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1. 事業の概要 

 

1.1 事業の背景・目的及び目標 

(１)研究の目的 

昨今のがん治療では、進行度に応じて切除範囲を決め、最適な低侵襲・低負荷手術を行う傾向にある。

その際に用いられる術中病理診断は、個別化の判断根拠として重要であるものの、時間の制約上、現行は

診断精度の低い HE 染色が唯一であり、その他の手法でも人手と時間を要する。 

本事業は電界撹拌技術を用いて診断精度の高い免疫染色を高速化する自動免疫染色装置を開発し、術中

に不可能であった免疫染色診断を可能にすることを目的とする。 

 

（２）研究の概要 

現在，術中迅速病理診断は時間の制約上，5 分以内に染色可能な HE染色が用いられている。しかし，

HE 染色は小さながん遺残やリンパ節微小転移が見逃されることが多い。このがん遺残やリンパ節転移を

見逃さずに縮小手術を施行するには免疫染色が必要である。従来の免疫染色には 2 時間以上を要するた

め，術中病理診断には適さない。術中病理診断に用いるためには40分以内に診断を完了する必要がある。

現在，Sysmex社から約 30分で遺伝子増幅する技術を用いた OSNA法によるリンパ節転移診断機器が販売

されているが，同法による転移診断は形態学的情報が欠如するため，正確な転移診断とは言えず，信頼

性を欠くものとなっている。また、数社から自動免疫染色装置が既に市販されている。しかし、これら

は大量の免疫染色を自動化するために開発されたもので、最短でも 90 分を要するため術中病理診断に適

用することはできない。 

この問題の解決を手がける研究代表者等は、免疫染色を迅速に行うため、電界を試料に非接触に与え

る新たな撹拌技術を用いて迅速免疫染色技術を開発し、試作機レベルにて診断に要する時間を 136 分か

ら 20 分に短縮する研究成果を上げている。本装置を実用化に向けて、繁忙な医療スタッフが手動で装置

操作を行うには限界があるため、装置を自動化し作業の簡略化及び迅速化を図る。 

 

①試作自動染色装置開発 

これまで、自動化に向けたラボベースでの電界洗浄技術の確立のため、電界撹拌検証装置１台と、そ

の成果をもとに電界洗浄工程と電界撹拌工程とを連係させた一次プロトタイプ 1 台を作製した。これら

の研究により、電界洗浄技術の確立および自動化技術の基礎的な知見が得られた。 

初年度の自動化対象は、試料を搭載するスライドガラス１枚に付き一試料であったが、今年度は、多

数枚のスライドガラス、搭載試料は複数個へ機能拡張するため、装置形状寸法を大幅に小型化する必要

がある。そこで、現状機能確認のために使用していた液滴供給・排出に用いられるポンプ機構の小型化

を図るとともに、電界制御部も含めた装置全体の小型化を図る。その実現のため、ポンプ機構から試薬

搬送機構の開発および小型電界制御部の開発を行い平成２４年度に開発した試作装置の機構と組み合わ

せ改良する。 

また、製品化に向けてユーザーニーズを捉えるため、機能性・実用性に関して充実させたモデルタイ

プを１台開発し、秋田大学医学部及び北海道大学医学部の研究員にて、病理診断に適用可能な免疫染色

発色性性能を有するものかについて、さらに操作性についてのユーザー評価を行う。 

 

②薄切削工具並びに装置の開発 

病理診断を行う際に、使用する試料を現状の３～５㎛から 1 ㎛程度の厚さに薄切できれば、組織染色

時間の短縮と使用する試薬の少量化が見込まれる。その実現のため、迅速免疫染色の前処理装置として、

切削工具に高い熱伝導性を有する材料を用いた試作切削装置を開発する。 

 

③免疫染色性の品位高度化 

高品位な免疫染色性は撹拌性能に依存する。すなわち免疫染色性の高度化は、液滴形状の均一化が重

要である。そこで、技師の経験に依らず液滴に理想的な円形状が得られるはっ水リングを平成２４年度

に開発し、高品位な迅速免疫染色性の期待を持てるようになってきた。このはっ水リングを他機関で評
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価する。また試料形状に応じた３種程度のはっ水リングの開発を行うと伴に、そのプロトコルの決定も

必要である。さらに合わせて電極形状についても検討を行う。得られたはっ水リングの使用評価につい

て他機関との連携をとりつつ評価・改良を続ける。 

また、電界撹拌技術による染色品位の信頼性向上のためには、スライドガラス上のはっ水リングに予

めポジティブ・ネガティブコントロールが得られる試料を搭載する。 

 

④試薬キット及び統一プロトコル開発 

これまでの評価実験では、各評価施設で異なる試薬を用いて独自のプロトコルで評価していたため、

各評価施設間で比較評価が出来なかった。そこで、秋田大学、神戸大学が対象となるがんと用いる抗体

種を３種程度に決定し、各抗体に最も有効な試薬ならびにプロトコルを決定する。これらの統一したプ

ロトコルと用いる試薬を北海道大学、三重大学において、施設間染色誤差が生じるか否かについて評価

確認する。また、得られた成果をもとに試薬キット（試薬＋洗浄液＋はっ水リング付スライドガラス）

を開発し、さらに自動免疫染色装置への適用についても検討する。 

 

（３）実施内容 

①試作自動染色装置の開発 

①-1 小型試薬搬送機構の開発 

 平成 24 年度に製作した一次プロトタイプは、基盤技術の確認であっため、装置の大きさは検討外に

なっていた。そのため試薬搬送に市販のポンプを用いるため高価並びに大きなスペースを取っていた。 

 開発する試薬搬送機構は、平成２４年度に試作した装置の機構と組み合わせ染色評価実験を行い、そ

の成果をモデルタイプに反映させると伴に得られた新たな知見を米国特許として出願する。  

（担当: 株式会社アクトラス、秋田エプソン株式会社、秋田県産業技術センター、 福田特許事務所、

評価：国立大学法人秋田大学、国立大学法人北海道大学） 

 

①-2 電界制御部の小型化 

試薬搬送機構の小型化と同様に一次プロトタイプの大きさ等の課題を解決するため、高電圧低周波を

発生・制御する電界制御装置の小型化を行うと伴に電磁両立性の評価を実施する。 

（担当:株式会社アクトラス、秋田県産業技術センター） 

 

①-3 画像処理技術の確立 

撹拌状態の液滴の挙動や反応の時間の確認、および染色状態の定量的判断を自動に行うため、試料を

カメラで撮像し、画像処理によって数値化し定量的に判断する技術を確立する。 

（担当:株式会社アクトラス、秋田県産業技術センター） 

 

①-4 モデルタイプの開発 

一次プロトタイプの大きさ等の課題を解決し、機能性・実用性に関して充実させたモデルタイプを１

台開発する。また、製品化に向けてユーザーニーズを捉えるため、秋田大学医学部及び北海道大学医学

部にて、モデルタイプ機が病理診断に適用可能な免疫染色性能を有するか否かについてユーザー評価を

行う。 

並行して、装置の周知を図ると共により広くユーザーニーズを捉えるため、日本病理学会においてアド

バイザーの協力のもとプレマーケティングをおこなうと共に、研究員が関連する学会に参加して意見交

換や最新の情報収集を行い、得られた知見を装置開発に反映させる。また、ＰＭＤＡで医療機器開発前

相談を行う。 

（担当:株式会社アクトラス、秋田エプソン株式会社、秋田県産業技術センター 評価：国立大学法人

秋田大学、国立大学法人北海道大学） 

 

②薄切削工具並びに装置の開発 

②-1 薄切削工具並びに装置の開発 

病理診断を行う際、使用する試料の厚みは、現状３～５㎛であるが、これを 1㎛程度の厚さに薄切す
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ることで、組織染色時間の短縮と使用する試薬の少量化が見込まれる。さらに厚みのばらつきを抑制す

ると、染色性のばらつきも安定する。このため、迅速免疫染色の前処理装置として、試料を薄切する基

本装置を開発する。これに際し、厚さ方向の微小位置決めに必要となる Z軸ナノアクチュエータと、ス

ライス制御を行う X軸アクチュエータが必要となるため、三軸アクチュエータシステム１台をリースす

る。 

現在、名古屋工業大で、被削材に機械的な歪を与えない優れた熱伝導率を有する材料を用いた工具が

開発されている。その技術を活かした薄切工具と試作薄切機構の開発を行う。開発によって得られた新

たな知見を米国特許として出願する。 

（担当:株式会社アクトラス、秋田エプソン株式会社、秋田県産業技術センター、国立大学法人名古屋

工業大学、外注先未定１、評価：国立大学法人秋田大学） 

 

③免疫染色性の品位高度化 

③-1 試料形状に応じたはっ水リングの開発 

 試料の大きさに応じたはっ水リング形状と面積拡大によって懸念される撹拌位置による免疫染色性

を確認し、その対応策として、電極形状について新たな追求を行う。 新たな知見は③－2項とともに特

許出願する。 

（担当：秋田県産業技術センター、株式会社セーコン、秋田エプソン株式会社、 評価：国立大学法人

秋田大学、国立大学法人神戸大学、福田特許事務所） 

 

③-2 ポジティブ・ネガティブコントロールを搭載した専用スライドガラスの開発 

迅速免疫染色のプロトコルに合致したポジティブ・ネガティブコントロールの探索を行い、はっ水リ

ングに同梱させて、染色手法、染色品位の維持向上を図ると伴に得られた新たな知見について③－１項

とともに特許を出願する。 

（担当：秋田エプソン株式会社、国立大学法人秋田大学、国立大学法人神戸大学、秋田県産業技術セン

ター、永島・久米川・安國・若山特許事務所） 

 

④試薬キット及び統一プロトコル開発 

④-1試薬及びプロトコルの標準化の検討 

これまでの評価実験では、各評価施設で異なる試薬を用い独自のプロトコルで評価していたため、評

価施設間で染色品位のばらつきのを生じる原因となっていた。研究員が関連する学会に参加して意見交

換や最新の情報収集を行い、そこで得られた知見をプロトコルと試薬の標準化に反映させる。 

秋田大学、神戸大学、秋田県産業技術センターにて各抗体に最も有効な試薬等の比較検討を実施し、プ

ロトコルと試薬等の標準化の検討を行うと伴に、本迅速免疫染色技術と合わせて新たな知見を特許化す

る。施設間評価を北海道大学、三重大学で行う。 

（担当：国立大学法人神戸大学、国立大学法人秋田大学、秋田県産業技術センター、福田特許事務所、

評価：国立大学法人北海道大学、国立大学法人三重大学） 

 

④-2 試薬キットの開発 

④-1で得られた成果をもとに染色品位の均一化のための試薬キットを開発する。研究員が関連する学

会に参加して意見交換や最新の情報収集をおこない、そこで得られた知見を試薬キットの開発に反映さ

せると共に、自動免疫染色装置に適用するために本装置にハンドリングしやすい機構を開発する。また、

試薬キットに関して PMDAでの相談を行う。 

（担当：株式会社アクトラス、秋田エプソン株式会社、秋田県産業技術センター、評価：秋田エプソン

株式会社、国立大学法人秋田大学、国立大学法人北海道大学、国立大学法人三重大学、国立大学法人神

戸大学） 
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1.2 事業実施体制 

 (１) 研究組織及び管理体制 

１）研究組織（全体）   

  

公益財団法人 

あきた企業活性化センター 

  再委託 
株式会社アクトラス 

  
 

  
  

 
  再委託 

秋田県産業技術センター 

 
  

 

 
  

  

 
  再委託 

秋田エプソン株式会社 

 
  

 

 
  

  

 
  再委託 

株式会社セーコン 

 
  

 

 
  

  

 
  再委託 

国立大学法人秋田大学 

 
  

 

 
  

  

 
  再委託 

国立大学法人北海道大学 

 
  

 

 
  

  

 
  再委託 

国立大学法人三重大学 

 
  

 

 
  

  

 
  再委託 

国立大学法人神戸大学 

 
  

