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1. 事業の概要 

地域病院における遺伝子診断等は検査会社に任され、１週間以上の時間を要しており、迅速な確定診

断並びに治療薬の選択指針が待望される患者にとって長い待ち時間となっている。本研究では、in situ 

hybridization（ISH）の迅速化により、早期の確定診断および個別化治療の着手と医療費の縮減を可能

とする革新的な装置を開発する。 

 

癌の分子標的薬の適応を迅速に決定する装置の開発

ラピート・レボリューション
（株）フジシステム、比内時計工業（株）、サクラファインテックジャパン（株）、秋田エプソン（株）

秋田県産業技術センター、秋田大学、神戸大学、（一財）厚生会仙台厚生病院、（公財）あきた企業活性化センター

H27-009

即日確定診断 → 迅速な個別化治療を目指して

時間・費用がかかる遺伝子検査

 がんの分子標的薬適応決定には遺伝子検査が必要
 装置が高額なためがん診療連携拠点病院でも検査

を外注→日数と費用がかかる
 長い検査待ち時間は患者に苦痛を強いている

 迅速ハイブリ技術による遺伝子検査工程の高速化
 低コストプロトコールの開発
 普及のため装置は小型・低価格化

がん診療連携拠点病院等への装置導入促進
 迅速な個別化治療により、患者のQOL確保
 医療費削減に寄与

Class Ⅰ
（想定）

平成30（2018）年5月時点

既存装置によるISH 高速ISH

遺伝子検査のための
in situ Hybridization（ISH）

（株）フジシステム
電子部品向け生産機器ﾒｰｶの経験を医療機器へ活かす

電子部品/電気機器 のオーダーメイドメーカとして蓄積した
技術を駆使し、迅速ハイブリ技術を最大限に活かす医療機器
開発の実現により、海外メーカが有する高いシェア分野への
新規参入を目指す。

（目標）

迅速ハイブリ技術を搭載した小型ISH装置

 

直接販売

相談

医療機関

秋田大学医学部
• ＩＳＨプロトコールの開発
• 多拠点評価
• 知財戦略

製販企業
第三種製造販売業[13B3X00052]

サクラファインテック
ジャパン(株)
・販売戦略・薬事戦略

医薬品医療機器総合機構
（PMDA）

助言

顧客
（国内）

医工連携支援機関

公益財団法人
あきた企業活性化センター
• 事業管理

研究機関

秋田県産業技術
センター

• 迅速電界ＩＳＨ技術の開発
• 蒸散抑制技術の開発

代表機関

平成30（2018）年5月時点

SL

委託事業実施体制

医療機関

神戸大学医学部
• ＩＳＨプロトコールの開発
• 多拠点評価

医療機関

仙台厚生病院
• ＩＳＨプロトコールの開発
• 多拠点評価

企業
医療機器製造業（一般）[05BZ005024]

比内時計工業(株)
• ＩＳＨ時高速昇温と高速冷却法

の開発

企業

(株)フジシステム
• ＩＳＨ用長時間稼働高電圧

電源の開発
・試作機の電装仕様の開発

企業
医療機器製造業（一般）[05BZ200019]

秋田エプソン(株)
・試薬供給・排出技術の開発
・試薬洗浄技術の確立

・試作仕様機の開発

中

PL

SL
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1.1 事業の目的 

●＜医療現場の課題＞ 

現在がんに対する分子標的薬の適応を決める遺伝子検査は、多くの作業と時間を要することと高コス

トであることから、病院から検査会社に委託されている。そして検査会社から結果が届くまで 1 週間以

上を要している。この待ち時間は、一刻も早く治療を開始したい患者や医師にとって長い待ち時間であ

る。特に呼吸不全に陥っている末期の肺癌患者にとって 1 週間以上の待ち時間は耐えがたい。 

●＜医療現場のニーズ＞ 

がんに対する分子標的薬の適応決定のための遺伝子検査結果が患者に届く時間を短縮することが求め

られている。また検査コストの削減が求められている。 

●＜解決策＞ 

本研究開発では、がんの分子標的薬の適応性を短時間に決定するために、DNA を用いた in situ 

Hybridization(ISH)を加速する技術を開発する。このため主に最適な温度環境下における電界ハイブリ

ダイゼーション技術を導入することや、工程の時短化に向けて賦活化の最適化技術を確立する。一方、

低コスト化に向けて、試薬の使用量の節約技術を確立する。たとえばオイル等を用いて被撹拌試薬量の

嵩を増加させ、高価な試薬の使用量を減らす技術開発やそれに伴う高精度な洗浄技術も新たに加えるこ

とで、将来の医療費縮減に資する装置を開発し、事業化することを目的とする。 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：公益財団法人あきた企業活性化センター 

PL： 藤原 勝也（株式会社フジシステム） 

SL： 南條 博（国立大学法人秋田大学医学部附属病院） 

鈴木 洋一（秋田エプソン株式会社） 

共同体： ①株式会社フジシステム 

  ②比内時計工業株式会社 

  ③サクラファインテックジャパン株式会社 

  ④秋田エプソン株式会社 

  ⑤秋田県産業技術センター 

  ⑥国立大学法人秋田大学 

  ⑦国立大学法人神戸大学 

  ⑧一般財団法人厚生会仙台厚生病院 
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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 医療機器 クラス分類 Ⅰ（予定） 

製品名 ラピート ISH（予定） 分類名称（一般的名称） 自動染色装置（予定） 

対象疾患 悪性新生物（がん）（予定） 届出／認証／承認 届出（予定） 

想定される販売先 医療機関（病理診断部） 新／改良／後発 後発医療機器（予定） 

使用目的又は効果 

病理検査における DNA プローブを用いた検体への in situ Hybridization(ＩＳＨ)を加速す

るため、最適な温度環境下における電界ハイブリダイゼーション技術を導入した自動染色装

置。 

薬事申請予定者 
サクラファインテックジャパ

ン株式会社 
医療機器製造販売業許可 13B3X00052 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

秋田エプソン株式会社 医療機器製造業許可 05BZ200019 

 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 

   

