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1. 事業の概要 

日本が世界に誇る低侵襲治療手技である内視鏡治療は、腹腔鏡手術に比べ処置具の可動範囲が制限さ

れるのみならずトラクション操作も困難であり、視野確保の面からも手技の難易度が高い。そのため、よ

り安定した術野と良好な操作性が得られる、斬新な治療プラットフォームが求められている。手技を簡便

かつ安全に実施できるシステムを実現し、内視鏡治療の更なる普及を目指す。 
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1.1 事業の目的 

【目的】 

【医療現場の課題・ニーズ】 

日本が世界に誇る最先端の低侵襲治療である ESD（内視鏡的粘膜下層剥離術）は、自然開口部経由で

患部へアプローチし、内視鏡先端から出した処置具で腫瘍を切除し、体外へ摘出する。外科治療と比べ

て低侵襲な治療法である。ESD はカメラと一緒に動く電気メス 1 本で手技を完結しなければならない

ため、腹腔鏡手術に比べ処置具の可動範囲が制限されるのみならずトラクション操作も困難であり、視

野確保の面からも難易度の非常に高い手技である。ESD の二大偶発症は術中・術後の出血と穿孔であ

り、処置具先端部がフードやカメラなどで隠れないように剥離を行わなければこれらの偶発症をきたす

恐れがある。特に、大腸は腸管のたわみ、ハウストラの存在などでスコープやナイフの操作が不安定な

上に、壁が薄く穿孔のリスクが高い 。万が一、穿孔をきたした場合は穿孔部の内視鏡的縫縮が試みら

れるが縫縮にはさらに高度な技術が必要となる。また、剥離切除した面積が大きい場合は、遅発穿孔の

リスクも高くなるとされ、剥離面の予防的縫縮が理想的とされる。国内で開発された ESD を更に普及

させるために、より安定した術野と良好な操作性が得られる、斬新な治療プラットフォームが求められ

ている。 

 

【医療現場の課題／ニーズに対する解決】 

独立的かつ安定的に操作できる視野と、高い操作性を持つ処置具により、安全に精緻な手技を実施す

るための治療用ロボットシステムで課題解決を図る。本システムは日本が誇る世界最先端の ESD 技術

と、信頼性・安全性の高いロボット技術を融合させた従来と全く異なるシステムである。ロボット制御

による高い操作性を活用して、更に多くの医師が ESD を安全・確実・簡便・短時間に実施できるシス

テムを実現し、ESD を国内外で更に普及させる。従来の ESD は内視鏡操作を基盤としているため、処

置具動作が内視鏡操作によって制約される。対して、本システムは内視鏡と処置具の動作を独立させて

いるため、それぞれを自由に操作できる。より自由な操作が行えることで、より低侵襲な患者の身体負

荷を軽減できる医療を実現し、かつ手技時間やトレーニング期間の短縮など、医師の負担も軽減する。 

 

【事業概要】 

日本が世界に誇る ESD（内視鏡的粘膜下層剥離術）は究極の低侵襲治療だが、処置具の可動範囲が制

限されるのみならずトラクション操作も困難であり、視野確保の面からも手技の難易度が高い。国内外

へさらに普及させるために、多くの医師が手技を安全・確実・簡便・短時間に行える斬新な治療プラッ

トフォームが求められている。内視鏡と処置具を独立的かつ直感的に操作可能で、手技を簡便かつ安全

に実施できるシステムを実現し、ESD の更なる普及を目指す。 

 

・医療機器承認申請、上市時期 

国内薬事申請 非公開 

国内上市 非公開 

米国上市 非公開 

欧州上市 非公開 
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1.2 事業の実施体制 

 

代表機関：株式会社メディカロイド 

PL： 田中 博文（株式会社メディカロイド） 

SL： 矢作 直久（学校法人 慶應義塾） 

共同体：①学校法人 慶應義塾 

 ②国立大学法人 滋賀医科大学 

   ③株式会社トップ 

   ④川崎重工業株式会社 

 ⑤オリンパス株式会社 
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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 
器 12 理学診療用器具 

（予定） 
クラス分類 未定 

製品名 
管腔内軟性手術ロボット 

（予定） 

分類名称（一般的名

称） 
未定 

対象疾患 大腸がん 届出／認証／承認 未定 

想定される販売先 日本、米国、欧州 新／改良／後発 未定 

使用目的又は効果 

本品は、消化器内科領域において内視鏡治療（経肛門）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、術者の内視鏡的手術器具操作を支援す

る装置である。 

薬事申請予定者 メディカロイド 
医療機器製造販売業

許可 
メディカロイド（28B1X10016） 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

メディカロイド 明石工場 医療機器製造業許可 メディカロイド（28BZ200152） 

株式会社トップ 業許可 トップ（13B1X00085） 

株式会社トップ 下妻工場 業許可 トップ（08BZ000035） 

 2) 医療機器等のターゲット市場 

 

 国内市場 海外市場 

  米国、欧州 

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 

 

 

本システムは市販の内視鏡システム、ロボット処置具、内視鏡と処置具を体内へ挿入するためのフ

レキシブルプラットフォーム、ロボット処置具を遠隔操作する操作部と映像表示部からなる。本シス

テムでは術者の手・腕の動きを操作部で検出する。その動きに合わせてロボット処置具が直感的に動

作することで、従来よりも高い操作性を目指す。 
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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 

・大腸 ESD を実施する内科医(国内) 

・大腸 ESD の習得を目指す外科医および内科医（海外） 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

・国内 1.0～1.2 万件/年 

国内では年間 2.0 万件の大腸 ESD が行われており※1、その内 50～60%(1.0～1.2 万件)は直腸から S 状

結腸の症例である※2。 

 

