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1. 事業の概要 

 PAは高血圧患者の 1割を占める危険な高血圧である。手術で完治できるが、AVS 成功率は 60％程度と

低く、PA診断治療は黎明期にある。 

PA スクリーニングと左右局在診断ができる小型 PA診断装置を開発し、AVS成功判定システムと併せ、

診察室や手術室等で PAの一貫した診断治療を可能とする。 

国際内分泌学会の KOLや JETROの協力を得て、PA 一貫治療を世界に展開することにより、成長市場を

創出する。 

 

 

 

AVS成功判定システム等の国際的普及とFDA/TGA取得のための開発・海外展開

危険な高血圧、アルドステロン症高血圧治療を世界に普及！
国立大学法人金沢大学大学院 ・ トラストメディカル株式会社

H29-028

診断ﾎﾞﾄﾙﾈｯｸを解消するAVS成功判定ｼｽﾃﾑと
手術室で使える 小型PA診断装置により PA診断
治療一貫ｼｽﾃﾑを構築し広く世界に普及させる。

世界的課題：危険な高血圧なのにPA治療は黎明期

トラストメディカル㈱は、FDA/TGAなどを取得し、国際
内分泌学会KOLと共にPA治療の世界普及に努める

 課題１：AVS失敗が多すぎて安心して治療できない。
 課題２：複数入院を含むPA診断期間が長過ぎる。
 課題３：危険な高血圧なのに殆ど治療されていない。
 課題４：診断のﾎﾞﾄﾙﾈｯｸ解消技術が完成している

のに啓蒙不足で普及していない。

 処置室や手術室ですぐに結果が出せる。
 PA小型診断装置が完成すれば、PAｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ・

AVSによる左右局在診断・摘出手術の全てが処置
室・手術室で直ちに行える。

PAｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞから手術まで最短１週間も夢ではない。
（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞは１日、AVS以降は１泊２日も可能）

Class Ⅰ
（想定）

体外診断システム開発のトラストメディカル㈱は「ものづくり中
小企業・製造販売業者」として、世界の学会KOLの協力を得て
本事業を推進・統括する。 平成28（2017）年11月時点

国際共同研究

相談申請

医療機関

金沢大学附属病院
• AVS実施指導
• AVS国際共同研究参加
• FDA臨床試験参加

製販・製造企業
第三種製造販売業［28B3X10016］
医療機器製造業［28BZ200090］

トラストメディカル(株)
• 小型PA診断装置開発
• AVS成功判定システム臨床評価推進
• FDA/TGA取得

医薬品医療機器総合機構
（PMDA）

助言承認

国際共同研究
（ＥＵ、米、豪、露、台、韓 他）

代表機関

中

SL

補助事業実施体制

PL

国際内分泌学会

各国 内分泌学会

臨床評価

ＪＥＴＲＯ
・各種国際調査事項
・ＦＤＡコンサル等調整
・各国販売代理店調査

新輸出大国コンソーシアム

臨床評価協力病院

英国：Cetral Manchester University 

Hospital

米国：Michigan Stete University

イタリア：Padva University Hospital

オーストラリア：
Fiona Stanley Hospital

Royal North Shore Hospital

Princess Alexandra Hospital

台湾 ：National Taiwan University 

Ｈｏｓｐｉｔａｌ
マレーシア： Hospital Putrajaya
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1.1 事業の目的 

「医療現場の課題、ニーズ」 

原発性アルドステロン症（PA）は、高血圧患者の 10％程度を占め、心筋梗塞や脳梗塞を高率で引き起

こす危険な疾患である。PAの原因が副腎の良性腫瘍にある為、その治療は、PAスクリーニング→PA確定

診断→AVS（副腎静脈サンプリングの略語：カテーテルにて両副腎静脈から採血して腫瘍の左右局在診断

を行う）→腫瘍の腹腔鏡下摘出という順に行われ、適切な治療をすれば完治が可能である。各ステップの

診断において、診察室や手術室という医療現場で結果を出せる小型の装置が無いため、診断の都度外部検

査センターの結果を待つこととなる。そのため診断だけで入院を含め３ヶ月も掛かる事があり、数度の入

院を要するなど患者の負担も大きい。 

更に、カテーテル先端が副腎静脈に入ったことを判断するツールが無いため AVS の失敗が多く、成功

率が低い(60％程度〔JCEM：http://intmed2.w3.kanazawa-u.ac.jp/endocrine-diabetes〕)という問題が

ある。そのため患者負担が大きい上に診断が成功しないなら PA 治療に取組んでも意味が無いとする病院

も多く、結果的に PA診断の入り口である PA スクリーニングさえほとんど行われず、AVS失敗は PA 診断

治療の大きなボトルネックとなっている。また、AVS では２つの手技が世界的に拮抗しており、米国は

ACTH負荷有り（副腎刺激剤投与）が大勢であり、ヨーロッパは ACTH負荷無しが優勢である。国毎あるい

は病院毎にも微妙な差が有り世界共通プロトコルへの最適化も必要とされている。 

トラストメディカル㈱・金沢大学・北陸先端大は、ACTH 負荷無し用の AVS カテーテル位置判定キット

（AVS Accuracy Kit：コルチゾール量により発色ラインの濃さが変わるイムノクロマト法）とその読み

取り装置（Capture IR：人により発色読取に差が出ることを防ぐ装置）からなる AVS 室に持込め、成功率

95％程度の AVS 成功判定システムを開発(CE マーク取得)したが、AVS 成功判定システムを周知させる啓

蒙・普及の為の活動ができていないため、欧州での本格的な普及には至っていない。また、米国では ACTH

負荷有りが主流であるため、製品化したシステムの米国向け(FDA取得)には AVS成功判定システムの定量

範囲を変える等の改造が必要である。 

PA スクリーニングでは、高感度化のために化学発光法などが使われているが酵素の安定性が低く反応

ステップ数も多いため大型の検査装置が使用されている。機器が大型のため診断現場には持ち込めず検

体採取から結果を得るまでの時間が長く掛かり患者の居る間には検査できないのが実情である。危険な

高血圧だが手術で完治できるにも拘らず、PA の治療が黎明期に留まっていることが世界的な重要課題に

なっている。そのため国際内分泌学会をはじめ多くの学会で世界に通用する PAの一貫診断治療体制構築

が求められている。 

 

「解決策」 

小型で高精度な診断ができる小型機を開発し、診察室や手術室等での迅速な診断を可能とする事と、

AVS の診断ボトルネックを世界的に解消することで PA の一貫診断治療体制を整備する。更に、その技術

を広めることで PAの診断治療が世界的に行われるようになる。 

小型 PA 診断装置は、蛍光粒子標識免疫測定法を活用して 15 分程度の迅速診断が可能となるよう反応

系の開発が本事業外で進んでいる。本事業では高感度定量装置として光学系や画像合成などの個別要素

技術を検討し小型 PA 診断装置へと仕上げた上で、CE マーク/TGA/FDA の海外薬事認可へと繋げる。技術

発生国である日本の薬事承認も FDA認可には必須と考えられている。 

この小型 PA診断装置を市場に投入すれば、PAスクリーニングが診察室で迅速に行え、AVS後の左右局

在診断も AVS 実施室で迅速に行える。いずれも外注検査の場合より各４日程度早められる。更に本事業

後となるが、PA治療最後の手術においてもその場で手術の成功判定が行えるようになる。 

AVS 成功判定システムは H29 年５月に CE マークを取得したが、海外では西欧人による臨床再評価を求

められることが多く、臨床再評価は今後の課題である。欧州各国で臨床評価から販売へとつなぎ、国際内

分泌学会の PA ガイドラインへの記載、さらには世界各国での PA ガイドラインへの記載と拡げていく。

金沢大学と東北大学もイタリアの国際共同研究のメンバーとして国際内分泌学会向けの臨床データ採取

に協力する。 

AVS時の世界的ボトルネックの解消と、小型 PA診断装置による現場での迅速診断により PA一貫診断治

療体制構築が可能となり、日本発の医療機器として上市、事業化することを目指す。 

PA 一貫診断治療を達成する手順は、世界の KOL の協力を得て、まず AVS 成功判定システムを各国で評

価し有用性を認知してもらうことにより普及させ、世界の診断ボトルネックを解消し、黎明期に留まって
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いる PAの治療を本格化させる。その土台の上に小型 PA診断装置による PAスクリーニングによる迅速診

断を可能とし、PA一貫診断治療体制を構築する。 

 

AVS成功判定システム：海外薬事 

オーストラリア TGA   申請：平成 30年 3月 上市：平成 30年７月 

アメリカ FDA      申請：平成 33年１月 上市：平成 33年 10月 

小型 PA 診断装置：海外薬事 

欧州 CEマーク    申請：平成 32年 12月 上市：平成 33年 4月 

オーストラリア TGA     申請：平成 33年７月 上市：平成 34年 4月 

アメリカ FDA           申請：平成 34年 7月 上市：平成 35年 4月 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：トラストメディカル株式会社 

