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1. 事業の概要 

内視鏡下で使用するレーザ治療器を実現し、早期消化管がん、特に大腸がんを対象とした、より安全

な低侵襲治療を提供する。具体的には細径で長尺な可視および中赤外レーザ光を伝送する処置具と医療

用炭酸ガスレーザ装置を開発する。患者への負担を低減するだけでなく、従来技術では施術者の技量に

負うところが大きい内視鏡的粘膜下層剥離術のような施術法の安全性をさらに向上させ、これによって

国内外の医療現場での普及を促進させる。 

 

 

 

国産オリジナル技術を基盤とする内視鏡下レーザ治療器の開発・海外展開

偶発症例の少ない内視鏡下手術装置の実現
㈱モリタ製作所、東北電子産業㈱、神戸大学、大阪大学、仙台高専

27-008

難易度の高い現在の大腸がんESD施術法

ものづくり中小企業：東北電子産業㈱の役割

 光吸収特性の違いを利用し、穿孔のリスクを低減し、安全性の
高い低侵襲治療を実現

 独自の光ファイバ伝送技術を元に、レーザ光により消化管粘膜
層、粘膜下層を容易に切開、剥離

 ガイド光重畳伝送と非接触照射により、正確に施術箇所を特定
し周辺状況を把握

 大腸がんは欧米を中心に罹患率が高く、わが国でも増加傾向
 特に腸管壁の薄い大腸がんは、穿孔、合併症のリスクが高く、

従来技術（高周波電気メス）では高度な手技が必要
 経験豊富な臨床医が少ない海外医療現場では、ESD施術の

普及が遅れている。

Class Ⅲ&ClassⅡ
（想定）

平成27（2015）年10月時点

独自技術によりレーザを新しいエネルギー源として利用

“優れた技術を売る誇り高き商人”を創業の精神に、“光と電子の未
来を拓く会社”として産学官共同の研究開発を基本に展開。レーザ
関連の制御・駆動部の豊富な開発・試作経験を生かし、システムの
安全性向上に係る機能開発を担当。

ESD:内視鏡的粘膜下層剥離術（Endoscopic Submucosal Dissection)

レーザ光伝送処置具
(Class Ⅱ）

内視鏡
スコープ

炭酸ガスレーザ治療器
（Class Ⅲ）

内視鏡下レーザ治療の構成

対象臓器
(食道・胃・大腸）

粘膜下層と
局注剤

筋層

がん病変部

レーザ光

内視鏡下画像
（レーザ切開時）

委託事業実施体制

平成29（2017）年01月時点

相談

申請

医療機関

神戸大学
•前臨床試験
•臨床研究

製販企業・製造企業・販売企業
第一種 医療機器製造販売業［26B1X00001］

医療機器製造業[26BZ000001]
高度管理医療機器等販売業、賃貸業[第90490号]

株式会社 モリタ製作所
•実用化研究推進

•薬事申請
•知財管理

医薬品医療機器総合機構（PMDA）
米国薬品医薬品局（FDA）

CE適合（ノーティファイドボディ）

助言

承認

顧客
（欧州、アジア、米、国内 ）

研究機関

仙台高専
•製造技術研究、評価

企業

東北電子産業 (株)
•装置構成の1部開発、評価

•部品供給

アドバイザー

医学系
・ 国立がん研究センター
・ 虎の門病院
・ 大阪府立成人病センター

工学系
・ 東北大学

代表機関

PL

中

助言

研究機関

大阪大学工学部
•基礎技術提供
•生物学的評価
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1.1 事業の目的 

（医療現場での課題） 

内視鏡を使った早期消化管がんの治療に用いられる内視鏡的粘膜下層剥離術（Endoscopic Submucosal 

Dissection : ESD）は、世界に誇るべきわが国独自の医療技術であり、年々その症例数が増加している。

しかしながら、その手技は施術者の技量に依存するところが多く、特に大腸のように腸管壁の薄い部位

においては、経験豊富な施術者によっても 4.9％の穿孔率が報告されており、また重篤な合併症のリスク

も高い。わが国においては、臨床医は比較的 ESD 施術が容易な胃がん治療の適用からスタートし、手技

の技量を高めてきたが、欧米においては、大腸がんの疾患数が胃がんに比べ圧倒的に多く、高度な技量

をもつ臨床医の育成が遅れている。そのため、大腸がん治療の潜在的市場ニーズが非常に多いにもかか

わらず、海外の実際の医療現場では ESD施術がほとんど普及していない。 

 

（医療現場のニーズ） 

国内外にかかわらず、施術者の手技の技量に多くを依存せず、経験の浅い医師でも十分に使いこなせ

る使い勝手に優れた ESD治療器のニーズが高い。特に海外で罹患率が高く、ESD施術の難易度が高い大腸

に対しても、穿孔等のリスクを低減し安全性の高い施術が強く望まれている。 

 

（解決策） 

神戸大学、大阪大学、モリタ製作所は、従来の高周波電気メスのかわりに、エネルギー源として炭酸

ガスレーザ光を用いる新しい ESD 施術法を提案した。これは粘膜下層に注入する局注剤の強い光吸収特

性を利用することによって、筋層へのレーザ光の到達を防止し、穿孔リスクを低減させるものであり、

かつ切開や切除すべき箇所を的確に特定できる。特に大腸のように腸管壁が薄い部位に対しても施術者

の手技の技量にあまり依存しない、より安全性の高い施術となりうる可能性がある。 

医療現場の課題を解決しニーズに対応するためには、既に基礎技術を開発済みであるレーザ光を用い

た内視鏡下での早期消化管がん治療器の実用化を進める必要がある。そのために以下の開発課題に取組

む必要がある。 

・ 施術に必要な光エネルギーを安定して伝送するため、中空ファイバのより一層の低損失化を図り、  

製品ごとの光学特性のばらつきを抑え、製造歩留向上を達成する。 

・ 実用上十分な機械的強度を保持する伝送処置具を実現するため、中空ファイバの製造過程における 

欠陥の発生を防止し、破断、破損することのない高強度中空ファイバを開発する。 

・ 量産を見据えた中空ファイバの製造方法を確立する。 

・ 伝送処置具の健全性をモニタリングする機能として、ガイド光検知システムを開発する。 

・ 切開組織に対して処置具先端を安定して保持、あるいは止血効果改善のため、レーザ ESD に適し

た処置具先端構造や専用のアタッチメントを付属品として開発する。 

 

