

討する必要がある 

 

 

① 十分な臨床的有用性が示された場合、抽出操

作の機械による自動化を検討する 

現状では、抗原抗体反応を overnight にして

いるが、検出試薬の抗体選定に合わせて反応

時間の短縮を検討する 
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1.6 平成 29 年度委託事業の成果概要 

(1) 委託事業の事業概要 

本事業の目的は、手技及び作業手順が複雑であることに加え主観的観察による IHC 法を、前処理試薬 A,B 及び組織破砕装置を用いたサンプル作製

及び FCM による定量測定に置き換えることにより標準化し、海外展開をすることである。 

今年度は、27 年度に開発した前処理試薬 A,B、組織破砕装置、解析プログラムを用いた臨床評価を実施し、薬事申請に耐えうるプロトコルを作成

する。開発品については、各社が担当する技術エリアについて知的財産権的保護の手段を検討する。市場調査及び販売戦略は、シスメックス社が有

している臨床開発／市場開発の経験を基に、同様の手段／ルートを検討する。 

本プロジェクトの成果物となる SysNIB（System for No Inter-hospital Bias）に必要な主な各開発項目の目標は以下の通りとする。 

 

・前処理試薬 A,B 

 試作試薬の安定性を確認し、量産試作を実施することを目標とする。量産試作後のそれぞれの試薬の目標性能は、前処理試薬 A で処理した FFPE 

組織を組織破砕装置で破砕して 60%の核を脱離できるもの、前処理試薬は定量的に測定対象を捕捉できるものとする。 

・組織破砕装置 

 前処理組織 A で処理した FFPE 組織を本試作装置で破砕し、60％の核を脱離できるものを仕様として確定する。本装置の開発終了試験を実施し、

量産品相当品の準備を完了させる。 

・スキャッタグラム専用解析プログラム 

 前処理試薬 B により染色された試料を用いて、定量的に核の蛍光強度を測定できるものを仕様として確定する。本装置の開発終了試験を実施し、

量産品相当品の準備を完了させる。 

 

(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 

前処理試薬 A FFPE組織から核を効率的に脱離するための試薬。細胞外基質、細胞外骨格を消化する酵素等から構成される。 

前処理試薬 B ホルマリン架橋により変性した核内タンパク質を再構築し、抗原抗体反応が可能な状態に再構成させるための試薬。 

組織破砕装置 FFPE 組織から核を脱離するための組織破砕装置。チューブに前処理試薬とともにセットされた組織・細胞をすりつ

ぶす。 

スキャッタグラム専用解析プロ

グラム 

FCMで測定した核をスキャッタグラム上で判別し、ER, PR, KI-67 の陽性率を解析するプログラム。 

 

(3) 平成 29 年度の委託事業の成果と今後検討すべき課題 

平成 29年度実施内容（研究開発計画書）  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前処理試薬 A,B及び検出用試薬の開発 

・前処理試薬最適化 

FFPE 組織を用いて決定した試薬組成により

▶ 

【進捗 90％：△】 

平成 27年度開発の結果、核脱離のための前処

理試薬に加えて、新たに ER, PgR, Ki-67, 

▶ 

前処理試薬と処理プロトコルの最適化（抗原

抗体反応時間短縮等）を、ニットーボーメディ

カルとシスメックスの共同で実施する。 
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平成 29年度実施内容（研究開発計画書）  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 

臨床研究を実施し、臨床的有用性を明らかに

する。 

・前処理試薬／検出用試薬の小規模試作と安

定性試験 

ニットーボーメディカルにおいて、小規模

（20 kit 程度）の核抽出試薬を製造設備に

て 3ロット程度試作し、４）臨床研究に供す

ることと並行して、保存条件（2℃～8℃での

保存を予定）にてリアルタイムでの試薬安定

性をチェックする。具体的には製造後 0, 1, 

3, 7, 13, 19 か月経過時点で前処理試薬の

性能をチェックし、製品の使用期限設定のた

めのエビデンスを蓄積する。 

・前処理試薬／検出用試薬の量産試作 

製品上市後の採用数を想定した大規模（100 

Kit程度）の核抽出試薬を製造設備にて試作

し、試薬性能をチェックして規定した性能を

満たすことを確認する。 

製品上市後の採用数を想定した大規模（100 

Kit程度）の検出用試薬を製造設備にて試作

し、試薬性能をチェックして規定した性能を

満たすことを確認する。 

合わせてこの過程において原料供給体制の

構築を行う。 

 

