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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。

 
平成27（2015）年6月時点

委託事業実施体制

製販業

第三種医療機器製造販売
業許可：13B3X10174

リバーフィールド
株式会社

アクティブホールダ
•設計，製品化，QMS
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認証
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国立大学法人

東京工業大学
精密工学研究所

•ホールダの制御方法提案
•制御ソフト開発

医療機関

東京医科歯科大学
附属病院 低侵襲
医学研究センター
生体材料工学研究所

•システム評価
•動物実験実施設計開発

アドバイザー
株式会社ジャフコ

販売

顧客（国内、海外）

医療機器販売業者
ホギメディカル他

代理店

PMDA

第三者認証機関

製造企業
医療機器製造許可（医療
機器一般）:16BZ200016

株式会社TSS
アクティブホールダ
•製造，機構部設計

PL

中

事業管理機関
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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。 

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 

このアクティブホールダについて、薬事承認の手続きを進め、平成 28年に上市を目指す。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 事業の実施体制 

事業管理機関 ：株式会社 TSS 

PL：伊賀崎 賢哉二世（株式会社 TSS 医療機器事業部 ゼネラルマネージャー） 

SL：只野 耕太郎（国立大学法人東京工業大学 精密工学研究所 高機能化システム部門 准教授） 

共同体： 

①国立大学法人東京工業大学 

②国立大学法人東京医科歯科大学 

③リバーフィールド株式会社 
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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 医療機器 クラス分類 Ｉ 

製品名  分類名称（一般的名称） 

分類名称：電気手術器 

手術用電気機器及び関連装置 

一般的名称：内視鏡用ホルダ 

対象疾患 

内視鏡手術時に使用。特に、

産婦人科子宮疾患、腹部外科

胆石症など。 

届出／認証／承認 届出 

想定される販売先 
内視鏡手術を行う全国の病院 

特に中規模以下の病院 
新／改良／後発 後発 

使用目的又は効果 

目的：人の手の代わり(スコピストの代わりなど)として、内視鏡等内視鏡外科手術に使われ

る機器を保持、誘導する。 

効果： 

A).空気圧サーボ駆動により安全性の高い柔らかな動作を提供する。 

B)空気圧アクチュエータ圧力制御によるアシスト機能を有することで片手で目標位置まで

スムーズに移動できる操作性を実現する。 

C)不動点設定などの初期設定が不要である。 

D)小型かつ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。 

E)アーム先端が医師の頭部の動作に追従する機能を有するため、手術時の操作性に優れる。 

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 

 業許可  

 2) 事業化する医療機器の概観・特長 
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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 

・内視鏡手術時に使用。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保持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] 

                                    リバーフィールド(株) 

EMARO 

 

 

 

 

 

 

   ・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） 

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）・保持アームの最終仕様

では、本体の根元部で 2自由度、中央部で 1自由度、先端部で 1自由度の計 4自由度の柔軟関節を有し、

スムーズな操作性を実現する。また、不動点設定を不要とすることによる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製品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。 

・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と

する。 
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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） 

（省略） 

 

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”   

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 

 

(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 簡易相談（2015 年 12 月 10 日） 

電話回答あり。クラスⅠ製品については簡易相談で受けることができない旨の連絡があり、無料の全

般相談の申請手続きを勧められた。 

 全般相談（2016 年 1 月 14 日@PMDA） 
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アクティブホールダの一般医療機器該当の妥当性について相談した。弊社先行製品(EMARO)および他

社類似製品等の資料を提出した後、PMDA からの回答待ちとなっている。 

 

 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） 

 ホールダの機構設計は一般的なものであり、他社特許等を調査した結果からも、抵触することは無

いと考えられる。一方、ジャイロセンサによる視点操作など、当製品の独自技術については、リバー

フィールド株式会社の先行製品である EMARO の関連特許にてカバーできることを確認した。 

 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 

 機構および基本原理については権利化を図るが、ソフトウェアの詳細なアルゴリズムについてはブ

ラックボックスとする。また今後、外装デザイン等の意匠出願や製品ロゴの商標出願も検討、実施す

る。 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

 本製品およびリバーフィールドの先行製品 EMARO に関する基本特許にて差し止めることが可能で

ある。 

 

