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1. 事業の概要 

歯科医療現場では，インプラントを初めとした高度な治療に対応する高機能かつ小型の 画像診断シス

テムを求められている。本プロジェクトでは，新開発の次世代型高感度 X 線センサと画像処理技術を駆

使し，歯科治療の流れに沿って必要とされる様々な画像 情報を簡単な操作で表示することが可能な，画

期的かつ低被曝なシステムを実現し、事業化を目指す。 
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1.1 事業の目的 

原子力発電所の事故を契機として歯科のＸ線検査を含む放射線被曝に対する国民の関心が高まってい

る。歯科医療現場では、低被曝、高機能かつ小型の画像診断システムが求められており、このシステム

が臨床で汎用されるＸ線撮影を統合したものとなれば、臨床的有用性が大きくなる。 

そこで、本業務ではフォトンカウンティング型Ｘ線検出器を活用した低被曝，高機能かつ小型の画像

診断システム「チェアサイドスキャナ」の開発を実施する。 

チェアサイドスキャナは、圧倒的に高い情報量のフォトンカウンティング型検出器を自由度の高い撮

影軌道に組み込んで独自開発の制御ソフトで動かし、独自開発の画像処理技術を駆使することで、分解

能が高くダイナミックレンジの広いＸ線撮影が可能である。従来のパノラマ撮影と口内撮影の機能を、

このチェアサイドスキャナ１台で実現でき、使い勝手の良い画期的な製品である。 

使用環境については、（当面、放射線管理区域内での使用になるが、）Ｘ線漏洩線量が極めて少ないこ

とが確認できており、将来、放射線管理区域外で使用が認められれば、その有用性は更に高まり、世界

市場でも大いに期待が持てる。 

平成 24 年度内の達成目標は基礎的データを得る撮影実験が可能な「機能モデル」を完成させることで

あった。 

平成 25 年度は，機能モデルによる臨床応用テストを進めながら、薬事申請に対応する実用モデルを完

成することを目的とする。 

※フォトンカウンティング型：透過Ｘ線の粒子（フォトン）ごとのエネルギーを検出器で測定する。 

 

1.2 事業実施体制 

事業管理機関：学校法人朝日大学 

PL：勝又 明敏（学校法人朝日大学） 

SL：北尾 昌也（株式会社テレシステムズ） 

共同体：①学校法人法政大学 

 ②学校法人愛知学院大学 
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1.3 事業化する医療機器の概要 

1.3.1 製品名：ChairScanner 

(1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 非滅菌医療機器 クラス分類* クラスⅡ 

製品名 ChairScanner 分類名称（一般的名称）* 
デジタル式口外汎用歯科 X線診

断装置 

対象疾患 う蝕・歯周病 届出／認証／承認* 認証 

想定される販売先 大学病院・歯科病院 新／改良／後発* 後発 

薬事申請予定者 （株）テレシステムズ 医療機器製造販売業許可 （株）テレシステムズ 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

ワボウ電子（株） 医療機器製造業許可 福伸電機（株） 

POSKOM Co.,Ltd. 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 

  北米・ヨーロッパ 

薬事申請時期 平成 27（2015）年 1月 平成 27（2015）年 5月 

上市時期 平成 27（2015）年 5月 平成 27（2015）年 10月 

想定売上（上市後 3 年目） 11億円／年（平成 30（2018）年時点） 18億円／年（平成 30（2018）年時点） 

市場規模（上市後 3 年目） 110億円／年（平成 30（2018）年時点） 684億円／年（平成 30（2018）年時点） 

想定シェア（上市後 3 年目） 10％（平成 30（2018）年時点） 3％（平成 30（2018）年時点） 

(3) 事業化する医療機器の概観・特長 

新開発の半導体高感度Ｘ線センサと画像処理技術を駆使し，装置全体が小型で歯科用チェアサイドにお

いて使用可能なことにより、歯科治療の流れに沿って必要とされるパノラマＸ線画像や、従来の口内法

Ｘ線撮影に替わる歯の精密撮影を簡単な操作で実施することが可能な、治療と診断の融合を目指す画期

的かつ低被曝なデジタルＸ線撮影システム。 
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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 

