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1. 事業の概要 

従来法では乳腺非触知病変の切除には、手術前にフックワイヤーを標的病変の中心に挿入し、これを頼

りに視認で切除したが、先端部位置は不確実であった。本事業では、新規開発するマーカーを標的病変中

心へと挿入し、その位置を開発した磁気プローブで特定することによって、マーカー（非触知病変）位置

を正確かつ定量的に同定し、再手術の発生率を下げることで治療の低侵襲化・患者の QOL の向上を目指

し、海外市場を獲得する。 
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1.1 事業の目的 

［背景］：現在、国内外を問わず乳腺疾患の診断には、触診、マンモグラフィ、超音波検査が一般に用

いられており、乳腺画像診断の進歩と乳癌検診の普及とともに、乳癌の早期発見が可能となり、乳房に腫

瘤の形成がなく画像でのみ認識可能な非触知病変（石灰化病変などが該当）や、診断のために切除生検が

必要な非触知病変が増加している。非触知病変は、乳癌であっても手術での完全切除により完治が期待で

きるが、そのためには断端陰性となる必要があり、断端陽性率の低減が求められている。 

海外における非触知病変の手術では、非触知病変部の特定方法として、金属製のフックワイヤーを挿入

し術中に乳房外に出ているワイヤーを引っ張ることで病変部の位置を術者が特定しながら適当なマージ

ンで病変部を切除する方法（wire-guided localization：WGL 法）、体内埋め込みマーカーを検知しなが

ら腫瘍を摘出するラジオアイソトープ（RI）を利用した Radioguided Occult Lesion Localization（ROLL）

法、電磁波を利用した SAVI SCOUT 法等が用いられている。WGL 法は広く使用されているが、術者の

判断に依存するため不確定要素が多いほか、術中のワイヤーを引っ張る操作でワイヤーが抜けてしまい

病変の特定が困難になるという重大な問題点がある。また、ROLL 法は RI 管理区域が必要であり、SAVI 

SCOUNT 法は機器が高額である等の問題がある。 

 一方、非触知病変部の特定方法として、磁性を持ったマーカーとマーカー検知用の磁気プローブとを

組み合わせた方法（磁気法）が考えられる。この方法はマーカーに磁性を持たせればよく、RI や電磁波

を使用しないため被曝することなく安価である。さらに、他用途向けではあるがコードレスの磁気プロー

ブが完成しており、ユーザビリティに優れる特徴も持つ。しかしながら、海外では、乳房サイズが大きく、

非触知乳腺病変の位置も深いことが多いため、磁性マーカーが深部にあってもピンポイント検出システ

ムによって検知できることが必要であるほか、既存の磁気プローブはセンチネルリンパ節生検用に開発

されているため、新たに磁性マーカーに対してピンポイント検出に十分な指向性をもつことを物理的評

価によって示す必要がある。また、磁気法による非触知病変摘出の断端陽性率低下に対する臨床的エビデ

ンスがない。 

［解決策］：非触知病変の手術においては、より正確な病変部切除（断端陰性）を可能にする方法とし

て、磁性マーカーと磁気プローブによるピンポイント検出システムを本プロジェクトにおいて開発する。

そのために、磁気特性の高い金属を用いることで磁性マーカーの磁気特性を向上させ、磁気プローブによ

る検出距離を延伸させることで、磁性マーカーが深部にあってもピンポイント検出システムによって検

知できるようにする。また、磁性マーカーを高感度に感知すると共に挿入場所を高い指向性によって検知

する磁気プローブを開発することで、磁性マーカーに対してピンポイント検出に十分な指向性をもつこ

とを物理的評価によって示す。これら磁性マーカーと磁気プローブの開発と並行して、既存品のガイディ

ングマーカーシステムと磁気プローブを用いて臨床試験を実施し、ピンポイント検出システムの治験の

プロトコルを樹立する。さらにその後、開発した磁性マーカーと磁気プローブを組み合わせたピンポイン

ト検出システムの有効性と治験プロトコルを確認し、治験を実施することで、磁気法による非触知病変摘

出の断端陽性率低下に対する臨床的エビデンスを得る。 

これらにより喫緊の臨床的課題とされている、術中に高い精度で病変部位を検知し、かつ安全に切除可

能な技術を実用化し、乳腺非触知病変摘出のため、核医学施設のいらない磁性マーカーと磁気プローブに

よって病変のピンポイント検出システムとして、WGL 法の代替法として海外展開を目指す。 

海外展開に際して海外での治験は必要となるが、その規模は既存の臨床的エビデンスにより影響され、

文献により臨床的エビデンスを示すことで海外での治験規模の縮小が期待される。一方、分担機関におい

て、既存品のガイディングマーカーシステムと磁気プローブによる臨床試験は既に承認を受けており実

施中であり、今後の協力も得られる見込みがついている。さらに、磁性マーカーおよび磁気プローブにつ

いて国内での認証・承認を受けることで、国内における症例数の増加により磁気法の有効性を示すことが
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できる。よって、海外における申請のための臨床評価報告書に必要な文献調査の結果に反映でき、海外に

おける治験規模の縮小が期待される。そこで、海外薬事申請前に国内での上市を行う。 

国内薬事申請：2022 年 1 月 

国内上市：2022 年 12 月 

海外薬事申請：2022 年 3 月（EU、USA） 

海外上市：2022 年 12 月（EU、USA） 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：株式会社マトリックス細胞研究所 

PL： 日下部 守昭（株式会社マトリックス細胞研究所） 

SL： 斎藤 逸郎（iMed Japan株式会社） 

共同体： ①日本医科大学 

  ②昭和大学 

  ③iMed Japan株式会社 

  ④株式会社共伸 

  ⑤マニー株式会社 

  ⑥国立大学法人東京大学 
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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（※未確認） 

製品名 
磁性マーカー 

分類名称（一般的名称） 
マーカ挿入用セット（※未

確認） 

対象疾患 乳癌 届出／認証／承認 認証（※未確認） 

想定される販売先 日本、欧州、米国 新／改良／後発 後発（※未確認） 

使用目的又は効果 
切除術に際し、術前に挿入針内に装填されたマーカーを目的部位に留置する。このマーカ

ーにより切除部位の位置確認を容易にし、確実な切除術を行うことを目的としている。 

薬事申請予定者 
株式会社マトリックス細

胞研究所 

医療機器製造販売業許

可 

13B2X10416 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社共伸 医療機器製造業登録 09BZ200070 

 業許可  

 業許可  

 

機器等の種類 医療機器 クラス分類 クラス II（※未確認） 

製品名 磁気プローブ 分類名称（一般的名称） 磁性体探知器（※未確認） 

対象疾患 乳癌 届出／認証／承認 承認（※未確認） 

想定される販売先 日本、欧州、米国 新／改良／後発 改良（※未確認） 

使用目的又は効果 患者に留置した磁性マーカーを検出する。 

薬事申請予定者 
株式会社マトリックス細

胞研究所 

医療機器製造販売業許

可 

13B2X10416 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

iMed Japan 株式会社 医療機器製造業登録 12BZ200070 

ダイキン工業株式会社 医療機器製造業登録 27BZ005067 

 業許可  

 2) 医療機器等のターゲット市場 

磁性マーカー 

 国内市場 海外市場 

  欧州、米国 

薬事申請時期 未定 令和 4（2022）年 12 月 

上市時期 未定 令和 5（2023）年 12 月 

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 

国内市場に関しては、マニーとの間でマニーでの OEM 製造で合意が取れていたが、2021 年 9 月にマ

ニーより OEM 製造できない旨の通知があった。マニーとの間で、開発に関しては 9 月末まで継続する

こと、成果の利用については制限を設けないこと、の了解は得られたものの、OEM による製造委託につ

いては交渉の甲斐なく社の方針として実施できないとなった。現在マニーに代わる製造委託先を探し始

めてはいるが当てがなく、国内での事業化については製造計画が破綻し、時期・規模ともに未定となって

いる。 

海外市場に関しては、既存のマーカーについて、既存のマーカーの製造会社よりマトリックスでの海外

展開および海外展開に際して必要となる資料の開示の了解が得られたため、既存のマーカーを海外市場

に出すこととした。薬事申請などについては既存のマーカーに切り替える必要が出てきたため、当初計画

より遅れが生じている。 
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磁気プローブ 

 国内市場 海外市場 

  欧州、米国 

薬事申請時期 令和 4（2022）年 1 月 令和 4（2022）年 3 月（米国） 

上市時期 令和 4（2022）年 12 月 令和 4（2022）年 12 月（米国） 

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 

国内市場に関しては、磁気プローブと既製品のマーカーとの組合せにより事業化を加速させることで、

薬事申請時期と上市時期を前倒しさせる計画としたが、PMDA とのやり取りや試験材料の製造に時間を

要したこともあり、当初の予定より遅れている。海外市場に関しては、欧州に関しては MDD 下で適応拡

大の申請を令和 2（2020）年 10 月に行い令和 3（2021）年 2 月に承認が得られ、当初予定より前倒しと

なった。上市については、製品としては出荷できるものの、販売に関しては欧州の代理店との交渉を進め

ているところであり、時間を要している。 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

○磁性マーカー 

磁性マーカーを挿入する挿入針は 18G とし、磁性マーカー本体の大きさは 18G の針に収まる太さ

で磁性マーカー構成時の長さ 10mm 以下とし、材料は SUS304 とした。特許に抵触せず十分な検出能

が得られる形状としてΔ型の形状を検討している。 

 

   
Δ型マーカーの構成図（左）および試作品外観（右） 

 

マーカーは直径 0.8mm で長さ 4mm の磁性体 3 個で構成されており、お互いが細い金属線によって

連結されて三角形を構成するようにしている。この形状により、留置後のマーカーの移動及び中心位

置の検知誤差を最小限に抑えることができる。 
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Δ型マーカーの展開の模式図 

 

マーカー（1, 2, 3）は予め挿入針（8）の先端部に 3 個直列に装着されており（図上）、挿入針が非触

知病変の中心部に届いたときにマーカーを押し棒（10）により病変部に順次押し出していく（図下）。

挿入針から押し出されるに従ってマーカーはナイロン糸（6）により挿入針の先端に向かって折れ曲が

り、最終的にΔ型を形成するようになっている。 

下図にΔ型マーカーの検出特性を示す。 

 
Δ型マーカーの検出特性 

 

プローブヘッドからの距離 30mm での磁束密度は 1.0uT であり、磁気プローブにより検出できてい

ることが示されている。 

 

・挿入機 

磁性マーカーを病変部に挿入するための挿入機は把持部と挿入針から構成され、把持部は人間工学

的な見地から臨床医が持ちやすい最適な形状を追求した。把持部にはロック機構を備えたノブが付い

ており、これをスライドすることで磁性マーカーを病変部に押し出した後、マーカーに付属したナイ

ロン糸を切断する。把持部はこれらの操作を全て片手で行うことができ、ユーザビリティの向上を図

っている。 
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挿入機の構成図 

 

・挿入針 

 磁性マーカーは病変部に挿入されるため、超音波ガイド下での挿入時に挿入針の先端位置を正確に

知ることが重要となる。挿入針表面に特定パターンを持った加工を施すことで、超音波ガイド下で挿

入する際に針の視認性を向上させるとともに、針のエコー画像のパターンを見ることで挿入針の先端

位置がエコー画像で直視できない場合でも位置推定ができるようにした。 

 

挿入針外観 

挿入針表面にスリット状の加工を施した 

 
挿入針のエコー画像の例（挿入針外観の上部より 1 本目の針） 
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 挿入針表面にスリット状の加工を施された部分で超音波がより強く反射しエコー画像で明るく示さ

れる。特定パターンを持ってスリット状の加工を施すことで挿入針先端部分の位置がエコー画像で推

定できる。 

 同時に、同一針外径における磁性マーカーの磁性体体積を最大化を狙って、挿入針に使用する金属

パイプの肉厚を薄くし内径を大きくした。 

 

○磁気プローブ 

 
 小型（W×H×D: 300×95×34mm）軽量（150g）で乾電池駆動によりコードレスを実現した。プロ

ーブ先端部分に磁石を内蔵し、磁石により磁化された磁性体を検知する。磁化された磁性体による磁

場の検知能力は 1μT（地磁気の 1/50 程度）である。磁気センサーを二つ用いて、ひとつは磁化された

磁性体による磁場が地磁気を主とする環境磁場に重畳された磁場を検出し、もうひとつが地磁気を主

とする環境磁場のみを検出する。検出した二つの磁場の差分を取ることで磁化された磁性体による磁

場のみを検出している。これにより地磁気のみならず建物の鉄骨や手術室内の各種磁性体による磁場

の影響を取り除くことに成功している。これにより開発中の磁性マーカーおよび既存のマーカー（ガ

イディングマーカシステム）を最大距離 30mm で検出できている。 
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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 