わが国では上部消化管治療において既に高周波電気メスによる ESD 施術は広く普及しており、卓越し

た臨床医も多く育成されている。一方、海外市場においては、手技の習熟度が日本に比べ低く、潜在的

需要があるものの ESD 施術はこれまであまり進展が見られなかった。特に欧米において罹患率が高く、

従来の ESD 施術では難易度が高い大腸がん治療においては、本開発品によって新たに市場が創出される

可能性が高い。そのため本事業における市場への参入は、海外市場を先行させる。 

また、欧州へ展開のためには CEマーキング取得が必要となる。CEマーキング取得にはノーティファイ

ドボディによる 93/42/EEC の適合確認後の自己宣言が必要であるが、その際必要な医療機器としての効
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果・効能・安全性の根拠資料は、日本における薬機製造販売承認申請のデータをベースにすることが有

効なため、海外案件（特に欧州展開案件）であっても、国内薬事を先に申請する。 

 

本事業では早期消化管がん、特に大腸がんを対象とした、より安全な低侵襲治療を実現する内視鏡下

レーザ治療器を開発し、事業化することを目的とする。 

 

国内薬事申請：非公開                 国内上市：非公開 

海外薬事申請（欧州 CEマーキング適合宣言）：非公開 海外上市：非公開   

 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：株式会社モリタ製作所 

PL： 岡上 吉秀（株式会社モリタ製作所） 

SL： 東 健 （国立大学法人神戸大学）   

     森田 圭紀（国立大学法人神戸大学） (平成 29年 4月 27日以降)    

共同体： ①国立大学法人神戸大学 

  ②東北電子産業株式会社 

  ③国立大学法人大阪大学 

  ④独立行政法人国立高等専門学校機構仙台高等専門学校 
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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 能動処置具 クラス分類 非公開 

製品名 非公開 分類名称（一般的名称） 非公開 

対象疾患 早期消化管がん 届出／認証／承認 承認 

想定される販売先 
国内外の高機能病院、地域中

核病院 
新／改良／後発 改良（予定） 

使用目的又は効果 生体組織の切開、止血、凝固及び蒸散を行なう炭酸ガスレーザを伝送する 

薬事申請予定者 株式会社 モリタ製作所 医療機器製造販売業許可 
株式会社 モリタ製作所 

第 1 種 医 療 機 器 製 造 販 売 業

[26B1X00001] 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社 モリタ製作所 医療機器製造業許可 
株式会社 モリタ製作所  

医療機器製造業[26BZ000001] 

 業許可 

株式会社 モリタ製作所 

高度管理医療機器等販売業・貸

与業［第 90490号］ 

 業許可 
株式会社 モリタ製作所 

医療機器修理業[26BS080001] 

 2) 医療機器等のターゲット市場 

 

能動処置具 国内市場 海外市場 

  欧州・北南米・東南アジア 

薬事申請時期 非公開 非公開 

上市時期 非公開 非公開 

想定売上（上市後 3年目） 非公開 非公開 

市場規模（上市後 3年目） 非公開 非公開 

想定シェア（上市後 3年目） 非公開 非公開 

注）市場規模は、本製品としての見込み 

機器等の種類 炭酸ガスレーザ装置 クラス分類 クラスⅢ 

製品名 非公開 分類名称（一般的名称） 炭酸ガスレーザ 

対象疾患 早期消化管がん 届出／認証／承認 承認 

想定される販売先 
国内外の高機能病院、地域中

核病院 
新／改良／後発 後発（予定） 

使用目的又は効果 生体組織の切開、止血、凝固及び蒸散 

薬事申請予定者 株式会社 モリタ製作所 医療機器製造販売業許可 
株式会社 モリタ製作所 

第 1 種 医 療 機 器 製 造 販 売 業

[26B1X00001] 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社 モリタ製作所 医療機器製造業許可 
株式会社 モリタ製作所 

医療機器製造業[26BZ000001] 

東北電子産業 株式会社 業許可 

株式会社 モリタ製作所 

高度管理医療機器等販売業・貸

与業［第 90490号］ 

 業許可 
株式会社 モリタ製作所 

医療機器修理業[26BS080001] 

炭酸ガスレーザ装置 国内市場 海外市場 

  欧州・北南米・東南アジア 

薬事申請時期 非公開 非公開 

上市時期 非公開 非公開 

想定売上（上市後 3年目） 非公開 非公開 

市場規模（上市後 3年目） 非公開 非公開 

想定シェア（上市後 3年目） 非公開 非公開 
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 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

本事業で開発する炭酸ガスレーザ治療器は、波長 10.6μm の炭酸ガスレーザと可視光レーザを搭載し、

炭酸ガスレーザは施術に必要な、また可視レーザは視認識に十分なレーザ光を出力する。可視光レーザ

は、メイン光である炭酸ガスレーザの照射位置を特定するためのガイド光として重畳される。レーザを

用いた ESD は、非接触で切開・剥離を行うことができ、レーザ光の直進性と粘膜下層に注入した局注剤

の光吸収特性を利用して施術の位置、深さを制御できる点において優位性を有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

