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1. 事業の概要 

アジア人の 50 歳未満の 79％、欧米人では 61％、黒人の 57%、ヒスパニックの 51%を占める高濃度乳

房において、現行の乳癌検診の世界標準であるＸ線マンモグラフィが適用困難で、有効な代替方法がない

ことが世界的にも社会問題に発展している。神戸大木村らが世界で初めて導くことに成功した散乱の逆

問題の解析解を基に、世界初のマイクロ波マンモグラフィの開発・事業化を実現し、高濃度乳房において

も乳癌を早期発見、死亡率低減に貢献する。 

次世代乳癌スクリーニングに向けた世界初のマイクロ波マンモグラフィの開発・事業化

世界初マイクロ波マンモグラフィの開発
株式会社Integral Geometry Science、神戸大学、社会医療法人神鋼記念会 神鋼記念病院、医療法人社団伍仁会、神戸大学大学院医学研究科、

神戸大学医学部附属国際がん医療・研究センター、兵庫県立がんセンター、医療法人甲潤会、凸版印刷株式会社、株式会社フジキン万博記念つくば先端事業所

R01-105

世界初マイクロ波マンモグラフィの圧倒的な優位性

既存の乳がん検診技術の弱点

株式会社Integral Geometry Scienceの紹介

 Ｘ線マンモグラフィ：アジア人の50歳未満の
79％、欧米人の61%、黒人の57%、ヒスパニック
の51％を占める高濃度乳房に対し適用が困難

 超音波関連技術：低S/N・低コントラスト比
 MRI：ガドリニウム造影剤の副作用、ガドリニウ

ムが到達できない乳管組織の映像化が困難
 PET：高エネルギー放射線による被曝

Class Ⅱ

応用数学上の未解決問題を解決した多重経路散乱
場理論や電磁場の逆解析理論を発明し、世界初の計
測システムの開発を行う。全世界でマイクロ波マンモ
グラフィの機器販売、自社検診事業を行い、2028年度
売上960億円を目標としている。

マイクロ波マンモグラフィの測定風景

2019年10月時点

マイクロ波マンモグラフィの臨床研究結果

 高濃度乳房・非高濃度乳房によらず適用可能
 深部の微細な癌を高コントラスト比にて３次元撮影可能。
 作業者依存がなく高い再現性。癌の時間発展を計測可能。

（全く同じ位置の画像を異なる時期に得られる）
 両胸乳房全体が撮像可能。腋窩も含め胸筋まで

乳房全域を測定。
 被曝しない。妊婦や授乳中の女性も測定可能。
 造影剤を用いない。副作用の心配がない。
 検査時に痛みがない。検診中の被験者の負担激減。

 

2019年11月時点

補助事業実施体制

医療機関

京都大学関連病院
大阪大学関連病院
神戸大学関連病院

兵庫県立がんセンター
社会医療法人神鋼記念会 神鋼記念病院

医療法人社団伍仁会 岡本クリニック
医療法人甲潤会 八木クリニック

• 臨床研究

相談
申請

助言
承認
認証

医薬品医療機器総合機構（PMDA）
第３者認証機関（CEマーク）
アメリカ食品医薬品局(FDA)

国家薬品監督管理局（NMPA）

顧客
（日本、欧米、アジアなど全世界）

凸版印刷(株)
• 部品供給

製造アドバイザー

THKプレシジョン(株)
前(株)ナノコントロール

※2019年9月1日より社名変更

助言

販売企業

凸版印刷(株)
高度管理医療機器等販売業

卸企業、販売代理店

アドバイザー

兵庫医科大学
・臨床試験に関する助言

研究機関

神戸大学数理データ
サイエンスセンター
• 臨床研究
• 理論，計算アルゴリズム

SL

製造企業

フジキン(株)
• 組み立て協力 or 保管協力

治験・承認アドバイザー

新医療機器の承認
マイクロ波を用いた医療機器
QMS、ISO13485など
に精通

製販企業
第二種製造販売業［28B2X10030]

㈱Integral Geometry Science
•システム開発

PL 新 中

代表機関

助言

 



 

2 

1.1 事業の目的 

【目的】 

我が国及び世界各国の医療現場では、高濃度乳房に対して現行の乳癌検診の世界標準であるＸ線マン

モグラフィの適用が困難であることが問題視されており、世界中の社会問題に発展している。高濃度乳房

は、アジア人の 50 歳未満の 79％、欧米人でも 61％を占めるともいわれ、世界の 50 歳未満の約 70%を占

める。こうした現状の中、医療機関では超音波エコーや MRI や PET などその他の画像診断技術も使用さ

れている。しかし、これらの検査方法には、重度の副作用を及ぼす危険性の高い造影剤を使用する機器や

被曝する機器、また深度やコントラスト(S/N)の問題を抱える機器であり、全ての女性に適用可能な検診

に相応しい技術とは言い難い。 

これを解決する技術として、我々は、乳房内のＸ線遮断材料であるコラーゲン繊維中、また超音波の減

衰素材である脂肪中を、減衰せず胸筋まで伝播し、乳癌組織と脂肪の界面にて著しい反射を示す物理的特

性を持つマイクロ波に着目した。マイクロ波マンモグラフィは未だ世界的に実現に至っていないが、その

実現をはばむ応用数学上の未解決問題である“散乱の逆問題”を、我々は世界で初めて解析的に解くこと

に成功し、さらにスペクトラム拡散通信理論を用いた、世界最高水準の超広帯域レーダを開発した。これ

まで約 400 人以上の臨床研究を実施し、“病理検査との対応、非高濃度乳房でのＸ線マンモグラフィとの

対応評価”,“高濃度乳房および非高濃度乳房双方における乳癌映像化の実証”、“超早期発見に資する乳管

内進展癌の映像化”、“良性悪性の乳癌組織の判別に向けた基礎検討”を行った結果、90 ％を超える乳癌検

出感度を示し、マイクロ波マンモグラフィの有効性を確認した。また性能テストでは、1 mm 以下の乳癌

検出が可能であることを示した。 

本事業では、これまで開発したプロトタイプ機を基に、信号発生源、受診信号の検波回路、距離計回路

のボード化を進め、最終製品の仕様決定、量産型装置を完成させる。さらに、乳房内の情報を医師に提供

する機器として、事業期間内にマイクロ波マンモグラフィの薬事申請を目指す。新医療機器であるマイク

ロ波マンモグラフィは、性能試験方法や安全性試験、治験方法等各項目において、本機器に最も適した試

験方法を確立させる必要がある。そのため、非臨床試験や治験等を実施する前に、試験項目を PMDA か

らの正式な書面により確定させ、慎重に薬事申請の準備を行う。治験を実施し、終了後、世界に先駆けて

国内にて薬事申請を行う。事業終了後には、承認を日本、ＥＵ、米国で取得し、世界で初めて、マイクロ

波マンモグラフィを上市、機器販売事業、検診サービス事業、データ解析サービス事業を全世界でスター

トさせる。 

 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：株式会社 Integral Geometry Science 

PL： 木村 憲明（株式会社 Integral Geometry Science） 

SL： 木村 建次郎（国立大学法人 神戸大学） 

共同体： ①国立大学法人 神戸大学 

  ②社会医療法人神鋼記念会 神鋼記念病院 

  ③医療法人社団伍仁会 

  ④神戸大学大学院医学研究科 

  ⑤神戸大学医学部附属国際がん医療・研究センター 

  ⑥兵庫県立がんセンター 

  ⑦医療法人甲潤会 

⑧凸版印刷株式会社 

⑨株式会社フジキン万博記念つくば先端事業所 
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1.3 最終製品（＝事業化する医療機器） 