・乳腺外科医 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

市場調査として、我が国の 2016 年の乳癌の登録統計及び米国がん登録統計を調査し、現状の患者数

及び、施設数などより、市場規模を計算した。我が国の 2016 年の乳癌登録では、752 施設、71,041 人

の登録があった。各乳癌の発見時の病期は、0 期（9,169 人）、Ⅰ期（32,004 人）、Ⅱ期（16,650 人）、Ⅲ

期（1,923 人）、Ⅳ期（303 人）でカッコ内に示した人数に手術のみ、手術+放射線治療、手術+薬物治療、

手術+放射線+薬物治療が施されており、各病期で手術が適応されている人数は、登録数の約 85%となっ

た。また、乳癌治療の医学的判断は、国際基準に則っている為、米国でも我が国と同様に手術対象患者

が選択されていると推測した。米国外科学会の登録統計から、米国では、2018 年の乳癌登録 1,450 施設

から 266,120 件の登録があった。この総数の 85%（224,949 人）が手術を受けていると推測した。特に、

0 期乳癌や、初期病変である石灰化病変の手術では、断端診断の陽性率が比較的高く、術野の特定が正

確になされる手技が市場のニーズとなっている。これは、初期乳癌を完全に除去しようとすると、摘出

マージンを大きくしてしまい、手術による患者への侵襲が大きくなってしまうというデメリットがある

からである。 

海外展開対象国である米国では、フックワイヤー手術が標準手技となっており、適応手術数が多い。

我々の予測では、1,450 施設を対象に磁気プローブを販売し、224,949 人の患者の手術に当該磁性マー

カーシステムを提供することができものと考えている。 
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(3) 競合製品／競合企業との差別化要素 

 1) 競合製品／競合企業の動向 

① 競合企業および競合商品 

磁性マーカーとしては、Endomagnetics 社の Magseed と Sirius Medical 社の Pintuition Seed が存

在する。Magseed は欧州、米国ともに承認済みであり、米国では 510(k)での承認を受けている。

Pintuition Seed は 2020 年 6 月に CE マークを取得して 2021 年 2 月に米国で 510(k)での承認を受け

ている。 

磁気プローブとしては、Endomagnetics 社の Sentimag と Sirius Medical 社の Pintuition Probe と

Pintuition Base System の組み合わせが存在する。Sentimag は欧州では単独の医療機器として承認済

みであり、米国では Magseed との組合せにより 510(k)での承認を受けている。Pintuition Probe と

Pintuitoin Base System の組み合わせは 6 月に CE マークを取得して 2021 年 2 月に米国で 510(k)で

の承認を受けている。 

② 市場獲得のための障壁 

国内には競合製品が無いため、障壁はない。海外についても、競合製品はあるもののこれから展開す

べき市場であり、今のところ大きな障壁はないと考えている。その中での障壁としては、磁性マーカー、

磁気プローブともにこれから承認・認証を取る必要がある点だけである。 

 

 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） 

① 競合商品との比較表 

 提案機器 競合機器 1 競合機器 2 

メーカー マトリックス細胞研

究所 

Endomagnetics Sirius Medical 

概要 磁性体を含む非触知乳

癌の位置検出用のマー

カーとマーカー検出用

の磁気プローブからな

る。乳房切除等に際し、

術前に磁性マーカーを

病変部に留置し、磁気

プローブにより磁性マ

ーカーを検知すること

で病変部に位置特定を

容易にする。 

乳房切除等に際し、術前に

Magseed を病変部に留置し、

Sentimag により Magseed を

検知することで病変部に位置

特定を容易にする。 

乳房切除等に際し、術前

に Pintuition Seed を病

変 部 に 留 置 し 、

Pintuition Probe と

pintuition Base 

System との組み合わせ

により Pintuition Seed

を検知することで病変

部に位置特定を容易に

する。 

型式 未定（磁性マーカー + 

磁気プローブ） 

Magseed + Sentimag Pintuition Seed + 

Pintution Probe, 

Pintuition Base 

system 

特徴 マーカーをΔ形状に

形成し、移動を防ぎ検

出能を向上させる。挿

入針に超音波用スケ

ールガイドを施すこ

とでマーカー挿入の

際の正確性を向上。検

出器は小型軽量でハ

ンディでの使用が可

能。 

マーカーは 18ゲージの針に

よ り 挿 入 。 検 出 距 離 は

30mm。長期の埋め込みが可

能。 

マーカーは 14 ゲージ

の針により挿入。検出

距離は最大 50mm。長

期の埋め込みが可能。 
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国内市場規模    

国内シェア    

海外市場規模  不明 不明 

海外シェア  不明 不明 

売価 磁 性 マ ー カ ー は

15,000 円程度、磁気プ

ローブはリストプラ

イスで 400 万円、卸価

で 200 万円を予定。 

Magseed は 6 万円 

Sentimag は 1000 万円程度 

不明 

保険償還 点数 未定   

クラス分類 磁気プローブはクラ

ス IIa（CE） 

いずれもクラス IIa（CE） クラス II（FDA） 

 

② 競合商品との差別化要素 

磁性マーカーはΔ形状形成のためにナイロン糸がついているが、マーカー端部で切断され挿入針に

よる創部内部に留まり体外に出ないため、糸のひっかけや感染のリスク低減が図られており、より迅速

な承認と市場展開が可能となると見込まれる。 

磁気プローブは、競合機器である Sentimag と比べて、ほぼ同じ検出能力を有しながら、小型軽量を

実現しており、手術場での操作については高い優位性を有していると見込まれる。また、価格面でも競

合製品が 600～1,000 万円で販売されているのに対して、磁気プローブはリストプライスで 400 万円、

卸価で 200 万円を予定しており、販売価格は競合製品の半額以下になることが見込まれ、競合製品が

開拓した市場についても奪取可能であると考えている。 
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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 

 

H29（2017）年度 H30（2018）年度 R01（2019）年度 R02（2020）年度 R03（2021）年度 R04（2022）年度 R05（2023）年度 R06（2024）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
先行品研究開発

試作機開発・改良
【製品名】磁気プローブ

先行品臨床機開発

試作機開発・改良
【製品名】磁性マーカー

量産機開発
【製品名】磁気プローブ

先行品CEマーク機開発

量産機開発
【製品名】磁性マーカー

臨床研究 先行品臨床機による臨床評価

薬事申請
先行品 ISO13485/QMS及び
MDD 93/42/ECC申請準備

知財対応 先行品出願

販売戦略
先行品市場調査、展示会出
展、
域内代理人の選定

上市時期 先行品 2019年度下期目標

スケジュール変更理由

事業の実施内容

自主事業の内容

センチネルリンパ節生検を目
的とした磁性流体検出磁気プ
ローブに関し、2018年度末ま
でにCEマーク宣言することを
目標に活動

マーカーについて、マニーでの
OEM製造が不可となり、国内につ
いてはは未定に、海外については
既存品での展開に変更となったた
め

①駆動磁場生成磁石検討（磁場安定
化)
②信号処理技術検討（検知距離拡大)
③マーカー検討（磁化率強化、検知等
方性、材料安全性）
④製品コンセプト設計
⑤1次試作
⑥臨床研究IRB申請
⑦ISO/QMS訂正構築
⑧PMDA開発前相談
⑨PMDA対面助言
⑩知財体制構築、調査
⑪知財交渉 、契約
⑫知財申請書類作成
⑬販売体制検討

①2次機試作・仕様決定
②安全性・耐久性検討
③製造ライン設計・検証
④量産試作
⑤安全性規格・指令適合試験
⑥臨床試験（臨床評価）、生物学的安
全性試験
⑦PMDA対面助言
⑧★2019.7 知財PCT出願

①磁性マーカー開発・評価（量産試作、
物理的試験、滅菌バリデーション）
②臨床試験（CER作成、海外臨床試験）
③薬事戦略（薬事相談、認証機関への
相談、医療機器承認申請）
④知事戦略（戦略検討、出願）
⑤販売戦略（チャンネル確保、販売計
画作成）

コロナ禍による業務等の自粛要請への
適応（国内）および外出禁止令（海外）
により作業遂行に遅延が発生したため
同等性試験プロトコル作成において
PMDAとの協議に時間を要しているた
め
MDDによる磁気プローブの適応拡大申
請の目途が立ったため

磁気プローブに関して既製品のマー
カーとの組み合わせにより事業化を加
速するため

駆動磁場生成磁石（磁場安定化)

信号処理技術（検知距離拡大)

マーカー（磁化率強化、検知等方性、材料安全性）

コンセプト設計

1次機試作

2次機試作・仕様決定

安全性・耐久性検討

量産試作

製造ライン設計・検証

コンセプト設計

1次機試作

2次機試作・仕様決定

安全性・耐久性検討

安全性規格・指令適合試験

製造ライン設計・検証

量産試作

IRB申請

生物学的安全性試験

安全性規格・指令適合試験

ISO/QMS体制構築

第三者認証機関相談

体制構築、知財調査

申請書類作成

知財交渉 、契約
★2019.7 PCT出願

各国移行準備

販売体制検討 販売チャネルの確保

販売計画作成

IRB申請

臨床試験（臨床評価） 臨床試験（臨床評価）

★2019.10 全般相談

各国移行準備

IRB申請
海外臨床試験

2022.1★
医療機器製造販売承認

申請（磁気プローブ）
★2022.12 CEマーク/FDA申請 （磁性マーカー）★2020.4

対面助言

★2022.12

国内上市

（磁気プローブ）

★2022.12

US上市

（磁気プローブ）

2020.10 CEマーク ★
（磁気プローブ）

★2021.7 PCT出願

★2022.3 FDA申請（磁気プローブ）

★2023.12

EU/US上市

（磁性マーカー）
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磁性マーカーに関しては、特許回避のため形状の再検討が必要になったほか、コロナ禍による業務等の

自粛要請により遅れが生じていた。さらに、マニーでの OEM 製造ができなくなったため、製造計画が破

綻している。磁気プローブは概ね計画通り進み、既製品のマーカーとの組合せにより事業化を加速させる

ため、2019 年度に追加臨床試験を行った。海外での承認に必要となる臨床研究に関しては、臨床研究の

実施先（イギリス）でのロックダウンにより実施先での業務が 2 カ月間完全に停止し、その後 2020 年秋

からの再流行の影響もあり、その分遅れが生じている。その一方、磁気プローブの CE マークの適応拡大

申請については 2020 年 10 月申請を行い、2021 年 2 月 5 日付で承認された。 
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(2) 投資回収計画 

磁性マーカー 

 ① 国内 

 H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

薬事申請時期           

上市時期           

支出額（単位：億円） 非公開 

 うち補助対象 0.10 0.35 0.15 － － － － － － － 

 うち自己負担 非公開 

売上高（単位：億円） － － － － 非公開 

販売数量（単位：） － － － － 非公開 

 ② 海外 

 H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

薬事申請時期      ●           

上市時期        ●         

支出額（単位：億円） 非公開 

 うち補助対象 0.00 0.05 0.35 － － － － － － － 

 うち自己負担 非公開 

売上高（単位：億円） － － － － － 非公開 

販売数量（単位：） － － － － － 非公開 

 ③ 国内・海外合計 

 H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

支出額（単位：億円） 非公開 

 うち補助対象 0.10 0.40 0.50 － － － － － － － 

 うち自己負担 非公開 

売上高（単位：億円） － － － － 非公開 

販売数量（単位：） － － － － 非公開 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 
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磁気プローブ 

 ① 国内 

 H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

薬事申請時期    ●             

上市時期      ●           

支出額（単位：億円） 非公開 

 うち補助対象 0.10 0.35 0.15 － － － － － － － 

 うち自己負担 非公開 

売上高（単位：億円） － － － － 非公開 

販売数量（単位：） － － － － 非公開 

 ② 海外 

 H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

薬事申請時期    ●             

上市時期      ●           

支出額（単位：億円） 非公開 

 うち補助対象 0.00 0.05 0.35 － － － － － － － 

 うち自己負担 非公開 

売上高（単位：億円） － － － － 非公開 

販売数量（単位：） － － － － 非公開 

 ③ 国内・海外合計 

 H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

支出額（単位：億円） 非公開 

 うち補助対象 0.10 0.40 0.50 － － － － － － － 

 うち自己負担 非公開 

売上高（単位：億円） － － － － 非公開 

販売数量（単位：） － － － － 非公開 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

製品としては磁性マーカーと磁気プローブがあるが、それぞれについて検討を行った。 

磁性マーカーの販売価格については、従来製品のガイディングマーカーシステムが 5 本入り 3 万強で

販売されている。国内については製造計画が破綻しているため未定ではあるものの、開発している磁性

マーカーはガイディングマーカーシステムよりより遠距離で読めるほか挿入が容易になるため、販売価

格はガイディングマーカーシステムより高くできると考えている。とは言え、大幅な増加は見込めず、

卸価で 5000 円程度を目標としている。海外については従来製品であるガイディングマーカーシステム

そのものであるため、原価 800 円、卸価で 2000 円程度と見込んでいる。 

磁気プローブの販売価格については、競合製品である Sentimag が 600～1000 万円で販売されている

のに対して、磁気プローブはリストプライスで 400 万円としている。そのため、販売価格は競合製品の

半額以下になることが見込まれ、市場の拡大のみならず競合製品が開拓した市場の奪取も可能であると

思われるため、市場におけるシェアは大きくなると見込んでいる。 

販売数量については、我が国における乳癌施設数、乳癌患者数、各病期における手術対象患者数から

1 施設当たりの対象患者数を算出して、計算している。海外については資料があるアメリカ合衆国につ

いて検討を行った。アメリカ合衆国における販売数量については、毎年新規に見出される乳がん患者数

266,120 人、施設数（1,450 施設）に対して日本と同じ割合で手術必要数を算出し、計算している。 
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国内市場に関しては、磁気プローブと既製品のマーカーとの組合せにより事業化を加速させることで、