内視鏡先端部

試作機写真

レーザ光伝送用処置具

内視鏡
スコープ

炭酸ガスレーザ治療器

炭酸ガスレーザ
波長：10.6μm

+
可視（ガイド）光レーザ
波長：642nm

内視鏡先端部

開発する炭酸ガスレーザ治療器と内視鏡下レーザ治療の構成

試作機写真
中空ファイバ 炭酸ガスレーザ

(ガイド光重畳）

レーザー光伝送路先端

外装チューブ

対象臓器
(食道・胃・大腸）

ESD
hybrid ESD

内視鏡先端部

試作機写真

レーザ光伝送用処置具

内視鏡
スコープ

炭酸ガスレーザ治療器

炭酸ガスレーザ
波長：10.6μm

+
可視（ガイド）光レーザ
波長：642nm

内視鏡先端部

開発する炭酸ガスレーザ治療器と内視鏡下レーザ治療の構成

試作機写真
中空ファイバ 炭酸ガスレーザ

(ガイド光重畳）

レーザー光伝送路先端

外装チューブ

対象臓器
(食道・胃・大腸）

ESD
hybrid ESD

 

レーザ光の直進性と局注剤の光吸収により
切開の位置、深さを制御 （非接触切開）

粘膜層

がん病変部

電気メス電極

切開の方向、深さの制御が困難（接触切開）

筋層

粘膜下層と
局注剤

粘膜下層と
局注剤

筋層

がん病変部

炭酸ガスレーザ光

電気メスESD レーザESD

粘膜層

レーザ光の直進性と局注剤の光吸収により
切開の位置、深さを制御（非接触切開）
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レーザ伝送用処置具は、細径で長尺な中空ファイバと、これを挿入する外装チューブからなる。中空

ファイバは内壁に銀層と誘電体層が内装されており、炭酸ガスレーザ光と可視レーザ光が共に低損失で

伝送できるように誘電体の膜厚が高精度で制御されている。中空ファイバ内には汚染物質の進入を防止

するためにエアーが流入され、また外側は冷却水によってレーザ光の損失による発熱を防止する。 レー

ザ伝送用処置具は本事業によって開発される炭酸ガスレーザ治療器に接続され使用する。 
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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 

・対象とするユーザーは、早期消化管がん、咽頭疾患等の内視鏡下での施術が実施できる国内外の

大学病院、高機能病院、地域中核病院の医療機関である。 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

本製品に対抗する既存製品としては、高周波電気メス用電源および処置具を想定している。その

うち施術のエネルギー源として高周波電源からレーザ電源に置き換えられる想定割合は、電気メス

およびレーザ施術のそれぞれの優位性を考慮すると、わが国においては電気メスの既存市場規模

（100億円と想定）の 5％程度と推定している。また処置具に関しては、電気メス用処置具は個々の

施術条件に対応して既に様々な処置具が製品化していることから、レーザ施術に特化した処置具に

よる代替比率は電気メス処置具の既存市場（150億円と想定）の 3％程度と見込んでいる。 

 一方、海外においては、わが国に比較すれば、内視鏡下での治療が未だ発展途上であること、レ

ーザ治療がわが国よりも市場を形成しつつあり、新規医療機器として導入しやすいことを考慮する

と、代替比率は、レーザ装置に関しては電気メスエネルギー電源の既存市場（500億円と想定）の 6％

程度、処置具に関しては既存市場（500億円と想定）の 5％程度と推定している。 

本製品によって新たに創出される市場は、未だ電気メスによっても施術法が十分確立されていな

い、あるいは施術者の手技の技量に大きく依存する治療分野である。わが国では上部消化管がん治

療において既に電気メスによる ESD は広く普及しており、卓越した臨床医も多く育成されている。

このことから、既存市場規模に対する創出市場は、レーザ治療器において 1％、処置具において 1.4％

程度と想定している。 

 一方、海外市場においては、本開発品によって、これまで進展が見られなかった内視鏡下低侵襲

治療、特に欧米に患者数が多く、難易度が高い大腸がん治療などに対し、新たな施術法が適用され

る可能性が高い。そのため、海外市場における新たな創出市場は、既存市場規模に対し、レーザ装

置に関しては 1.6％、処置具に関しては 2.5％と推定している。 

上記の本製品によって獲得できる代替市場および創出市場は、上市後 3 年目時点での推定市場規

模であるが、これはレーザ治療器を扱う臨床医の育成に大きく依存し、レーザ技術に精通した臨床

医数が増加すれば、さらに大きな市場の拡大が見込まれる。 
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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 

 

① 競合企業 

レーザ治療に競合する処置具用デバイスとして高周波電気メスがある。主なメーカとしては、ド

イツ A 社や米国 B 社などがある。国内メーカでは C 社が内視鏡下で使用する専用の各種高周波電気

メス処置具を販売している。 

 一方、炭酸ガスレーザを用いた手術用治療器に関しては、D社がグローバルに展開し、わが国に対

しても薬事申請の承認を得ている。さらに米国 E 社もマサチューセッツ工科大学において開発され

た独自の中空ファイバを用いて炭酸ガスレーザ治療器を開発し、主に米国市場において製造、販売

を行なっている。これ以外にも炭酸ガスレーザを用いた治療機器を製造、販売しているメーカは数

多くあるが、その多くはレーザ光デリバリーシステムとして多関節ミラー伝送方式を採用しており、

フレキシブルなファイバ伝送方式に比べ空間的自由度が大きく制限され、強い競合とはならない。 

  当該開発品のレーザ治療機器のキーデバイスは、中赤外光を伝送できる光ファイバである。上記 D

社および E 社はそれぞれ独自の中空構造のレーザ伝送路を採用しているが、これ以外に中赤外レー

ザ光を伝送できる充実構造の光ファイバを、IR Photonics 社（カナダ）、Infrared Fiber Systems

社（米国）、ART Photonics社（独国）、CeramOptec（独国）などが光ファイバ単体として製造および

販売している。 

 

