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1. 事業の概要 

内視鏡手術は年々増加し、2012 年には 30 万例を超えると予測される．内視鏡手術（低侵襲手術）は、

開腹手術とは異なり術後の回復が早く、今後も増加が見込まれ、その手術を補助する医療機器の開発は

急務である。現状、執刀医の他、内視鏡を保持する助手が付く。手振れや執刀医との意思疎通、医師不

足の背景から術者に第 3 の手を提供することで助手が不要となり、内視鏡手術の効率を飛躍的に高める

内視鏡保持アームを開発する。 
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1.1 事業の目的 

内視鏡外科手術において、現状では内視鏡を保持するアシスタント医師（スコピスト）が必要であり、

執刀医の口頭指示の下で内視鏡のアングルを調整している。よって、手振れが生じる、執刀医が要求す

る画像が速やかに得られない、医師不足からスコピストの確保が難しい等の課題がある。 

スコピストの手の代わりとして、内視鏡や鉗子等のあらゆる内視鏡外科手術に使われる機器を保持、

誘導できるホールダが存在する。現状の内視鏡保持ホールダは電動駆動が主流であり、医師などが誤っ

て触れた場合に患部に影響が出る恐れがある。そこで空気圧サーボ駆動により動作の柔らかさを実現す

るとともに、下記の要素を踏まえたアクティブホールダを開発する。 

① 医師が任意の位置に手動でホールダを設置する際に、片手で目標位置までスムーズに移動でき

るように、空気圧アクチュエータの圧力制御によるアシスト機能を有し、自由度の高い柔軟関節を有す

ることでアームが医師の操作と干渉しないアクティブホールダであり、かつホールダの先端が医師の頭

部の動作に追従するアクティブホールダ 

② ①にて開発したホールダに鉗子追従機能を搭載することで目標位置までの到達をアシストし、

内視鏡操作時間を短縮できるアクティブホールダ 

これらのアクティブホールダ①～②については、順次薬事承認の手続きを進め、平成 28 年にははじめ

の 1 種の上市を目指す。将来的には既存の機器だけでなく開発が進んでいる手術ロボットシステムの鉗

子を保持する機器としての展開が期待される。 

 

1.2 事業実施体制 

事業管理機関：国立大学法人東京工業大学 

PL：伊賀崎 賢哉二世（株式会社 TSS） 

SL：只野 耕太郎（国立大学法人 東京工業大学） 

共同体：①株式会社 TSS 

 ②国立大学法人 東京工業大学 

 ③国立大学法人 東京医科歯科大学 

 

  



3 

1.3 事業化する医療機器の概要 

1.3.1 製品名：アクティブホールダ Ver.1 

(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１ 

製品名   分類名称（一般的名称）* 内視鏡用ホルダ 

対象疾患   届出／認証／承認* 届出 

想定される販売先   新／改良／後発* 新 

薬事申請予定者 リバーフィールド株式会社 医療機器製造販売業許可 13B3X10174 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 
株式会社 TSS 医療機器製造業許可 16BZ200016 

（注）*印は現時点の想定であり、今後変更される可能性がある。 

(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 28（2016）年 8月 なし 

上市時期 平成 28（2016）年 10月 なし 

想定売上（上市後 3 年目） 3億円／年（平成 30（2018）年時点） なし 

市場規模（上市後 3 年目） 30億円／年（平成 30（2018）年時点） なし 

想定シェア（上市後 3 年目） 10％（平成 30（2018）年時点） なし 

(3) 事業化する医療機器の概観・特長 
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1.3.2 製品名：アクティブホールダ Ver.2 

(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１ 

製品名   分類名称（一般的名称）* 内視鏡用ホルダ 

対象疾患   届出／認証／承認* 届出 

想定される販売先   新／改良／後発* 新 

薬事申請予定者 リバーフィールド株式会社 医療機器製造販売業許可 13B3X10174 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 
株式会社 TSS 医療機器製造業許可 16BZ200016 

（注）*印は現時点の想定であり、今後変更される可能性がある。 

(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 30（2018）年 7月 なし 

上市時期 平成 30（2018）年 9月 なし 

想定売上（上市後 3 年目） 1.4億円／年（平成 31（2019）年時点） なし 

市場規模（上市後 3 年目） 30億円／年（平成 31（2019）年時点） なし 

想定シェア（上市後 3 年目） 5％（平成 31（2019）年時点） なし 

(3) 事業化する医療機器の概観・特長 
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1.4 市場性（想定購入顧客） 