薬事申請時期と上市時期を前倒しさせる計画となっている。投資回収に関しては、加速できる時間は 3 カ

月であるため、回収計画については実質的に変更なしと見込んでいる。  
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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” 

本開発研究においては、ものづくり企業として、マトリックス細胞研究所、iMed Japan、共伸及びマ

ニーが参加する。 

磁性マーカーの製造は、挿入針は共伸が製造する。磁性マーカーそのもの、挿入機本体、挿入機への

挿入針および磁性マーカーの組み込みは当初マニーが製造する計画であったが、マニーで製造できなく

なったため製造委託先を探している最中である。磁気プローブの製造は、構成部品の外注先への手配お

よび供給に関しては iMed Japan が行い、製造組立については大量生産可能な製造会社としてダイキン

工業株式会社へ委託する。ダイキンとの製造委託契約は締結済みであり、製造移管に向けてすり合わせ

を行っている。 

販売企業として、国内については、デヴィコアメディカルジャパン、シスメックス、アダチ、ＵＡホ

ールディングスなど（いずれも NDA 締結済み）とも協力関係にあり、今後販売についても話し合いを

進めていく予定である。海外についてはデヴィコアメディカルジャパン、シスメックスの両社が海外に

広く展開しているため、それぞれについて欧州、米国への展開について打診を予定しているほか、

MEDICA での B2B マッチングによりマーカーについて高いシェアを有しているドイツの新興メーカー

経由での販売について具体的な検討を進めている。 

 

 2) ビジネス体制 
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(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

⚫ 全般相談（2019 年 10 月 29 日） 

非触知乳腺病変の体表からの特定に関し、従来手技のフックワイヤー法に変え、他社にて認証申請予定

の磁性マーカーを本機器で検知する磁気探知法を相談した。治験の要否の考え方、今後の相談の進め方の

指針を得た。 

⚫ 対面助言準備面談（2020 年 1 月 16 日） 

全般相談で示された指針に従い、従来手技との等価性を文献調査で検証し報告した。これに対し、従来

手技との比較及び等価性を項目毎に一層具体的に対比させるよう指針を得た。 

⚫ 対面助言（開発前相談）（2020 年 4 月 2 日） 

対面助言準備面談で示された指針に従い、データパッケージの充足性、従来手技との同等性評価、治験

の要否について機構の見解を問うた。これに対し、検討済み項目で概ね充足している旨の回答を得るとと

もに、非臨床試験により同等性を評価可能であるとの回答も得られた。非臨床試験については試験プロト

コルの詳細について設定根拠の適切性の説明が必要なため、適宜プロトコル相談を活用する旨の助言を

得た。 

⚫ 全般相談（2020 年 6 月 24 日、2020 年 7 月 28 日、2020 年 8 月 12 日） 

開発前相談で指摘された従来手技との同等性を示すための非臨床試験プロトコルについて設定根拠や

評価方法の適切性について助言を受けるため提案プロトコルについて概要を示したうえで見解を得て、

プロトコル相談に持ち込める様、試験プロトコルの改良を行った。 

⚫ 対面助言（プロトコル相談（性能））（2020 年 12 月 10 日） 

全般相談で得られた見解を基に試験プロトコルを作成後、提示して、エンドポイントと解析手順につい

て概ね同意が得られたものの、検体バリエーションや検体数、試験実施者などについて追加しての検討が

必要とされた。 

⚫ フォローアップ相談（プロトコル相談（性能））（2021 年 1 月 21 日、2021 年 3 月 26 日） 

対面助言での指摘事項について検討を加え修正した試験プロトコルについての見解を得て、最終的に

試験プロトコルとして設定根拠や評価方法について適切性を有することの同意を得た試験プロトコルが

完成した。 

⚫ 該当性確認（2020 年 12 月 10 日@東京都） 

開発前相談で指摘を受けた磁石によるリスクについて、ホルダーを用いることで低減させることとし

たが、ホルダーが医療機器に当たるのか雑品に当たるのかについて東京都に問い合わせた。結果として雑

品に該当するため、医療機器としての届出等は不要となった。 

⚫ ISO13485 認証および磁気プローブ EU 認証取得（2019 年 7 月 1 日） 

欧州での製造販売のために体制を整え、ISO13485 認証と磁気プローブ EU 認証を取得した。磁気プロ

ーブはセンチネルリンパ節生検目的であるが、装置としての安全性については認証されており、目的に関

しての適応拡大をすることでマーカー検出器としての認証を受けられる目途がついた。 

⚫ ISO13485 認証および磁気プローブ EU 認証拡大取得（2021 年 2 月 5 日） 

磁気プローブについて、センチネルリンパ節生検目的と合わせてマーカー検出器として、ISO13485 認
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証と磁気プローブ EC 認証を取得した。 

⚫ Q-sub (Q191648)（2019 年 8 月 22 日申請） 

FDA 承認に向けて承認区分確定に向けた Q-sub(Q191648)を行い、磁気プローブの検出対象を明確に

し、リスクマネジメントを行うことで磁気プローブ単独での申請の可能性が示された。 

 

 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） 

磁気プローブの磁石形状に関しての特許として PCT 出願を行った（2019 年 7 月 8 日）。また、磁気プ

ローブに関して競合特許を 2 件に絞り込み FTO 調査を行った。Endomagnetics 社は AC 磁場計測であ

ること、オリンパス社は磁場計測が駆動磁場方向と直交平面であること、から共に抵触しないと結論付け

ることが出来た。また、マーカーの構造などの特許として PCT 出願（PCT/JP2021/028332）を行った。 

⚫ 権利化／ブラックボックス化、意匠権・商標権等との組み合わせ等のミックス戦略 

磁気プローブに関して、計測・出力・信号処理全てが携帯型に一体化されていることで、システム特許

の可能性が示され、出願準備を進めている。 

⚫ 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

磁気プローブに関して信号処理にかかわる機能の大半をマイコンで実現しており、マイコンのファー

ムウェアにプロテクトを施すことでリバースエンジニアリングを困難にできるようにした 

 

 3) 開発戦略検討状況 

⚫ 開発リスクの明確化と対応 

既存マーカーとの組み合わせでプローブの承認申請を目指すことで計画を加速化した。また、新規マー

カー開発は更なる高性能化と低価格化を目指す方向で競争力を強化している。 

⚫ 薬事申請に必要なエビデンス収集 

磁気プローブのマーカー検出器としての適応拡大を目指して、多施設臨床試験を実施し、結果を含めた

臨床試験報告書をまとめた。さらに磁性マーカーの海外での承認認証を目指して、乳腺非触知病変の検知

システムの有用性および安全性を示すべく、磁性マーカーを用いた臨床試験を行う。臨床試験の実施場所

としてはイギリスオックスフォード大学（または、UCL）を予定しており、症例数としては 30 症例程度

と小規模な試験での計画を立てるべく打合せを行っている。イギリスは EC より脱退するが、現状では、

イギリスでの本臨床試験データをもって CE マーク申請できることは確認済みである。 

 

 4) 販売戦略等 

⚫ 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

MEDICA 2017-2019 でコンタクトしたのは、37 代理店及び 8 輸入業者である。現在、ドイツ、スイ

ス、ルーマニア、スウェーデン、スペイン、ギリシャ、イタリアの代理店 9 社と話し合いを開始してい

る。特に、磁性マーカーの販売展開については、2 社との連携検討中である。 

また、代理店の紹介で、パナマ、ベトナム、インド、バーレーン、ロシアなどから病院等への導入を希

望などとなっている。その他、UAE、サウジアラビア、イスラエル、中国、韓国、ブラジル、ウクライ

ナ、台湾、南アフリカ、クエート、スロベニア、ラトビア、トルコ、エクアドル、イラン、マレーシアな
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どの代理店とも各国の薬事の状況を含め検討中である。 

磁性マーカーの製造については、挿入針は共伸において実施してもらえる段取りがついているが、マー

カー本体及び挿入針への組み込み・パッケージングは当初マニーにおいて実施してもらえる予定ではあ

ったが事業途中で社として不可との判断が出てしまい委託先を探索中である。磁気プローブの製造につ

いては iMed Japan およびダイキン工業への委託製造の段取りがついている。 

デモ機の購入希望先に関しては、主として薬事戦略に基づいた販売体制を整えており、体制が取れ次第

デモ機を販売するとともに、遅滞なく医療機関にも販売できるよう、現地代理店および医療機関と連携を

取りつつ販売計画を作成している。 

⚫ アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

アフターサービス体制として販売代理店と連携してサービス体制を整備する予定でいる。基本的に磁

気プローブ、マーカーともに、不良品は現品交換であり、オーバーホールなどの定期的なメンテナンスは

不要であり、機器固有の特別なアフターサービス体制は不要である。使用教育体制については、ファント

ムを用いた実施ビデオを作製して販売代理店及び使用者に提供する予定である。クレーム処理体制とし

ては市販後監視計画に基づき販売代理店経由でクレームを受け、機器の不備によるものについては交換

品を提供する予定であり、現在、そのためのルールを含め詳細を検討している。 

⚫ QMS 等の品質保証体制 

マトリックス細胞研究所において品質管理体制として、医療機器製造販売業許可取得済みで、また磁気

プローブの製造販売に関して ISO13485 の適合も受けており、磁気プローブの製造販売体制はヨーロッ

パ、国内で構築が完了している。磁性マーカーの製造委託先である共伸に関しては製造に必要となる品質

管理体制の構築を依頼済みであり、国内での医療機器製造業登録までは至っている。磁気プローブの製造

委託先である iMed Japan およびダイキン工業に関しては、国内での医療機器製造業登録済みであるほ

か、マトリックス細胞研究所との間で品質保証に関しての契約を結んでおり、品質保証体制が確立されて

いる。 

また、EU では、ドイツにある MedNet と法定代理人契約を締結しているので、医療機器販売に必要な

登録に問題はなく、イギリスやその他の国における販売体制構築においても、CE マークや FDA 取得が

あれば展開可能な国や、独自の薬事法規を制定している国もあるため、薬事状況を調査し必要な体制を構

築している。 

⚫ 広報・普及計画 

Medica2019 への出展を通じて、世界各国の販売代理店との交渉を行ったほか、Web ページを拡充さ

せ、問い合わせに対して迅速な対応が可能な体制を構築している。 

 

 5) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策（まとめ） 

領域 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

薬事 

① 磁性マーカーと磁気プローブとの組合せ時

の薬事戦略の策定 

② FDA 対応 

 

③ MDR 対応 

 

 

④ MDR 申請用臨床試験実施 

 

① PMDA 相談により承認要件などを明確化する 

 

② FDA 対応の経験を有しているコンサルタント

の活用 

③ MDR への対応に必要な事項の精査とともに事

業化コンサルおよび経験を有するコンサル

タントの活用 

④ コロナによる制限はあるものの 30 症例のラ
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領域 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

ンダマイズ臨床試験実施を目指して臨床試

験実施先の担当者と定期的な打ち合わせを

実施 

知財 

① 新規磁性マーカーの技術特性と差別化 

 

 

① 超音波エコーガイド下での高解像度による

視認性の向上技術と検知等方性マーカーの

形状、形状生成方法及び検知距離拡大方法を

特許化する 

 

技 術 ・

評価 

① マーカー構成用糸のリスク低減 

 

② マーカーの挿入後の移動対策 

 

① 糸切機構により糸を切断し体表から糸を引

っ掛けるハザードを解消する 

② 磁石ヘッド磁場による移動は in vitro 実験

と計算でリスクが低いことを立証する 

 

その他

事業化

全般 

① 事業化の加速に際して使用する既存マーカ

ーであるガイディングマーカーシステムの

製造販売会社の八光との関係。 

② 磁性マーカーの製造委託先 

 

