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1. 事業の概要 

がん予防で最も重要なのは“早期発見”であるが、内視鏡検査などでは身体的苦痛、時間的拘束など

により検診受診率が低い。一方、負荷の少ない血液によるがん検診は精度などに課題があったが、金沢

大学とキュービクス社は消化器がんに反応する血液中の物質を特定し、昨年から自由診療で血液による

検診を開始している。今回、この方法をさらに進化させ、血液により安価で迅速・高感度を実現できる

検査方法を開発し、医療機器として平成 30年には上市する。 
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1.1 事業の目的 

がん予防で最も重要なのは“早期発見”であるが、内視鏡検査などでは身体的苦痛、時間的拘束など

により検診受診率が低い。一方、負荷の少ない血液によるがん検診は精度などに課題があったが、金沢

大学とキュービクス社は消化器がんに反応する血液中の物質を特定し、昨年から自由診療で血液による

検診を開始している。この方法をさらに進化させ、血液により安価で迅速・高感度を実現できる検査方

法を開発し、医療機器として平成 30 年には上市する。 

平成 26 年度事業では、平成 24、25 年度に実施した事業内容をさらに発展させ、平成 26 年度には以

下の 2 つの作業を行う。 

・実際の臨床検体を使用し、30 個程度の診断マーカーによる PCR 法検査結果の検証 

・自動検査装置の試作・動作検証 

これまでの開発結果で確立された検査手順に上記の検証作業を行うことで、消化器がんの血液検査を

より安く、自動で検査できるシステムを開発することが本事業の目的である。 

 

1.2 事業実施体制 

事業管理機関：株式会社キュービクス 

PL：丹野 博 （株式会社キュービクス代表取締役社長） 

SL：的場 亮 （株式会社 DNA チップ研究所代表取締役） 

共同体：株式会社 DNA チップ研究所 

 金沢大学大学院恒常性制御学講座 

 公益財団法人石川県産業創出支援機構 
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1.3 事業化する医療機器の概要 

1.3.1 製品名：大腸がん検査キット 

(1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 診断 クラス分類* クラスⅢ 

製品名 大腸がん検査キット 分類名称（一般的名称）* 体外診断用医薬品 

対象疾患 大腸がん 届出／認証／承認* 承認 

想定される販売先 
医療用医薬品卸業（スズケン、

アルフレッサ等） 
新／改良／後発* 新 

薬事申請予定者 株式会社キュービクス 医療機器製造販売業許可 体外診断用医薬品製造販売業 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社キアゲン 

（委託製造） 
医療機器製造業許可 体外診断用医薬品製造業 

 業許可  

 業許可  

（注）*印は現時点の想定であり、今後変更される可能性がある。 

(2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

   

薬事申請時期 平成 29（2017）年 12月 平成 29（2017）年 12月 

上市時期 平成 30（2018）年 12月 平成 30（2018）年 12月 

想定売上（上市後 3 年目） 100億円／年（平成 33（2021）年時点） 10億円／年（平成 33（2021）年時点） 

市場規模（上市後 3 年目） 1500億円／年（平成 33（2021）年時点） 1500億円／年（平成 33（2021）年時点） 

想定シェア（上市後 3 年目） 7％（平成 33（2021）年時点） 1％（平成 33（2021）年時点） 

(3) 事業化する医療機器の概観・特長 
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1.3.2 製品名：リアルタイムＰＣＲ自動分注装置 

(1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 診断 クラス分類* クラスⅠ 

製品名 
リアルタイム PCR自動分注装

置 
分類名称（一般的名称）* 医療機器 

対象疾患 大腸がん 届出／認証／承認* 届出 

想定される販売先 

医療機器販売業者（冨木医療

器、メディアスホールディン

グス等） 

新／改良／後発* 新 

薬事申請予定者 株式会社キアゲン 医療機器製造販売業許可 医療機器製造販売業 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社キアゲン 医療機器製造業許可 医療機器製造業 

 業許可  

 業許可  

（注）*印は現時点の想定であり、今後変更される可能性がある。 

(2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

   

薬事申請時期 平成 29（2017）年 12月 平成 29（2017）年 12月 

上市時期 平成 30（2018）年 12月 平成 30（2018）年 12月 

想定売上（上市後 3 年目） 200億円／年（平成 33（2021）年時点） 100億円／年（平成 33（2021）年時点） 

市場規模（上市後 3 年目） 1000億円／年（平成 33（2021）年時点） 1000億円／年（平成 33（2021）年時点） 

想定シェア（上市後 3 年目） 20％（平成 33（2021）年時点） 10％（平成 33（2021）年時点） 

(3) 事業化する医療機器の概観・特長 

 



