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1. 事業の概要 

中耳疾患治療手術における現在の課題は、手術前に耳小骨に関わる病態を予測できる検査が少なく、定

量的な基準に基づく術中診断が行えないことが挙げられる。そこで、術中使用可能な計測デバイス群を実

用化し、定量評価が可能な手術環境を構築すると共に、計測結果をオンラインで蓄積、データベース化す

る。これにより、最適な術式の提示や治療効果の術中評価を可能とする、診断・治療支援システムを構築

する。 

 

 

医工連携イノベーション推進事業
術中計測デバイスとデータベースから成る鼓室形成術支援システムの開発・事業化

安心・確実なイノベーティブ耳科手術の実現
第一医科株式会社・学校法人慶應義塾・国立大学法人 電気通信大学

株式会社リーデンス・有限会社メカノトランスフォーマ

R02-117

中耳疾患の治療成績改善へのイノベーション

中耳疾患手術の課題

第一医科㈱：みみ、はな、のど、めまいのエキスパート

⚫ 術前病態予測検査が少ない
⚫ 術中における病態把握と治療方針の決定が必要
⚫ 判断根拠は耳小骨の触診であり定量評価が困難
⚫ 術中における治療効果の確認が困難
⚫ 上記により，聴力改善が不十分な場合再手術へ

⚫ 耳小骨の可動性を術中定量的に確認可能なシス
テムを開発（写真1）

⚫ 定量的エビデンスに基づく治療方針決定支援
⚫ 術中の治療効果確認による再手術リスクの低減
⚫ 計測結果のデータベースを利用した診断・治療支
援によるイノベーティブ手術の実現（写真2）

Class Ⅲ
（想定）

「みみ、はな、のどを一番に考える みみ、はな、のどから一番
に求められる」をキーワードに、65年の歴史に支えられたブラ
ンド力、ドクターとの共同開発による新製品、在宅領域、海外
市場へ挑戦を続けるエキスパート集団。
(東京都文京区、資本金1200万円、従業員70人)

術中計測デバイス(写真１)

診断モジュール(写真2)

2020年10月時点

probe

computer

control unit

相談

申請

医療機関

慶應義塾大学病院
・計測デバイスの手術臨床活用
・安全かつ効果的な診断治療システムの構築
・治療技術の効率的伝承

製販企業
第一種製造販売業［13B1X00137］

医療機器製造業許可[13BZ006258]

第一医科 (株)
・計測デバイスの販売
・医療機関への供給、技術サポート
・医療現場からのニーズの把握
・学会等における啓蒙活動

医薬品医療機器総合機構
（PMDA）

助言

承認

顧客
（国内、欧州）

研究機関

電気通信大学大学院
情報理工学部

•各医療機器で収集されたデータの統合
•術中計測および診断・治療支援システムの開発

ものづくり中小企業

リーデンス (株)
•計測装置の筐体設計・制作
•計測装置のアセンブリ

橋渡し研究支援拠点
慶応大学病院

臨床研究推進センター

代表機関

PL

中

2020年10月時点

販売企業
高度管理医療機器等販売業

SL

補助事業実施体制

ものづくり中小企業

(有)メカノトランスフォーマ
•センサ・アクチュエータの設計・制作
•インターフェースソフトウエアの開発

中

計測実施機関
仙塩利府病院、東北大学病院
仙台中耳サージセンター

東京女子医大東医療センター
順天堂大学、愛媛大学、他

相談助言

データ提供

装置提供
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1.1 事業の目的 

我が国の医療現場では、中耳疾患に対して中耳を操作する鼓室形成術は以下の現状にあり,その治療成

績改善につながるイノベーションの余地は極めて大きい． 

1. 手術前に耳小骨に関わる病態を予測できる検査が少なく，真の病態の把握と治療方針の最終診

断は術中に行う必要がある 

2. 上記の判断は，医師が術中に探針で耳小骨を押し動かすこと（触診）でその可動性を評価してお

り，定量評価はできず属人的である 

3. 中耳の耳小骨連鎖を構造的に再建していても,その可動性確認は術者の感覚に大きく依存してお

り,術後に伝音が改善していないと判明することがある 

中耳疾患治療手術における現在の課題は，手術前に耳小骨に関わる病態を予測できる検査が少なく，定

量的な基準に基づく術中診断が行えないことが挙げられる． 

これら医療現場の課題・ニーズに対する解決策として，我々は，通常行われている触診よりも小さな動

きを耳小骨に与えることで可動性を評価でき，術中のベッドサイドに簡単に配置できる小型計測器の試

作機（以下，「本デバイス」と呼称）を開発しており，既に非臨床で良好なデータを取得している．これ

らの知見をもとに，以下のステップを経ることにより，従来法を革新する新たな手術環境を提供する． 

ステップ１：本デバイスを術中に医師が使用することで，耳小骨の可動性を鼓室形成術の途中で安全に

適時定量的に確認することを可能とし，術後成績の改善を実現する． 

ステップ２：本デバイスによる計測データや術前検査データ，およびコンピュータシミュレーションに

よる理論値をデータベース化し，手術前および手術中に参照することで，最適な術式を提示するアルゴリ

ズムを開発する．同時に，属人的な現在の治療方法に対してエビデンスに基づく新たな治療方針を日本耳

科学会(耳科手術と関連する学会)とともに構築することで，治療効果を術中に評価することが可能な診

断・治療支援システムを実現し，属人的な現状を革新する． 

中耳炎は世界的に多く見られる疾患で，WHO（世界保健機関）によると貧困の最大原因といわれてい

る．即ち，中耳炎による難聴で文盲になり職業につくことができないことが貧困を引き起こすとされてい

る．耳科手術において本申請開発装置を使用することにより，患者に対しては，Quality of Life の向上，

社会復帰の促進，15～20%とされる再手術リスクの低減，身体的・経済的負担の軽減（入院期間 9 日前

後，費用 14～20 万円）が期待できる．また，医師に対しては，「根拠に基づく医療(evidence-based 

medicine)」の推進，術後成績の向上・術者の格差縮小，手術技術の向上，および効率的な技能伝承が見

込まれるため，社会的な意義並びに波及効果がみられる． 

そこで本事業では，術中使用可能な計測デバイス群を実用化し，定量評価が可能な手術環境を構築する

と共に，計測結果をオンラインで蓄積，データベース化する．これにより，最適な術式の提示や治療効果

の術中評価を可能とする，診断・治療支援システムを構築する． 

耳小骨可動性および中耳伝音機能を術中に計測・定量化することによって，これまで経験・感覚に頼っ

ていた治療法選択を，明確なエビデンスに基づいて行うことができるようになる．また，治療効果の確認

を術中に行うことができるようになるため，術後成績の向上や再手術リスクを低減させることが可能と

なる．更に，ＡＩ技術を用い，これら計測データを，臨床知見や計測・解析結果で構成されるデータベー

スとリアルタイムに照合することで，術中に手術支援を行うことが可能となる点が革新的である．本申請

では耳科手術を対象として研究開発を行うが，このような術中計測結果やその治療による変化を，多くの

症例・理論から構築されるデータベースと照合することで最適な治療法を提案し，その治療効果を術中に

評価する手法は，今後の医療の主流となっていくものと考えられる． 
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・国内薬事申請：令和 5 年 5 月 