① 薬事申請を含めた薬事対応、販売対応につい

て打合せを重ねて意思疎通を図っている。今

後必要に応じて契約等を結ぶ予定である。 

② 海外委託も含めて販社経由での製造委託先

探索を行う予定である。 
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1.6 補助事業の成果概要 

(1) 補助事業の事業概要 

磁性マーカーおよび磁気プローブのデザインレビューを実施する。特に磁性マーカーについては海外では術前の蝕知として乳房を強くもむためマ

ーカーが移動し得ることが判明したため検討を追加する。さらに臨床学的意義の立証と手術プロトコルの確立として、国内臨床試験の結果を臨床評

価報告書用にまとめ、学会等により公表する。また、海外での臨床試験を実施する。並行して PMDA 対面助言や認証機関への相談を受け、海外承認

認証の準備を進める。また磁気プローブに関しては既存のマーカーとの組み合わせで国内承認申請を行う。合わせて先行技術を調査し、特許を出願す

るとともに、規制に準じて販売体制を構築し、海外展開のチャネル確保を行う。 

磁性マーカーの開発は、実質的にはマトリックス・共伸・マニー・東京大学の 4 機関共同で行っている。本事業提案に当たり各機関での承諾を求め

たが、マニーのみ承諾に時間を要し、事業提案および 2019 年度計画立案には間に合わなかったため、マニーを除く 3 機関で行う計画とした。2019

年度途中に承諾が得られたため、2020 年度計画ではマニーを含めた実質的な開発機関の 4 機関で行う。 

磁気プローブの国内承認に関しては、既存のマーカーを検出する機器として申請を行う予定であり、有効性および安全性については in vitro 試験に

より実施可能であると見込まれるため、当初予定していた治験は取りやめることとした。一方、磁気プローブおよび開発中マーカーの海外での承認認

証に関しては、関連文献に乏しく承認認証に当たって文献調査だけでは臨床評価報告書として不十分であり、磁気プローブおよび開発中マーカーの

実物による臨床データが必要と見込まれるため、海外臨床試験を実施する。 

 

(2) 補助事業終了時までに完成した試作品の概要 

試作品名 概要 

磁性マーカー 磁性体によりつくられたマーカーで非触知病変部に埋め込み、術中に磁気プローブで位置を同定するために使用す

る。 

磁気プローブ 磁性マーカーを検出するために使用するプローブ 

 

(3) 補助事業の成果と今後検討すべき課題 

全事業期間の実施内容（補助事業計画書）  
令和 3 年 3 月末時点での達成状況（計画変更理由を含

む） 
 今後検討・実施すべき事項 

① 磁性マーカー開発・評価 

1)設計開発（デザインレビュー） 

（マトリックス細胞研究所） 

新規磁性マーカーが磁気プローブによっ

て適正に検出されるべく磁性金属の物理特

性やその形状に対する一般要求事項のデザ

インレビューを開始する。 

リスクマネジメントプロセス、経営者責

任、要員の資格認定など作成した手順書に従

▶ 

【進捗 85％：△】 

・設計開発の手順にのっとり、製品企画審査を行

い、顧客要求事項の明確化を行った。 

・非磁性として知られるオーテスナイト系ステン

レスを加工することで比較的大きな磁性を持つ

ようになり磁性マーカーの材料足り得ることが

判明した。 

・外径 0.5mm、長さ 10mmの SUS304 において検出距

離 30mm 以上が実現できる見込みが得られた。 

▶ 

 

・マニーに代わる新たな製造会社の選定もし

くは既存マーカーの OEM 供給の検討。 

・新たなマーカー形状について量産性及び確

実性を有する構造の検討および、挿入機への

充填や着磁も含めた医療機器としてのマー

カー製造方法の検討。 

・磁性マーカー本体及び挿入機についての具

体的な製造コストの見積。 
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全事業期間の実施内容（補助事業計画書）  
令和 3 年 3 月末時点での達成状況（計画変更理由を含

む） 
 今後検討・実施すべき事項 

って適宜物理的試験のフィードバックを受

けて製品仕様書等を作成し、共伸で行う設計

開発、試作へフィードバックする。また、デ

ザインレビューに際しては、コンサルより薬

事の立場での意見を得る。 

さらに臨床試験などの結果を受けてデザ

インレビューを進め完成させる。特に、乳房

への術直前の蝕知の際に、国内と異なり海外

では強くもむため乳房をマッサージするの

と同じ力がかかり、マーカーが移動し得ると

の情報がもたらされたため、マーカー移動に

ついて物理的試験・設計開発（設計修正）・量

産試作のフィードバックを受けてリスクマ

ネジメントを行う。また、デザインレビュー

に際しては、コンサルより薬事の立場での意

見を得る。 

2019 年 10 月 デザインレビューの実施・製

品仕様書の完成 

2020 年 3 月 工程 FMEA の完了 

2020 年 10 月 マーカー移動についてのリス

クマネジメント完了 

2021 年 9 月 DR2（製品仕様のデザインレ

ビュー）の完了 

（共伸） 

物理的試験の結果を受けて、臨床使用に適

した形状、検出距離などを満たせつつ、量産

可能な磁性マーカーの仕様を作成し、設計を

行う。（設計の完成後はなし） 

また、2019 年度に試作した超音波により挿

入位置を推定できる挿入針について生体模

擬材料を用いて挿入試験を行い、超音波画像

により推定した位置と実際に挿入された位

置とを比較して、推定精度を求め、製品特徴

としてデザインレビューに盛り込む。 

2019 年 12 月 製品仕様等に基づいた設計の

・プレス加工により製造可能で、対称的な形状とな

る磁性マーカーの試作を行った。 

・検知距離 3cm 及びそれ以上、フックの長さ並びに

径は既存フックワイヤー製品に準ずるとした。 

・八光ガイディングマーカーシステムのフックを

模したサンプルを各種ステンレスで試作し、磁気

プローブを用いて検知距離を測定した。その結果

SUS304 を用いて細いワイヤーを束ねた構造が

もっとも検知距離が長く、ターゲットの 3cm を

達成した。 

・医療目的で留置する磁性金属材料の生物安全性

を明確にするため、日欧米における使用許可及び

使用実績について調査を外部専門会社に依頼し

た。その結果、ステンレス材は全般的に埋植安全

性の実績があること、ニッケル含有量の多いパー

マロイは安全性に疑問があること等がわかった。 

・SUS304 は着磁する恐れがあり、着磁により検出

距離が延びる等のメリットがあるが、着磁の安定

性等のリスクもあり得る。リスクについて検討を

行い、マーカーの材料としては、事前に着磁した

SUS304 が生体適合性も含めて現時点で最適で

あると決定した。 

・形状についてマーカーの一部をくぼませて引っ

かかるようにしたダンベル型が候補として挙げ

られていたが、細いワイヤーを束ねた構造でダン

ベル型を作ることは困難である。 

ダンベル型として一部をくぼませたのはマーカ

ーが組織に引っ掛かるようにするためである。そ

こで、くぼみの代わりに細いワイヤーの一部が広

がり組織に引っ掛かる様にした、魚型の構造につ

いて検討している。 

この構造であれば、細いワイヤーを束ねた構造で

ありながら組織に引っ掛かる構造となる。無垢材

からの切り出しにより模したものを作製し検出

距離等性能を確認したところ、総合的にはダンベ

・包装、滅菌、ラベリングなど製品化に向けて

の周辺要素についての具体的な検討。 
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全事業期間の実施内容（補助事業計画書）  
令和 3 年 3 月末時点での達成状況（計画変更理由を含

む） 
 今後検討・実施すべき事項 

完成 

2020 年 10 月 挿入精度に関する報告書の完

成 

（マニー） 

完成しているマーカー形状を基に外部か

ら力がかかった際にマーカーが移動しにく

くなるよう形状について、物理的試験のフィ

ードバックを受けて設計修正を行う。設計修

正に際して、使用する材料は完成しているマ

ーカーと同じものを用いつつ、検出能力・操

作性・量産性などは完成しているマーカーと

同程度となるように設計修正する。 

2021 年 3 月 設計修正の完成 

 

2)１次試作 

（共伸） 

磁性マーカーの正確な検知のためには、新

規磁性マーカーは、強い磁化特性をもつ必要

がある。磁化特性は材質・形状ならびに加工

工程に依存するため、各種金属材料におい

て、切断加工やレーザー加工などを実施し、

磁性マーカー最適素材及び形状を製作し、試

作機を開発する。シミュレーションや実験的

評価によって検知距離を評価し、その結果を

ふまえて、形状やサイズを決定する。 

 

3)2 次試作 

（共伸） 

1 次試作を基に、臨床使用に適した形状を

持ちながら、磁気プローブによる検出距離を

延伸させる試作機を開発する。 

2019 年 10 月 2 次試作の完了 

 

4)量産試作 

（共伸） 

ル型よりより長距離で検出できることが判明し

た。 

魚型を第一候補としてダンベル型も含めて、量産

製造について検討を行っている。 

・マーカーの挿入針に先端からの距離に応じて形

状が変化する凹凸を設けることで超音波による

針先端位置を容易に確認できるようになるめど

がついた。量産に適した形で凹凸を設ける方法に

ついて検討を行っている。 

・生物安全性についてはマーカーおよび挿入針に

使用する材料として既製品で用いられている材

料を使用することで対応する。 

・滅菌についてはマニー社内での滅菌を検討して

おり、滅菌バリデーションを含めて検討を行って

いる。 

・ヨーロッパの共同研究先からの情報として、海外

において既存マーカーを含めて数 cm 動くことが

判明した。これは、海外では放射線科医がマーカ

ーを挿入するため、外科医が術前委再確認を行う

ことが多く、その際に乳房をマッサージするのと

同じかかることがあるためである。この問題につ

いて追加的な対策が必要であり、マーカー形状の

改良が必要となった。 

・マーカーの形状について、数多くの形状について

特許出願がなされている情報がもたらされ、特許

に抵触せず移動や検出性能を満たした形状にす

べく再検討が必要となった。 

・磁性マーカーの磁性体を 3 分割し、挿入時に変形

して Δ 型になるマーカー形状を考案し、サンプ

ルを作製した。磁性体を着磁させた場合十分な検

出性能を有していることを確認しており、量産可

能で確実に Δ 型が形成できる構造について検討

を行っている。 

・開発には試作と評価の繰り返しが必要となるが、

コロナ禍のため企業・大学ともに出勤自粛により
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全事業期間の実施内容（補助事業計画書）  
令和 3 年 3 月末時点での達成状況（計画変更理由を含

む） 
 今後検討・実施すべき事項 

磁性マーカーの量産化を目指して、量産に

適した金型となるよう形状などについて改

良を行い、量産性を確認する。量産性は製造

技術開発により影響を受けるため、製造技術

開発と並行して進める。 

2020 年 3 月 量産性の確認終了 

 

5)物理的試験 

（東京大学） 

開発する新規磁性マーカーは、磁気プロー

ブで高感度に検出できるように、磁性の大き

い材料である必要がある。各種金属材料の超

電導量子干渉計を用いた磁化特性の計測を

実施し、解析結果をもとに磁化特性の評価手

法を確立し、最適な形状・材料を検証し、適

宜設計開発にフィードバックする。 

さらに外部から力がかかった際のマーカ

ーの移動量について完成しているマーカー

について評価を行い、設計修正にフィードバ

ックする。また、設計修正を行ったマーカー

についても同様の評価を行い、設計修正によ

り移動量が提言していることを確認し、デザ

インレビューに反映させる。 

2020 年 3 月 試作した磁性マーカーの検出

能をはじめとする物理特性の評価結果の提

出 

2020 年 10 月 マーカー移動量についての評

価完了 

 

6)生物安全試験 

（マトリックス細胞研究所） 

磁性マーカーで使用する材料は磁性を持

つ必要があるため、一般的に針などで用いら

れている材料とは異なり生物学的安全性に

ついては未知である。そこで磁性マーカーで

実作業が制限され、遅れが生じている。 

・コロナ禍による MDD 下での新規申請期間延長に

より、磁性マーカーの MDD下での新規申請の可能

性が生じた。MDD での新規申請では申請に対する

ハードルが MDR と比較して大幅に低くなるため、

事業化コンサルなどで助言を得つつ、磁性マーカ

ーについて CE マーク取得を国内承認より優先す

ることについても検討を行った。しかし、コロナ

禍による施策の遅延などもあり、新規申請に必要

となるデータ全てをそろえることは困難であり、

MDD 下での新規申請については断念した。 

・マーカーの形状について、共伸、マニー、東京大

学と協業し、安定してΔ型を構成でき、かつ量産

性を有する構造の検討と試作を種々行っている

が、いずれの試作も満足できる結果が得られず、

いまだ詳細の確定に至っていない。コロナ禍によ

り実作業が制限されていることも遅延の大きな

要因となっている。 

・マーカーの形状について様々な方式を検討して

いるが、議論が堂々巡りをしている懸念があるた

め、これまでの議論を踏まえて最終的な開発マー

カーの方向性を決定することとした。その結果メ

ンバの総意で材質は SUS304,形状は△型で、形成

方法はヒンジ式、糸付きで糸はマーカーの端部で

切断というモデルを決定した。これによりメンバ

の意思統一を図ることができ、開発資源を一つの

方向に集中できるようになった。 

・AMED の仲介により知財の専門家と相談する機会

を得、現在の開発の方向で Magseed の特許を回避

できるとの見解が得られ、これまでの最大の懸念

を払拭することができた。 

・マーカーの形状決定により、マーカーを留置する

挿入針や挿入機の検討を行い、挿入針については

エコーにより挿入位置が特定できる挿入針を採

用した。挿入機は糸切を実現すべく、二重円筒構
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全事業期間の実施内容（補助事業計画書）  
令和 3 年 3 月末時点での達成状況（計画変更理由を含