Cytokeratin を検出する為の検出試薬の開発が

必要であることが判明した。 

これまでに「（ア）前処理試薬 A,Bの開発－a）

試薬組成・プロトコルの決定」において、核脱

離試薬と組織破砕装置によって脱離した核につ

いて、Cytokeratin, Ki-67検出試薬の開発と合

わせてプロトコルの検証作業を行った。その結

果、Cytokeratin によって選別した腫瘍組織の

核中の Ki-67 を検出する試薬組成、プロトコル

の開発を実施した。 

 

現在、臨床検体を用いて前処理試薬によって

脱離された腫瘍組織 核中の Ki-67 シグナル強

度と既存の IHC 法による Ki-67 シグナル強度と

の相関性について検証を行っている。ER, PgR

についても、シグナルの検出に成功した。 

  

プロトコル中において FFPE サンプルより抗

原性を維持したまま適切に核脱離し、フローサ

イトメトリーにより測定する方法を見出し、

2018年 2 月に特許出願。 

 

測定工程で使用する試薬の加速試験を実施

し、長期安定性試験に耐えうることを期待する

結果を得た。リアルタイムでの長期安定性試験

を開始した。 

 

また、検出用試薬開発を検討していたが、蛍

光標識を付加する際の効率管理が難しいことか

ら、再度間接法を用いた検出を検討した。その

結果、MIB1抗体を使用して間接法での検出に成

功し、新たに ER, PR,Ki-67の検出用試薬開発が

必要ないと判断した。 

その後に、検出条件の至適化を実施し Ki-67 検

出において約２倍のシグナル強度を得ることに

成功した。 

 

Ki-67 は臨床検体を用いての IHC 法との相関

性が得られ次第、抽出用試薬の安定性試験を含

めたキット化に向けた検討を行う。 

 

ER, PgR の検出も同様の試薬組成で可能であ

ったため、ひき続き、抗体濃度の至適化やモノ

クロナル抗体クローンの選択について引き続

き検討する。 

 

解析対象の算出（Informative 判定）時に、対

象外（Not-Informative）となった検体について、

再測定時の対処方法について検討する。 

 

リアルタイムでの試薬長期安定性試験におい

て、３か月の安定性を２０１８年３月中に実施

した。 
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平成 29年度実施内容（研究開発計画書）  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 

②組織破砕装置の開発 

・ペッスル形状の最適化 

前処理試薬／検出用試薬の最適化に合

わせて、組織破砕装置に求められる要件

を確定する。特に鍵となるペッスル形状

の最適化を実施する。 

・組織破砕装置の開発終了試験 

試作した 3 台の装置と最適化したペッ

スルを用い、開発終了試験を実施する。 

・コントロール物質の量産法の確立 

特許出願したコントロール物質（疑似

組織）について、量産法を確立するとと

もに、測定全体についての品質保証のプ

ロトコルを確立する。また、品質保証に

関する追加特許を出願し、他社の参入障

壁を確立する。 

▶ 

【進捗 90％：○】 

組織破砕装置の試作は終了し、大阪大学内の

A-MED プロジェクト実験室において、装置を用

いた検証が実施されている。検証の内容は以下

のとおりである。 

１． 市販の組織破砕治具自動化の可能性検証 

２． ペッスルの押し付け圧と核回収率の関係性

検証 

３． ペッスル先端の形状（すりの粗さ）と核回

収率の関係性検証 

４． 前処理試薬に含まれる酵素量と物理処理 

 

