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1. 事業の概要 

初期がんなどの早期発見されるがんの小病変に対して、リスクの低い放射線治療を短時間・短期間で行

うロボット型小型高精度放射線治療装置を完成させ、装置認可を取得し、上市、普及を目指す。そのため

に、試作開発したロボット型小型高精度放射線治療装置に対して、頭頸部および動く臓器を含む体幹部に

あるがんの小病変の短期間・短期間高精度治療の為に用いる動体追尾連続照射機能の精度、性能評価を含

む有効性の検証と結果のフィードバック改善をおこなう。そして装置の薬事承認のための手続きと、必要

な評価テストデータ採取を含む申請資料を作成し、装置の薬事申請を行う。併行して装置の製造システム

の構築と販売チャネルの確保などの準備をすすめる。 

 

がんに対して低リスク放射線治療を短時間で行う国産小型高精度放射線治療装置の開発・事業化

次世代高精度ロボット放射線治療装置
株式会社アキュセラ、学校法人東海大学

H28-011

商品の目的・アピールポイント

現状の課題・ニーズをひとことでタイトルに

ものづくり中小企業名：会社の紹介・事業展開

 初期がんなどの小病変の放射線がん治療
 短時間、短時間での放射線がん治療

 初期がんや再発多発病変を含む早期がんを多方
向からの高精度放射線ビーム治療が可能

 体内で動くがんの追尾運動照射が可能となり、方
向を変えながら連続照射により、短時間で低リス
ク高精度の治療が可能

Class Ⅲ

株式会社アキュセラ
・2005年設立、小型X線高エネルギー加速装置開発技術を有
し、2007年度からNEDOの委託事業（1次及び2次）でロボット
を用いた次世代放射線治療システム開発を行い、2014年度
に試作開発を完了した。
・2015年に頭部専用のロボット型SRS放射線治療装置のFDA

認可を取得。これを基に頭頸部および肺などにある動く病変を
含む体幹部を対象とした早期がん治療の高精度X線治療線専
用装置システムの実用化開発および上市に向けた準備を進
めている。

写真１

写真2

ロボットを用いた次世代放射線
治療システム試作機

平成28（2016）年6月時点

50方向の定位照射の治療計画例

 

委託事業実施体制

医療機関

東海大学
医学部付属
八王子病院

  　・医療現場のニーズの提供
・臨床エビデンスの提供

 ・製品設置（治療室提供）

大学・研究所

東海大学
医学部

・基礎研究
　      ・技術シーズの提供
　　・有効性等の評価

製販企業
第1種製造販売業 [14B1X10008]

(株) アキュセラ

　・製品開発・評価・改善
　・社内QMS(開発及び製造）体制の見直しと実施
　　・薬事/FDA申請
　　　・販売戦略確立と実施
  　　　・知財体制確立と実施
　　　　・製造所QMS体制確立と登録の支援
　　　　　　

医薬品医療機器総合機構 (PMDA)

相談
申請

助言
承認

助言

PL

SL

中

平成29(2017)年1月時点

アドバイザー
大学・研究所

北海道大学
医学部

米国食品医薬品局 (FDA)

米国のコンサルタント
Quality and Regulatory 

Services, Inc.

助言

製造/サービス企業

YDK社 (日本)
医療機器製造所（主たる組立、最終保管）[登録予定]

（ETM社 (米国)）

・製品の製造/設置/サービス
　・製造所QMSの確立と製造所登録

販売代理店
 (販売業取得業者から選定中)

・製品のプロモーション・販売

製
造
委
託

販
売
委
託

顧客 (国内，米国)

販売
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1.1 事業の目的 

（課題） 

放射線治療においては腫瘍細胞に線量を集中させ、正常組織への照射の影響をできるだけ小さくする

ことが大原則であるが、診断技術の進歩とともに発見される初期のがんなどの小病変や多発病変の放射

線治療については、現在、普及しているガントリ型高精度治療装置では精度保証がなされていないため殆

ど実施されていない。 

「ロボット型高精度治療装置」は、多方向からの高精度放射線ビーム治療が可能で、ビームの数が多い

ほど各々のビームの線量は小さくて済むため、病変以外の周辺の正常組織への照射線量は小さくなり、放

射線障害も少なくすることが可能となった。既存のロボット型高精度治療装置は一部の施設で導入され

るようになったが、その装置数は高精度治療装置全体の 5％程度と少なく、以下の課題があげられる。 

・小病変治療に対して、多方向照射のための異なる方向の数分だけロボットの移動が必要なため、移動

時間込みの治療時間が長くなり（200 方向の場合 1.5 時間くらいの治療時間がかかる）、患者に大きな負

荷をかけている。 

・多発病変治療においても、個々の病変の治療に時間がかかるため、同時に複数の病変治療は一般的に

は行われていない。 

・装置が大型で専用の治療室を準備する必要があり、導入コストがかかってしまう。 

 

（解決策） 

上記課題を解決するために、「新たなロボット機能と細いビームを用いた小病変・多発病変専用の高精

度放射線治療装置」を開発する。 

具体的には、ロボット型高精度放射線治療装置に新規追尾機構を搭載し、肺などの動く小病変に対して

も追尾し、追尾中も連続的に放射線照射が行える装置を完成させる。これにより、周辺の正常組織に殆ど

影響を与えず、短時間での治療が可能となる。また多発病変治療に対しても、自由度の高いロボットの特

性を利用して、病変毎に順次、連続的に照射が可能となる。さらに従来装置よりも小型化することで、既

存の治療室に設置可能で導入コストを削減できる。 

本装置を上市することにより、従来の放射線治療に比べ、がんの治療に要する準備時間、治療に要する

時間及び治療期間の短縮が図れ、患者の QOL 向上や社会的な生産性を向上できる。また小病変や多発病

変に適応され、従来の入院手術治療や化学療法などにとって変われれば、在院日数削減など医療費削減が

期待できる。また、従来では経過観察とされていたがんの疑いのある病変に対して少ない侵襲で予防的な

介入がなされるようになれば、進行がんの数が減少する可能性があり、結果として医療費削減につながり

得る。さらに医療機関にとっても、準備時間、治療に要する時間、及び治療期間の短縮が図れることは、

労務負荷の軽減となり病院の生産性向上にも貢献できる。 

 

・国内市場への対応： 

薬事申請時期：非公開  上市時期（生産・販売準備期間を含む）：非公開 

・海外市場への対応（対象国：米国） 

海外普及（米国）も併せて対応していくことが事業維持・拡大につながることから FDA 申請も国内薬

事申請時期に合わせて実施し、米国への上市も進める。 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：株式会社アキュセラ 