② 競合製品 

  当該開発装置と類似の競合する製品としては、例えば D社の炭酸ガスレーザ治療器がある。また、

これに搭載するデリバリーデバイスを製品化している。さらに E 社でも、炭酸ガスレーザ治療器と

そのデリバリーシステムがリリースされている。共に耳鼻咽喉科、脳外科、婦人科等の幅広い外科

手術に適用されており、ロボット手術への展開も進められているが、早期消化管がんを対象とした

内視鏡下での施術に関しては未開発の段階である。 

 

③ 市場獲得のための障壁 

  レーザを用いた手術用医療機器は、過去の一時期に多くの企業が参入を企てたが、当時は組織進

達深さの制御が容易で生体組織の切開、止血、凝固及び蒸散に有効とされる炭酸ガスレーザ光を高

効率で伝送できるフレキシブルな光ファイバの開発が未熟であった。そのため、国内の手術用レー

ザ装置メーカは、その多くが撤退し、同時にレーザに精通した臨床医の数も現在は非常に少ない。

この間に、内視鏡下治療の処置具は高周波電気メスが主流となり、様々な改良がなされて最も一般

的な医療機器として既に市場を形成し広く普及している。このような市場環境は、レーザを用いた

治療機器開発にとっては大きな障害となっている。 

 

 2) 当該医療機器等と競合製品／企業とのベンチマーキング（競合との差別化要素） 

 

① 競合製品に対する差別化ポイント 

  現在では炭酸ガスレーザのような中赤外レーザ光伝送路の開発も進み、再び医療機器として検討

すべき時期に来ている。特に、より繊細な技量が求められる施術においては、新たな施術法として

国内のみならず、海外においても大きな市場を獲得できる可能性がある。市場獲得のための障害を

打破するには、レーザを用いた ESD でしか達成できない安全な施術法の提供、およびそれに対応し

た装置の開発が重要である。 

炭酸ガスレーザを用いて ESD を行う最大のメリットは、従来方法では穿孔のリスクが高い大腸の

ような腸管壁の薄い部位に対しても、安全に切開が行えることである。一般に ESD は、まず粘膜層

を電気メスにて切開する。電気メスの先端は組織内に挿入され接触させながら、放電現象を利用し

て切開する。電気抵抗は其々の部位に依存し、腸管壁の非常に薄い大腸のような部位では切開方向

および深さを正確に制御することが困難な場合が多い。薄い粘膜下層から筋層への放電が起これば、

筋層の穿孔を招く。また大腸の場合、細菌の多い腸液が腹腔に漏洩して腹膜炎を引き起こす可能性
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があり、胃部よりもリスクが高い施術となる。一方、炭酸ガスレーザを用いた ESD の場合は、粘膜

切開の際に粘膜下層に十分な局注剤を注入し、これによりレーザ光の深部への侵入を防止して、切

開は表層からのみ進行し、施術部を確実に捉えながら切開深さを制御することができる。粘膜下層

に注入する局注剤は、粘膜層を隆起させるだけでなく、レーザ光を深部まで侵入させないブロック

層として働く。 

  より波長の短い Nd-YAG レーザは一般的な石英系光ファイバを使用することができる。しかし生体

組織や局注剤に対して吸収率の選択性が低く、深部までレーザ光が侵入し、切開深さの制御ができ

ない。これに対し本提案で用いる炭酸ガスレーザの発振波長は局注剤に対して非常に吸収率が高く、

切開深さのコントロールを確実に行うことができる。この術式を達成するには、従来の石英系光フ

ァイバでは伝送できない炭酸ガスレーザ光を伝送できるフレキシブルな光ファイバの開発が重要で

ある。 

  当該開発装置の差別化のポイントは、わが国独自技術により開発された中空ファイバと、それを

用いたレーザデリバリーシステムおよび施術方法とのマッチングにある。中赤外伝送用の光ファイ

バに関しては、世界に先駆けて東北大学のグループが、誘電体薄膜と金属層を内装した中空ファイ

バを考案し、より実用的な構造の特許を 1997年に取得した。モリタ製作所はこの特許の許諾を受け

自社内で製造技術を確立し、2001年に耳鼻科用炭酸ガスレーザ治療器を、続いて 2003年に世界で初

めて中空ファイバを伝送路とする歯科用 Er-YAGレーザ治療器を製品化している。 

  当該製品のレーザ伝送処置具は、細径で十分な長さを有する中空ファイバの特徴を生かし内視鏡

下で使用することを前提としている。内視鏡もまた国産技術により開発された製品であり、わが国

が世界の医療技術を牽引し、海外市場において強い競争力を有している製品の一つである。これに

対し海外競合メーカにおいては、開腹手術を前提とした用途展開をしているところが多く、内視鏡

下でのレーザ治療に関しては適用が進んでいない。わが国が得意とする内視鏡下でおこなう施術方

法を医療機器と共にパッケージとして海外市場に提案することは、重要な差別化のポイントとなる。 

 

② 本事業としての優位性 

  上記のように、当該開発品はわが国独自技術であるレーザ光伝送路および内視鏡を基盤としてお

り、海外の類似製品に対しても、性能および価格の点で十分な競争力を有すると考える。特にモリ

タ製作所は、キーデバイスである中空ファイバの製造ノウハウを有し、これを搭載した新規医療用

レーザを上市した実績があり、医療安全管理も経験豊富である。開発するレーザ本体の光源システ

ムは競合製品と光学的性能は同程度であるが、より安全で低価格な装置を目指す。またレーザ光伝

送路に関しては、内視鏡下で使用することを前提とし、類似製品よりも伝送路長や機械的強度を考

慮して安全性、有効性の点での優位性を確保する。 

  市場的には、早期消化管がん治療に限定しただけでも、世界規模での展開を考えると非常に大き

な市場がある。この分野をまず重点市場と位置づけ、競合他社が展開している事業分野との差別化

を図る。既に確立された高周波電気メスを用いた内視鏡下治療とは、互いに施術による優劣を補完

するような領域から展開し住み分けを図る。レーザ取扱いのトレーニングプログラムを作成し、施

術者の育成を図りながら徐々に本事業の優位性を拡大していく。 
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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 

