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1. 事業の概要 

中耳疾患治療手術における現在の課題は、手術前に耳小骨に関わる病態を予測できる検査が少なく、定

量的な基準に基づく術中診断が行えないことが挙げられる。そこで、術中使用可能な計測デバイス群を実

用化し、定量評価が可能な手術環境を構築すると共に、計測結果をオンラインで蓄積、データベース化す

る。これにより、最適な術式の提示や治療効果の術中評価を可能とする、診断・治療支援システムを構築

する。 
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1.1 事業の目的 

我が国の医療現場では、中耳疾患に対して中耳を操作する鼓室形成術は以下の現状にあり、その治療成

績改善につながるイノベーションの余地は極めて大きい。 

1. 手術前に耳小骨に関わる病態を予測できる検査が少なく、真の病態の把握と治療方針の最終診

断は術中に行う必要がある 

2. 上記の判断は、医師が術中に探針で耳小骨を押し動かすこと（触診）でその可動性を評価してお

り、定量評価はできず属人的である 

3． 中耳の耳小骨連鎖を構造的に再建していても、その可動性確認は術者の感覚に大きく依存して

おり、術後に伝音が改善していないと判明することがある 

中耳疾患治療手術における現在の課題は、手術前に耳小骨に関わる病態を予測できる検査が少なく、定

量的な基準に基づく術中診断が行えないことが挙げられる。 

これら医療現場の課題・ニーズに対する解決策として、我々は、通常行われている触診よりも小さな動

きを耳小骨に与えることで可動性を評価でき、術中のベッドサイドに簡単に配置できる小型計測器の試

作機（以下、「本デバイス」と呼称）を開発しており、既に非臨床で良好なデータを取得している。これ

らの知見をもとに、以下のステップを経ることにより、従来法を革新する新たな手術環境を提供する。 

ステップ１：本デバイスを術中に医師が使用することで、耳小骨の可動性を鼓室形成術の途中で安全に

適時定量的に確認することを可能とし、術後成績の改善を実現する。 

ステップ２：本デバイスによる計測データや術前検査データ、およびコンピュータシミュレーションに

よる理論値をデータベース化し、手術前および手術中に参照することで、最適な術式を提示するアルゴリ

ズムを開発する。同時に、属人的な現在の治療方法に対してエビデンスに基づく新たな治療方針を日本耳

科学会(耳科手術と関連する学会)とともに構築することで、治療効果を術中に評価することが可能な診

断・治療支援システムを実現し、属人的な現状を革新する。 

中耳炎は世界的に多く見られる疾患で、WHO（世界保健機関）によると貧困の最大原因といわれている。

即ち、中耳炎による難聴で文盲になり職業につくことができないことが貧困を引き起こすとされている。

耳科手術において本申請開発装置を使用することにより、患者に対しては、Quality of Lifeの向上、社

会復帰の促進、15～20%とされる再手術リスクの低減、身体的・経済的負担の軽減（入院期間 9 日前後、

費用 14～20万円）が期待できる。また、医師に対しては、「根拠に基づく医療(evidence-based medicine)」

の推進、術後成績の向上・術者の格差縮小、手術技術の向上、および効率的な技能伝承が見込まれるため、

社会的な意義並びに波及効果がみられる。 

そこで本事業では、術中使用可能な計測デバイス群を実用化し、定量評価が可能な手術環境を構築する

と共に、計測結果をオンラインで蓄積、データベース化する。これにより、最適な術式の提示や治療効果

の術中評価を可能とする、診断・治療支援システムを構築する。 

耳小骨可動性および中耳伝音機能を術中に計測・定量化することによって、これまで経験・感覚に頼っ

ていた治療法選択を、明確なエビデンスに基づいて行うことができるようになる。また、治療効果の確認

を術中に行うことができるようになるため、術後成績の向上や再手術リスクを低減させることが可能と

なる。更に、ＡＩ技術を用い、これら計測データを、臨床知見や計測・解析結果で構成されるデータベー

スとリアルタイムに照合することで、術中に手術支援を行うことが可能となる点が革新的である。本申請

では耳科手術を対象として研究開発を行うが、このような術中計測結果やその治療による変化を、多くの

症例・理論から構築されるデータベースと照合することで最適な治療法を提案し、その治療効果を術中に

評価する手法は、今後の医療の主流となっていくものと考えられる。 
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・国内薬事申請：令和 5年 5月 

・国内上市：令和 5年 11月 

・海外薬事申請：令和 6年 6月（申請国:CE） 

・海外上市：令和 6年 12月（上市国: 欧州） 

 

 

医工連携イノベーション推進事業
術中計測デバイスとデータベースから成る鼓室形成術支援システムの開発・事業化

安心・確実なイノベーティブ耳科手術の実現
第一医科株式会社・学校法人慶應義塾・国立大学法人 電気通信大学

株式会社リーデンス・有限会社メカノトランスフォーマ

R02-117

中耳疾患の治療成績改善へのイノベーション

中耳疾患手術の課題

第一医科㈱：みみ、はな、のど、めまいのエキスパート

⚫ 術前病態予測検査が少ない
⚫ 術中における病態把握と治療方針の決定が必要
⚫ 判断根拠は耳小骨の触診であり定量評価が困難
⚫ 術中における治療効果の確認が困難
⚫ 上記により，聴力改善が不十分な場合再手術へ

⚫ 耳小骨の可動性を術中定量的に確認可能なシス
テムを開発（写真1）

⚫ 定量的エビデンスに基づく治療方針決定支援
⚫ 術中の治療効果確認による再手術リスクの低減
⚫ 計測結果のデータベースを利用した診断・治療支
援によるイノベーティブ手術の実現（写真2）

Class Ⅲ
（想定）

「みみ、はな、のどを一番に考える みみ、はな、のどから一番
に求められる」をキーワードに、65年の歴史に支えられたブラ
ンド力、ドクターとの共同開発による新製品、在宅領域、海外
市場へ挑戦を続けるエキスパート集団。
(東京都文京区、資本金1800万円、従業員70人)

術中計測デバイス(写真１)

診断モジュール(写真2)

2022年1月時点

probe

computer

control unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談

申請

医療機関

東京医療センター
・計測デバイスの手術臨床活用
・安全かつ効果的な診断治療システムの構築
・治療技術の効率的伝承

製販企業
第一種製造販売業［13B1X00137］

医療機器製造業許可[13BZ006258]

第一医科 (株)
・計測デバイスの販売
・医療機関への供給、技術サポート
・医療現場からのニーズの把握
・学会等における啓蒙活動

医薬品医療機器総合機構
（PMDA）

助言

承認

顧客
（国内、欧州）

研究機関

電気通信大学大学院
情報理工学部

•各医療機器で収集されたデータの統合
•術中計測および診断・治療支援システムの開発

ものづくり中小企業

リーデンス (株)
•計測装置の筐体設計・制作
•計測装置のアセンブリ

橋渡し研究支援拠点
慶応大学病院

臨床研究推進センター

代表機関

PL

中

2022年7月時点

販売企業
高度管理医療機器等販売業

SL

補助事業実施体制

ものづくり中小企業

(有)メカノトランスフォーマ
•センサ・アクチュエータの設計・制作
•インターフェースソフトウエアの開発

中

計測実施機関
慶應義塾大学病院

仙塩利府病院、東北大学病院
仙台中耳サージセンター

東京女子医大東医療センター
順天堂大学、愛媛大学、他

相談助言

データ提供

装置提供

相談

申請

医療機関

東京医療センター
・計測デバイスの手術臨床活用
・安全かつ効果的な診断治療システムの構築
・治療技術の効率的伝承

製販企業
第一種製造販売業［13B1X00137］

医療機器製造業許可[13BZ006258]

第一医科 (株)
・計測デバイスの販売
・医療機関への供給、技術サポート
・医療現場からのニーズの把握
・学会等における啓蒙活動

医薬品医療機器総合機構
（PMDA）

助言

承認

顧客
（国内、欧州）

研究機関

電気通信大学大学院
情報理工学部

•各医療機器で収集されたデータの統合
•術中計測および診断・治療支援システムの開発

ものづくり中小企業

リーデンス (株)
•計測装置の筐体設計・制作
•計測装置のアセンブリ

橋渡し研究支援拠点
慶応大学病院

臨床研究推進センター

代表機関

PL

中

2022年7月時点

販売企業
高度管理医療機器等販売業

SL

補助事業実施体制

ものづくり中小企業

(有)メカノトランスフォーマ
•センサ・アクチュエータの設計・制作
•インターフェースソフトウエアの開発

中

計測実施機関
慶應義塾大学病院

仙塩利府病院、東北大学病院
仙台中耳サージセンター

東京女子医大東医療センター
順天堂大学、愛媛大学、他

相談助言

データ提供

装置提供
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1.2 事業の実施体制 

代表機関：第一医科株式会社 

PL： 池上 元（第一医科株式会社） 

SL： 神崎 晶（国立病院機構 東京医療センター） 

共同体： ①国立病院機構 東京医療センター 

  ②国立大学法人 電気通信大学 

  ③株式会社リーデンス 

  ④有限会社メカノトランスフォーマ 
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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 ※未確認 クラス分類 クラスⅢ(予定) 

