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1. 事業の概要 

医師の腕を支える一方、その腕の動きに追従することにより、外科医の精確な手技をサポートし、肉

体的負担を軽減できる、手術支援システムである iArmS。双腕一体型を開発することで、商品性を向上さ

せ、バリエーションの拡充、コストダウンを進めて、市場の大きい海外に展開および国内市場での普及

促進を図る。 

 

 

 

医師の負担を減らす双腕型手術支援システムの開発・海外展開

術者の腕を支持する受動機構ロボットの海外展開
株式会社デンソー、東京女子医科大学、三鷹光器株式会社、信州大学医学部附属病院、株式会社ワコーテック

H28-046

海外進出を睨んだ双腕型iArmS

両手使用時の省スペース化と普及のためのC/D

ものづくり中小企業名：会社の紹介・事業展開

・低侵襲手術、顕微鏡手術等の手術の普及で
外科医は、より細かい手技が要求されている。
・既存機はユーザ期待価格と開きがあり、普及遅れ。
・両手使用時に片腕タイプを２台では患者周りが狭く
なり、他の機器の置き場に困る。

 細かい手技が要求される外科医の腕を支えること
により、医師の負担（疲労、手振れ）を軽減

 双腕型をラインアップにすることで、両手使用時の
省スペース化。

 海外医療機器認証を取得し、海外市場展開して、
市場拡大・コストダウンを行い、普及促進を図る。

Class Ⅰ
（想定）

（株）ワコーテックは本事業で安全力覚センサの開発を担当し
ている。同社は特許戦略を生かし、産業用ロボット分野を中心
にシェアー８３％（富士経済調査報告）を達成し、今後は、本事
業で得られた知見を生かし、医療用ロボットや生活支援ロボッ
トの分野でも事業を拡大していく。

写真１

写真2

平成28（2016）年11月時点

委託事業実施体制

代表機関

欧州）等）
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1.1 事業の目的 

近年、低侵襲手術、顕微鏡手術等の手術が普及し、患者負担が低減される一方、外科医は、より細

かい手技が要求されるようになっており、手先を誤れば重大事故に直結するリスクと向き合い、精神

的・肉体的に過酷な労働作業を強いられている。さらに脳神経外科においては、顕微鏡下での手術が

12 時間以上にも及ぶこともある。このような長時間に及ぶ顕微鏡手術では、医師の上肢の肉体的負担

や精神的疲労が著しく、手技を行う上肢の疲労は特に重大事故に直結しかねない。しかしながら、過

酷な手術環境における外科医の負担を軽減する機器の普及は遅れている。 

上記医療現場の課題解決策として、デンソーは平成 27 年に手術支援システム iArmS を商品化した。

本手術支援システムは、医師の腕を支える一方、その腕の動きに追従することにより、外科医の精確

な手技をサポートし、肉体的負担を軽減でき、使用した医師からは高い評価を得られている。しかし

ながら、適用手術範囲が狭い、臨床実施例が少ないこと、量産としてのコストダウンが不十分で、ユ

ーザが期待する価格と開きがある等の理由により、普及が加速しない状況にもある。また、両手使用

の際、片腕タイプを２台用意して配置することは、患者周りのスペースが狭くなり、他の機器の置き

場に困る問題があり、椅子と一体化した省スペース型の要望も出ている。一方、海外に目を向けてみ

ると、日本と同様な医師の肉体的負担に関する問題が提起されており、iArmS のような外科医をサポ

ートする機器が求められている。 

そこで、本事業では、双腕一体型にすることで、省スペース化が図れ、商品性が向上するとともに、

バリエーションの拡充、コストダウンを進めることにより現状の iArmS の課題を克服し、市場の大き

い海外に着眼し、海外展開を行う。さらに、その量産効果により、海外だけでなく国内市場において

も普及を加速させる。 

なお、手術支援システム iArmS は、経済産業省の重点施策とするロボット事業に関連し、ロボット

技術で新たな市場創生を行うものであり、特に医療分野ではその橋頭保となることが期待できる。 

事業予定であるが、当初の予定（国内平成 30 年 6 月上市、海外（米国）平成 30 年 12 月薬事申請、

平成 31 年 4 月上市）に対し、市場規模と開発投資の採算性（特に医療機器認証工数）の観点より計

画見直しを図り、日本国内は平成 32 年 4 月に上市を目指す（国内は非医療機）。また、海外市場（米

国、中国、欧州）は、平成 31 年 3 月から、海外にて薬事申請を行い、平成 32 年 4 月より１ｓｔター

ゲット市場に上市する。他のエリアは、１ｓｔターゲット市場での実績をもとに、本プロジェクト後、

順次薬事認可、上市を目指す。 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：株式会社デンソー 

PL： 小山 俊彦（株式会社デンソー） 

SL： 岡本 淳（学校法人東京女子医科大学） 

共同体： ①学校法人東京女子医科大学 

  ②三鷹光器株式会社 

  ③国立大学法人信州大学医学部附属病院 

  ④株式会社ワコーテック 
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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 未定 クラス分類 欧州 CLASS1 

