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1. 事業の概要 

手術用顕微鏡の映像を 3Dビデオカメラで撮影し、3Dモニタに可視光映像と蛍光映像をリアルタイムに

オーバーレイし直感的に表示するシステムを開発する。これにより明瞭に映し出された蛍光と可視映像

を観察しながら処置することが可能になり、より安全で合併症の少ない手術環境が提供できる。本事業で

は、平成 32 年に米国 FDA へのクラスⅡ医療機器申請を、平成 33 年に中国 CFDA へのクラスⅢ医療機

器申請を行えるよう、事業化環境整備を進める。 

 

 

H29-044

高精細小型３Ｄビデオ蛍光顕微鏡で現場に貢献

光学式手術用顕微鏡は重く、術者の負担となる

三鷹光器株式会社：会社の紹介・事業展開

 脳神経/移植/形成外科等で用いる光学式手術顕
微鏡は大型で重く、手術室間の移動は困難。

 接眼レンズを覗く姿勢は、術者の首に痺れを誘発。
 血流を可視化する近赤外蛍光観察は白黒モニ
ター表示ゆえ、術野の確認が難しい。

 ビデオカメラ方式とすることで、小型軽量化と楽な
姿勢のヘッドアップサージェリーを実現。

 高い解像度と倍率で、結紮糸をリアル３Ｄ表示。
 可視光と蛍光を重畳し解剖学的な臓器構造を直
感的に表示して、安全な術野を提供。

Class Ⅰ（国内）
Class Ⅱ（海外）

（想定）

三鷹光器株式会社は本事業の代表機関として事業を統括。
宇宙観測機器の設計製作において、創業以来培い続けてき
た技術力を活かし、高精度天体望遠鏡をはじめ、光学測定装
置、医療機器等、世界の各分野のエンドユーザーから高く評
価されている。（本社：東京都三鷹市、従業員数：98名）

平成29（2017）年10月時点

開発品のイメージ図

Ｂｅｆｏｒｅ

・細い血管吻合は高倍率の顕微鏡が必要
・血流確認は近赤外観察が有効

Ａｆｔｅｒ

３Ｄ

・３Ｄカメラで軽量化とHead Up Surgeryを実現
・血流を直感的に表示し安全な手術を提供

安全なマイクロサージェリーを提供する小型３Dビデオ蛍光顕微鏡の事業化・海外展開

小型３Ｄビデオ蛍光顕微鏡で術者を支援
国立大学法人京都大学・学校法人慶應義塾・パナソニック(株)ＣＮＳ社・三鷹光器株式会社

顕微鏡を緊急搬入開腹手術

H29-044
Class Ⅰ（国内）
Class Ⅱ（海外）

（想定）
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1.1 事業の目的 

【医療現場の課題】脳神経外科や移植外科などでは拡大視のため手術用顕微鏡が用いられるが、接眼レ

ンズを長時間覗く姿勢を強いられ、術者の腕や首の痺れの原因となり手術の質を低下させる。血流を可視

化する近赤外蛍光観察は手術成績の向上に貢献するが、近赤外カメラの白黒映像をモニタに映すため術

野から眼を離す必要があり、二次元の白黒表示ゆえ術野を確認し難い。また腫瘍の位置を赤色蛍光で同定

する 5-ALA 試薬の蛍光は可視光ゆえカメラを使わなくても直視ができるが微弱ゆえ、部屋を暗くしない

と観察は難しくこれも、蛍光観察しながら処置することは難しいという課題がある。また光学式手術用顕

微鏡は大型で重く、手術室間の運搬が困難である。 

【解決策】本開発システムは手術用顕微鏡の映像を 3D ビデオカメラで撮影し 3D モニタに表示する。

術者は 3Dモニタに映し出された術野を楽な姿勢で観察することが出来、長時間無理な体勢で顕微鏡を覗

き込む事から解放され、疲労の低減につながる。さらに可視光映像と蛍光映像を 3Dモニタ上にリアルタ

イムにオーバーレイ表示するシステムを開発する。これにより、明瞭に映し出された蛍光映像と可視映像

をともに観察しながら直感的かつ容易に処置することが可能になり、より安全で合併症の少ない手術環

境を提供することができる。3D ビデオカメラ搭載の顕微鏡は光学式顕微鏡の４分の１程度の重量に収め

ることができ、吊り下げアームを含む全体重量の軽量化が可能である。システムの軽量化により移動設置

時の負担を減らし迅速な手術準備に貢献する。 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：三鷹光器株式会社  