PL： 田辺 英二（株式会社アキュセラ） 

SL： 国枝 悦夫（学校法人東海大学） 

共同体： ①学校法人東海大学 
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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Ⅲ 

製品名 CygneX 分類名称（一般的名称） 
定位放射線治療用加速器シ

ステム 

対象疾患 がん 届出／認証／承認 承認 

想定される販売先 病院の放射線治療部門 新／改良／後発 後発（予定） 

使用目的又は効果 

本装置は高エネルギーX 線による腫瘍などの放射線治療のために使用する。頭頸部（頭蓋

内を含む）、脳動静脈奇形、体幹部及び脊髄動静脈奇形などの放射線治療が必要な病変に対

して治療計画、画像取得をし、定位放射線治療を行う。 

薬事申請予定者 株式会社アキュセラ 医療機器製造販売業許可 14B1X10008 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社アキュセラ 医療機器製造所登録（設計） 14BZ200107 

株式会社ワイ・デー・

ケー(YDKと表記）注) 

医療機器製造所登録（主たる組

立、最終保管） 
予定（平成 30年 2 月） 

株式会社アキュセラ 修理業許可 14BS200153 

注：ビジネス体系図に合わせて医療機器製造所（主たる組立、最終保管）として株式会社 YDK を追加 

 2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  米国 

薬事申請時期 非公開 非公開 

上市時期 非公開 非公開 

想定売上注 3（上市後 3年目） 非公開 非公開 

市場規模*注 1（上市後 3年目） 418億円／年（平成 33年時点） 2463億円／年（平成 34年時点、米国） 

想定シェア（上市後 3年目） 非公開 非公開 

注 1:ロボット型及びガントリ型両方を合わせた放射線治療装置全体（他社品含む）の市場規模（製品

及びサービス） 
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H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37

2016.0 2017.0 2018.0 2019.0 2020.0 2021.0 2022.0 2023.0 2024.0 2025.0

3400.5 3710.0 3960.0 4320.4 4713.5 5142.4 5610.4 6121.0 6678.0 7285.7

274.6 300.3 321.1 350.8 383.0 418.0 455.8 496.9 541.3 589.3

1569.1 1699.9 1800.9 1949.0 2108.3 2279.4 2462.9 2659.8 2870.7 3096.5

550.5 629.8 704.7 805.4 920.1 1050.5 1198.8 1367.2 1558.3 1775.1

1006.2 1079.9 1133.3 1215.1 1302.1 1394.6 1492.9 1597.1 1707.6 1824.7

Accurayは約1/2がサービス
Varianは約1/3がサービス
目標シェア

日本 海外
1年
2年
3年
4年
5年
6年
7年

参考資料１：放射線治療装置の市場規模と想定売上高予測（億円）

その他（主に欧州）

想定売上シェア
（%）

日本

米国

アジア太平洋

その他（主に欧州）

市場規模（億
円）（製品+サー

ビス）

合計

日本

米国

アジア太平洋

米国

アジア太平洋

その他（主に欧州）

海外合計

想定売上高（億
円）（製品+サー

ビス）

合計

日本
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 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

転移がんや初期がん再発がんなどの小病変の短時間・短期間治療に特化した小型ロボット型の放射線

治療装置システムである。 

ロボット型放射線治療装置、患部の動きを追跡して患者位置決めをおこなう X 線透視装置（動体追跡

装置）、専用の治療計画装置、治療台からなる。 

 

 

医療現場のニーズを満たし既存製品との差別化を図るために、装置には以下の特長を持たす。 

・既存ロボット型放射線治療装置より短時間・短期間な治療ができる。 

・既存ガントリ型治療装置用治療室にも設置可能な小型化（小型化できない場合には専用治療室が必

要でその費用は数億円） 

・既存ロボット型放射線治療装置の 4／5 程度の価格。 

  



28-011 
がんに対して低リスク放射線治療を短時間で行う国産小型高精度放射

線治療装置の開発・事業化 
株式会社アキュセラ 

 

6 

(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 

・ロボット型 X 線治療装置を既に保有する病院 

・複数の治療装置を有する大規模病院 

・早期がん治療専門のクリニック（大規模病院の専門医等が独立開業等をする場合で新規開拓） 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

a. 各国（地域）想定市場規模 

市場調査資料「Global Radiation Therapy Market Report: 2015 Edition」によると、「世界の放射

線治療市場（ロボット型及びガントリ型両方の合計であり、サービス収入を含む）は 2011 年の 20

億ドル (2200 億円) を若干下回る規模から、年平均 9.1%(CAGR)で成長し、2018 年には 36 億ド

ル(3960 億円)の規模に達する見通し」となっている。また、「Accuray: Leading the Field Of 

Radiosurgery」によると、2013 年の世界各市場の地域・国別シェア及び年平均成長率（( )内)は、

米国：47%(7%)、アジア太平洋地域：14%(13%)、日本：8%(8%)、その他(主に欧州)：31%(6%)と

されており、これらのシェアと成長率が当面続くとの前提で各国の市場規模予測を行った。 

 

b. 提案機器の想定売上高 

非公開 
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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／競合企業の動向と差別化 

競合企業/競合商品１ ：ロボット型治療装置 

■競合企業/競合商品 2 ：ガントリ型治療装置 

■市場獲得のための障壁 

＜競合企業/競合商品１：ロボット型治療装置の場合 

CygneX を顧客に選択してもらうためには、性能や導入・運用コストでの優位性が必要である。このため

CygneX においては以下を実現する 

a.追尾運動照射（連続照射）による治療時間の短縮 

b.低価格 

c.小型化 

＜競合企業/競合商品 2：ガントリ型治療装置 

・がんの放射線治療装置市場でのロボット型治療装置のシェアは 3～4％と小さく、多くはガントリ型治

療装置が占める。このため、ガントリ型治療装置との優位性確保も必要である。 

既存のロボット型治療装置は立体多方向からの高精度照射ができるために治療回数が少なくできると

いう明らかな優位性がある一方で、１回当たりの治療時間が長く、価格も高く、さらにリプレース時の治

療室整備費用の発生のためにその優位性を確保できていないと考えられる。このため、ガントリ型治療装

置と同程度の治療時間、低価格化、小型化を実現することでガントリ型市場にも食い込むことが可能と考

えられる。 
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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) 委託期間後を含めた事業計画の概要 

【委託期間後を含めた事業計画の概要】

H27（2015）年度 H28（2016）年度 H29（2017）年度 H30（2018）年度 H31（2019）年度 H32（2020）年度 H33（2021）年度 H34（2022）年度
以前 4 5 6 7 8 9 # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # 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

