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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。さらに小型軽量化を実

現し、脳神経外科だけでなく移植外科や眼科など、マイクロ外科手術の適用現場を広げ、国内医療機器市場を

拡大する。 
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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。 

【事業概要】 

 本プロジェクトでは、米国 FDA へのクラスⅡ医療機器申請を目指して従来機器の課題を解決する 3D ビ

デオ蛍光顕微鏡システムを開発する。併せて中国 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。 

 2019 年 3 月 クラスⅠ医療機器販売届出 （日本） 

 2019 年 4 月 日本国内上市 

 非公開    米国 

 非公開    中国 

 

 

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 

  



 

3 

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 改良 

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 

  米国・中国 

薬事申請時期 2019 年 3 月 非公開 

上市時期 2019 年 4 月 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 

 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 

 
  

3D 
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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（内訳：国内 56 億円/年 696 台数（眼科・歯科含まず）、海外 650 億円/年） 

国内：既存の光学顕微鏡市場  696 台数（眼科・歯科含まず） 

海外：既存の光学顕微鏡市場  約 2000 台数（眼科・歯科含まず） 

 

 

２）新規創出市場 

 非公開 
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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 

競合商品との比較 

 提案機器 競合機器１ 競合機器２ 競合機器３ 競合機器４ 

メーカー 三鷹光器(株) Ｚｅｉｓｓ Ｌｅｉｃａ SOMTECH(韓) Olympus 

概要 4K3D ビデオ 4K3D ビデオ 光学式顕微鏡 ビデオ顕微鏡 4K3D ビデオ 

型式 MMBS-4K Kinevo 900 ARvoe VOMS-100 ORBEYE 

特

徴 

可視表示 3D モニタ 3D モニタ/ 

 接眼レンズ Op 

接眼レンズ/ 

3D モニタ Op 

3D モニタ 3D モニタ 

蛍光表示 3D モニタ 3D モニタ 接眼レンズ × 3D モニタ 

視線移動 不要 必要 必要 不要 不要 

可視と 

蛍光 

同時観察 切替え 

（白黒） 

切替え 

（白黒） 

× 切替え 

（白黒） 

合成表示 ○ × 擬似カラー × × 

本体重量 150kg（目標） 365kg 320kg 75kg 180kg 

国内市場規模  133 台 95 台 × ？ 

国内シェア  50％ 30％ × ？ 

海外市場規模  調査中 調査中 調査中 調査中 

海外シェア  60％ 40％ 調査中 調査中 

売価 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

保険償還点数 顕微鏡に係わる項目 K017/K020/K154-2/K248/K280/J093 127310～74240 点 

蛍光撮影加算（脳外のみ）K939-2 500 点 

クラス分類 Class1 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、下記の４点で特に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。脳神経外科以外のマイク

ロ手術にも診療科を拡大し普及を狙う。 

１）可視と蛍光映像を 3D でオーバーレイできる為、蛍光観察しながら処置ができる 

２）可視光映像と蛍光映像の切替え時などに視線移動が不要で、術野に集中できる 

３）接眼レンズレスのビデオ顕微鏡で長時間手術での首の痺れを軽減する術者に優しい設計 

４）無重力自在アームを継承しつつ小型軽量設計を実現し移動設置が容易であること 

 

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。 

-強み- 

①三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。 

②既に「KestrelViewⅡ」を日本・米国で販売しており（中国は 2017 年 6 月発売予定）本事業が上市可

能となるまでの間もマーケット拡大活動ができ、スムーズな製品移行が可能である。 

③大手ドイツ顕微鏡メーカーは顕微鏡に後付けする 3D カメラシステムを有しているが顕微鏡に更なる
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オプション追加となるためトータルの値段が高く普及率が低い。3D ビデオ顕微鏡は複雑な接眼鏡筒等

を省略することでトータルのコストを抑えることが出来る。 

④手術顕微鏡を用いた場合、ドクターは長時間にわたり無理な体制を強いられる場合があるが、接眼レ

ンズレスのビデオ顕微鏡ではドクターの楽な姿勢を維持する事が可能であり、肉体疲労が起因する施術

の質低下を防ぐ事が可能である。 

⑤可視光映像と蛍光映像の切替え時に視線の移動が不要で術野に集中する事が出来る。 

⑥従来の蛍光観察では白黒の映像に切替わる為、患部の視認性が悪く積極的な施術は困難であった、本

件開発製品では可視と蛍光映像を 3D でオーバーレイ出来る為、蛍光観察を行いながら手術の継続が可

能である、この機能はこれまでの医療機器に無く世界初の製品となる。 

⑦韓国メーカー製品は同様仕様の製品であるが、あくまでもビデオカメラベースの製品であり、顕微鏡

としての使い勝手の良さや光学性能に疑問があると聞いている。 

 

-弱み- 

3D ビデオ顕微鏡は新興製品である為、従来の光学式手術顕微鏡操作に慣れているドクターに新たに

使用方法について習熟してもらう必要がある。ドクターの中には固定観念に囚われている場合もあるの

で実物を使用してのデモ等に力を入れる必要がある。産学連携体制で原理モデルから開発を推進し、前

述の文部科学省人材育成プログラム（SNUC-LT Program：肝移植を担う高度医療人材養成）のご協力

を得て、マイクロ手術を志向する医師の集まる研究会でハンズオンセミナーなどを実施して、開発品仕

様のブラッシュアップと、ファン造りを行なうと共に、国際学会などで開発品を用いた臨床試験結果な

どを発表頂きグローバル展開の礎を作る。 
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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 

非公開 
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(2) 投資回収計画 

 ① 国内 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

薬事申請時期  ● 
 

 
      

上市時期  
 

●   
      

支出額（単位：億円）  
         

 うち補助対象 
          

 うち自己負担 
          

売上高（単位：億円）  
         

販売数量（単位：台）  
         

 ② 海外 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

薬事申請時期                     

上市時期                     

支出額（単位：億円）  
         

 うち補助対象 
          

 うち自己負担 
          

売上高（単位：億円）  
         

販売数量（単位：台）                    

 ③ 国内・海外合計 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

支出額（単位：億円）  
         

 うち補助対象 
         

 

 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。 

 

〔製品単価〕 

非公開 

〔国内販売〕 

海外販売に先駆けて 2020 年に国内での医療機器認可を取得し、国内販売を開始する。 

 

〔海外販売〕 

非公開 

 

