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1. 事業の概要 

低被ばく線量でありながら豊富な画像情報に基づく鮮明な画像が出力でき、歯科レントゲン撮影で必

要なパノラマ、デンタル、セファロ、CT画像が一台で全て撮影可能な一体（オールインワン）型 X線 CT

装置をリーズナブルな価格でリリースする。個人医院のスタンダード装置として現在 10%程度である CT

装置の普及率を 30%まで向上させ、歯科診断技術の向上を目指す。 

 

 

  歯科X線撮影法を統合し患者被ばくを低減するオールインワンCT(断層撮影)の開発・事業化

高画質・低コスト・低被ばくを実現するオールインワン歯科CT装置
㈱アクシオン・ジャパン、㈱ＡＮＳｅｅＮ、信州大学、東北大学、静岡大学、㈱信州ＴＬＯ

 ㈱アクシオン・ジャパン：パノラマ撮影時に得られたデジタル空間投影情報を
演算処理により歯列部位にフォーカスを設定する独自の高解像度トモシンセ
シス画像処理を開発し、1台でパノラマ、デンタルが撮影できる装置を世界に
先駆けてリリース（埼玉県川口市、資本金 2.2億円、従業員数 12人）

 ㈱ANSeeN：CdTe放射線受線センサーを工業用X線検査装置用として事業化
（静岡県浜松市、資本金 22百万円、従業員 8人）

H27-037

オールインワンCT

真のスタンダード歯科エックス線撮影装置を目指して

歯科医院においてCT装置の普及が進まない

高度な画像処理技術と高感度センサーを活かした事業展開

 現在の歯科エックス線撮影法は2次元画像が一般的で、複雑な構造の顎
顔面領域の診断性能を満たしていない。

 口内法による患者の苦痛（嘔吐反射、開口障害）、CCDセンサー使い廻し
に伴う院内感染のリスクがある。

 高額なため歯科医院における歯科CT装置の普及率は1割に満たない。
 同部位に対するデンタル、パノラマ、セファロ等複数撮影により被ばく線
量の増加。

 1台で歯科エックス線撮影の全て（CT、パノラマ、デンタル、セファロ）が可
能であり、一般歯科医が購入できる低コスト・省スペースの実現。

 新型半導体CdTe（カドミウムテルル）を用いた高感度エックス線デジタル
センサーによる低被ばく線量の実現。

 診断精度、治療成績の大幅な向上の実現。

Class Ⅱ

1台で全ての撮影可能

独自の画像鮮明化技術

従来製品

開発製品

申請

製販企業
第二種製造販売業［13B2X10065］

(株)アクシオン・ジャパン
•歯科用ＣＴ装置の開発、製品化
•薬事申請、知財管理

第三者認証機関

認証

顧客
（国内、アジア）

研究機関

静岡大学工学部
• CdTeセンサー評価

製造企業

(株)ＡＮＳｅｅＮ
•ＣｄＴｅセンサーの開発、製品化

医工連携支援機関

(株)信州ＴＬＯ
•事業管理

代表機関

PL

中

SL

医療機関

東北大学歯学部
•画像性能評価
（歯内領域）

中

医療機関

信州大学附属病院
•性能評価

（臨床研究の実施）

医療機関

信州大学医学部
•画像性能評価
（口腔外科領域）

直接販売

委託事業実施体制
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1.1 事業の目的 

近年の医療技術の発展のうち特に注目されるのは生体透視画像診断技術の進歩である。超音波、MRIな

どの新規透視技術に加え、X 線断層撮影ではヘリカル CT など高速撮影による正確な治療と共に適切な治

療（合併症回避、適切な治療計画策定など）や患者負担の軽減など、非侵襲診断の精度を飛躍的に向上さ

せた。 

一方で、歯科医療における一般の歯科診療所の透視画像診断は、半世紀も前からの口内デンタル撮影法

とパノラマ撮影法により行われている。歯科では、抜歯を始め、頭蓋骨を露出させる高侵襲で危険度の高

い外科処置が上記装置で日常行われており、確実な診断及び適切な治療のためには CT撮影装置が最適で

あるが、その普及率は 10％程度である。 

このような背景において医療現場からは、①確度の高い診断、高度な治療を支援する X 線診断装置を

リーズナブルな価格で手に入れたい。②各種撮影法毎に必要な X線機器を統合（台数を減らす）し、省ス

ペース化を図りたい。③各種 X 線撮影法毎の写真画像（セファロ、デンタル、パノラマ、CT など）を一

元管理しデータ分析に活用したい。④被ばく線量を低減化し、患者に安心して勧められるレントゲン撮影

機器が欲しい。⑤口内法のデジタル撮影など、撮像デバイスの再使用に纏わる院内感染の危険性を減らし

たい、などの要請がある。 

この課題を解決するために、１）次世代型・X線画像再構成理論－Tomosynthesis Method 

(トモシンセシス) 、２）X線デジタル画像鮮明化アルゴリズム、３）少ない被ばく線量でありながら

画像化ができる高感度 CdTeセンサー、を開発し、低被ばく線量でありながら豊富な画像情報に基づく鮮

明な画像が出力でき、歯科レントゲン撮影で必要なパノラマ、デンタル、セファロ、CT 画像が一台で全

て撮影可能であり、かつ歯科医が購入しやすい価格 1000-1300 万円の一体（オールインワン）型 X 線 CT

装置を開発し、上市することを目的とする。これにより歯科診療所のスタンダード装置として現在 10％

程度である CT撮影装置の普及率を 30％まで向上させ、診断精度及び治療成績の向上に貢献する。 

本事業は、アクシオン・ジャパンがこれまで培ったデジタル画像再構成技術やノイズ除去アルゴリズム

などの画像処理最先端技術と ANSeeN がこれまでに培った極小タイリングギャップの大面積 CdTe 検出器

の最先端技術との組み合わせによって、世界で初めて CdTe を用いた歯科用 CT 装置を開発することであ

る。 

本装置のキーデバイスである CdTe センサーについては安定供給を確保するために従来検討していた

CdTe と物性的にほぼ同等の材料である CdZnTe（以下 CdTe と CdZnTe を併せて｢Cd(Zn)Te｣という。）の採

用も視野にいれ検討する。これにより調達可能な企業が国内 2 社、海外 3 社ほどになり、将来的なコス

ト低減や調達リスク低減を見込む。 

開発したアーム型 X線 CT診断装置（以下、本装置）は、国内市場において、平成 29年 12月に薬事申

請、平成 30年 3月上市を目指す。海外市場においては、中国・東南アジアを中心に、平成 30年 9月に薬

事申請、平成 31年 3月に上市を目指す。 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：株式会社信州ＴＬＯ 

PL： 櫻井 栄男（株式会社アクシオン・ジャパン） 

SL： 小池 昭史（株式会社 ANSeeN） 

共同体： ①株式会社アクシオン・ジャパン 

  ②株式会社 ANSeeN 

  ③国立大学法人信州大学 

  ④国立大学法人東北大学 

  ⑤国立大学法人静岡大学 
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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 X線 CT診断装置 クラス分類 Ⅱ 

製品名(仮称) PanoACT HiRes3D 分類名称（一般的名称） アーム型 X線 CT診断装置 

対象疾患 
一般歯科治療、歯科インプラント

手術 
届出／認証／承認 認証 

想定される販売先 
歯科診察所、地域中核病院、高機

能病院 
新／改良／後発 後発医療機器 

使用目的又は効果 

むし歯の進行 範囲、肉眼で見ることのできない歯の根、骨の状態など歯科治療に関わるレ

ントゲン撮影に用いる。 

アーム構造を利用して、患者に関する多方向からの X線透過信号をコンピュータ処理し、

再構成画像を診療のために提供する。 

薬事申請予定者 株式会社アクシオン･ジャパン 医療機器製造販売業許可 13B2X10065 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社アクシオン･ジャパン 医療機器製造業許可 13B2200517 

 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 31年（2020）12月 平成 32年（2021）9月 

上市時期 平成 32年（2021）3月 平成 33年（2022）3月 

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 

Cd(Zn)Te モジュールの安定化、歩留まり改善及び装置の低コスト化の研究を継続するため、国内上市時期を
H32 年 3 月、海外上市時期を H33 年 3 月に変更した。 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従来までの製

