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1. 事業の概要 

静岡がんセンターではがんの性質を、マルチオミクス解析により明らかにし、その成果をもとに新し

いがん診断･治療技術の研究･開発を進めようとしている。そこで、切除されたがん患部を解析装置にか

けるまでの前処理の標準化をめざす。 

 

直接販売

医療機関

静岡がんセンター
前処理装置の評価

• コンタミ防止対策部品の評価
• 前処理装置の評価
• DNAサンプルの解析

販売担当企業

倉敷紡績(株)
製品化・事業化・市場化を見据えた
総括的な助言及び事業化戦略の構築
• 参加各社と連携して事業化戦略の構築
• 安全マーケット調査・核酸市場動向調査
• 現行ユーザーによる試用依頼

顧客

（国内、欧
州・中国）

医工連携支援機関

静岡がんセンター
• 事業管理

事業管理機関

平成27（2015）年6月時点

委託事業実施体制

製造担当企業

㈱テクノサイエンス
前処理装置の開発・事業化
• コストダウンなど
• 生産効率化用治の作成
• コンタミ防止対策

製造担当企業

㈱矢内原研究所
蛋白質簡易精製試薬のキット化

• カートリッジ量産化の検討
• 試薬キット化の検討
• 試薬キットの評価

製造販売担当企業

㈱日幸製作所
採取器具のコストダウン及びパッケージ検討

• 採取針のコストダウン
• 樹脂部材のコストダウン
• 取扱説明書の作成
• パッケージの検討・試作

製造販売担当企業

㈱トライカンパニー
超低温保存容器の開発・事業化

• プラスチック保存容器修正
• アルミ保存容器量産試作
• 梱包材の製作

SL

PL

理化学機器
販売代理店
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1.1 事業の目的 

近年、個別化医療の進展に伴い、マルチオミクス検査(遺伝子、蛋白質等を解析し、それぞれを組み合

わせた検査）が臨床現場で進みつつある。解析機器の性能向上の一方で、臨床現場における、試料の前

処理工程（手術で切除した組織から解析機器にセットするまで）は手作業であり、定まった機器、手順

もない。広く個別化医療を普及するために、昨年度の成果と課題を踏まえて、前処理工程を標準化する

機器の量産化を目標とする。 

上市時期は採取器具と保存容器は平成 27年度末を目標としできるだけ前倒しする。前処理装置は平成

28 年度中の上市を目標としできるだけ前倒しする。 

 

1.2 事業の実施体制 

事業管理機関：静岡県立静岡がんセンター 

PL： 久保田秀彰（株式会社テクノサイエンス） 

SL： 北村和之（株式会社矢内原研究所） 

共同体： ①株式会社テクノサイエンス 

②株式会社矢内原研究所 

  ③株式会社日幸製作所 

  ④株式会社トライ・カンパニー 

  ⑤倉敷紡績株式会社バイオメディカル部 
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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)-1 核酸・タンパク抽出装置 

 1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 核酸・タンパク抽出装置 クラス分類 該当しない 

製品名 QuickGeneMini-480 分類名称（一般的名称） 該当しない 

対象疾患 がん、遺伝病、感染症など 届出／認証／承認 該当しない 

想定される販売先 
検査センター、病院検査室、

公的・民間研究機関 
新／改良／後発 改良 

使用目的又は効果 核酸・タンパク解析のための抽出装置 

薬事申請予定者 該当しない 医療機器製造販売業許可 該当しない 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 
(株)テクノサイエンス 医療機器製造業許可 該当しない 

 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 ――――― ――――― 

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） 6.6 億円／年（平成 32（2020）年時点） 31.9億円／年（平成 33（2021）年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 4030億円（海外含む） 4030億円（国内含む） 

想定シェア（上市後 3年目） 0･2％ 0.8% 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

多孔質メンブレンフィルターを使用した核酸・タンパク質の分離・抽出装置。 

全血であれば 2mlの大容量からの抽出が可能。12分／4サンプル。 

小型軽量 約 3.5㎏で簡単に持ち運べる。 

 

これまで中容量の検体処理は数千万円の機器、あるいは、手作業になっていた。これが、安価（30 万円

の機器）で短時間、簡便に抽出できるようになる。安価な 1台の機器で核酸、蛋白質に対応できる。 

 

改良前製品 QuickGeneMini-80 

 
 

 (1)-2 検体採取器具 

 1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 検体採取器具 クラス分類 該当しない 

製品名 採取器具 QG-100NK 分類名称（一般的名称） 該当しない 

対象疾患 がんなど 届出／認証／承認 該当しない 

想定される販売先 
検査センター、病院検査室、

公的・民間研究機関 
新／改良／後発 該当しない 

使用目的又は効果 該当しない（切除した組織から誰でも一定量のサンプルを採取できる） 

薬事申請予定者 該当しない 医療機器製造販売業許可 該当しない 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 
(株)日幸製作所 医療機器製造業許可 該当しない 
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 2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  未定 

薬事申請時期 ――――― ――――― 

上市時期 平成 28（2016）年 3月 未定 

想定売上（上市後 3年目） 0.23億円／年（平成 30（2018）年時点） 未定 

市場規模（上市後 3年目） 1.5億円／年（平成 30（2018）年時点） 不明 

想定シェア（上市後 3 年

目） 

15％（平成 30（2018）年時点） 
不明 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

・手術で切除した臓器等から、同じ大きさに組織を採取できる器具。 

・検体間の混入を防ぐため、使い捨て型。 

 

 
 

これまでの採取器具は、組織に突き刺した後、回転させながら荷重を加えることにより組織の切離を行

っていた。 

本品は、組織に突き刺した後に回転させることなく、組織の切離を容易に行うことができる。 

また一般的なボールペンとほぼ同じ大きさや太さにすることにより、既製品に比べ、使い勝手や操作性

を向上させた。 

更に刃先に保護キャップを設けたことにより、安全性も向上させている。 

 

