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1. 事業の概要 

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が、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。そこで、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役染色装置を開発し、術中に不可能であった免疫染

色診断を可能にする医療機器を開発し５年以内に上市を目指す。 
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1.1 事業の目的 

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． 

    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． 

    現在のところ当初計画のとおり、自動化装置の上市時期をＨ２９年度と考えている.今年度作成する

商品化を見据えたプロトタイプ（最終試作）の医療機関による評価に基づいて、Ｈ２７～Ｈ２８年度に

改善を加え、量産可能な仕様に変更した「製品」の完成を図る. 

 

1.2 事業実施体制 

事業管理機関：公益財団法人あきた企業活性化センター 

PL：眞田 慎（株式会社アクトラス） 

SL：赤上 陽一（秋田県産業技術センター） 

共同体：①株式会社アクトラス 

 ②秋田県産業技術センター 

 ③秋田エプソン株式会社 

    ④株式会社セーコン 

    ⑤国立大学法人秋田大学 

    ⑥国立大学法人北海道大学 

    ⑦国立大学法人三重大学 

    ⑧国立大学法人神戸大学 

    ⑨国立大学法人名古屋工業大学 
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1.3 事業化する医療機器の概要 

1.3.1 製品名：新型免疫染色装置 

(1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 医療機器 クラス分類* クラスⅠ 

製品名 新型免疫染色装置 分類名称（一般的名称）* 自動染色装置 

対象疾患 悪性新細胞（がん） 届出／認証／承認* 届出 

想定される販売先 医療機関（病理診断部） 新／改良／後発* 新医療機器 

薬事申請予定者 
サクラファインテックジャパ

ン株式会社  
医療機器製造販売業許可 13B3X00052014001 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

秋田エプソン株式会社 医療機器製造業許可 05BZ200019 

株式会社アクトラス 業許可  

株式会社セーコン 業許可  

（注）*印は現時点の想定であり、今後変更される可能性がある。 

(2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

   

薬事申請時期 平成 28（2017）年 10月 平成 28（2017）年 10月 

上市時期 平成 28（2017）年 10月 平成 29（2018）年 4月 

想定売上（上市後 4年目） 1.5億円／年（平成 34（2021）年時点） 1億円／年（平成 34（2021）年時点） 

市場規模（上市後 4年目） 11.7億円／年（平成 34（2021）年時点） 35.1億円／年（平成 34（2021）年時点） 

想定シェア（上市後 4年目） 12.8％（平成 34（2021）年時点） 2.8％（平成 34（2021）年時点） 

(3) 事業化する医療機器の概観・特長 

迅速免疫染色装置 

 

 がんの進行度に応じて切除範囲を決める術中病理診断は、時間の制約上 HE 染色（ヘマトキシリン・

エオシン染色、組織を青紫色に染める染色方法）が唯一であるが、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あった。そこで迅速撹拌技術を適用し、劇的に高速化した免疫組織染色が可能

な装置を開発する。 
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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 

迅速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

る必要があるが、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。 

(2) 当該機器等の市場性 

 ① 提案する機器の想定顧客 

 病院（ルーチン）市場 

 研究市場 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

11.7 億円 （上市後 4 年目） 

 

(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 

術中迅速免疫染色としては、完全に競合する製品は上市されていないが、各社割り込み操作や検体を

独立して制御する機能追加等により競合と成る状況。 

ロッシュ・ダイアグノスティック株式会社 

免疫染色および in situ Hybridization の全自動システム。脱パラフィン、抗原賦活処理等の自動化に

加え、個々の検体を独立して制御することで、随時染色オーダーに対応できる機能を新たに搭載した。 

 「ベンタナ ベンチマーク ULTRA」：“複数の検体を 1 つのトレー（ドローワー）にまとめてセッ

トするバッチ処理方式”から、“検体を個々に独立したドローワーにセットするコンティニュアス

アクセス方式”へ改良した最新機種。コンティニュアスアクセス方式の採用により、突発的に発生

する染色オーダーにも迅速な対応が可能になり、術中迅速免疫染色にも対応可能と言われている。 

 免疫染色(IHC)と ISH を同時進行で染色処理可能。 

 IHC ：30 スライド/ 最短約 90 分 

 世界 35 カ国 2500 施設において、計 5,500 台が稼働するマーケットリーダー 

 