日本

米国

H25.9 「コリメータ」特許登録済

H25.8「ﾘｱﾙﾀｲﾑ３次元放射線治

療装置」特許登録済
H26.11「ファントム」特許出願済

スケジュール変更理由

知財対応

販売戦略

上市時期

事業の実施内容

自主事業の内容

028-010

株式会社アキュセラ

がんに対して低リスク放射線治療を短時間で行う国産小型高精度放射線治療装置の開発・事業化

薬事申請
(生産準備含む）

案件番号

代表機関名

事業名

量産機開発
【製品名】

要素技術開発

試作機開発・改良
【製品名】

臨床研究

出願準備

★ H28.7 特許出願済

★ H28.8 特許出願済（２件）

★ H28.9 特許出願済（２件）

★ H28.6 特許出願済

出願準備

★ H28.7 特許出願済

★ H28.8 特許出願済（２件）

★ H28.9 特許出願済（２件）

★ H28.12 特許出願

追尾技術開発（ハード）

イメージャー開発

治療計画開発（ソフト）

各種の仕様作成

装置開発 (ソフトウェアー，ハードウェアー) 調整・試験

IEC規格等適合

確認試験、検証、

妥当性確認

パイロットユーザへのアプロー

チ（研究用）(（日本）

販売戦略設定(（日本）

国内外の関連特許の調査継続

販売代理店

決定(（日本） 販促資材準備



28-011 
がんに対して低リスク放射線治療を短時間で行う国産小型高精度放射

線治療装置の開発・事業化 
株式会社アキュセラ 

 

9 

 1) 投資回収計画 

本事業は、日本上市後 7 年目の平成 37 年度に黒字化する計画としている。 

そのためには、売上高、製品原価、販売管理費等の計画の死守が必須となり、ユーザーニーズの製品仕

様への迅速な反映等による製品差別化の維持等の適切な販売戦略の設定による販売計画の達成、重要部

品の集中購買等の製造における徹底的な製造原価の低減等の有効な方策をすすめていく。 

 

 

 

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”   

以下のマーケティング施策を進めることにより、売り上げ計画をキープしていく。 

①マーケティング部門の確立（販売協力会社の確立を含む） ②パイロットユーザへの導入 ③ユーザ

からの製品に対する品質改善を含む要望の収集と改善 ④品質問題の即対応体制の確立（一次対応：各国

サービス担当会社（または代理店）、二次対応：アキュセラ（通常は一次対応で解決（メンテナンスマニ

ュアルや道具立てを確立する） ⑤製品改善開発の継続（機能、性能、原価の改善）と次期バージョン製

品モデル開発の継続（競合他社対応含む）⑥知財対応の継続 ⑦グローバルな販路の確立（特に米国、そ

のほか EU、アジア、新興国、）⑧ユーザによる学会発表とその支援 ⑨学会展示 

 

 2) ビジネス体制 

平成28（2016 ）年6月時点

上市後のビジネス体制

ものつくり中小企業
(株)アキュセラ

・製品開発・設計・改良
・製造、販売、RA/QAの本社機能
（方針設定、体制確立、維持）

製造（資材調達、検査、組
立）・設置・サービス会社

YDK社（日本）
ETM社（米国）

各国販売代理店（人）
（現在開拓中）

医療機関

・東海大学医学部放
射線治療部門

・北海道大学医学部
放射線治療部門

顧客

代理店契約
製造委託契約

助言

販売

販売

購買

設置、サービス

販売
(直販）

製品の
評価情報

製品の
評価情報

 

(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 申請に関する疑問点の相談（2016 年 9 月 15 日@PMDA） 

薬事戦略相談の個別面談を申込んだが、質問内容は面談不要のため電話回答のみとなった。 
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相談内容と結果 

a. 加速器システム基準を使用して承認基準あり、臨床なしとして申請すべきか、後発（承認基準なし、

臨床試験なし）のどちらで申請すべきか？⇒どちらも可能であるので弊社で判断すること。 

b. 承認基準規定の JIS 規格は最新版ではないが、最新版に読み替えて問題ないか？⇒問題ない。 

c. 承認基準規定の JIS 規格は最新の IEC 規格に対応していないが、最新の IEC 規格の適合を示すこ

とで要件を満たすと判断してよいか？⇒問題ない。 

 全般相談（2016 年 12 月 19 日@PMDA） 

a. 先行他社品との比較表を作成し、申請区分が後発（承認基準なし、臨床試験なし）であること及

び必要なデータパッケージを確認したいが、どの様な相談をすべきか？⇒医療機器資料充足性・

申請区分相談が最も適切かもしれないが、この相談は具体的な申請資料が完成していないと難し

いため、考え方の確認として医療機器開発前相談がよい。 

b. 産業用ロボットをシステムの一部に使用しているが、システム全体で医療機器の安全規格(IEC 

60601 シリーズ規格)へ適合させることで良いかを確認したいが、どの様な相談をすべきか？⇒

医療用機器プロトコル相談の安全性が適切。 

 対面助言準備相談（2017 年 1 月 25 日@PMDA） 

上記全般相談の結果を踏まえて開発前相談として以下の相談を行いたいと考えているが問題ない

か？  

・本製品の開発に際し必要な試験の確認をしたい、また承認取得に必要な治験要否等のデータパッ

ケージを知りたい。 

・産業用ロボットをシステムの一部に使用しているが、システム全体で医療機器の安全規格(IEC 

60601 シリーズ規格)へ適合させるアプローチで良いか 

⇒問題ない。ただし、項目としては a.試験項目の充足性（ロボット安全性を含む）と b.治験要否の

２つに整理し直すこと。 

 開発前相談(対面助言)（2017 年 3 月 23 日@PMDA） 

a. 試験項目の充足性（ロボット安全性を含む） 

⇒有効性：提示した内容でよい。 

性能：次を除き提示した内容でよい。X 線イメージャーや呼吸位相監視による照射制御に関し

ての評価を E to E 試験に含めている場合には、その旨明らかにすること。（この機能のみの性

能評価をするのが生産性を考慮すると望ましいが、、） 

安全性：概ねよいが、幾つかの追加考慮事項あり。 

治験要否⇒治験による評価は不要。 

 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） 

  2016 年 3 月までに登録された米国の特許及び公開公報の調査と 2016 年 11 月までに登録された

日本国内特許及び公開公報の調査は完了した。当該装置システムが侵害している他社特許はなかっ

た。注意を要する他社技術については、当該装置システムの設計にフィードバックする。 

 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 

  ハードウェアに関する独自技術については、特許出願を推進し、ソフトウェアに関する発明は、ノ

ウハウとして秘匿する。当該装置システムの製品名(CygneX)と付随するソフトウェアの商品名

(CygPlan)は、すでに日本と米国において商標登録を完了した。   

 競合他社（主に米国企業）等から特許侵害で警告・提訴されたときの対応 
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  アキュセラの秘密情報管理規程の発行と情報を保存するサーバ内のフォルダの整理を 

