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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エアでニーズに答え、日本

から世界に発信していきたい。 

 

  
  

SPECT-CTフュージョンアプリケーションの開発・事業化

SPECT Function mapping CT ソフトウェア（機能情報が見える・扱える）
GEヘルスケア・ジャパン株式会社、イサナドットネット株式会社、慶應義塾大学病院

H29-003

簡単にわかりやすい核医学情報をご提供

有効なのに分かり難い核医学画像

イサナドットネット株式会社のご紹介

⚫ 核医学画像は機能画像なのでそのままでは分かり難い
⚫ 通常CT画像と併用して読影するが時間がかかる
⚫ CT画像との融合表示をすると読影品質は改善されるが

読影や加工に時間がかかる
⚫ 確定診断・治療方針決定ができる画像を簡単に提供する

事が求められている

⚫ 簡単な操作でCT画像に核医学機能情報を融合表示できる
⚫ 核医学情報が分かり易くなり読影時間を短縮できる
⚫ 診断品質の底上げに貢献できる
⚫ 患者にも分かり易い

Class Ⅱ
（想定）

ソフトウェア技術の開発・提供を通して、「人間尊重」の社会を
次世代に残すことを企業理念にしており、高度で希少性の高
い技術開発でリーダーシップを発揮することを技術方針として
掲げている。本事業の経験で得た医療機器ソフトウェア製造
に関するノウハウをもとに、医療ニーズ実現のためのソフト
ウェア技術提供を事業として進めていく。

写真１

写真2

2018年12月時点

SPECT

Function

mapping CT

表示

SPECT画像

CT画像

申請

医療機関

慶應義塾大学病院
•ニーズの提供
•設計の評価、確認
•有用性の確認

製販企業
第一種医療機器製造販売業［13B1X00150］

GEヘルスケアジャパン (株)
•開発のとりまとめ, 製品化
•製造, 販売, 保守
•ものづくり中小企業へのQMS教育

DQS Japan 株 

承認

顧客
（国内、米国、カナダ、欧州他）

ものづくり中小企業

イサナドットネット(株)
• 製品アプリケーション設計, 開発, 評価

• 医療機器開発の社内体制の構築

代表機関

PL

中

補助事業実施体制

2018年12月時点

SL

•設計の評価、確認
•有用性の確認

旭川医科大学病院
埼玉医科大学病院

国立国際医療研究センター
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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 2020 年 1 月に薬事申請(新規認証)をし、2020 年 9 月

に上市を目指す。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。 

 

薬事申請方法としては、薬事取得済みの医療機器(e.Box)と同様に SPECT 画像を取り扱う単体ソフト

ウエアアプリケーションとして申請する計画である。 

認証品目：e.Box (イーボックス) 

一般的名称：X 線 CT 診断装置用プログラム 

製造販売業者：GE ヘルスケア・ジャパン 

クラス分類：ClassⅡ 

新規認証届けを行うとした根拠としては、本アプリケーションは e.Box と同様の環境で動作するアプ

リケーションであり SPECT 画像を取り扱うということ以外にはシステム構成的に違いが無いこと、本

アプリケーションで使われている機能は AW(「汎用画像診断装置ワークステーション」)上で既に心臓向

けアプリケーションとして上市実績があり、今回はそれを他臓器へ展開するアプリケーションであるこ

と、が挙げられる。 

 

 

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 

検討の結果新規薬事認証で進めることを考えている。新規認証を行うとした根拠：本アプリケーション

で使われている機能は AW(「汎用画像診断装置ワークステーション」)上で既に心臓向けアプリケーショ

ンとして上市実績がある。今回はそれを他臓器へ展開するアプリケーションであること。 

機器等の種類 
汎用画像診断装置ワークス

テーション  (予定) 
クラス分類 

ClassⅡ (予定) 

製品名 e.Box-SPECT(予定: 仮名) 分類名称（一般的名称） 
汎用画像診断装置ワークステ

ーション用プログラム(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 新規 (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  

 

 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 2020年 1月* 20 ― 年－月 

上市時期 2020年 9月 20 ― 年－月 

想定売上（上市後 3年目） 10.21億円／年（2022年時点） －億円／年（20－年時点） 

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

想定シェア（上市後 3年目） 59％（2022年時点） －％（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

2019 年 4 月から 2020 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。 
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 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エア。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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e.Box

SW

SPECT-CT e.Box-SPECT

SPECT-CT

SPECT-CT
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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）

であり、弊社は SPECT 装置については 36%、SPECT/CT 装置については 44%のマーケットをシェ

アしている。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、本ソフトウエアを導入す

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。したがって、SPECT/CT

導入率と売り上げ数が増え、年間約 2 億～3 億円（10%～15%のシェア増）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 

国内市場規模 6.75 億円 20 億円 16 億円 12.6 億円 

国内シェア 12％ 30％ 15％ 42％ 

海外市場規模 387.6 億（＄） 96.9 億（＄） なし 157M USD 

海外シェア 28％ 7％ なし 31％ 

売価 約 6 百万 約 10 百万 約 6.5 百万 約 5 千万円 

保険償還 点数 2000 点 2000 点 2000 点 1800 点（SPECT）＋

900 点（16 slice CT）

or 750 点 （ 6slice 

CT） 

クラス分類 Class1 Class1 Class1 Class1 

 

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エアを持っている。ソフトウエ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エ

アはない。 

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

ソフトウエアはない。 

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

フトウエアはない。 
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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 

(継続審査承認前提の最新スケジュールであり、継続が停止されたため現状のスケジュールは未定) 
2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 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

イサナドットネット
医療機器開発事業参入

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

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

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

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2020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

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2019
年4月から2020年１に変更し、上市時期も同
様に2020年3月(新規の場合は2020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。

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。

社内プログラムの調整が進み、スケジュール
の落とし込みが進んできたため、販売戦略関
連のスケジュールを修正した。

イサナドットネット社内でのQMS Process整備
のスケジュールを追記した。

サプライチェーン構築

★
2020/4月EU上市

販売体制構築及びトレーニング実施

★
2019/12月

国内上市予定

(新規申請の場合)

