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放射線治療で培われた高精度線量計開発技術を応用した
「 X線透視像に写らないSOF線量計」

北海道大学、太宝電子(株)、(株)アキュセラ

太宝電子は、マイクロコンピュータやＦＰＧＡなどのデバイスを組み込んだ電
子機器の設計・製造を得意としている。平成19～21年度に採択されたNEDO
プロジェクトにおいて、アキュセラと動体追跡装置の開発に参画し、制御装置
の設計・製作を担当。現在、島津製作所が薬事承認を目指して開発中の動
体追跡装置へ制御装置をOEMとして提供するなど、放射線関連医療機器の
開発・設計にも取り組んでいる。（札幌市、資本金５千万円、従業員数７名）

高度な設計・製造技術を新しい医療機器開発へ

Ｘ線による被曝の管理は重要だが測定されていない

H24-050

 CT装置の普及やX線透視による血管内治療（IVR）の普及に伴い、医
療におけるX線被曝量は増加しつつある。

 国際的には長時間のX線被曝による皮膚障害が指摘されており、
FDAでは医療機器メーカに対して照射量を管理するよう規制。

 一方、Ｘ線透視の妨げとならず、リアルタイムでピンポイント計測が可
能な線量計が無いため、患者の被ばく線量管理は行われていないの
が現状。

 従来の透視Ｘ線用線量計は感度が低いため大きく、また、Ｘ線透視画
像にもわずかに写る。また、小型の半導体式の線量計では、金属
ケーブルなどがX線透視像に写ってしまうという問題点があった。

 シンチレータ（放射線によって発光する蛍光物質）が放射線で光る性
質を利用し、プラスチック製光ファイバで測定装置まで導くことにより、
高感度かつＸ線に写らない線量計を開発した。

プラスチックだけでX線をリアルタイムで高精度に計測

SOF線量計による包括的な被曝線量管理システム

・リアルタイムで積算線量を表示
・装置へのフィードバック

検出部に配置して
X線出力を制御

頚部に配置
して甲状腺

線量をモニタ

防護眼鏡に配置して
水晶体線量をモニタ

対象領域に配置して
皮膚線量をモニタ

SOF線量計

放射線皮膚障害を未然に防ぐため、皮膚表面に
貼り付けられる小型の線量計が求められている。
従来の線量計はＸ線透視像に写っているが、
SOF線量計はＸ線透視像には写らないという特
徴を持っている。

Class II

機密性○

（株）島津製作所
・製造に関する薬事指導

申請

研究機関

北海道大学
• 基盤研究
• 技術シーズの提供
• 有効性、安定性の検証
• 材料評価

医療機関

北海道大学病院
• ニーズの提供
• 臨床エビデンスの構築
• 開発機器の導入・普及

医薬品医療機器総合機構
（PMDA）

米国食品医薬品局（ＦＤＡ）

第三者認証機関等

承認
認証

コンソーシアム図

顧客（国内、海外）

治験等の
コーディネート

事業管理機関 PL

製造業（取得予定）

太宝電子（株）
• 試作品の開発・製作
• 技術・技能の提供
• 部品の供給
• 生産プロセスの確立

中

製造販売業（取得予定）

アクロバイオ（株）

• ニーズの調査
• 市場の動向調査

• 薬事・市場化を見据えた
製品の企画

中

有識者委員会
• プロジェクトへのアドバイス
• 学会を通した広報支援など

北海道臨床開発機構

・臨床に関する薬事指導

データ
の提供

技
術
指
導

製造販売業

（株）アキュセラ

• 製造販売業許可および
薬事取得に関する指導

中
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1. 研究開発の概要 

 

1.1 研究開発の背景・目的及び目標 

１）研究の目的 

IVR(Interventional Radiology)などの長時間の X線被ばくによる皮膚障害が指摘されていながら、Ｘ線透視

の妨げとならず、リアルタイムでピンポイント計測が可能な線量計が無かった。線量計測の基準となる電離箱線

量計や半導体式の線量計では、空気や金属ケーブルなど、生体と大きく異なる密度の物質が使用されている

ため、X 線透視像に写ってしまうという問題があった。そこで、放射線治療分野において開発された、シンチレ

ータと光ファイバを組み合わせた SOF線量計（Scintillator with Optical Fiber Dosimeter;以下 SOF線量計）を

応用して、近年問題となっている IVR 施行時における患者の皮膚線量および術者の被ばく防護のためのリア

ルタイム線量測定を行うことにより、包括的な被ばく線量管理システムの構築を行う。 

IVRでは、長時間のX線透視を行うため、患者の被ばくのみならず、手技を多数行う術者の被ばく管理も重

要である。特に、水晶体が被ばくすることによる白内障発生のリスクを抑えるために、リアルタイムで被ばくをモ

ニタし、過剰な被ばくを受けないような線量計の開発が臨まれている。 

２）研究の概要 

本研究では、①汎用型、②術者被ばく用、③患者被ばく用の 3 種類の線量計を開発することを目的とし、ま

ずは平成 24 年度のプロトタイプ機を汎用型として完成させ、医療機器としての制約を受けない製品として平成

25年度中に上市する。また、術者被ばく測定で最も関心の高い水晶体被ばく測定へ対応するための小型プロ

ーブを試作する。また、汎用型をベースとして、術者被ばく用に最適化された小型化プロトタイプ機の設計を行

うとともに、患者被ばく測定用（薬事承認品）の検討を継続する。 

これまでに開発された SOF 線量計システムでは、エネルギー依存性が知られていたが、患者の皮膚被ばく

に関しては、直接 X 線による被ばくが大部分であるため、X線管電圧およびフィルタの情報による補正方法が

有効であると考えられる。しかし、術者の被ばくにおいては、透視 X 線が患者で散乱され、X 線のエネルギー

が複雑に変化するため、エネルギー感度依存性をできる限り小さく抑えるための研究開発を行う。 

平成 24 年度に作成したプロトタイプ機を用いた基礎的な性能評価に加えて、シミュレーション計算によって

構造および信号処理の工夫により、X 線管電圧 40～110kV の広い範囲においてエネルギー依存性 1%以下

に改善できる可能性が示唆されたため、当初予定であったエネルギー依存性±5％以下（60～120kVp）を実現

させる。 

また、術者被ばくでは低線量率での線量測定精度を担保する必要があるため、プローブの高感度化も進め

る。 

 

３）実施内容 

①  SOF 線量計の精度向上（国立大学法人北海道大学） 

ア エネルギー感度依存性の改善 

測定対象によらず、エネルギー依存性は SOF 線量計の基礎性能として重要な項目の一つである。平成 24

年度に得られた検討結果から、構造および信号処理を工夫することにより、エネルギー感度変化を 1%以下に

抑えられる可能性が示唆されたため、実測による効果の実証を行う。北海道大学が所有する高精度な信号処

理装置を用いて基礎的な検討を行い、得られた知見を元に、太宝電子㈱へ実装を依頼する。また、術者被ば

くにおいては、散乱 X線による被ばくが問題となるため、散乱 X線に対する測定精度の検討も行う。 

 

イ 汎用型プローブの開発 

平成 24年度の検討において、プローブ先端のシンチレータ形状制御方法をほぼ確立しているので、安定し

た品質を確保できる製作プロセスの検討を行う。シンチレータの量が感度のバラツキに影響するため、一定量

を正確に計量して配置できるシステムの開発を行う（外注）。また、プローブ先端のコーティングによる遮光能力

が計測精度に大きく影響するため、エポキシ樹脂に遮光剤を混入したコーティング剤を開発し、遮光性能と強

健性の両立を目指す。 
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ウ 術者被ばく測定用高感度プローブの開発 

術者被ばくでは、線量率が非常に少なくなるため、さらなる高感度化が求められるため、シンチレータの量を

増やす方策について検討する。また、シンチレータの量と感度の変化について、実測による評価を行い、シン

チレータ量の最適化を図る。一方、術者被ばくでは散乱 X 線による被ばくが問題となっているが、エネルギー

感度変化が測定の精度に大きく影響するため、エネルギー感度変化に配慮しながら高感度化を目指す。さら

に、プローブを配置する際の制限を少なくするために、汎用型（2.2mmφ）よりも細いプローブ（1mmφ）の開発

を行う。 

 

エ 患者被ばく測定用プローブ構造の検討 

患者被ばく測定においては、多点での測定が望まれていることから、装置のと融合も視野に入れた多点計

測が可能なプローブの構造について検討する。まずは体幹部領域（心臓カテーテル、肝塞栓術など）に対応

するため、汎用型および術者被ばく用として開発した細いプローブを多数配置する方法について検討する。 

 

② SOF 線量計システムの開発（太宝電子株式会社、国立大学法人北海道大学） 

ア 汎用型システムの製品化 

平成２４年度に開発したプロトタイプシステムの基礎性能（※１）を確認し、製品としての仕様値を外部機関に

おいて確認する。また、デザインの見直しや機能の充実を目的として、北海道大学、㈱アキュセラと共に市場

調査を実施し、ファームウェアの改修を行う。 

  さらに、北海道大学が考案したエネルギー依存性を大幅に改善するためのダブルディスクリ補正法の実装を

設計検討し、電子回路設計及びファームウェアの改修を行い、基礎性能の確認検討を行った後、20 台の製品

試作を行う。 

また、平成 24年度に製作したプローブ用コネクタと SOF線量計に追加して、プローブ用コネクタを延長した

場合、プローブの交換を容易に出来るよう新たに中継コネクタを 500個製造する。 

※１ 基礎性能一覧：安定性、再現性、線形性、エネルギー依存性、方向依存性、温度依存性、均質性、外乱

による影響 

 

イ 術者被ばく測定用 SOF 線量計システムの小型化に関する検討 

術者用途として小型軽量化したSOF線量計を開発する。平成２４年度にて開発した SOF線量計プロトタイプ

システムをベースとして、表示機能の縮小化、バッテリーの軽量化、新しい超小型光電子増倍管を用いるなど

システム全体の小型化について検討する。今年度は評価用簡易装置の製作による検討とし、外形を含むデザ

インなどの検討については平成 26年度以降に行う。 

 

