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1. 事業の概要
現在、世界の医療現場における乳癌治療薬の適否は、免疫組織化学法（IHC 法）による ER、PR、Ki-67
等の判定結果を元に決定される。臨床医は、それらの判定データが、標準化された処理手順及び解析ツ
ールにより、定量的かつ安定的に提供されることを望んでいる。
本事業では、IHC 法のサンプル作成におけるばらつきの課題を解決するために、前処理試薬 A、B と
組織破砕装置を開発し、手技に頼らない前処理手法を確立する。ホルマリン固定パラフィン包埋（FFPE）
組織中の癌細胞から、
構造を保ったまま核を脱離させるために細胞骨格蛋白質を切断する前処理試薬 A、
細胞から核を離脱させる組織破砕装置、ホルマリン固定により変性した ER、PR、Ki-67 の抗原性を回復
させる前処理試薬 B を組み合わせた処理手順を開発する。
観察方法の課題を解決するために、フローサイトメーター（FCM）による測定と専用の解析プログラ
ムを開発し、観察者の技量に頼らない分析手法を確立する。
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1.1 事業の目的
■医療現場の課題
医療現場の課題： 免疫組織化学（IHC）法は癌診療には不可欠な診断法であり、先進国を中心に国
際的に広く用いられている。特に乳癌診療において、IHC 法はホルモン治療適応の指標となるエストロ
ジェン受容体（ER）及びプロジェステロン受容体（PR）の陽性・陰性判定に加えて、術後補助化学療法
の適応決定の指標となる Ki-67 陽性・陰性判定に用いられている。しかしながら、IHC 法の課題として、
癌組織切片の作製方法、染色方法及び病理医による陽性率のばらつきがあげられ、その結果、同一国内
であっても医療機関及び病理医間で判定結果が異なり患者治療の均質化の障害となっている。
乳癌治療方針の決定に必要な IHC 法による判定は、その手技及び作業手順が複雑であることに加え、
主観的観察によるため、癌医療をリードする日米欧においても再現性が乏しいことが問題となっている。
従って、IHC 法に替わる判定法の開発により、患者に医療機関間で異ならない均質な治療を施すことは、
社会的に極めて重要であり、乳癌罹患者数の伸びている韓国においては特に重要な課題の一つである。
■医療現場のニーズ
現在、世界の医療現場における乳癌治療薬の適否は、IHC 法による ER、PR、Ki-67 等の判定結果を元に
決定される。臨床医は、それらの判定データが、標準化された処理手順及び解析ツールにより、定量的
かつ安定的に提供されることを望んでいる。
■解決策
サンプル作成におけるばらつきの課題を解決するために、前処理試薬 A、B と組織破砕装置を開発し、
手技に頼らない前処理手法を確立する。ホルマリン固定パラフィン包埋（FFPE）組織中の癌細胞から、
構造を保ったまま核を脱離させるために細胞骨格蛋白質を切断する前処理試薬 A、細胞から核を離脱さ
せる組織破砕装置、ホルマリン固定により変性した ER、PR、Ki-67 の抗原性を回復させる前処理試薬 B
を組み合わせた処理手順を開発する。
観察方法の課題を解決するために、フローサイトメーター（FCM）による測定と専用の解析プログラ
ムを開発し、観察者の技量に頼らない分析手法を確立する。
本事業は、手技及び作業手順が複雑であることに加え主観的観察による IHC 法を、前処理試薬 A,B 及
び組織破砕装置を用いたサンプル作製及び FCM による定量測定に置き換えることにより標準化し、海
外展開をすることが目的である。対象国は、韓国とする。また、中国における事業化の検討も行う。

1.2 事業の実施体制
代表機関：ニットーボーメディカル株式会社
PL：
須釜 裕司（ニットーボーメディカル株式会社）
SL：
佐藤 利幸（シスメックス株式会社）
共同体：
①シスメックス株式会社
②国立大学法人大阪大学
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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
製品名
対象疾患
想定される販売先
使用目的又は効果
薬事申請予定者
当該製品の製造を担う
事業予定者

