
 

採択番号 26-123 

申請区分：新規参入促進 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年度医工連携事業化推進事業 成果報告書（概要版） 

「ポータブル 3D 表示 X 線撮影装置の開発・事業化」 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年 2 月 

 

 

 

委託者 国立研究開発法人 日本医療研究開発機構 

委託先 株式会社つくば研究支援センター 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

目次 

1. 事業の概要 .................................................................................................................... 1 

1.1 事業の目的 .................................................................................................................... 2 

1.2 事業の実施体制 ............................................................................................................ 2 

1.3 最終製品（＝事業化する医療機器） ........................................................................... 3 

1.4 上市（投資回収）に至るまでのプロセス（事業計画） .............................................. 9 

1.5 事業化に向けた検討結果 ............................................................................................ 11 

1.6 平成 27 年度委託事業の成果概要 ............................................................................... 15 

1.7 平成 27 年度委託事業の実施経過 ............................................................................... 21 

1.8 平成 28 年度以降の以降の事業化計画 ....................................................................... 23 

1.9 平成 27 年度委託事業の振り返り ............................................................................... 25 

1.9.1 当初目標達成度に関する自己評価 ............................................................................ 25 

1.9.2 委託事業期間全体を振り返って改善すべきだったと考える点 ................................. 25 

1.10 事業に関する連絡窓口 .............................................................................................. 26 

 



 

1 

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、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 乾電池で駆動できるものを

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 事業の実施体制 

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国立研究開発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 

   

 



 

3 

 

1.3 最終製品（＝事業化する医療機器） 

(1) 事業化する医療機器の概要 

 1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 医療機器 クラス分類 Ⅱ 

製品名 
ポータブル３D 表示 X 線撮影

装置 
分類名称（一般的名称） 

ポータブルデジタル式汎用 X 線

診断装置（移動型デジタル式汎

用 X線診断装置に変更検討中） 

対象疾患 癌・腫瘍 届出／認証／承認 認証 

想定される販売先 医療機関 新／改良／後発 該当無し 

使用目的又は効果 人体を通過した X 線の蛍光作用を利用して人体画像情報を診療のために提供すること。 

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 第二種 08B2X10009 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社フジキン 医療機器製造業許可 08BZ200069 

つくばテクノロジー株式会

社 
業許可 08BZ200088 

 業許可  

 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（2016）年 3月 平成 29（2017）年 3月 

上市時期 平成 29（2017）年 3月 平成 30 （2018）年 3月 

想定売上（上市後 3年目） 4.3億円／年（平成 31（2019）年時点） 4.3億円／年（平成 32（2020）年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 100億円／年（平成 31（2019）年時点） 300億円／年（平成 32（2020）年時点） 

想定シェア（上市後 3年目） 4.3％（平成 31（2019）年時点） 1.4％（平成 32（2020）年時点） 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

最終製品の完成イメージ。 

 
 

 

撮影画像は以下となる。 
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平面画像           3D 画像            断層画像 

     癌等発見率 20％                      癌等発見率 40～60％ 

                                    大幅向上実現 

 

つくばテクノロジー（株）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、撮影が可能となる被ばく

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診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。 

 

 
移動時の装置 

 

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、何時でもどこでも正確なレントゲン診断ができる。 
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【特長】 

①開業医、診療所に広く設置されている平面 X 線撮影装置との比較 

・機能は平面 X 線撮影装置の数倍の検出率を実現。すなわち、3D 表示により読影精度の大幅向上を図り、

癌検出率を現状 20％から 40％～60％に向上させる。 

・これにより、開業医等の事前スクリーニング機能を上げられ、中核病院の負担軽減・医療費の削減を

図ることができる。 

②その他応用として 

・救急現場や災害地等では電池駆動で現場に持ち出して、広く使用可能で、ほぼ平面 X 線撮影装置同様

の低被ばく線量で長寿命で機動性を発揮するポータブル 3D 表示 X 線撮影装置とする。 
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(2) 市場性（想定購入顧客） 

 1) 当該機器等の市場性及び医療現場で期待される波及効果 

 ① 提案する機器の想定顧客 

・3D 表示に対して、診療所（内科・整形外科）、中核病院（整形外科） 

・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全体の市場規模は、以下の通りである（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） 対前年増減（百万円、％） 構成割合（％） 

H24 年 H23 年 増減額 比率 H24 年 H23 年 

総数（医療機器） 1,895,239 1,808,476 86,763 4.8 100.0 100.0 

全身用 X 線 CT 装置 67,264 56,915 10,349 18.2 3.5 3.2 

X 線透視撮影装置 24,575 23,058 1,518 6.6 1.3 1.3 

循環器用 X 線診断装置 15,432 12,688 2,744 21.6 0.8 0.7 

一般 X 線撮影装置 9.460 8,337 1,124 11.9 0.5 0.5 

(ポータブル X 線撮装

置) 

(約 700) - - - (約 0.03) - 

 （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） 
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(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 競合企業の動向 