③ 製品化に向けた検討（株式会社アキュセラ、国立大学法人北海道大学） 

ア 患者の被ばく管理に関する検討 

昨年度に引き続き、IVR における患者の被ばく線量評価のリアルタイムでの線量測定法を検討する。実際

の IVR の施術体系における現実的な運用方法について可能性を探る。また、プロトタイプ機を用いたファント

ム実験を行い、患者被ばく管理フローについて確認する。ファントムを用いた疑似 IVR 施術体系を構築し、水

晶体や甲状腺などのリスク臓器におけるリアルタイム線量測定を試みる（外部協力機関に外注）。さらに、SOF

線量計を利用し、透視照射野内でのリアルタイム皮膚線量測定を試みる。また、透視方向の変化に応じて、柔

軟に対応できるような機構についても考慮し、プローブの配置方法を検討する。 

 

イ 術者の被ばく線量管理に関する検討 

IVR などの長時間手技では、術者の被ばくによる重症な障害として、白内障や皮膚癌などが想定される。こ

れらの障害発生事例と管理状況について医療機関を訪問して調査を行い、適切な被ばく線量管理を行うため

の運用方法について検討する。また、SOF 線量計を防護眼鏡、甲状腺プロテクタ等の内側に配置し、ファント

ムを用いて疑似 IVR 施術体系を構築して、施術体系（オーバーチューブ、アンダーチューブ、斜入射など）や

透視条件（管電圧、電流など）を変化させたときの、リスク臓器でのリアルタイム線量測定を試みる。 
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ウ SOF 線量計の薬事取得に関する検討 

薬事承認取得に関して、線量計の安全性、性能の必要条件（精度、再現性、エネルギー依存性、方向依存

性、温度依存性、直線性、動作安定性、耐久性など）を調査する。また、製品事業化を成功させるために、国

内における類似医療機器開発品の薬事情報を調査し、販売展開を目指した市場調査、及び、ニーズや他の

シーズについて調査する。これらの調査を円滑に進めるために、コンサルタント業者に協力を依頼する。 

 

④ SOF 線量計の臨床評価（国立大学法人北海道大学） 

ア 術者被ばく測定に関する臨床使用の検討 

汎用型 SOF線量計システムを用いて、プローブを防護眼鏡やプロテクタ等の内側に配置し、実際の IVR施

術中における術者のリアルタイム線量測定を行った場合の問題点について抽出する。特に、大きさ・重量・配

置のしやすさなど、実用面での制約や改良点について検討する。施設ごとに被ばく防護具の装備や使用方法

が異なる可能性があるため、アクロバイオ社（アドバイザー）に協力を依頼し、北海道大学病院以外の医療機

関として、東京都内の複数の病院に機材を持ち込み、実際の測定を行う際の問題点や改良点について調査

する。 

 

イ 患者被ばく測定に関する臨床使用の検討 

製作した汎用型 SOF 線量計システムを用いて、寝台上における線量分布を測定し、多点化する際の測定

点密度について検討する。特に、斜入射の場合、患者皮膚表面と測定点の距離が離れる可能性があるため、

有効な測定範囲について検討する。また、アクリル板などに簡易プローブ（光ファイバのみ）を配置し、透視へ

の影響などについて検討する。 

 

⑤ プロジェクトの管理・運営（国立大学法人北海道大学） 

あらかじめ計画されている伴走コンサルティングなどに加えて、プロジェクト全体の指揮を執り、経費執行の

進捗状況などを随時把握するため、キックオフミーティングでの全体オリエンテーション、外部有識者を含めた

アドバイザー７名に対する有識者委員会、成果報告会での進捗状況の報告・確認・検討を実施し、プロジェクト

の進行を適切に管理する。また、日本国内、米国、欧州での特許出願に係る請求書類作成を弁理士に依頼

する。 

 

 

1.2 研究開発体制 

 (１) 研究組織及び管理体制 

１）研究組織（全体）   

  
 

乙 

国立大学法人北海道大学 

株式会社アキュセラ 

太宝電子株式会社 
再委託 

再委託 

総括研究代表者（ＰＬ） 

国立大学法人北海道大学 

教授・石川 正純 

副総括研究代表者（ＳＬ） 

太宝電子株式会社 

技術総括部長・五十嵐 俊之 

アドバイザー 

 株式会社島津製作所 

 アクロバイオ株式会社 

 北海道臨床開発機構 

【有識者委員会委員】 

 愛知医科大学・石口恒男教授 

 帝京大学・古井滋教授 

 久留米大学・安陪等思准教授 

 

助言 
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２）管理体制 

   ①事業管理機関 

    ［国立大学法人北海道大学］  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   ②（再委託先） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 管理員及び研究員 

    【事業管理機関】国立大学法人北海道大学 

①管理員 

氏 名 所属・役職 実施内容（番号） 

石川 正純 

佐藤 千佳子 

医学研究科・教授 

医学研究科・事務補佐員 

⑤ 

⑤ 

 

②研究員 

氏 名 所属・役職 実施内容（番号） 

石川 正純(再) 

作原 祐介 

立石 謙太 

斉藤 こず恵 

吉田 聖香 

医学研究科・教授 

医学研究科・助教 

医学研究科・学術研究員 

派遣職員 

派遣職員 

①、②、③、④ 

③、④ 

①、②、③、④ 

①、②、③、④ 

①、②、③、④ 

再委託 

 

学 長  医学研究科長 

太宝電子(株） 

(株)アキュセラ 

医学系事務部 会計課外部資金担当 

先端医学講座 分子追跡医学分野 

営 業 部 東京営業所 

工 場 

 取締役社長 

技 術 部 

総務経理部 

太宝電子株式会社 

営業部 

技術開発事業部 

代表取締役 

経理部 

 

品質管理部 

株式会社アキュセラ 
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③アドバイザー 

氏 名 所属・役職 実施内容（番号） 

三品 幸男 

諸岡 直樹 

古畑 優 

稲毛 富士郎 

石口 恒男 

古井 滋 

安陪 等思 

株式会社島津製作所 医療機器事業部・部長 

株式会社島津製作所 医療機器事業部・課長 

アクロバイオ株式会社・代表取締役社長 

北海道臨床開発機構・プロジェクトマネージャ 

愛知医科大学医学部放射線医学講座・教授 

帝京大学医学部放射線科学講座・教授 

久留米大学医学部放射線医学教室・教授 

①、②、③、④ 

①、②、③、④ 

①、②、③、④ 

③、④ 

①、②、③、④ 

①、②、③、④ 

①、②、③、④ 

 

【再委託先】 

太宝電子株式会社 

氏 名 所属・役職 実施内容（番号） 

五十嵐 俊之 

中川 啓治 

馬場 一朗 

技術部 工場長兼技術総括部長 

技術部 

技術部 

② 

② 

② 

 

株式会社アキュセラ 

氏 名 所属・役職 実施内容（番号） 

石野 好昭 

上總 中童 

伊藤 卓 

品質管理部・総括製造販売責任者 

営業部 

技術開発事業部 

③ 

③ 

③ 

 

 

 (３) 経理担当者及び業務管理者の所属、氏名 

（事業管理機関） 

   国立大学法人北海道大学 

（経理担当者） 医学系事務部会計課外部資金担当 係長 中川 雅貴 

（業務管理者） 医学研究科 教授 石川 正純 

 

 

（再委託先） 

    太宝電子株式会社 

（経理担当者） 総務経理部 村中 勉 

（業務管理者） 工場長兼技術総括部長 五十嵐 俊之 

 

    株式会社アキュセラ 

（経理担当者） 経理部 相澤 百合 

（業務管理者） 品質管理部 総括製造販売責任者 石野 好昭 
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1.3 成果概要 

 

1.3.1 開発製品「極小シンチレーション光ファイバ線量計（MIDSOF）」 

【訴求ポイント】 

MIDSOF は、長時間の X 線透視を必要とする心筋梗塞・脳梗塞などの Interventional Radiology (IVR: 血

管内治療)において、患者の被曝線量をリアルタイムで計測することで過剰な照射を防ぎ、晩発性皮膚障害の

可能性を低減することができる。太宝電子が有する精密電子機器設計・製造技術により、単体で動作する線量

計システムを完成させ、平成 26 年 1 月に非医療機器として上市した。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製品名 極小シンチレーション光ファイバ線量計 一般的名称 － 

クラス分類 非医療機器 許認可区分 － 申請区分 － 

製造販売業者 － 製造業者 太宝電子株式会社 

販売業者 アクロバイオ株式会社 その他（部材供給）  
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に：  ） 

薬事申請時期 － 年 － 月 － 年 － 月 

上市時期 2014 年 1 月 2015 年 1 月 
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1.3.2 事業化計画 

【事業化計画の要旨】 

製品名 極小シンチレーション光ファイバ線量計 一般的名称 － 

クラス分類 非医療機器 許認可区分 － クラス分類 非医療機器 

製造販売業者 － 製造業者 太宝電子株式会社 

販売業者 アクロバイオ株式会社 その他（部材供給）  
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に： アメリカ、ドイツ、イギリス ） 

薬事申請時期 － 年 － 月 － 年 － 月 

上市時期 2014 年 1 月 2015 年 1 月 

想定売上 3 億円/年 （上市後 3年目） 15 億円/年 （上市後 3年目） 

市場規模 15 億円/年 （上市後 3年目） 150 億円/年 （上市後 3年目） 

想定シェア 20 % （上市後 3年目） 10 % （上市後 3年目） 

 

(1) 事業化に向けた現状ステータス 

 

(a) 機器の開発（実証）目標達成状況 

非医療機器として平成 26 年 1 月に上市した。

性能については改善の余地がある。 

 

(b) 薬事対応状況 

本事業においては非医療機器として販売する。 

 

(c) 知財確保状況 

基礎特許は日本および米国で取得済み。 

関連特許を平成 24 年度に申請し、平成 25 年度

に PCT 出願を行った。 

 

(d) その他（事業化体制等）の整備状況 

ビジネススキームをより強力なものとするた

めに、国内医療機関の放射線科（特に診断分野）

に数多く足を運んでいる業者が販売元となる

ことにより、業者のブランドネームおよび確か

な商品知識を足がかりとして、販路の拡大を図

る。また、医療現場、特に滅菌が必要な環境で

使用することを前提としているため、薬事製造

業・製造販売業を既に取得し、自社での製品開

発を行っている企業に一部製造委託を行うこ

とで、より安全で高品質な製品の販売を目指す。 
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(2) 市場性（想定購入顧客）の検討結果 