ライカバイオシステムズ 

Covertile テクノロジー（キャピラリーギャップ方式）により、組織に優しい染色と剥がれにくさを訴

求。  

 BONDⅢ：IHC ＆ ISH 全自動免疫染色装置。割り込み操作で術中迅速にも対応可能。 

 Novocasta™抗体による Bond 専用希釈抗体は、100 種類以上で、Bond システムに最適化されている。 

 COMPACT Polymer を用いた高感度の染色システム（リンカー入り、3 ステップポリマー法）現在市

場での評価が最も高いと思われる。 

 

ダコ・ジャパン 

Dako Link ソフトウェアを組み合わせることで、スライドと試薬を ID 管理する。最大 3 台の染色装

置を 1 台の PC に接続することができる。 
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 ダコ Autostainer Link 48 

 

 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） 

vs 従来の免疫染色 

従来の用手法と比べ、短時間で安定した染色性が得られる。 

 同じ反応時間・希釈倍率で、染色性 20～30%増し 

 従来法約 60 分以上が約 20 分に短縮可能 

vs 市販自動免疫染色装置 

市販装置は割り込み機能で迅速免疫染色にも対応可能とのことだが、ルーチンでフル稼働の装置への

割り込みは現実的ではないと考えられる。 

 同一希釈倍率で、時間短縮可能 

 市販品は全自動、開発機器は半自動 

 染色枚数 30 枚/回 vs6 枚/回 

vs OSNA 法（Sysmax 社） 

手術で摘出されたリンパ節中のがん細胞由来の遺伝子（サイトケラチン(CK)19）を増幅して測定する

ことで、手術中にリンパ節転移の有無を検査するもの。 

 2008 年 11 月に保険適用 2400 点（乳がん） 

 2013 年 10 月 1 日付で大腸癌・胃癌リンパ節転移検査に保険適用拡大 

 リンパ節全体を可溶化して検査するため、より正確な判定が可能と言われているが、リンパ節全部

をホモジナイズしてしまうことへの抵抗もある 

 検査を自動化できるため、病理医の手技や熟練度による施設間差を解消することができると考えれ

れている 

 OSNA 法は CK19 遺伝子の増幅を見る専用機器だが、R-IHC は他の用途（断端検索、脳腫瘍鑑別等）

の汎用性がある 
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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

【製品名】 実績

量産機開発 計画

【製品名】 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

２４－０９９

公益財団法人あきた企業活性化センター

自動化による術中高速組織診断のための新型免疫組織染色装置の開発

①試作機の開発
②染色性評価の実施

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
③販売ルートの確立

①試作装置開発
②染色品位の高度化
③抗体反応時間の短縮
④上市に向けた販売体制の確立

①手動装置販売

★
H28.10 上市（国内）

★
H29.4 上市（海外）

★
H25.2知財出願

出願準備 出願準備 出願準備
★
H26.2知財出願

★
H27.2知財出願

★
H25.2知財出願

出願準備 出願準備 出願準備
★
H26.2知財出願

試作品開発（一次）

試作品開発（一次）

モデルタイプ開発

モデルタイプ開発

試作品装置開発

試作装置開発

迅速免疫染色の確認

迅速免疫染色の確認

染色条件見直し

染色条件見直し

免役染色の高度化

免役染色の高度化

★
H27.2知財出願

薬事申請準備
★
薬事承認

薬事申請
★
薬事承認

販売計画作成

販売体制の確立

手動機発売 広報

手動機発売 広報

手動機発売

手動機発売

量産機開発

薬事相談

販売戦略

販売戦略
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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     10月      

