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1. 事業の概要 

大腸の内視鏡は操作が難しく、腸が伸びて痛みが強くなり、さらに穴があく危険性がある。腸に穴が

あくと便が漏れ出て汚染され、患者が命を落とすという重大な医療事故につながる。また、大腸はヒダ

が深く裏側のがんを見逃すという欠点がある。これらを解決するため、空気の力で推進する装置と触覚

センサーを搭載した広い範囲を観察できる内視鏡を作製し、痛みや見逃しのない安全な検査を実現する。

平成 29 年までに上市を目指す。 
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1.1 事業の目的 

国立がん研究センターによると、国内の大腸がんの死亡数は、平成 23 年の 1 年間で 4 万 5,744 人（男

性 24,862 人、女性 20,882 人）で、男性では第 3 位だが、女性においては、現在第 1 位となっており、

今後もさらに増えることが予想されている。平成 32 年までには、男女を合わせた大腸がん疾患数は肺が

んや胃がんを抜き、1 位になるといわれている。今後、大腸がんの早期発見、治療は、我が国で最も緊急

に対処しなくてはならない重要なテーマである。 

大腸がんは早く見つければ、内視鏡治療や外科手術で簡単に治せるが、いったん、肝臓や肺などに転

移してしまうと、そこから治療を開始しても間に合わず、命を落とすことが多い。最終手段ともいえる

抗がん剤治療も、わずかな患者にしか効かず、打つ手がなくなってしまう。そのような事態を避けるた

めにも、大腸がんの治療には、内視鏡で早く見つけ、切り取ることが最も重要である。 

しかし、大腸内視鏡は手元で押しているのに、中央の曲がっている部分が大きくなるため、先端が逆

に戻ろうとして思い通りに操作することが難しく、患者に苦しみや痛みを与えることがある。さらに大

腸内視鏡の視野では、大腸内壁のヒダ裏側にあるがんを見逃すことがある等の問題がある。 

この問題を解決するため、 

① 先端の角にドーナツ型をした小型触覚センサーを付け、先端に加わる圧力をモニター画面に表示す

る内視鏡を平成 27 年度中に治験を終えるとともに薬事申請を行い、平成 28 年上市を目指す。 

② ２つの魚眼レンズと反射鏡を組み合わせた全天周レンズで観察する内視鏡を開発し、平成 27 年度

中に治験を終え、平成 28 年に薬事申請を行い、平成 29 年上市を目指す。 

③ 内視鏡を医師の手で押し込むのではなく、内視鏡の先端に空気圧を利用した伸縮するバルーンを搭

載して、空気の力でけん引しながら進んでいく内視鏡を平成 27 年度までに試作品を完成させ、平

成 29 年に薬事申請を行い、平成 30 年上市を目指す。 

以上の内視鏡を順次開発・上市し、最終的には 3 つの内視鏡の特徴を合わせもった触覚付き先端駆動

式全天周内視鏡を開発し、平成 31 年度上市を目指す。 

今後、患者への負担が軽く、安全に受けられる大腸検査により大腸がんの早期発見を実現する。 

 

1.2 事業実施体制 

事業管理機関：公益財団法人鳥取県産業振興機構 

PL：植木 賢（鳥取大学医学部附属病院 次世代高度医療推進センター医療機器部門長 教授） 

SL：三木 誠（株式会社トップ営業本部 ヘルスケア統括事業部 統括部長） 

共同体：① 株式会社日本マイクロシステム 

 ② 吉川化成株式会社 

 ③ 株式会社テムザック 

    ④ オカモト株式会社 

    ⑤ 株式会社トップ 

    ⑥ 国立大学法人鳥取大学 
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1.3 事業化する医療機器の概要 

1.3.1 製品名：触覚付き内視鏡 

(1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 医療機器 クラス分類* Ⅱ 

製品名 触覚付き内視鏡 分類名称（一般的名称）* 胃腸・食道運動モニタ 

対象疾患 

大腸がん、大腸憩室や潰瘍か

らの下部消化管出血、小腸腫

瘍など 

届出／認証／承認* 認証 

想定される販売先 
大学病院、公立病院、医院、健

診を行っている医療機関など 
新／改良／後発* 改良医療機器 

薬事申請予定者 株式会社トップ 医療機器製造販売業許可 取得済み（13B1X00085） 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社日本マイクロシステム 医療機器製造業許可 取得予定 

