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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。 
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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 年度上市を目指す。 

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 事業の実施体制 

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 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 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） 
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 

使用目的又は効果 
大腸内視鏡スコープ先端部に装着して、内視鏡の挿入時に使用し、スコープが大腸粘膜に接

触したときの接触圧力を測定し、内視鏡検査画面に色と音で知らせる。 

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（第 1種・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 取得済み（31BZ200015） 

   

   

 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 平成 27（2015）年 10月 平成 28（2016）年 10月 

上市時期 平成 29（2017）年 7月 平成 30（2018）年 7月 

想定売上（上市後 3年目） 1.8億円／年（平成 32（2020）年時点） 3億円／年（平成 33（2021）年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 37億円／年（平成 32（2020）年時点） 150億円／年（平成 33（2021）年時点） 

想定シェア（上市後 3年目） 5％（平成 32（2020）年時点） 2％（平成 33（2021）年時点） 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

触覚付き内視鏡用アタッチメントは、内視鏡先端の角部に付けたドーナツ型の小型触覚センサーにより、

内視鏡に加わる圧力を警告音と色で知らせるシステムである。この技術によって、内視鏡に加わる圧力を

客観的に知ることができ、腸に穴があくことを未然に防ぐ新しいシステムが実現した。内視鏡検査の安全

性を高めることができる。従来の内視鏡の先端にフードキャップとして装着する採用する。 

 

② 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 

使用目的又は効果 大腸内視鏡スコープ先端部に装着して使用し、広視野で大腸粘膜の観察を行う。 

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（第 1種・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（27BZ006008） 

株式会社日本マイクロシステム 医療機器製造業許可 取得済み（31BZ200015） 
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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 平成 28（2016）年 4月 平成 29（2017）年 4月 

上市時期 平成 30（2018）年 1月 平成 31（2019）年 1月 

想定売上（上市後 3年目） 3.8億円／年（平成 32（2020）年時点） 3億円／年（平成 33（2021）年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 37億円／年（平成 32（2020）年時点） 150億円／年（平成 33（2021）年時点） 

想定シェア（上市後 3年目） 10％（平成 32（2020）年時点） 2％（平成 33（2021）年時点） 

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、前側は魚眼レンズ 1で、横側と後ろ側は魚眼レンズ 2で観察

する。吉川化成（株）のプラスチック加工技術と（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。 

 

③ 先端駆動式内視鏡 

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 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 

使用目的又は効果 大腸内視鏡スコープに装着して使用し、空気圧により内視鏡挿入を補助する。 

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（第 1種・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（08BZ000048） 

   

   

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 平成 29（2017）年 4月 平成 30（2018）年 4月 

上市時期 平成 31（2019）年 10月 平成 32（2020）年 10月 

想定売上（上市後 3年目） 2.7億円／年（平成 34（2022）年時点） 5億円／年（平成 35（2023）年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 42億円／年（平成 34（2022）年時点） 252億円／年（平成 35（2023）年時点） 

想定シェア（上市後 3年目） 6％（平成 34（2022）年時点） 2％（平成 35（2023）年時点） 

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（バルーンＡとバルーンＣ）をつけてその間に筒型の伸縮するバルーンＢ

を付ける。さらに、手元側にバルーンＤを取り付ける。推進は、バルーンＣを膨らまして大腸のヒダに

固定し、次に、バルーンＤ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。従来の内視鏡にオーバーチューブとして装着する。 
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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 

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。 

さらに、米国のような訴訟が多く、医療の中心となっている国では、触覚センサーを搭載することが

ガイドラインにのれば、製品は世界全域に拡がる。加えて、自動で挿入する内視鏡に人工知能を搭載し

た製品は新しい市場を生み出すとともに、尐子高齢化社会を迎え医療の担い手も減尐することが予想さ

れている国において、とくに重要である。 

 