2012 年の統計によると、血管造影システムを設置し

ている病院数は 2,039 施設であり、初年度国内シェア

1%とした場合、20 施設となる。現在、ほぼ同数の施

設数より問い合わせを受けている。検査件数の多い

施設からのヒアリングを行った結果以下の 2 点が顧

客層として挙げられる。 

まず全国におけるⅩ線透視下にて血管内治療を行

っている施設が顧客対象となる。対象は患者ならび

に医療従事者双方があり、現場のニーズと要件を満

たすことで大きな市場開拓が可能となる。 

次に健康診断でⅩ線透視による胃部検査、マンモ

グラフィならびに PET-CT 検査を行っている施設で、

健常な被検者にとって必要最低限の放射線被ばくに

抑えたい、または被ばくによる今後の影響を心配す

る声に応えるとともに、個人線量管理を診断結果に

表記することで検査の質と透明性を高めることがで

きる。 

また、機器組込型プローブを開発する場合には、血

管造影システムの国内設置台数が 4,270 台（2013 年

の統計）であり、面積線量計に置き換わる形で普及

することな可能となれば、大きな市場規模となりう

る。 

 

(a) 医療現場でのニーズ 

放射線の影響は若年層ほど大きいことが知られて

おり、長時間の放射線被曝を伴う検査手技について

は、より厳しい管理が求められている。米国では、

Image Gently という Web サイトが公開されており、

小児の被曝を適切に管理し、低減を促すよう広くア

ピールしている（資料３参照）。その中では、具体的

な被曝管理および低減のための提案がされており、

「過去の被曝歴を尋ねる」「放射線感受性の高い臓器

への被曝を避ける」「1 回 2Gy または積算 3Gy 以上の

被曝について注意深く観察する」「あらゆる線量を推

測可能な測定値を記録する」「データベースによる管

理を行う」などの方針が示されている。 

 

(b) 現状における問題点 

標準的な線量計としては、電離箱が挙げられるが、

X 線診断では検出器部分やケーブルが X 線透視画像

に明瞭に写ってしまい、診断や治療の妨げとなる。

現時点では X 線透視下の治療・診断に有効な個人線

量計が存在しないため、医療機器として扱われてお

らず、患者の被曝線量管理は行われていない。した

がって、現時点の IVR 実臨床では、面積線量計を用

いて、普段よりも多いか少ないか、当てすぎていな

いか、という管理目的に使われていると認識してい

る。 

しかし、本来管理すべきは、透視による障害が発

生することを未然に防ぎ、将来的な被曝に対しても、

適切な管理が行えるように、被曝線量を記録するこ

とである。このことは、現在は医療行為においては、

被曝の正当性の元に看過されているのが現状である。

また、面積線量計を代表とする各測定装置によって

出力される値は、装置固有の単位であることが多く、

統一された線量指標ではないことから、適切な被曝

線量が管理されているとは言い難い。 

 

(c) 本機器の想定顧客および市場規模 

① 国内 

2012 年に発行された「新医療」データによると、

血管造影システム設置病院数は全国で 2,039 施設

ある。これらの施設の内、血管造影システムを 2

台以下しか保有していない施設での線量計購入

見込みを 70%、3 台以上保有している施設での線

量計購入見込みを 100%とすると、国内での市場

はおよそ 1,500 施設が対象となる。まずは開発母

体となる北海道地区および販売母体となる東京

地区での市場開拓を目指し、徐々に全国展開を行

う。また、近年では、CT 撮影による被曝への関

心も高まっているため、CT 撮影における SOF 線

量計の有用性を検討し、さらなる市場拡大を図る。 

 

② 海外 

海外、特にアメリカにおいては FDA による X

線被曝の規制が厳しくなる傾向にある。血管造影

システムへの線量計取り付けの義務化など、リア

ルタイム測定の重要性が認識されつつある。海外

における血管造影システムの保有台数について

は現在調査中であるが、国内の 10 倍以上の市場

が存在すると見込んでいる。特に、小児被曝の問

題は世界でも重要視されているため、一般診断用

X線に対する線量測定用途での販売も視野に入れ

れば、かなりの販売数が期待できると考えている。 

また、スウェーデン RTI 社を訪問し、RTI 製品

に接続可能な機器として OEM 化できるかについ

て、検討を進めている。RTI 社からは性能評価を

して良い製品だと確認できれば検討してみても

良いという返事もらっている。これまでにも、イ

タリアの会社から同様の開発品紹介を受けたが、

検出器が大きいために採用が見送られたケース

があり、SOF 線量計の小ささは有利であるため、

引き続き検討を行うこととなっている。  
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(3) ターゲット市場における業界分析結果 

近年、Ｘ線診断装置における線量管理が重要視さ

れており、米国 FDA の要求事項や IEC 規格  

IEC60601-2-54 X 線透視撮影装置の製品個別規格、

IEC60601-2-43 IVR 装置の製品個別規格では装置

に実質的に面積線量計を組み込むことが求められて

いる。 

また、2013 年日本放射線技術学会秋季大会・医

療情報分科会シンポジウムにおいて、日本画像医療

システム工業会（JIRA）・DICOM 委員会委員の鈴木

真人氏より、医療被曝情報を適切に管理することの

重要性について述べられ、FDA の事故調査結果で

は、患者の線量履歴情報が分からず、線量限度が把

握できないという問題点が指摘されているとの報告が

あり、DICOM 規格として個人被曝管理が可能なよう

に規格変更を予定している旨の説明があった。 

さらに、放射線の影響は若年層ほど大きいことが

知られており、長時間の放射線被曝を伴う検査手技

については、より厳しい管理が求められている。米国

では、Image Gently というWebサイトが公開されてお

り、小児の被曝を適切に管理し、低減を促すよう広く

アピールしている（資料３参照）。その中では、具体的

な被曝管理および低減のための提案がされており、

「過去の被曝歴を尋ねる」「放射線感受性の高い臓

器への被曝を避ける」「1 回 2Gy または積算 3Gy 以

上の被曝について注意深く観察する」「あらゆる線量

を推測可能な測定値を記録する」「データベースによ

る管理を行う」などの方針が示されている。 

 

(a) 競合製品／競合企業の動向 

すでに市場で出ている放射線計測に関連する製品

としては、面積線量計や術者被ばくをリアルタイム

で測定表示する線量計が存在するが、関心領域を直

接計測することはできず、術中における患者の被ば

く線量および術者の甲状腺と水晶体モニタリングに

関しては現存するツールはない。 

(b) 競合製品／競合企業とのベンチマーキング 

これまでに販売されていた線量計と SOF 線量計の概

要は以下の通りである。X 線透視では認識されず、

プローブに電源を必要としない、X 線を用いた診療

において、診断・治療の妨げにならず、また患者へ

の感電リスクも発生しないという点では優位性があ

る。従来の SOF 線量計では、やや大きなエネルギー

感度依存性があったが、モンテカルロシミュレーシ

ョン計算による検討を元にプローブの構造を変更す

ることによって、透視でよく使われる透視管電圧 80 

kV に対する相対感度を±10%程度に改善できた（図 1

参照）。この改良により、エネルギー感度依存性は

Patient Skin Dosimeter (PSD)と同等となった。また、

PSD よりも低い線量までの測定が可能であることか

ら、本線量計の優位性が飛躍的に向上したと考えら

れる。 

 
SOF 線量計のポジショニング 

開発技術の種類 概     要 

スキンドーズモニタ 
(Skin Dose Monitor: SDM) 

 検出部に有害物質であるカドミウム(Cd)を用いていたため、現在は
販売されていない。 

Shadow Free Chamber（SFC） 
シ リ コ ン 半 導 体 皮 膚 表 面 線 量 計
(Patient Skin Dosimeter: PSD) 

 検出器部分やケーブルが X 線透視画像に明瞭に写ってしまうため、
診断や治療の妨げとなる。 

 実際に臨床現場での使用は困難な場合が多い。 

IVR 装置に装備されている面積線量
計 

 全照射線量を積算値として記録しているのみであり、特定部位の皮
膚線量を測定することは困難である。 

熱蛍光線量計 / 蛍光ガラス線量計 
X 線フィルム 

 事後評価となってしまうことから、放射線障害を予防することは困難
である。 

Gafchromic フィルム線量計  IVR ではアンダーチューブでの透視が一般的であるため、必ずしも
目視で確認できる部位に貼り付けられるとは限らない。 

SOF 線量計（本事業の製品）  X 線透視では認識されず、プローブに電源を必要としない。 
 X 線を用いた診療において、診断・治療の妨げにならず、また患者

への感電リスクも発生しない。 
 エネルギー感度依存性がある（通常使用範囲において±10%程度） 
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(4) ビジネススキームの検討結果 

１．新規市場の開拓 

 現在医療現場で使用される放射線計測機器は特定

の必要性を求められる場合を除き、広範な製品にお

いて購入を義務付けられていない。このような状況

下においては、まず売れるしくみとなる土台を築か

なければならない。病院にとって購入の動機となる

要因は、まず患者に対する医療の質向上、放射線防

護の徹底による医療スタッフの安全確保ができるこ

とを製品技術の新規性とともに説明できることであ

る。つぎにエビデンスによる被ばく低減効果、使い

方においてユーザーにわかりやすい親和性、さらに

製品が品質・性能ともに安定的に使用できる信頼性、

また予算を確保して購入できる価格設定を満たすこ

とである。 

 

２．製品展開と機会拡大 

 放射線計測分野は基本特性と応用技術を高めるこ

とにより広範な市場が期待できるため、医療用とし

て画像診断、血管内治療およびがん治療における市

場のみならず、放射線影響研究分野ならびに非破壊

検査等の産業分野での市場展開も可能になる。各ハ

ードウェア技術は顧客層の分析と現場の要望に基づ

く特徴を備えた機種を開発し、基盤技術を複数の製

品ラインナップに市場展開することが期待できる。

またハードウェアと同じくアプリケーションソフト

ウェアにも複数の製品を展開できる可能性があり、

バージョンアップや保守メンテナンス等、持続性の

ある市場として収益が期待できる。複数のソフトウ

ェア製品展開の例としては、計測結果を表示、保存

する機能に限定したエントリーモデルから、時系列

のトレンド表示やネットワークに接続し、様々な情

報と連携させる機能に対応したハイエンドモデルま

でバージョン展開が期待できる。そして市場ニーズ

は国内のみならず海外にも展開できるため、継続的

な発展が期待できる。 

 

 

 

 