 競合企業は GEヘルスケア(株)や(株)島津製作所等の医療機器総合メーカーである。平成 27年 4月に、富士

フィルム(株)、(株)島津製作所からトモシンセシス対応の X線撮影装置が発売された。これらの定価は約１億

円前後と設定されており、過去に発売されていた GE社 Discoveryシリーズ等のトモシンセシス対応機と比べ、

比較的安価になっている。また、(株)島津製作所は高機能の透視撮影装置 SONIALVISION G4 にも新たにオプ

ションのトモシンセシス機能を発売しており、各社からのトモシンセシス発表が活発に行われている。 

 

 ② 競合製品 

競合製品は、(株)島津製作所のデジタル X 線一般撮影システムの新製品「RADspeed Pro EDGE 

Package」等のトモシンセシス付き据置型 X 線撮影装置である。その写真を以下に示す。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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） 

4 管球を用いたトモシンセシス撮影により、体動の影響を最小限に抑えた短時間撮影が可能である。そ

れにより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 線装置と比べてシ

ンプルな機能であるため、初期費用、維持費用が安価であるため導入しやすい。加えて、ポータブルで

トモシンセシスを利用でき、病室、手術室、診察室で高度な撮影が可能になる。また、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。 

 

 ① 差別化ポイント 

・ポータブル⇒トモシンセシスを X 線室以外で利用出来る 

       用途：病室（手術後の患者用）、手術室、診察室（簡単な処置の判断）、 

          訪問診療、救急 等 

・短時間撮影⇒既存製品のトモシンセシスに対して短時間で撮影、画像処理が可能 

・検出率⇒複数 X 線源による 3D 表示で、平面 X 線装置の数倍（40％～60％）の検出率 

     短時間でトモシンセシス撮影可能で、体動の影響が最小限 

・機能⇒シンプル。電池駆動で何時でも何処でも X 線を発生可能 

・電源⇒高電圧電源(三相 AC200V など)の設置工事不要 

・価格⇒トモシンセシス機能付き据置型 X 線撮影装置より安価 

・操作⇒操作が簡易で長時間の訓練等が不要 

 

 

システム一式 臥位トモシンセシス 立位トモシンセシス 
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 ② 競合製品とのベンチマーキング 

以下に既存のトモシンセシス付き据置型 X 線撮影装置に対しての本提案製品の優位性を示す。 

 

ポータブル 3D 表示 X 線撮影装置とトモシンセシス付き据置型 X 線撮影装置の比較 

（太字・太枠が優位な点） 

  
ポータブル 3D 表示 

X 線診断装置 

据置型 X 線装置(ﾄﾓｼﾝｾｼｽ付き) 

(RADSpeed Pro EDGE Package 

 島津製作所) 

本体価格 3,000 万円 8,000～10,000万円 

電源工事 
不要 

AC100V 

必要 

三相 AC200～400V など 

設置工事 
不要・置くだけ 

（別途撮影用寝台が必要） 

必要 

撮影台、X線管支持装置の固定 

維持費 

小 

（管球寿命：長、 

位置決め用モータ無し） 

大 

（管球寿命：短、 

位置決め用モータ内蔵） 

撮影機能 
一般撮影 

 トモシンセシス 

一般撮影 

 トモシンセシス 

追加機能 
 あり（追加を検討） 

・デュアルエナジー撮影 

あり 

・長尺撮影 

・デュアルエナジー撮影 

位置決め 

手動 

寝台に FPD設置、X 線源位置合わ

せ、患者位置合わせ 

自動 

ボタン操作で X 線源、FPDが移動。 

プリセット機能あり。 

撮影間隔 １分 / １枚 数十秒 / １枚 

トモシンセシス方法 
4 管で 1回ずつ曝射 

合成枚数、角度固定 

1 管が移動しながら曝射 

合成枚数、角度変更可能 

トモシンセシス撮影時間/

画像合成時間 

撮影：1秒以下 

合成：1分以下 

 

撮影：数秒～数十秒 

合成：数十分 

 

移動 移動可能 固定 

検出器サイズ 
25×30 cm（試作機） 

30×40cm（量産機） 
43×43 cm 

外観 
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1.4 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）（H28．1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

事業管理 機関名

事業名

H25（2013）年度 H26（2014）年度 H27（2015）年度 H28（2016）年度 H29（2017）年度 H30（2018）年度 H31（2019）年度 H32（2020）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
小型X線装置および電線用X線
検査装置開発製品化、工業用X
線画像3D表示技術開発

試作機開発・改良 計画

【製品名】ポータブル3D表示X線撮影装置実績
装置完成およびトモシンセシス再
構成画像完成

量産機開発 計画

【製品名】ポータブル3D表示X線撮影装置実績

臨床研究 計画

実績

薬事申請 計画

実績

知財対応 計画

実績
先行特許調査（医療用X線撮影
装置、立体X線撮影装置につい
て）

販売戦略 計画

実績

市場調査として競合分析を実
施、チャネルの確保として新たに
3拠点が販売業許可を取得、年
末から医師を対象としたアンケー
ト実施

上市時期 計画

実績
販売計画作成として、国内と海
外の投資回収計画を作成

スケジュール変更理由

事業の実施内容

自主事業の内容

・試作機仕様検討7月～9月
　X線管、絶縁モールド、高電圧
発生回路、パルス制御回路、同
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

