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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。 
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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

察室や手術室で結果を出せる小型の装置が無いため、診断の際に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数度の入院を含め３ケ月もかかることがあり、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。さらに国毎あるいは病院毎にも微妙な差が有り、世

界共通プロトコルの普及が望まれている。 

 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、ACTH 負荷有りが主流である

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な状況である。 

 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、従来 2 回入院

し計 10 日間の入院を要していたものが、1 回入院で計 2 日間に短縮できる。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。 
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AVS 成功判定システムは 2017 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

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：2018 年 3 月 上市：2019 年 5 月 

アメリカ FDA      申請：2020 年１0 月 上市：2021 年 7 月 

小型 PA 診断装置：海外薬事 

欧州 CE マーク    申請：2020 年 12 月 上市：2021 年 4 月 

オーストラリア TGA     申請：2021 年 4 月 上市：2022 年 1 月 

アメリカ FDA           申請：2022 年 1 月 上市：2022 年 10 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国際基幹教育院） 

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

 -1 事業化する医療機器の概要 

 1) 医療機器等の種類 
機器等の種類 血液検査用器具 クラス分類 クラスⅡ 

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 認証 

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 

 業許可  

 業許可  

 2) 医療機器等のターゲット市場 
 国内市場 海外市場 

  EU・TGA・アジア・米国 

薬事申請時期 2020 年 12 月 

CE マーク：2017 年 5 月 

豪州 TGA ：2018 年 3 月 

米国 FDA ：2020 年 10 月 

上市時期 2021 年 1 月 

EU  ：2017 年 5 月 

豪州：2019 年 5 月 

米国：2021 年 7 月 

想定売上（上市後 3年目） 2 億円/年（2024 年時点） 

EU  ：0.03 億円/年(2020 年時点) 

豪州：0.09 億円/年(2021 年時点) 

米国：0.07 億円/年(2024 年時点) 

市場規模（上市後 3年目） 6 億円/年（2024 年時点） 

EU  ：12.5 億円/年(2020 年時点) 

豪州：0.50 億円/年(2021 年時点) 

米国：10 億円/年(2024 年時点) 

想定シェア（上市後 3 年

目） 
33％（2024 年時点） 

EU  :0.2％(2020 年時点) 

豪州：18％(2021 年時点) 

米国：0.7％(2024 年時点) 
*市場規模は競合品も含めた市場全体としての見込 

 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。 
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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

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。 

 

〔今後の技術的課題〕 

AVS の手技は世界的に大きく二つに分かれている。AVS 実施時に副腎を活性化させる ACTH を負荷

する場合と負荷しない場合である。アメリカの大勢は ACTH 負荷を実施し、ヨーロッパは負荷無しが

一般的である。アジア・オセアニアはこれが混在している。現在の AVS Accuracy Kit は、負荷無しに

最適化されており、負荷用には測定のダイナミックレンジの変更が必要となる。それに伴いリーダー

の CaptureIR も一部改造が必要になる。 

更に、最近になってアメリカ KOL の一人であるヤング博士より、できれば遠心分離をしないで済む様

に改良できないかとの依頼が入った。現在の AVS Accuracy Kit は金コロイド標識であることから遠

心分離を行わないと赤血球により信号が赤く見えなくなってしまう。赤くなっても検出できるように

する為には蛍光標識に変え、蛍光をリーダーで読取る方式に変える事が必要となる。 

このように、遠心分離を不要とするためには技術的な課題を解決する時間が必要となることから、ま

ずは「金コロイド標識＋遠心分離」のシステムにて市場に出し、その後に改良システムとして「蛍光標

識（遠心分離不要）」の商品開発を行うことで対応する。 
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 -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Ⅱ 

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 認証 

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 

 業許可  

 業許可  

 2) 医療機器等のターゲット市場 
 国内市場 海外市場 

  EU・TGA・アジア・米国 

薬事申請時期 2020 年 12 月 

CE マーク：2020 年 12 月 

豪州 TGA ：2021 年 4 月 

米国 FDA ：2022 年 1 月 

上市時期 2021 年 1 月 

EU  ：2021 年 4 月 

豪州：2022 年 1 月 

米国：2022 年 10 月 

想定売上（上市後 3年目） 0.29 億円/年（2024 年時点） 

EU  ：0.2 億円/年(2024 年時点) 