(1) 医療現場で期待される波及効果 

  開発するアクティブホールダは、内視鏡ホールダとして用いることで、内視鏡外科手術におけるスコ

ピストを不要とし、ソロサージェリ（一人での手技の実施）などへの展開が期待されるものであり、内

視鏡外科手術の効率を高めることが期待される。 

 

(2) 当該機器等の市場性 

 1) 提案する機器の想定顧客 

 内視鏡手術時に医師が使用。産婦人科子宮疾患、腹部外科胆石症など。 

 内視鏡手術時に医師が使用。腹部外科の半数を占める胆嚢疾患 

 

 2) 提案する機器の想定市場規模 

本提案の内視鏡手術支援用ホジホールダの市場性については、内視鏡外科手術が 2000 年に５万件、

2009 年には１２万件弱と１０年で約２倍の手術件数（下図表参照）となっている。下図より特に胸部外

科、産婦人科領域での症例が多いことがわかる。内視鏡外科手術（低侵襲手術）は、開腹手術とは異な

り患者の術後の回復が速いことから今後益々増加することが見込まれる。この内視鏡外科手術について

有効に補助する本提案のアクティブホールダについても、今後内視鏡外科手術の推移とともに多くの需

要が見込まれると予想される。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状の競合製品については、半自動あるいは手動の手術支援用保持アームとして製品化されているも

のはあるが、本提案のアクティブホールダの機能である自動で所定の目標位置まで移動可能な第３の手

として内視鏡外科手術の効率を飛躍的に高めるものは存在しないので、早急な開発を求められる。 
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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 

[競合製品] 

 

   ・上記の競合製品については、いずれも手術支援用保持アームして単独で製品化されているもので、 

   今後もその方向での製品化であると考えられる。 

 

 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） 

 

会社名 

操作性（使

い易さ） 

セッティ

ング時間 

フレキシ

ビリティ 

アクチェー

タ 
サイズ 

コスト 

パフォー

マンス 

三鷹光器㈱             

ユニアーム ○ Δ ○ ○ ○ ○ 

  半自動   
アタッチメ

ント  
窒素ガス圧      

三鷹光器㈱             

ポイントセッター ○ Δ ○ ○ ○ ○ 

  半自動    
アタッチメ

ント  
窒素ガス圧      

㈱荒川製作所             

術野カメラアーム × ○ Δ × ◎ ◎ 

  手動      手動      

リバーフィールド(株)             

空気圧駆動 ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ 

アクティブホールダ 全自動  
（約 50%

減）  

自動クラン

プ  

エアー制

御  
  （2 倍）  

・保持アームは最終 3 次試作では本体の根元部で 3 自由度、中央部で 1 自由度、先端部で３自由度の計 7

自由度の柔軟関節を有し、全自動で可動することにより医療現場で強く求められているセッティング

の容易さが他社との大きな差別化要素である。 

・国立大学法人東京工業大学が保有している空気圧駆動によるアクチュエータを採用し、力覚提示によ

る低侵襲性の柔らかな動きにより、全自動可動における安全性を確保するものである。 

・手術の標的臓器をターゲットにして、そのターゲットを自動検出して保持アームを能動的に所定の位

置まで自動で動作させる機能を有する。 

・アクティブホールダの保持アームが医師の操作と干渉しないよう、コンパクトで可搬性が高い構成。 
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1.5 上市（投資回収）に至るまでのプロセス（事業計画） 

(1) 委託期間後を含めた事業計画の概要 

 

 

H25（2013）年度 H26（2014）年度 H27（2015）年度 H28（2016）年度H29（2017）年度H30（2018）年度H31（2019）年度
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 4-67-910-121-34-67-910-121-34-67-910-121-34-67-910-121-3

要素技術開発

試作機開発・改良

量産機開発

臨床研究

薬事申請

知財対応

販売戦略

上市時期

事業の実施内容

①　アクティブホールダの設
計と１次試作（国立大学法人
東京工業大学、(株)ＴＳＳ）
②　アクティブホールダの制
御方式の策定  （国立大学
法人東京工業大学、(株)ＴＳ
Ｓ）
③　アクティブホールダのｉｎ
ｖｉｔｒｏ実験による評価   （国
立大学法人東京医科歯科大
学）
④　プロジェクトマネジメント
（国立大学法人東京工業大
学）