オカモト株式会社 医療機器製造業許可 取得済み 

 業許可  

（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 

  米国、仏、独 

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） 2.6億円／年 3億円／年 

市場規模（上市後 3年目） 37億円／年 150億円／年 

想定シェア（上市後 3年目） 7％ 2％ 

(3) 事業化する医療機器の概観・特長 

 触覚付き内視鏡では、内視鏡に加わる圧力をモニター画面に表示する。大腸に穴があくといわれている圧力

が加わると、警告音と色で知らせるシステムについて(株)日本マイクロシステムと開発した。これらの技術は、内

視鏡に加わる圧力を客観的に知ることができ、穴があくことを未然に防ぐ新しいシステムである。 

 
 

【 問 題 点 と 解 決 策 】 

内視鏡の欠点 検査時に生じる問題 解決策 

①安全性がない 腸に穴があく 触覚センサーと警報装置 

②視野が狭い 見逃しがある 全天周レンズ 

③操作が難しい 腸が伸びて痛みが生じる 先端駆動式 
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1.3.2 製品名：全天周内視鏡 

(1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 医療機器 クラス分類* Ⅱ 

製品名 全天周内視鏡 分類名称（一般的名称）* 
下部消化管軟性ファイバースコー

プ用装着具 

対象疾患 

大腸がん、大腸憩室や潰瘍か

らの下部消化管出血、小腸腫

瘍など 

届出／認証／承認* 認証 

想定される販売先 
大学病院、公立病院、医院、健

診を行っている医療機関など 
新／改良／後発* 改良医療機器 

薬事申請予定者 株式会社トップ 医療機器製造販売業許可 取得済み（13B1X00085） 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

吉川化成株式会社 医療機器製造業許可 取得済み 

株式会社日本マイクロシステム 医療機器製造業許可 取得予定 

 業許可  

（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 

  米国、仏、独 

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） 2.6億円／年 3億円／年 

市場規模（上市後 3年目） 37億円／年 150億円／年 

想定シェア（上市後 3年目） 7％ 2％ 

 

(3) 事業化する医療機器の概観・特長 

 全天周内視鏡では、見逃しを防ぐために、吉川化成（株）のプラスチックの鏡面加工技術と（株）日本マイクロシ

ステムのデジタル画像処理技術を用いて、得られた画像を合成し、広く見える内視鏡を作成する。従来の内視

鏡の先端にフードキャップとして装着する。 
 

【 問 題 点 と 解 決 策 】 

内視鏡の欠点 検査時に生じる問題 解決策 

①安全性がない 腸に穴があく 触覚センサーと警報装置 

②視野が狭い 見逃しがある 全天周レンズ 

③操作が難しい 腸が伸びて痛みが生じ

る 

先端駆動式 
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1.3.3 製品名：先端駆動式内視鏡 

先端駆動式内視鏡では、(株)テムザックおよびオカモト(株)の技術を用いて先端の動力システムが内視

鏡を牽引し進んでいく機構を開発した。先端駆動式にすることで、腸を過度に伸ばさず、痛みを防ぐこ

とができる。 

(1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 医療機器 クラス分類* Ⅱ 

製品名 先端駆動式内視鏡 分類名称（一般的名称）* 
下部消化管軟性ファイバースコー

プ用装着具 

対象疾患 

大腸がん、大腸憩室や潰瘍か

らの下部消化管出血、小腸腫

瘍など 

届出／認証／承認* 認証 

想定される販売先 
大学病院、公立病院、医院、健

診を行っている医療機関など 
新／改良／後発* 改良医療機器 

薬事申請予定者 株式会社トップ 医療機器製造販売業許可 取得済み（13B1X00085） 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

オカモト株式会社 医療機器製造業許可 取得済み 

 医療機器製造業許可  

 業許可  

（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 

  米国、仏、独 

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） 2.9億円／年 5億円／年 

市場規模（上市後 3年目） 42億円／年 252億円／年 

想定シェア（上市後 3年目） 7％ 2％ 

 