5 

1.4 市場性（想定購入顧客） 

(1) 医療現場で期待される波及効果 

＜医療ニーズ＞ 

がん検診の受診率を 50％にまで引き上げることが国策として掲げられている。現時点でのがん検診受

診率が 50％に達していない理由は①検査における身体的負担、時間的な拘束②簡便で高感度な検査法が

ないなどの理由が考えられ、医療ニーズとしては①安全②比較的簡単に受けられる検査③高感度④安価

⑤検査結果の迅速性などが揚げられている。大腸がん検査における問題点としては①大腸内視鏡におけ

る身体的負担、時間的拘束②便鮮血検査では偽陽性が多く、早期がんではその感度が低いことが報告さ

れている。今回の委託事業で進めてきた研究開発により以下のことが実現できる。 

1. 血液を調べる感度の高い検査 

2. 比較的安価（約 1 万円） 

3. 安定した検査の自動化と迅速検査システム 

＜波及効果＞ 

血液だけを用い、大腸がんの有無を判定できる検査システムは医療機関における健診や人間ドックなど

に利用されることを想定している。便鮮血検査では多かった偽陽性を減らし、早期の大腸がんまで検出

することが可能となり、安全で高感度な検査法として大腸がん検査の一次スクリーニング法となりうる。 

 

(2) 当該機器等の市場性 

 ① 提案する機器の想定顧客 

 想定している顧客 

医療機器（リアルタイム PCR 装置）：検査受託業務を主業務としている検査会社（株式会社ビー・

エム・エル、株式会社 LSI メディエンス、株式会社エスアールエル、ファルコバイオシステムズ

等）、全国の医療機関 

体外診断用医薬品：医薬品卸売業（スズケン、アルフレッサ等）、医療機関、検査会社 

 対象ユーザー 

末端の使用ユーザー：医療機関における医師、健診受診者 

販売ユーザー：検査会社、医薬品卸売企業、医療機関 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

大腸がんの臨床性能試験を実施する前に北陸の医療機関でアンケート調査をおこなった。 

北陸：18 医療機関 

大腸内視鏡実施数（1 年間）：20,275 症例 

早期がん発見数：477 例 

進行がん発見数：677 例 

大腸がん発見率：5.69％ 

北陸の人口は本邦人口の 3％と想定できることから全国の医療機関で 1 年間に何がしかの理由によっ

て大腸内視鏡を受ける人の総数は 675,800 名。日本対がん協会発表の大腸がん検診実施数は 2012 年で

約 2,367,000 人であることから病院あるいは検診で受診するひとの総数は 300 万人を超える。これか

らの集団が一次的な受診対象者群と想定される。 
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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 

本診断法は遺伝子発現解析で疾病を診断できる事業であり、承認されれば日本で初めて承

認となる。そのため、現時点での競合企業はない。 

（2） 競合商品 

・便鮮血検査 

・ＣＴコロノグラフィー 

・ＰＥＴ検査 

（3） 市場浸透のための障壁 

・大腸がん専門医における認知度の向上（学会活動の必要性） 

・健診学会、人間ドック学会への認知度の浸透 

・体外診断用医薬品製造販売承認（薬事承認取得） 

 

 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） 

各検査との比較を以下一覧に示す。 

m-RNA 検査（本委託事業開発製品）は感度、特異度を Preliminary に解析したところ感度 86％、特異

度 100％となった。血液だけの検査のため、身体的負担、時間的拘束が少なく、安全で比較的簡便に受け

られる検査である。また、費用も 10,000～15,000 程度と比較的安価に高感度の検査を受けることができ

る。 

 

 

検査名 感度 特異度 課題

便鮮血検査 50％（早期がん） 75％（早期がん） 偽陰性、偽陽性判定が多い

CTコロノグラフィ 85.3% 87.0% X線被曝、身体的負担が大きい

PET 20.0% 95.0% X線被曝、大腸癌の感度が低い、高価

m-RNA大腸がん検査 87.0% 100.0% 開発中（本委託事業製品）
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1.5 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 

 

H23（2011）年度 H24（2012）年度 H25（2013）年度 H26（2014）年度 H27（2015）年度 H28（2016）年度 H29（2017）年度 H30（2018）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 計画

実績

試作機開発・改良 計画

【製品名】
大腸がん検
査キット

実績

試作機開発・改良 計画

【製品名】
リアルタイ
ムＰＣＲ自
動分注装置

実績

量産機開発 計画

【製品名】
大腸がん検
査キット

実績

量産機開発 計画

【製品名】
リアルタイ
ムＰＣＲ自
動分注装置

実績

臨床研究 計画

実績

薬事申請 計画

実績

PCR装置の改良

自動検査装置の設計・試作

消化器がん診断マーカー遺伝子の

最適組み合わせの検証

自動検査工程の確立及び動作･感度検証

薬事体制づくり

PMDA：事前相談

ＱＭＳ構築社内研修

量産体制の整備

臨床性能試験のための施設調査

臨床性能試験

PMDA：臨床プロトコールの対面相談

薬事承認審査期間

マイクロアレイ法とPCR法との同等性検証

低価格・短時間となる検査条件の確立

消化器がん診断遺伝子（PCR法）の確定

製造ライン設計・検証

膵臓がん診断遺伝子（PCR法）の確定

★H29.12 薬事承認申請

試薬分注工程の自動化

磁気ビーズによる血液検体処理工程の確立

試薬分注工程の自動化

磁気ビーズによる血液検体処理工程の確立

試薬分注工程の自動化

磁気ビーズ処理工程の自動化

試薬分注工程の自動化

磁気ビーズ処理工程の自動化

マイクロアレイ法とPCR法との同等性検証

低価格・短時間となる検査条件の確立

消化器がん診断遺伝子（PCR法）の確定
PCR装置の改良

大腸がん診断マーカー遺伝子の最

適組み合わせの検証

自動検査装置の設計・試作

自動検査工程の確立及び動作･感度検証

キット試薬の製造供給契約及び量産体制の構築

性能データの解析

PMDA：申請前相談

体外診断用医薬品製造業届出
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H23（2011）年度 H24（2012）年度 H25（2013）年度 H26（2014）年度 H27（2015）年度 H28（2016）年度 H29（2017）年度 H30（2018）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