口の中にフィルムやデジタル検出器を挿入する「口内法」X 線撮影は、患者の苦痛が大きい。 

しかし、「口外法」X 線撮影では、X 線入射パスによる歪みや拡大が発生し、「口内法」X 線撮影の代替

としては使用できなかった。 

テレシステムズが保有するパノラマ 3D の技術を用いることにより、「口外法」X 線撮影においても歪

みや拡大のない正確な 3D 画像表示と距離計測を行うことができる。 

また、治療中の X 線撮影は、リーマ等を挿入した状態でフィルムやデジタル検出器を位置づけたり、

撮影室へ移動することにより危険を伴い、撮影制度も低下する。 

しかし、テレシステムズが保有する高感度であるフォトンカウンティング型検出器を用いることによ

り、X 線出力を小さくし、装置内部に管理区域を限定することができ、治療を行いながら治療チェアサ

イドで使用することができる。 

 

(2) 当該機器等の市場性 

 ① 提案する機器の想定顧客 

 歯科大学病院 

 歯科一般開業医 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

国内市場においては、2012 年度試作システムより、画質や装置のコスト面で現行の歯科用パノラマ装

置を凌ぎ、口内撮影の代替が可能な事が確認された。仰臥位での治療中に撮影が出来、3D 画像表示など

他のパノラマ装置では実現不可能な機能面での特徴も数多くあり、営業面での優位性は明らかである。 

今回開発した検出器、Ｘ線発生器を含む軽量小型の撮影機構をコア技術とし、現行の立位（座位）タ

イプのパノラマ装置への搭載や在宅歯科診療への利用を計ることで、多様な潜在ニーズへの対応が可能

となり、用途拡大による販売増も期待できる。 

国内の市場規模は、現行の歯科用パノラマ機において 3000 台/年であり、その 10%である 300 台/年を

狙う。 

海外市場においては、販売先を模索するための活動を、米国を中心に行っており、最大手一角のメー

カ、販売会社と交渉中である。「米国の歯科事情に適している」、「市場インパクトが強い」との見解で、

販売を前向きに検討中である。 

また英国NHSの動向調査（2012年 12月 6日大阪商工会議所が主催の「英国に学ぶ医療機器ビジネス」

のセミナー）すると、欧米先進国も、待ったなしの高齢化による医療費の総抑制の問題に直面しており、

この視点で医療機器の革新的貢献が強く期待されている。 

市場投入は米国を最優先とし、以降 EU、中南米、中国の優先順位で市場投入を計画する。 

米国の市場規模は、現行の歯科用パノラマ機において、6000 台/年。 
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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 

国内の歯科用パノラマ撮影装置市場は、ヨシダ、モリタ、および朝日レントゲンの 3 大メーカで 84％

のシェアを占めている。海外では欧州メーカのプランメカ、シロナ社が大きなシェアを得ている。 

パノラマ撮影は，技術的に確立されてから長い期間，スクリーニング検査に用いる診断技術で精密検

査には適さないとされてきた。 

2009 年にアクシオンジャパン社が販売開始した PanoACT-1000 では、積分型 CdTe 検出器を用い、断

層面をソフトウェアで変更し、パノラマ画像から切出した画像が、口内撮影の代替として保険適用され

るに至り、技術的な可能性が見直され始めている。 

2011 年テレシステムズ社が開発した QRmaster-P は、フォトンカウンティング型検出器を用いて口内

撮影の代替として保険請求できる他、パノラマ画像に特有のボケを解消し、さらに画像を三次元空間に

マッピングすること（3D 表示）で、正確な距離計測も可能とした。精密検査に耐えるパノラマ撮影を提

供する装置として価値を高めることに成功し、販売実績も 200 台を越えている。 

 