★
2019/秋

医療機器ソフトウェア開発支援事業

リリース予定

ユーザビィリティ評価

★
2020/3月

国内上市予定

(一変申請の場合)

★
2020/9月

国内上市予定

(新規申請)

★
2022/3月

US上市

薬事申請準備薬事戦略

★
2020/1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

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

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

★
2019/4月

薬事申請

★
2019/6月

国内上市予定

(一変申請の場合)

★
2021/3月

US上市
★

2021/4月 EU上市サプライチェーン構築

イサナドットネット社内QMS整備

★
2019/2月

大学との共同研究

プレスリリース予定

★
2019/秋

国内メーカーの医療機器ソフトウェア

開発実績のプレスリリース予定

★
2021/3月

iSO13485認証取得予定
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(2) 投資回収計画 

 ① 国内 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

薬事申請時期      ●              

上市時期      ●             

支出額 0.33 0.59 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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

  うち自己負担 0.11 0.20 0.19 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 7.73 8.92 10.21 11.60 13.11 14.74 16.50 

販売数量(単位:台) 15 15 15 15 18 20 23 26 29 33 

 ② 海外 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

薬事申請時期 － － － － － － － － － － 

上市時期 － － － － － － － － － － 

支出額（単位：億円） － － － － － － － － － － 

 － － － － － － － － － －  

 － － － － － － － － － －  

売上高（単位：億円） － － － － － － － － － － 

販売数量（単位：台） － － － － － － － － － － 

 ③ 国内・海外合計 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

支出額（単位：億円） 0.33 0.59 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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

 うち自己負担 0.11 0.20 0.19 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 7.73 8.92 10.21 11.60 13.11 14.74 16.50 

販売数量（単位：台） 15 15 15 15 18 20 23 26 29 33 

※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エアの売上として評価した。 

上記投資回収計画により、本事業への投資は上市後すぐに回収できることが分かる。 

 

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。この結果、薬事申請時

期を 2019 年 4 月から 2020 年 1 月に変更した。さらに薬事申請を一部変更から新規申請に変更したこ

とで、申請から承認までの期間が延びることにより、両方の状況を合わせて上市時期、上市後 3 年目の

日付も同様に変更した。  
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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” 

国内外への販売ネットワークを持つ GE ヘルスケアによる販売により、日本のみならず海外も含め

て販売を拡げていくことができる。また医療機器開発業者として、顧客からのフィードバックを取り入

れていくプロセスを持っているので、製品の継続的な改善が可能であり、これによって製品の陳腐化を

防ぎ、ビジネスとして継続的な販売を実現していくことができる。 

 

 2) ビジネス体制 

 
⚫ イサナドットネット株式会社と慶應義塾大学病院（学校法人慶應義塾）と 3 者間でコンソーシア

ム協定を締結済み。 

⚫ イサナドットネット株式会社とは NDA・委託契約締結済み。 

⚫ 慶應義塾大学病院（学校法人慶應義塾）とは委託契約を締結済み。 

  

医療機関

慶應義塾大学病院
•開発機器の導入
•臨床経験の普及と教育
•臨床ニーズアドバイザー

製販企業
第一種医療機器製造販売業［13B1X00150］

GEヘルスケアジャパン (株)
•製品化、販売促進[マーケティング, 営業]
•製造・販売、保守[サービス]
•製品の不具合修正・設計記録管理[サポート]
•知財のとりまとめ

顧客
（国内

ものづくり中小企業

イサナドットネット(株)
• 医療機器開発ノウハウの蓄積
• 製品の不具合修正・評価
• 改訂履歴の記録
• 技術・コードの移管
• 設計記録の移管

中

上市後のビジネス体制

2018年12月時点

申請

FDA等

承認

GE
Healthcare

(USA)

GE
Healthcare

Europe

GE 
Healthcare 

China

GE
Healthcare

India

顧客
（米国、カナダ、欧州他）

PL

SL

•臨床での利用とフィードバック

代表機関

旭川医科大学病院
埼玉医科大学病院

国立国際医療研究センター
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(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

⚫ 新規認証届けを行うことに決定 

検討の結果、SPECT 画像を取り扱う単体ソフトウエアアプリケーションとして新規認証届を行うこ

ととした。理由として、本アプリケーションは弊社薬事取得済みの医療機器 e.Box と同様の環境で動

作するアプリケーションであり SPECT 画像を取り扱うと言うこと以外にはシステム構成的に違いが

無いこと、本アプリケーションで使われている機能は AW(「汎用画像診断装置ワークステーション」)

上で既に心臓向けアプリケーションとして上市実績があり、今回はそれを他臓器へ展開するアプリケ

ーションであること、が挙げられる。 

 

 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） 

開発を通して抽出された特許提案を 4 件作成し社内での Review 中 

 

 3) 開発戦略検討状況 

⚫ 開発リスクの明確化と対応 

プロジェクトとして途中で停止してしまったため、社内での活動を来年より開始できるかどうかの

検討を進めている。 

 

 4) 販売戦略等 

特になし。 

 

 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 e.Box の SPECT 対応版としてアプ

リケーション単体での認証とする。 

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 特許にできそうな Item を提案書としてまと

め、社内レビュー中（日本での Review は完了

している）。引き続き申請のプロセスを進め

る。 

技 術 ・

評価 

① プラットフォーム開発の遅れ。 ① 現状目立った遅れは見られないが、必要に応

じて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 2018年度補助事業の成果概要 

(1) 補助事業の事業概要 

本年度はアプリケーション実装の大部分を完了することを目指す。これと並行して、QMS で求められる Document も作成していくが、今回の開発は

Agile SCRUMのスタイルで進めるため、Water fall 開発とは違い、開発 Documentを継続して発行していくことで情報を蓄積する。ただし、QMSとし