知財対応 計画

実績

販売戦略 計画

実績

上市時期 計画

実績

スケジュール変更理由

事業の実施内容

自主事業の内容

①マイクロアレイ法とPCR法との同等性検証

②低価格・短時間となる検査条件の確立

③試薬分注工程の自動化

④磁気ビーズによる血液検体処理工程の確
立

①消化器がん診断遺伝子（PCR法）の確定

②試薬分注工程の自動化

③磁気ビーズ処理工程の自動化

①消化器がん診断マーカー遺伝子の最適組
み合わせの検証

②自動検査工程の確立及び動作・感度検証

③PCR装置の改良

④自動検査装置の設計・試作

今後の臨床性能試験に鑑み大腸がん単一の
疾患を対象とした

①設備投資

②人材確保

国内販売価格の決定①海外市場調査（ドイツ、ＥＵ、米国）

②大腸がん診断特許の出願

①膵臓がん診断遺伝子の確定

②膵臓がん診断特許の出願

③海外向け提携先の確定

①設備投資

②人材確保

★H26.12知財出願

出願準備

★H30.12

上市（国内）

市場調査

学会、イベント等による広報活動

★H30.12

上市（海外）

マーケティング：販売戦略、利益計算 受注、発送、請求システムの構築

特許侵害に関する対策相談

（顧問弁護士契約等）

海外向け提携先（ドイツ、ＥＵ、米国）の確定

米国Pilot Studyの依頼
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(2) 投資回収計画 

 

 

 1) 投資計画 

 

 

 2) 回収計画 

 

 

(3) 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” 

100 万人の検査を可能にするための企業体制 

生産体制：工員 30 人 4,250 個/日 生産 100 万人規模の受注に応えられる 

出荷体制：出荷スタッフ 10 名 全国約 100～150 の販売先に発送 

受注体制：受注スタッフ 5 名 全国約 100～150 の販売先からの受注 

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

薬事申請時期  ●

上市時期 ●

支出額（単位：億円 ） 0.4 0.4 0.4 0.5 0.9 0.7 2.35 9.1 20 40

うち委託費 0.3 0.3 0.3 － － － － － － －

うち自己負担 0.1 0.1 0.1 0.5 0.9 0.7 2.35 9.1 20 40

売上高（単位：億円） － － － － － － 0.2 5 20 100

販売数量（単位：千人） － － － － － － 2 50 200 1,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

支出額（単位：億円 ） 0.4 0.4 0.4 0.5 0.8 0.7 0.2 2.35 8.6 40

うち委託費 0.3 0.3 0.3 － － － － － － －

うち自己負担 0.1 0.1 0.1 0.5 0.8 0.7 0.2 2.35 8.6 40

検査キット原価 0.025 0 0 0.1 2.25 7.6 38

検査キット原価/キット 5,000 4,500 3,800 3800

薬事承認費用 0.36 0.56 0.5

設備・人投資（製造工場） 0.115 0.24 0.2 0.1 0.1 1 2

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

薬事申請時期  ●

上市時期 ●

売上高（単位：億円） － － － － － － 0.2 5 20 100

販売数量（単位：千人） － － － － － － 2 50 200 1,000
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経理体制：請求書等の作成、発送、社内増員に伴う社内経理 合計 20 名 

営業体制：専門スタッフによる営業本部の設立。セールスタッフ 15 名 

臨床開発体制：新規診断薬開発のための専門家チームの結成 20 名 

人事課の設立：人員の確保、採用 5 名のスタッフ 

 

 2) ビジネス体制 

 

 

 3) ものづくり中小企業の位置づけ 

・診断キットの設計、製造（OEM による委託製造） 

 キットの中核をなす遺伝子セットの設計 

 プローブの設計 

 ポジティブコントロールセットの製造 

 ネガティブコントロールセットの製造 

 すべての診断試薬のキット化 

・診断キットの製品包装、発送、受注、販売活動 

 キットの梱包 

 キットの添付文章の挿入 

 キットの発送作業 

 キットの受注、請求作業 

 キットの販売活動 

・診断キットのマーケティング 

 がん専門医学 学会活動 

 オピニオンリーダーの育成と組織化 

 市販後調査 
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1.6 平成 26 年度委託事業の成果概要 