PL： 児玉 崇（トラストメディカル株式会社） 

SL： 米田 隆（国立大学法人金沢大学大学院） 

共同体： ①国立大学法人金沢大学大学院 
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1.3 最終製品（＝事業化する医療機器） 

(1) -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 血液検査用器具 クラス分類 クラスⅠ 

製品名 AVS成功判定システム 分類名称（一般的名称） デンシトメーター 

対象疾患 原発性アルドステロン症 届出／認証／承認 届出 

想定される販売先 地域中核病院 新／改良／後発 後発 

使用目的又は効果 AVS成功率向上 

薬事申請予定者 
トラストメディカル株式会

社 
医療機器製造販売業許可 28B3X10016 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

トラストメディカル株式会

社 
医療機器製造業許可 28BZ200090 

 2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  EU・TGA・アジア・米国 

薬事申請時期 平成 32（2020）年 12月 

CEマーク：平成 29（2017）年 5月 

豪州 TGA ：平成 30（2018）年 3月 

米国 FDA ：平成 33（2021）年 1月 

上市時期 平成 33（2021）年 1月 

EU  ：平成 29（2017）年 5月 

豪州：平成 30（2018）年 7月 

米国：平成 33（2021）年 10月 

想定売上（上市後 3年目） 2億円／年（平成 36（2024）年時点） 

EU  ：0.03億円/年(平成 32(2020)年時点) 

豪州：0.09億円/年(平成 33(2021)年時点) 

米国：0.07億円/年(平成 36(2024)年時点) 

市場規模（上市後 3年目） 6億円／年（平成 36（2024）年時点） 

EU  ：12.5億円/年(平成 32(2020)年時点) 

豪州：0.50億円/年(平成 33(2021)年時点) 

米国：10億円/年(平成 36(2024)年時点) 

想定シェア（上市後 3 年

目） 
33％（平成 36（2024）年時点） 

EU  :0.2％(平成 32(2020)年時点) 

豪州：18％(平成 33(2021)年時点) 

米国：0.7％(平成 36(2024)年時点) 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

〔 AVS 成功判定システムの目的〕 

原発性アルドステロン症(PA)の一貫治療には、AVS(右図：副腎静脈サンプ

リング)の成功率が低い(60％程度)という大きなボトルネックがある。その

原因は、AVS 時にカテーテルが副腎静脈に入ったかどうかを判定する有効

な手段が無いことにあった。AVS成功判定システムは、AVS 実施ベッドサ

イドで副腎静脈と下大静脈のコルチゾール比を測定することで、カテーテ

ル位置の適否を放射線技師に知らせて AVS の失敗を防ぐ。 

 

〔AVS 成功判定システム構成〕 

右図のように、コルチゾールイムノクロ

マトである AVS Accuracy Kit とリーダ

ーの CaptureIR で構成される。 

 

〔特徴〕 

誰でも・その場で・簡便にコルチゾール

濃度が測定できることが特徴である。 

副腎静脈にカテーテルが入ったと期待されるときに採血し、下大静脈のコルチゾール濃度と比較する

*市場規模は競合品も含めた市場全体としての見込み 
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ことでカテーテルが適切に副腎静脈に入ったことを判定できる。失敗の場合、その場ですぐにカテー

テル操作をやりなおすことができ、結果として AVS の失敗を回避できる。これを AVS 実施室にて実

施できる装置が現在市場に無いことから世界的に有用性が高い。 

 

 
  



6 

(1) -2 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 免疫分析装置 クラス分類 クラスⅠ ＊未確認 

製品名 小型 PA診断装置 分類名称（一般的名称） 移動式免疫蛍光分析装置 

対象疾患 原発性アルドステロン症 届出／認証／承認 届出 

想定される販売先 高血圧治療実施病院 新／改良／後発 後発 

使用目的又は効果 PAスクリーニング・左右局在診断 

薬事申請予定者 トラストメディカル株式会社 医療機器製造販売業許可 28B3X10016 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 
トラストメディカル株式会社 医療機器製造業許可 28BZ200090 

 2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  EU・TGA・アジア・米国 

薬事申請時期 平成 32（2020）年 12月 

CEマーク：平成 32（2020）年 12月 

豪州 TGA ：平成 33（2021）年 7月 

米国 FDA ：平成 34（2022）年 7月 

上市時期 平成 33（2021）年 1月 

EU  ：平成 33（2021）年 4月 

豪州：平成 34（2022）年 4月 

米国：平成 35（2023）年 4月 

想定売上（上市後 3年目） 
0.15億円／年（平成 36（2024）年時

点） 

EU  ：0.1億円/年(平成 36(2024)年時点) 

豪州：0.1億円/年(平成 37(2025)年時点) 

米国：0.5億円/年(平成 38(2026)年時点) 

市場規模（上市後 3年目） 20億円／年（平成 36（2024）年時点） 

EU  ：12.5億円/年(平成 36(2024)年時点) 

豪州：0.50億円/年(平成 37(2025)年時点 

米国：50億円/年(平成 38(2026)年時点) 

想定シェア（上市後 3年目） 0.8％（平成 36（2024）年時点） 

EU  :0.8％(平成 36(2024)年時点) 

豪州：20％(平成 37(2025)年時点 

米国：1.0％(平成 38(2026)年時点)  

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

〔小型 PA 診断装置の目的〕 

小型 PA 診断装置は、原発性アルドステロン症

（PA）の一貫診断治療体制（右図）構築の中心

となる装置である。PA 治療の入り口である PA

スクリーニングではアルドステロンとレニンを

測定する。AVS においては、AVS 成功判定シス

テムで適切なカテーテル位置を確保した上で再

採血を行いアルドステロンとコルチゾールを測

定する。最終工程の手術では、今後副腎部分切除

が可能となればアルドステロンを測定する。 

 

〔測定原理〕 

アルドステロンとコルチゾールは競合法、レニンはサンドイッチ法という違いはあるがいずれの系

も基本的なアッセイは蛍光粒子標識免疫測定法である。 

一般的には、蛍光色素を用いる場合蛍光量で測定するが、小型 PA 診断装置では高輝度の蛍光粒子を標

識にすることから、蛍光量の測定領域に加え、蛍光量では測定できない微量領域は蛍光粒子数（輝点

数）を測定することで高感度を達成する。 

 

 

*市場規模は競合品も含めた市場全体としての見込み 
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〔機構の特徴〕 

蛍光量を測定するだけなら特別な機構は不要だが、粒子数を計数するため内部に蛍光顕微鏡部分を

持ち、高倍率による狭い視野対策と精密な焦点調整が必要となる。これを安価な装置に仕上げること

がポイントである。製造原価 40 万円市価 80 万円を目標とし、単純な機構設計を画像合成などソフト

力で補う設計をする。但しリスク分析や伴走コンサルにおける助言を参考に、一気に安価な部材によ

る検討を行わず、高額ではあっても、より安心な部材にてバラック装置などを

製作し、その後に安価な部材による原価引き下げに挑戦する方向とした。 

売価政策についても大きな競合がない現状を考慮して当初は１５０万円での

上市も視野に入れることとした。 

 

〔設置場所〕 

右図（イメージ）のように小型で手術室にも置けることを前提とする。 
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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 

 

〔ユーザーとしての病院〕 

PA の診断も治療も黎明期にあるので PA一貫診断治療システム（AVS成功判定キット及び小型 PA 診

断装置）の対象は、世界いずれの国でも手術が可能な地域中核病院が対象となる。PAの治療が活発に

なるとユーザーである病院は、地域中核病院⇒中小病院⇒内科開業医へと広がっていく。 

高血圧患者を発見した開業医が PA スクリーニングテストをその場で行なうようになって PA 一貫診

断治療システムの普及が完結する。 

 

〔医療機器を使用するユーザー〕 

キットを用いるのは、AVS 手技を行なう放射線技師あるいは補助検査員である。 

 

〔治療を受けるユーザー〕 

高血圧患者全体が、PA スクリーニングの対象となり、PA と確定する高血圧患者の 10％程度の半分

程度の 5％が AVSや手術の対象となる。 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

 

〔総 PA患者数〕 

 

世界的に PA患者は高血圧患者の 10から 15％と見られて

おり、この割合から世界各地域の PA患者数を推定し右に示

した。その数は世界で１億７千万人と推定され、当面の対

象国では 2,400万人程度と推定される。 

この数値と現在の黎明期市場の状況を考慮して下のように

AVSの市場規模（AVS実施）を推定した。 

 

〔総 AVS実施数〕 

 

AVS 成功判定システムの

市場は、AVS実施数によって

変わる。AVS実施数は厚生労

働省統計が 2011 年しか得ら

れなかったのでその後は

我々が入手した情報を元に

推定した結果を右に示す。 
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〔事業対象品市場〕 

 

