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1. 事業の概要
がんの初期診断では平面Ｘ線検査装置が用いられるが、検出率が悪く癌を見過ごす事例が多い。また、
レントゲン撮影時にはＸ線発生のための安定した電源が必要なため、診療所では高価な設備費が必要で
あり、僻地や災害時でも簡便に十分な出力のＸ線を発生させる事が可能な小型・軽量のＸ線撮影装置は
存在していない。
本事業では、胸部の癌・腫瘍等の発見率向上に寄与する３Ｄ表示Ｘ線撮影装置の開発・事業化を行う
とともに、ポータブルで使い勝手の良いバッテリー駆動・低価格・長寿命で院内回診の他、僻地や災害
時、介護施設等に持ち込んで使用できる製品を開発し、事業化する。本事業では、産業用小型Ｘ線検査
装置の技術を転用することで早期の開発を目指す。
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1.1 事業の目的
中核病院や診療所などで行われるがんの初期診断では平面 X 線検査装置が用いられるが、検出率が悪
く癌を見過ごす事例が多い（胸部レントゲン診断での見落とし率は、それぞれ 5mm の結節で約 83%（発
見率は約 17%）
、10mm で約 30%（発見率は約 70%）と良好とは言えない）
。
また、レントゲン撮影時には X 線発生のための安定した電源が必要なため、診療所では高価な設備費
が必要となる。病院内で頻繁に実施される可動式ポータブル撮影装置（重量 150 ㎏以上）は移動等の使
い勝手が悪い。さらに、僻地や災害時でも簡便に十分な出力の X 線を発生させる事が可能な小型・軽量
の X 線撮影装置は存在していない。
平面画像では見つけられなかった癌・腫瘍等に関して多方向撮影を行い、同時に 3D 表示化し奥行き情
報が加われば、より高い確率で癌・腫瘍等を発見できその発見率が向上し、平面撮影画像より小さい癌・
腫瘍等も発見できるようになる。そして、病巣の早期発見により、医療費削減に貢献する。特に、特別
な電源装置を用いず X 線発生装置を電池（バッテリー）駆動とすれば、設備投資を減らし、従来の平面
X 線装置と同程度かそれより安価に、診療所や中小病院さらには簡易な可動式ポータブル撮影装置とし
て広く導入できるメリットは大きい。何時でも何処でもレントゲン診断ができることで、僻地や災害地
等でも骨折や重症な全身外傷などの緊急診断が現場で可能になり、最善の治療ができるようになり、医
療への貢献は計り知れない。本提案手法では、投影数を 4 方向と増加させ各投影方向の画像情報の利用
に加え、3D 画像再構成技法を追加する事により立体的に病変診断を可能とするため、見落とし率を低減
することができる。
また、今回 X 線発生器として採用するカーボンナノ冷陰極 X 線管は、単 3 乾電池 1 本でも駆動できる
ものを想定しており、僻地や災害の現場での X 線診断にも活用でき、使い勝手が良い為に普及が容易に
なる。
以上を踏まえ、本事業では、産業用小型 X 線検査装置の技術を転用し、これを解決する 3D 表示 X 線
撮影装置の開発・事業化を行うとともに、冷陰極式 X 線管採用により、ポータブルで使い勝手の良いバ
ッテリー駆動・低価格・長寿命で院内回診の他、僻地や災害時、介護施設等に持ち込んで使用できる製
品を開発し、事業化することを目的とする。
国内市場については、平成 28 年 3 月までに薬事申請を行い、平成 29 年 3 月に上市を目指す。
また、海外市場については、平成 29 年 3 月までに薬事申請を行い、平成 30 年 3 月に上市を目指す。

1.2 事業実施体制
事業管理機関：株式会社つくば研究支援センター
PL：王 波（つくばテクノロジー株式会社）
SL：勝見 雪人（株式会社フジキン）
共同体：①つくばテクノロジー株式会社
②独立行政法人産業技術総合研究所
③学校法人北里研究所 北里大学
④株式会社フジキン
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1.3 事業化する医療機器の概要
1.3.1 製品名：ポータブル 3DX 線撮影装置
(1) 医療機器等の種類
機器等の種類

医療機器

クラス分類*

製品名

ポータブル 3DX 線撮影装置

分類名称（一般的名称）*

対象疾患
胸部の癌・腫瘍
届出／認証／承認*
想定される販売先
医療機関、介護施設等
新／改良／後発*
薬事申請予定者
株式会社フジキン
医療機器製造販売業許可
株式会社フジキン
医療機器製造業許可
当該製品の製造を担う
事業予定者
つくばテクノロジー株式会社 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。

Ⅱ
ポータブルデジタル式
汎用 X 線診断装置
認証
該当無し
第二種 08B2X10009
08BZ200069
なし（取得予定）

(2) 医療機器等のターゲット市場

薬事申請時期
上市時期
想定売上（上市後 3 年目）
市場規模（上市後 3 年目）
想定シェア（上市後 3 年目）

国内市場

海外市場

平成 28（2016）年 3 月
平成 29（2017）年 3 月
2 億円／年（平成 32（2020）年時点）
100 億円／年（平成 32（2020）年時点）
2％（平成 32（2020）年時点）

平成 29（2017）年 3 月
平成 30（2018）年 3 月
3 億円／年（平成 33（2021）年時点）
300 億円／年（平成 33（2021）年時点）
1％（平成 33（2021）年時点）

(3) 事業化する医療機器の概観・特長
最終製品イメージは以下となる。
（製品の名称、名称コード、クラス分類、認証等についてはすでに第 3
者認証機関に問い合わせを進めている）

装置全体イメージ

平面 X 線画像
癌等発見率 20％

撮影イメージ

3D 表示 X 線画像
癌等発見率 40～60％
大幅向上実現
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当社の産業用小型Ｘ線検査装置開発の実績及び技術を応用して、小型軽量複眼Ｘ線源ヘッド及び弊社
の高度な画像処理専門技術を活かした３Ｄ画像処理を行い、複数枚のレントゲン画像から奥行きのある
3D 画像を生成することで癌等の正確な診断が可能になり、従来の平面 X 線撮影装置より読影精度が格段
に向上し検出率が高くなる。本装置の使用に関しては、医療法施行規則改正の（二）X 線装置等の防護に
関する事項に準拠し、簡易遮蔽か、2m 以上離れることで、撮影が OK となる被ばく線量に抑えた製品とす
る。
3D 表示の主な利用場面は、診療所で平面 X 線撮影の代わりに使用することを想定している。規模の小
さい診療所では CT 等の高価な機器を診断に用いることができず、平面 X 線撮影のみを行っていた。そ
のため、癌、腫瘍の検出率が低く、後日再検査等になり医療機会の損失があった。本装置は CT 等より
安価なため、規模の小さい診療所でも購入でき、胸部の癌、腫瘍の検出率を上げることが出来る。検出
率の向上により、診療所は紹介手数料の収入を増加させることが出来る。患者は良質な医療サービスを
受けることが出来るようになる。

【平面 X 線撮影を実施する場合】

【3D 表示による撮影を実施する場合】
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加えて、電池駆動で在宅医療や介護施設に持ち出して、3D 表示により現場での癌検出率を上げ、早期
発見に使えるポータブル 3D 表示Ｘ線撮影装置を開発する。検出器も従来サイズを採用し、ダイレクトデ
ジタル撮影し正確な診断画像を表示する。

そして、僻地や救急・災害地で現場に持ち出して使えて何時でも何処でも正確なレントゲン診断がで
きる。
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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

目標とする市場は、主に一般 X 線撮影装置の代替需要となる。
そこで、画像表示が平面表示から 3D 表示に充実させることにより、レントゲン診断の検出率が
向上されれば、需要も増加し、市場も拡大するものと期待される。また、製品をポータブル化し、
僻地や災害現場に持ち出せるので診断機会を拡大するニーズへの対応も期待できる。
(2) 当該機器等の市場性
① 提案する機器の想定顧客


3D 表示に対して、診療所、中核病院



ポータブル装置に対して、中核病院、診療所、在宅医療、救急現場、僻地、災害地等

② 提案する機器の想定市場規模
実際のＸ線装置に関する市場規模は、以下の通り（平成 24 年 薬事工業生産動態統計年報および(株)
矢野経済研究所マーケットレポートによる）
小分類

国内生産金額（百万円）
H24 年
H23 年
1,895,239
1,808,476
67,264
56,915
24,575
23,058
15,432
12,688
9.460
8,337
(約 700)

対前年増減（百万円、％）
増減額
比率
86,763
4.8
10,349
18.2
1,518
6.6
2,744
21.6
1,124
11.9
-

総数（医療機器）
全身用 X 線 CT 装置
X 線透視撮影装置
循環器用 X 線診断装置
一般 X 線撮影装置
(ポータブル X 線撮装
置)
（括弧書きは矢野経済研究所のマーケットレポートより推計）

構成割合（％）
H24 年
H23 年
100.0
100.0
3.5
3.2
1.3
1.3
0.8
0.7
0.5
0.5
(約 0.03)

(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

（1）競合企業は何か？
競合企業は医療機器総合メーカである東芝メディカルシステムズ㈱などで、移動用の動力源をつ
けたり、現状の装置にイラストを付けたりするのみで、特に X 線撮影機能の改善、価格の低下など
の大きな変化は見受けられない。
（2014 国際医用画像総合展 展示商品視察より）
（2）競合商品は何か？
競合商品は、東芝メディカルシステムズの回診用平面 X 線撮影装置
の写真を以下に示す。

IME-100L などであり、そ
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【平面 X 線撮影装置の開発】
・平面画像で癌等が低検出率
・200～300kg 程度と重く、移動の為の動力が必要
・機能の割に高価格

③市場獲得のための障壁は何か？
（株）フジキンの販売網を活用して販路開拓を行うが、つくばテクノロジー（株）は設立後９年
の若い研究開発型ベンチャー企業であり、医療業界での知名度が低く、自社での販売展開には時間
がかかる。さらに新製品のため、装置の有用性をどうやって医療現場に PR、浸透させていくかが課
題になる。

