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1. 事業の概要 

歯周病や感染根管など、歯科細菌感染症に対する新しいアプローチとして光殺菌装置を開

発する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直販

第二種医療機器製造販売業第二種医療機器製造販売業 27B2X0023127B2X00231
高度管理医療機器等販売業･賃貸業高度管理医療機器等販売業･賃貸業 N04895N04895
医療機器修理業医療機器修理業 27BS20035427BS200354
医療機器製造業医療機器製造業((一般一般)) 27BZ20014927BZ200149

（株）アイキャット（株）アイキャット

•事業管理
•光殺菌装置の仕様検討
•製品化
•薬事対応
•知財管理

ものづくり中小企業ものづくり中小企業
医療機器製造業（一般区分）医療機器製造業（一般区分）
28BZ00501928BZ005019

アリオテクノ（株）アリオテクノ（株）

•光殺菌装置の設計・開発
•先端チップの設計・開発

PMDA

医薬品医療機器総合機構

PMDA

医薬品医療機器総合機構

助言・承認

相談・申請

コンソーシアムコンソーシアム

顧客（国内、海外）
歯科診療施設

顧客（国内、海外）
歯科診療施設

研究機関／医療機関研究機関／医療機関
国立大学法人大阪大学国立大学法人大阪大学
歯学研究科／歯学部附属病院歯学研究科／歯学部附属病院

•臨床研究、製品評価、治験

事業管理機関事業管理機関

中

中

助言・指導 PLPL

薬事対応機関
・CRO（治験コーディネーター）
・認定試験機関（JQAなど）

薬事対応機関
・CRO（治験コーディネーター）
・認定試験機関（JQAなど）

コンサル
安全性試験など

アドバイザー

防衛医科大学校

アドバイザー

防衛医科大学校

歯科細菌感染症を安全かつ効果的に治療可能な光殺菌装置の開発
㈱アイキャット、アリオテクノ㈱、国立大学法人大阪大学大学院歯学研究科

H25-023

1970年の創業から現在に至るまで一貫して精密機械加工技

術を追求し、歯科用レーザーのチップや航空機部品、顕微鏡
システムなど、様々なジャンルで高い技術力に裏打ちされた
高品質な加工部品を提供。現在、放射線量計測関連機器な
ど自社製品の開発にも力を入れており、本事業による光殺
菌装置は当社初の自社製医療機器となる。

安全かつ効果的に治療可能な光殺菌装置

歯科細菌感染症は完治が困難

アリオテクノ株式会社 「不可能を可能に。匠の技術をご提案。」

 手技により感染源を直接除去する機械的アプローチで
細菌を完全に除去することは困難であり、取り残しから
再発するケースが多々ある。

 上記の補助治療として、抗生物質やレーザー殺菌があ
るが、抗生物質は耐性菌を発現させるリスクがあり、
レーザー殺菌は組織にダメージを与えないよう細心の注
意が必要で安全性に難がある。

Class Ⅱ

歯周病：
スケーラー

感染根管：
k-ファイル

虫歯：
タービン

■基本治療：
機械的アプローチ
⇒取り残しによる再発

■補助的治療：
抗生物質
⇒耐性菌のリスク
歯科用レーザー
⇒安全性、高額機器

抗生物質 歯科用レーザー
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1.1 事業の目的 

歯周病、感染根管、虫歯、インプラント周囲炎、カンジダ症など、歯科疾患の大半は口腔内細菌に起

因する感染症である。それら歯科細菌感染症を治療する際、まず基本治療として歯科用インストルメン

ツやタービンなどで直接感染源を除去する機械的アプローチが選択される。しかし、手技による完全な

除去は難しく、取り残しのために症状が進行・再発することが多々ある。 

次にその補助的治療として行われるのが、抗生物質の投与や歯科用レーザーなどによる殺菌である。

しかし、抗生物質は耐性菌を発現させるリスクをはらんでおり、歯科用レーザーは組織にダメージを与

えないよう常に注意を払う必要がある。また、機器が高額となる問題点もある。 

これらの課題を解決する新しいアプローチとして、歯科細菌感染症を安全かつ効果的に治療可能な光

殺菌装置を開発することを目的とする。 

 

