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1. 事業の概要 

医師の腕を支える一方、その腕の動きに追従することにより、外科医の精確な手技をサポートし、肉

体的負担を軽減できる、手術支援システムである iArmS。双腕一体型を開発するとことで、商品性を向上

させ、バリエーションの拡充、コストダウンを進めて、市場の大きい海外に展開および国内市場での普

及促進を図る。 

 

 

 
  

委託事業実施体制
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1.1 事業の目的 

近年、低侵襲手術、顕微鏡手術等の手術が普及し、患者負担が低減される一方、外科医は、より細か

い手技が要求されるようになっており、手先を誤れば重大事故に直結するリスクと向き合い、精神的・

肉体的に過酷な労働作業を強いられている。さらに脳神経外科においては、顕微鏡下での手術が 12 時間

以上にも及ぶこともある。このような長時間に及ぶ顕微鏡手術では、医師の上肢の肉体的負担や精神的

疲労が著しく、手技を行う上肢の疲労は特に重大事故に直結しかねない。しかしながら、過酷な手術環

境における外科医の負担を軽減する機器の普及は遅れている。 

上記医療現場の課題解決策として、デンソーは平成 27 年に手術支援システム iArmS を商品化した。

本手術支援システムは、医師の腕を支える一方、その腕の動きに追従することにより、外科医の精確な

手技をサポートし、肉体的負担を軽減でき、使用した医師からは高い評価を得られている。しかしなが

ら、適用手術範囲が狭い、臨床実施例が少ないこと、量産としてのコストダウンが不十分で、ユーザが

期待する価格と開きがある等の理由により、普及が加速しない状況にもある。また、両手使用の際、片

腕タイプを２台用意して配置することは、患者周りのスペースが狭くなり、他の機器の置き場に困る問

題があり、椅子と一体化した省スペース型の要望も出ている。一方、海外に目を向けてみると、日本と

同様な医師の肉体的負担に関する問題が提起されており、iArmS のような外科医をサポートする機器が

求められている。 

そこで、本事業では、双腕一体型にすることで、省スペース化が図れ、商品性が向上するとともに、

バリエーションの拡充、コストダウンを進めることにより現状の iArmS の課題を克服し、市場の大きい

海外に着眼し、海外展開を行う。さらに、その量産効果により、海外だけでなく国内市場においても普

及を加速させる。 

なお、手術支援システム iArmS は、経済産業省の重点施策とするロボット事業に関連し、ロボット技

術で新たな市場創生を行うものであり、特に医療分野ではその橋頭保となることが期待できる。 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：株式会社デンソー 

PL： 小山 俊彦（株式会社デンソー） 

SL： 岡本 淳（学校法人東京女子医科大学） 

共同体： ①学校法人東京女子医科大学 

  ②三鷹光器株式会社 

  ③国立大学法人信州大学医学部附属病院 

  ④株式会社ワコーテック 
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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 未定 クラス分類 
国内：非医療機器 

海外（欧州）：CLASS1(予定） 

製品名 iArmS-G(予定） 分類名称（一般的名称） 未定 

対象疾患 未定 届出／認証／承認 届出(予定） 

想定される販売先 日本、米国、中国、欧州 新／改良／後発 後発(予定） 

使用目的又は効果 

本品は、脳神経外科、耳鼻咽喉科、形成外科の各領域において顕微鏡手術または内

視鏡手術を実施する際に、組織又は異物の把持、切開、鈍的/鋭的剥離、近置、結紮、

高周波電流を用いた切開・凝固、縫合及び操作、並びに手術付属品の挿入・運搬を

行うために、術者の腕を任意の位置で支える装置である。 

薬事申請予定者 株式会社デンソー 医療機器製造販売業許可 株式会社デンソー（予定） 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社デンソー 医療機器製造業許可 23BZ200180 

 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 

   

薬事申請時期 - 平成 31年（2019） 

上市時期 平成 31年（2019） 平成 31年（2019） 

想定売上（上市後 3年目） 非公開 非公開 

市場規模（上市後 3年目） 非公開 非公開 

想定シェア（上市後 3年目） 非公開 非公開 

                                  ※本製品としての見込み 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

 