む） 
 今後検討・実施すべき事項 

使用する材料について生物安全性試験によ

り生物安全性の確認を行う。 

2020 年 3 月 生物安全性試験の完了 

 

7)滅菌バリデーション 

（マトリックス細胞研究所） 

磁性マーカーは体内に挿入するため、滅菌

して使用する必要があるが、形状として挿入

機等は管腔構造を取るため、確実な滅菌が行

える条件を見出す必要がある。そこで試作し

た磁性マーカーを用いて滅菌バリデーショ

ンを行い、確実な滅菌が行える条件を決定す

る。 

2020 年 3 月 滅菌バリデーションの完了 

 

造を採用した。マーカーの押出機構、糸切機構に

ついて試作を行い良好に動作することを確認し

た。現在低コスト化に向けて部品の簡素化の検討

を行っている。 

・マーカーの製造については外注加工会社による

試作がほぼ完成し、マニーでの内製化に向けて細

部の構造の詰めを行っている。 

・マーカーへの事前着磁方法について検討を進め、

着磁用磁石の形状を決定した。量産試作品を発

注、納入済で現在評価中である。 

・マーカーの構造の見直しや製造方法の工夫など

によりマニーでの内製化について目途がついた。 

・挿入機について部品点数削減のため構造を簡素

化すべく設計変更を行い、3D モデルを試作して

動作を確認した。試作機について臨床医の意見を

聞いたところ何点か改善点の指摘があった。現在

その改善点を反映すべく設計の見直し中である。 

・挿入針の外寸変更に伴い着磁用磁石の寸法変更

が発生したため、数値解析を含め対応中である。 

・マニーの社内事情により 9 月末をもって本事業

から撤退する旨の表明があった。製造会社を失う

ことになり、マーカー及び挿入機の開発を中断せ

ざるを得ない状況となった。 

② 磁気プローブ開発・評価 

1)設計開発（デザインレビュー） 

（マトリックス細胞研究所） 

磁性マーカー検知用医療機器として適応

拡大の申請をする必要があるため、磁気プロ

ーブのデザインレビューを開始する。適応拡

大のための手順書を作成し、手順書に従って

適宜物理的試験のフィードバックを受けて

製品仕様書等を作成し、iMed Japan で行う

設計開発、試作へフィードバックする。 

さらに、磁性マーカー検出用医療機器とし

て適正に検知できることを示すべく、臨床試

▶ 

【進捗 100％：○】 

・設計開発の手順にのっとり、製品企画審査を行

い、顧客要求事項の明確化を行った。 

・磁性マーカーの性能評価のための試作機を製造

した。 

・低コスト化のための金型製造について、射出成型

メーカーとの協議を開始した。 

・外径 0.5mm、長さ 10mmの SUS304 において既存の

磁気プローブを用いても検出距離 30mm 以上が実

現できる見込みが得られた。 

・磁石形状を変えることによる磁気プローブの温

度安定性向上について検討を行った。 

▶ 

 

・国内医療機器承認申請、MDR 対応、FDA 申

請。 

・ダイキン工業への細かいノウハウを含めた

製造移管。 
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全事業期間の実施内容（補助事業計画書）  
令和 3 年 3 月末時点での達成状況（計画変更理由を含

む） 
 今後検討・実施すべき事項 

験などの結果を受けてデザインレビューを

進め完成させる。 

また、デザインレビューに際しては、コン

サルより薬事の立場での意見を得る。 

2019 年 10 月 デザインレビューの実施・製

品仕様書の完成 

2020 年 3 月 工程 FMEA の完了 

2020 年 10 月 デザインレビューの完了 

（iMed Japan） 

新規開発の磁性マーカーの検出において、

磁性マーカーとの距離の遠近を定性的にユ

ーザーに示す必要がある。そのためには、磁

気プローブの指向性の検討やノイズやドリ

フトの低減が必要とされる。そこで、磁気プ

ローブ検出値に影響する外来要因やノイズ

分析の結果を基に開発済みの磁気プローブ

を磁性マーカー検出に適した形に改良する

ためのセンサーおよび回路設計開発を実施

する。 

また、物理的試験の結果を受けて、製品仕

様に基づき、開発済みの磁気プローブを磁性

マーカー検出に適した形に改良するための

センサーおよび回路設計を行う。 

さらにデザインレビューの最終段階とし

て製造移管を進める。また国内および海外承

認に際して、歩留まり等の製造にかかわる情

報を必要に応じて提供する。 

2019 年 12 月 製品仕様等に基づいた設計の

完成 

2020 年 10 月 製造移管手続完了 

 

2)試作機開発 

（iMed Japan） 

新規開発の磁性マーカーの１次試作機の

性能評価を実施するために、磁気プローブの

・目標検知性能を達成するため磁性マーカーの仕

様決定と並行して磁気プローブの仕様改善を検

討した。その結果 a)ホールセンサー面と計測部ヘ

ッドカバー内側面との距離を 0.6mm 短縮する。

これにより設計センターを本来の目標性能に持

って行く b)スピーカー音遮蔽の改善（音量 max

で電池寿命を短縮させることを避け、標準設定音

量で十分に検知認識が出来ること）c)磁石形状を

変えることにより検知量の温度依存性を無くす

d)新たな信号処理方式により、検出可能な信号レ

ベルを下げる、等の改善策を講じることとし、そ

れら仕様を固めた。磁石形状については検討中で

あるが、それ以外については評価も含めて完了し

ており製品に対して改良が施されている。 

・低コスト化のための金型製造について射出成型

メーカーとの協議を行い、内部構造を含めて金型

化に必要な構造についての検討を完了した。 

・磁石形状変更による検知量の温度依存性対策に

ついての実験評価を行い、課題抽出と対策を検討

中である。 

・磁気プローブについてセンチネルリンパ節同定

用途で CE マークを取得した。マーカー検出用へ

の用途拡大に向けて関連書類を作成している。 

・米国における磁気プローブ単独での申請可能性

について、Q-sub（Q191648）を行った。磁気プ

ローブの検出対象を明確にし、リスクマネジメン

トを行うことで磁気プローブ単独での申請の可

能性を示されており、検討を行っている。 

・金型を用いた量産製造について検討として試作

を行ったところ、外観や機能性について切削品よ

り良くなってほか、はめ込み構造を作りこむこと

で製造性についての向上も実現できた。 

・製造移管についての資料を作成するとともに、国

内をはじめとして、MDR 対応や FDA 対応を行

っている。 
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全事業期間の実施内容（補助事業計画書）  
令和 3 年 3 月末時点での達成状況（計画変更理由を含

む） 
 今後検討・実施すべき事項 

試作機を開発する必要がある。そこで、試作

機の設計を実施する。 

さらに、磁気プローブの設計開発で決定さ

れた仕様を基に試作を行うため、各種図面を

作成し試作機を作製する。 

2019 年 10 月 試作機の作製 

 

3)量産試作 

（マトリックス細胞研究所） 

既存の磁気プローブの外郭製造は切削品

のため製造性が低く高コストである。一方、

金型を起こすことで低コスト化が見込まれ

るが、切削品と金型品では設計方法が異なる

ため、金型に適した設計が必要となる。そこ

でマーカー検知用として適応拡大をする際

に、合わせて金型による外郭製造とするた

め、試作金型を作製して磁気プローブの外郭

設計について検討したのち量産で使用でき

る金型を用いて外郭を製造し試作すること

で、磁気プローブ本体組立の量産性を確認す

る。 

2020 年 3 月 磁気プローブ本体組立の量産

性の確認終了 

（iMed Japan） 

磁気プローブの量産化を目指して、金型を

用いた射出成型による外郭を使用した磁気

プローブを試作する。 

2020 年 3 月 量産試作の完了 

 

4)物理的試験 

（東京大学） 

磁気プローブを用いて磁性マーカーの位

置を精度良く特定するためには、外来要因に

よるノイズを減少させる必要がある。 

磁気プローブの温度変化等による検出値

・EU 認証についてセンチネルリンパ節同定用に加

えてマーカー検出用としての認証を受けるべく、

用途拡大に必要となる書類についてデザインレ

ビューを含めて取りまとめ、臨床試験結果を基に

した臨床評価報告書を取り込み 2020 年 10 月に

EU 認証の申請を行い、2021 年 2 月に承認が得ら

れた。 

・金型を用いた量産製造を基とした製造移管をし、

認証済みの製造所である iMed Japan での金型を

用いた製造を行った。量産規模を拡大するため

に、2020 年 9 月末日付でダイキン工業について

新たな製造所としての申請を行うとともに、製造

体制確立に向けて製造所と契約を締結し製造移

管を行っている。 

・製造移管に関して書類や Web 会議を用いての情

報交換を行うことで新たな製造所での製造体制

は整いつつあるが、コロナの第 5 波の影響により

対面での情報交換ができず、細かいノウハウの伝

達ができていない。 
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全事業期間の実施内容（補助事業計画書）  
令和 3 年 3 月末時点での達成状況（計画変更理由を含

む） 
 今後検討・実施すべき事項 

の変化を抑え、磁性マーカーをピンポイント

に検出するシステム開発のために、磁性マー

カーに対する磁気プローブの感度を検証し、

適宜設計開発にフィードバックする。 

2020 年 3 月 試作した磁気プローブの温度

安定性をはじめとする物理特性の評価結果

の提出 

 

③ 臨床試験 

1)IRB 申請 

（日本医科大学、昭和大学） 

乳腺非触知病変手術に対する磁性マーカ

ーと磁気プローブの有用性を証明するため

に、ガイディングマーカーシステムと磁気ブ

ローブ開発機を利用した乳癌非触知病変に

対する病変特定法を検討する。臨床試験実施

のための IRB 申請を実施する。 

 

2)臨床試験 

（マトリックス細胞研究所） 

既製品のマーカー（ガイディングマーカー

システム）と未来医療の成果による磁気プロ

ーブとの組合せで臨床試験(ガイディングマ

ーカーシステムと磁気プローブ開発機を利

用した乳癌非触知病変に対する病変特定法

の 検 討 、 2019 年 1 月 ～ 3 月

（jRCTs032180422））として 41 症例を実施

した。その結果、全例でガィデイングワイヤ

ーシステムを含む術中病変摘除の確認が可

能であった。一方、磁気プローブに関しては、

センサー配置変更による地磁気補正の高性

能化と新たな検出モードによる高感度検出

の 改 良 が 施 さ れ 、 CE マ ー キ ン グ

（4201663CE01）も取得した。 

そこで、事業化を加速するために既製品の

▶ 

【進捗 80％：△】 

・乳腺非触知病変手術に対する磁性マーカーと磁

気プローブを用いた手技の有用性における臨床

試験を実施した。 

・目標症例数を超える臨床試験の実施を完了し、集

積データの解析を行っている。 

・2018 度に実施した臨床試験データについてデー

タ解析を行い、サンアントニオ乳癌シンポジウム

で発表した。 

・マーカー検知機として磁気プローブの承認を得

ることで事業化を加速すべく、改良を施した磁気

プローブと既製品のマーカー（ガイディングマー

カーシステム、八光製）との組合せによる臨床試

験を行うべく、計画変更申請を行うとともに、倫

理委員会への申請を行った。計画変更については

承認が得られ、変更した計画に沿って事業を遂行

している。倫理委員会の承認に関しても、一部書

類不備が指摘され継続審査とはなったものの対

応を行い、継続審査で承認された。 

・臨床試験に向けて必要となる CE マーキング磁気

プローブおよび非磁性筋鈎について提供の準備

が整い、臨床試験を実施している。 

・新型コロナの影響などのためか、承諾が得られた

患者数の増加率が 2018 年度に実施した臨床試験

に比べ想定以上に低くなり、年度内での臨床試験

終了は困難となった。現在引き続き来年度に継続

できるよう試験期間延長の手続きを行っている。 

▶ 

 

・試作したマーカーでの臨床試験の実施。 

・海外臨床試験実施に向けての各種手続き。 
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全事業期間の実施内容（補助事業計画書）  
令和 3 年 3 月末時点での達成状況（計画変更理由を含