品 

デンタル撮影   パノラマ撮影   セファロ撮影    CT撮影 

 

 

 

オールインワン歯科用 X線 CT装置 

従来装置の問題点や課題 

・不鮮明な画像 

・多数の撮影装置購入によるコストとスペー

ス増 

・数回にわたる被ばく増 

・口腔内フィルム→院内感染のおそれ 

・医療画像と呼べない画像フォーマット 

・各々の装置で画像管理が必要 

・依然としてフィルムを使用しており、

デジタル化されていない 

・1台で、高画質なパノラマ、デンタル、セファ

ロ、CTが撮影可能 

・大幅に低コスト、省スペース 

・低被ばく 

・院内感染機会の減少 

・歯科医療の IT化 

・DICOM フォーマットによるデータ管理 

・豊富な情報に基づいた歯科医療の質およ

び安全性向上 
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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 

・対象とする顧客は、全国の歯科医院約 7 万件である。 

・X 線装置は保有していても、デジタル画像装置の普及率は 40%に過ぎない。デジタル装置未購入の 

医院：70,000 医院×0.6＝42,000 医院がターゲットとなる。 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

毎年アナログ（フィルム）画像装置からデジタル画像装置への買い替え需要が約 1,000 件ある。 

また、毎年、歯科医師は約 2,000 人誕生する。今後の開業者は、殆どがデジタル装置を購入すると想定さ

れることから、デジタル画像装置は 3,000 台/年の需要があると見込まれる。 

特に、インプラント治療に有用な CT 撮影装置に関しては、CT 専用機とパノラマ併用機を合計すると、

平成 11 年度が 1,136 台（166 億円）、平成 12 年度が 1,553 台（202 億円）である。販売数量は着実な成

長を遂げているが、それでも普及率は 10%に留まっている。 

若い歯科医師が歯科インプラント治療を行っている又は行いたいと考えている割合は、（平成 24 年 3

月に報告された『歯科インプラント治療の実態・課題等について』）約 90％である。 

本装置が、インプラント治療に有用であると認められれば、画像品質に優れ、かつ価格競争力に優れた

ものとなり、上記の買い換え需要の多くを取り込むことが可能となる。 

外科手術における安全・確実な治療環境が構築されることにより、現在 42,000 医院にあるアナログ（フ

ィルム）タイプのレントゲン装置のデジタル装置への移行を強く推し進める効果があり、競合製品を含め

たターゲット市場規模としては、装置の平均販売価格を 1000 万円、ターゲット 42,000 医院とするする

と、約 4200 億円と想定できる。 
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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 

歯科用 CT 装置としては、国内及び海外いずれの装置も画像が不鮮明で解像度など性能が必ずしも

満足できない仕様であるにも拘らず、経営の苦しい多くの歯科医院には手が届かない価格帯であるこ

とが市場獲得の障壁となっている。 

 

 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） 

競合品は装置価格が高く個人開業医での購入が進まない要因となっている。また競合品は、①画像が

不鮮明である、②デンタル撮影まで対応出来ないので、オールインワン型の装置にできないことも課題

である。今回開発する製品は、コストだけでなく画像品質も付加価値として設計している。 

 

 

 

 



 

6 

 

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

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

Cd(Zn)Teモジュールの安定化、歩留
まり改善及び装置の低コスト化を実現
するため、上市時期をH32.3月に変更
した。

①プロトタイプの試作・評価
②量産試作品の設計・評価
③薬事認証
④プロジェクト管理・運営

①プロトタイプの試作・評価
②量産試作品の設計・評価
③薬事認証
④プロジェクト管理・運営

①プロトタイプの試作・評価
②量産試作品の設計・評価
③薬事認証
④プロジェクト管理・運営

・臨床評価
・薬事申請（海外）
・上市（海外）

・画像処理（CT画像再構成）
　新たなアルゴリズム
　処理スピードの向上
　各種アーチファクトの低減など
・Cd(Zn)Teセンサーの安定化、歩留ま
り改善

・画像処理（CT画像再構成）
　処理スピードの向上
　各種アーチファクトの低減など
・装置機能の向上
　GUI（ソフトウェア）の使い勝手向上
・Cd(Zn)Teセンサーの安定化、歩留ま
り改善
・臨床評価
・安全性試験、EMC試験
・薬事申請（国内）
・上市（国内）

工業用X線検査用CdTeモジュール製品化

歯科用レントゲン装置製品化（PanoACT)

出願済み特許（X線、パノラマ画像）

特許第4844886号（US,EP)

特許第4883504号
特許第4997635号（US,EP)

チャネルの確保

アフターサービス体制の構築

大面積低ノイズCdTeモジュール開発・評価プロトタイプの試作・評価

回転方法の検討

画像評価 CdTeモジュールの大面積化

タイルギャップ部分の安定化

小面積CdTeモジュールの

画像評価

CdTeモジュールの大面積化モジュール改良

タイルギャップ部分の画像再構

成技術
画像処理スピードアップ

アーチファクト対策

試作機開発・改良の欄に書き

きれないので要素技術開発欄
に記載

GUI設計

薬事認証用装置の製造

製品のジオメトリ設計

外観デザイン検討

CdTeモジュールの方熱処理・動作安定化

/ 製造歩留まり向上技術開発

物理データ計測（解像度、被ばく線量など）

臨床画像評価

物理データ計測（解像度、被ばく線量など）

臨床画像評価

GUIの評価（使い勝手）

アーム型X線CT装置に冠する先行特許調査
★
H29.2 知財国内出願準備開始

プログラムの認証基準、工業規格の最新情報の調査

評価体制、スケジュール、文書化など品質管理監督システムの構築

★
H31.12

薬事申請開始

安全性試験、EMC試験

★
H32.9

薬事申請（海外）開始

販売計画作成 販売体制の確立

広報活動

★
H32.3 上市（国内）

★
H33.3 上市（海外）

臨床評価

更なる画像処理スピードアップとアーチファクト対策

Cd(Zn)Teモジュールの動作安定化

製造歩留まり向上（コスト低減）技術開発

低コスト量産装置の開発・製造

GUI設計

物理データ計測（解像度、被ばく線量など）

臨床画像評価

GUIの評価（使い勝手）

販売計画の再検討・作成

販売体制の再検討・確立

製造歩留まり向上（コスト低減）
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（２）投資回収計画 

 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） 0.6 0.6 0.6 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

 うち委託費 0.5 0.5 0.5 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.1 0.1 0.1 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

売上高（単位：億円） 
－ － － 

－ － 
非表

示 

非公開 非公開 非公開 非公開 

販売数量（単位：） 
－ － － 

－ － 
非表

示 

非公開 非公開 非公開 非公開 

 ② 海外 

 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） 0.1 0.1 0.1 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

 うち委託費 0 0 0 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.1 0.1 0.1 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

売上高（単位：億円） － － － － － － － 非公開 非公開 非公開 

販売数量（単位：） － － － － － － － 非公開 非公開 非公開 

 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） 0.7 0.7 0.7 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

 うち委託費 0.5 0.5 0.5 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.2 0.2 0.2 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

売上高（単位：億円） － － － － － － 非公開 非公開 非公開 非公開 

販売数量（単位：） － － － － － － 非公開 非公開 非公開 非公開 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

Cd(Zn)Te モジュールの安定化、歩留まり改善及び装置の低コスト化の研究を継続するため、国内上

市時期を H32 年 3 月、海外上市時期を H33 年 3 月に変更した。 

 

上市後約 2 年で投資を回収する計画である。 
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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”   