(3) 事業化する医療機器の概観・特長 

 先端駆動式内視鏡では、先端の動力システムが内視鏡を空気の力だけで牽引し、進んでいく。腸に内視鏡を

固定するため、２個の風船（風船１．と風船２．）をつけて、その間に、筒型の伸縮するバルーンを付ける。使い

方は、風船２．を膨らまして、大腸のヒダに固定し、つぎに、筒型の風船に空気を入れて伸ばし、空気の力で内

視鏡を進める。先端駆動式にすることで、腸を過度に伸ばさず、痛みを防ぐことができる。新規開発する筒型の

バルーンは、オカモト社のゴム技術を活かして作成する。従来の内視鏡にオーバーチューブとして装着する。 
 

【 問 題 点 と 解 決 策 】 

内視鏡の欠点 検査時に生じる問題 解決策 

①安全性がない 腸に穴があく 触覚センサーと警報装置 

②視野が狭い 見逃しがある 全天周レンズ 

③操作が難しい 腸が伸びて痛みが生じる 先端駆動式 
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1.4 市場性（想定購入顧客） 

1.4.1 医療現場で期待される波及効果 

大腸がんは早期発見できれば，内視鏡治療や外科手術で比較的簡単に治療ができる．しかし，発見が

遅れることによって肝臓や肺などの他の臓器に転移してしまうと，その段階から治療を開始しても間に

合わず，命を落とすことが多い．がん治療の最終手段である抗がん剤治療も，一部の患者にしか効果が

なく，打つ手がなくなってしまう．このような事態を避けるためにも，大腸がんの治療には内視鏡検査

による早期発見で切り取ることが最も重要である． 

しかし，大腸内視鏡は挿入時に手元で押しているのに，中央の曲がっている部分が大きくなるため，

先端が逆に戻ろうとして思い通りに操作することが難しく，患者に苦しみや痛みを与えることがある．

さらに，現在の大腸内視鏡の視野では，大腸内壁のヒダ裏側にあるがんを見逃すことがある等の問題が

ある．患者への負担が軽く，安全に受診できる大腸検査が望まれている． 

本事業の実施によって開発する触覚付き先端駆動式全天周内視鏡は，以上のような大腸がんの早期発

見に寄与するものであり，大腸内視鏡検査における患者の負担を大幅に軽減することができる． 

 

1.4.2 当該機器等の市場性 

(1) 提案する機器の想定顧客 

内視鏡現場では、オリンパス社の製品が市場の 70%近くを占めており、続いて富士フイルム社、ペン

タックス社が残りの 30%を占めている。 

本事業では、既存の内視鏡に装着して使用できる製品の開発を行う。これによって、どの会社の内視

鏡にも使用できるため、年間 650 億円といわれる大きな市場全体を対象にすることができる。また、着

脱式にすることで中小企業の参入が容易となり、製品化を実現しやすい。 

(2) 提案する機器の想定市場規模 

大腸内視鏡の検査数及び治療数は世界規模で毎年 1,800 万件である。内訳は、米国 1,280 万件と欧州

272 万件、日本 202 万件であり、市場規模は 650 億円/年を見込む。 

(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 

イスラエルの GI View 社が作った内視鏡が、消化器医療最高峰の学会雑誌であるガストロエンテロロ

ジーの表紙を飾った。この内視鏡は、腸内に注入された CO2 ガスの圧力によって先端の風船が自走する

システムを用いている。 

また、イタリアの Era 社は、大腸粘膜を吸って陰圧にすることで内視鏡を固定し、自走する内視鏡

“Endotics”を開発している。この内視鏡は、リング状の隙間２．から粘膜を吸い込み、挟んで固定す

る。つぎに、内視鏡の伸縮域を伸ばして、先端の隙間１．から粘膜を吸って固定する。その後、隙間２．

の陰圧を解除して、伸縮域を縮めるという動作を繰り返す。 

 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） 

これに対し、本事業では、空気の陽圧を使って、広い面積で内視鏡を固定するため、粘膜へのストレ

スがない。そのうえ、便が存在しても内視鏡を固定することができるため理想的なシステムである。 
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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 

 

 

案件番号

事業管理
機関名

事業名

H24（2012）年度 H25（2013）年度 H26（2014）年度 H27（2015）年度
以前 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