 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、競合品の市場も含めれば市場規模は

650 億円/年が見込まれる。 

例えば、近年、運転者のいらない自動操縦の乗用車や飛行機が開発されているが、家庭においても自

動掃除ロボットが普及している。今後、世界中であらゆる機器がフルオートマティックとなっていく流

れである。同様に、医療の分野でも、障害を回避して自動的に推進する内視鏡が実用化され、主流にな

っていくと考えられる。その際、本事業で開発する空気圧や、極細ワイヤーとモーターを用いた駆動シ

ステムは、必要不可欠な技術となる。また、ヒトの手に頼らず挿入する内視鏡には、必ず先端の圧力を

感知して安全性を保証する必要があるため、触覚センサーは必須の技術である。さらに内視鏡の屈曲動

作によらず、広範囲を観察できる全天周観察システムも、がんの見逃しを防ぐために重要な技術となる。

本事業終了後には、これらの技術に人工知能を加え、盲腸まで自動挿入できる内視鏡を開発する。また、

病変を自動認識する診断補助システムも搭載する予定であり、今後、医工連携によるさらなる発展が期

待される。 

現在、鳥取大学を含め、イスラエルやイタリア、米国が自走式内視鏡の開発において、熾烈な競争を

行っている。イスラエルや米国は企業が中心となって開発しているが、鳥取大学は病院が中心となって、

企業と連携し、医療現場のニーズに対応した製品開発を行っている。大学病院や日本の中小企業の“も

のづくり技術”に加え、大企業の販売能力を組み合わせることで、世界の医療に貢献する安全な内視鏡

が製品化できる。 

以上のような背景から、大腸内視鏡の上記市場規模を勘案すれば、事業化する医療機器の市場規模は

次のように想定される。 

1) 触覚付き内視鏡：37 億円／年 

（上市後 3 年） 

2) 全天周内視鏡：37 億円／年 

（上市後 3 年） 

3) 先端駆動式内視鏡：42 億円／年 

（上市後 3 年） 
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(3) 競合製品／競合企業との差別 

 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。しかし、このシステムには重大な 2 つの欠点がみ

られる。 

 

欠点 1） 腸の壁へストレスがかかる：ヒトには大腸

憩室という疾患があり、筋肉の裏打ちされていない粘膜

が腸内の圧力によって押し出され、小部屋になることが

多い。憩室の壁は他の部分に比べ非常に薄くなっている。

イスラエルの自走式内視鏡は、CO2ガスを過剰に注入す

るため、憩室の壁にも圧力がかかり、穴があく危険性が

高い。実際に、憩室の有無を検査する方法はなく、内視

鏡を入れる前には判断できない。白人では、60 歳以上の

半分が憩室を有しているといわれており、実用化は不可

能である。 

  

欠点 2） 先端の風船と、大腸の壁との間に気密性が

なく、注入した CO2ガスが風船より前に漏れ出て効率が

悪い。したがって、注入したガスが、すべて推進力にな

るわけではない。また、栓をしている肛門と先端の風船

の距離が離れすぎていて、効率が悪い。 

これらの欠点を解決するものが、本事業で開発する筒

型バルーンである。筒型バルーンは気密性が高いので、

入れた空気がすべて推進力になり、効率が良い。また、

腸の壁にもストレスがかからず、憩室のある患者にも、

安全に使用できる。 

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。しかし、このシステムでは、

便を吸って穴が詰まり、内視鏡を固定できないという欠

点がみられる。さらに、狭い面積で粘膜を吸って固定す

るため、粘膜にストレスがかかり、傷がつくという重大

な欠点もあり、グローバルでの普及は難しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【筒型バルーン】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【吸引式の欠点】 
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 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。こ

の内視鏡は、富士フイルム(株)が多くのノウハウを有するダブルバルーン内視鏡の技術を活用したもので

あり、海外の企業が容易に模倣することはできない。具体的には、風船 2．を膨らまして内視鏡を固定し

てから、筒型バルーンに空気を入れて内視鏡を推進させる。 

 

 

  

                           【競合に対する優位性】 
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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) 委託期間後を含めた事業計画の概要 
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 1) 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、脱着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。理由として、キャップ型の触覚センサーは生産コスト

を抑えることができ、(株)トップの既存のキャップを土台に作成すれば、あらゆる会社の内視鏡にも装着

できる。また、触覚情報の出力方法として、脱着式のロの字型をした色表示パネルを作成すれば、どの

内視鏡画面にも搭載でき、導入する施設は最低コストで購入できる。 

先端駆動式内視鏡も着脱型とし、既存の内視鏡に装着して使用することができ、挿入困難症例でも安

全に内視鏡を挿入することができる。最初は大腸用製品を上市し、つぎに小腸内視鏡分野でも先端駆動

式内視鏡を上市する。 

広く見える全天周内視鏡では、鏡に映る像について、デジタル処理で上下を戻し、一画面につなぎ合

わせる作業を専用のコントローラーで行うが、そのコントローラー向けの組み込み用ソフトウェアの開

発を行い、将来的にはコントローラー単体での販売も検討する。 

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。 

 

 

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”   

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。さらに、自走式内視鏡で重要な要素である内視鏡の腸管

への固定方法に関して、富士フイルム(株)の特許が必須であるが、富士フイルム(株)との交渉により、実

施許諾を得ている。したがって、3 年後には、富士フイルム(株)の特許を基盤とした新たな自走式内視鏡

をつくりあげることができる。さらに、ダブルバルーン内視鏡は、富士フイルム(株)が有する多くの技術

的なノウハウを活用したものであり、海外の企業が容易に模倣することはできない。そのため、現在、

世界で唯一、実用的な自走式内視鏡を開発できる体制にある。 

内視鏡は、オリンパス(株)や富士フイルム(株)、ペンタックス(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汎用的に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 

製造販売業は(株)トップが担当する。 

販売業は富士フイルムメディカル(株)、(株)トップが行う。 
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(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 PMDA での医療機器戦略相談（2015 年 8 月 12 日@PMDA） 

