
イメージング技術を活用し、医療分野の研究開発に寄与することで、人々の健康と医療の発展に貢献する

経営理念

ご挨拶

Greet ing

株式会社 マイクロン
代表取締役

マイクロンのロゴの3つのリングは
　生体の神秘を表現した「宇宙」

　分子イメージングの「分子」

　新薬開発に革新をもたらす原動力となる「ネットワーク」

を表しています。

株式会社マイクロンは、分子イメージング技術に専門性を有する企業として2005年に本邦初のイメージング
CROとして設立しました。以来私どもは、医薬品開発のベストパートナーとなるべく以下の3つのビジョンを掲げ
ております。

Top Runner 日本発のイメージングCROとして、
 『イメージング統合サービスの先駆者』となる
Best Partner 価値ある「提案」と確実な「実行により、
 顧客から信頼される『パートナー』になる
First Choice イメージング臨床試験の支援機関として、
 『第一選択肢』となる

近年、臨床試験にPET,MRI,CT,SPECT,X線等といった医用画像の関連技術
の利用が活発になってきています。

マイクロンは医用画像の関連技術に関する人材の確保、ノウハウの集積、シス
テム化の推進および解析ソフトの開発、更に経験を重ね、機能の拡充を図っており、
国内では医用画像を活用した臨床試験をサポートする先駆的なイメージングCRO
であると自負しています。

特にPET技法の活用に関しましては、PET標識化合成,PET薬剤製造支援およびその体制構築支援からPET
臨床試験,画像解析まで、新薬開発を一貫してご支援でき、高付加価値なイメージング統合サービスを提供します。

今後は、新薬開発の国際化に対応すべく、国内はもとよりアジア圏におけるイメージングCROのリーディングカ
ンパニーとしての足場を固め、より新薬開発に貢献できるよう取り組んでまいります。
今後とも一層のご支援ご鞭撻をお願い申し上げます。

佐藤 道太



Business Overview

医薬品開発のためのイメージング統合サービスの提供とイメージングバイオマーカーの研究開発を行っています。

事業領域／サービス内容

イメージングバイオマーカーの探索

新規画像解析法の確立

画像解析ソフトウエア開発

臨床的な意義の確立

治験・臨床研究への応用

人々の健康と
医療の発展

画像解析サービス画像解析サービス

医薬品などの
臨床開発支援

Needs and Seeds

イメージングバイオマーカーの
研究開発

モニタリング
Imaging  CRA

画像解析

イメージング統合サービスイメージング統合サービス

施設支援

PET,MRI,CT...



PET技法の活用を機軸としたイメージングCROとして事業開始

平成17年 10月 神戸市中央区に会社設立

平成18年 1月 東京本社開設（台東区東上野）

平成18年 11月 神戸事業所開設（神戸市中央区）

平成19年 4月 東京本社移転（台東区台東）

平成19年 5月 J-ADNI研究に参加

平成20年 4月 本社移転（神戸市中央区）

平成20年 6月 大阪事業所開設（大阪市淀川区）

平成20年 8月 国立長寿医療センター 長寿脳科学研究部

  （現：独立行政法人　国立長寿医療研究センター　脳機能画像診断開発部）と業務提携

平成22年 4月 東京本社移転（中央区日本橋）

平成23年 5月 名古屋事業所開設（愛知県大府市）

平成23年 10月 EPS Global Research Pte Ltdと業務提携契約を締結

平成24年 4月 東京本社移転（千代田区丸の内）

平成24年 7月 本社を神戸より東京へ移転

平成24年 7月 PPC/A+と業務提携契約を締結

平成24年 8月 Prodia Dia CRO Laboratories社と業務提携契約を締結

平成25年 8月 PET撮像施設認証監査機関に指定

平成25年 9月 Keosys S.A.Sと包括的な業務提携契約を締結

平成25年 11月 神経心理検査「NPI 日本語版」の販売を開始

平成26年 1月 Biomedical Systems社との業務提携契約を締結

平成26年10月 Image Analysis Centerとの業務提携契約締結

平成27年 3月 VIRTUALSCOPICS社、IXICO社との業務提携契約締結

平成27年 10月 創立10周年を迎え、記念式典を開催

平成28年 1月 大阪事業所（大阪市淀川区）を増床

平成28年 5月 本社移転（中央区日本橋）

沿革

History



会社概要

会社名 株式会社 マイクロン
（M I C R O N：M o l e c u l a r  I m a g i n g  C R O  N e t w o r k）