行ったが、まだ従業員に対する情報管理のしくみの徹底が不十分である。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

開発を進めている放射線治療装置の技術に対する技術的なリスクは少ない。既に市場で稼働して

いる先行装置と類似の技術を使っているからである。先行装置と異なる技術については、問題点の

抽出を行い、課題を理解している。それに対する対応は検討中。 

評価に対するリスクについては、試験機関の問題がある。国内には放射線治療装置の外部の認証業

者が無く、海外の業者に依頼することになる。そのため、費用と時間の問題が発生する。 

 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

現時点では、エビデンスの収集は未実施。2017 年度、装置完成後にエビデンスを収集予定。エビ

デンス収集に必要な関連規格などは理解している。多くのものは、以前の FDA 申請で経験済み。 

 

 薬事申請のための評価装置製造の問題 

開発資金不足により、装置開発と試験機の改良試作が停滞している。日程も非常に厳しくなってお

り、当初の仕様から変更せざるを得ない状況となっている。 

 

 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（製造、物流、）体制 

販売については自社（アキュセラ）および個人を含む販売代理店にて推進し、製品供給関連は、製

造委託先の体制にて実施する方針ですすめる。国内の個人を含む販売代理店の候補のリストアッ

プを行い、販売時に必要となるパンフレットや販売ツールの整備をすすめている。 

 設置およびアフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

設置、教育、保守などのアフターサービスについては、製造を含む委託先にて実施し、アキュセラ

がサポートする体制ですすめる。委託先との役割分担を明確にし、必要事項の整備を進めている。 

 QMS 等の品質保証体制 

アキュセラ社内の QMS 体制の構築のための手順書の見直し、新規作成に関しては、予定通り略完

了した。また、製造委託先の候補である YDK 社の QMS 体制構築のための手順書の作成を平成 29

年度に予定しているが、その準備として YDK 社へ要件や活動内容の説明等（2016 年 12 月、2017

年 1 月及び 2017 年 2 月）を実施し、基本事項の理解を頂いた。 

 広報・普及計画 

広報、普及については、放射線治療関連の学会および展示会を通して、関係者への当該製品の認知

度を高め、アキュセラ支援での販売店の営業活動を通して普及促進していく。放射線治療装置の国

内の設置状況（導入年度、入れ替え時期、導入予定）などのデータベースを構築し、営業効率を高

めていく。 

 

 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 設計開発 QMS体制として経験者を含む要員を

増員し、医療機器承認要件を満たす必要があ

る 

① 専門家を雇用（2016 年 8月対応済み） 

② 上記 4)の“QMS等の品質保証体制”に示した

様に、2016 年 12 月、2017 年 1 月及び 2017
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領域 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

② 製造所に対しても①と同様の QMS体制作りが

必要 

年 2月に説明を実施し、基本事項の理解を頂

いた。 

 

知財 

① 他社特許の侵害の可能性のある技術の回避

が必要 

② 競合他社等との特許訴訟に対する対策が必

要 

① 他社特許の調査と設計における回避をすす

める 

② E ディスカバリに備えた情報管理を推進する 

 

技術 ・

評価 

① 開発のためのリソース(人・資金)が不足して

いる。 

② 資金不足により開発が停滞しており、これら

挽回するにも開発期間が短すぎる。 

① 投資会社、日本政策金融公庫等折衝中。事業

パートナーを探索中。 

② 装置仕様を変更し、二段階で開発を進めた

い。最初のステップは簡単な装置から薬事

申請を行う。 

その他

事業化

全般 

① 製造工程(製造、検査、出荷等)の確立 

② 販路の確保 

 

① 製造システム構築経験者の雇用と製造企業

（YDK）との契約、連携を推進する。 

② マーケティング部門を構築し、販売協力会社

との契約を進め、薬事承認取得後すぐにプロ

モーション活動ができる様に体制を整える。 
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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 

今年度は当該装置システムの評価改良を行うための放射線の遮蔽を伴った治療評価室の確保、原子力規制庁への放射線使用申請および当該装置シ

ステムの治療評価室への組み立て設置までを行う。また当該装置システムの構成要素について、評価及び課題の解決反映を並行して進める。当該装置

システムの商用化装置の仕様書を完成させ、認可申請の準備をすすめる。国内医療機器製造販売承認申請に関しては PMDAへの薬事戦略相談をおこな

う。国内医療機器製造販売承認申請までのプロセスの計画書を作成する。 

 

(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 概要 

CygneX 転移がんや初期がん再発がんなどの小病変の短時間・短期間治療に特化した小型ロボット型の放射線治療装置

システムである。 

ロボット型放射線治療装置、患部の動きを追跡して患者位置決めをおこなう X 線透視装置（動体追跡装置）、

専用の治療計画装置、治療台からなる。 

医療現場のニーズを満たし既存製品との差別化を図るために、装置には以下の特長を持たす。 

・既存ロボット型放射線治療装置より短時間・短期間な治療ができる。 

・既存ガントリ型治療装置用治療室にも設置可能な小型化（小型化できない場合には専用治療室が必要でその

費用は数億円） 

 

(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）  
現時点（今期末）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国内の当該装置システムの認可申請準備 

以下の認可申請準備を行う。 

 1) 当該システムの国内医療機器製造販売

承認申請までのプロセス計画書を作成す

る。 

 2) PMDAへの薬事戦略相談：本相談により、

既存装置の後発とした非臨床試験での申請

の是非、申請プロセス、適合外部規格等の申

請条件を確定させる。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

 

1. プロセス計画書（臨床試験なしの場合）は完成し

た。 

2. 左記を確認するために 9月、12月、1月及び 3月

に相談を行って、申請に必要なデータ内容、臨床

試験は不要であること、ロボット安全性確保の

考え方等を確認できた。（詳細は 1.5 (2)1)項参

照） 

▶ 

 

 

1) 臨床試験が不要であることを確認できた

ので、プロセス計画書の見直しは不要と

なった。 

 

2) PMDA 助言内容を考慮して詳細申請資料の

準備を進める。 
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平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  
現時点（今期末）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当該装置システムの評価・改善 

当該装置システムは、開発済みのロボッ

ト型高精度放射線治療装置（頭部専用の定

位放射線治療装置）に X 線透視画像装置お

よび X 線透視画像装置を用いた「高精度患

者位置決め機能」、「動体追尾連続照射機能」

を搭載し、頭部に加え体幹部の小病変や肺

などの動く臓器の小病変治療を可能とする

小型高精度放射線治療装置として完成させ

ていく。今年度は当該装置の要素技術であ

る X 線透視画像装置を用いた高精度位置決

め機能、動体追尾連続照射機能などの機能、

性能を評価し、その結果を踏まえフィード

バック改善に着手する。 

また、治療計画の作成を担う当該装置シ

ステムの治療計画ソフトウエアについては

開発済の治療計画ソフトウエアに追加する

計画機能の評価・改善を行うとともに、線量

計算や最適化計算の計算機能の性能改善を

行う。 

 