薬事申請時期 平成 30（2018）年 5月 平成 30（2018）年 8月 

上市時期 平成 30（2018）年 6月 平成 30（2018）年 10月 

想定売上（上市後 3年目） 0.28億円／年（平成 33（2021）年時点） 0.68億円／年（平成 33（2021）年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 

（競合品を含む） 
19.10 億円／年（平成 33（2021）年時点） 59.7億円／年（平成 33（2021）年時点） 

想定シェア（上市後 3年目） 4％（平成 33（2021）年時点） 1％（平成 33（2021）年時点） 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

・in situ Hybridization(ISH)に電界撹拌技術を用いて迅速に行う装置。 

また、ISH 工程一連を行うが、病理現場での利便性を考慮して、極力コンパクトな設置タイプの自動               

ISH 反応加速装置。 
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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 

・がん診療連携拠点病院(407 施設)を中心に、遺伝子検査を外注している施設 

・特に迅速遺伝子検査が有用と想定される分野（脳腫瘍、白血病、悪性リンパ腫、肺癌）の検体数が

多い施設 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

■第 104 回日本病理学会総会(2015 年 5 月 2 日・名古屋)の精度管理の新時代 WS-5-3 で発表された 

「呼吸器領域・細胞診に関するアンケート調査と課題」より、FISH 検査の実施状況に関する項目では

下記のような結果であった。(FISH: Fluorescence in situ hybridization、蛍光 ISH、○○-FISH： 

○○部分はターゲット遺伝子名) 

 

FISH 検査（全般）実施状況：自施設で実施 21%、外注 79% 

ALK-FISH 実施状況：自施設で実施 7%、外注 93%（導入予定あり 14、導入予定なし 85） 

 

ALK-FISH を自施設で実施している施設は 7% 

FISH 検査全般では 21%が自施設で実施していると答えており、その多くは HER-2FISH 検査である

と考えられる。HER-2FISH 検査は迅速性を要しないため、主に ALK-FISH 検査の実施率を基に今回は

市場規模を想定し、試算した。 

 

■2015 年 11 月以降のプレ調査等の諸準備作業に引き続いて、国内および海外における迅速遺伝子検査

の需要調査を以下①～④のとおり実施した。 

① 国内における迅速遺伝子検査の需要調査：2016 年 1 月実施 

② 国内における造血器腫瘍の遺伝子検査に関する調査：2017 年 8 月実施 

③ 海外における遺伝子検査の調査：2016 年 9 月実施 

④ 海外（中国）における in situ hybridization 装置および試薬の主要ﾒｰｶｰと市場規模の調査（2017 年

12 月実施） 

 

■市場調査まとめ 

当初想定したホルマリン固定パラフィン標本（ALK-FISH など）での迅速 ISH 検査においては、国内

海外ともに、術中迅速診断のようなきわめて短時間での要望は現状では少ないことが判明した。 

一方、造血器悪性腫瘍のような生検体（骨髄標本等）での迅速 ISH の市場ニーズが存在することが確認

できた。in-situ Hybridization(ISH)に電界撹拌技術を用いて迅速に行う装置は、このニーズにこたえる

迅速性を兼ね備えた装置といえる。まずは造血器悪性腫瘍のプロトコールを確立し、採用へのアプロー

チを開始する。 
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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 

電界撹拌を用いた迅速 FISH/CISH の競合品（装置）は存在しない。 

ハイブリダイゼーションの時間を短縮できる試薬は、販売されているが、本事業で事業化するラピート

ISH は電界撹拌による高速化のため、特殊な試薬を用いることなく、従来の試薬を用いたプロトコー

ルで迅速化が可能である。
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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 

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
【製品名】

量産機開発
【製品名】

臨床研究

知財戦略

滴下・洗浄技術開発 最適反応技術開発

高圧電源１次試作 機能評価

高圧電源２次試作

温度制御１次試作 機能評価

蒸散防止技術開発

迅速電界ハイブリダイゼーション技術の開発

ハイブリダイゼーション用長時間稼働高電圧電源の開発

電界ハイブリダイゼーションにおける溶液の蒸散抑制技術の開発

試薬供給技術の開発

ハイブリダイゼーション時高速昇温と高速冷却法の開発

実験用試作機開発・製作 試作機開発・製作 機能評価

安全性評価

基本仕様書作成 医療機関調査

迅速化プロトコル作成

量産試作機での評価

医療機関評価 一次試作機での評価

推奨プロトコールの安定性評価

高電圧電源の

量産化設計・製作

液滴蒸散抑制カバー材の

量産化設計・製作

試薬滴下カートリッジの

量産化設計・製作

小型温度調節ユニットの

量産化設計・製作

量産試作機設計の決定

量産試作機

設計・製作

染色性評価

安全性・耐久性評価

体制づくり

戦略検討

特許作成・出願

戦略検討

特許作成・出願

知財戦略打ち合わせ等の設定

★

国内特許出願
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販売戦略

薬事戦略

上市時期

スケジュール変更理由
非公開 非公開 非公開 非公開

★
H30.5 医療機器製造販売

認証申請 （国内）

★
H30.5 製造、出荷承認

★
H30.8医療機器製造販売

認証申請 （台湾・韓国）

市場調査1

推奨プロトコールの確定
広報戦略・実施

市場調査2分析・見直し・

修正
分析・見直し・

修正

★

H30.6 上市（国内）
★

H30.10 上市
（台湾・韓国）

★
H30.8CEマーキング

薬事体制づくり 第三者認証機関相談

関連工業会国際委員会
ドキュメント整備

ヒアリングの実施

検査薬市場調査
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(2) 投資回収計画 

投資回収については、国内と海外を区分して計画する。 

国内については、2018 年 6 月（第 107 回日本病理学会総会）の出展までプロトコールの開発、試作機

の製作に委託費を見込むが、委託対象外の経費としてサクラファインテックジャパンと秋田エプソン合

計で 0.6 億円の自己負担を見込む。 

また、2017 年は秋田エプソンとして量産機用金型投資を 0.09 億円見込む。 

海外についてはサクラファインテックジャパンの活動経費を見込み、国内上市後より普及活動を行う。

サクラファインテックジャパンの海外法人の販売ルートを活用することで、負担金額を少なくし、早期

の回収に努める。 

委託事業終了後も、国内・海外の販売活動および技術的支援フォローが必要なため、主に人件費として

0.6 億円程度の負担を計画する。 

これらにより、事業全体としては国内市場へ投入後、3 年で単年度黒字化、6 年で累積黒字化を目指す。 

 ① 国内 

 H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

薬事申請時期      ●             

上市時期      ●             

支出額（単位：億円） 0.63 0.66 0.75 0.29 0.31 0.31 0.24 0.23 0.25 0.24 

 うち委託費 0.46 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 うち自己負担 0.17 0.17 0.26 0.29 0.31 0.31 0.24 0.23 0.25 0.24 