豪州：0.2 億円/年(2025 年時点) 

米国：0.9 億円/年(2026 年時点) 

市場規模（上市後 3年目） 20 億円/年（2024 年時点） 

EU  ：12.5 億円/年(2024 年時点) 

豪州：0.50 億円/年(2025 年時点) 

米国：50 億円/年(2026 年時点) 

想定シェア（上市後 3 年

目） 
1.5％（2024 年時点） 

EU  :1.6％(2024 年時点) 

豪州：40％(2025 年時点) 

米国：1.8％(2026 年時点)  
*市場規模は競合品も含めた市場全体としての見込 

 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
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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。 

 

 

〔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〕 

小型で手術室にも置けることを前提とする。 
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 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 2023 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 2023 年まで

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。 
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 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 分～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 ウエル型ガンマーカウンター 

(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 
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(2)投資回収計画 

AVS 成功判定システム 

 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（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 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

薬事申請時期 
● 

(TGA・

EU) 
  

●
(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 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 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 2.30 

 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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 投資回収計画 

小型 PA 診断装置 

 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（単位：億円） 0.80 1.00 1.00 0.05 0.05 0.05 0.08 0.10 0.17 0.22 

 うち補助対象 0.53 0.67 0.67 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.27 0.33 0.33 0.05 0.05 0.05 0.08 0.10 0.17 0.22 

売上高（単位：億円） － － － 0.15 0.16 0.16 0.24 0.32 0.53 0.72 

販売数量（単位：台） － － － 10 10 10 15 19 30 40 

 ② 海外 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 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 0 0.03 0.09 0.16 0.32 0.58 

 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 0 0.03 0.09 0.16 0.32 0.58 

売上高（単位：億円） － － － 0 0 0.08 0.28 0.49 0.99 1.82 

販売数量（単位：台） － － － 0 0 5 18 31 61 110 

 ③ 国内・海外合計 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

支出額（単位：億円） 0.80 1.00 1.00 0.05 0.05 0.08 0.17 0.26 0.49 0.80 

 うち補助対象 0.53 0.67 0.67 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.27 0.33 0.33 0.05 0.05 0.08 0.17 0.26 0.49 0.80 

売上高（単位：億円） － － － 0.15 0.16 0.24 0.52 0.81 1.52 2.54 

販売数量（単位：台） － － － 10 10 15 33 50 91 150 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 
※本投資回収計画は機器と診断時に使用される診断キットを含む。 
※2019 年度までの支出額は国内、海外に不可分であり、それぞれ国内、海外の合計額を記入した。 
 
【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 150万円/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 

 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。 
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(2)事業化に向けた検討結果 

1)薬事申請 

 
 体外診断用医薬品全般相談（2019 年 10 月 15 日） 

高濃度で定量範囲を超える場合の希釈の適否について相談し,認められた。 
 

 FDA とのサプリメンタルプレサブミッション(事前協議)実施（2020 年 3 月 26 日） 
  AVS 成功判定システムの申請書記載内容の明確化 
 

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 にて競合特許の有無を調査した。 
 

 3) 開発戦略検討状況 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 
・国内薬事取得のための臨床性能試験実施 

2019 年 6 月から金沢大学附属病院他 における AVS 成功判定システムの臨床性能試験を実施。 

・FDA 取得のための臨床研究データ取得中 

国際共同研究参加機関において AVS 成功判定システムの臨床研究データを取得。 

 

 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 
TGA を取得した豪州においてシドニーの販社と契約し、販売を開始。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 
豪州において上記販社にて体制を構築した。  

 QMS 等の品質保証体制 
   ISO13485:2016 による。 
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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 

米国コンサルタントの指摘 

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好まし

い。 

 