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）

（1）競合商品に対する差別化ポイントは何か
平面 X 線装置では不可能な 3D 表示を複雑な操作を必要とせずに可能とし、経験の浅い医師にも
癌を見つけやすい商品とする。また、競合となる平面 X 線装置と同程度の被ばく線量で、長寿命、
価格低減も可能なため、既存顧客の買い替え･買い増し需要を促進し、顧客の導入意欲を高めること
ができる。加えて、装置全体も小型軽量化してポータブルで持ち運びが可能になり、在宅医療、介
護施設への往診に使ったり、僻地や災害現場などの救急医療現場でも効果を発揮できるものとなる。
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（2）本事業としての優位性はどれくらいか
以下に平面Ｘ線撮影装置に対しての本提案製品の優位性をまとめて表に示す。
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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
上市（投資回収）に至るまでのプロセス（事業計画）（H26継続審査時点）
【委託期間後を含めた事業計画の概要】
案件番号

26-123

事業管理機関名

株式会社つくば研究支援センター

事業名

ポータブル3D表示X線撮影装置の開発・事業化
H25（2013）年度
以前

要素技術開発

4

5

6

7

H26（2014）年度
8 9 10 11 12 1

2

3

4

5

6

7

H27（2015）年度
8 9 10 11 12 1

2

3

4

5

6

7

H28（2016）年度
8 9 10 11 12 1

2

3

4-6

H29（2017）年度
7-9
10-12

1-3

4-6

H30（2018）年度
7-9
10-12

1-3

4-6

H31（2019）年度
7-9
10-12

1-3

4-6

H32（2020）年度
7-9
10-12

1-3

試作機仕様検討

計画

単3乾電池駆動

小型X線装置および電線用X線 X線装置開発
実績 検査装置開発製品化、工業用X
小型X線装置で
線画像3D表示技術開発

ファントム撮影試験

試作品開発（一次）

試作機開発・改良

試作品開発（二次）

計画
安全性耐久性試験

業許可取得
X線源の設計、試作
3D表示の再構成、検証

【製品名】ポータブル3D表示X線撮影装置
実績

冷陰極X線源のX線撮影、評価
QMS文書、記録の検討、整備

量産機開発

計画

量産機開発（量産試作）

体制整備
性能評価

【製品名】ポータブル3D表示X線撮影装置
実績

臨床研究

体制整備実施

市場評価

計画

実績

薬事戦略体制づくり

薬事申請

計画

第三者認証機関相談1

第三者認証機関相談3

第三者認証機関相談2

★

★

H28.3 国内医療機器製造販売認証申請

H29.3 海外医療機器製造販売認証申請

第三者認証機関相談1

実績

第三者認証機関相談2
第三者認証機関相談2追加

知財対応

知財戦略体制づくり

計画

知財戦略検討

先行特許調査（医療用X線撮影
実績 装置、立体X線撮影装置につい 基本特許出願
て）

★

H27.10 知財出願

H28.10 知財出願

特許出願に向けて
知財の整理まとめ

市場調査

販売戦略

★

チャネルの確保

計画

チャネルの確保

市場調査

国内広報戦略実施

市場調査

市場調査

市場調査

海外広報戦略実施

国内外広報戦略実施

国内外広報戦略実施

国内外広報戦略実施

販売計画作成

販売計画作成

販売計画作成

販売計画作成

医療従事者へのアン
ケート調査・実施

実績

災害医療ニーズの検討

製品仕様、イメージ作成
販売計画作成

上市時期

計画

販売計画作成
アフターサービスの構

★

★

H29.3 上市（国内）

H30.3 上市（海外）

実績

スケジュール変更理由

①試作機開発（一次）

①試作機開発（二次）

一次試作機の開発を 行う。

【1】X線照射ヘッド、装置機構とシステムの試作開発

【１】X線管試験体の設計開発
ア カ ーボン ナノ構造体冷陰極電子管試験体の設計
イ X線管試験体の試作開発
【２】高耐電圧絶縁モールドの試作検証
【３】パルスX線発生の為の高電圧発生回路の設計開発
ア 高電圧発生回路の最適化設計開発
【４】パルス幅可変X線パルス制御回路の試作開発
【５】3D画像化の実現可能性の検証
ア ファ ン トムを 回転させながら測定する 方法と従来型の熱X線管を 使用して4方向
から照射する 試験とを 組み合わせた画像の収集と画質の評価（本装置の性能を 最

2）画像の奥行きを撮影するX線源部の軽量化、操作性の高い機構設計

1）低被ばく化につながる、高精度かつ高感度でダイナミックレンジの広いX線検出器の選定
2）4点Ｘ線発生装置と高速画像撮影検出器とのパルス同期撮影回路の設計開発
3）直接人体に触れる部分である為、低被ばく線量による安全性を考慮した遮蔽装置設計開発
【3】3D表示再構成ソフトウェアの試作開発
1）ファントムによる3D表示再構成アルゴリズム開発
2）高速化画像処理プログラムの開発
3）3D表示および複数の断層表示ソフトウェアの開発
4）4個X線発生装置を駆動し、全体性能を確認
5) 3D画像化の高精度化のための標準画像の撮影
北里大学の模擬腫瘍付ファントム撮影によるX線画像データの収集・解析を行い、1)および3)の3D画像再構成アルゴ

終評価する ため、実際の病院の撮影装置での画像データ、臨床で利用する IP検出器

リズム、ソフトウェアの高精度化に活用する。

を 用いた基礎的な画像評価データを 収集する ）

②安全性耐久性試験

イ 角度を 変えた撮影画像の解析、3D画像再構成アルゴリズムおよ びソフトの開発

【1】安全性評価試験

と検証。
②業許可取得（ISO、QMS対応含む）
フジキン ではQMS規格のISO13485は取得していないが、製造業、製造販売業、販売
業許可を 既に取得している ため、新たな業許可取得はない。医療機器製造販売認証
申請で要求される QMS適合性調査のため、ISO13485と関連度が高いISO9001を 取
得している フジキン 大阪工場等での経験と、薬事コン サルタン トMICメディカ ル社等

事業の実施内容

1）3D表示画像取得の為の複眼（X線源4個）機構の設計開発

【2】最適高精度X線検出器（瞬時デジタル化）の選定および同期撮影回路の試作開発

1）ファントムで高精細画像を撮影できることを定量的に確認
2）人の場合、動きが有るので、短時間の撮影をファントムの画質を判定基準に検証
3）安全性評価として、直接人体に触れる部分である為、漏洩線量など実際に検証して、安全性を評価
4）第三者認証機関に試作品を持ち込んでコネクタなど細部の安全基準を確認
【2】耐久性試験
1）X線発生装置の耐久性は加速試験によりX線管の耐久性を評価すべく評価試験実施
2）検出器、機構などは部品、部材のMTBFを試算し、全体寿命を推測し評価
③第三者認証機関への相談3

専門機関の知識を 統合して、万全のQMSを 構築する 事業を 進める 。QMS適合性調

試験項目の確認、試験所の紹介依頼

査までの必要作業は以下の2点である 。

試験項目表作成

【１】製品標準書作成

第三者認証機関と相談し、試験項目の認証基準への適合性を確認

【２】QMSサブ システムごとの整備
（管理監督、設計開発管理、製品、製造、CAPA、購買管理、文書記録、製品受領者）
必要作業の一部には量産仕様の確定後に整備する 必要がある 項目が含まれる 。平
成26年度にはQMS適合性調査までに必要な作業項目の検討と、量産機仕様決定前
に整備可能な範囲でのQMSの整備作業を 実施する 。平成26年度に完了しないQMS
の整備作業は、平成２７年度に国内での薬事申請の準備と併せて実施する 。
つまり、フジキン では新たな業許可取得はなく、認証に必要となる QMSの整備を 実施
する 。
ア QMS適合性調査までに必要な作業項目の検討
イ QMS整備作業の実施（量産仕様設定前に整備可能な範囲）

試験所の検討
④薬事申請（国内）
1）申請書類作成（適宜薬事コンサルタントのMICメディカルの補助を受ける）
指定管理医療機器製造販売認証申請書(様式第64)
添付資料

④第三者認証機関への相談
仕様の認証基準への適合性確認
認証基準及び基本要件適合性チェ ックリストと検討した仕様の対応表作成
第三者認証機関と相談し、仕様が認証基準に適合する ことを 確認
⑤知財戦略検討
・出願準備（出願案件ごとの作業項目）、特許事務所との打合せ、明細書下書き、図
表の作成、出願原稿作成
・出願（出願案件ごとの作業項目）、特許事務所との打合せ、出願

①市場調査
②販売計画作成
③広報戦略実施

指定管理医療機器適合性調査申請書(様式第67)
品質管理監督システム基準書

MICメディカルに申請類の完成の確認を依頼

第三者認証機関に認証依頼
QMS適合性調査（実地調査）対応

・出願準備（出願案件ごとの作業項目）

う。

①市場調査
②販売計画作成
③広報戦略実施

3）医療機器製造販売認証申請

る

を 円滑に進めていける よ う開発、製造、販売のフェ ーズに必要な人材の育成を 行

①市場調査
②販売計画作成
③広報戦略実施

基本要件適合性チェックリスト

⑤知財出願準備、出願

医療機器を 開発、製造、販売する ため、社内外のリソースを 有効に活用して、事業

①チャネルの確保
②アフターサービス体制の構築
③市場調査
④販売計画作成
⑤広報戦略実施

2）申請書類完成確認

つくばテクノロ ジー株式会社で今後の開発製品化に向けて、製造業取得検討を 進め
③体制整備（人材育成・外部リソース活用等）

①性能評価
②試作機改良（量産試作）
③市場評価
④薬事申請（海外）
⑤知財出願準備、出願
⑥アフターサービス体制の構築
⑦市場調査
⑧販売計画作成
⑨広報戦略実施

特許事務所との打合せ
明細書下書き、図表の作成
出願原稿作成
・出願（出願案件ごとの作業項目）
特許事務所との打合せ
出願
⑥チャネルの確保
国内営業所の業許可取得推進
⑦市場調査
競合製品情報収集、分析
政策動向調査（在宅医療、遠隔医療等の支援政策等）
⑧事業の管理・運営
本プロジェクトを円滑に進めるため、プロジェクト構成員相互の連絡調整、プロジェクト全体の事業の運営及び管理を実
施する。