 

 
  

  

 
  再委託 

国立大学法人名古屋工業大学 

 
  

 

 
  

  

 
  外注 

福田特許事務所 

   

 
  

  
  外注 

永島・久米川・安國・若山特許事務所 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

総括研究代表者（ＰＬ） 

 株式会社アクトラス 

 代表取締役 眞田 慎 

副総括研究代表者（ＳＬ） 

秋田県産業技術センター 

素形材プロセス開発部 

部長 赤上 陽一 
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２）管理体制 

  ① 事業管理者［公益財団法人あきた企業活性化センター］ 

 
  

再委託 

再委託 

理事長 

知財・研究管理担当 

専務理事 

株式会社アクトラス 

※業務管理者 

※経理担当者 

事務局長 

秋田県産業技術センター 

 

総務相談グループ 

総務担当 

再委託 

株式会社セーコン 

再委託 

国立大学法人秋田大学 

 
再委託 

国立大学法人北海道大学 

 

国立大学法人三重大学 

  

再委託 

再委託 

再委託 

再委託 

秋田エプソン株式会社 

国立大学法人神戸大学 

  

国立大学法人名古屋工業大学 

  

福田特許事務所 

外注 

永島・久米川・安國・若山特許事務所 

外注 
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②（再委託先） 

株式会社アクトラス 

代表取締役   経理担当  ※経理担当者 
  

※業務管理者       システム技術部   
   

      
秋田県産業技術センター ※経理担当者 

所長     総務管理部  
    

          技術イノベーション部  
 ※業務管理者  
     素形材プロセス開発部  先端加工グループ  

   
       秋田エプソン株式会社 

代表取締役   経理担当  ※経理担当者 
   

         技術開発部  ※業務管理者 
    
 
株式会社セーコン 

代表取締役   経理担当  ※経理担当者 
  

       技術開発課  ※業務管理者 
  

      

国立大学法人秋田大学 ※業務管理者 

学長 
 

大学院医学系研究科 
  医学専攻 腫瘍制御医学系 

呼吸器・乳腺内分泌外科学講座 
 

   

        
 医学系研究科・医学部調達課  

 

 

 
     ※経理担当者  

国立大学法人北海道大学 ※業務管理者 

学長  大学院医学研究科   腫瘍病理学分野  
    

     

 

         医学系事務部 会計課 
     
 ※経理担当者 

国立大学法人三重大学 ※業務管理者 

学長 
 

大学院医学系研究科 
  基礎医学系講座 

トランスレーショナル医科学 

 

   

            財務部契約チーム 
     
     ※経理担当者  

国立大学法人神戸大学 ※業務管理者 

学長  医学部附属病院   医学部附属病院教授       
   

            医学部管理課研究科契約係 
     
     ※経理担当者  

国立大学法人名古屋工業大学 ※業務管理者 

学長  大学院   工学研究科  
    

     

 

      事務局   研究支援課 
     
      ※経理担当者  
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(２) 管理員及び研究員 

【事業管理機関】公益財団法人あきた企業活性化センター 

①管理員    

氏名 所属・役職 実施内容（番号） 

松橋 亨 総務相談グループ知財・研究管理担当リーダー ⑤-2，⑤-3，⑤-4 

加賀谷なおこ 総務相談グループ知財・研究管理担当 ⑤-2，⑤-3，⑤-4 

渡辺 淳一 総務相談グループ スタッフ ⑤-2，⑤-3，⑤-4 

杉山 満雄 総務相談グループ スタッフ ⑤-2，⑤-3，⑤-4 

 

②研究員   

【再委託先】 

株式会社アクトラス 

氏名 所属・役職 実施内容（番号） 

眞田 慎 代表取締役 ①-1，①-2，①-3，①-4，②

-1，④-2，⑤-1 

戸巻 道雄 主任技師 ①-1，①-2，①-3，①-4，②

-1，④-2 

鈴木 正道 技術主任 ①-1，①-2，①-3，①-4，②

-1，④-2 

今野 寛 技術主任 ①-1，①-2，①-3，①-4，②

-1，④-2 

高橋 正紀 担当 ①-1，①-2，①-3，①-4，②

-1，④-2 

菊地 敏明 

 

主任技師 ①-1，①-2，①-3，①-4，②

-1，④-2 

 

秋田県産業技術センター 

氏名 所属・役職 実施内容（番号） 

赤上 陽一 素形材プロセス開発部・部長 ①-1，①-2，①-3，①-4，②

-1，③-1，③-2，④-1，④-2 

池田 洋 素形材プロセス開発部 先端加工グループ・客員

研究員 

①-1，①-2，①-3，①-4，②

-1，③-1，③-2，④-1，④-2 

久住 孝幸 素形材プロセス開発部 先端加工グループ・主任

研究員 

①-1，①-2，①-3，①-4，②

-1，③-1，③-2，④-1，④-2 

佐藤 安弘 素形材プロセス開発部 先端加工グループ・嘱託

研究員 

①-1，①-2，①-3，①-4  

加賀谷 昌美 素形材プロセス開発部 先端加工グループ・嘱託

研究員 

①-1，①-2，①-3，①-4，③

-1，③-2，④-1，④-2 

中村 竜太 素形材プロセス開発部 先端加工グループ・研究

員 

①-1，①-2，①-3，①-4，②

-1，③-1，③-2，④-1，④-2 

 

秋田エプソン株式会社 

氏名 所属・役職 実施内容（番号） 

下山 耕平 生産技術部 生産技術グループ ①-1，①-4，②-1，③-1 

鈴木  洋一 事業管理部 P 事業グループ・チームリーダー ①-1，①-4，②-1，③-1,③-2,

④-2 

阿部 申吾 生産技術部 係員 ①-1,①-4,②-1,③-1,③-2 
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株式会社セーコン 

氏名 所属・役職 実施内容（番号） 

小松 国夫 部長 ③-1 

 

国立大学法人秋田大学 

氏名 所属・役職 実施内容（番号） 

南谷 佳弘 

 

大学院医学系研究科 医学専攻 腫瘍制御医学

系 呼吸器･乳腺内分泌外科学講座・教授 

①-1，①-4，②-1，③-1，③

-2，④-1，④-2 

齊藤 元 

 

大学院医学系研究科 医学専攻 腫瘍制御医学

系 呼吸器･乳腺内分泌外科学講座・准教授 

①-1，①-4，②-1，③-1，③

-2，④-1，④-2， 

今井 一博 医学部附属病院 腫瘍情報センター・講師 ①-1，①-4，②-1，③-1，③

-2，④-1，④-2 

工藤 智司 医学部附属病院 第二外科・医員 ①-1，①-4，②-1，③-1，③

-2，④-1，④-2 

 

国立大学法人北海道大学 

氏名 所属・役職 実施内容（番号） 

田中 伸哉 大学院医学研究科 病理学講座 腫瘍病理学分

野・教授 

①-1，①-4，④-1，④-2 

谷野 美智枝 大学院医学研究科 病理学講座 腫瘍病理学分

野・助教 

①-1，①-4，④-1，④-2 

明坂 詩織 大学院医学研究科 病理学講座 腫瘍病理学分

野・技術補佐員 

①-1，①-4，④-1，④-2 

竹浪 智子 大学院医学研究科 病理学講座 腫瘍病理学分

野・技術補佐員 

①-1，①-4，④-1，④-2 

 

国立大学法人三重大学 

氏名 所属・役職 実施内容（番号） 

西村 訓弘 医学系研究科トランスレーショナル医科学・教授 ④-1，④-2 

矢野 竹男 大学院地域イノベーション学研究科・教授 ④-1，④-2 

白石 泰三 医学系研究科腫瘍病理学・教授 ④-1，④-2 

丸山 篤芳 社会連携研究センター ④-1，④-2 

小倉 智秀 医学系研究科トランスレーショナル医科学・博士

課程学生 

④-1，④-2 

金山 和樹 医学系研究科腫瘍病理学・博士課程学生 ④-1，④-2 

武山 純也 医学系研究科トランスレーショナル医科学・博士

課程学生 

④-1，④-2 

 

 

国立大学法人神戸大学 

氏名 所属・役職 実施内容（番号） 

伊藤 智雄 医学部附属病院病理診断科･医学研究科病理診断

学分野 ・病理診断科教授 病理部長 

③-1，③-2，④-1，④-2 

酒井 康裕 医学部附属病院病理診断科・講師 ③-1，③-2，④-1，④-2 

原 重雄 医学部附属病院病理診断科・講師 ③-1，③-2，④-1，④-2 

松岡 絵美衣 医学部附属病院病理部・技師 ③-1，③-2，④-1，④-2 

今川 奈央子 医学部附属病院病理部・技師 ③-1，③-2，④-1，④-2 
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 国立大学法人名古屋工業大学 

氏名 所属・役職 実施内容（番号） 

江龍 修 大学院産業戦略工学専攻・教授 副学長 ②-1 

 

 （３) 経理担当者及び業務管理者の所属、氏名 

（事業管理機関） 

公益財団法人あきた企業活性化センター 

（経理担当者）総務相談グループ 総務担当リーダー  佐藤 雅博 

（業務管理者）総務相談グループ 知財・研究管理担当リーダー 松橋 亨 

 

（再委託先） 

株式会社アクトラス 

（経理担当者）経理担当     山口 美奈子 

（業務管理者）代表取締役     眞田 慎 

秋田県産業技術センター  

  （経理担当者）総務管理部主査     岩野 亜衣子 

  （業務管理者）素形材プロセス開発部 部長   赤上 陽一 

秋田エプソン株式会社 

（経理担当者）事業管理部 事業管理グループ   沼倉 雄 

（業務管理者）代表取締役     丸山 実男 

株式会社セーコン 

（経理担当者）経理担当     川村 和子 

（業務管理者）代表取締役     鈴木 浩子 

国立大学法人秋田大学 

（経理担当者）医学系研究科・医学部 調達課 総括主査  庄司 稔 

（業務管理者）大学院医学系研究科長    澤田 賢一 

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 主任（外部資金担当） 押田 亜希 

（業務管理者）大学院医学研究科長    笠原 正典 

国立大学法人三重大学 

（経理担当者）医学系研究科・医学部財務部契約チーム 係長 石川 祐子 

（業務管理者）大学院医学系研究科長    緒方 正人  

国立大学法人神戸大学 

（経理担当者）医学部管理課研究科契約係長   中 宏樹 

（業務管理者）医学部附属病院病理診断科 教授   伊藤 智雄 

国立大学法人名古屋工業大学 

（経理担当者）事務局研究支援課係員    真木 亮 

（業務管理者）大学院工学研究科 教授・副学長   江龍 修 
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（４）その他 

  ①アドバイザー 

氏名 所属・役職 主な指導・協力事項 

大橋 正彦 株式会社島津製作所 東北支店・支

店長 

装置の評価やノウハウについて専門的な

助言をいただく 

竹上 嗣郎 国立大学法人東北大学 未来科学

技術共同研究センター  リサー

チ・フェロー 

医療ビジネスの専門的な立場から迅速免

疫染色について助言をいただく 

南條 博 国立大学法人秋田大学 医学部附

属病院 病院教授 

医学の専門的な立場から迅速免疫染色の

評価やノウハウについて助言をいただく 

後藤 明輝 国立大学法人秋田大学 大学院医

学系研究科・教授 

医学の専門的な立場から迅速免疫染色の

評価やノウハウについて助言をいただく 

若山 俊輔 永島・久米川・安國・若山法律事務

所・弁理士 

医療関連の知的財産の専門的な立場から

助言をいただく 

黒瀬 顕 国立大学法人弘前大学 大学院医

学研究科 病理診断学講座 ・教授  

医学の専門的な立場から迅速免疫染色の

評価やノウハウについて助言をいただく 

中谷 行雄 国立大学法人千葉大学 大学院医

学研究院 先進医療科学専攻 病

態医科学分野 呼吸器病理学・教授 

医学の専門的な立場から迅速免疫染色の

評価やノウハウについて助言をいただく 

菅井 有 学校法人岩手医科大学 分子診断

病理学分野 病理学講座・教授 

医学の専門的な立場から迅速免疫染色の

評価やノウハウについて助言をいただく 

遠藤 希之 一般財団法人仙台厚生病院 病理

診断･臨床検査科・診断部長 

医学の専門的な立場から迅速免疫染色の

評価やノウハウについて助言をいただく 

吉田 博 ニプロ株式会社総合研究所・取締役 装置の評価やノウハウについて専門的な

助言をいただく 

太刀川英昭 サクラファインテックジャパン株

式会社 開発本部・本部長 

装置の評価やノウハウについて専門的な

助言をいただく 

野島久美子 サクラファインテックジャパン株

式会社 マーケティング本部・本部

長 

装置の評価やノウハウについて専門的な

助言をいただく 

川口 春馬 神奈川大学工学部化学教室特任教

授 

慶應義塾大学名誉教授 

工学博士 

高分子化学の専門的な立場から、迅速免

疫染色のプロトコルに合致したポジティ

ブ・ネガティブコントロールの開発につ

いて助言をいただく。 
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1.3 成果概要 

次頁以降に本年度開発した製品の概要および本年度検討・精査した同製品の事業化計画を記載する。 
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1.3.1 開発製品「新型免疫染色装置「R－IHC」（製品名） 