ての体裁の整った Document release は翌年度となる予定である。同様にソフトウエアの評価に関しても QMS Official な評価は翌年度になるが、あ

る一定期間(例えば 3ヶ月)毎(PI：Program Increment と呼ぶ)にソフトウエアの品質を確認し、また継続的な Feedbackを得ることでソフトウエアの

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準備を 2018年度に進めていく予定で

ある。 

 

(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エアアプリケーション。 

 

 

(3) 2018年度の補助事業の成果と今後検討すべき課題 

2018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 

・2018年 10 月 ヨーロッパ核医学学

会での発表 

・2018年 11 月 日本核医学学会での発

表 

日本には SPECT/CT ユーザーが海

外に比べまだまだ少ない現状がある。

かつ、最新技術を取り入れようという

先駆者的な先生も少ない。海外学会で

本サーフェースプロジェクションを用

いた診断の有用性を発表することで、

▶ 

【進捗 95％：○】 

1) 国内・海外学会・研究会での有用性発表 

 中原先生が 10 月開催のヨーロッパ核医学学会、

11月開催の日本核医学学会に参加。本アプリケーシ

ョンで用いている表示方法の有用性を発表。国内、

海外の先生から好評を得た。（来年のベルギー核医

学学会から招待） 

2) 論文投稿 

顎骨浸潤検証に関して、昨年 RSNA で発表した内容

に数症例を追加して、顎骨浸潤の 3D Fusion 画像が

手術ナビゲーションに有用であることを Journal 

of Cranio-Maxillo-Facial Surgery に投稿中。 

下顎骨骨髄炎/骨壊死に関してアジア口腔外科学会

で 3D Fusion 画像と病理で比較検証し、3D Fusion

▶ 

 

-引き続き国内外学会での有用性発表および論

文の発表を進めていく。 
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2018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 

日本の先生方への認知度を上げ、また

賛同してくれる先生を一人でも多く増

やしたい。発表によって海外医師の目

線での評価・フィードバックも得られ

るため、それらをソフトウエアに組み

込むことで質の高いフュージョンアプ

リケーションが国内開発できることも

期待している。海外発表は、本邦発の

ソフトウエア開発の一環として初期評

価報告・中間評価報告をするものであ

って、海外で事業を行うための発表で

はない。 

・○○年○月 整形外科領域での論文

発表 

昨年度は口腔外科領域、呼吸器領域で

の啓蒙活動を行うことができたが整形領

域においての啓蒙が出来ていなかった。

よって、本年度では整形外科領域で本ア

プリケーションの有用性を知ってもらう

為に論文発表を試みたいと考えている。

具体的な雑誌、時期などを含めこれから

定義していく。 

が有用であることを発表済（2018/11/8-11）。論文投

稿を年始に計画している。 

③ソフトウエア開発 

（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) ソフトウエア開発 

本ソフトウエアは Agile SCRUM 方式

に則り、数 sprints を一つの単位

(Program Increment)として計画セッ

ション(Program Increment Planning)

▶ 

【進捗 80％：○】 

 

 

 

1) ソフトウエア開発 

- Agile SCRUM方式に則り、第三回 PI、第四回 PI

を完了し、第四回 PI までに実装したプロトタイプ

を用いて第一回 Formative test を行った。残念な

がらプロトタイプとしての完成度の都合上第四回

▶ 

 

 

 

 

 

- 2 月の Formative test さらに来年度に計画さ

れる Formative test に向けてアプリケーショ

ンを継続して開発。 
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2018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 

とユーザーのフィードバックセッショ

ンを実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

･ソフトウエア開発（GEヘルスケア・ 

ジャパン） 

2018年 4月～2018年 6月 第三回目の

PI 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

付けを行い、計画を立てる。各 PIでの

開発機能はフィードバックセッション

や優先順位によって最終確定は PI 

Planning 時に行われるが、現時点での

予定開発機能は以下である。アルゴリ

ズム開発においては PI5 の早い段階ま

でに開発を終わらせることを計画して

いる。アルゴリズムの検証は製品開発

とは別にプロトタイプを用いて行うこ

とが可能であり、スケジュールリスク、

リソースの観点から試作品作成を外注

に依頼をし、それを使って事前検証を

PI を若干延長したため、第五回 PIの開始が遅れて

しまい、現在 1.5ヶ月程度の遅れで進めている。 

-社内別部署開発のプラットフォーム (Image 

Fabric)側もタイムリーにサポートをもらってい

る。 

 

-開発と並行して QMS に求められるドキュメントの

ドラフト作成、改訂を行っている。 

 

- アルゴリズムプロトタイプ完成。ソフトへの組み

込み、アルゴリズムパラメータ調整、パフォーマン

ス調整を進めている。 

 

 

･ソフトウエア開発（GEヘルスケア・ジャパン/イ

サナドットネット） 

- 計画書にあるとおり、PI3、PI4にて Formative 

test #1 に使う Prototype を想定の上ユーザース

トーリーを選択優先漬けして、sprint を計画し、

開発を行った。 

外注に依頼した以下のアルゴリズム検証用のプ

ロトタイプは予定通り完成し、事前検証の上

Imaging Fabric(実際の製品の環境)へのインテ

グレーションを完了した。 

i. Surface Mapping 

ii. Metal Artifact Reduction 

iii. 顎の抽出 

iv. 全身骨の抽出 

v. 肺の抽出 

EIS Platform 環境構築に関しては Schedule を

 

 

- 継続的に開発側とコミュニケーションしな

がら遅れを最低限にするように開発を最適化

しながら進める。 

 

-仕様書、設計書、評価プランを作成していく。 

 

 

-アルゴリズムの実行パフォーマンスを向上さ

せる 

 

 

 

- 開発したアプリケーションを Edge(EIS 

Platform)上で動作するようにインテグレーシ

ョンする（アプリケーション-Imaging Fabric-

Edge環境）。 
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2018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 

行う。 

 