⑥チャネルの確保
市場調査結果に基づき販売チャネル拡張方針を 検討する 。

自主事業の内容

・試作機仕様検討7月～9月
＜X線源仕様、デザイン＞（試作開発 一次） ＜検出器＞（試作開発 二次）
X線管、絶縁モールド、高電圧
＜筺体＞（試作開発 二次）
発生回路、パルス制御回路、同
＜ソフト＞（試作開発 二次）
期撮影回路、電源、X線検出器、
筺体、ソフトウェアなどについて、
試作機仕様を検討し、以下のよう
な仕様を決定。
・薬事戦略体制づくり6月～9月
薬事戦略連絡体制の整備
認証申請関連法令、規格の可
視化と共有化
・第三者認証機関への相談1 8
月
本提案の機器が認証の対象と
なることの確認
本提案の機器と既存医療機器
との比較、差異の明確化
差異が認証上の障害となるか
検討、考察
第三者認証機関と相談し、差
異の検討、考察結果の妥当性を
確認
・既存X線源で手、胸部ファントム
の撮影テスト
・知財戦略体制づくり7月～9月
・基本特許の出願 5月
・工業用X線源で3D表示生成確
認
・1msX線パルスによる動体撮影
テスト
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(2) 投資回収計画
H26
(2014)

H27
(2015)

H28
(2016)
●

0.7
0.5
0.2
－
－

0.7
0.5
0.2
－
－

薬事申請時期
上市時期
支出額（単位：億円）
0.7
うち委託費
0.5
うち自己負担
0.2
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。

H29
(2017)

H30
(2018)

H31
(2019)

H32
(2020)

H33
(2021)

H34
(2022)

H35
(2023)

●
0.6
－
0.6
0.4
2

0.6
－
0.6
2.0
10

0.6
－
0.6
5.0
25

0.6
－
0.6
10.0
50

0.6
－
0.6
16.0
80

0.6
－
0.6
30.0
150

0.6
－
0.6
50.0
250

1) 投資計画
上記投資回収計画の「投資計画」についての根拠は、H28 年度までは委託費を主に開発製品化を進め、
不足分を自己負担で賄う。
その後、委託事業終了後は自己負担で量産化を進める。

2) 回収計画
上記投資回収計画の「回収計画」についての根拠は、H29 年 3 月上市後、主にフジキンの販売チャネル
を通じて 2 台を販売する。
翌年 H30 年 3 月に海外市場にも上市し、国内は販売 2 年後で営業活動および広告宣伝効果も出始め、6
台を販売する。また、海外市場もフジキンの海外拠点を中心にニーズの顕在化している地域に 4 台販売
し、通年で 10 台を販売する。
3 年目以降は納入ユーザーの実績をもとに営業活動および広告宣伝を効果的に行い、倍増レベルで販売
を伸ばす。

(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”
産総研技術移転ベンチャーのつくばテクノロジーと国内、海外に医療機器販売網が豊富なフジキンが
連携してポータブル 3D 表示 X 線撮影装置の市場を獲得していく。また産業技術総合研究所は、X 線源に
関する豊富な知財知見を持ち、北里大学は医療現場のニーズ収集から臨床研究へのスムーズな展開がで
きる。
さらに導入から市場へ浸透していくまでコンソーシアム全体でフォローアップしてシェアを維持して
いく。
特に、これらコンソーシアム各社はそれぞれの分野で特出した企業であり、本コンソーシアム各社の
連携体制自体、他社が簡単に真似できない製造･販売連合体となっている。
知財戦略は、産業技術総合研究所、北里大学のバックアップにより、盤石なものとしていく。
高利益率確保のためにビジネスのスタート時より、部品一つ一つのコストダウン、製造の効率化に取
り組みながらビジネスを展開していく。また上市後ターゲット市場には、すでに医療機器製造販売を行
っているフジキンのネットワークを使い参入していく。特に、フジキンの国内 34、海外 15 の拠点を最大
限活用し、線量計、血圧計、脈拍モニタ、エアマッサージャーなどの医療モニタ機器、遠隔医療ソフト
「ビューセント」等の販売実績がある既存販売網で本新製品を積極的に販売していく。具体的なマーケ
ティング戦略としては、以下のように展開していく。
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・国内市場へのマーケティング戦略
上市前後からフジキンの国内 34 拠点の既存医療機器の販売網を通じて、各地元の中核病院、診療所に
直接働きかけ、本 3D 表示 X 線撮影装置の優位性をアピールし、導入を促進させる。
また関連代理店経由の販売や医療関係の展示会への出展や医療雑誌への記事掲載などフジキンのリソ
ースを最大限活用し積極的な PR を展開する。
・海外市場へのマーケティング戦略
海外でも日本で上市の後、
フジキンの海外 15 拠点の既存の医療機器販売網を通じて、地元の中核病院、
診療所等を直接訪問し、PR 販売を進める。また、地元の関連医療代理店等を通じての販売も展開する。

2) ビジネス体制
ものづくり企業のつくばテクノロジー株式会社が製品を製造し、製販企業のフジキンが直販および代
理店経由で販売を行う。

3) ものづくり中小企業の位置づけ
提案する 3D 表示 X 線撮影装置ビジネスで中心的な役割を果たすものづくり中小企業は、小型 X 線源か
ら 3D 画像再構成技術までをシステム化し、制御回路、装置を製造するつくばテクノロジーであり、これ
ら小型 X 線源から 3D 画像再構成までをシステム化した装置をフジキンの多くの販売網を通じて、中核病
院、診療所、在宅医療機関等に直接営業をかけて販売していく。
つくばテクノロジーは、産業用小型 X 線検査装置、および医療画像処理ソフトウェアの開発・製造・
販売の実績があり、製品製造業社として、装置のシステム化、製造、保証、保守に責任を持つ。また、
知財に関しても本件の基礎技術に関して、すでに特許出願の作業を進めており、本技術を権利化するこ
とで保護する。さらに、開発、事業化を有利に進めていく。また製品の薬事申請・販売は、その許可お
よび多くの実績を持ち、精通しているフジキンが責任を持って行う。
小型 X 線源の技術は、産業用装置として開発製品化したもので、本提案の装置の X 線撮影のシーズに
なる技術である。本技術は人体に照射する X 線をコントロールし短時間で線量の高い X 線を長寿命で照
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射できるものである。
3D 表示の技術は、レントゲン検査後の人体の X 線像を医師が見て、癌や腫瘍、骨折の箇所を、検出す
ることになるので、3D 化した画像を再構成、表示する技術は、もっとも重要な技術である。つくばテク
ノロジーには医用画像再構成ソフトの開発実績がある。
さらに販売はフジキンが行う。同社はすでに、第二種医療機器製造販売業：08B2X10009、医療機器製
造業：08BZ200069 の許可を受けている。
販売に関しては、国内 34、海外 15 の拠点を持ち、医療モニタ機器、遠隔医療ソフト等の医療機器の製
造・販売に実績がある。また、関連会社からは年間 550 台程度、総数 2000 台以上の平面 X 線装置を販売
しており、また国内外 600 件ほどの医療機関に遠隔医療ビューワソフト「Viewsend」も販売しており、
そのトータルの販売力に期待できる。
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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
平成 26 年度は、試作機開発（一次）を進め、3D 画像化の実現可能性を検証するとともに、薬事法改正を踏まえた業許可取得（ISO、QMS 対応含
む）のための体制整備（人材育成・外部リソース活用等）を実施した。薬事に関しては、第三者認証機関への相談を実施し、薬事戦略を明確にした。
また、知財戦略を検討するとともに、市場調査を実施し、販売チャネル確保を目指した。

(2) 委託事業終了時に完成した試作品の概要
試作品名
X 線管
X 線管の試験体
高電圧発生回路
パルス幅可変 X 線パルス制御回路
3D 画像化ソフトウェア

概要
医用 X 線用冷陰極式小型 X 線管
医用 X 線用冷陰極式小型 X 線管の試験体
管電圧 120kV、管電流 20mA で冷陰極 X 線管を駆動できる
X 線のパルス幅を 10ms～200ms まで可変できる
医用 X 線画像の i）ステレオ 3D 画像化、ii)トモシンセシス断層画像化、iii）トモシンセシス断層画像のステレオ
3D 画像化の各々を表示するソフトウェア

(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試作機開発（一次）

①試作機開発（一次）

①試作機開発（一次）

一次試作機の開発を行う。
【１】X 線管試験体の設計開発
ア カーボンナノ構造体冷陰極電子管試験
体の設計
１）X 線管の試験体（管電流 20mA 目標）

一次試作機の開発を行う。
【１】X 線管試験体の設計開発
ア カーボンナノ構造体冷陰極電子管試験体の設計
１）X 線管の試験体（管電流 20mA 目標）
既存の工業用のカーボンナノ構造体冷陰極電子管が管電圧
150kV、管電流 5mA なのに対して、本装置の医療用 X 線管の場合、
▶
短時間の照射で X 線量を大きくするため、管電流を大きくする必
要がある。
そこで、本年度は管電流 20mA を目標にした X 線管の試験体を試
作した。この X 線管の試験体は、放出電子の量を増加させ、電流
量の増加を図った。

一次試作機の開発を行う。
【１】X 線管試験体の設計開発
ア カーボンナノ構造体冷陰極電子管
試験体の設計

２）X 線管（管電流 10mA 目標）

２）試作した X 線管単体で管電流

▶

２）X 線管（管電流 10mA 目標）

１）試作したエミッタの電流密度
の測定を行い、エミッタで管電流
20mA 流せるかを検証する。
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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）
上記の X 線管の試験体の試作とあわせて、同じ冷陰極 X 線管を採
用した X 線管も今回の試作開発で性能評価を行う。
こちらは管電流 10mA とした X 線管を試作した。

今後検討・実施すべき事項

10mA を検証する。

本 X 線管は、小型ながら、管電圧 120kV、管電流 10mA 出力の性能
を持つ。
イ X 線管試験体の試作開発
１）X 線管の試験体（管電流 20mA 目標）の
設計

２）X 線管（管電流 10mA 目標）の計画図
管電圧 120kV、管電流 10mA 出力の性能を持
つ X 線管を計画した。下側の円の中心から
X 線が出力される。