 2) 当該医療機器等と競合製品／企業とのベンチマーキング（競合との差別化要素） 

ChairScanner は、パノラマ画像の 3D 表示技術と低被曝・高画質であるフォトンカウンティング型検

出器の利点を生かし、コンパクトな円形軌道体の中で、Ｘ線管と検出器を独立に精密動作させる技術を

開発することで、外部への漏洩線量がなく（外部漏洩線量年間 0mSv）、軽量小型で、QRmaster-P の画

質を凌ぐ精度の高い画像を得ている。 

歯科用チェアに寝た状態での、撮影を可能にすることで、治療と検査診断が融合した画像検査を提供

できる。 

本装置で重要な複数の基本技術は，特許を取得あるいは申請済みである。また，コア部品である半導

体Ｘ線検出器を自製しているために、検出器を（主に海外からの）購買に頼っている他社には追従は難

しい。 
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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 

 
 

案件番号

事業管理
機関名

事業名

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

【ChairScanner】 実績

量産機開発 計画

【ChairScanner】 実績

臨床研究 計画

実績

薬事申請 計画

実績

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

24-078

朝日大学

フォトンカウンティング型Ｘ線検出器を活用した治療と診断が融合した歯科用Ｘ線装置の開発

検出器の性能調整に時間がかかり、性能評
価の開始が遅れた。

①　検出器・Ｘ線発生源の開発
②　撮影機構部の開発
③　パノラマ画像収集・画像再構成の開発
④　動作モデル開発と検証
⑤　基礎技術特許出願

①　実用モデル開発と検証
②　歯の精密撮影画像収集・画像再構成の
開発
③　線量評価の実施
④　Ｘ線発生源の改良
⑤　意匠出願
⑥　特許出願継続（コア・サブ技術の権利化）

①　歯の精密撮影　画質向上
②　量産設計・製作
③　電気試験／安全試験
④　臨床評価
⑤　国内薬事申請

パノラマ画像については、線量以外H25年度
で十分であると判断した。
線量不足と判断し、X線発生器に改良を加
え、一ヶ月スケジュールが遅延。

Ａ　特許出願継続（コア・サブ技術の
権利化）
Ｂ　ユーザー（歯科医師）へのセミナー
等、教育普及活動
Ｃ　関連技術、臨床応用成績の学会・
論文での発表
Ｄ　ＣＴ対応機臨床評価
Ｅ　ＣＴ対応機薬事申請

Ａ　特許出願継続（コア・サブ技術の
権利化）
Ｂ　ユーザー（歯科医師）へのセミナー
等、教育普及活動
Ｃ　関連技術、臨床応用成績の学会・
論文での発表

A　動作モデルモックアップ作成
B　CSパノラマ再構成基礎技術検討
C　再委託先スケジュール管理
D　関連技術、臨床応用成績の学会・論文で
の発表

A　動作モデル改良
B　CSパノラマ再構成ブラッシュアップ
C　歯の精密撮影基礎技術検討
Ｄ　委託先スケジュール管理
E　関連技術、臨床応用成績の学会・論文で
の発表

A　販売・サービスルートの策定
B　ユーザー（歯科医師）へのセミナー等、教
育普及活動
C　再委託先スケジュール管理
D　関連技術、臨床応用成績の学会・論文で
の発表

A　海外薬事申請
Ｂ　特許出願継続（コア・サブ技術の
権利化）
Ｃ　ユーザー（歯科医師）へのセミナー
等、教育普及活動
D　関連技術、臨床応用成績の学会・
論文での発表
Ｅ　使い勝手向上のためのチェア連携
機能強化

Ａ　特許出願継続（コア・サブ技術の
権利化）
Ｂ　ユーザー（歯科医師）へのセミナー
等、教育普及活動
Ｃ　関連技術、臨床応用成績の学会・
論文での発表
Ｄ　ＣＴ対応機開発