 

 

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 H33（2021）年度
以前 4 5 6 7 8 9 # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # 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
【機器の種類】
炭酸ガスレーザ装
置

試作機開発・改良
【機器の種類】
能動処置具

量産機開発
【機器の種類】
炭酸ガスレーザ装
置

量産機開発
【機器の種類】
能動処置具

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

自主事業の内容

　 　

既成レーザ装置をベースにした原理確認用
装置の試作

臨床研究対応の実用化モデルの試作 薬事申請対応の量産化モデルの試作

既製レーザ光源使用による有効性

の原理確認

既製レーザをベースにした試作機 改良

外装構造設計・試作 （軽量化、冷却機構）

量産化モデル仕様検討・試

作

量産設備・試作検討

処置具ラインアップの拡充

摘出胃、生体ブタを用いた原

理確認試験（上部消化管）

臨床トレーニング

PMDA薬事戦略事前相談

関連戦略特許出願

先行他社特許調査

競合技術･製品の動向調査

市場動向調査（国内・海外）

海外展開タスクフォース立上げ

実用化モデル試作・評価試験

生体動物による大腸（直腸）部位への適用実験

臨床医による施術体験、ユーザビリティ評価

PMDAとの面談 （準備面談、医療機器開発前相談）

展示会・学会PR

戦略特許出願検討･案件フォローアップ

他社特許調査・動向分析レビュー

チャネルの確保

販売計画作成

広報戦略計画立案･実施

アフターサービス体制の構築

製造装置、製造条件の改善、試作品改良改良

生体適合性・滅菌条件確認試験

国内外臨床評価ネットワークの構築 保険導入のための臨床研究

非公開

非公開
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(2) 投資回収計画 

本委託事業は平成 27 年度（初年度）から 3 年間実施する。本事業実施期間の人件費は、自社で賄える

分を投資計画に計上し、不足分を委託事業申請額の人件費として申請する。上市時期に合わせ量産を見

越した設備投資を実施し、代替市場、創出市場の拡大を見据えて継続して適宜設備投資を実施する。 

 

機器１ 炭酸ガスレーザ装置 

 ① 国内（非公開） 

 H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

薬事申請時期           

上市時期           

支出額（単位：億円）           

            

            

売上高（単位：億円）           

販売数量（単位：台）           

 ② 海外（非公開） 

 H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

薬事申請時期           

上市時期           

支出額（単位：億円）           

            

            

売上高（単位：億円）           

販売数量（単位：台）           

 ③ 国内・海外合計（非公開）   ※支出額は機器２と合算 

 H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

支出額（単位：億円）           

 うち委託費 0.70 0.80 0.73 － － － － － － － 

 うち自己負担           

売上高（単位：億円）           

販売数量（単位：台）           

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公開 

非公開 
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機器２ 能動処置具 

 ① 国内（非公開） 

 H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

薬事申請時期           

上市時期           

支出額（単位：億円）           

            

            

売上高（単位：億円）           

販売数量（単位：個）           

 ② 海外（非公開） 

 H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

薬事申請時期           

上市時期           

支出額（単位：億円）           

           － 

            

売上高（単位：億円）           

販売数量（単位：個）           

 ③ 国内・海外合計（非公開）  ※支出額は機器１と合算 

 H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

支出額（単位：億円）           

 うち委託費 0.70 0.80 0.73 － － － － －  －  － 

 うち自己負担           

売上高（単位：億円）           

販売数量（単位：個）           

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

  

非公開 

非公開 
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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 

 1) 売れ続けるためのビジネスの”仕組み”   

海外市場への展開に関しては、モリタ製作所の過去のレーザ装置の米国 FDAおよび欧州諸国での CEマ

ーキング取得の経験を活かして海外認可を取得する。また海外での販促活動、アフターサービスは、モ

リタ製作所の米、欧州子会社および海外ディーラーが担当する。さらに海外のキーとなる医療関係者を

招聘し、神戸大学と連携して、神戸医療機器開発センター（MEDDEC)にてハンズオンセミナーを実施し、

新たな医療施術法とともにパッケージとして当該製品の海外市場進出を図る。 

 

 2) ビジネス体制 

 

 
 

 

 

 

 

(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 対面助言準備面談  

レーザ医療機器の承認申請の取扱いについての通知（薬生機審発 0629 第 4 号）に基づき薬事申請の戦略

方針をレビューし、対面助言準備面談により確認した。 

医療機関

神戸大学
•用途拡大アドバイス

•医療機関への技術指導

顧客
（国内）

企業

東北電子産業 (株)
•構成部品製造供与

•製品改良、応用展開

中

上市後のビジネス体制

平成29（2017）年01月時点

研究機関

大阪大学工学部
•技術アドバイス
•装置改良支援

海外グループ企業
（欧州、米、アジア）

•キードクター要請
•普及、拡販

海外医療機関
海外協力大学
国内医療機関

代理店

顧客
（欧州、米、アジア）

製販企業・製造企業・販売企業
第一種 医療機器製造販売業［26B1X00001］

医療機器製造業[26BZ000001]
高度管理医療機器等販売業、賃貸業[第90490号]

株式会社 モリタ製作所
•製造、販売

•普及のためのセミナー

代表機関

PL

代理店

直接販売販売 販売 販売

普及のための
協力要請普及のための

協力要請

普及のための
教育
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 対面助言（医療機器開発前相談） 

以下の３項目について相談を受けた。 

 ①予定される一般的名称、クラス分類、申請区分の妥当性について 

 ②本品における臨床試験成績の要否の考え方の妥当性について 

 ③追加すべき評価試験の項目、内容について 

PMDA との相談における助言に従って、対応する。 

 