要素技術開発 計画

試作機開発・改良 計画

量産機開発 計画

25-070

公益財団法人鳥取県産業振興機構

大腸検査の苦痛を解決するための触覚付き先端駆動式全天周内視鏡の開発

試作機開発・改良（全天周内視

電気等安全性評価／非臨床試験（先端駆動式内

試作機開発・改良（先端駆動式内

電気等安全性評価／非臨床試験（全天周内

要素技術開発（全天周内視鏡）

要素技術開発（先端駆動式内視
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(2) 投資回収計画 

 1) 投資計画 

海外展開を踏まえ、本製品の開発・導入・市販後に必要となる投資を精査した。開発費用として 1 億

7,600 万円、導入費用として 2 億 1,600 万円、市販後は 360 万円が必要となる。委託費以外の自己投資

分および今後の発生コストを見込みと 4 億 5,580 万円が本製品の総コストとなる。 

 2) 回収計画 

本事業では、投資回収を早めるため、内視鏡自体を改造する必要がなく、着脱式でどの会社の内視鏡

にも使用できるような製品を開発し、上市する。着脱型にすることによってどの会社の内視鏡にも使用

できるため、年間 650 億円といわれる大きな市場全体を対象にすることができる。 

◆センサー触覚付内視鏡     

年度 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 

症例数 2,020,000例 

対象施設（※1） 1,350施設 

採用施設数 27  54  95  122  162  

普及割合 2% 4% 7% 9% 12% 

平均販売単価（千円） 12千円 12千円 12千円 12千円 12千円 

製品販売数量（※2） 3,240 6,480  11,400  14,640  19,440  

販売金額（千円） 38,880 77,760 136,800 175,680 233,280 

（※1）対象施設は、富士フイルム社の内視鏡システムを所持している施設で試算。 

   内視鏡検査実施施設 8,943件のうち、市場割合 15％を乗じた 1,350件。 

（※2）症例数 10件／月で試算。 

 

◆全天周レンズ内視鏡     

年度 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 

症例数 2,020,000例 

対象施設 8,943施設 

採用施設数 178  358  626  805  1,073  

普及割合 2% 4% 7% 9% 12% 

平均販売単価（千円） 16千円 16千円 16千円 16千円 16千円 

製品販売数量（※3） 4,272  8,592  15,024  19,320  25,752  

販売金額（千円） 85,440 171,840 300,480 386,700 515,040 

（※3）症例数 2件／月で試算。 

 

◆先端駆動式内視鏡     

年度 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 

症例数 2,020,000例 

対象施設 8,943施設 

採用施設数 89  179  447  715  984  

普及割合（※4） 1% 2% 5% 8% 11% 

平均販売単価（千円） 18千円 18千円 18千円 18千円 18千円 

製品販売数量（※5） 2,136  4,296  10,729  17,160  23,616  

販売金額（千円） 38,448 77,328 193,122 308,880 425,088 

（※4）先端駆動式は市場が認知するために時間がかかるため。 

（※5）症例数 2件／月で試算。 
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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” 

これまで、(株)日本マイクロシステムと共同で開発した触覚センサーに関する国際特許出願をはじめと

し、鳥取大学では複数の特許を出願している。内視鏡は、オリンパス(株)や富士フイルム(株)、HOYA(株)

の 3 社で市場のほとんどを占めているが、どの内視鏡にも装着できるよう、着脱式のシステムとして開

発する。触覚センサーについても、センサー部分をキャップ式にして、モニター部分もロの字型のディ

スプレイを開発し、既存の内視鏡画面に被せて使用できるシステムを開発することで、普及率を高める。 

 2) ビジネス体制 

製造販売は(株)トップが担当する。また、販売は富士フイルムメディカル(株)、(株)トップが担当する。 

 

 3) ものづくり中小企業の位置づけ 

参画する中小企業が互いに綿密な連携をし、大企業の販売力、薬事審査におけるノウハウのアドバイ

スを受けながら、製品の開発だけでなく、医療分野への新規参入及び事業拡大を図る。 
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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 

内視鏡の先端に、ドーナツ型をした小型触覚センサーを付け、内視鏡に加わる圧力をモニター画面に表示するシステムを開発する。これにより大

腸に穴があくといわれている３ｋｇの圧力が加わると，警告音と色で知らせるこのシステムにより内視鏡先端に加わる圧力を強さと方位で客観的に

知ることができ、穴があくことを未然に防ぐ新しいシステムとなる。 

内視鏡の先端レンズ部に魚眼レンズを前後に直列に並べ、間に反射鏡を置き、得られる画像にデジタル合成処理を加えることで，前方だけでなく、

側方、及び後方も１つのモニターで表示、観察できる全天周型の内視鏡用カメラレンズを開発する。内視鏡の視野が大幅に広がることで，被験者に

苦痛を与える先端旋回操作を減らし、更に内視鏡後方の腫瘍や病変の見逃しを大幅に減らすことが期待できる． 

大腸に内視鏡を固定するため、２個の風船（風船１．と風船２．）をつけて、その間に筒型の伸縮するバルーンを付ける。使い方は，風船２．を膨

らまして、大腸のヒダに固定することで、腸を過度に伸ばさず、痛みを防ぐことができる内視鏡先端に装着可能な自走式システムを開発する。 

 

