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1. 事業の概要 

機能情報を画像化した核医学画像は形態情報がなく確定診断は難しい。事前に撮った CT 画像を用いて

も時間のずれがある為確定診断は難しい。核医学と CT 装置一体型装置は機能と形態画像を同時収集でき、

追加検査なく確定診断可能になったが読影時間を要する。医師が確定診断・治療方針決定に必要な画像

を簡単に提供することが求められており、医用画像診断装置上のソフトウェアでニーズに答え、日本か

ら世界に発信していきたい。 
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1.1 事業の目的 

医療現場において核医学画像は機能情報を画像化しており、形態情報がなく確定診断が難しいという

問題点を抱えており、対処方法の一つとして形態情報として事前に撮った CT画像を参照することが行わ

れている。しかし CTと SPECTの画像を別々に撮影した場合、時間と撮影環境の違いから画像間にずれが

生じてしまうため、 確定診断の品質を担保するのが難しい。核医学と CT の一体型装置である SPECT-CT

は機能と形態画像を同時収集できるため、前記の画像間のずれはほぼなくすことができるため大変有用

であり、一回の検査で必要な情報は収集できるようになったが、SPECT と CT のデータがそれぞれバラバ

ラに作成され、医師はその両方を参照しなければならないことには変わらず、読影時間の短縮にはその

ままでは大きく寄与できていない。このため SPECTと CT の画像を融合することで、医師が確定診断・治

療方針決定を行いやすくするような情報を簡単に提供する事が求められている。 

 

この問題を解決する画像データの融合方法として、CT 画像から関心領域の形態画像[例えば骨の画像]

を抽出し、抽出した CT 形態画像表面に核医学機能情報をカラーマッピング(以下サーフェースプロジェ

クションと呼ぶ)を行うことが提案されている。この方法を用いると鮮明な CT 形態情報を保持しながら

核医学機能画像を読影することができ、視覚的に病変部位の把握がしやすくなるが、これを自動的にか

つ簡便に実行するアプリケーションが現状提供されておらず、こういった製品を提供することにより、

読影時間短縮(労務費削減)や確定診断、治療計画の質の向上に寄与できると考えられるため、サーフェ

ースプロジェクションアプリケーションの開発を本プロジェクトのゴールと設定した。 

 

 一方で医療機器開発へ新規参入を検討している中小企業(イサナドットネット株式会社)と共に本ア

プリケーション開発を行ない、イサナドットネット株式会社には医療機器開発に必要な知見、特に QMS

に関して学んだ上で自社の開発プロセスの検討をこのプロジェクトを通して行ってもらうことで、医療

機器開発参加の促進を図ることももう一つの目的としている。 

 

本プロジェクトでは、慶應大学病院、イサナドットネット株式会社と 3 者間でコンソーシアムを締結

し、約 2 年間で弊社機器上のサーフェースプロジェクションアプリケーションを開発し、日本の薬事へ

上市することを目的とする。国内市場については平成 31 年 4 月に薬事申請(一変)をし、平成 31 年 6 月

に上市(新規であった場合は 12月)を目指す。海外市場上市については、今回の申請には含めないが弊社

資金で行う。 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関： GEヘルスケア・ジャパン株式会社 

PL： 大村 和元（GEヘルスケア・ジャパン株式会社） 

SL： 阿部 将文（イサナドットネット株式会社） 

共同体： ①イサナドットネット株式会社 

  ②慶應義塾大学病院 
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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 

汎用画像診断装置ワークステーシ

ョン もしくは 核医学装置ワーク

ステーション (予定) 

クラス分類 

ClassⅡ (予定) 

製品名 
AW サーバー もしくは ジニー (予

定) 
分類名称（一般的名称） 

70030000 もしくは 40937000 

(予定) 

対象疾患 骨転移、肺血栓塞栓症 (予定) 届出／認証／承認 認証 (予定) 

想定される販売先 日本 新／改良／後発 後発 (予定) 

使用目的又は効果 
画像診断装置で収集された画像や情報に対し、各種処理を行い処理後の画像や情報を表示し診

療のために提供すること。 

薬事申請予定者 GEヘルスケア・ジャパン株式会社 医療機器製造販売業許可 13B1X00150 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

GEヘルスケア・ジャパン株式会社 医療機器製造業許可 13BZ006216 

 医療機器販売業許可 4502120400002  

 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 32(2020)年 1月* 平成――（20―）年－月 

上市時期 平成 32(2020)年 3月 平成――（20―）年－月 

想定売上（上市後 3年目） 11.14 億円／年（平成 34（2022）年時点） －億円／年（平成－20－）年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 18.78 億円／年（平成 34（2022）年時点） －億円／年（平成－（20－）年時点） 