(1) 事業化する医療機器の概要 

 1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 医療機器 クラス分類 クラスⅡ 

製品名 
マイクロ波マンモグラフィ 

Kimura-X 
分類名称（一般的名称） マイクロ波マンモグラフィ 

対象疾患 乳がん 届出／認証／承認 承認 

想定される販売先 人間ドック 新／改良／後発 新 

使用目的又は効果 

【使用目的】マイクロ波を用いて、乳房内の誘電率勾配分布を可視化し、誘電率勾配分布

情報を画像として医師に提供する。 

【効能又は効果】乳腺密度に依存せず、乳房内の性状および動態を誘電率勾配分布として

可視化する。 

薬事申請予定者 
株式会社 Integral Geometry 

Science 

医療機器製造販売業許

可 
28B2X10030 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社 Integral Geometry 

Science 
医療機器製造業許可 未取得 

 医療機器製造業許可  

 医療機器製造業許可  

 2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  ヨーロッパ、アジアの一部 

薬事申請時期 非公開 非公開 

上市時期 非公開 非公開 

想定売上（上市後 3 年目） 非公開 非公開 

市場規模（上市後 3 年目） 非公開 非公開 

想定シェア（上市後 3 年

目） 
非公開 非公開 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

応用数学の歴史上の未解決問題であった “波動散乱の逆問題”を解析的に解き、微弱な電波で乳がんを

高精度に可視化する世界初の“散乱場断層イメージングシステム マイクロ波マンモグラフィ”のプロ

トタイプ機を開発した。大きな科学技術上の壁を乗り越え完成した本技術の特長を下記に示す。 

【高濃度乳房へも適用可能】既存の乳がん検診推奨機器である X 線マンモグラフィで乳癌検出が困難

である高濃度乳房においても、高コントラスト比にて、腋窩も含め、高い再現性にて深部の微細な乳が

んを 3 次元撮影可能。 

【被ばくしない】 

放射線を使用しないため、被験者の身体への影響がない。 

【検査技師の技能によらず一定の測定結果画像を取得可能】測定時に乳房へ貼る保護シールに、プロ

ーブで測定する際のガイドメモリが印刷されており、技師はそのガイドメモリに合わせてプローブを

走査するだけであり、不適切な速度で走査した際には音でそれを知らせる機構になっている。 

【測定時の痛みがない】測定時圧迫を必要とせず、乳房表面をプローブでなぞるため、測定時の痛みが

ない。 

【使用電波が環境電波の 1/1000】環境電波より微弱なマイクロ波を用いて、乳房内の誘電率分布画像

を計測可能。そのため、妊婦や授乳期の女性においても適用可能。 
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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 

検診センターや人間ドック等の医療機関の技師及び医師 

国内国外問わず、マイクロ波マンモグラフィを用いて乳がん検診を行うことの可能な、人間ドックや事

業者向け健診、がん検診、人間ドック、特定健診等を行う検診センターや病院における技師や医師を主

な対象ユーザーとする。また、マイクロ波マンモグラフィは、妊婦であっても測定することが可能であ

るため、現在乳がん検診を実施していない産婦人科クリニックにおける技師や医師等についても対象

ユーザーとする。 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

現在国内に導入された X 線乳房画像診断機器の総数は、4537 台であり、2018 年における X 線乳房画

像診断装置の市場規模は 76.99 million 米ドルであり、今後国内の乳がんの罹患率の増加や、検診率の増

加を考慮すると、2024 年には 136.48 million 米ドルまで市場規模が拡大すると予想される。現在の乳癌

対象者は４０歳以上であるが、乳がんを発症する年齢は２０代からであるため、乳がん検診適用可能者

を２０歳以上とすると、国内の対象者数は 54,576,761 人に上り、４０歳以上のみ対象者は 40,783,045 人

であるため、３４％増加する。それを考慮すると、2024 年には 182.8832 million 米ドルとなると予想さ

れ、さらに市場規模の拡大が見込める。1 

  1. 平成 28 年（2016）医療施設(動態)調査･病院報告の概況 厚生労働省  
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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 

マイクロ波を用いた乳房画像診断機器は、世界的にも存在しないため、同種の競合機器がない。そのため、

X 線マンモグラフィ機器における概要機器及び市場規模を以下に記載する。 

 提案機器 競合機器１ 競合機器２ 競合機器３ 

メーカ Integral Geometry 

Science 

キャノンメディカル Hologic GE Healthcare 

概要 マイクロ波マン

モグラフィ 

X 線乳房画像診断装

置 

X 線乳房画像診断装

置 

X 線乳房画像診断装

置 

型式 Kimura-X ・Pe･ru･ru LaPlus 

・ Pe ･ ru ･ ru™ 

DIGITAL 

・ Selenia 

Dimensions 

Mammography 

System 

・ 3Dimensions™ 

Mammography 

System 

・ Senographe 
Pristina 

・ Senographe 
Essential 

特徴 高濃度乳房適応

可能 

高濃度乳房適応不可

能 

高濃度乳房適応不可

能 

高濃度乳房適応不可

能 

国内市場規

模 

 国内には、約 4500 台のマンモグラフィが流通しており、2018 年に

おける国内の X 線乳房画像診断装置の市場規模は、 76.99 

million(USD)である。 

国内シェア  国内では、トップの

シェア（約 30%）を

有する。 

国内では、ほぼシェア

がない。 

価格が高い。 

国内シェア２位であ

り、シェア率は約

20％有する。 

海外市場規

模 

 アメリカ及び欧州、日本の X 線乳房画像診断装置の市場規模は 2018

年において 1,250 million(USD)である。その内約６割がアメリカにお

ける市場規模である。 

海外シェア  世界規模で７%程度

のシェアを保持。 

世界規模で 53%程度

のシェアを保持。 

世界規模で 22%程度

のシェア 

売価  5,000 万円程度 10,000 万円程度 15,000 万円程度 

保 険 償 還 

点数 

 診断料＋撮影料 

アナログ：498 

デジタル：508 

診断料＋撮影料 

アナログ：498 

デジタル：508 

診断料＋撮影料 

アナログ：498 

デジタル：508 

クラス分類  クラスⅡ クラスⅡ クラスⅡ 

 

 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） 

【強み】 

■ 競合機器である X 線乳房画像診断装置は、高濃度乳房において乳癌の検出が困難であるが、本品は

高濃度乳房においても適応可能である。（技術） 

■ X 線を測定に用いることで少なからず被ばくの影響を受けるため、妊婦の方や若い世代の方の受診

が推奨されておらず、またその影響により検診を短期間で複数回行うことが困難であるが、マイクロ

波マンモグラフィでは、環境電波よりも微弱なマイクロ波を使用するため、人体に及ぼす影響がない

ため、妊婦や若い世代へも適用可能であり、また、短期間に複数回の受診をすることが可能となる。

（技術） 
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【弱み】 

■ マイクロ波マンモグラフィの製造にはある一定水準の技術力が必要（技術面） 

■ 高周波部品の値段が高い（コスト面） 

■ 使用している半導体部品は特定の先進国に依存している（技術・コスト面） 
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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 