(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 

①触覚センサー付内視鏡 

（挿入補助用触覚センサーキャップ

（仮名）） 

(株)トップの保有する内視鏡用装着フードを利用した内視鏡挿入補助の着脱式キャップ 

②全天周レンズ内視鏡 

（脱着式全天周レンズキャップ、ま

たは全天周内視鏡（仮名）） 

内視鏡の視野が広角で、大腸のヒダの裏側も観察できる装着型レンズキット 

③先端駆動式内視鏡 

（先端駆動用筒型バルーンおよびワ

イヤー牽引式先端駆動装置（仮名）） 

先端駆動用筒型バルーン：既存の富士フイルム製ダブルバルーン内視鏡の先端に装着して先端駆動式にできる筒型バ

ルーン 

ワイヤー牽引式先端駆動装置：内視鏡に装着して既存の内視鏡を先端駆動式にできるワイヤー駆動と球形の風船を組

み合わせた装置 

 

(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触覚付き内視鏡の開発（(株)日本マイクロ

システム、鳥取大学、(株)トップ） 

 

◆新たなセンサー評価システムによる触覚

▶ 

・センサー部の改良を実施し、特許出願を行った。 

・防水処理の検討や耐久性向上のためのセンサー構

造の検討を行った。 

・計測システムを改良し、高分解能での計測システ

▶ 

生体ブタによる動物実験は実施した。 

電波法の対応が必要 

試作したセンサーや表示部のデザインの向

上。 
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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 

センサーの改善（(株)日本マイクロシス

テム） 

◆触覚付き内視鏡の圧力検出ユニットおよ

びモニターオンモニターの量産に向けた

改良（(株)日本マイクロシステム、(株)

トップ） 

◆触覚センサーの長期エージングテストの

実施（(株)日本マイクロシステム） 

◆電気等安全性評価／非臨床試験（(株)ト

ップ、(株)日本マイクロシステム） 

◆安全性試験の実施（鳥取大学） 

◆薬事申請の準備（(株)トップ） 

 

ムが構築できた。 

・9 月 15 日と 12 月 7 日に、最新版の試作機を用い

て、動物実験による評価を行った。 

・ニーズ調査を実施した。また、市中病院の医師な

どからも評価を受けた。これらの評価結果と評価

システムの汎用性の両者を考慮し、開発する製品

の仕様を固めた。 

 

②全天周内視鏡の開発（吉川化成(株)、(株)

日本マイクロシステム、鳥取大学） 

 

◆実用化サイズの全天周レンズの設計（吉

川化成(株)、鳥取大学） 

◆全天周内視鏡の全体設計・試作評価（吉

川化成(株)、鳥取大学） 

◆反射鏡の最適な形状の試作（吉川化成

(株)） 

◆画像の合成方法の検討と画像処理部の試

作（(株)日本マイクロシステム、鳥取大

学） 

▶ 

・表示方法の検討を実施した。 

・試作機を製作した。 

 

▶ 

・量産化試作を進める必要がある。 

③先端駆動式内視鏡の開発（(株)テムザック、
オカモト(株)、鳥取大学） 

(Ａ)筒型バルーンによる内視鏡駆動系の開発 

(Ｂ)極細ワイヤー牽引による内視鏡駆動系の

開発 

▶ 

・筒型バルーンおよびワイヤー牽引式による内視鏡

駆動系の試作を実施した。 
▶ 

製品化に向けて実用化できるよう、量産化試

作を進める。 

 

④プロジェクトの推進と管理（(株)トップ、

公益財団法人鳥取県産業振興機構） 
▶ 

・各企業での進捗状況を把握し、全体計画にあわせ

て調整を行った。 
▶ 

アイデア出しに関わった企業等の寄与度に応じ

て権利を確保する方針と研究契約を検討する。 
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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 