機器等の種類
製品名
対象疾患
想定される販売先
使用目的又は効果
薬事申請予定者

一般医療機器（予定）
クラス分類
クラス I（予定）
未定
分類名称（一般的名称） フローサイトメーター（予定）
乳癌
届出／認証／承認
届出（予定）
（※1）
病院施設 病理検査部門
新／改良／後発
後発（予定）
フローサイトメトリー法による細胞核の分画・定量、酵素抗体法等によってエストロゲンレ
セプター、プロゲステロンレセプター、Ki-67 が標識された細胞核の定量
シスメックス株式会社
医療機器製造販売業許可 28B2X10007
医療機器製造業許可
業許可
業許可
非医療機器
クラス分類
未定
分類名称（一般的名称）
乳癌
届出／認証／承認
病院施設 病理検査部門
新／改良／後発
機械的な力による FFPE 組織からの細胞の分散

非医療機器
組織破砕装置
新

シスメックス株式会社

医療機器製造販売業許可
医療機器製造業許可
業許可
業許可

28B2X10007

非公開
未定
乳癌
病院施設
非公開

クラス分類
分類名称（一般的名称）
届出／認証／承認
新／改良／後発

非公開

医療機器製造販売業許可
医療機器製造業許可
業許可
業許可

28B2X10007

当該製品の製造を担う
事業予定者

機器等の種類
製品名
対象疾患
想定される販売先
使用目的又は効果
薬事申請予定者

病理検査部門

シスメックス株式会社

当該製品の製造を担う
事業予定者

非公開
非公開

2) 医療機器等のターゲット市場
国内市場
薬事申請時期
上市時期
想定売上（上市後 3 年目）
市場規模（上市後 3 年目）
想定シェア（上市後 3 年目）

非公表
非公表
非公表
非公表
非公表

海外市場
韓国
非公表（※1）
非公表（※2）
非公表
非公表
非公表

※1 国内での薬事申請後に、海外での申請を予定
※2 上市時期は、海外→国内の順

3

3) 事業化する医療機器の概観・特長
システムの概要
・前処理試薬 A
FFPE 組織から核を効率的に抽出す
るための試薬。細胞質を消化する酵素
等から構成される
・前処理試薬 B
ホルマリン架橋により変性した核
内タンパク質を再構築し、抗原抗体反
応が可能な状態に再構成させるため
の試薬
・組織破砕装置
FFPE 組織から核を抽出するための
組織破砕装置。チューブに前処理試薬
とともにセットされた組織・細胞をす
りつぶす装置

・ｽｷｬｯﾀｸﾞﾗﾑ専用解析ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
FCM で測定した核をスキャッタグ
ラム上で判別するプログラム

4

(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
・韓国の検査センター及び主要病院（大学病院・国立病院等）の病理検査室
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(3) 競合製品／競合企業との差別化要素
1) 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）
本技術は癌組織より細胞核を脱離したのちに、核に発現する診断マーカーを蛍光抗体法により染色
し、陽性に染色された核の数を FCM を用いて計測しようとするものである。本技術の計測精度は、
癌組織からの核の収率に影響されると考えられる。一般的に、核の回収効率は、架橋化学反応を経て
いない生組織を対象としたほうが、ホルマリン固定パラフィン包埋（FFPE）組織を対象とする場合
に比較して高いと想定されるが、本技術はいくつかの理由から FFPE 組織を対象とした。
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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) 委託期間後を含めた事業計画の概要
H26（2014）年度
以前