売上高（単位：億円） － － － 0.11 0.17 0.23 0.28 0.28 0.34 0.34 

販売数量（単位：台） － － － 2 3 4 5 5 6 6 

 ② 海外 

海外合計 

 

 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

薬事申請時期                     

上市時期                     

支出額（単位：億円） 0.00 0.01 0.09 0.14 0.31 0.38 0.41 0.49 0.49 0.58 

 うち委託費 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 うち自己負担 0.00 0.00 0.07 0.14 0.31 0.38 0.41 0.49 0.49 0.58 

売上高（単位：億円） － － － 0.00 0.34 0.51 0.68 0.84 0.84 1.01 

販売数量（単位：台） － － － 0 6 9 12 15 15 18 

 

欧州エリア 

 

 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

薬事申請時期       ●             

上市時期        ●           

支出額（単位：億円） 0.00 0.00 0.02 0.00 0.12 0.15 0.16 0.20 0.20 0.23 

 うち委託費 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 うち自己負担 0.00 0.00 0.02 0.00 0.12 0.15 0.16 0.20 0.20 0.23 

売上高（単位：億円） － － － 0.00 0.00 0.17 0.23 0.34 0.34 0.45 

販売数量（単位：台） － － － 0 0 3 4 6 6 8 
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北米エリア 

 

 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

薬事申請時期         ●           

上市時期           ●         

支出額（単位：億円） 0.00 0.01 0.05 0.09 0.12 0.15 0.16 0.20 0.20 0.23 

 うち委託費 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 うち自己負担 0.00 0.00 0.03 0.09 0.12 0.15 0.16 0.20 0.20 0.23 

売上高（単位：億円） － － － 0.00 0.28 0.28 0.34 0.39 0.39 0.45 

販売数量（単位：台） － － － 0 5 5 6 7 7 8 

アジア・太平洋エリア 

 

 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

薬事申請時期       ●             

上市時期       ●             

支出額（単位：億円） 0.00 0.00 0.02 0.05 0.06 0.08 0.09 0.09 0.09 0.12 

 うち委託費 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 うち自己負担 0.00 0.00 0.02 0.05 0.06 0.08 0.09 0.09 0.09 0.12 

売上高（単位：億円） － － － 0.00 0.06 0.06 0.11 0.11 0.11 0.11 

販売数量（単位：台） － － － 0 1 1 2 2 2 2 

 ③ 国内・海外合計 

 H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018)  
H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

支出額（単位：億円） 0.63 0.67 0.84 0.43 0.62 0.69 0.65 0.72 0.74 0.82 

 うち委託費 0.46 0.50 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 うち自己負担 0.17 0.17 0.33 0.43 0.62 0.69 0.65 0.72 0.74 0.82 

売上高（単位：億円） － － － 0.11 0.51 0.74 0.96 1.12 1.18 1.35 

販売数量（単位：台） － － － 2 9 13 17 20 21 24 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 
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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”   

装置の組み立て（量産）は秋田エプソン（株）で行い、サクラファインテックジャパン（株）の販売

網とサービス体制により販売およびサポートを行う。 

日本国内から販売開始し、市場調査に基づき需要要求の高い限られた項目に対する PR を展開しながら

アプリケーションサポート体制を強化し、ターゲットとする項目の追加を行う。各国のマーケティング

調査、申請要件等確認作業を進め、サクラファインテックジャパンの担当国（アジア・オセアニア）の

中で販売代理店との協働がスムーズな台湾・韓国での上市を目指す。日本国内発売後 2 年以内には北米、

欧州での上市の有無を決定し上市を目指す。 

また、臨床的に迅速性を要する FISH 検査のみならず、迅速性を要しないと考えられる外注 FISH 検

査項目での自施設実施の可能性についての調査を行い、市場性・項目を見極めて販売戦略の見直し修正

を行っていく。その際、消耗品（カートリッジ、試薬）の供給についても検討を行う。 

 

 2) ビジネス体制 

 

直接販売

製販企業
第三種製造販売業[13B3X00052]

サクラファインテック
ジャパン(株)
・販売、サポート

顧客

平成30（2018）年5月時点

上市後のビジネス体制

企業
医療機器製造業（一般）[05BZ005024]

比内時計工業(株)
• 高速冷却装置の供給

企業

(株)フジシステム

・長時間稼働高電圧電源の供給

企業
医療機器製造業（一般）[05BZ200019]

秋田エプソン(株)
・装置の組立

秋田大学
・ISH等に関する特許

秋田県
（産業技術センター）
・電界撹拌等に関する特許

実施許諾

実施許諾

 

(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 想定される実験用試薬（検出用プローブ等）の法的対応の確認や機器輸出に際して必要となる各国薬

事対応についての調査を実施した。社内調査を進めていたが、「アジア諸国薬事関係規制情報」がま

とめられ、独立行政法人医薬品医療機器総合機構にて公表されたため、ほぼ必要な情報は充足した。 

しかしながら、各国で規制改定等の動きがあり、引き続き様々なチャンネルを用いて、調査を継続
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して実施している。 

 

 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） 

  先行技術調査にあたっては、装置全体のまとめ役である秋田エプソンが担当し、社内知財部門を

活用して精査を行った。この活動の基本である秋田県・秋田大の保有する電界撹拌に関する特許

を活用し、装置への展開を行った。 

 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 

販売する装置の構造に対する権利化を行った。さらに外観部分を抜き出し意匠権の登録も行った。 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