 

補助期間中に日本国内において承認申請を行い、本機器は先駆け審査指定を受けているため、約半年の審査期間を経て、まずは日本国内において上市

する予定である。日本国内上市後は EU、US、中国などでも上市する計画である。



 

8 

(2) 投資回収計画 

 ① 国内 

 R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

R10 

(2028) 

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：）           

 ② 海外 

 R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

R10 

(2028) 

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：）           

 ③ 国内・海外合計 

 R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

R10 

(2028) 

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：）           

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

  

非公開 

非公開 

非公開 
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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” 

[マイクロ波マンモグラフィの国内戦略] 

マイクロ波マンモグラフィは、X 線マンモグラフィで乳癌検出が困難な高濃度乳房においても適応可能

であり、測定時の痛みや被ばくがないため、検診受診率が向上すると考えられる。現在の国内乳がん検診

受診率は約 45%[1]と低いため、残りの 55％が新規市場として未開拓である。その未開拓な新規市場をマ

イクロ波マンモグラフィにおいて獲得することによって、輸入品の占める割合を低くし、代替となり得

る。上市後は、個別の機器売りと並行して、検診センターを設立し、検診事業を展開する。高濃度乳房で

も有効で、無痛且つ被ばくがない検診を行える検診センターに受診者が集まることで、国内の他の検診セ

ンターや医療機関においてもマイクロ波マンモグラフィの需要が拡大すると考えられる。国内における

X マンモグラフィ市場は 2018 年において 76.99 million （USD）であり、国内においても乳癌罹患者数が

増加していることにより、年々その市場は拡大すると想定される。2024 年における市場規模は、136.58 

million (USD)まで上昇する見込みである。 

 

[1]平成 28 年度国民生活基礎調査、厚生労働省 

 

[マイクロ波マンモグラフィの海外戦略] 

①欧州 

現在、欧州においても乳癌検査で使用するのは、X 線乳房画像診断装置であり、日本と同様に高濃度乳房

における問題を抱えている。そのため、高濃度乳房でも検出可能なマイクロ波マンモグラフィの需要が存

在する。欧州においては、欧州の中心に位置するドイツの NRW 州を最初の拠点として海外市場の獲得を

目指す。NRW 州の州都デュッセルドルフを中心とした半径 500 キロメートル圏内に約 1 億 6000 万人が

住んでおり、欧州連合（EU）消費者の 3 分の 1 に値する。また、NRW 州における年間個人消費額は約

3500 億ユーロで、全世界から企業が引き寄せられる重要なマーケットとなっている。そして、現在 NRW

州は日本の医療機器関連企業の誘致に積極的に乗り出しており、NRW Japan K.K を通して日本企業へ駐

在員事務所設立や現地法人設立、生産拠点設立、研究分野での提携等のコンサルティングを行っているた

め、海外市場を獲得するための支援を十分に受けることが可能となる。UK・ドイツ・フランス・スペイ

ン・イタリア・その他欧州地域における、2018 年の X 線マンモグラフィの市場規模は、463.13 million (USD)

であった。欧州においても乳癌罹患率が上昇しているため、どの国や地域も年々市場規模が増加し、2024

年の市場規模は、785.76 million (USD)まで上昇すると予測される[2]。 

 

②アメリカ  

現在、アメリカにおいても乳癌検査で使用するのは、X 線乳房画像診断装置であり、日本と同様に高濃度

乳房における問題を抱えている。そのため、高濃度乳房でも検出可能なマイクロ波マンモグラフィの需要

が存在する。 

アメリカにおいては、ペンシルバニア州を拠点とする。ペンシルベニア州では、バイオサイエンスやライ

フサイエンス分野を重要な産業として位置付けている州であり、医療機器業界は特に同州の強い分野と

なっている[1]。マイクロ波マンモグラフィは新医療機器であるため、その海外市場獲得のためには、医療

産業において精力的に活動している州や大学を巻き込んでの周知活動が必要となる。アメリカにおける

2018 年の X 線マンモグラフィの市場規模は、712.82 million (USD)であった。アメリカにおいても乳癌罹

患者数が増加しており、2024 年の市場規模は、1,243.83 million (USD)まで上昇すると予測される。 

 

[1] 米国医療機器市場に関する調査(〈ジェトロ･ニューヨーク･センター〉) 

[2]  Report - Global Mammography Market - Mordor Intelligence 



 

10 

 

 2) ビジネス体制 

医療機関

京都大学関連病院
大阪大学関連病院
神戸大学関連病院

• 改良に向けた助言

製販企業
第二種製造販売業

［28B2X10030]
㈱Integral Geometry 

Science

• 製品化・事業化
• 知財のとりまとめ

• 薬事・市場化を見据えた
他機関への助言

• 試作品の開発・作成
• 技術・技能の提供

• 部品の供給
• 生産プロセスの確立

中

2019年11月時点

上市後のビジネス体制

PL

NDA締結済

研究機関

神戸大学数理データ
サイエンスセンター
• 改良に向けた助言

SL

ものづくり企業

• 部品供給 販売企業
高度管理医療機器等販売業

卸企業、販売代理店

製造企業
• 組み立て協力 or 保管協力

顧客
（日本、欧米、

アジアなど
全世界）
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(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 医療機器プロトコル相談（2020 年 3 月 13 日@PMDA） 

マイクロ波マンモグラフィは先駆け審査指定制度に指定されているが、その要件を PMDA に確認し、治験

プロトコルを検討した。 

 

 医療機器プロトコル相談（2019 年 9 月 27 日@PMDA） 

マイクロ波マンモグラフィの測定に必要な乳房座標シートの安全性試験の要否について、乳房座標シー

トの製造メーカである凸版印刷を含め、相談を行った。 

 

 医療機器プロトコル相談（2019 年 6 月 6 日@PMDA） 

マイクロ波マンモグラフィの治験プロトコルの弊社案を PMDA と共有した。 

 

 医療機器プロトコル相談（2019 年 4 月 12 日@PMDA） 

マイクロ波マンモグラフィの治験プロトコルの弊社案を PMDA と共有した。 

 

 2) 知財戦略検討状況 

今後、原理特許、防衛特許、公証、意匠登録を進め、マイクロ波マンモグラフィの競合他社から、さらに差を

つける計画である。現状では、世界中の論文、特許、学会、展示会等で、マイクロ波を用いたマンモグラフィ

の調査を進めているが、機器としての性能、画像のクオリティにおいて、マイクロ波マンモグラフィと呼べる

ものは存在しないことを確かめている。すなわち、マイクロ波の物理学的優位性を発揮することに成功してい

るのは世界的に見ても当社のみであり、今後早急に世界各国での知財獲得、社会実装を進めていく計画である。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

量産機開発に向けて着実に課題をクリアし、また治験計画についてもPMDAと慎重に協議を行っている。 

 

 4) 販売戦略等 

当社としては、事業会社、保険会社、金融機関と連携して、数年後に大規模な資本提携を計画している。こ

の資本提携を基に、関係する人間ドックへの導入、検診センターの共同運営を全世界で実施する準備を進め

ている。 
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 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 新医療機器であるため、既存の JIS 規格が