想定シェア（上市後 3年目） 59％（平成 34（2022）年時点） －％（平成－20－）年時点） 

＊本プロジェクトは、弊社内別製品の一部として薬事申請・販売を行うことを前提として開発計画を立てており、同期を

取る必要性から、薬事申請時期を当初の平成 31 年 4 月から平成 32 年１月に変更し、上市時期、上市後 3 年目の日付も同

様に変更した。 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

 

製品の特長 

画像解析装置上で動作する SPECTと CT画像のフージョンソフトウェア。フージョンにサーフェースマッ

ピング手法を用いており、直感的に病変部位(SPECTトレーサーが集積している部位)を特定でき、医師に

よる確定診断、治療計画が簡便になる。 
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Software機能： 

以下の Workflow/機能を簡便に実現する Softwareを提供する。 
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(2) 市場性（想定購入顧客） 

 1) 当該機器等の市場性及び医療現場で期待される波及効果 

 ① 提案する機器の想定顧客 

・放射線科医、診療放射線技師、診療医（整形外科、口腔外科、乳腺外科、泌尿器科など） 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

 現在の日本の核医学装置市場はおよそ30億円（SPECT装置:17億円及びSPECT/CT装置:13億円）

である。一般的には SPECT 買い換え時の SPECT/CT 導入は一日 2 件の追加検査が行えれば病院とし

てペイすると判断されるが、これまでの市場調査/インタビューから、本ソフトウェアを導入すること

によって依頼科からの検査依頼の増加、あるいはこれまで検査依頼の無い依頼科からの検査依頼を見

込むことが出来、数百床規模の病院であればペイ可能と判断できるので、SPECT/CT 導入率と売り上

げ数が増え、年間約 2 億～3 億円の市場増を見込むことが出来ると考えられる。 
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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 

① 競合企業および競合製品 
 提案機器 競合機器１ 競合機器２ 競合機器３ 

メーカー GEヘルスケア Fuji ザイオ シーメンス・ジャパ

ン株式会社 

概要 AW 
SYNAPSE VINCENT 

ザイオステーション Symbia Tシリーズ 

型式 Advantage 

Workstation VS7/AW 

Server3.2 

富士画像診断ワー

ク ス テ ー シ ョ ン 

FN-7941型 

ZIOstation2/ 

Ziobase 

シンビア Ｔ6/Ｔ16 

特徴 画像診断ワークステ

ーション 

ネットワーク型サ

ーバー 

画像診断ワークステ

ーション 

X 線 CT 組合せ型

SPECT装置 

 

② 市場獲得のための障壁 

診療医が核医学画像に慣れていないこと。SPECT/CT 装置の有用性が知られていないこと。かつ、

十分に治療にも活かされていないこと。 

 

 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） 

① Fuji：診療医をターゲットにしたソフトウェアを持っている。ソフトウェアへのアクセスのしやす

さを、ネットワーク型サーバーを通じて獲得している。SPECT/CT 骨検査画像に特化したソフトウェ

アはない。 

② ザイオ：診療医をターゲットにしたソフトウェアを持っている。SPECT/CT骨検査画像に特化したソ

フトウェアはない。 

③ Siemens：GEヘルスケアと同様に SPECT/CT装置を販売している。診断医をターゲットにしたソフト

ウェアはない。 
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1.4 上市（投資回収）に至るまでのプロセス（事業計画） 

(1) 補助期間後を含めた事業計画の概要 

 

  

H28（2016）年度 H29（2017）年度 H30（2018）年度 H31（2019）年度 H32（2020）年度 H33（2021）年度 H34（2022）年度 H35（2023）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 なし

試作機開発・改良
【製品名】

なし

量産機開発
【SPECT/CTフュージョ
ンアプリケーション】

なし

臨床研究 なし

薬事申請 なし

知財対応 なし

販売戦略 なし

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

有用性の普及 (国内学会・研究
会での有用性発表)
有用性の検証

海外市場調査 海外市場調査 海外市場調査 販売活動
カスタマーサポート及びフィードバック
収集
Phase2検討・内容決定

販売活動
カスタマーサポート及びフィードバック
収集
海外上市
Phase2開発・評価

販売活動
カスタマーサポート及びフィードバック
収集
Phase2 海外・国内上市

カスタマーサポート及びフィードバック
収集
Phase2 海外上市
Phaase2 販売活動

薬事申請時期の遅延により新規申請
だった際の国内上市時期も平成32年
9月に延びた。

海外への販売形態が決まっていない
為、国内上市後半年～1年後という当
初の計画を見直した。

１．有用性の普及
・ 国内・海外学会・研究会での有用性発表
２．コンセプト設計
・ 画像処理プラットフォーム選定
・ ユーザーニーズ確認と優先順位付け
・ 概要設計、必要な技術フィージビリティ完了
３．ソフトウェア開発
・ ソフトウェア開発
・ デザイン・有用性確認
・ ソフトウェア機能評価
５．薬事申請
・ 薬事戦略
６．ソフトウェア販売
・ 市場調査
・ 販売戦略作成
８．QMSに沿った設計書やアウトプットの準備
・ QMS Training
・ 設計仕様書(概念・詳細)
・ Code管理(設計アウトプット)
・ 機能評価