市場に対しては製造販売業者のサクラファインテックジャパン、製品に対しては製造業者である、

秋田エプソンが行う。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

開発機器の基本技術は特許にて囲い込みを行っているので、迅速性に関しては優位性を保ってい

ると判断している。開発装置は複数のプロセスを経て結果を出すもののため、安定性の評価、信

頼性の確保についてより慎重に設計検討・実証試験を行い最終設計に結び付ける。 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

医療機器クラスⅠ自動染色装置として、安全規格については JIST0601-1：2012（医用電気機器-

第一部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項）より、ME 機器の定義に当てはまらない体

外診断機器として JISC1010-1：2014（測定用、制御用及び試験室用電気機器の安全性-第Ⅰ部：

一般要求事項）と JISC1010-2-101：2013（第２-101 部：特定要求事項-体外診断用医療機器）に

適合する必要があることを確認した。さらに EMC として JISC1806-1：2010（計測、制御及び試

験室用の電気装置-電磁両立性要求事項-第Ⅰ部：一般要求事項）と JISC1010-2-101：2013（第２

-101 部：特定要求事項-体外診断用医療機器）への適合が必要であることが分かった。これらは規

格対応設計を行い、最終的には量産試作機にて外部評価機関にて評価し、認定書を取得する。さ

らに装置の性能保証として、次年度に行う各研究機関による迅速 ISH 量産試作機を使用した結果

を収集して、薬事申請のバックデータとする。 

 

 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

  上市後、フジシステム・比内時計工業からの供給を受けて、秋田エプソンで組み上げ、サクラフ

ァインテックジャパンの販売チャネルを活用し販売する。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

 製造販売業者であるサクラファインテックジャパンが対応する。全国主要都市に支店を設置して

いるサクラファインテックジャパンの営業担当者が病院に直接訪問し、一次対応の窓口として対

処することができる。また、カスタマーセンターを設置し、そこで原因分析を行い、必要時には

テクニカルサポート部門（医療機器修理業許可取得）が実際の修理を実施する体制も整えている。 

クレーム対応等については、まず、各病院から営業担当者またはカスタマーサポートに情報が入

り、相互に連携して原因分析を行い対処している。また、内容によっては、国内品質業務運営責

任者等が営業担当者と病院へ同行しクレーム対応する場合もある。 
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 QMS 等の品質保証体制 

 製造側との取り決め書に基づいて、品質の確保、保障、バリテーション等を製造業者の秋田エプ

ソン並びに製造販売業者のサクラファインテックジャパンが行う。サクラファインテックジャパ

ンは、ISO13485 認証取得し、有効的に活用して品質保証体制を担保する。 

 

 広報・普及計画 

  迅速検査の認知向上を目的とした、本装置の原理、利点等を簡潔にまとめたショートムービーを

制作した。現在コア技術である電界非接触撹拌技術を紹介した 2 編が完成している。映像はイン

ターネットを通じて配信を開始し、学会、研究会等でも露出している。また、現在検討中のプロ

トコールについては英語論文投稿およびホワイトペーパー作成し、情報発信の手段の一つと

する。 

 

 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 薬事申請時期について、秋田エプソンから提

供される試薬カートリッジの精度確認に時

間を要しており、日程に影響を与えている。 

① 秋田エプソンから試薬カートリッジの提供

を受け、ドキュメントの整備を進めている。

製品仕様書、取扱説明書（原案）等入手可

能なドキュメントから入手し、届出書類の

整備を進める。 

知財 

① 新たな知見に伴う新規国内特許出願と PCT出

願。 

① 国内特許を出願。電界撹拌方法及び電界撹拌

用キャップカバー（特願 2017-135498）。PCT

出願に関しては、アドバイザー弁理士に相談

して検討していく。 

技 術 ・

評価 

① 物理的アプローチによるオイルフリー蒸散

抑制方法も行えるように量産設計を行う。 

 

② 試薬供給技術の開発 

試薬供給量のばらつきにより染色結果のば

らつきが生じてしまうため、吐出容量のばら

つきを小さくする必要がある。 

 

 

 

③ ペルチェ省電力品の開発 

迅速化のための高速加温、冷却に加え、反応

ステージ上の温度のばらつきによる染色結

果のばらつきを抑制するため、ステージ上を

設定温度で一定に保つ必要がある。さらに冷

却速度を速めるためのペルチェ周りの排熱

対策が必要である。 

 

① 量産試作機での使用方法を検討、電極間距離

を制御する機構を量産試作機に登載した。 

 

② 試作金型による成形品にて一部試薬にばら

つきが発生した。量産金型にその対策を盛込

み、設計。樹脂金型６点、ゴム金型３点を新

規に製作済。数回の改良を経て、どの試薬に

対してもほぼ同等な吐出量を狙える製品を

完成させた。 

 

③ 小型のペルチェ量産仕様品製作済。製品評価

の段階で、温度勾配に対する能力不足が見ら

れたため、設計見直しを行っている。 

 

その他

事業化

全般 

① 技術的課題についてはほぼ達成の見通しで

あるが、商品性向上（作業性・保守性）を考

慮した製品にする。 

① 量産試作機を多拠点にて評価し、その結果を

盛り込む。 
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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 

平成 29 年度は 28 年度に実施した１次試作機の評価をふまえて量産試作機の設計製作を行い、本年度中に薬事申請（届出）を実施する。 

１次試作機の各要素について量産試作機用の設計と評価を行い、量産試作機を製作する。また、量産試作機と基本性能が同等である１次試作機を用

いて、量産機のばらつきを考慮した条件下で、これまでに開発した肺がんの ALK-FISH、乳がんの Her2-DISH、造血器悪性腫瘍の迅速化プロトコー

ルの安定性を評価し必要に応じて改良を加え、多拠点での臨床評価を行ったうえで「推奨プロトコール」を決定し、装置の信頼性向上を図る。 

販売戦略の面では、迅速性を求められると想定された検査項目について、国内検査薬市場を対象に、そのポジショニングや適応拡大の可能性につい

て分析を行う。また、白血病における迅速 FISH 検査のニーズを確認する市場調査・ヒアリングを実施し、全体的な販売戦略の見直しを行った。そ

の他、FISH 検査の中での本開発製品の応用性を探り、迅速性以外でも活用できる用途を抽出する。 

 