〔投資回収時期〕 

非公開  

非公開 

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” 

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 

 PMDA クラス１届出申請 

可搬型手術顕微鏡として届出番号 13B2X10366000028「ミタカ MMBS」届出申請 

 PMDA 相談 

付加機能として設定した蛍光観察機能の薬事クラス分類確認相談 

 

 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） 

蛍光観察顕微鏡システムとそのカメラ技術に関する特許の調査を行い、先行他社の権利を整理し

他者権利を侵害しない設計を確保した。また本開発を通じて発生する知財は、出願前にコンソーシ

アム内で持分を確認した上で、都度出願を行っている。 

 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 

「ボーダレス手術（高倍率から低倍率まで広範囲は倍率をシームレスで且つ高速で変化させるヘ

ッドアップ手術）システム」特許申請 

 アメリカ・中国・ドイツ PCT 出願 

 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 

国内では ICG の保険適応範囲拡大が行われたが、厚労省より ICG 蛍光観察に係わる医療機器の

クラスⅡ認証の動きも伺われている為、対策を検討し、三鷹はクラスⅡ申請を見越し、医療機器製

造販売業許可を現在の第 3 種から第 2 種への変更申請し、第二種医療機器製造販 売業を取得済み

であるが、当開発製品の付加機能が想定した一般名称範囲内に入るのかPMDAに確認予定である。 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

米国向けには手術顕微鏡のカテゴリーに当開発製品が該当する為、FDA 510K申請準備を進める。

その際に必要であれば申請を円滑に進めるために現地コンサルティング会社の活用も随時検討す

る。また並行して中国 CFDA 申請準備も進め、CFDA 調査の際に得た海外での当該機器の使用状

況を記した論文等が申請時に有効であるとのコメントを基に資料の収集整理を進める。 

 

 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

三鷹光器の関連会社（MitakaUSA、MitakaAPAC）との連携を深め、開発品の事前プロモーショ

ン活動を行うと共に、EU 圏での販売体制構築を進めるために現地パートナー探しを継続してい

る。 
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 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

5 月 14 日に海外協力会社である MitakaUSA・威仕康三鷹の代表を招集し、1 次試作機の性能評

価を兼ねたセールスミーティングを開催。 

 QMS 等の品質保証体制 

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

パナソニックともパーツ供給について納入仕様書を構築 

 広報・普及計画 

4 月 7 日、第 118 回日本外科学会学術集会に合わせリファレンス新有楽町ビルにて AMED 中間

報告会としてクローズド評価会「マイクロ・マクロボーダーレス手術システムを用いた新しい 3D

手術」を開催した。 

8 月 23－26 日、海外有力ドクターへのプロモーションの為に International Society for 

Experimental Microsurgery （デフレッセン/ハンガリー）に慶応大学小林先生、京都大学八木先

生他 4 名、三鷹光器中村他 2 名の計 9 名で参加し、企業共催セミナーを開催した。 

11 月 22 日～24 日、第 80 回日本臨床外科学会総会に現行機である３D ビデオ顕微鏡 KV2 を展

示し、臨床医の方々に新しいコンセプトであるマイクロ／マクロボーダーレス手術法システムの

紹介を行った。この内 24 日には三鷹光器共催のランチョンセミナー「安全な医療を提供する医

療機器開発最前線」を開催し、京都大学 八木先生による「マイクロ&マクロ ボーダレス手術シ

ステムを用いた新しい 3D 手術」を講演頂き、概ね 200 名の医師が聴講し概念の普及活動を行な

った。 

12 月 6 日～8 日、内視鏡外科学会に合わせ ISEM 西日本主催のハンズオンセミナーに共催し開発

機の評価と３D ビデオ顕微鏡の概念普及活動を行なった。 
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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 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。 

 

 

② ICG 蛍光による血流評価は日本では現時点で

は脳外科と心臓外科のみであり、他診療科で

の保険適用は公知申請を検討されている。 

 

 

③ ICG の効能・効果が血管及び組織の血流評価

に適応拡大されたが、浜松フォトニクス製

PDE-NEO、三鷹光器製 MIPS 等の蛍光観察シス

テムについてクラス２の判定を受けており、

対応を検討中である。 

 

① 伴走コンサルにてJOMDDというコンサルティ

ング業務を行なう会社を教えて頂いた。面談

日程を調整しFDA申請について相談を予定し

ています。 

② 6 月の伴走コンサルでは ICG 蛍光観察機能に

より顕微鏡がクラスⅡとなる動きはないと

のアドバイスを頂いたので、海外での状況に

ついても並行して調査・整理を続け、今後の

動向を見守っていく。 

③ 三鷹光器製 MIPS はクラスⅡ申請を行い、現

在 PMDA 審査中である、この経験を生かし当

該開発機の薬事対応を進める。 

知財 

① 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）。 

 

 

② 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が必

要。 

 

 

 

③ 模倣品・侵害者が現れたときの対応。 

 

 

 

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ため、継続

して先行技術調査を行っていく。 

 

② 共同体として出たアイデアとしての特許化

を逐次行っていく。第１号として本開発品に

よって提供される新たな手術手法として、

「マイクロ・マクロボーダーレス手術システ

ム」の発明名称で特許申請することを決定

し、5 月 24 日出願済である。 

③ 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、差し止め請求や損

害賠償請求をする予定。 

技 術 ・

評価 

① 手術用顕微鏡はこれまで脳外科や眼科など

の動かない患部を対象とした診療科で用い

られているが、肝胆膵・移植外科や形成外科

領域のように患部が動く場合は画像ボケが

発生すると予想される。 

 

 

 

 

② 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。 

 

③ モニタ表示の拡大視と直視を繰返す為、モニ

タの色再現性が極めて重要であることが４

月の京大動物実験で判明した。 

① ビデオ顕微鏡は光学顕微鏡に比べて焦点深

度が深い為、本開発品において、課題は小さ

いと想定している。臨床現場で現行品を使っ

て頂き課題を整理すると共に、2018 年 1 月 9

日の神戸 MEDDEC での動物実験にて各部位の

変動の実測と映像ボケを記録して確認した。

この経験に基づき、現在４K 解像度を十分に

発揮できる新しい光学系を試作しており、年

度内に組立て完了の予定である。 

② 京都大学の各種診療科で臨床評価をして頂

き、手術現場にも技術者が立ち会うことで診

療科毎の課題の把握する試みを継続してい

る。 

③ パナソニックに試作機を設置し、高演色性照

明への変更と、モニタとカメラのカラーマッ

チングを行なって 7 月 30 日に再度動物実験

を行なって課題の解決を確認した。ただし、

４Kカメラ制御回路は現在プロトタイプであ

るためいくつか実装されていない信号処理

機能がある。2019 年 6 月には量産モデルの
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領域 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