①　アクティブホールダ２次
試作（国立大学法人東京工
業大学、
（株)ＴＳＳ）
②　２次試作機の制御方式
の策定　(国立大学法人東京
工業大学）
③ ２次試作の in vitro実験
およびin vivo実験による評価
（国立大学法人東京医科歯
科大学）
④　プロジェクトマネジメント
（国立大学法人東京工業大
学）

①　アクティブホールダ量産
試作（(株)ＴＳＳ、リバーフィル
ド（株））
②　アクティブホールダバー
ジョン２用制御方式の策定
（国立大学法人東京工業大
学、リバーフィールド(株)）
③　アクティブホールダ量産
試作機での in vitro実験およ
びin vivo実験による評価（国
立大学法人東京医科歯科大
学）
④　プロジェクトマネジメント
（株式会社TSS）

制御部マイコン化

配線コネクタ開発

2次試作機用制御ソフト開発・改良

アクティブホー

ルダ1次試作・

改良

アクティブホー

ルダ2次試作
アクティブホールダ

量販試作機

制御部マイコン化

2次試作・改良

バージョン１

量産試作

製造ライン設計・

検証

電気・安全試験

★

H28.10

上市（国内）

★ H29.7 

CEマーキング
★

H28.8

クラス１申請（国内）

★

H26.10

医療機器製造販売業申

アクティブホー

ルダ1次試作機

非臨床試験

アクティブホー

ルダ2次試作機

非臨床試験

出願準備知財戦略検討 ★

H27.4 知財出願

販売計画検討 販売体制の確立

★ H30.3 

501K申請

アクティブホー

ルダ2次試作機

改良版

非臨床試験

アクティブホー

ルダ量産試作

機

非臨床試験

★

H27.12 知財出

広報戦略・実施

量産試作機用

制御ソフト開発・改良
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(2) 投資回収計画 

 H25 

(2013) 

H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

薬事申請時期    ●  ●     

上市時期    ●  ●     

支出額（単位：億円）  0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

 0.5  0.5 0.5 － － － － － － － 

 0.2  0.2 0.2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

売上高（単位：億円） － － 0.1 1.1 3.0 5.0 6.0 6.25 6.25 6.25 

販売数量（単位：） － － 2 22 60 100 120 125 125 125 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

平成 26年 9月のヒアリングにおいて、各バージョンの位置づけと差別化を明確にするよう指摘を頂き、

3 つのバージョンから 2 つのバージョンに変更した。バージョン１は平成 30 年以降 80 台/年の販売を見

込み、バージョン 2 は初年度（平成 30 年度）20 台，2 年目 40 台，3 年目以降 45 台/年の販売を予想し

ている。売上高は 500 万円/台として計算した。 

 

 1) 投資計画 

製品研究開発以外に､必要と思われる投資は､以下の項目である。 

 

 市場化を考える場合､販売は専門医療機器ディストリビュータに任せることを想定しており、具体的

な方向が見えつつあるが､一方、メーカーとしても､製造者責任の立場から､顧客からの質問やクレー

ムに対応できる，カスタマーズサポート部署の設置及び､社員の雇用が､最低限の規模で､必要と考え

られる。これらに対する､投資が必要である。 

 投資については、株式会社ジャフコの支援を受ける予定がある。 

 当該製品の CE マーク（欧州）及び､FDA510K（アメリカ）への申請を想定すると，両地域（国）

への申請・取得に係る資料作成等のため，合計で 1,500 万円程度の投資が必要と思われる。 

 

 欧州及び､アメリカにおける臨床試験の実施費用 

制度的には要求されていないが､両市場で販売を行う場合､欧州の医師､アメリカの医師による､最低

限（回数）の臨床試験の実施を求められる可能性が想定される。この場合､臨床に係る費用は､欧州､

アメリカの医療機関の負担となるが､臨床に立ち会うための当方技術者の渡航費､期間中の滞在費､

専用ロボットの試作費が必要となる。 

 上記に伴い､市場化の場合､欧州､アメリカにおいて､現地医療ディストリビュータと常時連絡を取り

合い､製品をディストリビュータに納め､発生するクレームに製造元として対応を行う､現地法人の

設立､社員の雇用（あるいは､派遣）は､不回避であると思われる。 

 