 1) X 線透視画像装置を用いた高精度位置

決め機能の評価・改善 

治療時に X 線透視画像装置を用いて患者

の位置の計測を行い、治療計画との患者位

置の差分を抽出する機能については、現状 1

～2ｍｍの精度であるが、照射位置のずれを

極力なくす観点から 1mm 以下の精度に到達

するよう機能の高度化を図る。 

 

 

 

 

 

▶ 

【進捗 50％：△】 

 

これまでは、動体追尾の開発に注力した。本年度

の実施内容の状況は以下の通り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

患者位置を表す金マーカーの座標計算にサブピク

セルマッチングを用いると、X 線イメージャーの位

置計測誤差は 0.05[mm]程度であることが分かってい

る。このことから、1mm以下の精度に到達する装置は

既存の装置 (部品) とソフトウエアを組み合わせる

ことにより実現可能である。実機を実現するために、

平成 28年度は以下の作業を実施した。 

 

・構成機器である X 線管と電源、Flat Panel 

Detector (FPD: 二次元 X 線撮像素子) の調

査。 

▶ 

 

 

今後は薬事申請に向けた実機の製作と試験

を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

薬事申請を目指し、X 線イメージャーおよ

び患者位置決め装置については、以下に示す

項目を実施することが必要である。 
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平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  
現時点（今期末）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) X 線透視画像装置を用いた動体追尾

連続照射機能の評価・改善 

動体患部近傍に刺入したマーカーの位置

を X 線透視画像装置によりリアルタイムに

検出し、所定の精度で追尾を行う機能につ

いては、通常の定位照射の治療計画との照

射位置の許容誤差は 5mm 以内（放射線腫瘍

学会のガイドライン）であるが、高精度照射

による周辺の正常組織に極力影響しない治

療を目指す観点から許容誤差 1mm 以内の精

度に到達するよう機能の高度化を図る。 

また、立体角多方向からのビーム照射に

対するロボットの動体追尾に関する経路に

よるビームの最適化計算機能については、

現時点において当該システムには実装され

ていない。そのため、連続追尾照射のための

ロボット経路によるビームの最適化計算機

能の追加を行う。異なる立体角多方向から

のビームの最適化計算の高速化（従来の所

要計算時間を 50％短縮）を実現するととも

に、この高速処理を用いてロボット経路に

よるビームの最適化計算を実現する。 

 

 

 3) 放射線の線量計算の精度向上と高速処

理化 

線量計算は計算アルゴリズムに依存して

計算精度が決まる。実測値の誤差 4.3％以下

が ICRU Report24の勧告であるが、実装し

ているアルゴリズム（スーパーポジション

・X線管と FPDの配置の検討。 

・以前開発した X 線イメージャーの試験の準備

を進めた。 

 

 

 

ロボット治療装置における動体追尾機能について

追尾性能改善のための改良を行った。赤外線を用い

た追尾精度検証をおこない、ミリレベルの精度が得

られることを確認した。 

 
 

・異なる立体角多方向からのビームの最適化計

算の高速化は未実施。 

・高速処理を用いてロボット経路によるビーム

の最適化計算を試作した（単体）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

線量計算の速度と精度向上を目指し、モンテカル

ロとボルツマンアルゴリズムによる計算プログラム

の作成を進めた。 

・X 線イメージャーのハードウエア (X 線

管と電源、FPD)の準備と設置・調整。 

・イメージャーソフトウェアーのアルゴ

リズムの検討と仕様の作成。 

・ソフトウエア作成 

・患者カウチの選定と購入 

・患者カウチ制御ソフトウェアーのプロ

グラムの作成 

・各種試験 

 

 

 

 

開発費と日程の関係から、薬事申請を行う

初号機は動体追尾連続照射の機能を省いた装

置とする。動かない幹部(主に頭)は連続照射、

動く患部はゲーティングによる間欠照射の装

置を目指す。そのためのロボットのソフトウ

ェアの開発を行う。 

・ロボットの校正プログラム開発 

・ロボットの動作精度確認試験 

・薬事申請用データの取得 
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平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  
現時点（今期末）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 

法）では計算精度が十分とは言えない。試作

したモンテカルロアルゴリズム精度は満足

しているが、計算時間がかかるため、治療す

る患者ごとの計算には向かない。これらの

問題解決のため、以下を行う。 

 

(a) モンテカルロ線量計算機能の高速化 

実用的な線量計算時間の実現に向け、計

算時間が例えば 5 時間かかっていた計算モ

デル（径 20mm の 100 方向からのビームの線

量計算で、モンテカルロ法の EGS コードを

用いた計算）に対して 20秒以内となるよう

に改善する。（株式会社アキュセラ） 

 

(b) ボルツマン方式線量計算機能の試作実

装 

今年度は、多方向照射に対して高速で計

算誤差の少ない計算アルゴリズム（ボルツ

マン方式線量計算）の計算精度および計算

性能の検証評価を行うとともにアルゴリズ

ムの試作実装を行う（東海大学）。次年度以

降にボルツマン方式線量計算アルゴリズム

の実装（株式会社アキュセラ）、検証（東海

大学）を行う。 

 

 4) 治療計画の作成を担う治療計画ソフト

ウエアの評価・改善 

頭部 SRS（定位手術的照射）治療、肺など

体幹部の動体追尾定位照射のための治療計

画ソフトウエアに関して医療機関における

臨床での評価を確認し、改善項目を抽出す

る。また、国内外で評価が高い治療計画装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・開発済みモンテカルロ線量計算エンジンを GPU

に移植、高速化し、所定の計算性能を達成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボルツマン方式の線量計算ソフトウェアの試作を

実施した。 

・ボルツマン方式のアルゴリズムを用いたソフ

トウェアの試作を実施。単純なモデルの計算

が可能になった。 

・ボルツマン方式線量計算の精度および計算性

能の検証評価は未実施 

 

 

 

 

 

既存のアキュセラ社製の治療計画ソフトウェアの

改善を進めている。具体的な進捗は以下の通り。 

  

・医療機関における臨床での評価と改善項目の抽

 

 

 

 

 

 

実機の適用を目指し、以下のステップでソ

フトウエアの作成を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実機治療計画装置への統合を進める。 

・治療計画との統合のためのプログラム

実装 

・計算精度の確認 (既存の計算コードと

比較) 