(1) 委託事業の事業概要 

がん検査の低受診率の原因であるＸ線被曝への抵抗感・身体的負担・時間的拘束・経済的負担などを克服するため、PCR 法を用いて血液だけ

でがん検査ができる検査技術の開発を行う。検査の対象としては、消化器がんである胃がん・大腸がん・膵臓がん・胆道がんである。 

具体的開発するのは下記の 2 点である。 

A.検査に使用される試薬一式としての検査キット 

当面は消化器がん対応のキットを開発し、安全・簡便・高感度・低価格な検査が可能な体外診断薬としての薬事承認申請を目指す。 

B.既存の PCR 機器と連携して稼働させる自動検査装置（採血管処理部と PCR 試薬分注部） 

A.の検査キットを用いることにより自動で検査が可能となる自動検査装置を医療機器として開発する。 

以下に A. B.ごとの内容を列記する。平成 26 年度は○印の 4 項目について実施する。（●印は平成 24、25 年度において実施した項目） 

※①については３）の①を参照、②については３）の②を参照、③については３）の③を参照、④については３）の④を参照 

A.消化器がん検査キット 

＜診断マーカー遺伝子の選択＞ 

●マイクロアレイ法と PCR法との同等性検証 

○①消化器がん診断マーカー遺伝子の最適組み合わせの検証 

＜PCR検査工程の確立＞ 

●低価格・短時間となる検査条件の確立 

●試薬分注工程の自動化 

＜検体処理技術の安定化＞ 

●磁気ビーズによる血液検体処理工程の確立 

●磁気ビーズ処理工程の自動化 

○②自動検査工程の確立及び動作・感度検証 

＜薬事関連＞ 

・論文投稿、特許申請・PMDA事前相談・治験（臨床性能試験）・PMDA承認前相談・製造販売承認申請 

B.自動検査装置 

＜PCR装置の改良＞ 

・○③PCR 装置の改良 

＜装置の開発＞ 

・○④自動検査装置の設計・試作 

・自動検査装置の性能検証試験 

・医療機器届出 
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(2) 委託事業終了時に完成した試作品の概要 

試作品名 概要 

大腸がん検査キット 大腸癌特異的遺伝子の量を測定するための PCR 用蛍光試薬、酵素などがセットになったパッケージキット 

リアルタイム PCR 自動分注装置 採血管からの RNA 抽出作業および PCR のための試薬分注を自動で行う装置 

  

 

(3) 平成 26 年度の具体的な実施内容と成果、今後検討すべき課題 

平成 26年度の実施内容（実施計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

①消化器がん診断マーカー遺伝子の最適組み合わ

せの検証 

・PCR 法に必要な遺伝子群として 30 個程度の遺伝子

を確定させる。 

▶ 

大腸癌特異的遺伝子として 20 個の遺伝子の選択が

完了し、その遺伝子を使用した癌の罹患有無を判別

する判別式の作成も完了した。 

▶ 

大腸がん検査キットを実際に製造し、安定供給

するための体制づくりおよび PMDA への承認申

請に向けた前臨床試験の実施 

②自動検査工程の確立及び動作・感度検証 

・臨床での検査プロセスに即した作業工程で検証す

る。 

▶ 

大腸癌検体 7 例、健常人検体 8 例に関して、採血管

処理から PCR 試薬分注までを装置で作業させた結

果、RNA の量、質および遺伝子量測定結果に問題は

なかった 

▶ より多くの臨床検体を使用した検査結果の検証 

③PCR装置の改良 

・アプライドバイオシステムズ社製 PCR装置による遺伝

子量測定結果の検証を行い、判定プログラム導入な

どの改良作業を行う。 

▶ 

キアゲン社 PCR 装置（ロータージーン Q）とアプラ

イドバイオシステムズ社 PCR 装置（ABI7500FastDx）

の測定結果を比較検証し、遺伝子量の増減方向に関

して、機械間に差の無いことが確認できた。 

▶ 
機種間差の影響をなくすための測定結果補正方

法の開発 

④自動検査装置の設計・試作 

・ソフトウェアの再度の改造を行う。採血管処理及び

PCR 試薬分注に関して、機械トラブルなどの不具合

情報の収集及び性能検証を行う。 

▶ 

大腸がん検査キット専用の分注プログラムの作成を

行い、ソフトウェアの改良を行った。②にも記載さ

れているように実際の臨床検体を用いた作業におい

て特に問題はなかった。 

▶ より多くの臨床検体を使用した検査結果の検証 
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1.7 事業化に向けた検討結果 

(1) 薬事申請 

 1) 薬事戦略検討状況 

 事前相談（2015 年 3 月 19 日@PMDA 11:00-11:30 予定） 

体外診断用医薬品開発前相談 

 

 体外診断用医薬品製造販売業 QMS 省令構築 

QMS 省令の遵守と構築社内研修 

（2015 年 2 月 10 日＠キュービクス 株式会社イーコンプライアンス） 

 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

① 対面助言申請に経験がない 

 

PMDA 出身のコンサルティング会社（株式会社

CTD）との顧問契約の締結 

② 臨床性能試験実施体制の構築 

 

・生物統計学部門の研究者との協力関係構築 

・名古屋大学先端医薬開発センターとの提携 

③ 体外診断用医薬品製造業の届出 

 

石川県薬事衛生課に 3 月上旬届出提出予定 

 

