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1. 事業の概要 

抗がん剤の調整作業の場においては、作業者への残留抗がん剤の暴露危険性が課題となっており、暴

露対策が国内外問わず求められている。本事業では、既存のキャビネット内の残留抗がん剤を、オゾン

を用いて分解除去するための装置群（高濃度のオゾンを含有する処理ガスをキャビネット内に共有する

機能）を開発する。 
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1.1 事業の目的 

現在のがん治療は手術・放射線療法と並び、抗がん剤による化学療法が有力な手段となっている。 

抗がん剤は、制がん作用がある反面、細胞毒性、変異性（胎児の先天性奇形、月経障害、流産）、

発がん性が認められている。この為、抗がん剤調整作業は外部飛散を防止できる安全キャビネット

（以降「キャビネット」と呼称）内で行われる。また作業従事者は薬剤師等の抗がん剤に対する知

識と正しい作業手順、技術を有する者（以降「作業者」と呼称）で、マスク・手袋などの安全装備

を着用して作業を行う。 

作業者は細心の注意を払って作業を行うが、その場合でもキャビネット内部での抗がん剤のエア

ロゾル状飛散や液滴漏れの発生を完全に防ぐことはできない。これらの残留抗がん剤は、作業後の

拭取りによりある程度は除去されるが、目視による残留物確認は困難である。また、キャビネット

は調剤ブースに加えて、給排気ダクト部に接続するための配管部があり、これら配管部分は、整備

作業時以外は手を触れることができない位置にある。このため、拭取り方式でキャビネット内の残

留抗がん剤を除去しきることは困難といわざるを得ない。   

以上の理由により、抗がん剤の調整作業の場においては、作業者への残留抗がん剤の暴露危険性

が課題となっており、暴露対策が国内外問わず求められている。医療現場における、キャビネット

内の残留抗がん剤への対処への主なニーズは下記の通り。 

①調剤ブース(できれば配管部含む)の残留抗がん剤の分解除去が出来る装置/方法。 

②様々な抗がん剤に対して、一定以上の分解除去能力がある装置/方法。 

③可能ならば、分解除去の効果が数値化・可視化できること。 

④調剤作業手順は変更無しが望ましい。また、作業性は従来同等が望ましい。 

 このため本事業では、既存のキャビネット内の残留抗がん剤を、オゾンを用いて分解除去するた

めの装置群（高濃度のオゾンを含有する処理ガスをキャビネット内に共有する機能）を開発する。

この装置群は、酸素発生器とオゾン発生器、温湿度調整機構、コントロールボックス、オゾンを無

害化するための活性炭フィルターなどから構成する。 

 本年度は、キャビネットメーカーと協議の上、安全キャビネット本体に上記のオゾン供給装置群を

組込んだ試作機を製作し、平成 27 年春より大阪府立成人病センターでのフィールド試験に供する予定

である。 

 

1.2 事業実施体制 

事業管理機関：株式会社タムラテコ 

PL：田村 耕三（株式会社タムラテコ） 

SL：真崎 修（株式会社エム・エム・ティー） 

共同体：①株式会社エム・エム・ティー 

 ②株式会社アレクソン 

 ③独立行政法人大阪府立病院機構 大阪府立成人病センター 

 ④学校法人 近畿大学 

 ⑤株式会社 湯山製作所 

 ⑥丸三製薬バイオテック株式会社 
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1.3 事業化する医療機器の概要 

1.3.1 製品名：(仮称) BHC-1306II B2-O3[安全キャビネット] 

(1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 
オゾン供給・制御機能付き安

全キャビネット 
クラス分類* (該当せず) 

製品名 
(仮称) BHC-1306II B2-O3[安

全キャビネット] 
分類名称（一般的名称）* (該当せず) 

対象疾患 (該当せず) 届出／認証／承認* (該当せず) 

想定される販売先 
医療機関、創・製薬会社、抗

がん剤研究機関 
新／改良／後発* 新規 

薬事申請予定者 株式会社タムラテコ 医療機器製造販売業許可  

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

日本エアーテック株式会社 医療機器製造業許可  

 業許可  

 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、西ヨーロッパ 

薬事申請時期 (該当せず) (該当せず) 