 (1)-3 超低温運搬・保存容器 

 1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 超低温運搬・保存容器 クラス分類 該当しない 

製品名 

・急速冷凍保存用チューブラ

ック 

・液体窒素冷凍保存用 

チューブラック 

分類名称（一般的名称） 該当しない 

対象疾患 
チューブ利用のあらゆる低温

維持など研究施設用 
届出／認証／承認 該当しない 

想定される販売先 
検査センター、病院検査室、

公的・民間研究機関 
新／改良／後発 後発 

使用目的又は効果 該当しない（核酸・タンパク解析のための検体を低温下、運搬・保存するための容器） 

薬事申請予定者 無し 医療機器製造販売業許可 該当しない 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 
(株)トライ・カンパニー 医療機器製造業許可 該当しない 

 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 ――――― ――――― 

上市時期 平成 28（2016）年 3月 平成 29（2017）年 3月 

想定売上（上市後 3年目） 0.32億円／年（平成 31（2019）年時点） 0.16億円／年（平成 31（2019）年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 9.6億円 10億円 

想定シェア（上市後 3 年

目） 

3.3％ 1.6% 
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 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

病理室、研究室などで簡便に利用できる、超低温運搬(短時間の移動)と保存に適した容器を提案する。 

   
提案製品は、書き方の都合上、運搬・保存容器としてあるが、実際にはアルミニウム製運搬容器は、

運搬が第一義の目的ではなく、ターゲットを処理後いかにして保存状態(超低温)に早く導くかがテーマ

の一つになっている。(その意味では凍結処理装置とした方が的確かもしれない) 

また、プラスチック製保存容器については、液体窒素での保存が前提とされているが、これももう少

し現場の検証(液体窒素による保存が的確なのか？)が必要と思われる。 

今回は、数値目標とはしていないが、現場での超低温環境が作れない場合を想定した、パウダードラ

イアイスの簡便な発生装置も開発が済んでおり、超低温環境が無いところにも同時に提案することがで

きる。ただし、これはあくまでも協力いただいている、静岡がんセンターの現場を第一目的とした考え

方なので、全ての現場にあっているとは思えない。よって、超低温の熱源まで提案するのかなど、広く

深く検証が必要である。 

特徴 

① 作業用のアルミニウム製容器は、病院が使用している液体窒素などの低温冷媒を利用することで、熱

伝導が良くチューブ内のターゲットを簡便に短時間で凍結保存用にすることができる。 

② さらに、このアルミニウム製運搬容器は、プラスチック製の保存容器と蓋が共有できる。この蓋は透

明な極低温でも変化しない素材であり、縦 4 列、横 4 段合計 16 個の座標が管理できるようになって

いる。 

③ 通常の製品では、運搬と保存、それぞれ役割を変え販売されているが、今回の提案は、前述のとおり、

作業時・運搬時。保存時のいずれでもチューブの管理を座標軸で情報を共有できるため、ヒューマン

エラーが出にくくなっている。 

 

 

 

 (1)-4  タンパク質精製キット 

 1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 タンパク質精製キット クラス分類 該当しない 

製品名 未定 分類名称（一般的名称） 該当しない 

対象疾患 がん、遺伝病、感染症など 届出／認証／承認 該当しない 

想定される販売先 
公的・民間研究機関、薬品会

社、大学研究室研究目的用 
新／改良／後発 新 

使用目的又は効果 タンパク解析のためのタンパク質を抽出するための試薬キット 

薬事申請予定者 無し 医療機器製造販売業許可 該当しない 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 
(株)矢内原研究所 医療機器製造業許可 該当しない 
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 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   

――――― ―――――  

上市時期 平成 28（2016）年 3月 平成 29（2017）年 3月 

想定売上（上市後 3年目） 50万円／年（平成 30（2018）年時点） 337.5万円／年（平成 31（2019）年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 不明 不明 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

CHT（ハイドロキシアパタイドフィルターを使用したタンパク質の精製キット。 

組織抽出液であれば 2mlの大容量からの精製が可能。 

これまで中容量の蛋白質検体処理は精製単価が高く、大量精製には不向きでしたが、これで安価に抽

出できるようになる。 
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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 