画像品質に関しては、アメリカテキサス大学の評価で世界一鮮明な画像であると学術的に評価を受け

ており、本開発において CT 撮影画像に対しても同様に応用展開できると考える。 

技術的に、歯科医の満足度を得られる画像品質の達成は見込めるものの、目標コストが実現できるかが

障壁となる。 

コストについては、大部分を占めるのがセンサーであり、他社メーカーではパノラマ用、CT 用と 2 個

のセンサーを用いていることが多く、高価な装置となっている。（センサー約 200-400 万円/１個） 

本提案では CdTe 半導体センサーを開発し、１個でパノラマと CT 撮影を行うことでコストを抑える計

画である。 

本装置は、歯内療法や歯周再生治療の支援による歯の保存治療の促進、そしてインプラント手術の安全

性向上に貢献できると考えており、インプラントでは、手術時の安全性の懸念が少なくなることで、イン

プラント治療を導入する医院が増えると共に、口腔内における適用範囲も拡大すると考える。 

また、本装置によりインプラント治療の普及率を現状の 10%から 30%に増加させる効果が期待できる

ので、現状 70,000 件の歯科医院の内、20%（14,000 件）が、新たにインプラント治療を導入すると考え

られる。 

上市 3 年後には、インプラント治療の普及率を現状の 10%から 20%に増加、上市後 5 年後には 30%に

増加させる効果が期待できることから、5 年後には代替市場規模として、1,000 万円×14,000 医院＝1,400

億円を想定している。 

一貫した手術が実現されるため、治療期間や治療コストも短縮され、従来当治療に参入を逡巡していた

医師のインプラント治療への参入が拡大し、これによりインプラント治療の恩恵にあずかる患者も拡大

する。本装置は新たに医療費の削減効果も創出すると考えられる。 

厚生労働省の保健福祉動向調査によると、義歯にした人の 10％が、「歯が痛い」、「噛み合わせが良くな

い」など、何らかの悩みを抱え、通院を重ねている。しかし、歯科インプラントにすることにより、この

ような「義歯を何回も作り直す」ことは無くなり、結果的に、医療費の削減につながる。当然、患者も自

らの治療費の出費を減らすことが出来る。 

義歯の不具合を訴える約 10％の患者のうち、約半数がインプラント治療を受け、義歯の調整費用を削

減できると仮定すると、義歯患者総数 14,000 千人×10％×1/2＝700 千人。 

義歯調整費用 20,000 円（保険点数 2000 点）×700 千人＝14,000,000 千円 となり、140 億円の医療

費削減効果が期待できる。 

 

また、数字には表れない効果として、「歯が痛い」、「義歯が合わない」、「歯が無くて食べられない」と

いった体調では、「何も手につかない」、「仕事に集中できない」という状態になるのは、誰しも経験があ

る。歯科インプラントにすることでそのような悩みから開放され、仕事などに集中することができる。金

額的には計算できないが、これらの悩みが解放されれば、大きく国民の生産性向上につながる。 

 

上市後売れ続ける体制つくりのために、 

① 歯科医への接点を増やすために、歯科ディーラーを包括的に巻き込んだ販売チャンネルの構築 

 例えば歯科ディーラーに対する OEM 販売など 

② 歯科学会参加など学術的啓蒙 

③ 継続的な最先端デジタル画像処理技術の開発、知的財産の構築 

④ 海外販売を実現する販売チャンネルの構築 

を検討する。 
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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 

(調査内容) 

１．本事業での開発製品が認証基準に合致しているかについて第三者認証機関に確認する。 

認証基準の定義に合致し、今回採用するねじれ回転（Z 軸）による撮像についても医療用の CT 装置は

スパイラルに回転する機構であることから著しく従来装置と変わらないので問題ないとの見解を得て

いる。また、シリーズとして認証が得られれば、セファロの有無によって認証を別にする必要はないこ

とも確認している。 

２．X 線 CT 診断装置のクラス II に該当、認証基準有りですが、この装置の付帯機能の承認または許

可番号一覧が薬食機発 0823001 号に記載あり。要チェック。 

付帯機能もすべて確認しており、その上で資料を作成している。 

３．医療機器承認申請の基本要件に「医療機器ソフトウェア(JIS T2304)が昨年 11 月 25 日から要求事

項として追加されたので、承認申請書・その添付文書（STED)には、これに対する適合性証明の記

載が必要。 

  追加させたことも存知でおり、その上で資料を作成致しました。 

４．事業計画概要において、平成 31 年 2 月に海外上市の予定。海外では、同年 1 月 1 日から EMC 規

格(IEC60601-1-2)が強制適用となるため、これを見据えた国内 EMS 試験が推奨される。 

  EMC 規格が強制適用を見据えて試験・資料を作成している。 

５．ISO13485:2016（QMS 規格）は、近い将来に国内でも適用と言われている。重要な要求事項の一

つとしてソフトウェア妥当性確認があり、その具体的方法として以下 2 種類の IEC/TR 参照が

13485:2016 用ガイダンス文書に記載されている。 

1)IEC/TR80002-1 Guidance of application of ISO14971 to medical device software 

2)IEC/TR80002-2 Validation of software for regulated processes 

 

確認しており、承知の上で資料を作成している。 

 

申請

製販企業
第二種製造販売業［13B2X10065］

(株)アクシオン・ジャパン
•歯科用ＣＴ装置の開発、製品化
•薬事申請、知財管理

第三者認証機関

認証

顧客
（国内、アジア）

研究機関

静岡大学工学部
• CdTeセンサー評価

製造企業

(株)ＡＮＳｅｅＮ
•ＣｄＴｅセンサーの開発、製品化

医工連携支援機関

(株)信州ＴＬＯ
•事業管理

代表機関

PL

中

SL

医療機関

東北大学歯学部
•画像性能評価
（歯内領域）

中

医療機関

信州大学附属病院
•性能評価

（臨床研究の実施）

医療機関

信州大学医学部
•画像性能評価
（口腔外科領域）

ビジネス体制図

部品供給

部品供給

OEM供給

販売ディーラー
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 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） 

●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 

●模倣品・侵害者が現れたときの対応 

 

 3) 開発戦略検討状況 

開発リスクの明確化と対応 

薬事申請に必要なエビデンス収集 

認証基準への適合性 

(1)「使用目的又は効果」が認証基準に適合していることの説明 

本品の使用目的又は効果は、下表のとおり、一般的名称「アーム型 X 線 CT 診断装置」「デジタル式

歯科用パノラマ・断層撮影 X 線診断装置」の認証基準に定められた使用目的又は効果の範囲内にある

ことから、当該認証基準に適合することを確認した。 

認証基準に定められた使用目的又は効果 本品の使用目的又は効果 

アーム型 X 線 CT 診断装置： 

アーム構造を利用して、患者に関する多方向からのＸ線透過

信号をコンピュータ処理し、再構成画像を診療のために提供

すること。 

歯科診療のため、頭部又は歯牙及び

顎部又はそのいずれかを X 線の蛍光

作用を利用して撮影し、画像を提供

するための装置である。また、アー

ム構造を利用して患者に関する多方

向からの X 線透過信号をコンピュー

タ処理し、再構成画像を診断の為に

提供することを目的とする。 

デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影 X 線診断装置： 

人体の頭部を透過したＸ線の蛍光作用、写真作用又は電離作

用を利用して、歯科診療のための頭部、歯又は顎部の画像情

報を提供すること。 

 

(2)認証基準の｢ただし書き｣に該当しないことの説明 

本品には構造、使用方法、機能等が既存の医療機器と明らかに異なるものは含まないので認証基準の

ただし書きには該当しない。 

 

(3)付帯機能が認証基準の範囲内であることの説明 

本品の付帯機能は以下のとおりであり、医療機器審査管理室長通知 薬食機発第 0823001 号（平成

17 年 8 月 23 日）における「付帯的な機能リスト（アーム型 X 線 CT 診断装置）、（歯科集団検診用パノ

ラマ X 線撮影装置等）」の範囲内であることから、本品の付帯機能は認証基準の範囲内である。なお、

「手根骨撮影機能」については付帯的な機能リストに記載はないが、同等の機能を有する既存の医療機

器があるため認証基準の範囲内である。 
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＜アーム型 X 線 CT 診断装置＞ 

番号 
本品の付帯機能 付帯機能通知 

考察 
機能名称 本品の機能の説明 機能名称 機能の定義 

1 

透視 任意のアーム角度(位置)にお
いて、Ｘ線透過画像を連続的
に出力することによって、簡
易的にＸ線透視に相当する
動画像を出力する機能。 

透視 任意のアーム角度(位置)におい
て、Ｘ線透過画像を連続的に出
力することによって、簡易的に
Ｘ線透視に相当する動画像を出
力する機能。 

違いは
ない。 

2 

単純撮影 任意のアーム角度(位置)にお
いて、Ｘ線透過画像を出力す
ることによって、簡易的にＸ
線撮影に相当する静止画像
を出力する機能。 

単純撮影 任意のアーム角度(位置)におい
て、Ｘ線透過画像を出力するこ
とによって、簡易的にＸ線撮影
に相当する静止画像を出力する
機能。 

違いは
ない。 

3 

DR(デジタルラ
ジオグラフィ) 