4

5

6

7

H27（2015）年度
8 9 10 11 12 1

2

3

4

5

6

7

H28（2016）年度
8 9 10 11 12 1

2

3

4

5

6

7

H29（2017）年度
8 9 10 11 12 1

2

3

4-6

H30（2018）年度
7-9
10-12

1-3

4-6

H31（2019）年度
7-9
10-12

1-3

4-6

H32（2020）年度
7-9
10-12

1-3

4-6

H33（2021）年度
7-9
10-12

1-3

要素技術開発

試作機開発・改良
【前処理試薬A,B、
検出用試薬】

試薬組成
ﾌﾟﾛﾄｺﾙ検討

試薬組成、要求品質決定等

量産機開発
【前処理試薬A,B、
検出用試薬】

試作機開発・改良
【組織破砕装置】

量産試作

試作装置開発

仕様決定

量産機開発
【組織破砕装置】

試作機開発・改良
【スキャッタグラム専用
解析プログラム】

2次試作

試作品開発

商品設計

試作プログラムの開発

量産機開発
【スキャッタグラム専用
解析プログラム】

臨床研究
臨床評価、臨床性能試験

薬事申請
個別伴走コンサ
ルティング

PMDA開発前相談

知財調査

知財対応

販売戦略
調査

上市時期

スケジュール変更理由

事業の実施内容

①前処理試薬A,Bの開発
②組織破砕装置の開発
③スキャッタグラム専用解析プログラムの開
発
④解析結果の検証
⑤韓国及び中国の癌診断市場調査及び薬事
申請関連調査
⑥知財戦略関連業務

①前処理試薬A,B 安定性試験、量産試作
②組織破砕装置 量産試作
③スキャッタグラム専用解析プログラム 量産
試作
④臨床評価
⑤知的財産権出願
⑥韓国及び中国の癌診断市場調査及び薬事
申請関連調査

①前処理試薬A,B及び検出用試薬の安定性
試験、量産試作
②組織破砕装置の商品設計
③臨床評価
④臨床性能試験
⑤薬事申請
⑥販売戦略

①前処理試薬A,B仕様検討
②組織破砕装置仕様検討
③スキャッタグラム専用解析プログラムの設
計
自主事業の内容
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1) 投資回収計画
海外で 2021 年までに機器及び試薬類の合計で 1 億円の売上を目指す。
・売上の内訳は、システムを構成する機器の売上と前処理試薬等の消耗品の売上 ・機器の内訳は、
フローサイトメーターと組織破砕装置を想定
・試薬類の内訳は、前処理試薬 A,B、フローサイトメーターの消耗品等を想定

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”
海外展開に係る戦略
本プロジェクトは、病理医が実施する免疫組織化学（IHC）による癌診断（特に乳がん）を IHC
とは全く異なる技術を用いて標準化しようとするものである。即ち、FFPE 癌組織から脱離させた
細胞核を蛍光免疫法により染色しフローサイトメーターにより定量測定しようとするものである。
本プロジェクトの成果物である SysNIB（System for No Inter-hospital Bias）の海外展開を考え
た場合、病理医の質が高い日本国よりも、病理医の質にばらつきのある韓国、中国、東南アジア地
域において潜在的ニーズが高いものと考えられる。特に、日本国の医療に対する親和性（遺伝的な
近さ、アカデミア同士の繋がり）の高い韓国を初期のターゲットとすることは海外戦略の緒として
妥当と判断する。
知財に係る戦略
本プロジェクトの目的は、病理診断分野において解決すべき課題の一つである、施設間差や再現
性の問題を克服するための製品・サービスの提供である。したがって、適切な操作プロトコルに従
えば実施者の技量、環境に左右されず一貫した定量結果を導出できる標準化技術の提供にこそ、売
れ続けるためのポテンシャルが存在するといえる。換言すれば、誰でも実施可能な技術となるので
誰でも模倣を行うことができるというリスクが存在することになる。ゆえに、本プロジェクトによ
って提供される技術・製品は、適切に知的財産権的保護の手段を講ずることが肝要となる。また模
倣品や粗悪品の流通を適切に制御することが、本プロジェクトによって提供される技術・製品の品
質を安定化させユーザーの信頼を構築することにも波及し、結果として売れ続けるための知的財産
面からの施策となり得る。
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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
 個別伴走コンサルティング（2016 年 9 月 30 日@医療機器センター）
プロトコルデザインの妥当性については、PMDA との相談を推奨された。また、組織破砕装置の名
称での届出の有無の確認等について、コメントを頂いた。
 対面助言準備面談（2016 年 11 月 30 日@PMDA）
本プロジェクトの臨床有用性の評価についてディスカッションを行った。
2) 知財戦略検討状況
 国内外の先行技術調査と保有特許の精査（強化のための取組）
現時点での全体のシステムに関するパテントレビュー（先行技術調査等）を実施し、障害となる特
許は見つかっていない。個別の詳細技術については、今後追加で調査していく必要がある。
 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
コントロール物質として使用を予定している擬似組織作製技術に関して出願に向けた知財調査を
実施し、新規性があることが確認された。
3) 開発戦略検討状況
 開発リスクの明確化と対応
開発・検証の結果、標的タンパク質を検出するための条件が限定されることが明らかとなった。
 薬事申請に必要なエビデンス収集
臨床有用性の評価について PMDA とディスカッションを行った。この相談結果を受け、専門家の
意見聴取、学会との連携の可能性を調査した上で継続的に PMDA と相談しながら開発を進めてゆく
こととした。
4) 販売戦略等
 販売チャネル、供給（生産、物流）体制
シスメックスの海外の営業／開発拠点を通した調査、臨床研究・販売戦略の詳細協議を開始する。
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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