1.2 事業実施体制 

事業管理機関：株式会社アイキャット 

PL：十河 基文（株式会社アイキャット 代表取締役 CTO） 

SL：和田 誠大（国立大学法人大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座 助教） 

共同体：①国立大学法人大阪大学 

 ②アリオテクノ株式会社 
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1.3 事業化する医療機器の概要 

1.3.1 製品名：光殺菌装置 

(1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 医療機器 クラス分類* 
未定 

 

製品名 光殺菌装置 分類名称（一般的名称）* 
未定 

 

対象疾患 歯科細菌感染症 届出／認証／承認* 承認 

想定される販売先 

国内外の歯科クリニック、病院

歯科などあらゆる歯科医療施

設 

新／改良／後発* 新 

薬事申請予定者 株式会社アイキャット 
医療機器製造販売業許

可（第二種） 
27B2X00231 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社アイキャット 医療機器製造業許可 27BZ200149 

アリオテクノ株式会社 医療機器製造業許可 28BZ005019 

（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 

 全国 未定 

薬事申請時期 未定 未定 

上市時期 未定 未定 

想定売上（上市後 3年目） 未定 未定 

市場規模（上市後 3年目） 未定 未定 

想定シェア（上市後 3年目） 未定 未定 

(3) 事業化する医療機器の概観・特長 

■ 光殺菌装置の構成： 光照射器と光感受性物質からなる。 

 

■使用方法： 歯周病治療を一例に製品の使用方法を示す。 
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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 

 光殺菌治療器が実用化された際に医療現場で期待される波及効果としては以下が考えられる。 

①従来の治療よりも治癒を早め、歯科医院の診療効率是正、患者の治療費負担軽減、さらには国民医

療費の軽減が期待される。 

 

(2) 当該機器等の市場性 

 ① 提案する機器の想定顧客 

光殺菌装置は 40 歳以上の 8 割が罹患するといわれる歯周病をはじめ、歯科細菌感染症全般に適用でき

るため、あらゆる歯科診療施設で導入される可能性がある。 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

■国内市場：  

 光殺菌装置は新医療機器となるため、承認後の保険適用も段階的となることが想定され、その場合の

メインターゲットはまず個人診療所と医療法人となる。 

 保険適用された場合は、日本ではほとんどの歯科医院が「一般診療＋インプラント」など、複数の診

療領域を担当するゼネラリストであるため、68,156 施設のほぼ全てをターゲットに、かつ 1 施設複数台

の導入を狙うことが可能となる。 

 

■海外市場： 

・日本を除く北南米、欧州、中国、韓国の約 460,000 施設がターゲットと考えられる。 

 

(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 

・A 社： 

 医科の光線力学療法（PDT）を歯科に応用した光殺菌装置の先駆け。装置は本体とハンドピースが

コードで連結されており、コードレスの他社と比べ最も装置のサイズが大きい。ハンドピース自体も

重たく、診療時のハンドリングに難あり。 

 

・B 社： 

 07 年より光殺菌装置を販売し、11 年からは新ラインナップを販売している。本体は充電式のコー

ドレスタイプ。光源の出力がかなり高いため照射時間が短くなるのがメリットだが、頻繁にオーバー

ヒートを起こし、バッテリーの持ちも悪い。また非常に眩しいため患部を視認しながら正確に操作す

ることが難しい。 

 

・C 社： 

 09 年より自社製品を販売開始。欧州圏外には進出していない模様。装置は充電式のコードレスだが、

特殊なバッテリー電池を採用しているため日本では入手し辛い。 
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・D 社： 

 06 年より販売開始。欧州圏はイギリスにのみ進出している。装置は充電式のコードレスで光源はレ

ーザーで LED よりも安全性に難があり照射時間も 1～2 分と長い。 

 

・E 社： 

 レーザーと染色剤の組み合わせを採用。充電コードレス式だが連続使用時間が短く、光感受性物質

の粘度が選択できず、先端チップも粘膜用がないなど臨床上使い辛さに不十分な点が見受けられる。 

 

 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） 

開発する医療機器／製造販売業者となるアイキャット社と、競合製品／企業とのベンチマーキングを

おこなった。
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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 