上市時期     10月      

支出額（単位：億円） 0.6 0.6 0.6 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 

 うち委託費 0.5 0.5 0.5 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 

売上高（単位：億円） － － － － 0.2 0.4 0.8 1.2 1.5 2.4 

販売数量（台：） － － － － 3 5 10 15 20 30 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

 1) 投資計画 

H29 年 5 月の上市に向け開発体制の整備と製造体制の確立を実施していく。 

コンソーシアム（H27 以降は、迅速免疫染色研究会）の定期的な例会を開催し、 

ワーキンググループごとの成果の報告を行う。 

また、医療現場（臨床医、病理医、臨床検査技師）への啓蒙活動を行い、市場からのフィードバック

を開発に反映するように活動する。 

 

 2) 回収計画 

2-1保険収載された場合 

回収期間４年 

 売上高：1.5 億円 

 変動費：9.5 千万円(63.3%) 

 限界利益：5.5 千万円(36.7%) 

 固定費：4 千万円(26.7%) 

 経常利益：1.5 千万円(10%) 

 損益分岐点：1.1 億円 

2-2 保険未収載の場合 

保険診療とならなかった場合、研究用および限られた施設でのみ使用されることになると考えられる。 

回収期間４年 

 売上高：2 千万円 

 変動費：1.2 千万円(60%) 

 限界利益：8 百万円(40%) 

 固定費：6 百万円(30%) 

 経常利益：2 百万円(10%) 

 損益分岐点：1.5 千万円 

 

(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” 

国内向けの臨床の現場に導入をはかり、また研究用途としての利用を促す。 

それらを踏まえて海外の医療機関への売り込みを図る。 



8 

現在のコンソーシアムは、迅速免疫染色研究会として発展的に維持していく。 

研究会はすでにオープンな体制で参加を受け付けていることから、利用者を増加させ染色装置の認知

と拡販を図っていく。 

 

 2) ものづくり中小企業の位置づけ 

株式会社アクトラス（本社：秋田県横手市） 

MRI 向け酸素濃度計や酸素濃縮装置用センサ基板を納品するなど多くの医療・産業用機器について開

発実績を持つ。本機器のビジネスモデルでは、装置の中核部品である電界制御部および反応処理部の開

発とその部材供給を担う。さらなる小型化と高性能化を図る。 

秋田エプソン株式会社（本社：秋田県湯沢市） 

腕時計製造で培った省エネルギー・小型化・高精度を実現する精密加工技術をベースに、産業機器に

ついても高度な設計製作技術を駆使してものづくりを追及している。本機器のビジネスモデルでは、搬

送機構の設計制御、装置全体の組み立てを担当し処理の高速化と小型化を実現した。今後は、市場動向

を探りつつ自動化を図っていく。 

株式会社セーコン（開発拠点：秋田県大曲市） 

環境調和型プラスチック製品を開発製造してきた技術をもとに、テーラーメード型医療機器用部品、

DNA 開発装置用部品、血液点滴コネクターなどのプラスチック製品を世に送り出してきた。本機器のビ

ジネスモデルでは、反応処理の心臓部であるはっ水リングの開発・製造にあたった。今後は、はっ水リ

ングの多様化を図る。 
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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 

    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、Ｓ

ｙｓｍｅｘ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．試作機では手動作業の工程が

多く残っているが、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、本年度は装置を自動化し作業の簡略化及び迅速化を図

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 

新型免疫染色装置 電界撹拌技術をベースに抗原抗体反応の劇的な時間短縮を図った免疫染色装置 

(3) 平成 26 年度の具体的な実施内容と成果、今後検討すべき課題 

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

 ①試作装置開発 ▶ 装置の小型化とスライドガラスの操作性の開発 ▶ 更なる小型化と自動化 

②免疫染色品位の高度化 ▶ 染色品位の高度化 ▶ 画像処理による判定支援機構の付加 

③診断用抗体開発 ▶ 抗体反応時間の短縮 ▶ 検査確度の向上 

④上市に向けた販売体制の確立 ▶ 手動装置による臨床側の評価を受けている。 ▶ 自動化への問題点抽出とその開発 

 ▶  ▶  
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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 