代表取締役 佐藤　道太　　M i c h i t a  S a t o

設立日 2005年10月3日

E-mail info@micron-kobe.com

URL http://www.micron-kobe.com/

Senior Advisor（シニアアドバイザー）

所在地 〒103-0027
東京都中央区日本橋一丁目5番3号
日本橋西川ビル
TEL.03-6262-2830　　FAX.03-6262-2831　　
東京メトロ日本橋駅 徒歩1分
JR東京駅  徒歩9分

〒532-0003
大阪市淀川区宮原4丁目5-36
セントラル新大阪ビル6階
TEL.06-6399-0007　　FAX.06-6399-0008
大阪市営地下鉄御堂筋線 新大阪駅（4番出口） 徒歩8分

福井大学　名誉教授　　米倉  義晴

大 阪 支 社

本 社

..................
................................

.....

〒474-8511　
愛知県大府市森岡町七丁目430番地
国立研究開発法人　国立長寿医療研究センター 南病棟2階
TEL.0562-46-2105　　FAX.0562-46-2106
JR大府駅から知多バス「長寿医療センター」下車

名古屋事業所

Corporate Outl ine



臨床開発
Clinical Development

主なサービス内容

モニタリング・画像解析の一括受託によるメリット

企業治験

医師主導治験
臨床研究
信頼性調査対応
製造販売後臨床試験

抗アルツハイマー薬※　抗うつ薬※　脳腫瘍診断薬※　前立腺がん診断薬※　糖尿病
高脂血症　腎臓がん治療薬　骨粗鬆症薬　統合失調症治療薬　慢性副鼻腔炎治療薬※　
過敏性腸症候群　潰瘍性大腸炎　アトピー性皮膚炎など
心筋梗塞※　自己免疫疾患など
自己免疫疾患など
骨粗鬆症治療薬　抗リウマチ薬　抗がん剤
加齢黄斑変性症など

●モニタリング

弊社では、放射線技師、臨床心理士、看護師、CRC、薬剤師、臨床検査技師、
管理栄養士など、経験豊富なスペシャリストが活躍しております。
どのように特異な臨床試験に対しても、これらスペシャリストの知識と経験を活かして、
質の高い臨床試験をお約束いたします。

モニタリング実績 ※画像解析業務と合わせてモニタリング業務も一括受託した実績

Imaging CRA としての多彩な専門知識と高いスキルを用いて
医薬品及び医療機器の臨床試験をサポートします。

事前調査、施設選定、契約から症例登録の促進、
症例管理及び症例報告書の回収など、一連の
モニタリング業務を行います。

●画像解析
最先端の画像解析研究を行う一方、
臨床試験における解析サポートを行います。

●メディカルライティング

各種業務手順書の作成／改定や総括報告書の
作成などを行います。

●品質管理
モニタリング、画像解析における品質管理を行い、
臨床試験の品質を確保します。

同意取得時

治験開始時

DICOMデータの取扱に関するQuery
軽微なミスに関するQuery

撮像技術に関するQuery

左記のグラフが示すように、モニタリング
現場で画像を見ることで防ぐことのできる
Queryは全体の50%に上ります。

弊社ではモニタリングと画像解析業務の一
括受託を行っており、日本初のImaging 
CROとしてのノウハウを活かし、こうした
ミスをモニタリングの現場で未然に防ぐこ
とが可能です。