製品名 iArmS-G(予定） 分類名称（一般的名称） 未定 

対象疾患 未定 届出／認証／承認 届出(予定） 

想定される販売先 日本、米国、中国、欧州 新／改良／後発 後発(予定） 

使用目的又は効果 

本品は、脳神経外科、耳鼻咽喉科、形成外科の各領域において顕微鏡手術または内視鏡手術

を実施する際に、組織又は異物の把持、切開、鈍的/鋭的剥離、近置、結紮、高周波電流を用

いた切開・凝固、縫合及び操作、並びに手術付属品の挿入・運搬を行うために、術者の腕を

任意の位置で支える装置である。 

薬事申請予定者 株式会社デンソー 医療機器製造販売業許可 株式会社デンソー（予定） 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社デンソー 医療機器製造業許可 23BZ200180 

 業許可  

 業許可  

 2) 医療機器等のターゲット市場 （欧州に修正） 

 国内市場 海外市場 

  欧州、（米国他） 

薬事申請時期 非医療機器のため不要 平成 31（2019）年 3月 (計画変更：注 1) 

上市時期 平成 32（2020）年 4月(計画変更：注２) 平成 32（2020）年 4月 (計画変更：注３) 

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 

                                  ※本製品としての見込み 

（注１）量産試作予定遅れ、社内体制構築のため。2か月変更。 

（注２）海外上市時期と併せて、国内で新モデルを上市。それまでは現行機を販売予定。 

（注３）CEマーク取得後、欧州での臨床試験を 1年間実施した後、上市。認知活動は臨床試験と並行して実施。 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 
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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 

・顕微鏡下で手術を行う脳外科医、耳鼻科医等 (対象国：日本、米国、欧州、中国) 

・内視鏡下で手術を行う脳外科医、耳鼻科医等 (対象国：日本、米国、欧州、中国) 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

iArmS の世界市場予測として、顕微鏡下・内視鏡下手術に有用であることから、顕微鏡・内視鏡台数

を潜在市場と想定して計算する。 

現在の顕微鏡・内視鏡の世界の出荷台数は、それぞれ約 2000 台/年、約 4000 台/年であり、コストダ

ウンにより、本製品がそれぞれ 10％、5％普及するとなると想定すると、顕微鏡 400 台（顕微鏡では両

手使用のため 2 台として計算）、内視鏡 200 台の市場で、計 600 台/年が考えられる。 

 

(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 

競合としては、肘掛付き椅子の独 U 社 

 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 独 U 社製 製品 S （眼科、顕微鏡下手術用椅子） 

顕微鏡下手術において、肘掛≒手台とみなされるが、本類似品は手台移動時にスイッチ（レバー）を

押しながら移動させる必要があり、都度、手術を中断して移動操作をする必要がある。一方、iArmS は、

力センサ、ポジションセンサを使って、その移動、ホールドを切り替えているため、手術を中断するこ

となしに操作が可能であるとともに、微妙な操作も可能となる。 
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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 

H28 年度（2016 年） iArmS-J(既存機）の課題抽出と要素技術開発 

                   海外市場調査、海外 KOL 調査 

H29 年度（2017 年）  iArmS-G 試作機開発、評価 

    海外パートナ探索、海外臨床試験調査 

H30 年度（2018 年）  CE 認証申請    

海外パートナ探索 

H31 年度（2019 年）  海外臨床試験、販売準備 

H32 年度（2020 年） 上市 

 

 
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/　項目 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

大日程

・切替モードの確立
・モータレス構造
・医療機器安全適合

・ｾｰﾌﾃｨ力センサ開発

試作機開発・改良
【製品名】iArmS-G

・商品企画

量産試作機開発
【製品名】iArmS-G

臨床研究

薬事申請 ・認証要件明確化

知財対応 ・基本特許申請

販売戦略 ・販売実態把握

上市時期

スケジュール変更理由

要素技術開発

★
H32.４ 上市（国内）

★
H32.4 上市（海外：欧州）

★
H31.3 CE申請

★
H32.４上市（国内）

★
H32.4 上市（海外：欧州）

iArmS-Jによる課題抽出・要素技術開iArmS-J(既存機）国内展開 iArmS-G 試作開発 CE認証申請 欧州臨床試験、販売準備

非公開

非公開

非公開

非公開

非公開

非公開

非公開

非公開

非公開

★
H31.3 CE申請
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(2) 投資回収計画 

 ① 海外の最初のターゲット（欧州を想定）は、まず 2018 年度末に CE マークを取得し、欧州における

臨床試験を約 1 年実施した後、2020 年に上市し販売活動を開始する。売上は、臨床試験実施先を中

心に、大学等の購入手続きを経て 2020 年にまず数台を想定。その後、大手大学病院等へ普及し、購

入により台数増が見込めると考えている。 

国内は、海外と同時期の 2020 年に上市する。（それまでは、現行機を販売する。） 

 H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

H37 

(2025) 

薬事申請時期           

上市時期     ●      

支出額（単位：億円） 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

 うち委託費 0 0 0 － － － － － － － 

 うち自己負担 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

売上高（単位：億円） 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

販売数量（単位：） 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

 ② 海外 

 H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

H37 

(2025) 

薬事申請時期   ●        

上市時期     ●      

支出額（単位：億円） 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

 うち委託費 0.8 0.8 0.8 － － － － － － － 

 うち自己負担 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

売上高（単位：億円） － － － 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

販売数量（単位：） － － － 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

 ③ 国内・海外合計 

 H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

H37 

(2025) 

支出額（単位：億円） 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

 うち委託費 0.8 0.8 0.8 － － － － － － － 

 うち自己負担 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

売上高（単位：億円） 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

販売数量（単位：） 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

※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 

 1) 売れ続けるためのビジネスの”仕組み”   