装置開発後、治験計画をたて、PMDA の承認を受けて治験を実施し、その後薬事申請をおこなって承認を受ける。 
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(2) 投資回収計画 

 H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

薬事申請時期           

上市時期           

支出額（単位：億円）           

 0.2           

 0.1           

売上高（単位：億円）           

販売数量（単位：）           

           

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

 1) 投資計画 

助成金経費とその他費用（自己負担）それぞれの投資計画は以下の通り。 

・助成金経費（委託費） 

 H25 年度：24,314,026 円（実績） 

H26 年度：59,473,038 円（確定予算） 

H27 年度：80,000,000 円（希望予算） 

小計：163,787,064 円 

・その他費用（自己負担） 

  計：270,000,000 円 

 

上記を合算した総計 433,787,064 円が投資総額となる。 

 

 2) 回収計画 

上市後 3 年間は販売ターゲットを絞り込み、本体導入価格も市場ニーズを勘案しつつ最大限投資回収

を念頭に置いた価格に設定する。 

上市後 4 年目には投資回収が完了し、5 年目以降は事業規模もさらに成長することが期待される。 

 

(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” 

■国内市場へのマーケティング戦略（4P）： 

・プロモーション（Promotion）： 

 歯周病やインプラント周囲炎などで著名な先生方とのネットワークを活用し、臨床研究を継続し学会

発表や論文発表を重ねることで他社には無いエビデンスをアピールすることができる。 

 国内の歯周病領域で最も権威のある日本歯周病学会と日本臨床歯周病学会の中心人物である先生方と

のパスを最大限活用し、普及啓蒙を進める。また、インプラント領域において最も権威のある日本口腔

インプラント学会では、インプラント周囲炎への有効な治療法として学会内に周知していくことが可能

である。 
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・販売網（Place）： 

 アイキャット社は日本全国に顧客ベースを保有しており、ターゲットを絞り込んだ DM 送付や、有力

な歯科医が中心メンバーの勉強会に狙いを定めたアプローチなど、さまざまな営業手法を活用すること

が可能である。 

・価格設定（Price）： 

 競合他社の動向も注視する必要はあるが、ターゲットプライスは十分優位性のある価格設定であり、

同時に利益水準としても十分な水準である。 

・トータル殺菌システム（Product）： 

 他社にはないより強固な参入障壁を築くため、将来的に光殺菌装置単独ではなく複数の製品との組み

合わせにより、トータルな殺菌システムを構築・提唱したいと考えている。 

 

■海外市場へのマーケティング戦略： 

・韓国市場： 

 韓国市場は一度海外から製品を導入はするものの、即座に国内メーカー製へと切り替え、一気に海外

製品が駆逐されてしまう傾向が強いため、取引先への OEM 供給が有効である。 

・南米市場： 

 インプラントを積極的に行っている医院が非常に多いため、インプラント周囲炎に対する効果的なア

プローチとして市場に紹介されれば今後急速に普及する可能性がある。 

・北米市場： 

 口腔外科医や矯正医など、各領域の専門医がチーム医療で連携しながら治療を行うことが根付いてい

るため、それぞれの治療領域に特化したマーケティングが有効である。 

・欧州市場： 

 CE マークにより薬事は一元化されているものの、各国の流通は独立しているため国ごとでパートナー

が必要。 

・中国市場： 

中国国内での地域格差が非常に大きく、医療水準にも大きな開きがあるため、大都市にターゲットを

絞ったエリアマーケティングが有効である。 

 

 2) ビジネス体制 

薬事申請～上市後のビジネス体制は下図のとおり。 
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 3) ものづくり中小企業の位置づけ 

・アリオテクノ社： 

医療機器製造業許可を保有しており、医療機器の設計・製造技術をもとに、光殺菌装置を人間工学に

基づいた歯科診療で使いやすい形状に設計し、LED 光源や長寿命バッテリーなどを搭載しつつ、同時に

小型･軽量も実現する筐体設計を行う。 
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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 