【訴求ポイント】 

昨今のがん治療では進行度に応じて切除範囲を決め最適な低侵襲・低負荷手術を行う傾向にあるが、現行で

は術中に行われる診断は診断精度の低い HE 染色が唯一であり、時間および人手の制約により診断精度の高い

免疫染色は行われていない。 

本製品は、電界撹拌技術を用いて免疫染色の高速化を図りさらに自動化を実現することで、これまで術中に

不可能であった免疫染色診断を可能とする装置である。平成２９年の上市を目指している。 

 

1.3.2 事業化計画 

(1) 事業化に向けた現状ステータス 

実施項目ごとの現状は以下のとおりである。 

①試作自動染色装置開発 

 試薬の使用効率の向上、装置の小型化、画像処理による定量化、同時処理可能な試料数の増加を実現し、こ

れらの機構を搭載したモデルタイプによる迅速免疫染色の結果、良好な免疫染色結果を得た。電界洗浄方法に

ついては昨年度の特許出願をもとに国内優先権主張出願を行った。 

②薄切削工具並びに装置の開発 

開発した薄切装置と刃具によって、試料を薄切できることを確認した。 

③免疫染色性の品位高度化 

 はっ水リングに関しては、試料形状に応じた形状、スライドガラス上での操作性、同時処理できる試料数を

増やすための形状に関する検討を行い、優れた染色性を得られるはっ水リングを開発した。得られた知見につ

いて、昨年度の特許出願をもとに国内優先権主張出願を行った。また、良好な染色性が得られる電極形状に関

する知見を得た。 

 使用可能なポジティブ・ネガティブコントロールについて知見を得、ポジティブコントロールに関する国内

特許出願を行った。 

 ①と③の成果を合わせ、自動電界免疫組織染色方法及び装置に関して国内および米国特許出願を行った。  

④試薬キット及び統一プロトコル開発 

 使用する抗体量を従来の 1/2量に削減することに成功し、作成した統一プロトコルを用いて複数の施設にお

いて良好な染色性を確認した。また、試薬キット化のための試薬選定を行った。 

 

(a) 機器の開発（実証）目標達成状況 

 実施項目ごとの目標達成状況は以下のとおりである。 

①試作自動染色装置開発 

 今年度の目標は達成した。今後は新たな機構によるモデルタイプの更なる小型化が課題である。 

 PMDAでの相談については、より効果的なタイミングで実施するほうが望ましいと判断したため、今年度は実

施を見送った。 

②薄切削工具並びに装置の開発 

 刃具および薄切装置の開発は達成できたが、厚み目標である１μm は達成できなかった。今後は、厚み目標

を１μmに定め、実用化を目指す。 

③免疫染色性の品位高度化 

 はっ水リングの検討および電極の検討では、今年度の目標を達成できた。今後はさらに最適条件について検

討を行う。 

ポジティブ・ネガティブコントロールについては、使用可能なコントロールを見出したものの、今後保存等

の検討を加える必要がある。 

④試薬キット及び統一プロトコル開発 

 統一プロトコルについては今年度の目標を達成できた。試薬キットについては一部試薬の選定をできたが、

今後さらに選定を進めていく必要がある。また、温度、ｐH、濃度等細かい条件設定を進めていく。 

 PMDAでの相談については、より効果的なタイミングで実施するほうが望ましいと判断したため、今年度の実

施を見送った。 
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(b) 薬事対応状況 

GQP（医療機器製造販売品品質管理基準）を整えるともに、医療機器製造販売業許認可申請を行う。H25年度、

アクトラス社で他の医療機器により医療機器製造販売業許認可申請を実施し、認可を受けた。 

 

(c) 知財確保状況 

 平成２４年度事業で、電界洗浄方法およびはっ水リングに関する国内特許出願と行っており、平成２５年

度の成果を加え、当該２件の国内優先権主張出願及び早期審査請求を行った。 

 自動電界免疫組織染色装置及び方法に関して国内特許出願及び早期審査請求、米国特許出願を行った。 

 ポジティブコントロールに関して、標準試料及び検出方法の国内特許出願を行った。 

 

(d) その他（事業化体制等）の整備状況 

量産・販売に向けて、製造コスト・販売価格を想定していく必要がある。病理部門への販売実績の豊富な企

業との連携により、製品販売に取り組む。現在は、病理部門への販売経験が豊富なサクラファインテック・ジ

ャパンとの連携による上市を模索中である。 
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(2) 市場性（想定購入顧客）の検討結果 

 電界撹拌を用いた自動迅速免疫染色装置での商品化を、付加価値の高い脳腫瘍鑑別診断専用キットととも

に行う事とした。 

 従来法では不可能な、脳腫瘍の術中迅速診断での良悪の鑑別という用途に限定して商品化を行う。 

 この市場は、規模は小さいが競合はなく、安定的なビジネスが可能であり、この分野におけるビジネスと

免疫染色のノウハウを蓄積する事ができる。 

 その後、方法論の認知と商品開発・データの蓄積を図り、一般（FFPE）免疫染色の迅速化、自動化を推し

進め、ビジネスを拡大する計画である。 

 

(a) 医療現場でのニーズ 

電界撹拌技術を用いた迅速免疫染色装置は、病院にとって全く新しい方法であり、新規に装置を購入する

必要が生じるが、この方法を導入することで診断精度が、飛躍的に向上し、確実な治療に導くことができる。

これにより、従来、術中診断と確定診断に差が生じる場合には、2 度手術を行う可能性があったが、本法に

よって、１回で済み、患者の負担が軽減されるとともに、トータルコストが低減できる可能性を有している。

今後、保険収載によるインセンティブが本システムの普及を後押しするものと考える。 

 

(b) 現状における問題点 

 迅速免疫染色について周知を図る必要がある。現在、迅速免疫染色研究会を通じて、その必要性  

と有用性を病理医や技師を中心に発信している。 

(c) 本機器の想定顧客および市場規模 

 

① 国内 

 平成 24 年度、日本国内で年間 10 件以上の脳腫瘍の手術を実施した施設数は 383 施設、脳腫瘍の年間手

術件数は約 15,000 件であった。 

 これらの施設にターゲットを絞り込んだ場合、市場規模は約 2 億円/年と推定される。 

 明確な阻害要因（アンメットニーズ）が存在し、また当該装置がそれに対する決定的な解決策を提供す

る事から、受容性は高いものと推定される。 

 平成 25 年 6 月に日本病理学会のランチョンセミナーにてアンケート調査（入場者約 260 名、アンケー

ト回収 157 枚、回収率約 60％）を行ったところ、迅速免疫装置に対する興味度は高く、使用意向が 46％

と高率であった。 

 脳内留置用剤ギリアデルの国内発売（2013 年 1 月～）により、迅速免疫装置の脳腫瘍への需要が高ま

るものと推定される。 

 使用する抗体濃度を従来の 1/2 に抑えることができるため、医療現場で免疫染色にかかるコストを大き

く削減でき、本装置の需要を喚起できるものと予想される。 

 病理医の高齢化が進み、地方病院においては病理医が不在である医療現場において、がん患者は年々増

加している現状を鑑みると、簡易にそして高度なテレパソノジーが運用可能な本自動免疫染色機の需要



 

3 

は高まるものと推定される。 

 

② 海外 

 National Cancer Institute ( http://seer.cancer.gov )によると，世界的には、2008 年に新たに約 238,000

人の原発性脳腫瘍およびその他のCNS腫瘍の症例が診断されている。（日本においては 1年に約 13,000

人～16,000 人である．）WW における脳腫瘍の年間手術件数については未調査であるが，日本の約 8

倍のポテンシャルマーケットと推定している。日本市場約 2 億円に対し、WW の市場規模は 16 億円/

年と予測される。 

 脳外科手術を行う先進国市場から販売を検討する。（同機関によると米国における，2013 年に推定され

る脳腫瘍およびその他の神経系腫瘍の新規症例数は 23,130 人であり、日本の１.5 倍程度の市場と予測

される。）なお、米国市場での上市には FDA の要求事項に対する準備が必須。 

 現状では，次年度に手動式の免疫組織染色装置の国内販売を控えており，国内マーケットについて注力

しているため、海外についての調査分析は手動装置の上市後具体化していく予定である。 
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(3) ターゲット市場における業界分析結果 

 

(a) 競合製品／競合企業の動向 

 2013年現在、自動免疫染色装置としては、Roche社の Ventana、Leica 社の BOND 等が存在する。 

 

(b) 競合製品／競合企業とのベンチマーキング 

上記 2種の装置については、染色時間に約 1.5Ｈｒを要するため、術中診断には用いることはできない。

電界非接触撹拌技術を用いた免疫染色装置は世界初の独自技術である。 

 
 

(4) ビジネススキームの検討結果 

  病理関連機器の国内メーカーであるサクラファインテックジャパン株式会社に、平成 25 年度より、アド

バイザとして、本事業に参画していただいた。先行して、本事業の成果を採用した手動式免疫染色装置を、 

サクラファインテックジャパン株式会社より、平成 26 年度の販売を予定している。 

 

(5) 事業リスクの洗い出しと対応策の検討結果 

洗い出された事業化の隘路とその対応を以下に示す 

 洗い出された課題（隘路） 左記への対応策 

薬
事 

■販売に向けて、医療機器製造販売業許認可を享け

る必要がある。 

■GQP（医療機器製造販売品品質管理基準）を整え

るともに、医療機器製造販売業許認可申請を行う。

H25年度、アクトラス社で他の医療機器により医療

機器製造販売業許認可申請を実施し、認可を受け

た。 

■販売後の GVP(製造販売後安全管理基準)に備え、

安全性の管理体制の向上に努める。 

■自動機に先行して、手動装置による薬事申請を実

施する。 
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知
財 

■各種特許の取得を行う。 ■特許の出願を継続するとともに、製品化の妨げと

なる特許調査を継続する。 

■H24 年度、①電界洗浄方法、②はっ水リングの２

件の特許出願をおこなった。 

■H25 年度は、平成 24 年度①および②の国内優先

権主張出願と、自動電界免疫組織染色装置及び方法

の日本国特許および米国特許出願、陽性コントロー

ルに関する日本国特許出願を行った。 

技
術
・
評
価 

■迅速高品位な染色技術の開発 

 

組織の種類によっては、反応が遅い組織もあるた

め、抗原の賦活化を図るため、電界賦活化技術を開

発中である。 

電界集中を図るために、電極形状に注目して凸形状

の電極を試作し、被撹拌液の挙動観察、染色性等に

ついて検討を深めている。 

そ
の
他
事
業
化
全
般 

■量産・販売に向けて、製造コスト・販売価格を想

定していく必要がある。 

■病理部門への販売実績の豊富な企業との連携に

より、製品販売に取り組む。現在は、病理部門への

販売経験が豊富なサクラファインテック・ジャパン

との連携による上市を模索中である。 

 