 3) 開発戦略検討状況  

 開発リスクの明確化と対応 

 本製品に先駆けて開発・上市を行った、リバーフィールド社の空気圧駆動内視鏡ホルダ EMARO の

知見を直接的に生かすことができるため、効率的な技術開発および評価が可能である。安全試験の規

格対応やリスクマネジメント活動などには特に有効となっている。 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

 薬機法にもとづく一般的名称による製品分類、および数ある先行製品等の情報にから、クラスⅠで

あることを確認するとともに、PMDA にも全般相談を行った。 

 

 4) 販売戦略等  

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

 リバーフィールド社の先行製品である EMARO の販売チャネルを活用予定である。製品生産につい

ては、本体部の製造は TSS 社において対応可能、滅菌部品である消耗品は EMARO で実績のあるホギ

メディカル社を活用することが可能である。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

 リバーフィールド社の先行製品である EMARO にて実績のある、医療機器修理ディーラーとのネッ

トワークを活用して実施する。 

 QMS 等の品質保証体制 

 リバーフィールド社の製造販売体制において、製造業者をはじめとした部品供給メーカーを管理監

督する。 

 広報・普及計画 

 リバーフィールド社が中心となり、製品のプレマーケティング活動を継続する。また製品の薬事登

録後には、主たる医学系学会における製品展示や、キードクターにおける臨床例報告のセミナー等を

積極的に実施する。 
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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将来的な海外展開 

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。 

①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。 

 

知財 

①海外出願資金 

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。 

①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。 

 

技術 ・

評価 

①安全試験 

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。 

②アクティブホールダの可動範囲 

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。 

③内視鏡の取り付け方法 

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。 

④制御方法 

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。 

①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。 

その他

事業化

全般 

①生産体制の整備 

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。 

②メンテナンス方法の策定 

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。 

①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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1.6 平成 27 年度委託事業の成果概要 

(1) 委託事業の事業概要 

平成 27年度は、アクティブホールダの量産試作を実施する。当該アクティブホールダについて量産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、電気等安全試験・商品性確認試験を行う。 

 

 

(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 

アクティブホールダ 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 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 アクティブホールダの量産試作機の開
発 

 2 年目までの開発で基本性能を達成した

上で、さらなる小型化、軽量化に加え、

外観デザインと機能性の両立、コストダ

ウンを追求した量産試作機バージョン

を開発する。リバーフィールド㈱におい

て量産試作機の基本設計を実施し、㈱

TSS において詳細設計を行う。 

 ㈱TSS において、各要素部品の組み立て

を行い、量産試作機 4 台の空気圧駆動ア

クティブホールダを完成させる。リバー

フィルド㈱において、量産試作機に制御

基板の実装、東京工業大学で提案された

制御方法に基づいた制御プログラムの

実装などを行い、基本動作確認を行う。 

 部品機能の事前検証による開発期間短

▶ 

 2 年目までの開発で基本性能を達成した上で、

さらなる小型化、軽量化に加え、外観デザイン

と機能性の両立、コストダウンを追求した量産

試作機バージョンを開発し、量産試作機 1 号機

のアーム部の設計が完了した。本体部について

は現時点で開発中である。 

 ㈱TSS において、各要素部品の組み立てを行

い、動物実験他のフィードバックを取り入れな

がらさらに 2 台の空気圧駆動アクティブホー

ルダのアーム部が完成した。また、1 台の本体

部分が近く完成する。 

リバーフィルド㈱において、2 台目の量産試作

機に制御基板の実装、東京工業大学で提案され

た制御方法に基づいた制御プログラムの実装

などを行い、基本動作確認を行った。 

 3D プリンタ（樹脂化による小型/軽量化/低価格

化の実現のため樹脂造形用 3Dプリンタと金属

▶ 

制御用マイコンを開発すること。 

量産試作機全体の完成後、各開発協力機関に

依頼し、電気安全試験など、医療機器として

の環境適合性や安全性評価を行うこと。 
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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 