１．有用性の普及
・ 国内・海外学会・研究会での有用性発表
３．ソフトウェア開発
・ ソフトウェア開発
・ デザイン・有用性確認
・ ソフトウェア機能評価
６．ソフトウェア販売
・ 販売戦略作成
・ プロモーション活動
８．QMSに沿った設計書やアウトプットの準備
・ 設計仕様書(詳細)
・ Code管理(設計アウトプット)
・ 機能評価
・ 設計評価

３．ソフトウェア開発
・ ソフトウェア開発
・ デザイン・有用性確認
・ ソフトウェア機能評価
４．ソフトウェア評価
・ 評価資料作成
・ ソフトウェア評価
・ ユーザビィティ評価
・ 操作説明書評価
５．薬事申請
・ 申請書準備
・ 薬事申請
６．ソフトウェア販売
・ プロモーション活動
・ システム評価
・ サプライチェーン構築
７．設計移管・保守
・設計資料・コードの移管
・設計変更と管理
８．QMSに沿った設計書やアウトプットの準備
・ 設計仕様書(詳細)
・ Code管理(設計アウトプット)
・ 機能評価
・ 設計評価

ワークフロー及びユーザーニーズの確認と優
先順位付けは計画通り進んでいるが、画像処
理プラットフォーム選定に時間がかかっており
(予定しているプラットフォームの開発が遅れ
ている為)、技術的な実装方法の検討が遅れ
ている。その為、詳細開発開始時期、薬事戦
略時期を変更した。また、アルゴリズム検証
にもっと時間を要すことが分かったため、開発
と並行して行うよう計画を変更した。
これらの遅れにより開発スケジュール、薬事
申請及び上市時期も伸びる懸念があり、1月
に詳細開発スケジュール見直しを予定する。

知財対応は当初の計画では予定していな
かったが、アルゴリズム検討を行う上で知財
出願できる面白いアイディアがないか検討を
行うこととした。

本プロジェクトは、弊社内別製品の一部として
薬事申請・販売を行うことを前提として開発計
画を立てていたが、その製品開発について当
初申請時から遅れが生じてきてしまった。ス
ケジュール遅れの吸収を試みてきたがそれも
難しく、全体のスケジュール変更のやむなき
に至った。それにより、薬事申請時期を平成
31年4月から平成32年１に変更し、上市時期
も同様に平成32年3月(新規の場合は平成32
年9月)に変更した。

また、搭載する製品の評価(システム評価)の
タイムラインが漏れていた為追加した。

★
H32/3月

国内上市予定

(一変申請の場合)

★
H32/9月

国内上市予定

(新規申請の場合)

★
H33/3月

US上市

★
H32/4月 EU上市

薬事申請準備薬事戦略

★
H32/1月

薬事申請

知財出願アイディア検討

技術移管・保守

市場調査
販売戦略作成 プロモーション活動

サプライチェーン構築
販売体制構築及びトレーニング実施

ユーザーニーズ確認と優先順位付け

ソフトウェア開発・デザイン確認・機能別評価
評価資料作成・ソフトウェア評価

ユーザビィリティ評価

操作説明書作成

概要設計、必要な技術のフィージビィリティ

画像処理プラットフォーム選定

★

開発スケジュール再検討

Customer Feedback ・IB Suppoer 

Phase2 コンセプト検討・決定

Phase2 開発 ・ 評価

販売開始

システム評価

★
H31/4月

薬事申請

★
H31/6月

国内上市予定

(一変申請の場合)

★
H31/12月

国内上市予定

(新規申請の場合)

★
H33/3月

US上市

★
H32/4月EU上市
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(2) 投資回収計画 

 ① 国内 

 H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

H37 

(2025) 

H38 

(2026) 

薬事申請時期      ●              

上市時期     ●              

支出額 0.33 0.59 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  うち補助対象 0.22 0.39 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  うち自己負担 0.11 0.20 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

売上高（単位：億円） 7.35 7.35 7.35 8.51 9.77 11.14 12.61 14.21 15.93 17.79 

販売数量(単位:台) 15 15 15 17 20 22 25 28 32 36 

 ② 海外 

 H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

H37 

(2025) 

H38 

(2026) 

薬事申請時期           

上市時期           

支出額（単位：億円）           

 うち補助対象           

 うち自己負担           

売上高（単位：億円）           

販売数量（単位：台）           

 ③ 国内・海外合計 

 H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

H37 

(2025) 

H38 

(2026) 

支出額（単位：億円） 0.33 0.59 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 うち補助対象 0.22 0.39 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 うち自己負担 0.11 0.20 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

売上高（単位：億円） 7.35 7.35 7.35 8.51 9.77 11.14 12.61 14.21 15.93 17.79 

販売数量（単位：台） 15 15 15 17 20 22 25 28 32 36 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