３．事業戦略 

こうした構想を実現し、継続的に発展するうえで

は、しかるべき情報提供手段を計画しと実行した結

果を分析し成果を評価したうえで、修正と向上を図

っていくことが不可欠である。 

また後発の競合製品に対しては、技術的優位性と

ソフトウェアの充実による差別化戦略で追随を可能

にできないよう計画的に改良することと、投資回収

と並行して製造ならびに間接コストを削減できるよ

う継続的な投資が必要となる。 

最後に新規技術により新たな市場を創造し、マー

ケットリーダーとして存続し続けるためには、ブラ

ンドに対する顧客からの信頼を積み重ねていく日々

の努力こそが持続的な成長には欠かせない。顧客に

寄り添い、社会的存在価値を高めることで、先の戦

略の構築に有効な情報を集め、新たな価値を創造し

ていくことで揺るぎない存在であり続けることがで

きる。 

 

 

 

  

クロス SWOT による市場分析 

S: 強み 

・小型で X 線画像に写らない 

・使いやすい 

・臨床での使用に適している 

W: 弱み 

・単検出器仕様     ・普及性 

・耐久性           ・発展性 

 

 

・写らないメリットを活用してリアルタ

イムで臨床の線量測定可能 

・マンモグラフィ検診での活用 

・水晶体・甲状腺の被曝を最小限に

抑える（CT や脳血管 IVR） 

・DICOM 画像情報を活用することができる 

・病院システムと親和性が高いソフトウェアを開発 

・比較的被曝線量の多い検査や健康診断での被

曝をケアする 

O: 機会 

・ネットワークと接続 

・DICOM ヘッダー情報 

・重要臓器線量のモニタリング 

・画像診断機器全てでの利用 

・測定結果が検査情報と画像に反

映される 

・防護用具と組み合わせて遮蔽効

果を実測する 

・過照射防止の警告機能は臨床現場に役立つ 

・学会・研究会からの推薦 

・検診患者への情報提供 

・病院管理体制の強化 

T: 脅威 

・理論値のみによるソフトウェア 

・被曝管理に否定的な価値観 

・現場の反対意見 
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(5) 事業リスクの洗い出しと対応策の検討結果 
  

 洗い出された課題（隘路） 左記への対応策 

薬
事 

 薬事法には線量計に該当する明確なカテゴリー
が無い。 
 
 
 

 リスク分類では、患者の皮膚表面に触れる程度で
あるため、クラスⅠが妥当と考えられるが、電子
式ではクラスⅡになる可能性が高い。 
 

 薬事申請では、ISO13485 に準拠した品質管理体
制（Quality Management System; QMS）が求めら
れる。 

 薬事承認品とする場合には、熱蛍光ルミネッセン
ス線量計リーダー、またはその他の診断用 X 線関
連装置の改良医療機器として申請する必要があ
る。 
 

 クラスⅡでの医療機器では承認が必要となるた
め、基準を満たすことのできる性能と効果・効能
について精査し、改良を施す。 

 
 本体およびプローブの品質管理体制を強化する。
特に、プローブは患者に直接触れる部分であるた
め、薬事製造業および製造販売業許可を持ってい
るフジデノロ㈱に協力を依頼する。 

知
財 

 先行特許は、医療用途で調査した範囲では存在し
ないが、医療以外の目的での特許を含めた調査や
防衛特許を含めた知財戦略が必要である。 

 
 
 
 現時点では大学が特許権を保有しているので、ラ
イセンスアウトに関する契約が必要。 

 プローブ製造技術に関する特許出願については、
大学知財部との協議の結果、ノウハウ保護のため
に出願しない方が良いとの判断となったが、中国
などの模倣品対策としては特許出願が有効な場
合もある。 
 

 平成 26 年 1 月の上市を計画しているため、特許
権等実施契約書は既に作成済みである。現在、太
宝電子社の確認待ち状態である。 

技
術
・
評
価 

 現在開発中のシステムは、汎用性を考慮して、単
体動作の一点計測のみであるが、最大線量となる
位置を予め特定することは難しいため、多点での
計測が望ましい。 

 
 
 
 
 
 汎用型システムはユーザーが被曝管理に関心が
高くないと購入してもらえない可能性があるた
め、販路の拡大を目指した工夫が必要。 

 現在開発中のシステムにて基礎性能評価を行っ
た後、多点計測への拡張を検討する。特に、患者
の測定では携行の必要が無いため、据え置き型の
構造が可能である。多点計測を行う場合には光電
子増倍管を含む電子回路一式の価格が大きくコ
ストに影響するため、光電子増倍管以降の電子回
路設計を自社開発することによるコストダウン
を検討する。 
 

 保険点数化を含め、医療機関に取り入れてもらう
方法について厚労省に相談する。透視装置側への
法的な規制が導入されつつある背景から、面積線
量計に代わる測定装置としての位置づけを目指
して、透視装置の付属品 OEM として製品を供給
することにより販路拡大を目指す。 

そ
の
他
事
業
化
全
般 

 現在、あらゆる患者情報は病院医療情報システム
で管理されているため、線量測定の情報もこのシ
ステムと連携できることが望ましい。 

 
 現在は患者側の被曝量を規制する法律等が無い
ため、医療現場に浸透させるためには何らかの工
夫が必要。 
 
 
 

 放射線診断分野で製品を幅広く使ってもらうた
めには、販路の拡大が必要不可欠である。 

 DICOM-SR 規格に対応したソフトウェア開発を
行い、患者被曝管理システムを構築する。 
 
 

 PMDA および厚労省と相談し、管理料加算での保
険点数化を検討する。また、被曝線量を測定する
ことによるメリットを精査し、例えば、検診セン
ター、放射線防護具メーカーなどの関係機関に働
きかける。 
 

 平成 24~25 年度にアドバイザーとしてプロジェ
クトに参加していたアクロバイオ㈱をコアメン
バーに迎えてコンソーシアムの再編成を行い、放
射線診断分野への積極的な販売を展開する。ま
た、医療機器として販売するために、アクロバイ
オ㈱の製造販売業許可取得をコンソーシアム全
体で支援する。 
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(6) 上市（投資回収）計画の検討結果 

 

(a) 投資計画 

① 太宝電子株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 回収計画 

① 太宝電子株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区  分 費用（千円） 備     考 

技術開発 50,000  

技術開発においては、特性改善（特にエネルギー依存性の改善、線量
値の精度向上等）の他、多点計測を目的とした線量計開発、他の医療機
器とのデータ伝送技術の確立、海外仕様対応のための設計見直し、
FCC,IEC等の国際規格への技術準拠の確認などが必要となる。また、海
外展開を見据えた場合、ディスプレイおよびマニュアルの外国語表示対
応も必要である。また、付属する PCアプリの充実化も製品の使い勝手に
影響するため、継続した開発を行う。 

品質管理 15,000  

品質管理においては、将来的な薬事製造業取得に向けて、ISO13845品
質マネージメントシステムの確立を目指す。また、海外向け医療機器認
定に伴う諸業務や海外規格に対する製品の電気的安全性の確認
（FCC,IEC 規格の準拠確認）を行う。 

製造設備 10,000  

製造設備では、海外で主流になりつつある Rohzへ対応するため、製造
設備の更新を行う。また、薬事製造業取得のために、ISO13845に対する
製造ラインの対応を図るほか、低コスト化製造のための試験機、治具等
の装備化を行う。 

営業経費 5,000  
営業経費としては、市場調査のための活動、展示会出展、病院 等への
営業活動広告、宣伝等などを想定している。 

総計 80,000    

 

（単位：千円） 1 年目 2 年目 3 年目 
備     考 

 
H26 H27 H28 

国内シェア 1% 5% 20% 3 年目に国内シェア 20%を目指す 
国外シェア 0% 1% 5% 2 年目から海外展開を目指す 

国内販売数 15 75 300 国内市場を 1,500 施設と想定 
国外販売数 0 150 750 国外市場を 15,000 施設（国内の 10 倍）と想定 

卸売価格 500 500 450 量産化によるコストダウンを想定 
売上見込 7,500  112,500  472,500  3 年目目標売り上げ 5 億円 

利益率 20% 20% 30% コストダウンによる利益率の向上を想定 
利益見込 1,500  22,500  141,750  本事業の補填のより約 2.5 年で投資金額を回収 

 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

26 27 28

投
資

/回
収

金
額

（
千

円
）

年

投資額 80,000千円
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(c) 委託期間後を含めた事業計画 

 

 

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月 4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月 4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月 4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月 4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月 4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

汎用型SOF線量計

多点計測型SOF線量計

血管造影撮影装置搭載
型SOF線量計

医療現場で使用するた
めの製品開発

専用ソフトウェア開発

医療情報システムとの
連携を図るためのソフト
ウェア開発

臨床経験に基づく有用
性調査

市場調査

本委託事業における実
施内容

自主事業の内容

開発項目
2015(H27)年度以降

2015(H27)年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度
2012(H24)年度 2013(H25)年度 2014(H26)年度

A 情報収集
　・薬事・市場化を目指した製品企画
　・市場ニーズと仕様要件の調査
　・プロトタイプ機によるデモンストレーション
　　および潜在顧客の発掘

A 宣伝活動
　・学会展示会ならびに研究会でのプレゼン・
　　機器展示および宣伝広告
B 情報収集
　・製品のデモンストレーションおよび潜在顧
　　客からのフィードバック情報収集
　・薬事・市場化を目指した製品企画
　・現在までの完成品に対する販売活動
　・海外販売先の開拓
　・市場ニーズとそれを満たすアプリケーショ
　　ン仕様要件の調査
　・医療機器製造販売業許可申請

A 宣伝活動
　・学会展示会ならびに研究会でのプレゼン・
　　機器展示および宣伝広告
　・顧客フィードバックに基づく製品改良提案
　・現在までの完成品に対する販売活動
B 情報収集
　・海外販売先の開拓
　・市場ニーズとそれを満たすアプリケーショ
　　ン仕様要件の調査
C 自主開発
　・術者被ばく測定用SOF線量計システムの
　　小型化に関する検討

A 宣伝活動
　・学会展示会ならびに研究会でのプレゼン・
　　機器展示および宣伝広告
　・現在までの完成品に対する販売活動
B 情報収集
　・顧客フィードバックに基づく製品改良提案
　・海外販売先の開拓
C 自主開発
　・術者被ばく測定用SOF線量計システムの
　　小型化に関する検討
　・医療機器製造販売業許可申請