・薬事申請のためのデータ取得 

 

 

 

ソフトウェアの完成を目指す。 

・計算速度高速化を実施し、実用レベルに

する 

・計算精度の確認 (既存の計算コードと

比較) 

・実機治療計画装置への統合 
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平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  
現時点（今期末）での達成状況（計画変更理由を含

む） 
 今後検討・実施すべき事項 

に関しても東海大学での試験的運用を実現

し、現場スタッフ等をも含み定量的な評価

を行い、当該治療計画装置との比較評価を

行う。 

 

 5) 各種仕様書の整備 

評価・改善を踏まえ、当該装置システムの

開発に関連する各種仕様書を整備する。 

出を実施した。 

・国内外で評価が高い評価用汎用型治療計画装置

(RayStation) の購入。試験運用を実施した。 

・RayStation の試験運用後に、アキュセラ社製

の治療計画ソフトウェアとの比較評価を行っ

た。 

 ・評価に関してレポートにまとめた。 

 

 

CygneX を製作するための各種の仕様書の作成を

進めた。具体的には、以下の通り。 

・製品仕様書 

・設計仕様書 

・装置製造のための仕様書 

・購入仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 ユーザーが使い易いソフトウェアに仕上

げ、薬事申請の準備を進める。 

 

・評価用汎用型治療計画装置を使い、標準

のユーザーインターフェース (GUI) の

仕様を作成する。 

・GUI の改善を進める。 

・薬事申請用の試験を実施する。 

 

 

 

 

 

装置の設計製作のための仕様書の作成。具

体的には以下の通り。 

・コンポーネント毎の要求仕様書 

・ソフトウェアの要求仕様書と設計・製

作のための仕様書 

・購入仕様書 

・試験検査のための仕様書 

 

③治療評価室の整備 

東海大学付属八王子病院の治療室を確保

し（東海大学付属八王子病院）、X線ビーム

照射評価を行える治療評価室として整備す

る（株式会社アキュセラ）。 

・治療評価室の内装工事、試作装置の搬

入組み立て、試作システムの配線工事 

・原子力規制庁への X 線漏洩計算を含む

▶ 

【進捗 100％：○】 

・東海大学付属八王子病院の治療室を放射線治療評

価室として借用契約完了。 

・治療評価室の内装工事、試作装置の搬入組み立て、

試作システムの配線工事について、治療室設計コ

ンサルタントと契約し、東海大付属八王子病院お

よび治療評価室の施工業者確定、工事内容確定、整

備工程計画に基づいて 1月から工事着工開始。2月

▶ 

 

・東海大学付属八王子病院の放射線治療評価

室の電装インフラが整っていなかったため、

動力系（400V/200V）、空調電装系の整備工事

が予定外に必要であることが判明。→予算調

整実施 
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平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  
現時点（今期末）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 

申請資料作成および X 線使用申請手続き 末竣工、アキュセラへの引き渡し完了。 

・治療評価室使用のために必要な官庁手続きとし

て、東京消防庁、八王子労基署、八王子保健所への

用途変更申請を提出、放射線施設使用変更許可申

請のための原子力規制庁への申請準備として放射

線安全対策資料を作成、次年度に申請を予定。 

 

 

 

 

・原子力規制庁への放射線施設使用変更許可

申請。 

④当該装置システムの組み立て設置 

治療評価室に試作装置システムのキーコ

ンポーネントの組み立て設置を行う。国内

医療機器製造販売承認申請のための安全

性、有効性、信頼性のシステム評価および申

請に必要なデータ取得準備を進める。 

▶ 

【進捗 80％：△】 

・治療評価室に試作装置システムのキーコンポーネ

ントの移設を終え、電源・制御系ケーブル接続等ま

で終了。コンポーネント間のネット接続、インター

ロック接続は未実施。 

 

▶ 

 

詳細動作確認など装置を稼働できる状態に

し、試験を進める。 

・コンポーネント間およびインターロック接

続を完了し、動作試験を実施。 

・機器の改良と試験、問題点の修正。 

・薬事申請のデータを取得。 

⑤知財戦略 

・特許調査 

当該装置システムと同じロボット型放射

線治療装置メーカー（米国）をはじめ、世界

の放射線治療装置メーカー8 社の米国特許

公報及び公開公報ならびに日本国特許公報

及び公開公報を精査中であり、本年度も調

査を継続する。調査の結果、当該装置システ

ムが特許侵害する恐れのある特許または注

意を要する特許が判明次第、当該装置シス

テムの設計にフィードバックする。 

・特許出願 

既に当該装置システムの基本特許は日米

において申請、特許化されているが、周辺特

許に関しても申請を進めている。当該装置

システムの改良に伴う有効な発明について

は、米国及び日本国を対象として引き続き

特許出願を推進する。 

▶ 

【進捗 100％(期末予想値)：○】 

・特許調査 

放射線治療装置に関わる米国特許の調査及び国内

特許の調査は完了した。当該装置システムが侵害

している他社特許はなかった。 

 

 

 

 

 

 

・特許出願 

７件の出願完了。 

（(1)放射線治療装置、治療計画、及び放射線治療装

置の位置制御方法 (2)放射線照射装置、放射線治

療装置、及びコリメータの駆動制御方法 (3)コリ

メータ装置、これを用いた放射線治療装置、及び放

射線治療装置 (4)放射線治療装置 (5)放射線照

射装置、放射線治療装置、及びコリメータの駆動制

御方法） (6)コリメータ装置、放射線照射装置及び

放射線治療装置 (7)放射線照射装置及び放射線治

療装置 

▶ 

 

・特許調査 

特許調査の結果、注意を要する他社技術に

ついては、設計にフィードバックする。 
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平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  
現時点（今期末）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 

・商標出願 社名「アキュセラ」の更新登録（日本）

を行った。（2016年 8月） 

⑥販売戦略 

・販売チャンネルの確保 

国内においては、病院の放射線治療科の

医師、物理士、技師などをはじめ、医療機器

代理店、リース会社、公共団体との打ち合わ

せを継続して行っていく。 

米国においては、放射線治療分野でのネ

ットワークを使っての病院、医師、セール

ス、ポート技師、コンサルタントなどと NDA

契約を結び、市場調査、顧客開拓、保険制

度、販売、リース契約にあたっての具体的な

販売、連絡、情報共有、サポート手法などの

打ち合わせを継続して行っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・製造、保守体制の確保 

製造・物流・保守に関しては該当会社（受

注製造生産、保守対応の専門会社）と、体

制、製造生産、保守対応などについて話し合

いを継続して進めていく。 

 