 
現号機種の動作説明等 

 https://www.iarms.jp/ 
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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 

・顕微鏡下で手術を行う脳外科医、耳鼻科医等 (対象国：日本、米国、欧州、中国) 

・内視鏡下で手術を行う脳外科医、耳鼻科医等 (対象国：日本、米国、欧州、中国) 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

iArmS の世界市場予測として、顕微鏡下・内視鏡下手術に有用であることから、顕微鏡・内視鏡台数

を潜在市場と想定して計算する。 

現在の顕微鏡・内視鏡の世界の出荷台数は、それぞれ約 2000 台/年、約 4000 台/年 であり、 

コストダウンにより、本製品がそれぞれ 10％、5％普及するとなると想定すると、 

顕微鏡 400 台（顕微鏡では両手使用のため 2 台として計算）、内視鏡 200 台の市場で、計 600 台/年の

事業規模が考えられる。 
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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 

競合としては、肘掛付き椅子の UFSK-International OSYS GmbH 

 2) 当該医療機器等と競合製品／企業とのベンチマーキング（競合との差別化要素） 

 ① UFSK-International OSYS GmbH 社製 SurgiForce （眼科、顕微鏡下手術用椅子） 

顕微鏡下手術において、肘掛≒手台とみなされるが、本類似品は手台移動時にスイッチ（レバー）を

押しながら移動させる必要があり、都度、手術を中断して移動操作をする必要がある。一方、iArmS は、

力覚センサ、ポジションセンサを使って、その移動、ホールドを切り替えているため、手術を中断する

ことなしに操作が可能であるとともに、微妙な操作も可能となる。 
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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 

2016 年度：現行機によるニーズ・改良点のフィードバック 

 海外医師による非臨床・臨床評価 

海外医療機器認証調査 

 コストダウン案を含めた要素技術検証、1 次試作機作成 

2017 年度：海外認証申請準備と海外市場調査 

 2 次試作機作成、認証用評価 

 海外展示会等検討 （KOL,販売店候補等に実機体験） 

2018 年度：量産及び販売準備、海外医療機器認証申請 

 海外医療機器認証申 

 海外 KOL 臨床評価準備 

2019 年度：上市、営業活動開始 

 

【非公開】 
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 1) 投資回収計画 

現行 iArmS の国内での売れ行き状況、及び、16 年度の海外市場調査結果を反映し、投資回収計画、及

び、開発計画を下記のように変更する。 

 ① 国内 

 H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

H37 

(2025) 

薬事申請時期           

上市時期    ●       

支出額（単位：億円） 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

 － 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

 － 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

売上高（単位：億円） 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

販売数量（単位：） 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

 ② 海外 

 H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

H37 

(2025) 

薬事申請時期   ●        

上市時期    ●       

支出額（単位：億円） 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

売上高（単位：億円） 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

販売数量（単位：） 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

 ③ 国内・海外合計 

 H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

H37 

(2025) 

支出額（単位：億円） 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

売上高（単位：億円） 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

販売数量（単位：） 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

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”   

 ① 国内販売とブランディング 

 地域販売代理店網を構築し、ユーザーレポート、脳外科・耳鼻咽喉科での著名な医師の使用をアピ

ールしていく。 

 

 ② 海外拡販ルート（販売パートナ探し）とブランディング 

A) 海外展示会に展示し、販売代理店候補を集める。 

共に拡販を図る海外の現地パートナを探し、そのパートナと iArmS ブランド向上を図る。 

 

B) 海外な著名な医師のルートの紹介 



8 

脳外科における世界的な権威である、米国 B 教授が iArmS に興味を持っていただき、臨床試験を

実施。また、その結果を学会発表、論文投稿等で広くアピールしていただく。 

今後、脳外科だけでなく他の分野（例：耳鼻咽喉科等）の医師にも拡大させる。 

 

C）大手医療機器メーカとの連携 

手の振れを抑える機能は、今後高倍率化する顕微鏡とセットで使われることが想定される。 

  三鷹光器等の日本、海外の関連医療機器メーカ等との連携、もしくはその有力代理店と連携を図

る。 

 