(2) 知財対応 

 1) 知財戦略検討状況 

 出願 

今回の委託事業で開発された以下のものを出願した。 

・大腸癌の有無を判別できる遺伝子セット 

・大腸癌の有無を判別できる遺伝子セットを用いた判別式 

出願番号：特願 2014-265856」、発明の名称「遺伝子発現解析による大腸癌の検出」 

 

 特許審査 

  迅速審査請求の実施 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

顧問弁護士契約の締結（平成 27 年 4 月から契約締結所定） 

 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

① 出願と早期審査の実現 

 

平木国際特許事務所への出願、早期審査依頼の実現 

② 特許侵害を受けた場合の対策 顧問弁護士事務所との契約予定（H27 年 4 月～） 
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(3) 技術・評価面 

 1) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

リスク 1：大腸がんの有無を判別できる遺伝子群についての正確性 

対 応 1：名古屋大学大学院医学系研究科生物統計学教授との共同研究により専門性の高い選択方法に

より遺伝子セットを選出した。 

 

リスク 2：大腸がんの有無を判別できる遺伝子群をつかった判定式の正確性 

対 応 2：リスク 1 の対応と同様専門研究者により判定式を開発した。 

 

リスク 3：大腸がんの有無を判別できる遺伝子群と判定式が正確に実症例で再現できるか 

対 応 3：金沢大学とその関連病院において大腸がん症例の血液検体を収集（既存の臨床研究に従い症

例登録を実施した）し、本大腸がん診断キットでその正確性を調査した。その結果、感度 87％、

特異度 100％を達成できた。 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

リスク 1：PMDA への事前相談 

対 応 1：PMDA 出身の社長が経営する株式会社 CTD 社と業務提携ができた。 

 

リスク 2：薬事承認申請に必要な症例数計算を生物統計学の専門研究員によって算出。 

対 応 2：名古屋大学医学部附属病院先端医療・臨床研究支援センターとのタイアップを実施 

 

リスク 3：臨床性能試験実施のための PMDA 対面相談 

対 応 3：PMDA 出身の社長が経営する株式会社 CTD 社と業務提携ができた。 

 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

① PMDA対面助言に対し経験がなかった 

 

株式会社 CTD（PMDA 出身の社長）との事業提携

確立 

② 生物統計学の専門研究員がいなかった 

 

名古屋大学大学院生物統計学教授との共同研究契

約締結 

③ 臨床性能試験プロトコールの作成 

 

名古屋大学附属病院先端医療・臨床研究支援センタ

ーとのタイアップを実施 

④ 大腸がん診断キットの性能試験 

  

少数例ではあるが大腸がん症例と健常人症例を本

検査キットと判別式で判定。感度 87％、特異度

100％を実現できた。 
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(4) その他事業化全般 

 1) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

1. 大腸がん検査キット 

販売先：医薬品卸売業、検査会社 

供給体制（100 万人が使う場合を想定した想定） 

生産体制：工員 30 人 4,250 個/日 生産 100 万人規模の受注に応えられる 

出荷体制：出荷スタッフ 10 名 全国約 100～150 の販売先に発送 

受注体制：受注スタッフ 5 名 全国約 100～150 の販売先からの受注 

経理体制：請求書等の作成、発送、社内増員に伴う社内経理 合計 20 名 

 

2. PCR 自動化装置 

販売先：検査会社、医療機関 

供給体制、フォローアップ体制：キアゲン社より販売、キアゲン社のフォローアップ体制による 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

1. 大腸がん検査キット 

市販後調査の実施：キュービクス営業部門 

マーケティング：診断キットの教育訓練、営業戦略、営業目標、Medical Representative 活動 

 

2. PCR 自動化装置 

クレーム体制：キアゲン社の現体制 

市販後調査：キアゲン社営業体制 

 

 QMS 等の品質保証体制 

1. 大腸がん検査キット 

体外診断用医薬品製造販売業に伴う QMS 省令の遵守 

品質管理マネジメント方針の決定 

リスクマネジメント 

 

2. PCR 自動化装置 

医療機器製造販売業者としての QMS 省令の遵守 

 広報・普及計画 

1. 大腸がん検査キット 

学会イベントの開催（ランチョンセミナー、イブニングセミナー） 

・日本消化器病学会、日本がん検診学会、日本人間ドック学会、日本消化器内視鏡学会等 

・オピニオンリーダーの育成活動と組織化、診断ガイドラインへの導入活動 

 

2. PCR 自動化装置 

学会イベント活動 

・日本分子生物学会等 
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 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

① ①生産体制の確立 

 

100 万人が使うことを目標とした生産体制の想定、

雇用人数計画の設定 

② ②受注の確立 

 

100 万人が使うことを目標とした受注、発送体制の

確立を目標とした計画の設定 

③ ③営業部門の確立 

 

営業社員教育、営業拠点の確立など、人員の想定、

営業所想定 

④ ④マーケティング戦略の確立 

 

営業戦略、利益計算、販売戦略の設定、マーケティ

ング部の確立 

⑤ 広報活動 

  

学会活動、オピニオンリーダー育成の目標設定 
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1.8 3 年間の委託事業の実施経過 