イ X 線管試験体の試作開発
１）X 線管の試験体（管電流 20mA 目標）の設計
現在、各種大きさの電子源をプラズマ CVD 装置で試作して、各
電子源の電流密度を測定して最適な電子源の大きさを検証した。
これをもとに X 線管の試験体を設計した。

イ X 線管試験体の試作開発
１）X 線管の試験体（管電流 20mA 目
標）の設計

工業用冷陰極 X 線管を改良して管電流 20mA を目標にした X 線管
の試験体を完成させた。

試作した X 線管の試験体で管電圧
120kV、管電流 20mA 出力の性能検証
を行う。

２）X 線管（管電流 10mA 目標）の試作
管電圧 120kV、管電流 10mA 出力の性能を持つ X 線管を試作した。

２）X 線管（管電流 10mA 目標）の試
作
試作した X 線管で管電圧 120kV、管
電流 10mA の性能検証を行う。

【２】高耐電圧絶縁モールドの試作検証

【２】高耐電圧絶縁モールドの試作検証
既存の工業用の管電圧 150kV、管電流 5mA のモールドは現場検査
に持ち出しやすいように固体モールドを使用している。また、医
療装置の X 線管球は冷却の問題もありオイルモールドが一般的と
なっている。本装置は複数の管球による 3D 表示を実現するため、
安全面も考えて、モールドを小型軽量にする必要がある。
そこで、ガス絶縁によるガスモールドの可能性も検証したが、
医療用 X 線管球で実績のあるオイルモールドの絶縁実験を行っ
て、最適なオイルモールドを設計した。

【３】パルス X 線発生の為の高電圧発生回
路の設計開発
ア 高電圧発生回路の最適化設計開発

【３】パルス X 線発生の為の高電圧発生回路の設計開発
ア 高電圧発生回路の最適化設計開発
既存の工業用冷陰極 X 線源の管電圧 150kV、管電流 5mA のコッ
ククロフト回路を今回の医療用 X 線源に最適化し、管電圧 110kV、

【２】高耐電圧絶縁モールドの試作
検証
設計したオイルモールドを試作す
る。

【３】パルス X 線発生の為の高電圧
発生回路の設計開発

ア
高電圧回路を評価する。
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平成 26 年度の実施内容（実施計画書）

【４】パルス幅可変 X 線パルス制御回路の
試作開発

現時点での達成状況（計画変更理由を含む）
管電流 20mA とする設計とした。
【４】パルス幅可変 X 線パルス制御回路の試作開発
既存の工業用冷陰極 X 線源のパルス幅可変パルス制御回路を今回
の医療用 X 線源に最適化し、パルス幅 10ms～1sec とするため、
制御回路の充放電のシミュレーションを繰り返し、最適な設計と
した。
ここで、20mA、1sec で照射する場合には、20mAs の照射が可能と
なり、医療用 X 線源として実用レベルとした。
また、既存の工業用冷陰極 X 線源で胸部ファントムを撮影し、ど
のくらいの mAs 値、線量で実用レベルの撮影ができるかデータを
収集し、検証した。
X 線源が 4 個の場合は 1 つ 1 つのパルス幅の制御を最適化でき、
順次 X 線を照射できるものとした。
これに関して、下のように工業用 X 線源と動画対応の CMOS 検出
器を使って、1 秒間に 5 フレームの撮影を実施した。

今後検討・実施すべき事項
【４】パルス幅可変 X 線パルス制御
回路の試作開発
パルス幅可変パルス制御回路を評
価する。

試作機を完成させてファントム撮
影により動作確認を行う。

左の結果をもとに本装置では 4 管球
による順次 X 線照射により、1 秒以
内に 4 枚の画像を撮影するための動
画対応検出器を選定する。

以上までを総合して、開発装置の設計を行った。
・4 管球 X 線ヘッドの外形設計図

既存のポータブル型 X 線撮影装置と同等のヘッドサイズで
4 管球を搭載するもの。
・4 管球

ポータブル型 3D 表示 X 線撮影装置の設計図

側面

ヘッドが 4 管球ながら、転倒せず、安全に左右、上下に可動
できるもの。
操作面
装置本体幅

設計図を各部の設計図面に展開
し、装置各部の設計図を作成する。

480mm

本設計図の設計内容を以下に説明する。
◆アーム最大高さについて
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平成 26 年度の実施内容（実施計画書）

【５】3D 画像化の実現可能性の検証
ア ファントムを回転させながら測定す
る方法と従来型の熱 X 線管を使用して 4 方
向から照射する試験とを組み合わせた画像
の収集と画質の評価（本装置の性能を最終
評価するため、実際の病院の撮影装置での
画像データ、臨床で利用する IP 検出器を用
いた基礎的な画像評価データを収集する）

現時点での達成状況（計画変更理由を含む）
標準的なベッドに布団を敷いた状態を 50 ㎝とし、そこに大人が
横たわった場合に胸の高さまでを 80cm とした。これを標準の状
態とし、ここから 80cm 以上離れた位置に X 線照射位置が来るよ
うに設計した。
◆アーム最小高さについて
折りたたんだ状態で本体と干渉しない位置として設計した。
折りたたんだ時に倒れないか？という意味で重心位置への影響
を検証し、安全な設計とした。
◆アーム最大長について
標準的なベッドの幅を 96 ㎝とし、その中心位置で X 線が照射で
きるように設計した。さらに、アームを最大角度（±30 度）振っ
た場合でもベッドの中心位置に届くようにした。
◆アームの最大振れ角
実用性を考慮して中心より±30 度とした。
◆最大重量
現状設計の予想重量 60～70kg
◆前輪位置
折りたたんだ状態でヘッドがはみ出さない位置に設計した。
【５】3D 画像化の実現可能性の検証
ア ファントムを回転させながら測定する方法と従来型の熱 X 線
管を使用して 4 方向から照射する試験とを組み合わせた画像の収
集と画質の評価（本装置の性能を最終評価するため、実際の病院
の撮影装置での画像データ、臨床で利用する IP 検出器を用いた
基礎的な画像評価データを収集する）

今後検討・実施すべき事項

左の設計内容を詳細に検証し、安全
かつ設計通りの小型軽量な装置に
仕上げる。

【５】3D 画像化の実現可能性の検証
ア ファントムを回転させながら
測定する方法と従来型の熱 X 線管を
使用して 4 方向から照射する試験と
を組み合わせた画像の収集と画質
の評価
（本装置の性能を最終評価するた
め、実際の病院の撮影装置での画像
データ、臨床で利用する IP 検出器
を用いた基礎的な画像評価データ
を収集する）
①撮影は終了したので、データの解
析を進める。

①北里大学病院で使われている X 線撮影装置で胸部ファントム
を撮影した。
（京都科学製 胸部ファントム N-1 模擬腫瘍付き）
撮影 X 線源：GE メディカル XR-656、検出器 Rayence 社 1417WGA
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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）
この際、回転ステージにて 0 度～360 度まで 1 度ごとに撮影した。

今後検討・実施すべき事項

模擬腫瘍の大きさ：30、20、15、10（10mm まで見える）
肺癌の TNM 腫瘍分類上、T1 に相当する 30mm 以下の大きさの腫
瘍を検出できることを確認するため、上記のサイズの模擬腫瘍を
撮影した。

②冷陰極 X 線源で照射条件を変えて
ファントム画像を撮影する。

②冷陰極 X 線源で胸部ファントムを撮影した。

（京都科学製 胴体ファントム PBU-60）
撮影 X 線源：単 3 電池駆動小型 X 線装置
撮影検出器：Rayence 社 1417WGA

単三乾電池 2 個で冷陰極 X 線管を駆動して、X 線源とファント
ムを 60cm 離した状態で撮影した。

ここで、JRC2010 ランチョンセミナー18 によると、X 線撮影時は
0.02mSv～0.07mSv（正面と側面撮影）の線量、トモシンセシス撮
影時は 0.13mSv となっている。
ここで、
単 3 乾電池 2 本の駆動ながら良好な X 線画像が得られた。
また、4 管球の撮影を想定すると 1 枚当たり 0.034mSv の線量で 4
枚撮影して 3D 表示、トモシンセシス表示をすると 4 倍の線量
0.136mSv となり、他のトモシンセシス撮影と同等の線量となって
いる。
イ 角度を変えた撮影画像の解析、3D 画
像再構成アルゴリズムおよびソフトの開発
と検証。

さらに、試作した冷陰極 X 線源で各
種撮影条件の撮影データを収集す
る。

イ 角度を変えた撮影画像の解析、
3D 画像再構成アルゴリズムおよび
ソフトの開発と検証

イ 角度を変えた撮影画像の解析、3D 画像再構成アルゴリズムお
よびソフトの開発と検証
北里大学での既存 X 線撮影装置により、360 度を 1 度ごとに角度
を変えたファントム画像を撮影し、その画像より 3D 画像化の検
証を行った。

①ステレオ 3D 画像検証
A 既存 X 線撮影装置によるステレ
オ 3D 画像

①ステレオ 3D 画像を検証した。
A 既存 X 線撮影装置によるステレオ 3D 画像
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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）
ステレオ 3D 画像は、脳の働きによる視覚メカニズムによって、
二重像が単一像に融合されているもので、この単一像に見える範
囲を「パナムの融合領域」という。この範囲は一般的に視差角に
換算して約１度程度だと言われている。これをもとに３Ｄテレビ
を作っている家電メーカが中心となって作られた「３Ｄコンソー
シアム（３ＤＣ）」のガイドラインより、立体像を快適に楽しむ
ための前後奥行き範囲を、快適視差範囲といい、視差角１度以下
が目安となる。また二重像が生じない奥行き範囲を融合限界とい
い、視野角２度以下程度が目安となる。また、人間の眼の間隔が
6cm 前後で 3D 映像を作成する際は画面上での視差をこの眼の間隔
に最適化する必要がでてくる。これらより今回の北里大学で撮影
した画像から最適な角度の画像を選定し、生成したステレオ 3D
画像として視差 4 度の時のアナグリフ法による 3D 画像を生成し
た。