上記投資回収計画においては、本事業によって SPECT/CT 装置への買換え率が上がることと(年間 5%)、

GE 全体のマーケットシェアが上がることを想定している(年間 5%[SPECT 含む])。 

この投資回収計画で売上として見ているのは、SPECT/CT 装置買換え率上昇及びマーケットシェア拡

大による SPECT/CT 装置売上増加部分を本ソフトウェアの売上として評価した。 
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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”   

GE ヘルスケアによる販売により、国内外への販売ネットワークを持つ。 

 

 2) ビジネス体制 
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(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 実績無し 

 

 2) 知財戦略検討状況 

 実績無し 

次年度必要に応じて特許申請予定。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

システム構成の都合上、社内の他の開発と同期を取る必要があり、依存関係によって本開発の遅れ等

リスクとなりうる。現在、定期的に依存先の開発をチェックすると同時に、本プロジェクト側もフレキ

シブルに対応し、遅れを最小限にとどめるように工夫している。 

 

 4) 販売戦略等 

 QMS 等の品質保証体制 

イサナドットネット株式会社担当者へのQMSに関わる必要なトレーニングはGE側でGEの手法に則

って行い、また Document 作成等の OJT を通して経験を積んでもらっている。 

 

 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 既存製品の組み合わせ or 新規プラットフォ

ームで申請するか検討中。 

 

① 特になし。 

 

知財 ①開発過程で発明が生まれる可能性もあり。 ①必要に応じて適時に特許出願する。 

技 術 ・

評価 

①プラットフォーム開発の遅れ。 ①機能の取捨選択をしながら遅れを最小限にと

どめる。 

その他

事業化

全般 

①システムリリースの方法がクリアに定まって

いない。 

①関係部門と対応を検討中。 
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1.6 平成 29 年度補助事業の成果概要 

(1) 補助事業の事業概要 

SPECT-CT フュージョンアプリケーションの開発・事業化 

 

(2) 補助事業終了時までに完成する試作品の概要 

試作品名 概要 

SPECT/CT フュージョンアプリケー

ション（仮） 

画像処理装置の上で動作する SPECT と CT 画像をフュージョンするソフトウェアアプリケーション 

 

 

(3) 平成 29 年度の補助事業の成果と今後検討すべき課題 

平成 29年度実施内容（業務計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

①有用性の普及（慶應義塾大学病院） 

1)国内・海外学会・研究会での有用性発表 

平成 29年 9 月 

泌尿器画像診断・治療技術研究会 論文

発表 

平成 29年 10月 

日本核医学会、日本口腔外科学会 ラン

チョンセミナー発表 

 平成 29年 12 月 

RSNA学会論文発表 

 平成 30年 2月 

呼吸器イメージング研究会発表 

 平成 29年 9月～平成 30年 2月 

呼吸器イメージング研究会発表の為の

エビデンス作り 

 

▶ 

【進捗 100％：○】 

1)国内・海外学会・研究会での有用性発表 

 平成 29年 9 月 泌尿器画像診断・治療技術研

究会 論文発表済 

 平成 29 年 10 月 日本核医学会、日本口腔外

科学会 ランチョンセミナー発表 

平成 29年 9 月～10 月 

 平成 29年 12月 RSNA 学会論文発表 

 平成30年2月 呼吸器イメージング研究会発

表 

 各学会発表のエビデンス作り 

 

▶ 

 

②コンセプト設計（GEヘルスケア・ジャパン

/イサナドットネット/慶應義塾大学病院） 

1)画像処理プラットフォーム選定（GEヘル

スケア・ジャパン） 

 将来性やアクセスのし易さ、使い勝手を

考慮して決定し、プラットフォーム開発

▶ 

【進捗 90％：○】 

 

1) 画像処理プラットフォーム選定: 

複数の画像処理プラットフォームを選定済。プ

ラットフォームの開発のスケジュールとサポー

トする機能に依存しており、作業開始が若干遅

▶ 
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平成 29年度実施内容（業務計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

チームと合意する。 

 

 

2)ユーザーニーズ確認と優先順位付け（GE

ヘルスケア・ジャパン/イサナドットネッ

ト/慶應義塾大学病院） 

慶應義塾大学病院中原先生と社内マーケ

ティング担当者、営業担当者とディスカ

ッションし、 

- 機能的なニーズ 

- 求められる操作性 

といったアプリケーションの概要を理解

し、ストーリーボードを作成する。セッ

ションは月に 1 回程度開催し、ストーリ

ーボードをアップデートしていく。 

アプリケーションは機能毎に分類し、ス

クラム開発で定義されるユーザーストー

リーに展開した上で管理する。ユーザー

ストーリーは優先度をつけ、重要な機能

から実装していく。 

 3)概要設計、必要な技術フィージビリティ

完了（GE ヘルスケア・ジャパン/イサナ

ドットネット） 

利用するプラットフォームを含めたシス

テム構成の大枠を設計し、実装に必要と

思われる技術的課題を調査、解決する。 

調査において技術的及びユースケースに

おけるリスクは出来る限り洗い出し、リ

スクリタイア方法の検討も含めて将来の

オフィシャルなリスクアセスメントに備

える。 

この段階でクリアになっているユーザー

ストーリーは全て展開され、実装が開始

できる状態となる。実装に入る前に

Software 開発のツールの準備(Code の

Repository や Bug の tracking)ルール決

れるとともに必要な仕事が計画よりも増えるこ

とが見えてきた。対策の検討を行い、必要な作

業、スケジュールを見直した。 

2) ユーザーニーズ確認と優先順位付け: 