 H24 年度第 1 回伴走コンサル（2012 年 11 月 21 日@PMDA） 

  ・薬事法の業態について製造認可と製販認可に関する助言を得た。 

  ・染色に関する時間短縮および薬液の節約また各医療機関での手順に関しての助言を得た。 

  ・市場性と販売価格および販売体制と海外展開について助言を得た。 

  ・知財戦略と注意すべき点について助言を得た。 

  ・開発および販売体制を構築する上での QMS（医薬品および医薬部外品の製造管理および 

 品質管理基準）等の法適応に対する薬事体制についての助言を得た。 

 H24 年度有識者委員会（2013 年 2 月 6 日@PMDA） 

 ・免疫染色プロトコルの標準化についての助言を得た。 

 ・早期に販売体制を確立する必要性についての助言を得た。 

 ・知財関連について国内および海外への出願に係る助言を得た。 

 H26 年度有識者委員会（2014 年 9 月 16 日@PMDA） 

 ・医療現場でのニーズと研究現場でのニーズの違いについての助言を得た。 

 ・知財の早期審査および意匠登録の必要性についての助言を得た。 

 ・資金調達に関する助言を得た。 

(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） 

H24 年度から H26 年度までの累計出願数は、１３件 

 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 

・反応加速化に関する基本特許は、秋田県／秋田大学から出願、一部権利化。 

・商標登録については、サクラファインテック株式会社（販売）にて Histotek という商標、また 

 秋田エプソン株式会社（製造）においては、R-IHC という商標にて登録済み。 

 これを継続展開する。 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

秋田大学知財部と秋田県、永島・安國・若山特許事務所、福田特許事務所、サクラファインテック株

式会社（販売）、秋田エプソン株式会社（製造）にて対応を行う。 
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 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

①外国特許の拡充 

  

本動作原理に基づいた微量撹拌・染色技術の応用

特許の取得 

②…特許の維持継続予算 

  

本特許維持のための予算獲得を、研究会費等により

獲得 

③外国特許出願時の費用が高い。 マーケット状況を継続確認し、販売対象国を絞り込

むなどの施策のもとに出願の検討を行う。 

 

(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 

 ・自動化装置のさらなる小型化 ・・・継続にて小型化装置の開発を行う。 

 ・商品化装置としての機能追加・・・使用者が簡単に間違いなく使用できる機能の盛り込み 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

 ・「迅速免疫染色研究会」にて継続評価活動を行い、必要エビデンスを収集する。 

 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…商品化に向けた小型装置の開発費用 

  

装置を取りまとめている秋田エプソン株式会社

が継続して対応。 

②…装置自体の操作方法の簡便化 

  

上記開発に盛り込み済み 

③…検査精度の向上、再現性の確保 

  

 別途、検討を実施する。 

 

(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 

  サクラファインテックジャパン株式会社が持つ販売チャネルを利用 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

サクラファインテックジャパン株式会社が持つアフターサービス体制、使用教育体制、クレーム

処理体制を利用。 

 QMS 等の品質保証体制 

  ・自動化装置を取りまとめている秋田エプソン株式会社が医療機器製造業を取得済みであること 

  から QMS 品質保証体制は構築済みとなっている。 
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 広報・普及計画 

 ・手動装置の普及と医療従事者への啓蒙活動の実施 

 ・迅速免疫染色研究会への積極的な参加募集 

 ・展示会等の利用 

 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…販売台数の予測 

  

手動装置の販売状況およびユーザーからのフィ

ードバックをもとにマーケットの規模を精査して

いく。 

②…拡販活動への資金調達 

  

国および秋田県の補助金事業の検討 
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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 

変更前 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役染色装置を開発する。 

変更後 当初の目標通りの開発を進めた。 

 

 