ない。 

② 有効性及び安全性評価における治験計画

案の作成。 

① 第三者からの意見を取り入れて、より客観

的かつ有効な安全性試験及び性能試験を

行う。 

② 新医療機器の治験やマイクロ波を取り扱

う機器の治験に詳しい有識者をコンサル

タントとして、参加してもらう。 

現時点で 

過去にマイクロ波に関する治療器を薬事

申請した経験のある専門家、世界的な医療

統計の専門家、過去に PMDA で審査を担

当していた薬事申請の専門家を顧問とし

て招聘した。 

知財 

コア特許は世界２６か国で権利化が完了して

いるが、今後周辺特許や防衛特許を戦略的 

に権利化を進めること不可欠である。 

現在、防衛特許の出願、権利化を進めるととも

にこれまでに 20 件の公証を登録し、自己実施

権の確保を進めている。 

技 術 ・

評価 

① 製造にはある一定水準の技術力が必要 

② 高周波部品の値段が高い 

③ 使用している半導体部品は特定の先進国

に依存 

① 高周波関連技術者の育成に尽力。 

② 最も高価な部品に関し、自社設計により価

格を 1/2（約 100 万円→約 50 万円）にし、

サイズの小型化（約 1/4）にも成功した。 

③ 国内の製造の可否を調査中。 

その他

事業化

全般 

①マイクロ波マンモグラフィの認知度の低さ 

②人員の増強 

① マスメディアを利用した広告、展示会出

展、学会発表、人間ドックを受けられる医

療機関設立 

② 新卒、有能な若手技術者、有資格会計エキ

スパートを採用中、さらに投資家、保険会

社、事業会社と連携を強化 
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1.6 2019 年度補助事業の成果概要 

(1) 補助事業の事業概要 

製品開発では、現行機の課題をクリアした製品試作を行い、機器に要求される要件を抽出する。また、試作機の検証のため臨床試験を同時に実施

し、機器の安全性及び有効性に関する評価及びリスク抽出を実施する。薬事戦略に関しては、非臨床試験内容及び、治験内容に関しても医療機器プロ

トコル相談を活用しつつ、試験実施前に決定する。知財は、出願事項がでてき次第、出願準備及び申請を行う。販売戦略では、販売体制案の検討を実

施する。上記内容を通して、当該年度では、主に、QMS 体制の検討結果を考慮して試作したプロトタイプを用いて、要求事項に対する検証を繰り返

し、最終製品を固める。 

 

(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 

マ イ ク ロ 波 マ ン モ グ ラ フ ィ 

Kimura-X 

環境電波より微弱なマイクロ波を用いて、乳房内誘電率分布画像を撮像し、その情報を医師に提供する機器。 

  

 

(3) 2019 年度の補助事業の成果と今後検討すべき課題 

2019 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製品開発・評価 

1)製品試作 

課題 1 マイクロ波信号発生源 

マイクロ波マンモグラフィ専用の LSI を実

装したマイクロ波の信号発生源の量産用ボ

ードを開発し、製造コストを下げる。 

 

 

 

 

 

 

 課題 2 マイクロ波を乳房に照射するアンテ

ナ 

堅牢なケーシングを施し、ユ-ザービリティ

の高いマイクロ波マンモグラフィ専用の量

産用プローブを完成させる 

▶ 

【進捗 98％：○】 

1) 製品試作 

課題 1 マイクロ波信号発生源 

ボードの設計、製造体制の構築が完了し、これを装

置に組み込みテストした結果、プロトタイプ機と

同等以上の性能が達成された。また、複数の周波数

帯域のマイクロ波信号発生源を完成させ、装置全

体に組み込みが完了し、量産機用のマイクロ波信

号発生源が完成した。 

 

 

課題 2 マイクロ波を乳房に照射するアンテナ 

マイクロ波マンモグラフィのマルチスタティック

アンテナの制御回路のボード化が完成し、量産体

制を整えた。また実験室において、乳房ファント

ムに対し、性能テストを実施した。 

▶ 

1)製品試作 

課題 1 マイクロ波信号発生源 

開発完了。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題 2 マイクロ波を乳房に照射するアンテナ 

開発は完了した。残すは臨床の現場における性

能テストであり、臨床試験が開始次第、実施す

る。 
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2019 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 

 

 課題 3 受信信号の検波回路 

マイクロ波マンモグラフィでは、乳房内で反

射して乳房表面に到達したマイクロ波の位

相と振幅をピコセカンドスケールで検波し

なければならない。超音波と比べ、10 万倍の

速度で伝搬するため、その分、検波回路には、

超高速で動作する半導体の使用が不可欠な

のである。我々の研究グループでは、最先端

の半導体技術を駆使し、10 ピコセカンドス

ケールで検波する回路の開発に成功してい

る。また、計測の S/N の著しい向上のため、

疑似ランダム符号のマイクロ波のパルス列

を生成、乳房内に、超広帯域アンテナなより

照射、乳房内にパルス列が伝搬し、乳房内の

乳癌で、乳房表面のあらゆる個所に散乱した

“疑似ランダム符号をもつパルス列”を、受信

後、本検波回路における、自己相関回路によ

り検波する。 一点から乳房全体に放射し、

乳房全体に散乱したマイクロ波を、乳房表面

のあらゆる箇所でその位相と振幅を精密に

計測する必要があり、これまでの工学的技術

の流用ができない、超最先端の検波技術が必

要となり、それを我々の研究グループでは開

発に成功していることになる。このマイクロ

波回路技術を量産に向けて、ボード化し、普

及させることが本項目の目標である。 

 

 

 

 

 課題 4 計測位置情報 

距離計は、アンテナプローブが、乳房表面で

どの位置でデータを取得しているか、全自動

で記録する装置であり、距離計を用いること

で、再構成された画像が、乳房表面のどの位

 

課題 3 受信信号の検波回路 

量産機用の検波モジュールの開発は完了した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題 4 計測位置情報 

距離情報取得の新規回路の開発に成功した。 

 

 

 

 

 

課題 3 受診信号の検波回路 

開発完了。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題 4 計測位置情報 

開発完了。 
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2019 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 

置に対応するか、正確に対応付けすることが

できる。 

これまで開発された距離計の信号制御系の

回路をボード化し、量産対応とすることを本

事業の目標とする。 

 

 課題 5 乳房表面に貼る座標シート 

マイクロ波マンモグラフィは人間ドックや

病院付属の検診センターでの活用を想定し

ている。測定時期が異なり、定期的に検査し

たデータを、相互に正確に比較するために

は、測定箇所や測定時の乳房の形状など可能

な限り一致しているのが望ましい。本座標シ

ートでは、乳房の形を固定するとともに、毎

回観測の原点を同一のものとし、さらに乳癌

が映像化された場合、正確にその座標が記録

に残すためのものである。これまでのモダリ

ティの多くが、得られたデータが、目の前の

患者の乳房のどの位置に相当するか位置合

わせすることが困難であった。本シートによ

り、座標が明確化され、手術箇所の正確なマ

ーキングと、部分切除における乳癌組織の取

り残しがなくなり、再発防止に繋がることが

需要である。本事業では、乳房表面に張るシ

ートの形状や印字方法などを量産対応のも

のとし、フィルム会社と連携して商品化する

ことを目標とする。 

 

 課題 6 機器のユーザーインターフェース、

コンソール及びケーシング 

 