・国内上市：令和 5 年 11 月 

・海外薬事申請：令和 6 年 6 月（申請国:CE） 

・海外上市：令和 6 年 12 月（上市国: 欧州） 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関 ：第一医科株式会社 

PL： 池上 元（第一医科株式会社） 

SL： 神崎 晶（学校法人 慶應義塾） 

共同体： ①学校法人 慶應義塾 

  ②国立大学法人 電気通信大学 

       ③株式会社リーデンス 

        ④有限会社 メカノトランスフォーマ 
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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) 医療機器等の種類 

機器等の種類 ※未確認 クラス分類 クラスⅢ(予定) 

製品名 
耳小骨可動性計測装置(予

定) 
分類名称（一般的名称） 

新医療機器のため該当名称

無し 

対象疾患 
鼓室硬化症、耳硬化症など 

伝音難聴耳 
届出／認証／承認 承認 

想定される販売先 大学病院、中隔病院他 新／改良／後発 新医療機器 

使用目的又は効果 

術中に耳小骨の可動性および中耳伝音特性を定量的に計測し，データベースを構築・参照

することで，最適な術式提案と治療効果の術中評価を行う．これにより，手術後成績の向

上・安定化と再手術リスクを低減すると共に医師負担も軽減する． 

薬事申請予定者 第一医科株式会社 医療機器製造販売業許可 13B1X00137 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

第一医科株式会社 医療機器製造業許可 13BZ006258 

 業許可  

 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 

 大学病院、中核病院他 欧州 

薬事申請時期 令和 5（2023）年 5 月 令和 6（2024）年 6 月 

上市時期 令和 5（2023）年 11 月 令和 6（2024）年 12 月 

想定売上（上市後 3 年目） 1.5 億円／年（令和 8（2026）年時点） 0.9 億円／年（令和 9（2027）年時点） 

市場規模（上市後 3 年目） 6 億円／年（令和 8（2026）年時点） 12 億円／年（令和 9（2027）年時点） 

想定シェア（上市後 3 年

目） 
50％（令和 8（2026）年時点） 13％（令和 9（2027）年時点） 

注記：市場規模は本製品のみ（競合製品の開発は進んでいないと認識している） 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

装置構成（図 1-2-1）： 

１．計測プローブ（耳科用探針，小型振動子，力センサ，アンプ） 

２．コントローラ（電源，アンプ，AD/DA コンバータ，制御・通信ブロック） 

３．制御用 PC（刺激波形生成，計測データ表示とデータベース化） 

４．電極および生体アンプ（蝸牛マイクロホン電位計測用サブシステム） 

 

動作と計測データ： 

＜耳小骨可動性計測＞ プローブ内の力センサ一体型高精度振動子により微小振動している探針先端

を耳小骨に当て，その反力を力センサにより計測する．その反力の大きさから耳小骨の可動性（コンプ

ライアンス）を計測する（図 1-2-2）． 

＜中耳伝音特性計測＞ 探針先端を耳小骨の任意の部位に接触させ，加振を行った場合の蝸牛マイク

ロホン電位を蝸牛窓に置いた電極により計測することで，加振点から蝸牛までの伝音効率を計測する

（図 1-2-2）． 

＜診断・治療支援＞ 術前計測結果，術中可動性・伝音特性計測結果，術後成績，理論解析結果等のデ

ータを蓄積したデータベースを構築し，これを参照しつつ，術中に疾患部位診断，最適術式提示，治療

効果確認を行う（図 1-2-3）． 
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図 1-2-1 計測システム写真 図 1-2-2 計測イメージ 

 

 

図 1-2-3 手術支援システム概念図 
 

 
  

probe 

 

control unit 
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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 

・対象症例は鼓室硬化症，耳硬化症など，伝音再建を必要とする伝音難聴耳である． 

・装置のユーザーとしては，普及初期段階としては，高度な耳科手術の実施とその責任を担う，全国の

大学附属病院や各地の中核治療施設を想定している． 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

本申請研究開発機器による検査を必用とするような，伝音再建を要する手術件数は慶應大学病院で

年間 120 件ほどであり，全国の合計は約 17,000 件（地方厚生局への届け出のあった手術件数 2013

年 1 月〜12 月)である．全米では約 70,000 件余りに上る．発展途上国では患者数がさらに多いため，

ニーズは高いものと考えられる． 

注記：市場規模は本製品のみ（競合製品の開発は進んでいないと認識している） 
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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 

競合機器 1:Polytec 社：レーザー振動計/薬事未承認品である。 

競合機器 2:リオン株式会社：電磁式振動子(未上市)/ 

 

 耳小骨可動性定量化方法に関する従来手法と提案手法の比較 

 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） 

海外製品は高額及び大型の為、設置可能な医療施設は非常に限られている。 

また、国産品は可聴領域の大きな振動刺激を耳小骨に与えるため、蝸牛障害を起こすことが危惧され、

現在では開発は進んでいない。 

 
計測

方式 

測定周波数帯

域 

価

格 
設置性 

精

度 
耐久性 

要求 

スキル 
その他 

レーザー 

振動計 

(Polvtec社) 

非接

触型 
～20 MHz × × ◎ 

○（5年を目途に

メーカーによる校

正必用） 

要 
別途音源の 

準備が必要 

電磁式 

振動子 

(愛媛・リオン) 

接触

型 
2 kHz ○ ○ △ △ 要 

✕（振動刺激に

より蝸牛障害の

可能性がある） 

可動性 

計測装置 

(本開発) 

接触

型 
～10 kHz ○ ◎ ○ 

○ 

（探針の交換可） 
不要 

既存の他装置と

組み合わせて用

途拡大可 

 提案機器 競合機器１ 競合機器２ 

メーカー 第一医科株式会社 Polytec社 リオン株式会社 

概要 耳小骨可動性計測装置 レーザー振動計 電磁式振動子 

（未上市） 

型式 IMSAP   

特徴 既存の他装置と組み合

わせて用途拡大可 

別途音源の準備が必要 振動刺激により蝸牛障害

の可能性がある 

国内市場規模  薬事未承認 非該当 

国内シェア  薬事未承認 非該当 

海外市場規模  不明 非該当 

海外シェア  不明 非該当 

売価 \3,000,000-（仮） 不明 非該当 

保険償還 点数 未収載 不明 非該当 

クラス分類 Ⅲ 不明 非該当 



 

1 

 

1.4 上市（投資回収）に至るまでのプロセス（事業計画） 

(1) 補助期間後を含めた事業計画の概要 

R01(2019)年度 R02(2020)年度 R03(2021)年度 R04(2022)年度 R05(2023)年度 R06(2024)年度 R07(2025)年度 R08(2026)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

試作機開発・改良
【製品名】

量産機開発
【製品名】

臨床研究

薬事申請

知財対応

販売戦略

上市時期

スケジュール変更理由

事業の実施内容

1.製品開発評価
①1次試作機開発
②動物実験・ご遺体計測
③製品安全試験・EMC試験
④リスクマネジメント
⑤診断モジュール開発
⑥量産試作
3.薬事戦略
①薬事相談（PMDA対面助言）
4.知財戦略
①知財調査