任意のアーム角度(位置)にお
いて、Ｘ線透過画像を連続的
に収録し、撮影終了後その画
像を動画出力する機能。 

DR( デ ジ
タルラジ
オグラフ
ィ) 

任意のアーム角度(位置)におい
て、Ｘ線透過画像を連続的に収
録し、撮影終了後その画像を動
画出力する機能。 

違いは
ない。 

4 

プレビューによ
る位置付け機能 

CT 撮影領域の位置付けのた
め、あらかじめ取得した静止
画像、断層画像などをプレビ
ュー画像として、操作者が指
定した位置に撮像対象領域
を移動する機能。スカウト撮
影、スキャノグラムに相当す
る。 

プレビュ
ーによる
位置付け
機能 

CT 撮影領域の位置付けのため、
あらかじめ取得した静止画像、
断層画像などをプレビュー画像
として、操作者が指定した位置
に撮像対象領域を移動する機
能。スカウト撮影、スキャノグラ
ムに相当する。 

違いは
ない。 

5 

撮影パラメータ
設定機能 

kV、mA、mAs、スキャン角度、
フィルタ選択、スライス厚、
撮影時間を撮影プログラム
などの撮影条件で設定でき
る機能。 

撮影条件
設定機能 

撮影条件は管電流、管電圧、スキ
ャン角度、フィルタ選択、スライ
ス厚、撮影時間などがあり、これ
らをユーザーが設定する機能で
ある。 

違いは
ない。 

6 

ラ イ ト ビ ー ム
（正中線、側部
垂直線、フラン
クフルト平面）
位置決め機能 

患者の撮影位置を決めるた
めのビーム位置決め機能。 

位置決め
に関する
機能 

患者支持装置の上下、左右、前後
動などの機械的動作を術者が操
作して撮影の位置決めを行うた
めの機能である。また、投光器に
よる基準位置の表示機能も含ま
れる。 

違いは
ない。 

7 

被曝低減機能 付加フィルタ、線質調整フィ
ルタ等、患者及び術者の被曝
を低減させる機能。 

被曝低減
機能 

患者及び術者の被曝を低減させ
る機能。例えば付加フィルタ、線
質調整フィルタ等。 

違いは
ない。 

8 

登録／保存／削
除機能 

装置を構成する記憶装置に
対し､データを登録／保存／
削除する機能｡本品の記憶装
置には HDD、DVD がある。 

登録/保存
/削除機能 

装置を構成する記憶装置に対
し､データを登録/保存/削除する
機能である｡記憶装置には追加
の外部記憶装置も含まれる。本
機能の記憶装置としては HDD、
FDD、MT、DVD、MO、CD-R、
VTR 等が挙げられる。 

違いは
ない。 

9 

入力機能 装置へ命令やデータを入力
する機能。（入力機器：キーボ
ード、マウス、コントロール
パネル） 

入力機能 装置へ命令やデータを入力する
機能である。入力機器にはキー
ボード、マウス、タッチパネルな
どがあげられる。 

違いは
ない。 

10 

データ入出力機
能 

画像データを入出力する機
能。 

装置外部
との入出
力機能 

本装置と外部機器との間でデー
タ、信号を入出力する機能であ
る。 

違いは
ない。 

11 

表示機能 画像、データ、撮影条件、設
定値、警告、指示等の情報を
操作者や患者に対し、表示す
る機能。 

表示機能 画像、データ、撮影条件、設定値、
警告、指示等の情報を操作者や
患者に対し、表示する機能であ
る。視覚以外に音声等による表

違いは
ない。 



 

12 

示も含まれる。 

12 

画像表示・処理
機能 

画像及び付随するデータ等
を表示及び処理する機能で
ある。本装置では、ウィンド
ウレベル/幅設定、スライス位
置設定、スライス幅設定、ス
ライス角度設定、画像切り替
え／更新、3D 表示、インプラ
ントプランニング機能、マル
チフレーム表示、スクリーン
セーブ、アノテーション(注
釈)、動的画像表示や画像の上
下反転、左右反転、回転、拡
大、縮小、白黒反転、諧調変
換、スムース/シャープや画像
間加減算処理などがある。ま
た、各処理を組み合わせて使
うこともできる。 

画像の表
示及び処
理の機能
（ソフト
ウェア） 

画像および付随するデータ等を
表示および処理する機能であ
る。 

例えばウィンドウレベル /幅設
定、スライス位置設定、スライス
幅設定、スライス角度設定、ウィ
ンドウレベル/幅設定、画像切り
替え/更新、3D 表示、マルチフレ
ーム表示、スクリーンセーブ、ア
ノテーション(注釈)、動的画像表
示や画像の上下反転、左右反転、
回転、拡大、縮小、白黒反転、階
調変換、スムース/シャープや画
像間加減算処理などがある。ま
た、各処理を組み合わせること
もできる。 

違いは
ない。 

13 

画像計測処理機
能（ソフトウェ
ア） 

画像データが有する濃度や
位置情報を用いて数値、グラ
フ等を算出する処理（計測処
理）を行う機能である｡濃度
の平均値や標準偏差、面積、
体積、距離、角度、濃度表示
(数値､プロファイル、ヒスト
グラム)、インプラントシュミ
レーションがある。また、各
処理を組み合わせることも
できる。 

画像計測
処理機能
（ソフト
ウェア） 

画像データが有する濃度や位置
情報を用いて数値、グラフ等を
算出する処理（計測処理）を行う
機能である｡例えば、濃度の平均
値や標準偏差、面積、体積、距離、
角度、濃度表示(数値､プロファ
イル、ヒストグラム)等があげら
れる。また、各処理を組み合わせ
ることもできる。 

違いは
ない。 

14 

画像再構成、ス
ライス演算機能 

撮影により収集される生デ
ータから再構成演算、スライ
ス演算を行い､画像を生成す
る機能である。データ収集と
平行して演算する場合と、保
管済みの生データを呼び出
して演算する方法がある。 

画像再構
成、スラ
イス演算
機能 

撮影により収集される生データ
から再構成演算、スライス演算
を行い､画像を生成する機能で
ある。データ収集と平行して演
算する場合と、保管済みの生デ
ータを呼び出して演算する方法
がある。 

違いは
ない。 

15 

バイトガイド、
TMJ 用バイトガ
イド、無歯顎用
バイトガイド、
チンレスト付き
バイトガイド、
無歯顎用チンレ
スト、ネイゾン
サポート、イア
プラグ、テンポ
ラルレスティン
グバー（ヘッド
レスト）（患者の
位置決めに関す
る機能） 

撮影の際に患者頭部を保持
又は位置付けのために使用
する。 

患者支持
補助機能 

患者の検査に付帯する補助具。
頭部保持具、チンレスト、患者椅
子、ヘッドバンド、鼻下点押さ
え、イヤーチップなど。 

違いは
ない。 

16 

セファロ撮影機
能 

X線透過画像を頭頸部にて切
り出す表示機能。 

単純撮影 任意のアーム角度(位置)におい
て、Ｘ線透過画像を出力するこ
とによって、簡易的にＸ線撮影
に相当する静止画像を出力する
機能。 

違いは
ない。 

17 患者情報管理機 患者情報と画像を登録・保存 登録/保存 装置を構成する記憶装置に対 違いは
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能 し、管理する機能。 /削除機能 し､データを登録/保存/削除する
機能である｡記憶装置には追加
の外部記憶装置も含まれる。本
機能の記憶装置としては HDD、
FDD、MT、DVD、MO、CD-R、
VTR 等が挙げられる。 

ない。 

 