【核酸・タンパク抽出装置】 

・解析装置を持つ病院・大学（医療、農学、水産）、研究機関、税関施設 食品会社、水産会社。 

・小型・安価であるため研究者の数により１拠点に複数納入可。 

・海外への展開も考えている。欧州、アジア、アフリカ。 

・ウイルス判定などで現場にて核酸を抽出し解析装置のある拠点まで冷凍して運ぶ等の用途が考えら

れる。 

【検体採取器具】 

・検査センター、病院検査室、公的・民間研究機関等、解析装置を持つ機関の医師や研究者など。 

・使い捨て型の器具であるため、消耗品として使用される。 

【超低温運搬・保存容器】 

・検体の運搬・冷凍保存が必要な病院・大学（医療、農学、水産）、研究機関など。 

・病院や研究施設内での共有が可能。 

・ウイルス判定などで現場にて核酸を抽出し解析装置のある拠点まで冷凍して運ぶ等の用途が考えら

れる。 

【タンパク質精製キット】 

・解析装置を持つ病院・大学（医療、農学、水産）、研究機関、税関施設 食品会社、水産会社、製薬

会社を想定している。 

・キット安価であるため大量検体の精製に得意である。 

・海外への展開も考えている。説明書の英語対応検討中。 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

【核酸・タンパク抽出装置】 

2012 年世界の核酸分離・精製市場は 21 億 339 万米ドル規模であり、2013～2018 年の

CAGR は 8.11%で拡大するものとみられている。(グローバルインフォメーション HPより） 

【検体採取器具】 

国内最大手のカイインダストリーズ㈱のホームページには、右

図のような生検トレパンや皮膚キュレット等で同社は、世界シェ

アの約 50％、国内シェアの約 90％を獲得していると記載されて

いる。 

カミソリ、爪切り、包丁、ハサミ等を含めた同社の売上高が、

2015 年 3 月期で 141 億円であることから、メディカル製品であ

る生検トレパンの市場は、現在数千万円～1億円程度だと想定できる。 

【超低温運搬・保存容器】 

液体窒素による検体の保存は、先進国ではごく一般的である。 

つまり、日本などでは、製品を見せて、使用目的が合致すれば価格的にも導入は容易

であると思われる。 

発展途上国では、超低温環境の必要性と、簡便な環境整備ができないために、事業と

して啓蒙作業を行う必要がある。ここに対して、費用対効果を見込んだ支出ができるか。 

弊社の場合、タイ・台湾・韓国に支店、子会社があり、このあたりから調査を始める

のがいいと考えている。 

海外については、このように自社による限定地域の調査や、日本国関係機関の出展す

る展示会への展示出展を中心に考えており、大きな事業展開は考えていない。 

よって海外市場は、信頼できるパートナーを見つけられるまでは見えていないという

レベルである。 

【タンパク質精製キット】 

核酸・タンパク抽出装置の市場保有率の 10％として、市場を想定している。 
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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 

【核酸・タンパク抽出装置】 

メーカー 

装置名 

KURABO 

QuickGene-610L 

Perkin Elmer 

Chemagic MSM I 

HAMILTON 

ChemiagicSTAR 

カタログ価格 175万 1480万円 2200-2500万円 

処理サンプル数 血液 

2ml、6サンプル 

 

組織（直近リリース） 

100mg, 6 サンプル 

（マウス肝臓） 

血液 

1-10ml、12サンプル 

200 ul -4ml、24 サンプル 

10-400ul、96サンプル 

 

組織 最大 40mg 

血液 

10ml、12 サンプル x2 

4ml、24サンプル x2 

400ul、96サンプル x2 

1 日あたり 72～576 サンプ

ル 

処理時間 血液 6サンプル/0.5 時間 

（装置処理時間 12 分） 

小容量血液 96サンプル 

１５分 

血液 2.5-4 時間/バッチ 

基本技術 フィルター 磁気ビーズ 磁気ビーズ 

重量・サイズ 573(W) ｘ332（D） 

x398（H）mm, 24kg 

2000(w)x740(D) 

x800（H）mm 

2360(w)xx1006(D) 

x945.5（H）mm, 215kg 

 組織の場合、組織溶解液作

製、その他試薬添加後、洗

浄工程から自動分離 

組織の場合、組織溶解液を

手作業で作製後、自動分離 

血液のみ？ 

 

【検体採取器具】 

メーカー 

装置名 

カイインダストリーズ㈱ 

生検トレパン（プランジャータイプ） 

カタログ価格 14,000 円／1箱（20本入り） 

分類名称ほか 

機械器具 47 注射針及び穿刺針 

管理医療機器 

単回使用組織生検用針 

JMDN ｺｰﾄﾞ：127340110 

刃先サイズ φ1mm、φ1.5mm、φ2mm、φ3mm、φ4mm 

全長及び 

ハンドル径 
全長 106mm、ハンドル径 φ10mm 

材質 

ブレード、ばね：ステンレス鋼 

ハンドル：ポリプロピレン 

プランジャー：ポリカーボネート 

その他 EGO滅菌済み、刃先保護具無し 
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【超低温運搬・保存容器】 

(ア) 競合製品／競合企業の動向 

PCR チューブ用の冷却用ブロックとしては、下記のようなもの(例はごく一部)がすでに販売されている。 

 
市場価格は 7,000円～16,000 円くらいまで、多種にわたっている。 

(イ) 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） 

ピンポイントの商品として販売するなら、競合品の 70%程度～半額程度の提案価格を想定しているが、 

物流網や。カタログ販売、理化学販売網などに乗せることを考えると、価格メリットは消えてしまう。 

 

ただ、運搬・保存容器とも同じ蓋が使えるものは存在しない。 

パウダードライアイスの発生装置も一緒に提案出来たら、優位性は一気に増す。 
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【タンパク質精製キット】 

蛋白質自動精製システムを販売している会社は３社ある。他社の精製キットは１サンプル精製

単価が高く、サンプルの大量処理には不向きである。弊社のキットは１サンプルの精製単価は安

くできる。 

メーカー 

装置名 

(イ) Maxwell® 16 

Instrument 

(ウ) シリーズ 

AS2000/ AS3000 

GE ヘルスケアバイ

オサイエンス株式会

社 

Perulumn システム 

Bio-Rad社 

Profinia タンパク

質精製装置 

矢内原研究所 

処理サン

プル数 

16 サンプル 

Purification kit 

53000 円 

１サンプル単価 

3312円 

同時 6サンプル 

Purelumn System 

His-tag Purificaton 

Kit 29500 円 

１サンプル単価 

4916円 

最大 12サンプル 

2x10mL カットリッジ

の試薬キットは 

35000 円 

１サンプル単価 

17500 円 

 

最大 12サンプル（一回

処理） 

カットリッジの試薬キ

ットは 25000 円（12

テスト） 

１サンプル単価 1458

円 

処理時間 30-55 分 35 分 不明 30 分 

基本技術 ビーズ ゲル濾過 ゲル濾過 セラミックハイドロキ

シアバタイド 

 前処理なしで自動処

理、必要な場合もあ

る 

自動 自動 半自動 

 

 