現時点のマイクロ波マンモグラフィシステ

ムは、改良、調整がしやすいプロトタイプ機

であるが、量産化に向けて、持ち運びが容易

で、衝撃に強い、堅牢なケーシングを施す。

人間ドックや病院付属の検診センターの他

 

 

 

 

 

 

 

課題 5 乳房表面に貼る座標シート 

乳房表面シールの品質管理基準の策定のための試

験を進め、生産時に混入する異物のサイズの限界

値を決定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題 6 機器のユーザーインターフェース、コンソ

ール及びケーシング 

装置の中核部品を機械的、電気的衝撃から保護す

るためのケースのデザインを現在進めている。 

今まで計算機のマウス、キーボード、アンテナスイ

ッチを用いて計測していた。新規コンソールでは、

一人で極めてスムーズかつ短時間で計測できるよ

うになった。 

 

 

 

 

 

 

 

課題 5 乳房表面に貼る座標シート 

品質管理体制を構築し、乳房のサイズに合わせ

たシールを複数準備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題 6 

現在、医療機器のユーザビリティが非常に重

要視されており、医療機器の  “USE 

ERROR”を防止し、安全に使用可能な使用

とすることが求められています。そのため、

本機器においてもユーザビリティエンジニ

アリングの国際規格である IEC 62366 を初

め、JIS T 62366-1、EN 62366、IEC 60601、



 

16 

2019 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 

に、検査車両への設置を検討しており、様々

なシーンで使用、設置が可能な汎用性の高い

構造を設計、製作する。 

 

 

 

 

2)医療機器として準拠すべき要件の明確

化 

(Integral Geometry Science） 

非臨床試験実施のために、準拠すべき要件

を明確化し、機器の設計を要件に適応させ

る。試作機を１台作成する。ユーザビリテ

ィーの最適化のために学会に参加し、情報

交換を行う。 

準拠すべき要件をリストアップし、決定す

る。 

2019 年 12 月 

（神戸大学） 

非臨床試験実施のために、準拠すべき要件

を明確化し、機器の設計を要件に適応させ

る。試作機を１台作成する。ユーザビリテ

ィーの最適化のために学会に参加し、情報

交換を行う。 

準拠すべき要件をリストアップし、決定す

る。 

2019 年 12 月 

(フジキン万博記念つくば先端事業所) 

非臨床試験実施のために、準拠すべき要

件を明確化し、機器の設計を要件に適応さ

せる。試作機を共同で１台作成する。ユー

ザビリティーの最適化のために学会に参

加し、情報交換を行う。 

準拠すべき要件をリストアップし、決定す

る。 

2019 年 12 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)医療機器として準拠すべき要件の明確化 

(Integral Geometry Science） 

機器において準拠すべき要件に関して確認を行っ

た。 

 

(神戸大学） 

機器において準拠すべき要件に関して確認を行っ

た。 

 

(フジキン万博記念つくば先端事業所) 

機器において準拠すべき要件に関して確認を行っ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO14971 等の該当規格を基に、機器設計を

実施し、より安全な医療機器としてユーザビ

リティを高めていく。 

・ 試作機を基に量産機に向けた全体設計 

 

 

2) 2019 年度の目標は完了。 
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2019 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 

3)リスクマネジメント 

(Integral Geometry Science） 

QMS 構築のために、製品試作の設計段階

からリスクマネジメントを行う。 

リスクマネジメント計画案の作成 

2020 年 3 月 

（神戸大学） 

QMS 構築のために、製品試作の設計段階

からリスクマネジメントを行う。 

リスクマネジメント計画案の作成 

2020 年 3 月 

(凸版印刷) 

製品試作の設計段階からリスクマネジメ

ントを行う。 

座標シールにおけるリスクマネジメント

計画の作成 

2020 年 3 月 

(フジキン万博記念つくば先端事業所) 

QMS 構築のために、製品試作の設計段階

からリスクマネジメントを行う。 

リスクマネジメント計画案の作成 

2020 年 3 月 

3)リスクマネジメント 

(Integral Geometry Science） 

機器製造工程に関するリスクマネジメントの実

施。設計及び組み立てにおけるリスク調査とその

改善。 

 

(神戸大学） 

IGS と合同で機器製造工程に関するリスク調査。 

 

(凸版印刷) 

メモリシールに関するリスクマネジメントの実

施。シール製造過程におけるリスク調査。 

 

(フジキン万博記念つくば先端事業所) 

IGS と合同で機器製造工程に関するリスク調査。 

3)リスクマネジメントに関しては今年度の目

標は完了。2020 年度にリスクマネジメントフ

ァイルを作成する。 

 

②臨床研究 

1)臨床試験 

(Integral Geometry Science） 

製品試作のテストを行う。機器の使い心

地や性能等に関する情報を取得し、設計

に反映させる。IGS は主に機器提供。結果

を公表するために論文を投稿する。 

非臨床試験を実施する機器の仕様を決定 

2020 年 3 月 

（神戸大学） 

製品試作のテストを行う。機器の使い心

地や性能等に関する情報を取得し、設計

に反映させる。結果を公表するために論

文を投稿する。 

▶ 

【進捗 50％+α：〇】 

1) 臨床試験を実施 

(Integral Geometry Science） 

(神戸大学) 

(神鋼記念病院) 

(伍仁会) 

(神戸大学大学院医学研究科) 

(神戸大学医学部附属国際がん医療・研究セン

ター) 

(兵庫県立がんセンター) 

(甲潤会) 

 

各機関において臨床試験を計画し、伍仁会、甲潤会

▶ 

   

1)臨床試験を実施 

伍仁会、甲潤会以外の機関についても計画が整

い次第、順次臨床試験を実施する。 

また論文投稿に向けてさらにデータを蓄積す

る。 

 

さらに今年度開発した量産機用のマイクロ波

マンモグラフィ及び AI 的方法の有効性を臨

床試験において徹底的に検証する。 
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2019 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 

非臨床試験を実施する機器の仕様を決定 

2020 年 3 月 

(神鋼記念病院) 

主に癌患者を対象に、臨床試験を実施し、

安全性や有効性に関する情報を収集。結

果を公表するために論文を投稿する。 

非臨床試験を実施する機器の仕様を決定 

2020 年 3 月 

(伍仁会) 

主に健常者を対象に、臨床試験を実施し、

安全性や有効性に関する情報を収集。結

果を公表するために論文を投稿する。 

非臨床試験を実施する機器の仕様を決定 

2020 年 3 月 

(神戸大学大学院医学研究科) 

主に特殊な症例を対象に、臨床試験を実

施し、安全性や有効性に関する情報を収

集。結果を公表するために論文を投稿す

る。 

非臨床試験を実施する機器の仕様を決定 

2020 年 3 月 

(神戸大学医学部附属国際がん医療・研究

センター) 

主に良性疾患等の患者を対象に、臨床試

験を実施し、安全性や有効性に関する情

報を収集。結果を公表するために論文を

投稿する。 

非臨床試験を実施する機器の仕様を決定 

2020 年 3 月 

(兵庫県立がんセンター) 

主に癌患者を対象に、臨床試験を実施し、

安全性や有効性に関する情報を収集。ま

た、乳房組織を対象とした基礎的検討を

実施。結果を公表するために論文を投稿

する。 

非臨床試験を実施する機器の仕様を決定 

において臨床試験を実施した。 

新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、現

在、臨床研究を休止しており、緊急事態宣言解除後

は予定通り、臨床研究を開始する。 

 