 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） 

伴走コンサルにての助言に基づき、USPTO、EPO 等海外特許庁が提供している検索システムも適

宜活用し、検索キーワードの見直し、検索のダブルチェック等の検索の質の向上を図った。 

 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 

審査請求中の特許案件の状況把握とフォローを担当の知的戦略部門を中心に管理している。基本と

なる特許だけでなく、定期的なブレインストーミングを実施し、周辺技術まで含めた出願特許網を構

築することとした。またノウハウに係る製造技術は可能な限り非公開とし、構造に係る特許を優先し

て出願することとした。 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

海外展示会や関連する研究会に参加し、本事業化に影響を与える可能性のある他社技術やレーザお

よび内視鏡関連製品の動向等について調査を行なった。現時点での調査では、障害となる他社特許、

あるいは当方の保有特許に抵触する他社製品は見当たらないが、模倣品・侵害者が現れた場合には、

当方が侵害している可能性も十分調査のうえ対処する。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

SWOT 分析における弱みと脅威としては、消化管治療分野への進出経験がなく、新たな販路開拓が

必要であること、電気メス市場が既に確立しており、新規治療器の参入にあたって既存業界からの強

い抵抗圧力や、また電気メス施術に使い慣れた臨床医による保守的な反応が予想される。一方これら

想定されるリスクに対し、穿孔発生の危険性が少ないより安全な施術法を本開発品の最大アピールポ

イントとし、既存電気メスでは施術が難しい大腸領域に特化して差別化を図ることとした。販路開拓、

普及の促進に対する対策としては、国内外の医療関係者を通して、海外のキーパーソンや影響力のあ

る施設との関係を強化すること、臨床医に対するレーザ応用に特化した安全教育やトレーニングプロ

グラムを構築することとした。 

技術分野においては、既存製品の炭酸ガスレーザ装置をベースに展開し、独自技術、自社製中空フ

ァイバの採用を最大の強みとし、知的所有権も含め他社の追従を許すことのない体制を構築中である。

ビジネスとして成立させるためには、市場要求を満足する価格設定とそのための量産技術の確立、ま

た適切な対象国の見極めが重要であり、各国の実情の調査を行なった。 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

基本的には PMDA による助言をもとに、薬事申請に必要なエビデンス類の項目を明確にする。特に

レーザ医療機器の承認申請の取扱いについての通知が改定されたので、その内容を十分考慮する。本

事業において実施した評価に係るエビデンスをまとめ薬事申請に必要なドキュメントとする。また文

献検索による類似機器の臨床データ、不具合情報の収集を実施した。 
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 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

対象国の基礎情報の収集、整理、分析を継続する。また海外における商談イベントを通じて、海外流

通業者の調査、接触を図った。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

アフターサービス体制及びクレーム処理体制に関しては、モリタ製作所の米、欧州子会社においては

既に確立しているが、他メーカ等との連携を通じて拡販を行う場合は、今後連携先が決定した時点で具

体的に協議を行い決めていく。 

使用教育体制に関しては、トレーニングプログラム作成を視野に入れた生体ブタによる動物実験を、

委託事業実施体制の医療機関である神戸大学により実施し、トレーニングプログラムのプロトコル作成

の検討を始めた。 

 QMS 等の品質保証体制 

モリタ製作所においては、既に ISO13485 を取得しており、社内品質保証体制に則る。 

 広報・普及計画 

広報・普及に関しては、販売戦略ともリンクするので、販売チャンネルの決定後に行なう 

 海外普及戦略検討のためのタスクフォース活動 

平成２７年度に立ち上げたタスクフォースを中心として、医療技術の海外実態調査、EU、アジア諸国

の医療機器販売会社の調査、宣伝効果を高める関連学会、展示会等の調査活動を実施した。 

 

 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 海外薬事事情の把握 

② 適正な適合規格への対応、許認可の取得 

① 外部コンサルティングの活用  

② ノーティファイドボディによる厳格なチェック 

知財 

① 他社特許の非侵害対策、追従阻止 ① 継続的な他社特許の洗い出し、潜在特許の深堀調

査 

自社独自技術の強化と関連周辺特許の出願 

技 術 ・

評価 

① 普及のためのコスト低減 

② 高侵襲医療機器としての更なる安全性の追

求 

① 量産技術・体制の確立と早期立ち上げ 

② 評価試験からのフィードバック 

技術・製品の安全性・品質等の主要事項の徹底

した検証 

精度の高いマニュアル類の整備 

その他

事業化

全般 

① 既存市場（電気メス市場）からの抵抗 

② 臨床医の育成 

③ 適切な保険収載の申請 

④ 販路構築 

⑤ 製造物責任への対応 

⑥ 事業立上げによる必要人員・設備の確保 

① 既存施術との差別化（大腸部位に特化） 

② 安全教育・トレーニングプログラムの構築 

海外臨床評価拠点とのネットワーク構築 

大学と連携したハンズオンセミナーの実施 

③ 学会等への働きかけ、先進医療への提案 

保険収載を目的とした臨床研究 

④ タスクフォースメンバーを中心として海外医療

機関、ディーラーへ接触 

海外学会、展示会、ビジネスマッチングプログ

ラムへの参加 

⑤ 万全なＰＬ保険の付保、訴訟事例調査と危機管理

体制の構築 

⑥ 社内他事業部門との調整 

他社との業務連携の活用 
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1.6 平成 29 年度委託事業の成果概要 