市販の組織破砕治具を用いた検証（用手法）

において、酵素を用いた組織破砕に物理処理を

加えることで約20％の核回収効率の上昇が観察

された。さらには、物理処理を核回収の主要因

子とすることにより検出対象分子の抗原性を損

なうことなく核の回収が可能となることが強く

示唆されている。従って、組織破砕装置は本プ

ロジェクトにとって必須であると結論付けられ

た。よって、現在の組織破砕装置の小型版を新

設計し、試作を完了した（3 台）。本試作機にお

いて、組織破砕の際のペッスルの押し付け・回

転等の基本的動作が問題なく実行できること

と、新規に追加した調整機能が動作することを

確認した。加えて、すり潰し強度向上のために

表面形状を変更したペッスルの設計と試作品製

作を実施した。 

さらには、組織破砕装置／前処理試薬による

核抽出効率を確認するための、疑似組織の作製

を実施し、試験管内で組織様サンプルの作製に

成功した。 

組織破砕装置は、前処理試薬に対応して条件

修正を行うため、前処理試薬の確定を待つ必要

があり、開発に若干の遅れをきたした。しかし

ながら、その間に独自性のあるコントロール物

▶ 

小型版組織破砕装置の性能検証及び商品設計

の実施。 

また、前処理試薬の最適化に伴い、組織破砕

装置の処理条件の再検討を実施する必要があ

る。 

 

そのために、疑似組織を用いた分散効率や核

回収率の検証を行う。また、作成した疑似組織

が、SysNIBの標準物質／コントロールとなりう

るかに関する検討を実施する。 

 

装置が過去知見のあるものへ変更となったた

め、新たな開発等が不要となったが、条件変更

に伴い、プログラム変更等の対応が必要とな

り、内容次第では、一変等の申請で対応する。 

また条件が決定次第、上記の疑似組織を用い

た検証を実施する。 
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平成 29年度実施内容（研究開発計画書）  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 

質を開発することができ、事業を優位に進める

ための基礎を築くことができた。当コントロー

ル物質に関する発明の出願を、2017年 5 月に完

了した。 

 

 

③スキャッタグラム解析プログラムの開発 

・解析プログラムの確立 

確立された前処理試薬／検出用試薬に

より、コントロール物質を評価し、解析

法を決定する。その解析法の妥当性を、

臨床検体評価により確認する。 

▶ 

【進捗 80％：○】 

A-MED プロジェクト実験室における基礎検討

の結果から、大まかに以下の解析フローが決定

された。 

 

 

核回収率算定のために、HE染色スライドを用

いた細胞核カウントソフトウェア（汎用）の性

能検証を実施した。推定された細胞数は、疑似

組織作成時に用いられた細胞数に対して-4%と

良く一致した。以上のことから、本画像解析に

よる細胞数推定の実施可能性が示唆された。 

なお、医療機器センターとの相談により、ソ

フトウェアは医療機器としての申請対象外とな

ることが確認された。専用のソフトウェアがな

くても、ユーザビリティーや、性能面での大き

な問題はない。 

前処理工程が確立していないため、性能評価

が十分にはできず、進捗に遅れをきたしたが、

解析フローが確定した。 

確定したフローは市販 FCM 解析ソフトや表計算ソ

フトのワークシートの組み合わせでの実施が可能で

ある。 

 

小規模臨床研究（１９検体）において、手動

▶ 

前処理方法が確定次第、疑似組織において、

解析法の最適化を行う。その後、臨床検体を用

いて、妥当性を検証する。 

また、④で検討中のサイトケラチン測定につい

て、がん細胞選別アルゴリズムに適用可能かを

明確にする。 

 

 小規模臨床研究結果を用いた解析法の確立後

に、解析閾値を確定させた上で、Excel を用い

た解析用マクロを完成させる。 
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平成 29年度実施内容（研究開発計画書）  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 

で行った解析について、暫定的に作成したマク

ロによる自動解析を実施した。SysNIB法により

測定された Ki-67LI は 2 名の病理医に対してそ

れぞれ良好な相関性を示した。さらには、 

SysNIB 法 は両病理医判定の平均値に対して最

も高い相関性を示した。一方、２名の病理医間

の相関性は SysNIB の病理医に対する相関性に

比較して劣る結果となった。 

 

④臨床研究 

・小規模臨床研究の実施 

確立したシステムの基本性能の検証の

ため、小規模（数十例）の臨床サンプル

を評価し、標準法との相関性を確認する。 

・臨床研究結果のまとめ 

小規模臨床研究の結果を議論するため

に、研究会を組織する。その結果を基に、

論文化や、臨床性能試験に向けた資料作

成を行う（臨床性能試験の試験デザイン

を含む）。 

▶ 

【進捗 70％：○】 

確定したプロトコルにより、小規模臨床試験を実

施し良好な相関性を確認した。 

 