＜歯科集団検診用パノラマ X 線撮影装置等＞ 

番号 
本品の付帯機能 付帯機能通知 

考察 
機能名称 本品の機能の説明 機能名称 機能の定義 

1 

単純撮影 照射野固定筒を付け替える
ことで、口内法撮影が可能と
なり、画像を得ることが出来
る。 

単純撮影 照射野固定筒を付け替えること
で、口内法撮影が可能となり、画
像を得ることが出来る。 

違いは
ない。 

2 

外部画像表示機
能 

本体以外の歯科用画像診断
機器（口腔内カメラ、イメー
ジスキャナ等）の画像を同時
に表示する機能。但し、デジ
タル式パノラマ・断層撮影装
置に限る。 

外部画像
表示機能 

本体以外の歯科用画像診断機器
（口腔内カメラ、イメージスキ
ャナ等）の画像を同時に表示す
る機能。但し、デジタル式パノラ
マ・断層撮影装置に限る。 

違いは
ない。 

3 

撮影パラメータ
設定機能 

kV、mA、mAs、照射時間、撮
影方法、撮影範囲を撮影プロ
グラムなどの撮影条件で設
定できる機能。 

撮影条件
設定機能 

撮影条件には管電圧、管電流、照
射時間、撮影方法、撮影範囲があ
り、これらをユーザーが設定す
る機能。場合によっては頭部厚
に連動して管電圧を設定でき
る。撮影方法などによってユー
ザーの設定を簡便にするため、
あらかじめ複数の撮影条件を組
み合わせた設定が用意されてい
る場合がある。また、外部からの
情報によって条件設定を行うこ
とがある。 

違いは
ない。 

4 

ラ イ ト ビ ー ム
（正中線、側部
垂直線、フラン
クフルト平面）
位置決め機能 

患者の撮影位置を決めるた
めのビーム位置決め機能。 

患者の位
置決めに
関する機
能 

パノラマ及び断層撮影におい
て、撮影位置に撮影部位をあら
かじめ合わせるための位置を指
示し、ユーザーが患者又は装置
を移動調整する機能。位置指示
器に連動して装置が移動する場
合もある。 

位置指示器には光を照射するも
のもあり、位置決めの確認を鏡
やカメラで撮影した画像で行う
場合もある。また、頭部計測撮影
において、頭部の向きを合わせ
るとともに、撮影のため頭部を
保持する機能。位置決めのため
患者支持補助具を使用すること
もある。 

違いは
ない。 

5 

登録／保存／削
除機能 

装置を構成する記憶装置に
対し､データを登録／保存／
削除する機能｡本品の記憶装
置には HDD、DVD がある。 

登録/保存
/削除機能 

装置を構成する記憶装置に対
し､データを登録/保存/削除する
機能である｡記憶装置には追加
の外部記憶装置も含まれる。但
し、デジタル式パノラマ・断層撮
影装置に限る。例えば、本機能の
記 憶 装 置 と し て は
HDD,FDD,MT,DVD､MO、CD-R、

違いは
ない。 
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VTR 等が挙げられる。 

6 

入力機能 装置へ命令やデータを入力
する機能。（入力機器：キーボ
ード、マウス、コントロール
パネル） 

入力機能 装置へ命令やデータを入力する
機能である。但し、デジタル式パ
ノラマ・断層撮影装置に限る。例
えば、入力機器にはキーボード、
マウス、カードリーダー、マイ
ク､タッチパネル等があげられ
る。 

違いは
ない。 

7 

データ入出力機
能 

画像データを入出力する機
能。 

装置外部
との入出
力機能 

本装置と外部機器との間でデー
タ、信号を入出力する機能であ
る。接続にはイーサネット、
RS232C 等を用い、通信方式に
は DICOM 方式等が用いられ
る。但し、デジタル式パノラマ・
断層撮影装置に限る。 

例えば、外部機器としてイメー
ジャ、プリンタ、PC,WS,HIS､
RIS,PACS などがあげられる。 

違いは
ない。 

8 

表示機能 画像、データ、撮影条件、設
定値、警告、指示等の情報を
操作者や患者に対し、表示す
る機能。 

表示機能 入力データ、撮影条件、設定値、
警告、指示等の情報を操作者や
患者に対し、表示する機能であ
る。視覚以外に音等による表示
も含まれる。 

違いは
ない。 

9 

画像表示・処理
機能 

画像及び付随するデータ等
を表示及び処理する機能で
ある。本装置では、ウィンド
ウレベル/幅設定、画像切り替
え／更新、マルチフレーム表
示、アノテーション(注釈)、明
るさ、コントラスト、スクリ
ーンセーブ、動的画像表示画
像の上下反転、左右反転、回
転、拡大、縮小、白黒反転、
諧調変換、γ 処理、画像 Filter

処理、スムース/シャープなど
を単独又は複数組み合わせ
ることがある。 

また、任意の二点間の距離及
び二つの直線のなす角度や
濃度分布を表示する。 

画像の表
示及び画
像処理機
能 

画像および付随するデータ等を
表示および処理する機能であ
る。但し、デジタル式パノラマ・
断層撮影装置に限る。 

例えばウィンドウレベル /幅設
定､画像切り替え/更新、マルチフ
レーム表示、アノテーション(注
釈)、明るさ、コントラスト、画
像の上下反転、左右反転、回転、
拡大、縮小、白黒反転、諧調変換、
γ 処理、画像 Filter 処理、スムー
ス/シャープなどを単独又は複数
組み合わせることがある。また、
任意の二点間の距離及び二つの
直線のなす角度や濃度分布を表
示する。 

違いは
ない。 

10 

バイトガイド、
TMJ 用バイトガ
イド、無歯顎用
バイトガイド、
チンレスト付き
バイトガイド、
無歯顎用チンレ
スト、ネイゾン
サポート、イア
プラグ、テンポ
ラルレスティン
グバー（ヘッド
レスト）（患者の
位置決めに関す
る機能） 

撮影の際に患者頭部を保持
又は位置付けするために使
用する。 

患者支持
補助具 

装置の付属品（アクセサリ）であ
り、患者頭部を固定保持又は位
置づけの補助のために使用す
る。前頭部、後頭部、側頭部を保
持したり、顎又は鼻下点を保持
する機能を持っている。例えば、
顎関節アダプタ、トランスバー
サルスライシングプレートな
ど。 

違いは
ない。 

11 
患者情報管理機
能 

患者情報と画像を登録・保存
し、管理する機能。 

登録/保存
/削除機能 

装置を構成する記憶装置に対
し､データを登録/保存/削除する

違いは
ない。 



 

15 

機能である｡記憶装置には追加
の外部記憶装置も含まれる。本
機能の記憶装置としては HDD、
FDD、MT、DVD、MO、CD-R、
VTR 等が挙げられる。 

12 

画像表示・処理
機能（歯周病判
定支援機能） 

レントゲン画像から歯周病
の進行具合を計測し、患者ご
との履歴情報の管理を行う
機能。 

計測方法としては以下の 2つ
の方法がある。 

①歯科医師がマーキングし
た健康なときの骨の位置と
歯周病により吸収した骨の
位置の二点間の距離を表示
し、各ユーザーが設定した数
値を超える距離は色を変え
て表示する。 

②根元と歯周病の骨の位置
の 2 点間距離を測定する(A)。
根元と健康時の骨の位置の 2

点間距離を測定する(B)。A/B

の比率を計算し、各ユーザー
が設定した数値を超える場
合には色を変えて表示する。 

画像の表
示及び画
像処理機
能 

画像および付随するデータ等を
表示および処理する機能であ
る。但し、デジタル式パノラマ・
断層撮影装置に限る。 

例えばウィンドウレベル /幅設
定､画像切り替え/更新、マルチフ
レーム表示、アノテーション(注
釈)、明るさ、コントラスト、画
像の上下反転、左右反転、回転、
拡大、縮小、白黒反転、諧調変換、
γ 処理、画像 Filter 処理、スムー
ス/シャープなどを単独又は複数
組み合わせることがある。また、
任意の二点間の距離及び二つの
直線のなす角度や濃度分布を表
示する。 

違いは
ない。 

 

オプションの付帯機能を示す。 

番号 
本品の付帯機能 

類似医療機器 

考察 

一般的名称：デジタル式歯科用パノラマ X 線
診断装置 

販売名：PanoACT-ART Plus シリーズ 

承認番号：223AGBZX00032000 

製造販売業者：株式会社アクシオン・ジャパン 

機能名称 本品の機能の説明 機能名称 機能の定義 

13 
手根骨撮影
機能 

手指の撮影機能。歯科矯正
のために、成長期の患者の
手根骨の状態を診断する
のに用いる。 

ハンド撮影
機能 

(PanoACT-

ART Plus C

のみ) 

手指の撮影機能。 違 い は な
い。 

 