① 前処理試薬 A, B 自体は薬事法の適用外と

① 前処理試薬開発の経過、及び検出用抗体の

考えるが、検出用抗体とのセット販売が視野と

セット販売によるビジネススキームを選択肢

なった場合薬事法の対象となる

としつつ、薬事対応に備える

①委託事業に係る構成要素のクリアランス調

① 各調査を実施すると共に、技術的成果をフ

査及び特許出願に向けた先行技術調査が必要

ォローして、発明に値する構成要素を特定す

だった。

る。

そ

① 抽出操作自体は簡便なものの、作業工程数

①検出試薬の抗体選定に合わせて反応時間の

の 他

が多く、臨床現場での運用方法について注意深

短縮を検討する。

事 業

く検討する必要がある

薬事

知財

化 全
般
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1.6 平成 28 年度委託事業の成果概要
(1) 委託事業の事業概要
本事業の目的は、手技及び作業手順が複雑であることに加え主観的観察による IHC 法を、前処理試薬 A,B 及び組織破砕装置を用いたサンプル作製
及び FCM による定量測定に置き換えることにより標準化し、海外展開をすることである。
今年度は、前処理試薬 A,B の評価、組織破砕装置の試作等を実施する。開発品については、各社が担当する技術エリアについて知的財産権的保護
の手段を検討する。市場調査及び販売戦略は、シスメックス社が有している臨床開発／市場開発の経験を基に、同様の手段／ルートを検討する。
(2) 委託事業終了時までに完成する試作品の概要
試作品名
前処理試薬 A
前処理試薬 B
組織破砕装置
スキャッタグラム専用解析プログラム

概要
FFPE 組織から核を効率的に抽出するための試薬
抗原抗体反応が可能な状態に再構成させるための試薬
FFPE 組織から核を抽出するための組織破砕装置。チューブに前処理試薬とともにセットされた組織・細胞をすりつ
ぶす。
FCM で測定した核をスキャッタグラム上で判別するプログラム。

(3) 平成 28 年度の委託事業の成果と今後検討すべき課題
平成 28 年度実施内容（研究開発計画書）
① 前処理試薬 A,B の開発
試薬の最適化等を行う。

現時点での達成状況（計画変更理由を含む）
【進捗 30％：△】
検出試薬と処理プロトコル案の作成を実施した。
▶

②組織破砕装置の開発
（ア）組織破砕装置の開発・仕様確定
組織破砕装置における要求仕様を明確化す
る。
（イ）組織破砕装置の量産試作準備
臨床検体を用いた評価を実施しつつ商品開
発に向けた仕様を確定させる。年度内に IUO
対応試作品の開発着手を目標とする。

▶

▶

【進捗 70％：○】
組織破砕装置の試作は終了し、装置を用いた検証を
実施した。
また、現在の組織破砕装置の小型版を新設計し、試
作を完了した（3 台）
。

今後検討・実施すべき事項
前処理試薬と処理プロトコルの最適化を、ニッ
トーボーメディカルとシスメックスの共同で実
施する。
これと並行して製品化のための仕様や規格の作
成を進める。