PL： 中村 勝之（三鷹光器株式会社） 

SL： 八木 真太郎（国立大学法人京都大学） 

共同体： ①国立大学法人京都大学 

  ②学校法人慶應義塾 

  ③パナソニック株式会社コネクティッドソリューションズ社 
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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 医療機器 クラス分類 クラスⅠ 

製品名 小型 3Dビデオ蛍光顕微鏡(仮) 分類名称（一般的名称） 可搬型手術用顕微鏡 

対象疾患 
脳神経外科、移植外科、眼科、

形成外科 
届出／認証／承認 届出 

想定される販売先 大学病院等 新／改良／後発 － 

使用目的又は効果 

血管やリンパ管吻合時の血流

確認を蛍光映像のリアルタイ

ムオーバーレイした 3Dモニタ

上に表示する。 

  

薬事申請予定者 三鷹光器㈱ 医療機器製造販売業許可 13B3X00051 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

三鷹光器㈱ 医療機器製造業許可 13BZ200136 

 販売業許可 4502040600002 

 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 

   

薬事申請時期 
平成 3１（2019）年 

米国 平成 32（2020）年 

中国 平成 33（2021）年 

上市時期 
平成 3１（2019）年 

米国 平成 33（2021）年 

中国 平成 34（2022）年 

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 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

 
〈特徴〉 

・3D カメラで軽量化と Head Up Surgery を実現 

・血流を直感的に表示し安全な手術を提供 
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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 

・病院等の医療機関：脳神経外科、移植外科、眼科、形成外科などマイクロ手術を行なう従事者 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

１）代替市場 

 国内顕微鏡市場で蛍光観察機能を備えたハイエンド機種の出荷台数は約 200 台であり、その 10%にあ

たる 20 台を年間代替数と考える。また海外市場においても近年蛍光観察対応化が進んでおり推定数で

100 台～200 台を見込んでいる。 

 

２）新規創出市場（サージカルルーペ使用外科手術分野からの移行） 

 外科手術においてサージカルルーペを使用するオペ件数は顕微鏡を使用してのそれを遥かに上回る。

近年、術式の多様化や技術の進歩等でルーペの倍率では不十分なケースが増えている。ルーペから顕微

鏡に移行するドクターをターゲットにすることによって創出市場規模は顕微鏡からの代替に比べ 2～3

倍が見込まれ、国内で 80 台 海外で 200 台と考える。 

 

(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 

 

 提案機器 競合機器１ 競合機器２ 競合機器３ 

メーカー 三鷹光器(株) Ｚｅｉｓｓ Ｌｅｉｃａ SOMTECH(韓) 

概要 ビデオ蛍光顕微鏡 光学式顕微鏡 光学式顕微鏡 ビデオ顕微鏡 

クラス分類 Class1 Class1 Class1 Class1 

 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） 

本開発品の製品としての差別化ポイントは、可視と蛍光映像をオーバーレイできる手術顕微鏡は世界

初の機能であり、インパクトは極めて強いと想定している。 

また、総括事業代表機関の三鷹光器は 3D ビデオ顕微鏡の実績と経験も豊富で、競合他社をリードする

ノウハウがある。さらに三鷹光器は他メーカーに先駆け独自に 3D ビデオ顕微鏡システムの開発を行って

おり、既に「KestrelViewⅠ」を製品化しそこで得たノウハウを基に「KestrelViewⅡ」への改善を果た

している。 
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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) 補助期間後を含めた事業計画の概要 