・海外：26～31 万件/年 

アジアパシフィック地域市場は世界市場の 18.9%であり、国内の MIS の件数はアジアパシフィック地

域市場の 21.1%である。従って、国内市場は世界の 4.0%相当（＝18.9%×21.1%）である※3。国内の大

腸 ESD(直腸、S 状結腸)が 1.0～1.2 万件であるため、世界では年間 26～31 万件（＝1.0 万件～1.2 万

件／4.0%）の直腸・S 状結腸の ESD 市場があると推定される。 

 

※1：社会保険診療行為別統計 

※2：佐藤友美, 野崎良一, 山田一隆, 春間賢, 藤井昌史: 肥満と大腸腺腫発生部位との関連性 ,人間ド

ック Vol.26 No.5, 2012 年, 734-742 

※3 ：M.I.S. (Laparoscopic Surgery, Robotic Surgery, EMR, ESD)Market: Global Industry Analysis, 

Size, Share, Growth,Trends and Forecast, 2018–2026、Transparency Market Research 社 
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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①：Medrobotics 社 

2．競合企業②：オリンパスメディカルシステム株式会社 

 （ESD治療に使用される軟性内視鏡主力メーカーのため競合製品として挙げた） 

 

 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①：Flex Robotic System（Medrobotics 社） 

 ロボット内視鏡（ジョイスティック操作）とマニュアル鉗子を用いた治療システム 

2．競合製品②：下部消化管用内視鏡（オリンパスメディカルシステムズ社） 

世界シェア約 70％を占める消化器内視鏡メーカー。現在の ESD に広く用いられている。アングル

ノブのマニュアル操作により挿入部先端を動かしながら患部へ誘導し、内視鏡先端から出した処置具

で治療を行う。 

 

競合製品との差別化要素 

競合製品は操作がマニュアルである。大腸 ESDでは mm単位の精緻な処置が要求されるため、確

実な処置を行うためには精密な手の動作も必須となる。 

一方、本システムは操作部で術者の手の動きを検出し、ロボット制御により手振れ補正やスケ

ーリングをおこない処置具の直観的な動作に反映する機能を備える。 
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表 競合企業、競合商品の一覧 

 提案機器 競合機器 1 競合機器 2 

メーカー 株式会社メディカロイド Medrobotics オリンパスメディカルシ

ステムズ株式会社 

概要 管腔内軟性手術ロボット

(仮) 

Flex Robotic System 大腸内視鏡 

型式 SURFES（仮） FLEX PCF-H290D 

特徴 操作部で術者の手／手首

／腕の動きを検出し、処置

具の動作に反映する 

内視鏡操作はジョイステ

ィック、処置具類はマニュ

アル操作 

内視鏡操作はアングルノ

ブによるマニュアル操作 

カメラと処置具を独立し

て動作させることが可能 
－ 

カメラと処置具が一緒に

動く 

高自由度の処置具を直感

的に操作できる 

マニュアル操作 自由度が低い 

 

手振れ補正やスケーリン

グにより、容易に精密な処

置を行える 

手振れが直接伝わる上、機

器固有の動作に慣れない

と、精密に動かせない 

手振れが直接伝わる上、機

器固有の動作に慣れない

と、精密に動かせない 

内視鏡と比較して高価 内視鏡と比較して高価 管腔内軟性手術ロボット

と比較して安価 

国内市場規模  未発売  

国内シェア  未発売 67.5％*1 

海外市場規模    

海外シェア   70.2％*1 

売価 非公開   

保険償還 点数   22,040*2 

クラス分類 未定 ― ― 

*1 「ENDOSCOPY SYSTEMS - A GLOBAL STRATEGIC BUSINESS REPORT 02/15」より引用。

上部および下部消化管用スコープのマーケットシェアである。 

*2 社会保険診療行為別統計の「早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術」より引用 
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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 

 

R01(2019)年度 R02(2020)年度 R03(2021)年度 R04(2022)年度 R05(2023)年度 R06(2024)年度 R07(2025)年度 R08(2026)年度
以前 4 5 6 7 8 9 # # # 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
【製品名】管腔内軟性
手術ロボット