1.製品開発評価
①1次試作機開発
②動物実験・ご遺体計測
③製品安全試験・EMC試験
④リスクマネジメント
⑤診断モジュール開発
⑥量産試作
2.臨床研究
3.薬事戦略
①薬事相談
②第三者認証機関への相談
4.知財戦略
①知財調査
②出願準備・出願
5.製造・サービス戦略
①体制構築
②製造技術開発
6.販売戦略
①販売戦略検討

試作品開発 評価コンセプト設計
製品展開

製品改良
動物実験

治験、臨床研究

業許可取得

クラス・一般的名称確認
対面助言 対面助言

申請準備

国内特許出願 知財交渉

知財調査

製造体制構築、製造技術開発

量産

サービス体制構築 サービス対応

市場調査 販売体制検討・国内販売チャネル決定
販売計画書作成

海外販売チャネル決定

PCT出願

R3.9製品仕様決定

R6.5各国の特許出願に移行

R5.5国内薬事申請

R6.6CE申請

量産試作 評価量産試作 評価

R6.12欧州上市

申請準備

R5.11国内上市



 

2 

(2) 投資回収計画 

初期段階（初年度～3 年度）は国内コアターゲットの中でも，慶応大，順天堂大，日本大，自治医科大

（埼玉医療センター）など，これまで研究交流のある近隣大学病院や全国から患者が集まる著名な治療

施 設（仙台・中耳サージセンター）への導入を計り，初年度 20 台，2 年度 30 台，3 年度 50 台と段階

的に導入を計画し国内コアターゲットのシェア 5 割を目指す．同時にその有用性を耳科学会，耳鼻咽喉

科学会等を通じて全国に認知させることにより，4 年度には本格的に国内ターゲットへ活動の場を広げ、 

5 年度に国内全体ターゲットのシェア 5 割(5 年累計 400 台）の導入を計画する． 

販売価格の根拠として目的は違うが，聴力関連の検査機器と同等の販売価格を考慮し，本装置は 300

万円を想定した．初年度に 6 千万円、5 年度に累計 12 億円の売上を計画する． 

 

 ① 国内 

 R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

R10 

(2028) 

R11 

(2029) 

薬事申請時期    ●       

上市時期    ●       

支出額（単位：億円） 0.62 0.69 0.71 0.73 0.85 1.18 1.76 3.02 3.02 3.02 

 うち補助対象 0.41 0.46 0.47 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.21 0.23 0.24 0.73 0.85 1.18 1.76 3.02 3.02 3.02 

売上高（単位：億円） － － － 0.60 0.90 1.50 3.00 6.00 6.00 6.00 

販売数量（単位：台） － － － 20 30 50 100 200 200 200 

 ② 海外 

 R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

R10 

(2028) 

R11 

(2029) 

薬事申請時期     ●      

上市時期     ●      

支出額（単位：億円） 0.62 0.69 0.71 0.20 0.20 0.73 0.85 1.18 1.76 3.02 

 うち補助対象 0.41 0.46 0.47 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.21 0.23 0.24 0.20 0.20 0.73 0.85 1.18 1.76 3.02 

売上高（単位：億円） － － － － 0.00 0.60 0.90 1.50 3.00 6.00 

販売数量（単位：台） － － － － 0 20 30 50 100 200 

 ③ 国内・海外合計 

 R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

R10 

(2028) 

R11 

(2029) 

支出額（単位：億円） 0.62 0.69 0.71 0.93 1.05 1.91 2.61 4.20 4.78 6.04 

 うち補助対象 0.41 0.46 0.47 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.21 0.23 0.24 0.93 1.05 1.91 2.61 4.20 4.78 6.04 

売上高（単位：億円） － － － 0.60 0.90 2.40 3.90 7.50 9.00 12.00 

販売数量（単位：台） － － － 20 30 70 130 250 300 400 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 
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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 

第一医科株式会社は医療機器製造販売業者として機器の製造販売を行い，株式会社リーデンス，有限会

社メカノトランスフォーマはものづくり企業として，装置の製造，部品供給を行う． 

また，第一医科株式会社は医療機器販売企業 100 社以上へ医療機器の販売実績がある． 

第一医科株式会社，株式会社リーデンス，有限会社メカノトランスフォーマは共同研究契約締結済み． 

 

 1) 売れ続けるためのビジネスの”仕組み” 

医療機器販売企業100社以上の実績、及び既にある耳鼻咽喉科向け医療機器のチャネルを活用しつつ、

市場調査や広報活動を行い、より多くの施設への PR 活動や学会活動でのブランディング確立を目指す。 

これまでにない新医療機器となる為、トレーニング、メンテナンスを含め学会などでのアカデミックセ

ールス活動を行う。 

 

 2) ビジネス体制 

  

直接又は卸売販売

製販企業
第一種製造販売業[13B1X00137]
医療機器製造業許可[13BZ006258]

第一医科(株)
• デバイス設計・開発
• 安全性・信頼性確立
• 実用化研究推進

顧客
（国内）

2020年10月時点

上市後のビジネス体制

PL
ものづくり中小企業

(有)メカノトランスフォーマ
•センサ・アクチュエータの設計・制作
•インターフェースソフトの開発・改良

中

ものづくり中小企業

(株)リーデンス
•計測装置の筐体設計・制作
•計測装置のアセンブリ
•計測装置の要素技術の見直し
•コストの最適化

販売企業
高度管理医療機器等販売業

医療機関

・計測デバイスの手術臨床活用
・安全かつ効果的な診断治療シス

テムの構築
・治療技術の効率的伝承

中

代表機関
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(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

⚫ PMDA 対面助言に向けて，関連機関と協議． 

 

⚫ 日本耳鼻咽喉科学会，聴覚医学会，日本耳科学会等にて本装置の有効性についての発表を検討． 

 

 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） 

公開特許情報の確認と出願済特許の審査請求を実施． 

 

⚫ 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 

拒絶理由通知への対応として，資料や図面の作成を行った． 

 

 

 3) 開発戦略検討状況 

⚫ 開発リスクの明確化と対応 

1 次試作機を用いて EMC 試験，製品安全試験を行い，規格を満たすことを確認する予定． 

 

⚫ 薬事申請に必要なエビデンス収集 

耳小骨模型による計測における様々な経歴の耳鼻咽喉科医師の触診時における耳小骨への探針の当

て方，加えている力などの計測データを多数収集でき，装置の実用化上，有益な知見が得られた 

得られたデータを元に，定量的な計測データを得られるプローブの形状を決定し，製作を進める． 

 

 4) 販売戦略等 

⚫ 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

日本聴覚医学会、日本耳科学会に参加し，可動性計測装置のニーズやマーケット調査を目的として

関連演題を聴講した． 

 

⚫ アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

実際の計測の様子を動画撮影し，その画像から探針の位置を確認する画像処理プログラムを検討． 

 

⚫ QMS 等の品質保証体制 

第一医科株式会社の QMS 体制のもと，株式会社リーデンス，有限会社メカノトランスフォーマが

製造を行う． 

 

⚫ 広報・普及計画 

日本耳鼻咽喉科学会，日本聴覚医学会，日本耳科学会等にて本装置の有効性についての発表を検討． 
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 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新医療機器としてのクラス分類の判断 