▶ 

【進捗 60％(期末予想値)：△】 

・販売チャンネルの確保：国内では個人を含む販売

協力先のリストアップと、販売のための製品仕様を

含む製品カタログの作成や販売店契約に必要なド

キュメントなどの準備作業に着手した。 

米国においては、個人を含む販売協力先とのコン

タクトを実施した。 

・市場調査を踏まえ、当該製品の特徴と、既存放射

線治療装置との差別化について明確化するととも

に、東海大学において現場の課題問題を解決する

ための評価を通して、製品仕様とアピールポイン

トを整理した。 

・拡販方針を以下の通り策定した。  

a.製品の認知度向上：特改題を含むパイロットユ

ーザによる治療実績と学会発表、及び学会展示な

どでの放射線治療界へのアピール 

b.販売会社／販売代理点、外部セールスマンとの

コラボレーションによる販売体制の確立 

・国内においては、病院の放射線治療科の装置導

入のキーマンとなる医療従事者との面談を実施

し、6 施設から当該装置の販売時に導入意向を

示していただいた。 

 

 

・製造、保守体制の確保：YDK に製造を委託するた

め、YDK の医療機器製造業登録のための品質シス

テムの見直し（ISO 9001⇒QMS 省令適合等）の検討

を開始した。 

 

▶ 

 

・パイロットユーザへのアプローチ（研究用）

を計画する。（2019 年度の受注を目指す） 

 

・日本においては医療側（東海大学放射線部

門）からの発信による当該装置の認知度を

高めることを主軸にする。販売代理店時契

約を進め、販売代理店による販売準備をす

すめる。当該装置の差別化と優位性を前面

に打ち出す。同時に国内の日本放射線学会

や JASTRO などに併設の装置展示による

販売促進活動を行う。 

・米国においても医療側からの発信による認

知度の向上策とともに、地域の販売できる

個人（放射線治療医や物理士など）との契

約を行い、販売準備を進める。ASTRO など

の学会展示で、製品の特長などを発信して

いく。 

 

 

 

 

・薬事の現地調査の対応に向け、YDKと体制を

構築する。 

⑦事業の管理・運営 

本プロジェクトを円滑に進めるため、株
▶ 

【進捗 100％(期末予想値)：○】 

・再委託先の東海大学のキーマンとの 1 回／週の進
▶ 
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平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  
現時点（今期末）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 

式会社アキュセラが主体となり、プロジェ

クト構成員相互の連絡調整、プロジェクト

全体の事業の運営及び管理を実施する。ま

た東海大学、東海大学付属八王子病院と共

同して、伴走コンサル、有識者委員会などへ

の対応を図るとともに、プロジェクト全体

委員会の定期的開催運営でプロジェクト内

での情報交換を図り、推進課題の共有化を

図る。また必要な報告書等のとりまとめを

行う。 

捗状況確認と情報共有の打ち合わせを継続実施

中。 

・12/21 にコンソーシアム全体会議を実施し、今年度

の実施状況と今年度の成果見込み、課題と解決見

通し、今後の実施すべき項目とスケジュール、伴

走コンサルなどの指摘事項の対応状況について確

認し、コンソメンバー全体で共有した。 

・今年度の予算は達成見込み。 
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(4) 28 年度の到達点（総括） 

1. 国内の当該装置システムの認可申請準備：後発区分（臨床試験なし）でよいかの着手が遅れたものの、追加で発生したロボットの安全性の評価方法確

認も含めて期末までに PMDA 相談を完了でき、臨床試験なしでよいこと、ロボット安全性の評価についてもアキュセラの考え方で問題ないことが確認

できた。また臨床試験なしの場合の申請プロセス計画書作成は完了し、それに沿って準備を進めている。 

2. 当該装置システムの評価・改善： 研究開発計画書に従い開発を進めた。 

a. 動体追尾の予備試験では X線の照射位置精度はσ=0.8[mm]が得られた。 

b. 線量計算速度は 1350倍(標準コード比)が得られた。 

c. 各種仕様書の作成を進めた。 

d. 治療計画ソフトウェアについては動体追尾連続照射 I/F の試作実験を完了した。 

線量計算ではモンテカルロ線量計算高速化の試作実験で目標性能が得られた。ボルツマン線量計算試作評価では計算結果出力までを確認し

た。 

一部の未完項目 (X イメージャーソフト、動体追尾連続照射の実機、仕様書) は 29 年度に検討する。 

3. 治療評価室の整備は 2 月末完了した。 

4. 当該装置システムの組み立て設置：3月下旬に設置完了。現状、制御系やインターロックは未整備で次年度の予定。 

5. 知財戦略：・特許調査：海外特許調査は完了、国内調査も完了。要対策検討特許の切り分け完了・当該装置の固有技術に対する特許出願 7件を完了。 

6. 販売戦略：販売チャネル有力候補をリストアップし、販売のための準備作業に着手した。事業計画を見直した。平成 32年度の国内上市に向けた販売準

備項目を整理し、事業計画達成に向けた販売戦略を策定した。 

7. 事業の管理・運営：再委託の東海大を含め、予算調整と研究計画内容の進捗管理を実施、担当者全員の情報共有を実施出来た。東海大とは必要な都度

連絡を取り合い、東海大の研究員の採用と予算の調整、医療側の具体的なシーズ、ニーズの共有、当該治療装置の改善評価の医療側の参加についての

運用がスムーズに実施出来た。 
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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 

 

(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 

放射線治療装置はシステムが大掛かりで販売単価も高いことから、製造・販売体制の構築が難しい。こ

れらの体制を構築するために、経験のある専任者が必要であったと考えている。 

 

 2) 事業の進め方 

ユーザーの要求の探索が不十分で、保有技術をビジネスに展開することを優先して装置開発を進めた。

その結果、装置の製造や販売の計画が不十分なものになった。 
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 3) その他 

特になし。 
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(3) 当初計画からの変更点（深耕点）とその理由 

領域 変更前 変更後 変更理由 

対象とする 

課題・ニーズ 

変更なし   

   

   

機器スペック・

ビジネスモデル 

変更なし   

   

   

事業化体制 変更なし   

   

   