む） 
 今後検討・実施すべき事項 

マーカーと改良済みの磁気プローブとの組

合せで性能確認試験として多施設臨床試験

を実施し、磁気プローブ単品だけでも医療機

器承認の取得を目指す。 

臨床試験では、マーカー検出用に磁気プロ

ーブが必要となるが、臨床に使用する機器と

して、安全性や品質が管理された磁気プロー

ブが必要となる。そこで、臨床試験用に安全

性が確保され品質管理がなされた前述の CE

マーキング取得済み磁気プローブを作製し、

臨床試験に提供する。また、磁気プローブを

用いた手術の際に必要な道具である非磁性

筋鈎についても安全性が確認されたものを

購入し、臨床試験に提供する。 

2019年 12月 CEマーキング磁気プローブ、

非磁性筋鈎の提供 

（日本医科大学、昭和大学） 

ガイディングマーカーシステムと磁気ブ

ローブ開発機を利用した乳癌非触知病変に

対する病変特定法の臨床的意義を確立する

ために、非触知病変の特定の精度を評価す

る。手術日前に外来診療にて、超音波または

マンモグラフィガイド下で、乳房の病変部に

ガイディングマーカーシステムを挿入、留置

する。手術中に、磁気プローブで磁性マーカ

ーを特定しながら病変部を摘出する。摘出し

た組織内に磁性マーカーが含まれているこ

とを画像診断（超音波またはマンモグラフ

ィ）で確認する。また、摘出した組織内に病

変が含まれていることを病理学的診断で検

討する。さらに悪性病変の場合、切除断端に

悪性細胞の露出があるか否かを検討し、さら

に悪性細胞と切除断端との病理学的距離を

測定する。手術時間の記録も保管する。登録

目標症例数は 2019 年 3 月までに 20 例を目

・海外における臨床試験については海外の認証機

関に問い合わせを行っている。 

・国内での臨床試験に関して当初計画では 2019 年

度内での完了を予定していたが、コロナ禍による

手術数の減少などにより 2019 年度中では完了せ

ず、一部 2020 年度に持ち越しとなった。2020 年

6 月末までには予定症例数を完了し、臨床試験結

果の取りまとめた論文が Cancers に採択された。 

・論文採択を受けて、磁性マーカーの承認申請に必

要となる臨床評価報告書に反映させた。 

・海外臨床試験に関しては、臨床試験実施先のイギ

リスにおけるロックダウンにより臨床試験実施

手続きが 2 カ月間完全に停止し、その後 2020 年

秋からの再流行の影響もあり、対応に遅れが生

じている。いまだに各種制限があるため、臨床試

験支援機関での処理は全面的な遅れとなってい

る一方で、臨床試験実施責任者とは Web 会議など

により密な連絡を取っており、遅れによる影響が

最小となるように関係者間で鋭意、調整努力を行

っており、ランダマイズ試験の実施に向けて手続

きとともに物資の輸送などを開始した。 

・イギリスでの臨床試験実施手続きの簡略化を目

指して、設計はマニーを中心に実施し、製造はイ

ギリスの会社で製造させるべく計画したが、設計

した物の製造が製造先の技術では実施できない

となり設計変更が必要となったほか、製造先でク

ラスターが発生し設計変更したものの試作に時

間がかかるうえ臨床試験用に数を製造するにも 2

カ月以上の時間を要するとなり、臨床試験は既存

のマーカーを用いて実施することとした。そのた

め、臨床試験実施に際して臨床試験実施施設の承

認以外に国による承認も必要となり、臨床試験の

実施が大きく後れ、2021 年 11 月後半に開始でき

る予定となっていたが、イギリス国内の事情によ

り実施体制が整わずプロジェクト終了となって
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全事業期間の実施内容（補助事業計画書）  
令和 3 年 3 月末時点での達成状況（計画変更理由を含

む） 
 今後検討・実施すべき事項 

指す。また、臨床試験で得られた知見を開発

にフィードバックする。 

2019 年 10 月 特定臨床研究申請 

2020 年 3 月 目標全症例数到達 

 

6)CER 作成 

（マトリックス細胞研究所） 

磁気プローブのマーカー検出器としての

適応拡大を目指して、2019 年度に実施した多

施設臨床試験の結果を含めた臨床試験報告

書をまとめる。さらに開発中の磁性マーカー

の承認認証を目指して、海外臨床試験の結果

を追加した臨床試験報告書を作成する。 

2021 年 3 月 他施設臨床試験結果を受けた

臨床試験報告書完成 

2021 年 9 月 海外臨床試結果を受けた臨床

試験報告書完成 

（日本医科大学、昭和大学） 

2019 年度に既製品のマーカーと改良済みの

磁気プローブとの組合せによる性能確認試

験として実施した多施設臨床試験の結果を

臨床評価報告書用にまとめるとともに学会、

論文等により公表する。  

2021 年 3 月 臨床試験結果のまとめ完了 

2021 年 3 月 臨床試験結果の公表 

 

7)海外臨床試験 

（マトリックス細胞研究所） 

開発中の磁性マーカーの海外での承認認

証を目指して、乳腺非触知病変の検知システ

ムの有用性および安全性を示すべく、磁性マ

ーカーを用いた臨床試験を行う。臨床試験の

実施場所としてはイギリスオックスフォー

ド大学（及び、UCL）を予定しており、症例

数としては 30 症例程度と小規模な試験での

も開始できなかった。 
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全事業期間の実施内容（補助事業計画書）  
令和 3 年 3 月末時点での達成状況（計画変更理由を含

む） 
 今後検討・実施すべき事項 

計画を立てるべく打合せを行っている。イギ

リスは EC より脱退するが、現状では、イギ

リスでの本臨床試験データをもって CE マー

ク申請できることは確認済みである。臨床試

験の実施に際して必要となる磁気プローブ

および筋鈎について認証・届け出済みのもの

を購入し臨床試験に提供する。 

2022 年 3 月 海外臨床試験完了 

 

④ 薬事戦略 

1)QMS 対応（業許可取得、体制構築) 

（マトリックス細胞研究所） 

株式会社マトリックス細胞研究所は、セン

チネルリンパ節生検用磁気プローブの医療

機器の製造販売業取得の準備中であったた

め、QMS 体制を整える。また、製造販売会社

と製造会社間の取り決めや部品納入先の選

定などが必要となるため、製造に際して必要

となる体制を構築する。 

その後、構築された QMS について実際に

運用することで、品質管理監督がおこなえる

ようにすると共に、国内の製造販売業許可を

取得する。 

2019 年 10 月 製造販売業取得 

（iMed Japan） 

iMed Japan 株式会社は既に医療機器の製

造販売業取得済みで製造所登録もなされて

おり、省令 169 号に基づいた QMS 体制は構

築済みである。しかしながら、QMS 体制は他

の医療機器をターゲットとしたものである

ため、磁気プローブの製造に適した QMS 体

制を整える。 

その後、構築済みの QMS 体制に基づき磁

気プローブの試作を行い、実運用に適した形

に QMS 体制を修正する。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

・磁性マーカーおよび磁気プローブの製造のための

製造業登録を行った。 

・磁性マーカーおよび磁気プローブの製造のための

製造業は登録済み。 

・欧州での製造販売のために体制を整え、ISO13485

は 2019 年 7 月に適合認定を受けた。 

・製造販売業取得に向けて申請を行い、東京都によ

る立入調査を受けた。対応が必要となる不備はな

く、都による事務処理が進められており、2019 年

12 月末に許可が得られた。 

・磁気プローブについて、マーカー検知機としての

PMDA 対面助言を受けるべく、2019/10/29 に全

般相談を行った。磁気プローブの承認申請に際し

てのデータとしてはベンチテストで十分である

と考え、治験なしでの承認を目指していることを

伝え、開発前相談を受けるべく 2020/1/16 に事前

面談を受けた。 

・FDA 承認に向けて承認区分確定に向けた Q-

sub(Q191648)を行い、磁気プローブの検出対象を

明確にし、リスクマネジメントを行うことで磁気

プローブ単独での申請の可能性が示された。 

・欧州での認証に対しての臨床試験の要否や試験を

依頼できる病院ついて欧州の認証機関に相談し

ている。UK に共同研究者がいることもあり、臨

床試験としてはUK の病院が候補となっているが

▶ 

 

・米国での製造販売に向けた品質管理体制

（QSR）の確立。 

・MDR 対応。 

・PMDA については、QMS 適合調査申請書類

の完成と医療機器製造販売承認および QMS

適合調査の申請を行う。 
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全事業期間の実施内容（補助事業計画書）  
令和 3 年 3 月末時点での達成状況（計画変更理由を含

む） 
 今後検討・実施すべき事項 

2020 年 10 月 実運用に適した QMS 体制の

完成 

（共伸） 

新規開発磁性マーカーを用いた治験の実

施ならびに製品化のために、PMDA 医療機器

開発前相談を実施する。 

その後、磁性マーカーの製造所として必要

な QMS 体制を構築する。 

2019 年 10 月 QMS 体制の構築完了 

 

2)薬事相談(PMDA) 

（マトリックス細胞研究所） 

新規に開発予定の磁性マーカーをクラス

Ⅱに申請する必要があるため、PMDA 開発前

相談を行った上、内容を取りまとめて、開発

前対面助言を実施する。 

具体的には、磁気プローブに関して、既製

品のマーカーの検出機として承認を受ける

べく、治験の要否などを含めて PMDA 相談

を行う。 

2019 年 10 月 PMDA 全般相談実施 

2020 年 2 月 PMDA 対面助言 

2020 年 12 月 PMDA プロトコル相談 

 

3)認証機関への相談 

（マトリックス細胞研究所） 

新規に開発予定の磁性マーカーについて

海外展開を行う上で、認証機関による認証が

必要となるため、海外における認証で必要と

なる事項について相談を行う。また、コンサ

ルの助言を得つつ相談に際しての必要事項

の抽出や認証に向けた薬事戦略の策定を行

う。 

2019 年 12 月 必要事項の抽出完了 

2020 年 3 月 認証に向けた薬事戦略の策定 

ブレグジットの影響もあり、UK の病院でのデー

タの利用の可否についても合わせて確認を行っ

ている。 

・磁気プローブについて、MDD 下においてマーカ

ー探知機としての EU 認証拡大を行うべく欧州の

認証機関に確認を取ったところ、MDR 移行のた

め MDD 下での変更申請の受付は拒否された。

MDR への移行対応についても確認したところ、

必要項目の洗い出し中であり、MDR への申請に

関しても今しばらく待つように言われている。 

・磁気プローブと既製品のマーカーとの組み合わ

せによる医療機器承認について 2020 年 4 月に開

発前相談として PMDA の対面助言を受けた。これ

により、既製品との同等性の確認のためにファン

トムを用いた試験などを行うことで治験は不要

とし得る見解が示された。 

・ファントムを用いた試験について、市販のファン

トムを入手しファントム試験のプロトコルにつ

いて検討を行った。検討結果を基に、2002 年 6-8

月にプロトコル相談として PMDA の全般相談を 3

回受け、承認資料に必要となるファントム試験の

プロトコルについてすり合わせを行った。その結

果をもとにファントム仕様を決め、非臨床試験計

画書を作成し 2020 年 12 月にプロトコル相談を

実施した。しかし、試験項目とエンドポイントは

受理されたものの、ファントム仕様及び試験者・

計測者のバイアス獲得の回避策等の見直しが必

要との助言があり、改訂を行い 2021 年 6 月に試

験プロトコルとして PMDA の合意が得られた。改

訂仕様のファントムを作成し臨床医による試験

を終了、試験結果が計画書で設定したエンドポイ

ントを達成したことを確認した。PMDA 全般相談

にて、今後の承認申請スケジュールを申告し受諾

された。 

・欧州における MDD 下での磁性マーカーの新規申
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全事業期間の実施内容（補助事業計画書）  
令和 3 年 3 月末時点での達成状況（計画変更理由を含

む） 
 今後検討・実施すべき事項 

2020 年 10 月 申請必要事項の確認完了 

 

4)医療機器承認申請 

（マトリックス細胞研究所） 

磁気プローブに関して、既製品のマーカー

の検出機として国内承認申請を行うととも

に、マーカー検出器としての欧州において適

応拡大申請を行う。  

2021 年 7 月 国内承認申請 

2020 年 10 月 欧州適応拡大申請 

請はコロナ禍による試作の遅延などにより断念

する一方で、磁気プローブの適応拡大申請を 10

月中に行い、2021 年 2 月 5 日付で承認が得られ

た。 

・磁気プローブの医療機器製造販売承認申請書が

一通り完成し、内部でのチェックを行うととも

に、事業化コンサルを通じて内容確認の依頼を行

っている。また、国内 QMS適合性調査申請に向け

ての申請書も大方完成しているが、新たな製造委

託先に関する資料作成に時間を要している。 

・イギリスでの販売に向けて磁気プローブの欧州

代理人を通じて、MHRA への医療機器登録を進め、

追加の審査することなく申請するだけで医療機

器登録できることまで確認した。しかしながら、

販売委託先より突如取り扱えないとの通知があ

り販売の見込みが立たなくなったため、医療機器

登録は実施しなかった。 

⑤ 知財戦略 

1)戦略検討 

（マトリックス細胞研究所） 

海外展開のための特許を取得する必要があ

るため、磁性マーカーについての FTO 調査

を含めて国内外における先行技術調査を実

施し、その結果を基に特許戦略を検討する。

また、特許出願文書と特許戦略との整合を取

る。 

新規磁性マーカーに関する開発体制とし

て関係者間で知財に関する覚書（知財合意

書）を締結する。 

2019 年 7 月 先行技術調査の完了 

2019 年 12 月 特許戦略検討の完了 

2020 年 3 月 特許出願文書と特許戦略との

整合性の確認完了 

2020 年 12 月 特許戦略の実行完了 

 