世界の医師が AVS に安心して取り組めると気付くことで AVS 実施数の伸びが加速される。そのため

には「AVS成功判定システムにより成功率が上がる」という情報が世界に広がる必要がある。 

本事業はそのために AVS 成功判定システムの世界への啓蒙・普及を行うが、事業終了３年目くらい

までは急速な伸びは見込めない。そのため H35 年までの見通しとしては AVS 実施数を前頁下表のよう

に推定した。この AVS実施数をもとに PA一貫診断治療システム関連の市場と販売を推定する。 

AVS 成功判定システムも小型 PA 診断システムも共に、機器とキットで構成される。AVS 成功判定シ

ステムのキット数は AVS 実施数と同等と見込む。機器の販売数は１病院あたりの AVS 実施数を基に機

器の数を推定する。小型 PA 診断システムは、PA スクリーニング・左右局在診断・摘出手術に関係す

る。PA スクリーニング数は、AVS 実施数の５倍と考え、左右局在診断は AVS 実施数と同じと考える。

手術での使用は、今回は見込まない。 

以上のような前提で AVS 成功判定システムも小型 PA 診断システムの機器とキットの平成 35 年

（2023)までの販売見通しをまとめた。表では事業完了後販売開始のように見えるが、実際には豪州な

ども事業期間内に販売を開始している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

AVS成功判定システムと小型 PA診断システムの 

機器を加えて合計を右に示した。 
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(3) 競合製品／競合企業との差別化要素 

 1) 競合製品／競合企業の動向 

AVS成功判定システムと小型 PA診断システム共に、競合製品は検査センターなどにある大型機器であ

り、競合企業はそれらの大型検査装置を製作する世界の診断機器大手メーカーである。アルドステロン/

コルチゾール/レニンの測定そのものは、大型機でも本事業の診断機器でも同様に測定できるので差はな

い。本事業の機器はいずれも臨床現場で直ちに結果が得られる。競合機器は PA医療の実施場所から検体

を運んで大型の汎用機で測定する。すなわち競合の特徴は、機器そのものの競合というより機器設置場所

あるいは医療現場が検査結果を得るまでの時間の競合にある。 

 

AVSを例として機器による競合の形を示すと次のような差となる。 

患者からの採血をカテーテルにて行い大型機で集中検査室から結果（カテーテル操作の良否）を得る

までには、患者をベッドで寝かせたまま平均１時間程度かかる。AVSにおけるカテーテル操作のエラー率

は平均 40％程度なので、その場合はカテーテルを挿入のまま更に１時間待たせるという方法を取らざる

を得ない。大型機の場合、患者をカテーテル挿入のまま１時間から３時間待たせるか、１時間程度で切り

上げて 40％程度の失敗を許容するかどうかの選択になる。一方本事業の医療機器はいずれも手術室で使

用でき 3～15 分で結果が出るので患者を待たせたまま適切なカテーテル手技を行うことができ、カテー

テル操作のミスがあってもその場でやり直して１時間もあれば 95％以上の成功率で完了できる。 

このように本事業における競合機器は既設の大型検査機器であり、測定そのものの競合ではなく機器

使用場所・簡便性・迅速性で競合している。既存の大型機による現状は臨床現場としては不適格とされて

いるので、適切な価格で本事業の機器が供給されれば臨床現場における競合機器は事実上存在しないと

考えてよい。むしろ市場獲得のための障壁は競合メーカーではなく、AVS成功判定キットなどの存在を市

場に知らせることの困難さにある。 

 

 

 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） 

事業対象機器と市販大型機器の現状を比較するため、競合する装置との関係を下表に示した。 

 

機器 提案機器 海外競合機器 日本競合機器 

メーカー トラストメディカル Immunodiagnostic 

Systems Ltd. 

パーキンエルマージャパン 

国名 日本 英国 日本 

概要 小型 PA診断装置 大型 ELISA診断装置 ガンマカウンター 

型式 未定 IDS-iSYS 2470 WIZARD 

特徴 小型蛍光免疫測定装

置 

化学発光自動免疫測定装

置 

ウエル型ガンマカウンター 

(W)x(D)x(H)mm 200×300×300 1950×900×1600 650×770×640 

重さ 5Kg 1,200Kg 150Kg 

売価 80万円 2,500万円 960万円 
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大型の機器は、自動化することが目的で大量の検体を処理する。小型の手軽な機器は、原価と売価（市

場ニーズ）・自動化と手作業との整合性が難しく、機器とデバイスを同時に製作する必要がある。 

大型機を開発するメーカーが小型機に進出することは意外に難しいことから PA 現場での POCT に向い

た小型機が無いという状態が世界的に続いている。 

 

競合機器との差別化要素は、第一に小さいこと（手術室にも置ける）、第二に簡単なこと（誰でも扱え

る。操作教育が簡単）である。更に短時間でできることと安価であることが求められる。 

 

〔広義の競合について〕 

注意すべき大きな競合は３種あるとみている。 

１．市場浸透の遅れにより大型機が先に病院に入ってしまうこと。 

２．市場が大きくなるにつれ、特許でおさえられていない各国に中国品などの粗悪・安価な競合商品が

出てくること。 

３．AVSそのものを不要とする画期的な飲み薬が出てくること。 

   これらの広義の競合は、しばらく問題にしなくて良いと考えるが準備は必要である。 

この意味で、それぞれへの次のような対策を考えている。 

＊１への対策：世界にトラストメディカルの技術を早く知らせる啓蒙活動を行なう。 

＊２への対策：AVSのカテーテル手技だけでなく、PAならトラストメディカルというような PA一貫 

診断システムを構築してビジネス機会を拡げる。 

＊３への対策：薬を一生のみ続けるより PA手術が日帰りの簡単なものになる研究を行う事だと考えて

いる。 
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1.4 上市（投資回収）に至るまでのプロセス（事業計画） 

(1) 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

試作機開発・改良
【小型PA診断装置】

量産機開発
【小型PA診断装置】

量産機開発
【AVS成功判定システ
ム】

臨床研究

薬事申請

知財対応

販売戦略

上市時期

スケジュール変更理由

事業の実施内容

自主事業の内容

・要素技術開発、試作機開発・改良
　レンズ、センサーなど光学デバイスの検討

　対象を拡げ、後で絞ることに計画変更した
　ため。
･AVS成功判定システム

ｈ米国タイプ検討（ACTH負荷有対応検討・評価）
　臨床評価のキックオフミーティング
　特許先行調査を追記（記入漏れ修正）

（Ａ）AVS成功判定システム等のFDA/TGA取得
のための開発・海外展開

 １．小型ＰＡ診断装置開発
  １）試作機開発
 ２．AVS成功判定システム

  １）AVS成功判定システム臨床評価
  ２）TGA取得
  ３）FDA申請準備

（Ｂ）AVS成功判定システム等の国際的普及
  １）AVS成功判定システムの普及活動
  ２）調査・啓蒙活動

（Ａ）AVS成功判定システム等のFDA/TGA取得
のための開発・海外展開

 １．小型ＰＡ診断装置開発
  １）小型機試作
 ２．AVS成功判定システム

  １）AVS成功判定システム臨床評価
  ２）TGA取得・上市
  ３）FDA申請準備

jjjjjjjACTH負荷用改造評価
（Ｂ）AVS成功判定システム等の国際的普及
  １）AVS成功判定システムの普及活動

  ２）調査・啓蒙活動

（Ａ）AVS成功判定システム等のFDA/TGA取得
のための開発・海外展開

 １．小型ＰＡ診断装置開発
  １）小型機改造
　２）市場評価用試作・市場評価

 ２．AVS成功判定システム・小型ＰＡ診断装置
  １）AVS成功判定システム臨床評価
  ２）TGA取得準備

  ３）FDA申請準備
（Ｂ）AVS成功判定システム等の国際的普及
  １）AVS成功判定システムの普及活動

  ２）調査・啓蒙活動

小型PA診断装置にて使用する「血液検査用コル

チゾールキット」「アルドステロンキット」「レニン
キット」の対外診断用医薬品の開発

小型PA診断装置にて使用する「血液検査用コル

チゾールキット」「アルドステロンキット」「レニン
キット」の対外診断用医薬品の開発

小型PA診断装置にて使用する「血液検査用コル

チゾールキット」「アルドステロンキット」「レニン
キット」の対外診断用医薬品の開発

要素試作･評価

ソフト開発・改造

小型機試作・評価

残技術課題解決

準備 実施

継続実施

ﾐｼｶﾞﾝ大：準備

準備 実施 実施
まとめ

ｺﾝｻﾙﾃｲﾝｸﾞ・FDA申請準備

★H30.7 上市（豪）

改造検討

ソフト改良

★H30.3TGA申請

代理人選定

FDA臨床試験

評価

改良

評価機製作

ソフト開発・改造

評価

国際AVS手技講座開設

まとめ

【小型PA診断装置】

【試作機開発】

【試作機改造】

【AVS成功判定システム臨床評価】

【イタリア AVS国際共同研究】

【TGA】

【FDA】

【AVS成功判定システム】

英国 普及戦略調査

【AVS成功判定システム等の国際的普及

★H33.1FDA申請

★H33.10 上市（米）

【小型PA 診断装置】

★H33.4 上市（欧州） ★H34.4 上市（豪） ★H35.4 上市（米）

【AVS成功判定システム】

【小型PA 診断装置】

★H32.12CEマーキング申請 ★H34.7FDA 申請★H33.7TGA申請

★H33.1 国内上市

★H32.12 国内申請

先行特許調査

●ｷｯｸｵﾌﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

ACTH負荷用読取テスト ACTH負荷用ソフト改造評価

【ACTH負荷用機器検討：FDA対応準備】
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(2) 投資回収計画_１ 