縮、カバー関係のデザイン性追求のた

め、3D プリンタ（樹脂化による小型/軽

量化/低価格化の実現のため樹脂造形用

3D プリンタと金属対応の 3D プリンタ

（ロストワックス工法の活用））を中心

とした設計支援システムを活用する。 

 軽量・小型化と強度・耐久性能の両立お

よび開発期間短縮のため、応力解析ソフ

トを活用する。 

 制御器には昨年度開発したマイコンを

改良したものを用いる。リバーフィール

ド㈱において市販化のために電気安全

試験にクリアできる制御部、バルブボッ

クス部を開発し、リスクマネジメント評

価を実施する。 

各開発協力機関に依頼し、電気安全試験な

ど、医療機器としての環境適合性や安全性

評価を行う。 

対応の 3D プリンタ（ロストワックス工法の活

用））を中心とした設計支援システムを活用し、

カバー関係や新機構部を中心に開発期間短縮

に貢献している。 

 応力解析ソフトを活用し、アーム部の形状や板

厚などを最適化することで、軽量・小型化と強

度・耐久性能の両立および開発期間短縮に貢献

している。 

制御器には昨年度開発したマイコンを改良したも

のを用いることができないことが判明した。新型

マイコン開発に向け、パソコン版にて仕様を詰め

ている。 

②量産試作機の制御方式の策定 
 量産試作機の制御方法の改良を行う。制

御方法の変更、制御パラメータのチュー

ニングなどにより、動作に滑らかさの向

上を実施する。 

制御器には昨年度開発したマイコンを用い

る。市販化のために電気安全試験にクリア

できる制御部、バルブボックス部を構築し、

リスクマネジメント評価を実施する。 

▶ 

 量産試作機の制御方法の改良を行った。起動時

初期設定時間短縮のため、絶対位置測定可能な

制御方法の変更を行っている。制御パラメータ

のチューニングなどにより、動作に滑らかさの

向上を実施した。 

制御器には昨年度開発したマイコンを改良したも

のを用いる予定であったが、要求される制御を行

うためには容量の関係から不可能であることが判

明した。現段階ではパソコンベースのもので仕様

を詰めている段階である。市販化のために電気安

全試験にクリアできる制御部、バルブボックス部

を構築中である。 

▶ 

マイコン制御器開発に向け、パソコン版にて

仕様を詰めること。 

市販化のために電気安全試験にクリアできる

制御部、バルブボックス部を構築し、リスク

マネジメント評価を実施すること。 

③アクティブホールダ量産試作機の評価 

 量産試作機の評価を in vitro、in vivo 実

験にて行う。試作した最新のホールダに

制御を実装したものを、東京医科歯科大

▶ 

 改良 2 次試作機の評価を in vitro、in vivo 実験

にて行った。試作した最新のホールダに制御を

実装したものを、東京医科歯科大学生体材料工

学研究所に持ち込み、ユーザーである医師の立

▶ 

・改良 2 次試作機の評価実験結果をハードお

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こと。 

・量産試作機の評価を in vitro、in vivo 実験
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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 