 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） 

【核酸・タンパク抽出装置】 

現在の想定価格が 30万円と価格での優位が大きい。 

フィルター式のため磁器ビーズにくらべ消耗品が安価。 

【検体採取器具】 

刃先を特殊形状にすることにより組織の切離が容易になるだけでなく、全長約 141mm、ハンドル径

約 11mmと一般的なボールペンサイズの長さ及び太さであるため、競合製品より操作性や使い勝手が

良い。更に刃先に保護キャップを設けることにより安全性を向上させたため、ポケットに入れて持

ち運びすることもできる。 

【超低温運搬・保存容器】 

ピンポイントの商品として販売するなら、競合品の 70%程度～半額程度の提案価格を想定している

が、物流網や。カタログ販売、理化学販売網などに乗せることを考えると、価格メリットは消えて

しまう。 

ただ、運搬・保存容器とも同じ蓋が使えるものは存在しない。 

パウダードライアイスの発生装置も一緒に提案出来たら、優位性は一気に増す。 

【タンパク質精製キット】 

当社のキッドは半自動で、他社の自動機器に比べ、操作上デメリットがあるが、１サンプルの精

製単価が安いことから、販売競争に勝てると見込まれる。 
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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 

 

H27（2015）年度 H28（2016）年度 H29（2017）年度 H30（2018）年度
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

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

スケジュール変更理由

事業の実施内容

自主事業の内容

①販売戦略の構築
②採取器具の開発
③低温保存容器の開発
④蛋白質簡易精製試薬キットの開発
⑤前処理装置の開発
⑥前処理装置の評価

量産機開発

【前処理装置の評価】

量産機開発

【採取器具】

量産機開発

販売戦略

【保存容器】

量産機開発

【蛋白質
簡易精製試薬キット】

量産機開発

【前処理装置】

採取針コストダウン

樹脂部材コストダウン

取説作成

ﾊﾟｯｹｰｼﾞの試作・検討

★
H28.3 上市（国内）

プラ保存容器修正

アルミ保存容器量産試作

ﾊﾟｯｹｰｼﾞの試作・検討

市場開拓

コストダウン対策

生産効率化用治具製作

カートリッジ量産化検討

試薬キット製品の評価

試薬キット化の検討

★
H28.3 上市（国内）

★
H30.3 上市（海外）

★
H2903 上市（海外）

コンタミ防止対策

★
H29.3 上市（国内）

★
H28.3 上市（国内）

コンタミ防止部品評価

デザイン・操作性助言

前処理装置の評

核酸サンプル解析

事業化戦略の構築

市場動向調査

現行機ユーザーへ試用依頼

量産試作

量産ライン構築

量産開始

量産開始

量産開始

コストダウン対策

生産効率化用治具製作

プラ保存容器修正

アルミ保存容器量産試作

市場開拓

採取針コストダウン

樹脂部材コストダウン

事業化戦略の構築

市場動向調査

カートリッジ量産化検討

コンタミ防止対策

コンタミ防止部品評価

デザイン・操作性助言

取説作成

ﾊﾟｯｹｰｼﾞの試作・検討

試薬キット化の検討

★
H2903 上市（海外）
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 1) 投資回収計画 

 

【核酸・タンパク抽出装置】 

売上の想定 

本体５年償却 

本体単価  ：30万円、原価率 50% 

キット単価：5 万円、原価率 30% 

１台当たりのキット使用数 20キット／年  

１台当たりのキット販売金額=5万円×20=100万円 

累計販売台数から５年たった台数を引いたものを、市場台数としています。 

（単位百万円） 

   

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 

   

-2015 -2016 -2017 -2018 -2019 -2020 -2021 -2022 -2023 

装置 

 

年間販売台数 

 

50 200 500 1,000 1,000 1,000 500 500 

  

年間販売金額 

 

15 60 150 300 300 300 150 150 

  

累計販売台数 

 

50 250 750 1,750 2,750 3,750 4,250 4,750 

  

市場台数 

 

50 250 750 1,750 2,750 3,700 4,000 4,000 

キット 

 

年間販売数量 

 

1,000 5,000 15,000 35,000 55,000 74,000 80,000 80,000 

  

 

年間販売金額 

 

50 250 750 1,750 2,750 3,700 4,000 4,000 

合計   合計販売金額 

 

65 310 900 2,050 3,050 4,000 4,150 4,150 

  

装置原価 7.5 30 75 150 150 150 75 75 

  

キット原価 15 75 225 525 825 1110 1200 1200 

  

原価合計 22.5 105 300 675 975 1260 1275 1275 

 

① 国内 

上記想定をもとに国内は約２割程度として試算 

 

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 

-2015 -2016 -2017 -2018 -2019 -2020 -2021 -2022 -2023 

薬事申請時期 
         

上市時期 
 

● 
       

支出額 

（単位：億円） 
0.35 

0.23 0.38 0.75 1.50 2.10 2.55 2.55 2.55 

 
委託費 0.10 － － － － － － － － 

 
自己負担 0.25 0.23 0.38 0.75 1.50 2.10 2.55 2.55 2.55 

売上高 

（単位：億円） 
－ 

0.65 1.15 2.30 4.60 6.60 8.10 8.30 8.30 

機器販売台数 － 50 50 100 200 200 200 100 100 

 

② 海外 

上記想定をもと海外は約８割程度として試算 

 

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 

-2015 -2016 -2017 -2018 -2019 -2020 -2021 -2022 -2023 

薬事申請時期          

上市時期   ●       

支出額 

（単位：億円） 

0 0.00 0.68 2.25 5.25 7.65 10.05 10.20 10.20 

 
委託費 － － － － － － － － － 

 
自己負担 0.00 0.00 0.68 2.25 5.25 7.65 10.05 10.20 10.20 

売上高 

（単位：億円） 

－ 0 1.95 6.70 15.90 23.90 31.90 33.20 33.20 

機器販売台数 － 0 150 400 800 800 800 400 400 
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③国内・海外合計 

 

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 

-2015 -2016 -2017 -2018 -2019 -2020 -2021 -2022 -2023 

支出額 

（単位：億円） 

0.35 0.23  1.05 3 6.75 9.75 12.6 12.75 12.75 

 
委託費 0.1 － － － － － － － － 

 
自己負担 0.25 0.23  1.06  3 6.75 9.75 12.6 12.75 12.75 

売上高 

（単位：億円） 

－ 0.65 3.1 9 20.5 30.5 40 41.5 41.5 

機器販売台数 － 50 200 500 1000 1000 1000 500 500 

 