臨床性能試験プロトコール案の作成を終了した。 

臨床性能試験プロトコールについては H28 年度か

らの進捗なし。 

プロトコル案骨子としては以下の通り 

１． 臨床研究体制（大阪大学、ソウル大学共同） 

２． 組み入れ基準（乳がん FFPE組織） 

３． プライマリーエンドポイント：5 人の病理

医との相関性試験 

４． セカンダリーエンドポイント１：各病理医

との相関性結果の比較（真値との距離検証） 

 

セカンダリーエンドポイント２：Ki-67 による予

後判定性能を各病理判定結果と比較（臨床有用性の

優劣検証） 

 

SysNIBの病理医判定に対する相関性を検証する臨

床研究（大阪大学保有の 100 検体）を計画し、大阪

大学において承認された。 

 

医療機器センターに相談の結果、プロトコルの妥

当性が確認され、PMDA 相談を実施することを推奨さ

▶ 

関連学会の KOL、標準化に関する協議を進

め、その結果を基に PMDA と再協議を行う。 

 

 

SysNIB の病理医判定に対する相関性を検証

する臨床研究（100 検体）を実施中である。 
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平成 29年度実施内容（研究開発計画書）  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 

れたため、PMDAにおいて開発前相談を実施した。病

理診断との一致率を臨床評価のエンドポイントとす

る旨の説明を行い、理解を得たが、病理診断自体も

標準化が十分でないため、学会等との協議が必要で

ある旨を指摘された。今後も PMDAと継続協議する方

針となった。 

前処理試薬等の確立の遅れにより、臨床研究や先

進医療の準備等に入ることができなかったが、各種

基礎検討の実施に加え、臨床性能試験のプロトコル

や、課題について明確化することができた。よって、

前処理試薬等の確立後は、比較的早期に臨床研究や、

臨床性能試験を開始できる見込みである。 

 

腫瘍細胞の核の単離と遺伝子解析 

１． FFPE 乳癌組織を用いて FISH 法、及び

OncoScan（CGH array）で HER2 遺伝子増幅

を測定し、相関性を検討した。 

２． FCM(サイトケラチン抗体)を用いて FFPE 乳

癌組織より腫瘍細胞の核のみを選択的に単

離する手技を確立した。 

 

 

 

 

 

 

 

腫瘍細胞の核の単離と遺伝子解析 

今後、実施症例をさらに増やして FISH と

OncoScan の相関を明らかにする。 

 

2.今後は、単離した細胞核を用いて

HER2-FISH 法を実施し、乳癌組織を用いて実

施した FISH 法との比較を行う。 

 

⑤ 財戦略関連業務 

・先行技術への対応 

海外も含めたパテントレビューを実施

し、先行技術に対する対応方針を確定す

る。 

・参入障壁となる特許網の構築 

一連のプロトコルや、各種技術につい

て、特許出願の可能性を検討し、国内お

よび必要な海外の国に対して特許出願を

行う。 

▶ 

【進捗 90％：△】 

（ア） 

FFPE サンプルより抗原性を維持したまま適切に

核脱離し、フローサイトメトリーにより測定する方

法について新規性のある構成を特定し、2018 年 2

月末に特許出願。発明完成の報告を AMED 知的財産

部に届出した（知財様式３）。 

 

 

 

（イ） 

コントロール物質として使用を予定している擬

似組織作製技術に関して出願に向けた知財調査を

実施し、新規性があることが確認された。当コント

ロール物質に関する発明について「精度管理用擬似

▶ 

（ア） 

「FFPE 組織より細胞核を効率的に抽出する方

法およびそのための試薬」について、当該プロ

ジェクトにかかる実施内容が利用関係を形成

するような先行他社特許権が存在するかクリ

アランス、FTO調査を実施する必要がある。 

キットの構成品の一部を市販品または外部に

依存する場合、その商用利用の可否等について

当事者間の確認を要する。 

 

（イ） 

コントロール物質に関する特許出願。 

特願 2017-097365について国際出願を計画して

いる。 
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平成 29年度実施内容（研究開発計画書）  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 

組織に関する発明報告」として AMED への報告を行

い、 2017 年 5 月に出願を完了した。（特願

2017-097365）。 

 