AVS 成功判定システム 

 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（単位：億円） 0.80 1.01 1.02 0.04 0.06 0.09 0.19 0.44 1.43 1.78 

 うち補助対象 0.53 0.67 0.67 － － － － － －  

 うち自己負担 0.27 0.34 0.35 0.0４ 0.06 0.09 0.19 0.44 1.43 1.78 

売上高（単位：億円） － － － 0.15 0.22 0.36 0.77 2.00 6.90 8.61 

販売数量（単位：台） － － － 50 60 80 133 160 200 240 

 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 
 ●

(TGA) 
    ●

(FDA) 
          

上市時期 
 ●
(EU) 

●(豪)     ●(米)         

支出額（単位：億円） 0.80 1.01 1.02 0.03 0.05 0.08 0.16 0.22 0.34 0.52 

 うち補助対象 0.53 0.67 0.67 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.27 0.34 0.35 0.03 0.05 0.08 0.16 0.22 0.34 0.52 

売上高（単位：億円） － 0.02 0.07 0.09 0.18 0.30 0.64 0.91 1.46 2.33 

販売数量（単位：台） － 3 20 30 60 90 128 150 180 210 

 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） 0.80 1.01 1.02 0.07 0.11 0.18 0.35 0.66 1,77 2.31 

 うち補助対象 0.53 0.67 0.67 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.27 0.34 0.35 0.07 0.11 0.18 0.35 0.66 1.77 2.30 

売上高（単位：億円） － 0.02 0.07 0.24 0.40 0.66 1.41 2.91 8.36 10.94 

販売数量（単位：台） － 3 20 80 120 170 261 310 380 450 

※各年 4月～3月の年度で表記。 
※本投資回収計画はリーダーの CaptureIR機器とコルチゾールイムノクロマトである AVS Accuracy Kit
を合算したもので示す。 

 

【数値算出の根拠】 

① 売上 

P.8の(2)1)②に示す世界の PA患者数推定値と 2011年度の AVS実施の厚労省統計より AVSの市場

規模を推定した。本システムの普及は先行する欧州の状況から推測した。CaptureIR機器は 20万

円/台、AVS Accuracy Kit 1万円/キット。 

② 原価 

売上の約 33％と見込む。 
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(2)投資回収計画_２ 

小型 PA 診断装置 

 ④ 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（単位：億円） 0.80 1.00 1.00 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.06 0.10 

 うち補助対象 0.53 0.67 0.67 － － － － － －  

 うち自己負担 0.27 0.33 0.33 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.06 0.10 

売上高（単位：億円） － － － － 0.08 0.09 0.09 0.15 0.19 0.32 

販売数量（単位：台） － － － － 10 10 10 15 19 30 

 ⑤ 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       ●(CE) ●
(TGA) 

●
(FDA) 

        

上市時期         ●(EU) ●(豪) ●(米)       

支出額（単位：億円） 0.80 1.00 1.00 0.02 0.05 0.06 0.05 0.09 0.18 0.32 

 うち補助対象 0.53 0.67 0.67 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.27 0.33 0.33 0.02 0.05 0.06 0.05 0.09 0.18 0.32 

売上高（単位：億円） － － － － 0 0.04 0.14 0.25 0.49 0.88 

販売数量（単位：台） － － － － 0 5 18 31 61 110 

 ⑥ 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） 0.80 1.00 1.00 0.02 0.08 0.09 0.08 0.13 0.24 0.42 

 うち補助対象 0.53 0.67 0.67 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.27 0.33 0.33 0.02 0.08 0.09 0.08 0.13 0.24 0.42 

売上高（単位：億円） － － － － 0.08 0.13 0.23 0.40 0.68 1.20 

販売数量（単位：台） － － － － 10 15 28  46  80  140  

※各年 4月～3月の年度で表記。 
※本投資回収計画は機器の小型 PA診断装置のみの数値であり、診断時に使用される診断キットは含まな
い。 

【数値算出の根拠】 

①売上 

P.8の(2)1)②に示す世界の PA患者数推定値と 2011年度の AVS実施の厚労省統計より AVSの市場

規模を推定した。この AVS実施数をもとに PA診断装置の市場と販売を推定した。PA診断装置の単

価は 80万円/台。 

②原価 

売上の約 33％と見込む。 
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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”   

 
①成功判定システムの競争力を利用し、市場を支配したところで小型 PA 診断装置を上市し PA 一貫

診断治療体制を確立し、PA ならトラストメディカルというブランドを確立することで後発メーカー

に対応したい。 

②AVS 成功判定システムの優位性から国際内分泌学会の世界の KOL たちが非常に協力的である。そ

こで AVS 成功判定システムの普及活動を世界の KOL と共に行い、小型 PA 診断装置が加わることで

PA 一貫システムを世界の KOL と共に普及活動を行う。黎明期という性格上、医療現場はまだ模索中

という状態で世界的な研究動向が市場を動かし、情報の拡がりも学会が情報ルートになっている。そ

こで本商品の情報を、国際内分泌学会の KOL の信認を得て、国際内分泌学会 KOL⇒各国内分泌学会

KOL⇒各国内主力病院という流れを利用することとした。 

③JETRO・各国領事館及びコンサルタントなどによる調査で各国の適切な商社を採用する。 

④①②③を通じて各国の現地代理人兼販売代理店を探し、代理店のネットワークを構築する。すでに

英国・豪州では候補先と打ち合わせ中である。 

 

 2) ビジネス体制 

 

上市後は、各国の商社を通じてトラストメディカル㈱から直接ユーザーである病院に販売する。 

PA は黎明期ということもあって技術革新も治療法の変化も大きいと考えられるので単に同じものを売り

続けるというだけでは競争に負ける可能性がある。そこで販売を直接行って市場の生の声を集めて改善

に活かすと共に、開発段階で協力を得た世界の学会や病院との関係を維持して常に改善活動を続けてい

く予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直接販売

医療機関

金沢大学大学院
• AVS実施指導
• AVS国際共同研究参加
• FDA臨床試験参加

製販・製造企業
第三種製造販売業［28B3X10016］
医療機器製造業［28BZ200090］

トラストメディカル(株)
• 小型PA診断装置開発
• AVS成功判定システム臨床評価推進
• FDA/TGA取得

顧客

（（ＥＵ、米、豪、
露・台、韓、日

他）

代表機関
中

平成29（2017）年11月時点

SL

上市後のビジネス体制

PL

PA治療
普及
事業

学会と協力病院

国際内分泌学会
・各国内分泌学会

• 協力病院

研究継続
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(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 医療機器・体外診断薬全般相談（2017 年 10 月 27 日@PMDA） 

個別相談が全て完了し、プロトコルの再確認を行った。 

 

 2) 知財戦略検討状況 

 国内外の先行技術調査と保有特許の精査（強化のための取組） 

J-PlatPat 及び Espacenrt にて競合特許がないか調べたが、問題になるものはなかった。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

AVS 成功判定システムは、ACTH 負荷の場合希釈が必要であった。その対策としてダイナミック

レンジを拡げる改良を行い、ACTH 負荷/無負荷共に希釈無しに使用できるよう改良した。今後は世

界共通の１グレードで対応可能となった。 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

FDA クラスが、De Novo になる可能性も高いので、有効性と安全性の実証のため世界での臨床評

価や実用の論文を出してもらえるよう努める。 

 

 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

生産についての問題は現状無い。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制広報・普及計画 

金沢大学との二人三脚で啓蒙・アフターフォローに回っている。今後数が増えると思われるので英

国・オーストラリアなどで現地代理店の起用を考えている。 

 QMS 等の品質保証体制 

ISO13485 で対応しており問題はない。 

 