(6) 上市（投資回収）計画の検討結果 

 平成 26 年度の事業において、最終製品とするための設計・開発を実施し、構成される部材や機器につい  

て決定していくこととなる。その後、量産化設計により製造原価の算出を実施する。 

(a) 投資計画 

上記の結果による。 

 

(b) 回収計画 

上記の結果による。 
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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

要素技術開発

試作機開発・改良

量産機開発

電気等安全性評価
/非臨床試験

治験

届出申請

上市

本委託事業におけ
る実施内容

自主事業の内容

【事業化計画】
1.PMDA薬事戦略相談

【事業化計画】
1販売ﾙｰﾄの確立
2.ｻｰﾋﾞｽ体制の整備
＊1 同一試料にて，従来装置と電界撹拌
手動装置での免疫染色の比較を１０例以
上実施

【事業化計画】
1.製造・販売体制の確立
2.営業計画の締結
＊2
手動式免疫組織染色装置を発売

【事業化計画】
1.製造・販売体制の確立
2.営業計画の締結
3.資金計画

【事業化計画】
1.製造・販売体制の確立
2.営業計画の締結
3.学会等販促
4.点数化の取組み（研究会）

【事業化計画】
1.製造・販売体制の確立
2.営業計画の締結

自動型装置の上市

①試作装置の開発
・試作した電界撹拌検証装置の基本動作
を確認し、洗浄工程と電界撹拌行程を連
携させた一次プロトタイプによる良好な染
色性を確認した。
②電界洗浄技術の開発
・自動化のためのコア技術として電界洗浄
技術を開発し、特許出願を行った。
・撹拌挙動の最適化のための電極－液滴
間距離の測定行程と、撹拌行程確認のた
めの画像処理技術を開発した。
・リング電極での良好な染色を確認した。
・電界制御のための電源装置の検討と、
操作パネルの改良を行った。
③免疫染色正の品位高度化
・液滴形状最適化のためのはっ水リングを
開発し、特許出願を行った。
④診断用抗体開発
・プロトコルの検討を行いながら、複数の
研究施設で電界非接触撹拌技術を応用し
た免疫組織染色を行った結果、抗体の種
類にかかわらず有用であることが明らか
になった。

①試作自動染色装置開発
電圧および電極形状の最適化、試薬搬送
機構の改良により、試薬の少量化及び装
置の小型化を進めている。自動電界免疫
組織染色方法及び装置の国内・米国特許
出願と、電界洗浄方法の国内優先権主張
出願を行う。

②薄切削装置並びに装置の開発
刃具および切削装置の開発を並行して行
い、ばらつきのない染色性と試薬の少量
化の実現を目指している。

③免疫染色性の品位高度化
はっ水リングの形状の改良をすすめ、国
内優先権主張出願を行う。染色の信頼性
確保のための陽性コントロールの開発を
行い、国内特許出願を行う。

④試薬キット及び統一プロトコル開発
2013年11月の技師の会にて統一プロトコ
ルを決定し、現在、試薬及び抗体の選定
を行っている。

①　自動染色装置の量産試作
　　　　　　（モデルタイプ）の開発
②　薄切削装置の開発および染色性
　　の確認
③　陽性コントロール

2012(H24)年度 2013(H25)年度 2014(H26)年度
2015（H27)年度以降

2015(H27)年度 2016(H28)年度 2017（H29)年度

＊1

＊2
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1.4 当該事業の連絡窓口 

 

公益財団法人あきた企業活性化センター（最寄駅：東日本旅客鉄道秋田新幹線秋田駅） 

  〒010-8572 秋田県秋田市山王三丁目１番１号 

    TEL：018(860)5614 FAX：018-863-2390 

総務総合相談グループ 知財総合窓口・研究管理担当  松橋 亨  

E-mail:  toru-matsuhashi@bic-akita.or.jp 

 

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

2012（H24）年度 2013（H25）年度 2014（H26）年度

研究開発フェーズ 事業開発フェーズ

【技術開発】
1.試作機の開発
2.大学病院による染色性評価の実施
【薬事申請関連】
1.医療機器製造業許認可申請
　(別製品による取得完了）
【特許】
1.米国特許の登録完了（コア技術）
2.追加特許の申請継続（H24年度２件申請）
日本国特許出願

【事業化計画】
1.PMDA薬事戦略相談

【技術開発】
1.モデルタイプでの評価
2.試薬キットによるプロトコル確立
【薬事申請関連】
1.GQP等整備
2.製造販売業取得
【特許】
1.国際特許・周辺特許の申請
自動電界免疫組織染色装置及び方法の日本国およ
び米国特許出願
電界洗浄方法、はっ水リングの国内優先権主張出願
標準試料に関する日本国特許出願
【事業化計画】
1.販売ルートの確立
2.サービス体制の整備

【技術開発】
1.装置の量産モデルの確立
2.試薬キット等消耗品の完成
【薬事申請関連】
1.本製品の医療機器申請
2.米国ＦＤＡ申請準備
【特許】
1.追加特許申請
【事業化計画】
1.製造・販売体制の確立
2.営業契約の締結

試作装置開発

PMDA薬事戦略相談

医療機器製造販売業許認可申請

GQPの整備

治験実験 製造・販売体制の確立
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2. 本編 

2.1 試作自動染色装置開発 

 

株式会社アクトラス 

眞田慎、戸巻道雄、鈴木正道、菊地敏明 

 

秋田エプソン株式会社 

鈴木洋一、阿部申吾、下山耕平 

 

秋田県産業技術センター 

中村竜太、加賀谷昌美、池田洋、久住孝幸、佐藤安弘、赤上陽一 

 

国立大学法人秋田大学 

南谷佳弘、齊藤元、今井一博、工藤智司 

 

国立大学法人北海道大学 

谷野 美智枝、竹浪智子、田中伸哉 

 

2.1.1 プロジェクト全体における本研究部門の位置づけ 

これまで、ラボベースにて自動化に向けた電界洗浄技術と電界撹拌技術の確立ならびに検証実験装置１台を

開発した。その成果を基に電界洗浄工程と電界撹拌工程とを連係させた一次プロトタイプを 1台作製した。こ

れより、それぞれの技術の自動化技術の基礎的な知見を得た。 

初年度の自動化対象は、試料を搭載するスライドガラス１枚に付き 1 試料であったが、平成２５年度は、実

用化に近づけるために多数枚のスライドガラスと搭載試料数の複数化へ機能を拡張し、装置形状寸法の大幅な

小型化を実現することである。この実現のために、ポンプ機構から試薬搬送機構の開発および小型電界制御部

の開発を行う。また、製品化に向けてユーザーニーズを捉えるため、モデルタイプを１台開発し、秋田大学医

学部及び北海道大学の研究員に、病理診断に適用可能な免疫染色性能を有するものか、否かについて得られた

染色結果を基にユーザー評価を行う。 

 

2.1.2 目的と目標  

初年度、平成 24 年度に製作した一次プロトタイプは、基盤技術の確認であっため、装置の大きさの検討を

なされていなかった。そのため、試薬搬送に市販の制御可能なポンプを用いており、高価並びに大きな占有ス

ペースを取っていた。本年度は試薬搬送機構を見直し、新たな機構を構築し、モデルタイプに反映する。 

また、試薬搬送機構の小型化と同様に一次プロトタイプの大きさ等の課題を解決するため、高電圧低周波を

発生・制御する電界制御装置の小型化を行うと伴に電磁両立性の評価を実施する。 

そして、撹拌状態の液滴挙動や反応時間の確認、および染色状態の定量的判断を自動に行うため、試料をカ

メラで撮像し、画像処理によって数値化し定量的に判断する技術を確立する。 

さらに、一次プロトタイプの課題を洗い出し、機能性・実用性に関して充実させたモデルタイプを１台開発

する。さらに昨年度はスライドガラス１枚に付き 1試料であったが、今年度は、多数枚のスライドガラス、搭

載試料は複数個へ機能拡張する。また、製品化に向けてユーザーニーズを捉えるため、秋田大学医学部及び北

海道大学の研究員に開発するモデルタイプが病理診断に適用可能な免疫染色性能を有するか否かについて染

色結果を基にユーザー評価を行う。 

 

2.1.3 研究内容 

①-1 小型試薬搬送機構の開発 

平成 24 年度に製作した一次プロトタイプは、試薬搬送に市販のチューブイングポンプを用いていたことで、

チューブ中に高価な抗体液が残存するのでは、というアドバイザーからの指摘があった。 

そこで、本年度は抗体試薬の滴下方式をポンプ送液方式から、ダイレクトに滴下する方式に変更し、装置の
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小型化と残存する試薬の削減を試みた。試薬用シリンジに抗体液やブロッキング液を注入後、シリンジのピス

トンをリニア電動ロボットにて押し込むことで、それぞれの液が滴下する機構である。 

 

 

①-2 電界制御部の小型化 

試薬搬送機構の小型化と同様に一次プロトタイプの装置の小型化を実現するため、高電圧低周波を発生・制

御する電界制御装置の小型を行い、評価を実施した。 

 

性能仕様としては、小型化による影響でスペックダウンすることなく、昨年度同様、撹拌性の均一化を得る

ため、電界制御装置が発生する電圧波形の立ち上がり特性は 100V/0.1msec 以上、および発生する電圧のピー

ク値のばらつき 4ｋV±5％以内、Duty比のばらつき 5％以内の確保を目指した。 

一方、CE マーキングを取得するための電磁両立性対策を施し、最終年度取得を目標とした。 

性能はそのまま維持できるよう、部品、回路、配線パターンの見直しを図った。小型化の結果、筐体サイズ

としては、従来品に対し、体積比で約 45%を実現できた。 

 

各性能に関して測定した結果、出力電圧は 4～5.5kV（Max値）、電圧波形の立ち上がり特性は、100V/0.1msec

以上、また、電圧ピーク値のばらつき 4kV±5%以内、Duty比のばらつき 5％以内を達成することができた。 

 

①-3 画像処理技術の確立 

撹拌時の液滴挙動や反応時間によって影響を受ける染色状態の観測を遠隔的に行うために、試料を撮像し、

画像処理によって数値化し定量的な判断を可能にする技術の確立を目指す。今年度は、昨年度開発した技術（プ

ログラム）に対し、高価な画像処理ボードを使用せずに、USB カメラ単体で動作すること。また、従来の画像

処理に汎用ライブラリを使用して、アクトラス製のエンジンで動作可能にすること。以上の 2 つの点を改良し

た。 

電界による迅速免疫染色した組織写真を用いて画像解析処理を行った結果、今回の改良により USB カメラに

よる画像解析での定量化が可能となった。 

 

①-4 モデルタイプの開発 

昨年度試作した一次プロトタイプの大きさ等の問題を克服し、機能性や実用性に富んだモデルタイプを開発

した。 

本年度は、試薬搬送機構と洗浄液搬送機構を見直した。試薬搬送機構は、①-1 で開発したカセットによるダ

イレクト滴下方式を採用した。また、昨年度はスライドガラス１枚に付き 1 試料であったが、今年度は、3枚

のスライドガラスを搭載可能とし、試料数は最大 6個に機能を拡張した。 

また、本年度は、洗浄液の搬送方式と制御方式を見直し、このため小型ポンプを採用して 24 年度試作機に対

して 1/2 以下の装置サイズとした。 

本モデルタイプは、大きく分けて電界撹拌部と試薬滴下部で 1 つのユニットを構成する。このユニットが 3

列並びに配置する。 

電界撹拌部は、リング電極の貫通穴部に洗浄液供給ノズルと排液ノズルを通しスライドガラス上へ降下する

機構となっており、洗浄が可能となる。 

本モデルタイプは、昨年度同様、試料の最適な撹拌性を導きだすために、ユニット毎にレーザー変位計を用

いて滴下された抗体液滴の高さを計測し、液滴と電極間距離を測定し調整する機能を有している。これによっ

て液滴量毎に電極の位置は自動調整が可能になり最適な撹拌挙動が得られる。 

 