 ① 国内販売とブランディング 

 地域販売代理店網を構築し、ユーザーレポート、脳外科・耳鼻咽喉科での著名な医師の使用をアピ

ールしていく。 

 

 ② 海外拡販ルート（販売パートナ探し）とブランディング 

A) 海外展示会に展示し、販売代理店候補の情報を集める。 

共に拡販を図る海外の現地パートナーを探し、そのパートナと iArmS ブランド向上を図る。 

 

B) 海外の著名な医師のルートの紹介 

KOL の臨床結果を学会発表、論文投稿等で広くアピールしていただくとともに、優良な代理店等

も紹介してもらう。 

学会展示等で、海外 KOL へ声を掛ける、国内 KOL からの紹介等アプローチを進める。 

 

C）大手医療機器メーカとの連携 

手の振れを抑える機能は、今後高倍率化する顕微鏡とセットで使われることが想定される。 

 三鷹光器等の日本、海外顕微鏡メーカとの連携を図る。 

 

 2) ビジネス体制 

 
 

平成29（2017）年6月時点

上市後のビジネス体制

代表機関

欧州）
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(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 国内非医療機器/医療機器該当相談（2017 年 10 月６日@厚生労働省監視指導・麻薬対策課（監麻課）） 

AMED の指摘事項である iArmS の医療機器非該当性について、厚労省監麻課の課長へ説明。厚労

省の医療機器審査管理課（審査課）でまず審査するように指示が出た。 

 国内非医療機器/医療機器該当相談（2017 年 12 月 8 日@厚生労働省 監麻課及び審査課） 

iArmS の機器詳細を両課長に再説明。 

 国内非医療機器/医療機器該当相談（2017 年 12 月 25 日、監麻課よりメールにて回答） 

厚労省監麻課より「ご説明いただいた iArmS は医療機器に該当しない」とメールにて回答有。 

 英国臨床試験実施手続き相談（2017 年 12 月 6 日@英国 MHRA オフィス） 

訪問の主目的は、英国の大学病院で臨床試験を実施する時の手順、注意事項を確認することであっ

たが、話題の中心は、iArmS が非医療機器か医療機器かの議論であった。 

臨床試験を実施する時の手順は、非医療機器、未承認医療機器、CE マーク取得後医療機器によって

大きく異なることがわかった。そのため、まずは、非医療機器／医療機器の該当性の明確にするこ

ととなった。 

非医療機器か医療機器の最終判断は詳細資料送付後、メールにて連絡を受け取ることとなった。 

加えて、ドレープも医療機器 ClassI となることを確認した。 

 英国 非医療機器/医療機器該当相談 (英国 MHRA とメールにてやり取り、最終確認：2018/4/5) 

iArmS の英文説明資料、使用目的等を提出し、メールにてやり取り。 

最終結果： iArmS 使用目的により変わる。 

① 術者の腕を支える（のみ）。→ 非医療機器 

② 術者もしくは患者に効果を証明するデータがある時は、医療機器 Class I となる。 

 

 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） 

特許出願注力分野の抽出のための戦略 MAP は作成。競合他社の戦略も把握し、注力分野を絞り込ん

だ。 

 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 

特許権が出しにくいアームホルダ箇所については、現 iArmS については意匠登録済。（注：本プロ

ジェクトの前） アームホルダは、次期型でも流用予定。 

本プロジェクトでは、新たな出願無。 

（パラメータ調整等において知財権利化しにくい項目があり、ソフトノウハウとしてブラックボッ

クス化） 

 

 

 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

－ 双腕＋椅子一体モデルの 2 次試作機を開発： 

  社内にて製品企画会議を実施。開発対象とする製品仕様と薬事方針を決定。 

それに基づき、2次試作機を設計。開発した。構成はアーム部とベース部に分かれる。 
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アーム部は、部品点数削減・コストダウンのため、現 iArmS と構造を大きく変更した。 

それによって、操作性の低下等が懸念されたが、非臨床評価ではおおむね好評であった。 

  一方、椅子を含めたベース部であるが、新たな試みである移動のしやすさと安定性といった背反

する設計要求に対して設計を進めた。本ベース部について初めて医師による非臨床評価を行った

が、想定通りいくつかの課題があった。量産試作において改良を検討する。 

－ 安全力センサの開発：  

デンソーとワコーテックと協力して開発仕様（基本形状、耐荷重、精度、ケーブル引出、通信プロ

トコル、異常検出等）を定め、リスク分析を実施。それに沿って 1 次試作、2 次試作機を製作。本

2 次試作機は、上記次期型 iArmS の 2 次試作機に組込んだ。 

 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

－ EMC 試験： 

医療機器電気安全の確認のため、EMC 試験を実施。構造的には現 iArmS より EMC においては

有利な構造となっているはずであったが、現 iArmS では見受けられないある周波数大きなノイズ

があった。今回測定では原因まで特定することはできなかったが、今後、原因を確認し、量産試

作に反映する。 

－ 有用性検討： 

  iArmS 有無で、東京女子医大にて脳外科顕微鏡映像の解析、Y 大学にて耳内視鏡映像の画像ブレ

の加速度の計測・解析、M 大学にて鼻模型での疲労感、生体信号の比較評価を実施。それぞれ有

意差がみられる結果が得られた。 

 