 2) ビジネス体制 

 
 

(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

  米国 FDA認証をどのように進めるか明確にするために、複数の FDAコンサル会社に相談し、医療 

 機器の是非、Classについて意見を収集した。その結果を元に海外戦略を再構築した。 

 2) 知財戦略検討状況 

 主要特許については出願済み。今後は周辺特許について積極的に出願していく。 

 意匠登録、商標登録も実施済み。 

 模倣品・侵害者が現れた時には、当社知財部と連携して対応する。 

平成28（2016 ）年6月時点

上市後のビジネス体制
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 3) 開発戦略検討状況 

 コストダウン構想等も併せておりこんだ、要素機構（部分設計）の 0.5 次試作を実施信州大、東京女

子医大による要素技術評価を行った。 

0.5 次試作評価結果をもとに椅子付き双腕 iArmS のシステム設計を行い 3 月末までに 1 次試作機を

完成。信州大、東京女子医大、他関係者による評価を行なった。 

 4) 販売戦略等 

米国有名医師による臨床評価を実施。 高い評価を得た。今後その結果を論文等発表していく。 

 

 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 CLASS１での認可戦略 

 海外は医療機器と認定される可能性が高いが、

CLASS２以上や新規医療機器と見なされると認可

取得時間や工数がかかり、上市時期が遅れ開発コ

ストが増加する可能性ある。 

非公開 

知財 

① 周辺特許の拡充 ① 特許戦略 MAP作成とバリエーション特許の充

実化 

基本特許は出願済みのため、製品化過程で出て

きたアイデアを順次特許申請していく。 

技術 ・

評価 

① 海外での臨床実績不足 

② ユーザに対する有用性紹介不足 

① 海外医療機関での臨床評価事例の積み上げ 

② MUST HAVEの仮説検証 

 MUST HAVE の研究を著名医師と行う。 

その他

事業化

全般 
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1.6 平成 28 年度委託事業の成果概要 

(1) 委託事業の事業概要 

今年度ゴールは、海外市場の 1st ターゲットとしている米国の医師のニーズ検証し、開発仕様に織り込み、試作機の開発を行うこと。そし

て、合わせて米国の市場調査・医療機器承認調査を行い販売パートナ候補をリストアップし、販売戦略を立案することであった。 

１）グローバル対応 iArmS 1次試作機製作等 

① 現号の iArmSの臨床現場での課題解決策、海外医用電気安全規格を織り込んだ、製品開発要求仕様書の作成を完了。 

② その仕様書に基づき、コストダウン構想等も併せておりこんだ、要素機構（部分設計）の 0.5次試作を実施、1次試作に向けての信州大、

東京女子医大による要素技術評価を行った。 

③ 0.5次試作評価結果をもとに椅子付き双腕 iArmSのシステム設計を行い 3月末までに 1次試作機を完成。その後、信州大、東京女子医大、

他関係者による評価を行なった。 

④ 内視鏡手術用に、iArmS のアーム部分に固定する際に挟む、内視鏡用手台アタッチメントの試作開発及び、非臨床評価を信州大学にて行

った。 

⑤ 安全力覚センサについては、デンソーからワコーテックに開発要求仕様を提出し、開発検討を実施した。ワコーテックでセンサマイコン

の変更に伴う、安全検出のソフトウエアの移植、動作確認は完了した。 

２）海外医師による現行機を用いた臨床評価 

① 米国 KOLによる臨床評価 

・KOLの医師の訪日時に非臨床評価、インタビューを行い改善点をリストアップし、その結果を反映した臨床機を準備。 

・東京女子医大、及び信州大の医師が同行し、複数の米国医師に説明、トレーニングを実施し、その後、臨床評価を行なった。その結果、

有用性について高い評価を得た。 

② 中国医師による顕微鏡下非臨床評価 

三鷹光器と共同でを中国の医師による顕微鏡下の非臨床のユーザビリティ評価を実施し、製品改良課題の抽出を行った。 

３）海外市場探索 

① 米国内の脳神経外科、耳鼻咽喉科に対し、販売ルートを持っているところ、iArmS に興味を持っているところをコンサルに調査を依頼し

パートナ候補を複数上げてもらった。 