平成２６年度は試作２号機および量産機を開発し、光感受性物質の投与条件、光照射条件などの最適化を実施する。また平成２７年度からの薬

事申請準備を念頭に、必要に応じて薬事相談を行う。 

  ①試作２号機開発 

  ②量産機開発 

  ③光感受性物質の投与条件、光照射条件の最適化（in vitro、in vivo） 

  ④プロジェクトの管理・運営及び知財・薬事関連業務 

(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 

光殺菌装置  

（特徴） 

◆光照射器は小型軽量なハンドピース形状であり、LED 光源や照射ボタンが搭載されており、先端に患部に挿入す

るチップを着脱する機構になっている。 

◆ハンドピース部と本体部をケーブルで接続（ハンドピースの小型軽量化と大充電容量を指向） 

◆ハンドピースおよび本体にマイコン搭載(機能拡張)することは保留し、ハードウェアロジック制御とした。 
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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試作 2号機開発 
 
ア 試作 2号機の仕様検討： 
試作 1号機の評価結果を踏まえた改良点を整
理し試作 2号機の仕様を作成する。 
 
イ 試作 2号機の開発： 
仕様に基づいて開発を行う。開発の進捗に合
わせて開発課題が発生した場合は対策を協
議する。 

 

▶ 

①－ア：一部完了したものの一部未完。 
 
①－イ：未完。開発途上で複数の課題が生じたため

遅延が生じた。タイムロスを挽回すべく、方針決定後

は試作 2号機ではなく量産機の開発に切り替えた。 
▶ 

①：すでに終了しており量産機開発に着手して

いるため特になし。 

②量産機開発 
 
ア 量産機の仕様検討： 
完成した試作 2号機を、決定した試作 2号機
の仕様を満たしているか、改良や追加すべき
点はないかなどを検討し、量産機の仕様を作
成する。 
 
イ 量産機の開発： 
電気的安全性試験はもちろん、薬事申請の試
験に対応できるようにカスタマイズ可能な状態
まで作りこんだ量産機を完成させる。 
 
ウ 量産機の評価： 
完成した量産機を、前項で決定した量産機の
仕様を満たしているか、実際に薬事関係の試
験に対応できる仕様になっているかなどを評
価する。 
 

▶ 

②－ア：完了。試作 2号機は完成できなかったもの
の、開発途上で生じた検討課題を踏まえて量産機の
仕様を策定した。 
 
②－イ：完了。薬事申請対応を念頭に置いた開発より
も技術的要素を優先して開発した。 
 
②－ウ：進行中。ハンドピースの重量や取り回し、さら
には連続照射時間や LED光源の放熱性などを評価
中。 
 

▶ 

②－ウ：量産機の評価をとおして生じた課題や

改良点などの対策について迅速に協議し、次年

度の量産機改良開発を実施する。 

③光感受性物質の投与条件、光照射条件の
最適化（in vitro、in vivo） 
 
ア in vitro試験： 
歯周病の主な病原菌、ならびに患者から採取
したサンプルを検体として、前年度の検証を通

▶ 

③－ア：完了。病原菌および患者サンプルへの光殺
菌試験をおこなった。量産機を用いた検証は開発遅
延のため次年度持ち越しとなった。 
 
③－イ：完了。生体組織の影響についてはマウスより

▶ 

③－ア vitro、イ vivo：両試験共に、開発した量産

機をベースに非臨床の予備試験を実施してい

く。 
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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 

して絞り込んだ光感受性物質を元に投与条件
や光照射条件を比較検証し、光感受性物質の
うち最適なものを選定する。さらに、選定した光
感受性物質と試作機を用い生体に近い環境
で光殺菌効果の検証をし、同時に宿主由来の
培養細胞を用いて安全性の検証も行うことで
問題点の洗い出しを行う。 
 
イ in vivo試験： 
生体における細菌増殖抑制効果を評価し、前
年度の検討で絞り込んだ光感受性物質のうち
最適なものを選定する。そして、至適治療条件
を割り出すとともに、患部温度計測や病理学
的分析により安全に治療できる条件を明確に
する。 

 

も検証が容易なラットを用いて安全性検証を実施し

た。 

④プロジェクトの管理・運営及び知財・薬事関
連業務 
 
ア プロジェクトの管理・運営： 
プロジェクトを円滑に推進するため、一連の研
究全体についてミーティング、打合せ、技術相
談を行う等研究開発を統括して進捗を把握
し、年度末には当該年度における研究成果を
確認する。研究成果報告書の提出にあたって
は各機関からの報告の取りまとめを行う。 
 