上市時期 平成 28（2016）年 3 月 平成 30（2018）年 2 月 

想定売上（上市後 3年目） 10 億円／年（平成 31（2019）年時点） 2 億円／年（平成 33（2021）年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 30 億円／年（平成 31（2019）年時点） 300 億円／年（平成 33（2021）年時点） 

想定シェア（上市後 3年目） 17％（平成 31（2019）年時点） 1.7％（平成 33（2021）年時点） 

(3) 事業化する医療機器の概観・特長 

図 1)全体図 図 2)引出部 

 

1300mm 幅の一人作業用のフルフロー型の安全キャビネットを雛形として、前面スライド型透明パネル

部などの開口部分の密閉機構を追加したキャビネットを新規作成する。図 1 は装置全体図である。オゾ

ン発生機構部並びに加湿機構部は正面から見て右側のやや膨らんだ部分[(仮称)拡張ボックス]に収納され

る。拡張ボックスは引出し可能構造とし、機械部分のメンテナンス性を向上させた仕様で検討している。
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図 3)は主な特徴を簡潔に示したものである。(拡張ボックスの位置が左右逆となっているので注意願う) 

 
 

1.3.2 製品名：(仮称)CYV2-TIS [CT 値検証機] 

(1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 CT値検証装置 クラス分類* (該当せず) 

製品名 
(仮称)CYV2-TIS [CT値検証

機] 
分類名称（一般的名称）* (該当せず) 

対象疾患 (該当せず) 届出／認証／承認* (該当せず) 

想定される販売先 
医療機関、創・製薬会社、抗

がん剤研究機関 
新／改良／後発* 新規 

薬事申請予定者 株式会社タムラテコ 医療機器製造販売業許可  

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

日本エアーテック株式会社 医療機器製造業許可  

 業許可  

 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、西ヨーロッパ 

薬事申請時期 (該当せず) (該当せず) 

上市時期 平成 28（2016）年 3 月 平成 30（2018）年 2 月 

想定売上（上市後 3年目） 10 億円／年（平成 31（2019）年時点） 2 億円／年（平成 33（2021）年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 30 億円／年（平成 31（2019）年時点） 300 億円／年（平成 33（2021）年時点） 

想定シェア（上市後 3年目） 17％（平成 31（2019）年時点） 1.7％（平成 33（2021）年時点） 
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(3) 事業化する医療機器の概観・特長 

2) CT 値検証装置：(仮称)CYV2-TIS 

 

図 1)旧型 1 号機 図 2) (仮称)CYV2-TIS 

 

1 号機は透明塩ビ製のケースの中に主要な装置を収納し、作業を行っている。塩ビの物性として加温上限

温度が低いことや、オゾンと湿気で内蔵装置の電子基盤の劣化が激しい等、使い勝手が良くなかった。

新規に製作する CT 値検証装置は恒温槽の中にステンレス製の気密ボックスを設置し、オゾンと加湿用

水分は槽外に設置する装置から供給する。これにより、オゾンと過剰湿気による電子基板の劣化が抑え

られ、通常の電子機器の寿命が期待できる。また、気密ボックス内の温度も充分に上げられるため、結

露させることなく検証作業が行える。 
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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 

 効果が可視化できない「キャビネット内部の拭き上げによる、残留抗がん剤の除去」方式から、「可

視化された CT 値制御による、オゾンガスでの抗がん剤の分解」方式に変更することにより、曝露

危険性の低減と清掃作業負荷の大幅な低減が期待される。 

 大気中の酸素分子を原料としてオゾンを発生させるので、加湿用の微量の水以外の原料備蓄が不

要となり、ホルムアルデヒドや過酸化水素水等の除染剤備蓄が本質的に必要な他の方式に比べ、

コスト面で有利であり、かつ、分解作業のスケジューリングがしやすい。 

 