外科用の軟性鉗子が動くシ
ステムにて、実証実験に成
功

試作機開発・改良
【製品名】管腔内軟性
手術ロボット

なし

量産機開発
【製品名】管腔内軟性
手術ロボット

なし

要素技術開発
【製品名】フレキシブル
プラットフォーム

外科用の軟性鉗子3本および軟
性内視鏡1本を束ねて、支持す
るプラットフォームを試作し、実証
実験に成功

試作機開発・改良
【製品名】フレキシブル
プラットフォーム

なし

量産機開発
【製品名】フレキシブル
プラットフォーム

なし

臨床研究
外科用単孔式軟性手術ロ
ボットに関して、開発前相談
で考え方を確認

薬事申請
外科用単孔式軟性手術ロ
ボットに関して、開発前相談
を実施

知財対応
外科用単孔式軟性手術ロ
ボットに関する関連性調査
と出願を実施

販売戦略
対象症例の市場調査を実
施

上市時期 非公開

スケジュール変更理由

事業の実施内容

自主事業の内容

外科用単孔式軟性手術ロ
ボットの要素開発と試作を
行い、実証実験を成功させ
た。また、知財の関連性調
査や対面助言を実施した。

①ESD用処置具の開発
②処置に必要な機器仕様の探索、仮仕
様の策定

①医療法規制を考慮したシステムの試
作と評価・デバッグ
②処置に必要な機器仕様の探索、仕様
の策定
③PMDA相談

①医療法規制を考慮した試作機の完成
②量産仕様の確定

①管腔内治療に関する知財の関連性
調査

①管腔内治療に関する知財の関連性
調査

①管腔内治療に関する知財の関連性
調査

システムの非臨床評価（仕様探索）

ESD用処置具の開発・基礎評価

仮仕様書の作成 仕様書の作成

先行例調査

各国出願

仕様書の修正

システムの非臨床評

システムのプレ試作・試験

販売国の医療法規制調査

PMDA相談

システムの最終試作・試験

教育・トレーニングシステム構築

販売・商流構築

サービス・メンテナンスシステム構築

プラットフォームの非臨床評価（仕様探索）
（システムとの組合せ評価含む）

ESD用プラットフォームの開発・基礎評価

仮仕様書の作成 仕様書の作成 仕様書の修正

プラットフォームの非臨床評価

（システムとの組合せ評価含む）

プラットフォームのプレ試作・試験 プラットフォームの最終試作・試験

非公開
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(2) 投資回収計画 

 ① 国内 

 R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

R10 

(2028) 

R11 

(2029) 

薬事申請時期           

上市時期           

支出額（単位：億円）           

 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 

 R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

R10 

(2028) 

R11 

(2029) 

薬事申請時期           

上市時期           

支出額（単位：億円）           

 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 

 R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

R10 

(2028) 

R11 

(2029) 

支出額（単位：億円）           

 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。 

 

 ④ 投資回収計画の根拠 

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” 

・製造体制 

メディカロイドおよび川崎重工業が保有する技術を用いて、ロボットシステムを製造する。トップは

医療機器メーカーとしての長年の経験を活かして、フレキシブルプラットフォームの製造を行う。 

 

・販売体制 

メディカロイドでは、本システムの上市に先行し、硬性内視鏡手術システムを市場導入している。

トレーニングは外科市場導入の際の経験と、本プロジェクトで構築する内科系学会とのつながりを活

かして、効率的に対応し、販売・サービス網は硬性内視鏡手術システムと同様のインフラを活用する。 

 

 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 

⚫ 全般相談（2021 年 12 月 13 日@PMDA Web 形式） 

開発中の軟性内視鏡による管腔内手術のマスタースレーブロボットについて、今後の承認申請に向

けた進め方について相談をおこなった。 

 

 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） 

他社知財を継続調査し、可能な限り設計回避により対応する。軟性処置具自体の構成、複数の軟性処

置具を組み込んだシステムについて出願済みである。今後の製品開発の中で新規技術が確立された場

合、適宜出願をおこなう予定である。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

⚫ 開発リスクの明確化と対応 

管腔内軟性ロボットシステムに対応した軟性内視鏡の選定が必要である。内視鏡メーカーとのコラ

ボレーションにて解決を図っている。 

 

 4) 販売戦略等 

⚫ 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

本システムの上市に先立ち硬性内視鏡手術システムを市場導入した経験があるため、販売・サービ

ス網は硬性内視鏡手術システムと同様のインフラを活用する。 

 

 5) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策（まとめ） 

 

事業化に向けた課題（隘路）とその対応を以下に示す。 

領域 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

薬事 

①ビジネスプランに合わせた申請戦略の構築 

ロードマップにのった上市を実現するための

薬事戦略が必要である。 

滋賀医科大学のご支援のもと、薬事・保険申請につ

いてコンソーシアム内で方針を立て、開発段階か

ら戦略的に PMDA との相談を進めることで、承認

に向けた課題と対応方法を事前に明確化する。 

知財 

①他社知財の侵害 

本システムは先行して販売している手術ロボ

ット、研究開発段階の類似品、先行技術の内視

鏡と、多岐にわたる特許調査が必要である。 

主たる競合他社の知財を回避するため、継続的な

調査と設計回避を行う。 

技術 ・

評価 

① ロボット処置部の仕様最適化 

 市場性や事業性の高い製品にするために、多数

の医療従事者のご意見を収集し、反映させる必

要がある。 

慶應義塾大学医学部のご指導のもと動物臓器を用

いた内視鏡専門医による評価を繰り返し実施する

ことで、システム仕様を検証し医療ニーズを反映

させる。 

その他

事業化

全般 

特になし 
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1.6 令和 3年度補助事業の成果概要 

(1) 補助事業の事業概要 

令和３年度は、対象症例の大腸 ESD（直腸・S 状結腸）に適した仕様検証用プロトタイプの製作および評価を行う。臨床応用検討委員会等にてトップラ

ンナーの内視鏡専門医から意見をもらい、市場性、事業性、競争力のある大腸 ESD に適した製品仕様とする。製品仕様をもとに、大腸 ESD に適用したロ

ボット処置具および手術ロボットシステムの仕様検証用プロトタイプを製作する。製作した仕様検証用プロトタイプでトレーニングモデルを用いた非臨床

評価や安全性評価などを実施し、最終システムに向けて医療ニーズ（内視鏡専門医の想定する手技）や法規制への適合性を確認し、仕様を決定する。また、

本仕様をもとに、PMDA 等と相談を行い、上市に向けた戦略等を構築する。 

 

(2) 補助事業終了時までに完成する試作品の概要 

試作品名 概要 

ロボット処置具 大腸 ESD への適用に向け、法規制等を考慮した最終試作機が完成している。 

ロボットシステム 大腸 ESD への適用に向け、法規制等を考慮した最終試作機が完成している。 

フレキシブルプラットフォーム 大腸 ESD への適用に向け、法規制等を考慮した最終試作機が完成している。 

 

(3) 令和 3年度の補助事業の成果と今後検討すべき課題 

令和 3 年度実施内容（補助事業計画書）  令和 3 年 3 月末時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