歯の精密撮影 画質向上

パノラマ撮影軌道X線入射角改善

実用モデル改

量産設計・製作

実用モデル臨床テスト 量産モデル臨床テスト

電気試験

安全試験

国内薬事申請

FDA申請

★
H27.5医療機器製造販売認証申請

チェア連携機能強化

ＣＴ対応のための基礎検討

ＣＴ対応試作機開発

ＣＴ再構成開発

ＣＴ対応量産設計・製作

ＣＴ対応試作機臨床テスト

ＣＴ対応量産機臨床テスト

電気試験

安全試験

★
H27.1知財出願

動作モデル設計・製作

動作モデル改良

CSジオメトリ パノラマ再構成開発

動作モデル改良対応

歯の精密撮影 軌道制御開

歯の精密撮影 画像処理開

実用モデル設計・製作

線量計測 線量計測

★
H27.9FDA取得

★
H26.1知財出願

★
H25.1知財出願

★
H27.5 上市（国内）

★
H27.9 上市（海外：北米）

市場調査

販売計画作成 販売体制の確立

広報戦略検討

販売計画作成

★
H30.5医療機器製造販売認証申請

★
H30.9FDA取得

国内薬事申請

FDA申請

★
H30.5 上市（国内）

★
H30.9 上市（海外：北米）

CSジオメトリ パノラマ再構成開発

動作モデル改良対応

歯の精密撮影 軌道制御開

歯の精密撮影 画像処理開

実用モデル改

動作モデル設計・製作

動作モデル改良

実用モデル設計・製作

量産設計・製作

歯の精密撮影 画質向上

実用モデル性能評価

線量計測線量計測

★
H27.1知財出願

★
H26.1知財出願

★
H25.1知財出願

電気試験

安全試験

国内薬事申請
★
H27.5医療機器製造販売認証申請

★
H27.9FDA取得

広報戦略実施

広報戦略検討 広報戦略実施

量産モデル臨床テスト
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(2) 投資回収計画 

 H24 

(2012) 

H25 

(2013) 

H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

薬事申請時期   ●        

上市時期    ●       

支出額（単位：億円） 0.8 0.8 0.8 4.5 7.9 9.0 10.1 10.1 10.1 10.1 

 うち委託費 0.5 0.5 0.4 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.2 0.2 0.3 4.5 7.9 9.0 10.1 10.1 10.1 10.1 

売上高（単位：億円） － － － 3.8 11.4 15.2 18.24 18.24 18.24 18.24 

販売数量（単位：） － － － 100 300 400 480 480 480 480 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

 1) 投資計画 

ChairScanner のコアユニットを流用し、2016 年度には CT 機能を付加したモデルを開発し、市場投

入を行う予定である。 

その開発費を投資する。 

 

 2) 回収計画 

2015 年度から 2017 年度にかけて追加開発を行うが、コアユニットが軽量小型であるために、投資効

率の良い開発が短納期で可能であり、2016 年度で国内シェア 6％（国内 3000 台/年の市場で 180 台の販

売目標）、米国シェア 2％（米国 6000 台/年の市場で 120 台の販売目標）と控え目だが、販売開始 2 年目

（2016 年）で累積損益の黒字化が可能である。 

この計画は、本システムを X 線管理区域内で使用するという前提条件にたった計画である。装置内部

が撮影室と認められれば、本システムのコンセプトである「治療と診断の融合」、すなわち、治療を行い

ながらその場で X 線撮影を行うということが、全ての歯科医院で可能となるので、市場規模は現在想定

している規模の 2 倍以上になるのではないかと推測している。 

 

(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” 

ChairScanner は医療機器システムであるので、システムとしての機能追加が容易である。 

例えば、3D 顔計測機能をシステムに取り込み、テレシステムズ保有のパノラマ 3D 表示とフュージョ

ンを行うことにより、審美の市場に参入するということも考えられる。その際、ChairScanner は非常に

低被曝であるので、撮影に対して理解を得られやすいし、装置内部が X 線管理区域として認められれば、

特別な設備がなくとも導入可能となるので、新しい市場への導入が容易となる可能性がある。 

装置の使い勝手向上や性能向上はもちろんのこと行っていくが、このように、システムとして機能を

付加していくことにより、売れ続ける状況を作っていく。 

 

 2) ビジネス体制 

福伸電機が製造企業となり、テレシステムズが製造販売企業となる。 

X 線発生器及び検出器については、コア部品であるので、テレシステムズが福伸電機に対して支給を

行う。 
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テレシステムズは、歯科医院に対して直売のルートも持つが、基本的に ChairScanner は治療用チェ