 フィードバックセッションを月１で実施。 

 ユーザーニーズをより正確に把握するためア

プリケーションのモックアップを作成し、ワー

クフローとニーズと機能の優先順位付けを継

続して行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 概要設計、必要な技術フィージビリティ完了： 

 採用するプラットフォームの最新情報をベー

スにしたフィージビリティを一旦完了した。今

後、パーツのリリース毎にさらに詳細を調べつ

つ実装する。 

 ユーザーニーズのタスクブレイクダウンは進

めている。 

 ワークフローに伴うユーザーエラー検討一旦

完了。ユーザーテスト等通して今後必要に応じ

て追加していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラットフォームのパーツのリリース毎の関係

する機能調査と詳細設計 -> 次年度へ持ち越し 



 

13 

平成 29年度実施内容（業務計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

めも行う。 

 

③ソフトウェア開発（GEヘルスケア・ジャパ

ン/イサナドットネット/慶應義塾大学病

院） 

1)ソフトウェア開発（GEヘルスケア・ジャ

パン/イサナドットネット） 

平成 29年 12月～平成 30年 2月 

第一回目の PI(Program Increment)実  

施。 

開始前に PI Planning を開催し、各

sprint で実装するユーザーストーリ

ーを、実現性を考慮して選択、優先順

位付けする。 

PI Planning で決めた内容・優先度に

基づき、実装する。実装の為の詳細設

計情報に関しては Dashboard 上に記録

し、正式 Document 発行時にまとめる。 

最後の Sprintは次の PIの準備を行う。 

平成 30年 3月～平成 30年 5月(次年度に

またがる) 

第二回目の PI Planning 実施。 

決めた内容・優先度に基づきソフトウ

ェア開発を実施する。 

2)デザイン・有用性確認（GE ヘルスケア・

ジャパン/イサナドットネット/慶応義塾

大学病院） 

 第一回目の PIが終わるころ、今回実装し

たソフトウェアデザインや使い勝手、有

用性が期待通りであるか、慶應義塾大学

病院中原先生に評価頂く。(フィードバッ

クセッション) フィードバックは次の PI

に反映する。 

3)ソフトウェア機能評価（GE ヘルスケア・

ジャパン/イサナドットネット） 

現在の QMS で求められる Water Fall 開発

▶ 

【進捗 80％：○】 

 

 

1) ソフトウェア開発（GEヘルスケア・ジャパン/イ

サナドットネット） 

第一回目 PI Planning: 必要なタスクとアクセプ

タンスクライテリアの定義、Planを行い、実際に開

発作業を始め、完了した。 

 

第二回目 PI Planning に必要なタスクとアクセプ

タンスクライテリアの定義、Planを行い、実際に作

業を開始している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) デザイン・有用性確認（GE ヘルスケア・ジャパ

ン/イサナドットネット/慶応義塾大学病院） 

 第一回目 PI開発が終わる位から、フィードバック

セッションを開始、これまでに 4回実施した。 

 

 

 

 

 

3) ソフトウェア機能評価（GE ヘルスケア・ジャパ

ン/イサナドットネット） 

それぞれの PI、Sprint 毎の受け入れ評価は Product 

▶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) ソフトウェア機能評価（GE ヘルスケア・ジ

ャパン/イサナドットネット） 

  詳細設計書と評価手順書を作成。 
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平成 29年度実施内容（業務計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

と、SCRUM 開発の Gap を埋めるために、PI ご

とに部分 Verification を行い、最終的な V&V

時の品質 Riskを担保するようにする。 

Owner のチェックで行っているが、設計書、評価手

順書の作成にはまだ至っていない。 

 

 次年度へ持ち越し 

⑤薬事申請（GE ヘルスケア・ジャパン） 

1)薬事戦略 

決定したプラットフォームの上で開発す

る本アプリケーションの薬事申請が一変

なのか、新規であるのか、認証か承認の

区分も含めて確認する。 

 

▶ 

【進捗 100％：○】 

1)薬事戦略 

プラットフォームは確定し、一変でいく方針をたて

た。次年度以降継続的にリスクを見ていく。 ▶ 

 

 