小型版組織破砕装置の性能検証を行う。

▶
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平成 28 年度実施内容（研究開発計画書）
③スキャッタグラム解析プログラムの開発
解析プログラムの開発・仕様確定
モデル系を用いた測定･解析系を用いて、既
存サンプルを用いた性能評価を実施し、測定
フローを検証する。

現時点での達成状況（計画変更理由を含む）
【進捗 60％：○】
基礎検討の結果から、大まかな解析フローを決定し
▶

た。医療機器センターとの相談により、ソフトウェ
アは医療機器としての申請対象外となることが確認

▶

今後検討・実施すべき事項
前処理方法が確定次第、解析法の最適化を行う。
その後、臨床検体を用いて、妥当性を検証する。
また、④の検討内容について、がん細胞選別ア
ルゴリズムに適用可能かを明確にする。

された。専用のソフトウェアがなくても、ユーザビ
リティーや、性能面での大きな問題はない。
④臨床研究
前処理試薬 A,B、組織破砕装置、スキャッ
タグラム解析プログラムの臨床評価を実施す
る。

【進捗 30％：○】

▶

臨床性能試験プロトコル案の作成を終了した。
医療機器センターに相談の結果、プロトコルの妥当
性が確認され、PMDA 相談を実施することを推奨され
たため、PMDA において開発前相談を実施した。今後
も PMDA と継続協議する方針となった。

関連学会の KOL、標準化に関する協議を進め、
その結果を基に PMDA と再協議を行う。
▶

⑤知財戦略関連業務
各社担当する技術エリアについて知的財産
権的保護の手段（特許、実用新案登録または
意匠登録出願、もしくは営業秘密管理等）を
検討する。発明特定事項が確定した段階で、
出願前調査を実行し、必要に応じて AMED 知的 ▶
財産部の支援を活用しながら出願を検討す
る。関連性のある先行特許出願等については、
継続的に調査、経過状況のモニタを行う。

【進捗 40％：△】
前処理試薬について、模倣対策の一つとして重要
な排他的効力のある特許出願等が具体化されていな
い。
現時点での全体のシステムに関するパテントレビュ
ー（先行技術調査等）を実施し、障害となる特許は ▶
見つかっていない。個別の詳細技術については、今
後追加で調査していく必要がある。
本年は、当委託事業に係る特許出願を 1 件行った。

引き続き、全体のシステムに関するパテントレ
ビューを実施するとともに、各構成要素の特許
出願の検討を進める。

⑥薬事申請
・PMDA 事前相談／臨床性能試験相談
・臨床性能試験関連資料準備

【進捗 30％：○】

測定系が確立次第、各種データ取得や、臨床性

SysNIB システムの薬事申請に必要な項目に関する協

能試験に向けた申請手続きを実施する。

議を実施し、SysNIB 申請時期に矛盾の無いことを確
認した。また、前処理試薬と組織破砕装置は薬事申
▶

請の対象外であることの確認を終了した。

▶

臨床性能試験のプロトコル妥当性について、11 月中
に PMDA に相談を行った（前述）。
なお、医療機器センターにおいて、医療機器の区分
として組織破砕装置（クラスⅠ）の名称があること
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平成 28 年度実施内容（研究開発計画書）

現時点での達成状況（計画変更理由を含む）
が指摘されたが、細胞破壊装置であり、異なるもの

今後検討・実施すべき事項

であることが判明した。
海外対応が十分にできておらず、30％の進捗率とな
っているが、シスメックスは医療機器・診断薬を 190
か国に輸出しており、全世界での薬事対応に問題は
ないと考えている。
⑦販売戦略
（ア）国内対応
・販売戦略の策定

【進捗 30％：○】

本技術は病理医による IHC 診断を安定した
定量的診断法に置き換えることが目的であ
る。したがって、販売戦略に最も効率的な手
段は、国内の病理医により構成された研究会
による技術の検証／承認である。シスメック
スは OSNA 技術（迅速リンパ節転移診断法）の
臨床開発／市場開発の経験を通して上記販売
戦略に精通しており、同様の手段／ルートを
本技術の国内販売戦略とする。平成 28 年度
は、OSNA 研究会に参加している各施設の病理
医に対して、本技術の説明を実施し、販売戦
略をより具体的に策定をする。