 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

－ 販売チャネルとして、顕微鏡メーカとの連携を試みたが、調整つかず。代理店リストから調査し

たが、候補みつからず。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

－ 販売チャネルが定まらないため、未確定。 

 QMS 等の品質保証体制 

－ 社内で QMS 体制を構築中。本プロジェクトの QMS 枠組決定し、品質マニュアル文書体系を整

備。 

 広報・普及計画 

‐脳外科、耳鼻科の日本の KOL と手振れ低減、疲労軽減の共同研究を実施。 

それぞれ軽減効果を明確化したが、論文化、発表等までは至らなかった。 

‐海外普及のために、iArmS を応援してくれる海外 KOL を探索を進めた。海外出張時に 3 名の KOL

を訪問。その中、英 C 大学の教授は前向きな感触。 
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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 欧州の医療規格に適合した製品開発 ① 欧州認証機関の日本拠点と確認しながら進め

る。 

② 社内 QMS体制を構築しドキュメント整備する。 

③ ディスポ供給を現地メーカに交渉。 

知財 

① 周辺特許の拡充 ① 特許戦略 MAP 作成とバリエーション特許の充

実化。 

基本特許は出願済みのため、製品化過程で出て

きたアイデアを順次特許申請していく。 

技術 ・

評価 

① ユーザに対する有用性紹介不足 ① MUST HAVEの仮説検証 

 MUST HAVE の研究を著名医師と行い、2 施設で

医師のデータ取得、解析済。 

その他

事業化

全般 

① 欧州事業パートナ探し 

欧州でのパートナ獲得に遅れが生じると、上

市時期が遅れる。 

① 欧州の顕微鏡販売代理店を中心に再探索。 

欧州顕微鏡メーカにコンタクト中。並行して

日本の医療機器メーカの個人欧州代理店のネ

ットワークにも問合せ中。 

② 欧州 KOL については、有力候補獲得。今後詳

細調整要。 
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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 

製品開発面においては、要求仕様決めを行うための 1 次試作評価が完了したので、次期型開発仕様を決定し、詳細設計フェーズに入り、製品に近

いレベルの試作（２次試作）を行う。同時に開発している安全力センサ、内視鏡用アタッチメントも量産設計、2 次試作（iArmS の 2 次試作で用い

る物）を製作する。医師の声の吸い上げについては、製品仕様が固まった段階で臨床評価を行う準備を開始する。また、海外営業戦略として、欧州

市場の参入を 1st ターゲットとして進める。また、認証戦略、デンソーの欧州での体制も踏まえて、販売体制の方針を構築する。医療機器認可申請手

続きについては、2 次試作評価完了後必要ドキュメント類を整備し、申請の準備を図る。 

特許については、周辺特許の出願を進める。 

これらの結果、量産試作の判断をし、量産開発フェーズへと移るとともに、次年度以降の量産化判断の準備を進める。 

(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 

iArmS-Gmodel 1 次試作 機械としての機能が確認でき、製品課題を明確にできる試作品。 

iArmS-Gmodel 2 次試作  形状、構造、機能等が最終製品と同じで、製造方法だけが異なる試作品。認証のプレ評価にも使用する。 

iArmS-Gmodel 量産試作 量産の製造方法で最終製品を試作し、評価、出来栄えを評価する試作。認証評価、臨床評価にも使用する。 
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(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製品開発 

1-1. 2次試作機の開発と社内評価 

米国での臨床評価の結果を受けて、１次試

作にて評価した際に抽出された意見等を検討

し、開発仕様を決定する。開発仕様を反映し

た設計変更による 2 次試作機を製作し、これ

を用いて電気的安全評価、ユーザビリティ評

価を行う。 

○成果物：2 次試作機、評価結果レポート  

 

 

 

 

1-2. 医師によるユーザビリティ評価（非臨

床） 

2 次試作機を用いて、医師によるユーザビ

リティ評価を非臨床にて行う。 

比較対象としては、現号機を用いる。 

その結果をもとに臨床評価計画を立案す

る。 

○成果物：評価結果レポート 

 

1-3. 軟性内視鏡アタッチメントの使用実績

作り（通年）、有用性評価（臨床 or非臨床） 

内視鏡のアタッチメントの形状を臨床使用

の中で確定し、耐久性評価をして、2 次試作

を行う。その試作アタッチメントを利用し、

iArmS の現号機に取り付け、実際の手術で臨

床評価を行う。(脳外科、耳鼻科)  

▶ 

【進捗 100%：○】 

1-1. 9月 26 日社内にて製品企画会議を実施。 

その実施計画に基づき、双腕椅子一体型の 2 次試作

を製作。（安全力センサ 2次試作機組込） 

① CEマーキング取得方針： Class1 

 ドレープは別途海外メーカによる認証取得要。 

② 仕様：双腕座位タイプ。（今までの課題を反映） 

安全力センサにより、ホルダ下を 20㎜削減 

アーム長 +100 ㎜ （体格差考慮） 

それを用いて、EMC 試験（エミッション試験、イ

ミュニティ試験）を実施。金属性カバーを用いたた

め、前号機に比較しおおむね良好であったが、エミ

ッション試験において、一部今までと違う周波数に

おいて基準値を超えていた。（原因不明） 

 

1-2. ユーザビリティ評価検討会(非臨床)実施 

 製作した2次試作機を用いて、非臨床試験によるユ

ーザビリティ評価検討会実施（3月31日）。 

アーム部については、良好な結果（完成度がアップ

している）であったが、今回初めての検討されたベ

ース部（椅子を含む）については、寸法、キャスタ

仕様、椅子の仕様等改善が必要な個所がいくつかあ

った。 

 

 

 