＜X線源仕様、デザイン＞（試作開発　一次） ＜検出器＞（試作開発　二次）
＜筺体＞（試作開発　二次）
＜ソフト＞（試作開発　二次）

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

　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

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）

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。

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）

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）

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

③体制整備（人材育成・外部リソース活用等）

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。

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

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。

①試作機開発（二次）

【1】X線照射ヘッド、装置機構とシステムの試作開発

　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）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

　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

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

　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

　試験項目の確認、試験所の紹介依頼

　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

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）

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。

①性能評価、安全性試験
②試作機改良（量産試作）
③市場評価
④薬事申請（国内）
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

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

①市場調査
②販売計画作成
③広報戦略実施

①市場調査
②販売計画作成
③広報戦略実施

①市場調査
②販売計画作成
③広報戦略実施

26-123

株式会社つくば研究支援センター

ポータブル3D表示X線撮影装置の開発・事業化

試作機仕様検討

試作品開発（一次）

小型X線装置で

ファントム撮影試験

業許可取得

体制整備

安全性耐久性試験

試作機改良

性能評価

市場評価

X線源の設計、試作

単3乾電池駆動

X線装置開発

3D表示の再構成、検証

QMS文書、記録の検討、整備

冷陰極X線源のX線撮影、評価

体制整備実施

第三者認証機関相談2

薬事戦略体制づくり

第三者認証機関相談2

第三者認証機関相談1

第三者認証機関相談3

基本特許出願

知財戦略体制づくり

知財戦略検討

市場調査
チャネルの確保

販売計画作成

アフターサービスの構

国内広報戦略実施 海外広報戦略実施

チャネルの確保

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

市場調査 市場調査 市場調査

第三者認証機関相談1

販売計画作成

市場調査

医療従事者へのアン
ケート調査・実施

災害医療ニーズの検討

特許出願に向けて

知財の整理まとめ

製品仕様、イメージ作成

★
H28.3/末 国内医療機器製造販売認証申請

★
H29.3/末 海外医療機器製造販売認証申請

★
H27.10 知財出願

★
H28.10 知財出願

★
H29.3 上市（国内）

★
H30.3 上市（海外）

試作品開発（二次）

第三者認証機関相談2追加

試作品開発（二次）

市場調査

チャネルの確保

販売計画作成
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 1) 投資回収計画 

 ① 国内 

 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） 0.7 0.7 1.1 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

 うち委託費 0.5 0.5 0.5 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.2 0.2 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

シリーズ売上高（単

位：億円） 

(括弧内は 3D機) 

－ － － 
1.2 

(0.6) 

2.7 

(1.5) 

4.3 

(2.7) 

5.1 

(3.0) 

6.1 

(3.3) 

7.8 

(3.6) 

9.1 

(3.9) 

シリーズ販売数量

（単位：台） 

(括弧内は 3D機) 

－ － － 
10 

(2) 

20 

(5) 

29 

(9) 

36 

(10) 

46 

(11) 

60 

(12) 

78 

(13) 

 ② 海外 

 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） － － － 0.1 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

 うち委託費 － － － － － － － － － － 

 うち自己負担 － － － 0.1 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

シリーズ売上高（単

位：億円） 

(括弧内は 3D機) 

－ － － － 0.8 3.2 4.3 5.9 7.6 9.8 

シリーズ販売数量

（単位：台） 

(括弧内は 3D機) 

－ － － － 10 40 54 74 95 122 

 ③ 国内・海外合計 

 H26 

(2014) 
H27 

(2015) 
H28 

(2016) 
H29 

(2017) 
H30 

(2018) 
H31 

(2019) 
H32 

(2020) 
H33 

(2021) 
H34 

(2022) 
H35 

(2023) 

支出額（単位：億円） 0.7 0.7 1.1 0.5 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

 うち委託費 0.5 0.5 0.5 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.2 0.2 0.6 0.5 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

シリーズ売上高（単

位：億円） 

(括弧内は 3D機) 

－ － － 
1.2 

(0.6) 

3.5 

(1.5) 

7.5 

(2.7) 

9.4 

(3.0) 

12.0 

(3.3) 

15.0 

(3.6) 

18.9 

(3.9) 

シリーズ販売数量

（単位：台） 

(括弧内は 3D機) 

－ － － 
10 

(2) 

35 

(5) 

69 

(9) 

90 

(10) 

120 

(11) 

155 

(12) 