アと組み合わせて使用するものなので、チェアメーカであるタカラベルモントを代理店として、タカラ

ベルモントと協力体制のもとに販売を行っていく。 

海外のビジネス体制については現在模索中である。 

 
 

 3) ものづくり中小企業の位置づけ 

テレシステムズは ChairScanner のコア技術である、フォトンカウンティング型検出器及びパノラマ

3D の技術を保有している。 

また、現在販売中の QRmaster-P（歯科用パノラマ装置）及び QRmaster-H（歯科用コーンビーム CT）

においては、既にタカラベルモントと協力体制をとり、販売を行っている。 

ChairScanner においても、テレシステムズが中核となり、開発・製造・販売を行っていくこととなる。 
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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 

① 量産試作機開発 

実用モデルによる性能評価、臨床応用テストの結果を基に、ＰＭＤＡなどの機関の意見も取り入れ、量産試作機モデルを完成する。本機をもって

薬事投入を行う。 

また、装置キャリブレーション（調整）方法の検討・治具及びソフトウェア開発や評価用のチェア側ヘッドレストの開発も行う。 

 

② ソフトウェアシステムの開発 

テレシステムズが保有している撮影・読影統合ソフトウェア「QRware」に対して、ChairScanner の接続開発を行う。 

また、ChairScanner の独自の歯の精密撮影機能のティーチングインタフェース機能も含めたソフトウェア機能の開発を行う。 

DICOM 接続機能の開発も行う。 

 

③ 臨床応用テスト 

実用モデルを用いて各臨床施設の倫理委員会承認を得た臨床応用テストを実施する。 

合計１００症例を目標に臨床応用テストデータを収集し、薬事申請に必要な安全性と有効性に関するエビデンスを取得する。 

また、実用モデルの形状デザインについても臨床評価を行い、患者の心理的負担がより少なくなるよう改善を行う。 

 

④ 国内薬事投入 

量産試作機を国内薬事に投入し、薬事番号を取得し、歯科パノラマ断層撮影デジタル映像化処理装置／・歯科エックス線撮影デジタル映像化処理

装置の保険点数申請が可能な装置とする。 

 

(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 

ChairScanner 新開発の半導体高感度 X 線センサと画像処理技術を駆使し，装置全体が小型でチェアサイドにおいて使用可能なこ

とにより、歯科治療の流れに沿って必要とされるパノラマ画像やより精密な歯牙撮影画像を簡単な操作で表示するこ

とが可能な、治療と診断の融合を目指す画期的かつ低被曝なシステム。 
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(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 量産試作機開発 

 
▶ 

X 線発生器の管電流仕様を変更し、パノラマ撮影・精密撮影

を一通り行うことができる装置の開発が完了した。 
▶ 

X 線発生器の管電流出力を 1.5 倍にしたことに

より、装置の周囲漏えい線量の計測をより一層

きっちりと行い、周囲線量を 0 にする必要があ

る。 
② ソフトウェアシステムの開発 

 ▶ 

装置と接続しての撮影及び、読影が可能なシステムの開発が

完了した。 ▶ 

精密撮影について、臨床評価を行い、有用性が

高く使いやすい GUI を検討したのちに実装する

必要がある。 
③ 臨床応用テスト 

 ▶ 

2015/02より開始する。 

▶ 

装置とチェアの位置決めのしやすさの評価、精

密撮影の有用性の評価等を中心として評価を行

う必要がある。 

④ 国内薬事投入 

 
▶ 

2015/02より開始済み。 

▶ 

X 線発生器の管電流出力を 1.5 倍にしたことに

より、EMC 試験において不利な状況となってい

るので、問題があればすぐに対応し、スケジュ

ール通り完了させる必要がある。 
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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 

テレシステムズは既存機種において、国内薬事・FDA の取得経験がある。 

また、ChairScanner は後発医療機器で、認証品目であるのでとくに薬事戦略において相談は行ってい

ない。 

 