A 宣伝活動
　・学会展示会ならびに研究会でのプレゼン・
　　機器展示および宣伝広告
　・現在までの完成品に対する販売活動
　・海外販売先との売買契約
B 情報収集
　・製品のデモンストレーションおよび潜在顧
　　客からのフィードバック情報収集
　・顧客フィードバックに基づく製品改良提案
　・海外販売先の開拓
　・FDA/CEマーク取得に向けた情報収集

A 宣伝活動
　・学会展示会ならびに研究会でのプレゼン・
　　機器展示および宣伝広告
　・現在までの完成品に対する販売活動
　・海外販売先との売買契約
B 情報収集
　・製品のデモンストレーションおよび潜在顧
　　客からのフィードバック情報収集
　・顧客フィードバックに基づく製品改良提案
　・海外販売先の開拓
C 自主開発
　・FDA/CEマーク取得申請

①SOF線量計の精度向上
　・X線管電圧情報を取り入れた正確な線量
　　評価法の確立
　・エネルギー感度依存性の正確な評価と補
　　正法の確立
　・高感度プローブの開発
②SOF線量計プロトタイプシステムの開発
　・SOF線量計プロトタイプシステムの開発
　・専用遮光型光ファイバコネクタの製作
③製品化に向けた検討
　・患者の被曝管理に関する検討
　・術者の被曝線量管理に関する検討
　・SOF線量計の薬事取得に関する検討
④SOF線量計の安全性評価、臨床評価
　・プローブ先端被覆材の検討
　・患者の被曝に関する臨床評価
　・術者の被曝に関する臨床評価

① SOF線量計の精度向上
　・エネルギー感度依存性の改善
　・汎用型プローブの開発
　・術者被ばく測定用高感度プローブの開発
　・患者被ばく測定用プローブ構造の検討
② SOF線量計システムの開発
　・汎用型システムの製品化
　・術者被ばく測定用SOF線量計システムの
　　小型化に関する検討
③ 製品化に向けた検討
　・患者の被曝管理に関する検討
　・術者の被曝線量管理に関する検討
　・SOF線量計の薬事取得に関する検討
④ SOF線量計の安全性評価、臨床評価
　・術者被ばく測定に関する臨床使用の検討
　・患者被ばく測定に関する臨床使用の検討

①SOF線量計プローブの改良

・多点計測対応プローブの開発

・血管造影撮影装置搭載用プローブの開発

・滅菌可能なSOF線量計プローブの開発

②SOF線量計ハードウェアの改良

・多点計測を目的としたSOF線量計開発

・血管造影撮影装置との連携検討

③SOF線量計システムとしてのソフトウェア開発

・SOF線量計による線量情報提示システムの開発

・医療情報システムとの連携を図るためのソフトウェア開

発

④臨床使用経験に基づく有用性の検討SOF線量計薬事

取得に向けた準備

 ・自主臨床試験による有用性評価

 ・血管造影撮影装置搭載用プローブの有用性評価

 ・求められる性能に関する検討

 ・放射線治療用途への展開検討

⑤SOF線量計の市場規模調査

 ・国内外における市場調査

 ・国内における診断X線利用施設調査

 ・国内放射線治療施設の調査

薬事本相談／申請
要素技術開発

薬事戦略相談
性能評価

FDA/CEマーク取得申請製造販売業・製造業許可取得準備
製造販売業・製造業許可取得

上市 エネルギー依存性改良

性能評価 上市要素技術開発

性能評価 OEM供給開始要素技術開発

要素技術開発/環境構築

性能評価

提供開始

要素技術開発

性能評価要素技術開発

薬事本相談／申請薬事戦略相談

FDA/CEマーク取得申請

自主臨床試験

要求仕様への対応

国内外の市場調査

接続試験

接続試験 上市
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1.4 当該研究開発の連絡窓口 

 

【連絡先】 

〒060-8638 

札幌市北区北 15 条西 7 丁目 

北海道大学大学院医学研究科 

Tel: 011-706-7638 

Fax: 011-706-7639 

 

【研究代表者】 

北海道大学大学院医学研究科 

教授・石川 正純 

Tel: 011-706-7638 

 

【事務担当者】 

北海道大学大学院医学研究科 

事務補助員・佐藤 千佳子 

Tel: 011-706-7638 

 

【経理担当者】 

北海道大学大学院医学研究科 

会計係長・中川 雅貴 

Tel: 011-706-5008 

Fax: 011-706-7873 
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2. 本編 

2.1  SOF 線量計の精度向上（国立大学法人北海道大学） 

1. シミュレーションによるエネルギー依存性改善のためのプローブ構造の検討 

IVRの線量測定測定では、透視X線の線質が透視対象の状態に

よって自動的に管電圧やフィルターの有無によって変化するため、

エネルギー依存性は極力小さい方が望ましい。平成 24 年度の成果

報告において、モンテカルロシミュレーションの結果から、複数の信

号処理に分けて測定値を解析する「ダブルディスクリ法」を採用する

ことにより、管電圧 40~110 kVの範囲においてエネルギー依存性が

1%以内に抑えられる可能性が示唆された。しかし、ダブルディスクリ

法では、光電子増倍管からの高速アナログ信号処理技術が必要で

あり、ただちに実現することが困難であることから、プローブ構造の

工夫によるエネルギー依存性の可能性についてシミュレーションに

より検討を行った。 

モンテカルロシミュレーション計算による検討を元にプローブの構造を変更することによって、透視で

よく使われる透視管電圧 80 kV に対する相対感度を±10%程度に改善できた。この改良により、エネルギ

ー感度依存性は Patient Skin Dosimeter (PSD)と同等となった。SOF 線量計と PSD 線量計の線量線形性につ

いて比較したところ、PSD では 1mGy 以下から顕著に線量線形性が失われることが判明した。SOF 線量計

では、100μGy～20mGy の範囲において線形性が担保されており、低線量における測定精度が PSD よりも

良好であることが示唆された。今後、測定範囲を拡張して、線量線形性の範囲を確認する（従来品では

20μGy まで確認済み）。PSD よりも低い線量までの測定が可能であることから、本線量計の優位性が飛躍

的に向上したと考えられる。 
 

 

2. 製品としての品質を考慮したプローブ作成方法の検討 

SOF 線量計は、シンチレータからの微弱光を計測することにより線量を測定しているため、遮光構造は性能に

大きく影響する。そこで、エポキシ樹脂、エナメル樹脂、3D プリンタを用いたキャップ、プレス加工で製作した ABS

キャップによる遮光性能の比較検討を行った。 

従来から使用している市販のエナメル樹脂は、充分な遮光性能を有していることが確認された。しかし、エナメ

ル樹脂は比較的柔らかいため、機械的な強度に不安が残る結果となった。エポキシ樹脂では、顔料を任意の配

合比率で混入することが可能であり、基剤、硬化剤、顔料の比率を調整することにより、充分な強度と遮光性能が

得られることが分かった。 

 
図１ シミュレーション結果の一例 

 
図 2 透視 X線管電圧に対する感度変化。プローブの構

造を工夫してエネルギー感度依存性を改善。 
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図3 SOF線量計とPSD線量計の線量線形性性能比較。

SOF線量計は低い線量でも精度良く測定が可能。 
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次に、機械的な強度を担保するために、3D プリンタを用いて外枠を作成し、中に遮光性能のあるエナメル樹脂

を充填する方法についても検討したが、エナメル樹脂は乾燥とともに容積が減少するため、充分な遮光性能を得

ることができなかった。また、ABS を用いたプラスチックキャップによる検討では、充分な遮光性能と機械的強度を

得ることができた。 

 
 

図４ 遮光性能の比較検討 

 

3. 術者用プローブの作成検討 

術者被ばくでは散乱 X 線による被ばくが問題となっているが、エネルギー感度変化が測定の精度に大きく影響

するため、エネルギー感度変化に配慮しながら高感度化を目指す必要がある。また、プローブを配置する際の制限

を少なくするために、汎用型（2.2mmφ）よりも細いプローブ（1mmφ）の開発を行った。1mmφのケーブルは非常に

柔軟性が高いため、保護めがねにも配置できる可能性があるが、感度の点からは 2.2mmφに劣る。術者被曝測定

を目的とする場合、非常に線量率が低いと予想されるため、測定下限線量率について慎重に検討を進める必要が

ある。 

 

 

図 10  汎用型プローブ（上側）と細径プローブ（下側）の試作 
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2.2  SOF 線量計システムの開発（太宝電子株式会社、国立大学法人北海道大学） 

1. 汎用型 SOF線量計の完成 

平成 24年度に開発したプロトタイプシステムを元に、製品版の SOF線量計（製品名: MIDSOF）を完成させた（図

11）。設定メニューについても、線量計として装備すべき基本的な性能およびパラメータを変更できる仕様とし、さら

に、Bluetooth および USB を介したリモート通信機能の実装も行った。さらに、専用のキャリングケースのデザイン、

使いやすさについても検討した。 

   

図 11  製品版 SOF線量計（左）と設定メニュー（右） 

 

2. 電気的安全性の確認 

（１）環境試験 

電気製品としての基本的な安全性を試験するために、日本電子部品信頼センターに汎用型 SOF 線量計

（製品版）の環境試験を委託した。環境試験の内容は、温湿度サイクル試験、高温高湿放置試験、低温放置

試験、単体落下試験、梱包落下試験、振動試験の 6通りであり、各種試験条件は以下に示すとおりである。 

 

   ①温湿度サイクル（5 サイクル 120 時間） 

   20℃ 60%RH 2 時間～60℃ 90%RH 4 時間～ 

   20℃ 60%RH 2 時間～-30℃ 4 時間～ 

   ②高温高湿放置試験 40℃・90%RH 5 日 

   ③低温放置試験  -30℃ 5 日 

   ④単体落下試験 高さ 90cm 6 面×各 1 回 

   ⑤梱包落下  高さ 90cm ×各 10 回 

   ⑥振動試験(梱包状態) 加速度:±7.35m/sec2 5-50Hz  

   掃引時間:5-50-5Hz で 1 分、前後左右上下方向各 1 時間   

 
図 12  各種環境試験の様子 
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（２）EMC試験 

電気製品として外部機器への影響及びノイズによる外乱の影響を試験するために、株式会社 UL 鹿島に汎

用型 SOF線量計（製品版）の EMC試験を委託した。各種試験条件は以下に示すとおりである。 

 