これをアナグリフメガネで見ると両眼視差により胸部が立体に
見え、模擬腫瘍の前後位置、相対的な空間関係から観察者に有力
な情報を提供できる。この他電子シャッター3D メガネ、裸眼 3D
モニタでの 3D 表示も検証した。これらにより、平面画像で検出
できなかった癌、腫瘍に対して、奥行き情報を持った 3D 表示で
見つけやすくなると考える。

②トモシンセシス再構成を検証した。
既存 X 線撮影装置による撮影画像をもとに 7 度おきに撮影した 4
つの画像よりトモシンセシスによる断層画像を再構成した。
４方向から撮影したトモシンセシス画像上、前方、中央、後方
の断層像で、種々の大きさの模擬結節が明瞭に検出できた。特に、
10mm の小結節は、単純画像（AP view）で存在の可能性が疑われ
る程度であったが、トモシンセシス画像では、肺内の最背側に位
置し、形状が円形であることも診断できた。結果、胸部撮影にお
いて 4 方向撮影によるトモシンセシス法は、肺癌の位置、形状を
正確に診断することが可能で、画像診断上、有用であることが示
された。

今後検討・実施すべき事項

生成したアナグリフ法の 3D 表示を
確認したが、この他電子シャッター
法、裸眼 3D 法での 3D 表示もさらに
検証し、3D 表示の最適化、有用性を
検証する。
並行して複数管球によるステレオ
3D 表示の特許出願の検討を進める。

②トモシンセシス再構成検証
引き続き、トモシンセシスの最適
化、有用性を検証する。

・4 管球によるトモシンセシスの特

許出願の請求項をまとめ、出願の
検討を進める。

③トモシンセシス再構成＋3D 表示
検証に関して、引き続き、トモシン
セシス＋3D 表示のパラメータの最
18

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
適化、有用性を検証する。

③トモシンセシス再構成＋3D 表示を検証した。
既存 X 線撮影装置による撮影画像をもとにトモシンセシスとステ
レオ 3D 表示を組み合わせた新しいトモシンセシス再構成 3D 表示
法の結果を以下に示す。これは、左右トモシンセシス画像を 3D
表示するもので、以下は視差 7 度で左右 3 点による別々のトモシ
ンセシス画像をステレオ 3D 表示で見る方法を検証した。

さらに 4 管球によるトモシンセシス
＋3D 表示の特許出願の請求項をま
とめ、検討を進める。

画像を見ると、トモシンセシスによるフォーカスの位置を前後に
スイープすることで奥行き情報を確認できた。
本装置で実現する 4 方向撮影で、3 方向ずつのトモシンセシス画
像を再構成してステレオ 3D 表示することは、効果があると考え
る。

②業許可取得（ISO、QMS 対応含む）
フジキンでは QMS 規格の ISO13485 は取得
していないが、製造業、製造販売業、販売
業許可を既に取得しているため、新たな業
許可取得はない。医療機器製造販売認証申
請で要求される QMS 適合性調査のため、
ISO13485 と関連度が高い ISO9001 を取得し
ているフジキン大阪工場等での経験と、薬
事コンサルタント MIC メディカル社等専門
機関の知識を統合して、万全の QMS を構築
する事業を進める。QMS 適合性調査までの
必要作業は以下の 2 点である。

【１】製品標準書作成
【２】QMS サブシステムごとの整備
（管理監督、設計開発管理、製品、製造、
CAPA、購買管理、文書記録、製品受領者）

②業許可取得（ISO、QMS 対応含む）

②業許可取得（ISO、QMS 対応含む）
・QMS 体制の整備（改正薬事法対応
を含む）を進める。
・開発段階に応じた QMS 記録を作成
する。

▶

▶

【１】製品標準書作成
製品標準書の様式は作成済みである。
【２】QMS サブシステムごとの整備
設計開発初期段階における QMS 文書、記録の検討、整備を行っ

【１】製品標準書作成
製品標準書を作成する。製品標準
書の内容は認証申請書とほぼ同等
であるため、認証申請準備と併せて
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平成 26 年度の実施内容（実施計画書）
必要作業の一部には量産仕様の確定後に
整備する必要がある項目が含まれる。平成
26 年度には QMS 適合性調査までに必要な作
業項目の検討と、量産機仕様決定前に整備
可能な範囲での QMS の整備作業を実施す
る。平成 26 年度に完了しない QMS の整備作
業は、平成２７年度に国内での薬事申請の
準備と併せて実施する。
つまり、フジキンでは新たな業許可取得
はなく、認証に必要となる QMS の整備を実
施する。
ア QMS 適合性調査までに必要な作業項
目の検討

現時点での達成状況（計画変更理由を含む）
た。
具体的には、サブシステムのうち管理監督、設計開発管理、文
書記録に該当する、製品実現計画を整備し、設計開発計画書を作
成した。

今後検討・実施すべき事項
作成する。
【２】QMS サブシステムごとの整備
・設計開発の結果を検討
・今後の開発の進行に伴う適切な記
録の整備

ア

ア

イ QMS 整備作業の実施（量産仕様設定
前に整備可能な範囲）

イ

つくばテクノロジー株式会社で今後の開発
製品化に向けて、製造業取得検討を進める。

QMS 適合性調査までに必要な作業項目の検討
必要な作業項目の検討を行った。
・製品標準書作成
・QMS サブシステムごとの整備
・文書、記録の作成
・改正薬事法施行（平成 26 年 11 月 25 日）への対応

QMS 整備作業の実施（量産仕様設定前に整備可能な範囲）
・改正薬事法施行に伴う通知等の確認を行った。
平成 28 年 3 月の薬事申請予定日には、改正後の薬事法に対応
しなければならないことを確認した。
・開発品の3D画像再構成プログラムについては改正前の薬事法

今後発行される通知等の確認
必要な作業があれば実施する。

イ QMS 整備作業の実施
・改正薬事法に対応する文書、記
録の整備を実施する。つくばテクノ
ロジー株式会社の製造業取得検討
をさらに進める。

と同等の認証申請の手順で問題がないことを確認した。改正
薬事法では新たに単体プログラムが医療機器規制の対象と
なったが、装置と一体として流通、使用するプログラムにつ
いては改正薬事法前の認証申請手続きと変更が無い。

つくばテクノロジー株式会社の開発製品化に向けて、製造業取
得検討を進めるに対して、具体的には、平成 25 年 11 月 27 日に
薬事法等の一部を改正する法律が公布されたことに従い、茨城県
保健福祉部 薬務課に医療機器等製造業の新規登録を申請する
ため、業務分掌表、業者コード登録票、製造業登録申請書などを
準備した。
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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

③体制整備（人材育成・外部リソース活用等）

③体制整備（人材育成・外部リソース活用等）

③体制整備（人材育成・外部リソース

医療機器を開発、製造、販売するため、
社内外のリソースを有効に活用して、事業
を円滑に進めていけるよう開発、製造、販
売のフェーズに必要な人材の育成を行う。

・委託事業コンソーシアム内の開発協力体制の整備。
つまり、医療機器を開発、製造、販売するため、共同体のリソー
スを有効に活用して、事業を円滑に進めていけるよう開発、製造、
販売のフェーズに必要な人材の育成を行った。
具体的には、開発面はつくばテクノロジー、製造面では主にフ ▶
ジキン、販売面はつくばテクノロジーとフジキン両社のリソース
を活用するよう体制を整えた。
つくばテクノロジーは、医療機器の営業およびエンジニアリング
経験を持つ人材を追加した。

活用等）
・製造体制および医療市場への販売
体制整備に向けて、さらに各社の協
力を進める。開発を担うつくばテク
ノロジーと、製造販売を担うフジキ
ンを中心に、情報の共有を活用を推
進する。

④第三者認証機関への相談

④第三者認証機関への相談

▶

④第三者認証機関への相談
仕様の認証基準への適合性確認

・2014 年 10 月 28 日の相談において、基本的な仕様が認証基準
に適合することを確認した。

認証基準及び基本要件適合性チェックリ
ストと検討した仕様の対応表作成

・認証基準及び基本要件適合性チェックリストをと仕様を比較
し、適合可能であることを確認した。

▶
第三者認証機関と相談し、仕様が認証基
準に適合することを確認

・試験項目を確認し、認証申請書類
として活用出来る体裁に整備する。
▶

・2015 年 2 月 9 日の相談において、冷陰極 X 線管と 4 つの X 線
管を持つ構造について、既存の医療機器と同等であることの考
察を示し、第三者認証機関から妥当だろうという回答を得た。
念のため、第三者認証機関経由で PMDA にも妥当性を確認する
方針を決めた。

⑤知財戦略検討

⑤知財戦略検討

⑤知財戦略検討

・出願準備（出願案件ごとの作業項目）
特許事務所との打合せ
明細書下書き、図表の作成
出願原稿作成
・出願（出願案件ごとの作業項目）
特許事務所との打合せ
出願
⑥チャネルの確保
市場調査結果に基づき販売チャネル拡張
方針を検討する。

冷陰極 X 線源および複数 X 線管球の同期制御、あわせてステレオ
3D 表示、トモシンセシス＋立体視表示の特許出願を検討中で、特
許出願する請求項案を作成した。

実際の出願はＨ27 年度以降に出願
を計画している。

▶

▶

⑥チャネルの確保
▶

市場調査結果に基づき販売チャネル拡張方針を検討した。
医師アンケート調査にて、7 割以上の医師から開発品を利用し

⑥チャネルの確保
▶

・アンケート調査の結果の分析
・製品のターゲットおよび販売台数
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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）
たいという回答が得られた。また、開発品を利用したいと回答し

今後検討・実施すべき事項
の決定

なかった医師のうち、8 割以上は装置の買換えや追加購入が必要
・最適な販売チャネルの検討

な時期ではないことを理由に挙げた。
よって、販売を伸ばすためには装置の買換え時期に適切に営業
をかける必要がある。そのため、直接販売、間接販売の両面から
販売チャネルの充実を図る。