事 業 化 計 画

（開発･薬事・上

市スケジュー

ル） 

以下の側面から事業損益計画の具体性が

不十分であった。 

・日本及び米国を除く海外（EU,アジア）の

導入についての販売計画 

・原価計画も原価目標の設定等具体化がし

てなかった。 

左記の点を見直して、損益計画を見直し

て、投資回収計画に反映した。これに伴い、

各国法規制対応、販売（設置・サービス含む）

体制構築等の必要アクションも計画化した。 

本事業の損益をより具体的かつ正確に予

測し、事業化計画全体をより実現可能性の高

いものにする。 

(4) 有識者委員会･伴走コンサルでの指摘事項とその対応 

領域 指摘事項 対応 

薬事 製品仕様の比較表を作成し、PMDA 相談に

より後発区分である（臨床試験なしで申請でき

る）ことの保証を得ること。 

左記を確認するために 9月、12 月、1月及び 3 月に PMDA 相談を行って、申請に必要なデー

タ内容、臨床試験は不要であること、ロボット安全性確保の考え方等を確認できた。（詳細は

1.5 (2)1)項参照） 

知財 国内特許を十分調査し、当該製品が他社の特

許を侵害していないことを確認しなくてはな

らない。 

特許調査において、以下の内容を実施している。 

(1)特許調査者（当該技術分野の技術者）に対して、特許侵害の判断基準の説明と調査手法の

マニュアルを配布。 

(2)特許請求の範囲（クレーム）に記載された構成要件のすべてに該当する場合、「侵害」と

し、その一部でも欠く場合は、「非侵害」と判断する。 

漏れがないように、特許調査をすること。 2016年 11月までの日本国内特許及び公開公報の調査完了。 

技術 ・評

価 

産業用ロボットは人のいない環境での使用

を想定しているので、これをそのまま患者環境

で使用すると衝突等の安全にかかわる問題を

ナビゲーション医療分野共通部分［改訂］開発ガイドラン 2015（手引き）の考え方等に沿

って、ロボットを含めたシステム全体で医療機器の安全規格(IEC 60601-1,IEC 60601-2-1)等

に適合させる様に、リスクマネジメントの結果必要となる設計対策（軌道の監視、絶縁トラ
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領域 指摘事項 対応 

起こすリスクがあると一般に言われている。 ンスの設置等）や防護手段を設ける。先行他社も同様の対応を実施したものと思われる。上

記の薬事欄にある様に PMDA 相談にて、この考え方で開発を進めることでよいことを確認済

み。 

その他事

業化全般 

販売戦略がはっきりしない。 ・日本においては医療側（東海大学放射線部門）からの発信による当該装置の認知度を高

めることを主軸にした販売代理店による販売を進める。当該装置の差別化と優位性を前面に

打ち出す。同時に国内の日本放射線学会や JASTRO などに併設の装置展示による販売促進活

動を行う。 

・米国においても医療側からの発信による認知度の向上策とともに、地域の販売できる個

人（放射線治療医や物理士など）との契約による販売を進める。ASTRO などの学会展示で、

製品の特長などを発信していく。 

製造体制が見えない。 (株) YDK 社に QMS も含めた製造体制の構築を依頼するために、YDK社との打ち合わせを

開始した。（12月、1月、2月に実施して、詳細を担当レベルで検討して行くことを確認済み） 

医療費削減の根拠となるデータ 医療費削減の試算を再確認した。 

 

(5) 採択・継続条件への対応状況 

採択条件 対応状況 

公益財団法人新技術開発財団 第 96 回新技術開発助成「変形コリメー

タの開発」（事業機関：平成 28 年 2 月 15 日～平成 29 年 2 月 15 日）との

区分経理を明確にした計画を立案すること。 

第 96 回新技術開発助成「変形コリメータの開発」の実行予算書を作成し、

経理区分を明確化し運用している。 

 

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 

当該装置システムの薬事申請に向け、PMDA に対して薬事申請のための残課題の相談を実施し、また QMS を含む装置製造体制の構築をおこなう。

当該装置システムについては、自社開発コンポーネントを完成させ、昨年度実施した当該システムの改良コンポーネントおよび購入品を含む構成要

素を統合し、当該装置システムの薬事申請版を完成させる。薬事申請用の当該装置システムに対して、装置性能について定められた規格に合致してい

ることを示すための社内試験での確認と、外部機関の試験・計測による認証取得および規格合致を示すデータを取得し、薬事申請データを作成・完了

させる。また薬事申請に関連してアキュセラの社内規定で定められたドキュメントを完成させる。 
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(2) 平成 29 年度委託事業の実施内容 

項目名 実施主体 具体的な内容 

① 国内の当該装置システムの

認可申請準備 

アキュセラ ・製造所を確定し、製造所の QMS 体制を構築する。 

・製造所の製造所登録の実施。 

・PMDA に薬事申請のための残課題の相談を実施する。 

② 当該システムの改良・完成 (株)アキュセラ、東海大学 ・平成 28 年度実施結果に基づいた当該装置システムの自社開発コンポーネントの

完成および薬事認可済みの治療用カウチを含む構成要素を統合し、薬事申請用の

装置システムを完成させる。 

・アキュセラ社内規定の開発プロセスで決められたすべての仕様書を作成する。 

・薬事申請のためのデータを取得する。 

③ 知財戦略 (株)アキュセラ ・特許調査 

  当該装置システムが他社の特許を侵害していないか調査を継続する。平成 28 年

度までに調査を行った米国と日本の特許公報及び公開公報の後に、新たに特許登

録になったもの及び公開されたものを対象に調査する。 

・特許出願 

  当該装置システムの周辺特許及び当該装置システムの改良に伴う有効な独自技術

の特許出願を進める。 

・特許訴訟対策 

  米国市場に上市後、競合他社等から特許侵害の警告、提訴を受けることが懸念さ

れる。米国では、e-Discovery に対応しなければならないので、当該装置システム

の技術情報及び関連情報を整理し、保管しておく必要がある。このため、米国弁

護士のアドバイスを受けながら、情報管理のしくみの見直しと徹底を図る。 

④ 販売戦略 (株)アキュセラ、東海大学 ・アキュセラ社内販売体制を構築する。 

・個人を含む販売代理店を確定させる。 

・パンフレットや販促ツールなどを整備する。 

・平成 28 年度にコンタクトを実施した導入意向のある医療施設キーマンへのフォ

ローを継続する。 

・学会発表、学会併設展示による装置アピールをすすめる。 

⑤ 薬事申請 (株)アキュセラ ・外部試験機関において装置システムの各種規格適合試験を実施する。 

・当該装置仕様書に沿った適合試験をアキュセラ社内で実施する。 

・当該装置の設計の妥当性確認を行う。 

・薬事申請書類を作成し、申請を実施する。 
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項目名 実施主体 具体的な内容 

⑥ 事業の運用管理 (株)アキュセラ、東海大学 ・コンソーシアム内での進捗確認や情報共有のための定期打ち合わせを実施する。 

・コンソーシアム全体会議を実施し進捗状況の共有化を図る。 

・予算執行状況を把握し、予算の適正執行を管理する。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 

株式会社アキュセラ 菅原浩一郎 

〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木二丁目 8番 22号 

電話: 044-980-1511 / FAX: 044-980-1522 / E-mail: sugahara@accuthera.com 

 

 