▶ 

【進捗 100％：○】 

・磁性マーカーおよび磁気プローブに関連した国

内外の先行技術調査を実施するとともに磁気プ

ローブの FTO 調査を行った。 

・磁気プローブに関して、磁石形状を変えることに

より検知量の温度依存性を無くす方法は、PCT出

願手続きを完了した。 

・新たな信号処理は、磁石形状とは独立に特許化す

ることとした。予算の関係で申請はしばらく先と

なるが、それまでの間はプログラムの秘匿化等に

より漏洩を防ぐことを検討している。 

・磁気プローブの FTO 調査の結果として、磁気プ

ローブの製造販売に際して抵触する特許が無い

ことを確認した。 

・FTO 調査の際に先行技術も合わせて見直しを行

ったところ、特許申請をしたのち特許性が無いと

判断して実用新案とした請求項に関して特許性

がある可能性が見出された。現在特許化すべく弁

▶ 

 

・磁性マーカーの先行特許調査を中心とした

特許戦略の策定。 

・予算の関係により保留している特許出願可

能項目に関して特許出願の可否検討。 
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全事業期間の実施内容（補助事業計画書）  
令和 3 年 3 月末時点での達成状況（計画変更理由を含

む） 
 今後検討・実施すべき事項 

2)磁性マーカー・磁気プローブ出願 

（マトリックス細胞研究所） 

特許戦略に基づき特許を取得するために特

許出願文書を作成し、特許出願を行う。 

2020 年 3 月 特許出願文書の完成、特許出

願 

2021 年 5 月 特許出願文書の完成、特許出

願 

理士と打合せを行っている。 

・磁性マーカーの特許調査を行ったところ、2019年

度に開発していた形状では特許抵触の可能性が

あることが判明し、特許回避として新形状の検討

を行うこととなった。 

・新形状に関しては FTO 調査など特許調査を行う

予定である。 

・事業化コンサルにより磁性マーカーの特許戦略

を中心にした特許戦略のアドバイスを得た。 

・AMED 実用化推進部 実用化推進・知的財産支援

課による補足調査を実施してもらい、開発マーカ

ーの技術解析などを行った。その結果として、既

存の関連特許回避ができるだけでなく、既存の特

許とは別に特許申請ができる可能性を見出した

ので、出願準備に入った。 

・中空磁石の磁石形状については PCT の各国移行

を行い、4 か国(日本、US,EP,中国)に移行した。 

・開発マーカーについて弁理士を交えての明細書

の詰めを行い、PCT 出願を行った。 

⑥ 製造戦略 

1)製造技術開発 

（マトリックス細胞研究所） 

事業期間ならびにその後の製造販売の状

況に応じた形で製造が行えるように部材な

どの調達先について検討を行う必要がある

と共に、それらの部材を基に製造が行える体

制を構築する必要がある。その為、基本取引

契約書及び品質管理に関する取決書を締結

したうえで、製造計画を立て、計画実行に必

要な製造技術を開発として、磁気プローブの

外郭製造の量産化に必要となる外郭構成と

金型の構造検討を行う。(外郭構成と金型の構

造検討による製造技術の開発完了後はなし） 

2019 年 8 月 製造計画の策定 

2019 年 12 月 製造技術の開発完了 

▶ 

【進捗 100％：○】 

・磁気プローブの量産化に向けて、基本取引契約お

よび品質管理に関する取り決めの締結を完了し

た。 

・ホールセンサー面と計測部ヘッドカバー内側面

との距離の 0.6mm 短縮とスピーカー音遮蔽の改

善について、対応する部品寸法及び製造工程の見

直しを行い、評価を含めて完了した。 

・磁気プローブについて原価計算を行ったところ、

外郭などが樹脂製で削り出しにより製造を行っ

ているため、部品原価が数十万円となっている。

これを金型による射出成型とすることで部品原

価を十万未満とすることができ、金型費用と比較

して 100 台程度でも射出成型化によるメリット

があることが判明した。 

・射出成型可能な形状についてメーカーと協議し

▶ 

 

・量産化に必要な各種契約の締結。 

・量産に向けた製造方法の開発。 

・部品メーカーの選定。 

・マーカー製造委託先の探索。 
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全事業期間の実施内容（補助事業計画書）  
令和 3 年 3 月末時点での達成状況（計画変更理由を含

む） 
 今後検討・実施すべき事項 

（iMed Japan） 

製造方法は必要とする機能以外に生産能

力に応じて異なってくるため、体制構築で検

討した際の必要とされる製造能力を基に製

造に必要とされる技術の開発を行う。 

また、磁気プローブの製造の QMS 体制に

のっとりつつ、製造計画に基づいた製造をお

こなうために必要な製造技術を開発として、

磁気プローブのセンサー部および内部構成

品の量産化に必要となる組立および検査方

法の検討を行う。（組立および検査方法の検

討による製造技術の開発完了後はなし） 

2019 年 12 月 製造技術の開発完了 

（共伸） 

磁性マーカーの製造に当たり、必要となる

設備の拡充に合わせて設備についての保守

管理体制を整える必要があるため、量産工程

の設計ならびに、試作金型による量産工程の

検証・評価を実施する。 

また、磁性マーカーの製造の QMS 体制に

のっとりつつ、製造計画に基づいた製造をお

こなうために必要な製造技術を開発として、

磁性マーカーの量産化に必要となるマーカ

ーの形状加工、挿入機の製造、挿入機へのマ

ーカー挿入方法について検討を行う。検討に

際しては量産性と密接にかかわるため、量産

試作と並行して進める。 

2020 年 3 月 製造技術の開発完了 

 

2)調達検討 

（マトリックス細胞研究所） 

磁性マーカー及び磁気プローブ製造にお

いて選定した調達先からの調達計画を策定

し計画に基づき実行する。 

2019 年 12 月 調達計画の策定と実行 

内部構造を含めてほぼ決定した。当初検討してい

たメーカーでは金型費用が想定を大幅に超えて

いたため、他メーカーについても検討を行い、現

実的な費用を提示してもらえるメーカーを見つ

けた。詳細についての検討を行っている。 

・射出成型部品を用いた際の量産製造について、製

造移管先を見つけ、製造移管についての協議を開

始した。 

・磁性マーカーの量産体制確立に向け、磁性マーカ

ー本体の製造はマニーで行い、挿入機の製造は共

伸が行うことで決定し、体制構築を行うととも

に、マニーでの滅菌について検討を行っていた

が、量産におけるマニーの撤退により、全て再検

討が必要となった。 
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全事業期間の実施内容（補助事業計画書）  
令和 3 年 3 月末時点での達成状況（計画変更理由を含

む） 
 今後検討・実施すべき事項 

 

⑦ 販売戦略 

1)体制構築・チャネルの確保 

（マトリックス細胞研究所） 

磁性マーカーおよび磁気プローブについ

て海外での認証・承認取得のために、現地代

理人が必要であるほか、事業化において販売

企業の確保が重要になる。 

2019 年度にコンタクトしている販売企業

と具体的な販売条件に付いて検討を進め販

売契約を結ぶととともに、具体的な販売体制

を構築する。 

2020 年 3 月 EU 販売企業との契約、US の

現地代理人および販売企業の選定 

2021 年 3 月 販売契約の締結、販売体制の

確立 

 

2)販売計画作成 

（マトリックス細胞研究所） 

薬事戦略および知財戦略を基に販売戦略

を立てるべく販売計画を作成する。デモ機の

購入希望先に関しては、主として薬事戦略に

基づいた販売体制を整えており、体制が取れ

次第デモ機を販売するとともに、遅滞なく医

療機関にも販売できるよう、現地代理店およ

び医療機関と連携を取りつつ販売計画を作

成する。 

2021 年 3 月 販売計画作成完了 

▶ 

【進捗 100％：○】 

・欧州現地代理人との代理人契約を締結した。 

・国内、欧州および米国での販売代理店の選定の一

環として、各社との折衝を開始した。数社と協議

を行っている。 

・磁気プローブに関して MEDICA で展示を行っ

た。展示はセンチネルリンパ節生検向けの機器と

して展示するが、将来的にはマーカー検出も検討

している旨を伝えたところ、来場者より高い評価

が得られた。その一つとして、マーカーについて

高いシェアを有しているドイツ新興メーカーと

B2B マッチングを行い、磁気プローブについて

ドイツ新興メーカー経由での販売する話となり、

具体的な検討を進めている。 

・東南アジアへの展開も検討しており、CE マーク

の援用等による承認加速化も含めて関連業者と

検討を進めている。 

・ベトナムに関して現地法人からの積極的なアプ

ローチがあり、ベトナム国立病院への導入に関し

て販売契約に必要な書類などの確認を依頼し、進

めている。現地法人とは、NDA を締結している。 

・中国（天津大学）での磁気法の導入について問い

合わせがあり、プローブの販売に関する検討を行

っている。 

・イスラエルの企業から事業化進捗に関する問い

合わせがあり対応中である。 

・中国での販売に向けて、国内企業との協業及び中

国資本の導入紹介などを目指して、日中イノベー

ションフォーラムにて技術紹介を行うこととな

った。 

・中国での販売展開に必要な要件について、事業化

コンサルを実施する予定である。 

・国内販売計画として、新たな国内企業とともに販

売に関する打合せを開始し、現在、先方によるマ

▶ 

 

・各国への輸出に必要な事項および販売方法

の確立を目指している。 
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全事業期間の実施内容（補助事業計画書）  
令和 3 年 3 月末時点での達成状況（計画変更理由を含

む） 
 今後検討・実施すべき事項 

ーケティング調査を実施中である。 

・米国での販売に関して某社との基本合意書を締

結した。 

・日中フォーラムにて本システムを紹介したとこ

ろ、某社から問い合わせが来て、NDA を交わすべ

くやり取りをしている。 

・中国本国の企業より販売についてのアプローチ

があり、中国国内での承認も含めた製造販売につ

いて打ち合わせを行っている。 

・英国企業より磁気プローブの販売について打診

があり、MHRA への登録を待って販売についての

詳細の打ち合わせに入るべく準備を進め、MHRAへ

の登録のみで販売可能であることまで判明した。

しかしながら突如磁気プローブ単体での販売で

はなく、磁性マーカーとの組み合わせで検討した

い旨の通知があり英国での販売は、磁性マーカー

の CE マーク取得もしくは、MHRH への登録ののち

に再度検討することとなった。 

 

 

(4) 新型コロナウイルス感染症の影響 

事業進捗への影響の有無・ある場合の具体的内容 検討している対応策 

・磁性マーカー開発・評価においてマーカーそのものの開発を分担している

マニーにおいて隔週の在宅勤務を主とした業務体制をとっており、マーカー

の試作に当初の予定以上に時間を有している。また評価を行っている東京大

学も緩和はされたものの原則外部者の立ち入りは現在も制限されているた

め、試作品を郵送しての評価となり、対面による迅速な PDCA サイクルが

実施できず遅れが発生している。 

 

・国内で実施していた臨床試験に関して手術数の減少により、2019 年度中

完了予定が延びた。2020 年 6 月に実施完了したものの、その分結果の取り

まとめなどで遅れが生じている。また、臨床試験報告書の作成においても国

内での試験実施施設で外部者の立ち入りを制限しているため、詳細資料を基

にした打ち合わせの実施は実現できていない。 

・国内での磁性マーカー開発においては、毎月開催のマーカー開発定例会議

を、Web 会議として 2 週に一度開催することとし、関係者間の意思の統一を

図っている。試作などの実行が求められる対応の遅れに関しても、できるこ

とから迅速に対応するようにしてきたが、試作など十分な検討を進めること

ができずに、計画の遅延を生じている。 

 

・出来るだけコロナによる遅れを長引かせないため、分担施設や委託先施設

（オックスフォード大学及び UCL)における関係者及びイギリス国内製造企

業とは、隔週に web ミーティングを開催して関係者間の意思の統一を図り、

設計・検討・評価に要する時間を短縮化し、その分、試作や試験実施などの

実作業に充てられるよう体制をとっている。 
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・海外で実施予定の臨床試験の準備に関して、実施先のイギリスがロックダ

ウンにより 2 カ月間完全に停止し、その後も、1 か月以上は、各種制限が継

続した。さらに 2020 年秋からの再流行で、再び各種制限が厳しくなった。

特に、実施予定の臨床試験支援機関による処理は更に全面的に遅れが生じて

おり、思うように実施計画を立てることができず、開始時期の遅延を余儀な

くされている。 

 

・磁性マーカー製造の遅れが、2021 年 9 月時点でもオックスフォード大学

における臨床試験に必要な手続きが各対応部署の対応に思いのほか時間を

要しており、延長期間の 9 月末に臨床試験の終結ができない状況である。 

 

・イギリスでの臨床試験実施における書類審査の迅速化のため、イギリス国

内のメーカー（シャノンマイクロコイル）を書類上の製造所として進めてい

たが、メーカー内でコロナのクラスターが発生し、書類上を含めて手続きが

滞った。 

 

・販売戦略のうち、販売経路開拓については、海外の担当者が、直接の面談

を希望しているが、来日ができないので具体的な契約には至っていない。 

 

・Web 会議を活用して、来日できない多くの海外企業と商談を進め、販路開

拓の道を開くべく努力中である。 

 