1.8.1 当初計画からの変更（深堀）点とその理由 

(1) 対象とする課題・ニーズ 

対象疾患の絞り込み 

変更前 消化器癌（胃癌・大腸癌・膵臓癌・胆道癌）の診断キットを開発 

変更後 大腸がん検査キットを開発する方針に変更 

本事業申請時には、「消化器がんＰＣＲ検査システム（検査キット）」としていましたが、外部調査、

今後の臨床性能試験に鑑み、大腸がん単一の疾患を対象としたいため、「大腸がん検査キット」として事

業化を目指します。複数の遺伝子発現解析によって、大腸がんを診断する検査キットは、日本で初めて

の取り組みとなります。 

 

(2) 機器スペック・ビジネスモデル 

1）RNA 抽出方法の変更 

変更前 自動分注装置による採血管からの RNA抽出工程に Agencourt 社製の磁気ビーズ法キットの使用を予定 

変更後 キアゲン社製の磁気ビーズ法キットを使用する方法へと変更 

Agencourt 社製の磁気ビーズ法キットでは、検査に必要量の RNA は抽出されるものの、手作業と比較

して RNA の分解度が進んでしまうことが判明し、キアゲン社製の磁気ビーズ法キットへと変更した。検

証の結果 RNA の量、分解度共に手作業と遜色ない RNA が抽出され、検査に使用するのに充分であるこ

とが確認できた。 

 

2）検査キット形態の変更 

変更前 酵素、試薬などを予め混合し反応容器に充填したものを開発 

変更後 酵素、試薬などはそれぞれ個別のチューブとし、それらを 1 箱にパッケージングして診断キット一式とするこ

とに変更 

予め容器に試薬などを充填した場合、薬事承認申請の際、その容器も品質管理の対象となり承認が降

りるまで遅くなる可能性が想定されたため、まずは酵素、試薬を個別のチューブにいれたものを 1 箱に

まとめて診断キット一式とし、その形態で申請する方針に変更した。 

 

3）検証する PCR 装置の追加 

変更前 キアゲン社製ロータージーン Qを用いた測定結果の検証 

変更後 ライフテクノロジー社製 ABI7500fastDxを用いた測定結果の検証を追加 

事業計画申請時当初は医療機器届出が済んでいた高速PCR装置のキアゲン社のロータージーンQによ

る検査キットの性能検証を予定していたが、事業途中でライフテクノロジー社製 ABI7500FastDx の医

療機器届出がなされたことが判明した。そのためどちらの機種でも検査可能なキットとするために、両

方の機種で性能検証を行うことに変更した。 

 

4）製品名の変更 

変更前 ①消化器がんＰＣＲ検査システム（検査キット） 

②消化器がんＰＣＲ検査システム（装置） 

変更後 ①大腸がん検査キット 

②リアルタイム PCR自動分注装置 

①本事業申請時には、「消化器がんＰＣＲ検査システム（検査キット）」としていましたが、外部調査、

今後の臨床性能試験に鑑み、大腸がん単一の疾患を対象としたいため、「大腸がん検査キット」として事
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業化を目指す。複数の遺伝子発現解析によって、がんを診断する検査キットは、日本で初めての申請と

なる。 

②本事業申請時には「消化器がんＰＣＲ検査システム（装置）」としていましたが、消化器がん以外の疾

患にも使える多様性を有するため、消化器がんに限定しない型式のものとして「リアルタイム PCR 自動

分注装置」としました。 

 

(3) 事業化体制 

自動動分注装置販売体制の変更 

変更前 株式会社キュービクスが医療機器製造販売業許可を取得し、医療機器届出後に販売する予定であった。 

変更後 自動分注装置は大腸がん検査用プログラムを搭載したものに改良し、株式会社キアゲンより販売されることに

変更 

事業計画申請時当初は株式会社キュービクスが第二種医療機器製造販売業許可を取得し、株式会社キ

アゲンに製造委託した自動分注装置の医療機器届出を行い販売する予定であったが、株式会社キアゲン

は既に医療機器製造業、製造販売業、販売業、修理業などの業許可を持っていたため、修理対応などサ

ポート面も考慮し、自動分注装置に関しては、大腸がん検査用プログラムを搭載したものに改良し、株

式会社キアゲンより大腸がん医療機器届出及び販売されることに変更した。 

 

(4) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

薬事 

変更前 非臨床試験計画は未策定だった。 

変更後 ・臨床性能試験計画書の策定 

・臨床性能試験に向けての施設調査の実施 

・対面助言 

・体外診断用医薬品の非臨床試験の構築（株式会社キアゲン社との共同開発支援契約提出中） 

・QMS 省令の構築（イーコンプライアンス社とのコンサルタント契約締結） 

事業を進めていく中で、非臨床性能試験の重要性を認識したため、計画を策定して早期に実施し、

PMDA への薬事申請へと進める予定へと変更した。 

 