(4)医薬品医療機器等法第 42 条第 2 項に基づく基準に適合していることの説明 

本品は医療用エックス線装置基準（平成 13 年 3 月 22 日 告示第 75 号、平成 14 年 3 月 27 日 告示

第 126 号及び告示第 127 号）の適用を受ける。アーム型 X 線 CT 診断装置、並びにデジタル式歯科用

パノラマ・断層撮影 X 線診断装置として(1)漏れ X 線量、(2)総ろ過、(3)X 線ビームの制限、(4)焦点皮

膚間距離が適用され、要求事項を満足しており、医療用エックス線装置基準へ適合していると判断す

る。 

 

①認証基準で引用する規格等の形状・構造が適合していることの説明 

一般的名称「アーム型 X 線 CT 診断装置」の認証基準で引用する規格は JIS T 0601-1、並びに一般的名

称「デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影 X 線診断装置」で引用される規格は JIS T 60601-2-63 の形状・

構造に関する項目に適合している。 
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②申請品目の性能及び安全性に関する規格の設定根拠 

性能に関する項目として、本品は一般的名称「アーム型 X 線 CT 診断装置」並びに「デジタル式歯科用

パノラマ・断層撮影 X 線診断装置」であることから、認証基準告示別表第 3 の 16「アーム型 X 線 CT 診

断装置基準」、別表第 3 の 11「歯科集団検診用パノラマ X 線撮影装置等基準」の基本要件適合性チェック

リストの第 6 条で定められている項目を設定した。 

安全に関する項目として、基本要件適合性チェックリストで引用されている規格や国際対応規格を用

いて設定した。また、放射線防護関係として、第 42 条第 2 項に基づく基準である「医療用エックス線装

置基準」を設定した。 

設定した性能及び安全性に関する規格について、認証基準告示別表第 3 の 16「アーム型 X 線 CT 診断装

置基準」、別表第 3 の 11「歯科集団検診用パノラマ X 線撮影装置等基準」を満たすことから、本品の有効

性、安全性及び品質を確保するのに必要かつ十分であると判断した。 

 

必要な認証基準情報 

 

＜アーム型 X 線 CT 診断装置基準＞ 

規格番号、年号 標   題 
基本要件で引用され

る規格 

IEC 60601-1: 2005 ＋

CORR.1 (2006)＋ 

CORR.2 (2007) 

Medical electrical equipment – Part 1: General 

requirements for basic safety and essential performance 

JIS T 0601-1:2012 

IEC 60601-1-2:2007 Medical electrical equipment – Part 1-2: General 

requirements for safety – Electromagnetic compatibility 

– Requirements and tests 

JIS T 0601-1-2:2012 

IEC 60601-1-3:2008 Medical electrical equipment – Part 1-3: General 

requirements for basic safety and essential performance 

– Collateral Standard: Radiation protection in diagnostic 

X-ray equipment 

JIS T 0601-1-3: 2012 

IEC 60601-2-63:2012  Medical electrical equipment – Part 2-63: Particular 

requirements for the basic safety and essential 

performance of dental extra-oral X-ray equipment 

JIS T 60601-2-63:2014 

IEC 60601-2-28:2010 Medical electrical equipment – Part 2-28: Particular 

requirements for the basic safety and essential 

performance of X-ray tube assemblies for medical 

diagnosis 

JIS Z 4751-2-28:2013 

IEC 61223-3-5:2004 Evaluation and routine testing in medical imaging 

departments – Part 3-5: Acceptance tests – Imaging 

performance of computed tomography X-ray equipment 

JIS Z 4752-3-5:2008 

IEC 62304:2006 Medical device software – Software life cycle processes JIS T 2304:2012 

EN ISO 14971:2012 Medical devices – Application of risk management to 

medical devices 

JIS T 14971:2012 

 

 

＜歯科集団検診用パノラマ X 線撮影装置等基準＞ 

規格番号、年号 標   題 
基本要件で引用され

る規格 

IEC 60601-1: 2005 ＋

CORR.1 (2006)＋ 

Medical electrical equipment – Part 1: General 

requirements for basic safety and essential performance 

JIS T 0601-1:2012 
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CORR.2 (2007) 

IEC 60601-1-2:2007 Medical electrical equipment – Part 1-2: General 

requirements for safety – Electromagnetic compatibility 

– Requirements and tests 

JIS T 0601-1-2:2012 

IEC 60601-1-3:2008 Medical electrical equipment – Part 1-3: General 

requirements for basic safety and essential performance 

– Collateral Standard: Radiation protection in diagnostic 

X-ray equipment 

JIS T 0601-1-3: 2012 

IEC 60601-2-63:2012  Medical electrical equipment – Part 2-63: Particular 

requirements for the basic safety and essential 

performance of dental extra-oral X-ray equipment 

JIS T 60601-2-63:2014 

IEC 61223-3-4:2000 Evaluation and routine testing in medical imaging 

departments – Part 3-4: Acceptance tests – Imaging 

performance of dental X-ray 

JIS Z 4752-3-4:2005 

IEC 62304:2006 Medical device software – Software life cycle processes JIS T 2304:2012 

EN ISO 14971:2012 Medical devices – Application of risk management to 

medical devices 

JIS T 14971:2012 

 

薬事上必要な画像特性など 

空間分解能評価 

 

 
空間分解能（ラインペア解像度）は、世界トップレベルの 2.0lp/mm を実現できた。 

 

 

 4) 販売戦略等 

○販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

製品化後の国内販売は、製造販売業を有し、現在も市場にパノラマ装置を製造販売しているアクシ

SEDENTEXCT ファントム；110kV，5mA，0.3mm Cu フィルタ条件 
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オン・ジャパンが行う。 

海外販売については、まず中国からスタートする予定である。 

 

○アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

アフターサービス、装置設置、装置清児の教育体制、クレーム処理体制についても販売チャンネル

同様に、製造販売業を有し、現在も市場にパノラマ装置を全面的にサポートしているアクシオン・ジ

ャパンが行う。 

 

○QMS 等の品質保証体制 

アクシオン・ジャパンは、医療機器製造販売業、高度管理医療機器販売業を有しており、現在販売

しているパノラマ装置に対する毎年の薬事認証審査、その後の継続審査など QMS 品質保証体制は

確立できているので、今回開発する CT 装置に対しても同様に行う。 

 

○広報・普及計画 

学会、展示会への積極的な参加を検討している。特に歯周病学会、口腔外科学会に積極的に参加し

て、本提案の製品を紹介し、既存製品・システムとの優位性をアピールし、歯科医師への普及活動を

行う。またアクシオン・ジャパンは、日本歯科器械工業協同組合に加盟しており、２年に一度開催さ

れる日本デンタルショー、ワールドデンタルショーをはじめ全国各地で開催される多くのデンタル

ショーを通じて、歯科臨床医、歯科医学会との協力のもとに新製品・新技術の普及を行う。 

 

 

 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 
特になし 

 

 

知財 
特なし 

 

 

技術 ・

評価 

① CdTe 受光面の大面積化時のデータ転送とア

センブリ時の伝送距離 

② センサーの EMC 対策 

① アクティブケーブル（光ファイバ変換）の利

用 

② 小型中継 PC および PC 用電源を準備 

その他

事業化

全般 

① CdTeモジュール製造の歩留まり向上 

② 低被ばく化設計 

③ 製品原価が高すぎる 

 

 

④ センサーの大量生産、安定供給 

① 専用治具（ダイボンダ補助）の開発 

② 適正なフィルタ、コリメータの設計 

③ 半分はセンサーなので歩留まりの向上、CdTe

原料のボリュームディスカウント 

装置の方は軸設計を見直す 

④ 生産体制の確立 
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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、平成 28 年度作成した仕様に基づき、薬事申請用装置を完成し、ソフトウェア GUI の作成及び検証、薬事認証の書類整備、診断画

像の性能（被ばく線量、画像コントラスト、画像精度、アーチファクト低減）について工学的・臨床的な評価を再確認した。 

 

(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（仮称） 概要 

PanoACT HiRes3D 低被ばく線量でありながら豊富な画像情報に基づく鮮明な画像が出力でき、歯科レントゲン撮影で必要なパ

ノラマ、デンタル、セファロ、CT 画像が一台で全て撮影可能である、一体（オールインワン）型 X 線 CT 装置 

 