200 

(13) 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

本事業の開発品を含んだ製品をシリーズ化し、顧客ニーズに対しフレキシブルに対応できるようにす

ることで販売を伸ばし、投資を回収する。 

今開発のトモシンセシス機に関しては、CT 等大型機のない離島等での肺疾患診療、人工関節の観察用

途等が、主な市場となる。 

トモシンセシス機の市場規模として 70～100 台程度の年間需要を想定している。その内訳は、「離島・

へき地関係の診療所」と「人工関節に関わる整形外科医院」からなる。離島・へき地関係は、その診療

所数の 50%程度 30～40 台程度の需要がある。人工関節関係で、患者数は 2013 年で 14 万人(日本人工関
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節学会)が手術(再手術も含む)を受けており、少なくとも 300～400 病院が関与し、これらの人々のアフタ

ーケアを行っている。この 10～15％がトモシン機を必要とすると 40～50 台の年間需要は見込める。 

トモシンセシス機の年間需要 70～100 台のうち、15％以上にあたる年 15 台を販売目標とする。離島・

へき地関係は、CT や MRI が利用出来る病院が近くに無い診療所をターゲットとする。整形外科関係は、

自社製品の販路を使って PR して販売を伸ばしていく。フジキンは整形外科をターゲットとした超音波診

断装置を発売予定で、整形外科への販路を拡大していく予定のため、その販路を活用する。 

トモシンセシス機の 70～100 台の年間需要では回収が遅いため、本事業の製品の設計を流用してポー

タブルに特化した X 線管を一本とした簡易・安価なポータブル X 線装置を自社開発する。 

ポータブル X 線装置は３D 表示 X 線装置から３D に関する部分(同期回路･同期ソフト･X 線管 etc)のみ

を設計変更することで実現できる。平成 28 年度に製品化完了できるように進める。(予定予算 4 千万円) 

当該 X 線装置は院内回診はもちろんのこととして、今後増加する在宅医療および屋外での利用を想定

している。他社製品と比べ、小型、軽量、長寿命であることで差別化する。デジタル検出器別売りで、

販売価格は 300 万円(FPD を除く)を目標金額とする。 

国内では、既存の移動型、ポータブル X 線診断装置の置き換えを狙う。上市後に国内年間販売数約 700

台うち 3％にあたる 20 台を年間販売目標とする。なお、海外はフジキンの拠点があるベトナムを中心と

した東南アジア新興国市場を狙う。フジキンが既に販売を行っている遠隔医療システム ViewSend シリ

ーズと連携して、中央病院への画像送付を簡単にすることで、過疎地域へも販売を伸ばす。上市して 3

年後にトモシンセシス機 9 台、簡易型機約 60 台を販売目標とする。4 年目以降は年 30％増のペースで販

売を拡大する。 

トモシンセシス機の頒価は 3000 万円(FPD を含む)、簡易型機は 800 万円(FPD を含む)とする。 

 

 

1.5 事業化に向けた検討結果 

(1) 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、北里大学が保有する特許も活用することにより、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。 

 

・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 
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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 

 

 
 

(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 認証機関（公的試験機関）相談（平成 28 年 02 月 08 日@つくばテクノロジー(株)） 

第三者認証機関 SGS ジャパンの試験担当部門と、認証基準試験に関する打合せを実施した。試験開始

から完了まで、約 3 ヶ月が必要であることが明確になった。その他、電源、電池等の部品の UL 適合証

が必要であることや、リスクマネジメントファイルの整備が課題であることが明確になった。 

 

 2) 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） 

昨年度本事業提案の前に、国内外の先行技術特許を特許事務所を通じて調査を実施し、抵触する特

許は存在しなかった。 

 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 

特許調査の結果に基づき、本提案装置の基本特許を平成 26年 5月 17日に出願し（特願 2014-102915）、

平成 27 年 12 月 7 日に公開された（特開 2015-217137）。 
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また、商標登録出願で、X 線装置のマークを 2016 年 2 月 10 日に出願し、その出願番号は商願

2016-014604 であった。 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

 特許事務所に実際に抵触するかどうか相談する。もし抵触する場合は、差し止めの方向で検討す

る。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

開発リスクとしては認証試験に係る費用と期間をどうするかの明確化を検討した。また、販売価格

3000 万円以下に対して、製品のコストダウンをどうするかの明確化を検討した。 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

薬事申請時期に合わせてエビデンスを収集するが、今期はどんなエビデンスが必要か確認した。 

 

 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

新たにフジキンの国内 3 拠点が医療機器販売業許可を取得し、合計で全国 15 事業所・営業所が販売業許

可を所持することになった。全国への情報発信、営業展開力が向上した。 

また遠隔医療システム ViewSend シリーズやベッドサイド情報システムなどフジキンの取扱商品の代理

店チャネルの拡大を行った。本開発品の上市の際にはそれらフジキンの所持する代理店網を活用する。 

 QMS 等の品質保証体制 

フジキン、つくばテクノロジー共同で QMS 整備を進めた。つくばテクノロジーの品質マニュアルを整

備し、製造業許可を取得した。また、設計開発工程での文書として、製品要求仕様書を整備した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 5) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策（まとめ） 

領域 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

薬事 

①既存機器との差により認証対象外となる危険

性 

 

 