①欧州、豪州、米国にて臨床評価（イタリアパド

バ大学主導の国際共同研究）を行っている。 

②イタリア国際共同研究にアメリカのハーバー

ド大学が参加したことにより、アメリカでの臨

床評価が実施されている。 

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。 

③知的財産の確保による優位性確保ができてい

ないので、早急に手を打つべきである。 

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。 

③検出系及び検出プロトコルに関し、出願検討

中。弁理士と相談して進める。 

技 術 ・

評価 

①世界の AVS 方式は ACTH 負荷有無の 2 大勢力に

分かれているので、アメリカ向けには改良が必

要になる可能性がある。 

①ACTH 負荷有無に対応できる世界共通タイプに

一本化した。その結果アメリカでも希釈無しの

測定が可能になった。 

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。 

 

 

②AVS 成功判定システムには含まれていないが、

使用時に必要となる卓上遠心分離機が普及し

ていない国が多い。AVS 成功判定システムのユ

ーザーに卓上遠心分離機を販売する方法が必

要である。 

 

 

③遠心分離機は、国によっては発送できない可能

性がある。 

 

 

④小型診断機器普及の方法が不明であり、医療現

場の環境変化が無いと先行している大型高価

格機器と置き換わっていくことが困難と思わ

れる。開発機器普及のための医療環境変化を調

べておく必要がある。 

⑤海外での薬事戦略、国内外での販売方法など

が、本当に出来上がっているのか、依然として

不透明である。 

 

⑥想定価格に対する事業収支を再確認する必要

がある。 

 

⑦海外通関の不確実性 ロシア通関で経験した

ように、国毎に確実性が異なる。（先方病院か

ら通関へのレターが届かず結果的に日本に帰

って来た） 

①金沢大学での臨床性能試験を実施することに

より日本薬事を取得する。4 月 10 日に倫理委

員会(IRB)を通し、6月 27 日に第一症例を実施

した。 

②AVS 成功判定システムの啓発段階では日本か

ら本事業外資金で卓上遠心分離機を無償提供

している。（生産国の中国から国際共同研究先

に直送） 

 事業化時を想定し、AVS 成功判定システムの現

地販売代理店が一緒に販売できるように手配

している。中国との直取引も可能とした。 

③通関業務については、遠心分離機の仕様証明を

文書で提出することで解決した。特にロシアに

ついては、実際に送ってみて問題ないことを確

認済みである。 

④大型高価格機器との置き換え需要は考えてい

ない。欧州各国の医療環境変化についてはコン

サルや JETRO を通じて watch している。 

 

 

⑤AVS 成功判定システムは欧州における代理店

が活動しており、豪においても 4 月に認証が得

られたことにより、現地販売代理店による販売

への取り組みが開始されている。 

⑥6月7日の伴走コンサルの場で説明させて頂い

たが、事業収支計画は 2019 年度当初に見直し

を行った。 

⑦当方にも病院にも責任はないが、国状の差はい

かんともし難く、経験を重ね慎重を期すように

努める。 
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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 

①本事業終了後速やかに薬事データ採取が可能になるよう、薬事申請ができるレベルの小型 PA 診断装置量産前試作機を製作し、国内および海外で

評価する。 

②イタリアの国際共同研究を継続し、AVS 成功判定システムの有効性・安全性を FDA に証明する資料を得る。同時に小型 PA 診断システムの FDA

向け同等性評価用検体確保を行う。 

③国内においては AVS 成功判定システムの臨床的意義及び相関性について臨床性能試験を実施し、2020 年 12 月に薬事申請を行う。本試験の結果

は FDA 申請時の試験データを補完し、国内薬事の進捗という信頼を得て、FDA の申請/認可まで数ヶ月の期間短縮に貢献する。 

 

(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 

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)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小型PA診断装置試作 