製品名 
耳小骨可動性計測装置(予

定) 
分類名称（一般的名称） 新医療機器のため該当名称無し 

対象疾患 
鼓室硬化症、耳硬化症など 

伝音難聴耳 
届出／認証／承認 承認 

想定される販売先 大学病院、中隔病院他 新／改良／後発 新医療機器 

使用目的又は効果 

術中に耳小骨の可動性および中耳伝音特性を定量的に計測し、データベースを構築・参照

することで、最適な術式提案と治療効果の術中評価を行う。これにより、手術後成績の向

上・安定化と再手術リスクを低減すると共に医師負担も軽減する。 

薬事申請予定者 第一医科株式会社 医療機器製造販売業許可 13B1X00137 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

第一医科株式会社 医療機器製造業許可 13BZ006258 

 業許可  

 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 

 大学病院、中核病院他 欧州 

薬事申請時期 令和 5（2023）年 5 月 令和 6（2024）年 6 月 

上市時期 令和 5（2023）年 11 月 令和 6（2024）年 12 月 

想定売上（上市後 3 年目） 1.5 億円／年（令和 8（2026）年時点） 0.9 億円／年（令和 9（2027）年時点） 

市場規模（上市後 3 年目） 6 億円／年（令和 8（2026）年時点） 12 億円／年（令和 9（2027）年時点） 

想定シェア（上市後 3 年

目） 
50％（令和 8（2026）年時点） 13％（令和 9（2027）年時点） 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

装置構成（図 1-2-1）： 

１.プローブ（耳科用探針、小型振動子、力センサ、アンプ） 

２.コントローラ（電源、アンプ、AD/DAコンバータ、制御・通信ブロック） 

３.制御用 PC（刺激波形生成、計測データ表示とデータベース化） 

４.電極および生体アンプ（蝸牛マイクロホン電位計測用サブシステム） 

 

動作と計測データ： 

＜耳小骨可動性計測＞ プローブ内の力センサ一体型高精度振動子により微小振動している探針先端

を耳小骨に当て、その反力を力センサにより計測する。その反力の大きさから耳小骨の可動性（コンプ

ライアンス）を計測する（図 1-2-2）。 

＜中耳伝音特性計測＞ 探針先端を耳小骨の任意の部位に接触させ、加振を行った場合の蝸牛マイク

ロホン電位を蝸牛窓に置いた電極により計測することで、加振点から蝸牛までの伝音効率を計測する

（図 1-2-2）。 

＜診断・治療支援＞ 術前計測結果、術中可動性・伝音特性計測結果、術後成績、理論解析結果等のデ

ータを蓄積したデータベースを構築し、これを参照しつつ、術中に疾患部位診断、最適術式提示、治療

効果確認を行う（図 1-2-3）。 
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図 1-2-1 計測システム写真 図 1-2-2 計測イメージ 

 

 
図 1-2-3 手術支援システム概念図 

 

 
  

probe 

computer 

control unit 
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(2) 市場性（想定購入顧客） 

 1) 当該機器等の市場性及び医療現場で期待される波及効果 

 ① 提案する機器の想定顧客 

・対象症例は鼓室硬化症、耳硬化症など、伝音再建を必要とする伝音難聴耳である。 

・装置のユーザーとしては、普及初期段階としては、高度な耳科手術の実施とその責任を担う、全国の

大学附属病院や各地の中核治療施設を想定している。 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

本申請研究開発機器による検査を必用とするような、伝音再建を要する手術件数は慶應大学病院で

年間 120件ほどであり、全国の合計は約 17,000件（地方厚生局への届け出のあった手術件数 2013年

1月〜12月)である。全米では約 70,000件余りに上る。発展途上国では患者数がさらに多いため、ニ

ーズは高いものと考えられる。 

注記：市場規模は本製品のみ（競合製品の開発は進んでいないと認識している） 
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(3) 競合製品／競合企業との差別化要素 

 1) 競合製品／競合企業の動向 

競合機器 1:Polytec社：レーザー振動計/薬事未承認品である。 

競合機器 2:リオン株式会社：電磁式振動子(未上市)/ 

 

耳小骨可動性定量化方法に関する従来手法と提案手法の比較 

 

 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） 

海外製品は高額及び大型の為、設置可能な医療施設は非常に限られている。 

また、国産品は可聴領域の大きな振動刺激を耳小骨に与えるため、蝸牛障害を起こすことが危惧され、

現在では開発は進んでいない。 

 

 

 
計測

方式 

測定周波数帯

域 

価

格 
設置性 

精

度 
耐久性 

要求 

スキル 
その他 

レーザー 

振動計 

(Polvtec社) 

非接

触型 
～20 MHz × × ◎ 

○（5年を目途に

メーカーによる校

正必用） 

要 
別途音源の 

準備が必要 

電磁式 

振動子 

(愛媛・リオン) 

接触

型 
2 kHz ○ ○ △ △ 要 

✕（振動刺激に

より蝸牛障害の

可能性がある） 

可動性 

計測装置 

(本開発) 

接触

型 
～10 kHz ○ ◎ ○ 

○ 

（探針の交換可） 
不要 

既存の他装置と

組み合わせて用

途拡大可 

 提案機器 競合機器１ 競合機器２ 

メーカー 第一医科株式会社 Polytec社 リオン株式会社 

概要 耳小骨可動性計測装置 レーザー振動計 電磁式振動子 

（未上市） 

型式 IMSAP   

特徴 既存の他装置と組み合

わせて用途拡大可 

別途音源の準備が必要 振動刺激により蝸牛障害

の可能性がある 

国内市場規模  薬事未承認 非該当 

国内シェア  薬事未承認 非該当 

海外市場規模  不明 非該当 

海外シェア  不明 非該当 

売価 \3,000,000-（仮） 不明 非該当 

保険償還 点数 未収載 不明 非該当 

クラス分類 Ⅲ 不明 非該当 
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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 
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(2) 投資回収計画 

初期段階（初年度～3年度）は国内コアターゲットの中でも、慶応大、順天堂大、日本大、自治医科大

（埼玉医療センター）など、これまで研究交流のある近隣大学病院や全国から患者が集まる著名な治療

施 設（仙台・中耳サージセンター）への導入を計り、初年度 20台、2年度 30台、3年度 50台と段階的

に導入を計画し国内コアターゲットのシェア 5割を目指す。同時にその有用性を耳科学会、耳鼻咽喉科

学会等を通じて全国に認知させることにより、4 年度には本格的に国内ターゲットへ活動の場を広げ、 

5 年度に国内全体ターゲットのシェア 5割(5年累計 400台）の導入を計画する。 

販売価格の根拠として目的は違うが、聴力関連の検査機器と同等の販売価格を考慮し、本装置は 300万

円を想定した。初年度に 6千万円、5年度に累計 12億円の売上を計画する。 

 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） 0.40 0.80 1.30 0.73 0.85 1.18 1.76 3.02 3.02 3.02 

 うち補助対象 0.27 0.87 － － － － － － － － 

 うち自己負担 0.13 0.43 0.73 0.85 1.18 1.76 3.02 3.02 3.02 0.8 

売上高（単位：億円） － － － 0.60 0.90 1.50 3.00 6.00 6.00 6.00 

販売数量（単位：） － － － 20 30 50 100 200 200 200 

 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） 0.10 0.20 0.20 0.20 0.20 0.73 0.85 1.18 1.76 3.02 

 うち補助対象 0.07 0.13 － － － － － － － － 

 うち自己負担 0.03 0.07 0.20 0.20 0.73 0.85 1.18 1.76 3.02 0.8 

売上高（単位：億円） － － － － 0.00 0.60 0.90 1.50 3.00 6.00 

販売数量（単位：） － － － － 0 20 30 50 100 200 

 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） 0.50 1.00 1.50 0.93 1.05 1.91 2.61 4.20 4.78 6.04 