2017 年度： 

現行機を用いたユーザーテストや動物実験を通じて明確にした開発機のコンセプトに基づいて 1 次試

作機を開発し、1 次試作機によるハンズオンセミナーや動物事件で課題の洗い出しを行い量産機のベース

となる 2 次試作機の仕様を検討した。 

また並行して薬事対応、知財対応、販売戦略のための環境を整え検討に着手した。 

2018 年度： 

1 次試作機のユーザー評価と動物実験で洗い出した課題を解決するための設計仕様を明確にし、2 次試

作機の開発を行う。 併せて、 

薬事戦略については国内でのクラスⅠ届出、海外申請のための第三者機関との相談を行う。 

知財戦略としては開発品の基本仕様に関する国内特許出願と、海外特許出願の準備を行う。 

販売戦略としては米国、中国での販売ルート構築を進め、併せて欧州の販売パートナーの開拓を図る。 

 

2019 年度： 

２次試作機のユーザー評価と動物実験で洗い出した要求仕様に基づいて量産機の開発を行う。  

併せて、 

薬事戦略については米国 FDA へのクラスⅡ申請の準備進める。 

知財戦略としては開発地無で協議しながら周辺特許を含め国内外での戦略的な特許出願を進める。 

販売戦略としては米国、中国では販売代理店との契約準備を進め、欧州では販売パートナーと具体的な

調整を行う。 

 

〔上市時期予定〕 

2019 年度：国内販売開始 

2021 年度：海外出荷開始 

 

(2) 投資回収計画 

国内、国外の販売数計画から事業期間中に行った設備投資（開発費自己負担分）は平成 33 年度中に回収

が可能となる。 
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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”   

国内販売は顧客医療機関へ三鷹光器が直接または代理店を通して販売する。海外販売体制は既に販売

協力体制にある MitakaUSA・威仕康三鷹へ製品を卸す。両社はそれぞれ技術スタッフを養成しており三

鷹光器本社での技術研修を修了している。両社はそれぞれ販売地域ごとに地元代理店と契約し販売体制・

アフターサービス体制を整え、各代理店への技術トレーニングを行い、製品構造の習熟を徹底し一次メン

テナンス対応（定期メンテナンス・消耗品の交換・部品の交換（重要部品で無い物））出来るよう養成す

る。 

三鷹光器・MitakaUSA・威仕康三鷹は互いに連携し国際学会・展示会へ参加し販売促進活動を行う。 

 

 2) ビジネス体制 
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(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 国内申請については平成 30 年度末までにクラスⅠの届出を行う予定。 

 海外申請については平成 31 年度の米国申請以降順展開していく予定。 

 

 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） 

基本特許は出願済みだが、製品化過程で出たアイデアを随時特許申請していくため、継続して先行

技術調査を行っていく。 

 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

模造品や侵害品が現れた際には、三鷹光器が代表して特許権を行使して差し止め請求や損害賠償

請求をする予定。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

各診療科で求められる倍率や解像度、操作性やシステム構成などの仕様は異なっていることが予

想される。京都大学の各種診療科で臨床評価を継続して頂き、手術現場にも技術者が立ち会うこ

とで診療科毎の課題を把握する。 

 

 4) 販売戦略等 

中国、米国に加え、欧州におけるパートナー探しも着手する。 

 

 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 FDA/CFDA 申請に必要なデータパッケー

ジや薬事クラスなどが不明。 

① 今年度中に海外コンサルティング会社との面

談を行い FDA 申請について相談する。 

知財 

① 周辺特許の拡充。 

 

② 共同体としての特許権の扱い。 

 

① 基本特許は出願済みだが、製品化過程で出た

アイデアを随時特許申請していく。 

② 共同体として出たアイデアの特許化後の扱い

について明文化していく。 

技術 ・

評価 

① 診療科により患部が動く場合に予想される

画像ボケへの対応。 

② 各診療科が求める仕様の違いへの対応。 

 