⑥ソフトウェア販売（GEヘルスケア・ジャパ

ン） 

1)市場調査 

本アプリケーションは核医学検査依頼を

している診断科医をターゲットに販売戦

略を立てたいと考えているので、製品コ

ンセプトのレビューを兼ねて、本機能の

臨床上の有用性、及び、依頼科・放射線

科医の先生方の要望についてマーケティ

ング調査を行う。 

具体案としては、学会ランチョンセミナ

ーを開催しお客様のフィードバック収

集、及び、調査会社を使って偏りのない

国内・海外における本機能の臨床上の有

用性・要望に関するマーケティング調査

を行う。尚、海外調査は GE側から出資す

るものとする。 

2)販売戦略作成 

市場調査結果を元に、本アプリケーショ

ンと SPECT/CT の販売戦略を立てる。 

 

▶ 

【進捗 70％：△】 

 

1)市場調査 

複数学会・研究会でのアンケート実施済。 

アンケート、カスタマーインタビューをベースにリ

ーンスタートアップの方法に則ってターゲットカス

タ マ ー と そ の ペ イ ン ポ イ ン ト 、 MVP[Minimum 

Valuable Product]の再定義を行い、ビジネスストー

リーを再構築した。 

また今後の本アプリケーションの浸透にも役立てる

よう、Clinical outcome の見直し、Brush up を行っ

た。 

▶ 

 

 

1)市場調査 

引き続きマーケティング調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)販売戦略作成 

上記調査の結果より作成。−＞ 次年度持ち越し 

⑧QMS に沿った設計書やアウトプットの準備

（イサナドットネット/GE ヘルスケア・ジ

ャパン） 

1)QMS Training 

・GEヘルスケア・ジャパン 

▶ 

【進捗 80％：○】 

 

 

1)QMS Training 

医療機器開発に必要な QMS の知識はトレーニングを

▶ 
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平成 29年度実施内容（業務計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

GEが新製品開発に携わる従業員に実施し

ている社内 QMS トレーニングをイサナド

ットネット担当者に受講してもらい、記

録を残す。 

 ・イサナドットネット 

  GEが新製品開発に携わる従業員に実施し

ている社内 QMS トレーニングを受講し、

社内に必要なコンテンツを展開してもら

う。 

2)設計仕様書(概念・詳細) （GE ヘルスケ

ア・ジャパン/イサナドットネット） 

Software 構造設計、概念設計 Fix 

Software 詳細設計 Fix 

 

3)Code 管理(設計アウトプット) （GE ヘル

スケア・ジャパン/イサナドットネット） 

Software Code の Version管理 

4)機能評価（GE ヘルスケア・ジャパン/イ

サナドットネット） 

Software 機能評価の実施 

 

実施することで習得済み。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)設計仕様書 

本開発の概要、FMEA などの設計資料のドラフトを作

成、一旦発行した。正式なレヴェルのドキュメント

は社内マイルストーンに合わせて次年度以降発行さ

れる。 

3)Code管理 

GE用 Github での管理を開始した。 

 

4)機能評価 

それぞれの PI、Sprint 毎の受け入れ評価は Product 

Owner のチェックで行っているが、設計書、評価手

順書の作成にはまだ至っていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)機能評価 

Document を用いた機能評価は次年度に持ち越

し。 
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(4) 29 年度の到達点（総括） 

本年度の成果 

イサナドットネット開発者の GE 社内登録等社内システム作業の遅れや、採用するプラットフォームの開発の遅れ等により、立ち上げ/設計に遅れ

が生じてしまっているが、以下の成果を出すことができた。 

1) システム構成: アプリケーションを搭載するシステムとその搭載方法に関して Global および各Function と継続的に打ち合わせを行いシステム

構成をある程度 Fix した[System/Software Architecture 参照]。 

2) Story Board: 3 回の Feedback セッションを通して、User Workflow の概形はほぼ完成し、完成度のある Story Board を作成することが出来た

[Story Board 参照]。その中で新たに検討すべき技術課題も見つかり調査を進めている。 

3) Task 洗い出し: 1), 2)をベースに必要なタスクの洗い出しを行い、開発を開始している。 

4) QMS トレーニング: イサナドットネットの開発メンバーには QMS トレーニング受講や、実際の Document 作成時の Review を通して Rule や

Risk の考え方等理解してもらいながら開発を進めてもらっている。 
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1.7 補助事業の振り返り 

(1) 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）。 △一部
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。 △一部
SWOT分析は十分に行っていますか。 △一部
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。 △一部
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。 △一部
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。 △一部
臨床試験、申請、認可まで想定したスケジュールは明確かつ妥当ですか。 ○十分
コア技術の開発戦略は明確になっていますか。 ○十分
どのような効果があるか明確になっていますか。 ○十分

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 ○十分
どのようなリスク（含む禁忌）があるか明確になっていますか。 △一部

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

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

PMDAとの調整が進んでいますか。 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。 △一部
当該製品に必要な先行特許についてはライセンス等で使用できるようになっていますか。 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。 ○十分