(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薬事用装置の設計・評価 

平成 27年度は、プロトタイプの試作・評価

として、先行試験治具を作製し、静止画像で

はあるが、従来のフラットパネルと比較して

解像度が優れていることを確認した。また、

課題と考えていた Cd(Zn)Te センサー間のギ

ャップ（タイルギャップ）の状況についても

確認できた。 

平成 28年度は、量産試作機の設計・評価と

して、信州 TLO が購入した筐体に、アクシオ

ン･ジャパンが ANSeeN の開発した Cd(Zn)Te

センサーと、アクシオン・ジャパンが開発し

たソフトウェアを搭載した量産試作機を１

台製作し、量産試作機の評価・改良を行い、

量産試作機での画像の工学的な評価や被ば

く線量等の評価を東北大学が行った後、信州

大学が患者で臨床評価を実施した。 

平成 29年度は、平成 28年度作成した薬事

用装置の設計仕様に基づき、平成 27年度、平

成 28 年度と同様に機械装置を信州 TLO が１

台購入し、アクシオン・ジャパンに納品し、

薬事用装置として完成し、ソフトウェア GUI

▶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

の作成及び検証、薬事認証の書類整備、診断

画像の性能（被ばく線量、画像コントラスト、

画像精度、アーチファクト低減）について工

学的・臨床的な評価を再確認し、今年 12月に

薬事申請し、来年 2 月（元 3 月を前倒し）に

上市する。量産時のコスト低減を図るため、

大面積低ノイズ Cd(Zn)Te センサーの歩留ま

り改善を行う。 

 

ア）大面積低ノイズ Cd(Zn)Te モジュール開

発・評価（実施主体：㈱ANSeeN、静岡大

学） 

平成 28 年度は、ANSeeN が高速大容量メ

モリ搭載回路の設計試作完了し、150x50mm

の大面積センサーのハードウェアを試作し

た。具体的には、大面積化に伴いセンサパネ

ル部の自重・発熱容量が増加するので、基板

強度と放熱効率を改善する構造を検討・評価

した。また、量産時のコスト低減を図るため、

センサーの読み出し回路である、ASIC のメ

タルパターンの配線を修正した試作品を作

製し、評価した。 

静岡大学が、センサーのノイズ特性を考慮

したシミュレーションにより、吸収エネルギ

ーにより発生する熱ノイズを算出し、回路発

生の熱ノイズより大幅に低い事を確認した。

また、センサーの熱的許容量を実測し、放熱

特性の改善方法をまとめ、ANSeeN のセンサ

ー試作に対し情報提供した。 

また、センサー実装補助用治具の仕様設

計、作成プロセス設計完了した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア）大面積低ノイズ Cd(Zn)Te モジュール開発・評

価 

【進捗 100％：○】 

センサー実装基板の厚みを２倍（1.8mm・3.6mm）

にし増加させ、さらに、発熱源となる読出し回路を

Cd(Zn)Te 素子から遠く配置しても低ノイズを実現

出来る基板を作成した。 

実際に臨床試作機に搭載し、3 ヶ月動作させ問題

がないことを確認した。 

 

Cd(Zn)Te センサーモジュールの安定性と、量産時

のコスト低減のために自社技術を用いたバンピン

グを行い、同等の性能となることを確認した。 

 

恒温槽にて 0 度〜50 度までの環境温度で測定を

行い、センサー素子の安定性を評価した。総合的な

出力値だけではなく、X 線管電圧（エネルギー）に

対する感度についても変化が無いかを調べ、40度以

上においても連続動作時間が 30 分以下であれば問

題ないことを確認した。 

 

電気安全性試験、EMS試験に向けた電源、電磁波

対策を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

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 29 年度は、ANSeeN が、平成 28 年度

の課題（自重・発熱容量増加）の対策を施し

た薬事用装置に搭載する大面積低ノイズ

Cd(Zn)Te モジュールの自重と固定応力、回転

応力に関する最終評価を行う。また、他社特

許との干渉が懸念される Cd(Zn)Te と ASIC

のバンピングプロセスを開発・評価を行う。

静岡大学が、テストモジュールを使用した温

度特性を、恒温槽を用いて実測評価する。セ

ンサー材料である Cd(Zn)Te について基礎特

性を評価し、CdTe と同等に使用可能である

ことを証明する。 

目標値：受光面積 150 mm x 50mm 

 

イ）画像再構築検討（実施主体：㈱アクシオ

ン・ジャパン） 

平成 28 年度は、量産試作機に ANSeeN が

開発したCd(Zn)Te センサー(50mm×50mm)

とアクシオン・ジャパンが先行試験用治具を

用いて開発した画像処理アルゴリズムを搭

載して 3 次元画像におけるタイルギャップ低

減効果を確認できた。また、ラインペアファ

ントムの画像では、当初の目標である

1.5lp/mm 以上の空間分解能を有することが

確認できた。 

平成 29 年度の前半は、上顎、下顎の最適

な CT 画像処理を確定する。またパノラマ画

像からトモシンセシスを利用してデンタル

を切り出す仕組みを ANSeeN のセンサーに

適用させる。後半は、薬事用装置を用いて、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ）画像再構築検討 

【進捗 100％：○】 

空間分解能の向上、タイルギャップの低減、画像

コントラストの向上に継続的に取り組み、空間分解

能について 2.0lp/mm 以上まで向上した。ソフトウ

ェアアルゴリズムの研究により、タイルギャップを

低減でき、現時点でラインペアの最終目標である

1.5lp/mm 以上を実現できている。最終目的である

CT、パノラマ、セファロ、デンタル画像を出力でき

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

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 

量産試作機で見出した画像処理アルゴリズ

ムの適用およびセファロ画像の出力を行う。

何れのフェーズも東北大学や信州大学の画

像診断評価、臨床評価に基づき、適正な画像

コントラスト、ノイズ除去法を検証し確定す

る。 

目標値：空間分解能の向上：1.5lp/mm 以

上、FOV 90mmx60mm、30mmx50mm 

 

ウ）薬事用装置デザイン・製造（実施主体：

㈱アクシオン・ジャパン） 

平成 28 年度に決定した製品仕様（高エネ

ルギーX 線管、ジオメトリ、アームの回転方

法、アームを支える柱構造など）に基づいて

薬事用装置のデザイン、製造を行う。 

目標値：管電圧 60-120kV、管電流 1-10mA、

機器寸法 1850x1400x2000mm、機器重量 

250kg 

 

エ）画像診断評価（実施主体：東北大学） 

平成 28 年度は、被曝線量測定を行ったと

ころ、現在販売されている他社メーカー装置

に比較して、患者被曝線量を軽減できること

が確認された。その条件下で顎骨撮影を行っ

たところ、解剖学的に観察しなければいけな

い、象牙質、歯髄腔、歯根膜腔、骨梁構造、

皮質骨のいずれも観察可能であった。さらに

空間分解能の評価のために撮影したライン

ペアファントムの画像では、当初の目標であ

る 1.5lp/mm 以上の空間分解能を有してい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ）薬事用装置デザイン・製造 

【進捗 100％：○】 

 高エネルギーX 線管、セファロアーム、外装カバ

ーを施した薬事用装置が完成した。 

最終的な仕様：管電圧 60-110kV、管電流 2-8mA、機

器寸法 1850x1400x2200mm、機器重量 257kg 

 

 

 

 

 

 

エ）画像診断評価 

【進捗 100％：○】 

被曝線量のさらなる軽減のために、しぼり設計

やフィルタ条件に付いて再検討を行った。その結

果、さらなる被曝線量の軽減ができ、現在市場に出

ているパノラマ複合機に比較して低被曝を可能と

した。 

象牙質、歯髄腔、歯根膜腔、骨梁構造、皮質骨等

の解剖学的構造は、昨年度の画像に比較してより明

瞭となった。 

ラインペア解像度、低コントラスト解像度とも

に、薬事基準を満たしていた。 

特にラインペア解像度に関しては、現在市場に出て
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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 

た。 

平成 29 年度は、量産試作機での評価結果

を基に、薬事用装置の画像の工学的な評価、

計測精度の検証を行う。薬事用装置画像の工

学的な評価、計測精度の向上を図るため、ノ

ードコントラストを（金属、歯、骨、皮膚を

模擬）計測するファントムを作製し、照射線

量、線質等諸条件下における画像コントラス

ト、画像精度、アーチファクトの計測を実施

する。本線量等の測定については、アドバイ

ザーの指導を受けながら実施する。 

また、最新の画像工学的な評価や計測精度

の検討、さらに既製の歯科用 CT との比較検

討を行う。 

 