1.8.2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 

薬事申請 医師へのアピールやプロモーション活

動はどうされているか。薬事申請を行うた

めにも、先ずはＰＭＤＡの事前相談を早期

に行うべきではないか。また、保険適応に

ついても薬事申請と学会での発表等は重

要な部分である。中国での違法なコピー製

造の防止策として、逆に情報を公開して権

利を主張していくやり方もある。 

PMDA の事前相談は準備中であり、申請

してから 3 か月ほど必要なので、現在資料

等を整えている。また学会発表も重要なご

指摘部分である。また、特許成立のため、

平成 26 年 12 月 26 日付で出願し、現在早

期審査依頼中である。 

知財対応 知財について何か取り組みはされてい

るか。 

以下の内容のとおり特許を出願した。 

出願番号：特願 2014-265856 

名  称：遺伝子発現解析による大腸が

んの検出 
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領域 指摘事項 対応 

出願日 ：平成 26 年 12 月 26 日 

出願人 ：株式会社キュービクス 

中国での違法なコピー製造の防止策と

して、逆に情報を公開して権利を主張して

いくやり方もある。 

貴重なご意見をいただきましたので、

PCT 出願国として検討をしていきたい。 

技術・評価

面 

今回の開発で膵臓がんの早期発見をア

ピールできれば、検査の需要も増えるので

はないか。 

膵臓がんは無症状のケースが多く、黄疸

や背部痛、突然の糖尿病発症などの症状が

出てからでの発見ではすでに進行してい

るケースが多い。また治療も腫瘍の大きさ

が 1cm までは予後がいいが 2cm を超える

と極端に生命予後が悪い。今回の開発で血

液検査だけで膵臓がんの有無について判

定することができれば膵臓がんの早期発

見が可能になり、治療に結びつけることが

できます。 

その他事業

化全般 

体制図の中のキュービクスとキアゲン

の関係性について、ライセンス料を支払う

のはどちらか。 

キットの製造販売承認申請をキュービ

クスで予定しております。事業化ではキッ

トはキュービクスが医療用医薬品卸業（ス

ズケン、アルフレッサ等）に向け販売して

いきます。パテント、ノウハウはキュービ

クスに存在しています。 

今回開発する検査装置と検査キットは

それぞれ誰が製造するのか。 

製造は双方とも株式会社キアゲンが製

造いたします。 

上市計画については海外が先であるが、

治験等はどうしているか。 

ドイツの ZMO という会社で欧州人を対

象に臨床研究を実施している。主な目的は

人種差によってがんと非がんを判別する

遺伝子群に特殊な差があるかどうかを見

極めております。また、本年（2014 年）7

月米国マイアミ大学の Center for Liver 

Disease Eugene R Schiff 教授と米国で

のPilot Studyを打診し了承を取り付けた。

現在、米国における臨床研究の順次段階に

入っている。 

 

1.9平成 27 年度以降の事業化計画 

1.薬事関連 

 ・PMDA 臨床性能試験実施のための対面助言 

 ・臨床性能試験計画書の確立 

 ・金沢大学附属病院倫理委員会への臨床性能試験実施申請 

 ・関連病院（富山県立中央病院、富山市立富山市民病院、市立砺波総合病院、国立病院機構金沢医

療センター、石川県済生会金沢病院、福井県済生会病院、市立敦賀病院）への臨床性能試験案内 
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 ・臨床性能試験立ち上げのためのキックオフ Meeting の開催 

 ・臨床性能試験の実施 

 ・試験結果のまとめ 

 ・PMDA 申請前相談の実施 

 ・本検査キットの製造販売承認申請 

 

2.知財関連 

 ・出願特許の早期審査請求 

 ・顧問弁護士との顧問契約 

 ・PCT 出願 

  

3.本検査キットの評価 

 ・臨床性能試験結果による本検査キットの評価、論文化 

 

4.組織の拡充 

 供給体制（100 万人が使う場合を想定した想定） 

生産体制：工員 30 人 4,250 個/日 生産 100 万人規模の受注に応えられる 

出荷体制：出荷スタッフ 10 名 全国約 100～150 の販売先に発送 

受注体制：受注スタッフ 5 名 全国約 100～150 の販売先からの受注 

経理体制：請求書等の作成、発送、社内増員に伴う社内経理 合計 20 名 

 

領域 検討・実施すべき事項 

薬事申請  PMDA 臨床性能試験実施のための対面助言 

 臨床性能試験計画書の確立 

 金沢大学附属病院倫理委員会への臨床性能試験実施申請 

 関連病院（富山県立中央病院、富山市立富山市民病院、市立砺波総合病院、国立病院

機構金沢医療センター、石川県済生会金沢病院、福井県済生会病院、市立敦賀病院）

への臨床性能試験案内 

 臨床性能試験立ち上げのためのキックオフ Meeting の開催 

 臨床性能試験の実施 

 試験結果のまとめ 

 PMDA 申請前相談の実施 

 本検査キットの製造販売承認申請 

 体外診断用医薬品製造業届出 

知財対応  出願特許の早期審査請求 

 顧問弁護士との顧問契約 

 PCT 出願 

技術・評価面  臨床性能試験結果による本検査キットの評価、論文化 

その他事業

化全般 

 生産体制：工員 30 人 4,250 個/日 生産 100 万人規模の受注に応えられる 

 出荷体制：出荷スタッフ 10 名 全国約 100～150 の販売先に発送 

 受注体制：受注スタッフ 5 名 全国約 100～150 の販売先からの受注 
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 経理体制：請求書等の作成、発送、社内増員に伴う社内経理 合計 20 名 
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1.10 3 年間の委託事業の振り返り 