韓国・中国・スペインの市場調査を調査会社に発
注した。主な報告内容は以下の通り。

（イ）韓国・中国・欧州対応
・癌患者数等の市場調査実施／調査結果を
踏まえた販売戦略の策定
・各国 KOL との調整

測定系が確立次第、その結果をもって、シスメ
ックスの韓国・中国・欧州の営業／開発拠点を
通した調査、臨床研究・販売戦略の詳細協議を
開始する。

（イ）韓国・中国・欧州対応

・乳癌 IHC 診断の市場
乳癌罹患者数 韓国 17,290 人、中国 272,400 人、
スペイン 26,350 人
乳癌有病者数 韓国 147,000 人、中国 697,300
人、スペイン 104,200 人
主要病院抽出 韓国 12 施設、中国 15 施設、スペ
イン 11 施設
▶

▶
臨床研究を依頼する韓国 KOL を起点としたプレマ
ーケティング戦略を検討する方針であり、シスメッ
クスの韓国事業所と協議を開始した。
装置開発の遅延ため、販売戦略は十分に協議できて
いないが、シスメックスは医療機器・診断薬を 190

当事業のターゲットとして考えている国の
乳癌罹患者数及び韓国の KOL を調査し、韓国
の KOL の候補との協議を進める。また、韓国、
ヨーロッパにおける OSNA 採用施設の中から、
本技術の販売戦略に重要な施設を選定し訪問
等により本技術の説明を実施し、販売戦略を
より具体的に策定をする。

か国に輸出しており、全世界での販売対応に問題は
ないと考えている。
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(4) 28 年度の到達点（総括）
乳癌 FFPE 組織から核を効率的に抽出する前処理試薬の基本組成を決定した。また、組織破砕装置（新設計した小型版）を 3 台試作した。さらには、当委
託事業に係る特許出願を 1 件行った。

SysNIB システムの薬事申請に向けて、臨床性能試験プロトコルを作成した。また、個別伴走コンサル（9 月）と PMDA 開発前相談を行い、臨床性能
試験プロトコルの妥当性及び SysNIB システムの構成要素の薬事申請の要否を確認した。販売戦略については、海外 KOL を起点としたプレマーケティ
ング戦略に向けて、シスメックス株式会社の海外事業所との協議に着手した。
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1.7 委託事業の振り返り
(1) チェックリストによる自己評価結果

市場

基本
戦略

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。
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）。
対象となる患者が明確になっていますか。
対象となる疾病・診療科等が明確になっていますか。
当該製品の業界特性は把握できていますか。
市場規模（導入・普及台数）は明確になっていますか。
SWOT分析は十分に行っていますか。
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。
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。

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。
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。
コア技術の開発戦略は明確になっていますか。
どのような効果があるか明確になっていますか。
開発
既存手段に比べた違いが明確になっていますか。
戦略
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。
既存手段に比べた違いが明確になっていますか。
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。、
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）。
ビジネスモデルに対応した業許可を持っていますか。
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。
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。
臨床試験の必要性の有無が明確になっていますか。
薬事
PMDAとの調整が進んでいますか。
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。
製品の利用方法が明確になっていますか。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
知的
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。
財産
必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。
意匠等の他の産業財産権について検討していますか。
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。
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。
販売チャネルは明確になっていますか。
当該製品の供給（生産、物流）体制は明確になっていますか。
販売・
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。
物流
QMS等の品質保証体制が明確になっていますか。
広報・普及計画は明確になっていますか。
想定価格は顧客が感じる価値に見合ったものですか。
事業 製造原価（あるいは提供コスト）は明確になっていますか。
収支 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。
十分な収益性が得られることが明確になっていますか。
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。
その他 海外に対する戦略は明確になっていますか。
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
○十分
○十分
○十分
△一部
△一部
△一部
△一部
△一部
△一部
○十分
○十分
○十分
○十分
△一部
△一部
△一部
○十分
○十分
○十分
○十分
△一部
△一部
△一部
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
△一部
×不十分
○十分
○十分
△一部
△一部
△一部
△一部
○十分
△一部
△一部
△一部
×不十分
×不十分
△一部
△一部
△一部