1-3. 倫理委員会審査済み。臨床応用を 4 症例実施 

から進捗なし。アタッチメント装着による 

誤作動のなどの大きな問題等なく、使用感は 

良好。 

 

 

 

 

▶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エミッション試験の基準値を超えていた周波

数の原因を確認し、その対応を図る。 

安全力センサのシステムでの安全検証試験を検

討する。 

 

 

ベース部の改良及び、椅子一体モデルの商品

企画を再検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨床試験 N増し、有用性検討。 
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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 

○成果物：アタッチメント評価結果  

 

1-4. 安全力センサの試作、機能確認および

量産化検討 

セーフティ機能、精度、耐久性、及び DNロ

ボットコントローラ IF に適合等の要求仕様

を満足する安全力センサの開発を、機能安全

の業務プロセスを考慮して 2 次試作を作る。

それを iArmSの 2次試作機に搭載する。 

○成果物：安全力センサ量産試作品、性能報

告書 

 

1-5. 量産試作への移行判断 

まず平成 29 年度の試作品に対し、開発要求仕

様に対する出来栄え、コストの見通し等の指

標および事業性、認証戦略の見通しより量産

試作フェーズへの移行を商品企画会議に相当

する社内会議にて判断する。 

○成果物：社内会議 

 

 

1-4. 1.5次試作までの課題に対する対策を盛り込ん

だ 2 次試作を実施。課題であった温度特性、通電変

動、湿度変動が改善されていることを確認した。ま

た、安全機能として盛り込んだセンサステータス信

号、CRC-32、ウォッチドックタイマ機能を始めとす

るセンサシステム全体が正しく動作するかを 501 項

目の検査リストに基づいて評価を行い、全項目にお

いて評価基準を満足していることを確認した。 

2 次試作品 4 台をデンソーへ納品済み。(評価及び

2 次試作機組込用) 

 

 

1-5.未実施（18年 2月実施予定→未定） 

約 3 か月間の営業活動を控えている影響もあり、

販売実績が目標に大幅未達。販売再開後、その結果

を見て量産移行判断を行う。 

また、海外販売パートナも探索できていないことが

課題となる。 

 

 

量産検討課題を整理し、量産計画を検討。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

量産移行判断予定を変更。 

（現時点で日程未定。） 

販売パートナ探索、事業形態についても、再検

討を図る。 

②医師のニーズ吸い上げ 

2-1. MUST HAVE検証評価 

販売上の訴求のため、MUST HAVE となる術

式を明確にする。 

信州大学においては、脳神経外科領域での

MUST HAVE 検討として、脳動脈瘤のクリッピ

ングにおける非臨床か臨床での評価を行う。 

またデンソーが Y 大学、M 大学において耳

鼻科領域の MUST HAVE 評価を行う。 

○成果物：研究結果レポート 

 

 

▶ 

【進捗：90%：○】 

2-1. iArmS有無で、東京女子医大にて脳外科顕微鏡

映像の解析、Y 大学にて耳内視鏡映像の画像ブレの

加速度の計測・解析、M大学にて鼻模型での疲労感、

生体信号の比較評価を実施。それぞれ有意差がみら

れる結果が得られた。 

 

 

 

 

 

 

 

▶ 

 

各医師により成果発表等をしていただく。 
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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 

 

2-2. 臨床評価準備（医療機器として有用性確

認評価） 

18 年度(来年度)の臨床評価にむけ、その準

備として、臨床プロトコルの作成を行う。 

○成果物：臨床プロトコル 

 

2-3. 海外医師ニーズの吸い上げ 

KOL、主要病院を、顕微鏡メーカ、英国総領

事館、医師などのルートから紹介してもらう。 

○成果物：病院、医師の機器に対するコメン

ト 

 

2-2. 非臨床評価および過去の臨床評価で iArmS 有

無しで術動作、疲労感、画像ブレについて有意であ

ると確認できた項目について、被験者数 3 名で各 3

水準でプロトコル作成、検討した。 

 

 

 

2-3. 信大本郷先生の紹介で独 KOL1ケ所と、英国領

事館経由の紹介の英 KOL2か所（脳神外科、耳鼻科）

を訪問し MTG、手術室見学を行った。内、英 KOLの C

大学脳外科が、臨床試験に積極的。他の診療科の紹

介も可能ということ。但し、過去日本の医師との交

流がほとんどないことが懸念点。 

 

これに基づき臨床試験計画を検討する。 

 

 

 

 

 

 

英 C 大学の臨床試験の実施については、再度

調整する。 

 

 

③グローバル営業戦略 

3-1. 海外パートナの絞り込み 

海外販売（欧州）パートナ探しを、顕微鏡

メーカ・顕微鏡販売代理店を中心に検討を行

う。 

また、海外市場の反応を見るため、海外の

学会展示を検討する。 

○成果物：パートナ候補アプローチ結果 

 

3-2. ふるえ抑制評価法の確立と実際の評価、

その研究の発表、論文化 

グローバル販売上の訴求のため、iArmS の

有用性を明確にする、脳神経外科での手のふ

るえ解析を行う。また、その評価法を用いて、

耳鼻科領域においても実施する。 

○成果物：ふるえ抑制評価結果レポート  

▶ 

【進捗 40%：X】 

3-1. 下記の活動を行ったが、現段階で有力はパー

トナ候補見つからず。 

－欧州出張時に顕微鏡メーカ訪問を試みたが、スケ

ジュール調整できず。 

－欧州代理店探索として、伴走コンサルでのアドバ

イスである、MEDIC のサイトの海外代理店の情報調

査等試みたが、候補無。 

 