 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 

①FDA 申請には、世界での実績が問われる。 

②FDA 申請には、アメリカでの臨床評価が必要と

される。 

①欧州はじめアジア・豪州にて臨床評価を行う。 

②アメリカでは金沢大学と一緒にミシガン大学

で FDA向け臨床試験を行う。 

知財 

①競合する知財は、現在のところ存在しないが、

自社技術を超える出願がなされない保証はない。 

②特許の範囲は日米だけなので世界を押さえる

には不足である。 

①競業先が出現する前に、早急に、世界への普及

に努め、先行者の強みを活かしていく。 

②AVS 成功判定システムに続き小型 PA 診断装置

を販売していくことが事業防衛に役立つ。 

技 術 ・

評価 

①AVS成功判定システムは ACTH負荷ありの場合は

改良が必要になる可能性がある。 

②蛍光粒子の計数を必要とする為顕微鏡視野と

焦点深度の両面を考慮する必要がある。 

①世界共通タイプに一本化した。 

②高倍率顕微鏡に必要な移動距離を短縮し画像

合成によって安価な装置製作を目指す。 

 

その他

事業化

全般 

①日本薬事がないために FDAが進まない可能性が

ある。 

 

① 日程的に可能なら本事業にて実施する。 
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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 

本事業では、AVS 成功判定システム等の FDA/TGA 取得のため、同システムの欧米・アジア・豪州への普及・啓蒙活動を行い、小型 PA 診断装置

を開発して PA 一貫診断治療体制を構築し世界への普及を図る。本年は、小型ＰＡ診断試作装置の光学部分を中心としたバラック機構と画像から粒子

数を測定するソフトを作成し機能を検証する。AVS 成功判定システムでは、イタリアにおける AVS 国際共同研究の準備を行い、英国・豪州など多数

の国で臨床評価を実施する。海外薬事としては、豪州での TGA 申請代理人の選定と、米国 FDA 申請代理人候補リストアップを行う。海外学会活動

や英国での市場調査など FDA 申請における海外実績作りに繋がる活動を、調査啓蒙活動と併せて行う。 

(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 

小型 PA 診断装置 手術室など患者ベッドサイドで、PA 関連ホルモンのアルドステロン・コルチゾール・レニンが、10 分程度で測定で

きる簡便・安価な診断装置を開発する。 

 

(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 

AVS成功判定システム等の FDA/TGA 取得のため

の開発・海外展開 

「小型ＰＡ診断装置開発」 

アルドステロン・活性化レニン・コルチゾー

ルが測定できて AVSを実施する手術室などで使

用可能な小型の PA 診断用の POCT装置を開発す

る。目標感度により、洗浄・液残り・励起光

源・受光素子等を考慮する必要があり小型 PA

診断装置はキットと一体で開発しなければ完成

できない。 

今年度は小型化試作機の製作から始める。 

 

① 小型ＰＡ診断装置開発：試作機開発 

（ア）最終技術課題の解決と各要素試作・評価

(トラストメディカル)/ 

・試作機の開発は、使用する要素技術を決定

し、要素技術毎の個別機能確認用のバラック試

作を行い、その後一体機器としての試作機を開

発するという手順になる。今年は次の２項目を

実施する。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

（ア）最終技術課題の解決と各要素試作・評価 

〔第一実施項目〕 

◎マイルストーン：陰性でも焦点があっていることを確認できる技術を

完成すること（達成） 

 

残余の要素技術とは、陰性検体（ネガコン）で焦点が合っていること

を知る方法である。 通常の光検出では、焦点とは無関係に光量を得

る。一方、蛍光粒子を数える方法では粒子が見えない場合、ネガコンだ

から見えないのか焦点が合っていないから粒子が見えないのか判断が付

かない。そこで焦点を合っているということを確認できる技術を開発

し、検証した。この結果、方法として確立することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ 
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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 

〔第一実施項目〕残余の要素技術の検討を完

了させる。 

〔第二実施項目〕バラックでの試作を開始す

る。 

〔第一実施項目〕 

・装置化でクリアすべき最大技術要素（最終技

術課題）は、視野に何も見えない陰性検体でも

焦点が合っていることを検知する技術である。

通常の光学測定では光が検出されなければ陰性

と判定できる。しかし顕微鏡を用いる光点検出

法では、焦点が合っていなければ光点が検出さ

れなくても陰性と判断はできないという技術的

な大きな穴がある。今年は焦点を合わせるため

の技術を完成させる。 

・マイルストーン：陰性でも焦点があっている

ことを確認できる技術を完成すること（平成

30年 3月） 

〔第二実施項目〕 

・開発初期は測定に必要な要素の機能確認用の

バラックを２式製作してソフト開発と性能確認

に使用する。筐体を除く機構部分・光学部分・

電気基盤部分などのバラック形態を考えてい

る。今年は光学系技術確立を主体とし、３D設

計は社内、２D部品図にばらすのは外注とす

る。バラック試作品を社内で組み立て、ソフト

で動かすことで機能を検証する。  

・マイルストーン：顕微鏡鏡筒上下機構の検証

用バラックが完成していること（平成 30年 3

月）。 

 

（イ）小型機試作・評価 

 

（ウ）ソフト開発・改造(トラストメディカル) 

・光学系は蛍光量測定と高感度化が期待できる

画像測定のコンビネーション方式を検討中であ

る。この場合、顕微鏡拡大に伴う視野の狭さが

 

 

〔第二実施項目〕 

◎マイルストーン：顕微鏡鏡筒上下機構の検証用バラックが完成してい

ること。（達成） 

 

 第一段階としてとして既存の生物顕微鏡を用いて 490/510mm イルミネ

ーターと CMOSカメラで蛍光粒子が撮れることを検証した。 

 

次に目的の、落射型励起照明ユニット合焦機構付き C-MOS蛍光モニタ

ー顕微鏡をバラックで製作し機能確認を行った。 

XYZ軸の動作ユニットも C-MOS蛍光モニター顕微鏡に組み込み観察ステ

ージは制御可能とした。 

XYZ軸を動作させ、焦点調整が可能な 

事や落射照明ユニットも予定通りの 

動作が確認され、蛍光観察が問題なく 

できることを確認した。 

動作回路用マイコンにパルスを送って 

動作させ、蛍光粒子画像の取得と 

PMT によるフォトカウントの計測の 

両面を行った。 

粒子画像取得の写真を右に示す。 

 

 

（イ）小型機試作・評価 

◎先行着手 

来期の計画につき本年の実施予定は無かったが、試作を急ぐために設

計検討に着手した。 

一体型試作機の概念図を描くと共に Z1軸、ヒーター上下軸、マグネッ

ト上下軸の設計検討を行った。 

 

（ウ）ソフト開発・改造 

◎マイルストーン：画像から粒子数を測定するソフトが完成しているこ

と（達成）。 

画像合成のソフト調査と使用テストを重点的に行った。 
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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 

問題になるので画像合成を行う。また使い易い

インターフェースを構築するためにもソフト開

発への負担が大きい。これを社内と外注で仕上

げていく予定である。数年に及ぶソフト開発に

なるので社内と外注を確保して開発を行う。 

・マイルストーン：画像から粒子数を測定する

ソフトが完成していること（平成 30年 3月）。 

 

（エ）臨床上の仕様指導(金沢大学) 

・代表機関が開発する表題の試作機の仕様につ

いて、医療面からの助言を行う。 

・マイルストーン：臨床面から定量・定性範囲

を指導していること（平成 30年 3月）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（エ）臨床上の仕様指導(金沢大学) 

◎マイルストーン：臨床面から定量・定性範囲を指導していること（達

成） 

 金沢大学医学部は、PA診断治療の一貫診断治療改正のボトルネックを

解消する AVS失敗を防ぐ技術を開発した。この技術をはじめスクリーニ

ングから手術までの全領域において本事業での機器開発のためには、金

沢大学の医療面での指導は不可欠である。 

本事業開始前から継続して事業開始後も十分な情報交換と指導を頂いて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 小型ＰＡ診断装置開発：試作機改造 

（ア) 小型機改造（トラストメディカル） 

(イ) ソフト開発・改造(トラストメディカル) 

▶ 

【進捗 0％：○】 

当初より次年度以降の予定であり遅れはない。 

 

▶ 
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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 

(ウ) 試作品の評価（金沢大学） 

③ 小型ＰＡ診断装置開発：市場評価用試作 

（ア）評価機製作（トラストメディカル） 

（イ）ソフト開発・改造（トラストメディカ

ル） 

（ウ）市場評価機の評価（金沢大学） 

▶ 

【進捗 0％：○】 

当初より次年度以降の予定であり遅れはない。 

 ▶ 

 