 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…臨床的妥当性評価 

 歯科用の口外撮影装置としての実現手段が今ま

でになく革新的で、得られる画質性能の比較を、他

の口内撮影装置やパノラマ装置と同一モニター下

で比較検討できないと、客観的な妥当性の評価が出

来ない。 

朝日大学と愛知学院大学で使用している、朝日レ

ントゲン社、モリタ製作所社などの口内撮影装置と

パノラマ装置と比較を行う。 

②…3rd Edition対応 

 薬事申請に関わる 2017 年 5 月 31 日適用予定の

JIST0601-1(3rd edition)に対する対応 

海外を含む先行例の調査を通じて行い、設計に適

用を行った。 

 

(2) 知財対応 

 1) 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） 

ChairScanner の根幹技術であるフォトンカウンティング型検出器・パノラマ 3D については、既に国

内・海外ともに権利化済みである。 

また、今回 ChairScanner の基本機構である 4 行く独立制御による自由度の高い制御方式についても、

国内・海外ともに権利化を行った。 

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

「ChairScanner」という商標は登録済み。 

意匠についても、基本形状及び応用型ともに、国内・海外ともに登録済みである。 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

特許・意匠ともに権利化済みであるので、それをもって対応していく。 

 

 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…模倣品対策 

 本製品は独創的で、複数の基本技術の上に成り立

ち、その基本発明は抑えられているので比較的強い

意匠登録については完了。将来のシリーズ化を踏

まえて、意匠の応用パターンを充実させていく予

定。 
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事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

技術と思われる。しかし機構部を中心とした模倣に

対する配慮は本年度以降の課題で、今後中後進国に

輸出を進めていく上で重要な課題である。 

また中国の特許の出願状況の調査やパテントマ

ップの作成、翻訳時のダブルチェックなどを、知的

財産担当と現在行っている。 

また世界的な販売に対応できるように、可能な限

り出願国を増やす。 

 

(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 

装置周囲への漏洩線量を 0 にするというのが最も大きな開発リスクであった。 

初年度に評価方法を確立し、設計仕様や X 線出力条件が変わるたびに線量評価を都度行い、問題がな

いことを確認してきた。 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

テレシステムズは同分類の過去機種を保有しているので、その機種で撮影した画像と比較することに

おいて、十分な臨床機能を保有しているかどうかの確認を効率的に行った。 

また、その際に、線量不足が発覚したため X 線発生器の出力仕様の変更を行った。 

 

 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…装置外部漏洩線量 

 装置外部漏洩線量を 0とする。 

評価手法を確立し、仕様変更のたびに計測を行い

対策を行った。 

 

(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 

テレシステムズが保有している既存機種の販売チャネルを用いる。 

ChairScanner は治療チェアとセットで使用されるものであるが、代理店であるタカラベルモントはチ

ェアメーカであるので、タカラベルモントと協力して販売することは非常に効率が良い。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

テレシステムズが保有している現在の体制を用いる。 

装置設置時翌日に 1 日かけて、装置使用方法の現場教育を行う。 

装置設置環境にはインターネット回線を用意し、ネットワークを用いたアフターサービス・クレーム

処理を行う。 

 QMS 等の品質保証体制 

テレシステムズが保有している現在の体制を用いる。 
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 広報・普及計画 

国内においては、2015/5 に、九州デンタルショー出展を目指す。 

海外においては、2015/3 に、IDS ケルン国際デンタルショー出展を行う。 

 

 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…コスト低減 

 一般歯科診療所や輸出で販売台数を増やすため

の販売価格を実現に向けたコスト低減は必達と思

われる。 

軽量小型化、簡素化、共通化をキーワードとした

設計を行った。 

②…海外販売体制 

 海外販売加速のため、米国販売体制を確立する必

要がある。 

米国の最大販売代理店の一つと販売交渉のため

の交渉準備を行っている。 

また、海外の展示会にも積極的に展示を行う。 
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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 

特になし。 

 