コア技術に関して、どのように保護するか（権利化／ブラックボックス）は明確になっていますか。 ○十分
権利化に必要な新規性だけではなく進歩性が明確になっていますか。 ○十分
必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。 △一部
意匠等の他の産業財産権について検討していますか。 △一部
知的財産の権利化またはノウハウ保護に対する予算・体制・規程は確保されていますか。 ○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。 △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。 ○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。 △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。 △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。 ○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。 該当せず
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。 該当せず

その他

知的
財産

薬事

市場

基本
戦略

販売・
物流

事業
収支

開発
戦略
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(2) 平成 29 年度補助事業を振り返って改善すべきだったと考える点 

 1) 事業体制 

特定 User・病院様だけと事業を開始するのではなく、事業開始前に複数施設様と評価契約を締結して

おくべきだった。事業計画の後半に予定はしていたが、最初から含めておいた方が良かったと思う。 

 

 2) 事業の進め方 

当初既存製品の上で開発する予定であったが、将来性・アクセサビィリティを考えて新規プラットフ

ォーム上で開発することを決めた。新規プラットフォーム上での開発は、進みが遅いことや分からない

事・見えていない部分が多いので (1st runner が故の)、もっとフィージビリティの期間や社内調整の期

間を設けるなどすればよかった。 

 

 3) その他 

アルゴリズム評価の為複数データ使用を依頼していたが、個人情報保護法の改訂によりデータ管理の

セキュリティがより厳しくなったこともあり、データを病院外に持ち出せないことが分かった。(慶應大

学病院様の IRB 委員会の回答による) 現在は他施設様からのデータ購入の交渉を行っているが、本ケー

ス同様の患者データを使った開発は今後より厳しい状況になると予測される。 

 



 

19 

(3) 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 

SPECT/CT 画像読影ワークフロー改善 特に無し  

確定診断・治療計画・患者説明可能な

Fusion3D 画像提供 

特に無し  

対象疾患：骨転移、肺血栓塞栓症 (予定) 特に無し  

機器スペック・

ビジネスモデル 

汎用画像診断装置ワークステーション も

しくは 核医学装置ワークステーション(予

定)と同じプラットフォームで開発する。 

Health-Cloud(Imaging Fabric)というクラ

ウド対応の新しいプラットフォームで開発

する。 

従来プラットフォームと Pros/Cons を社内

検討した結果、将来性、アクセサビィリティ、

事業化の実現性が高かった左記プラットフ

ォームに決定した。 

汎用画像診断装置ワークステーション も

しくは 核医学装置ワークステーション(予

定)に搭載する。 

CT System に 新 規 リ リ ー ス す る

Application Box に搭載する。 

新しい画像処理プラットフォームで開発

した製品を搭載する Capability があった為。 

SPECT/CT System の普及に貢献するアプリ

ケーション (詳細は 1. 2).1.②参照下さい) 

特に無し  

事業化体制 医療機関：慶應義塾大学病院 医療機関：慶應義塾大学病院、他複数病院 

(コンソーシアム外) 

特定 user・病院の意見だけでなく、複数

user・病院の意見を取り入れて製品開発する

ことを明文化する為。 

ものづくり中小企業：イサナドットネット 特に無し  

製販企業：GEヘルスケア・ジャパン 特に無し  

事業化計画（開

発･薬事・上市

スケジュール） 

開発期間：～2019年 3 月 開発期間：～2019年 12月 Application Box の一部として薬事申請・

販売を行うこと想定しており、その製品開発

について当初申請時から遅れが生じてしま

った為。 

薬事申請：2019年 4月 薬事申請：2020年 1月 上記同様 

薬事上市：2019年 6月 (新規の場合は同年

12 月) 

薬事上市：2020年 3月 (新規の場合は同年

9 月) 

上記同様 

 

(4) 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 一変なのか新規なのか。 現在は一変を想定しているが、第 3 者認証機関と一緒に引き続き検

討は続けていく予定である。 

Class 分類はⅡなのか、Ⅰなのか。 画像処理ワークステーションなどプラットフォーム部分は ClassⅠ

であるが、その上で動く医療機器ソフトウェアは ClassⅡ分類を想定

している。よって、本ソフトウェアも ClassⅡで申請予定である。た
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領域 指摘事項 対応 