 2) 回収計画 

投資回収を早めるため、平成 27 年度に、国内と欧州・米国同時申請を目指す。 

米国は、申請のみで上市できる点や、市場規模などの優位性は認められるが、先発製品と競合するため、

品質の優位性を浸透させる時間が必要となり、我が国ほどの普及は望めないと想定される。そのため、

事業終了後 5 年目で年商 5 億円を目指す。 

わが国では、高品質・利便性を訴求ポイントに対象患者の多い外科病院中心に販売展開する。さらに、

他の国への輸出及び産婦人科・泌尿器科などへ適応拡大を目指し、早期の回収を目指す。 

バージョン 1、2 のラインナップを揃え、幅広いニーズを満たすことでシェア拡大を目指す。 
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(3) 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” 

平成 27 年度より、開発したアクティブホールダの製造を株式会社 TSS が、企画・設計・開発および国

内外の薬事申請、QMS 等をリバーフィールド株式会社が担う。 

はじめの販売先は医療機関として本プロジェクトに参画した医療機関を予定している。また、将来的

に開発したアクティブホールダを大きく展開することを見据えて、大手医療機器販売会社（ホギメディ

カル他）各社と販売契約の交渉を進めている。 

 

 2) ビジネス体制 

平成 27 年度より下記の体制で進める 

 

 3) ものづくり中小企業の位置づけ 

製造業株式会社 TSS、製造販売業リバーフィールド株式会社の保有技術と本提案の位置づけ 

 株式会社 TSS がものづくり中小企業として、本業であり製品でもある「各種精密自動組立装置

の開発製造」において、その装置の構成要素である製品の高速精密搬送技術（ロボット搬送含

む）と機械要素材料技術、製品をハンドリング＆精密位置決めをする技術、それらに用いられ

る電動サーボ、空気圧機器等各種アクチュエータの制御技術、また前記自動組立装置で生産さ

れる製品の検査測定、認識をする画像認識技術と各種センサ技術、並びに過去の開発製品であ

った監視カメラ雲台技術について、以上の設計製造に関する保有技術とノウハウを本提案の空

気圧駆動アクティブホールダの開発に大きく活かしその実現と実用性を図るというのが今回の

提案である。 

 リバーフィールド株式会社は、東京工業大学で長年培ってきた流体計測制御技術を基盤とした、

大学発ベンチャー企業である。空気圧駆動の内視鏡操作システムの開発実績を基に、本開発の

アクティブホールダの心臓部となる制御部分のハードとソフト両面の開発を行い、早期の実用

化を目指す。 
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1.6 平成 26 年度委託事業の成果概要 

(1) 委託事業の事業概要 

平成２６年度は、アクティブホールダの第２次試作を実施する。当該アクティブホールダについて２次試作機のメカ部分を機能評価しつつ、制御

部を実装して実験室レベルの in vivo 実験および評価、ならびに改良を実施する。 

その後、上記２次試作機を製品化した量販バージョン１について、量販試作機バージョン１を製作して電気等安全試験・商品性確認試験の実施し

た後、上市する。 

また、非接触センサを搭載し、目標位置まで自動で到達するアクティブホールダの３次試作機を開発する。 

 

(2) 委託事業終了時に完成した試作品の概要 

試作品名 概要 

アクティブホールダ バージョン１ 

医師が任意の位置に手動でホールダを設置する際に、片手で目標位置までスムーズに移動できるように、空気

圧アクチュエータの圧力制御によるアシスト機能を有し、自由度の高い柔軟関節を有することでアームが医師の

操作と干渉しないアクティブホールダであり、かつホールダの先端が医師の頭部の動作に追従するアクティブホ

ールダの量産試作機を完成させる。 

(3) 平成 26 年度の具体的な実施内容と成果、今後検討すべき課題 

平成 26年度の実施内容（実施計画書）  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アクティブホールダ 2 次試作 

（国立大学法人東京工業大学，（株）TSS） 
▶ 

2 次試作機はほぼ予定通り完成したが、改良点が

いくつか見つかっており、量産バージョンまでに

は、再度の試作が必要。予備的な EMC 試験で制

御基盤部分にいくつかの不具合が発生したため、

その対策が必要となった。 

▶ 

さらなる小型化を実施する。特に内視鏡保持部
分はよりコンパクト化を目指す。また、根元部分
のトルク不足、センサの分解能不足が明らかと
なっており、その部分を改良予定である。 