（ウ） 

現時点での全体のシステムに関するパテントレ

ビュー（先行技術調査等）を実施し、障害となる特

許は見つかっていない。個別の詳細技術について

は、今後追加で調査していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

（ウ） 

個別の詳細技術に関する追加調査の実施と、

特許出願可能性の検討。解析アルゴリズムや試

薬組成、組織破砕装置との組み合わせなど、

様々な要素に特許出願の可能性があり、海外出

願も含めて対応する。 

 

⑥薬事申請 

・臨床性能試験のプロトコルの確立 

標準化の方針について学会 KOL との調

整を行い、決定する。 

上記結果を基に PMDAと相談を行い、臨

床性能試験のプロトコルの詳細を確定す

る。 

・臨床性能試験の申請 

臨床性能試験に向けた各種書類整備を

行い、臨床性能試験の準備を完了する。 

▶ 

【進捗 30％：△】 

SysNIBシステムの薬事申請に必要な以下の 3項目

に関する協議を実施し、SysNIB 申請時期に矛盾の無

いことを確認した。 

１． SysNIB の分析学的性能（再現性、直線性な

ど） 

２． SySNIB試薬の安定性試験 

３． SysNIB用 FCMの医療器具届け出（2018年中

旬予定） 

４． SysNIB臨床性能試験デザイン 

 

また、前処理試薬と組織破砕装置は薬事申請の対

象外であることの確認を終了した。 

 

臨床性能試験のプロトコル妥当性について、11月

中に PMDAに相談を行った（前述）。 

なお、医療機器センターにおいて、医療機器の区

分として組織破砕装置が細胞破壊装置（クラスⅠ）

に該当するか確認するようアドバイスがあった。確

認した結果、異なるものであることが判明した。 

 

▶ 

測定系が確立次第、各種データ取得や、臨床

性能試験に向けた申請手続きを実施する。 

前回の PMDA 相談時と、商品構成が若干異なっ

ているため、再度、薬事申請に向けた相談を実

施する。 



 

20 

平成 29年度実施内容（研究開発計画書）  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 

海外対応が十分にできておらず、30％の進捗率と

なっているが、シスメックスは医療機器・診断薬を

190 か国に輸出しており、全世界での薬事対応に問

題はないと考えている。 

なお、前処理試薬・組織破砕装置・フローサイト

メーターは、セットで臨床性能試験を行い、承認申

請することとなる。よって、基本的には本プロジェ

クトで開発したものを用いることとなる。 

 

 

小規模臨床研究で、一定の性能が確認されたため、

申請に関する検討を再開する。 

⑦販売戦略 

・社内体制の構築 

社内での商品化のためのプロジェクト

を設立する。プロジェクトにおいては、

海外営業、サービス・サポート、学術支

援などのメンバーも含む形とする。 

・国内／海外販売戦略の策定 

国内／海外の KOL と協議を行い、市場

性を確認する。また、韓国や欧州なども

含めたシスメックスの海外拠点との協議

を行い、薬事・販売戦略を策定する。 
▶ 

【進捗 30％：△】 

（イ）韓国・中国・欧州対応 

 

韓国・中国・スペインの市場調査を調査会社に発

注した。主な報告内容は以下の通り。 

 

・乳癌 IHC診断の市場 

乳癌罹患者数 韓国 17,290 人、中国 272,400

人、スペイン 26,350人 

乳癌有病者数 韓国 147,000 人、中国 697,300

人、スペイン 104,200 人 

主要病院抽出 韓国 12施設（ソウル大学、韓国

国立がんセンター等）、中国 15 施設、スペイン 11

施設 

・各国の薬事申請関連 

韓国では、ER,PR,ki-67 は、クラスⅡに分類さ

れる見込み（クラスⅠ～Ⅳの順にリスクが高くな

る） 

 

臨床研究のプレマーケティング戦略を検討する

方針であり、シスメックスの韓国事業所と協議を

開始した。 

▶ 

測定系が確立次第、その結果をもって、シスメ

ックスの韓国・中国・欧州の営業／開発拠点を

通した調査、臨床研究・販売戦略の詳細協議を

開始する。 

事業部門との商品企画起案に向けた協議を開

始する。 

 