 鳥取県福祉保健部健康医療局から薬事戦略についてのアドバイスを受けた。 

 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 事業化する製品の一般的名称およびクラス分類

の決定 

PMDA や第三者認証機関と相談しながら、どのクラ

ス分類に該当するのか、どのような効能で薬事申請

を行うのかなどを想定して研究を進める。 

② 生物学的安全性 

平成 25年度から安全性評価試験を開始。平成 26年

度も、サブテーマ①に関して生物学的安全性試験を

実施した。 

③ 電波法対応 電波法の許可を得るための検討を進めている。 

 

(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） 

本事業で創出された発明に関する調査は、外部の特許調査会社に依頼している。現在、外部特許

調査会社に委託している調査は、先行技術調査、パテントマップ作成、既出願特許の有効性、クリ

アランス調査などであり、その調査結果をもとに円滑な上市のために必要な知的財産戦略の構築を

進めている。平成 26 年度は、最も上市が近い触覚センサーを主な対象として知的財産戦略を立案

し、これまで取得した知的財産について、競合他者との比較による特許ポートフォリオを作成して

自己の優位性を再確認した。さらに、平成 26 年度の研究開発成果から新たな知財を発掘した。以

上により、円滑な上市に必要な周辺技術の知的財産獲得に向けた戦略的な知的財産の管理・運用を

推進した。 

 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 

最も上市が近い触覚センサーの商標の創出と、触覚センサーシステムを構成する機器に関する意

匠権の取得を進めている． 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

模倣品や侵害者が現れた場合、権利侵害の事実を確認した上で証拠を確保する行動をとる体制を

迅速に整える。さらに、自己の特許の権利範囲を正確に把握した上で、模倣品の技術と照合して権

利侵害の有無について専門家を交えて判断する。特許帳の判定を受けることも視野に入れる。侵害

と判断された場合、損害賠償の請求のための証拠（広告、カタログ、販売価格、販売個数、仕入れ

価格など）を収集する。 
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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 特許の有効性調査 

 本事業に関係する特許の把握が十分でなく、また

その有効性も明らかでなかった。 

特許調査会社を利用して先行技術調査、パテントマ

ップ作成、既出願特許の有効性、クリアランス調査

といった調査を行い、その結果を活用して特許の有

効性判断を行う。また，平成 26年 10月から鳥取大

学に派遣されている知的財産プロデューサを活用

し、保有特許のポートフォリオ作成を進め、今後の

事業化のための知的財産戦略の検討を進めている。 

② 他者による特許侵害の調査 

 競合他者による特許の侵害に対する調査が不十

分であった。 

特許公報や最新の公表論文の文献調査、関連学会へ

の出席による最新情報を収集して第三者の開発動

向を調査している。本事業の特許に対する侵害の有

無についての調査し、抵触の恐れのある特許の抽出

を行っている。 

③ 特許群の形成 

 円滑な上市のためには３つのサブテーマそれぞ

れについて特許の補強が必要である。競合他者が類

似品を開発して容易に販売できないように特許群

の形成を進める。 

基本特許の取得に加えて製品化のための周辺技術

の洗い出しとその技術の権利化を進めている。ま

た、研究の進展にともなって創出される発明に対

し、詳細な先行技術調査を行った上で特許出願を行

う。 

 

(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 

開発リスクを明確にするため、協力大学の医師にヒアリングを行った。また、市中病院の医師などか

らも評価を受けた。 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

薬事申請の基礎となるデータを収集するため、豚を用いた前臨床試験（２回）を実施した。 

 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 量産化開発の必要性 小型化・低コスト化・薄型化を可能にする構造を検

討している。 

② 開発製品の機能評価 

 本事業で開発する製品は従来にない全く新しい

製品であるため、開発製品の機能の定義とその評価

方法が明確でない。 

大腸シリコンモデルを用いたドライラボ実験や豚

を使ったウェットラボ実験で性能評価試験を行う。

また、鳥取大学や協力大学での臨床試験を計画す

る。 

③ 滅菌による劣化や経時的変化の評価 

 

滅菌処理の実施を通じて性能の変化を定量的に評

価する。 
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(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 

サブテーマ①の触覚センサーとそれに用いるシステムの生産体制についての検討を行った。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