信号処理回路を完成させ機能の向上を目指

す。 

 

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、現在欧

州については MitakaUSA が担当しているが、

拡販戦略には常に市場把握ができる欧州専

属のパートナーが必要である。 

 

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。実績として本年 8月にハン

ガリーで開催された International Society 

for Experimental Microsurgery に参加し、

1 次試作機を使ったデモを行って相当の成果

を得た。 
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1.6 2018 年度補助事業の成果概要 

(1) 補助事業の事業概要 

 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る。併せて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 届出を目指し、2019 年度に予定している京都大学や慶應義塾大学での実臨床の現場で試用できる環境を整え、量産モ

デルの設計に反映し海外 FDA 申請に必要な臨床データの取得を目指す。また米国 FDA へのクラスⅠ医療機器申請を目指し、併せて中国 CFDA へのク

ラスⅡ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カメラセンサー素子を適時交換可能な構造にし、複数の試作カメラの性能評価を

行う。 

蛍光観察システム 蛍光観察に必要な励起光照射する光源ユニットと蛍光を最適にカメラで撮影するための光学フィルターを試作しデ

ータを収集する。2018 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。2 次試作機では性能評

価等に加え、製品の機械的安全試験、電気的安全試験、光学的安全試験を実施し、薬事申請に必要な安全試験データ

を取得する。 

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。量産機を使用し臨床評価を行い、海外薬事申請時に有効な学会発

表、論文に必要な臨床評価データを収集する。 

 

(3) 2018 年度の補助事業の成果と今後検討すべき課題 

2018 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 

3)製品化設計（三鷹/パナ） 

(三鷹) 

１次試作機を基に行った量産モデルの仕

様検討に伴ってシステム全体の構想設計

を行う。 

 

 

▶ 

【進捗 80％：○】 

3)製品化設計 

 （三鷹） 

1 次試作機で取得した実験データを基に 4K 解像

度に対応したビデオ顕微鏡及び搭載スタンドの

構想設計を行った。 

  

 

 

▶ 

 

 

3)製品化開発（三鷹/パナ） 

  （三鷹） 

 狭い手術室でも自在にモニタの位置を操作

できる専用スタンドの試作を行ない、2018 年

12 月 8 日のワークショップでプロジェクト

メンバに披露した。本機を 2019 年 1 月 19 日

の動物実験の際に試用し課題を洗い出すと
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2018 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 

 

 

 

 

(パナ) 

4K 蛍光カメラのヘッドと信号処理回路を

開発し、3D 顕微鏡に搭載して 4K3D 蛍光

顕微鏡として完全動作を目指す。 

 

 

 

4)2 次試作機開発（三鷹/パナ） 

(三鷹) 

１次試作機で得られた要求仕様を基に、

４Kカメラセンサーの性能を最大限に発

揮する最適な光学設計により、装置全体

として 2018 年 11 月末までに製品化に向

けた２次試作機の設計試作を行う。台数

は、評価用２台、動物実験・安全試験用

の計３台製作し、１ヶ月間動物実験やク

ローズドセミナーなどによる評価をおこ

なって 12 月末までに量産モデルの仕様

を決定する。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。 

(パナ） 

4K３D 蛍光顕微鏡搭載の２次試作機の性

能評価を行い、プログラムを調整して三

 

 

 

 

 

（パナ） 

4K 蛍光カメラヘッドと信号処理回路のプロトタ

イプが完成し、パナソニック守口に配備した 1 次

試作機への搭載が完了した。色調整や ICG 蛍光感

度等の微調整を実施し、基本的な課題を解決し

た。 

 

 

 

4）2 次試作機開発 

 （三鷹） 

 1 次試作機で取得した実験データを基に 4K 解像

度対応の顕微鏡光学設計を開始、同時に 1 次試作

機動物実験・現行機臨床評価で得られた顕微鏡搭

載スタンドの改善項目及び 3D モニタ搭載ラック

の改良設計を開始。 

 4K 解像度に対応した光学設計を設計し、2018 年

12 月 25 日現在 2次作機用の顕微鏡ヘッドを製作

中。年度内に組み立て完了予定。 

 当初 12 月中に動物実験まで含めた 2 次試作機評

価を検討していたが、動物実験施設ふくしま医療

機器開発支援センターの 12 月予約状況が埋まっ

ていた為、1 月 19 日に動物実験実施に予定を修

正。 

 

 

 

 （パナ） 

 1 次試作機で判明した色再現性の課題に対し、カ

メラとモニタのカラーマッチングを行なってモ

ニタ表示色と実物との色差を小さくすることが

共に、量産モデルの仕様を決定する予定。 

 

 

 

（パナ） 

 4K3D 蛍光カメラを試作し性能確保は確認で

きたが、カメラ信号処理はプロトタイプで全

ての機能を実装できていない。2019 年 6 月

の完成を目標に、量産モデルの画像処理回路

の設計を継続中である。 

 

4)2 次試作機開発 
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2018 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 

鷹光器が行う４Kカメラセンサーの最適

化設計に協力する。 

 

 

5)基本性能評価・ユーザー評価会（三鷹/

パナ/京/慶） 

(三鷹)  

2017 年度から引き続き、１次試作機の性

能評価を 55 型４K３D モニタ・４K対応

録画装置と組み合わせ主にソフトウェア

面の評価を行う。また人が立体視するた

めの 55 型４K３Dモニタでは定量的性能

計測ができないため、2次試作機の組立

てについては組立調整時の基準画質を提

供する 4K2D31 型マスターモニタを導入

して左右各々の光学系の組立て精度を確

保する。 

さらに、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、医師のユーザハンズオンセミナ

ーや学会併設のクローズドユーザセミナ

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。 

(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、

医師のユーザハンズオンセミナーや学会

併設のクローズドユーザセミナー等を主

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。特に京都

できた。検証の為、京都大学で 2018 年 7 月 30 日

に動物実験を行い、血管・リンパ節など色再現性

に問題は無いことを確認できた。 

 