乳癌病理学の世界的権威と共同研究契約を締

結し、６月の研究開始を目指す。 
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平成 29年度実施内容（研究開発計画書）  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 

 

装置開発の遅延ため、販売戦略は十分に協議でき

ていないが、シスメックスは医療機器・診断薬を 190

か国に輸出しており、全世界での販売対応に問題は

ないと考えている。 

 

小規模臨床研究で、一定の性能が確認されたた

め、販売に関する検討を再開する。 

 

2018 年 1 月に乳癌病理学の世界的権威と 10 年間

のデータを含んだ FFPE サンプルを用いた臨床研究

（予後予測試験）の実施に合意した。 
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1.7 委託事業の振り返り 

(1) 委託事業の到達点（総括） 

委託事業期間（3 年間）を通じ、当初に企図した通り、FCM を用いた Ki-67 ラベリングインデックス

（Ki-67LI）の測定法（SysNIB 法）の樹立に成功した。本方法を用いた小規模臨床研究（19 検体）にお

いて、SysNIB 法により測定された Ki-67LI は 2 名の病理医に対してそれぞれの良好な相関性を示した。

さらには、 SysNIB 法 は両病理医判定の平均値に対して最も高い相関性（r=0.77）を示した。一方、2

名の病理医間の相関性は SysNIB の病理医判定に対する相関性に比較して劣る結果となり、SysNIB 法に

よる Ki-67LI が病理医判定のばらつきの中に存在することが示された。この結果により、SysNIB 法が

IHC 法の標準化に有効なツールとなりうることが示唆され、複数拠点においてにおいて、SysNIB 法の

性能を検証するための臨床研究が承認された。 

 

領域 終了評価で特にアピールしたい点 

薬事 特になし 

知財 SysNIB技術の肝である前処理法及び、疑似組織に関する特許申請ができた。 

技術・評価 当初に企図した通りの SysNIB の臨床性能を得ることができた。 

そ の 他 事 業

化全般 

特になし 

 

(2) 当初目標達成度に関する自己評価 

 1) 自己評価結果 

評価 C：当初目標には未達だった。 

2017 年 9 月に承認された 3 ヵ月遅延の事業計画に基づき事業を推進した。 

✓ 試薬組成／プロトコル決定：計画 9 月 → 達成 12 月（3 ヵ月遅延） 

✓ 要求品質決定：計画 10 月 → 達成 11 月（1 ヵ月遅延） 

✓ 小規模試作・安定性試験：計画 10 月開始 → 達成 12 月開始（2 ヵ月遅延） 

✓ 量産試薬：計画 10 月 → 達成 12 月（2 ヵ月遅延） 

✓ 臨床評価（小規模臨床試験）：計画 8 月開始、10 月終了 → 達成 10 月開始、12 月終了（2 ヵ月遅

延） 

✓ 知財出願：計画 2 月 → 達成 2 月（計画通り） 

✓ 臨床試験プロトコル案策定：計画 8 月開始 → 予定 2018 年 8 月（12 ヵ月遅延） 

✓ 試験準備：計画 12 月開始 → 予定 2018 年 9 月開始（9 ヵ月遅延） 

✓ 日韓共同臨床性能試験：計画 3 月開始 → 予定 2018 年 12 月開始（9 ヵ月遅延） 

✓ 薬事申請（国内）：計画 2018 年 6 月 → 予定 2019 年 3 月（9 ヵ月遅延） 

 

技術面では、「試薬組成／プロトコル決定」において 3 ヶ月の遅延が生じたが、、当初企図した通りの

SysNIB 性能を確認することができた。前処理試薬１は予期しない効果を示し、特許申請を終了している。

しかし、試薬組成決定に続く日韓共同臨床性能試験に始まる事業化計画は上記の通り約 9 ヵ月の遅延で

ある。 

 

 2) 自己評価理由 

技術の課題解決に要した 3 か月を取り戻すべく、本来前倒ししなければならない日韓協同臨床性能試

験に係る準備を開始する事が出来なかったため。 
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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。 ○十分

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

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

PMDAとの調整が進んでいますか。 △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。 ○十分
製品の利用方法が明確になっていますか。 ○十分