開発したモデルタイプを用いて実際の迅速免疫組織染色実験を秋田県産業技術センターにて秋田大学医学

部の研究員立ち会いのもとで実施した。また、北海道大学の研究員は染色結果を書類上にて確認評価した。 

使用した電極は寸法が外径 25mm 内径 14mm のリング形状である。プロトコール工程 4 から工程 9 番までにつ

いて、モデルタイプを使用して免疫染色の実験を行った。工程 3の PBS 洗浄終了後、試料をモデルタイプに投

入し動作させた。これより良好な染色結果が確認できモデルタイプの可能性を検証できた。 
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ここで、二次抗体反応後の PBS電界洗浄（工程 9）の回数について検討を行った。この結果、二次抗体反応後

の PBS電界洗浄（工程 9）の回数は 2 回以上であれば、非特異反応が抑制可能となり、良好な染色結果が得ら

れることを明らかした。 

 

2.1.4 研究成果 

（１）抗体試薬の滴下方式をポンプ送液方式から、カセットによるシリンジダイレクト滴下方式に変更した

ことで、装置の小型化と送液パイプに残存する問題点を解消した。 

 

（２）電界制御装置について、部品、回路、配線パターンの見直しを図り、小型化を実施した結果、従来の

装置に対して、性能は維持し、筐体サイズは体積比で約 55%ダウンを達成した。 

 

（３）昨年度開発したアクトラス製画像処理エンジンに改良を加え、専用の画像処理ボードならびにライブ

ラリを必要とせず、汎用の USBカメラによる画像解析が可能となり定量化が実現できた。 

 

（４）昨年度試作した一次プロトタイプの大きさ等の課題を解決し、機能性・実用性を兼ね備えた優れたモ

デルタイプを１台の開発に成功した。また、昨年度はスライドガラス１枚に付き 1 試料であったが、今年

度は、3枚のスライドガラス搭載可能とし、試料数は最大 6個へ機能拡張が可能になった。Ｈ24年度の試

作機に対しほぼ 1/2以下の装置サイズとなった。 

 

（５）本モデルタイプを用いて迅速免疫組織染色を行い、良好な免疫染色結果が得られることを確認した 

 

（６）これらの研究成果より、自動電界免疫組織染色装置及び装置について国内および米国に特許出願した。

また、電界洗浄方法とはっ水リングについて国内優先権主張を行った。 

 

2.1.5 今後の課題 

アクチュエータやポンプ等の見直し、新たな機構によるモデルタイプの更なる小型化を目指す。 
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2.2 薄切削工具並びに装置の開発 

 

株式会社アクトラス 

眞田慎、戸巻道雄、鈴木正道、菊地敏明 

 

秋田エプソン株式会社 

鈴木洋一、阿部申吾、下山耕平 

 

秋田県産業技術センター 

中村竜太、加賀谷昌美、池田洋、久住孝幸、佐藤安弘、赤上陽一 

 

国立大学法人名古屋工業大学 

江龍修 

 

国立大学法人秋田大学 

南谷佳弘、齊藤元、今井一博、工藤智司 

2.2.1 プロジェクト全体における本研究部門の位置づけ 

本事業は、電界撹拌技術を用いて診断精度の高い免疫染色を高速化する自動免疫染装置を開発し、術中に不

可能であった免疫染色医診断を可能にすることを目的としている。病理診断を行う際、使用する試料の厚みの

ばらつきを抑制すると、染色性のばらつきも安定するため、迅速免疫染色の前処理装置として試料を薄切する

基本装置の開発に寄与する。 

 

2.2.2 目的と目標 

病理診断を行う際に、使用する試料を現状の 3～５μm から 1μm程度の厚さに薄切できれば、組織染色時間

の短縮と使用する試薬の少量化が見込まれる。その実現のため、迅速免疫染色の前処理装置として、被削材に

機械的な歪を与えない優れた熱伝導率を有する高硬度材料を用いた試作切削装置を開発する。 

 

2.2.3 実施内容 

②-1薄切削工具並びに装置の検討 

本年度は試料を薄切する基本装置を製作する。試料厚さ方向には、微小位置決めに必要となる Z 軸ナノアク

チュエータと切削動作制御を行う X 軸アクチュエータを 1台ずつ配置する。さらに薄切の最適条件を決定する

ために、X軸に対して直交方向の動作を制御する Y軸アクチュエータを配置し、XYZ3軸を各々制御できる構造

とする。また、刃具のピッチ方向および、ヨー方向の角度調整（手動）が可能な機構も盛り込んだ。 

切削対象試料はパラフィンブロック、凍結ブロックの 2 種類とした。凍結ブロック時はペルチェ式冷却ステー

ジにてブロックの融解を防ぐ。 

  

薄切試料測定結果により、開発薄切装置＋開発刃具と開発薄切装置＋既存刃具 SUS と比較してほぼ同等な厚

みであることがわかった。また、観察結果より開発薄切装置＋開発刃具にて薄切することによって、試料は撚

れる事無く薄切できた。これより切削時のダメージが少ないこと、すなわち切削抵抗が低いことを示している

ものと考えられる。一方、開発装置+SUS刃具では、試料途中で試料に破損が生じたこと、また柔らかな試料の

加工屑が刃先に付着して、構成刃先を生じ、薄切部位が良好に排出できなかったことを提示しているものと考

えられる。 

 

2.4 研究成果 

開発薄切装置＋開発刃具にて薄切することによって、試料は撚れる事無く薄切できた。これより切削時のダ

メージが少ないこと、すなわち切削抵抗が低いことを示しているものと考える。一方、開発装置+SUS 刃具で

は、試料途中で試料に破損が生じたこと、また柔らかな試料の加工屑が刃先に付着して、構成刃先を生じ、薄

切部位が良好に排出できなかったことを提示しているものと考える。 
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2.2.5 今後の課題 

来年度は、薄切厚み目標の 1μm オーダーに定め、刃先工具と試料との配置についても検討を加える。また、

振動等の外乱の影響についても検討を加える。最終的には凍結切片の薄切に挑戦し、実用化を目指す。さらに、

刃具の配置角度および切削動作速度やさらに切削角、及び斜角の最適化についても検討を加える。 
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2.3 免疫染色性の品位高度化 

秋田県産業技術センター 

中村竜太、加賀谷昌美、池田洋、久住孝幸、佐藤安弘、赤上陽一 

 

株式会社セーコン 

小松国夫 

 

秋田エプソン株式会社 

鈴木洋一、 阿部申吾、下山耕平 

 

国立大学法人秋田大学 

南谷佳弘、齊藤元、今井一博、工藤智司 

 

国立大学法人神戸大学 

      柳田絵美衣、今川奈央子、酒井康裕、伊藤智雄 

 

2.3.1 プロジェクト全体における本研究部門の位置づけ 

高品位な免疫染色性は撹拌性能に依存する。すなわち免疫染色性の高度化は、液滴形状の均一化が重要であ

る。そこで，技師の経験に依らず液滴が理想的な円形状が得られるはっ水リングを平成 24 年度に開発し、高

品位な迅速免疫染色性への期待が得られるようになってきた。このはっ水リングを他機関においても評価する。

また、新たな電極形状の追求や電界を用いた新たなプロセスの検討を行う。 

また、電界撹拌技術による染色品位の信頼性向上のためには、スライドガラス上のはっ水リングに予めポジテ

ィブ・ネガティブコントロールが得られる試料を搭載する必要がある。本研究部門では、はっ水リングに搭載

するポジティブ・ネガティブコントロールとなる試料の作成・評価を行う。 

 

2.3.2 目的と目標 

試料形状に応じた 3 種程度のはっ水リングの開発を行うとともに開発したはっ水リングの使用評価について

他機関との連携をとりつつ評価・改良を行う。また、試料の大きさに応じたはっ水リング形状と面積拡大によ

って懸念される撹拌位置による免疫染色性を確認し、その対応策として、電極形状について新たな追求を行う。

また、電界を用いた新たなプロセスの検討を行い、新たな知見は特許出願する。 

また、迅速免疫染色のプロトコールに合致したポジティブ・ネガティブコントロールの探索を行い、はっ水リ

ングに同梱させて、染色手法、染色品位の維持向上を図ることを目的とする。秋田大学等で開発したポジティ

ブコントロールを用いて迅速免疫染色を行い評価する。 

 

2.3.3 実施内容 

③-1試料形状に応じたはっ水リングの開発 

免疫染色性の特に優れた再現性については、液滴形状の均一化が重要であり、技師の経験に依らず液滴に理

想的な円形状が得られるはっ水リングを平成 24 年度に開発した。これにより高品位な迅速免疫染色性への期

待が持てるようになってきた。昨年度は内径 20mm のはっ水リングのみであったが、本年度は内径 12mm のはっ

水リングを作製するとともに、平成 24 年度は 1 枚のスライドガラスに対して 1 つのはっ水領域を有するリン

グを作製したが、平成 25年度は、1 つのスライドガラスに対して、2 つのはっ水領域を持つはっ水デュアルリ

ングを開発した 

また、秋田県産業技術センターが選定したテープ材であるフッ素系のニトフロンテープを用いてはっ水リング

を製作した。平成 24年度と平成 25年度において製作した 4種類のはっ水形状は、(a)内径 12mm、(b)内径 20mm、

(c)内径 20mmのデュアルタイプ、(d)内径 20mmの全面貼付タイプである。3 種形状(b)、(c)、(d)を用いて迅速

免疫組織染色を行った。本年度は内径 20mm のはっ水リングを評価した。本結果からこの 3 種形状において、

染色性に差異が生じないことを明らかにした。 

 

はっ水リングを実際に使用する神戸大学の研究員から、免疫染色終了後に本リングを剥がす際に多くの力が
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必要であるという意見を踏まえ、はっ水リングの剥がし荷重測定実験を行った。剥がし荷重の測定には、ばね

ばかりを使用した。はじめに、はっ水リングの一部をばねばかりのフックが通る分だけ剥がし、その後フック

を介して、引張り、剥がれたところの荷重を記録した。この結果、免疫染色プロセス前後において剥がし荷重

に変化が生じないことがわかった。また、剥がし荷重は貼り付け面積に比例していることも明らかになったた。

これより、1 つのスライドガラスに、2 つのはっ水領域を設ける場合、全面貼付タイプよりデュアルリングタ

イプの方が剥がし易く使い勝手が良好であると考えられる。 

 

次に、電極形状の最適化実験を実施した。一次抗体希釈液 150μL の電界撹拌時の液滴の観察により、電界

撹拌時に、はっ水リングが有する樹脂の厚みが見掛け上の反射板になって、液滴ははっ水リング内の外周部か

ら内周部に流れて込む現象を呈することを確認できた。このことから、はっ水リングの仕様としてある程度の

基材の厚みが必要になることがわかった。現状 0.23mm の厚みを有するフッ素系のニトフロンテープを使用し

ているため、このような液滴反射機能を有するものと考えられる。 

 

更なる免疫染色品位を高度化させるために、スライドガラス上に固定されている抗原に抗体液が積極的に作

用する流れを創出する電極形状の開発を秋田県産業技術センターで行い、製作は秋田エプソンで行った。従来

の平板型電極を改良し、撹拌域を 2 分割する凸部を電極に設けた。すなわち液滴外周部に電界が集中する電極

とした。 

 

2 分割凸電極を用いた時の電界撹拌では、液滴の吸引箇所は電界が集中する領域数（この場合は 2か所）に

合致して発生する。また、電界 OFF 時には、はっ水リングによって、丸印の部分ではっ水リングの厚みの壁に

より、外側から内側に流体が流れることがわかった。この流れによって抗体が抗原に作用する頻度が向上する

可能性が期待できる。 

電界集中型電極がもたらす液滴挙動により、電界を集中させることにより液滴ピーク箇所が増加し、それに伴

って抗体の撹拌に伴う運動移動距離が短くなると考えられる。また、液滴の領域は電界凸部の数だけ独立し、

分けられることから、上電極への抗体液の接触が抑制されるので、電極間距離は狭められ、電界強度も高めら

れる。 

 