5）基本性能評価・ユーザー評価会 

（三鷹/パナ/京/慶） 

4 月 7日第 118 回日本外科学会学術集会に合わせ

リファレンス新有楽町ビルにて AMED 中間報告会

としてクローズド評価会「マイクロ・マクロボー

ダーレス手術システムを用いた新しい 3D 手術」

を開催した。プロジェクトの狙いや開発進捗につ

いて、慶應義塾/京都大学より発表し多くの外科

医にプロジェクトを PR すると共に、1 次試作機

の評価収集を肝胆膵・移植外科、脳神経外科、形

成外科、等の幅広い分野にわたる医師に行った。

2018 年 7 月 30 日の動物実験では、ルーペより遥

かに使いやすいが、「モニタの明るさ」、「クッキ

リ感」が課題と判った。 

 指摘があった課題に対して対策を行ない、動物

実験で解決を確認した。 

4K3D蛍光カメラを搭載した1.5次試作機を作成し

た。本品の課題を確認するため、2018年12月8日

ヘッドアップ手術に慣れた内視鏡医が集る内視

鏡外科学会に合わせてリファレンス大博多ビル

にて、ISEMマイクロサージェリーセミナーを開

催し、会場の隣の部屋で4K3D蛍光ビデオ顕微鏡

のワークショップを併設し、プロジェクト外の

多くの医師に試作機を使って頂いた。若手外科

医に血管吻合術を習得頂くと共に、多くの医師

にプロジェクトのPRを行なった。1次試作機で指

摘された課題については解決済みであることを

確認できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) 基本性能評価・ユーザー評価会 

 （三鷹/パナ/京/慶） 

 1 月 19 日にふくしま医療機器開発支援セン

ターにて、ブタを使った模擬肝移植術と、心

臓バイパス術を行なって、4K3D-Dual 蛍光顕

微鏡の 1.5 次試作機の評価実験を計画して

いる。本試験は移植以外の他の診療科の医師

へ、学会などで PR することを狙っている。 

 ＊添付資料 13 
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2018 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 

大学医学部で他診療科のドクターの協力

を得て水平展開を図り、ルーペを使う各

種の診療科医師の意見収集/分析し、商

品仕様に活かす。 

(慶應義塾)  

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、

医師のユーザハンズオンセミナーや学会

併設のクローズドユーザセミナー等を主

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） 

2017 年度から引き続き、１次試作機の性

能評価を５５型４K３D モニタ・４K対応

録画装置と組み合わせ主にソフトウェア

面の評価を行う。また、現行商品の光学

顕微鏡、３Dビデオ顕微鏡、１次試作

機、２次試作機を用いた医師のユーザハ

ンズオンセミナーや学会併設のクローズ

ドユーザセミナー等に参加し、改善点を

整理して量産モデルの仕様の検討に参加

する。 

 

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） 

(三鷹) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10）リスクマネジメント 

（三鷹/京） 

 京都大学に 2018 年 12 月より配備している現行

3D ビデオ顕微鏡の臨床評価及び、1 次試作機の評

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10）リスクマネジメント 

（三鷹） 

光源を従来のキセノンから LED に変更予定

であることから、使用上の注意表示等法規制
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2018 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 

既存製品・1 次試作機による 2017 年度中

に行ったユーザー評価に基づくリスク分

析を含め、2018 年 4 月末までに想定され

るリスクの分析を終了させ、個々のリス

クに対する対応策を 2 次試作機の製作に

織り込む。リスク対応に関する有効性の

評価については12月中に行う2次試作機

の評価の中で実施し、12 月末の量産モデ

ルの仕様に反映する。 

(京都大学) 

代表機関と連携して２次試作機の評価を

基にリスクマネジメントを行う。リスク

対応に関する有効性の評価については 12

月中に行う 2 次試作機の評価の中で実施

し、12 月末の量産モデルの仕様に反映す

る。 

(慶応義塾) 

代表機関と連携して２次試作機の評価を

基にリスクマネジメントを行う。リスク

対応に関する有効性の評価については 12

月中に行う 2 次試作機の評価の中で実施

し、12 月末の量産モデルの仕様に反映す

る。 

（パナ） 

既存製品による2017年度中に行ったユー

ザー評価を含め、三鷹光器に協力してお

こなう 2018 年度予定の 1 次試作機、2 次

試作機や既存製品でのユーザー評価・動

物実験等により、2018 年 1Ⅰ月までにリ

スクマネジメントの各要素を積み上げ、2

価を基にリスク分析を継続している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の有無を確認する予定である。 
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2018 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 

次試作機を完成させる。リスク対応に関

する有効性の評価については12月中に行

う 2 次試作機の評価の中で実施し、12 月

末の量産モデルの仕様に反映する。 

11)蛍光観察システム開発（三鷹/パナ） 

(三鷹) 

9 月の引き渡しを目指してパナソニック

が開発・改良する蛍光カメラを用いた１

次試作蛍光観察システムで得られた ICG

および 5-ALA の蛍光データを元に、励起

光照明装置の必要条件および照明の安全

性を考慮して、量産化に向けた蛍光観察

システムの開発を行う。三鷹光器が担当

する開発課題は励起用光源の仕様決定、

励起蛍光用のフィルタの開発である。 

（パナ） 

１次試作蛍光観察システムで得られた

ICG および 5-ALA の蛍光データを元に、9

月の三鷹光器への引渡しを目途に量産化

に向けた蛍光観察カメラの開発を行う。

引渡し後は 2次試作機に蛍光観察カメラ

を組込み、三鷹光器の光源、フィルタと

の調整やソフトウェアのバグ取りを行っ

て 11 月の 2次試作機の完成を目指す。 

 

12)カメラの基本性能向上（パナ） 

ICG 蛍光観察については蛍光感度の不足

を解消し、ワーキングディスタンス 1mm

での蛍光観察を実現する。5-ALA 蛍光観

察については光学フィルタを開発し、深

 

 

 

 

 

11）蛍光観察システム開発 

(三鷹) 