 うち補助対象 0.34 1.00 － － － － － － － － 

 うち自己負担 0.16 0.50 0.93 1.05 1.91 2.61 4.20 4.78 6.04 0.8 

売上高（単位：億円） － － － 0.60 0.90 2.10 3.90 7.50 9.00 12.00 

販売数量（単位：） － － － 20 30 70 130 250 300 400 

※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 

第一医科株式会社は医療機器製造販売業者として機器の製造販売を行い、株式会社リーデンス、有限

会社メカノトランスフォーマはものづくり企業として、装置の製造、部品供給を行う。 

また、第一医科株式会社は医療機器販売企業 100社以上へ医療機器の販売実績がある。 

第一医科株式会社、株式会社リーデンス、有限会社メカノトランスフォーマは共同研究契約締結済み。 

 

 1) 売れ続けるためのビジネスの”仕組み” 

医療機器販売企業 100社以上の実績、及び既にある耳鼻咽喉科向け医療機器のチャネルを活用しつつ、

市場調査や広報活動を行い、より多くの施設への PR 活動や学会活動でのブランディング確立を目指

す。 

これまでにない新医療機器となる為、トレーニング、メンテナンスを含め学会などでのアカデミック

セールス活動を行う。 

 

 

 2) ビジネス体制 

 

 

  

直接又は卸売販売

製販企業
第一種製造販売業[13B1X00137]
医療機器製造業許可[13BZ006258]

第一医科(株)
• デバイス設計・開発
• 安全性・信頼性確立
• 実用化研究推進

顧客
（国内）

2021年9月時点

上市後のビジネス体制

PL
ものづくり中小企業

(有)メカノトランスフォーマ
•センサ・アクチュエータの設計・制作
•インターフェースソフトの開発・改良

中

ものづくり中小企業

(株)リーデンス
•計測装置の筐体設計・制作
•計測装置のアセンブリ
•計測装置の要素技術の見直し
•コストの最適化

販売企業
高度管理医療機器等販売業

医療機関

・計測デバイスの手術臨床活用
・安全かつ効果的な診断治療シス

テムの構築
・治療技術の効率的伝承

中

代表機関
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(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

⚫ PMDA 相談（2021 年 12 月 23 日@PMDA） 

耳小骨可動性計測データのバラツキを低減するため、プローブ形状をピストル型、ボックス型、L 型の

プローブ形状と検討を進めてきた。今後のプローブ形状の課題と方向性を検討した。 

耳小骨の硬さについて、AI データからの評価方法、また、機器上市後のステップについて報告を行っ

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） 

随時公開特許情報を基に知財調査を実施し関係機関と情報共有 

⚫ 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 

公開のデメリットを考慮し、個別の判断模倣品・侵害者が現れたときの対応 

 

 3) 開発戦略検討状況 

⚫ 開発リスクの明確化と対応 

アクチュエータの出力剛性を 2 倍にした新型を検討したが、性能と製作コストを考慮し通常タイプ

を採用した。 

⚫ 薬事申請に必要なエビデンス収集 

耳科学会にて樹脂製耳小骨により構成された人工骨小骨と耳小骨を模したコイルばねの可動性計測

を実施し、計測値の再現性を確認した。 

 

 4) 販売戦略等 

⚫ 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

切削や成形などの最適な加工方法や購買先、調達ルートについて協議を行った。また、装置に使う部

品の内製化を行い、コントローラの低コスト化作業を進めた。 

⚫ アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

  医師により耳小骨へのアプローチが様々であり、本装置の使用方法の教育やトレーニングが重要であると

認識した。 

⚫ QMS 等の品質保証体制 

製品安全試験、EMC 試験より得られた評価に沿って製品改善を検討した。プローブとコントローラ

の接続ジャック形状、フロントパネルのオーバーロードリセットボタンの色変更を確認した。また、

プローブ内配線設計や材質の検証を行った。 

⚫ 広報・普及計画 

日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会総会、日本耳科学会での耳小骨可動性計測装置の有効性について発表 

手術の経験等、条件が様々な異なる医師による、耳小骨可動性計測装置を用いた計測実施の実行。 
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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新医療機器としてのクラス分類の判断 

②治験の要否、規模の検討。新医療機器であるが、

後発・改良医療機器として治験の有無 

① PMDA 相談を行い、可動性計測装置の適切なク

ラス分類を判断する。 

PMDA 相談により、可動性計測装置の位置づけを

確認する。 

知財 権利化可能な知的財産の判断 ①公開のデメリットを考慮し、個別の判断 

技術・

評価 

①コロナ禍でのご遺体計測、動物実験の現状 

②計測データの安定性を向上させるための可動

性計測装置のブラッシュアップ 

③半導体不足の影響による部品調達の遅延見込

み 

① 耳小骨モデルを用いた代替計測を行うと共

に、緩やかな緩和により徐々に進める。 

② ヒンジ形状や探針取付方法の検討及びプロー

ブ重心位置の検証を行い、定量的なデータを

得られる仕組みを構築する。 

部品の選定や代替品の検討を行う。 

その他

事業化

全般 

①最適な事業化計画の策定 

②販路拡大のため、保険収載に向けた活動 

 

① 事業化や薬事に詳しいコンサルタント等、第

三者が入った中で議論。 

学会の協力を仰ぎ、戦略を検討する。具体的には

日本耳科学会、日本聴覚医学会、日本耳鼻咽喉科

学会において、有効性を共有し、保険診療を行え

るよう調整を行う。また、国内主要施設だけでな

く、海外展開を視野にいれた計画を策定する。 
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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、まずは薬事戦略のブラッシュアップに集中し、最短での薬事承認を目指して臨床試験を

開始する。実施の目途が立った動物実験、ご遺体計測による実用度の評価を行い、シミュレーション及び

耳小骨モデル計測を中心に計測精度と安全性を担保する非臨床データを準備し、PMDA と相談を重ねるこ

とで臨床試験に必要な手続きを進める。令和 2年度は、耳小骨模型による計測ではあるものの、様々な経

歴の耳鼻咽喉科医師の触診時における耳小骨への探針の当て方、加えている力などの計測データが多数

収集でき、装置の実用化上、有益な知見が得られた。機器開発については、これらの知見を活かしつつ計

測精度向上に必要な改良と、医療機器承認に必要な安全試験・EMC試験に対応する改良とを同時に実施す

ることで試作機開発の時間短縮を目指す。 

 

 

(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 

耳小骨可動性計測装置 プローブ内の力センサ一体型高精度振動子により微小振動している探針先端

を耳小骨に当て、その反力を力センサにより計測する。その反力の大きさから

耳小骨の可動性（コンプライアンス）を計測する 

中耳伝音特性計測装置 探針先端を耳小骨の任意の部位に接触させ、加振を行った場合の蝸牛マイク

ロホン電位を蝸牛窓に置いた電極により計測することで、加振点から蝸牛まで

の伝音効率を計測する 

診断・治療支援システム 術前計測結果、術中可動性・伝音特性計測結果、術後成績、理論解析結果等

のデータを蓄積したデータベースを構築し、これを参照しつつ、術中に疾患部

位診断、最適術式提示、治療効果確認を行う 

 

(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（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)1 次試作機開発 

（第一医科） 

改良項目を取りまとめ、分担機

関であるリーデンス、メカノト

ランスフォーマと協働で精度・

確度の高い試作機を開発する。 

関連学会会場で行った本装置

の体験使用・意見収集より得ら

れた情報を盛り込み製品化す

るための試作機開発を行う。 

令和 3 年 9 月 

試作機 5 台作成 

 

 

 

 

▶ 

【進捗 80％：〇】 

 

【進捗 80％：〇】（第一医科） 

計測バラツキ低減を目指した羽根

型プローブの試作を行った。フィ

ット感の向上や大きな計測バラツ

キがない事を確認した。 

耳科学会にて 22 名の先生方によ

る各プローブの比較検証を実施し

た。今回は顕微鏡を準備し、プロー

ブとの干渉等も検討できた。また、

経験や性別によりプローブを把持

する場所や方法の違いを確認し

た。学会にて得られたデータより、

計測者によるバラツキ低減の課題

を解決するべく改良を継続中。 

▶ 

 

 

（第一医科） 

羽根型についても引き続き顕

微鏡及び内視鏡どちらの使用

にも応用可能な形状を維持し、

プローブ内部の形状を改良す

ることによって、バラツキの低

減を目指す。 
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令和 3 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 

 