(2) 当該機器等の市場性 

 ① 提案する機器の想定顧客 

 抗がん剤の調剤を行っている医療関連機関(病院、薬局、・・・etc) 

 抗がん剤を使用して、癌治療関連の実験・検証を行っている研究機関 

 抗がん剤の創薬・製薬メーカー 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

既設の安全キャビネットは国内 5 万台、国外 50 万台である。日本空気清浄協会の統計では国内の安全

キャビネットの年間の入れ替え台数は 1500～2000 台でありので、国内では年 3%分の更新が見込まれる。 

 

(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 

 分解材塗布型方式並びにシステム 

 

競合企業：株式会社 日本医化器械製作所 

競合商品：光触媒型抗がん剤分解システム 商品名「ケモクリーン」。 

販売状況：販売中 

市場獲得のための障壁：光触媒と近紫外線にて分解剤を発生させる方式の為、近紫外線が当た

らない部分の効果が少ない。また光触媒の入った混濁液を、キャビネット内部に塗布する必

要がある。死角となる部分については、未塗布となるか、作業者が体を入れ込んで塗布しな

ければならなくなる。抗がん剤の残留並びに清掃作業時の曝露の危険性がある。また、分解

後には、光触媒を拭き上げ除去する必要があり、清掃作業時の負荷が大きい。 

 

 分解材循環方式並びにシステム 

 

競合企業：個々の安全キャビネット整備請負会社 

競合商品：各社が個々に作り上げた除染剤循環システム。 

販売状況：販売中／サービス提供中 

市場獲得のための障壁：除染剤がホルムアルデヒドや過酸化水素などの有害物質であるので、

安全キャビネットの密閉の為に、人手作業時でのテープ目張り作業が不可避であり、熟練作
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業者でも、目張り作業だけでほぼ１工程日を要する。また、金額も高価となり、基本的に数

年に 1 回の頻度でしかできない。 

 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） 

差別化ポイント： 

 密閉構造が予め組み込まれているので、分解作業開始前の予備作業が不要。（密閉動作は

数分で完了する。目張り式と比較すると圧倒的に早い） 

 大気中の酸素を原料とするので、分解剤原料の在庫等を気にすることなく、直ぐに開始

できる。(暖機運転は必要だが、30 分程度での予備時間で分解工程を開始できる見込み) 

 上記の様に、原料在庫不要である為、変動費が圧倒的に安い。 

 オゾン自体は自然に分解し、固形分は発生しないので、作業後の拭き取り作業が入らな

い。また、オゾンの強制分解は既存の触媒で行えるので、分解剤の無害化が極めて容易

且つ、低コストで行える。 

 上記の作業が、ほぼ自動で行われるので、キャビネットの清掃担当者は数個の項目をチ

ェック、数個のスイッチを押すだけでよい。
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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 
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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 (非該当) (非該当) (非該当) (非該当) (非該当) (非該当) (非該当) (非該当) (非該当) (非該当) 

上市時期   ●国内  ●国外      

支出額（単位：億円） 0.5 0.5 0.5 0.2 0.8 1.2 1.2 1.8 2.0 2.0 

 0.4 0.4 0.4 0.4 － － － － － － － 

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.8 1.2 1.8 2.0 2.0 0.8 

売上高（単位：億円） － － 2 8 10 10 10 12 18 18 

販売数量（単位：） － － 50 200 250 250 250 300 450 450 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

 1) 投資計画 

H26-H28:0.5 億/年を投資して、オゾン供給・制御機能付き安全キャビネットを開発、上市する。 

H29-H32:上記の表で示す投資を行い、生産体制並びに国内・国外の販売網/整備網の構築を行う。 

     また、安全キャビネットの改善(アップデート)も行う。 

H33-H35:国外販売数増加に投資を多く配分していく。 

 

原資として、当該機器の販売利益の 10～20％を再投資向けとする。 

 

 

 

 

 

販売目標数量の内訳 （単位：台） 

 

国外については、平成 30 年度の上市後に直ぐに好調な販売状況を得るのは、整備網等を考えると困難

である為、平成 33 年度からの量販を考えている。 

 