① 治療システムの開発 

1)ロボット処置具の開発（メディカロイ

ド） 

2)システム本体の開発（メディカロイド） 

目的：大腸 ESD に適した仕様検証用プ

ロトタイプの製作および評価 

大腸 ESD に適用した、軟性ロボット処

置具とコントロールユニットからなる

管腔内軟性手術ロボットシステムの仕

様検証用プロトタイプを製作する。 

ドライボックスおよび動物モデルなど

を用いたプロトタイプの評価を実施

し、川崎重工業と共に、ハードウェア

▶ 

 

1)、2) 

・仕様検証用プロトタイプの製作 

システム仕様の非臨床評価を行えるように、ESD に適応したシミ

ュレーション作成、処置具の試作、システムの最適化設計を実施

した。より実臨床に近い環境で模擬 ESD が行えるように、新たに

管腔を模した牛直腸評価モデルを準備した。 

・評価会の開催 

ドライラボ評価会、内視鏡専門医 11 名による臨床応用検討委員

会を開催。（ドライラボ評価会 8 回、臨床応用検討委員会 1 回） 

ドライラボ評価では、ユースケースを想定した評価を実施した。

管腔を模した牛直腸モデルを用いて内視鏡専門医等4名による模

擬 ESD を複数回実施し、実臨床により近い環境で手技を完遂する

▶ 

 

1)、2) 

ドライラボ評価会、臨床応用検討

委員会で抽出した改善点について

更に改良を進める。 

 

また、管腔内の実臨床での手技を

より再現できるよう、鉗子、内視

鏡、プラットフォームとの組合せ

評価を三社で積極的に行う。 
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令和 3 年度実施内容（補助事業計画書）  令和 3 年 3 月末時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

とソフトウェアの設計・試作・改良を

行う。 

プロトタイプを慶應義塾大学、臨床応

用検討委員会等にて内視鏡専門医に機

能及び操作性等を評価していただき、

専門医の意見をフィードバックし医療

ニーズへの適合性の確認と仕様を策定

する。（プロトタイプの試作 1 回以上、

評価回数 2 回以上） 

 

管腔内軟性手術ロボットシステムの仕様

検証用プロトタイプの製作 

検証評価 上期、下期 各 1 回以上 

（川崎重工業） 

目的：大腸 ESD に適した仕様検証用プ

ロトタイプの製作 

大腸 ESD に適用したコントロールユニ

ットからなる管腔内軟性手術ロボット

システムの仕様検証用プロトタイプを

製作する。プロトタイプのハードウェ

アとソフトウェアをメディカロイドと

設計・試作・改良する。（プロトタイプ

の試作 1 回以上、評価回数 2 回以上） 

令和 4 年 3 月 

管腔内軟性手術ロボットシステムの仕

様検証用プロトタイプの製作 

 

 

 

ことができた。操作性が高く、左手でトラクションをかけ剥離面

を視認しながら、従来法より一度に広範囲を短時間に確実に剥離

でき、容易に安全な手技が実現できるという本システムの利点が

確認された。 

臨床応用検討委員会ではシステム仕様検証、および医療ニーズの

確認を行った。より実臨床に近い模擬 ESD による評価を実施した

ことで、システムに対する多くの具体的な意見を得ることができ

た。 

 

a．処置具 

軟性内視鏡への追従性向上を実施した。模擬 ESD では全周トリミ

ングおよび切除を実施することができた。また、手術支援ロボッ

トの特徴を生かした手技をおこなうために、先生方からいただい

たご要望を反映した新規エネルギーデバイスの開発を行った。 

 

b．操作部 

処置具の操作、軟性内視鏡の操作をサージョンコックピットより

操作できるように開発を行った。実臨床で要求される軟性内視鏡

操作が可能となり、スムーズな模擬 ESD が実施できた。 

 

従来の内視鏡による ESD 手技に加えて、本ロボットシステムの優

位性を高める重要な要素となる完全縫縮の手技を可能とするた

め、新規把持鉗子の開発、および鉗子操作性の向上を行った。 
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令和 3 年度実施内容（補助事業計画書）  令和 3 年 3 月末時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

3)知財（メディカロイド） 

目的：自社知財の保護、他社権利の侵

害防止 

昨年度に実施した調査結果をもとに処

置具やシステムを設計する。新規設計

した処置具やシステムについて出願お

よび、より詳細な侵害性の検討を行う。 

令和 4 年 3 月対応事項が発生した場合

に適宜対応できていること 

3)知財（メディカロイド） 

管腔内治療を対象としたことで新たに競合となる機器の先行例

調査を実施している。 

② 医学的評価 

（慶應義塾） 

目的：システムの仕様を決定するため、

専門的な観点から本システムを評価しフ

ィードバックする。 

 

1）治療システムの概要に対するアドバイ

ス 

管腔内軟性手術ロボットシステムの仕様

検証用プロトタイプの製作に向けて、必

要な仕様を策定し担当企業に提示する。 

 

2）評価システムの構築 

ドライボックスおよび動物モデルなど、

本プロトタイプの評価に最適な評価シス

テムを構築し、それを用いた具体的な評

価方法を開発し、必要に応じて改良する。 

 

3)プロトタイプの評価 

プロトタイプのテストを上記の評価シス

▶ 

 

 

1)治療システムの概要に対するアドバイス 

開発期間を可能な限り短縮する目的で、既存の軟性内視鏡（オリン

パス社）から本治療システムに組み込む最適な内視鏡を選定し、そ

れに伴う仕様変更に関するアドバイスを行った。また本システムに

適応する処置具の形状を提案し、複数のプロトタイプを試作し、実

際に動作確認した後に更なる改良に関するアドバイスをおこなっ

た。またエンジニアの ESD に対する理解を深めてもらうため、慶應

大学病院における ESD 手技の見学を実施した。 

 