次に、電界集中型電極を用いて免疫染色実験を行った。これより、サイトケラチン抗体において、2 分割凸

電極の方が従来の平板電極より染色性が優れていることがわかり、電界集中型電極の優位性を確認することが

できた。 

 

 次に、平成25年度に開発したモデルタイプを用いて迅速免疫染色実験を行った。使用した電極寸法形状は、

外径 25mm内径 14mmのリング電極と、同寸法のリングに幅 8mm 深さ 4mm の溝を掘ったリング凸電極を用いた。 

プロトコールの工程 4 から工程 9番までをモデルタイプを使用して免疫染色実験を行った。工程 3の PBS洗浄

終了後、試料をモデルタイプに投入し動作させた。 

 

またモデルタイプを用いた抗 Ki-67 抗体(Mib-1)、抗 CD20 抗体(B cell)、抗 CK 抗体(ケラチン)、抗 CD3 抗体

(T cell)の染色結果により、平板電極に比べて、リング電極及びリング凸電極を用いることで染色性が良好に

なることがわかった。 

特に、平板電極を用いた mib-1染色は低い染色性を示すことが判っていたが、リング電極及びリング凸電極

を用いることで染色性が格段に向上することが見てとれた。また、リング電極とリング凸電極を比べると、染

まりやすいとされるケラチンと CD20 の染色性は同等であるが、比較的染まりにくいと言われる Mib-1 と CD3

ではリング凸電極の方が優れた染色性を発揮することがわかる。これら染色性の向上の原因として電界集中型

電極を用いることで、撹拌時に生じる抗体液の流れが、抗原に作用しやすくなったものと考えられる。 

 

次に、更なる染色性向上のため、パラフィン切片の免疫染色工程で行われる賦活化について検討した。通常

パラファン切片の免疫染色工程では、固定によってタンパク質にメチレン架橋などが生成され、抗原決定基の

立体障害やマスキングが起こるため、これを加熱、タンパク質分解酵素等を用いて活性化する賦活処理が行わ
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れている。これを凍結切片においてアセトン等で固定された組織に電界を印加することにより、免疫染色工程

でも賦活が行えるのではと考え、電界賦活化の検討を行った。 

具体的な方法としては、工程 3 と 4 に間に、つまりアセトン固定後、PBS 洗浄を行い、一次抗体反応の前に

電界賦活化を行った。電界賦活化を含め免疫染色を行った結果から、電界賦活化によって陽性細胞の数が増加

し、染色性も向上していることがわかった。陽性・陰性細胞をそれぞれカウントして割合を求めた結果から、

電界賦活化により 20％程度の陽性細胞割合の増加が確認できた。この電界賦活化は、反応性の優れない抗体、

例えば、mib-1や CD3等を用いた免疫染色時の染色性向上に特に寄与すると考えられる。 

 

次に、電界賦活化により、免疫染色の更なる迅速化について検討した。免疫染色は一次抗体反応 10 分で行

ったが、これに電界賦活化を施し、反応時間を 3分短縮した 7 分で染色実験を行った。一次抗体反応時間に対

する陽性細胞割合の関係を評価し、電界賦活化なしの一次抗体反応 10 分の陽性細胞割合と、電界賦活化有り

の一次抗体反応 7分の陽性細胞割合は同等であることがわかった。つまり、1min賦活化により 3 分反応時間短

縮（実質 2min短縮可能）であり、染色品位向上とともに、迅速化にも寄与できると考えられる。 

  

神戸大学にて、60種類にも及ぶ抗体において、はっ水リングを用いた迅速免疫染色を行った。装置内での撹

拌による液漏れ等の染色時の問題は見られなかった。 

また、撹拌位置による染色性については、1枚のスライドガラス上に 3 切片載せて 3 切片同一一次抗体での染

色を行い染色性の比較を行ったが、撹拌位置による差異は見られなかった。また、3 切片それぞれ異なる一次

抗体でも染色を行ったが、良好な染色性が得られた。 

 

③-2 ポジティブ・ネガティブコントロールを搭載した専用スライドガラスの開発 

ポジティブコントロールには 2 種類ある。一つは染まるべきものが正しく染まっているかをみる形態コント

ロールである。もう一つは染色濃度を見る濃度コントロールである。この検討では、培養癌細胞を用いて形態

コントロールを作成して、保存条件を検討した。また濃度コントロールを高分子ゲル（反応性ミクロハイドロ

ゲル）により作成した。 

 

＜形態コントロール＞ 

培養癌細胞として肺癌細胞と悪性リンパ腫を用いた。免疫染色は最も使用頻度が高い抗サイトケラチン抗体、

抗 Ki67 抗体を用いた。販売を考慮すると保存条件は-20℃以上で 3 か月を目標とした。種々の条件で検討した

が、最終的には以下のプロトコールで決定した。 

サイトケラチン用ポジティブコントロール作成プロトコール 

①  細胞を回収し、PBS 10mL×１で洗浄・遠心（1200rpm、RT、5 分） 

②  上清吸引後、100mM ホウ酸 Na Buffer(pH9.5) と 1mM MgCl2 の混合 Buffer に 50mM Dimethyl 

Suberimidate Dihydrochloride (DMS) を加えた固定液 3mL にて 4℃、１hr 固定。遠心(1200rpm、4℃、5

分) 

③  上清を吸引し、冷 PBS ５mL で軽く洗浄・遠心(1200rpm、4℃、5 分) 2％PFA(pH7.4)にて 4℃、

15 分固定。遠心(1200rpm、4℃、5 分) 

④  上清を吸引し、0.1M glycine in PBS(pH7.4) 6mL にて室温、1hr。遠心(1500rpm、RT、5 分) 

⑤  上清を吸引し、6％ゼラチンを 100～120μL 加え、パラフィルム上に 10～14μL スポットし半球状

になるように成形。4℃にて 30～40 分固化。 

⑥ 10、15％スクロース／0.1M PB 溶液で置換後、20％スクロース／0.1M PB 溶液に 12 時間浸漬する。 

以上のポジティブコントロールで 4℃2 週間まで保存が可能であった。 

 

 

Ki-67 用ポジティブコントロール作成プロトコール 

 

① 細胞を回収し、PBS 10mL×１で洗浄・遠心（1200rpm、RT、5 分） 

② 上清吸引後、100mM ホウ酸 Na Buffer(pH9.5) と 1mM MgCl2 の混合 Buffer に 50mM Dimethyl 

Suberimidate Dihydrochloride (DMS) を加えた固定液 3mL にて 4℃、1hr 固定。遠心(1200rpm、4℃、5
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分) 

③ 上清を吸引し、冷 PBS 5mL で軽く洗浄・遠心(1200rpm、4℃、5 分) 2％PFA(pH7.4)にて 4℃、15 分

固定。遠心(1200rpm、4℃、5 分) 

④ 上清を吸引し、0.1M glycine in PBS(pH7.4) 6mL にて室温、1hr。遠心(1500rpm、RT、5 分) 

⑤ 上清を吸引し、6％ゼラチンを 100～120μL 加え、パラフィルム上に 10～14μL スポットし半球状

になるように成形。4℃にて 30～40 分固化。 

⑥ 10、15％スクロース／0.1M PB 溶液で置換後、20％スクロース／0.1M PB 溶液に 12 時間浸漬する。 

以上のポジティブコントロールで 4℃2 週間まで保存が可能であった。 

 

 

＜濃度コントロール＞ 

濃度コントロールは反応性ミクロハイドロゲルに目的のタンパク質を含有させて作成する。

Acrylamide(AAm)、meth- acrylic acid、nitrophenyl acrylate(NPA)、methylene -bis-acrylamide (MBAAm)からな

るモノマーで NPA にタンパクが結合して、ポリマーを形成する。そして AAm の量をコントロールすることに

よりゲルの任意の大きさに調整可能である。実際の使用法は任意の複数の濃度のタンパクを含有させた反応性

ミクロハイドロゲルでポジティブ・ネガティブコントロールを作成する。これを組織といっしょに OCT コン

パウンドなどに包埋しミクロトームで薄切して電界撹拌による迅速免疫染色を行う。これにより目的の組織の

周囲にポジティブ・ネガティブコントロールが顕微鏡下に観察可能になる。病理医が肉眼で顕微鏡下に染色結

果を判定することも可能であるが、顕微鏡にカメラをマウントして撮像後に画像解析を行うことも可能である。 

 

反応性ミクロハイドロゲルを作成して、サイトケラチン１９を含有させてポジティブコントロールと含有さ

せていないネガティブコントロールを作成した。そして電界撹拌による迅速免疫染色を抗サイトケラチン抗体

（AE1/AE3）を用いて行った結果、ネガティブコントロールは染色されなかった。一方ポジティブコントロー

ルは褐色に染色された。同時にサイトケラチン陽性細胞である肺癌細胞 H358 と陰性細胞である悪性リンパ腫

培養細胞 Daudi を染色した結果、H358 は褐色に染まり Daudi は染色されなかった。以上から反応性ミクロゲ

ルを用いてポジティブ・ネガティブコントロールを作成できることが明らかになった。非特異的な染色が起き

ないことを確認するために発色基質（DAB）のみ、２次抗体＋DAB、全く異なるタンパクに対する抗体（抗

Ki67 抗体）で同じプロトコールで免疫染色を行ったが、染色されなかった。以上からサイトケラチンポジティ

ブコントロールは抗サイトケラチン抗体（AE1/AE3）で特異的に染色されたことがあきらかになった。 

 

本年度開発したモデルタイプを用いて実際の迅速免疫組織染色実験を秋田大学医学部立ち会いのもとで実施

した。使用した電極は寸法が外径 25mm 内径 14mm のリング形状である。プロトコール工程 4 から工程 9 番

までをモデルタイプを使用して免疫染色の実験を行った。工程 3 の PBS 洗浄終了後、試料をモデルタイプに

投入し動作させた。モデルタイプを用いた染色結果より、良好な染色結果が確認でき、モデルタイプを用いた

免疫染色においても染色性は問題ないことを確認した。 

 

また作製された培養細胞を用いて、神戸大学にて染色を行った染色結果から、CD20、Cytokeratin の染色性は

非常に良好であった。しかし、Ki67 に関しては、標準プロトコールに沿った染色では染色性が非常に弱かった。

CD20、Cytokeratin の染色が良好だったため、二次抗体や発色剤などには問題がないと思われる。発色が弱い

原因が細胞にあるのか、一次抗体にあるのかを解明するため、二次抗体を力価の強い BIOCARE Medical 社製

MACH2 に変え、それ以外は標準プロトコールに沿って染色を行った。この結果、染色性は非常に良好であっ

た。これにより、染色性が弱いのは細胞に原因があると考えられる。 

 

 

2.3.4 研究成果 

（１）試料形状に応じた 4 種のはっ水形状を開発した。そして、開発したはっ水リングの使用評価について他

機関との連携をとりつつ評価を行った結果、1 つのスライドガラスに、2 つのはっ水領域を設ける場合、全

面貼付タイプよりデュアルリングタイプの方が剥がしやすさを考えた時に有利であることがわかった。 
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（２）昨年度はスライドガラス１枚に付き 1 試料であったが、今年度は、スライドガラス１枚に付き 2 試料を

可能とさせるため、はっ水デュアルリングを開発したどちらも差異無くすぐれた染色性を得た。 

 

（３）60 種類にも及ぶ一次抗体において、はっ水リングを用いた迅速免疫染色を行い、装置内での撹拌によ

る液漏れ等の染色時の問題は見られなかった。また、1 枚のスライドガラス上に 3 切片載せて、3 切片同一

一次抗体での染色を行い染色性の比較を行ったが、撹拌位置による差異は見られなかった。また、3 切片そ

れぞれ異なる一次抗体でも染色を行ったが、良好な染色性が得られた。 

 