②治験の要否、規模の検討。新医療機器であるが、

後発・改良医療機器として治験の有無 

① PMDA 相談を行い、可動性計測装置の適切なク

ラス分類を判断する。 

② PMDA 相談により、可動性計測装置の位置づけ

を確認する。 

知財 ① 権利化可能な知的財産の判断 ①公開のデメリットを考慮し、個別の判断 

技術 ・

評価 

①コロナ禍でのご遺体計測、動物実験の現状 

②計測データの安定性を向上させるための可動

性計測装置のブラッシュアップ 

① 耳小骨モデルを用いた代替計測を行うと共

に、緩やかな緩和により徐々に進める。 

② ヒンジ形状や探針取付方法の検討及びプロー

ブ重心位置の検証を行い、定量的なデータを

得られる仕組みを構築する。 

その他

事業化

全般 

①最適な事業化計画の策定 

②販路拡大のため、保険収載に向けた活動 

 

① 事業化や薬事に詳しいコンサルタント等、第

三者が入った中で議論。 

② 学会の協力を仰ぎ、戦略を検討する。具体的に

は日本耳科学会、日本聴覚医学会、日本耳鼻咽

喉科学会において、有効性を共有し、保険診療

を行えるよう調整を行う。また、国内主要施設

だけでなく、海外展開を視野にいれた計画を

策定する。 
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1.6 令和 2 年度補助事業の成果概要 

(1) 補助事業の事業概要 

令和２年度は可動性が既知の耳小骨模型を作成し，プローブを用いてその可動性を繰り返し複数人で計測し，繰り返し精度と計測者による数値の

ばらつきを検証し，プローブの改良を行う．実験動物（モルモット）を対象とし，開発したプローブによる耳小骨可動性計測を行い，可動性計測結果

と ABR 閾値との間に相関があることを示す．同時に，これらの計測を通し，ハードウエア，ソフトウエアの問題点の洗い出しと改良を行い，手術支

援プロトコルについても検討を行う．薬事戦略は PMDA 相談を実施し，申請に必要なパッケージを明確にする．知財戦略は術後成績の向上・術者の

格差縮小，手術技術の向上・技能の伝承が見込まれる途上国への出願を検討する。 

 

(2) 補助事業終了時までに完成する試作品の概要 

試作品名 概要 

耳小骨可動性計測装置 プローブ内の力センサ一体型高精度振動子により微小振動している探針先端を耳小骨に当て，その反力を力セ

ンサにより計測する．その反力の大きさから耳小骨の可動性（コンプライアンス）を計測する 

中耳伝音特性計測装置 探針先端を耳小骨の任意の部位に接触させ，加振を行った場合の蝸牛マイクロホン電位を蝸牛窓に置いた電極

により計測することで，加振点から蝸牛までの伝音効率を計測する 

診断・治療支援システム 術前計測結果，術中可動性・伝音特性計測結果，術後成績，理論解析結果等のデータを蓄積したデータベース

を構築し，これを参照しつつ，術中に疾患部位診断，最適術式提示，治療効果確認を行う 

 

(3) 令和 2年度の補助事業の成果と今後検討すべき課題 

令和 2 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 製品開発評価 

1)1 次試作機開発 

（第一医科） 

改良項目を取りまとめ、分担機関であるリー

デンス、メカノトランスフォーマと協働で精

度・確度の高い試作機を開発する。関連学会

にて演題発表を行い、また聴講で動向・変化

の把握に努める。 

令和 3 年 3 月試作機 5 台作成 

 

 

▶ 

【進捗 80％：〇】 

 

【進捗 80％：○】（第一医科） 

定量的な計測結果が得られるようにするため、 

計測プローブ内の探針取付用ヒンジカートリッジ

における現在の問題点や改善点、力センサのチャー

ジアンプ周波数の計測範囲の検討を行い、リーデン

ス、メカノトランスフォーマを含め定例ミーティン

グ時に情報交換を行った。関連学会会場で本装置の

体験使用・意見収集を行い、貴重な情報を得た。 

12/2 に電通大にて今年度初の対面での定例ミーテ

ィングを行った。プローブ形状の検討に加え、探針

の先端形状の検討を行った。 

▶ 

 

 

（第一医科） 

課題を洗い出し、良質なデータが得られるよう

に、各パーツ形状や材質も含め、関係機関と打

ち合わせを行い、製品化へ向けて改善をしてい

く。 

探針先端形状が現行の製品よりも鈍状のもの

で計測を試みる。 
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令和 2 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 

 

（慶應義塾大） 

術中に患者の計測を行うことを想定した条

件下で、複数の術者により装置を試用するこ

とで、装置のデザインや機能，ユーザインタ

ーフェースについて改善方法の検討を行い

臨床で必要とされる装置の仕様を決定する。

関連学会にて演題発表を行い、また聴講で動

向・変化の把握に努める。 

令和 2 年 10 月 

臨床的立場からの装置仕様の決定 

 

（電気通信大学） 

ばねと樹脂製耳小骨から成る人工耳小骨、

および耳小骨や中耳靭帯を考慮した中耳モ

デルを作成し、可動性計測を行うことで、

計測装置の精度・確度を計測する。更に計

測者によるばらつきの程度を定量化する。

これらの計測指標を基に、装置の改良指針

を決定する。関連学会にて演題発表を行

い、また聴講で動向・変化の把握に努め

る。 

令和 2 年 10 月 

装置改良指針の決定 

 

 

 

（リーデンス） 

プローブ内部機構および筐体の改良を行い

改良型プローブのアッセンブリを行う。改良

 

【進捗 80％：〇】（慶應義塾大） 

計測プローブの外形形状・寸法、術中使用方法、洗

浄滅菌対応等について関係機関で協議した。プロー

ブ改良後、人工耳小骨等を用いて複数の術者で試用

する予定。さらにソフトウエアの測定項目や画面イ

メージについても検討し、複数の術者による試験運

用について調整中。また術者が耳小骨を押す力の計

測実験を計画中。日本耳鼻咽喉科学会、聴覚医学会、

耳科学会では本装置に関する発表を行い、特に耳科

学会では理事長に装置の有用性をアピールし、主要

医師への啓蒙活動を行った。 

 

 

【進捗 80％：〇】（電気通信大学） 

探針取付用ヒンジカートリッジの着脱により、ヒン

ジの変形やカートリッジ設置個所の摩耗が問題と

なった。このためヒンジカートリッジの改良を行っ

ている。ヒンジ保護機構の追加やカートリッジ固定

方法を実験的に検討中で計測装置の精度・確度向上

を目指す。改良後、人工耳小骨や中耳モデルを用い

て可動性計測、計測者による計測ばらつきの定量化

を行う予定。また術者が耳小骨を押す力の計測に本

計測装置を適用するため、低周波数での計測を実施

した。関連学会会場で本装置の体験使用・意見収集

を行った。 

12/2 に本学にて web と対面のハイブリッド定例ミ

ーティングを行った。耳科学会での実地報告を行っ

た。計測装置を用い、プローブの持ち方によるデー

タの変化、ハイスピードカメラを用いた縦方向のバ

ネのブレを確認した。 

 

【進捗 80％：〇】（リーデンス） 

プローブの重要機能となるヒンジ機構についてヒ

ンジ部の破損防止と耐久性向上、また、探針の脱着

方式において医療関係者による操作の簡便化を狙

 