Surface Mappingアルゴリズム開発 

メタルアーティファクト除去、顎の抽

出アルゴリズム Tuning及び開発 

Imaging Fabric 新規アーキテクチャ

の Transfer 

アルゴリズム評価用の環境セットア

ップ 

EIS Platform 環境の構築 

 

各 PI及び Springで実施するユーザー

ス ト ー リ ー は PI Planning 後 に

Software Development Plan に記載さ

れ、その承認を行う。開発の主な分担と

してはアルゴリズム開発を担当する。 

実装の為の受入基準を Dashboard e-

tool(Rally)上に記録し、各 sprint 

review 時それに従って各々ユーザース

トーリーの受入を行う。各 sprint 開始

時には sprint planning を実施し、前

sprint の状況を加味して PI Planning

で立てたユーザーストーリーの見直し

を行う。 

sprint 内にアサインされたユーザース

トーリーは受入基準を満たすよう完了

する。 

最後の Sprintは必要に応じて次の PI

の準備を行う。 

 

見直した上で、まだ必要でないことが判明した

ので、実施を先延ばしにしている。 

 

- Formative Test#1 完了後引き続き PI5 を計

画、実行中。Prototype に見合う機能を実装する

ために PI4を若干延長したため、PI5は開始が 1.5

ヶ月程度遅れて進めている。 

 

 

- 各 PI/Sprint で実施するユーザーストーリー

は Dashboard e-tool(Rally)を用いて管理し、PI

開始時には Grooming session、Sprint の開始時

には Sprint planning、完了時には Sprint review

を行って、必要に応じて軌道修正しながら開発を

進めている。また PI 開始時に実施するユーザー

ストーリーを Software Development Plan に記

録している。 

 

- QMSに関係する Document に関しては Draftの

状態ではあるが以下の Document を作成完了、あ

るいは継続して作成している 

✓ FMEA 

✓ CMT 

✓ User Requirement Specification 

✓ System Requirement Specification 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 来年度も引き続きおよそ 3ヶ月毎の PIをプ

ランし、優先順位を見直しながら開発を進めて

いく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 仕様書、設計書、評価プラン以外の QMS とし

て求められる Document も必要なタイミングに

合わせて正式発行を行っていく。これらの作業

を通してイサナドットネットのメンバーに QMS

として必要なドキュメントとその内容、ルー
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2018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 

  2018 年 7 月～2018 年 9 月 第四回目の

PI 実施 

上記同様 

本 PI で予定している開発項目は以下

の通り。 

Surface Mappingアルゴリズム開発 

全身骨の抽出アルゴリズムの Tuning

及び開発 

肺の抽出アルゴリズムの Tuning 及び

開発 

 

  2018 年 10 月～2018 年 12 月 第五回目

の PI 実施 

上記同様 

本 PI で予定している開発項目は以下

の通り。 

Surface Mapping アルゴリズムの

Tuning 

  2019 年 1 月～2019 年 3 月 第六回目の

PI 実施 

上記同様 

本 PI で予定している開発項目は以下

の通り。 

EIS Platform 及び Micro Cloud との 

連結 

 

･ソフトウエア開発（イサナドットネット） 

2018 年 4 月～2018 年 6 月 第三回目の

PI 実施 

開始前に開催される PI Planningに出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ル、医療機器として開発で考慮すべき点等の理

解を深めていただく。 
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2018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 

席し、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

先順位付けを一緒に行い、一緒に計画を

立てる。 

各 PI及び Springで実施するユーザー

ストーリーはPI Planning後にSoftware 

Development Planに記載し、その発行を

行う。開発分担としてはアルゴリズム開

発以外のソフトウエアの実装全てを行

う。各 PI での開発機能はフィードバッ

クセッションや優先順位によって最終

確定は PI Planning時に行われるが、現

時点での予定開発機能は以下である。 

メタルアーティファクト除去アルゴ

リズムの実装 

顎の抽出アルゴリズムの実装 

Review Step 及び Tool Panel 実装 

Imaging Fabric 新しい環境への移行 

アルゴリズム評価用の環境セットア

ップ 

 

PI Planningで決めた内容・優先度に

基づき、Dashboard e-tool(Rally)上に

定義された受入基準を満たすよう実装

を行う。各ユーザーストーリー実現の為

に必要であればタスクに分割し、各々詳

細設計情報を定義する。各詳細設計情報

は正式 Document発行時にまとめる。 

各 sprint 開始時には sprint planning

に参加し、前 sprint の状況を加味して
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2018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 

PI Planning で立てたユーザーストーリ

ーの見直しを一緒に行う。 

 

  2018 年 7 月～2018 年 9 月 第四回目の

PI 実施 

上記同様 

本 PI で予定している開発項目は以下

の通り。 

カラーLUTの取り込み及び実装 

Multi Volume の取り込み及び実装 

全身骨の抽出アルゴリズムの実装 

肺抽出アルゴリズムの実装 

 

  2018 年 10 月～2018 年 12 月 第五回目

の PI 実施 

上記同様 

本 PI で予定している開発項目は以下

の通り。 

Surface Mapping アルゴリズムの実  

装 

フロントカットの実装 

位置合わせの実装 

各 Review Step Layout の反映 

 

  2019 年 1 月～2019 年 3 月 第六回目の

PI 実施 

上記同様 

本 PI で予定している開発項目は以下

の通り。 

  DICOM Service の取り込み 
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2018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 

  SPECT Loading の取り込み、もしくは

Convert Tool 製品化 

  Segmentation Step の実装 

  SaveState の取り込み及び実装 

  Micro Cloud 上での動作 

 

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） 

 

・GEヘルスケア・ジャパン 

一定期間毎にソフトウエアデザイ

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。 

2018年 4月～2019年 3月  

義塾大学病院中原先生との Feedback 

Session 実施 

約 2 sprints毎に実装したソフトウ

エアデザインや使い勝手、機能、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、デザインに反映する。また必