②QMS 適合性調査の立入調査で不適合になり認

証取得が遅れる危険性 

 

③外部機関での EMC試験で不適合になり、大幅な

設計変更が必要になって製品化が遅れる危険

性 

①第三者認証機関経由で PMDA に確認 

同等であることを示す証明の妥当性を第三者

認証機関との相談により確認した。 

 

②フジキン、つくばテクノロジー共同で QMS整備

を進める。適宜コンサル等の外部の意見を聞

く。認証申請前に内部監査を実施する。 

③認証試験のための EMC試験の前に、工業試験場

等を活用して予備試験を実施する 

知財 

①4管方式の基本特許は出願済みだが、その他装

置に関する知財、ソフトに関する知財をどうす

るか？ 

①回診装置、トモシンセシスソフトに関して、先

行特許を調査し、出願できるものを精査し、出

願する方向で進める。 

技 術 ・

評価 

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。 

 

 

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

の出力性能、サイズ、重量、コスト。 

 

 

③「本装置の認証取得」 

 本装置の冷陰極 X線源に関して、冷陰極 X 線源

および X 線管球 4個の X線撮影の被ばく量、重

量など、製品の安全を確保するため、リスクマ

ネジメントの実施が必要である。 

①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、

コストを試算し、採算を計算して事業化を進め

る。 

 

③厚労省および第 3 者認証機関への相談をもと

に薬事申請に必要なエビデンスを取集し、本装

置の認証取得をスムーズに短期間で進められ

るよう設計開発の各段階から安全に関するリ

スクマネジメント要求事項の明確化と対応策

の審査を実施する。 

その他

事業化

全般 

①宣伝方法 

 (株)フジキンは X 線診断装置の製造業者とし

ては実績がないため、市場の認知度の向上が必

要である。 

②サポート体制の整備 

 上市後の市場シェアの獲得に耐えるサポート

体制の整備、拡張が必要である。 

①(株)フジキンの医療機器の販売実績を活用し

た総合的な宣伝を実施する。既に販売実績があ

り、認知度が高い医療画像情報管理ソフトと連

携し、効果的な宣伝を実施する。 

 あわせて、医療関係の学会で新技術、新装置に

関する発表を行い、かつ医療機器の展示会に出

展し、医師に直接 PR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

用し、本事業の開発品の特性に適した体制を整

備する。 
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1.6 平成 27 年度委託事業の成果概要 

(1) 委託事業の事業概要 

平成 27 年度は、試作機開発（二次）により、装置を完成させ、性能、機能の検証を進めた。さらに、安全性耐久性試験により装置の安全性、耐久

性を評価する。その結果、第三者認証機関への相談を実施し、薬事申請を目指す。また、知財の出願を検討し、市場調査を行い、上市に向けて販売

チャネルの確保を推進する。 

 

(2) 委託事業終了時までに完成する試作品の概要 

試作品名 概要 

ポータブル 3D 表示 X 線撮影装置 4 カ所の X 線源から X 線を順次照射し、検出器の X 線画像を再構成して、3D 表示、断層表示する。 

 

(3) 平成 27 年度の委託事業の成果と今後検討すべき課題 

平成 27年度実施内容（業務計画

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（二次） 

【1】X線照射ヘッド、装置機構と

システムの試作開発 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ 

①試作機開発（二次）  

【1】X線照射ヘッド、装置機構とシステムの試作開発 

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 

 

1. X 線管 目標値：50kV～120kV 

2．X線発生装置 目標値：0.2～4mAs、パルス幅 0.01～

0.2sec 

①照射ヘッドに採用した X線管 4管の管電圧、管電流、 

X 線出力 

管電圧 100kV 以上で、以下の回路を組み込み設計通り

X 線管 4管の X線ヘッドを完成させた。 

 

②モールドは軽量で耐電圧の高いシリコーンゴムとし

た。 

 

③モールド後の 4管ヘッド写真、モールドサイズ、重量 

 
 サイズ：W375×D198×H141 

 重量：14.3kg 

ここで、X線管 4 管は設計通りモールドを完成した。 

▶ 

①試作機開発（二次） 

【1】X線照射ヘッド、装置機構とシステムの試作開発 

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 
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平成 27年度実施内容（業務計画

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 

 

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 

 

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 

 

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 

 

装置の軽量化、操作性を重視して、今までの医用画像

撮影装置とは一線を画した独自の筐体デザインを決定し

た。この装置デザインに基づき、筐体を製作した。 

この筐体は軽量化、操作性を両立し、移動時や保管時

は照射ヘッドを折り畳みでき、撮影時に照射ヘッドを引

き出す構造とした。トモシンセシス再構成画像はタブレ

ット PC で即座に確認できる。装置の X 線撮影条件は装

置に埋め込みのタッチパネルで調整できる。 

  

【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 

①検出器として、動画対応 FPDに選定した。 

 

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 

①撮影時のパルス同期に関して、X 線管の照射を決める

信号と検出器の同期タイミングを制御した。 

 