イ 知財関連業務： 
研究開発の進捗の中で特許性のある知見が
出てきた際は適宜特許出願を行う。あわせて
定期的に国内外の詳細な特許調査を行い競
合特許の内容を精査する。 
 
ウ 薬事関連業務： 
海外での学術情報や安全性情報と研究開

発の途中経過を踏まえ、PMDA に訪問し各種

相談を実施する。 

▶ 

④－ア：問題なく遂行できた。 
 
④－イ：国内外の特許調査を複数回実施、競合特許
の侵害を回避するとともに、本プロジェクトの特許出
願戦略を策定。 
 
④－ウ：前年度に実施した薬事戦略相談事前面談の

結果、薬事申請の方針を固めた。2 月に薬事戦略相

談事前面談を実施し、次の対面助言に向けた指導を

受けた。 
▶ 

④－ア：次年度に向けてスムーズな業務遂行を
実現すべく迅速かつ頻繁な情報共有･報連相を
心がける。 
 
④－イ：研究開発の進捗に合わせ、次年度内に
特許出願を行う。 
 
④－ウ：次年度に薬事戦略相談の対面助言を実

施し、治験相談の方向性を固める。 
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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 

 薬事戦略相談事前面談（2014 年 1 月 8 日@関西 PMDA） 

 光殺菌装置のコンセプトおよび薬事申請の方針について相談。 

 

 薬事戦略相談事前面談（2015 年 2 月 12 日@関西 PMDA） 

 光殺菌装置の薬事申請の方針について相談。非臨床試験や臨床試験の大まかなイメージの説明と次の

対面助言に向けた指導を受けた。 

 

 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 

課題 1「パートナー」 

申請をするには現在のプロジェクトメンバーだけでは厳

しく、新たなパートナーが必要になる。 

 

数社と交渉した結果、ある会社がコンソーシアムメンバ

ーに参画することに。 

課題 2「今後の薬事対応」 

これまでの薬事検討の内容を踏まえて、次年度以降の

薬事対応をどう進めるか要検討。 

 

次年度早々に薬事戦略相談の対面助言を実施し、治

験相談の方向性を固める。 

 

(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） 

 昨年度に引き続き国内外の先行特許調査を実施。競合特許の侵害を回避するとともに、本プロジェク

トの特許出願戦略策定にも寄与した。 

 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 

 研究開発を通して何件か新たな知見が生まれた。 

 

 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 

課題 1「サブマリン特許」 

特許出願から権利化までは時間がかかり、出願が公

表されるまで水面下にもぐって特許調査でも検出でき

ない「サブマリン特許」に注意を払う必要がある。 

 

定期的に特許調査を実施し、サブマリン特許が出現

していないか警戒を怠らないようにする。 
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(3) 技術・評価面 

 1) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

今年度は光強度の確保を前提に設計検討を行った。 

 

 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 

課題 1「開発の遅延」 

当初計画では今年度末時点で薬事申請対応が可能

な量産機を完成させる予定であったが、遅延が生じて

しまった。 

 

安全性試験の期間中に同時並行で光照射器の改良

開発および電気/機械安全性試験を終えられるよう進

捗させる予定。 

 

(4) その他事業化全般 

 1) 販売戦略等 

特になし 

 

 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 

該当なし 該当なし 
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1.8 平成 26 年度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 

特になし。 

 

(3) 事業化体制 

特になし。 

 

(4) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

 特になし。 

 

 

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  

知財対応 なし  

技術・評価面 なし  

その他事業化全般 なし  

 

1.8.3 （参考）採択条件への対応状況 

指摘事項 対応 

薬事に関して、PMDA 相談を行い、その結果を

踏まえた上で、外部専門家等の指導を受けつつ、試

薬を含めた薬事対応を明確にすること。 

PMDA に相談後、薬事コンサル 5 社および複数

の専門家の指導を踏まえ、薬事対応方針を明確化し

た。 

薬事承認を見据えて、各試作機の目的・役割（安

全性、有効性など）を明確化したうえで、試作機の

開発を進めること。 

次年度に電気的安全性試験などの非臨床試験お

よび治験を開始するために、量産機試作を遂行し

た。 
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1.9 平成 27 年度委託事業の計画（案） 

(1) 平成 27 年度委託事業の実施内容 

項目名 具体的な内容 

①量産機改良 ア 量産機の改良点検討： 

完成した量産機を評価し、改良や追加すべき点はないかなどを検討し、最終量

産機に向けた改良仕様を決定する。 

 