 2) 回収計画 

平成 29 年度より、大規模量産体制となる見込みである。原価率 50%、タムラテコ分売り上げ分 200

万円/台として、回収していく。 

 

(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” 

i)CT 値決定済みの抗がん剤を増やしていく。 

ii)(適正価格で)メンテナンス機能まで含めた、トータル・パッケージ化。 

iii)川上、川下への拡張 

 H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

国内（単位：台） － － 50 200 250 250 250 250 250 250 

国外（単位：台） － － － － － － － 50 200 200 

国内販売比率（単位：%） － － 100 100 100 100 100 80 55.5 55.5 
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川上側：バイアル、アンプル容器のオゾン水プレ洗浄機構のオプション追加。 

  川下側：輸液パックのオゾン水ポスト洗浄機構のオプション追加。 

   

など 

 

 2) ビジネス体制 

 

→ i) ,iii) : 近畿大学との連携を深める 並びに 同志社女子大学（中西先生）との共同研究により、川

上・川下を攻める。 

 

→ ii) : 丸三製薬バイオテック社のキャビネット・メンテナンスの実作業からのフィードバック等を参考

に、日本エアーテック社と共に、メンテナンス作業の容易性を高めたキャビネットにする．並びに、抗

がん剤向け安全キャビネットの点検時手順等の標準を制定していく。 

 

 3) ものづくり中小企業の位置づけ 

・より効率的かつ堅牢なオゾン発生機群の開発。 

・様々なメーカー製のキャビネットに柔軟に対応する。 

・お客様視点での開発。 
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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 

○ 抗がん剤の CT 値の測定・検証用試作機の製作及び測定・検証 

これまでに製作した CT 値検証機（一次、二次）をベースに、本事業ではオゾン濃度と湿度を短時間で上げることができ、且つ、温度管理

が容易で、CT 値の測定・検証が高速かつ効率的に行うことができる CT 値検証機（三次）を試作する。 

 

○ 「都度設置式」装置群の開発 

キャビネット内に入れる「都度設置式」装置群の試作機を開発試作する。また、平行して、酸素発生機とオゾン発生機の小型化を検討する。

試作機で耐久性試験及び実キャビネットでの検証を行い、その結果を反映して、試作機を改良し量産試作機（一次）を製作する。この量産試

作機（一次）を用いての実作業試験運用を行う。 

並行して、新規/既存のキャビネットにおいて、オゾンを用いて分解除去するための装置を用いることについて、キャビネットメーカー各社

と協議を行う。 

 

○ その他 

知財戦略を進めるとともに、販売戦略として、市場調査を行う。 

 

(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 

(仮称)CYV2-TIS CT 値検証システム(オゾン発生機群+温湿度調整器群+統合管理システム) 

(仮称) BHC-1306II B2-O3 オゾンガス注入・制御機能付き安全キャビネット 

 

(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安全キャビネットの試作機開発 

▶ 

日本エアーテック社の協力が得られたため、内蔵

式に再度変更し、開発品をキャビネット組み込み

型に改造した。現在キャビネット製作中。 

▶ 

①2015/4 までに試作機を 1 台完成させる。 

②コストダウンを検討開始。 

②CT値検証 
▶ 

委託先にて継続実施中 
▶ 

①試験の高速化  

②（必要なら）検証実施機関の追加 
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CT 値について 

 

委託先である、近畿大学薬学部 石渡准教授の昨年春の日本薬学会での発表資料の一部をここに掲載します。[全文については「学会発表論文.pdf」

を参照ください] 

 

 



13 

 



14 

 



15 

  



0 

1.7 事業化に向けた検討結果 

(1) 薬事申請 

 非医療器具であるため、薬事戦略検討は行っていない。 

 

(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） 

 ・調査の継続 

 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 

・CT 値検証により客観性と安全性を担保する。 

・安全キャビネットの構造見直しにより、抗がん剤の漏洩の本質的削減を実現する。 

・オゾン処理をキャビネット側で制御し、必要な専門知識を最小限にして、各現場でオペレーション

できるシステムつくり。 

 