（慶應義塾大） 

術中に患者の計測を行うこと

を想定した条件下で、複数の術

者により装置を試用すること

で、装置のデザインや機能、ユ

ーザインターフェースについ

て改善方法の検討を行い臨床

で必要とされる装置の仕様を

決定する。関連学会にて演題発

表を行い、また聴講で動向・変

化の把握に努める。 

令和 3 年 9 月 

臨床的立場からの装置仕様の

決定 

 

（電気通信大学） 

ばねと樹脂製耳小骨から成る

人工耳小骨、および耳小骨や中

耳靭帯を考慮した中耳モデル

を作成し、可動性計測を行うこ

とで、計測装置の精度・確度を

計測する。更に計測者によるば

らつきの程度を定量化する。こ

れらの計測指標を基に、装置の

改良指針を決定する。関連学会

にて演題発表を行い、また聴講

で動向・変化の把握に努める。 

令和 3 年 9 月 

装置改良指針の決定 

 

 

 

（リーデンス） 

プローブ内部機構および筐体

の改良を行い改良型プローブ

のアッセンブリを行う。改良は

必要に応じて行いつつ最終仕

様を作成する。関連学会にて演

題発表を行い、また聴講で動

向・変化の把握に努める。 

令和 3 年 9 月 

新型プローブ 12 台作成 

 

 

 

 

 

 

 

【進捗 80％：〇】（慶應義塾大） 

耳科学会にて 22 名の医師を対象

にピストル型、ボックス型、L 型プ

ローブによる耳小骨模型等の計測

デモを実施し、手保持方法や操作

性を確認した。耳小骨を押す力に

は医師の違いによる差が見られた

が、各部を 2 回計測した際の測定

再現性は良好で、耳小骨の可動性

の変化に応じた計測が実現でき

た。また耳小骨を押す力の医師に

よる差異について講演し、可動性

計測装置の周知を行った。 

 

 【進捗 80％：〇】（電気通信大学） 

L 型プローブの駆動電圧や支点力

センサ間距離を変化させた際の

力センサ出力とプローブ各部の

振動を計測し、それらの結果をも

とに計測者によるばらつき低減

を目指した羽付き型プローブを

製作した。また、耳小骨模型を用

いた可動性計測実験も行い、術中

使用を想定した装置改良を実施

した。光造形方式の 3D プリンタ

ーを導入し、実物大の耳小骨模型

を作成した。 

 

 

【進捗 80％：〇】（リーデンス） 

顕微鏡下や内視鏡下での使用を考

慮し、設計において基板の配置変

更や配線の見直しを行い、従来よ

り小型で視野が広く、重量バラン

スの良い L 型プローブを製作し

た。本装置にて入力電圧や支点と

センサの距離、持ち手の位置など

のパラメータを変更した実験を行

い、計測バラツキ低減に向けた対

策を研究した。 

・学会などにおいて複数の医師に

よる本可動性計測装置を用いた計

測体験を行い、プローブの使用方

法の観察や使用感について意見聴

 

（慶應義塾大） 

臨床研究は本学倫理委員会で

承認されており、機器の準備次

第でいつでも開始可能である。 

学会報告を行いながら、学会に

も相談し、本機器の薬事申請、

保険償還について学会の支援

を依頼している。 

支点・力センサ間距離や外装形

状を改良したプローブの操作

性を検討中。改良された装置を

用いて可動性計測を実施予定。 

 

 

 

 

（電気通信大学） 

プローブの駆動電圧を下げる

ことで、プローブの振動を抑制

し、計測者によるばらつきや耳

小骨の振動振幅を低減できる

可能性がある。駆動電圧やプロ

ーブ内部構造を見直し設計変

更中。 

改良後、人工耳小骨や中耳モデ

ルを用いて可動性計測、計測者

による計測ばらつきの定量化

を行う予定。同時に、献体計測

実験にて確認する。 

 

 

 

 

 

（リーデンス） 

現在実験や分析を進めている

プローブの手の位置や持ち方、

金属フレームの形状と筐体と

の締結方法、支点－センサ間距

離、センサ部の絶縁方法等の検

討結果から計測バラツキを低

減する新たな試作機の設計指

針を策定し、試作機の設計・制

作を行う。このプローブによる

計測を行い、その試験結果や医

師の使用感から臨床等の評価

用となる新型プローブ 12 台の

製作を行う。 
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令和 3 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（メカノトランスフォーマ） 

様々な使用状況を考慮し、耳小

骨駆動用アクチュエータとセ

ンサの精密動作計測を行い、そ

の結果を基に改良を行う。改良

は必要に応じて行い、最終仕様

のアクチュエータ、センサを作

成する。関連学会にて演題発表

を行い、また聴講で動向・変化

の把握に努める。 

令和 3 年 9 月 

最終仕様のアクチュエータ・セ

ンサ 12 台作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取を行った。医師により耳小骨へ

のアプローチが様々であり、本装

置の使用方法の教育やトレーニン

グが重要であることが認識でき

た。また、装置は小型で重心バラン

スの良いものを求める声が多くあ

った。 

・L 型プローブの試作で得られた

知見を基に筐体や金属フレームに

ついて保持状態の安定化や重量バ

ランスを更に向上させた設計を行

い、計測バラツキ低減を目指した

羽根型プローブの試作を行った。

フィット感の向上や大きな計測バ

ラツキがない事を確認し、量産試

作となる１２台のプローブの製作

を行った。製作完了後、基本的な仕

様を満たしていることを確認し

た。 

 

【進捗 80％：〇】（メカノトランス

フォーマ） 

計測精度及び再現性を高めるため

に、新材料（ビスマス系）を用いた

力センサの試作及び評価を行った

が、温度による変動が十分に小さ

かった結果が得られたが、通常計

測では十分な信号レベルを得られ

ていなかった。引き続き、新規力セ

ンサの試作検討を続けた。 

計測精度及び再現性を高めるため

に、アクチュエータの出力状態の

変更を試みた。リニアガイド機能

を有する案内機構の新アクチュエ

ータを設計した。そして、外乱に強

くするために、アクチュエータの

出力剛性を通常タイプ（今まで利

用してきたタイプ）に比べて倍以

上の剛性の設計にした。その新ア

クチュエータの製作を完了し、そ

して、設計通りの結果が得られた

ことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（メカノトランスフォーマ） 

新設計のアクチュエータを１

台製作し、評価する。その結果

を踏まえてプローブ用アクチ

ュエータの最終仕様を固めて

いく。12 台プローブの製作に

伴って、アクチュエータも製作

していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

令和 3 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)動物実験・ご遺体計測 

（第一医科） 

慶應大、電通大と協働し、耳小

骨モデル、動物計測、ご遺体計

測を行い、開発装置の実用度の

評価を行う。コロナの状況も不

透明であるため、耳小骨モデル

での検証も並行して行う 

動物実験 5 件、献体計測 5 件の

実施 

 

（慶應義塾大） 

第一医科、電通大と協働し、耳

小骨モデル、動物計測、および

ご遺体計測を通して、開発装置

の実用度の評価を行う。評価指

標としては、計測値の確度と精

度が十分得られており、10dB 程

度の聴力の差が予測可能であ

ること、かつ計測者の依存度が

数%以内であることを目標とす

る。 

令和 3 年 9 月 

動物実験 5 件、献体計測 5 件の

実施 

 

 

（電気通信大学） 

慶應大、第一医科と協働し、耳

小骨モデル、動物・ご遺体を対

象とした計測装置の評価を行

う。同時に装置の改良指針を明

確化し、具体的な改良法につい

て決定する。 

その新アクチュエータと通常タイ

プアクチュエータをプローブの形

まで製作し、計測のバラつきにつ

いて、評価を行った。有意差が言え

るほど違いが得られなった。故に

計測プローブに搭載するアクチュ

エータは通常タイプアクチュエー

タを選定した。それは製作コスト

の面では有利であったからだ。12

台分の通常タイプアクチュエータ

の製作を行った。 

 

【進捗 90％：〇】 

【進捗 90％：〇】（第一医科） 

医師 2 名により、L 型、ボックス型

プローブを用いて献体計測を実施

し、ツチ骨頭、キヌタ骨長脚、アブ

ミ骨肩等の部位について可動性計

測を行った。顕微鏡下において、耳

小骨を可動させる探針の角度など

確認した。耳小骨モデルを用いた

可動性計測では、計測値の再現性

が見られた。 

 

【進捗 90％：〇】（慶應義塾大） 

医師 2 名により、L 型、ボックス型

プローブを用いて献体計測を実施

し、ツチ骨頭、キヌタ骨長脚、アブ

ミ骨肩等の部位について可動性計

測を行った。各計測部位において、

探針先端を接触させる範囲につい

て検討し、計測再現性のある約 1～

1.5mm の円形範囲を計測時の接触

範囲とした。同時に耳小骨を模し

たコイルばねの可動性計測も実施

し、計測値の再現性を確認した。さ

らにプローブの実用上の評価とし

て、術中と同様な手保持による計

測とその操作性、及び計測値の変

化について確認した。 

 