 

2)評価システムの構築 

最初の牛直腸を開いた平板状の臓器モデルに続き、より実際の臓器

に近い筒状の直腸モデルでの動作検証を行い、切開や剥離などの基

本動作が実施できることを確認した。 

 

 

3)プロトタイプの評価 

研究分担者により、新たな円筒形臓器モデルとプロトタイプを用

▶ 

 

 

1)  

現行のプロトタイプを用いて動物モ

デルにおける ESD が実施可能である

ことを確認し、本システムが更に達

成すべき要件として、創部の縫縮が

必要であることを明らかにした。今

後、先行している競合他社に対する

優位性を構築できる様にアドバイス

していく必要がある。 

 

2)  

現在は平板状あるいは単純な筒状の

臓器モデルを用いているが、今後は

より実臨床に近い屈曲のある臓器モ

デルを構築して動作確認を行なって

いく必要がある。 

3)  

これまではプロトタイプを用いて実
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令和 3 年度実施内容（補助事業計画書）  令和 3 年 3 月末時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

テムで実施し、さらなる改良に向けた問

題点を明らかにする。（評価回数 1 回以

上） 

 

 

 

 

4）臨床応用検討委員会の開催 

臨床応用検討委員会を開催し、多角的な

視点から本システムを評価し、本シス

テムの優位性、課題を明らかにし、フ

ィードバックする。（検討委員会の開催

1 回以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いて実際に切開と剥離ができるか検証した。改良を加えたプトロ

トタイプで ESD は実行可能であったが、操作性向上のための課題

をフィードバックし、更なる改良へのアドバイスを行った（術者

合計 4 名、合計 8 回）。 

 

 

 

4)臨床応用検討委員会の開催 

6 名の評価委員全員に参加してもらい、11/3（水）および 11/4（木）

に検討委員会を開催した。実際にプロトタイプを用いて ESD を行

い、以下の点につき臨床使用を想定した評価を行った。 

a．システムコンセプト（コンパクト性、設置しやすさ） 

b．機能・性能要件（システムに求める手技・症例・機能） 

c．操作部（操作性、応答性） 

d．鉗子（操作性、把持力、動作範囲、先端形状、種類、内視鏡連

動など） 

e．プラットフォーム（大きさ、形状、柔軟性、安定性など） 

f．軟性内視鏡（画質、スイッチ操作、モニターなど） 

上記の検討委員会での評価を踏まえて 11/16に Web会議を行い、

現時点で評価できる点と更に改良すべき点を明確にした。上記 a

～f の点においては概ね良好な評価結果であったが、ロボットシ

ステムならではのクラッチ操作や、軟性システム特有の動きにつ

いては術者の慣れが必要であり、より直感的に操作できる様に改

良が望まれた。 

際に ESD が実施可能かのみの評価で

あったが、より大型の想定病変や複

雑な形の想定病変に対応できるかど

うか、切除切片のクオリティーに問

題がないか、手技の所要時間は許容

範囲かなどを評価する必要がある。 

 

4)臨床応用検討委員会の開催 

今回の検討委員会での評価は短時間

であったため、さらに複数回の臨床

応用検討委員会を開催してプロトタ

イプを操作してもらい、術者の習熟

度を上げることにより本システムを

使いこなせる様になるか検証する必

要がある。また今回の委員会におい

て指摘された点が、実際に使い易い

ものに改良されたかも検証する。 
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令和 3 年度実施内容（補助事業計画書）  令和 3 年 3 月末時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

③ 許認可 

1)レギュラトリーサイエンスの観点から

の許認可戦略立案助言 

（滋賀医科大学） 

目的：薬事戦略・保険戦略の対応支援 

管腔内軟性手術ロボットシステムのレ

ギュラトリーサイエンス的視点での開

発の進め方、申請における薬事戦略等

について製造販売企業（メディカロイ

ド、トップ）へ支援を行う。令和 4 年

3 月適宜フィードバック 

 

2)薬事戦略／保険戦略 

（メディカロイド） 

目的：薬事戦略・保険戦略の方針決定 

上市に向け、ビジネスモデルに適した

薬事・保険戦略を策定する。策定した

薬事・保険戦略をもとに PMDA 等との相

談を実施し、戦略の妥当性を確認する。 

令和 4 年 3 月 PMDA 相談実施 

 

 

 

（トップ） 

目的：薬事戦略・保険戦略の方針決定 

滋賀医科大学と共に、フレキシブルプ

ラットフォームの薬事的視点での開

発の進め方、申請戦略等について検討

する。 

▶ 

 

1)  

薬事戦略・保険戦略について、PMDA 薬事相談準備支援。 

AMED 事業化コンサルティングでの論点と、製販企業が考える薬事

申請区分案、ビジネスモデルに適した保険戦略案をベースに、PMDA

への全般相談内容について助言を行うと共に、開発前相談に向け、

本品の臨床的位置付けを明確にした申請・保険戦略のより詳細な内

容についてアドバイスを実施した。 

 

 

 

 