3) 量産前試作機開発（トラストメディカル） 

一体型試作機の成果を踏まえ、安定性信

頼性の改善と低価格化、各種規格対応を図

り、量産前評価と薬事申請ができるレベルの

試作機を社内用2台、社外用に1台、計3台製

作する。この結果として、本事業終了後速や

かに薬事データ（同等性評価）を採取するこ

とを計画している。 

2019年9月 

量産前試作機開発製作3台完 

2020年2月 

量産前試作機修正改造完 

▶ 

【進捗 100％：○】 

①小型 PA 診断装置試作 

3) 量産前試作機開発 

今期は予定通り量産前試作機にて安定性、信頼

性の向上を図った。 

また、量産前試作機の方向性として、これまで

PA 診断装置はコルチゾールやアルドステロンを

対象としてきたが、医学的には新たなマーカーの

出現も見込まれるので粒子数による測定以外の汎

用測定法への拡張性を加味することでライフの長

い測定機にすべきという意見を加味し、光学検出

系をケミルミや比色にも組み替えられる方式とし

ている。 

▶ 
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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 

設計仕様との一致を確認 開発面では 3 台の試作を完了し、昨年度一体型

試作機で実行したプロトコルの自動処理動作を本

試作機でも問題なく実行し、同等の測定結果が得

られることを確認した。 

 

○高速化（事業目標：15 分） 

 一体型試作機では、機能は確認できたものの

駆動速度が遅く測定に 20 分近く要していた。 

これを目標に向けて改良するため、量産前試作

機においては小型化に加え駆動部の機構見直し

を行い事業目標以上の処理速度を達成した。 

 フロースルー容器を用いた HRP 修飾コルチゾ

ール抗体発色測定プロトコル実行における所要

時間は、事業目標を上回る水準に改善された。 

 

一体型試作機 17 分 18 秒 

量産前試作機 7 分 07 秒 

所要時間 41%に短縮(2 倍以上) 

 

○ダウンサイジング（事業目標：小型） 

一体型試作機は背が高かったので、量産前試作機

では駆動系の機構を見直し小型化を図った。 

 

  一体型試作機 328(W)x528(D)x565(H) 97.8 ℓ 

  量産前試作機 328(W)x528(D)x435(H) 75.3 ℓ 

*全高，容積とも 23% 縮小 

 

以上のように①小型 PA 診断装置試作について

はハードウェアとしての事業目標を達成した。 

 

【本事業外：アッセイ系開発ステージ】 

機器開発とアッセイ系の開発は同時並行的に行



 

24 

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 

う必要がある。 

（機能拡張） 

本事業では当初はユーロピウム蛍光粒子のみの

検討を行っていたが、機器評価依頼先などの助言

により蛍光粒子計数/蛍光光量/比色光量などへ

の対応ができる形に汎用化を図った。 

 

②小型 PA 診断装置国内外評価 

1) 試作機評価 

（トラストメディカル） 

一体型試作機の評価を 9 月まで金沢大学

とイタリアで継続し、随時評価結果のフィード

バックを受け、改良検討を行う。その後、量産

前試作機を金沢大学で先行評価し、引き続

き海外（イタリア及び米国）での評価を行う。 

(金沢大学） 

一体型試作機の評価を継続する。また

10 月よりは量産前試作機の性能、操作性

を評価し、トラストメディカルに随時報告

する。 

2019 年 10 月 

量産前試作機の評価 

2019 年 9 月 

学術的収集情報を報告し改善改良に反映 

 

2) 検体確保と試作機評価 

（トラストメディカル） 

③2)の国際共同研究において小型 PA 診

断システムの FDA 向け同等性評価用検体

確保を行う事が正式プロトコルに組み込

まれており、FDA 申請準備として血液確保

▶ 

【進捗 100％：○】 

②小型 PA 診断装置国内外評価 

1) 試作機評価 

一体型試作機の評価は実機評価と動作動画送付

などを組み合わせて実施し、サイズ感や機能の評

価については概ね良好で特段の問題指摘はなかっ

た。 

社内での機能性能面の評価と金沢大学、イタリ

ア、米国での評価を終了した。 

 

2) 検体確保 

2020 年 2 月 1 日実施のイタリアパドバでの国際

共同研究の報告会において172例の確保が報告さ

れた。 

すなわち 2020 年 3 月の目標 150 検体を超えて、  

本事業目標は達成された。 

 