（慶應義塾大） 

臨床研究は本学倫理委員会で承認されており、

機器の準備次第でいつでも開始可能である。 

学会報告を行いながら、学会にも相談し、本機

器の薬事申請、保険償還について学会の支援を

得ていくよう依頼をしている。 

 

 

 

 

 

 

 

（電気通信大学） 

計測者により、計測数値にばらつきが見られる

ため、機構の改良に加え、計測周波数について

も検討を行っている。計測周波数を現状の

20Hzよりも高い 30Hz程度にした場合にばらつ

きの程度に改善が見られたため、現在、最適周

波数を選定中である。新型コロナウイルス感染

防止対応により大学が閉鎖されていたため、検

討に遅れが出ているものの、10 月より通常状

態となったため、今後挽回していく。 

手術時の耳小骨への探針の当て方や角度など、

可動性計測方法を検討する。また、顕微鏡下で

のデータの差異などもご遺体計測時等検証す

る。 

 

 

 

 

（リーデンス） 

改良試作品を製作した後、評価を行い、それに

よって得られた知見を基に装置の詳細設計を

行う。また、関連学会会場での体験使用により、
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令和 2 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 

は必要に応じて行いつつ最終仕様を作成す

る。関連学会にて演題発表を行い、また聴講

で動向・変化の把握に努める。 

令和 3 年 3 月 

新型プローブ 5 台作成 

 

 

 

 

（メカノトランスフォーマ） 

様々な使用状況を考慮し、耳小骨駆動用アク

チュエータとセンサの精密動作計測を行い、

その結果を基に改良を行う。改良は必要に応

じて行い、最終仕様のアクチュエータ、セン

サを作成する。関連学会にて演題発表を行

い、また聴講で動向・変化の把握に努める。 

令和 3 年 3 月 

最終仕様のアクチュエータ・センサ 5 台作成 

 

2)動物実験・ご遺体計測 

（第一医科） 

慶應大、電通大と協働し、耳小骨モデル、動

物計測、ご遺体計測を行い、開発装置の実用

度の評価を行う。 

令和 3 年 3 月 

動物実験 10 件、献体計測 5 件の実施 

（慶應義塾大） 

第一医科、電通大と協働し、耳小骨モデル、

動物計測、およびご遺体計測を通して、開発

装置の実用度の評価を行う。評価指標として

い、設計改良を行っている。改良原案を 7 パターン

用意し、改善効果の検証を行い、設計案を絞り込み、

試作品の製作を行っている。完成後はその機能評価

を行い、実機への設計展開を図る。 

尚、関連学会会場で本装置の体験使用を行い、重量

感、持ちやすさ、操作性等について・意見収集を行

った。設計に反映する余地があると思われる。 

12/2 に電通大にて今年度初の対面での定例ミーテ

ィングを行った。ヒンジ保護機構検証モデルについ

て報告し、その形状については評価を得た。 

 

【進捗 80％：○】（メカノトランスフォーマ） 

より静的な力を計測できるようにするために、力セ

ンサのチャージアンプの定数について、シミュレー

ションを行った。そのシミュレーション結果に基づ

き、チャージアンプの回路定数の改造を行った。そ

の結果、周波数の計測範囲を 2Hz から 0.5Hz まで

低下させることができた。それに伴い、コントロー

ラのソフトウエアの修正も行った。関連学会会場で

本装置の体験使用・意見収集を行った。 

12/2 定例ミーティングに web で参加した。改良型

センサの検証方法を共有した。 

 

 

【進捗 50％：△】（第一医科） 

慶應義塾大学の入校について制限があったため、動

物実験、ご遺体計測を行っていない。その分、次回

の計測実験のために測定プローブの精度を上げる

テスト、協議を行った。 

 

 

【進捗 30％：×】（慶應義塾大） 

大学の入校やご遺体計測に制限があったため、現時

点では計測実験を行っていない。プローブの改良に

合わせて動物計測、ご遺体計測を行うため現在、手

配調整中。開発装置の実用度の評価について、関係

医師より得られた意見や感想も設計に反映さ

せる。 

これらにより、臨床評価に使用できる装置の製

作を進めて行く。尚、部品やユニットのバラつ

きが低減できるよう設計段階での検討を十分

に行う予定である。 

ヒンジ保護機構検証モデルは滅菌不可樹脂

(POM)で作成したが、製品は耐熱樹脂の検討が

必要である。 

 

 

（メカノトランスフォーマ） 

他の材料系力のセンサについて、調査を行い、

現状の力センサと比較し、改善を図っていく予

定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（慶應義塾大） 

まもなくコロナ感染におけるご遺体のマニュ

アルが完成し、再開のめどがたつ予定である。 

ご遺体計測実施の目途がたち、1/14 実施予定。 
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令和 2 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 

は、計測値の確度と精度が十分得られてお

り、10dB程度の聴力の差が予測可能であるこ

と、かつ計測者の依存度が数%以内であるこ

とを目標とする。 

令和 3 年 3 月 

動物実験 10 件、献体計測 5 件の実施 

 

（電気通信大学） 

慶應大、第一医科と協働し、耳小骨モデル、

動物・ご遺体を対象とした計測装置の評価を

行う。同時に装置の改良指針を明確化し、具

体的な改良法について検討する。 

令和 2 年 12 月 

要改良項目の明確化と具体的改良法の提示 

 

 

 

 

3)製品安全試験・EMC 試験 

（第一医科） 

第三者機関にて製品安全試験・EMC 試験を実

施し、装置が安全基準を満たすことを確認す

る。 

令和 3 年 3 月 

製品安全・電磁両立性の確認 

（電気通信大学） 

第三者機関にて実施する製品安全試験・EMC

試験に立ち会い、改善方法等について指導を

受けると共に、装置改良の方法について検討

する。 

機関と再検討を実施し、患者のメリットや再手術に

関して意見交換した。 

 

 

 

 

 

【進捗 50％：△】（電気通信大学） 

大学からの出張に制限があったため、慶応大学での

計測実験は行っていない。10 月以降の動物計測、

ご遺体計測について慶応大学と調整中。プローブの

改良を進め、フレーム構成やセンサ受部の機構につ

いて関係機関と協議した。今後、人工耳小骨を用い

た可動性計測実験を行い、改良の効果を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

【進捗 80％：〇】（第一医科） 

関係機関とテスト、調整を行い、装置の改良を進め

ながら、製品安全試験、EMC 試験のプリチェックを

行った。 

 

 

 

【進捗 80％：〇】（電気通信大学） 

装置改良を進めながら、製品安全試験、EMC 試験を

行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第一医科） 

一次試作機の仕様を早々に決定し、量産試作に

向けた製品安全試験、EMC 試験を行う。 

 

 

 

 

（電気通信大学） 

一次試作機の仕様を早々に決定し、量産試作に

向けた製品安全試験、EMC 試験を行う。 
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令和 2 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 

令和 3 年 3 月 

製品安全・電磁両立性の確認 

（メカノトランスフォーマ） 

製品安全試験・EMC 試験への適合をめざした

プローブ、およびコントローラの改良を行

う。さらに、温度変化、湿度変化に対する試

験、衝撃試験も行い、装置全体の安全性を確

保する。 

製品安全・電磁両立性の確保 

 