 ①電磁放射・伝導試験 (EMISSION TEST) 

   試験規格： VCCI ClassB 

 ②イミュニティ試験 (IMMUNITY TEST) 

   試験規格： 医用電気機器 安全規格  JIS T 0601-1-2※ (IEC61000-4) 

   ※4-2（静電気）,4-3（放射）,4-4（ﾌｧｰｽﾄﾄﾗﾝｼﾞｪﾝﾄ／ﾊﾞｰｽﾄ） 

   4-5（ｻｰｼﾞ),4-6(伝導）,4-8（磁界）,4-11（電圧・瞬断・変動） 

 
図 13  各種環境試験の様子 

3. プローブ用中継コネクタの開発 

SOF線量計では、測定部位と本体を光ファイバケーブルで接続する必要があるが、光ファイバケーブルは容易に

破損するため、取り扱いに注意が必要である。医療現場においては、ケーブルの取り回しも重要な要素の一つとな

りうるため、先端プローブ部分のみを脱着できる構造であることが望ましい。そこで、Avago 社から販売されている光

コネクタを応用し、専用の中継コネクタを 50 個試作した。中継コネクタを経由することにより、信号が約 60%に減衰

することが確認されているため、より高効率に信号伝達が行えるよう、さらなる改良検討が必要である。 
 

 
図 14  試作した中継コネクタの外観図と使用例 

  



 

19 

2.3 製品化に向けた検討（株式会社アキュセラ、国立大学法人北海道大学） 

1. SOF市場周辺の動向について 

近年、Ｘ線診断装置における線量管理が重要視されており、米国FDAの要求事項や IEC規格  IEC60601-2-54 

X 線透視撮影装置の製品個別規格、IEC60601-2-43 IVR 装置の製品個別規格では装置に実質的に面積線量計

を組み込むことが求められている。 

また、2013年日本放射線技術学会秋季大会・医療情報分科会シンポジウムにおいて、日本画像医療システム工

業会（JIRA）・DICOM 委員会委員の鈴木真人氏より、医療被曝情報を適切に管理することの重要性について述べ

られ、FDA の事故調査結果では、患者の線量履歴情報が分からず、線量限度が把握できないという問題点が指摘

されているとの報告があり、DICOM規格として個人被曝管理が可能なように規格変更を予定している旨の説明があ

った。 

さらに、放射線の影響は若年層ほど大きいことが知られており、長時間の放射線被曝を伴う検査手技については、

より厳しい管理が求められている。米国では、Image Gently という Web サイトが公開されており、小児の被曝を適切

に管理し、低減を促すよう広くアピールしている（資料３参照）。その中では、具体的な被曝管理および低減のため

の提案がされており、「過去の被曝歴を尋ねる」「放射線感受性の高い臓器への被曝を避ける」「1 回 2Gy または積

算 3Gy以上の被曝について注意深く観察する」「あらゆる線量を推測可能な測定値を記録する」「データベースによ

る管理を行う」などの方針が示されている。 

 

図 15  2013年日本放射線技術学会秋季大会・医療情報分科会シンポジウムにおける発表資料（抜粋） 
 

2. 臨床現場からの要求について 

汎用型 SOF 線量計のデモンストレーションを行い、2 施設の IVR を専門とする診療放射線技師から以下の回答

を得た。 

（１）国立循環器病研究センター 

福島第一原発の事故により人体への被ばくに対して、国民の関心が高まってきたのは周知の通りである。し

かしこの被ばくは人体への全身被爆に対しての被ばくであり、我々が関心を持ち、被ばく低減を求めている医

療被曝の局所被曝とは区別するべきものである。全身被爆での線量測定はサーベイメータによる空中線量の測

定が主となるが、医療被曝での局所被曝量測定は実際に放射線により照射された人体の組織部を測定するこ

とが重要となる。人体に照射する行為として、悪性腫瘍に対する放射線治療が知られている。放射線治療では

悪性腫瘍部と腫瘍周辺臓器の照射線量値を計測することが求められている。実際には人体内部の被曝線量を

測定することは難しく、事前のシミュレーションでの計算により被曝線量を求めている。 

このような放射治療とは異なる医療被曝として、インターベンション治療による医療被曝が存在する。インター

ベンション治療とは X 線透視下で血管内にカテーテルを挿入し、心筋梗塞や脳卒中などの循環器疾患に対し

て治療を行う行為である。インターベンション治療での医療被曝は放射線治療による放射線被曝とは異なり放

射線被曝そのものが治療に役立たず、インターベンション治療での副作用と言っても過言ではない。このためイ

ンターベンション治療での放射線被曝は少なければ少ないほど患者にとって利益となる。インターベンション治

療での放射線被曝の放射線障害は皮膚への局所被曝障害となって現れる。皮膚障害は放射線被曝の程度に

より一過性皮膚紅斑、一過性脱毛、永久脱毛、潰瘍などがあげられる。インターベンション治療では治療部位と

なる血管の走行、動脈瘤の大きさや形状、狭窄血管の狭窄程度により治療の難度が決まる。これらの因子によ

る事前のシミュレーションによる放射線被曝量の計測は不可能であり、被曝量の測定は実際に照射された線量
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を測定する必要がある。 

我々は実際に皮膚に照射された線量を測定できる線量計を求めている。皮膚への照射は多方向からされる

ので、線量計の X 線受光部は方向依存性のないのもが必要である。今般石川氏らが開発している皮膚線量計

（MIDSOF）は我々が希望している線量計に尤も対応していると考えられる。被曝線量の測定により得られたデ

ータは放射線皮膚障害の予知に有用になると予想され、患者の被曝低減にも寄与できると考える。 

 

以上のことから医療機器においての皮膚線量計はインターベンション治療において必要且つ重要な機器と

なる。 

 

（２）大阪市立大学医学部附属病院 

IVRは高度化しており，手技時間の延長や頻回に施行されるケースも増えています．手技では放射線障害を

回避する目的で 2Gy（頻回に繰り返す場合には 1Gy）のガイドライン値が設けられてはいますが，現在用いられ

ている面積線量計を用いた方法では，推定の域を出ないのが現状です．また，放射線皮膚障害を起こしてしま

った皮膚は，より鋭敏に放射線の影響が表れることも知られており，そのような場合には十分に配慮しながら手

技をおこなうことが求められています．光ファイバ線量計 MIDSOF は，X 線の吸収が少なく手技中に皮膚表面

線量を測定できる点において非常に有用であると考えております．以上の点をふまえて回答いたします． 

① 多チャンネルである必要性 

多くのチャンネルを持つことで，多方向からの照射に対して確実にデータを取得することができます．心臓

ではおおよそ 10×10cm，頭部ではさらに小さな照射野で手技を行うため，単一の検出器では適切なモニタリ

ングを行うことが困難です．以前，放射線障害を起こした場所などの関心領域がある場合には，創部の 4 隅

＋中央部などに張ることで，確実な予後予測のもと手技が行えると考えます． 

 

② 本体が小型である必要性 

カテーテル寝台にはさまざまな付帯機器が具備されています．また，必要なケーブル数も多く残りスペース

は極めて少ないのが現状です．また，清潔な覆い布（ドレープ）の下に設置して使用するため，装置本体が小

型であれば，場所を選ばず取り付けが行えるとともに測定が可能となります． 

 

③ 医療機器(Ⅹ線装置)組み込みが良い理由 

Ｘ線装置への組み込みが可能となれば②の問題は容易に解決されます．本体は装置の中に収納されます

ので，無駄なスペースを取りません．また，装置とＸ線の線質情報を共有できればさらに高精度の測定が可能

であると考えます．さらに多チャンネル化し，カテーテル寝台もしくはマット全面に取り付けされることになれば，

容易に測定も可能でしょうし，皮膚線量マップのようなものも作成できるのかもしれません．（心臓専用機など

は取り組みが容易であると思われます） 

装置との連動は，HIS/RIS，画像サーバーなどとの連携も容易にします．データの管理という側面からも非

常に重要であると考えます． 

 

④ アタッチメントの作成 

手技の最中に場所を変更できることが望ましいと考えます．あらかじめ関心領域が決まっている場合には

直接皮膚に取り付けることが望ましいですが，手技の角度が決定してから容易に挿入できるようなアタッチメ

ントのようなものが付属されれば，日常でも使用しやすくなります． 

 

⑤ さまざまな問題もありますが，以下のケースで使用することが想定されます． 

・ 長時間の IVRにおけるモニタリング（血管内手術，CT透視下 IVR） 

・ 感受性が高い部位のモニタリング 

・ 日常診療における局所のモニタリング（ランニングコストが低ければ） 

・ 肥満患者に対する手技 
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2.4  SOF 線量計の臨床評価（国立大学法人北海道大学） 

1. 自主臨床試験の準備 

北海道大学病院での測定を行うにあたり、放射線部部長に問い合わせたところ、単なる測定といえど実臨床での

研究を行う場合には、全て自主臨床試験の申請が必要であるとの回答があった。このことを受けて、北海道大学病

院・高度先端医療センターの西岡先生および放射線診断科の作原先生と自主臨床試験申請に関する打ち合わせ

を行った。今回の検討においては、SOF 線量計が患者皮膚表面に触れるおそれがあるため、まずは介入試験とし

て申請し、審査の段階で介入試験または観察試験のどちらが適切であるかを判断してもらうという方針となった。介

入試験を行う場合、製品のカタログ等が必要となるため、所定の書類を平成 25 年度内に準備し、平成 26 年度から

開始する方針とした。 

 

2. 第 3者医療機関における評価 

SOF 線量計プロトタイプがある程度完成したことを受け、平成 25 年 11 月 28 日に有識者委員会を開催し、SOF

線量計プロトタイプの貸出を行った。有識者委員会委員の 3 名の先生（帝京大学・古井先生、愛知医科大学・石口

先生、久留米大学・安陪先生）に加えて、同日にデモンストレーションを行った国立がん研究センターの永井先生・

島田先生の計 4 ヶ所に配布し、それぞれの施設において SOF 線量計の使用経験を提供して欲しいと要求したとこ

ろ、国立がん研究センターおよび久留米大学より回答があった。 

久留米大学からは、臨床で使用している血管造影装置にて、面積線量計出力との比較を行い、絶対線量誤差が

5%程度で一致したとの報告があった。特に、線形性が優れており、問題なく測定が可能との見解が得られた。 

 