① 動物実験を通じて課題を把握し対策を講じる 

② 京都大学の各種診療科の評価に技術者が立ち

会うことで診療科毎の課題を把握する。 

その他

事業化

全般 

① ヨーロッパにおけるパートナー探し。 ① 欧州医療学会、展示会に参加し有力なパート

ナー候補を探す。 
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1.6 平成 29 年度補助事業の成果概要 

(1) 補助事業の事業概要 

本開発システムは手術用顕微鏡の映像を 3Dビデオカメラで撮影し 3Dモニタに表示する。術者は 3Dモニタに映し出された術野を楽な姿勢で観察す

ることが出来、長時間無理な体勢で顕微鏡を覗き込む事から解放され、疲労の低減につながる。さらに可視光映像と蛍光映像を 3Dモニタ上にリアル

タイムにオーバーレイ表示するシステムを開発する。補助事業終了時には 3Dビデオ蛍光顕微鏡システムの量産モデルを完成させ、国内でのクラスⅠ

医療機器として上市を目指す。また平成 32年 4月に米国 FDAへのクラスⅡ医療機器申請を目指し、併せて平成 33年 4月の中国 CFDAへのクラスⅢ医

療機器申請も視野に入れた事業化環境の整備を進める。 

 

(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 

1 次試作機 現行 3D ビデオ顕微鏡をベースに、複数の試作カメラの性能評価を行う。 

蛍光観察システム H30 年度は前年度収集したデータを基に量産製品版の製作を行う。 

2 次試作機 1 次試作機で得た性能・操作性の改善要求を基に準製品モデルである 2 次試作機を製作する。 

量産モデル 2 次試作機を基に製品量産モデルを完成させる。 

 

 

(3) 平成 29 年度の補助事業の成果と今後検討すべき課題 

平成 29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) コンセプト設計（三鷹/パナ） 

（三鷹）平成 30年 3月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)１次試作機開発（三鷹/パナ） 

▶ 

【進捗 100％：○】 

1) コンセプト設計 

以下のユーザー評価会を通じてコンセプト設計を

進めた。 

6 月 24日、京都大学で行った現用 3Dビデオ顕微鏡

KestrelviewⅡを使用した医師 6 名による性能評価

により倍率及び焦点深度の問題の指摘があった。 

7 月 20日、金沢でのユーザー評価会で 34名の医師

による光学顕微鏡・3Dビデオ顕微鏡を用いたハンズ

オンセミナーを行い、性能比較アンケートを得た。 

また 12 月 9 日、京都でのハンズオンセミナーで 1

次試作機を使ってプロジェクト内の医師による

模擬血管吻合を評価した。 

 

2）１次試作機開発 

▶ 

 

・1次試作機を用いた評価データをもとに量

産試作である 2 次試作機の仕様決定を行

った。 

・近赤外照明装置の開発と、4K 蛍光カメラ

の開発を次年度行なって、機能モデル機の

2 次試作機を完成させる。 

・4K 蛍光カメラのヘッド及びカメラ信号処

理装置の開発を次年度行なう。 
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平成 29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 

（三鷹）平成 29年 12 月 

（パナ）平成 30年 3月 

 

 

3)製品化設計（三鷹/パナ） 

4)2次試作機開発（三鷹/パナ） 

5)基本性能評価・ユーザー評価会（三鷹/

パナ/京/慶） 

 

6)量産モデル製作（三鷹/パナ） 

7)機械的安全試験(三鷹) 

8)電気的安全試験(三鷹) 

9)光学的安全試験(三鷹) 

10)リスクマネジメント（三鷹/パナ/京/

慶） 

 

11)蛍光観察システム開発（三鷹/パナ） 

 

 

 12)カメラの基本性能向上 

（パナ）平成 30年 3月 

現行機をベースに C マウント式カメラを交換搭載

可能な構造へ改造して、4K3D 顕微鏡の１次試作機、

及び１次試作機に搭載する 2K 蛍光カメラの開発も

着手した。 

 

 

 