 

4)リスクマネジメント 

（第一医科） 

本装置使用全般に関するリスクマネジメン

ト分析を行い、現状の問題点を把握する。 

令和 3 年 3 月 

リスクマネジメント表の作成 

（慶應義塾大） 

臨床におけるリスクマネジメント分析を行

い、問題点を洗い出す。 

臨床におけるリスクマネジメント表の作成 

（電気通信大学） 

ハードウエア、ソフトウエアに関するリスク

マネジメント分析を行い、現状の問題点を把

握する。 

ハードウエア，ソフトウエアに関するリスク

マネジメント表の作成 

（リーデンス） 

プローブ機構についてのリスクマネジメン

ト分析を行い、現状の問題点を把握する。 

 

【進捗 80％：○】（メカノトランスフォーマ） 

恒温槽にて、環境温度を 10℃～50℃(10℃刻みで)

まで変動させ、プローブを空打ちにし、力センサの

出力を確認した。それぞれの温度条件で１時間放置

した上で、データの取得を行った。この実験を実施

することで、プローブ全体（力センサ、チャージア

ンプ及びアクチュエータ）の温度の変動による影響

を確認できたが、今後同じ実験を実施し、再現性を

確認していく予定である。装置改良を進めながら、

製品安全試験、EMC 試験を行った。 

 

 

 

【進捗 60％：△】（第一医科） 

リスクマネジメント表を作成するため、リストアッ

プするべき内容について各関係機関と協議を行い、

仕様についての資料を受け取った。 

 

 

【進捗 60％：△】（慶應義塾大） 

リスクマネジメントの対象とする開発装置、プロー

ブ形状等について明確にし、関係機関と情報共有し

た。 

 

【進捗 60％：△】（電気通信大学） 

リスクマネジメント対象となる本開発装置及びソ

フトウエアに関する仕様について関係機関と協議

した。 

 

 

 

【進捗 60％：△】（リーデンス） 

プローブ筐体についての仕様の整理を行ない、検討

資料の作成を行った。資料は関係機関へ展開した。 

 

 

（メカノトランスフォーマ） 

信頼性評価を行う装置を取り揃い、信頼性評価

例えば①漏れ電流の計測や②耐圧の確認や③

恒温槽温度サイクル試験など進める予定であ

る。 

改良型センサにおいても同様の試験をしてい

く予定である。 

 

 

 

 

 

（第一医科） 

リスクマネジメント分析を行い、資料を作成す

る。 

 

 

 

（慶應義塾大） 

手術前後の聴力評価、患者の状態を検討、解析

を行い、問題点があれば対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（リーデンス） 

プローブ機構についてのリスクマネジメント

の分析・協議を関係機関と更に進め、必要な検

証作業や図面などの資料作成を行う。 
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令和 2 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 

プローブ機構に関するリスクマネジメント

表の作成 

（メカノトランスフォーマ） 

プローブ・コントローラについてのリスクマ

ネジメント分析を行い、現状の問題点を把握

する。 

令和 3 年 3 月 

プローブ・コントローラについてのリスクマ

ネジメント表の作成 

 

 

5)診断モジュール開発 

（第一医科） 

電通大、慶應大と協働し、AI による診断モジ

ュール開発に関し、実装への課題を検討す

る。  

令和 3 年 3 月 

疑似データによる AI モジュール評価、診断

プロトコルの決定。 

（慶應義塾大） 

手術支援として重要な項目を順位付けし、そ

の項目を支援するための根拠となる定量的・

定性的試験結果（聴力検査、耳小骨可動性，

伝音特性など）の整理を行う。様々な疾患を

模した中耳モデルを用いて可動性計測を行

い、それらの計測値から疾患が推定可能かど

うかを検討する。 

手術支援内容の確定，エビデンスデータの決

定 

（電気通信大学） 

 

 

【進捗 60％：△】（メカノトランスフォーマ） 

アクチュエータ及びコントローラの仕様を整理し、

各関係機関に情報を共有した。リスクマネジメント

対象となる本開発装置及びソフトウエアに関する

仕様について関係機関と協議した。 

 

 

 

 

 

 

 

【進捗 80％：〇】（第一医科） 

関係機関と協議し、AI 診断モジュールの仕様及び

プログラムの内容を検討した。 

AI 診断プログラムの教師なし学習について、構築

イメージを確認。 

 

 

 

【進捗 80％：〇】（慶應義塾大） 

手術支援に必要な項目や術中に即した計測時間・回

数等について検討した。またソフトウエアの操作画

面、操作方法の仕様について関係機関と協議・決定

した。ソフトウエア完成後、試験運用して仕様を確

認する。 

 

 

 

 

 

 

【進捗 80％：〇】（電気通信大学） 

有限要素モデルを用いて耳小骨の可動性をコンプ

 

（メカノトランスフォーマ） 

引き続き、プローブ・コントローラについての

リスクマネジメント分析を行い、現状の問題点

を把握する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（慶應義塾大） 

ご遺体計測で、仕様を見積もるが、さらに手術

室で実際の運用について仕様を検討する必要

がある。 
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令和 2 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 

有限要素モデルおよび耳小骨模型の靭帯・筋

腱の剛性を様々に変化させ、可動性と伝音特

性のデータを作成する。そのデータに対し、

教師無し学習を実施し、階層クラスタリング

を行い、可動性および伝音特性計測により、

どのような疾患が判別可能であるかの予測

を行う。なお、これらを検討する際のコンサ

ルティングおよびソフトウエア作成につい

ては外注により行う。 

疑似データによる AI モジュール評価，診断

プロトコルの決定 

ライアンスとして定量化し固着部位とその程度に

ついて明らかにした。数値計算によるデータ、計測

データ、検査データ等を組み合わせて診断する AI

モジュールの仕様について関係機関と協議した。今

後は、各データを用いて開発した AI 診断モジュー

ルプログラムの仕様を確認する。 

AI 診断プログラムの教師なし学習について、構築

イメージを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 薬事戦略 

1)薬事相談（PMDA 対面助言） 

（第一医科） 

PMDA と打合せを重ねながら、非臨床試験

項目の策定を行い、準備すべき計測データセ

ットを決定する。慶應大、電通大と協働し、

必要なデータセットを収集，取りまとめを行

う。これらにより、本開発装置が術後成績の

向上および最適な術式プロトコルの決定に

資することを明確化する。 

令和 3 年 3 月 

proof of concept (POC)の取得 

 

（慶應義塾大） 

PMDA と打合せを重ねながら非臨床試験項

目の策定を行い準備すべき計測データセッ

▶ 

【進捗 60%：△】 

 

【進捗 60％：△】（第一医科） 

電通大ではばねと樹脂製耳小骨により構成された

人工耳小骨を用いて耳小骨可動性計測実験を行い、

データ収集を行う。 

新型コロナ感染症の関係で慶應大に訪問すること

が出来なかったが、10 月以降は動物実験計測を行

い、測定データを収集する予定。 

年内は動物実験計測を行うことが出来なかったが、

ご遺体計測の実施の目途がたった。1/14 実施予定。 

 

 

 

 