【進捗 90％：〇】（電気通信大学） 

医師 2 名により、L 型、ボックス型

プローブを用いて献体計測を実施

し、ツチ骨頭、キヌタ骨長脚、アブ

ミ骨肩等の部位について可動性計

測を行った。同時に耳小骨を模し

たコイルばねの可動性計測も実施

し、計測値の再現性を確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第一医科） 

顕微鏡下に加えて内視鏡下で

の可動性計測の有効性を検証

する。 

 

 

 

 

 

 

 

（慶應義塾大） 

プローブは顕微鏡と干渉しな

い程度の小型化と探針先端の

精密操作を阻害しない程度の

軽量化は必要であるが、操作者

の手保持状態を一定に保つ外

装形状も必要である。探針先端

の接触角度を統一する方法を

検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（電気通信大学） 

駆動電圧を低減させることに

よるプローブの振動減少を図

ると共に、最適なプローブ形状

に改良し、ご遺体計測実験で確

認予定。 
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令和 3 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 

要改良項目の明確化と具体的

改良法の決定 

 

 

3)製品安全試験・EMC 試験 

（第一医科） 

第三者機関にて製品安全試験・

EMC 試験を実施し、装置が安全

基準を満たすことを確認する。 

製品安全・電磁両立性の確認 

令和 4 年 3 月 

 

 

 

（電気通信大学） 

第三者機関にて実施する製品

安全試験・EMC 試験に立ち会い、

改善方法等について指導を受

けると共に、装置改良の方法に

ついて検討する。 

製品安全・電磁両立性の確認 

 

 

 

 

 

（メカノトランスフォーマ） 

製品安全試験・EMC 試験への適

合をめざしたプローブ、および

コントローラの改良を行う。さ

らに、温度変化、湿度変化に対

する試験、衝撃試験も行い、装

置全体の安全性を確保する。 

製品安全・電磁両立性の確保。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耳小骨模型を用いて各計測部位に

おける探針先端の接触位置・角度

について調査した。 

 

【進捗 90％：〇】 

【進捗 90％：〇】（第一医科） 

製品安全試験、EMC試験より得られ

た評価に沿って製品改善を検討し

た。プローブとコントローラの接

続ジャック形状、フロントパネル

のオーバーロードリセットボタン

の色変更を確認した。また、プロー

ブ内配線設計や材質の検証を行っ

た。 

 

 

【進捗 90％：〇】（電気通信大学） 

プローブ内部構造の設計変更を関

係機関と検討し関連する配線取り

回し方法を修正した。力センサの

絶縁対策として力センサとアクチ

ュエータ間に挿入する樹脂板の板

厚増加に加え、形状や材質の変更

についても関係機関と協議を行っ

た。 

 

【進捗 90％：〇】（メカノトランス

フォーマ） 

コントローラ及びプローブの EMC

試験及び製品安全試験を行った。

評価結果に従ってプローブのコネ

クタ、ケーブルを見直した。それ

に伴ってコントローラ側の受け側

のコネクタ、フロントパネル及び

リアパネルの改修も行った。特に

使用するフロントパネルのコネク

タについてはより指が触れないほ

ど端子が奥に配置され、漏れ電流

による感電などを防ぎ、安全性を

高めた。購入したレーザーマーカ

を活用し、コントローラのフロン

トパネル及びリアパネルの製作手

段を変更し、コスト低減に繋げ

た。アクチュエータに搭載してい

る力センサの電極部分では絶縁性

を高める必要があり、探針との沿

 

 

 

 

 

（第一医科） 

改良型プローブの製品安全試

験、EMC 試験のスケジュールを

検討する。 

 

 

 

 

 

 

（電気通信大学） 

改良型プローブの製品安全試

験、EMC 試験のスケジュールを

検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（メカノトランスフォーマ） 

改良したプローブ及びコント

ローラを製作し、 

安全試験を実施し、改良効果を

確かめる。 
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令和 3 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)リスクマネジメント 

（第一医科） 

本装置使用全般に関するリス

クマネジメント分析を行い、現

状の問題点を把握する 

リスクマネジメント表の作成 

令和 4 年 2 月 

 

 

 

（慶應義塾大） 

臨床におけるリスクマネジメ

ント分析を行い、問題点を洗い

出す。 

令和 4 年 3 月 

臨床におけるリスクマネジメ

ント表の作成 

 

 

 

 

（電気通信大学） 

ハードウエア、ソフトウェアに

関するリスクマネジメント分

析を行い、現状の問題点を把握

する。 

令和 4 年 3 月 

ハードウエア、ソフトウェアに

関するリスクマネジメント表

の作成 

 

面距離を１㎜から 3 ㎜に変更し

た。その材質変更をテフロンに変

更検討を試みたが、総合的に現状

の ABS が良かったため、そのまま

とした。コントローラの中にある

基板の耐圧を高めるために、底板

との距離を高めるように設計し、

製作を行った。電磁気の漏れ及び

外部の電磁気を防ぐために、コン

トローラのケースの中で、銅メッ

キケースを別途製作し、回路を囲

んだ。その改善の評価は令和 4 年

にて再度製品安全試験・EMC を行

う予定。 

【進捗 90％：〇】 

【進捗 90％：〇】（第一医科） 

リスクマネジメントの対象とする

開発装置、プローブ形状、また役割

分担について明確にし、関係機関

と情報共有した。また、必要資料に

ついても共有した。滅菌方法につ

いてはドレーブではなく、プロー

ブ自体の滅菌を行う予定。 

 

【進捗 90％：〇】（慶應義塾大） 

プローブの駆動電圧を低減させる

ことにより、耳小骨の振動振幅が

減少し、より安全な計測が行える

ことが見込まれる。医師の通常の

耳小骨操作による振動振幅よりも

小さな値となるよう駆動電圧を制

御したところ、より安全性が高ま

るものの、S/Nが低下する可能性が

あることについて関係機関と協議

した。 

 

【進捗 90％：〇】（電気通信大学） 

プローブの駆動電圧低減により、

耳小骨の振動振幅の減少が見込ま

れる。これにより、医師の耳小骨操

作による振動振幅よりも小さな値

となり、より安全性が高まるもの

の、S/Nが低下する可能性があるこ

とについて関係機関と協議した。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(第一医科) 

プローブの滅菌方法について、

滅菌器メーカー等に依頼して

評価を実施予定。 

 

 

 

 

 

 

（慶應義塾大） 

駆動電圧を下げたプローブに

よる可動性計測実験を行い検

討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(電気通信大学) 

駆動電圧を下げたプローブに

よる可動性計測実験を行い検

討する。 
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令和 3 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 

（リーデンス） 

プローブ機構についてのリス

クマネジメント分析を行い、対

策や対応について検討を進め

る。 

令和 4 年 3 月 

プローブ機構に関するリスク

マネジメント表の作成 

 

（メカノトランスフォーマ） 

プローブ及びコントローラに

ついてのリスクマネジメント

分析を行い、現状の問題点を把

握する。 

令和 4 年 3 月 

プローブ及びコントローラに

ついてのリスクマネジメント

表の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)診断モジュール開発 

（第一医科） 

電通大、慶應大と協働し、手術

支援として重要な項目を順位

付けし、その項目を支援するた

めの根拠となる定量的・定性的

試験結果（聴力検査、耳小骨可

動性、伝音特性など）の整理を

行い。AI による診断モジュール

開発に関し、実装への課題を検

討する。 

【進捗 90％：〇】（リーデンス） 

量産試作となる羽根型プローブ 12

台については、新たに仕様書を作

成し、最新版を更新・維持する。資

料は関係機関へ展開し、共有した。 

 

 

 

 

 

【進捗 90％：〇】（メカノトランス

フォーマ） 

改良したプローブ及びコントロー

ラの試作品の安全試験を行った。

それらの課題及び改良点を関係機

関に共有した。今度それらのポイ

ントを文章化し、下記の通り、リス

クマネジメントしていく。本装置

使用全般に関するリスクマネジメ

ント分析を行い，下記の手順にて、

現状の問題点を把握し、対策する． 

・ 意図する使用および医療機器の

安全に関する特質/医療機器の使

用に関する特性の明確化 

・ハザードの特定 

・リスクの推定 

・リスクの評価 

・リスクコントロール手段の明確

化 

・リスクコントロール手段の実施

と文書化 

・ 残留リスクの評価 

・リスク/便益分析 

・新たなハザードの発生 

・リスク評価の完了 

・全体的評価 

 