2)薬事戦略／保険戦略 

（メディカロイド） 

PMDA 全般相談に向けて、品目毎の想定薬事・保険申請に関して、

現時点での薬事・保険戦略方針を明確化し、AMED 事業化コンサル

ティングを活用し、戦略策定に関してディスカッションした。 

本システムでは精密な切除や縫縮の実現を目標としており、外科

的手術が選択されていたような高難易度症例を内科的処置で実

現可能という点で戦略を策定した。これについて、コンソーシア

ム内で薬事・保険戦略の方向性を確認、合意した。 

12 月 13 日に PMDA 全般相談を開催し本システムの概要の説明を

行った。PMDA 開発前相談日程は、現在調整を行っている。 

（トップ） 

プラットフォームは、大腸 ESD 手術ロボット用に開発中であると

同時に、現在販売中の軟性内視鏡用各種デバイスとの組合せによ

る多機能サポートデバイスとして、従来術式にも対応できるよ

う、社内で基本設計および戦略方針を調整中で、滋賀医科大学と

の相談準備を進めている。（自社単独申請を想定） 

▶ 

 

1) 

本品の最適な適応となる病変（現行

の内視鏡的粘膜下層剥離術 ESD では

困難、あるいは特殊技術を有した医

師のみでなければ施行困難で、外科

手術が選択されていた症例）への処

置が可能となることを、非臨床で評

価する。 

 

 

 

 

2) 

PMDA 開発前相談の実施に向け、申請・

保険戦略のより詳細な内容を準備す

る。 
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令和 3 年度実施内容（補助事業計画書）  令和 3 年 3 月末時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

④ フレキシブルプラットフォームの開発 

1)フレキシブルプラットフォームの開発 

（トップ） 

目的：管腔内軟性手術ロボットに適し

たフレキシブルプラットフォームの仕

様検証用プロトタイプの製作および評

価 

軟性内視鏡やロボット処置具等を大腸

内処置部へ挿入するための、大腸 ESD

に最適化したフレキシブルプラットフ

ォームのプロトタイプを設計・試作・

改良する。 

フレキシブルプラットフォームのプロ

トタイプとメディカロイドの試作シス

テムを組み合わせて、慶應義塾大学、

臨床応用検討委員会等にて内視鏡専門

医に機能及び性能を評価していただ

く。専門医のフィードバックに応じた

改良を行うことにより、大腸 ESD に適

した仕様や機能を策定する。（プロトタ

イプの試作 1 回以上、評価回数 2 回以

上） 

令和 4 年 3 月 

仕様検証用プロトタイプの製作 

 

 

 

 

 

▶ 

 

1) 

ドライラボ評価会にて、プラットフォームの本年度第一次試作品

をロボット処置具、軟性内視鏡と組み合わせ、内視鏡専門医を含

む開発メンバーに評価いただき、得られたフィードバックから、

設計的改良必要事項を確認。鉗子のトライアンギュレーションを

改良したフード（デバイスホルダー）の要素試作による予備実験

を実施。鉗子誘導路の経路の角度と抵抗低減の点で、最適バラン

スのレイアウトを検討。また、内視鏡専門医からのアドバイスに

基づき、基本設計における要点と、想定術式における優先要望項

目とのバランスを考慮して、設計的項目を最適化調整。候補仕様

の軟性内視鏡に対応する、オーバーチューブ、フード（デバイスホ

ルダー）の改良試作設計に展開。以上の内容を反映したプラット

フォーム試作品を製作し、各デバイスの挿抜抵抗、屈曲追従性を

評価し、円滑な操作性を確認した。試作品は、プラットフォームの

柔軟性の向上、および鉗子の挿抜抵抗を低減し、挿入区間には内

部の間隙を利用し、市販の把持鉗子、穿刺針等、各種内視鏡用デバ

イスを併用できるガイドチューブも装備した。また、プラットフ

ォーム先端に、デバイスの支持位置固定および微調整を可能とす

る内視鏡用バルーンも装着した。現状の試作チューブをロボット

システムと組合せ、模擬術式に対する適性評価実験を行ったとこ

ろ、複数バルーン（2～3 個の円周配置）の併用にて模擬 ESD が可

能なように支持性能を向上できることを確認した。 

▶ 

 

1) 

事業最終年度のステップとして、要

求される内視鏡、ロボット処置具の

動作支持、姿勢保持の要求に対応す

るよう、屈曲性能、挿抜操作性能、同

軸旋回性能を最適化し、誘導用チュ

ーブ、デバイスホルダーの改良試作

部品を準備し、アップデートされた

ロボット処置具および候補仕様の軟

性内視鏡実機の要求動作を安定的に

支持できるよう、各部の仕様をチュ

ーニングする。前記仕様にて製作し

たプロトタイプを使用して、開発メ

ンバー合同のドライラボ評価にて、

システム本体に組み合わせ、模擬術

式対応評価実験を実施し、適切な改

良効果が発揮できるか確認する。ま

た、開発チーム内で別途準備中の人

体モデルが完成次第、プラットフォ

ームの腸管挿入操作性、デバイス支

持、操作の安定性を確認し、その評価

結果価結果に応じ、円滑な操作性を

発揮するために、必要と判断される

対策を講じる。 
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令和 3 年度実施内容（補助事業計画書）  令和 3 年 3 月末時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

⑤ 軟性内視鏡の開発 

1)軟性内視鏡の開発（オリンパス） 

目的：管腔内軟性ロボットシステムに

対応した軟性内視鏡の仕様検証および

最適化 

管腔内軟性ロボットシステムに適応す

る軟性内視鏡を準備し、システムと組

合せて評価し、具体的なチューニング、

改良を進める。（プロトタイプの試作 1

回以上、評価回数 2 回以上） 

令和 4 年 3 月 

システムに合わせた軟性内視鏡の最

適化 

▶ 

 

1) 