② 三鷹光器の手術顕微鏡の米国代理店のインタビュー調査を行った。 

③ 日米の医療機器事情について精通しているコンサルに、実機デモを行なった後、iArmSの想定市場規模、販売の課題を提案してもらった。 

④ 医療ロボット開発・ビジネス経験の豊富なベンチャーCTOに、実機デモを行なった後、iArmSビジネスについて相談した。 

⑤ 米国で医師、大学職員である一方、医療機器開発にも大きく関わっている方から、医療視点での米国市場開拓のアドバイスをいただいた。 

その結果、以上を情報を元に販売戦略を再構築した。 

４）米国 FDA認証調査 

米国 FDA認証をどのように進めるか明確にするために、複数の FDAコンサル会社に相談し、医療機器の是非、Classについて意見を収集した。
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その結果を元に海外戦略を再構築した。 

５）知財戦略としては、過去に出願した iArmS システムに関する特許、力センサに関する特許をベースに商品開発を進めた。16 年度は新たな出

願をしていない。 

 

(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 

iArmS-Gmodel 1 次試作 機械としての機能が確認でき、製品課題を明確にできる試作品 

iArmS-Gmodel 2 次試作  形状、構造、機能等が最終製品と同じで、製造方法だけが異なる試作品。認証のプレ評価にも使用する。 

iArmS-Gmodel 量産試作 量産の製造方法で最終製品を試作し、評価、出来栄えを評価する試作。認証評価、臨床評価にも使用する。 
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(3) 平成 28 年度の委託事業の成果と今後検討すべき課題 

平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  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 １次試作機開発と評価 

1-1．既存機種使用の医師の声、海外医療機要

件を調査し、開発要求仕様書に反映し、製品

仕様書作成 

【実施事項】既存品の使用上の課題に対する

対応を盛り込んだ製品要求仕様書を作成す

る。 

また、米国医師にも既存品を臨床使用いた

だき、製品要求仕様書の見直しを図る。 

海外向け商品の情報入手、戦略の提案をし、

コンセプト仕様の提案、米国他における機械

系リスクマネジメント、製販業の観点より仕

様調査、反映する。 

 

1-2．1次設計、試作 

【実施事項】動作、機能、体格等が把握でき

るプロト機を 1 台作成完了する。 

試作機の達成ポイントとしては、基本動作

確認ができ、医師による非臨床試験評価がで

きること、量産としてのコストの目処がつい

ていることである。 

キー部品である力覚センサについては、信

号処理回路の設計・試作、ソフトウエアの変

更、故障診断ソフトウエアの追加、機構部（起

歪体等）の設計・試作、故障発生装置の設計・

試作を行う。 

 

1-3．レビュー 

【実施事項】開発機種の商品成立性（価格、

体格等）のチェックをレビューにて実施する。 

また、医療機関の立場より、開発する製品

の手術適用範囲、機能、価格、安全性、信頼

性、滅菌方法について開発仕様、試作機に対

するチェックを行う。 

 

【進捗 90％：○】 

(1)現号の iArmSの臨床現場での課題解決策、海外医

用電気安全規格を織り込んだ、製品開発要求仕様書

の作成を完了。 

(2)その仕様書に基づき、コストダウン構想等も併せ

ておりこんだ、要素機構（部分設計）の 0.5 次試作

を実施、1 次試作に向けての信州大、東京女子医大

による要素技術評価を行った。 

(3)0.5 次試作評価結果をもとに椅子付き双腕 iArmS

のシステム設計を行い 3 月末までに 1 次試作機を完

成。その後、信州大、東京女子医大、他関係者によ

る評価を行なった。 

(4)内視鏡手術用に、iArmSのアーム部分に固定する

際に挟む、内視鏡用手台アタッチメントの試作開発

及び、非臨床評価を信州大学にて行った。 

(5)安全力覚センサについては、デンソーからワコー

テックに開発要求仕様を提出し、開発検討を実施し

た。ワコーテックでセンサマイコンの変更に伴う、

安全検出のソフトウエアの移植、動作確認は完了し

た。 

 