 1 次試作機を用いたドライ実験、動物実験のデー

タを基に励起光源・蛍光観察用フィルターの最適

化開発を継続、ICG 蛍光に対するデータは概ね取

得出来ているが、5-ALA 蛍光データは取得不十分

の為、1 次試作機を用い動物実験を行いデータ取

得を計画し、7 月 30 日京都大学医学部内でラッ

トを使った 5-ALA 蛍光観察実験を行った。小腸内

に蓄積した 5-ALA の蛍光を確認する事が出来た

が、ラット肝臓内に生成した癌細胞に蛍光は確認

出来なかった為、実験手順等の再検討が必要であ

る。 

（パナ） 

 ICG を励起する LED 照明に、5-ALA を励起する LED

照明を追加した新たな LED 照明を試作した。1.5

次試作機に搭載するための LED 照明フレームを

試作し 4K 蛍光カメラと共に搭載して、ICG/5-ALA

の両方に対応した 4K3D-Dual 蛍光ビデオ顕微鏡

のプロトタイプを完成させた。試作機は 2018 年

12 月 8 日の博多ワークショップで多くの医師に

使って頂き、高い評価を得た。 

 

 

 

12）カメラ性能向上（パナ） 

 ICG 蛍光観察性能に関しては 2板式試作蛍光カメ

ラを用いた動物実験で光学フィルターの改善に

より十分な ICG 蛍光感度であることを確認した。

5-ALA に関しても 7 月 30 日に動物実験を京都大

学にて実施したが、投薬タイミングが悪く 5-ALA

 

 

 

 

 

11）蛍光観察システム開発 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（パナ） 

 4K3D 蛍光カメラを試作し性能確保は確認で

きたが、カメラ信号処理はプロトタイプで全

ての機能を実装できていない。2019 年 6 月

に完成を目標に、量産モデルの画像処理回路

の設計を継続中である。 

 

 

 

 

12）カメラ性能向上（パナ） 

 4 板式 4K 蛍光カメラの信号処理回路の量産

モデル設計を継続し、来年 6 月に完成を目指

している。プロトタイプのカメラ信号処理化

色を用いて、2019 年 1 月 19 日の動物実験で

基本的な性能の確認を行なう。更に、5-ALA
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2018 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 

紫色照明に白色照明をブレンドし映像補

正で、5-ALA の赤色蛍光を背景に自然表

示する。 

の蛍光観察は出来なかった。 

 1 次試作機では 5-ALA の励起照明は外付けであっ

たが、1.5 次試作機では ICG/5-ALA の両方に対応

できる Dual 励起照明を搭載した。 

 

蛍光の再実験を京都大学で行なうことを予

定している。 

② 臨床評価 

1) 動物実験（三鷹/パナ/京/慶） 

（三鷹） 

2017 年度に１次試作機を用いた 2K 蛍光

カメラによるブタの実験により、蛍光観

察が可能であることが確認でき、懸念し

ていた呼吸に伴う上下動が焦点深度の幅

に収まることが確認できた。ただし蛍光

観察における感度不足も明らかとなっ

た。 

2018 年度についてはパナソニックが開発

する４K 蛍光カメラを組み込んだ 2 次試

作機で動物実験を行って蛍光感度と照明

パワーのバランス、及びフィルタ特性の

適正化に関する課題を解決し、併せて量

産化に向けた光源やフィルタ等の一体化

に向けた仕様設計を行い11月末の2次試

作機の完成を目指す。 

尚、2次試作機完成前においても、開発中

のカメラ等の部品の性能評価を行う目的

で、現製品や 1 次試作機に一部部品を組

み込んで動物実験を実施することがあ

る。 

(京都大学) 

2017 年度に１次試作機を用いた２K 蛍光

カメラによるブタの実験により、蛍光観

察が可能であることが確認でき、懸念し

▶ 

【進捗 80％：○】 

1）動物実験（三鷹/パナ/京/慶） 

 2 次試作機搭載用の 4K 蛍光カメラの性能評価を

京都大学医学部、ふくしま医療機器開発支援セン

ター、神戸医療機器開発センターを候補に挙げ検

討した結果、2019 年 1 月 19 日に動物実験施設ふ

くしま医療機器開発支援センターにおいて実施

することとなった。 

1 次試作機に 4K 蛍光カメラを搭載しての実験を

2018 年 9 月に予定していたが、施設の予約が困

難である為、予定の再検討中である。 

また予備実験として 2018 年 7 月 30 日、31 日に

京都大学医学部動物実験施設にてブタ・ラットを

使った 2K 蛍光カメラの開発評価を行った。 

ICGに関しては光学フィルタの改善によりワーキ

ングディスタンス１ｍでも良好な蛍光観察が出

来ることを確認できたが、5-ALA については目標

とした結果が得られなかった。1次試作機では 5-

ALA の励起照明は外付けであったが、1.5 次試作

機では ICG/5-ALA の両方に対応できる Dual 励起

照明を搭載した。本機を用い京都大学にて 5-ALA

蛍光の再実験を計画している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ 

 

1）動物実験（三鷹/パナ/京/慶） 

2019 年 1月 19日にふくしま医療機器開発支

援センターにて、ブタを使った模擬肝移植術

と、心臓バイパス術を行なって、4K3D-Dual

蛍光顕微鏡の 1.5 次試作機の評価実験を計

画している。本試験は移植以外の他の診療科

の医師へ、学会などで PR することを狙って

いる。 
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2018 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 

ていた呼吸に伴う上下動が焦点深度の幅

に収まることが確認できた。ただし蛍光

観察における感度不足も明らかとなっ

た。 

2018 年度についてはパナソニックが開

発する４K 蛍光カメラを組み込んだ 2 次

試作機で動物実験を行って課題の解決を

検証し量産モデルとしての仕様確定に参

加する。 

尚、2 次試作機完成前においても、開発中

のカメラ等の部品の性能評価を行う目的

で、現製品や 1 次試作機に一部部品を組

み込んで動物実験を実施する場合は協力

する。 

(慶応義塾) 

2017 年度に１次試作機を用いた２K 蛍光

カメラによるブタの実験により、蛍光観

察が可能であることが確認でき、懸念し

ていた呼吸に伴う上下動が焦点深度の幅

に収まることが確認できた。ただし蛍光

観察における感度不足も明らかとなっ

た。 

2018 年度についてはパナソニックが開発

する４K 蛍光カメラを組み込んだ 2 次試

作機で動物実験を行って課題の解決を検

証し量産モデルとしての仕様確定に参加

する。 

尚、2次試作機完成前においても、開発中

のカメラ等の部品の性能評価を行う目的

で、現製品や 1 次試作機に一部部品を組

み込んで動物実験を実施する場合は協力

する。 

（パナ） 

2017 年度に１次試作機を用いた２K 蛍光

カメラによるブタの実験により、蛍光観
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2018 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 