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 

照射ヘッドの X線の線量を低減するため、最小線量で

撮影した。 

 

【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 

トモシンセシス再構成は、独自画像処理を付加した。 

 

2）高速化画像処理プログラムの開発 

開発した独自画像処理の高速化処理プログラムの高速

 

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 

 

 

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 
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平成 27年度実施内容（業務計画

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）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 5)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。 

化方法は画像処理モジュールを利用した。 

 

3）3D 表示および複数の断層表示ソフトウェアの開発 

我々のプログラムで腫瘍付きファントムをトモシンセ

シス再構成した。結果、単純撮影で見つけにくい腫瘍を

トモシンセシス層画像で見つけることができた。 

 

4）X線発生装置を駆動し、全体性能を確認 

 X 線撮影により、全体性能を確認し、正常な動作だっ

た。 

 

5) 3D 画像化の高精度化のための標準画像の撮影 

つくばテクノロジーの X線照射室で腫瘍付き胸部ファ

ントムの 4管標準撮影を試みた。 

撮影標準画像を北里大学 武田教授に確認いただき、

画像および腫瘍の位置を検証いただき、問題ないことを

確認した。 

 

 

 

 

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 

 

 

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 

1）X 線発生装置の耐久性は加速試

▶ 

②安全性耐久性試験 

【1】安全性評価試験 

来年度実施に向けて、内部試験と外部試験の試験項目、

内容、スケジューリングを確認して準備した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2】耐久性試験 

 評価試験項目、内容の確認、試験場をリストアップ、

▶ 

②安全性耐久性試験 

【1】安全性評価試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2】耐久性試験 
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平成 27年度実施内容（業務計画

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 

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 

選定し、スケジューリングした。 

③第三者認証機関への相談 

○試験項目の確認、試験所の紹介

依頼 

○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 

 

▶ 

③第三者認証機関への相談 

○試験項目の確認、試験所の紹介依頼 

認証のために必要な規格は以下の 5規格であると特定

した。外部の試験機関に確認し、委託が必要な試験とつ

くばテクノロジー(株)で実施する試験に区別を行った。 

（つくばテクノロジーで実施） 

・JIS Z 4751-2-54 

・JIS T 0601-1-3 

・JIS Z 4751-2-28 

（外部試験機関に委託） 

・JIS T 0601-1 

・JIS T 0601-1-2 

 

認証機関の SGS の試験担当部門との打合せを実施し

た。 

 

○試験項目表作成 

つくばテクノロジー(株)で実施する試験について試験

項目表を作成した。 

 

○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 

 今後、必要な場合に実施。 

 

○試験所の検討 

SGSジャパンでの実施を予定している。 

▶ 

③第三者認証機関への相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験機関との打合せで明確になった課題 

・部品の UL 適合証等の収集 

・リスクマネジメントファイルの整備 

 

 

 

○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 

つくばテクノロジー(株)で実施分の試験に関して、適

合性の確認を認証機関に対して行う必要のある場合

に、相談を実施する。 

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） 

▶ 

④薬事申請（国内） 

EMC試験対策 

⇒茨城県工業技術センターと 10/30打合せし、具体的 EMC

対策を施した装置とする。さらにその対策装置を使い、

▶ 

④薬事申請（国内） 

1)申請書類作成 

認証申請書類として、以下の文書を整備する。 

・指定管理医療機器製造販売認証申請書(様式 
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平成 27年度実施内容（業務計画

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 

・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 

 

 

来期の外部試験の前に、茨城県工業技術センターで薬事

認証の予備試験を行う計画とした。 

 

つくばテクノロジー株式会社の製造業取得に関して、

(株)フジキン、つくばテクノロジー(株)で QMS の検討を

実施し、つくばテクノロジーの製造業届出を行った。9

月中に登録証を受理した。 

つくばテクノロジー(株)が設計の製造所、(株)フジキ

ンが主たる組立、最終製品の保管の製造所と製造販売業

の出荷判定を担当するとして、品質マニュアルの整備を

行った。 

今後、来年度の外部試験実施に向けて、(株)フジキン、

つくばテクノロジー(株)で協力して、来年 8月末に実施

予定の薬事申請に必要な書類の整備を進める。必要に応

じ、適宜外部の薬事コンサル等の助言を受ける。 

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)申請書類確認 

認証申請前に書類の整備で不明点があった場合は、

適宜薬事コンサル等の助言を受ける。 

 

3）医療機器製造販売認証申請 

必要書類を完成させ、第三者認証機関に認証申請を行

う。 

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 

▶ 

⑤知財出願準備、出願 

4 管方式の基本特許は出願済みだが、その他装置に関す

る知財、ソフトに関する知財をどうするかについて、特

許事務所に相談して、精査し、今年度は装置完成に集中

し、特許出願は来年度に行う計画とした。 

 