 

 

 

【検体採取器具】 

①国内のみ 海外は今のところ想定していない 

 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） 0.04 0.02 0.04 0.11 0.21 0.33 0.44 0.52 0.52 

 0.06 － － － － － － － － － 

 0 0.02 0.04 0.11 0.21 0.33 0.44 0.52 0.52 52 

売上高（単位：億円） － 0.02 0.08 0.23 0.42 0.88 0.89 1.04 1.04 

販売数量（単位：万本） － 0.3 0.75 2.25 5.25 8.25 11.1 13 13 

※各年 4月～3月の年度で表記。 

 

H29(2017)年度～H33(2021)年度は、解析装置の販売台数（国内）の 10％がオプションとして採取器具

を用いた解析を行うとし、解析装置 1台で年 600本（50 本/月）消耗品として販売することとして試算。 

H34(2022)年度以降は上記解析装置の消耗品としてだけでなく、理化学機器或いは一般機器として独自

販路での販売を行うこととして試算。 

 

 

 

 

【超低温運搬・保存容器】 

①国内 

 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） 0.15 0.08 0.04 0.14 0.18 0.18 0.20 0.20 0.20 

 うち委託費 0.1 － － － － － － － － 

 うち自己負担 0.05 0.08 0.04 0.14 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 

売上高（単位：億円） － － 0.05 0.20 0.32 0.36 0.36 0.36 0.36 

販売数量（単位：個） － － 334 1334 2134 2,400 2,400 2,400 2,400 
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②海外 

 

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 

-2015 -2016 -2017 -2018 -2019 -2020 -2021 -2022 -2023 

薬事申請時期          

上市時期    ●      

支出額 

（単位：億円） 

 0.04 0.02 0.07 0.10 0.09 0.10 0.10 0.10 

 
委託費         － 

 
自己負担  0.04 0.02 0.07 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 

売上高 

（単位：億円） 

  0.02 0.10 0.16 0.18 0.18 0.18 0.18 

販売数量（単位：

個） 

  166 666 1066 1,200 1,200 1,200 1,200 

 

 

③国内・海外合計  

 

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 

-2015 -2016 -2017 -2018 -2019 -2020 -2021 -2022 -2023 

支出額 

（単位：億円） 

0.15 0.12 0.06 0.21 0.28 0.27 0.30 0.30 0.30 

 
委託費 0.1 － － － － － － － － 

 
自己負担 0.05 0.12 0.06 0.21 0.28 0.27 0.27 0.27 0.27 

売上高 

（単位：億円） 

－ － 0.07 0.30 0.48 0.54 0.54 0.54 0.54 

販売数量（単

位：個） 

－ － 500 2000 3200 3,600 3,600 3,600 3,600 

H27 の事業開始後の販売計画について。 

国内海外ともに理科学機器のカタログなどに掲載を予定したい。 

販売価格を 15,000 円程度とし、手軽に利用して頂ける価格とする。 

セット販売が基本だが、市場規模からいっても H32 には頭打ちになり、代替え需要が望ま

れる。 

 

 

 

【タンパク質精製キット】 

①国内 

  
H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 

(2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) 

薬事申請時期                   

上市時期   ●               

支出額 

（単位：億円） 

0.04580 0.00075  0.00150  0.00300  0.00600  0.00900  0.01200  0.01350  0.01500  

  
うち委託

費 

－ － － － － － － － 
－ 

  
うち自己

負担 

0.0008  0.0015  0.0030  0.0060  0.0090  0.0120  0.0135  0.0150  0.071 

売上高 

（単位：億円） 

－ 0.0013  0.0025  0.0050  0.0100  0.0150  0.0200  0.0225  0.0250  

キット販売数 － 5 10 20 40 60 80 90 100 
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② 海外 

  
H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 

(2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) 

薬事申請時期                   

上市時期    ●              

支出額 

（単位：億円） 
0.0000  0.0000  0.0023  0.0083  0.0203  0.0323  0.0443  0.0503  0.0563  

  
うち委託

費 
0.0000  － － － － － － － － 

  
うち自己

負担 
0.0000  0.0000  0.0023  0.0083  0.0203  0.0323  0.0443  0.0503  0.0563  

売上高 

（単位：億円） 
－ 0.0000  0.0038  0.0138  0.0338  0.0538  0.0738  0.0838  0.0938  

キット販売数 － 0 15 55 135 215 295 335 375 

③ 国内、海外合計 

  
H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 

(2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) 

薬事申請時期                   

上市時期                  

支出額 

（単位：億円） 
0.00000  0.00075  0.00375  0.01125  0.02625  0.04125  0.05625  0.06375  0.07125  

  
うち委託

費 
0.00000  － － － － － － － － 

  
うち自己

負担 
0.00000  0.00075  0.00375  0.01125  0.02625  0.04125  0.05625  0.06375  0.07125  

売上高 

（単位：億円） 
－ 0.00125  0.00625  0.01875  0.04375  0.06875  0.09375  0.10625  0.11875  

キット販売数 － 5 25 75 175 275 375 425 475 

 

 

 

 

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”   

【核酸・タンパク抽出装置】 

本体の販売会社での利益を極力抑え、数を出し、カートリッジ・試薬等の消耗品にて

利益を得る。 

【検体採取器具】 

まずは解析装置のオプションとして販売し、消耗品として利益を得る。また販売を続

けていく中で新たな市場を開拓し、独自販路で継続して利益を得ていく。 

【超低温運搬・保存容器】 

本体の販売会社での利益を極力抑え、数を出し、カートリッジ・試薬等の消耗品にて

利益を得る。 

【タンパク質精製キット】 

カートリッジ・試薬等の消耗品のコストを削減によって利益を得る。 
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 2) ビジネス体制 