(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 

ISH 反応加速量産試作機 検査技師が通常使用できるよう操作性を向上させた装置（2 台） 

 

(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量産試作機の製作 

 

①－1 推奨プロトコールの安定性評価 

秋田大学で、最短迅速化プロトコールの安

定性評価を行う。迅速化プトロコールにおい

ては各工程の時間を最短に設定していくた

め、温度・撹拌条件・プローブ量等の各工程

のわずかなずれが染色結果に大きな影響を与

えることが想定される。これを防ぐため、１

次試作機を用いて、これまでに開発したプロ

トコールの各工程の基準値をもとに、基準毎

にねらい値と実測値との差分を考慮した上下

水準条件を設定して 30 回程度の繰返し検証

を行う。各工程 3 条件程度×工程数の組み合

わせから、過去の経験や実験計画法を使用し

て必要な水準を設定して実施し、得られたデ

ータを製品品質、有効性の検証に使用する。 

▶ 

 

 

①－1 【進捗 100％：○】 

・秋田大学では、肺癌の ALK と乳癌の Her2 に関して

安定した迅速化プロトコールが完成している。1 

次試作機を用いて、HER2・ALK ともに oil カバーで

シグナルが入ることが確認されている。HER2・ALK 

共に 30回の繰り返し検証が終了。 

 

・秋田県産業技術センターでは、量産化キャップカ

バーの量産製造方法を検討した。そのカバーを用い

た量産試作機環境下での撹拌条件を被撹拌物質の激

しい分散を促す条件と、逆に緩やかな分散を促す条

件、この 2種類の電界撹拌方法を確立した。 

・フィラデルフィア染色体プロトコールの安定性評

価について、診断がすでについている bcr2-abl 陽性

慢性骨髄性白血病の残余骨髄脱灰標本(FFPE 包埋)

▶ 

 

 

 

・特記事項なし。 
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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 

秋田県産業技術センターで量産化キャップ

カバーを用いた量産試作機環境下での撹拌条

件を決定する。 

神戸大学では、白血病のフィラデルフィア

染色体の迅速電界ハイブリダイゼーションプ

ロトコールを平成 28年度に開発している。今

年度は装置の信頼性向上のため 10 検体の安

定性を確認する。 

 

①－2 量産試作機搭載部品の設計・製作 

各要素について量産試作機用設計品につい

て評価と試験を実施し、必要に応じて設計の

改定を加え製作した部品を量産試作機に組み

込む。 

ａ）高電圧電源の量産化設計・製作 

平成 28 年度には小型の長時間稼働高電圧

電源を開発し、1 次試作機での制御と電界撹

拌が正しく行われることを確認した。今年度

は、量産試作機の要求設計決定と並行して、

冷却方法 2 次対応とフィードバック構造を追

加した単体サンプル 3 台と量産試作機搭載用

3 台の量産設計電源を製作する。単体サンプ

ルについて稼働連続 24 時間で電圧降下率

１％を設定値として評価し、耐久試験（破壊

試験）をおこない設計を決定する。電源の設

計と製作はフジシステム、評価は秋田県産業

技術センター、要求設計決定は秋田エプソン

で行う。 

ｂ）液滴蒸散抑制カバー材の量産化設計・

製作 

秋田県産業技術センターで量産化可能なキ

ャップカバーの設計を決定する。秋田エプソ

ンにてキャップカバーの装置への搭載方法を

決定する。 

ｃ） 試薬滴下カートリッジの量産化設計・

製作 

を用いて、6 例で denature 6 分(80 度), ハイブリダ

イズ 10 分(45 度)という短時間でも bcr および abl

シグナル検出は可能であった。ただ慢性骨髄性白血

病の骨髄は多様性に富んでいるため、融合遺伝子を

有した細胞の検出率は 4/6 例であった。プローブ自

体はいずれの検体でもしっかりと検出され、同プロ

トコールは再現性可能なものである。 

 

 

①－2 

 

 

 

 

ａ)【進捗 100％：○】 

・量産試作機搭載用の高電圧電源製作済。単体での

評価終了し、量産試作機へ搭載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ)【進捗 80％： ○】 

・量産化可能なキャップカバーの形状、寸法を決定

し、量産方法についても決定した。評価については、

Her2、ALK ともにキャップ無でも染色可能になった

ため、OILカバーでの評価を優先させる。 

 

ｃ）【進捗 100％：○】 

・試作用金型からサンプルを完成した。液滴の吐出
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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 

平成 28 年度にカートリッジの試薬供給方

式と基本形状を決定し、性能を確認した。今

年度は、秋田エプソンにて材料評価を含めた

量産構造品カートリッジの最適作業性形状品

の設計と製作を行う。試作用金型（6 型）、成

形品（100 個程度）を製作し、秋田県産業技

術センターにて評価のうえ、量産試作機へ組

み込む。評価は、吐出ばらつき±5％安定性を

評価基準とし、加熱冷却後の吐出量の監視を

30 回程度実施する。サクラファインテックジ

ャパンにて、カートリッジの量産要求設計の

決定を行ったのち、秋田エプソンにて量産金

型の製作を行う（量産金型は委託対象外）。 

ｄ）小型温度調整ユニットの量産化設計・

製作 

比内時計工業にて単体サンプル 5 セットと

量産試作機搭載用の小型温度調整ユニット 9

セットを製作する。単体サンプルについて面

内ばらつき目標±2％を設定値とし評価し、耐

久試験（破壊試験）をおこない設計を決定す

る。ユニットの製作は比内時計工業、設計と

評価は秋田県産業技術センターで行う。 

 

①－3 量産試作機の設計・製作 

平成 28年度の 1次試作機の評価から得られ

た量産化に向けての改善点や考慮点、市場要

求調査結果から量産試作機の設計を決定し、

量産試作機 2 台を製作する。その後、量産試

作機を用いた染色性評価と耐久性評価を行

う。 

ａ）設計決定 

サクラファインテックジャパンで１次試作

機を用いた評価を行い、秋田エプソンで量産

試作機の設計を決定する。フジシステムにて

量産試作機の制御系全体の設計をする。 

ｂ）製作 

性能確認済。一部の試薬でばらつきが発生した。こ

れに対する対策を盛込み量産用金型製作し評価実施

した。新規製作のゴム部品において耐久性に問題が

発生し、ゴム硬度の変更を行った。ほとんどの試薬

にてばらつきが抑制されたが、一部の試薬について

ばらつきが発生した。樹脂成形型について型修正を

行い、最終的に想定した試薬すべてに対して実用的

になるカートリッジを完成させた。 

 