今年度は、プロトタイプの試作、および以下項目について評価を実

施した。 

(1)内視鏡の画質評価 

(2)内視鏡の挿入部長の評価 

(3)内視鏡のユニバーサルケーブル長評価 

(4)術者自らが内視鏡画像の倍率などの設定変更を可能とするシス

テムコントローラー試作品の評価 

(5)サージョンコックピット用モニターの評価 

(6)構造色彩強調機能(TXI)の評価 

以上評価の結果から、既販の内視鏡の仕様でユーザーニーズを満た

せる可能性が高い事が確認できた。 

▶ 

 

 

大腸に沿ったデバイス全体の走行形

状について実臨床を模擬した状態で

評価可能な環境を整え、評価を実施

する。これにより、ロボットシステム

と組み合わせた場合に必要となる技

術的な評価と課題対応を行う。 

 

 

 

(4) 新型コロナウイルス感染症の影響 

事業進捗への影響の有無・ある場合の具体的内容 検討している対応策 

進捗への影響無  

 

(5) 令和 3年度の到達点（総括） 

令和３年度は、対象症例の大腸 ESD（直腸・S 状結腸）に適した管腔内軟性手術ロボットシステム仕様検証用プロトタイプの製作および評価を計

画通り実施した。 

今年度は円筒形の牛切除直腸モデルを作成し、ドライラボ評価会（8 回）、臨床応用検討委員会（1 回）にて、内視鏡専門医の先生方に、使用環境に

近い条件でプロトタイプによる疑似 ESD を実施していただき意見を得た。評価と改良試作を繰り返し行い、一良好な視野下で安全に、直感的操作で、

従来法より広範囲を短時間で ESD が施行でき、外科的縫合も可能であることが確認できた。今後は、ESD が困難な症例での性能、安全性を検証する

ための実験モデルを作成し、本仕様検証用プロトタイプの評価を予定している。 

知財については、ロボット及び管腔内治療を対象とした先行例調査、および新規出願を継続中である。 

薬事申請・保険戦略については、AMED 事業化コンサルティングの支援の下、プロジェクト内で決定した案に基づき、PMDA 全般相談にて今後の

進め方について助言を得た。この薬事・保険戦略に沿って上市に向けた戦略等を構築している。 
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1.7 補助事業の振り返り 

(1) チェックリストによる自己評価結果 

 項目 評価 

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

ない 

〇 

② 事業（開発）成果 計画した成果が着実に得られている 〇 

③ 実施体制 

代表機関を中心とした研究開発体制が適切に組織されている 〇 

製造販売企業等が意欲を持って参加している 〇 

コンソ内の十分な連携がとれている 〇 

④ 今後の見通し 
今後開発を進めていく上で、問題が無い 〇 

開発計画が具体的で明確な目標がある 〇 

⑤ 事業で定める項

目および総合的

に勘案すべき項

目 

妥当な医療現場のニーズが明確になっている 〇 

開発機器のコンセプトは明確になっている 〇 

知財戦略が立案されている 〇 

薬事戦略が立案されている 〇 

販売戦略が立案されている △一部 

⑥ 総合評価  〇 

 

 

(2) 令和 3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 

今年度よりオリンパス株式会社が参画し、ESD に用いられる軟性内視鏡について必要な知見を得る点

で成果があった。システム全体の課題解決に向けた各プロジェクト参画機関の知見の共有という点で、

各々の事情に配慮しつつ、一層の連携を進める必要がある。 

 

 2) 事業の進め方 

神戸メディカロイドにメンバーが参集してのプロトタイプでの試用評価を年間 10 回実施したが、非常

に多忙な臨床医の先生方のスケジュール調整に難儀する場面が少なからずあった。次年度は、毎月の定例

会を含め年間のイベント開催スケジュールを年度初めに定めておき、スムーズな進捗を図る。 

 

 3) その他 

特になし。
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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) 課題評価委員会･事業化コンサルでの指摘事項とその対応 

領域 指摘事項 対応 

薬事 許認可の面で滋賀医大の強力なサポートが

あるとは言え、PMDA と合意形成を進めなが

ら承認プロセスを進めていくこと。 

事業化へと加速するためにも事業化コンサル

等を用いて保険戦略や事業戦略を策定するこ

と。 

滋賀医科大学の支援のもと、薬事・保険戦略

の立案を更に進め、コンソーシアム内で方向

性を合意。2 回の AMED 事業化コンサルティ

ング（4 月、8 月実施）を活用し、内容を更新

した。PMDA の全般相談（12 月）において、

開発中の軟性内視鏡による管腔内手術のマス

タースレーブロボットについて、今後の承認

申請に向けた進め方について相談し助言を得

ている。 

策定した薬事・保険戦略に基づき、事業戦略

を見直し、更新した。 

  

  

知財 ―  

  

  

技術 ・ 評

価 

―  

  

  

その他事

業化全般 

―  
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(5) 継続条件への対応状況 

継続条件 対応状況 

なし  

 

 

1.8 令和 4年度以降の実施内容に関する計画（案） 

(1) 令和 4年度の事業概要 

 

【今年度の実施内容】  

本年度は、対象症例の大腸 ESD（直腸・S 状結腸）に適した最終仕様検証用プロトタイプを製作し評

価を行う。引き続き、臨床応用検討委員会等にてトップランナーの内視鏡専門医にご評価いただき、市場

性、事業性、競争力のある大腸 ESD に適した最終製品仕様を策定する。最終製品仕様 

をもとに、ロボット処置具および手術ロボットシステムの最終仕様検証用プロトタイプを製作する。製

作したプロトタイプでより人体に近い腸管モデルを用いた非臨床評価や安全性評価などを実施し、医療

ニーズへの適合性を検証し、最終システムを完成させる。また、最終製品仕様をもとに、PMDA 等と相

談を行い、上市にむけた薬事・保険戦略等を策定する。  

 