直接販売

販売担当企業

倉敷紡績(株)
販 売

顧客

（国内、欧
州・中国）

平成27（2015）年6月時点

製造担当企業

㈱テクノサイエンス
前処理装置の製造

製造担当企業

㈱矢内原研究所
蛋白質簡易精製試薬キットの製造

製造販売担当企業

㈱日幸製作所
採取器具の製造

製造販売担当企業

㈱トライカンパニー
保存容器の製造

理化学機器
販売代理店

上市後のビジネス体制

 
 

(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策（まとめ） 

領域 医療機器 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

薬事 

核酸・タンパク抽出装

置 

該当しない  

検体採取器具 該当しない  

超低温運搬・保存容器 該当しない  

タンパク質精製キット 該当しない  

知財 

核酸・タンパク抽出装

置 

 

旧機生産時に知財関連は調査、出願

済 

 

特に無 

検体採取器具 知財戦略の強化 意匠登録の検討 

超低温運搬・保存容器 
周辺特許を含めた知財戦略の強化 コア技術展開のロードマップを作

成 

タンパク質精製キット 該当しない  

技術・ 

評価 

核酸・タンパク抽出装

置 

① 低コスト化 

③ CE、CCC等各国対策 

① 生産体制の効率化 

②ROHS等調査 

検体採取器具 
①低コスト化 

②量試品の評価 

部材の見直し、個装部材の簡素化と

複数梱包化 

超低温運搬・保存容器 
①低コスト化 

②サンプルのクロスコンタミの防

①部材の見直し 

②コンタミ防止対策部材による対
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領域 医療機器 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

止 策 

タンパク質精製キット 材料の低コスト化 材料の見直し 

その他 

事業化 

全般 

核酸・タンパク抽出装

置 

 

学術的 PR 

 

学会、展示会等での展示 

BMB2015（第 38回日本分子生物学会

年会、第 88回日本生化学会大会 合

同大会）に展示参加 

アプリケーションの充実による差

別化 

検体採取器具 

① 事業計画の策定 

② 販路の確保 

③ 生産体制 

④ ブランド化 

⑤ 独自販路の模索 

⑥ 海外戦略 

① 大量生産可能な設備の充実 

② 商標登録の検討 

③ 異業種を含めた利用分野の開

拓 

④ 解析装置の販売状況に基づく

市場分析を以て海外向けの投

資回収計画の策定 

超低温運搬・保存容器 

①ブランド化・ラインナップ化の必

要性があるか? 

②現状、二種類のチューブに対応し

ているが、これを拡げて市場形成

の可能性を探りたい。 

③将来的にはコンスタントな生産

による原価引き下げと販売価格

引き下げをはかる。(事業内容に

は有りません) 

①学術的な PR(裏付け作業) 

②アプリケーションの充実による

差別化 

③ワンウェイの運搬などに利用で

きる価格の実現 

タンパク質精製キット 
ブランド化 

生産体制 

学術的な PR 
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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 

静岡がんセンターではがんの性質を、マルチオミクス解析により明らかにし、その成果をもとに新しいがん診断･治療技術の研究･

開発を進めようとしている。そこで、切除されたがん患部を解析装置にかけるまでの前処理の標準化をめざす。 

(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 

核酸・タンパク抽出装置 多孔質メンブレンフィルターを使用した核酸・タンパク質の分離・抽出装置。 

検体採取器具 手術で切除した臓器等から、同じ大きさに組織を採取できる器具。 

超低温運搬・保存容器 病理室、研究室などで簡便に利用できる、超低温運搬(短時間の移動)と保存に適した容器。 

タンパク質精製キット ハイドロキシアパタイドフィルターを使用したタンパク質の精製キット。 

 

(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前処理装置の評価 

ア）コンタミ防止対策部品の評価 

・②ウ）で試作したコンタミ対策部品の評

価 

イ）試作する前処理装置デザイン・操作性の

助言 

・②ア）で今年度試作する前処理装置に対

するデザイン・操作性への助言 

ウ）試作した前処理装置の評価 

・②ア）で今年度試作した前処理装置を用

いて、動物、細胞などの組織から DNAを

抽出する。 

DNAの収量、純度、装置の操作性などを

従来製品と比較、評価する。 

エ）DNAサンプルの解析 

・ウ）で抽出した DNAを用いて次世代シー

ケンサーによる解析を行い、従来データ

との比較を行う。（10サンプル程度） 

▶  

ア）対策部品の評価を終了した。 

 

 

イ）デザイン仕様から操作性等を確認した。 

（注入口の大きさの確認） 

 

 

 

ウ）本試作品と従来品との比較評価を行い、DNAの

収量、純度、操作性などの性能は同等、処理時

間において、本試作品の方が短く、優れている

ことを確認した。 

 

エ）ウ）で抽出した DNAを用い次世代シーケンサー

による解析を行い、従来データとの比較を行

い、性能においては同等、処理時間は短く、優

位性を確認した。 

▶  

ア）、イ）順次、試作品の評価 

 

 

 

 

 

 

 

ウ）現時点では、サンプル間のクロスコンタミ

ネーションを示すデータは得られていな

い。今後も、コンタミがないことの実績デ

ータは積み上げていく必要がある。 

 

エ）多くのサンプルでシーケンスをおこない、

実績をつくり、販促資料とする。 

②前処理装置の開発・事業化 

基本的性能は前年までの試作にて確認

済。 

今年度はコストダウン対策、量産用治具

▶  

 

 

 

▶ 
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製作、前年度からの問題点の対策の予定。 

ア）コストダウン対策 

・デザインの検討 

・板金または切削部品の樹脂化検討 

・金型化部品設計 

・試作機製作 

・評価、確認 

イ）生産効率化用治具制作 

・治具の設計 

・治具の製作、評価 

 