【進捗 60％：△】（慶應義塾大） 

臨床研究のゴール設定について関係機関と協議中

で、本開発装置の有効性について文章化を実施中。 

10 月以降は動物計測を行い、データ収集を行う予

▶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（慶應義塾大） 

コロナ感染で学内に学外の研究者が入れなか

ったが、徐々に緩和されていけば動物実験で計

測を行い、データ収集を行う。 
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令和 2 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 

トを決定する。電通大と協働し耳小骨モデル

や動物実験を通して必要なデータセットを

収集、取りまとめを行う。本開発装置が術後

成績の向上および最適な術式プロトコルの

決定に資することを明確化する。 

令和 2 年 10 月 

proof of concept (POC)の取得のためのデー

タセット確定 

（電気通信大学） 

PMDA と打合せを重ね、非臨床試験項目の

策定を行い、準備すべき計測データセットを

決定する。慶應大と協働し、耳小骨モデルや

動物実験を通し、必要なデータセットを収

集、調整を行う。本開発装置が術後成績の向

上および最適な術式プロトコルの決定に資

することを明確化する。 

令和 2 年 10 月 

proof of concept (POC)の取得のためのデー

タセット確定 

定。 

年内は動物計測を行うことが出来なかったが、ご遺

体計測の実施の目途がたった。1/14 実施予定。 

 

 

 

 

 

 

【進捗 60％：△】（電気通信大学） 

ばねと樹脂製耳小骨により構成された人工耳小骨

を用いて耳小骨可動性計測実験を行い、データ収集

を行う。さらに慶応大学で動物計測を実施し、デー

タセットの内容を検討・決定する。 

年内は動物計測を行うことが出来なかったが、ご遺

体計測の実施の目途がたった。1/14 実施予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 知財戦略 

1)知財調査（第一医科） 

随時公開特許情報を基に知財調査を行う。 

令和 3 年 3 月 

先行技術調査実施 

 

2)出願準備・出願 

（第一医科） 

既に出願済み特許の権利化を図るとともに、

今後の研究進行において特許に関する更なる

優位性が生じた場合には、国内外を問わず積

極的に権利化を目指す。 

令和 3 年 3 月 

▶ 

【進捗 80%：〇】 

 

 

 

 

 

 

【進捗 80％：○】（第一医科） 

公開特許情報の確認と出願済特許の審査請求を実

施中。 

 

 

 

▶ 
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令和 2 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 

国内出願の権利化 

（慶應義塾大） 

既に出願済み特許の権利化を図るとともに、

今後の研究進行において特許に関する更なる

優位性が生じた場合には、国内外を問わず積

極的に権利化を目指す。主に外国文献の考察，

翻訳を担う。 

令和 3 年 3 月 

国内出願の権利化 

（電気通信大学） 

既に出願済み特許の権利化を図るとともに、

今後の研究進行において特許に関する更なる

優位性が生じた場合には、国内外を問わず積

極的に権利化を目指す。主に外国文献の考察、

翻訳を担う。 

 令和 3 年 3 月 

国内出願の権利化 

（リーデンス） 

既に出願済み特許の権利化を図るとともに、

今後の研究進行において特許に関する更なる

優位性が生じた場合には、国内外を問わず積

極的に権利化を目指す。主に明細書，図面の

作成を担う。 

令和 3 年 3 月 

国内出願の権利化 

（メカノトランスフォーマ） 

既に出願済み特許の権利化を図るとともに、

今後の研究進行において特許に関する更なる

優位性が生じた場合には、国内外を問わず積

極的に権利化を目指す。主に明細書，図面の

作成を担う。 

 令和 3 年 3 月 

国内出願の権利化 

 

 

【進捗 80％：○】（慶應義塾大） 

公開特許情報の確認と出願済特許の審査請求を実

施中。 

 

 

 

 

 

【進捗 80％：○】（電気通信大学） 

公開特許情報の確認と出願済特許の審査請求を実

施中。 

 

 

 

 

 

【進捗 80％：○】（リーデンス） 

公開特許情報の確認と出願済特許の審査請求を実

施中。 

 

 

 

 

 

【進捗 80％：○】（メカノトランスフォーマ） 

公開特許情報の確認と出願済特許の審査請求を実

施中。 

 

 

 

 

 

（慶應義塾大） 

公開特許情報の確認と出願済特許の審査請求

を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（リーデンス） 

関係機関との協議を行い，必要に応じて明細

書，図面の作成を行って行く予定。 

 

 

 

 

 

（メカノトランスフォーマ） 

関係機関との協議を行い，必要に応じて明細

書，図面の作成を行って行く予定。 
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(4) 新型コロナウイルス感染症の影響 

事業進捗への影響の有無・ある場合の具体的内容 検討している対応策 

有 

慶應義塾大学の入校やご遺体計測に制限があったため、現時点では計測実験

を行っていない。また、計画した計測が出来なかった 

 

 
 

まもなくコロナ感染におけるご遺体のマニュアルが完成し、再開のめどがた

つ予定である。 

 

 

(5) 令和 2年度の到達点（総括） 

今年度の事業は一次試作機開発と薬事戦略に若干の遅延が生じたが、製品開発に向けた問題点を抽出し、課題となる項目を精査できた。一次試

作機開発においては、探針取付用ヒンジカートリッジの改良とヒンジ保護機構の追加を行い、ハンドプローブの小型・軽量化を図った。計

測周波数については最適周波数を選定中である。また術者が耳小骨を押す力の計測に本計測装置を適用するため、解析可能周波数の低域へ

の拡張を行った。改良したハンドプローブを用いて人工耳小骨や中耳モデル、ご遺体等で可動性計測、計測者による計測ばらつきの定量化

を継続する。臨床研究のゴール設定について関係機関と協議し、本開発装置の有効性について検討した。ばねと樹脂製耳小骨により構成さ

れた人工耳小骨を用いて耳小骨可動性計測実験を行い、データ収集と調整を行った。さらに聴力改善に向けたデータ収集、PMDA、日本耳鼻

咽喉科学会への展開を予定している。来年度の開発事業については、今年度の実績をさらにブラッシュアップさせることにより、停滞なく

行えると判断している。
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1.7 補助事業の振り返り 

(1) チェックリストによる自己評価結果 

 項目 評価 

① 事業進捗状況 計画に対する進捗、計画の見直し中断中止が必要な状況になっていな

い 

〇 

② 事業（開発）成果 計画した成果が着実に得られている 
 

〇 

③ 実施体制 

代表機関を中心とした研究開発体制が適切に組織されている ◎ 

製造販売企業等が意欲を持って参加している ◎ 

コンソ内の十分な連携がとれている ◎ 

④ 今後の見通し 
今後開発を進めていく上で、問題が無い 〇 

開発計画が具体的で明確な目標がある ◎ 

⑤ 事業で定める項

目および総合的

に勘案すべき項

目 

妥当な医療現場のニーズが明確になっている ◎ 

開発機器のコンセプトは明確になっている ◎ 

知財戦略が立案されている ◎ 

薬事戦略が立案されている 〇 

販売戦略が立案されている 〇 

⑥ 総合評価  ◎ 

 

 

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。 △一部
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。、 △一部
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。 ○十分

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。 △一部

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。 該当せず
開発後の特許調査についても実施することになっていますか。 ○十分

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

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

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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(2) 令和 2年度補助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 