だし、今後も薬事規約変更などを想定して、継続して伴走コンサルな

どで確認をしていきたい。 

知財 製品を守るためにも知財は重要になるのできちんと検討し、必要な

特許申請はやってもらいたい。 

更に、海外展開を考える時は PCT を視野に入れて特許戦略して欲

しい。 

IP チェックに関しては製品開発プロセスの中に入っているので、今

後行っていく。元々の見通しでは特許になるものは無いと考えていた

が、ワークフローの検討で特許になる可能性のあるものが出てきたの

で、今後検討していく。ただし、アルゴリズムの場合公開することも

リスクになり得るので注意して取り扱う。 

開発後の特許調査が“該当せず”になっているが、Release 後は侵

害を Check しなければならない大事な所。 

社内のプロセスに則って、Release 後も特許侵害がないか確認して

いく。 

技術・評価 SPECT は全身撮影可能なので、骨・肺だけでなく多分野・他科に

も拡大していって欲しい。 

Phase2 など、次の拡張ソフトウェア開発を検討したい。 

そ の 他 事 業

化全般 

一人の先生の声を製品にして、売れずに終わってしまうプロジェク

トは多い。このプロジェクトがそうで無いことをのぞむ。 

製品の開発プロセスの中で、何回かのカスタマーフィードバックを

受けるポイントがあり、そこにより多くのユーザーを巻き込むことに

より製品の質を高める。また学会での発表のフィードバックでもユー

ザーの興味が高いことが見えていることや、初期の市場調査からも

Business case として成り立つと考えており、今後より詳細に

Business case を Brush up し確度をあげていく。 

製販の形は、製造組み込み(Option で ON/OFF 切り替え)なのか、

現地で CD インストールするのか？ 

Forward 製品は製造組み込みで、各病院毎に Option ON/OFF で対

応するが、IB 製品に対しては、CD・DVD 販売を想定。 

Upgrade の形態はどうするのか？ CD・DVD で一部ソフトウェアを上書き(パッチ)予定。 

 

(5) 継続条件への対応状況 

継続条件 対応状況 

医工連携事業化推進事業では、ものづくり中小企業の支援を目的としてい

るため、イサナドットネット株式会社の医療分野への新規参入促進（ソフト

ウェアの開発プロセス習得）に配慮して、同社が事業化の主体となりうるよ

うな育成を考慮した事業計画とすること。 

 本開発を通して、医療機器の開発プロセスを理解してもらう予定である。 

現在までに医療機器開発に必要な知識のトレーニングは完了している。 
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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） 

(1) 平成 30 年度の事業概要 

30 年度はソフトウェア開発がメインとなり、31 年度のメインが評価となるため、大部分の実装が完了し動作するものができあがっていることがゴ

ールとなる。また開発と並行して、開発に直接関係し、QMS で求められる Document の作成も行っていく。Document の最終 Release は翌年になる

が、Agile SCRUM 開発を行うため常に継続して情報を蓄積していくようにする。ソフトウェアの正式な評価は翌年になるが、Agile SCRUM 開発な

ので、各 Sprint 毎にソフトウェアの品質を確認し、また継続的な Feedback を得ることでソフトウェアの完成度を高めていく。また、上市後に速やか

に販売活動を実施できるよう、販売戦略作成・プロモーション活動を 30 年度に進めていく予定である。 

 

(2) 平成 30 年度補助事業の実施内容 

項目名 実施主体 具体的な内容 

① 有用性の普及 (項目 1) 慶應義塾大学病院 国内・海外学会・研究会での有用性発表。 

② ソフトウェア開発 (項目 3.1) イサナドットネット 機能優先順位に従って、開発を実施。Agile SCRUM に従い、開発アイテムを短期

間サイクル毎に計画し実装・確認をしていく。短期間サイクルを複数束ねた期間の最

後に③④の確認と評価を実施する。 

③ デザイン・有用性の確認(項目

3.2) 

イサナドットネット /慶應義

塾大学病院/GE ヘルスケア・

ジャパン 

一定期間毎にソフトウェアデザインや使い勝手、有用性確認のフィードバックセッ

ションを実施。頂いたフィードバックは次の開発へのインプットとして扱う。この時、

複数の病院/User とのセッションを計画する。 

④ ソフトウェア機能評価 (項目

4.3) 

イサナドットネット 一定期間毎に開発した機能評価を実施し、早い段階で不具合を発見し、最終 V&V

の Risk 分散を図る。 

⑤ 販売戦略作成 (項目 6.1) GE ヘルスケア・ジャパン 市場調査を行い、販売対象科・Clinical Value の確定及びアプローチ戦略作成。 

⑥ プロモーション活動 (項目 6.2) GE ヘルスケア・ジャパン 学会・論文発表やメディア・雑誌等を使った宣伝活動。 

⑦ QMS に沿った設計書やアウトプ

ットの準備 (項目 8) 

イサナドットネット 開発と並行して、弊社 QMS ルールに従った設計仕様書及び開発に必要なドキュメ

ントを発行する。Review/Approve プロセスでの GE からの Feedback を通して、医

療機器開発に必要な QMS の理解を深める。また、Code 管理、機能評価計画・実施・

結果の発行も行う。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 

GE ヘルスケア・ジャパン株式会社 研究開発部 

〒191-8503 東京都日野市旭が丘四丁目 7番 127号 

電話: 042-585-5298 / FAX: 042-585-5730 / E-mail: kazuyuki.ohmura@ge.com 

 

 