ウ）コンタミ防止対策 

・コンタミ防止部品の試作及び機能確認 

 

ア）デザイン完、３Dプリンタによる筐体試作完了。 

      試作筐体による試作機製作完了。 

 

イ）治具の製作完了。PC プログラム、ファームウ

ェア作成終了。 

 

ウ）コンタミ防止部品再試作完了。 

 

 

ア）筐体及びトレー部金型製作中。 

 

 

 

イ）治具の評価。PC ソフト、ファームウェア

のデバッグ。 

治具を使用した組立方法、工数等の検討。 

 

ウ）コンタミ防止部品の再試作品の評価。 

 

③蛋白質簡易精製試薬のキット化 

昨年度実施した研究開発において、試作

したカートリッジを用いた蛋白質の簡易

精製について一定の成果を収めた。 

今年度は、製品化に向けて、蛋白質用 L

カートリッジ（中容量）の量産化を検討し、

またカートリッジと試薬とを一体化した

試薬キット化を目指す。 

ア）カートリッジ量産化の検討 

・カートリッジへのフィルターおよびハイド

ロキシアパタイトの効率の良い充填方法

を検討し、量産化を目指す。 

イ）試薬キット化の検討  

・実験プロトコールに沿って、蛋白質精製に

使用する試薬とカートリッジ、精製マニュ

アルを同梱した試薬キットを試作する。  

ウ）試薬キットの評価 

・試作した試薬キットを、テクノサイエンス

が担当する前処理装置を用いて評価する。 

（前年度試作した前処理装置でも評価可

能） 

 

▶  

 

 

 

 

 

 

 

ア）フィルターの量産化外注先から試作品を得て評

価をおこない、フィルターサイズを決定した。 

 

 

 

イ）キット化する試薬などの仕様を決定した。 

 

 

 

ウ）試薬キットの評価は、計画通り。 

▶ キット構成の検討（担当：矢内原研究所） 

ア）カートリッジ用フィルターサイズの決定 

イ）試薬キット化の仕様書、取扱説明書の作成。

試薬瓶、仕切り、包装の決定。 

ウ）試作機器で試薬キットの性能をチェック。 

④採取器具のコストダウン及びパッケージ

検討 

▶  

 

▶  
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前年度で機能を満足する試作品が完成

した。ただし目標価格には届いていない。 

今年度は価格の大半を占める採取針の

コストダウンを検討する。 

ア）採取針のコストダウン 

・材質及び形状の検討 

・試作及び評価 

・他の用途でも試用できるかマーケットの調

査 

イ）樹脂部材のコストダウン 

・材質及び形状の検討 

・量産試作 

ウ）取扱説明書の作成 

・記載内容の検討及び印刷、内容確認 

エ）パッケージの検討・試作 

・デザイン検討 

・個装、箱入り形状の検討 

・試作及び評価 

 

 

 

 

 

ア） 単価で 80％以上のコストダウンを達成。12 月

中旬に納品済み。 

イ） 全体で約 50％のコストダウンを達成。12 月下

旬に納品済み。 

ウ） 元データ作成完了。 

エ） 試作を終了。1月中旬納品済み。 

 

 

 

 

ア）大量発注による更なるコストダウン 

イ）大量発注による更なるコストダウン 

ウ）印刷及びパッケージへの封入 

エ）量産時の組立、洗浄及び梱包方法の検討 

⑤超低温保存容器の開発・事業化 

前年度で試作した容器をブラッシュア

ップして量産試作、梱包箱の検討試作を行

う。 

ア）プラスチック保存容器修正 

・昨年度の 1ｍL用から 1.5ｍL用への修正 

（共用化） 

・修正用金型製作 

・修正金型を使用して試作品製作 

イ）アルミ保存容器量産試作 

・昨年度開発した量産用金型を使用して、量

産試作品を製作 

ウ）梱包箱の製作 

・デザイン検討 

・個装、箱入り形状の検討 

・試作及び評価 

 

▶  

 

 

 

ア) 修正製品 入庫済み。 

 

イ) 量産試作品入庫済み。 

 

ウ)最終案作製。1月中に入庫済み。 

 

 

▶  

 

 

 

ア）試作品の評価 計画作成、実施 

 

イ）量産試作品の評価  

 

ウ）評価後に発注 

 

 

⑥製品化・事業化・市場化を見据えた総括的 ▶  ▶  
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な助言及び事業化戦略の構築 

ア）参加各社と連携して事業化戦略の構築 

 

イ）マーケット調査・核酸市場動向調査 

 

 

ウ）現行ユーザーによる試用依頼 

 

 

ア）コスト試算、定価設定、投資回収計画での助言

実施。 

 

イ）クラボウ開発中の小容量サンプル対応装置によ

る手動装置と中容量キットのニーズ調査開始

した。 

ウ）中容量対応組織 DNA分離キットの外部評価を開

始した。 

 

ア）継続 

 

イ）前処理装置調査継続、その他の製品につい

て、ニーズ調査の方法検討 

 

ウ）継続 

⑦事業管理機関としての業務 

事業管理業務 

▶ 日常管理業務を実施 ▶  

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 

特になし   

   

   

機 器 ス ペ ッ

ク・ビジネスモ

デル 

特になし   

   

   

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） 

特になし   

   

   

 

(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 非医療機器であることの確認 使用法、対象などを含めクラボウ社と確認している。 

医療機器にすることのメリットを検討。 医療機器としての市場はそれほど大きくない。採取器具は、今後、医

療機器として販売する可能性もあるが、まず、市場性のある理化学機

器として展開。 

試薬は体外診断薬に相当しないか検討。 国内は相当しない。海外では相当する場合もあり、今後の検討事項と
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領域 指摘事項 対応 