薬事申請のためのデータパッケージを早期に取りまとめ、改めて医療機器戦略相談を実施するこ

ととなった。 

 

 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） 

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った。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。 

 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 

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た。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っ

ている。 
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 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

開発リスクを明確化するために、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進めてい

る。また、アドバイザーである富士フイルムメディカル(株)との連携を進めることによって開発リ

スクに対する対応策についての検討を進めている。 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

医療機器開発に詳しい外部の薬事コンサルを活用するなどによって、薬事申請に必要なエビデン

スやデータパッケージに関する情報の収集を進めることにより、薬事申請の準備を進めている。 

 

 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

アドバイザーである富士フイルムメディカル(株)との連携により適正な価格設定や販路の検討を

行っている。また、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。さらに、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あり、アドバイザーの自治医科大学の山本博徳教授から指導を受けつつ検

討を進めている。 

 QMS 等の品質保証体制 

QMS 省令に適合する生産体制を整備するため、ISO 13485 相当の品質保証体制の整備を進めて

いる。 

 

 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事業化する製品の一般的名称およびクラス分

類の決定 

開発する製品がクラスⅡまたは治験のいらな

いクラスⅢを想定している。開発する製品がク

ラスⅢであった場合、治験実施など、早い段階

で計画を立てなければならない。 

②生物学的安全性 

サブテーマ①において、感圧エラストマーと

いう材料を使用するため、生体への毒性や感作

などの安全性試験が必要。 

③電波法対応 

サブテーマ①では触覚センサーで測定した圧

力を内視鏡モニターに表示するための製品を

開発する。そのためには、内視鏡システムから

画像を取得するとともに、画像合成して医師に

よる診断に耐えうる画像を作成する必要があ

り、触覚センサー−からの出力データの処理、

画像取得・合成などのために様々な電子機器を

使用する予定である。これらの電子機器の使用

に対する EMC対応が必要である。サブテーマ②

および③についても同様である。 

①PMDA 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平成 25 年度から安全性評価試験を開始。平成

26年度、平成 27年度も、サブテーマ①に関し

ては被覆部材を対象に生物学的安全性試験を

実施した。 

③EMC対応のための検討を進めている。 

知財 

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。 

①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
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領域 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

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。 

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。 

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。 

技術 ・

評価 

①量産化開発の必要性 

小型化、低コスト化、薄型化などの量産化に

必要な開発が必要である。 

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。 

③滅菌による务化や経時的変化の評価 

内視鏡に装着する医療機器であるため、滅菌

処理による务化を考慮しなければならない。ま

た、経時的な変化にもロバストな設計が求めら

れている。 

①人体との接触を伴う部分の材料には生体適合

性に実績のある材料を選定の第一の基準とし

て進め、各部位の機能に応じた最適な材料の選

定やその材料の選定に応じた構造の最適化に

より、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（自治医

科大学など）での臨床試験を計画する。 

③サブテーマ①の触覚センサーでは、感圧エラス

トマーの性能を高圧水蒸気滅菌（134℃、10分）

や EOG滅菌（55℃、4時間）の実施を通じて性

能の変化を定量的に評価する。 

その他

事業化

全般 

①コスト低減 

単回使用として販売する触覚センサーはコス

ト低減が課題である。一方、触覚センサーシス

テムの表示モニターのように、繰り返し使用す

る機器についても、既に病院の設備として備わ

っているものと競合する場合は販売数の増加

が見込まれない。一般病院の設備状況を考慮し

て機器構成を決定する。 

②販路開拓 

市場規模の拡大には内視鏡メーカーと連携し

た販路の開拓が必要である。 

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。 

①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アドバイザーである富士フイルムメディカル

(株)との連携を進めて適正な価格設定や販路

の検討を行う。また、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、アドバイザーの自

治医科大学の山本博徳教授から指導を受ける。 
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1.6 平成 27 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) 委託事業終了時までに完成する試作品の概要 

試作品名 概要 

①エンドタッチシステム（触覚付き

内視鏡用アタッチメント） 

(株)トップの保有する内視鏡用装着フードと同様の素材を基部とし、先端稜線部に(株)日本マイクロシステムで作成し

た感圧エラストマーを用いた触覚センサーを接合した、内視鏡挿入補助の脱着式キャップ 

②全天周内視鏡用アタッチメント

（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先端駆動式内視鏡用アタッチメン

ト（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(株)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（筒型バルーンを製品化するか、ワイヤー牽引式にするか、または筒型

バルーンとワイヤー牽引の方式を融合させた方式にするか、試作機の性能とマーケット

調査を行った結果、筒型バルーン式で進めることとした） 

 