 

3-2. 東京女子医大にて、術中の手のふるえを評価

するために、術中画像から術具の振動を画像処理で

計測するアプリケーションを開発した。術具の輪郭

を背景から抽出し、選択した範囲の重心の軌跡を算

出し、FFTを用いて振動の周波数を検出する方式。 

iArmS を用いた腫瘍摘出術の顕微鏡画像を用いて

解析を行い、バイポーラメスを用いて止血を行って

いる場面で、バイポーラ先端部の振幅のピークは

0.3Hz、1.2Hz 程度であり、それ以上の周波数ピーク

は検出されなかった。一般に手ブレの周波数は 10〜

15Hz と言われており、この例に関して言えば iArmS

による手ブレ抑制が示唆される結果となった。 

▶ 

 

顕微鏡を扱っている（扱っていた）医療機器

代理店の再探索を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

本結果について学会発表等を検討する。 
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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 

④海外医療機認証戦略 

4-1. 海外申請手続き 

海外（欧州）医療機認可取得を目指すべく、

国内の認証機関と現状製品の課題を明確に

し、2次試作機を製作し、ドキュメント整備を

行い、申請準備を行う。 

また、国内の非医療機器についての該当性

を確認する。 

○成果物：申請書草案 

▶ 

【進捗 100%：○】 

4-1.  海外申請手続き：製品企画会議にて CE マー

キング取得方針を明確にした。 

- MDD にて取得（MDRは認証機関がこのスケジュール

で対応できない） 

-ドレープの CE 認証が iArmS 以上に重要であり、海

外ドレープメーカに iArmS用 CE認証品を供給しても

らう必要があることがわかった。 

-ドレープメーカを MEDICA にて調査し、内 2 社へ欧

州出張時に訪問。試作供給、認証取得について問題

ないことを確認。 

- 国内の非医療機器該当性確認： 

10月 6日に厚生労働省監視指導・麻薬対策課及び医

療機器審査管理課に訪問し相談。また、12月 8日に

さらに機器詳細を両課長に再説明。12 月 25 日付で

「ご説明いただいた iArmS は医療機器に該当しな

い」と回答有。 

- 欧州（英国）臨床試験実施手続き相談／医療機器

該当性確認： 

12月 6日@英国 MHRAオフィスを訪問し臨床試験実

施手続き相談。その中で iArmS の医療機器該当性に

ついても論点となった。 

臨床試験を実施する時の手順は、非医療機器、未承

認医療機器、CEマーク取得後医療機器によって大き

く異なる。 

iArmS の医療機器該当性については、最終的に後日

メールにて下記の回答有。 

iArmS 使用目的により変わる。 

術者の腕を支える（のみ）。→ 非医療機器 

術者／患者へ向上がある場合→医療機器 Class I 

 

▶ 

 

社内 QMS 体制を構築し、必要なドキュメント

管理、整理をしていく。 

 

 

 

 

 

試作等、海外ドレープメーカと連絡を取り対

応する。 

 

 

国内は、引き続き非医療機器として取り扱う。 

 

 

 

 

 

 

医師への効果データ取得し、欧州では医療機

器（ClassI）として申請する方向で検討する。 

但し、それまでは、非医療機器として臨床試験

ができるか試験先と検討する。 

 

 

 

 

⑤特許戦略 

5-1. 周辺特許出願 

製品化の際に発生する細部のアイデアにつ

いて積極的に特許申請していく。 

▶ 

【進捗 80%：△】 

特許出願注力分野の抽出のための戦略 MAP は作成

済み。競合他社の戦略も把握し、注力分野を絞り込

んだ。 

また、出願については、最終形状確定に 1 ケ月ほ

▶ 

 

出願項目を検討する。 
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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 

○成果物：特許申請書 ど遅れ有、特許案を検討したが、現段階でメカ関係

での出願案なし。ソフト関連は、ソフトノウハウと

してブラックボックス化にて対応。 

⑥事業管理・運営 

本プロジェクトを円滑に進めるため、デン

ソーが主体となり、プロジェクト構成相互の

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。また、東京女子医科大学、

信州大学、ワコーテック社、三鷹光器社と共

同して、伴走コンサル、有識者委員会等への

対応を図るとともに、プロジェクト全体委員

会の定期的開催運営でプロジェクト内での情

報交換を図り、推進課題の共有化を図る。ま

た必要な報告書等のとりまとめを行う。 

▶ 

【進捗 100%：○】 

利益相反管理規定対応： 

検討結果に基づき、社内関係部署と内容を確認。デ

ンソー部内規として制定。試験運用開始。本プロジ

ェクト関係者の自己申告表を起票済。 

 

 

▶ 

 

特になし 
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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） 