要に応じて Project の進捗摺り合わ

せを行う。 

フィードバックセッションは毎月 1

回の計 12 回を予定している。各セッ

 

 

 

 

 

 

2)デザイン、有用性確認 

-慶應義塾大学病院中原先生との Feedback 

Session を月一回継続して行い、ユーザインターフ

ェースデザイン、アルゴリズム、Visualization に

関してフィードバックをいただき、結果を継続的に 

ユーザーストーリーに反映させている。 

- 並行して中原先生に直接使ってみていただくソ

フトウエアの提供の準備を進めているが、QMS上の

理由による提供方法が定まらず、提供の開始が予定

よりも遅れてしまっている。これにより、アルゴリ

ズム評価の効率が上がっていない。 

-各大学毎の申請手続きルールの違いへの対応等

契約手続きに若干時間がかかり当初予定よりも開

始が遅れてしまったが、10/30-31に旭川医科大学様

（泌尿器科+放射線科）、 11/9に埼玉医科大学様（放

射線科）にて第一回 Formative test を開催した。

引き続き第二回開始に向けて金沢大学様（放射線

科、 整形外科）、国立国際医療研究センター様（放

射線科、歯科口腔外科、泌尿器科）との契約を進め

ている。第二回は 4サイトにて契約完了、日程調整

の所要期間を想定し、二月に行う予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Feedback session は月一回のペースで定期的

に開催し、アプリケーションの Brush up をお

こなっていく。 

 

 

 

 

- 提供方法に対して見通しが立ったので、年明

けから準備し、2月には提供できるようになる

予定。 

 

 

 

-引き続き来年度も Formative test および

Summative test を行い、アプリケーションの品

質を高めていく。またこのための残りの契約を

滞りなく進め、計画に遅れの出ないようにす

る。 
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2018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 

ションで実施した内容、頂いたフィー

ドバックは開発ドキュメントとして

記録に残す。 

 

  2018 年 9 月、12 月、3 月 他大学病

院との Feedback Session 実施 

PI 毎に実装した機能のデザイン・ワ

ークフローを他施病院の先生から評

価頂く。フィードバックは次の PI に

反映する。実施したフィードバックセ

ッションは開発ドキュメントとして

記録に残す。 

 

･イサナドットネット 

一定期間毎にソフトウエアデザイ

ンや使い勝手、機能、有用性確認のフ

ィードバックセッションに参加。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。 

2018 年 4月～2019年 3月 慶應義塾

大学病院中原先生との Feedback 

Session 実施 

約 2 sprints毎に実装したソフトウ

エアデザインや使い勝手、機能が期待

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

やデザインに反映する。フィードバッ

クセッションは毎月 1 回の計 12 回行

われ、その準備と参加を行う。 
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2018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 

 

･慶応義塾大学病院 

一定期間毎にソフトウエアデザイン

や使い勝手、機能、有用性確認のフィー

ドバックセッションに参加にし、臨床

上の観点からフィードバックする。 

 

2018年 4月～2019年 3月 

Feedback Session 実施 

約 2 sprints 毎に実装したソフトウ

エアデザインや使い勝手、機能、有用性

が期待通りであるか、レビューする 

(フィードバックセッション)。 必要に

応じて Project の進捗摺り合わせを行

う。フィードバックセッションは毎月 1

回行われ、計 12回参加する。 

 

3）ソフトウエア機能評価（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） 

 

 ・GEヘルスケア・ジャパン 

現在の QMSで定義される Water Fall

開発では Verification は実装が完了

してから実行するが、Agile SCRUM で

は sprint 毎に実行可能なプログラム

が提供され実装ごとにテストを行う必

要がある点、および最終段階での

Verification で問題が発生したとき

の手戻りの Riskも考慮し、 PIごとに

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) ソフトウエア機能評価 

-当初 Formative test#1前に部分 Verificationを

行う予定であったが、開発の状況が想定以上に厳し

く、正式に近い Verification Document を作成し、

テストを実行する時間的余裕が無かったため、各機

能毎の Unit Test を準備、実行することで

Formative test 時の品質を担保した。QMS的にはこ

のタイミングでは正式な V&V は求められないので

特に問題にはならない。 

- Bug の Tracking に関しては社内ルール上開発フ

ェーズではなくその前の段階にいるので Bug 

Tracking Tool はまだ使わず Rally にて管理を行っ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-来年度の早期 PI の時点で V&V の Document を

一旦発行、評価を行う。これによって QMS 上の

正式な V&Vの時の Bug を極力減らし、スケジュ
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2018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 

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。 

 

2018年 9 月、12月、3月 ソフトウエ

ア機能評価 

毎 PI の最後の Sprint でソフトウエ

ア評価を実施する。(9 月中旬、12月中

旬、3月中旬予定)評価開始までに、実

装した機能について作成された評価手

順の Review や評価方法のアドバイス

を行う。必要に応じて評価も実施する。

また、評価結果の残し方、評価で生じ

た bug や failure の Tracking 方法に

ついてもアドバイスをする。Bug や

Failure は Defect Management System

に 従 い 、 Dashboard e-tool(Track 

Wise)に登録して管理をしていく。 

 

 ・イサナドットネット 

現在の QMSで定義される Water Fall

開発では Verification は実装が完了

してから実行するが、Agile SCRUM で

は sprint 毎に実行可能なプログラム

が提供され実装ごとにテストを行う必

要がある点、および最終段階での

Verification で問題が発生したとき

の手戻りの Riskも考慮し、 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

ールに遅れが出ないように考慮する。 

 

 

 

 

 

- 上記 V&V のタイミングに合わせて、社内の

Bug Tracking Tool の利用を開始する。 
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2018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 

る。 

 