(3) 平成 27 年度の委託事業の成果と今後検討すべき課題 

平成 27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触覚付き内視鏡用アタッチメントの開発 

◆量産および上市に向けた触覚センサーの改

善 

・触覚センサーおよびそれを搭載した内視

鏡用キャップの量産および上市に向けた

準備を進める。  

・センサー作成効率化装置・治具の製作を

▶ 

・触覚センサーのコスト低減を目的に、内視鏡スコ

ープ先端で検出する圧力の測定ポイント数を 4ポ

イントに変更する改良を行った。また、それに伴

う表示部の修正も行った。 

・触覚センサーの耐久性/防水性/測定精度向上を低

コストで実現するための触覚センサー構造の再

検討を実施した。特に、キャップ構造の見直しな

▶ 

・安全性試験（医療機器試験（IEC 60601関係）、

EMC 試験、IP 試験（IEC 60529）、機能安全試

験）の実施。 

・薬事申請 

・以下、作製したシステムの制御ボックスを用

い、前臨床試験としてブタでの動物実験を行

ったが、今後、同様の項目においてヒト臨床
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平成 27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 

行い、製造工程の改善による触覚センサ

ーの歩留まり改善とコスト低減を図る。 

◆圧力検出ユニットの量産に向けた改良 

・薬事申請のために仕様を確定し、圧力検

出ユニットの量産化試作を行う。  

◆触覚センサーの長期エージングテストの実

施 

・薬事法申請に必要な試験内容(耐久性試験

等)を調査と、触覚センサーの長期エージ

ングテストを、引き続き行い、その結果

に基づいた改善を行う。また、EOG ガス

滅菌機を用いて滅菌処理に対する耐性を

調査する。 

◆安全性試験（医療機器試験（IEC 60601 関

係）、EMC試験、IP 試験（IEC 60529）、機能

安全試験）、非臨床試験による評価と改善 

・安全性試験項目の実施に必要な試験治具

を製作し、安全性試験（医療機器試験（IEC 

60601 関係）、EMC 試験、IP 試験（IEC 

60529））を実施して仕様（形状、構成、

使用部品、機構）、性能（センサー感度、

温度特性、直線性、オフセット、製品の

強度）が設定通りの内容に沿っているか

の確認等の評価を行う。また、必要であ

れば、その結果に基づいた触覚センサー

の改善を行う。 

・上市モデルの材質を決定しその材料の毒

性、皮内、感作性等の試験を外注で実施

する。 

・量産化試作品によるブタを用いた動物実

験を実施し、触覚センサーの安全性を確

認するとともに、上市に向けた問題点を

洗い出し、その改善を図る。 

◆臨床試験の実施 

・鳥取大学医学部附属病院などで市中病院

で触覚付き内視鏡用アタッチメントを装

どによる製造工程のコスト低減を目指した検討

を進めた。その結果、本年度の量産化試作は以下

の方針で製造する方針とした。 

 1) 触覚センサーを内視鏡スコープ先端に装着す

るためのキャップは、既存医療用キャップを流用

する構造とした。 

  2) 触覚センサーの感圧部を構成する感圧エラス

トマーや電極のキャップへの固定手段は生体安

全性の担保された両面テープを使うこととした。 

・上記の方針に基づいて試作した触覚センサーを用

いて非臨床試験（ドライ、ウェット）を実施した。

いずれの試験においても、触覚センサーの感度が

目的とする評価に必要な感度の範囲内にあるこ

とがわかった。また、触覚センサーの有無による

内視鏡挿入手技への影響を、初学者と熟練者で比

較した結果、特に初学者に対して触覚センサーを

搭載することの優位性が明らかになった。 

・長期エージングテストの一環として EOG ガス滅菌

による耐性の調査を実施した。 

・上市モデルの触覚センサー感圧部の材質を決定し

た。従来の試作品では防水処理としてポリウレタ

ンディップを採用していたが、コストや感度ばら

つきの観点から防水シートで被覆する方法に変

更した。 

・触覚センサーの感圧部や圧力検出ユニットのデザ

インを確定した。 

・触覚センサーの名称として「エンドタッチ」、圧力

検出ユニット（制御ボックス）を含むシステムの

名称として「エンドタッチシステム」を採用する

こととした。これらの商標調査を行った結果、類

似する他の商標は見つからなかったため、商標出

願準備を進めている。 

・圧力検出ユニットの量産化試作が完成した。 

・触覚センサーおよび圧力検出ユニットの EMC 試験

（エミッション、イミュニティ）の予備試験を実

施した。エミッション試験の一部に不適合となる

試験を行う。 
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平成 27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 