する。 

知財 採取器具について意匠登録を考えてみてはどうか？  現在検討中。 

知財の重要性を確認すること。 前処理装置は基本的な特許 3 件をクラボウが保有。その他の製品につ

いては、適宜、開発過程で必要性を判断することとした。 

技術・評価 採取器具は人体に直接使用すると医療器具となる。  取扱説明書に、医療用機器ではないこと、また医療用機器としての使

用は禁止することを明記し、注意喚起した。 

JCCLS 検体品質管理マニュアルを参考にすること。 熟読して製品の仕様、及び今後の売り方の参考として利用することと

した。 

コンタミ防止対策の考え方を明確に。 同じヘッドから圧をかける。飛散防止用カバーを装着することを対策

とし、データを取得した。 

その他事業

化全般 

1 事業として４社の関連性 上市の近い製品の外箱のイメージ（色）を統一した。共通な型番を使

用した。 

今後、セット売りも含めて統一感を大事にしていくことを確認した。 

海外展開を検討すること クラボウの実績を土台に、今後展開する。 

最終製品の売り方（販社、セット/単体売り）について検討するこ

と。 

前処理装置はクラボウで販売。その他の製品は、単体で売り、市場を

見て決めていく。その間、販路、売り方などはクラボウが助言するこ

ととした。 

 

(3) 採択・継続条件への対応状況 

採択条件 対応状況 

倉敷紡績様の共同体への参画 正式に参画済 
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1.8 平成 28年度以降の以降の事業化計画 

27 年度の事業期間内で、4製品とも試作品を完成させ、量産化のめどを立てることができた。 

今後は、さらに個々の製品の性能を高め、コストダウンを図るとともに、倉敷紡績と綿密なマーケティング戦略を立て国内のみでなく海外にも 4

製品を広めていきたい。そのためにも、製品のブランド化・セット販売の検討を進めていく予定。 

 

(1) 平成 28年度における事業化に向けた検討事項 

領域 製品 検討・実施すべき事項 

その他事業

化全般 

 前処理装置  今回製作した量産用治具を使用して Large-type のブラッシュアップをはかり更なるコスト

ダウンと使い勝手の向上をはかる。 

 来年度中に Small-typeと共用できない部品の金型を作成し量産試作を経て上市予定。 

 蛋白質簡易精製試薬キット  キットの主要部材である精製カラムのフィルターの仕様を決定し、量産化の目処がたっ

たので、今後、大量生産に向けて生産体制の充実および生産設備の機械化に向けて検討

を行う。 

 採取器具  滅菌方法や製造設備の充実を図り、生産体制を整えていく。上代価格については、解析

装置のオプション部品以外の用途をクラボウと協議していく中で設定を図る。当面は国

内販売のみで様子を見て、海外での需要があれば応えられるよう生産体制の再構築を検

討していく。 

 超低温保存容器  宣伝活動と共に、ユーザーからの意見を広く取り入れ、製品を見せ使用してもらい、量

産化をはかり、価格的にも能力的にも標準品・一般品として、広くあたりまえに利用さ

れる商品にしていきたい。 
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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 

 

B：当初目標を達成した。 

 

(2) 自己評価理由 

各製品を総合して目標通り。本事業は、製品化が必達目的と認識。短い期間であるが、上市することが

本事業に参画した意義である。そういう意味で、「保存容器」、「採取器具」は本年度中に、「前処理装置」、

「蛋白質精製試薬キット」は来年度中に世に出すことが出来、目標通りである。なお採取器具などは、

計画以上に製品コストを低減し、目標以上のものもある。 

 

(3) チェックリストによる自己評価結果 

 
 

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 

異業種企業、個性的な開発者の集団にも関わらず、プロジェクトリーダーを中心にまとまりがあった。

当該機器のニーズは特定の意見ではなく、客観的な情報で確認できていますか。 ○十分
当該機器の販売先（導入・普及場所）は明確になっていますか（一般、診療所、地域中核病院、高機能病院）。 △一部
対象となる患者が明確になっていますか。 該当せず
対象となる疾病・診療科等が明確になっていますか。 該当せず
当該製品の業界特性は把握できていますか。 △一部
市場規模（導入・普及台数）は明確になっていますか。 △一部
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。 △一部
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。 該当せず
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。 該当せず
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）。 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。 △一部
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。 △一部

コア技術に関して、どのように保護するか（権利化／ブラックボックス）は明確になっていますか。 ○十分
権利化に必要な新規性だけではなく進歩性が明確になっていますか。 ○十分
必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。 ○十分
意匠等の他の産業財産権について検討していますか。 △一部
知的財産の権利化またはノウハウ保護に対する予算・体制・規程は確保されていますか。 △一部

模倣品・侵害者が現れたときの対応について明確になっていますか。 ×不十分
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。 該当せず
広報・普及計画は明確になっていますか。 ×不十分
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。 △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。 ○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。 △一部

その他

知的
財産

薬事

市場

基本
戦略

販売・
物流

事業
収支

開発
戦略
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5企業が、互いに得意な領域にいて補完しあう関係が構築された。クラボウ社の参画は、すべての面で良

い効果をもたらした。 

 

(2) 事業の進め方 

各製品は各担当の会社にまかせっきりで、月１回の進捗会議で意見はでましたが、もう少しお互いに

踏み込む共同開発ができなかったかと思う。進捗会議を各社にて持ち回りでおこなえば開発現場も見ら

れたのではと思う。単年度区切り、そのうえ、実質半年の開発期間のスケジュール管理は厳しい。それ

でもモノづくりが計画通りに行えたのは、各企業の意思決定スピードの速さ、本事業が委託事業でるこ

との各メンバーの理解、及び伴走コンサルなどの仕組みが支えとなった。 

 

(3) その他 

特になし。 

 

1.10 事業に関する連絡窓口 

 

静岡県立静岡がんセンター 

〒411-8777 静岡県駿東郡長泉町下長窪 1007 

電話: 055-989-5222 / FAX: 055-989-5783 / E-mail: ikou@scchr.jp 

 

 