⑦市場調査

⑦市場調査

競合製品情報収集、分析

⑦市場調査

競合製品情報収集、分析を実施した。

・アンケート結果の分析
アンケート結果を分析し、販売戦
略立案に活用する。

X 線室で用いる据置型装置、病室等で用いるポータブル装置、在
宅等の病院外で用いる簡易型装置それぞれの競合品の情報を収
集し、開発する製品の仕様を検討した。
・医療従事者へのアンケート調査検討
検討した仕様に対する医療従事者の反応を確認するためのア
ンケート調査の実施を検討した。共同体全体で調査対象者、内容、
競合品、製品イメージを検討した。
・ポータブル型

▶

4 管球式イメージ

既存のポータブル型 X 線撮影装置と同等のヘッドサイズで 4
管球を搭載するものとした。

▶

ヘッドが 4 管球ながら、転倒せず、安全に左右、上下に可動
できるものとした。
・簡易型 1 管球式イメージ
バッテリー駆動で自由に持ち運びできるものとした。
・アンケート結果
121 名の医師に対して Web アンケート調査を実施した。
3D 表示機能を利用したい、やや利用したいと回答した医師は 7 割
以上であり、ニーズが大きいことが分かった。
また、ポータブル 3D 表示 X 線撮影装置とポータブルに特化し
た X 線撮影装置のそれぞれについて利用したいか質問した。結果、

・3D 再構成画像に対する医師の評価
の調査

22

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）
どちらの装置も好意的な回答が 7 割以上を占めた。比較すると、
ポータブル 3D 表示 X 線撮影装置の方がより利用したいと回答し
た割合が多く、ポータブル 3D 表示 X 線撮影装置のニーズが確認
出来た。

今後検討・実施すべき事項

ポータブル X 線診断装置に対して「あまり利用したくない」、
「利
用したくない」と回答した医師に対して、その理由を質問した。
結果、8 割以上は装置の買換えや追加購入が必要な時期ではない
ことを理由に挙げ、1 割程度が X 線撮影装置に新規参入の企業の
製品であることを理由に挙げた。
災害医療ニーズの検討を行った。災害時のトリアージにおける
X 線撮影装置の利用場面を検討した。
過去の震災では、阪神淡路大震災が骨折等の負傷者が多く、ポ
ータブル X 線診断装置の利用場面が多かった。具体的なニーズと
しては、トリアージエリアへの移動、設置が簡単なこと、短時間
で撮影が終わることなどがあった。
政策動向調査（在宅医療、遠隔医療等の支援政策等）
在宅医療・介護の支援政策として、茨城県では茨城県在宅医
療・介護連携拠点事業が実施されている。市町村、医師会等が中
心となり、在宅医療を支える土台となるネットワーク強化と地域
の連携を可能にする仕組み作りを目的としている。
4 師会（医師、歯科医師、薬剤師、看護師）の中では、訪問介
護ステーションの運営を行う看護協会が在宅医療・介護の推進に
大きな役割を果たしていることが分かった。
災害医療は災害によって傷病者の傾向が異なり、必要になる医療
サービスが異なることが分かった。そのため、支援政策は地域連
携の強化が主で在宅医療の支援と共通であった。

政策動向調査（在宅医療、遠隔医療等の
支援政策等）

⑧事業の管理・運営
本プロジェクトを円滑に進めるため、プ
ロジェクト構成員相互の連絡調整、プロジ
ェクト全体の事業の運営及び管理を実施す
る。

▶

⑧事業の管理・運営
・各機関の研究担当者を月１～２回程度招集して、研究開発の
進捗と技術的なアプローチの妥当性、スケジュール等を確認し
▶
ている。
また、月２～３回程度再委託先を訪問し、経理処理の指導、
実行上の課題、進捗状況、問題点等の把握に努めている。

・政策動向調査
さらに詳細に在宅医療、遠隔医療等
の支援政策の調査を行う。

⑧事業の管理・運営
中間検査、確定検査の実施、来年度
の事業計画の検討等について、再委
託先と連絡を密に取り実施する。
問題点、課題等の解決にあたって直
接面談を基本に実施する。
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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
▶
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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


認証基準への適合性の確認の相談（2014 年 10 月 28 日@第三者認証機関）

本事業の開発品の認証基準への適合性への確認のため、厚生労働省に直接的、間接的に照会する。基
本的な仕様は、認証基準に適合可能であることが確認できた。冷陰極 X 線管、4 個の X 線管による 3D 表
示が認証の対象となるかは、厚生労働省への照会が必要であると明らかになった。



認証基準への適合性の確認の相談（2015 年 2 月 9 日@第三者認証機関）

10 月 28 日の相談で確認が必要と判明した事柄について相談後に厚生労働省へ確認した。その結果、開
発品と既存医療機器が実質的に同等だと示す考察を行い、第三者認証機関に妥当性を認められる必要が
あると判明した。2 月 9 日の相談において開発品が既存医療機器と実質的に同等だと示す考察が概ね妥当
だという第三者認証機関の評価を得た。

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「既存機器との差異により認証対象外となる危険性

同等であることを示す証明の妥当性を第三者認証

の排除」

機関との相談により確認した。

認証対象外となる危険性を排除するため、本事業の

さらに第三者認証機関経由で PMDA へ妥当性の

開発品と既存の X 線診断装置は実質的に同等であ

確認を行い、認証対象外となる危険性の排除を行

ることの証明が必要である。具体的には、冷陰極 X

う。

線管の原理、および X 線管を 4 つ持つ構造について
既存品と同等であることの証明が必要である。

(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）

a. 先行特許調査の手法
本提案に先立ち、先行特許を詳細に調査するため、つくば国際特許事務所に特許先行技術調査を依
頼し、その特許調査報告書を精査した。
b. 先行特許調査の結果
b-1. 調査対象 「医療用 X 線撮影装置」について
b-1-①調査キーワード：Ｘ線、Ｘ線源、医療、
小型、ポータブル、持ち運び、持運、搬、移動
回診、在宅、被災、緊急、救急、事故、現場、
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バッテリー、電池、長寿命、
フィードバック、低被曝、被曝抑制、至適照射、
冷陰極式カーボンなど。
b-1-②調査範囲
利用サービス：発明通信社（ＨＹＰＡＴ－ｉ）
対象期間：特許公開公報（昭和５８年～平成２６年３月までに発行されたもの）
対象公報：公開特許、公開実用新案、登録実用新案、公表特許、公表実用新案、再公表特許、
再公表実用新案。
b-1-③調査結果
調査した結果、特願 2010-211862 などの類似特許が発見された。
しかしながら、これらは、X 線源を移動させて 3D 画像を生成するものはあるが、弊社が本提案で開
発する複眼のポータブル 3D 表示 X 線撮影装置で特許化する技術は発見されなかった。
従って、上記調査範囲での調査の結果から、基本特許国内出願 H26 年 5 月 特願 2014-102915 「ポ
ータブル３Ｄ表示Ｘ線撮影装置」を出願し、その他技術の特許出願も進めていく。
b-2. 調査対象 「立体 X 線撮影装置」について
b-2-①調査キーワード：Ｘ線、Ｘ線源、医療、
３次元、三次元、３Ｄ、立体、ステレオ、視差、奥、
小型、ポータブル、持ち運び、持運、搬、移、
個、台、ＣＴ（除く）など。
b-2-②調査範囲
利用サービス：発明通信社（ＨＹＰＡＴ－ｉ）
対象期間：特許公開公報（昭和５８年～平成２６年３月までに発行されたもの）
対象公報：公開特許、公開実用新案、登録実用新案、公表特許、公表実用新案、再公表特許、
再公表実用新案。
b-2-③調査結果
調査した結果、いくつかの発明・考案が発見された。特に、
特表２００５－５３７４６８号・・・文献１（物品スクリーニング）
特開２００４－３４０６０６号・・・文献２（異物位置検出）
特開２０１２－６５７６８号・・・・文献３（X 線撮影装置）
に類似性が強くみられた。
文献１、２はＸ線源を２箇所設けて、三次元画像を合成する技術である。ポータブルＸ線撮影装置の
文献３も存在する。
文献３の問題点の抽出（ブレなど）
、及びその解決（ブレ防止構造など）を示し、Ｘ線源を４種とす
ることで従来にない効果、例えば、画像のさらなる鮮明化、そのための画像（Ｘ線源）の選択スキー
ムとアルゴリズムなど特徴を明示することで、特許化を進める。
c.すでに取得している特許
特許名：X 線非破壊検査装置、出願番号：特願 2011-010959（平成 23/1/21）
最新の特許番号：登録番号