着した用いた大腸内視鏡検査を行う。 

◆触覚センサーや表示部のデザイン検討 

・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。 

◆3 つの要素を合わせ持った内視鏡開発のた

めの検討の実施 

・触覚センサー、全天周レンズ、先端駆動

の 3 つの要素を組み合わせた内視鏡を開

発するための要素技術開発について、触

覚センサーの設計に関する部分の検討を

進める。 

◆薬事申請準備と薬事申請 

・触覚センサーおよび圧力検出ユニットの

量産化試作を進め、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。 

項目があったが、フェライトコアの追加などの改

善の実施によりすべての項目で適合となった。 

・患者の苦痛低減と腸に穴があくことを防ぐシステ

ムとして開発を行っていたが、ニーズ調査や前臨

床試験等の結果より、内視鏡挿入のナビゲーショ

ン効果により挿入時間の短縮や、手技習熟におけ

るラーニングカーブでの効果がある可能性も示

唆された。現在、ブタを用いた予備実験の段階で

あるが、ヒトでの臨床試験において、クロスオー

バー試験や例数を増やすことによって、触覚セン

サーの様々な効果や用途が期待される。 

・薬事申請準備として、触覚センサーを大腸内視鏡

検査の現場で用いることの意義を改めて整理す

るとともに、触覚センサーおよび圧力検出ユニッ

トに対して薬事申請上必要となる仕様・構成面に

ついての検討を進めた。 

・鳥取大学医学部附属病院で触覚付き内視鏡用アタ

ッチメントを装着して行う大腸内視鏡検査を行

う臨床試験で実施する有効性および安全性評価

のための実施項目の明確化を進めるなど、臨床試

験実施ための準備（倫理審査のための書類作成な

ど）を進めた。  

・触覚センサー、全天周レンズ、先端駆動の 3 つの

要素を組み合わせた内視鏡を開発するための要

素技術開発について、触覚センサーの設計に関す

る部分の検討を進めた。 

②全天周内視鏡用アタッチメントの開発 

◆実用化サイズである直径 12mm 以下の全天

周レンズの設計 

・目標設定しているサイズ（φ12mm×25mm

以下）が実現できる撮像素子の確定選定

を進めるとともに、内視鏡検査に必要な

画像精度を得られる全天周レンズの設計

仕様を決定確定し、カメラレンズ試作製

作とその評価を行う。本年度は照明用

LED 光源の放熱やレンズの組み立て性を

▶ 

・内視鏡検査に必要な画像精度が得られる全天周レ

ンズの設計仕様を確定するため、全天周レンズユ

ニットに搭載されるレンズの材質、形状、製造方

法に関する検討を進めた。検討の結果、現時点で

は、レンズは非球面とし、材質として高耐熱性か

つ高屈折率のプラスチックを用いることとした。

また、全天周レンズユニット製品化後の量産を見

越してレンズは射出成形で試作を進めることと

し、そのための金型を製作した。さらに、この金

型を使って全天周レンズユニットのレンズを製

▶ 

・安全性試験（医療機器試験（IEC 60601関係）、

EMC試験、IP試験（IEC 60529）、機能安全試

験）の実施。 

・痛みを軽減し見逃しのない検査を実現するた

め、触覚センサーと全天周を組み合わせるこ

とができる仕様にする。 
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平成 27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 