(金沢大学） 

検体確保のバックアップとしての金沢大学での検

体確保は不要となった。 

 

▶ 
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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 

を進める。 

2020 年 3 月 

150 検体確保 

(金沢大学） 

量産前試作機の評価を進めるための、同

等性評価用血液の確保を行う。 

2020 年 3 月 

必要検体を確保 

 

③付加有無共用タイプ AVS 成功判定システ

ム開発・評価・最適化 

2) 国際共同研究 

（トラストメディカル） 

国際内分泌学会 No2 の有力 KOL である

イタリアパドバ大学が主唱する AVS 成功

判定システムの世界 13 ヶ国（日・米・伊・

スペイン・仏・スイス・スロベニア・露・

豪・台湾・クロアチア・イスラエル・チェ

コ）の国際共同研究への協力を継続し、国

際共同研究参加医療機関による臨床研究

データを取得し、FDA 申請時の申請品の概

要説明部分に記述することで AVS 成功判

定システムの臨床上の有効性と優位性を

証明する。 

本国際共同研究会の中でも有力 KOL がい

る伊、豪の関連医療機関には訪問し、ベク

トル合わせと進捗確認を行う。 

豪州の KOL は特に FDA とのパイプも太く、

規格取得時の支援が得られる。 

2020 年 3 月 

▶ 

【進捗 90％：○】 

③付加有無共用タイプ AVS 成功判定システム開発・

評価・最適化 

2) 国際共同研究 

国際共同研究は順調に推移している。 

トラストメデｨカルは、使用するキットの供給と

遠心分離機の提供と研究費の一部補助などを行

っている。 

(I-Padua 合同報告会) 

2020 年 2 月１日にイタリアのパドバ大学で共同

研究先の合同報告会を開催した。 

パドバ大学と現地のコンサルタントが会議場の

設営や準備を行い、イタリア・オーストラリア・

スペイン２施設・スロベニア・ルーマニア・ロシ

ア・台湾が出席し、米国はスカイプで参加した。 

 臨床研究の公正性確保の観点から、結果のとり

まとめをアカデミアが行うまでトラストメデｨカ

ルはデータにアクセスできないので、議論の中か

ら情勢をのぞき見る有効な機会が得られた。 

 この国際共同研究 I-Padua は、世界で最も権威

ある臨床研究登録機関であるアメリカNIHの外郭

▶ 

・国際共同研究への協力 

・国際共同研究の臨床実績まとめ 

・国内臨床性能試験の推進 
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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 

国際共同研究の臨床実績まとめ 

 

(金沢大学） 

国際内分泌学会 No2 の有力 KOL である

イタリアパドバ大学が主唱する AVS 成功

判定システムの国際共同研究への協力を

継続し、参画メンバーへの指導を行う。 

2020 年 3 月 

国際共同研究のメンバーへの指導を行う 

 

3) 国内臨床性能試験 

（トラストメディカル） 

金沢大学附属病院、芳珠記念病院におい

て副腎静脈サンプリング時の検体を用い、従

来法と比較することにより、臨床的意義及び

相関性について AVS 成功判定システムの臨

床性能試験を実施する。 

2020 年 3 月 

目標検体数 233 検体の試験を実施する 

(金沢大学） 

芳珠記念病院と共に副腎静脈サンプリン

グ時の検体を用い、従来法と比較すること

により、臨床的意義及び相関性について

AVS成功判定システムの臨床性能試験を実

施する。 

2020 年 3 月 

目標検体数 233 検体の試験を実施する。 

 

団体のClinicalTraials.govへ登録して実施され

ている。 

世界の各共同研究先はClinicalTraials.govが用

意した Web 上の臨床研究結果入力 Form に、互い

に情報隔絶した関係で入力するという公正な進

め方になっている。 

(議事) 