2018年 9 月、12月、3月 ソフトウエ

ア機能評価 

毎 PI の最後の Sprint でソフトウエ

ア評価を実施する。(9 月中旬、12月中

旬、3 月中旬予定) 評価前に実装した

機能についての評価手順を作成し、そ

れに従い評価を行う。評価結果は正式

評価レポート(開発資料)として QMS に

従い Review され、正式開発 Review 会

までに発行し、GE 社内に保管する。尚、

本評価で生じた bug や failure は

Defect Management System に従い、

Dashboard e-tool(Track Wise)に登録

して管理をしていく。 

⑥ソフトウエア販売 

（GEヘルスケア・ジャパン） 

1)販売戦略作成 

 2018年 4月～2019年 3月 

市場調査をもとに、販売対象科・

Clinical Value の確定及びアプローチ

戦略作成 

  ビジネスプランの確認と検証 

  

 

2)プロモーション活動準備 

2018年 4 月～2019 年 3月 

・ 学 会 発 表 に よ る 宣 伝 活 動 及 び

Clinical Needs 確認 

▶ 

【進捗 30％：△】 

 

1) 販売戦略作成 

- 11 月に SPECT の開発を行っているイスラエルの

Team にアプリケーションコンセプトの紹介とプロ

トタイプのデモを行った。アプリケーションデモに

関しては非常にポジティブで、今後海外のニーズ調

査や実際の製品リリース計画の調整を進めていく。 

 

 

2)プロモーション活動 

- 10 月のヨーロッパ核医学学会、11月の日本核医

学学会にて中原先生がフュージョンの有用性を発

表、非常に良い反響を得た。ヨーロッパではベルギ

▶ 

 

 

 

-引き続きグローバル各所との調整を進めてい

く。 

 

 

 

 

 

-引き続き学会での発表の準備を進める。グロ

ーバルと連携して日本以外でのプロモーショ

ンに関しても具体的な計画を進めていく（RSNA

等） 



 

24 

2018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 

2018年 10月 ヨーロッパ核医学学

会、2018年 11月 日本核医学学会で

の中原先生の学会発表を元に

Clinical Needs 調査及びユーザーの

開拓 

・ 論 文 発 表 に よ る 宣 伝 活 動 及 び

Clinical Needs 確認 

○○年○月 整形外科領域での論文発表を

元に Clinical Needs 調査及びユーザーの開

拓 

ーの KOL から依頼で、来年のベルギー核医学学会に

招聘されることとなった。 

- 有用性の普及の項にも記載したが、顎骨浸潤検

証に関して、昨年 RSNA で発表した内容に数症例を

追加して、顎骨浸潤の 3D Fusion 画像が手術ナビゲ

ーションに有用であることを Journal of Cranio-

Maxillo-Facial Surgery に投稿中。 

下顎骨骨髄炎/骨壊死に関してアジア口腔外科学会

で 3D Fusion 画像と病理で比較検証し、3D Fusion

が有用であることを発表済（2018/11/8-11）。論文投

稿を年始に計画している。 

⑧QMS に沿った設計書やアウトプットの準備 

（GE ヘルスケア・ジャパン/イサナドットネ

ット） 

 

 QMS に沿った設計書やアウトプットの準

備 

・GEヘルスケア・ジャパン 

開発と並行して、イサナドットネット

担当者による弊社 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

ントを発行する為のサポート。

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の理解を深めてもらう。ま

た、Code 管理、機能評価計画・実施・

結果の発行を行うためのサポートも行

う。 

 

  ・イサナドットネット 

▶ 

【進捗 30％：△】 

 

 

 

継続してドラフトのドキュメント作成を続けてい

る。QMS に沿った設計書やアウトプットの準備、

Review、発行を行うことで経験値を上げている。本

番のドキュメントリリースでは社内の仕様トラッ

キングツールを用いる必要があるが、プロジェクト

構成が未だ特定できないため、当面はドラフトのフ

ォーマットでの作成を続ける。現在以下のドキュメ

ントを作成完了、あるいは継続して作成している 

✓ FMEA 

✓ CMT 

✓ User Requirement Specification 

✓ System Requirement Specification 

特に FMEA や CMT といったリスクアセスメント関連

のドキュメントでは GE のメンバーの OJT を通して

リスクアセスメントの考え方をイサナドットネッ

トのメンバーに学んでもらっている。 

▶ 

 

 

 

 

-仕様書を発行するタイミングまでに仕様トラ

ッキングツール(ALM)でのプロジェクト構成

を Fix し、正式な Document を作成する。 
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2018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 

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。 

 

2)設計仕様書（詳細） 

・GEヘルスケア・ジャパン 

2018年 4月～2019年 6月(次年度にまた

がる) Software 詳細設計 Fix 

URS/SRS/SAD/SDD/UAR/Task 

Analysis/FMEA/RAC/CMT のデザインドキ

ュメント作成へのアドバイスとレビュ

ーを PI毎に必要に応じて実施する。 

 

・イサナドットネット 

2018年 4月～2019年 6月(次年度  に

またがる) Software 詳細設計 Fix 

URS/SRS/SAD/SDD/UAR/Task 

Analysis/FMEA/RAC/CMT のデザインドキ

ュメントを PI 毎に変更点があれば発行

及び改訂をする。 

正式デザインレビューの前には全 

ドキュメント発行及び改訂を行う。 

 

 

3) Code管理(設計アウトプット) 

・GEヘルスケア・ジャパン 

またイサナドットネットのメンバーは、GE での QMS

関連の作業参加、および自社の今後のプロセス立ち

上げの Study 目的で、GE の QMS 関連のトレーニン

グをすべて受講している。 

 

 

 

 

2)設計仕様書 

-継続してドラフトドキュメントを作成中。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Code管理 

-Gitを用いたバージョン管理行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

-引き続き既存のプロジェクトのドキュメント

フォーマットを参考に作成を進めていく。ALM

の構成が決定した時点で、正式なドキュメント

作成に移行していく。 
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2018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 

2018 年 4 月～2019 年 6 月(次年度にま

たがる) Software Code の Version 管

理 tool 

（GitHub を使用) 

GitHub に登録することが履歴及び

Version の管理になるので、作成した

Code があれば Sprint 毎に Code の登録

を行う。 

   