 

【進捗 90％：〇】 

【進捗 90％：〇】（第一医科） 

耳科学会にて 22 名の医師により、

顕微鏡下での耳小骨可動性計測に

おける各部位に接触操作した探針

先端の動画を撮影した。動画を元

に画像処理プログラムを開発予

定。 

また、シミュレーションベースの

データを用いた階層クラスタリン

グ結果から得られた疾患状態のグ

（リーデンス） 

現時点における改良案を盛り

込んだ試作機の設計・製作を進

めており、試験結果が得られた

段階で検討されている問題や

リスクに対する評価を行い、最

終の設計仕様を用意する。これ

らは、関係機関と共有する。 

 

 

（メカノトランスフォーマ） 

引き続き、改良品を試作し、電

気安全試験を行い、その評価試

験結果に基づき、資料作成 

及びリスクマネジメント分析

を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第一医科） 

画像処理プログラムの実装方

法について、外注先と検討す

る。 
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令和 3 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 

手術支援内容の確定、計測デー

タおよび動画解析による診断

プロトコルの開発と評価。 

令和 4 年 3 月 

 

 

（慶應義塾大） 

手術支援として重要な項目を

順位付けし、その項目を支援す

るための根拠となる定量的・定

性的試験結果（聴力検査、耳小

骨可動性、伝音特性など）の整

理を行う。様々な疾患を模した

中耳モデルを用いて可動性計

測を行い、それらの計測値から

疾患が推定可能かどうかを検

討する。 

令和 4 年 2 月 

手術支援内容の確定、エビデン

スデータの決定 

 

 

（電気通信大学） 

昨年度実行した、有限要素モデ

ルによって得られたデータの

AI による階層クラスタリング

結果を基に、どの部位の可動性

を計測することによって、どの

ような疾患が判別可能である

かの予測と検証を行う。また、

実際の計測の様子を動画撮影

し、その画像から探針の位置を

確認する画像処理プログラム

を作成し、計測者毎の計測手技

の違いを是正する計測支援プ

ログラムを作成する。なお、こ

れらを検討する際のコンサル

ティングおよびソフトウェア

作成については外注により行

う。 

令和 4 年 2 月 

計測データおよび動画解析に

よる診断プロトコルの開発と

評価。 

 

6)量産試作 

（第一医科） 

リーデンス、メカノトランス

フォーマと協働し、量産試作

ループ分けが妥当であると判断

し、実際に可動性計測を行う耳小

骨の各部位をシミュレーションと

合致するよう追加修正した。 

 

【進捗 90％：〇】（慶應義塾大） 

シミュレーションベースのデータ

を用いた階層クラスタリング結果

から得られた疾患状態のグループ

分けが妥当であることから、実際

に可動性計測を行う耳小骨の各部

位を、シミュレーションで想定し

た部位と合致するよう追加・修正

した。さらに術中環境情報として、

顕微鏡または内視鏡使用を選択し

データ保存可能とした。 

画像処理プログラム開発用に探針

操作時の顕微鏡画像を撮影した。 

 

 

 

【進捗 90％：〇】（電気通信大学） 

階層クラスタリングに使用する可

動性計測データ（耳小骨計測部位

と単位）とシミュレーションデー

タを決定し、外注先に指示した。計

測プログラム画面を設計変更し、

計測結果の判定機能を追加した。 

耳小骨上の各計測部位に対するプ

ローブ（探針）の接触操作方法につ

いて、耳科学会にて 22 名の医師の

顕微鏡下における探針操作動画を

撮影した。この動画を元に探針操

作画像処理プログラムを外注し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【進捗 80％：〇】 

【進捗 80％：〇】（第一医科） 

計測のバラツキを少なくするた

め、プローブの把持方法を検討し、

かつプローブ内部構造についても

 

 

 

 

 

 

（慶應義塾大） 

ご遺体計測により、追加修正し

た耳小骨の可動性計測部位に

ついて確認予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（電気通信大学） 

耳小骨を押す方向によって固

着部位の可動性測定値が変化

するため、この変化を活用し更

に容易に疾患の判別が可能か

どうかを検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第一医科） 

リーデンス、メカノトランスフ

ォーマと協働し、バラツキの少

ない、適正コストでの量産試作
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令和 3 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 

体制を構築する。また製品機

能を測定機器を用いて検査を

行い、東北大学、愛媛大学他

計測実施機関にてデモを行い

評価を行う。 

量産試作機作成 

（リーデンス） 

一次試作機開発により決定し

た仕様に沿って、量産試作体

制を構築する。 

量産試作機作成 

 

 

 

 

 

（メカノトランスフォーマ） 

一次試作機開発により決定し

た仕様に沿って、量産試作体

制を構築する。 

量産試作機作成 

 

 

様々な観点から検証を行った。 

顕微鏡との干渉がなく、内視鏡下

においても視野の確保が出来るプ

ローブの製作を検討した。 

 

 

【進捗 80％：〇】（リーデンス） 

保持状態の安定化や重量バランス

を更に向上させることで計測バラ

ツキ低減を目指した羽根型プロー

ブの試作機の設計指針に沿って１

２台の量産試作機を製作した。製

作完了後、基本的な仕様を満たし

ていることを確認した。 

 

 

 

【進捗 80％：〇】（メカノトランス

フォーマ） 

量産コストを整理し、コストダウ

ンを進める。量産時、検査工程を簡

易できるようにオシロスコープ等

の測定器を導入した。また、コント

ローラに搭載しているソフトウェ

アの量産版に向けて、ソフトウェ

アの改修及び改良を進めた。 

 

を検討する。 

 

 

 

 

（リーデンス） 

現在実験や分析を進めている

プローブの計測バラツキ低減

に関する検討結果から新たな

試作機の設計・制作を行う。こ

のプローブによる計測を行い、

その試験結果や医師の使用感

から量産試作機となる新型プ

ローブ 12 台の製作を行う。 

 

（メカノトランスフォーマ） 

量産試作体制の構築を進める。

量産コストを整理していく。コ

ントローラに搭載しているソ

フトウェアの量産版に向けて、

ソフトウェアの改修及び改良

を進める 

 

 

 

② 臨床研究 

（第一医科） 

慶應大と協働し、耳小骨可動

性計測装置により可動性を定

量化し、術前聴力との相関を

調べる。得られたデータの取

りまとめを行う。 

令和 4 年 3 月 

術前聴力との相関データ 

 

（慶應義塾大） 

耳小骨可動性計測装置により

可動性を定量化し、術前聴力

との相関を調べる。 

令和 4 年 3 月 

術前聴力との相関データ 

 

 

【進捗 80％：〇】 

【進捗 80％：〇】（第一医科） 

献体と人工耳小骨を用いた可動性

計測実験を行い、データ評価中。 

年度内に臨床研究が実施できるよ

う、ピストル型プローブにて製品

安全試験、EMC 試験を実施済み。 

 

 

【進捗 80％：〇】（慶應義塾大） 

献体と人工耳小骨を用いた可動性

計測実験を行い、データ評価中。 

 

 

 

（第一医科） 

Ｌ型プローブにて臨床研究を

実施したいと考えるが、バラツ

キ低減が不透明なため、ピスト

ル型プローブでも臨床研究を

行えるよう準備を整える。 

 

（慶應義塾大学） 

耳小骨可動性と術前聴力との

相関については、プローブ改良

後に調べる予定。 

③ 薬事戦略 

1)薬事相談（PMDA 対面助言） 

（第一医科） 

PMDA と打合せを重ねながら、

非臨床試験項目の策定を行

▶ 

 

【進捗 80％：〇】 

【進捗 80％：〇】（第一医科） 

PMDA の打ち合わせを実施した。早

期の承認を得るために主要評価項

▶ 

 

 

（第一医科） 

PMDA 対面助言を予定。 
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令和 3 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 

い、準備すべき計測データセ

ットを決定する。慶應大、電

通大と協働し、必要なデータ

セットを収集、取りまとめを

行う。 

令和 3 年 9 月 

proof of concept (POC)の取

得 

 

 

（慶應義塾大） 

PMDA と打合せを重ねながら非

臨床試験項目の策定を行い準

備すべき計測データセットを

決定する。電通大と協働し耳

小骨モデルや動物実験を通し

て必要なデータセットを収

集、取りまとめを行う。本開

発装置が術後成績の向上およ

び最適な術式プロトコルの決

定に資することを明確化す

る。 

令和 3 年 9 月 

proof of concept (POC)の取

得のためのデータセット確定 

 