1.10.1自己評価点 

B：当初目標を達成した。 

 

 

 

1.10.2自己評価理由 

大腸がん検査キットは検査に必要な遺伝子と内容物の確定も完了し、感度 86％、特異度 100％と予想

以上の性能が確認できた。また PMDA への事前相談など、治験計画も進んでいる。海外戦略としてドイ

ツ ZMO 社及びアメリカのマイアミ大学での臨床試験の交渉も進行中である。 

リアルタイム PCR 自動分注装置は医療機器届出が完了し、検体自動処理において正しい検査結果が得

られることが確認できた。 

(1) 大腸がん検査キット 

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。 △一部
SWOT分析は十分に行っていますか。 △一部
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。 △一部
マーケティング戦略（市場のセグメント化、ターゲットとするセグメント、自社のポジショニング等）は明確になっていますか。 ○十分
会社としての経営戦略上、当該製品の位置付けは明確になっていますか。 ○十分
臨床試験、申請、認可まで想定したスケジュールは明確かつ妥当ですか。 ○十分
コア技術の開発戦略は明確になっていますか。 ○十分
どのような効果があるか明確になっていますか。 ○十分

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

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 ○十分
上市までに必要な開発費の想定、その調達計画はできていますか。、 △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。 △一部
新医療機器、改良医療機器、後発医療機器のどれに該当するか整理できていますか。 ○十分

機器のリスク分類で、I～IVのどれに当たるか整理できていますか。 ○十分
臨床試験の必要性の有無が明確になっていますか。 ○十分

PMDAとの調整が進んでいますか。 △一部
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。 △一部
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。 △一部
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。 △一部

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。 △一部
意匠等の他の産業財産権について検討していますか。 △一部
知的財産の権利化またはノウハウ保護に対する予算・体制・規程は確保されていますか。 ○十分

模倣品・侵害者が現れたときの対応について明確になっていますか。 △一部
販売チャネルは明確になっていますか。 ○十分
当該製品の供給（生産、物流）体制は明確になっていますか。 ○十分
当該製品のアフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制は明確になっていますか。 ○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。 △一部
想定価格は顧客が感じる価値に見合ったものですか。 ○十分
製造原価（あるいは提供コスト）は明確になっていますか。 ○十分
売上、コスト（変動費・固定費）、利益、減価償却等を考慮した計数的な計画は明確になっていますか。 ○十分
十分な収益性が得られることが明確になっていますか。 ○十分
事業拡大に伴い、どのタイミングでどのような人材・資金がどの程度必要になるか明確になっていますか。 △一部
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。 ○十分

事業
収支

その他

市場

基本
戦略

開発
戦略

薬事

知的
財産

販売・
物流
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20 個の遺伝子を測定することで、大腸癌陽性／陰性を判別する事が可能であり、現時点での検証では、

感度 86％、特異度 100％である。遺伝子の選択及び判別方法は生物統計家による専門的な統計的手法に

よって行われた。この 20 個の遺伝子および判別方法は特許出願済みである。 

(2) リアルタイム PCR 自動分注装置 

医療機器届出が完了し、検体自動処理において正しい検査結果が得られることが確認できた。検体自

動処理には必須である検体処理プログラムは本事業の成果の一つであり、株式会社キュービクスに所有

権がある。（ノウハウとして所有） 

 

1.10.3 3 年間の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 

研究体の良好な意思疎通のため進捗と課題を相談する機会をもう少し設けるべきだった。本事業にお

ける発明事項の出願も本事業終了間際になった。また薬事承認申請については特殊な情報網や情報が必

要であることを痛感し、薬事承認申請に関し相談できるコンサルタント企業をコンソーシアムに入れる

必要性を感じた。資金面では 2 年目から事業管理機関に変わったため資金調達に苦労した。金融機関と

の綿密な折衝が必要であった。 

 

（2）事業の進め方 

PMDA への相談に際し、検査キットの非臨床試験の実施の必要性が浮き彫りにされてきたため事前相

談申請が遅れた。検査キットにおける遺伝子の絞り込みや判別式が出来上がった状態で、非臨床試験の

ことも踏まえ、PMDA にもう少し早く相談すべきであった。 

 

（3）その他 

検査キットの販売に際し、キュービクス分の売上をさらに増やすため体外診断用医薬品販売業の業許

可取得について検討が必要になってきている。また、本事業で使用している試薬は海外製品が多く、発

注から納品まで時間がかかるケースが散見された。本事業に必要な試薬量の適切な確保に留意すべきで

あった。事業化された後も安定供給のため重要な案件と認識している。 

 

1.11 事業に関する連絡窓口 

 

株式会社キュービクス 事業開発部 宮崎 義孝 

〒921-8836 石川県野々市市末松 3丁目 570 

電話: 076-201-8821 / FAX: 076-248-8832 / E-mail:  

 