考慮した設計とする。 

・樹脂部品の品質や生産性を確保するため

に、全天周レンズ用金型の重要なゲート

ポジションやエアベント位置等を、解析

ソフトによりシミュレーションを行い、

部品設計の妥当性確認を行う。 

・上記検討結果に基づいて試作モデルの組み

付けに必要な部品を製作する。 

◆反射鏡の設計・試作 

・全天周レンズの反射鏡として必要な面精

度や反射率といった要求品質を明確に

し、反射鏡曲面形状に関する光学設計を

行う。平成 26 年度は切削仕上げとした

が、本年度は量産化を見越した製作方法

の検討も進める。 

◆全天周内視鏡の全体設計・試作・評価 

・照明用 LED 光源や回路基板、ケーブル取

り回しを含めてレイアウトし、既存大腸

内視鏡への着脱部分について素材選定と

嵌合寸法の決定を行う。 

・試作部品を使った組み付けを実施し、そ

の性能評価を行う。また、価格、生産性

を考慮した構造の検討を進め、全体設計

の見直しを行う。  

◆画像の合成方法の検討と画像処理部の試作 

・内視鏡検査に最適な画像表示方法の検討も

含め、画像合成方法は引き続き検討を行

う。 

・画像処理部の量産化試作を行う。 

◆安全性試験、非臨床試験による評価と改善 

・全天周レンズと画像処理部の安全性試験

（医療機器試験（IEC 60601 関係）、EMC

試験、IP試験（IEC 60529）、機能安全試

験）を実施する。 

・粘膜接触する部位の候補材料（接着剤等

含む）の安全性試験も実施する。 

作した。 

・上記レンズを用いて新たに全天周レンズユニット

を試作した。この試作品では、照明用 LED光源や

CMOS センサーの発熱による全天周ユニット内の

温度上昇に起因するレンズ損傷を防止するため、

全天周レンズユニット内に放熱部材を配置する

などの放熱対策を盛り込んだ。また、照明用 LED

への供給電流量を制御する回路を新たに追加し

た。 

・上記の試作品を用いて照明用 LED光源や CMOSセン

サーの発熱によるユニット内の温度上昇をモデ

ル実験で評価し、この実験結果に基づいて量産試

作モデルでの LEDへの供給電流量を決定した。 

・上記試作品を用いてウェットでの動物実験を行い、

見え具合や防水性の確認を行った。後方視野につ

いては引き続き調整が必要であるが、前方視野に

ついては豚大腸の血管がはっきり見える程度の

鮮明な映像が得られることがわかった。 

・全天周レンズユニットにおける照明用 LED 光源の

放熱やレンズの組み立て性を改善するための検

討を進めた。 

・画像処理部の量産化試作のための回路設計を進め

た。 

・ 全天周レンズユニットの円筒透明フードに水洗

機能を付加する目的で、フード外周面に防汚コー

トを施すことを提案し、フードに見立てた透明プ

ラスチック板に防汚コートを施した簡易試作品

を製作した。簡易試作品に付着した汚物の水洗効

果に及ぼす防汚コートの影響を実験的に調べた

結果、防汚コートは全天周レンズユニットを用い

た観察においてクリアな視野確保する有効な方

法の一つになり得ることがわかった。 

・触覚センサー、全天周レンズ、先端駆動の 3 つの

要素を組み合わせた内視鏡を開発するための要

素技術開発について、全天周レンズの設計に関す

る部分の検討を進めた。 
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平成 27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 

・全天周レンズの再利用可能を調査するた

め、滅菌バリデーションを実施する。 

・量産化試作品についてブタを用いた動物

実験を実施し、上市に向けた問題点を洗

い出すとともに、その改善を図る。 

◆3 つの要素を合わせ持った内視鏡開発のた

めの検討の実施 

・触覚センサー、全天周レンズ、先端駆動の

3 つの要素を組み合わせた内視鏡を開発

するための要素技術開発について、全天

周レンズの設計に関する部分の検討を進

める。 

◆内視鏡に必要な機能の追加 

 全天周レンズを搭載した内視鏡に対して、

送気送水機能、吸引機能、円筒透明フードの

水洗機能などを付加する方法の検討を進め

る。 

 

 

③先端駆動式内視鏡用アタッチメントの開発 

【筒型バルーンによる内視鏡駆動系の開発】 

◆バルーン形状試作 

・ターゲットとしている、50cmの伸縮が、

1 本のバルーンで可能かどうか、又は

10cm～20cm のバルーンの連結が必要か

どうかの見極めるための設計と試作を引

き続き実施する。 

◆バルーンへの空気注入方法の検討 

・バルーンの伸縮に必要な空気の供給方法

を検討する。  

・バルーンへの空気の供給に用いる送気チ

ューブの構造を検討する。 

・内視鏡を屈曲させた状態でも推進力が維

持できる仕組みを検討する。 

・屈曲部における摩擦抵抗の低減の工夫に

ついての検討を進める。特に、バルーン

と内視鏡スコープが接する部分の形状の

▶ 

・製品化に向けて実用化できるよう、内視鏡を屈曲

させたときにも推進力を維持できる仕組みを検討

した。屈曲部における摩擦抵抗をいかに低減でき

るかが重要な課題となった。内視鏡に接する部品

の形状や面積を工夫することにより改善がみられ

た。今後、潤滑のために液体を介在させるなどの

検討を行う。 

・昨年度試作したそろばん状バルーンを連結して内

視鏡スコープを推進できるかどうかについての検

討を進めた。また、検討を進めるにあたり、注入

する空気の流量や圧力はできるだけ定量的な評価

を行うための準備を進めた。 

・推進用バルーンの厚みは製造工程で調整すること

が可能であったので、複数のそろばん状バルーン

を連結する構成を採用するとした場合を想定し、

両端の 2 つを除く中央の推進用バルーンは肉厚の

ものを用いる方法も検討した（中央が膨らみやす

いといった懸念に対する対策として）。 

▶ 

・安全性試験（医療機器試験（IEC 60601関係）、

EMC試験、IP試験（IEC 60529）、機能安全試

験）の実施。 

・最終的に、触覚センサー、全天周レンズ、先

端駆動の 3つの要素を組み合わせた内視鏡の

製品を作製する。 
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平成 27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 