今年度の方針は、１）開発：次期型仕様を決定し、詳細設計を行い製品に近いレベルの試作（２次試

作）を製作し、評価する。２）医師ニーズの吸い上げ：国内外 KOL の確保、３）販売活動：欧州市場に

おける販売パートナ探索、４）薬事：欧州認証方針・課題を整理し、品質管理体制を整え、申請の準備、

及び、国内の非医療機器についての該当性確認、５）知財戦略：試作設計における課題を整理し、周辺

特許の出願であった。 

それに対し、下記が今年度の到達点（実績）である。 

１）開発 ： 2次試作機開発   

-昨年度 1次試作結果を元に、次期型開発仕様を見直し、製品開発要求仕様書を修正。それに基づい

て 2次試作機の詳細設計、3月下旬に２次試作機完成。 

‐2次試作機を用いて、EMC試験及び非臨床にて医師によるユーザビリティ評価を実施した。 

-手首部の薄型化及びシステムの信頼性向上のために、安全力センサの 1.5 次試作・評価し、2 次試

作に反映。2次試作機を２月中旬に完成、iArmS-Gの 2次試作機に組み込んだ。 

-軟性内視鏡アタッチメントは、信州大学医倫理委員会の承認を得て、4 例で臨床使用し、その脳神

経外科内視鏡手術での有用性を確認した。 

２）医師ニーズの吸い上げ： 国内 KOLと効果検証、海外 KOL確保  

-耳鼻内視鏡手術においては、実際の臨床手術で iArmS有無しの術動作、模擬評価で疲労感、生体信

号の追加 N増し評価を実施。有意差がある可能性が示唆された。 

‐鼻内視鏡手術の画像及び手術時間をを解析することにより、内視鏡の無効時間（術部から外して

いる時間）が iArmS有で短くなる結果が出た。論文投稿準備中。 

-術中の手のふるえを評価するために、術中画像から術具の振動を画像処理で計測するアプリケーシ

ョンを開発。iArmS を用いた腫瘍摘出術の顕微鏡画像を用いて、本アプリで解析を実施した結果、

iArmSによる手ブレ抑制が示唆された。 

-欧州出張にて 3か所の施設の KOLを訪問し、手術室等の見学を実現した。その結果、英 C大学脳外

科が強く興味を持ち、臨床試験を是非進めたいとオファーをいただいた。 

３）販売活動：欧州販売パートナ探索    

-顕微鏡メーカとの連携を試みたが、欧州の展示会での共同展示、欧州出張時の訪問等調整できず、

実現できず。 

-顕微鏡機器メーカとの提携がうまくいかない中、伴走コンサルでアドバイスのあった MEDICのサイ

トのリストから個人欧州代理店探索を行ったが候補無。引き続き探索中。 

４）薬事： CE認証取得準備 と 国内の非医療機器該当性確認  

-製品企画会議にて CEマーキング取得方針を明確にした。 

-英国 MHRA（Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency）を訪問し、iArmS の医療機

器クラス及び、臨床試験手続きを確認した。 

-現地で CE 認証のドレープを入手するために、ドレープメーカを探索。欧州出張時に 2 社と訪問・

交渉を行い、試作供給、認証取得について問題ないことを確認した。 

- 国内の非医療機器該当性確認については、12 月 25 日付で「iArmS は医療機器に該当しない」と

厚労省より回答有。 

５）知財戦略： 知財調査と周辺特許出願   

-知財戦略としては、特許支援ツールを用いて自社類似分野を取り巻く他社状況を明確にし、出願注

力分野を絞り込んだが、出願には至っていない。 
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(2) 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。： 販売ルート開拓等のビジネス面について未達 

 

 2) 自己評価理由 

① 開発面と②ビジネス面の両面について考察する。 

① 開発関連：当初の目標は達成した。 

困難な開発テーマ目標にもかかわらず、アーム部分の開発、安全力センサ開発については 2 次試

作機を完成し、目標通りの性能を達成した。 

今回、非臨床評価が初めてとなるベース部（椅子）については、いくつかの課題が指摘されたも

のの、量産試作への反映は可能と思われる。 

 

② ビジネス関連： 2 勝 1 敗 

ビジネス面の重要課題として、継続条件と関連し３つのテーマがあった。 

（１）販売・物流：現地販売代理店の確保  

（２） 医師ニーズ：欧州における有力な KOL の確保  

（３） 薬事   ：日本における非医療機器の該当性確認 

（２）、（３）については、大きな成果があり、目標を達成したが、 

（１）については、全く未達であり、販売代理店候補が挙げられなかった。 

 

以上のように、全体としては、いい結果は得たものの、重要課題である販売ルート開拓が未達のた

め、 

Ｃ：当初目標には未達 と自己評価する。  
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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。 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。 ○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。 ○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。、 △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。 △一部
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。 △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。 ○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。 ×不十分
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。 ×不十分
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。 △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。 △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
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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 

海外販売パートナの確保に苦労している。KOL 探索や、現地ドレープメーカ確保については紹介ルー

ト、調査ルートが想定でき対応できたが、海外販売パートナの確保については現時点では有効な糸口を

つかめていない状況。MEDICA への展示を進めるべきだったか。30 年度の MEDICA の AMED ブース

への展示を検討したい。 

 

 2) 事業の進め方 

付属物であったドレープの現地供給の必要性を把握するのが遅れた。結果的に、MEDICA での調査、

欧州訪問で対応できたが、CE マーク取得の重要案件（これにより計画が大きく変わる）のため、できる

だけ前倒しで対処すべき案件であった。  

 

 3) その他 

継続条件である日本における非医療機器の該当性確認を行ったが、すぐに（2 週間程度で）回答がある

と思っていたが、想定以上に回答が出るまで時間がかかった（3 ヵ月）。その期間、積極的な営業活動を

控えることとなった。 
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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。   