また、臨床研究休止中に、健常者のパーソナルな情

報、マイクロ波マンモグラフィの測定結果、乳腺細

胞・癌細胞の生理的特質及び確率偏微分方程式に

よる予測技術を基礎とした、医師の診断に極めて

有用なデータを提供する新規 AI 的方法を開発し

た。 
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2019 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 

2020 年 3 月 

(甲潤会) 

主に健常者を対象に、臨床試験を実施し、

安全性や有効性に関する情報を収集。産

婦人科の知見を基に測定方法の検討を実

施。結果を公表するために論文を投稿す

る。 

非臨床試験を実施する機器の仕様を決定 

2020 年 3 月 

 

③薬事戦略 

1)医療機器プロトコル相談 

安全性 

(Integral Geometry Science・神戸大学） 

2 年次に行う非臨床試験項目を PMDA に

公式文書として承認をもらうために実施

する。 

PMDA から面談記録をもらう 

2019 年 12 月 

(凸版印刷) 

座標シールは人と接触する箇所であるた

め、生物学的安全性に関する試験を実施す

るため、試験実施前に PMDA に相談する。 

PMDA から面談記録をもらう 

2019 年 12 月 

 

2)医療機器プロトコル相談 

 性能 

(Integral Geometry Science・神戸大学） 

2 年次に行う非臨床試験項目を PMDA に

公式文書として承認をもらうために実施

する。 

PMDA から面談記録をもらう 

2019 年 12 月 

 

3)医療機器プロトコル相談 

▶ 

【進捗 95％：〇】 

1) PMDA と準備面談を実施 

(Integral Geometry Science・神戸大学） 

PMDA との相談の結果、製造メーカである IGS

が自社で非臨床試験の試験内容を策定し、経済

産業省及び厚生労働省の合同検討会による「医

療機器等開発ガイドライン」の同意を得て、さ

らに PMDA の承認を経て非臨床試験の項目を

正式に決定することとした。 

 

(凸版印刷） 

PMDA との相談の結果、座標シールの接触面が

既製品と同等品であるため、安全性試験を省略

できる可能性が浮上した。ただしリスクマネジ

メントの観点から、安全性試験を試験機関に外

部機関にて実施することを検討中。 

 

2) PMDA と準備面談を実施 

PMDA との相談の結果、製造メーカである IGS

が自社で非臨床試験の試験内容を策定し、経済

産業省及び厚生労働省の合同検討会による「医

療機器等開発ガイドライン」の同意を得て、さ

らに PMDA の承認を経て、非臨床試験の項目

を正式に決定することとした。 

 

3) PMDA と準備面談を実施 

▶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)医療機器プロトコル相談（治験）に関して、

PMDA と慎重に協議を行い、2020 年度に正

式に決定する。 
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2019 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 

 治験 

(Integral Geometry Science・神戸大学） 

主に 3 年次に行う治験計画を PMDA に公

式文書として承認をもらうために実施す

る。 

PMDA から面談記録をもらう 

2019 年 12 月 

治験実施内容を検討中。 

④知財戦略 

1)出願準備・出願 

(Integral Geometry Science） 

設計や方法に関して、知財を取るべき事案

が発生し次第、随時 IGS の負担（自己収入

等）にて行う。 

当該年度に生じた特許事案に関して特許

を出願する。 

2020 年 3 月 

(神戸大学) 

アンテナ及びソフトウェアに関して、知財

を取るべき事案が発生し次第、随時神戸大

学の AMED 関連予算外の負担にて行う。 

当該年度に生じた特許事案に関して特許

を出願する。 

2020 年 3 月 

 

2)知財交渉・契約 

(Integral Geometry Science） 

既製品以外の部品を供給する企業におい

て、製品試作の時点での知財の有無につい

て決定するために行う。 

当該年度に生じた特許事案に関して知財

交渉を終了する。 

2020 年 3 月 

▶ 

【進捗 100％：〇】 

1)出願準備・出願 

AMED 先端計測分析技術・機器開発プログラムの

終了後、特許を新規で出願した。また、マイクロ波

マンモグラフィの最も基本的な特許が現在世界

で、日本、アメリカ、中国、欧州（イギリス、ドイ

ツ、フランス、オーストリア、ベルギー、ブルガリ

ア、チェコ共和国、デンマーク、フィンランド、ギ

リシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、オ

ランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ル

ーマニア、スロバキア、スぺイン、スウェーデン、

スイス、トルコ）、合計 26 カ国成立し、原理特許も

日米欧など主要各国で成立した。 

 

2)知財交渉・契約 

国内だけでなく、世界の主要メーカ、投資家、保険

会社から共同開発、資本提携等の打診がきている。 

▶ 

1)出願準備・出願 

今後、原理特許、防衛特許、公証、意匠登録を

進め、マイクロ波マンモグラフィの競合他社か

ら、さらに差をつける計画である。現状では、

世界中の論文、特許、学会、展示会等で、マイ

クロ波を用いたマンモグラフィの調査を進め

ているが、機器としての性能、画像のクオリテ

ィにおいて、マイクロ波マンモグラフィと呼べ

るものは存在しないことを確かめている。すな

わち、マイクロ波の物理学的優位性を発揮する

ことに成功しているのは世界的に見ても当社

のみであり、今後早急に世界各国での知財獲

得、社会実装を進めていく計画である。 

 

2)知財交渉・契約 

我々の戦略としては、世界各国での社会実装の

FS を最初に進める。サービスの立ち上がり

を、現地人間ドック、医師、投資家と共に示

し、事業としての将来性を示しながら、既存

の大手事業会社等と、知財も含めて連携を進

めていくことを考えている。現在、欧米の機

関投資家と交渉を進めており、認可前後にお

いて大規模な資本提携を進めていく計画で

ある。 
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2019 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 

⑤製造・サービス戦略 

 1) 業許可取得 

 (Integral Geometry Science） 

 薬事申請後に実施される QMS 実地調査に

向けて、申請以前に製造販売業等を取得す

る。 

製造販売業の取得 

2020 年 1 月 

 

2) QMS 体制構築 

(Integral Geometry Science） 

製造販売業取得のために体制を構築する。 

製造販売業の取得 

QMS 体制報告書の作成 

2020 年３月 

 

▶ 

【進捗 100％：〇】 

1) 業許可取得 

(Integral Geometry Science） 

2019 年 9 月に製造販売業を取得。 

 

 

 

 

2) QMS 体制構築 

(Integral Geometry Science） 

2019 年 9 月に製造販売業を取得。 

製造業取得に関しても準備は完了した。 

 

▶ 

1)業許可取得 

製造販売業取得済みにつき、本項目で今後検

討・実施すべき事項はない。 

 

 

 

 

 

2)QMS 体制構築 

Integral Geometry Science の製造業取得を行う。 

 

 

 

⑥販売戦略 

1)販売体制の構築・チャネルの確保 

(Integral Geometry Science） 

販売計画を作成するために、重要となる販

売チャネルの検討を実施する。 

販売体制案の作成 

2020 年 3 月 

 

(凸版印刷) 