(2) 機器スペック・ビジネスモデル 

変更前 X線出力の上限が 80kV 1mA。 

変更後 X線出力の上限が 80kV 1.5mA。 

生体撮影テスト前のファントム撮影においては、80kV 1mA のＸ線で必要充分な画質が得られた。生

体のテスト撮影を行ったところ、患者の体格が大きい時に、診断に影響する線量不足が発生することが

あった。このため、X 線出力（電流）の上限を 80kV 1.5mA に仕様変更することとした。 

80kV 1.5mA にしても、患者被曝及び周囲散乱線は従来機に比べ十分に小さい。 

 

(3) 事業化体制 

機構設計・開発会社の変更 

変更前 （株）大日本精機 

変更後 福伸電機（株） 

H25 年度モデルは重量 200kg 以上あり、歯科医院内を移動させづらい状況であり、H26 年度モデルで

は軽量化を行う必要があった。 

しかし、大日本精機では軽量化設計が困難との見解であったので、テレシステムズが既存商品である

QRmaster-P の機構設計・開発を行った福伸電機に変更することとした。 

 

X 線発生器調達先の変更 

変更前 東芝電子管デバイス（株）・（株）JOB 

変更後 POSKOM Co., Ltd. 

ChairScanner で使用する X 線発生器内の X 線管球は、既存商品では存在しなかったため、東芝電子

管デバイスに試作を依頼し、それを JOB に支給することにより、発生器の開発を行っていた。東芝電子

管デバイスに試作ではなく、商品化の検討を依頼していたが目途は立っておらず、目標量産コストが未

達であった。 

 

(4) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

変更前 2014年 12月 薬事投入 

2015年 3 月 上市 

変更後 2015年 1 月 薬事投入 

2015年 5 月 上市 

X 線出力スペックが変更になったため、開発スケジュールそのものが二ヶ月程度遅延している。その

影響を受けて、薬事投入 2015 年 1 月、上市 2015 年 5 月というスケジュールとなった。 

 

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 なし  
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領域 指摘事項 対応 

知財対応 X 線撮影装置としての特許の取得に加え

て、意匠デザインの取得をおこなう事。 

H25 年度に出願を行い、H26 年度にも増

強を行った。 

海外特許の出願に関しても検討を進める

事。 

H26 年度に行った。 

技術・評価面 なし  

その他事業

化全般 

X 線室の外でも使用できる装置とする方

策を積極的に進めるように。 

装置内部のみが X 線管理区域と見なせる

ように、装置の散乱線防護能力を設計した。

装置周囲の線量を低減することで、X 線室

外でも使用できるように開発を進めたい。 
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1.9 平成 27 年度以降の事業化計画 

2015/5 に国内薬事申請を完了し、上市を行う予定。 

海外については、2015/10 に FDA 申請を完了し、北米で上市を行う予定。 

 

領域 検討・実施すべき事項 

薬事申請  国内薬事・FDA ともに 3rd Edition への対応が Must となっている。3rd Edition に

ついてはまだ経験がないため、スケジュールに遅延が出ないよう慎重に進める必要が

ある。 

知財対応  特許・意匠ともに、国内および進出を考えている海外については申請を完了している。

今後、進出する国を増やすのであればそれに合わせて申請する国を増やしていく必要

がある。 

技術・評価面  精密撮影については、まだ使い勝手や臨床的観点から改良の余地があると考えてい

る。引き続き検証を続ける。 

 検出器をより高感度にすれば、さらに X 線出力を下げることができる。より低被曝な

装置をめざし、高感度な検出器の開発を目指す。 

その他事業

化全般 

 海外で販売する際の販路及びメンテナンス体制が明確でない。早急に明確化していく

必要がある。 

 

  



6 

1.10 3 年間の委託事業の振り返り 

1.10.1 自己評価点 

A：当初目標を上回る成果を得た。 

 

 
 