④ AVS成功判定システム：臨床評価 

・AVS 成功判定システムは CE マークを取得し

ているが、世界に普及させるためには各国の

PA ガイドラインに記載されることが重要であ

る。その PA ガイドライン記載の準備として、

各国での臨床評価が進むことが重要となる。ま

た AVS成功判定システムは ACTH負荷無し用に

最適化されているので全世界視点での仕様の見

直しも必要になる。AVS手技は ACTH負荷の有

無の２手法に分かれ国毎あるいは病院毎にも微

妙な差が有る。世界への普及のためには、これ

らの差があっても使い易い仕様に最適化する必

要性がある。そこで世界各地にある国際内分泌

学会 KOL の病院や各国から引き合いのあった病

院において、AVS成功判定システムの使用法や

仕様最適化のためのデータを取得する。その目

的で臨床評価を行い、FDA申請に向けた処方改

定の判断をすると共に世界での実績作りを行

う。３年間で次の２項目を実施する。 

〔第一実施項目〕AVS成功判定システム等の

国際内分泌学会ガイドライン掲載準備 

〔第二実施項目〕各国引き合い先での臨床評

価 

 

（ア） イタリア AVS国際共同研究 

（トラストメディカル） 

・国際内分泌学会 No2 の KOL であるパドバ大学

のロッシ先生は、ガイドライン策定のキーマン

である。AVS 成功判定システム等の世界的普及

▶ 

【進捗 100％：○】 

〔第一実施項目〕 

AVS成功判定システム等の国際内分泌学会ガイドライン掲載準備 

◎マイルストーン：AVS国際共同研究事前試験の中間まとめを作成して

いる（達成）。 

 

FDA申請のためには米国以外での臨床的実績が非常に重要である。 

中でもイタリアにおける国際共同臨床評価が重要となる。 

 

（ア）イタリア AVS国際共同研究 

 H29年 11月にパドバ大学（イタリア）を訪問し、国際臨床研究の進め

方について相談を行った。その結果実施プロトコルの最終合意を得るた

めのキックオフミーテイングに向けて、パドバ大学ロッシ先生より世界

に招請状を発送した。この中には、金沢大学・東北大学・京都医療セン

ターなど日本における PA治療の最先端医療機関が含まれている。 

平成 30年 2 月 26日パドバにて 11ケ国（USA・Italy・UK ・France・

Spain・Switzerland・Slovenja ・Russia ・Israel ・Tawain・ 

Japan)26 名が参加して国際共同臨床研究のキックオフミーテイングが行

われた。 

正式名称は I-PADUAとし、臨床試験登録はアメリカ政府機関の Clinical 

Trials.gov に行った。登録 No は NCT03449797 である 

当日はプロトコルの調整と、実施要領について結論を得た。また AVS 成

功判定システムの説明と、各国に対する測定機器の配布についても説明

を行った。臨床試験登録は、FDAが IVD 機器治験の場合条件にする 

パドバ大学は 5 月までに倫理委員会を通過させ、その他の準備をして 7

月をメドに臨床試験を開始する。参加各国は、帰国後各国において倫理

委員会を通過させ順次臨床研究を開始することとなった。 

 

 

▶ 
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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 

のためにはガイドライン掲載が必須で、その準

備として AVS成功判定システムを用いた参加

12 ｹ国(日・米・英・伊・仏・蘭・西・露・チ

ェコ・スロベニア・台・韓)による AVS 成功率

アップの国際的再実証研究を計画している。大

枠のプロトコルはすでに決定しているが多国間

や各病院毎に試験環境が異なるため、各病院が

同じ条件で臨床試験が実施出来ることを確認す

る事前試験が必要となる。AVS成功判定システ

ム自体の精度確認と臨床評価手順の確認を行

い、その後来年の本試験に進む。各病院での事

前試験の最終まとめは来年度になると思われる

が、今年度末に中間まとめを行う。 

・マイルストーン：AVS国際共同研究事前試験

の中間まとめを作成している（平成 30 年 3

月）。 

・意義：AVS 成功判定システム等を国際内分泌

学会のガイドラインに載せる準備になる。 

 

（金沢大学） 

・金沢大学は「イタリア AVS 国際共同研究」

に、東北大学と共に参加する。今年度は、金沢

大学付属病院内での本共同研究の実施許可など

の院内手順準備を進める。 

・マイルストーン：金沢大学付属病院内の実施

許可を得ていること（平成 30年 3月）。 

 

（イ）英国その他各国臨床評価（トラストメデ

ィカル） 

・PA診断治療にはニーズがあるため世界各国

から引き合いがくる。各国の PA ガイドライン

に乗せるための実績作りを目的に AVS成功判定

システムの臨床評価を行う。同時に国情・医療

事情を調査し FDA申請に向けた仕様最適化の改

良方向を把握する。英国ではマンチェスター中

央病院で、豪州でも病院での臨床評価データを

 

 

〔第二実施項目〕各国引き合い先での臨床評価 

◎マイルストーン：英国・豪州病院での臨床評価データを 10施設以上

入手すること（達成）。 

 

FDA申請においては、AVS成功判定システムは既存には無い新規の手法

なので、De Novo のクラスⅠか 510K のクラスⅡかのいずれかになると予

想される。De Novo の場合、AVS 成功判定システムが如何に優れ、如何

に世界的に効果と安全性が認められているかという情報を FDA に提出す

ることが有効である。その意味で多くの国で試用して良かったと言う実

績を多く集めることが FDA申請に役立つ。 

 

（イ）英国その他各国臨床評価 

英国については、H29年 11月の英国放射線医師学会（BSIR）に AVS成功

判定システムを展示し高評価を得た。 

十数件の AVS実施医師からの相談も受け、逐次サンプル提供を行い、臨

床評価結果を入手している。 

 英国の成功率と被爆量の例： 

Cetral Manchester University Hospital の Dr.Nick 

成果を右に示す。 

成功率も 90％に上がり 

カテーテル操作時間と 

放射線被爆量が半分 

以下に改善した。 

他の病院でも成功率は 

みな 90％以上となった。 

 

 オーストラリアの手技の自習効果例 

Fiona Stanley Hospital Dr.Page 

AVS成功判定システムを用いること 

で放射線技師は、学習により測定回 

数が少なくなってくる。恐らく４回 

が最終目標になるが、右図に示した 

ように AVSを 10回行っただけでその 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後も新規先のフォローを

行う。 
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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 

取得する。前項の国際共同研究や「英国その他

各国臨床評価」の金沢大学の臨床研究フォロ

ー、「FDA 臨床試験」の米国における FDA臨床

試験、「AVS実技指導」の AVS 実技指導用と合

わせ Capture IR は 30 台を製作し評価用に無償

提供する。PA市場最大のボトルネックを解消

できるという AVS成功判定システムは非常に強

い商品力をもつので、最初に AVS成功判定シス

テムの世界普及を図り、続いて小型 PA 診断装

置を市場に投入することで PA 一貫診断の完成

と商品力の総合的確保を狙う戦略である。世界

各地での臨床評価での好結果を集計し FDA 申請

の強力な補強情報として役立てる予定である。 

・マイルストーン：英国・豪州病院での臨床評

価データを 10施設以上入手すること（平成 30

年３月）。 

・意義：英国・豪州での実績は、FDA向け実績

情報として重要である。 

 

（ウ）臨床研究フォロー（金沢大学） 

・世界各国（日本含む）からの AVS 成功判定シ

ステム使用にあたっての質問やフォロー依頼に

応じて指導を行う。 

・マイルストーン：少なくとも１つの新規先の

フォローを行っている（平成 30 年 3月）。 

後は平均４回まで下がっている。 

AVS成功判定システムを用いると自習だけでカテーテル手技の習熟がで

きることが示された。 

成功率については次の通り。2016年夏までの 4年半の病院の成功率は平

均 63％だった。同年夏からテストをはじめ半年の結果は 78％、2017 年

は 95％になった。カテーテル操作時間と放射線被爆量はいずれも半分以

下に改善した。 

このデータは、「The Association for Clinical Biochemistry & 

Laboratory Medicine」の論文になった。 

以上のような有用な臨床データを入手している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）臨床研究フォロー（金沢大学） 

◎マイルストーン：少なくとも１つの新規先のフォローを行って 

いる（達成） 

 新規の臨床評価先としてスイス University Hospital Basel が AVS 成

功判定システムの評価を行いたいとの依頼があった。 

サンプルを送ると共に金沢大学よりメール等で指導を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ AVS成功判定システム：TGA 取得（豪州） 

（ア） TGA申請・上市(トラストメディカル) 

・TGA 訪問時に同行を依頼するなどオーストラ

リア内分泌学会の応援を得て TGAを取得する。

今年は TGA申請代理人を決定し TGA 申請を委託

する。来年オーストラリアでの販売を開始す

る。 

・マイルストーン：TGA申請代理人に申請を委

託すること（平成 30年 3月）。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

◎マイルストーン：TGA申請代理人に申請を委託すること（達成の見込

み）。 

 

H30年 1月 15日から 24日まで、ブリスベン・シドニー３ｹ所・アデレー

ド・パースなどオーストラリア各地の病院を訪問すると共に現地代理人

選定を行った。 

TGA申請代理人候補の Taylor Bio-Chemical と TGA取得・TGAオーストラ

リア現地代理人・現地サンプル在庫管理者・現地販売代理店などの交渉

▶ 
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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 