察が可能であることが確認でき、懸念し

ていた呼吸に伴う上下動が焦点深度の幅

に収まることが確認できた。ただし蛍光

観察における感度不足も明らかとなっ

た。 

2018年度についてはパナソニックが開発

する４K 蛍光カメラを組み込んだ 2 次試

作機で動物実験を行って課題の解決を検

証し量産モデルとしての仕様確定に参加

する。 

尚、2 次試作機完成前においても、開発中

のカメラ等の部品の性能評価を行う目

的で、現製品や 1 次試作機に一部部品を

組み込んで動物実験を実施する場合は

協力する。 

 

2) 倫理委員会申請(京) 

2019 年度早期の承認を目指して倫理委

員会申請の準備を進める。 

 

 

 

3)臨床評価(三鷹/京) 

（三鷹） 

2017 年 12 月より現行商品を京大に貸し

出し、消化器外科、脳神経外科、形成外

科の臨床現場での試用によるヘッドアッ

プサージェリーの評価を行ったところ 

・解像度が低い 

・倍率が不足している 

・オペ室内の他の医療機器との干渉で、

モニタが術者から 2ｍ以上離れてしまい

見難いという課題が指摘された。 

2018 年度については４K カメラの投入、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）倫理委員会申請(京) 

 2018 年 4 月 1 日より施行された臨床研究法の制

定に伴う動向を確認し、倫理委員会申請の為の情

報収集を行ったが、2 次試作機の国内クラスⅠ届

出に見通しがついたため必要がなくなった。 

 

3）臨床評価(三鷹/京) 

 2017 年 12 月より現行機の臨床評価を京大にて継

続、システム評価と共に学会・論文発表用の臨床

データの収集を継続した。 

現行機は 2K の解像度であるため細い糸の認識が

困難であるという想定された課題に加え、ビデオ

顕微鏡は血管の内膜と外膜の微妙な色彩の違い

が判り難いという新しい課題があることも判っ

た。これらの課題は 1.5 次試作機に反映させるこ

とができた。 

現行機については年末で１年が経過するため一

旦、貸出しを終了し、2019 年度の新たな展開を計

画注である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3）臨床評価(三鷹/京) 

2 次試作機のクラスⅠ届出を行う前提で、京

都大学と三鷹光器との間での試作機の貸出

を含む 2019 年度共同研究を締結し、できる

だけ多くの診療科で評価を行える環境を整

備する。 
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2018 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 

基本倍率の 20％アップ、モニタ用専用ス

タンドの開発により、課題に対応し、11

月までに再評価を受ける。 

尚、リスクとして基本倍率の向上が逆に

施術時の負担になる場合が考えられるの

で再評価の中で検証を行う。 

（京都大学） 

前期 12 月より三鷹光器から現行商品を

借り受けて行っている、消化器外科、脳

神経外科、形成外科の臨床現場での試用

によるヘッドアップサージェリーの利点

と課題の洗い出しを継続する。 

 

③ 薬事戦略 

1) 戦略検討（三鷹/パナ/京/慶） 

(三鷹) 

2 次試作機の開発と並行して海外医療機

器申請を円滑に遂行するために産学連

携での定例会議を行う。また 6 月を目標

に現地コンサル訪問し中国国内の認可

環境に関する情報収集う。これらの成果

をもって 2019 年 1 月を目途に CFDA を訪

問し、中国国内認可に関するコメントを

入手し、2020 年上半期中の戦略策定を目

指す。 

(京都大学) 

2 次試作機の開発と並行して海外医療機

器申請を円滑に遂行するために産学連

携での定例会議を行う。また、臨床の立

場から、開発品の有効性と安全性を検証

し、行政側の意見・支援などの情報を収

集して三鷹光器が主導する薬事戦略を

サポートし、認証機関との対面助言も必

要に応じて同行する。 

(慶応義塾) 

2 次試作機の開発と並行して海外医療機

▶ 

【進捗 70％：○】 

1）戦略検討 

(三鷹) 

国内・海外ともに医療機器申請の動向調査を行っ

ている。国内では 2 月に ICG 保険適応範囲拡大の

公知申請が行われたが、厚労省より ICG 蛍光観察

に係わる医療機器のクラスⅡ認証の動きも伺わ

れている為、対策を検討している。 

三鷹はクラスⅡ申請を見越し、医療機器製造販売

業許可を現在の第 3 種から第 2 種への変更申請

し、2018 年 7 月 27 日に第二種医療機器製造販売

業を取得済み。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ 

 

1）戦略検討 

(三鷹) 

ICG 蛍光観察機器のクラスⅡ化動向に注視

し、薬事コンサル等の助言を受けつつ対策を

策定する。 
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2018 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 

器申請を円滑に遂行するために産学連

携での定例会議を行う。また、臨床の立

場から、開発品の有効性と安全性を検証

し、行政側の意見・支援などの情報を収

集して三鷹光器が主導する薬事戦略を

サポートし、認証機関との対面助言も必

要に応じて同行する。 

（パナ） 

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。また三鷹光器がおこ

なう海外での医療機器クラスや、FDA 申

請の為の課題の整理、データパッケージ

取得に向けた活動計画の策定と実行を

支援するする。 

 

2) 海外医療機器申請相談 

 

3) 第三者認証機関への相談(三鷹) 

5月以降JQA,インターテック他の第三者

認証機関に相談して海外クラスⅡの申

請に必要なテスト内容につき情報を得

る。また伴走コンサルで教えて頂いた株

式会社日本医療機器開発機構の助言を

頂き、CFDA や FDA での医療機器クラス

や、申請の為の課題を整理し、6 月末ま

でにデータパッケージ取得に向けた活

動計画を策定し実行する。 

 

4) Class1 届提出(三鷹) 

リスクマネジメントを通じて整理した

仕様と併せて、1 月から行なう機械的・

電気的・光学的安全試験の結果に基づき

ClassⅠの届出を行う。 

 

5)海外 Class2 申請準備(三鷹) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3）第三者認証機関への相談(三鷹) 

 海外クラスⅡ申請の為の情報収集に加え、国内蛍

光観察機能のクラスⅡ化を想定し第三者機関に

加え PMDA への相談も検討している。 

 

 

 

 

 

 

 

4）Class1 届提出(三鷹) 

 開発製品の可搬型手術顕微鏡としての仕様を整

理し 2 次試作機完成後、速やかな届出作業が出来

るよう準備中。 
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2018 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 

6)海外 Class2 申請(三鷹) 

 