 パドバ大学より、臨床研究の進捗状況について

まとめた報告が成された。 

＊2020 年１月段階で登録検体数は 172。 

＊数が多いのはオーストラリアとイタリア。 

＊患者情報を分析したところ白人・アジア人・黒

人のうち、黒人の数が相対的に少ない。黒人（そ

れもアフリカ系黒人）の AVS を積極的に行って欲

しいという要望があった。 

＊男女については女性が少ないので女性を増や

すようにという依頼があった。 

＊成功率については、各センター共に成功率は十

分に高いという発言はあったが数値は示されな

かった。 

 

3) 国内臨床性能試験 

4 月 10 日に倫理委員会(IRB)を通し、6 月 27 日

に第一症例を実施した。 

2 月末にて累計 9 症例、68 検体実施。3/末では

13 症例 100 検体を実施。 

 

④小型 PA 診断システムと AVS 成功判定シス

テム海外薬事 
▶ 

【進捗 95％：○】 

④小型 PA 診断システムと AVS 成功判定システム 
▶ 

 

・AVS 成功判定システム、小型 PA 診断システ
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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 

（トラストメディカル） 

1) TGA 取得 

販売体制を整え、AVS 成功判定システム

の販売を開始する。 

2019 年 5 月 

AVS 成功判定システム上市 

 

2) FDA 申請準備 

小型 PA 診断システム、AVS 成功判定シス

テム共に米国コンサルタント（グロービッツ）と

共に 510(K)申請に必要な書類を準備する。 

2020 年 3 月 

申請資料の作成(中間) 

海外薬事 

1) TGA 取得 

AVS 成功判定システムの TGA 取得は 2019 年 4 月

に完了した。TGA 取得直後の 5 月に豪州への販売

を開始し、現時点で累計 120 万円ほどの売り上げ

になっている。 

 

2) FDA 申請準備 

AVS 成功判定システムのＦＤＡ取得を早期に進

めるために申請書案を作成し、サプリメンタルサ

ブミッションにてＦＤＡのレビューを得るべく１

月末に申請し、レビュー結果を 3 月末に得た。 

 

小型 PA 診断システムは TGA、FDA 共に申請に必要と

なる項目、内容を明確化した。これに沿って資料と評価

データを揃えつつある。 

ムの 510(K)申請に必要なデータ、書類準備。 
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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） 

光学検出法として蛍光、ケミルミ、比色にも対応可能で診察室や手術室でも設置可能な設置面積がほぼ

A3 サイズのコンパクトな PA 一貫診断が可能な小型 PA 診断装置を開発した。測定時間は目標 15 分に

対し 7 分程度の迅速診断を実現し、一貫診断を 1 回計 2 日間の入院で可能とするものである。 

AVS 成功判定システムの薬事面ではクラス 2 の TGA を取得した。FDA 取得に関しては FDA による申

請書案のレビューが年度内に得られる見込みであり、伊を中心にした国際内分泌学会の KOL による国

際共同研究を立ち上げ、申請書のデータとして必要な臨床研究を実施した。また、2019 年度よりは国

内薬事取得のための臨床性能試験を金沢大学附属病院他で実施しており、補助期間終了後に FDA、国

内薬事の取得を目指す。 

小型 PA 診断装置は TGA、FDA 共に申請に必要となる項目、内容を明確化し、これに沿って資料と評価デ

ータを揃えてきた。また、伊の国際共同研究においては臨床研究に必要となる検体を 150 以上確保してお

り、補助期間終了後に臨床研究の纏めを行う。 

 

(2)当初目標達成度に関する自己評価 

1)自己評価結果 

A：当初目標を上回る成果を得た。 

2)自己評価理由 

・PA 診断装置、AVS 成功判定システム共に必要とする要素技術を開発し、装置仕様の目標を達成した。 

診断時間は目標の半分以下と高速化できた。 

・AVS 成功判定システムは TGA クラス２取得。FDA 申請用に臨床研究、国内薬事取得用に臨床性能試験を

実施し、申請に向け大きく進められた。 

・診断システム開発及び各国薬事取得のための臨床研究、臨床性能試験を事業計画通り進めた。 

・国際内分泌学会 No2 の有力 KOL であるイタリアパドバ大学の Rossi 教授の主導による世界 13 ヶ国 

14 施設の国際共同研究を立ち上げ、進行をサポートすることにより AVS 成功判定システムの臨床 

研究、PA 診断装置の検体確保が進められた。 
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(3)チェックリストによる自己評価結果 
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 補助事業期間全体を振り返って改善すべきだったと考える点 