 

 

 

 

ｄ）【進捗 80％：○】 

・ペルチェ素子の量産試作機仕様の部品を設計、製

作し、量産試作機本体へ組込んだ。実験段階では良

好であったが、最終の製品試験で若干の能力不足が

発生したため、現在形状変更を行っている。 

 

 

 

 

 

①-3 

 

 

 

 

 

 

ａ) 【進捗 100％： ○】 

量産試作機仕様にて設計開始した。量産性検討に時

間を要しており、予定より１ケ月引き伸ばし 8 月中

に完了。 

 

ｂ）【進捗 100％： ○】 
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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 

秋田エプソンにて設計にもとづき量産試作

機を 2 台製作する。秋田エプソンでの機能・

安全性評価と、医療機関での臨床評価に１台

ずつ使用する。 

ｃ）染色性評価 

秋田県産業技術センターにて、量産試作機

を用いて基準毎に上下水準条件で 10 回程度

の繰返し評価を行い、設計の妥当性確認を行

う。 

サクラファインテックジャパン社内におい

て製品品質規格適合性評価として、30 回程度

の繰返し動作・機能性評価を実施する。その

後、社外評価で性能及び染色性を評価し、設

計・仕様の確認を行う。 

ｄ）安全性・耐久性評価 

秋田エプソンで、量産試作機の安全規格適合

性評価・耐久性評価を行う。量産試作機の完

成までは、その一部の評価を１次試作機にて

行う。 

量産試作機２台を製作済み。 

 

 

 

ｃ）、ｄ）【進捗 70％：△】 

 量産試作機を完成させて、社内染色評価を行って

いる。一次試作機にて完成させたプロトコールを基

準に装置にプログラムをインストールし自動にて染

色作業を行わせている。一部試薬洗浄工程でのプロ

トコールが確定せず、実験的にシミュレーションを

行い、ペルチェ改造にて最終使用を確定予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ）、ｄ）ペルチェ改造品を入手し、最終評価を

実施する。 

②臨床評価 

ａ）１次試作機での臨床評価 

検査結果の安定性は治療法選択にとって重

要であり、interobserver variation（観測者

間の相違）の無いこと、また既存の方法と結

果が異ならないことが本装置の製品化におけ

る最低条件である。この条件を検討すること

が臨床評価の目的である。対象は秋田大学で

切除された肺がん、乳がん患者の検体それぞ

れ 50 症例に加えて秋田大学、神戸大学で治療

された慢性骨髄性白血病患者 10 症例の検体

とする。これらの検体を同一のプロトコール

で秋田大学、神戸大学、仙台厚生病院で１次

試作機を用いてそれぞれ別々に染色し、比較

する。また秋田大学では用手法（手作業での

染色）と自動染色装置（ロシュ社製ベンタナ・

ベンチマーク）で染色した結果とも比較する。

▶ 

 

ａ）【進捗 100％：○】 

・秋田大学では、1 次試作機においてシグナルの入

りが弱くなる現象を認め、秋田エプソン及び産業技

術センターにフィードバックし、量産機製作にあた

り電界撹拌の調整が入り、解決済みである。電界撹

拌の調整期間は従来機での評価となったが、乳癌・

肺癌共に 50 症例の染色を終了し臨床評価を終えて

いる。 

 

・血液腫瘍内科での研究で従来法と比較した解析を

行う。一次試作機での現時点では 4/6 例(66.6%)で一

致しているが、これはあくまで provisional な報告で

ある)。量産試作機での臨床評価を実施していく。 

 

 

▶ 

 

・特記事項なし。 
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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 

そしてこれらの結果の一致率・相関関係を検

討することで染色安定性の評価を行う。 

１次試作機と量産試作機の基本性能はほぼ

同一であるため、量産試作機の完成までは１

次試作機を用いて臨床評価を行う。 

 

ｂ）量産試作機での臨床評価 

量産試作機の完成後、上記検体を用いて基

準毎に 30回程度の繰り返し実験を行い、量産

試作機での臨床評価を行う。 

神戸大学、仙台厚生病院において、量産試

作機の信頼性向上のため、持ち回りで、多拠

点での量産試作機を用いた臨床評価を行う。 

これらの臨床評価結果及び装置側安全規格適

合性評価を用いて本装置の品質、有効性及び

安全性を検証し、薬事届出を行う。 

 

 

 

 

 

ｂ）【進捗 70％：△】 

カートリッジ部分が未完成な状態ではあったが、

量産試作機にて HER2 DISH の実験を行い良好なシグ

ナルを得ることが出来た。5 月初旬頃に完成したカ

ートリッジ部分搭載の量産試作機で、主にカートリ

ッジからの試薬滴下の評価を中心にさらに臨床評価

を進める予定。 

 

 

 

 

 

・現在、神戸大学血液腫瘍内科主体で、びまん

性大細胞型 B 細胞リンパ腫の bcl-2 および myc

の迅速 FISH 導入の妥当性について、前向き研

究を申請中で、4 月頃に申請が受理される見込

みで、受理され次第 bcl-2, myc の従来法と比較

した迅速 FISH の有用性について検討する予定

である。 

・造血器悪性腫瘍での迅速プロトコールを確立

する。従来法 4.5 時間→迅速法 1.5 時間

(bcr2-abl) 

③知財戦略 

迅速電界ハイブリダイゼーションプロトコ

ールや、装置および搭載部品の技術・ノウハ

ウ等の保護に関して、知財戦略が必要である。

知財戦略についてアドバイザー弁理士からア

ドバイスを受けながら事業を進めるため、あ

きた企業活性化センターが会議や打合せの設

定を行い、出願人となる研究機関が、知財戦

略をもとに必要な特許出願等を行う（特許出

願は直接経費外で行う）。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

・秋田県と秋田大学でこれまでの成果として「電界

撹拌方法及び電界撹拌用キャップカバー」を 7 月 11

日付けで日本国特許出願（特願 2017-135498）した。 

・平成 27年度に出願した「電界撹拌を用いた生体分

子の迅速検出法」が特許登録（第 6026027）となっ

ている。 

 