5）基本性能評価・ユーザー評価会 

2 月 9 日、東北大学小児外科主催でラットを用いた

マイクロサージャリーハンズオンセミナーを実施

し、1 次試作機の評価を行った。 

 

 

 

 

10）リスクマネジメント 

現行機のリスクマネジメントは実施済みであるが、

1 次試作機完成（12月）以降、再評価を共同体で進

めている。 

11）蛍光観察システム開発 

可視光センサと蛍光センサを搭載した蛍光カメラ

の開発に着手。１月 9日、神戸での動物実験で性能

評価を行った。 

② 臨床評価 

1) 動物実験（三鷹/パナ/京/慶） 

（三鷹）平成 30年 3月 

（パナ）平成 30年 3月 

 (京)平成 30年 3月 

 (慶)平成 30年 3月 

 

 

 

2)倫理委員会申請(京) 

 

▶ 

【進捗 100％：○】 

1） 動物実験 

 現行商品の 3D ビデオ顕微鏡 KestrelViewⅡや 1

次試作機を用いた 3回の動物実験を通じて、本提案

の主なコンセプトが、①広いワーキングスペース、

②ヘッドアップサージェリー、③高倍率でズームイ

ンとズームアウトであり、新しい手術スタイルとし

て妥当性があることを確認した。 

 

 2)3)倫理委員会・臨床試験 

すでにクラス１可搬型手術顕微鏡装置として届け

▶ 

・次年度試作する機能モデル 2次試作機を用

いて大動物および小動物での評価を行っ

て従来手術との差を明確にすると共に、量

産品の仕様決定を行なう。 
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平成 29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 

 

 

 

3)臨床評価(京) 

 

出を終えている現行機「KestrelViewⅡ」を 12月末

より京都大学病院に貸出し、肝胆膵・移植外科、脳

神経外科にて評価、意見収集を実施している。 

③薬事戦略 

1) 戦略検討（三鷹/パナ/京/慶） 

(三鷹) 平成 30 年 3月(継続) 

（パナ）平成 30年 3月(継続) 

 (京)平成 30年 3月(継続) 

(慶)平成 30 年 3月(継続) 

 

2) 海外医療機器申請相談 

(三鷹)平成 30年 2 月 

 

3)第三者認証機関への相談(三鷹) 

4)Class1 届提出(三鷹) 

5)海外 Class2申請準備(三鷹) 

6)海外 Class2申請(三鷹) 

 

▶ 

【進捗 60％：△】 

1） 戦略検討 

9 月 13日、開発機器の FDA 510K 申請適合確認のた

めに米国大使館後援の医療機器 米国進出セミナー

に参加。1月以降、順次遂行した結果をもとに共同

体で検討を進めている。 

 

2） 海外医療機器申請相談 

株式会社日本医療機器開発機構に相談予定。 
▶ 

▶ 

④知財戦略 

1) 体制づくり（三鷹/パナ/京/慶） 

(三鷹)平成 29年 10月 

（パナ）平成 29年 10 月 

 (京) 平成 29年 10月 

 (慶) 平成 29年 10月 

2) 戦略検討 

(三鷹)平成 30年 3 月（継続） 

（パナ）平成 30年 3月(継続) 

 (京)平成 30年 3 月（継続） 

 (慶)平成 30年 3月（継続） 

3)出願準備・出願(三鷹) 

4)知財交渉・契約(三鷹) 

▶ 

【進捗 80％：○】 

1） 体制づくり 

4 機関よる秘密保持契約は締結済み。知財に関する

取扱を明文化した共同研究契約を準備中。 

 

 

2） 戦略検討 

現時点で明確な競合特許は見つかっていない。他社

製品で手術顕微鏡に 3D カメラ技術を内蔵した製品

が発表されたため、重点的に追加調査中。 

 

 