医療機関に販売するための仲介業者及び

社内の販売体制に関する検討を行う。 

販売体制案の作成 

2020 年 3 月 

▶ 

【進捗 100％：〇】 

1)販売体制の構築・チャネルの確保 

現在、国内外の保険会社、管轄の病院、各地域の

大手検診センター・人間ドックと共に、事業展開の

計画を進めている。 

▶ 

1)販売体制の構築・チャネルの確保 

当社としては、事業会社、保険会社、金融機関

と連携して、数年後に大規模な資本提携を計

画している。この資本提携を基に、関係する

人間ドックへの導入、検診センターの共同運

営を全世界で実施する準備を進めている。 
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(4) 2019 年度の到達点（総括） 

 

2019 年度は、マイクロ波マンモグラフィにおける各要素技術の量産機仕様の確定、世界各国における知財の成立及び製造販売業取得が大きな成

果としてあげられる。量産機仕様の確定では、計画時に課題を６つ設定し、着実に成果をあげていった。具体的には、課題１として、マイクロ波

信号発生源ボードの設計、製造体制の構築が完了し、装置に組み込みテストした結果、プロトタイプ機と同等以上の性能が達成された。また、複

数の周波数帯域のマイクロ波信号発生源を完成させ、装置全体に組み込みが完了し、量産機用のマイクロ波信号発生源が完成した。課題２として、

マイクロ波を乳房に照射するマルチスタティックアンテナの制御回路のボード化が完成し、量産体制を整えた。課題３として、受信信号の検波回

路の量産機用の検波モジュールの開発を完了させた。課題４として、アンテナプローブが、乳房表面でどの位置でデータを取得しているか、全自

動で記録する距離計の距離情報取得の量産用新規回路の開発に成功した。課題５として、乳房表面に貼る座標シート品質管理基準の策定のための

試験を進め、生産時に混入する異物のサイズの限界値を決定した。課題６として、装置の中核部品を機械的、電気的衝撃から保護するためのケー

スのデザインを現在進め、また開発したコンソールでは、ユーザーが極めてスムーズかつ短時間で計測できるように改良を進めた。知財戦略では、

マイクロ波マンモグラフィの原理特許が日米中欧あわせて 26 カ国成立し、さらに周辺特許も日米欧など主要各国で成立し、世界各国での事業展

開の下、準備が整い始めた。QMS 体制の構築では、製造販売業を 2019 年 9 月に前倒しにて取得し、後工程に余裕を持たすことに成功した。また

上記以外にも、各医療機関における臨床研究の実施、販売体制の構築など、マイクロ波マンモグラフィの量産化、事業化に向けて着実に成果をあ

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

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

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 ○十分
上市までに必要な開発費の想定、その調達計画はできていますか。、 ○十分
現行の薬事法下で承認が可能ですか（規制システム面、科学評価体系面）。 ○十分
ビジネスモデルに対応した業許可を持っていますか。 △一部
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。 ○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。 ○十分
当該製品に必要な先行特許についてはライセンス等で使用できるようになっていますか。 ○十分
開発後の特許調査についても実施することになっていますか。 ○十分

コア技術に関して、どのように保護するか（権利化／ブラックボックス）は明確になっていますか。 ○十分
権利化に必要な新規性だけではなく進歩性が明確になっていますか。 ○十分
必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。 ○十分
意匠等の他の産業財産権について検討していますか。 △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。 ○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。 △一部
QMS等の品質保証体制が明確になっていますか。 ○十分
広報・普及計画は明確になっていますか。 △一部
想定価格は顧客が感じる価値に見合ったものですか。 ○十分
製造原価（あるいは提供コスト）は明確になっていますか。 ○十分
売上、コスト（変動費・固定費）、利益、減価償却等を考慮した計数的な計画は明確になっていますか。 ○十分
十分な収益性が得られることが明確になっていますか。 ○十分
事業拡大に伴い、どのタイミングでどのような人材・資金がどの程度必要になるか明確になっていますか。 ○十分
海外に対する戦略は明確になっていますか。 ○十分
当該事業に対するリスクの洗い出しは十分に行われていますか。 ○十分

その他

知的
財産

薬事

市場

基本
戦略

販売・
物流

事業
収支

開発
戦略
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(2) 2019 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 

治験・承認アドバイザーを 2019 年度の初期から追加しておくべきだったと考える。医工連携事業化推

進事業開始時にてアドバイスを頂戴し、新医療機器の承認、マイクロ波を用いた医療機器、QMS、ISO13485

などに精通した治験・承認アドバイザーを追加することで、2019 年度の改善点が明らかになった。本年

度改善すべきだった点 1 つを伴走コンサルでのご指摘を基に早急に対処したことで、年度内により強固

な事業体制を構築することができた。 

 

 2) 事業の進め方 

薬事戦略については、AMED、伴走コンサル、外部有識者、株式会社 Integral Geometry Science の薬事

戦略顧問の意見を参考に、慎重に PMDA との協議を進めたいと考えている。 

また感度・特異度に関しては、製造メーカとして機器の性能を検証するために重要である。株式会社

Integral Geometry Science では、世界的な医療統計の権威を顧問として迎え入れ、医療統計に関する体制を

構築した。2020 年度実施予定の臨床研究においては、健常者の測定数を増やし、母集団を実社会の有病

率に可能な限り近づけ、感度・特異度を算出し、マイクロ波マンモグラフィ上市後の医療研究者による大

規模検証へとつなげていきたい。 

販売計画については、現在、臨床研究を行っている医療機関を中心に機器販売を行い、さらにその医療

機関の関係が深い医療機関へ販売していくという計画を策定し、その販売計画の達成に向け準備を進め

る。 

 

 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 

特になし。   

事業化体制 製造販売業の取得：2020 年 1 月 製造販売業の取得：2019 年 9 月 後工程の負担軽減を目指し、前倒しにて

取得した。 

事 業 化 計 画

（開発･薬事・上

市 ス ケ ジ ュ ー

ル） 

2019 年度補助事業計画書において、研究

開発提案書での計画より前倒しにて、医療

機器プロトコル相談（安全性）、医療機器

プロトコル相談（性能）、医療機器プロト

コル相談（治験）を行うと記載し、PMDA

から 2019年 12月までに面談記録をもらう

予定であった。 

医療機器プロトコル相談（安全性）、医療機

器プロトコル相談（性能）に関しては、

PMDA との相談の結果、製造メーカである

IGS が自社で非臨床試験の試験内容を策

定し、経済産業省及び厚生労働省の合同検

討会による「医療機器等開発ガイドライ

ン」の同意を得て、さらに PMDA の承認

を経て、非臨床試験の項目を正式に決定す

ることとした。（なお PMDA より面談記録

はもらわない。） 

 

また、治験に関する医療機器プロトコル

は、12 月に実施された伴走コンサルでの委

員の皆様のご意見をもとに、当初実施予定

だった治験実施案を見直すこととし、2020

年度前半までに面談記録をもらうことと

した。 

 

医療機器プロトコル相談（安全性）、医療機

器プロトコル相談（性能）に関しては、マ

イクロ波マンモグラフィは新医療機器で

あり、機器個別の規格が存在しないため、

製造販売企業である株式会社 Integral 

Geometry Science が詳細な試験項目につい

て決定し、開発ガイドラインおよび PMDA

の承認を経て決定されるべきであるとい

う指針が PMDA より示されたため。 

 