▶ 

⑤知財出願準備、出願 

知財化の有効性を見極め、出願を行う 

⑥チャネルの確保 

国内営業所の業許可取得を推進

し、上市に向けた販売チャネルの

確保を図る。 
▶ 

⑥チャネルの確保 

新たに 3 拠点が販売業許可を取得している。 

 合計で全国 15事業所・営業所が販売業許可を所持する

ことになり全国への情報発信、営業展開力が向上した。 

 また遠隔医療システム ViewSend シリーズやベッドサ

イド情報システムなどフジキンの取扱商品の代理店チャ

ネルの拡大を行った。本開発品の上市の際にはそれらフ

ジキンの所持する代理店網を活用する。 

▶ 

⑥チャネルの確保 

 引き続き営業所の販売業許可取得と代理店網の拡

張を行う。 
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平成 27年度実施内容（業務計画

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 

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） 

▶ 

⑦市場調査 

○トモシンセシスが有効な疾病・使い方は何か？ 

トモシンセシスは胸部の癌・腫瘍、および整形外科の

診断で有効である。 

胸部では、トモシンセシスによる奥行きの表示により、

CT が無くとも肋骨の後ろに隠れた癌・腫瘍の診断が容易

になる。 

整形外科では立体感により関節等の状態の観察が容易

になる。特に人工関節置換部の周囲では金属アーチファ

クトが少ないトモシンセシスの有効性が高い。 

 本事業の開発品の 4管によるトモシンセシスは他社製

品に比べ短時間で撮影でき、体動の影響を抑えて高精度

の撮影が可能である。 

トモシンセシス撮影が有効な使い方は、専用 X 線室で

ベッドの下の位置が決まった場所に検出器を置けるベッ

ドと 4管式ヘッドとを組み合わせて、3D 表示 X 線撮影す

ることである。 

 

○競合製品情報収集、分析 

・トモシンセシス搭載型一般撮影装置 

トモシンセシス機能を搭載した一般撮影装置の情報収

集を行った。 

 平成 27年 4月に、富士フィルム(株)、(株)島津製作所

からトモシンセシス対応の X 線撮影装置が発売された。

これらの定価は約１億円前後と設定されており、過去に

発売されていたGE社Discoveryシリーズ等のトモシンセ

シス対応機と比べ、比較的安価になっている。また、(株)

島津製作所は高機能の透視撮影装置 SONIALVISION G4

にも新たにオプションのトモシンセシス機能を発売して

おり、各社からのトモシンセシス発表が活発に行われて

いる。 

 

○アンケート調査による開発品の評価 

 医師を対象とした Webアンケート調査を行った。アン

ケート回答者は診療科、病床規模で区分けを行った。結

▶ 

⑦市場調査 

・引き続き競合製品の情報収集を進める 

 新製品情報、価格、性能 等 

 

・トモシンセシスの有効性と被曝量の関係の評価 

顧客に効率的に PR するため、トモシンセシスの有

効性を示すチャンピオンイメージ等の撮影を行う。 
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平成 27年度実施内容（業務計画

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 

果を分析し、トモシンセシスへのニーズが高い市場を特

定した。 

 

○政策動向調査：診断参考レベルの設定 

平成 27年 6月に日本でも診断参考レベル（DRL）が設

定された。これは、診療放射線による被曝の管理のため

の基準値であり、医療被曝の計測と管理の指針となる数

値である。EU、アメリカ等では既に設定されていたが、

今回日本でも業界団体によって設定された。 

DRL は越えてはならない線量限度ではないため、臨床

上の必要があれば超過してもよい。DRL は、それを基準

に臨床現場で利用されている放射線量を観察すること

で、異常に高い線量を用いている施設を特定するための

ものである。DRL の設定により、今後被曝の低減がより

一層重要視されていくことになる。 

被曝量の低減が重要視されていく中で本開発品の特徴

であるトモシンセシス機能を PR するために、その有効性

を示す資料を充実させる必要がある。 

⑧事業の管理・運営 

 本プロジェクトを円滑に進める

ため、プロジェクト構成委員相互

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必要に応じて招集し、業務計画

書に沿った研究開発の進捗状況を確認するとともに、実

行上の課題、問題点などについて意見交換をしている。

また、月 1～2 回程度再委託先を訪問し、経理処理の指導、

実行上の課題、問題点等の把握に努めている。 

事業管理機関で開催する各種セミナー、相談会、展示

会なども必要に応じて案内する。 

 

⑧事業の管理・運営 

技術検討会、その他各種打合せ相談等を随時開催

し、共同体間の連絡を密に取りながら事業の円滑な実

施に努める。 

問題点、課題等の解決にあたっては、直接面談を基

本に実施する。 

 

1.7 平成 27 年度委託事業の実施経過 

(1) 当初計画からの変更点（深耕点）とその理由 

領域 変更前 変更後 変更理由 

対象とする 

課題・ニーズ 

胸部における腫瘍 胸部腫瘍および首、副鼻腔、手足の関節 胸部腫瘍に加え、首や副鼻腔、手足の関節

にトモシンセシスが有効との情報を得た。特

に手足の人工関節を CT で撮影すると金属の

アーチファクトがあり、撮影不可能なため、
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領域 変更前 変更後 変更理由 