（４）2 分割凸電極の方が、従来の平板電極に比べて染色性に優れることがわかり、電界集中型電極の優位性

を確認した。 

 

（５）モデルタイプを使用し、リング電極およびリング凸電極を用いて、電界洗浄を含む免疫染色を実施し、

従来の平板電極より良好な染色性を確認した。また、リング電極とリング凸電極を比べると、染まりやすい

とされるケラチンと CD20 の染色性は同等であるが、比較的染まりにくいと言われる Mib-1 と CD3 ではリ

ング凸電極の方が染色性に良好であることを確認した。 

 

（６）電界賦活化は、反応性の低い抗体、例えば、mib-1 や CD3 等を用いた免疫染色時の染色性向上や染色の

迅速化に効果をもたらすことを確認した。 

 

（７）培養細胞を用いた形態コントロール（ポジティブ・ネガティブコントロール）は、4℃2 週間まで保存

可能である結果が得られることから形態コントロール（ポジティブ・ネガティブコントロール）として使用

可能であると結論できた 

 

（８）サイトケラチン 19 を含有させた反応性ミクロハイドロゲルを用いた濃度コントロール（ポジティブ・

ネガティブコントロール）は、抗サイトケラチン抗体（AE1/AE3）で特異的に染色されたことから濃度コン

トロール（ポジティブ・ネガティブコントロール）として使用可能であると結論できた。また。開発したモ

デルタイプを用いた免疫染色においても染色性は問題ないことを確認した。 

 

（９）培養細胞を用いて、神戸大学にて免疫染色を行った結果、CD20、Cytokeratin の染色性は非常に良好で

あった。しかし、Ki67 に関しては、標準プロトコールに沿った染色では染色性が非常に弱かった。これは細

胞に原因があると考えられる。 

 

（１０）これらの研究成果より、自動電界免疫組織染色装置及び方法について国内および米国に特許出願した。

また、電界洗浄方法とはっ水リングの国内優先権主張を行った。 

 

（１１）標準試料について国内特許出願を行った。来年度さらに、詳細について検討を図るため、国内優先権

主張を行い、まとまった段階で米国特許を出願する。 

 

2.3.5 今後の課題 

 最適な電極形状や電界撹拌条件、電界賦活化条件を検討する 

 電界賦活化を可能とする機構を来年度の試作機に搭載する 

 今後は培養細胞の保存時間と保存方法を検討する予定である。また含有させるタンパクの種類を増やす予

定である 

 通常のルーチン業務で検査している検体と染色性を比較し、培養細胞の Ki-67の発現強度を調整する必要

がある。 
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2.4 試薬キット及び統一プロトコル開発 

 

国立大学法人神戸大学 

      柳田絵美衣、 今川奈央子、 酒井康裕、 伊藤智雄 

 

国立大学法人秋田大学 

南谷佳弘、齊藤元、今井一博、工藤智司 

 

国立大学法人北海道大学 

谷野 美智枝、 竹浪智子、 田中伸哉 

 

国立大学法人三重大学 

西村訓弘、矢野竹男、白石泰三、丸山篤芳、 

小倉智秀、金山和樹、武山純也 

 

株式会社アクトラス 

眞田慎、 戸巻道雄、 鈴木正道、 菊地敏明 

 

秋田エプソン株式会社 

鈴木洋一、 阿部申吾、下山耕平 

 

2.4.1 プロジェクト全体における本研究部門の位置づけ 

これまでの評価実験では、各評価施設で異なる試薬を用いて独自のプロトコールで評価していたため、各評

価施設間で比較評価が出来なかった。そこで，秋田大学、神戸大学が対象となるがんと用いる抗体種を決定し、

各抗体に最も有効な試薬ならびにプロトコールを決定する。これらの統一したプロトコールと用いる試薬を北

海道大学、三重大学において、施設間染色誤差が生じるか否かについて評価確認する。 

また、得られた成果をもとに試薬キット（試薬＋洗浄液＋はっ水リング付スライドガラス）を開発し、さらに

自動免疫染色装置への適用についても検討する。 

 

2.4.2 目的と目標 

今年度は、プロトコールと試薬の標準化を行う。また、各抗体に最も有効な試薬等の比較検討を実施し、プ

ロトコールと試薬等の標準化の検討を行うと伴に、本迅速免疫染色技術と合わせて新たな知見を特許化する。 

そして、これまでの評価実験では、各評価施設で異なる試薬を用いて独自のプロトコ-ルで評価していたため、

各評価施設間で比較評価が出来なかった。そこで、対象となるがんと用いる抗体種を 3 種程度に決定し、各抗

体に最も有効な試薬ならびにプロトコ-ルを決定する。これらの統一したプロトコ-ルと用いる試薬において、

施設間染色誤差が生じるか否かについて評価確認する。また、得られた成果をもとに試薬キット（一次抗体試

薬＋ブロッキング液＋二次抗体試薬で構成）を開発し、さらに自動電界免疫染色装置への適用について検討す

る。 

 

2.4.3 実施内容 

 

④-1試薬及びプロトコールの標準化の検討 

まず、神戸大学で提案された統一迅速免疫染色プロトコールを用いて、免疫染色を行った。 

秋田県産業技術センターにおいて抗体量の削減検討実験を行った。従来は抗体量 400μL を用いていたが、こ

の量では既存の自動免疫染色装置で使用する 50から 100μL に対して、格段に用いる量が多いため検査費用に

負担を与えることが危惧されたためである。一方、抗体量を減らすことで、抗体の絶対量も減るため、染色性

の低下が懸念される。そこで、液滴量削減に伴う免疫染色実験を行った。 

免疫染色の結果から、100～200μL において電界を印加すると全て良好な染色性が得られた。自動機において

は、確実にリング内を液滴で満たす必要があるため 200μLが適当であることが明らかになった。 
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次に、秋田県産業技術センター、秋田大学、秋田エプソン、アクトラスと共同で 3 種類の組織を用いて、5種

類の抗体で迅速免疫染色実験を行い、北海道大学は染色結果を書類上にて確認評価した。一次抗体は希釈によ

る人的誤差を避けるため、希釈済みの抗体液を使用した。はじめに抗体反応時間の検討を行った。合わせて用

手法と 37℃の加温法との比較を行った。反応時間 2分と 5分における Ki-67 における染色結果より、反応時間

は 5分が良好であることを確認した。 

次に、ki-67、CD20、GFAP、サイトケラチン、CD3における電界撹拌法、室温用手法、37℃用手法それぞれの

染色結果から、電界撹拌法は用手法に比較して、約 2＋程度染色性が良く、加温法と比較しても約 1＋染色性

が良いことがわかった。 

 

次に、神戸大学にて、統一プロトコールを用いた免疫染色の検討を行った。プロトコール標準化のためには

より多くの一次抗体で検討が必要と考え、病理診断で多用されている 60 種の一次抗体を用いて装置にて免疫

染色を行った。凍結切片だけでなくパラフィン切片も用いて、使用可能な一次抗体の検討を行った。 

装置を使用するにあたり、施設間・人為的な染色性の差異を最小限にするため、一次抗体・二次抗体・その他

試薬等の統一化を検討する。一次抗体の希釈操作での人為的誤差を解消するため、一次抗体は希釈済抗体とし、

二次抗体、その他試薬も全て指定し染色検討を行った。その結果、病理学診断に十分な発色性が得られ、統一

プロトコールの妥当性を確認した。 

 

次に、三重大学にて、統一プロトコールを用いた免疫染色の検討を行った。統一のプロトコールにて 3 種類

の抗体で対象となるがんの培養細胞を用いて免疫染色を行った。Ki-67 抗体は、培養細胞の状態より十分な発

色性は得られなかったが、他の 2種類の抗体はいずれも病理的に十分な発色性が得られており、統一プロトコ

ールの有用性が明らかになった。 

また、統一プロトコールを用いて、抗原抗体反応時の液温を 4℃と 37℃、市販されている希釈済み一次抗体を

さらに希釈し免疫組織染色を行った。希釈倍率 4倍までは病理的に十分な発色性が得られ、37℃にてより発色

性が増強されたことにより、液温の影響を考慮する必要があることが明らかになった。 

 

④-2 試薬キットの開発 

④-1で得られた成果をもとに染色品位の均一化のための試薬キット開発を検討した。秋田県産業技術センタ

ー、秋田大学、秋田エプソン、アクトラスと共同で 2種類の二次抗体（Envision と MAX-PO）の比較を行った。

北海道大学は染色結果を書類上にて確認評価した。プロトコールは神戸大学提案の統一プロトコ-ルを使用し

た。抗 ki-67 抗体、抗 CD20 抗体、抗 CK 抗体、抗 CD3 抗体の染色結果より、すべての抗体において、DAKO 製

Envision の方が良好な染色性を呈することを確認した。 

自動迅速免疫染色装置における試薬キット化を考えた場合の試薬の選定については、一次抗体は希釈済みの

DAKO 製組織染色用希釈済み抗体 IR シリーズを用い、二次抗体は、DAKO 製 Envision が望ましく、液量はそれ

ぞれ 200μL、洗浄液は 400μL、はっ水リングの内径は 20mmという試薬キットを提案する。 

 

2.4.4 研究成果 

（１）抗体液量、従来の 400μL から 200μL（自動機）に削減が可能であることを確認した。 

 

（２）秋田県産業技術センター、秋田大学、秋田エプソン、アクトラスと共同で 3 種類の組織、5 種類の一次

抗体において、神戸大学提案統一プロトコールを用いて迅速免疫染色実験を行い、北海道大学は染色結果を

書類上にて確認評価した。一次抗体 5 分、二次抗体 5 分で良好な染色性を確認した。 

 

（３）神戸大学において、統一プロトコールを用いて迅速免疫染色実験を行った。凍結切片において、一次抗

体 5 分、二次抗体 5 分で良好な染色性を得ることが出来た。検体、一次抗体の種類によっては更なる時間短

縮も可能であったが、全般的な一次抗体で良好な染色を得るには、一次抗体 5 分、二次抗体 5 分を統一プロ

トコールとするのが望ましいと考えられる。また、パラフィン切片において一次抗体に種類により、染色さ

れないものもあり、装置との相性、染色条件を考慮する必要があると思われるが、装置を使用した場合一次
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抗体 7 分、二次抗体 10 分でほぼ全ての一次抗体で良好な染色性が得られた。検体、一次抗体の種類によっ

ては更なる時間短縮も可能であったが、全般的な一次抗体で良好な染色を得るには、一次抗体 7 分、二次抗

体 10 分を統一プロトコールとするのが望ましいと考える。 

 

（４）三重大学において、統一プロトコールを用いて迅速免疫染色実験を行った。その結果、統一プロトコー

ルによって、染色品位の安定化が得られた。また、抗原抗体反応時の液温は、発色性に影響する結果が得ら

れたことから液温の影響があることが結論できた。 

 

（５）自動迅速免疫染色装置における試薬キット化の試薬選定・評価を行った。一次抗体は希釈済みの DAKO

製組織染色用希釈済み抗体 IR シリーズを用い、二次抗体は、DAKO 製 Envision、液量はそれぞれ 200μL、

洗浄液は 400μL、提案するはっ水リングの内径は 20mm である。 

 

 

2.4.5 今後の課題 

 今後は、各施設で保有している一次抗体の種類・メーカー・使用時の条件について情報を収集し、そこか

ら本装置に最も合う一次抗体を選定する予定である。その他に、希釈済抗体だけでなく、原液抗体も視野

に入れ、希釈濃度の調整を統一プロトコールに従い検討を進める。 

 今後は、抗原抗体反応に影響を及ぼす温度・pH・濃度について検討予定である。 
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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。 

 