また、12 月に実施された伴走コンサルに

て、委員の皆様よりご指導を賜り、引き続

き伴走コンサルを重ね、PMDA と慎重に協

議したうえで治験案を策定すべきと考え

を改めた。その結果、2019 年度補助事業計

画書にて記載した 2019年 12月は遅れるも

のの、研究開発提案書で記載した 2020 年

度前半中までに面談記録をもらうことと

した。 
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(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 ガイドライン作成の第三者委員会とは何か？（妙中 PS） 経済産業省及び厚生労働省の合同検討会による「医療機器等開発

ガイドライン」の策定のための作業委員会である。 

薬事申請はモニター、PC を含めて行うのか？乳房座標シートは

構成品として申請するのか、それとも単独で申請するのか？（医

療機器センター） 

薬事申請はモニター、PC を含めて申請する。乳房座標シートはマ

イクロ波マンモグラフィの構成品として薬事申請する予定であ

る。 

構成品として薬事申請する場合、申請書類に「乳房座標シートは消耗

品のため単独で流通する」等の文言を含めた方がいい。（医療機器セ

ンター） 

拝承。 

プログラムのバージョンアップの場合、再度薬事申請することに

ならないようにするべきである（医療機器センター） 

拝承。 

知財 基本特許取得だけに甘んじず、周辺特許取得、ノウハウの取り扱

いなど、知財戦略には十分に気をつけるべきである。（橋本特許事

務所、産総研） 

拝承。特に開発ガイドラインは制定後公開されるため、特に気を

つける。 

技術・評価 誘電率分布の測定にマイクロ波を用いる理由は何か？（産総研） 乳房の大半を占める脂肪組織は導電率が低いため、マイクロ波は

乳房全体をよく伝搬する。また癌組織は誘電率が高く、マイクロ

波は誘電率が大きく異なる界面（脂肪組織―乳癌組織）にて大き

く反射する性質を持っているため、マイクロ波による乳房内の誘

電率分布測定は非常に有効であると考えられる。波長は短い方が

分解能向上につながるが、乳房はごくわずかに導電性を持ってお

り、ミリ波やテラヘルツ波は吸収されてしまうため、現在の周波

数になった。 

距離計とは何か？マイクロ波の発生源は何か？（産総研） アンテナの位置を自動で記録するための装置である。 

マイクロ波の発生源は、最新半導体を実装した FPGA のボードで

ある。 

高性能化を達成するためにはどうすればいいのか？（産総研、

医療機器センター） 

高性能化のための方法は 2 種類存在する。 

一つ目は最大周波数を高くすることである。一般的に周波数を高

くすると、アンテナの小型化に寄与し、アンテナの送信受信間の
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領域 指摘事項 対応 

距離を短くすることができるため、高分解能化につながる。 

二つ目はマルチスタティックにおける送受信アンテナ素子対の

数を増やすことである。 

感度はどれぐらいか？（医療機器センター） ２０１７年に、ある病院にて測定した癌患者計４２人と２０１９

年度に、ある病院にて測定した被験者計１３人を盲検化し、有病

率約 76%で統計を取った結果、感度 100%、特異度 92%だった。 

携帯電話等の他の電子機器の部品を用いることによって部品費

を抑えることは可能か？ 

世の中に流通している電子機器の周波数は数 GHz であり、10 GHz

超す帯域を持つ超広帯域の機器はほぼ存在しないため、他の電子

機器の部品を流用することは不可能である。 

そ の 他 事 業

化全般 

乳房座標シートはどう流通するのか？（妙中 PS、医療機器センタ

ー） 

凸版印刷が製作し、IGS に納入、製造販売業を取得している IGS

から流通される。 

販売戦略をしっかりと練るべきである。（妙中 PS） 拝承。 

本機器は未承認機器であり、広報には気をつけるように。（医療機

器センター） 

拝承。メディア対策含め十分に気をつける。 

この伴走コンサル以外にも相談にのってほしいことがあれば三

菱総合研究所で実施する。（三菱総合研究所） 

拝承。 

 

(5) 継続条件への対応状況 

継続条件 対応状況 

なし  
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1.8 令和 2 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

(1) 令和 2 年度の事業概要 

○2020 年度は非臨床試験を実施する。実施に際しては、製造メーカである IGS が自社で非臨床試験の試験内容を策定し、経済産業省及び厚生労働省の

合同検討会による「医療機器等開発ガイドライン」の同意を得て、さらに PMDA の承認を経て非臨床試験の項目を正式に決定し、実施する。なお、

マイクロ波マンモグラフィは先駆け審査指定制度の指定品目に制定されているため、非臨床試験に関する項目から薬事申請を行うための準備を行う。

また、医療機器製造業を 2020 年度の前半に取得し、さらに、各機関と伴走コンサルを重ね、PMDA と準備面談及び対面助言を慎重に実施し、PMDA

の承認を得た治験計画を公式文章にて受領する。受領後は、治験計画届出を行い、IRB 申請など、治験実施に向けた各種準備を行い、準備完了後、治

験を開始する。 

 

 

(2) 令和 2 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製品開発・評価 株式会社 Integral Geometry 

Science 

神戸大学 

凸版印刷株式会社 

安全性試験及び性能試験を実施し、機器の最終仕様を決定する。展示会等にお

いて製品の部材供給メーカを複数抽出し、将来的な部材の安定供給可能なメー

カを探索する。 

②非臨床試験の実施 株式会社 Integral Geometry 

Science 

試験項目は、製造メーカである IGS が自社で非臨床試験の試験内容を策定し、

経済産業省及び厚生労働省の合同検討会による「医療機器等開発ガイドライン」

の同意を得て、さらに PMDA の承認を経て、非臨床試験の項目を正式に決定し、

実施する。なお、マイクロ波マンモグラフィは先駆け審査指定制度の指定品目に

制定されているため、実施完了後、非臨床試験に関する項目から薬事申請を行う

ための準備を行う。 

③試作機の有効性と安全性評価の

ための臨床研究の実施 

株式会社 Integral Geometry 

Science 

神戸大学 

神鋼記念病院 

伍仁会 

神戸大学大学院医学研究科 

神戸大学医学部附属国際が

各機関において臨床試験を実施し、製品試作のテストを行う。また機器の使い心

地や性能等に関する情報を取得し、設計に反映させる。さらに論文投稿に向けた

データの蓄積を行う。 
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項目名 実施主体 具体的な内容 

ん医療・研究センター 

兵庫県立がんセンター 

甲潤会 

④製造業取得 株式会社 Integral Geometry 

Science 

医療機器製造業を 2020 年度の前半に取得する。なお、申請準備はほぼ完了して

いる。 

⑤PMDA との対面助言により治験

プロトコルを決定 

株式会社 Integral Geometry 

Science 

各機関と伴走コンサルを重ね、PMDA と準備面談及び対面助言を慎重に実施し、

PMDA の承認を得た治験計画を公式文章（面談記録）にて受領する。 

⑥治験の実施 株式会社 Integral Geometry 

Science 

京都大学関連病院 

大阪大学関連病院 

神戸大学関連病院 

PMDA から面談記録を受領後、治験計画届出を行い、IRB 申請など、治験実施に

向けた各種準備を行い、準備完了後、治験を開始する。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 

株式会社 Integral Geometry Science 

〒650-0047 神戸市中央区港島南町 1-5-6 神戸大学インキュベーションセンター 

電話: 078-335-6110 / FAX: 078-335-6110 / E-mail: secretary@ig-instrum.co.jp 

 

 