(2) 機器スペック・ビジネスモデル 

変更前 二次プロトタイプの製作。 

変更後 試作装置と比較して小型化（卓上化）を図ることで設置のしやすさを考慮。 

 

(3) 事業化体制 

変更前 前年度体制を維持していく。 

変更後 必要に応じて、コンソーシアム構成員およびアドバイザーを増加させていった。 

 

(4) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

変更前 当初計画書通り 

変更後 必要性が生じた技術に対して、コンソーシアムへの参加を求め解決を図った。 

 

 

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 製造認可と製販認可に対する助言 新規に製造認可に至った。 

知財対応 早期審査の実施 対応した。 

海外特許の申請 対応した。 

意匠登録の検討 検討している。 

技術・評価面 医療機関対応と研究機関対応 開発の方向性を修正した。 

  

その他事業

化全般 

資金調達面での計画 秋田県の支援依頼を検討中。 
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1.9 平成 27 年度以降の事業化計画 

自動化装置の開発推進と各アプリケーションの充実、及び術中迅速免疫染色の保険収載に向けた活動

と臨床医・病理医・臨床検査技師への啓蒙活動。 

領域 検討・実施すべき事項 

薬事申請 H28 年 10 月の薬事申請に向け準備を行っていく。 

知財対応 （各年度）手動装置の外販を進めつつその改善点を把握し、都度課題を解決していく中

で新たな特許の出願等を行っていく。 

技術・評価面 ・自動化するべき工程を明らかにし開発を推進する。

・市場要求のある新たな抗体への対応を図る（アプリケーションの充実）。

・臨床医・病理医・臨床検査技師への啓蒙を図る。 

その他事業

化全般 

海外展開を図るうえで各国の市場性を調査し対応を行っていく。 
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1.10 3 年間の委託事業の振り返り 

1.10.1 自己評価点 

A：当初目標を上回る成果を得た。 

 

 

 

1.10.2 自己評価理由 

試作装置の開発を行ったうえで手動機として上市することができたのは事業化という面で大きな成果

と考える。また、自動化へ向けての電界洗浄技術の開発も進捗があった。免疫染色性の高度化は、ハー

ド面では電界撹拌性能を向上させること、またソフト面では新規プロトコールを提案することで達成で

きた。 

 

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。 ○十分
SWOT分析は十分に行っていますか。 ○十分
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。 ○十分
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。 ○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。 ○十分

当該製品に関連する先行特許調査は十分に行っていますか。 ○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。 ×不十分

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。 △一部
知的財産の権利化またはノウハウ保護に対する予算・体制・規程は確保されていますか。 △一部

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。 ○十分
当該製品の供給（生産、物流）体制は明確になっていますか。 ○十分
当該製品のアフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制は明確になっていますか。 ○十分
QMS等の品質保証体制が明確になっていますか。 ○十分
広報・普及計画は明確になっていますか。 ○十分
想定価格は顧客が感じる価値に見合ったものですか。 ○十分
製造原価（あるいは提供コスト）は明確になっていますか。 ○十分
売上、コスト（変動費・固定費）、利益、減価償却等を考慮した計数的な計画は明確になっていますか。 △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。 △一部
当該事業に対するリスクの洗い出しは十分に行われていますか。 △一部

その他

知的
財産

薬事

市場

基本
戦略

販売・
物流

事業
収支

開発
戦略
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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 

開発研究機関、利用者となる病理分野の機関、販売業者と連携を図ることができたことは非常に良か

った。さらに試薬メーカーの協力を早期に実現できればよかったと思う。 

(2) 事業の進め方 

事業の構成メンバーが多数になり、全員が集まれる機会が少なかった。今年度取り組んでいるワーキ

ンググループ化をもっと早くに実施できればよかったと思う。 

(3) その他 

知財について、事業終了後の取得・継続にかかる費用について、関連機関での取決めを充分に行う必

要があると思った。 

 

1.11 事業に関する連絡窓口 

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 秋田県庁第二庁舎２階 

電話: 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 
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