（電気通信大学） 

PMDA と打合せを重ね、非臨床

試験項目の策定を行い、準備

すべき計測データセットを決

定する。慶應大と協働し、耳

小骨モデルや動物実験を通

し、必要なデータセットを収

集、調整を行う。本開発装置

が術後成績の向上および最適

な術式プロトコルの決定に資

することを明確化する。 

令和 3 年 9 月 

proof of concept (POC)の取

得のためのデータセット確定 

 

2)第三者認証機関への相談 

（第一医科） 

PMDA 対面助言を受け、 第三者

認証機関への相談実施。  

令和 3 年 12 月承認・認証の方

向性決定 

（慶應義塾大） 

PMDA 対面助言を受け、 第三者

認証機関への相談実施。 令和

目等の準備や、安全性を得るため

の実施例の数について相談を行っ

た。装置の有効性を示す数値モデ

ルや物理モデルの活用についても

相談した。 

ばねと樹脂製耳小骨により構成さ

れた人工耳小骨を用いて耳小骨可

動性計測実験を行い、データ収集

を実施中。 

 

【進捗 80％：〇】（慶應義塾大） 

PMDA の打ち合わせを実施した。早

期の承認を得るために主要評価項

目等の準備や、安全性を得るため

の実施例の数について相談を行っ

た。臨床研究のゴール設定につい

て関係機関と協議中で、本開発装

置の有効性について文章化を実施

中。聴力改善に向けたデータを収

集中。 

 

 

 

 

 

【進捗 80％：〇】（電気通信大学） 

PMDA の打ち合わせを実施した。早

期の承認を得るために主要評価項

目等の準備や、安全性を得るため

の実施例の数について相談を行っ

た。装置の有効性を示す数値モデ

ルや物理モデルの活用についても

相談した。 

ばねと樹脂製耳小骨により構成さ

れた人工耳小骨を用いて耳小骨可

動性計測実験を行い、データ収集

を実施中。 

 

 

 

 

【進捗 80％：〇】（第一医科） 

PMDA 相談の内容を受けて、第三者

認証機関への相談を実施するか検

討。 

 

 

 

【進捗 80％：〇】（慶應義塾大） 

PMDA 相談の内容を受けて、第三者

認証機関への相談を実施するか検

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（慶應義塾大学） 

本装置の有効性については、日

本耳鼻咽喉科学会、聴覚医学

会、耳科学会等で本装置に関す

る発表を予定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（電気通信大学） 

人工耳小骨の結果に加え、慶応

大学で献体の可動性計測を実

施し、データセットの内容を検

討・決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第一医科） 

PMDA 対面助言を予定。 
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令和 3 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 年 12 月 

承認・認証の方向性決定 

 

（電気通信大学） 

PMDA 対面助言を受け、 第三者

認証機関への相談実施。 

令和 3 年 12 月承認・認証の方

向性決定 

 

討。 

 

 

【進捗 80％：〇】（電気通信大学） 

PMDA 相談の内容を受けて、第三者

認証機関への相談を実施するか検

討。 

 

④知財戦略 

1)知財調査 

（第一医科） 

随時公開特許情報を基に知財

調査を行う。 

令和 4 年 3 月 

先行技術調査実施 

 

2)出願準備・出願 

（第一医科） 

既に出願済み特許の権利化を

図るとともに、今後の研究進行

において特許に関する更なる

優位性が生じた場合には、国内

外を問わず積極的に権利化を

目指す。 

国内出願の権利化 

（慶應義塾大） 

既に出願済み特許の権利化を

図るとともに、今後の研究進行

において特許に関する更なる

優位性が生じた場合には、国内

外を問わず積極的に権利化を

目指す。主に外国文献の考察、

翻訳を担う。 

令和 4年 3月国内出願の権利化 

（電気通信大学） 

既に出願済み特許の権利化を

図るとともに、今後の研究進行

において特許に関する更なる

優位性が生じた場合には、国内

外を問わず積極的に権利化を

目指す。主に外国文献の考察、

翻訳を担う。 

令和 4年 3月国内出願の権利化 

（リーデンス） 

既に出願済み特許の権利化を

図るとともに、これまでの研究

進行において開発された支点

機構のなどの技術について優

位性を検証し、必要あれば、国

▶ 

【進捗 90%：〇】 

 

【進捗 90％：〇】（第一医科） 

随時公開特許情報を基に知財調査

を実施し関係機関と情報共有し

た。 

 

 

【進捗 90％：〇】 

【進捗 90％：〇】（第一医科） 

公開特許情報の確認と出願済特許

の審査請求を実施中。 

出願済みの特許について、拒絶理

由通知の応答対応を 2 度実施し

た。 

 

 

【進捗 90％：〇】（慶應義塾大） 

公開特許情報の確認と出願済特許

の審査請求を実施中。 

出願済みの特許について、拒絶理

由通知の応答対応を 2 度実施し

た。 

 

 

【進捗 90％：〇】（電気通信大学） 

公開特許情報の確認と出願済特許

の審査請求を実施中。 

出願済みの特許について、拒絶理

由通知の応答対応を 2 度実施し

た。 

 

 

【進捗 90％：〇】（リーデンス） 

出願済み特許については継続して

権利化を図っている。拒絶理由通

知などについても明細書や図面を

作成し応答を行っている。今後の

研究により特許に関して新たな優

▶ 

 

 

（第一医科） 

開発中プローブ機構の新規性、

進歩性の有無を特許事務所を

交えて検討する。 

 

 

（第一医科） 

開発中プローブ機構の新規性、

進歩性の有無を特許事務所を

交えて検討する。 

 

 

 

 

 

（慶應義塾大） 

開発中プローブ機構の新規性、

進歩性の有無を特許事務所を

交えて検討する。 

 

 

 

 

 

（電気通信大学） 

開発中プローブ機構の新規性、

進歩性の有無を特許事務所を

交えて検討する。 

 

 

 

 

 

（リーデンス） 

引き続き、関係機関との協議を

行い、必要に応じて拒絶理由通

知への対応を行い、明細書や図

面等の資料の整備に努める。 
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令和 3 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 

内外を問わず積極的に権利化

を目指す。主に明細書、図面の

作成を担う。 

令和 4年 3月国内出願の権利化 

（メカノトランスフォーマ） 

既に出願済み特許の権利化を

図るとともに、今後の研究進行

において特許に関する更なる

優位性が生じた場合には、国内

外を問わず積極的に権利化を

目指す。主に明細書、図面の作

成を担う。 

令和 4 年 3 月国内出願の権利

化 

 

 

 

位性が生じた場合には、国内外を

問わず積極的に権利化を目指す。 

 

【進捗 90％：〇】（メカノトランス

フォーマ） 

アメリカや中国の特許出願等の拒

絶対応検討を行った。反論する資

料作成を行った。引き続き、関係機

関との協議を行い、必要に応じて

特許事務所に明細書、図面の作成

指示を行い、資料の整備に努めた。

関係機関に権利化できる部分を提

案した。また拒絶対応の検討をし

っかり行い、権利化できる範囲を

最大化できるように努めた。 

 

 

 

 

 

（メカノトランスフォーマ） 

引き続き、関係機関との協議を

行い、必要に応じて明細書、図

面の作成を行い、資料の整備に

努める。関係機関と権利化でき

る部分を提案していく。また拒

絶対応の検討をしっかり行い、

権利化できる範囲を最大化す

る。 

 

 

⑤製造・サービス戦略 

（第一医科） 

1)体制構築 

医療機器の製造体制準備の為、

ＱＭＳ体制構築と量産を見据

えたサプライチェーン構築を

行う。 

令和 4 年 3 月ＱＭＳ体制構築 

 

2)製造技術開発 

（第一医科） 

原価低減を実現するための技

術開発を行う 

量産試作機作成 

（リーデンス） 

支点機構や探針取付方法、筐体

構造に対し、計測の安定性向上

や薬事法令の準拠を踏まえた

仕様を取りまとめ、加工方法や

購買先の選定等を行う。 

令和 4 年 3 月量産試作機作成 

 

 

 

 

（メカノトランスフォーマ） 

計測の安定性向上に必要な重

要構成部品（圧電素子、探針、

制御基板）の仕様をブラッシュ

アップし購買先との供給契約

などの準備を進める。 

令和 4 年 3 月量産試作機作成 

 

【進捗 80%：〇】 

【進捗 80%：〇】（第一医科） 

1 次試作機開発機の量産体制を見

据えた使用部品等の検討を実施し

た。 

 