(2) 平成 28 年度委託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
特になし

2) 事業の進め方
検出用試薬による染色プロセスについて、市場性のある仕様に変更したため、開発に時間を要した。

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
対象とする
課題・ニーズ
機器スペック・
ビジネスモデル
事業化体制

変更前

変更後

変更理由

特になし

特になし

特になし

用手法での染色プロセス

染色プロセスの短時間化

臨床検査としての市場性のある仕様が求め
られるため

特になし

特になし

特になし

(4) 有識者委員会･伴走コンサルでの指摘事項とその対応
領域
薬事

指摘事項
臨床性能試験のプロトコルデザインの妥当性について、AMED 個
別伴走コンサルを活用すること（9/5 伴走コンサル）。

対応
・9/30 に医療機器センターとの個別伴走コンサルを実施し、主に下記
2 点のコメントを頂き、対応した。
ⅰ）プロトコルデザインの妥当性については、PMDA との相談を推
奨された。
ⅱ）組織破砕装置の名称での届出の有無を確認すること。また、本
委託事業で開発する組織破砕装置を届出するかどうか検討すること。

プロトコルデザインの妥当性については、PMDA との相談をするこ ・11/30 に PMDA との対面助言準備面談を実施し、本プロジェクトの
と（9/30 個別伴走コンサル）。

臨床有用性の評価についてディスカッションを行った。この相談結果

を受け、専門家の意見聴取、学会との連携の可能性を調査した上
で継続的に PMDA と相談しながら開発を進めてゆくこととした。
知財

先行他社特許の発明構成が当プロジェクトの実施予定内容に包含

一次クリアランス調査を実施した。

されるか否かを確認してください。
技術・評価

なし

なし

その他事業

なし

なし

化全般

(5) 採択・継続条件への対応状況
採択条件

対応状況

特になし
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1.8 平成 29 年度以降の実施内容に関する計画（案）
(1) 平成 29 年度の事業概要
本事業の目的は、手技及び作業手順が複雑であることに加え主観的観察による IHC 法を、前処理試薬 A,B 及び組織破砕装置を用いたサンプル作製
及び FCM による定量測定に置き換えることにより標準化し、海外展開をすることである。平成 29 年度は、前処理試薬、組織破砕装置、解析プログ
ラムを組合わせた臨床性能試験のプロトコルの詳細を確定する。また、薬事申請に向けて、関連学会の KOL、標準化に関する協議を進め、その結果
を基に PMDA と再協議を行う。海外販売戦略に関しては、調査、臨床研究・販売戦略の詳細協議を開始する。
(2) 平成 29 年度委託事業の実施内容
項目名
①前処理試薬 A,B 及び検出用試薬の
開発

実施主体
ニットーボーメディカル、シ
スメックス

②組織破砕装置の開発

シスメックス

③スキャッタグラム解析プログラム
の開発
④臨床研究

シスメックス

⑤知財戦略関連業務
⑥薬事申請

ニットーボーメディカル、シ
スメックス
シスメックス

⑦販売戦略

シスメックス

大阪大学、シスメックス

具体的な内容
・前処理試薬の最適化
・前処理試薬安定性試験
・前処理試薬の量産試作
・ペッスル形状の最適化
・組織破砕装置の開発終了試験
・コントロール物質の量産法の確立
・解析プログラムの確立
・小規模臨床研究の実施
・臨床研究結果のまとめ
・先行技術への対応。
・参入障壁となる特許網の構築
・臨床性能試験のプロトコルの確立
・臨床性能試験の申請。
・国内／海外販売戦略の策定
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1.9 事業に関する連絡窓口
ニットーボーメディカル株式会社 メディカル研究開発センター
〒963-8061 福島県郡山市富久山町福原字塩島 1 番地
電話: 024-932-6015 / FAX: 024-932-6017 / E-mail: shibatan@nittobogrp.com
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