▶ 

・伴走コンサルにて NEDO の知財マネジメン

トの基本方針や、知財出願について各種の

助言を頂き、これらを参考に共同研究の取

り決めについて検討していく。 

⑤ 販売戦略 
▶ 

【進捗 80％：○】 

1） 市場調査 
▶ 

・現在交流を図っている海外学会・研究会を

軸に他診療科への調査交流を図る。 
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平成 29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) 市場調査（三鷹/パナ/京/慶） 

(三鷹)平成 30年 3 月（継続） 

（パナ）平成 30年 3月（継続） 

(京) 平成 30年 3月（継続） 

(慶) 平成 30年 3月（継続） 

2)体制構築、チャンネルの確保(三鷹)平成

30年 3月（継続）戦略を策定する。 

3) 販売計画作成(三鷹) 

4)学会発表、論文作成(京/慶) 

中国 上海交通大学附属新華医院におけるセミナー

に三鷹・京大・慶應で参加し、日中医学界交流を図

ると共に、新技術、製品ニーズの調査を行った。市

場調査については引き続き学会等を通して調査を

継続中。 

 

 

 

 

 

 

・引き続き三鷹販売代理店との販売戦略を

立て海外ドクターへの面談・学会への参加調

査を検討する。 

 

(4) 29 年度の到達点（総括） 

本提案のコンセプトは、①広いワーキングスペース、②ヘッドアップサージェリー、③高倍率でズームインとズームアウト、の３つであり、従来

とは異なる新しい手術スタイルを提案する。本年度は現行商品を改造し 4K3D 顕微鏡と 2K3D 蛍光顕微鏡の１次試作を作成し、プロジェクト内の医

師による模擬血管吻合の性能評価と、ブタを用いた大動物肝臓移植の模擬手術にて性能評価と課題の洗い出しを行なった。多くの医師に 1 次試作機

を試用評価頂く事で、コンセプトの妥当性と圧倒的な性能を確認することができ、製品の基本仕様を決定できた。 

海外薬事申請の相談については、伴走コンサルで株式会社日本医療機器開発機構のことを教えて頂いたので今後 FDA 申請に関して相談を行なって

課題を明確にする予定である。 
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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 

 
 

  

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。 △一部

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。、 ○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）。 △一部
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。 △一部

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。 △一部
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。 △一部
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。 △一部
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。 △一部
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。 △一部
必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。 △一部
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。 ○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。 ○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。 △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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(2) 平成 29 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 

本提案は、新しい手術スタイルを提案するもので、伝統を重んじる外科医の常識を覆す必要がある。秘

密保持への留意は必要であるが、国内外の学会や研究会との連携をより積極的に推進し、多くの施設や診

療科の先生方を巻き込んで新しい潮流を広める活動を今後展開していく必要がある。 

 

 2) 事業の進め方 

製品開発と並行し、ユーザー評価を通じて現行品の課題抽出を行なうことができた。また、１次試作機

をプロジェクト内で試用して頂くことで様々な意見を頂けたが、時間が短く消化不良と思われる。動物実

験などを活用し 1 次試作機をプロジェクトメンバーで試用頂く機会を増やすことを今後検討する。 

 

 3) その他 

代表機関と３つの事業分担機関との契約は、それぞれに契約書を策定したため、作業が３倍になり非効

率であった。次年度は１つの契約書を他の実施機関とで共用できないか、検討する。 
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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） 

特になし。   

 

(4) 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 

 

・模倣品の恐れがあるので CFDA 申請には注意をすること。 ・現状では中国にはビデオ顕微鏡のカテゴリが無い。知財の確保と

共に品質での差別化を図る。 

知財 

 

・海外メーカーを新規参入させないための知財確保を行なうこと。 ・4K 蛍光重畳など特許化を推進する。また、コンセプト的な所につ

いても新しい課題を設定し権利化を検討する。 

技術・評価 ・製品化のスピードを高めること。 ・製品の仕様を固定化して開発するのではなく、製品開発と並行し

ユーザー評価会などで課題を明確にしながら進めている。仕様を

早く固めて製品化を加速する。 

その他事業化

全般 

・蛍光顕微鏡の保険適用に向けた戦略を策定すること。 ・多くの医師との情報交換や学会を活用して、蛍光顕微鏡を用いた

血流やリンパ流の可視化が保険適用されるように活動を行う。 

 