機器スペック・

ビジネスモデル 

ドレープ：日本からの輸出を想定。 海外現地ドレープメーカ供給（CE取得済）。 CE 認証品が必要なため、認証取得可能な海

外ドレープメーカを探索。 

事業化体制 基本的に変更無。 

（但し、現段階で販売パートナ未確定） 

販売パートナ探索を急ぐ。 販売パートナ未確定。 

事業化計画（開

発･薬事・上市

スケジュール） 

開発：量産試作      2018年 6月 2018年 8 月 開発課題対応のため。 

量産試作移行判断の遅れのため。 

薬事：CE マーク申請 2019 年 1 月 2019年 3 月 量産試作予定遅れのため。 

Class１自己認証予定。（英 MHRA回答より） 

上市：       2019年 3月 2020年 3 月以降 販売ルート未確定のため。 

CE マーク取得後、KOL への臨床試験と並行し

て販売準備を進める。 

 

(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 現 iArmS は、非医療機器だが、新 iArmS は医療機器として進め

てはどうか？ 

 DN は、非医療機器にこだわっているのか？ 

既に現 iArmS について、当局に確認中。（→非医療機器と回答有） 

DN としては、次期型では非医療機器にこだわらない。 

次期型について、どのように医療機器とするか検討中。（医療効果を

どのようにうたえるか次第。） 

知財 特許分析ツールは案出しにきっかけにしかならない。自分たちの

保有技術から特許を押さえること。 

案出しのきっかけ、取りこぼしを少なくするためにツールを活用す

る。別途、保有技術（課題解決）からの特許化は検討している。 

技術・評価 脳外科、耳鼻科以外にもっと活用用途があるのでは？ 眼科向けには既に出荷実績有。脊髄手術等他の術式もアプローチ

中。また、医療以外も検討しているが、医療領域以外だと更なるコス

トダウンが必要。 

その他事業化

全般 

海外 KOL については、欧州の手術スタイルをよく調べるよう。 

現地で手術の仕方等情報を入手すること。  

欧州出張にて、欧州 KOL 訪問、手術・手術室見学実施。 

現在、肘置き付きチェアを用いている医師からのニーズが強い。 

手術室環境としては問題無。実際の手術レイアウトについては、臨

床試験等、現地にデモ機を持ち込んで確認する必要がある。 

MEDICA の展示は検討しなかったか？ MEDICA は販売店向けが中心。販売ルートととしては当初顕微鏡メ
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領域 指摘事項 対応 

ーカ連携を考えていたので、顕微鏡メーカとの学会展示を優先してい

た。それが NG となった時は MEDICA の JERTO ブース展示募集も

終了していた。来年度は検討したい。 

現地コンサル等を雇って、海外市場調査をしているか？ 昨年米国市場調査時には現地コンサルを雇って実施。その結果、単

独で販売を進めるより、顕微鏡メーカもしくは顕微鏡販売店とのコラ

ボがいいという結論が出た。欧州でも同じ方針で進めようとしている

が、思ったように進んでいないのが現状。 

信頼できるコンサルがあれば、必要に応じて再検討したい。 

海外代理店探索は、MEDIC のサイトに、海外代理店の情報や

NRWJ（ドイツ ノルトライン・ヴェストファーレン(NRW)州経済

振興公社 日本）等を利用してはどうか？ 

MEDIC のサイトの海外代理店は、英国・ドイツで顕微鏡を扱うよ

うな代理店情報無。 

 NRWJ には、現在協力を依頼中。（残念ながら欧州出張には間に合

わず。） 

利益相反に関する進め方について別途専門部署より回答する。 専門部署にから管理対象、自己申告基準についての質問について回

答取得。その結果を元に利益相反管理内規を作成し、運用開始。 

 

(7) 継続条件への対応状況 

継続条件 対応状況 

・平成 29 年度末までに事業化する医療機器の海外

展開の戦略を明確にした事業計画を提出し、現地販

売代理店の確保の目処を付けること。 

 

 

 

・平成 29 年度に欧州における有力な KOL を複数確

保し、これを活用するビジネス戦略を示すこと。 

 

 

 

 

・日本における非医療機器の該当性を海外における

薬事判断と含めて平成 29 年度の早期に行政当局に

確認すること。 

・下記の活動を行ったが、現時点で現地販売代理店候補（パートナ候補）が見つかっていない。そのた

め、事業計画も立案まで至っていない。 

－顕微鏡メーカと欧州学会での共同展示を検討したが、先方の都合によりキャンセルとなった。 

－欧州出張時に顕微鏡メーカ等の訪問を試みたが、調整つかず。 

－個人欧州代理店の探索を行ったが、現時点で有力な情報は得られず。 

 

・下記の活動を行い、英国の有力 KOLを確保。学会への拡散等も協力的。 

・欧州出張で、3か所の KOL を訪問した結果、②の英 C 大学脳外科が積極的。 

臨床試験を是非早急に進めたいと要請有。 

・英 C大学では、脳外科だけでなく他の診療科の紹介も可能ということ。 

また、先生は欧州の学会の理事であり、その学会展示協力も検討事項となっている。 

 

・10 月 6 日に厚生労働省監視指導・麻薬対策課（監麻課）及び医療機器審査管理課（審査課）に訪問

し相談。さらに 12月 8日に機器詳細を両課長に再説明。12月 25日付で「iArmS は医療機器に該当し

ない」と監麻課よりメールにて回答有。 
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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） 

平成 29 年度末で委託事業は終了となった。 今後、自主推進するかどうも含めて別途検討していく。  
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 

株式会社 デンソー 新事業統括部、メディカル事業室 

〒448-8661 愛知県刈谷市昭和町 1-1 

電話: 0566-20-3783 / FAX: 0566-25-4655 / E-mail: TOSHIHIKO_KOYAMA@denso.co.jp 

 