 

(6)iArmS の有用性である、腕のふるえ低減を計測す

る手法を確立するための評価方法を検討。iArmS を

用いた時の有用性を示すための手振れ評価方法の検

討、それを抽出するソフト試作を東京女子医大に行

い、動作確認を完了した。 

▶ 

 

 

 

 

 

 

 

複数医師による試作機のユーザビリティ評価 

 

 

アタッチメントを用いた臨床評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

腕のふるえ低減の複数医師による評価 
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平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  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 

1-4．評価 

【実施事項】力覚センサの故障診断機能を含

めた基本機能の確認をワコーテックにて行っ

た後、試作機の基本機能確認をデンソーにて

実施する。 

 

そして、顕微鏡との併用評価を三鷹光器と行

い、4～6名の医師によるユーザビリティ評価

を非臨床にて実施し、製品改良課題の抽出を

行う。 

 

また、販売上の訴求のため、iArmS の有用

性である、腕のふるえ低減を計測する手法を

確立する（非臨床試験評価）。具体的には、術

中画像（顕微鏡・内視鏡）をキャプチャし、

動画解析ソフトを用いてふるえを解析する手

法の検討を行う。 

② 米国医師のニーズの吸い上げ 

2-1．既存機種を用いた臨床評価 

【実施事項】顕微鏡下の脳神経外科手術で実

際に臨床使用。医師 2 名、2 症例以上実施予

定。 ▶ 

【進捗 100％：○】 

米国 KOL による臨床評価 

(1)KOLの医師の訪日時に非臨床評価、インタビュー

を行い改善点をリストアップし、その結果を反映し

た臨床機を準備。 

(2)東京女子医大、及び信州大の医師が同行し、複数

の米国医師に説明、トレーニングを実施し、その後、

臨床評価を行なった。その結果、有用性について高

い評価を得た。 

▶ 

 

 

③ 海外市場探索 

3-1.米国パートナー調査 

【実施事項】コンサルや三鷹 USA の情報等を

もとに、パートナー候補を抽出し、商流ルー

ト案を構築する。 

3-2.医学的視点でのチェック 

【実施事項】米国パートナー候補の絞り込み

に対し、医学会情報等をもとに、医学視点で

チェックを行う。 

定期的なミーティングを東京女子医科大

▶ 

【進捗 80％：○】 

(1)米国内の脳神経外科、耳鼻咽喉科に対し、販売ル

ートを持っているところ、iArmS に興味を持ってい

るところをコンサルに調査を依頼しパートナ候補を

複数上げてもらった。 

(2)三鷹光器の手術顕微鏡の米国代理店のインタビ

ュー調査を行った。 

(3)日米の医療機器事情について精通しているコン

サルに、実機デモを行なった後、iArmS の想定市場

規模、販売の課題を提案してもらった。 

▶ 
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平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  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 

学、デンソーにおいて行う。 

 

(4)医療ロボット開発・ビジネス経験の豊富なベンチ

ャーCTOに、実機デモを行なった後、iArmSビジネス

について相談した。 

(5)米国で医師、大学職員である一方、医療機器開発

にも大きく関わっている方から、医療視点での米国

市場開拓のアドバイスをいただいた。 

その結果、以上を情報を元に販売戦略を再構築した。 

 

主ターゲット国の変更、パートナー未決 

 

 

 

 

 

 

 