④ 知財戦略 

2) 戦略検討 

(三鷹) 

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、NEDO の知財マネ

ジメントなどを参考に検討し、アイデア

発現時の手続きなどを明文化する。また、

伴走コンサルで助言頂いた、4K3D 蛍光顕

微鏡そのものや周辺技術の知財化などを

検討する。 

具体的には 5 月までに「ボーダレス手術

（高倍率から低倍率まで広範囲は倍率を

シームレスで且つ高速で変化させるヘッ

ドアップ手術）システム」という概念で国

内特許出願をし、先願の地位を確保する。

その上で、学術会議でボーダレス手術シ

ステムついて発表して医学界での反応を

調査し、主要国への海外出願の是非を判

断する。 

 (京都大学) 

5月までに発明者として「ボーダレス手術

システム」という概念で国内特許出願を

し、先願の地位を確保した上で、学術会議

でボーダレス手術システムついて発表し

て医学界での反応を調査する。 

(慶応義塾) 

5月までに発明者として「ボーダレス手術

システム」という概念で国内特許出願を

し、先願の地位を確保した上で、学術会議

でボーダレス手術システムついて発表

し、医学界での反応を調査する。 

▶ 

【進捗 60％：○】 

2）戦略検討 

(三鷹) 

共同出願案件について各大学知財部と連携をと

り、5 月末に当該開発機器の特許申請を行った。 

 引き続き関連特許の申請についても協議検討を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ 
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2018 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 

（パナ） 

蛍光観察顕微鏡システムとそのカメラ技

術に関する特許の調査を行い、12 月を目

処に先行他社の権利を整理して代表機関

に協力しつつ他者権利を侵害しない設計

を確保する。また本開発を通じて発生す

る知財は、出願前にコンソーシアム内で

持分を確認した上で、都度出願を行なう。 

 

3) 出願準備・出願(三鷹) 

マイクロ・マクロボーダーレス手術法（仮

名）として 5 月までに国内特許を申請す

る。また戦略検討により海外特許出願の

可能性が見いだせれば 2019 年 1 月まで

に PTC 出願を行う。 

 

4)知財交渉・契約(三鷹) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3）出願準備・出願(三鷹) 

 手術台の反対側のアシスタント等が確実に手術

を補助でき且つ１つのモニタで広範囲の倍率を

連続的に途切れなく（ボーダレスで）観察するこ

とができる手術用観察システムを提供する。 

⑤ 販売戦略 

1) 市場調査（三鷹/パナ/京/慶） 

(三鷹) 

以下の学会・研究会に参加する京都大学、

慶応大学に同行して 1 次試作機を提供

し、市場調査及び各国の拠点病院の主要

ドクターへのプロモーションを行う 

・5月 25‐26 日：日本肝移植研究会（東

京大学） 

・ 8 月 23-24 日 ： Society for 

Experimental Microsurgery （デフレッ

セン/ハンガリー） 

さらに 12 月開催予定の内視鏡外科学会

（福岡）への参加を検討する。 

▶ 

【進捗 70％：○】 

1）市場調査（三鷹/パナ/京/慶） 

4 月 5-7 日：第 118 回日本外科学会学術集会の特

別企画にて、京都大学肝胆膵移植外科 八木先生

の「若手外科医に対する顕微鏡下血管吻合技術の

継承－ISEM 日本支部ハンズオンセミナーの活動

報告」を講演し、3D ビデオ蛍光顕微鏡開発につい

て複数のドクターより質問があった。併せて、4

月 7 日には学会会場近くの会議室にて、4K3D と

2K3D ビデオ顕微鏡の 1 次試作機を招待ドクター

に試用頂くクローズドセミナーを開催して機器

の改善点など意見交換を行なった。 

5 月 25-26 日：日本肝移植研究会へ参加、京都大

学肝胆膵移植・小児外科 小川先生の「Micro- and 

Macro- Borderless 3D-4K Video System を用い

た Head Up Surgery - 肝移植シミュレーション 

▶ 
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2018 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 

また、12 月までに FDA 認可申請に向けた

米国の環境調査の必要性を検討する。 

(京都大学) 

以下の学会・研究会に参加して一次試作

機を使ったデモを行うことにより、市場

調査及び PR 活動を行う。 

・5月 25‐26 日：日本肝移植研究会（東

京大学） 

・ 8 月 23-24 日 ： Society for 

Experimental Microsurgery （デフレッ

セン/ハンガリー） 

さらに 12 月開催予定の内視鏡外科学会

（福岡）への参加を検討する。 

(慶応義塾) 

以下の学会・研究会に参加して一次試作

機を使ったデモを行うことにより、市場

調査及び PR 活動を行う 

・5月 25‐26 日：日本肝移植研究会（東

京大学） 

・ 8 月 23-24 日 ： Society for 

Experimental Microsurgery （デフレッ

セン/ハンガリー） 

さらに 12 月開催予定の内視鏡外科学会

（福岡）への参加を検討する。 

 （パナ） 

 以下の学会・研究会に参加して一次試

作機を使ったデモを行うことにより、市

場調査及び PR 活動を行う。 

・5月 25‐26 日：日本肝移植研究会（東

京大学） 

-」口演発表にあわせ、主要ドクターへの当該開

発機器のプロモーションを行った。 

 

8 月 23－26 日：海外有力ドクターへのプロモーシ

ョンの為に International Society for 

Experimental Microsurgery （デフレッセン/ハ

ンガリー）に慶応大学小林先生、京都大学八木先

生他 4 名、三鷹光器中村他 2 名の計 9名で参加

し、企業共催セミナーを開催した。 

その効果として、各国有力ドクターとのコネクシ

ョンを得ることが出来、特にスカンディナヴィア

地域に影響力のあるスウェーデンのドクターとは

開発品を自国に導入して産学共同研究を行うトレ

ーニング施設を開設する等、前向きな意見交換を

行うことが出来た。また米国、中国からの参加ド

クターに過去三鷹製品を紹介した医師がおり、開

発品の現状に興味を示していた。 

10 月22 日～24 日ボストンで開催されたアメリ

カ外科学会で京都大学 八木先生よりコンセプト

発表とプロジェクト成果をご発表頂き、会場から

は高い関心を示す質問があった。 

また、慶應大学 小林先生よりブラジル外科学会 

へ新しいマイクロ手術のトレンドとして論文投 

稿頂き、学会誌にプロジェクト活動が開催され 

た。 

11 月 22 日～24日開催の第 80回日本臨床外科学会

総会に現行機である３D ビデオ顕微鏡 KV2 を展示

し、臨床医の方々に新しいコンセプトであるマイ

クロ・マクロボーダーレス手術法システムの紹介

を行う、また 24 日には三鷹光器共催のランチョン

セミナー「安全な医療を提供する医療機器開発最

前線」を開催し、京都大学 八木先生による「マイ

クロ&マクロ ボーダレス手術システムを用いた新

しい 3D 手術」を講演頂き、概ね 200 名の医師が聴

講し概念の普及活動を行なった。 

12 月 6 日～8 日開催の内視鏡外科学会に合わせ
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2018 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 