等を権利化していく。 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

「CT 値による不活化処理制御」特許にて、対応。 

 

 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既存キャビネットへの対応 

  

日本エアーテック社製キャビネットから、対応して

行く。経験を積んだ時点で他社キャビネットに範囲

拡大する。 

②メンテナンス作業への対応 

 

丸三製薬バイオテック社と日本エアーテック社と

共同で最適な手順作りを推進する。 

③CT値検証 

  

本事業で分解能力を実証し、出来れば製薬・創薬メ

ーカーに製品の仕様書にCT値の記載をお願いして

いく。 

④コストダウン 日本エアーテック社と共同でコストダウンを検討

する。 

 

(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 

キャビネットメーカーの協力が必要である。 

→日本エアーテック社様との共同開発実施（共同開発契約締結済み・・来期コンソーシアムに加入予定。

共同開発は既に開始している） 
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 薬事申請に必要なエビデンス収集 ・・・ 非医療器具につき、この項目を省略する 

 

 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既存キャビネットへの対応 

  

日本エアーテック社製キャビネットから、対応して

行く。経験を積んだ時点で他社キャビネットに範囲

拡大する。 

②メンテナンス作業への対応 

 

丸三製薬バイオテック社と日本エアーテック社と

共同で最適な手順作りを推進する。 

③CT値検証 

  

本事業で分解能力を実証し、出来れば製薬・創薬メ

ーカーに製品の仕様書にCT値の記載をお願いして

いく。 

④コストダウン 日本エアーテック社と共同でコストダウンを検討

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 

エム・エム・ティ社を中心に既存販売チャネルの活用と日本エアーテック社側の販売網活用。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

丸三製薬バイオテック社と日本エアーテック社と共同して構築していく。 

 QMS 等の品質保証体制・・・ 非医療器具につき、この項目を省略する 

 広報・普及計画 

丸三製薬バイオテック社と日本エアーテック社と共同して構築していく。 

 

 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購入を決定していただく為には病院経営者サイ

ドを説得できるツールが必要（特に中小規模病院） 

 

平成 27 年度に左記の目的も含めて、市場調査をお

こなう。その結果も参考に販売ツールを作成する。 
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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 

変更前 ニーズとしては医療及び製薬関連施設とし、規模等の制限は設けていなかった。 

変更後 資金的に余裕の少ない、中小規模の病院への販売も検討することとした。 

上記の追加にともない、市場調査により、中小規模病院でのニーズを調査した。 

 

(2) 機器スペック・ビジネスモデル 

変更前 既存安全キャビネットへ都度設置して分解作業を行う「都度設置型オゾン分解システム」の開発 

変更後 オゾン発生機構付き安全キャビネットの開発 

キャビネットの密閉機構を安全キャビネットメーカーの承認無しで行うことは開発上も空調システム

としての認証をとることも困難であることが判明した。その為、安全キャビネットメーカーと共同開発

することとした。 

 

(3) 事業化体制 

変更前 安全キャビネットそのものの製造メーカーがコンソーシアムに入っていなかった。 

変更後 国内トップシェアの日本エアーテック社と共同開発を開始した。コンソーシアムには 27年度から加

わっていただくこととなった。 

。 

 