改善や潤滑のための液体の介在などの検

討を行う。 

◆送気チューブ材質の選定 

・バルーンとの接着も考慮した、送気チュ

ーブ材質の検討を進める。 

◆3 つの要素を合わせ持った内視鏡開発のた

めの検討の実施 

・触覚センサー、全天周レンズ、先端駆動

の 3 つの要素を組み合わせた内視鏡を開

発するための要素技術開発について、先

端駆動式の設計に関する部分の検討を進

める。 

・本年度は推進用バルーンで内視鏡スコープが直線

状の管腔内で推進可能かどうかの見極めを最優先

で行った。昨年度の検討では、内径 2mm の細いチ

ューブで推進用バルーンに送気することは非常に

難しかったので、本年度は、内径が 3mm、4mm、5mm

のチューブを用いて送気を試みた。実験の結果、

本年度の試作では、送気用チューブと推進用バル

ーンの接続部位で空気の漏れが生じやすいことが

わかった。そのため、無負荷状態ではバルーンは

十分に伸長したが、大腸内での推進に必要とされ

るような推進力は得られなかった。そのため、改

めて送気用チューブや推進用バルーンの構成の見

直しを行った。 

・バルーンの接続部位での空気漏れを解消するため

の方法として、エアーシール内蔵駆動バルーン接

続栓を用いる方法で試作した。 

・バルーンへ送気するための電気回路についての設

計を進め、機能的な部分を補強するため、プログ

ラムコントローラーを搭載する構成で試作した。 

・上記試作品の構成で大腸内視鏡スコープが牽引可

能かどうかについて、ビニールチューブ内に試作

品を挿入してドライ実験を行った。その結果、ヒ

トの手で押すことなく、本年度の試作機で重量の

ある内視鏡スコープを牽引して推進するシステム

の開発に成功した。 

・触覚センサー、全天周レンズ、先端駆動の 3 つの

要素を組み合わせた内視鏡を開発するための要素

技術開発について、筒型バルーンによる内視鏡駆

動系の設計に関する部分の検討を進めた。 

④プロジェクトの推進と管理 

(株)トップは、薬事申請と早期上市を見据え

た全体計画（知財戦略を含む）の調整、及び

各開発テーマへの助言を行い、本事業の推進

を加速するとともに、内視鏡メーカーとの

BtoBの事業戦略を策定する。(公財)鳥取県産

業振興機構は、上記全体計画を円滑に推進す

 

・BtoBの事業戦略を策定するため、事業化のための

安全性評価や 3 つの要素を組み合わせた内視鏡を

製品化について内視鏡メーカーと交渉を進めてい

る。 

・全天周レンズに対する特許マップ作成のための調

査を行った。 

・触覚センサーの商標として採用する「エンドタッ

 

・本事業の推進に伴って創出された知的財産の

権利化を積極的に進めるとともに、アイデア

出しに関わった企業等の適切な持ち分の決

定方法など、ビジネス展開を行うために有効

な知的財産戦略の構築を進める。 
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平成 27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 

るため、一連の事業全体について、アドバイ

ザーも含めたミーティング、打合せ、技術相

談を行うなど管理を実施する。さらに外部の

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。 

チ」、「エンドタッチシステム」の商標出願を行っ

た。 

・2件の特許出願を行った。 

・平成 27 年度の第 1回推進会議を 6 月 15日に、第

2回を 12月 7日に実施した。また、本プロジェク

ト推進のための個別のミーティングを頻回に実施

した。 

 

1.7 平成 27 年度委託事業の実施経過 

(1) 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 

− 「① 触覚付き内視鏡用アタッチメントの開

発」については、通常診療における内視鏡検

査時の使用に加え、初学者用のトレーニング

機器としての利用も視野に入れたビジネス

モデルとする。 

専門家へのヒアリングや市場調査の結果、触

覚付き内視鏡用アタッチメントは内視鏡初

学者のトレーニング用としての用途が見込

まれることがわかったため、ビジネスモデル

に含めることとした。 

   

   

事業化体制 変更なし。   

   

   

事業化計画（開

発･薬事・上司

スケジュール） 

触覚付き内視鏡用アタッチメント 

 上市時期：平成 28年 

触覚付き内視鏡用アタッチメント 

 上市時期：平成 29年 7月 

 

医用電気機器に関する最新の規格 JIS 

T0601-1:2012、JIS T0601-2-18:2013 に対応

するために時間を要することがわかったた

め。 

先端駆動式内視鏡用アタッチメントの開発 

 上市時期：平成 30年 

先端駆動式内視鏡用アタッチメントの開発 

 上市時期：平成 31年 10月 

 

医用電気機器に関する最新の規格 JIS 

T0601-1:2012、JIS T0601-2-18:2013 に対応

するために時間を要することがわかったた

め。 
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(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 早期に PMDA との相談を実施すること。 平成 27 年 8 月 12 日に PMDAにおいて触覚付き内視鏡アタッチメン

トの薬事申請に係る事前面談を行った。 

知財 知財の戦略的な強化を図ること。 特許については幅広い観点で先行技術調査を実施しつつ、個別の技術

要素だけでなくシステムとしてや製品化仕様に合致するように権利

の確保を進めている。また、事業化を円滑に進めるために特許だけで

なく商標の確保も進めている。 

技術・評価   

その他事業

化全般 

BtoB(内視鏡メーカー)の事業戦略も検討すること。 BtoB の事業戦略策定の一環として、まず 3 つの要素の機器の安全性

評価を協同して実施するための交渉を大手内視鏡メーカーと進めて

いる。また、この交渉とあせて 3 つの要素を組み合わせた内視鏡の製

品化についても交渉を進めている。 

 

(3) 採択・継続条件への対応状況 

採択条件 対応状況 

BtoB(内視鏡メーカー)の事業戦略も検討すること。 BtoB の事業戦略策定の一環として、まず 3つの要素の機器の安全性評価を協

同して実施するための交渉を大手内視鏡メーカーと進めている。また、この

交渉とあせて 3 つの要素を組み合わせた内視鏡の製品化についても交渉を進

めている。 

 