 

 

▶ 

 

 

④販売戦略 

特定した項目でのヒアリングの実施および

推奨プロトコールの確定を試験実施施設と協

働して行い、ホワイトペーパー作成に向けた

活動を行う。同時に適応拡大の可能性を継続

して検討する。国内検査薬市場の調査を行い、

特定した検査項目のポジショニングおよび適

応拡大の可能性に関するバックデータとす

る。臨床医を中心とした医療従事者に対し、

迅速検査のメリットを知っていただくため、

▶ 

【進捗 100％：○】 

Her-2遺伝子 ALK-FISHのプロトコールについては参

考論文として使用する。κ、λ、EBERについては試

験実施施設と協働し、推奨プロトコールを確立した。 

Web 調査を通じて血液内科、腫瘍内科医に対し、啓

発用ビデオの視聴を行った。 

 

▶ 

 

・造血器悪性腫瘍の推奨プロトコール確立後、

論文投稿の有無等、筆者に確認を行う。 

・臨床系の学会での露出を行う。２０１８年６

月の第１０７回病理学会総会に出展予定であ

る。 

・患者・患者家族へのアプローチ方法を検討す

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 

学会、研究会、勉強会など医療従事者向けの

セミナー等で情報発信し、市場の啓発活動を

開始する。 

⑤薬事戦略 

既存の商品と同等の薬事対応を実施するた

めのドキュメント整備（電気的安全性、EMC、

ライフサイクル等）を進める。ドキュメント

に基づき添付文書を作成する。ドキュメント

整備後、国内製造販売届および輸出用製造届

の準備を行う。平成 30年 3月までに装置の国

内薬事届出を行う。 

▶ 

【進捗 70％：○】 

量産試作機仕様の確定を受けて、ドキュメント整備

の準備を始めている。必要なドキュメントは量産機

による試験後、整う予定。 
▶ 

 

・秋田エプソンから試薬カートリッジの提供を

受け、ドキュメントの整備中である。 

 

 

⑥事業管理 

プロジェクトの運営管理、共同体構成員間

の情報共有を行うとともに、進捗管理を行う。

また、事業化推進のための会議の開催や伴走

コンサルへ出席し、事業の円滑化を図る。委

託業務が完了時には成果報告書をとりまとめ

る。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

・4月 12日付けで委託契約および再委託契約を締結

し、随時必要な打合せと情報交換を実施している。

アドバイザーを含めた第１回研究推進委員会を 6 

月 28 日に、第 2 回目を 9月 14 日に、第 3 回目を 12

月 14 日に開催した。また、委託業務完了時に実績報

告および成果報告のとりまとめを行った。 

 

▶ 
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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） 

電界撹拌技術により in situ hybridization（ISH）を迅速化できる革新的な装置の要素技術を完成させ、

量産試作機を製作した。あわせて、ニーズが高い項目の ISH 推奨プロトコールを完成させた。本装置は

従来にない迅速化技術を用いたものであり、類似製品より小型で安価な点も特長である。本装置を用い

た ISH の迅速化により、がんの分子標的薬の適応のための早期の確定診断と、個別化治療の推進に寄与

する。装置は 6 月第 107 回日本病理学会総会に出展予定である。 

また、本事業のニーズ調査結果から新たな迅速ＩＳＨニーズを見出すことができ、引き続き、迅速Ｉ

ＳＨニーズのある分野へと展開していく。 

領域 終了評価で特にアピールしたい点 

薬事   

 

4 月薬事届出予定 

知財 

 

本事業にて「電界撹拌を用いた生体分子の迅速検出法」が特許登録（第 6026027）となり、

また、「電界撹拌方法及び電界撹拌用キャップカバー」を出願（特願 2017-135498）した。 

技術・評価 

 

①コア技術である電界撹拌技術を高効率かつ安全に制御できる小型電源と、装置の小型化の

ための小型温度調整ユニット、微量の試薬を精度よく滴下できるカートリッジを開発し、量

産化設計を完成させた。 

 

②ALK、HER2 のパラフィンブロックでの迅速プロトコールを確立した。 

【全工程時間の比較】ALK-FISH：従来法 20時間→迅速法 4時間、HER2-DISH：従来法 22時間

→迅速法 6時間  

 

③造血器悪性腫瘍での迅速プロトコールの確立の可能性が見えてきた。 

従来法 4.5時間→迅速法 1.5 時間  

 

④臨床評価結果 

 ALK-FISH・キャップカバーで 85 検体を評価し、97.6%の一致率を認め報告している

（Fujishima S et al. Sci Rep. 2017 Nov 8 7(1)15116.）。HER2-DISH・オイルカバーでは 163

検体を評価し、95.7%の一致率を認め報告している（Saito Y et al. Sci Rep. 2016 Jul 22 

630034.）。プロトコール安定性の評価という面では十分な検体数であり、ALK については 1次

試作機において oil カバーでの評価を新たに 50 検体施行し、臨床での ALK 外注検査(SRL)の

結果と完全に一致した結果を得ている。HER2-DISH 1次試作機段階での評価においても、自動

染色装置（ロシュ社製ベンタナ・ベンチマーク）の結果と一致を認めている。1次試作機段階

で電界撹拌の調整を出来たことで、量産機に向けて良好な染色条件を提供し、臨床評価を行

うこと出来た。 

 

その他事業化全般 

 

 市場調査の結果から迅速ニーズの高い新たな市場を見出すことができ、販売戦略の構築に

つながった。 

 

(2) 当初目標達成度に関する自己評価 

 1) 自己評価結果 

B：当初目標を達成した。 

 

 2) 自己評価理由 

コア技術である電界撹拌技術の製品化開発に PL 企業が取り組み、PL を中心に、医療機関でのプロト

コール開発・検証、技術センターでの技術解析、民間企業での試作・製品開発・マーケットという各役

割の中で意見交換しながら課題を解決することで、臨床現場の意見が十分に反映された装置開発につな
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げることが出来た。また、知財専門家を交えた知財戦略により、必要な知財を確保することができた。