オ）臨床評価（実施主体：信州大学） 

平成 29 年度は、薬事用装置の各種画像（デ

ンタル、パントモ、X 線 CT）の臨床的な評

価（既存装置との画像比較）を行う。 

歯科模型、義歯などの画像データの画像装

置への取り込み。臨床に即した形での各種ア

ーチファクトの検証を行う。 

いるパノラマ複合機に比較して優れた結果となっ

た。 

照射条件については、「空気カーマーの直線性」、「空

気カーマーの変動係数」、「管電圧の正確さ」、「管電

流の正確さ」、「照射時間の正確さ」のいずれも 

薬事基準を満たしていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ）臨床評価 

【進捗 70％：○】 

被験者を既存装置で撮影し、薬事用装置との比較

評価用としてまとめた。 

 

 

 

 

 

② 薬事認証 

ア） 認証プロセス（実施主体：㈱アクシオン・

ジャパン） 

本事業での開発製品が認証基準に合致し

ているかについて第三者認証機関に確認し

たところ、下記の認証基準の定義に合致し、

今回採用するねじれ回転（Z 軸）による撮像

についても医療用の CT 装置はスパイラルに

回転する機構であることから著しく従来装

置と変わらないので問題ないとの見解を得

▶ 

②薬事認証 

ア）認証プロセス 

【進捗 60％：○】 

12 月より電気安全性の試験と EMC の試験を実施

し、電気安全性試験（配線ハーネスの色、表示）EMC

試験（PC、セファロ）以外はパスした。上記の問題

点は軽微で対策が可能な項目である。JIS 0601-

1:2017（第 3 版）試験は、昨年よりマストのテスト

規格であるが、対応できない施設が多いことが分か

った。 

▶ 
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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 

ている。また、シリーズとして認証が得られ

れば、セファロの有無によって認証を別にす

る必要はないことも確認している。 

 

 

【アーム型 X線 CT 装置の定義】 

骨や歯などの硬組織を対象として、X 線管

と検出器を両端に備えた支持構造(アーム)

の回転により、患者に関する多方向からの X

線透過信号を取得し、コンピュータ処理する

ことによって 2次元又は 3次元画像の生成を

可能にした診断用 X線コンピュータ断層撮影

(CT)装置をいう。 

新薬事法（医薬品医療機器法）に準じたア

ーム型 X 線装置の認証基準に基づき、電気安

全性の試験や EMCの試験からプロセスを開始

し、テストレポートを取り纏めて第三者認証

機関に提出し、認証を目指す。 

 

 

 

 

 

 

③ 販売戦略（実施主体：㈱アクシオン・ジャ

パン） 

アクシオン・ジャパンは医療機器製造販売

業を有し、既に 2機種のレントゲン装置を歯

科市場にリリースしており、販売や物流チャ

ンネルは確立できている。本開発品おいても

同様の販売ルートで、歯科診療所、総合病院、

大学病院に対して販売すべく、薬事認証取得

後、自社事業でカタログや資料作成を行い、

大手歯科ディーラーや OEM先への商品説明な

ど働きかけや学会や展示会出展を計画する。 

▶ 

③販売戦略 

【進捗 50％：○】 

既存の大手歯科ディーラーや OEM先、歯科の各種

学会（口腔外科学会、歯周病学会等）にはとても興

味を持ってもらっており、開発の進捗情報を説明し

ている。 

 

 

 

 

 

 

▶ 

 

 

薬事認証後に広告や学会発表などを通じて

販売拡販を行う。 

 

④ 知財戦略（実施主体：㈱アクシオン・ジャ

パン） 

平成 28 年度は、①CdTe センサーを用いた

CT 画像再構成(らせん回転、回転十移動)、② 

l 枚のセンサーを 90° 回転させて CT 撮影、

▶ 

④知財戦略 

【進捗 100％：○】 

現状では特許出願の予定なし。タイルギャップ低

減などの画像処理技術はブラックボックス化する。 

 

▶ 
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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 

パノラマ撮影を行う機構・制御について、先

行技術調査をしたところ、公知の技術である

ことが分かった。 

平成 29 年度は、画像処理研究や Cd(Zn)Te

センサー技術で新規性が見出せれば、コンソ

シーアム関係者で協議し、ビジネス上有益か

どうかの観点から知的財産として特許出願

するか、ブラックボックス化するかを判断す

る。 

 

⑤ プロジェクト管理・運営（実施主体：㈱信

州 TLO） 

プロジェクトを円滑に推進するため、研究

開発進捗会議を開発のフェーズ毎に年１回

程度其々の研究機関で開催し、研究の進捗状

況を検証するとともに、研究を実施する上で

発生する課題等について、随時研究実施者と

調整を行う。 

再委託先事業者が作成する証憑書類につ

いて、現地訪問し指導・確認を行う。 

プロジェクトの研究経緯と成果について

取りまとめする。 

▶ 

⑤プロジェクト管理・運営 

【進捗 100％：○】 

 5月 1日にキックオフ会議を開催し、本年度の計

画について研究実施者と情報共有を行った。 

9 月 8 日、12月 8 日の伴走コンサル対応や伴走コ

ンサル前後の打合せ、11月 10 日、2月 22 日、3 月

13 日研究の進捗会議を実施し、情報共有を行った。 

再委託先事業者が作成する証憑書類について、順

次確認を行い、11 月 27日、3月 19日の中間検査対

応を行い、以後も順次確認を行っている。 
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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） 

これまでの 3 年間で、高解像度 CT 画像再構成技術、CdTe タイルギャップの影響を低減する画像

処理法、解像度に与える装置回転安定性策、ジオメトリ設計等の基板技術の確立およびオールインワ

ン装置が製造できた。 

 

 

 

(2) 当初目標達成度に関する自己評価 

 1) 自己評価結果 

C：当初目標には未達だった。 

 

 2) 自己評価理由 

製品は完成したが量産技術の確立が未だであり、量産技術を確立し上市する。 

  

領域 終了評価で特にアピールしたい点 

薬事  

知財  

技術・評価 

高解像度 CT 画像再構成アルゴリズムが開発でき、通常タイルギャップがあり開発が困難と

思われていた CdTe センサーに適用し、世界で初めて CdTe センサーを用いた CT 装置を製造

できた。 

その他事業

化全般 

東北大学、信州大学、静岡大学だけでなく鶴見大学、昭和大学、日本歯科大学の有力な先生

方からご指導を受けながら、産学両面でインパクトのある製品ができた。 
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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。、 ○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。 ○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。 該当せず
開発後の特許調査についても実施することになっていますか。 △一部

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。 △一部
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。 ○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。 △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。 △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。 ○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。 ×不十分
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。 △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 

特になし 

 

 2) 事業の進め方 

特になし 

 

 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 

 

(6) 有識者委員会･伴走コンサルでの指摘事項とその対応 

 

(7) 継続条件への対応状況 

 

1.8 平成 30 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

量産技術を確立し、２年後を目途に高性能かつ市場性のある製品をリリースする。 

 

 

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   

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） 

上市スケジュール 

国内市場において、平成 30 年 3 月、海外

市場においては、中国・東南アジアを中心に、

平成 31年 3 月に上市を目指す。 

国内上市時期を平成 32 年 3 月、海外上市

時期を平成 33年 3 月に変更した。 

Cd(Zn)Te モジュールの安定化、歩留まり

改善及び装置の低コスト化の研究を継続す

るため。 

領域 指摘事項 対応 

薬事 Z 軸を動かしながら CT 撮像する方式が認証基準に合致するか 第三者認証機関に確認し問題なし 

知財 画像再構成アルゴリズムの特許化 ブラックボックス化 

技術・評価 CdTe センサーの安定性強化 発熱、応力、振動の影響を考慮して改善 

その他事業

化全般 

なし  

継続条件 対応状況 

なし  
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 

株式会社信州ＴＬＯ 

〒386-8567 長野県上田市常田三丁目 15番 1号 

電話: 0268-25-5181 / FAX: 0268-25-5188 / E-mail: info@shinshu-tlo.co.jp 