    

図 17 久留米大学病院における臨床評価（面積線量計との比較） 

つぎに、国立がん研究センターでは、線質特性、線量特性、線量率特性、照射面積による変化、散乱体によ

る変化の 5 項目について検討が行われ、以下の報告を受けた。 

 

線質特性 

臨床において使用する管電圧 55 から 120［ｋV］（H; 0.1mm Cu + 0.5mm Al）の範囲にて、透視を用いて

測定したところ、管電圧の変化によるリファレンス線量計（電離箱線量計）との相対値（プラスチック線

量計の値/リファレンス線量の値）は、電圧が高くなるに従い相対値は大きくなり 0.92〜1.45 の範囲となっ

た。70［kV］を基準とした場合，臨床において使用頻度の高い 60〜100［kV］では、-7.4%〜23.6%の誤差

率となり、プラスチック線量計は線質依存性が大きい線量計であることが分かった。 

 

線量特性 

管電圧 70［kV］および管電流を一定とし、透視時間を 5［s］〜480［s］まで変化させ測定したところ、

線量の変化によるリファレンス線量計（電離箱線量計）との相対値（プラスチック線量計の値/リファレン

ス線量の値）から、線量特性として直線性がよく保たれており、-0.7%〜3.9%の誤差率となった。透視時間

が短い範囲（20 秒未満）においては，少し変化率が大きい傾向となった。 

  

線量率特性 

管電圧 70［kV］一定で、線量計の測定点を線量率 0.5 から 31.5［mGy/min］まで変化させ測定したとこ
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ろ、線量率の変化によるリファレンス線量計（電離箱線量計）との相対値（プラスチック線量計の値/リフ

ァレンス線量の値）の線量率特性は直線性がよく保たれており、リファレンス線量計に比して−4.3%程度の

誤差となった。 

  

照射面積による変化 

管電圧 70［kV］および管電流を一定とし、照射面積を 7〜16 インチまで変化させ測定したところ、照射

面積の変化によるリファレンス線量計（電離箱線量計）との相対値（プラスチック線量計の値/リファレン

ス線量の値）は直線性がよく保たれており、リファレンス線量計に比して−2.1%〜1.3％程度の誤差となっ

た。 

  

散乱体による変化 

管電圧 70［kV］および管電流を一定とし、アクリル厚を 0〜20cm まで変化させ測定したところ、散乱体

の厚さの変化によるリファレンス線量計（電離箱線量計）との相対値（プラスチック線量計の値/リファレ

ンス線量の値）は、アクリル厚を変かえても直線性がよく保たれており、リファレンス線量計に比して−0.7%

〜2.2％程度の誤差となった。 
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3. 全体総括 

 

3.1.1 委託事業の振り返り 

 

(1) 本年度の目標達成度に関する自己評価 

(a) 自己評価点 

A：当初目標を上回る成果を得た。 

 

 

(b) 自己評価理由 

 

① 上市時期 

本事業では、医療における診断 X 線による被曝を測定するために、X 線透視に映らない線量計の開発を目的

としている。平成 24 年度から本事業に採択され、平成 24 年 10 月より委託業務契約を開始して、平成 26 年 1

月に製品版として汎用型線量計を上市した。非医療機器ではあるものの、採択からわずか 1 年 4 ヶ月での上市

は当初目的を上回ると判断できる。 

 

② 性能改善 

汎用型線量計として上市した線量計（MIDSOF）は、従来より市販されていた皮膚線量計（Unfors 社製 Patient 

Skin Dosimeter）と比較して、エネルギー依存性は同程度でありながら、低線量において良好な線量線形性を有

している。また、全く透視に映らないこととの両立を果たしていることから、市販されている皮膚線量計の中

では最も優れた性能を有していると考えられる。 

 

 

(2) 当初計画からの変更（深堀）点とその理由 

 

(a) 対象とする課題・ニーズ 

① 医療機関のニーズ調査 

変更前 医療現場で使用してもらうために、保険点数化が可能な医療機器を前提として薬事承認を目指す 

変更後 非医療機器として医療現場で使用してもらうために、ソフトウェアの充実を図る 

 

プロトタイプ機を用いたデモンストレーションや訪問調査において、医療機関で受け入れられる要素として、

使い勝手が最も重要視されるため、単体での使いやすさに加えて、PC などによるソフトウェアの充実が鍵を

握るとの指摘があった。特に、医療情報システムとの連携は非常に重要であり、面積線量計による測定データ

が患者個人被曝管理として使用されていない実態もあることから、適切な個人被曝管理を可能とする装置とし

て、医療情報システムへのデータ転送が可能となった場合、大きな購入のモチベーションとなりうる。 

 

(b) 機器スペック・ビジネスモデル 

① 測定チャンネル数 

変更前 汎用型１チャンネルでの測定 

変更後 多チャンネルでの測定 

 

現在の仕様では、汎用型ということもあり、1 チャンネルでの測定しかできない。脳血管治療における IVR

手技の場合、1 方向でも対応できる可能性はあるものの、最大線量点になりうる複数箇所を同時に測定できる

と良いという意見が多数の施設から要望として出ている。 
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② 機器組込型 

変更前 汎用型１チャンネルでの測定 

変更後 機器組込型プローブによる照射野中央での測定 

 

面積線量計による測定データが患者個人被曝管理として使用されていない実態もあることから、適切な個人

被曝管理を可能とする装置として、医療情報システムへのデータ転送が可能となった場合、大きなビジネスチ

ャンスとなりうる。 

 

(c) 事業化体制 

① コンソーシアム体制の変更 

変更前 製造会社、薬事製造販売業社、大学の 3施設による体制 

変更後 製造会社、薬事製造販売業社、販売元、大学の 4施設による体制＋製造業・製造販売業への一部製造委託 

 

ビジネススキームをより強力なものとするために、国内医療機関の放射線科（特に診断分野）に数多く足を

運んでいる業者が販売元となることにより、業者のブランドネームおよび確かな商品知識を足がかりとして、

販路の拡大を図る。また、医療現場、特に滅菌が必要な環境で使用することを前提としているため、薬事製造

業・製造販売業を既に取得し、自社での製品開発を行っている企業に一部製造委託を行うことで、より安全で

高品質な製品の販売を目指す。 

 

(d) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

① 薬事 

変更前 平成 26年度内の薬事申請を目指す 

変更後 平成 27年度以降の薬事申請を目指す 

 

従来より、本製品を薬事申請するにあたっては、明確に該当するカテゴリーが存在しないことが指摘されて

いた。厚労省および PMDA とも面談を行い、医療機器とする理由の他、学会等から要望を上げることが重要

である旨のアドバイスをいただいた。各医療機関からの声を集約するためには、少なくとも製品として販売さ

れていることが重要であることから、まずは製品として上市することを優先し、各医療機関での評価および学

会等で重要性を認識された上で、改めて薬事申請を行うこととした。 

 

 

(3) 有識者委員会・伴走コンサル指摘事項とその対応 

 

(a) 薬事面 

指摘事項 医療機器である必要性は？ 

 

患者の被曝防護の観点から考えると、本来は医師および病院によって患者個人被曝管理の重要性が理解され、そ

れを徹底すべきであるが、このことを実現するためには、法令による規制を行うか、保険点数化による管理料加算など

の対策が必要である。法令による規制は、関係団体からの反発やエビデンスの提出など、多くの困難を伴うが、管理料

加算は適切な管理によって患者の利益につながるため、妥当な措置であると考えられる。 

現在の診療報酬の仕組みを調べた結果、管理料加算が算定できるのは医療機器を使用した場合のみであることか

ら、医療機器として販売することが重要な意味を持つ。本件については、医療機器開発センターおよびPMDA・厚労省

とも相談を行っており、薬事取得のためには関連学会からの要望を上げていただくことで対処が可能との回答を得てい

るため、本事業期間内終了後、適切なタイミングで薬事申請を行う。 

 

(b) 技術・評価面 

指摘事項 血管造影装置への組込型装置開発では、装置メーカーからの要望を待っていると、いつまでたっても入れてもらえないだ

ろう。面積線量計を用いて被曝管理を行っている病院に出向いて線量計を置かせてもらい、薬事法での管理ではないけど

も面積線量計と比べて管理をしやすいなどのメリットが出せれば普及につながるのではないか？ 
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面積線量計からの置き換えに関しては、プローブの開発及び血管造影装置と接続するためのインターフェー

ス開発が必要となるが、SOF 線量計は、USB や Bluetooth といった外部接続用のインターフェースを有して

いるため、比較的容易に外部機器との連携が可能である。 

 

(c) 知財面 

指摘事項  知財調査では競合無しとのことだが、医療用途に限ったものか？ 用途を広げたときに特許侵害になる先行特許が存在

する可能性があるので、注意したほうが良い。 

 中国での模倣対策では、中国で特許出願をしていないと当局は動いてくれないので、特許権を持っていることが重要。 

 方法特許の場合、それが模倣品であることを証明することは非常に難しいので、物としての特許をとっておくことが望

ましい。 

 

模倣品対策も含めて、知財を保護するために特許申請を積極的に行う。特に、周辺特許に関しては、本製品

が基板技術であったとしても、改良特許によって本製品が逆に特許侵害となる可能性も充分に考えられること

から、慎重な検討が必要である。 

 

(d) 事業化面 

指摘事項 単独で海外に販売した場合、校正のやり方が重要視される。単独での測定精度が重要。最初は面積線量計と併用だけど、

将来的には SOF 線量計単独で管理が可能となれば、面積線量計があることによって受ける制限を回避することができる

ので、販路拡大につながると思う。また、線量計部分をディスポで供給していければ、定期的な保守部品として事業を継

続していけると思う。非医療機器であればメーカーとの共同開発も難しくないと思うので、積極的に活動して欲しい。 

 

国内においては、測定機器の校正値を供給するために、販売元に簡易的な校正設備を有している。しかし、

海外での展開も考慮し、校正の手順を簡略化する手法についても検討を行う。また、ディスポでの供給につい

ては、出荷元での校正が可能である。 

 

(e) その他全般 

指摘事項 自由診療の人間ドックなどで「あなたの被曝はこれぐらいですよ」といった情報提示に使ってもらえるのではないか？ 

使用先を探していけばもっと販売先を広げていけると思う。 

 