装置の開発過程で生じた課題を解決するための時間的余裕をスケジュールに組み込んでいなかったため

量産試作機の完成が遅れ、それに伴い非常に限られた臨床評価期間となり、予定していた検体数を処理

し想定通りの高い一致率を得ることが出来たが、当初の目標を達成するにとどまった。 

当初予定していたターゲットについて、市場調査の結果では、迅速性のニーズはそれほど高くないと

判明したが、緊急に ALK などの分子標的治療が必要な患者様が存在し、また活動の中で提案された新た

な市場（造血器悪性腫瘍の検体）については臨床的意義も高く、新たな潜在ニーズを見出すことができ

販売戦略の構築につながった。 

 

(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。 △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）。 ○十分
ビジネスモデルに対応した業許可を持っていますか。 ○十分
新医療機器、改良医療機器、後発医療機器のどれに該当するか整理できていますか。 ○十分

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

PMDAとの調整が進んでいますか。 該当せず
薬事法以外の規制についても対応が明確になっていますか。 ○十分
製品の利用方法が明確になっていますか。 ○十分

同時に利用する機器も含めて導入が実現可能になっていますか。 該当せず
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。 ○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。 ○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。 ○十分
事業拡大に伴い、どのタイミングでどのような人材・資金がどの程度必要になるか明確になっていますか。 ○十分
海外に対する戦略は明確になっていますか。 ○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

事業
収支

市場

基本
戦略

販売・
物流

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 

 1 年目は時間および地理的な制約により全機関が一同に会する機会が持ちにくいという課題があった

ものの、2 年目及び 3 年目は事業開始前の打ち合わせによりスケジュールを調整し、必要なタイミング

で有意義な打合せを実施することができた。 

 

 2) 事業の進め方 

課題の洗い出しはできていたが、課題解決に要する時間の判断が甘かったためにスケジュールの遅延

が生じてしまった。課題解決に必要な時間を当初計画から盛り込み、余裕を持ったスケジューリングを

すべきであった。 

 

 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 

肺がんの ALK-FISH、乳がんの HER2-FISHの

迅速化を主なターゲットとする。 

ALK-FISH、HER2-FISH についてのパラフィ

ン切片での迅速プロトコールを確立したう

えで、造血器悪性腫瘍でオーダー数が多く迅

速性を要する検査項目を主なターゲットと

する。 

調査の結果、ALK および HER には数時間で

の結果を求める迅速化ニーズは少なかった

が、造血器悪性腫瘍の検体においては迅速化

ニーズがあり、市場性が高いと判断したた

め。 

 試薬はオープンシステムとする。 

 

試薬はオープンシステムで売り出すが、一

般的な試薬についてはカートリッジに詰め

て販売することを計画している。造血器悪性

腫瘍の臨床検体での評価を受けて試薬のキ

ット化を検討する。 

血器悪性腫瘍の検体においては迅速化ニ

ーズがあり、市場性が高いと判断したため。 

機器スペック・

ビジネスモデル 

 特になし   

事業化体制  特になし   

事業化計画（開

発･薬事・上市

スケジュール） 

非公開 薬事申請平成 30年 5月、 

国内上市平成 30年 6月(第 107回日本病理

学会総会) 

海外薬事申請平成 30年 8月 

 

非公開 

 

(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 国内薬事申請を当初予定 9 月から延期したが、問題はないか。 薬事申請を 5 月に延期し、国内上市 30 年 6 月に変更で実現予定。 

知財 「電界撹拌方法」としての特許化だけではなく、装置の将来性を見据

え、特許戦略をきちんと行うように。 

電界撹拌を用いた ISH の手法に関する 2 件の特許は登録、出願中

である。装置的・構造的特許に関する特許は既に出願済である。 

リリース前に、装置の意匠化を検討したほうがよい。 意匠についても届出を行う。 

技術・評価 従来法と本装置を用いた方法で、同じ結果が得られることを担保す

るように。 

予定していた検体数を処理し想定通りの高い一致率を得ること

が出来た。 
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領域 指摘事項 対応 

そ の 他 事 業

化全般 

価格設定について、価格が高すぎるとニーズが限定される。 原価設定が高く、新規技術に付加価値をつける目的で価格設定をお

こなった。プロトコールの汎用性が確立された段階での価格の見直し

は視野に入れている。 

装置とセットでキットのようなものを作ると、投資回収が加速す

る。試薬をビジネスに組み込む予定はないか。 

試薬はオープンシステムで売り出すが、一般的な試薬についてはカ

ートリッジに詰めて販売することを計画している。造血器悪性腫瘍の

臨床検体での評価を受けて試薬のキット化を検討する。 

従来どおり外注する場合と、当該装置を購入して院内で検査する場

合のコスト比較について。コスト的に優位ではない場合、結果をすぐ

に得られる付加価値について、学会等での盛り上げが必要。 

迅速性に付加価値があり、学会等で発表する予定である。 

インド市場はこれから成長する見込みがあるので、マーケットとし

て意識した方が良い。 

インドはヨーロッパ法人の担当であるため、直接の関与はできない

が、グローバルプロダクトになった段階で検討する。 

この装置は検査時間が短くなるのが売りだと思うが、今後、さらに

迅速化する試みは考えているか。 

造血器悪性腫瘍をターゲットとし、迅速化ニーズが高い検査項目に

ついて迅速プロトコールを提供していく。 

 

(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。 

日本医療研究開発機構へ事業計画を提出し、承認を受けた。 
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1.8 平成 30 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

30 年度：造血器悪性腫瘍の迅速プロトコールを確立し、臨床検体での評価終了。 

    ：海外展開に向けて、ソフト・資料関係国別対応実施。（法令対応含む） 

31 年度：学会等での発表、試薬のキット化を検討。 

32 年度：キット上市目標、市場拡大をねらう。
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 

(公財）あきた企業活性化センター 経営支援部 

〒010-8572 秋田県秋田市山王三丁目 1-1 

電話: 018-860-5702 / FAX: 018-860-5612 / E-mail: kaori@bic-akita.or.jp 

 