(1) 委託事業の事業概要 

平成 29 年度は、平成 28 年度に試作した実用化モデルをベースとして薬事申請のための量産化モデルを製作し、規格適合とリスク分析、滅菌バ

リデーション等、薬事申請に必要な評価を実施する。平成 28 年度に実施した PMDA 対面助言に従い、必要なデータを整理し、薬事申請に必要な

ドキュメントを整備する。これらドキュメント類は海外規格へも対応させ、CE マーキング取得に向けた法規制対応を行う。 

海外販路においては平成 28 年度に MEDICA 等で接触した海外ディーラーの開拓を平成 29 年度も継続して行う。 

また、平成 29 年度は CE マーキング取得後の海外展開を見据え、その体制つくりを開始し、広報戦略計画の立案、アフターサービス体制の構築

を行う。 

海外展開に向けた具体的な販売戦略としては、海外においても国内にて活用している神戸医療機器開発センター（MEDDEC）と同様のデモンス

トレーションを実施できる施設を開拓する。 

本開発品は、従来の高周波電気メスとは異なる機能を備えており、処置具により、有効性、使い勝手がさらに向上している。国内外の臨床医、

海外ディーラーへ本医療技術を発信していくことで海外臨床医、海外ディーラーとの連携を強化し、販路確定に活用する。 

知財戦略の方針としては、処置具形態や周辺技術まで含めた防衛特許を継続して出願し、他社の追随を阻止する。他社出願特許への対策として

は、現時点では障害となる特許は見当らないが、これまでの調査結果に加え、多面的な検索方法の見直しと手技・手法まで広げた海外特許の調査

を行なう。 

 

(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 

炭酸ガスレーザ治療器 生体組織の切開、止血、凝固及び蒸散に適した炭酸ガスレーザ発生装置 

レーザ光伝送用処置具 生体組織の切開、止血、凝固及び蒸散に適した炭酸ガスレーザ伝送装置 

 

(3) 平成 29 年度の委託事業の成果と今後検討すべき課題 

平成 29年度実施内容（研究開発計画書）  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量産化モデルの試作 

 

▶ 

【進捗 100％：○】 

・薬事申請のための評価に使用する量産化モデルを

試作した。 

・各種規格適合に向けてノーティファイドボディか

らの指摘事項に対応した。 

▶ 

 

②レーザ装置の信頼性・安全性評価、ユーザビ

リティ評価、リスク分析 
▶ 

【進捗 95％：○】 

・電気的安全性についての試験を行った。 
▶ 

・指摘に基づいて、対処作業を継続する。 

・安定性評価を繰り返し実施し、装置信頼性を
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平成 29年度実施内容（研究開発計画書）  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 

 ・リスクマネジメントファイル、リスクマネジメン

トファイルチェックリスト、製品添付書類、付属

文書チェックリストを作成した。 

・量産に向けて処置具ファイバのさらなる性能安定

性、歩留向上の検討を継続して実施した。 

・前年度に引き続き、海外臨床医による技術習得の

ためのトレーニングを意識したハンズオンセミナ

ーを行った。これら臨床医からのアンケートによ

りユーザビリティ等に関する評価、助言を頂いた。

ラーニングカーブ上昇効果も期待できることがわ

かった。 

評価する。 

・量産時を考慮した歩留向上、コスト低減策の

検討を継続する。 

・リスク分析の評価結果を薬事申請資料へ反映

させる。 

 

③薬事申請、CE マーキング対応 

 

▶ 【進捗 85％：△】 

・レーザ医療機器の臨床試験成績不要範囲を示す通

知（薬生機審発 0629第 4号）に基づき、H28年度

に対面助言（医療機器開発前相談）を実施した。 

・追加すべき評価試験の項目、内容は、レーザ照射

時のリスクアセスメントの実施が必要との助言が

示された。これらの助言に基づき薬事申請に向け

て必要な評価試験と資料の作成を実施した。 

・外部コンサル会社とタイアップし、CEマーキング

宣言に向けてドキュメント作成業務を実施した。 

・文献検索プロトコルを作成し検索調査を行った。 

▶ ・ノーティファイドボディより CBレポートを取

得する。 

 

  

④戦略特許の継続的出願、他社特許調査、動向

分析 

 ▶ 

【進捗 100％：○】 

・周辺技術まで含めた新たな特許出願のためのブレ

インストーミングを定期的に実施した。 

・ブレインストーミングと臨床医による評価結果の

フィードバックを基に、追加して特許出願した。 

▶ 

・アジア、特に中国を意識した特許戦略を検討

する。 

・他社による関連特許の調査は、随時実施し、

特許マップを適宜更新する。 

⑤販売計画、体制つくり、販売チャネルの確保 

 

▶ 

【進捗 90％：○】 

・国内外の学会、展示会、及び海外臨床医向けのデ

モンストレーション等を通して、有力な内視鏡臨

床医や流通業者と接触し、レーザ ESD 普及のため

積極的に多くの外部発信を行った。 

・神戸市および先端医療振興財団の協力を得て、

Medical Fair Thailand、JDDW及び MEDICA の各展

示会に共同出展した。販売チャネル確保のため市

場へ PRすると共に、流通業者、医療関係者等との

▶ 

・海外への普及促進のための、消化器内視鏡治

療の海外ハイボリュームセンター施設と連携

を図りながら、普及に向けての基盤作りを行

う。 

・海外有力流通業者を選定し、販売チャネルを

具体化する。 

 



 

18 

平成 29年度実施内容（研究開発計画書）  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 

コンタクト活動を継続して実施した。 

⑥事業の管理・運営 

 
▶ 

【進捗 100％：○】 

・各事業実施機関の開発・経費を管理し、また代表

機関との定期的な打合せを実施して進捗の把握を

行った。 

▶ 

・終了後も引き続き、ビジネス体制を維持し、

発展させる。 
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1.7 委託事業の振り返り 

(1) 委託事業の到達点（総括） 

動物実験により従来の電気メス施術と比較して本技術の優位性が確認された。海外臨床医による技術

習得のためのトレーニングを意識したハンズオンセミナーでは国内外の多くの臨床医が本技術を体験し、

臨床医にとってのユーザビリティが客観的に評価された。知財戦略として他社の追随を阻止するため、

発案を積極的に行い、継続的に特許出願を行った。国内外の学会、展示会等により本技術に関する情報

を積極的に外部発信し、有力な内視鏡臨床医や流通業者と接触して海外市場へ進出するための足掛かり

とすることができた。 

 