1.10.2 自己評価理由 

一部スケジュールの遅延が発生しているが、最終的には期待する性能が得られ、またそのスケジュー

ル遅延もそれほど影響の大きいものではなかったので、マイナスとはしなかった。 

目標を上回ったのは、精密撮影の成果である。開発技術リスクが大きいと考えていたが、撮影軌道制

御・画像品質ともに満足のいくものが得られた。 

よって、A 評価とした。 

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。 ○十分
新医療機器、改良医療機器、後発医療機器のどれに該当するか整理できていますか。 ○十分

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

PMDAとの調整が進んでいますか。 ×不十分
薬事法以外の規制についても対応が明確になっていますか。 ○十分
製品の利用方法が明確になっていますか。 ○十分

同時に利用する機器も含めて導入が実現可能になっていますか。 ○十分
これまでのルールや慣行に逆らわない利用方法になっていますか。 △一部

当該製品に関連する先行特許調査は十分に行っていますか。 ○十分
当該製品に必要な先行特許についてはライセンス等で使用できるようになっていますか。 ○十分
開発後の特許調査についても実施することになっていますか。 ○十分

コア技術に関して、どのように保護するか（権利化／ブラックボックス）は明確になっていますか。 ○十分
権利化に必要な新規性だけではなく進歩性が明確になっていますか。 ○十分
必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。 ○十分
意匠等の他の産業財産権について検討していますか。 ○十分
知的財産の権利化またはノウハウ保護に対する予算・体制・規程は確保されていますか。 ○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。 ○十分
販売チャネルは明確になっていますか。 △一部
当該製品の供給（生産、物流）体制は明確になっていますか。 △一部
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。 △一部
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。 △一部
製造原価（あるいは提供コスト）は明確になっていますか。 △一部
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。 △一部
十分な収益性が得られることが明確になっていますか。 △一部
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。 ×不十分
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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(1) 量産試作機開発 

H25 年度試作機が 200kg オーバーであったのに対し、軽量化を目標として 100kg 程度を達成した。ま

た、その際に機構をシンプルにし、コストダウンにも成功した。 

X 線発生器がコストネックであったが、POSKOM に変更することにより、この問題もクリアした。 

(2) ソフトウェアシステムの開発 

テレシステムズが現在販売している QRware システムと統合が干渉し、ソフトウェアシステムとして

は開発が完了した。 

ただし、精密撮影については、使い方及び臨床的有用性の検証をまだまだ行わなければならず、その

検証結果を引き続き反映していく必要がある。 

(3) 臨床応用テスト 

生体撮影を行い、基本性能評価を行うことができた。 

大学病院にて本格運用し、装置や患者の位置決めを含めたさらなる改善に関する評価を行う。 

(4) 国内薬事投入 

2015/1 に投入済み。 

2015/5 に申請完了し、上市を行う予定。 

(5) プロジェクトの管理運営 

進捗管理を的確に行い、仕様変更以外のスケジュール遅延を発生させることなく、プロジェクトの運

営を行うことができた。 

 

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 

当初は、関東・中部・近畿・九州と、開発拠点が距離的に離れてしまい、コミュニケーションミスが

発生し、開発中の問題発覚や進捗遅れの発見が遅れてしまうというケースが発生した。 

開発拠点をできる限り近くに集約させ、頻繁に Face To Face の打ち合わせを行い、問題点の洗い出し

や進捗報告を効率的かつ頻繁に行うべきであった。 

 

(2) 事業の進め方 

開発の進め方やそのスケジューリングに関する事前検討が不十分であったために、担当箇所に待ち時

間が発生したり、効率が悪くなったりしてしまった。 

開発物・達成目標が明確であるから、着手前に進め方・そのスケジューリングをもっと綿密に検討し

ておくべきであった。 

 

(3) その他 

X 線出力に対する事前の見積もりに余裕がなかったため、最終段階になって、スペック変更が生じ、

臨床評価や薬事投入・上市スケジュールが連鎖的に遅延する事態が発生した。 

基本スペックの設定について、線量に余裕を持たせるべきであった。 
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1.11 事業に関する連絡窓口 

 

株式会社テレシステムズ 

〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西 2-8-19 

電話: 06-6631-0925 / FAX: 06-6631-5926 / E-mail: tatsuya.nagano@telesystems.co.jp 

 