1.8 平成 28 年度以降の以降の事業化計画 

「① 触覚付き内視鏡用アタッチメントの開発」については、引き続き本年度確定した商品仕様に基づいて薬事申請のための各種試験（医療機器試験

（IEC 60601 関係）、EMC 試験、IP 試験（IEC 60529）、機能安全試験）を実施する。また、「②全天周内視鏡用アタッチメントの開発」と「③先端

駆動式内視鏡用アタッチメントの開発」については、PMDA 面談の実施、ならびに早期に商品仕様を確定させて、薬事申請の準備を進める予定であ

る。さらに、触覚センサー、全天周レンズ、先端駆動の 3 つの要素を組み合わせた内視鏡の製品を作製する。 
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(1) 平成 28 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  エンドタッチについては、PMDA への医療機器戦略相談を繰り返して早期に薬事申請するための準備を進める。 

 

知財  本年度と同様、特許については幅広い観点で先行技術調査を実施しつつ、個別の技術要素だけでなくシステムとしてや製品化仕様に合

致するように権利の確保を進める。また、事業化を円滑に進めるために特許だけでなく商標や意匠の確保も進める予定である。 

技術・評価  薬事申請を見据え、事業化する各機器の安全性や信頼性を向上させるための技術開発を進める。 

 

 エンドタッチシステムについては、安全性試験（医療機器試験（IEC 60601 関係）、IP 試験（IEC 60529）、機能安全試験）を進める。 

 

 全天周内視鏡用アタッチメントについては、平成 27 年度はアタッチメント形式で試作を進めた。しかし、事業化を円滑に進めるにはス

コープへ直接組み込む形式が望ましく、それを実現するためには新たな技術開発が必要である。引き続き大手内視鏡メーカーとの交渉

を進め、スコープへ全天周機能を直接組み込むための検討を行う。 

 

その他事業

化全般 

 事業化を推進するための戦略として大手内視鏡メーカーとの交渉を引き続き進める予定であり、各要素の機器の安全性評価を協同して

実施する体制整備を目指す。 
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1.9 平成 27 年度委託事業の振り返り 

1.9.1 当初目標達成度に関する自己評価 

 

触覚付き内視鏡用アタッチメントについては、商品化仕様が確定し、現在、薬事申請に必要な各種安

全性試験を実施中であり、着実に上市に向かって進んでいる。また、痛みの軽減だけでなく、内視鏡挿

入におけるナビゲーションの効果や挿入手技時間の短縮、大腸内視鏡挿入の手技習熟への効果も有する

可能性が示唆された。さらに、本事業で開発した触覚センサーの基礎技術は、内視鏡の先端だけでなく

側面での圧力表示や、腹腔鏡外科領域での鉗子側面での応用、胆膵領域でのカニュレーションやガイド

ワイヤーへの応用、また、臨床応用だけでなく、内視鏡シミュレータの分野でも活用が見込まれる。 

 

全天周内視鏡用アタッチメントでは、2 つの撮像素子とお椀型の鏡で構成した全天周レンズが、デジタ

ル処理技術により合成でき広視野の観察が可能となる新たなシステムを開発できた。近年、消化器内視

鏡分野では、海外および国内でも広視野観察を可能にする内視鏡が求められており、本事業で開発した

試作機での前臨床試験を行ってアドバイザーの富士フイルムとの交渉を行っている。また、本事業の目

的である、患者の痛みを軽減し見逃しのない検査を目指すため、全天周レンズの先端角部に触覚センサ

ーを配置し、2 つの要素を組み合わせた製品を作製する。2016 年度からの 6 年間、鳥取大学では、第３

期中期計画として医療機器開発に積極的に取り組む。この組み合わせ製品の作製のため、学内開発経費

や外部資金を獲得する。 

 

先端駆動式内視鏡用アタッチメントの開発については、重量ある既存の内視鏡を確実に送り込む要素

技術の確立に時間を要した。しかし、最終年度には、ヒトの手に頼らず、ビニールチューブ内を空気の

圧力のみで自走できるシステムの開発に成功した。今後、圧力制御ポンプの精度向上が必要であるが、

その技術開発を担当する企業として大手ものづくり企業も参画する予定となった。事業化に向けて、事

業実施体制の強化だけでなく、資金面においても投資会社との交渉を始めており、引き続き積極的に外

部資金を確保していく。 

 

 

 

1.9.2 委託事業期間全体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。 

 

 

1.10 事業に関する連絡窓口 

 

 (公財)鳥取県産業振興機構 新事業創出部次世代産業グループ 

 〒689-1112 鳥取市若葉台南7-5-1 

 電話：0857-52-6704 ／ FAX： 52-6673 ／ E-mail： kkotsubo@toriton.or.jp 

 