・ 8 月 23-24 日 ： Society for 

Experimental Microsurgery （デフレッ

セン/ハンガリー） 

さらに 12 月開催予定の内視鏡外科学会

（福岡）への参加を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)体制構築、チャネルの確保(三鷹) 

三鷹光器の関連会社（MitakaUSA、威仕康

三鷹）との連携を深め、開発品の事前プ

ロモーション活動を行う。特に中国につ

いては 12 月までに総代理店である威仕

康三鷹と連携して CFDA との相談を行う。 

 

販売計画作成(三鷹) 

4)学会発表、論文作成(京/慶) 

 

ISEM 西日本主催のハンズオンセミナーに共催し開

発機の評価と３D ビデオ顕微鏡の概念普及活動を

行なった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）体制構築、チャネルの確保(三鷹) 

5 月 14 日に海外協力会社である MitakaUSA・威仕

康三鷹の代表を招集し、1次試作機の性能評価を兼

ねたセールスミーティングを開催。FDA、CFDA 申請

に向けた意見交換を行った。 
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(4) 2018 年度の到達点（総括） 

・製品化については動物実験により 1 次試作機で指摘された色調や ICG 蛍光感度の問題を解決するめどがつき、量産化の実現に向けて進展した。併

せて複数の診療科に展開するための環境も整いつつあり、国内外で広く使われる製品となる可能性が広まりつつある。 

・知財の面では各大学の知財部と連携して共同で基本特許の出願を行い、今後の知財戦略推進の基盤が整った。 

・薬事面では 2 次試作機の国内クラスⅠ届出の見通しが立った他、三鷹光器が MIPS に関連してクラスⅡの申請を行い審査中であることから、当該

開発機の薬事対応の強化が期待できる。 

・販売体制については 2018 年 8 月にハンガリーで行われた ISEM に参加して海外チャネルの可能性が開けた他、国内外の学会での紹介等で本開発

品の普及活動を活発に行った。 
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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。 ○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。 △一部

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。、 ○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）。 ○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。 △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。 △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。 ○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。 △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。 ○十分
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。 ○十分
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。 ○十分
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) 2018 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展開する必要がある。セミナー開催

などドライ環境でプロジェクト外の他の診療科の医師の意見を聞いているが、臨床現場で使って頂く

活動を効率良く行なう方法を考える必要がある。 

 

 2) 事業の進め方 

昨年の反省として本年度は試作機を用いた動物実験を３回実施し、課題出しと対策の確認のサイク

ルを増やすことができた。京都大学では現行品を肝臓移植外科、脳神経外科で使って頂き課題を炙り

出すことに繋がったが、他の診療科への広がりには出来ていない。プロジェクトの目標は「ルーペを

使う全ての診療科へ新しい風を吹き込むこと」であり、志を高くして今後も挑戦していきたい。 

 

 3) その他 

代表機関と事業分担機関との各契約書の１本化を検討したが、提示いただく要件がバラバラでまと

める事は出来なかった。 
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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 

 変更なし  

機器スペック・

ビジネスモデル 

 変更なし  

事業化体制   変更なし  

事 業 化 計 画

（開発･薬事・上

市 ス ケ ジ ュ ー

ル） 

 変更なし  

 

(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 臨床現場からの要望にできるだけ応えようとすると最終仕様が

決まらず製品化時期が遅れる傾向がある。開発チーム側で適用範囲

を明確にして早期の製品化を目指すべきである。 

当初予定の製品化スケジュールを基準に製品仕様を確定し、製品

化の時期の堅持を意識して開発を進めています。 

知財 開発品の基本コンセプトで特許化できる可能性がある。 グループ共同で「マイクロ・マクロボーダーレス手術法」として

2018 年 5 月に特許出願しました。 

技術・評価 できるだけ多くの診療科に対応できる製品を目指すべきである 動物実験による評価を通じて、複数の診療科の医師の意見を集め、

各診療科のニーズに対応していく方針で製品化を進めます。 

その他事業化

全般 

2018 年度の補助事業計画における物品調達内容に不適切な部分

がある。 

実際の開発内容に整合するよう修正した変更申請を行い、承認を

頂きました。 

 

(5) 継続条件への対応状況 

継続条件 対応状況 

なし  

 



 

33 

1.8 2019 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

(1) 2019 年度の事業概要 

製品化については量産化モデルの仕様を確定し、すべての開発要素技術を搭載した試作機による調整を完了させる。併せて国内でのクラスⅠ届出

に続いて欧米・中国での薬事申請の準備とヨーロッパ、中国での海外パ―トナー確保に向けた体制構築を進めつつ、臨床面での製品評価を通じて多く

の診療科での利用開拓を図る。知財戦略については継続して共同申請の可能性を検討する。 

 

(2) 2019 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 三鷹光器/パナソニック ４K 対応レンズ量産試作及び試作機への搭載 

４K 蛍光カメラ量産試作及び試作機への搭載 

小型励起照明の量産試作 

４K カラーマッチング 

４K３D 量産モデルの開発と安全性試験 

②製品評価 三鷹光器/慶應大学 

/京都大学/パナソニック 

4 月：外科学会（大阪）、京都大学動物実験 

7 月：肝移植学会（京都） 

10 月：移植学会（広島） 

③薬事・臨床 三鷹光器/京都大学 試作機貸し出しを含む共同研究契約締結と臨床評価 

FDA 及び CFDA への申請準備 

④知財戦略 三鷹光器/慶應大学 

/京都大学/パナソニック 

製品開発に併せて適宜と許可案件検討 

⑤販売戦略 三鷹光器 MitakaUSA と連携した欧州パートナーとの商談推進 

威仕康三鷹を通じた中国市場への展開 

量産化モデルの国内発表（第 2Q） 
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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 

 