【今年度の達成目標】  

対象症例の大腸 ESD（直腸・S 状結腸）に適した最終仕様検証用プロトタイプを製作し評価を行う。

市場性、事業性、競争力のある大腸 ESD に適した最終製品仕様を策定する。最終製品仕様をもとに、

PMDA 等と相談を行い、上市にむけた薬事・保険戦略等を策定する。 

 

(2) 令和 4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）治療システムの開発  

①ロボット処置具の開発 

 

 

 

②システム本体の開発 

 

 

 

 

 

 

③知財（メディカロイド）  

 

メディカロイド 

 

メディカロイド、

川崎重工業 

 

 

 

メディカロイド 

 

①ドライラボ評価会、臨床応用検討委員会にて要望、課題

点を抽出し改良を実施する。大腸 ESD に適用した軟性ロ

ボット処置具の最終プロトタイプを試作・製作し評価す

る。 

②直観的な操作感実現に向けて、川崎重工業と共にハー

ドウェアとソフトウェアの設計・試作を行う。 

①②ドライラボ評価会を通して実用化に向けた改良を繰

り返し、臨床応用検討委員会にて内視鏡専門医に機能及

び操作性等を評価していただき、医療ニーズへの適合性

と安全性を確認する 

③昨年度に実施した調査結果をもとに処置具やシステム

を設計する。新規設計した処置具やシステムについて出

願および、より詳細な侵害性の調査を行う。  

（２）医学的評価 

①治療システムの概要に

対するアドバイス 

②評価システムの構築 

慶應義塾大学  

①管腔内軟性手術ロボットシステムのプロトタイプを検

証し、医療側のニーズや必要な改良点を伝える。 

②屈曲擬似腸管モデル、全層切除モデルを作成する。 
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項目名 実施主体 具体的な内容 

③最終仕様プロトタイプ

の評価 

 

 

④臨床応用検討委員会の

開催 

③屈曲擬似腸管モデルでの挿入性や操作性を確認し、ESD

が実施可能か評価する。全層切除モデルにおいて、糸付き

縫合針とロボットアームを用いて縫合が実施可能かを評

価する。 

④臨床応用検討委員会を開催し、多角的な視点から本シ

ステムを評価し、実用化に向けての課題を明らかにし、フ

ィードバックする。 

（３）許認可  

①レギュラトリーサイエ

ンスの観点からの薬事戦

略立案助言 

 

②薬事戦略/保険戦略 

 

 

滋賀医科大学 

 

 

 

メディカロイド、

トップ 

 

管腔内軟性手術ロボットシステムのレギュラトリーサイ

エンス的視点での開発の進め方、申請における薬事戦略・

保険戦略等について、製造販売企業（メディカロイド、ト

ップ）へ支援を行うと共に、非臨床評価モデルの提案を行

い PMDA の相談支援を行う。 

上市に向けて本システムの優位性の実証、並びに事業化

に向けた仕組みを明確にし、ビジネスモデルに適した薬

事・保険戦略を策定する。策定した薬事・保険戦略をもと

に PMDA 等との相談を実施し、戦略の妥当性を確認する。 

（４）フレキシブルプラッ

トフォームの開発  

①システム組合せ時の機

能評価 

 

 

 

 

 

 

 

②プラットフォームの有

効性評価  

 

 

 

 

 

 

 

③最終試作、機能評価 

トップ  

 

①軟性内視鏡やロボット処置具等を大腸内処置部へ挿入

するための、大腸ESDに最適化したフレキシブルプラット

フォームのプロトタイプを設計・試作・改良する。試作し

たプラットフォームとメディカロイドの試作システムを

組合せ、慶應義塾大学、臨床応用検討委員会等にて内視鏡

専門医に機能及び性能を評価していただく。専門医のフ

ィードバックに応じた改良を行うことにより、大腸ESDへ

の適合性と安全性を確認する。 

②前記のロボット処置具併用の他、市販の軟性内視鏡、

ナイフ、把持鉗子、穿刺針等、市販の軟性内視鏡用デバ

イス複数種を大腸内処置部へ挿入するための、大腸ESD

に最適化したフレキシブルプラットフォームとして使

用した場合の有効性を確認するため、内視鏡専門医に

機能及び性能を評価していただく。専門医のフィード

バックに応じた改良を行うことにより、大腸ESDへの適

合性と安全性を確認する。 

③前記の評価確認、対策検討、改良設計に基づくプロトタ

イプにて最終評価を実施し、大腸ESDへの適合性と安全性

を確認する。 

（５）軟性内視鏡の開発  

①屈曲部における組み合

わせ評価 

②組み合わせ評価結果に

基づいた内視鏡主要機能

（オリンパス）  

①屈曲擬似腸管モデルでの挿入性や操作性を確認し、屈

曲部を越えて ESD が実施可能か評価し、内視鏡の仕様を

確認する。  

②①の結果に基づき、内視鏡への主要機能（湾曲性能、耐
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項目名 実施主体 具体的な内容 

評価 

③縫合における組み合わ

せ評価 

④組合せ総合評価 

久性など）の抽出と評価計画策定、実行する。 

③糸付き縫合針とロボットアームを用いて縫合操作を行

い、内視鏡の仕様を確認する。  

④ドライラボ評価会、および臨床応用検討委員会にて内

視鏡専門医に評価していただき、内視鏡の仕様確認を行

う。システム、およびプラットフォームと組み合わせ、動

物モデルなどを用いて評価を実施する。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 

株式会社メディカロイド 

〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町 1丁目 6-4 

電話 : 078-303-8770 / FAX : 078-303-8778 

お問い合わせ : https://sjgb.f.msgs.jp/webapp/form/21884_sjgb_8/index.do 

 

 