また、ノイズ試験などで問題が発生したこと

から、その対策を実施する。 

②アクティブホールダ 2 次試作機の制御方式
の策定 

（国立大学法人東京工業大学） 

▶ 
予定通りに進捗している。制御プログラムの作成

と実装をほぼ予定通り完了した。 
▶ 

内視鏡の直動動作部分の動きがややスムーズ

でなく、ハードと合わせて、ソフトも改良予

定である。 

③アクティブホールダ 2 次試作の in vitro 実験
および in vivo 実験による評価 

（国立大学法人東京医科歯科大学） 

▶ 

2 次試作機では、ほぼ予定通りドライボックスを

用いた in vitro 実験、豚を用いた in vivo 実験を実

施した。 

▶ 

評価実験の結果をハードおよびソフト開発に

迅速にフィードバックし、量産バージョンに

反映させる。 

④プロジェクトマネジメント 

（国立大学法人東京工業大学） 
▶ 

医師へのヒアリングを実施して設計に反映させる

方針で進めているが、多種の意見があり、仕様を

固めきれていない。やや進捗に遅れが見られる。 

▶ 

次年度から、研究開発から製品化フェーズに

移行することから、（株）TSS が事業管理予定

であり、スムーズな業務移管を行う。 
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1.7 事業化に向けた検討結果 

(1) 薬事申請 

 1) 薬事戦略検討状況 

 リバーフィールド社で準備中 

クラス１の製品であり過去に申請の実績を有する人材がいるリバーフィールド社において、開発予定

の製品についても申請に向けた準備を進めている。 

 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

①米国での販売のために、510K への申請が必要で

あり、類似製品の状況として承認を得るのが大変で

ある。制度として、臨床試験実施の必要性はないが、

機器普及のためには、米国医師による臨床試験実施

の必要がある可能性がある。欧州での販売のため

に、CE マーク取得が必要である。制度として、臨

床試験実施の必要性はないが、機器普及のために

は、欧州の医師による臨床試験実施の必要がある可

能性がある。 

専門機関による指導（一部すでに指導を受けてい

る）を受けるとともに、臨床試験が実施可能な支援

機関に依頼する予定である。 

 

 

(2) 知財対応 

 1) 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） 

専門機関に依頼して、特許調査を実施中（一部実施済み）である。 

株式会社ジャフコの支援を受けて特許調査、知財戦略を立案中である。 

臨床施設でのユーザーニーズ調査を実施中であり、そこから得られた知見を基に、特許化を行う。 

 

 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 

製造等に関わる特許に関しては、製造業者と製販業者の共同で特許出願の準備を進めている。 

専門機関の指導を受けながら、リバーフィールド株式会社において、知財戦略を検討している。空気

圧制御部分は一部ブラックボックス化することを決定している。 

 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

リバーフィールド株式会社として特許事務所と契約を結び、適切に対応する体制を整えている。 
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 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

①リバーフィールド株式会社は、大学発ベンチャー

企業であることから、資金的な制約があり、出願す

べき特許を精査して、ある程度件数を絞る必要があ

る 

リバーフィールド株式会社として特許事務所と契

約を締結しており、専門家の指導を受けながら知財

戦略を進めていく予定である。 

 