平成 26 年度はアフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制に関する検討は十分で

はなかったが、平成 27 年度に製品仕様が決定すればこれらの項目についての検討を実施する予定

である。 

 QMS 等の品質保証体制 

(株)トップ，オカモト(株)，吉川化成(株)は既に医療機器を製造販売する体制を整えており、QMS

等の品質保証体制に問題はない。 

 広報・普及計画 

平成 26 年度は広報や普及計画についての検討を十分に実施することができなかったが、平成 27

年度に名称やデザインを検討し、医療現場で使用される機器としてふさわしい意匠や商標の取得を

検討する予定である． 

 コスト低減 

新たな方法の採用により、大幅なコスト低減を図った。 

 

 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 コスト低減 

  

試作段階から量産化を意識した設計を進めるため

の検討を行うとともに、メンバー間で製造工程につ

いて綿密な検討を行って製造コストの大幅な低減

を目指す。 

② 販路開拓 

  

関連学会での発表や論文投稿などを通じて社会に

対して研究成果の普及を図るとともに、新たな販路

の開拓につなげる。 

③ 先進医療や保険申請 

 高度な臨床試験データの蓄積には先進医療への

申請が必要である。また薬事承認後における事業の

継続には戦略的な保険収載プロセスの構築が必要

である。 

先進医療や保険申請への対応は日本内視鏡学会と

の密接な連携が必要で、アドバイザーから指導を受

ける。 
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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 

変更前 変更なし 

変更後  

 

(2) 機器スペック・ビジネスモデル 

変更前 変更なし 

変更後  

 

(3) 事業化体制 

変更前 変更なし 

変更後  

 

(4) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

変更前 変更なし 

変更後  

 

 

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 特になし。  

知財対応 特になし。  

技術・評価面 特になし。  

その他事業

化全般 

特になし。  

 

1.8.3 （参考）採択条件への対応状況 

指摘事項 対応 

複数の臨床施設でのユーザーニーズ調査を早期に

行うこと。 

大学病院や市中病院、開業医でのニーズを探るため

協力大学の教授や市中病院の医師に調査を行った。 

 
 

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触覚付き内視鏡の
開発 ((株)日本マイ
クロシステム、鳥取
大学、(株)トップ） 

・量産試作 
 触覚センサー部の量産試作を行う。 
 検出部の量産試作を行う。 
 表示部の量産試作を行う。 
・非臨床試験 
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・薬事申請準備（資料作成等） 
・薬事申請 

②全天周レンズ内視

鏡（吉川化成(株)、

(株)日本マイクロシ

ステム、鳥取大学） 

・画像処理部開発・改良 
画像処理部の開発・改良を進める。 

・電気等安全性評価／非臨床試験 
薬事申請を想定した規格、規格値の模索と設定 
各試験及び評価方法の検討 

・電気安全性試験、EMC試験 
・機能安全試験 
・評価（仕様確認） 
・申請準備 

③先端駆動式内視鏡
（(株)テムザック、オ
カモト(株)、国立大
学法人鳥取大学） 

性能および安全性評価 
駆動機構の機能やその能力と形状が、用途に適合しているか、及び、安全性能の
不備や不足に関し評価を実施。 
 

 

(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  上市モデルの仕様を固める。上記安全性試験等の結果を踏まえつつ、対応規格の確認

や申請資料及び製品標準書等の資料作成を進めて平成 27 年度中に薬事申請する。 

知財対応  外部の特許関連調査会社を通し、既出願特許の有効性、侵害調査、及びパテントマッ

プ作成、商標・意匠関連調査を実施する。 

 触覚センサーの名称やデザインを検討し、意匠権や商標権の取得を検討する。また、

意匠・商標調査も併せて実施する。 

技術・評価面  安全性試験を実施して仕様（形状、構成、使用部品、機構）および性能を確認する。 

 鳥取大学医学部附属病院などで触覚付き内視鏡用アタッチメントを装着した用いた

大腸内視鏡検査を行う。 

その他事業

化全般 

 内視鏡メーカーとの BtoB の事業戦略を策定する。 
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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 
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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 

特になし。 

 

(2) 事業の進め方 

特になし。 

 

(3) その他 

特になし。 

 

1.11 事業に関する連絡窓口 

 

事業管理機関法人名：公益財団法人鳥取県産業振興機構 

代表者役職・氏名：代表理事理事長 中山 孝一 

住所：〒689-1112鳥取県鳥取市若葉台南７丁目５番１号 

連絡担当者名：小坪・中村（新事業創出部） 

電話:0857-52-6704 Fax:0857-52-6673 

E-mail:kkotsubo@toriton.or.jp、 tnakamura@toriton.or.jp 

 

 