④認証 FDA相談 

4-1．認証内容確認調査・FDA 調査 

【実施事項】手術支援システム iArmS は、患

者に直接接触、作用しないことより日本では

非医療器と考えているが、米国他の海外にお

いては、手術室に持ち込む時点で医療機器と

みなされる可能性が高い。先行調査では、類

似品等・クラス分けルールから推定して、医

療機器の Class Ⅰとなると想定している。当

年度は、この仮説検証を速やかに行い、製品

開発要求仕様に反映させるため、開発機の概

要が出来た時点で、FDAに事前相談を行う。 

三鷹光器は、過去の申請経験をもとに、手

続き前の留意ポイント、リスクマネジメント

の要注意点他をデンソーに提示するととも

に、コンサル会社、三鷹 USA を通じて、手続

き方法を確認する。 

▶ 

【進捗 80％：○】 

米国 FDA 認証をどのように進めるか明確にするため

に、複数の FDA コンサル会社に相談し、医療機器の

是非、Class について意見を収集した。その結果を

元に海外戦略を再構築した。 

▶ 

FDA 調査は完了、その結果、主ターゲット国の

変更 

⑤知財戦略 

【実施事項】知財戦略としては、現在まで出

願してきた iArmS システムに関する特許、力

センサに関する特許をベースに商品開発を進

める。本プロジェクトを進めていく上で、特

許性の高いアイデアが出た場合は、海外も含

め、積極的に特許出願していく。 

また出願済みの特許の適用国に対し、米国、

中国、欧州に対し、補充を図り、商品化後の

特許問題が生じないよう、留意して進める。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

知財戦略としては、過去に出願した iArmS システム

に関する特許、力センサに関する特許をベースに商

品開発を進めた。16年度は新たな出願をしていない。 

▶ 
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平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  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事業管理・運営 

【実施事項】本プロジェクトを円滑に進める

ため、デンソーが主体となり、プロジェクト

構成相互の連絡調整、プロジェクト全体の事

業の運営及び管理を実施する。また、東京女

子医科大学、信州大学、ワコーテック社、三

鷹光器社と共同して、伴走コンサル、有識者

委員会等への対応を図るとともに、プロジェ

クト全体委員会の定期的開催運営でプロジェ

クト内での情報交換を図り、推進課題の共有

化を図る。また必要な報告書等のとりまとめ

を行う。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

デンソー国プロ課による国プロ留意点説明会実施。 

支払い方法、再委託契約の検討。 

倫理教育実施済み確認完了。 

 

▶ 
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1.7 委託事業の振り返り 

(1) チェックリストによる自己評価結果 

 
 

(2) 平成 28 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 

海外拠点として、弊社現地拠点を探索活動等においても活用していく。 

 

 2) 事業の進め方 

パートナー探しにおいて、交渉を進め行く上で、弊社現地拠点の協力の上でさらにコンサルの活用を

高め、方針修正も含め検討していく。 

海外臨床使用等により、ニーズは明確になった一方、適性市場価格については、まだ不透明。新しい

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。 ○十分
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。 該当せず
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。 △一部
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。 ○十分
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。 ○十分
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。 ○十分
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。 ○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
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。、 △一部
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。 △一部

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。 △一部
臨床試験の必要性の有無が明確になっていますか。 △一部

PMDAとの調整が進んでいますか。 ×不十分
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。 △一部
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。 ○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。 ○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。 ○十分
意匠等の他の産業財産権について検討していますか。 ○十分
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。 ○十分
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。 △一部
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。 ○十分
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。 △一部
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。 △一部

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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医療機器の価値をどのように考えるかその検討方法、本製品のようにニーズはあるが、保険診療にから

まない製品、病院の ROI に直接影響しにくい製品の普及方法について課題が残る。 

 

 3) その他 

今回の薬事調査では、海外の各国でそのクラス分けの考え方に違いがあった。想定はしていたことで

あったが、それにより薬事戦略が事業戦略に大きく影響することとなった。 
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(3) 当初計画からの変更点（深耕点）とその理由 

領域 変更前 変更後 変更理由 

対象とする 

課題・ニーズ 

適用科：脳神経外科、耳鼻咽喉科 適用科：脳神経外科、耳鼻咽喉科に加え 

眼科、整形外科 

眼科での臨床評価を開始し、有用性が見え

てきたため。 

機器スペック・

ビジネスモデル 

双腕モデルベース 双腕モデルだけでなく、片腕椅子付モデル

のバリエーション設定 

椅子一体型にすることで、眼科にも展開の

可能性有。 

認証まで可能な輸入代理店とのパートナ

ー提携 

ローカル代理店または医療機器メーカと

の連携検討 

米国には日本のような大手輸入代理店は

ないため。 

事業化体制 特に変更なし。   

事業化計画（開

発･薬事・上市

スケジュール） 

- - 最初のターゲットを薬事戦略に合わせて

再構築 

 