自己評価理由 

 本年度の実施項目は、①試作自動染色装置開発、②薄切削工具並びに装置の開発、③免疫染色性の品位高

度化、④試薬キット及び統一プロトコル開発の４項目であり、各項目について下記のとおり本年度の目標を達

成できている。 

①試作自動染色装置開発 

試薬の使用効率の向上、装置の小型化、画像処理による定量化、同時処理可能な試料数の増加を実現し、こ

れらの機構を搭載したモデルタイプによる迅速免疫染色の結果、良好な免疫染色結果を得た。また、電界撹拌

技術による染色原理を明確化し、反応時間の短縮を図ることができた。電界洗浄方法については昨年度の特許

出願をもとに国内優先権主張出願を行うことで、知財保護の面でも充分な成果を得た。 

②薄切削工具並びに装置の開発 

開発した薄切装置と刃具によって、試料を薄切できることを確認した。目標とする厚みは達成できなかった

ものの、新たな刃具および切削装置の開発を行うことによって、より薄くばらつきの少ない試料作成へと着実

に近づいている。 

③免疫染色性の品位高度化 

 はっ水リングに関しては、試料形状に応じた形状、スライドガラス上での操作性、同時処理できる試料数を

増やすための形状に関する検討を行い、優れた染色性を得られるはっ水リングを開発した。得られた知見につ

いて、昨年度の特許出願をもとに国内優先権主張出願を行った。また、良好な染色性が得られる電極形状に関

する知見を得た。使用可能なポジティブ・ネガティブコントロールについて知見を得、ポジティブコントロー

ルに関する国内特許出願を行った。 

 さらに①と③の成果を合わせ、自動電界免疫組織染色方法及び装置について国内および米国特許出願を行っ

た。 

④試薬キット及び統一プロトコル開発 

 使用する抗体量を従来の 1/2量に削減することに成功し、作成した統一プロトコルを用いて複数の施設にお

いて良好な染色性を確認した。また、試薬キット化のための試薬選定を行った。 

 

①～④の結果より、装置およびそれに付随するはっ水リング、切削装置、試薬キットいずれも、知財を含め上

市に向けた準備が着実に進んでいる。 

さらに、学会展示や研究会において医療機関関係者への周知も進んできており、手動型の免疫染色装置につ

いては、平成 26 年度内の上市が具体化しているため、当初目標を上回る成果を得られたと考えている。 
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(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 市場ニーズ 

術中迅速診断用を対象とするにあたり、電界撹拌を用いた自動迅速免疫染色装置での商品化を、付加価値の

高い脳腫瘍鑑別診断専用キットとともに行う事とした。 

 

(b) 機器スペック・ビジネスモデル 

① 小型化方式の見直し 

当初、試薬搬送に用いた市販ポンプを小型化する計画であったが、方式そのものを見直し、抗体試薬の滴

下をポンプによる送液方式から、カセットによるダイレクト滴下方式に変更し、装置の小型化の他、パイプ

に残存する高価な試薬の削減も試みた。 

 

(c) 事業化体制 

① アドバイザーの追加 

高分子化学の専門家である川口春馬氏に、ポジティブ・ネガティブコントロールの開発に関して助言をいた

だくため、アドバイザーの委嘱を行った。 

(d) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

① 免疫染色装置の上市時期について 

当初、自動型免疫染色装置の 2016年上市予定としていたが、手動型免疫染色装置の 2014年度内の上市

を予定している。 
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(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 特になし 

 

(b) 技術・評価面 

指摘事項 判定の信頼性について 

 手動装置における判定の信頼性は確保されるのか。 

 

 手動装置に関する陽性コントロールについては、各研究機関でほぼ信頼性を得られるという結果を得てい

る。自動機が上市された場合、技師・病理医による差が大きく出てくることが予想されるため、判定の信頼

性がより重要になると認識している。手動装置によって得られた再現性を自動機によっても得られることを

検証していく必要がある。 

 

(c) 知財面 

指摘事項 特になし。 

 

(d) 事業化面 

指摘事項 ①装置の価格について 

 上市時にはどれくらいの価格を想定しているのか。 

②自動化装置と手動装置の位置付けについて 

 手動装置、自動装置をどのように販売していく予定か。また、自動機は必要なのか。 

③上市時期について 

 限られたリソースの元で自動化にリソースを割くことによって、手動装置の上市が遅れることはないのか。 

 また、自動機の上市時期が事業終了数年後の予定だが、必要な期間なのか。 

①装置の価格について 

 手動装置について製造元の秋田エプソン(株)と交渉中であるが、リストプライスで３００～３５０万を想

定している。 

②手動装置と自動装置の位置付けについて 

完全自動化の高額な装置ではなく８００万円程度の半自動装置の方が市場のニーズがあるのではないか

との考えと、規模の小さい病院では技師・病理医が少ないため、完全自動化を臨んでいるという考えがあり、

段階的に市場の要求に合わせた装置を手堅い形で提供していく。手動機についてユーザーからのフィードバ

ックを取り入れた中期的な開発提供を考えている。 

免疫染色は手術中にはこれまで実施していなかったもので、医師の立場からするとやって欲しいが技師の

立場からすると非常に手間のかかるものである。これまでと同じ人員体制で免疫染色を実施するためには、

自動化装置が必要であるというユーザーニーズがある。 

③上市時期について 

 手動装置について電源部分は(株)アクトラスが担当し、その後の装置完成までは秋田エプソン(株)が行っ

ており、その量産担当者は自動化装置の開発メンバーには加わっていないので開発には影響はない。手動装

置は４月頃リリース予定である。 

 自動機の上市については平成２９年を予定している。手動装置の完成から上市までには４年程度要してお

り、免疫研究会等による検証実験及び改良等を行うために必要な期間である。 

 

(e) その他全般 

指摘事項 特になし 

  



 

25 

 

(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 

現状の体制については、アドバイザの適期追加を図ったり、必要となる技術についての研究機関の追加を

図っていくことができたので、十分な体制であったと考える。 

(b) 事業の進め方 

各研究機関と密に連携をとりながら研究を進めていたが、研究推進委員会への全員参加が難しかった。 

(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） 

①試作装置開発 

電界洗浄技術の確立のため電界撹拌検

証装置１台を開発する。その成果を元

に電界洗浄工程と電界撹拌工程とを連

係させた一次プロトタイプ 1 台を作製

する。また、ユーザーニーズを捉える

ため、病理診断に適用可能な免疫染色

発色性性能を有するかについて二次プ

ロトタイプ 2 台を開発しユーザー評価

を行う。 

 

H24 年度に電界撹拌検証装置 1 台と一次

プロトタイプ 1 台を開発し、良好な染色

結果を得た。 

H25 年度は、設計の見直しによる試薬使

用効率の向上および装置の小型化（従来

の 1/2）、画像処理による定量化、同時処

理可能な試料数の増加を実現した。これ

らの機構を搭載したモデルタイプによる

迅速免疫染色の結果、良好な免疫染色結

果を得た。 

 

更なる小型化と、ユーザーニーズを捉

え、量産化に対応できる仕様の検討。 

 

モデルタイプをトレードオフや

コストダウンなど仕上げ調整し

量産化を図る。 

②電界洗浄技術の開発 

最適な電界撹拌の自動電極位置

調整、電界制御装置の高品位化、

操作パネルの改良、これらより

目標時間２分以内を目指す。また、こ

れを電界洗浄技術、並びに洗浄液・抗

体液滴下及び排出技術とし知財化を図

る。 

 

 

 

電極形状の検討を加え、短時間で良好な

染色性が得られる電極形状に関する知見

を得た。電界洗浄工程は、一次抗体後１

分、ブロッキング後１分、二次抗体後２

分というプロトコルを開発し、目標の２

分以内を達成している。電界洗浄方法に

ついて、昨年度の特許出願をもとに国内

優先権主張及び早期審査請求を行った。 

また、①と②の成果を合わせ、自動電界

免疫組織染色装置の国内特許出願及び早

期審査請求と米国特許出願を行った。 

 

 

量産化に対応できる仕様の検討。 

 

電界洗浄及び電界撹拌技術の操

作によって手動操作並みの染色

品位が得られる自動化装置の確

立を目指す。 

③薄切削工具並びに装置の開発（H25

年度より）染色対象となる試料の厚み

ばらつきを抑制し、従来より薄く作成

することにより、染色時間の短縮と試

薬量の少量化を目指す。そのため、新

材料を用いた薄切削工具並びに装置の

開発を行う。 

 

開発刃具を搭載した薄切装置を開発し、

試料の薄切に成功した。 

 

試料の厚み目標である１μm は達成で

きていない。 

開発刃具のコスト検討は必要であ

る。また、薄切後の試料をスライドガ

ラスにセットする工程の簡易化のニー

ズがあるため、検討する必要がある。 

 

モデルタイプに搭載するための

薄切試作装置の評価を行いつつ、

容易なセット操作について検討

をする。 
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④免疫染色性の品位の高度化 

理想的な撹拌性が得られる液滴形状と

して円形の撥水リングを開発し、染色

のばらつきを抑制することを目指すと

ともに高品位な免疫染色性を目指す。

また、電界撹拌技術による染色品位の

確認のために、スライドガラスに予め

ポジティブコントロールが得られる試

料を搭載し、知財化を図る。 

 

 

 

 

はっ水リングに関しては試料形状に応じ

た形状、スライドガラス上での操作性、

同時処理できる試料数を増やすための形

状に関する検討を行い、優れた染色性を

得られるはっ水リングを開発した。得ら

れた知見について、昨年度の特許出願を

もとに国内優先権主張出願および早期審

査請求を行った。 

 また、使用可能なポジティブ・ネガテ

ィブコントロールいついて知見を得、ポ

ジティブコントロールに関する国内特許

出願を行った。 

 

スライドガラス上でのコントロールの

保存性について検討する必要がある。 

 

 

濃度コントロールが可能な微粒

子ゲルの生成と保管方法の検討、

ならびにその知財化を進める。 

⑤ 診断用抗体開発 

汎用化を図るために、秋田大学、北

海道大学、神戸大学等にて、4 種の抗

体試薬にて本技術の有用性を確認検討

する。 

一方、免疫染色工程の時短化は、染

色処理時間はもとより、例えば、前処

置工程、洗浄工程の時短化についても

検討を進める。 

これらより、得られた最適なプロトコ

ルを提供し、各研究機関にて評価を実

施し、高精度なプロトコルを構築する。 

 

使用する抗体量を従来の 1/2 量に削減す

ることに成功し、作成した統一プロトコ

ルを用いて複数の施設において良好な染

色性が得られることを確認した。 

試薬キット化のための一部の試薬選定を

行った。  

試薬キットについて、今後さらに選定

を進めていく必要がある。また、温度、

ｐH、濃度等の細かい条件設定を進めて

いく必要がある。 

 

各研究機関にて迅速免疫染色の

有用性を理解していただき、普及

させる手法について検討する。 
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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 

① 自動染色装置の量産試作

（モデルタイプ）の開発 

 

 

試作評価に基づいて改善し，量産可能な仕様に変更した先行製品を作成し、最終

形での電磁両立性試験や加速試験等を実施する。 

 

モデルタイプをトレードオフやコストダウンな

ど仕上げ調整し量産化を図る。 

② 薄切削装置の開発および染

色性の確認 

 

 

平成 25 年度に開発した薄切削工具並びに装置の外部評価に基づいて改良をくわ

えたプロトタイプ（最終試作装置）を製作する。また、本工具を用いての染色性

の試験を進める。 

 

③ 陽性コントロール 

 

 

 

濃度コントロールが可能な微粒子ゲルの生成と保管方法の検討、ならびにその知

財化を進める。 
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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 

「Ｒ-ＩＨＣ」 

 

スライドガラス上の液滴を、非接触に撹拌する装置。 

電界撹拌法により液体の動きは約 1000 倍に加速され、抗原と抗体の反応が向上する。 

この撹拌により液滴の温度変化はないため、加温による乾燥などの心配がない。 

ごく短い反応時間条件では、この装置の使用により、反応強度（染色結果）が安定し 

強度が増すことが確認されている。 

凍結切片を用いた「標準プロトコル」のほか、パラフィン切片の反応促進への応用

も期待される。 

 

 