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

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

コア技術に関して、どのように保護するか（権利化／ブラックボックス）は明確になっていますか。 ○十分
権利化に必要な新規性だけではなく進歩性が明確になっていますか。 ○十分
必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。 ○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。 △一部
販売チャネルは明確になっていますか。 △一部
当該製品の供給（生産、物流）体制は明確になっていますか。 △一部
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。 △一部
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。 △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。 △一部
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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(4) 委託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 

適切なスケジュールの見直しができず、シスメックスが商品企画を上げ、事業化を進めていくフロー

に整合させることができなかった。 

 

 2) 事業の進め方 

当初は、各医療機関にフローサイトメーターと組織破砕装置を設置し試薬販売によるビジネスを進め

る予定であったが、中小規模病院では検体数が少ないため設備投資の回収が困難であることが明らかと

なった。従って、コマーシャルラボにシステムを設置し受託測定をする事業が有効であるとの結論に達

した。また、大規模病院に設置した場合の投資回収に関する計算に基づいた販売価格の設定が必要と考

えている。 

 

 3) その他 

特になし 
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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 

特になし 特になし 特になし 

機器スペック・

ビジネスモデル 

組織破砕装置を新規で作成する予定であ

った 

過去に検討履歴のある装置を改良するこ

ととした 

対照として使用していた過去に検討履歴

のある装置が、新規に作成した装置に比較し

て良好な核脱離能力を示したため 

抗体に蛍光標識を付加し直接法での検出

用試薬として開発する 

抗体は臨床で使用され実績のある、間接法

での検出を行う 

臨床において実績のある抗体クローンを

使用することにより、申請要件が容易になる

ことが理由である。さらには、間接法を用い

ることによりネガティブコントロール測定

が容易に可能となり、検体の固定化条件の違

いをキャンセルしうる測定法の樹立が可能

となることが推察された 

用手法での染色プロセス（1 日以上の工数

を要する） 

染色プロセスの短時間化 

 

臨床検査としての市場性のある仕様が求

められるため 

事業化体制 特になし 特になし 特になし 

事業化計画（開

発･薬事・上市

スケジュール） 

2017年度上市 2019年度上期上市 商品化計画スケジュールが後ろ倒しにな

ったため 

平成 30年 3 月国内薬事申請 平成 31年 3 月日韓共同薬事申請 変更後のスケジュールが後ろ倒しになっ

たため 

 

(6) 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 特になし 特になし 

知財 模倣による類似品の可能性を排除すること 本技術の肝である前処理試薬１に関する特許を出願 

技術・評価 統計的な解析手法を取り入れてカットオフなどを設定すること シスメックス IT グループによる解析用マクロの作成 

そ の 他 事 業

化全般 

ビジネスモデルを十分に考えること 受託ビジネスによるマーケッティングの後にコマーシャルラボ、各

医療機関用にビジネスを開始するスキームを提案 
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(7) 継続条件への対応状況 

継続条件 対応状況 

平成 28年度末までに事業化する医療機器の海外展開の戦略を明確にした事

業計画を提出し、日本医療研究開発機構の承認を受けること。 

事業計画を提出し、承認を受けた。 

 

 

1.8 平成 30 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

SysNIB による癌病理の標準化に向けて重要なポイントは、臨床有用性を示す高いエビデンスレベルを獲得し、論文等により世界に周知することで

ある。その後に、各国での上市に必要な承認を経て診療ガイドラインに記載をすることが最終目標となる。平成３０年以降の実施内容に関する計画

は以下のとおりである。 

平成３０年４月 日韓共同臨床性能試験 打ち合わせ 

平成３０年６月～９月 海外臨床研究 実施 

平成３０年１２月 論文投稿１（国内臨床研究結果） 

平成３０年１２月 日韓共同臨床性能試験 実施 

平成３１年３月 承認申請（日韓） 

平成３１年４月 CE マーキング取得（ヨーロッパ上市用） 

平成３１年４月 論文投稿２（海外臨床研究結果） 

平成３１年６月 上市（日本、韓国、ヨーロッパ） 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 

ニットーボーメディカル株式会社 メディカル研究開発センター 

〒963-8061 福島県郡山市富久山町福原字塩島 1 番地 

電話: 024-932-6015 / FAX: 024-932-6017 / E-mail: shibatan@nittobogrp.com 