当初の予定通りの進行を行うことが出来，体制については改善点はないと判断する， 

引き続き医工連携，産学連携の強みを生かして研究を行っていきたい． 

 2) 事業の進め方 

コロナ禍により対面や実機を持ち込んでの打ち合わせに制限が出ているため，プローブ形状の詳細な

内容を伝達することに影響がでていたが、web 会議や各共同体各自での一次試作機詳細確認を行い，情

報の共有は出来，開発を行った． 

 

 3) その他 

 PMDA 対面助言や EMC 試験，製品安全試験を行うため，一次試作機の完成を目指していたが，耳

小骨可動性計測の定量的なデータを得るためのプローブ形状を決定することに時間を要した．動物実験

やご遺体計測を通じてプローブ形状を早急に決定し，一次試作機完成後の進捗を加速していく． 
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(3) 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

市スケジュー

ル） 

PMDA 対面助言（2020 年 10 月） PMDA 対面助言（実施せずに対面助言準備） 一次試作機完成前のため延期 

   

   

 

(4) 有識者委員会･事業化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 開発している医療機器が何を標榜する機器なのかを明確にする

こと、その標 榜する項目に対する薬事戦略を検討すること。 

2 段階で進めることが検討されており、まずは耳小骨の動きを計

測できる機 器も目指されるとのことなので、その機能を標榜す

るために示すべきデータは何かという観点で 薬事戦略を再度検

討される必要 

薬事申請において、評価に必要な試験の実施やリスクの管理など

が求められる。試験方法の選定やリスク分析を踏まえた装置仕

様、操作方法の決定など、事業化戦略を踏まえた薬事戦略に関し

て、議論を開始すること。 

リスクマネジメントを行い、装置に対するリスク分析を行った。ま

た、薬事申請における製品評価を行うための EMC 試験、製品安全試

験に対する検討を行った。 

知財 なし  

技術・評価 開発している耳小骨可動性計測装置について医 師に提示する情

報の臨床的位置づけが整理しきれていない。 

骨の動き具合を定量化するということは分かるが、その情報がど

のように 疾病の判断、治療または予防に使用されるのか、あるい

は、身体の構造または機能に影響を及ぼすのかという視点での整

理が必要 

その他事業

化全般 

戦略立案時の考え方として「医療機器の「臨床試験の試験成績に

関する資料」 の提出が必要な範囲等に係る取扱い（市販前・市販

「診断の参考情報となり得る生理学 的パラメータを測定する診

断機器の評価(p.14)」の中の「臨床的意義や医学的判断基準が十分
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領域 指摘事項 対応 

後を通じた取組みを踏まえた対応）について (薬生機審発 1117 

第 1 号)」及び「医療機器の迅速かつ的確な承認及び開発のため

の治験ガイダン ス」が参考になると考えられた。 

確 2 / 4 立していない生理学的パラメータを測定する機器」の考

え方について理解する。 

 

(5) 継続条件への対応状況 

継続条件 対応状況 

なし  
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1.8 令和 3 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

(1) 令和 3年度の事業概要 

１：最短での薬事承認を目指して臨床試験を開始する． 

２：動物実験，ご遺体計測による実用度の評価を行い，シミュレーション及び耳小骨モデル計測を中心に計測精度と安全性を担保する非臨床データ

を得る 

３：PMDA 相談を重ね，臨床試験に必要な手続きを進める． 

４：計測精度向上に必要な改良と，医療機器承認に必要な EMC 試験，製品安全試験に対する対応を同時に実施し，最短な試作機開発を行う． 

 

(2) 令和 3年度補助事業の実施内容 

項目名 実施主体 具体的な内容 

①一次試作機の開発 第一医科株式会社 

慶應義塾大学 

電気通信大学 

株式会社リーデンス 

有限会社メカノトランスフォーマ 

改良項目を取りまとめ，分担機関であるリーデンス，メカノトランスフォ

ーマと協働で精度・確度の高い試作機を開発する． 関連学会会場で行った

本装置の体験使用・意見収集より得られた情報を盛り込み製品化するため

の試作機開発を行う． 

②動物実験・ご遺体計測（ 第一医科株式会社 

慶應義塾大学 

電気通信大学 

耳小骨モデル，動物計測，ご遺体計測を行い，開発装置の実用度の評価を行

う．コロナの状況も不透明であるため，耳小骨モデルでの検証も並行して

行う． 

③製品安全試験・EMC試験 第一医科株式会社 

電気通信大学 

有限会社メカノトランスフォーマ 

第三者機関にて製品安全試験・EMC 試験を実施し，装置が安全基準を満たす

ことを確認する． 

④リスクマネジメント 第一医科株式会社 

慶應義塾大学 

電気通信大学 

株式会社リーデンス 

有限会社メカノトランスフォーマ 

本装置使用全般に関するリスクマネジメント分析を行い，現状の問題点を

把握する． 

⑤診断モジュール開発 第一医科株式会社 

慶應義塾大学 

手術支援として重要な項目を順位付けし，その項目を支援するための根拠

となる定量的・定性的試験結果（聴力検査，耳小骨可動性，伝音特性など）
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項目名 実施主体 具体的な内容 

電気通信大学 の整理を行い．AI による診断モジュール開発に関し，実装への課題を検討

する． 

 

⑥量産試作 第一医科株式会社 

株式会社リーデンス 

有限会社メカノトランスフォーマ 

量産試作体制を構築する.また製品機能を測定機器を用いて検査を行い，東

北大学，愛媛大学他計測実施機関にてデモを行い評価を行う． 

⑦臨床研究 第一医科株式会社 

慶應義塾大学 

耳小骨可動性計測装置により可動性を定量化し，術前聴力との相関を調べ

る．得られたデータの取りまとめを行う． 

⑧薬事相談（PMDA対面助言） 第一医科株式会社 

慶應義塾大学 

電気通信大学 

PMDA と打合せを重ねながら，非臨床試験項目の策定を行い，準備すべき計

測データセットを決定する． 

⑨第三者認証機関への相談 第一医科株式会社 

慶應義塾大学 

電気通信大学 

PMDA 対面助言を受け, 第三者認証機関への相談実施. 

⑩知財調査 第一医科株式会社 随時公開特許情報を基に知財調査を行う． 

⑪出願準備・出願 第一医科株式会社 

慶應義塾大学 

電気通信大学 

株式会社リーデンス 

有限会社メカノトランスフォーマ 

既に出願済み特許の権利化を図るとともに，今後の研究進行において特許

に関する更なる優位性が生じた場合には，国内外を問わず積極的に権利化

を目指す． 

⑫製造・サービス戦略の体制構築 第一医科株式会社 医療機器の製造体制準備の為，ＱＭＳ体制構築と量産を見据えたサプライ

チェーン構築を行う． 

⑬製造技術開発 第一医科株式会社 

株式会社リーデンス 

有限会社メカノトランスフォーマ 

原価低減を実現するための技術開発を行う． 

⑭販売戦略検討 第一医科株式会社 関連学会にて演題発表を行い周知に努め，有効性を共有し，保険収載に向

けた活動を行う．  
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 

第一医科株式会社 

〒113-0033 東京都文京区本郷 2-27-16 

電話: 03-3814-0111 / FAX: 03-3814-0135 / E-mail: hikegami@first-med.co.jp 

 

 