トモシンセシスしか撮影方法がないため。 

機器スペック・

ビジネスモデル 

ポータブル型が競合 据え置き型が競合 ポータブル型は価格が安く、競合になり得

ない。据え置き機は 1 億円以上のため、簡易

にかつ安価に断層像が見られることで市場

性がある。 

事業化体制 特になし。   

事業化計画（開

発･薬事・上司

スケジュール） 

今年度中に薬事申請 来年度 8 月末に薬事申請 外部機関の安全性試験などへの対応する

ため、装置完成の時期が今年度中盤は難し

く、今年度末までに装置完成としたため。 

 

(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 9 月伴走コンサル： 

来年早々に認証申請する計画になっているが、その前段階として、

最終製品で外部機関による安全性試験を受ける必要がある（半年程

度）。それをふまえると、これは実施不可能なスケジュールではない

か。 

指摘事項より計画を細部に見直し、今年度は装置完成、トモシンセ

シス画像完成とし、来年度早々外部認証機関の試験を開始し、8 月末

に認証申請する計画とした。 

知財 特になし。  

技術・評価 11 月伴走コンサル： 

①仕様、価格、先行品の状況を踏まえて、ユーザー評価等を実施し、

どのような市場があるか十分に検討すること。 

 

 

②継続審査には、できるだけ完成品に近い画像を持参すること（可

能であれば、事前にデータで送付すること）。 

①指摘事項により、再度ベンチマーキングを行い、競合はポータブル

機から据え置き型のトモシンセシス撮影機とした。また、市場性につ

いて外部機関のアンケート会社を通じ、実際の医師のアンケートを実

施した。その結果より詳細に市場を分析して対応する。 

 

②継続審査を待たず、撮影後の平面画像およびトモシンセシス再構成

画像の DICOM データを提出した。さらに既存装置の平面画像とトモ

シンセシス再構成画像を提出した。 

そ の 他 事 業

化全般 

9 月伴走コンサル： 

現時点では機能モデルレベルで、最終的な仕様や要素技術に未定部

分が多い。早く商品レベルの試作機を作って検討をしないと、簡単に

商品になるとは思えない。医療機器開発の過程を着実に踏み、確かめ

ながら進める必要がある。きちんと商品化計画を詰めること。 

指摘事項に従い、決定事項を急ぎ、商品化計画を練り直し、対応し

た。 

 

 

11 月伴走コンサル： 

精査後のスケジュールについては、トラブルがなければ実現可能性

はある。今年度中に、試作機を完成させることは、契約上の必達目標

であることを認識し、危機感を持って少しでも前倒しで開発作業を進

 指摘事項に従い、装置完成、トモシンセシス再構成画像を完成した。 
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領域 指摘事項 対応 

めること。 

 

(3) 採択・継続条件への対応状況 

採択条件 対応状況 

（採択条件）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。検証結果によっては、次年度以降ポー

タブル化に特化して事業を進めることが有り得ることを了承すること。その

関連で、計画名から「平面 X 線撮影装置の低検出率解決のための」を削除す

る。 

平成 26年度継続審査にて 3D 画像化の可能性を実証し、対応済み。 

  

  

  

  

 

1.8 平成 28 年度以降の以降の事業化計画 

27 年度完成した装置をもとに、その装置の性能評価、外部機関での安全性試験、データ収集を実施する。 

その試験データをもとに、29 年 3 月に上市するため、8 月末に国内薬事申請を行う。 

さらに、試作機を改良し、量産試作を行い、販売に向けて市場調査、広報戦略、販売計画、アフターサービス体制を構築する。 

また、最終年度として知財も検討する。 

 

(1) 平成 28 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  電気安全試験の実施 

 認証申請書の作成 

  

知財  基本特許以外の知財化 

  

  

技術・評価  試験機レベルから量産機レベルへの開発、評価 

 認証試験データの収集 

  

そ の 他 事 業  チャネルの確保 
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領域 検討・実施すべき事項 

化全般  マーケティング調査 

 アフターサービス構築 
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1.9 平成 27 年度委託事業の振り返り 

1.9.1 当初目標達成度に関する自己評価 

(1) 自己評価結果 

C：当初目標には未達だった。 

 

(2) 自己評価理由 

 

装置試作機は完成したが、事業化に持ち込むための量産機による認証試験、薬事申請が当初目標には

至らない見込みとなった。 

 

(3) 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。 ○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
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。 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。 ○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。 ○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。 △一部
必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。 △一部
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。 △一部
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。 △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。 △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。 △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

 
 

1.9.2 委託事業期間全体を振り返って改善すべきだったと考える点 

(1) 事業体制 

特になし。 
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(2) 事業の進め方 

コンソーシアムの連携を強化し、計画通りに進めるチェック機構やより進捗管理を徹底する必要性が

あった。 

 

(3) その他 

事業管理支援法人の三菱総研、AMED にも密に相談し、アドバイスを仰ぐ必要性があった。 

 

1.10 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 

 

 