(3) 技術・評価面 

 1) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

空気圧駆動を用いたアクティブホールダは、現在市販されたものがなく、安全試験、EMC 試験に合格

するまでに時間を要する可能性がある。また、技術文書の作成にも時間を要する可能性があり、上市の

遅れにつながる危険がある。 

 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

電気安全試験他の合格に向けて、専門機関のコンサルを受けている。 

 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

①はじめての製品であることから、制御回路部分の

EMC 試験、全体の破壊試験などあらゆる試験を外

部機関で評価試験する必要がある。 

専門の会社からコンサルタントを受けて、試験に向

けての対策を進めているとともに、一部は予備試験

を公的な機関を活用して実施している。 

②術式によって、内視鏡の可動範囲が大きく異な

る。可動範囲を大きくとるとアクティブホールダが

全体として大型化してしまう。 

多くの医師へのヒアリング結果を踏まえて、症例の

多い腹部外科や産婦人科では、現状の試作機より小

型化しても可動範囲が問題ないことを確認してい

ることから、さらなる小型化を進める。 

③内視鏡のホールダへの取り付けは容易であり、 

かつ適切な把持力の両立が求められる。 

いくつかの試作を実施し、実際に医師に体験頂い

て、最終案を決定予定である。 

④アクティブホールダは、他の一般的なマニピュレ

ータと同様に特異姿勢が存在するため、その姿勢近

傍での制御方法の検討が必要である。 

特異姿勢近傍において、制御方法を切り替えて、そ

の姿勢を回避する制御手法を提案し、プログラムを

開発中、実装予定である。 

 

(4) その他事業化全般 

 1) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

医療機器販売会社と販売契約を締結すべく交渉を進めている。受注生産として在庫を抱えるリスクを

回避する販売計画を立案している。 
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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 

リバーフィールド株式会社が製販業として、責任を負うべく、社内に製造部を設け適切な人員配置で

対応できる体制を構築している。 

 

 QMS 等の品質保証体制 

リバーフィールド株式会社に品質管理部を設置し、実務の経験がある人物を雇用、品質を維持管理で

きる体制を整えている。 

 

 広報・普及計画 

医療機器販売会社と連携して、学会などで展示を行い、広報、普及していく計画である。 

 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

①現在試作段階であることから、まだ生産ラインの

設置までに至っていない。 

専門家の指導の下、生産ラインの構築に向けて準備

を進めるとともに、生産管理の経験がある人材を雇

用予定である。 

②現在試作段階であることから、メンテナンス方法

の策定まで至っていない。 

販売予定の企業とも連携して、メンテナンス方法や

運用について検討を進める。 
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1.8 平成 26 年度委託事業の実施経過 

1.8.1 当初計画からの変更（深堀）点とその理由 

(1) 対象とする課題・ニーズ 

特になし。 

 

(2) 機器スペック・ビジネスモデル 

変更前 ３つのバージョン 

・手動アシスト機能 

・操作者の頭部の動作と連動 

・非接触センサを用いたガイド，誘導機能付き 

変更後 医師へのヒアリング結果を踏まえて２つのバージョンに集約 

・操作者の頭部の動作と連動 

・非接触センサを用いたガイド，誘導機能付き 

 

医師へのヒアリング調査の結果、手動アシスト機能のニーズが少ないことが判明し、当初予定してい

た３つのバージョンを２つのバージョンに集約して、上市を目指すことに変更した。 

(3) 事業化体制 

変更前 事業管理 東京工業大学 

製造販売業 株式会社 TSS 

医療機関 東京医科歯科大学 

開発実施機関 東京工業大学 

変更後 事業管理 株式会社 TSS 

製造販売業 リバーフィールド株式会社（東京工業大学・東京医科歯科大学発ベンチャー企業） 

医療機関 東京医科歯科大学 

開発実施機関 東京工業大学 

 

開発段階から量産試作の段階に進んだことから、事業管理団体を東京工業大学から製造を担当する株

式会社 TSS に変更。また、開発するアクティブホールダはハードだけでなく、制御ソフト、制御基板な

どの技術を必要とするため、それらの経験を有する大学発ベンチャー企業のリバーフィールド株式会社

が製造販売業として、製品の品質管理を実施する体制とした。 

 

(4) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

変更前 バージョン１（手動アシスト機能）を平成 26 年度中に上市 

変更後 医師へのヒアリング調査結果、バージョン１のニーズが少ないことから、旧バージョン２ 

（新バージョン１ 操作者の頭部の動作と連動）を平成 28 年 10月の上市予定 

 

当初のバージョン１の開発をやめたことから、上市時期が変更となった。 
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1.8.2 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 