画像解析
Imaging Analysis

画像解析

独自の遠隔読影システムの提供

●CT・MRI・PET・OCT など
　様々なモダリティに対応
●核医学専門技師などの専門性をもった
　スタッフによる施設サポート

●NEMA/IEC ボディファントムによるがんFDG-PET/CT 撮像法ガイドラインに準じた撮像法の標準化
●経験豊富なスタッフによる目視確認を用いた画像の点検

悪性リンパ腫／乳癌／白血病／膀胱癌／結腸癌／軟部腫瘍／間質性肺炎／腎臓癌／直腸癌／卵巣癌／食道癌／

前立腺癌／肺癌／慢性副鼻腔炎／アルツハイマー／肺高血圧症／肺静脈径計測

画像解析を用いた主な実績

撮像から画像解析・読影会の開催まで
高い技術力でサポートします。

弊社が提供するシステムをご利用頂く
ことで、医療機関はインターネット回
線を通じていつでもデータをサーバー
に提出することができます。その際、
データは自動的に匿名化されるため、
医療機関での匿名化は原則不要とな
ります。

また、読影医はWeb上で読影するこ
とが可能になるため、緊急読影が必要
な場合にも、迅速に読影結果を治験依
頼者に報告することができます。

他にも、治験依頼者はいつでも点検や
読影の進捗状況を確認できるというメ
リットがあります。

弊社のシステムはRECIST ガイドラ
インに準拠しており、読影結果を自動
算出することも可能です。

血管径計測、網膜厚計測、脂肪計測、容積計測、脳機能解析等のサポートもご相談ください。



施設支援
Inst i tut ional Support

主なサービス内容

医療機関向け支援

製薬企業向け支援

PET薬剤製造の治験薬GMP体制構築支援（対医療機関）
・フルサポート：２施設
・標準業務手順書整備：１施設
・作業従事者派遣：２施設

＊当社は、日本核医学会によるPET撮像施設認証のための監査機関に指定されています。

PET治験薬製造立上及び製造モニタリング（対製薬企業）
・フルサポート：２（グローバル）
・コンサルタント：２（国内）

●PET薬剤製造施設支援
 （医療機関向けサービス）

非臨床PET試験、医薬品GMP（治験薬GMP）、PET薬剤製造（品質管理）、PET撮像、画像統計解析、
臨床研究支援、ICH-GCPなど、経験豊富なスペシャリストが、
PETを用いた治験、臨床研究において、治験（臨床研究）依頼者（製薬企業）、
治験（臨床研究）実施者（医療機関）向けのトータルソリューションを提供します。

PET薬剤製造に係わる当社実績

経験豊富なスペシャリストが
PETを用いた臨床研究をトータルにサポートします。

学会施設認証取得支援（コンサルティング）、
治験薬GMP体制構築維持支援、PET薬剤
製造支援、などを行います。

●多施設共同研究事務局支援

●PET治験薬製造立ち上げ支援
 （治験依頼者向けサービス）
候補施設選定支援、施設との契約サポート、
施設の事前調査、治験薬GMP体制構築支援、
製造技術移管支援、などを行います。

●PETを用いた治験臨床研究の総合支援
受容体占拠率臨床試験、画像統計解析、
PET撮像標準化、学会PET撮像施設認証取得
などの支援を行います。

試験実施計画書の作成、当局への申請書作成、
参加施設との調整、EDC構築、プロジェクトの管理
など幅広い事務局業務を通して研究の円滑な推進
を支援します。

PET薬剤製造
治験薬GMP体制構築・運用・保守、

ホットラボ運営・当局対応、製造オペレーター

治験、臨床研究
先進医療薬事対応、企業治験誘致・契約交渉、

臨床研究事務局対応

撮像、読影、画像解析
施設標準化・施設認証*、

PET画像解析、遠隔読影システム

PET薬剤製造
PET治験薬GMP体制構築、
PET薬剤製造技術移管支援

治験・臨床研究
PET薬剤製造施設選定、契約支援、

PET施設事前調査