一般検診などでは、健康な人が被曝をすることになるので、被曝に関心が強くなっている時期でもあるので、

積極的な顧客拡大を目指していく。また、医療機関のみならず、診療放射線技師を養成する大学・専門学校な

どでも基礎学習教材として需要があると思われるので、あらゆる可能性を検討していく。 

 

 

(4) 委託事業を振り返って改善すべきであった点 

(a) 事業体制 

アドバイザーとして販売店企業が加わっていたものの、ビジネススキームを考えた上で、コンソーシアムメ

ンバー内に強力な牽引役として販売店が加わっているべきであった。 

 

(b) 事業の進め方 

医療機器としての製品開発を主眼とした申請であったため、薬事製造業取得や薬事製造販売業取得が大きな

足かせとなっていた。現在は非医療機器での開発に主眼を置く方針へと方向転換し、事業化がスムースに行え

たので、事業開始当初から段階的な計画とすべきであった。 

 

(c) その他 

特になし 
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3.1.2 これまでの委託事業の成果と今後検討すべき課題 

採択から 3 年後の到達目標 
▶ 

現時点での達成状況 

（計画変更理由を含む） ▶ 
目標達成を阻害する要素の洗い出しと

対応策 ▶ 
来年度検討・実施すべき事項 

（来年度実施計画） 

エネルギー感度依存性の正確な評価と

補正法を確立し、X 線管電圧の情報によ

る補正およびフィルタ材料の工夫によっ

て、エネルギー依存性±5％以下（60～

120kVp）を目指す。 

また、プローブのセンサ部形状を工夫す

ることにより、測定下限線量 1μGy を達成

する。 

▶ 

照射している X線の管電圧がわかっていれ

ば、3 次多項式にて補正を行うことにより、

精度良く測定を行うことが可能であるが、プ

ローブの構造を工夫することにより、計測器

本体の構造を変更することなくエネルギー

感度変化を±10%以下に抑えることができ

た。また、2.2 mmのプローブでは、約

2Gy/min までの感度を確認した。 

▶ 

性能的には、従来製品と比較して優位に

ある状況となったが、これまでの検討結果

から、エネルギー依存性はプローブ先端

の材質に大きく依存することが判明してい

るが、プローブ先端部では、遮光性能お

よび耐摩耗性、耐薬品性も求められる。こ

れらをバランスよく兼ね備えたプローブの

製造技術が必要である。 

▶ 

患者皮膚への影響を考慮し、薬事

承認が得られている薄膜を用いて

プローブのコーティングを検討す

る。また、プローブ作成に関する品

質管理も考慮し、製造業および製

造販売業の許可を取得しているフ

ジデノロ㈱に協力を依頼する。 

市場要求内容を元に、製品化のための

要求仕様に対応する。 ▶ 

プロトタイプによる基礎性能検討を終え、汎

用機としての SOF 線量計を上市した。従来

の皮膚線量計として市販されている製品と

比較し、エネルギー感度依存性、線量率に

対する線形性などの基本性能において、優

位であることが確認された。 

▶ 

医療現場で使用してもらうためには、実臨

床での測定による評価が必要不可欠であ

るため、どのような効果・効能が期待でき

るのかを検証し、実臨床において必要とさ

れる性能を有していることを証明する必要

がある。 

▶ 

非薬事治験として、自主臨床試験

を実施し、脳疾患、心疾患、肝疾

患など、部位ごとに SOF 線量計の

メリット・デメリットを精査し、学会・

医療機関・医療機器を取り扱うメー

カーなどにその必要性を広くアピ

ールする。 

血管造影撮影装置で標準的となっている

面積線量計では、搭載しているものの患

者個人の被曝線量管理目的としては不十

分であるため、記録としては利用されてい

ない実態がある。 

▶ 

SOF 線量計が持っているポイン

ト測定と透視に映らない特徴を

生かし、照射野中心の線量測定が

可能な線量計を開発し、面積線量

計との置き換え可能な測定プロ

ーブを開発する。 

臨床現場からの要求、臨床現場から見た

ニーズ、医療機器として採用される為の

知見などについても積極的に調査を行

い、経営戦略上における製品の位置づけ

を明確化する。 ▶ 

医療機関でのプロトタイプを用いたデモン

ストレーションや有識者を交えた意見交換

において、医療機関で取り入れられる要素

のひとつとして、線量計としての使いやすさ

や医療情報システムとの連携がキーポイン

トであるとの指摘を得た。 

▶ 

実臨床での使用シーンを想定し、支援の

ためのアプリケーション開発が必要。ま

た、医療情報システムとの連携を意識した

デ ー タ 出 力 が 必 要 で あ る た め 、

DICOM-SR 規格に対応した通信機能も

必要である。 

▶ 

Bluetoothおよび USBを介して外

部機器との接続が可能である特

徴を生かして、外部ディスプレイ

への表示機能や DICOM-SR 規格

に対応したソフトウェアの開発を行

い、病院医療情報システムとの連

携が可能な患者被曝管理システム

を構築する。 
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3.1.3 平成 26年度以降の実施内容に関する計画（案） 

2014（平成 26）年度 実施内容（案） 2015（平成 27）年度 実施内容（案） 

項目名 具体的な内容 

①SOF 線量計のプローブの改

良 

現時点で完成している SOF 線量計プローブは、性能を重視しているため、耐摩

耗性や耐薬品性などの点で問題があるので、これらを克服することにより製品品

質の向上を図る。また、多点計測に対応したプローブや、SOF 線量計が持ってい

るポイント測定と透視に映らない特徴を生かし、照射野中心の線量測定が可能な

線量計を開発し、面積線量計との置き換え可能な測定プローブを開発する。 

A 宣伝活動 

学会展示会ならびに研究会に積極的に参加し、プ

レゼン・機器展示などを通して広く宣伝するとと

もに、学会誌などの機関紙に宣伝広告を掲示して

顧客拡大を目指す。 

 

B 情報収集 

現在までの完成品に対する販売活動を行うとと

もに、顧客フィードバックに基づく製品改良提案

を行う。また、海外販売先の開拓を行う。 

 

C 自主開発 

術者被ばく測定用 SOF 線量計システムの小型化

に関する検討を行う。また、アクロバイオ社が医

療機器製造販売業許可を取得し、太宝電子社が医

療機器製造業許可を取得する。 

②SOF 線量計ハードウェアの

改良 

現在の汎用型システムは、プローブ 1 本での計測であり、拡張性に問題があるた

め、多点計測用 SOF 線量計システムの開発を行う。その際、光電子増倍管以降

の電子回路を自社開発し、信号処理回路の小型化とコストダウンを図る。また、

面積線量計との置き換えを想定し、SOF 線量計の測定データを血管造影撮影装置

へ引き渡すためのインターフェース改良を行い、血管造影撮影装置の付属機器

（OEM 供給）としての販売を目指す。 

③SOF 線量計システムとして

のソフトウェア開発 

現在、あらゆる患者情報は病院医療情報システムで管理されているため、線量測

定の情報もこのシステムと連携できることが望ましい。そこで、DICOM-SR 規格

に対応したソフトウェア開発を行い、患者被曝管理システムを構築する。 

④臨床使用経験に基づく有用

性の検討 

治験外臨床試験として、北海道大学病院にて自主臨床試験の申請を行い、患者個

人の線量測定データを蓄積する。測定データを解析し、SOF 線量計の有用性およ

び性能を評価した後、学会発表等において成果報告を行い、測定の必要性をアピ

ールする。 

⑤SOF 線量計の市場規模調査 今後の販売数増加を目的として、SOF 線量計の市場規模調査を実施する。まずは

国内外における市場調査を実施すると共に、国内における診断 X 線利用施設調査

を行い、新たな適用例について検討することにより、顧客拡大を図る。また、適

用例拡大の一環として、SOF 線量計の放射線治療分野への展開についても検討す

る。 

A 宣伝活動 学会展示会ならびに研究会に積極的に参加し、プレゼン・機器展示などを通して

広く宣伝するとともに、学会誌などの機関紙に宣伝広告を掲示して顧客拡大を目

指す。 

B 情報収集 市場ニーズとそれを満たすアプリケーション仕様要件の調査を行うとともに、顧

客フィードバックに基づく製品改良提案を行う。また、海外販売先の開拓を行う。 

C 自主開発 術者被ばく測定用 SOF 線量計システムの小型化に関する検討を開始する。 
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3.1.4 委託事業終了時までに完成する最終製品の概要とスケジュール 

最終製品名 概    要 スケジュール 

MIDSOFTM 

(Miniature Invisible Dosimeter 

using Scintillator with Optical 

Fiber) 

 

 

 

長期間の被曝により皮膚障害が懸念される狭心症や脳梗塞などの血管内治療に対す

る皮膚線量をリアルタイムで測定することができる線量計。プローブがプラスチッ

クのみでできていることから、X 線透視に全く写らないため、手技を妨げないこと

が最大の特徴である。汎用型として 1 チャンネルのシステムを販売した。 

非医療機器として 2014 年 1 月末に上市した。 

MIDSOFTM multi（仮称） 

 

 

 

 

従来のシステムでは、1 点しか測定ができないため、多点計測型の装置を開発する。

多点計測型により、最大線量が予想される場所が複数ある場合にも対応が可能であ

る。また、単チャンネルのシステムよりもチャンネルあたりの価格が低く抑えられ

ることから、購入者側のコストダウンにもつながる。 

2014 年度内に基本的な動作確認を行い、2015

年度に薬事承認品としての販売を目指す。 

MIDSOFTM field（仮称） 

 

 

 

 

血管造影撮影装置で標準的となっている面積線量計では、患者個人の被曝線量管理

目的としては不十分であるため、記録としては利用されていない実態がある。そこ

で、SOF 線量計が持っているポイント測定と透視に映らないという特徴を生かし、

照射野中心の線量測定が可能な線量計を開発して、血管造影撮影装置の付属機器と

しての販売する。 

2014 年度内に基本的な動作確認を行い、2015

年度に血管造影撮影装置組込型 OEM 製品と

しての販売を目指す。 

SOFLinkTM（仮称） 

 

 

 

 

 

病院医療情報システムとの連携が可能なソフトウェアであり、MIDSOF での計測値

を Bluetooth 経由で取得し、検査（手術）終了時に DICOM-SR 形式で病院情報シス

テムにデータを転送する機能を有する。 

2014年度内に基本的な機能を有するアプリケ

ーションを開発し、2015 年度からの販売を目

指す。 

 

 