薬事申請 海外への展開を見据えて検討すべき 薬事コンサルを受けて欧州および米国で

の申請の進め方を検討中 

知財対応 国内外の特許調査を詳細に実施すべき 株式会社ジャフコ他の支援を受けて特許

調査を実施中 

特許戦略を明確にすべき 株式会社ジャフコ他の支援を受けて特許

戦略を立案中 

技術・評価面 医師へのヒアリングを十分実施して開発

を進めること 

複数の医師へのヒアリング、デモを実施

して開発の方向性を確認 

バージョンを集約すべき ３つから２つのバージョンに集約 

その他事業

化全般 

販売台数の精査が必要 市場規模を再度検証して、販売予想台数

を修正 
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1.9 平成 27 年度委託事業の計画（案） 

(1) 平成 27 年度委託事業の実施内容 

項目名 具体的な内容 

①アクティブホール

ダ量産試作（（株）

TSS、リバーフィール

ド（株）） 

2 次試作の結果を下に、より小型化を目指してリバーフィールド（株）で基本

的な設計を行い、その図面を基にして（株）TSS で製作する。 

②アクティブホール

ダバージョン 2 用制

御方式の策定（国立大

学法人東京工業大学、

リバーフィールド

（株）） 

2 次試作での知見および医師へのヒアリング結果を下に、バージョン２では、

バージョン１に搭載する医師の頭部動作に連動してホールダを操作する機能に

加え、鉗子の位置を検出しその動きに追従してホールダが動作するモードを開発

する。これによって、バージョン１との明確な差別化を図るとともに、内視鏡操

作時間のさらなる短縮を目指す。そのために、バージョン 2 用の制御ソフトの提

案と開発を実施する。 

③アクティブホール

ダ量産試作機での in 

vitro 実験および in 

vivo 実験による評価

（国立大学法人東京

医科歯科大学） 

量産が完成次第、東京医科歯科大学において、ドライボックスおよび動物実験

を用いた評価実験を複数の医師の協力下で評価実験を実施する。その評価データ

を収集し、上市版に向けての改良点を抽出する。 

④プロジェクトマネ

ジメント（（株）TSS） 
本プロジェクトが円滑に進捗するよう、事業管理業務を行う。 

 

(2) 平成 27 年度における事業化に向けた検討事項 

領域 検討・実施すべき事項 

薬事申請  クラス１での申請を目指している。電気安全試験ほかを実施し、安全性の確保、品質

確保に万全を期す。 

知財対応  他の特許に抵触していないか詳細な調査予定。特許化が見込める場合には積極的に特

許化を目指す。 

技術・評価面  医師へのデモや評価実験によって操作性を十分評価する。 

その他事業

化全般 

 販売予想をより精緻に作成する。 
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1.10 平成 26 年度委託事業の振り返り 

1.10.1 チェックリストによる自己評価結果 

 

 

1.10.2 平成 26 年度委託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 

開発フェーズから量産試作フェーズに進んだことから、事業管理団体を大学から企業に移行する時

期（平成 27 年度から予定）を 1 年早めても良かった。 

 

 

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。 △一部
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。 △一部
SWOT分析は十分に行っていますか。 △一部
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。 △一部
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。 △一部
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）。 ○十分
ビジネスモデルに対応した業許可を持っていますか。 △一部
新医療機器、改良医療機器、後発医療機器のどれに該当するか整理できていますか。 ○十分

機器のリスク分類で、I～IVのどれに当たるか整理できていますか。 ○十分
臨床試験の必要性の有無が明確になっていますか。 ○十分

PMDAとの調整が進んでいますか。 該当せず
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。 ×不十分
開発後の特許調査についても実施することになっていますか。 ×不十分

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。 △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。 ○十分
販売チャネルは明確になっていますか。 △一部
当該製品の供給（生産、物流）体制は明確になっていますか。 △一部
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。 △一部
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。 △一部
製造原価（あるいは提供コスト）は明確になっていますか。 △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。 ○十分

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) 事業の進め方 

医療機器のハード面での開発は、経験者が参画していたことから概ね順調であった。しかし、ソフト

面の開発は製品化の経験者がおらず、大学主導で実施したことから、若干の遅れが生じた。 

 

(3) その他 

定期的な打合せを実施して開発を進めたが、意思疎通が不十分な部分があった。次年度はより役割分

担の明確化、より頻繁な打合せで進捗を確認しながら開発を進める必要がある。 

 

1.11 事業に関する連絡窓口 

国立大学法人東京工業大学 

研究推進部 研究資金管理課 

受託研究契約グループ   町田 みのり 

〒152-8550 東京都目黒区大岡山 2-12-1(E3-16) 

TEL：03-5734-2022／FAX：03-5734-2969 

E-mail：kenkan.jutaku@jim.titech.ac.jp 

 

 

 