5201515（平成 25/2/22）

出願人：つくばテクノロジー株式会社、
（独）産業技術総合研究所
発明者：王 波、鈴木良一、松岡一夫、劉小軍、孟紅岩
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概要：３組以上の複数のＸ線源と検出器の組からなる電線の検査装置で、装置を一定速度で移動させ
ながら複数方向から順次Ｘ線を発生し透過像を撮ることにより、それらの画像から奥行きのある簡易
3D 画像を生成し電線の腐蝕による被覆や芯線の変形等の欠陥を詳細に検査する装置。
この特許で複数 X 線管を使うことによる簡易 3D 画像生成の検査装置に関して特許化されており、それ
を医療分野に応用するものである。
d.今回の委託事業の中で想定した知財
基本特許国内出願 H26 年 5 月 特願 2014-102915 「ポータブル３Ｄ表示Ｘ線撮影装置」に出願した
請求項を以下に示す。
【請求項１】
可搬式で、複数のＸ線源を備え、異なる方向から撮影対象にＸ線を照射し、前記撮影対象の撮影方向
の異なる複数の２次元画像を撮影し、それらを用いてその場で３次元画像を生成、表示するポータブ
ル３Ｄ表示Ｘ線撮影装置であって、前記Ｘ線の照射量、照射タイミングを制御するコントローラを内
蔵した本体、前記本体から立設した支軸、前記支軸に回動可能に接続するアーム、前記アームに回動
可能に接続するフレーム及び前記フレームに設置されパルス高電圧の印加を受けて前記撮影対象にＸ
線を照射する２個以上のＸ線源から構成されるＸ線照射装置と、前記撮影対象を透過したＸ線を感知
するデジタル式のＸ線イメージセンサと、前記Ｘ線イメージセンサから送信された撮影方向の異なる
複数の２次元画像データを基に３次元画像データにする画像生成部と、
前記３次元画像データを基に３次元画像として表示する３Ｄモニタと、からなることを特徴とする
ポータブル３Ｄ表示Ｘ線撮影装置。
【請求項２】
前記コントローラが、前記撮影対象に応じて、パルス高電圧値、パルス幅及びパルス数の内いずれか
１種以上を変動させ、前記Ｘ線の照射量を可変としたことを特徴とする請求項１に記載のポータブル
３Ｄ表示Ｘ線撮影装置。
【請求項３】
前記支軸が上下に昇降可能なシャフトであることを特徴とする請求項１に記載のポータブル３Ｄ表示
Ｘ線撮影装置。
【請求項４】
前記フレームに、前記撮影対象までの距離を測定する距離計を備え、前記距離計による前記撮影対象
までの距離測定結果に基づき、前記シャフトが上下に昇降して前記Ｘ線照射部の高さ位置を前記撮影
対象に応じて最適位置に移動させることを特徴とする請求項１に記載のポータブル３Ｄ表示Ｘ線撮影
装置。
【請求項５】
前記フレームに、前記撮影対象の形状を撮影するビデオカメラを備え、前記ビデオカメラの撮影画像
に基づき、前記シャフトが上下に昇降して前記Ｘ線照射部の高さ位置を前記撮影対象に応じて最適位
置に移動させることを特徴とする請求項１に記載のポータブル３Ｄ表示Ｘ線撮影装置。
【請求項６】
前記フレームに、前記撮影対象の形状を撮影するビデオカメラを備え、前記ビデオカメラの撮影画像
に基づき、前記Ｘ線源が回動し、前記撮影対象の形状に応じてＸ線照射向きを最適方向に自動設定す
ることを特徴とする請求項１に記載のポータブル３Ｄ表示Ｘ線撮影装置。
【請求項７】
前記Ｘ線源の出射口にコリメータを設け、前記コリメータを移動させることで、前記Ｘ線の照射方向
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を変更制御することを特徴とする請求項１に記載のポータブル３Ｄ表示Ｘ線撮影装置。
【請求項８】
前記フレームに、前記撮影対象の形状を撮影するビデオカメラを備え、前記ビデオカメラの撮影画像
に基づき、前記フレームが隣り合う前記Ｘ線源方向に伸縮して、前記Ｘ線源が横方向に位置移動する
ことで前記撮影対象の形状に応じてＸ線照射位置を最適位置移動することを特徴とする請求項１に記
載のポータブル３Ｄ表示Ｘ線撮影装置。
【請求項９】
前記コントローラが、前記撮影対象である患者の脈拍及び／又は呼吸の１周期内に、全ての前記Ｘ線
源に前記パルス高電圧を印加することでＸ線が前記撮影対象に照射し、前記３次元画像データが生成
されることを特徴とする請求項１に記載のポータブル３Ｄ表示Ｘ線撮影装置。
【請求項１０】
前記コントローラが、前記撮影対象である患者の脈拍又は／及び呼吸の周期の位相に同期した前記パ
ルス高電圧を生成し、前記パルス高電圧を前記Ｘ線源に印加することでＸ線が前記撮影対象に照射さ
れ、前記３次元画像データが生成されることを特徴とする請求項１に記載のポータブル３Ｄ表示Ｘ線
撮影装置。
【請求項１１】
前記Ｘ線イメージセンサが、撮影対象範囲をスライドし、撮影対象の複数の２次元画像データを取得
し、前記画像生成部が、前記複数の２次元画像データを基に撮影対象の３次元画像データを生成する
ことを特徴とする請求項１に記載のポータブル３Ｄ表示Ｘ線撮影装置。
【請求項１２】
前記画像生成部での生成は、前記撮影対象の撮影部位を選択することにより、予め格納された前記撮
影部位に最適な撮影条件とアルゴリズムにしたがって、３次元画像データを生成することを特徴とす
る請求項１に記載のポータブル３Ｄ表示Ｘ線撮影装置。
【請求項１３】
前記Ｘ線源が、カーボンナノ構造体冷陰極Ｘ線管を含むことを特徴とする請求項１に記載のポータブ
ル３Ｄ表示Ｘ線撮影装置。
【請求項１４】
前記本体に、水平方向に伸び縮み可能な伸縮脚を備えることを特徴とする請求項１に記載のポータブ
ル３Ｄ表示Ｘ線撮影装置。



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

知財の権利化／ブラックボックス化をどう対策するか、また意匠権・商標権等との組み合わせ
等のミックス戦略をどうするかを確認し、戦略を明らかにした。


模倣品・侵害者が現れたときの対応

模倣品・侵害者が現れたときの対応をどうするかを確認し、対応を明らかにした。

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
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事業化に向けた課題（隘路）
①「知財の権利化／ブラックボックス化」

左記への対応策

・判断基準 1 他社が追随できる技術か？

知財の権利化／ブラックボックス化をどう対策
するか？

対応方針：他社が追随できない技術はノウハ
ウ化し、他社が追随できそうな技術の場合は権
利化を考える。
・判断基準 2 当該技術がコア技術か？
対応方針：コア技術はノウハウ化し、それ以
外の技術の場合は権利化を考える。

②「意匠権・商標権等との組み合わせ等のミックス
戦略」

意匠権・商標権等との組み合わせ等のミックス戦
略をどうするか？

意匠権・商標権等との組み合わせ等のミック
ス戦略としては、本提案の 3D 表示 X 線撮影装
置を総合的な遠隔医療ソリューションの一部
として販売し、トータル画像診断支援システム
としてブランドを育成する。本提案の製品を販
売担当企業フジキンの関連企業 ViewSend ICT
社が開発・製造・販売している医療画像情報管
理 シ ス テ ム PACS 「 ViewSend RAD 」 等 の
ViewSend シリーズ対応のポータブル X 線診断
装置として広報・販売することで、上市直後の
実績不足による導入不安感の低減が可能であ
る。
ブランド育成のため、上市前からフジキンと
ViewSend ICT の共同出展経験のある日本放射
線学会併設の国際医用画像総合展等の展示会
で病院の医師たちに直接本提案製品の認知度
向上を図り、上市後に ViewSend シリーズを導
入済みの医療機関から本提案製品を拡販し、そ
の実績をもとに他の医療機関へ販売を拡大す
る。

③模倣品・侵害者が現れたときの対応

前記先行特許調査に記載した基本特許国内出

模倣品・侵害者が現れたときの対応をどうする

願

か？

タブル３Ｄ表示Ｘ線撮影装置」出願済みのよう

H26 年 5 月

特願 2014-102915 「ポー

に現時点で明確な競合特許はないが、もし競合
知財および模倣品がでてきた場合は、本事業の
コンソーシアムの総力を挙げて自分たちの権
利を守れるよう特許事務所にもアドバイスを
得て、弁護士に相談の上、係争も視野に入れて
適切な対応を取る方針である。
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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

a. 3D 表示の実用化
本装置の 3D 表示に関して、ステレオ 3D 表示によるがん、腫瘍の立体視による検出率の向上とトモシ
ンセシスによる 3D 再構成の断層画像による検出率の向上をもたらすための装置開発の技術とコスト
のリスク検証。
b. 冷陰極 X 線源の実用化
本装置の冷陰極 X 線源に関して、X 線撮影の際の出力性能、サイズ、重量、コストのリスク検証。


薬事申請に必要なエビデンス収集

QMS で要求される設計計画、記録を作成した。

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）
①「3D 表示の実用化」
本装置の 3D 表示に関して、ステレオ 3D 表示お
よびトモシンセシス断層表示の技術とコスト。

左記への対応策
ステレオ 3D 表示およびトモシンセシス断層表示
を実証し、かつ北里大学にて実用上の検証を行
い、さらにフジキンより全国医療従事者へのアン
ケートを実施し、ニーズを確認する。

②「冷陰極 X 線源の実用化」
本装置の冷陰極 X 線源に関して、X 線撮影の際の

冷陰極 X 線源のファントム撮影により X 線画像
を評価する。あわせて製品のデザイン、重量、コ

出力性能、サイズ、重量、コスト。

ストを試算し、採算を計算して事業化を進める。

③「本装置の認証取得」

厚労省および第 3 者認証機関への相談をもとに

本装置の冷陰極 X 線源に関して、冷陰極 X 線源

薬事申請に必要なエビデンスを取集し、本装置の

および X 線管球 4 個の X 線撮影の被ばく量、重量

認証取得をスムーズに短期間で進められるよう

など、製品の安全を確保するため、リスクマネジメ

設計開発の各段階から安全に関するリスクマネ

ントの実施が必要である。

ジメント要求事項の明確化と対応策の審査を実
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

(株)フジキンでは医療機器販売業の許可を取得済みである。市場調査の結果に基づき販売チャネルの拡
張方針を決定した。
医師アンケート調査にて、7 割以上の医師から開発品を利用したいという回答が得られた。また、開発
品を利用したいと回答しなかった医師のうち、8 割以上は装置の買換えや追加購入が必要な時期ではない
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ことを理由に挙げた。
よって、販売を伸ばすためには装置の買換え時期に適切に営業をかける必要がある。そのため、直接
販売、間接販売の両面から販売チャネルの充実を図る。



アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制

(株)フジキンでの既存製品でのアフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制の流用を検討
した。


QMS 等の品質保証体制

平成 26 年 11 月 25 日の改正薬事法の施行に伴う QMS 体制の整備を実施した。また、本事業の開発品
の設計開発に関わる文書、記録の整備を実施した。


広報・普及計画

市場調査の結果に基づき販売戦略の検討時に広報、普及計画を決定する。

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「宣伝方法」

(株)フジキンの医療機器の販売実績を活用した

(株)フジキンは X 線診断装置の製造業者としては

総合的な宣伝を実施する。既に販売実績があり、

実績がないため、市場の認知度の向上が必要であ

認知度が高い医療画像情報管理ソフトと連携し、

る。

効果的な宣伝を実施する。

②「サポート体制の整備」

(株)フジキンの既存製品のサポート体制を流用

上市後の市場シェアの獲得に耐えるサポート体制

し、本事業の開発品の特性に適した体制を整備す

の整備、拡張が必要である。

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
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
薬事申請