 

 

【進捗 90%：〇】（第一医科） 

製品デザインや機能性を含め関係

機関と検討した。 

 

 

【進捗 80％：〇】（リーデンス） 

今回１２台の量産試作を行ったプ

ローブの設計内容や生産台数の見

込みから切削や成形などの最適な

加工方法や購買先、調達ルートに

ついて協議を行った。 

 

 

 

 

 

 

【進捗 80％：〇】（メカノトランス

フォーマ） 

内製完できる部品を整理した。で

きるだけ、装置に使う部品の内製

化を行ったにより、コントローラ

の低コスト化作業を進めた。また、

コントローラのフロントパネルの

設計及び製法を変えることで、コ

ストダウンを実現した。 

 

 

（第一医科） 

既存の体制で量産可能か検討

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（リーデンス） 

現在実験や分析を進めている

プローブの計測バラツキ低減

に関する検討結果から新たな

試作機の設計・制作を行う。こ

のプローブによる計測を行い、

その結果や医師の使用感から

量産試作機となる新型プロー

ブの設計指針を策定し、それに

応じた加工方法の構築や購買

先の選定を進める。 

 

（メカノトランスフォーマ） 

内製化した部品を評価してい

くこと。内製化できる部品を増

やしていき、コストダウンにつ

なげていく。 
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令和 3 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 販売戦略 

（第一医科） 

1)販売戦略検討 

関連学会にて演題発表を行い

周知に努め、有効性を共有し、

保険収載に向けた活動を行う。 

令和 4 年 3 月 

適正使用トレーニングのマニ

ュアル作成 

 

【進捗 80％：〇】 

【進捗 80％：〇】（第一医科） 

東京にて行われた日本耳科学会に

参加し、可動性計測装置のニーズ

やマーケット調査を目的として関

連演題を聴講した。 

試作機を用いて、顕微鏡下での可

動性計測装置の有用性を確認し

た。 

 

 

 

（第一医科） 

耳科学会にて得られたデータ

を元に、適正使用トレーニング

のマニュアル作成に生かす。 

 

 

 

 

 

(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 

有 
対面や実機を持ち込んでの打ち合わせに制限がでて

いるため、詳細な内容を伝えることに影響がでてい

る。 

 

 
 

制限解除され次第、対面での打ち合わせ等検討して

いる。 

現在は web を活用し、対応している。 

 

 

(5) 令和 3年度の到達点（総括） 

 

（１）製品開発評価 

 

① 1次試作機開発 

 

L型プローブの駆動電圧や支点・力センサ間距離を変化させた際の力センサ出力とプローブ各部の

振動を計測し、それらの結果をもとに計測者によるばらつき低減を目指した羽付き型プローブを製

作した。また、耳小骨模型を用いた可動性計測実験も行い、術中使用を想定した装置改良を実施した。 

光造形方式の 3Dプリンターを導入し、実物大の耳小骨模型を作成した。 

 

 

② 動物実験・ご遺体計測 

 

医師 2名により、L型、ボックス型プローブを用いて献体計測を実施し、ツチ骨頭、キヌタ骨

長脚、アブミ骨肩等の部位について可動性計測を行った。同時に耳小骨を模したコイルばねの可

動性計測も実施し、計測値の再現性を確認した。 

耳小骨模型を用いて各計測部位における探針先端の接触位置・角度について調査した。 

 

③ 製品安全試験・EMC 試験 
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プローブ内部構造の設計変更を関係機関と検討し関連する配線取り回し方法を修正した。力セン

サの絶縁対策として力センサとアクチュエータ間に挿入する樹脂板の板厚増加に加え、形状や材質

の変更についても関係機関と協議を行った。 

 

④ リスクマネジメント 

 

プローブの駆動電圧低減により、耳小骨の振動振幅の減少が見込まれる。これにより、医師の

耳小骨操作による振動振幅よりも小さな値となり、より安全性が高まるものの、S/Nが低下する

可能性があることについて関係機関と協議した。 

 

⑤ 診断モジュール開発 

 

階層クラスタリングに使用する可動性計測データ（耳小骨計測部位と単位）とシミュレーションデ

ータを決定し、外注先に指示した。計測プログラム画面を設計変更し、計測結果の判定機能を追加し

た。 

耳小骨上の各計測部位に対するプローブ（探針）の接触操作方法について、耳科学会にて 22名の

医師の顕微鏡下における探針操作動画を撮影した。この動画を元に探針操作画像処理プログラムを

外注した。 

 

（３）薬事戦略 

 

① 薬事相談 

 

PMDA の打ち合わせを実施した。早期の承認を得るために主要評価項目等の準備や、安全性を

得るための実施例の数について相談を行った。装置の有効性を示す数値モデルや物理モデルの

活用についても相談した。 

ばねと樹脂製耳小骨により構成された人工耳小骨を用いて耳小骨可動性計測実験を行い、デ

ータ収集を実施中。 

 

（４）知財戦略 

 

① 知財調査 

 

随時公開特許情報を基に知財調査を実施し関係機関と情報共有した。 

 

② 出願準備・出願 
 

公開特許情報の確認と出願済特許の審査請求を実施中。 

出願済みの特許について、拒絶理由通知の応答対応を 2度実施した。  
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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 

 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 〇 

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 

 

 2) 事業の進め方 

定量的なデータを得るためのプローブ形状に集中したため、製品安全試験、EMC 試験から臨床研究 

リスクマネジメントなど一次試作機の遅れによる、その後の開発につき遅延が出てきた。 

令和 4 年度は早急にプローブ形状を決定し、年度のスケジュールに沿った開発を目指す。 

 

 3) その他 

 



 

29 

(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 

   

   

   

機器スペック・

ビジネスモデル 

   

   

   

事業化体制    

   

   

事 業 化 計 画

（開発･薬事・上

市スケジュー

ル） 

   

   

   

 

(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 AI プログラムで疾患判断を行うことを標榜するのであれば、現

状の臨床評価で充足するかどうかについての確認が必要であり、

PMDA との相談を加速する必要がある。 

AI プログラムの実装は計画外であるが，シミュレーションデータ

との整合性及び探針操作動画を元とした画像処理プログラムを

開発し，可動性計測データ収集後の実装に向けた準備を整えま

す．また，PMDA 相談を実施し主要評価項目及び臨床研究のゴー

ル設定を明らかにし薬事申請の準備を整えます． 

  

  

知財   

  

  

技術・評価 早期にデータのばらつきを解消してプローブ形状の決定し、仕様

を確定する必要がある。 

データのばらつきを解消したプローブ形状を早々に決定し，安全

性を担保した上で臨床での計測実施を目指します．安定的なデー

タを得るためにはプローブ形状に大きく依存していることが明
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領域 指摘事項 対応 

らかになっており，また並行して適正使用のためのトレーニング

項目を更に明確化することを目指します． 

  

  

その他事業

化全般 

  

  

  

 

(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 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 

現在，特に注力して開発を進めている，令和 4年 9月までにプローブの内部仕様を確定し， 10月に行われる耳科学会会場にて再度計測時の使用

感，データを収集し，12月までに、ユーザビリティ評価によるプローブ改良・最終デザイン決定を行う．並行して PMDA対面助言，製品前相談を行

い，薬事承認を目指した臨床研究を進める．最終的な達成目標として，臨床評価と各種手続きを行い，令和 5年 5月までに医療機器製造販売承認申

請を行う．令和 5年 11月までに量産機製作を行い，令和 5年 11月までに上市を行う． 

 

(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製品開発評価 電通大、リーデンス、メカノトランス ① 1次試作機開発 

② 動物実験・ご遺体計測 

③ 製品安全試験・EMC試験 

④ リスクマネジメント 

⑤ 診断モジュール開発 

⑥ 量産試作 

②臨床研究 第一医科、東京医療センター  

③薬事戦略 第一医科、東京医療センター、電通大 ① 薬事相談（PMDA対面助言） 

② 医療機器製造販売承認申請 

④知財戦略 第一医科 ① 知財調査 

② 出願準備・出願 

③ 知財交渉・契約 

⑤製造・サービス戦略 リーデンス、メカノトランス ① 体制構築 

② 製造技術開発 

③ 調達検討 

⑥販売戦略 第一医科 ① 販売戦略検討 

② 販売計画作成 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 

第一医科株式会社 

〒113-0033 東京都文京区本郷 2-27-16 

電話: 03-3814-0111 / FAX: 03-3814-0135 / E-mail: hikegami@first-med.co.jp 

 

 