・意義：直接的にはオーストラリアでの販売が

可能となる。CE マークと TGA の両方が取れる

と米国以外への販売が容易となり、FDA 申請の

強力な後押しになる。FDAから見ると技術開発

国で認可されていないものは認可されにくいの

で、CEマークや TGA取得を前面に出して取得

を後押ししたい。 

を行った。交渉が成立し Taylor Bio-Chemicalに TGAへの申請を依頼し

た。現在 TGA進行中で、Taylor Bio-Chemicalが Sponsor（TGA 現地代理

人として、トラストメディカルは Manufacturer（製造業者登録）と）し

て登録された。７月末までと言う TGA承認は問題なく進むと予想され

る。 

 

 

⑥ AVS成功判定システム：FDA 申請準備（米

国） 

（ア）米国 FDA臨床試験 

(トラストメディカル) 

・本事業最大の課題である FDA取得準備を行

う。欧米及び日本での実績と成果を重ね、米国

ミシガン大学で行う臨床試験の結果を持って

FDA申請を行う予定である。金沢大学米谷先生

の訪米時期決定に合わせて同大学での臨床試験

実施概要を決定する。FDA申請は FDA申請代理

人を通じて行うことになる。今年は JETRO など

の応援を得て FDA申請代理人選定を開始する。 

・マイルストーン：FDA申請代理人候補をリス

トアップしていること（平成 30 年 3月）。 

・意義：FDA 取得に必須である 

（金沢大学） 

・アメリカミシガン大学で行われる表題の臨床

試験に医師を派遣するための準備を行う。 

・マイルストーン：ミシガン大学との臨床試験

実施の合意を得ている（平成 30 年 3月）。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

◎マイルストーン：FDA申請代理人候補をリストアップしている 

こと（達成） 

◎マイルストーン：ミシガン大学との臨床試験実施の合意を得て 

いる（達成）。 

 

FDA申請については、JETRO に代理人紹介を依頼し日米に事務所を構え

るグロービッツ(FDAコンサルテイング)に決定した。 

同社に小型 PA 診断装置と AVS 成功判定システムについてコンサルティ

ングを依頼し結果報告を受けた。 

その結果、小型 PA診断装置については、クラスⅡ510Kの可能性が高く、

AVS成功判定システムについては、クラスⅡ510K、またはクラスⅠDe Novo

あるいはクラスⅡDe Novoの可能性が高いという結論になった。 

進め方についてはプレサブミッションを利用すると決定した。 

 

ミシガン大学を H30/3 月に訪問し、臨床試験に協力してくれることを確

認した。 

 

 

▶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ AVS成功判定システム等の国際的普及： 

AVS成功判定システムの普及活動 

（ア）国際 AVS 手技講座開設フォロー(トラス

トメディカル) 

・国際共同研究とは別に、各国の KOLレベルの

方を受講者として AVS 成功判定システムを用い

た AVS手技口座の開講をパドバ大学が独自に計

画している。同大学で１ｹ月実習し、国に帰り

▶ 

【進捗 80％：○】 

（ア）国際 AVS 手技講座開設フォロー 

◎マイルストーン：手技講座を開催し、受講する KOLを３人程度 

確保すること（達成） 

H30年 2月 26日のロッシ教授に状況を聴取した。パドバ大学の国際 AVS

手技講座参加の依頼は 5 名になった。しかし大学の資金の関係で開講が

１年延期された。 

▶ 
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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 

自習、６ｹ月後に再度１ｹ月同大学で実習し、同

大学が終了証を出すというスキームである。こ

の講座では、各国の KOLクラスに働きかけるこ

とができ、AVS成功判定システムの各国への強

力な普及活動に繋がるというメリットがある。

そこで使う機器と試薬（Capture IR と AVS 

Accuracy Kit）の無償提供を計画する。また講

座履修者の国毎に国情・医療事情を調査し必要

なら訪問することも考慮する。 

・マイルストーン：手技講座を開催し、受講す

る KOLを３人程度確保すること（平成 30年 3

月） 

・意義：各国の AVS先進医師を通じて世界に

AVS成功判定システムを拡げ、その有用性を

FDAに示すデータが得られる。 

（イ）AVS実技指導(金沢大学) 

・「臨床研究フォロー」と同様に啓蒙目的で

AVS指導にあたる。 

・マイルストーン：少なくとも１つの新規先の

フォローを行っている（平成 30 年 3月）。 

 

 

 

 

（イ）AVS実技指導(金沢大学) 

◎マイルストーン：少なくとも１つの新規先のフォローを行って 

いる（達成）。 

啓蒙目的での AVS指導については、英国訪問時にマンチェスターＮＨ

Ｓ中央病院において指導を実施した。 

 

 

 

 

 

 

⑧ AVS成功判定システム等の国際的普及：調

査・啓蒙活動 

（ア）学会・国際展示会（トラストメディカ

ル） 

・世界中が黎明期という市場なので、本事業機

器の啓蒙には国際内分泌学会での活動や各国の

ガイドライン記載を目指した活動が有効であ

る。また商流に関する情報収集を行うため各地

の医療展示会への参加や出展を行う。現在のと

ころ次の学会をフォローしている。 

イタリア 欧州脳神経循環器学会（EASN）  

英国    放射線技師会出展は参加 

米国   国際内分泌学会（JCE）       

マレーシア 内分泌学会 

日本   日本内分泌学会,日本高血圧学会,

▶ 

【進捗 100％：○】 

（ア）学会・国際展示会 

◎マイルストーン：学会や展示会で情報により新規の引き合いを得るこ

と（達成） 

11 月に英国放射線医師会（BSIR）にて展示を行った（下図）。 

同会でマンチェスター中央病院 

の Nick先生が、AVS成功判定シ 

ステムの効果について発表した。 

AVSで困っている放射線技師 

多数が相談に訪れ、概ね 10 施設 

程度のあらたなコネクションが 

出来つつある。 

すでに新規先へのサンプル提供 

が始まっている。今後同国のコン 

サルと Nick 先生にとりまとめをお願いし英国での臨床評価を 

▶ 
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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 

日本循環器学会 

・各学会においては学会参加や、ポスターセッ

ション展示などを通じ、各国の医療技術動向を

知ることや該当分野の KOLを知ることなど、事

業戦略の立案や修正に活かす。今年も可能な範

囲で展示会に参加したい。 

・マイルストーン：学会や展示会で情報によ

り新規の引き合いを得ること（平成 30 年 3

月）。 

・意義：国際的啓蒙や各国の医療技術動向を

知ることができる。FDAに世界的有用性を示せ

る。 

 

（イ）英国 普及戦略調査（トラストメディカ

ル） 

・英国は保険制度があり CE マークがあれば売

れるという市場ではない。また EU離脱問題も

抱えている。そこで英国普及のために必要な

施策、戦略についてコンサルティングを依頼

し、３月末までに実施する。 

・マイルストーン：コンサルティング報告書

ドラフトが得られていること。（平成 30年 3

月）。 

・意義：英国での実績が、FDA向け実績作りに

活かせる。 

 

進めている。 

別件であるが、マレーシア内分泌学会から至急に訪問してもらいたいと

の依頼が来たので、来年度中に訪問する。 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）英国 普及戦略調査 

◎マイルストーン：コンサルティング報告書ドラフトが得られて 

いること。（達成） 

英国のコンサルタントである Leadership For Growth Ltd に「英国にお

ける PA診断装置市場戦略調査」を依頼した。英国の PA 市場について有

力な情報が得られた。 

現在その後の戦略につき相談中である。 
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(4) 29 年度の到達点（総括） 

 

（Ａ）AVS成功判定システム等のFDA/TGA取得のための開発・海外展開 

１．小型ＰＡ診断装置開発 

１）試作機開発 

（ア）最終技術課題の解決と各要素試作・評価 

〔第一実施項目〕残余の要素技術の検討を完了させる。 

・陰性検体（ネガコン）で焦点が合っていることを知る方法を検証し、方法として確立した。 

〔第二実施項目〕小型ＰＡ診断装置光学測定部のバラック試作 

・落射型励起照明ユニット合焦機構付き C-MOS蛍光モニター顕微鏡をバラックで製作し、機能確認を行った。 

（ウ）ソフト開発・改造 

      ・トータル輝度測定と粒子計数ソフトを完成させた。 

２．AVS成功判定システム 

１）AVS成功判定システム臨床評価 

〔第一実施項目〕AVS成功判定システム等の国際内分泌学会ガイドライン掲載準備 

   ・AVS国際共同研究事前試験の中間まとめを作成した。 

（サ）イタリア AVS国際共同研究 

〔第二実施項目〕各国引き合い先での臨床評価 

（シ） 英国その他各国臨床評価 

 ・十数件の AVS実施医師からの相談を受け、逐次サンプル提供を行い、臨床評価結果を入手している。 

２）TGA取得（豪州） 

（セ）TGA申請・上市 

 ・Taylor Bio-Chemicalが Sponsor（TGA現地代理人として、トラストメディカルは Manufacturer（製造業者登録）と）して登録された。７