イ 量産機の改良開発： 

改良開発を行う。電気的安全性試験はもちろん、薬事申請上の試験に対応でき

るようにカスタマイズ可能な状態まで作りこんだ最終量産機を完成させる。 

 

ウ 最終量産機の評価： 

改良した最終量産機を前項で決定した仕様を満たしているか、実際に薬事関係

の試験に対応できる仕様になっているかなどを評価する。 

②非臨床試験 治験に備えて非臨床試験を実施する。 

 

③臨床試験 ア 治験計画： 

非臨床試験の結果を踏まえて治験計画を検討する。 

 

イ 臨床試験： 

治験実施機関にて、PMDA に承認された治験計画に沿って治験を開始する。 

 

④プロジェクトの管

理・運営及び知財・薬

事関連業務 

ア プロジェクトの管理・運営： 

プロジェクトを円滑に推進するため、一連の研究全体についてミーティング、

打合せ、技術相談を行う等研究開発を統括して進捗を把握し、年度末には当該年

度における研究成果を確認する。研究成果報告書の提出にあたっては各機関から

の報告の取りまとめを行う。 

 

イ 知財関連業務： 

研究開発の進捗の中で特許性のある知見が出てきた際は適宜特許出願を行う。

あわせて定期的に国内外の詳細な特許調査を行い競合特許の内容を精査する。 

 

ウ 薬事関連業務： 

PMDA とコンビネーション製品の薬事戦略相談および治験相談を実施し、年

度内の治験開始を実現する。 

 

 

(2) 平成 27 年度における事業化に向けた検討事項 

領域 検討・実施すべき事項 

薬事申請  非臨床試験を実施する。 

 PMDA と薬事戦略相談および治験相談を実施し、治験計画の承認を受け、年度内の
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治験開始を実現する。 

知財対応  研究開発の進捗の中で特許性のある知見が出てきた際は適宜特許出願を行う。あわせ

て定期的に国内外の詳細な特許調査を行い競合特許の内容を精査する。 

技術・評価面  量産機の改良開発を実施、薬事申請上の試験に対応できるようにカスタマイズ可能な

状態まで作りこんだ最終量産機を完成させる。 

その他事業

化全般 

 プロジェクトの管理・運営を遂行する。 
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1.10 平成 26 年度委託事業の振り返り 

1.10.1 チェックリストによる自己評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 △一部
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。 △一部

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。、 ○十分
現行の薬事法下で承認が可能ですか（規制システム面、科学評価体系面）。 ○十分
ビジネスモデルに対応した業許可を持っていますか。 △一部
新医療機器、改良医療機器、後発医療機器のどれに該当するか整理できていますか。 ○十分

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

PMDAとの調整が進んでいますか。 △一部
薬事法以外の規制についても対応が明確になっていますか。 ○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。 該当せず
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。 △一部
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。 △一部
必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。 ×不十分
意匠等の他の産業財産権について検討していますか。 該当せず
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。 ○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。 △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。 ○十分
十分な収益性が得られることが明確になっていますか。 ○十分
事業拡大に伴い、どのタイミングでどのような人材・資金がどの程度必要になるか明確になっていますか。 ○十分
海外に対する戦略は明確になっていますか。 ○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

開発
戦略

市場

基本
戦略

その他

知的
財産

薬事

事業
収支

販売・
物流
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1.10.2 平成 26 年度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 

薬事方針について、各方面の助言を仰いで様々な示唆はいただいたものの、最終的には厚労省の見解

に沿って申請とすることで収束した。もう少し早期に方向性を固めることができたと思われる。 

 

(2) 事業の進め方 

特になし。 

 

(3) その他 

特になし。 

 

1.11 事業に関する連絡窓口 

株式会社アイキャット 管理部門 

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 3-19-15-3F 

電話: 06-6886-7299 / FAX: 06-6886-7298 / E-mail: jimu@icatcorp.jp 

 

 