・イサナドットネット 

2018 年 4 月～2019 年 6 月(次年度にま

たがる) Software Code の Version 管

理（GitHubを使用) 

GitHub に登録することが履歴及び

Version の管理になるので、Sprint毎に

Codeの登録を行う。 

 

4) 機能評価 

・GEヘルスケア・ジャパン 

 2018 年 4 月～2019 年 6 月(次年度にま

たがる) Software 機能評価の実施 

Verification 

Plan/Procedure/Summary を Design 

Input に対応する Design Verification

ドキュメント作成へのアドバイスとレ

ビューを PI 毎に必要に応じて実施す

る。 

 

・イサナドットネット 

  2018年 4月～2019年 6月(次年度にま

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)機能評価 

-当初 PI 毎に V&Vを実施することを計画し、PI4 か

ら実施予定であったが、開発の状況が想定以上に厳

しく、正式に近い Verification Document を作成

し、テストを実行する時間的余裕が無かったため、

各機能毎の Unit Test を準備、実行することで

Formative test時の品質を担保した。QMS的にはこ

のタイミングでは正式な V&V は求められないので

特に問題にはならない。QMS に対応する V&V用のド

キュメントは Unit Testのデータをベースに今後作

成、実行していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-来年度の早期 PI の時点で V&V の Document を

一旦発行、評価を行う。これによって QMS 上の

正式な V&Vの時の Bug を極力減らし、スケジュ

ールに遅れが出ないように考慮する。 
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2018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 

たがる) Software 機能評価の実 

   施 

Verification 

Plan/Procedure/Summary を Design 

Input に対応する Design 

Verification ドキュメントを PI 毎に

変更点があれば発行及び改訂する。 

正式デザインレビューの前には全ドキ

ュメント発行及び改訂を行う。 

⑨医療機器開発新規参入促進計画 

（イサナドットネット） 

  

1) 計画作成 

2018年 4 月～2018 年 6月 

本事業内で QMS を習得することで、

自社での QMSを構築するベースとし、

医療機器メーカーを対象に、高度な技

術力で医療機器ソフトウエア開発を総

合的に支援する事業として参入を進め

ていきたい。その過程で医療機器製造

業として登録することも今後検討して

いく。具体的な参入計画の作成を行

う。 

 

2) 計画遂行 

上記 1）で作成した計画をもとにアク 

ションを遂行する。 

 

【進捗 20％：△】 

 

 

- 製品進捗遅延のリカバリーがある程度落ち着

き、現在 3名（実質 1.5 名分の工数）が作業を開始

している。 

-最終目標は ISO13485 および ISO14971 の認証取

得とし、当プロジェクト期間中に整備するべきドキ

ュメント・優先度を決定した。来年度はこの予定に

従って準備を進めていく。 

- 2019年 1月、2月に 

・日本品質保証機構主催の「ISO13485」認証取

得のためのセミナー 

・中小企業大学校主催の「医療機器ビジネスへ

の中小企業参入成功の秘訣」セミナー 

に参加を計画し、セミナーを通して理解を深めて

いく。 

 

 

 

 

 

- 計画通りに作業を進めると同時に、セミナー

受講等を通してさらに理解を深めていく。 

- 本プロジェクトの作業を通して実際の経験

を積んでいく。 

- プロジェクト外ではあるが、新たな受注に対

して本プロジェクトの経験を生かし結果を出

していく。 

⑩知財対応 

（GEヘルスケア・ジャパン） 

1)知財出願アイディア検討 
 

【進捗 80％：○】 

- 特許ネタ出しの打ち合わせを行い、4件の候補が

挙がり、社内 Review を実行中。日本国内での判断

としては 3 件は特許化。現在グローバルの Review 

 

 

- 引き続き特許申請の作業を進める 
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2018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 

2018 年 4 月～2019 年 12 月(次年度にま

たがる) 

開発を通して見つかるアルゴリズムや

使い勝手の新規性から知財出願できるア

イディアがないか検討する。新規アイデ

ィアがあれば特許出願をする。 

中。 
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1.7 補助事業の振り返り 

(1) 補助事業の到達点（総括） 

事業概要でも記載したとおり、本年度はメインの部分の開発を進めていく年度であり、昨年度の終了か

ら本年度の補助額決定までの機関作業が停止していたことによる遅れ等多少ありつつも以下の様な成果

を本年度は上げることができており、また年度の終わりまでに継続して作業を行っている。 

1) ソフトウエア開発･プロトタイプ立ち上げ: Docker ベースの Web アプリケーションとしてプロト

タイプシステムを構築し、Browser からアプリケーションを立ち上げられるようにした（添付画像

参照）。またベースとなる計算アルゴリズムの実装を行い、プロトタイプにインテグレーションを

行った（計算時間の最適化はこれから）。これまでに、プロトタイプシステム上に顎と骨用にセグ

メンテーションステップ（金属アーチファクト低減）と SPECT セッティングステップの実装を行

い、年度内にレポートステップの実装と肺用の実装を完了させる予定。 

 

 

2) ソフトウエア評価: 月一回の慶応大学中原先生との Feedback session および PI4 完了後の

Formative test#1 を通して有用なフィードバックをいただいた。これらは SCRUM の User Story

として登録され、PI5 以降の実装に取り込んでいく予定である。また年度内に PI5 をベースにした

Formative Test #2 を 2 月に実施予定であり（対象は放射線科、泌尿器科、整形外科、 歯科口腔外

科）、さらにカスタマーフィードバックを得る予定である。 

3) QMS 関連: 本年度はイサナドットネットのメンバーに実際にドキュメントを作成してもらいなが

らプロセスや考えるポイントを理解してもらっている。特にリスクアセスメントに関しては医療機

器としての必要な考え方を理解してもらえていると考えている。 
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(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 

本年度継続予定であったが補助金が途中で終わってしまったためプロジェクトとしては開発途中で停

止せざるを得なかった。 

(3) チェックリストによる自己評価結果 
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(4) 2018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 