(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 オゾン分解後の抗がん剤だった物質の安

全性を確認すべし 

平成 27 年度にて、近畿大学にて研究実施

する。 

高濃度オゾンの漏洩対策はどうするのか 組み込み型のオゾン発生機構エリア内に

オゾン濃度計を設置、配管はずれや破裂、

経年劣化での破れ等により漏洩した場合は

オゾン発生を停止できるように設計する。 

キャビネットの調製作業エリアは、膨張

チューブにて、前面パネルを封鎖、外部と

の吸排気部は電磁弁で封鎖する設計とし

た。 

各部位のオゾン劣化は検証しておくこと オゾン曝露試験実施済み。 

その他事業

化全般 

コストダウンを強く希望する。 平成 27 年度より、コストダウン検討を開

始する。 
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1.8.3 （参考）採択条件への対応状況 

指摘事項 対応 

「平成 26 年度において、中小規模の病院でのニー

ズ把握と製品イメージ、ならびにオゾンの腐食性の

影響度合いについてデータを取集し、事業化の検証

を行うこと。検証結果によっては、次年度以降継続

しない場合もあり得ることを了承すること。」 

①ニーズ把握：調査会社（三菱 UFJ リサーチ&コ

ンサルティング㈱、㈱船井総研）で実施した。レポ

ートをアップロード済み。 

②腐食性の影響：個別の部材について、オゾン暴

露試験を実施した。レポートをアップロード済み。 
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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オゾン供給機構付

き一体型安全キャビ

ネットの開発 

1)タムラテコと日本エアーテックの共同でオゾン供給機構付き一体型安全キャ

ビネットを開発し、具合点の改善、並びにコストダウンに注力する。コストダウ

ンにおいては、設計と仕様の適正化を図ることより実施、特に密閉機構、PSA（酸

素発生装置）とオゾン発生機を重点として対応する。 

2)メンテナンス時の作業性向上を図るため、丸三製薬バイオテック社のメンテナ

ンス経験を組み入れた構造に改造する。また、実際のメンテナンスの安全性と容

易性を高めるツールとシステムを開発する。 

3)キャビネット試１号を用いたフィールドテストを大阪府立成人病センターで

実施する。 

4)キャビネット試２号を用いて豊富なメンテナンス経験を持つ丸三製薬バイオ

テックにて、安全キャビネット本体の耐久性テストを実施する。 

②抗がん剤の CT 値

測定・検証 

 

1)近畿大学薬学部にて平成 26 年度に引き続き検証実験を続行する。また、「オゾ

ン分解された抗がん剤だったもの安全性」については、（i）「抗がん剤分解物の培

養細胞に対する効果」,（ii）「抗がん剤分解物の構造解析」を行う。 

2)同志社女子大学・大学院薬学研究科にキャビネット試３号を設置して、別の視

点からの「オゾンによる抗がん剤の分解」の応用について研究を行う。 

3)上記 2 大学の委託実験の結果を、コンソ外の第三者機関にて検証し、さらなる

クロスチェックを実施する。 

 

(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 該当せず 

知財対応  成人病センターに持ち込む前に特許出願を行う 

技術・評価面  コストダウンの達成 

その他事業

化全般 

 「抗がん剤分解物の培養細胞に対する効果」の検証は必須。 

 オゾン漏洩時の警報と非常停止を含む安全機構の確立。 
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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 

市場 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）。 
△一部 

 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 

基本 

戦略 

SWOT分析は十分に行っていますか。 ×不十分 

 5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。 ×不十分 

 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。 
△一部 

 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 

開発 

戦略 

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。、 ○十分 

薬事 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）。 該当せず 

 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。 該当せず 

  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。 該当せず 

  臨床試験の必要性の有無が明確になっていますか。 該当せず 

 PMDAとの調整が進んでいますか。 該当せず 

 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。 該当せず 

 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 

知的 

財産 

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 
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販

売・ 

物流 

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。 
△一部 

 QMS等の品質保証体制が明確になっていますか。 △一部 

 広報・普及計画は明確になっていますか。 △一部 

事業 

収支 

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。 ○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。 ○十分 

その

他 

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。 △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 

 

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 

コンソーシアムの構成について、考え方が甘すぎた。 

(2) 事業の進め方 

コンソーシアムの構成が不十分であったので、開発がなかなか進まなかった。 

(3) その他 

医工連に申請する前に予備検討をもっとしておくべきであった。 

 

1.11 事業に関する連絡窓口 

 

株式会社三菱総合研究所 人間・生活研究本部 

〒100-8141 東京都千代田区永田町二丁目 10番 3号 

電話: 03-6705-6159 / FAX: 03-5157-2143 / E-mail: 26m-kiki@mri.co.jp 