(4) 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 デンソー自身が、FDA 等の承認を取るのか？ デンソー自身が取る。 

FDA 相談は、ドイツのサージフォースにならって CLASS1 で行

くのが良い。手術補助具と主張してみること 

承知した。その方針で進める。FDA コンサルに事前に相談。 

ドキュメントつくり、FDA 認可手続きに慣れた人、すぐに FDA

通じることのできる人、ライターのような動きができるところで、 

デンソーの名において CLASS１になることを交渉してくれる

ところでコンサルを受けたり、代理人を依頼すること。 

承知した。検討した結果、現在依頼しているコンサルライティ

ングまで含めて対応いただけることがわかったので、FDA 事前相

談はコンサルの下、進めていく。 

知財 特許は中長期的に考えて、医療分野に絞らないこと 承知した。福祉、工業分野においても有効な特許申請を行う。 

意匠登録は出しているか？ 

全体意匠か部分意匠か？中国は部分意匠の考えがない 

出願済み。 

大半が部分意匠で、中国申請時は留意する。 

色に関する意匠登録の動きもあるので、その辺も検討した方が

良い。また、素材関連、素材表面についても出しておくと良い 

設計やデザイン上、重要な素材に関しては必要に応じて当社知

財部と相談しながら進めていく。 

技術・評価 力覚センサの仕様は日米で異ならないか？ 1 月に臨床していただく米国 B 教授も腕が太く、アームホルダ

他を改良して臨床してもらう。そこでの使用を基に米国向けに仕

様を見直すことを検討している。 

その他事業

化全般 

特になし  
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(5) 採択・継続条件への対応状況 

採択条件 対応状況 

海外パートナーとの連携を早急に進め、海外への展

開の戦略を明確にすること。 

事業戦略を再構築。 再度探索する。 

 

1.8 平成 29 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

(1) 平成 29 年度の事業概要 

製品開発面においては、要求仕様決めを行うための 1 次試作評価が完了したので、次期型開発仕様を決定し、詳細設計フェーズに入り、製品に近

いレベルの試作（2 次試作）を行う。同時に開発している力センサ、内視鏡用アタッチメントも量産設計、2 次試作（iArmS の 2 次試作で用いる物）

を製作する。医師の声の吸い上げについては、製品仕様が固まった段階で臨床評価を行う準備を開始する。また、海外営業戦略として、海外の学会

展示等の検討行い、市場探索をさらに進める。また、認証戦略、デンソー海外拠点の体制も踏まえて、販売体制の方針を構築する。医療機器認可申

請手続きについては、2 次試作評価完了後必要ドキュメント類を整備し、申請の準備を図る。 

特許については、周辺特許の出願を完了する。 

これらの結果、量産試作の判断をし、量産開発フェーズへと移るとともに、次年度以降の量産化判断の準備を進める。 

(2) 平成 29 年度委託事業の実施内容 

項目名 実施主体 具体的な内容 

① 1.製品開発 

1-1 2次試作機の開発と社内評価 

株式会社デンソー 米国での臨床評価の結果を受けて、製品仕様を確定する目的で、１次試作にて評価

した際に抽出された意見等を検討し、設計変更、試作する。その試作品を用いて、電

気的安全評価、ユーザビリティ評価を行う。 

○成果物：2 次試作機、評価結果レポート 

1-2 医師によるユーザビリティ評

価（非臨床） 

株式会社デンソー 

信州大学 

東京女子医科大学 

2 次試作機を用いて、医師によるユーザビリティ評価を非臨床にて行う。 

その結果をもとに臨床評価を実施する決定を行う。 

比較対象としては、現号機を用いる。 

○成果物：評価結果レポート 

1-3 軟性内視鏡アタッチメントの

使用実績作り（通年）、有用性評価

（臨床 or非臨床） 

信州大学 内視鏡のアタッチメントの形状を臨床使用の中で確定し、耐久性評価をして、製品

化判断をした後、量産試作を行う。そのものを利用し、実際の手術で現号機を用いて

評価を行う。(脳外科、耳鼻科)  