体制としては特に大きな問題は無かったと思われる。 

 

 2) 事業の進め方 

昨年の改善点からつながるが、Formative test を依頼する病院との契約に想定以上に時間がかかって

しまっている（数ヶ月単位）。それぞれの病院の契約形態の違いや、契約までの手続きの違い、あるいは

承認者の違い等で効率よく進められなかったり、必要な承認が増えることが原因。やはりかなり先行して

進めておくべきであった。 

上記のような問題や、昨年度の終了から今年度の補助額決定までのタイムラグ等々、いわゆる開発の本

質的ではない部分での細かい遅れが全体の遅れに少なからず寄与している。社内の開発で経験の無い事

象も多く、あらかじめ予測することが難しいものが多いこともあり、スケジュールにもう少し余裕を持た

せておくべきであった。 

 

 3) その他 

昨年度同様、予算の申請方法に対して弊社側の誤解で品目を間違えたものがいくつかあり、これによっ

て使いたいものに対して使えない（転用できない）ものが出てきてしまい、会社の自己負担が増えてしま

っている。今後気をつけたいと思うが、こういった契約になれていないこともあり、正直難しい。申請受

け入れの時に AMED の方から何かしらのアラームをいただけると大変助かる（少なくとも自分たちより

も経験が豊富と思うので）。 
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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 

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 

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。 

Edge というクラウドアプリケーション実

行環境上で Image Fabric という新しい画像

処理プラットフォームで開発する。 

社内調整の結果、必要な実行環境がすべて

決定した。 

CT System に 新 規 リ リ ー ス す る

Application Box に搭載する。 

CT が新規リリースした Application Box

と同様のソフトウエアとして SPECT 用に作

成する。 

薬事の申請の分類を再検討した結果に合

致させるため。 

SPECT/CT System の普及に貢献するアプリ

ケーション  

特に無し。  

事業化体制 医療機関：慶應義塾大学病院、三重大学、

他複数病院 (コンソーシアム外) 

医療機関：慶應義塾大学病院、旭川医科大

学、他複数病院 (コンソーシアム外) 

三重大学が不参加となったため。 

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 12月 特に無し。  

薬事申請：2020年 1月 特に無し。  

薬事上市：2020 年 3 月 (新規の場合は同

年 9月) 

薬事上市：2020年 9月 申請が新規と変更になったため。 

 

(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 一変なのか新規なのか。 再度薬事部と協議。Application Box が CT に関してのみの記載と

なっていたため、SPECT 対応として別途新規に申請（認証）を行う

こととなった。 

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。 

必要な特許提案をすべて出し、グローバルなレビューを行ってい

る。社内ルールに従って海外申請も含めて決定し、特許申請を行って

いく。 

技術・評価 クラウドアプリケーションと言うことでセキュリティ的には問題

ないのか。 

基本的には院内の Machine を用いる院内クラウドであり、このア

プリケーションを用いることで外につながることはなく、セキュリ

ティ的には問題ない。 
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領域 指摘事項 対応 

そ の 他 事 業

化全般 
医療費削減効果についてどのように検討されているか。 本アプリケーションが提供する Visualization により 3 D で直感

的に見やすくなることで、用いない場合よりも診断時間を削減する

ことができる。これまではこの Visualization を作成するためにマニ

ュアル作業で 1 時間必要だったものが 5 分で行えるようになり、よ

りたくさんの診断ができる。 

イサナドットネットの医療機器開発への新規参入プランの進捗：

GE ヘルスケア・ジャパン以外の企業との医療機器ソフトウエア開発 

電子カルテシステム等を販売する国内メーカー向けにイサナドッ

トネットが開発支援していた診療支援システムに対し、メーカー側

が新たに製造販売業を取得し医療機器として認証を受ける計画であ

り、イサナドットネットが引き続き開発と申請に必要な詳細設計等

のドキュメント作成を担当することになった。 

イサナドットネットの医療機器開発への新規参入プランの進捗：

イサナドットネット内部の QMS 構築 

・本事業内を通じて、GE ヘルスケアのプロセスでのドキュメント作

成・リリースを実施中である。 

・スケジュールにも記載したとおり、本事業また他企業の医療機器

ソフトウエアの薬事申請とも並行し、本事業での経験をもとにイサ

ナドットネットの医療機器ソフトウエア開発支援事業ビジネスのた

め、社内の QMS や体制を構築していく計画である。 

 

(7) 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

ウエ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。 

本開発プロジェクトとしては、Document 作成等の作業を通して、GEとして

の QMS プロセスを継続理解してもらう。また並行してイサナドットネットと

しての体制構築も本プロジェクトの期間中に進めていく。これらの結果とし

て、来年度のイサナドットネットの受注案件として認証取得のためのドキュ

メント作成をとることができるようになっている。 
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1.8 2019年度以降の実施内容に関する計画（案） 

当初 2019 年度は開発の最終年度であり下記の様な計画で進める予定であったが、補助金が停止されたことで本年度の開発の目処が立たなくなって

しまった。現在は来年度から社内での開発が再開できるかどうかを検討している。 

--- 

2019 年度は開発の最終段階を継続しつつ、これまで開発してきたものを QMS 上で完成させ、薬事申請に持っていくことが目標となる。このため

Agile SCRUM での開発と並行して蓄積してきたドキュメントのデータを QMS に見合った Document として完成させ、発行していく。また QMS と

して正式な V&V を行い、Software を製品として担保すると同時に、実際の上市に向けて必要な作業を進めていく。上市に向けた作業に関しては最

終的には SPECT を開発しているイスラエルのサイトと協業して行う必要があるため、先方と調整しながら作業を進めていく（今年度既に調整は開始

している）。 
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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 技術本部研究開発部 

〒191-8503 東京都日野市旭が丘 4-7-127 

電話: 042-585-5111 Email: http://www3.gehealthcare.co.jp/ja-jp/forms/inquiryform 

 

 