・オックスフォード大学における臨床試験の遅れを調整するために、現地の

状況を直接担当医師から聞いて把握するため密に連絡を取っている。それに

合わせて、本プロジェクトの再期間延長（2022.03.31 まで）の申請手続きを

行った。 
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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） 

磁性マーカーについては、開発試作段階に留まってはいるものの、特許や量産性の問題がなく十分な検

出性能を磁性マーカーが完成した。またマーカー挿入機についても、マーカー位置が容易にわかる挿入針

が完成するとともに、ワンアクションでマーカーの挿入と体内での組み立てができて量産性が高い挿入

機構が完成でき、性能やコストのみならずユーザビリティの観点からも高い優位性を持つものが完成し

た。 

磁気プローブについては、既存のマーカーとの組み合わせでも従来法である WGL 法と同等の検出能

を有していることが示され、取扱の簡便性や低コストの点も含めると、乳腺非蝕知病変摘出に大いに貢献

できる機器であることが示された。 

 

(2) 当初目標達成度に関する自己評価 

 1) 自己評価結果 

B：当初目標を達成した。 

 

 項目 評価 

① 事業進捗状況 計画に対する進捗、計画の見直し中断中止が必要な状況になってい

ない 

△ 

② 事業（開発）成果 計画した成果が着実に得られている 
 

○ 

③ 実施体制 

代表機関を中心とした研究開発体制が適切に組織されている ○ 

製造販売企業等が意欲を持って参加している ○ 

コンソ内の十分な連携がとれている ○ 

④ 今後の見通し 
今後開発を進めていく上で、問題が無い △ 

開発計画が具体的で明確な目標がある ○ 

⑤ 事業で定める項

目および総合的

に勘案すべき項

目 

妥当な医療現場のニーズが明確になっている ○ 

開発機器のコンセプトは明確になっている ○ 

知財戦略が立案されている ○ 

薬事戦略が立案されている ○ 

販売戦略が立案されている 〇 

⑥ 総合評価  ○ 

 

 2) 自己評価理由 

本プロジェクトの成果は、当初計画であった磁性マーカーと磁気プローブとの組み合わせとは異なり、

既存のマーカーと磁気プローブとの組み合わせとはなったが、臨床試験において乳腺非蝕知病変摘出に

対して有用であることが示されるとともに、マーカー検出用機器として磁気プローブの CE マーク取得

まで至っており、当初目標は達成している。 

一方で、磁気プローブの国内承認について申請資料はほぼほぼ完成しているものの、プロジェクト終了

時点で申請には至らなかった点、磁性マーカーについては量産試作までは行えていない点、米国展開につ

いては FDA 申請が進んでいない点、CE マークは取得したものの具体的な販売に至っていない点、等な

どがあり、当初目標を上回るほどの成果は得られていないと判断した。 
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(3) チェックリストによる自己評価結果 

 

 

(4) 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 

・販売体制に関して、7 月に営業経験者を雇用し構築を進めているが、販売チャンネルの確保は国内だ

けでなく海外も必要となるため、具体的な体制構築に時間を要している。このことより、より早く経験者

を取り込み、年度開始より販売体制構築を進めるべきであった。 

・マニーは開発当初からかかわっていたが、AMED 事業への参加について会社内部での承認取得に時

間がかかり、当初は主体的に動いてもらうことができなかった。その後の本格的な事業の継続について、

本技術に対する市場についてマニー内で査定が行われたが、AMED 事業終了後に撤退となった。事業体

制として技術的側面として量産体制などを含めて検討したが、参加の担当者だけでなく、会社そのものの

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。 △一部
会社としての経営戦略上、当該製品の位置付けは明確になっていますか。 ○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。 △一部
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。 ○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。 ○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。 △一部

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。 △一部
販売チャネルは明確になっていますか。 △一部
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。 ○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。 △一部
当該事業に対するリスクの洗い出しは十分に行われていますか。 △一部

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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新事業への参加意欲なども考慮して体制を組むべきであった。 

 

 2) 事業の進め方 

・本事業の開始時点で、大学内での人事に関する制約から、代表者変更が必要となったことがあった。

大学事務等を含めて積極的な情報共有を行うことで、不測の事態発生を回避するようにする。 

・既存の磁性マーカーと磁気プローブとの組合せによる事業化の加速に関して、最終的には計画変更

を行い、PMDA の対面助言も予定しているが、臨床試験の結果をまとめるのに時間がかかったこともあ

り、計画変更の申請は 10 月末となり、PMDA の対面助言は年度末の予定となった。計画変更の基となる

臨床試験の結果そのものは年度当初には出ていたため、臨床試験結果を早めにまとめるとともに、臨床試

験の結果のみを基にして計画変更について相談及び申請を行えばより早い時期での計画変更承認が望め、

合わせてより早い段階での PMDA の対面助言も得られ、トータルとしてより事業化の加速が可能であっ

たかと思われる。 

・欧州における磁気プローブの適用拡大について、当初 MDD での変更を予定していたが MDR 移行

のため変更申請の受付を拒否されたほか、MDR への対応に必要な項目の洗い出しのため、MDR での変

更申請についても今しばらく待つように言われた。MDR への移行については認識していたものの移行に

際して半年以上の時間がかかることまでは想定しておらず、より早い段階で変更申請を進めておければ

MDD での移行ができ、欧州においてもより早い段階での事業化も考えられた。 

・イギリスでの臨床試験は AMED 事業終了までに完了しなかった。原因として、コロナの影響が最も

大きいものの、磁性マーカー試作品の不良多発、臨床試験担当者の多忙による遅延などもあり、必ずしも

コロナの影響だけではなかった。また、試作品作成と臨床試験委託先がいずれも海外であるため習慣の相

違もあり思うように動かない面も見られた。試験委託先と長年の共同研究があったことで、臨床試験関連

費用を大幅に削減できるなどのメリットもあったため有効性は不明であるが、ビジネスライクに業務を

進めてもらえる臨床試験委託先についても並行して検討はした方が良かったと考えている。 

 

 3) その他 

・海外への販路について様々なチャンネルを用いてアプローチをしたものの、販売までに至った例は

なかった。当初より人員を割り当てそれなりに力は入れていたつもりではあるが、のちに JETRO による

ハンズオン支援などを通じて新たなチャンネルを知ったことなどもあり、より力を入れて進めるべきか

と考えている。また、日欧産業協力センターウェブ上に情報提示しておりましたものに、イギリス、ポー

ランド及びオランダから引き有が来て、イギリスの企業と数回に渡りウェブ会議で話し合いをした結果、

磁性マーカーとプローブのセットでの取り扱いが市場参入に必要条件である旨が明白となり、現在、磁性

マーカーの CE マーク取得の準備を進めている。 
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(5) 当初計画からの変更点（深耕点）とその理由 

領域 変更前 変更後 変更理由 

対象とする 

課題・ニーズ 

新規開発の磁性マーカーと磁気プローブ

との組み合わせのみによる検出システムの

確立。 

新規開発の磁性マーカーと磁気プローブ

との組み合わせ以外に既承認済みのマーカ

ーと磁気プローブとの組合せによる検出シ

ステムの確立。 

マーカーが検出可能な磁気プローブは早

めに完成しており、既承認済みのマーカーと

の組合せにより事業化を加速できるため。 

機器スペック・

ビジネスモデル 

（提案なし） 既承認済みのマーカーの利用 既承認済みマーカーによる検出について

も臨床試験により有効性が実証されたため。 

磁性マーカーは剛性を持つ一体もの 磁性マーカーは複数の部品からなり挿入

時に体内で変形してマーカーとなる 

既存特許回避のため 

磁気プローブは磁性マーカーと組み合わ

せて使用する 

磁気プローブは磁性マーカーの他に既存

マーカーとも組み合わせて使用する 

早期事業化のため 

事業化体制 上市後のビジネス体制として磁性マーカ

ーは共伸のみにより実施。 

上市後のビジネス体制として磁性マーカ

ーに共伸以外にマニーが追加され実施。 

本事業開始当初より共同研究の形で進め

ていたが、本事業への参加についてマニーの

社内での了解が得られたため。 

磁性マーカーの製造委託先は株式会社共

伸 

磁性マーカーの製造委託先は未定 当初マニー株式会社に委託予定であった

が途中で事業撤退となったため 

磁気プローブ製造委託先は iMed Japan 株

式会社 

磁気プローブ製造委託先はダイキン工業

株式会社 

量産性増強のため 

事 業 化 計 画

（開発･薬事・上

市 ス ケ ジ ュ ー

ル） 

国内市場における薬事申請時期及び上市

時期はそれぞれ 2021 年 1 月及び 2021 年 10

月。 

国内市場における薬事申請時期及び上市

時期はそれぞれ 2020 年 11 月及び 2021 年 7

月。 

既承認済みのマーカーと磁気プローブと

の組合せによる検出システムについても計

画に盛り込んだため。 

海外薬事承認（CE マーク）取得予定：2022

年 10 月 

海外薬事承認（CE マーク）取得：2021 年

2 月 

機器構成変更のため 

 

(6) 課題評価委員会･事業化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 海外治験に関しては国内で知見を持っているところが少ないこと

もあるため、海外の認証機関へアプローチする方が良い 

ヨーロッパの認証機関の日本支社を通じて本国への問い合わせを

依頼している。 

マーカー検知機として PMDA 相談を早めた方が良い。 事前面談まで進めており、2019 年度内に対面助言を得る予定であ
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領域 指摘事項 対応 

る。 

試験プロトコルについて PMDA の本相談（プロトコル相談）を有

効活用すべき 

プロトコル相談を受け、その後フォローアップ相談を通じて、

PMDA 側から適当であると判断をもらってから試験を実施した。 

PMDA 申請書類においては、過去行ってきた PMDA 相談結果を

十分に踏まえて、主要評価項目、副次評価項目など個々の項目に分け

ての記載が望ましい。 

指摘を受けて、PMDA 審査で分かりやすい説明になるよう書類の

修正を行った。 

知財 マーカーに糸をつけることでリスク低減を行っているならば特許

化できないか検討した方が良い。 

既製品で糸付マーカーは多種あり、磁気法に特化した新しいこと

はなく、特許化は困難と判断した。 

FTO 調査（磁気プローブおよび磁性マーカー）を行うこと。 磁気プローブに関しては FTO 調査を行い、抵触する知財はないこ

とを確認済みである。磁性マーカーはこれからであるが、先行技術調

査により磁性マーカーの関連特許は調査済みである。量産方法を含

めてある程度詳細について決定のめどが立った段階で FTO 調査を

行う予定である。 

知財の専門家等を活用しつつ、戦略性のある事業戦略を見据えた

知財戦略、強い権利化等を構築していくことが重要である 

AMED 補足調査などを用いて特許調査を行うとともに、単独での

PCT 特許出願など権利化等を意識した特許戦略をとるようにした。 

形状に特徴のあるマーカーは、商談時に NDA があるとはいえ、形

状から先方にヒントを与えるリスクがあるので要注意である。 

事業化コンサル及び AMED の補足調査支援及び AMED 知財リエ

ゾンによる結果を踏まえて単独での PCT 出願を実施した。磁性マー

カ―に関する商談では NDA 締結後も慎重に検討している。 

磁性マーカーの商標は、図形商標に拘ることなく標準文字による

文字商標で申請することが望ましい。 

磁性マーカーの商標は、指摘に従って検討中である。 

技術・評価 なし  

そ の 他 事 業

化全般 

日本での事業化を先行させた方が良い。 既存の国内マーカーとの組合せにより国内での事業化を加速させ

た。 

中国では原産国承認があり、自国認可がないと中国では申請でき

ない。 

PMDA への承認申請を行うこととした。 

日本、欧米の医療機器保険制度などについても十分な検討を行う

ステージにある。 

国内外の２回にわたる保険制度についての説明をうけ、保険にか

んして申請時にどのようにして対処すべきかを知ることができ、開

発した医療機器の市場への投入方法を検討した。 
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(7) 継続条件への対応状況 

継続条件 対応状況 

なし  

 

1.8 令和 4年度以降の実施内容に関する計画（案） 

(1) 令和 4年度以降の実施内容 

・磁性マーカーについては、試作まで完了しているため、量産製造の委託先を見つけ出し製品として完成させる。その後国内で認証を取得するとと

もに、海外についても CE マーク取得や 510k による FDA 承認を得る。 

・並行して既存のマーカーについて、磁気プローブとの組み合わせでの有効性が示されたため、CE マークを取得して磁気プローブと合わせて販売

できるようにする。 

・磁気プローブについては PMDA 申請資料もほぼほぼ完成していることもあり、早々に国内での医療機器承認申請を行う。合わせて FDA 承認に

必要な資料作成を行う。PMDA 承認が得られたのちは、原産国承認済医療機器として、中国やアジアの国(以前より引き合いのあった国)への展開を進

める予定である。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 

株式会社マトリックス細胞研究所 

〒300-1232 茨城県牛久市上柏田 1丁目 35番地 3 

電話: 029-874-4208 / FAX: 029-874-4208 / E-mail: ikou@mag-sense.com 

 