 1) 事業体制   

特に無し 

 

 2) 事業の進め方 

特に無し 

 

 3) その他 

特に無し 
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 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 

AVS 成功判定システムが希釈しないと

ACTH 負荷ありの場合の AVS に使用できなか

った。 

AVS 成功判定システムを ACTH 負荷有無両

用タイプに改良し希釈不要とした。 

ACTH 負荷有無の AVS があり、アメリカに

も売り込みやい世界共用タイプにした。 

機器スペック・

ビジネスモデル 

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 

光学検出系をケミルミや比色にも組み替

えられる方式としている。 

コルチゾールやアルドステロンを対象と

してきたが、医学的には新たなマーカーの出

現も見込まれるので粒子数による測定以外

の汎用測定法への拡張性を加味することで

ライフの長い測定機にすべきという意見を

加味した。 

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） 

国際共同研究は AVS 成功判定システムの

FDA 向け臨床評価だけが目的だった。 

国際共同研究の目的に、小型 PA 診断装置

の FDA 向け同等性評価用検体確保を行うよ

うにプロトコル追加を行った。 

国際共同研究の目的を、本事業にとって更

に有効なものに変更する。 

 

 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 薬事規制に関しては十分に調べ、変なことで躓かない様に。 Jetro やコンサルタントの協力を得て十分に事前調査を行う。 

知財 特許を出すべきである。 弁理士と相談し特許化とノウハウ化してブラックボックス化する

かを相談した。今後進展に合わせて相談し合う事とした。 

特許マップを作るべきである。 弁理士と相談し Espacenet にて再度世界特許の調査を行った。 

技術・評価 高性能な光学部品を使うべきである。 光学部品は一流メーカー品にすると共に、C-MOS 以外に PMT も使用

できるように設計し、蛍光粒子測定/化学発光/比色の全てに対応で

きる光学系の設計に変更した。 

そ の 他 事 業 売価が安すぎる。事業採算が取り難い。 売価を 80 万円から 150 万円とする様に商品企画を見直した。 
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領域 指摘事項 対応 

化全般 事業採算は更に良化した。 

事業収支を再確認する必要がある。 再確認し、その内容を 2018 年 11 月 6 日の伴走コンサルで説明 

した。 

薬事規制と保険は別で保険制度は各国で異なる。保険制度は現地 

の代理人に聞くのが良い。 
同様の前例品が無いだけに事業として成立するか否かは保険適用 

の有無や価格設定が重要であり、事前調査を十分に行う。 

欧州全域を網羅するためにブリュッセル/ベルリンに拠点を置く 

ところが多い 
頂いた情報を参考にし、Jetro や第三者認証機関の協力も得て欧州

販社、拠点を検討する。 

中国よりもインドの方がポテンシャルがある。裕福層だけをター 

ゲットにしても良いのではないか。韓国台湾は日本のプレゼンス 

が低くなっている。 

良い代理店を見つけることが重要。 

ご意見を参考にして海外展開を進める。 

 

 継続条件への対応状況 

継続条件 対応状況 

なし  

 

  



 

33 

 

1.8 令和 2 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

(1)2019 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

AVS 成功判定システムは豪州の TGA は取得し販売を開始したが、その他の地域では薬事申請をするための品質信頼性データの収集段階にある。

FDA は欧米で臨床研究、国内薬事には金沢大学附属病院他で臨床試験、社内で非臨床試験を行っている。必要とするデータが揃い次第 FDA、国内

薬事を申請していく。 

PA 診断装置は機器開発を完了した。今後は臨床試験、非臨床試験を進め CE、TGA、国内、FDA と順次申請を行う。 
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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 

 