(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 平成 30 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

(1) 平成 30 年度の事業概要 

現行商品の課題である解像度改善と蛍光技術を導入した 4K 蛍光カメラと照明装置を開発し 3D ビデオ顕微鏡に搭載して、本提案の機能モデル機の

２次試作機を年度内に完成させ、プロジェクト評価会や動物実験などで性能評価と課題対応策を検討する。２次試作機は ICG 蛍光技術の保険適用の

動向を見ながら Class1 届出を目指す。H31 年度には、京都大学や慶應義塾大学で実臨床の現場で試用頂き、量産機の設計に反映し海外 FDA 申請に

必要な臨床データを取得する。 

 

(2) 平成 30 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製品開発・評価 三鷹光器株式会社 ・１次試作機を基に行った商品仕様検討に伴ってシステム全体の構想設計を行う。 

・１次試作機で得られた要求仕様を基に、製品化に向けた２次試作機の設計試作を行う。また 2 次試作機

は機械・電気的・光学的な安全試験も実施して、次年度以降、京大や慶應大での実臨床の現場で使

用頂ける環境を確保する。 

国立大学法人京都大学 ・現行商品の光学顕微鏡、３Ｄビデオ顕微鏡、１次試作機、２次試作機を用いて、医師のユーザーハンズ

オンセミナーや学会併設のクローズドユーザーセミナー等を主催し、改善点を整理し量産モデルの仕

様を共同体で議論して確定する。 

学校法人慶應大学 ・現行商品の光学顕微鏡、３Ｄビデオ顕微鏡、１次試作機、２次試作機を用いて、医師のユーザーハンズ

オンセミナーや学会併設のクローズドユーザーセミナー等を主催し、改善点を整理し量産モデルの仕

様を共同体で議論して確定する。 

パナソニック株式会社 ・4K3D 蛍光顕微鏡を開発して 2 次試作機を完成させる 

②臨床評価 

 

 

三鷹光器株式会社 

国立大学法人京都大学 

学校法人慶應大学 

パナソニック株式会社 

・１次試作機を用いた継続的な蛍光観察機能の実証および能評価と課題の洗い出し、２次試作機を用い

た量産化に向けたデータ収集を行う。 

・2 次試作機完成によるプロジェクト評価会や動物実験による評価を行い、量産機の仕様へ反映する。 

③薬事戦略 三鷹光器株式会社 

パナソニック株式会社 

・海外医療機器申請を円滑に遂行するために産学連携しての定例会議を行い、薬事戦略を検討する。 
 

国立大学法人京都大学 

学校法人慶應大学 

・海外医療機器申請を円滑に遂行するために産学連携しての定例会議を行い、薬事戦略を検討する。 

④知財戦略 三鷹光器株式会社 

 

・新たに創出した特許について順次出願準備と出願作業を行う。 

国立大学法人京都大学 ・コンソーシアム内で発生する共同出願案件の取り扱いについて、アイデア発現時の手続きなどを明
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学校法人慶應大学 

パナソニック株式会社 

文化する。 

⑤販売戦略 三鷹光器株式会社 

 

・海外学会や研究会を通じて市場調査や PR 活動を行なう。 

・ハンズオンセミナーを次年度も開催し、新しい手術スタイルの普及活動を行なう。 

国立大学法人京都大学 

学校法人慶應大学 

パナソニック株式会社 

・海外臨床現場の調査等、必要に応じて情報収集、面談を行ない販売戦略にフィードバックする。 

・ハンズオンセミナーを次年度も開催し、新しい手術スタイルの普及活動を行なう。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 

三鷹光器株式会社 

〒181-1144 東京都三鷹市野崎 1-18-8 

電話: 0422-49-1491 / FAX: 0422-49-1117 / E-mail: katsuyuki@mitakakohki.co.jp 

 

 

 