月末までに TGA承認は問題なく進む予定である。 

３）FDA申請準備（米国） 

（ソ） 米国 FDA臨床試験 

・小型 PA診断装置については、クラスⅡ510Kの可能性が高く、AVS成功判定システムについては、クラスⅡ510K、またはクラスⅠDe Novoあ

るいはクラスⅡDe Novoの可能性が高いという結論を得た。 

（Ｂ）AVS成功判定システム等の国際的普及 

１）AVS成功判定システムの普及活動 

（ア） 国際 AVS手技講座開設フォロー 

   ・パドバ大学の国際 AVS手技講座参加の依頼は 5名になったが、大学の資金の関係で開講は１年延期された。 

２）調査・啓蒙活動 

（ア） 学会・国際展示会 

・11月に英国放射線医師会（BSIR）にて展示を行った。AVSで困っている放射線技師多数が相談に訪れ、概ね 10施設程度のあらたなコネク 
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ションが出来つつある。 

また、マレーシア内分泌学会から至急に訪問してもらいたいとの依頼も受けた。 

（イ）英国 普及戦略調査  

   ・英国のコンサルタントである Leadership For Growth Ltdに「英国における PA診断装置市場戦略調査」を依頼し、英国の PA市場について

有用な報告を得た。 
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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）。 ○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。 △一部
SWOT分析は十分に行っていますか。 ○十分
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。 ○十分
マーケティング戦略（市場のセグメント化、ターゲットとするセグメント、自社のポジショニング等）は明確になっていますか。 ○十分
会社としての経営戦略上、当該製品の位置付けは明確になっていますか。 ○十分
臨床試験、申請、認可まで想定したスケジュールは明確かつ妥当ですか。 ○十分
コア技術の開発戦略は明確になっていますか。 ○十分
どのような効果があるか明確になっていますか。 ○十分

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

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

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

PMDAとの調整が進んでいますか。 ×不十分
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。 ○十分
意匠等の他の産業財産権について検討していますか。 ○十分
知的財産の権利化またはノウハウ保護に対する予算・体制・規程は確保されていますか。 ○十分

模倣品・侵害者が現れたときの対応について明確になっていますか。 ×不十分
販売チャネルは明確になっていますか。 ○十分
当該製品の供給（生産、物流）体制は明確になっていますか。 ○十分
当該製品のアフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制は明確になっていますか。 ○十分
QMS等の品質保証体制が明確になっていますか。 ○十分
広報・普及計画は明確になっていますか。 ○十分
想定価格は顧客が感じる価値に見合ったものですか。 △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。 △一部
事業拡大に伴い、どのタイミングでどのような人材・資金がどの程度必要になるか明確になっていますか。 ○十分
海外に対する戦略は明確になっていますか。 ○十分
当該事業に対するリスクの洗い出しは十分に行われていますか。 ○十分

開発
戦略

その他

知的
財産

薬事

市場

基本
戦略

販売・
物流

事業
収支
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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 

黎明期の PA一貫診断治療システム構築にあたり、トラストメディカルと金沢大学が中心になり、国際

内分泌学会や海外多数の先端的病院の協力を得て進めるという現事業体制は、有効なものと考えている。

基本的には見直しは不要と考えている。 

 

 2) 事業の進め方 

事業の進め方については、海外薬事など今まで日本では経験していないものも多く、海外のコンサルで

さえ意見が異なるなど判断に困ることが多い。もう少し調査に時間と費用を割いたほうが良かったかも

しれない。 

 

 3) その他 

 特になし 
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(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 

特になし。   

機器スペック・

ビ ジ ネ ス モ デ

ル 

AVS 成功判定システムは ACTH 無負荷用としては

確立したものであるが、米国では ACTH 負荷が主

流なので改良が必要となる可能性があった。 

米国市場を考慮し、FDA 取得までに AVS 成

功判定システムを ACTH 負荷用と無負荷用

の２つの設定を可能とする共通グレード

に改造を行った。 

AVS 実施に際し、EU は ACTH 負荷なし、

米国は ACTH 負荷ありが主流である。米国

FDA 申請直前の変更は難しいので、今の段

階で変更可能な改造を行う。 

AVS成功判定システムの現在は、全血を遠心し

て血漿を検体として実施するよう設計されてい

る。 

遠心分離をなくし、全血のまま検査を実

施できるよう機器開発を行う。 

EU/米国など国を問わず、遠心分離とい

う手間を削減して欲しいというニーズが

強い。 

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） 

特になし。   

 

(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 FDA申請に関し日本の薬事の有無は関係ない。 現地コンサルとも十分に相談する。 

米国企業の臨床評価は南米、東欧のケースが多い。 コンサルの意見も個々に異なることがあるので複数のコンサルの意見も

加味し、伴走コンサルの指導を中心にまとめていく。 

知財 特許先行調査方法として Japio(有償)、J-Platpat(無償)がある。 J-Platpat、Espacenetによる先行調査を始めている。 

東京都は調査の助成金がある。兵庫県を調べたらどうか。 兵庫県の助成金を調査。相当する制度は無かった。 

技術・評価 試作評価の進め方は、最初は高くても確実にできるところから進

め、後でスペックを落とす様にすべきではないか。 

バラック並びに試作機の製作ポリシーを変更した。まず確実に早く性能

を確立できる方式で始め、その後原価引き下げの改造を行う方向に舵

を切った。今回は、レンズ、センサー及び方式については価格による選

択肢を外し、検討対象を拡げ、後で絞ることにした。 

その他事業化全般 売価 80 万円では利益が見込めないのではないか。価格戦略を見

直した方が良い。 

上述の製作ポリシー変更にあわせ、売価 150万円も視野に入れた。 

英国他のマーケット調査と試作品の原価を踏まえて、今後も伴走コンサ

ルの指摘を参考に戦略を見直す。 
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(5) 継続条件への対応状況 

採択条件 対応状況 

平成 29 年度公募要領に記載のとおり、医工連携事業化推進事業では医薬品医療機

器法上の医療機器を応募対象として公募しているため、一般的名称「血液検査用コル

チゾールキット」「アルドステロンキット」「レニンキット」に該当する対外診断用医

薬品の開発に係る経費は補助対象外として、経費計上は医療機器の開発に係る経費の

みとすること。 

一般的名称「血液検査用コルチゾールキット」「アルドステロンキ

ット」「レニンキット」に該当する対外診断用医薬品の開発に係る

経費は補助対象に入れない形で実施中である。 

なお事業対象医療機器の臨床評価の評価資材としての無償提供

は本事業の臨床評価に関わる費用として計上していく予定である。 
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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 

現場での PA一貫診断治療体制の構築が可能となる様、蛍光粒子標識免疫測定法を活用し、15分程度でアルドステロン・活性化レニン・コルチゾー

ルが測定できて AVSを実施する手術室などで使用可能な小型の PA診断用の POCT 装置の試作機を試作し、評価する。 

PA 一貫診断治療システムのうち先行する AVS 成功判定システムの臨床評価を進める世界の内分泌学会の KOL の設計レビューや意見を設計にフィー

ドバックし現場にマッチした商品化を進める。また、AVS 成功判定システムについては世界的な臨床評価により FDA の取得を進めると共に普及活動、

調査・啓蒙活動を行い、世界的な認知を得ていく。 

 

(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小型ＰＡ診断装置小型機試

作 

トラストメディカル(株) 

金沢大学 

 アルドステロン・活性化レニン・コルチゾールが測定できて AVSを実施する手術

室などで使用可能な小型の PA 診断用の POCT 装置の一体型小型試作機とその改良

を行う。 

②小型ＰＡ診断装置小型機試

作 

トラストメディカル(株) 

金沢大学 

 一体化試作機の改良点を抽出するため英国イタリアで評価を行う。 

③AVS成功判定システム臨床評

価 

トラストメディカル(株) 

金沢大学 

 イタリア国際共同研究や、英国、豪州での臨床評価を行う。 

計画した臨床評価数を達成する。 

④AVS成功判定システム TGA取

得・上市 

トラストメディカル(株) TGA を取得し上市する。 

⑤AVS成功判定システム FDA申

請準備 

トラストメディカル(株) 

金沢大学 

 申請代理人を選定し、プレサブミーテイングの準備を行う。 

 米国で臨床試験を始める。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 
トラストメディカル株式会社 

〒679-2164 兵庫県加西市朝妻町 1044番地 

電話: 0790-47-9009 / FAX: 0790-47-9007 / E-mail: info@trustmedical.jp 

 

 

 