領域 終了評価で特にアピールしたい点 

薬事 

レーザ医療機器の臨床試験成績不要範囲を示す通知（薬生機審発 0629第 4号）に基づき PMDA

の見解を確認し、本開発品の薬事申請方針を明確化した。CEマーキング各種規格適合に向け

てノーティファイドボディからの指摘事項に対応し、リスクマネジメントに基づく試験を実

施した。 

知財 

本委託事業前及び期間中に国内外へ特許を出願した。そのうちいくつかは既に登録されてい

る。また定期的に関連する特許出願状況を調査し、現時点において障害となる他社特許は見

当らない。 

技術・評価 

生体ブタを用いた動物実験により、従来の電気メスによる施術に比べ、穿孔リスク、熱損傷

領域などで優位性が示された。これら臨床医からのアンケートにより、ユーザビリティ等に

関する評価を実施し、特に経験の浅い臨床医ではラーニングカーブ上昇の効果も期待できる

ことがわかった。 

そ の 他 事 業

化全般 

国内外の主要な内視鏡関連学会（JDDW,UEGW 等）、医療機器展示会(MEDICA 等)、及び臨床拠

点となり得る海外施設等へ、積極的に外部発信を行い好意的反響を得た。国内外の医療機器

関連メーカ、流通業者の関心も高く、業務の提携についても協議を進めている。 

 

(2) 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 

本技術の有効性は動物実験により十分に確認され、数多くの臨床医による臨床的評価も非常に高く、

特に海外の医師、医療機器ディーラーからの好意的な反応は、当初の予想を上回るものであった。また

ターゲット市場として当初想定していた欧州地区だけでなく、アジアや中南米地区でも反響が予想外に

大きく、潜在的需要、市場は当初の想定よりもかなり広いと判断できる。知的戦略においては、システ

ム構成の基本特許から周辺デバイスの細部に至るまで幅広く特許出願を行い、その幾つかは既に登録さ

れており、他社の追随を阻止する布石を打つことができた。薬事申請に関しての方針は、PMDA の意向を

確認しながら申請の準備を進めており、その方針は明確で変更はない。以上を総合的に判断し当初の目

標を達成したと評価する。 
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(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。 △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。 ○十分
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。 △一部
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。 △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。 ○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。 △一部
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。 ○十分

PMDAとの調整が進んでいますか。 ○十分
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。 ○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。 ○十分
販売チャネルは明確になっていますか。 △一部
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。 △一部
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。 △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。 ○十分
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。 ○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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(4) 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 

各事業実施機関との個別の進捗打合せは頻繁に実施できたが、アドバイザを含めた全体会議は日程調

整がうまくできず十分実施できなかった。例えば TV 会議を利用した討論会のような活動が実施できれば

よかった。 

 

 2) 事業の進め方 

平成 29年度への継続条件に従い、提案当初よりも上市時期の前倒しを検討し、それに伴い薬事申請時

期も前倒しの計画で進めてきたが、PMDA による追加すべき評価試験に関する助言、近い将来の欧州適合

規格切り替えを見据えた対応、十分な安全機能の確認など、スケジュール調整が困難であった。結果と

して薬事申請、上市の時期は当初の研究開発計画の予定より遅延した。いずれも拙速で進められない重

要な要件であり、ノーティファイドボディ、提携候補企業など外部機関からの的確な情報入手と状況認

識の共有化が一層重要と感じられた。 

 

 3) その他 

 特に無し。 
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(5) 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 

変更無し   

機器スペック・

ビジネスモデル 

変更無し   

事業化体制 変更無し   

事業化計画（開

発･薬事・上市

スケジュール） 

非公開 非公開 非公開 

 

(6) 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 申請にあたっては、PMDA との相談における助言に従って対応するの

が最も早く進む。 

 

PMDA の意向に従い、現行の方針を変更せず対応する。 

 

知財 中国への権利主張はなかなか困難だが、何らかの権利確保は大切。中

国だけでなくインドも含めた特許出願も視野に入れておいた方がよ

い。翻訳の正確さにも配慮すること。 

ターゲット市場は欧州地区を優先しているが、アジア地区、特に今後

台頭する中国市場も注視して知財戦略を再検討し、アドバイスに従い

対応する。 

技術・評価 特に無し。  

そ の 他 事 業

化全般 

海外普及のためには、医療機器そのものだけでなく、医師が中心とな

って手技普及のための啓蒙活動が重要。 

海外拠点との医療技術ネットワークを強化するプログラムを調査し、

できるだけ活用して、国内外のキードクターを中心とした継続的な普

及活動を目指す。 

 

(7) 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 平成 30 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

国内薬事申請、CE マーキング取得は、現在申請提出の準備段階にあるが、できるだけ早期に所得し、国内外の幾つかの施設と共同して臨床研究を

推進する。 

本製品は、これまでに事業実績のない侵襲性のある医療機器であるので、事業化にあたっては慎重な社内審議のもと、製造、品質保証、販売の体

制を整備する。また量産に向けた事業化体制を構築する。 

海外拡販のためには、製品のみならず手技技術まで含めた普及活動が不可欠と考える。本製品を用いてトレーニングが実施できる海外拠点を確保

し、これら拠点との連携を強化してグローバルな医療技術ネットワークを構築する。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

研究開発担当者 本郷晃史 

株式会社 モリタ製作所 第二研究開発部  

〒612-8533 京都府京都市伏見区東浜南町 680 番地 

電話: 075-611-2141 / FAX: 075-605-2354 / E-mail: a-hongou@jmorita-mfg.co.jp 

 