指摘事項
4 頁の国内市場の薬事申請時期を訂正す

対応
修正しました。

ること。
知財対応

X 線は古くからある技術で知財の権利関

つくばテクノロジー株式会社は産業技術

係が複雑で、権利存続も含めて十分な調査

総合研究所と X 線技術の特許を過去にも特

が望ましい。

許登録しており、今回の医療用 X 線技術に
関しても基本特許の段階で関連特許の先行
特許調査を行って出願を行った。今後の特
許出願に関しても、医療技術専門家および
特許事務所と連携しながら出願を行い、知
財の権利を存続させるよう進める。

技術・評価面

今年度に 3D 画像が撮れるかきちんと検

検証して、継続審査資料に反映しました。

証することが継続の条件。
【事務局後藤】
その他事業
化全般

販売チャネルが重要であり、価格・台数・

フジキンの販売網を活用し（平面）胸部 X

仕様など基本的事項の明確化が必要であ

線撮影装置の更新需要にターゲットを合わ

る。

せる。
価格帯：2,000 万円～3,000 万円
見込み台数：25 台／年 （2019 年度）
仕様：継続審査資料に明記
市場調査アンケートの結果を受けて市場
に受け入れられる価格・仕様を再検討する。

製品の用途イメージを明確にすることが
望ましい。

胸部 X 線に特化して開発を進め、他に転
用可能なことも示していく。
市場調査アンケートの結果を受けて用途
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領域

指摘事項

対応
展開を絞り込む。

1.8.3 （参考）採択条件への対応状況
指摘事項
平成 26 年度中に、3D 画像化の実現可能性を検証す
るためのデータを収集し、見通しを示すこと。

対応
2 方向のステレオ 3D 表示および 4 方向のトモシンセシ
ス再構成、トモシンセシス再構成＋3D 表示による 4
管球による 3D 表示を実施した。
あわせて、電子シャッター3D メガネ、裸眼 3D モニタ、
アナグリフメガネで 3D 表示の見え方を検証した。
4 管球のポータブル 3D 表示 X 線撮影装置の設計、デザ
イン、薬事相談、市場調査を実施した。
合わせて、4 管球での順次撮像に関して、1 秒に 5
枚（0.2 秒に 1 枚）の撮影を実施し、1 秒以内で 4 管
球の撮影可能を実証した。

検証結果によっては、次年度以降ポータブル化に特
化し事業を進めることが有り得ることを了承するこ
と。

4 管球のポータブル型および 1 管球の簡易型 X 線撮影
装置の設計、デザイン、市場調査を実施した。
試作に関しては、管電流 20mA 目標の X 線管の試験体、
管電流 10mA の X 線管を設計し、試作している。
X 線管のオイルモールドによる絶縁実験を行い、耐電
圧を実証した。
120kV、20mA の高電圧回路を設計し、実装している。
10ms～1sec のパルス幅可変パルス制御回路を設計し、
実装している。
単 3 乾電池駆動冷陰極 X 線源で胸部ファントムを撮影
し、良好な X 線画像が得られることを検証し、医用画
像としての実用度を確認した。
本事業の開発品は 3D 表示による胸部の癌、腫瘍の検
出率向上を主な目的としているが、１管球での撮影時
には既存品と同等の撮影部位に対応可能であり、買換
え需要に対応可能な仕様となっている。
本事業の開発品と既存機器の主な撮影部位への対応
撮影部位
備考
胸
腹
四肢
部
部
本事業
◎
×
○
・胸部の癌、腫
開発品
瘍検出率向上
(3D 撮影時)
・主に診療所で
利用
本事業
○
○
○
・平面撮影時に
開発品
は全ての部位を
(平面撮影
撮影可能。
時）
・多くの医療機
関の買換え需要
に対応可能
既存
○
○
○
据置型装置
（X 線室で
利用）
既存
○
○
○
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指摘事項

対応
ポータブル
装置
（移動して
病室等で利
用）
既存
簡易型装置
（持ち運ん
で在宅等で
利用）

×

△

○

１管球のポータブル撮影装置とした場合、各既存機種
と比較して以下の長所がある。
・据置型と比較：機器自体が安く、設置、電気工事費
も不要
・ポータブルと比較：軽量で運用、保管が楽
・簡易型と比較：従来品より高出力
医療従事者向けアンケート調査の結果を分析し、据
置型、ポータブル、簡易型から有望なターゲットを選
定し、販売チャネルを具体化する。
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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
①試作機開発（二次）

具体的な内容
【1】X 線照射ヘッド、装置機構とシステムの試作開発
①3D 表示画像取得の為の複眼（X 線源 4 個）機構の設計開発
＜装置イメージ＞

既存のポータブル型 X 線撮影装置と同等のヘッドサイズで 4 管球を搭載するもの。
ヘッドが 4 管球ながら、転倒せず、安全に左右、上下に可動できるもの。
②画像の奥行きを撮影する X 線源部の軽量化、操作性の高い機構設計
【2】最適高精度 X 線検出器（瞬時デジタル化）の選定および同期撮影回路の試作
開発
①低被ばく化につながる、高精度かつ高感度でダイナミックレンジの広い X 線
検出器の選定
②4 点Ｘ線発生装置と高速画像撮影検出器とのパルス同期撮影回路の設計開発
③直接人体に触れる部分である為、低被ばく線量による安全性を考慮した遮蔽装
置設計開発
【3】3D 表示再構成ソフトウェアの試作開発
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＜角度の異なる 4 点 X 線発生装置の撮影画像を 3D 表示再構成するソフトウェア＞
①ファントムによる 3D 表示再構成アルゴリズム開発
②高速化画像処理プログラムの開発
③3D 表示および複数の断層表示ソフトウェアの開発
④4 個 X 線発生装置を駆動し、全体性能を確認
⑤3D 画像化の高精度化のための標準画像の撮影

北里大学の模擬腫瘍付ファントム撮影による X 線画像データの収集・解析を
行い、上の①および③の 3D 画像再構成アルゴリズム、ソフトウェアの高精度化
に活用する。
②安全性耐久性試験

【1】安全性評価試験
①ファントムで高精細画像を撮影できることを定量的に確認
②人の場合、動きが有るので、短時間の撮影をファントムの画質を判定基準に検
証
③安全性評価として、直接人体に触れる部分である為、漏洩線量など実際に検証
して、安全性を評価
④第三者認証機関に試作品を持ち込んでコネクタなど細部の安全基準を確認

【2】耐久性試験
①X 線発生装置の耐久性は加速試験により X 線管の耐久性を評価すべく評価試
験実施
②検出器、機構などは部品、部材の MTBF を試算し、全体寿命を推測し評価
③第三者認証機関への

試験項目の確認、試験所の紹介依頼

相談 3

試験項目表作成
第三者認証機関と相談し、試験項目の認証基準への適合性を確認
試験所の検討

④薬事申請（国内）

①申請書類作成（適宜薬事コンサルタントの MIC メディカルの補助を受ける）
指定管理医療機器製造販売認証申請書(様式第 64)
添付資料
基本要件適合性チェックリスト
指定管理医療機器適合性調査申請書(様式第 67)
品質管理監督システム基準書
②申請書類完成確認
MIC メディカルに申請類の完成の確認を依頼
③医療機器製造販売認証申請
第三者認証機関に認証依頼
QMS 適合性調査（実地調査）対応
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⑤知財出願準備、出願

・出願準備（出願案件ごとの作業項目）
特許事務所との打合せ
明細書下書き、図表の作成
出願原稿作成
・出願（出願案件ごとの作業項目）
特許事務所との打合せ
出願

⑥チャネルの確保

国内営業所の業許可取得推進

⑦市場調査

競合製品情報収集、分析
政策動向調査（在宅医療、遠隔医療等の支援政策等）

(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



装置の認証取得

知財対応



装置の特許出願

技術・評価面



試作機の完成

その他事業



市場のセグメント別調査による詳細なニーズの把握

化全般



販路の構築準備
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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

基本
戦略

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。
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）。
対象となる患者が明確になっていますか。
対象となる疾病・診療科等が明確になっていますか。
当該製品の業界特性は把握できていますか。
市場規模（導入・普及台数）は明確になっていますか。
SWOT分析は十分に行っていますか。
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。
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。

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。
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。
コア技術の開発戦略は明確になっていますか。
どのような効果があるか明確になっていますか。
開発
既存手段に比べた違いが明確になっていますか。
戦略
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。
既存手段に比べた違いが明確になっていますか。
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。、
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）。
ビジネスモデルに対応した業許可を持っていますか。
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。
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。
臨床試験の必要性の有無が明確になっていますか。
薬事
PMDAとの調整が進んでいますか。
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。
製品の利用方法が明確になっていますか。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
知的
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。
財産
必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。
意匠等の他の産業財産権について検討していますか。
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。
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。
販売チャネルは明確になっていますか。
当該製品の供給（生産、物流）体制は明確になっていますか。
販売・
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。
物流
QMS等の品質保証体制が明確になっていますか。
広報・普及計画は明確になっていますか。
想定価格は顧客が感じる価値に見合ったものですか。
事業 製造原価（あるいは提供コスト）は明確になっていますか。
収支 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。
十分な収益性が得られることが明確になっていますか。
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。
その他 海外に対する戦略は明確になっていますか。
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
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
△一部
○十分
△一部
○十分
○十分
該当せず
○十分
○十分
△一部
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
△一部
△一部
△一部
△一部
○十分
△一部
△一部
×不十分
○十分
×不十分
△一部
△一部
△一部
△一部
○十分
△一部
△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
提案の当初計画より開発期間が 1/2 ぐらいの期間しかなかったため、共同体内の期間に対するコンセン
サスを早期に取るべきだった。
(2) 事業の進め方
提案の当初計画より開発期間が 1/2 ぐらいの期間しかなかったため、開発および外注に対するスケジュ
ールを前倒しすべきだった。
(3) その他
事業に関する連絡窓口である三菱総合研究所様ともっと密に連絡を取り合うべきだった。

1.11 事業に関する連絡窓口
株式会社つくば研究支援センター
〒305-0047 茨城県つくば市千現２－１－６
電話: 029-858-6061 / FAX: 029-858-6014 / E-mail: tci-is@tsukuba-tci.co.jp
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