○成果物：アタッチメント評価結果 

1-4 セーフティ力センサの 

試作、機能確認および量産化 

検討 

株式会社ワコーテック セーフティ機能、精度、耐久性に関する要求仕様を満足するセーフティ力センサの

開発を、機能安全に準ずる業務プロセスにて試作する。また量産化判断を行い、製造

ライン検討を行う。 

○成果物：セーフティセンサ量産試作品、性能報告書 
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項目名 実施主体 具体的な内容 

1-5 量産試作への移行判断 株式会社デンソー まず平成 29 年度の試作品に対し、開発要求仕様に対する出来栄え、コストの見通

し等の指標および事業性、認証戦略の見通しより量産試作フェーズへの移行を商品企

画会議に相当する社内会議にて判断する。 

○成果物：社内会議 

② 2.医師のニーズ吸い上げ 

2-1. MUST HAVE検証評価 

信州大学 

株式会社デンソー 

販売上の訴求のため、MUST HAVE となる術式を明確にする。 

信州大学においては、脳神経外科領域での MUST HAVE検討として、 

脳動脈瘤のクリッピングにおける非臨床か臨床での評価を行う。 

またデンソーが他大学において耳鼻科領域の MUST HAVE 評価を行う 

○成果物：研究結果レポート 

2-2. 臨床評価準備（医療機器として

有用性確認評価 

東京女子医大 

株式会社デンソー 

19 年度の臨床評価にむけ、その準備として、プロトコルの作成を行う。 

○成果物：臨床プロトコル 

2-3．海外医師ニーズの吸い上げ 株式会社デンソー KOL、主要病院を、関連医療機器メーカ、総領事館、医師などのルートから紹介して

もらう。 

○成果物：病院、医師の機器に対するコメント 

③  3.グローバル営業戦略 

3-1. 海外パートナーの絞り込み 

株式会社デンソー 海外販売パートナー探しを、関連医療機器メーカ・その販売代理店を中心に検討を行

う。 

また、海外市場の反応を見るため、海外の学会展示を検討する。 

○成果物：パートナー候補アプローチ結果 

3-2. ふるえ抑制評価法の確立と実

際の評価、その研究の発表、論文化 

東京女子医大 グローバル販売上の訴求のため、iArmS の有用性を明確にする、脳神経外科での手の

ふるえ解析を行い、ふるえの抑制に関する有用性を明らかにする。また、その評価法

を用いて、耳鼻科領域においても実施する。 

○成果物：ふるえ抑制評価結果レポート 

④  4. 海外医療機認証戦略 

4-1. 海外申請手続き 

株式会社デンソー 海外医療機認可取得を目指すべく、国内の認証機関と現状製品の課題を明確にし、2

次試作機を製作し、ドキュメント整備を行い、申請準備を行う。 

○成果物：申請書草案 

⑤  5.特許戦略 株式会社デンソー 

株式会社ワコーテック 

信州大学 

製品化の際に発生する細部のアイデアについて積極的に特許申請していく。 

○成果物：特許申請書 

⑥  6. 事業管理・運営 株式会社デンソー プロジェクトを円滑に進めるため、デンソーが主体となり、プロジェクト構成相互の

連絡調整、プロジェクト全体の事業の運営及び管理を実施する。また、東京女子医科

大学、信州大学、ワコーテック社、三鷹光器社と共同して、伴走コンサル、有識者委
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項目名 実施主体 具体的な内容 

員会等への対応を図るとともに、プロジェクト全体委員会の定期的開催運営でプロジ

ェクト内での情報交換を図り、推進課題の共有化を図る。また必要な報告書等のとり

まとめを行う。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 

株式会社 デンソー 新事業推進部、メディカル事業室 

〒448-8661 愛知県刈谷市昭和町 1-1 

電話: 0566-55-6824 / FAX: 0566-25-4655 / E-mail: TATSUYA_IKEGAMI@denso.co.jp 

 

 