学生体材料工学研究所に持ち込み、ユー

ザーである医師の立ち会いの下、ドライ

環境および動物実験でその基本動作を

確認し、複数の医師に操作性等ヒアリン

グを実施、上市に向けた最終的な改良点

を見出すとともに、プレマーケティング

活動へと繋げる。 

実験においてはなるべく手術現場と近い

環境を実現する。昨年度リースした電気メ

ス等に加え、3D 内視鏡をリースし、in vivo、

in vitro 実験を実施し、手術室での全体の機

器配置の確認、電気メスのノイズの影響等

の調査を実施する。 

ち会いの下、ドライ環境および動物実験でその

基本動作を確認し、複数の医師に操作性等ヒア

リングを実施、上市に向けた現時点での改良点

を見出した。 

 実験においてはなるべく手術現場と近い環境

を実現できている。電気メス等に加え、3D 内

視鏡をリースすることで、in vivo、in vitro 実

験を実施し、手術室での全体の機器配置の確

認、電気メスのノイズの影響等の調査を実施し

ている。 

完成度の上がった量産試作機において医療機関へ

の持ち込みを行い、最終的な改良点の洗い出しお

よびプレマーケティング活動を行っている。 

にて行うこと。 

完成度の上がった量産試作機を様々な医療機

関へ持ち込み、プレマーケティング活動を継

続する。 

④プロジェクトマネジメント 
 再委託先も含めた事業全体の進捗面お

よび会計面を含む事業管理を TSS にて

実施する。 

 本事業の確実な実用化のために、医療機

器ベンチャー企業等への支援実績が豊

富な株式会社ジャフコの橋爪克弥氏に

アドバイザーとして支援頂く。 

 本事業の実用化を促進するため､開発で

得られた新たな技術を知的財産として

権利化する準備を､リバーフィールドが

主体となり、弁理士事務所の支援を受け

て行う。 

販売体制の確立、広報活動についてはリ

バーフィールドが主体となり検討・実施す

る。 

▶ 

 再委託先も含めた事業全体の進捗面および会

計面を含む事業管理をTSSにて実施している。 

 本事業の確実な実用化のために、医療機器ベン

チャー企業等への支援実績が豊富な株式会社

ジャフコの橋爪克弥氏にアドバイザーとして

随時支援いただいている。 

 本事業の実用化を促進するため､開発で得られ

た新たな技術を知的財産として権利化する準

備を､リバーフィールドが主体となり、弁理士

事務所の支援を受けて検討中である。 

販売体制の確立、広報活動についてはリバーフィ

ールド内で検討中である。 

▶ 

 本事業の実用化を促進するため､開発で得

られた新たな技術を知的財産として権利

化する準備を､リバーフィールドが主体と

なり、弁理士事務所の支援を受けて継続す

る。 

 

⑤薬事申請 
薬事申請の準備をリバーフィールドにて

行う。 

▶ 

薬事申請についてはリバーフィールド内で準備中

である。 ▶ 

薬事申請についてはリバーフィールド内で準

備を継続する。 
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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 

   

   

   

機器スペック・

ビジネスモデル 

機器スペック・

ビジネスモデル 

ボディタイプ：スタンドアローン型を採

用」 

ボディタイプ：ベッドクランプ型を採用 邪魔にならないコンパクトな構成を要求

する医療ニーズに応えるため。 

エンコーダー：インクリメンタルエンコー

ダーを使用 

エンコーダー：アブソリュートエンコーダ

ーを使用 

初期設定の簡略化を要求する医療ニーズ

に応えるため。これにより使用前毎回の初期

化操作を不要とできる。 

   

事業化体制 製販企業：株式会社 TSS 製販企業：リバーフィールド株式会社 コア技術である空気圧駆動技術を有する

リバーフィールド株式会社設立に伴い、製販

企業を変更した。 

事業管理機関：国立大学法人東京工業大学 事業管理機関：株式会社 TSS 製品開発段階に入ったため、プロジェクト

マネジメントを企業に移行させることで、開

発体制を強化した。 

   

事業化計画（開

発･薬事・上市

スケジュール） 

   

   

   

 

(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 クラス確認のため、PMDA 相談を受けるように 薬事戦略相談の個別面談(無料)を申し込むも、内視鏡ホルダはクラ

ス 1 の実績あるためと相談不可能だった。次いで簡易相談の申請を行

うも、クラス 1 なので相談不可能だった。 

  

  

知財   

  

  

技術・評価 2 年目までに開発したマイコン流用を行えるよう検討すること 極力流用しようと検討したが、機能追加等による容量拡大のため、

大幅変更が必要となった。 
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領域 指摘事項 対応 

  

  

その他事業

化全般 

  

  

  

 

(3) 採択・継続条件への対応状況 

採択条件 対応状況 

（26年度継続条件） 

・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。 

・事業化を見据えて、企業主導の製造等に係る知財戦略を検討すること。 

 

（26年度継続条件への対応） 

・複数の臨床施設でのニーズ調査を行うよう、計画を追加。 

・企業主導での知財戦略立案を追加。リバーフィールド株式会社主体と

なり、知財戦略を立案。 

（27年度継続条件） 

・開発機器の範囲について事務局と協議を行ったうえで、平成 27 年度実

施計画の策定を行うこと。 

開発するバージョンを 1つに絞り、上市の早期化を行うこと。 

（27年度継続条件への対応） 

開発するバージョンを 1つとし、開発を加速するよう計画を変更。 

  

  

  

 

1.8 平成 28 年度以降の以降の事業化計画 

28 年度は本事業にて開発した試作機を元に、製品としての作り込みを行う。同時に販売、メンテナンス体制の構築を行い、上市に向けた準備を整え

る。 

(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  国内薬事申請、CE マーク申請の準備 

  

  

知財   

  

  

技術・評価  アクティブホールダの組み込み制御基板および空気圧バルブユニットの改良 
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領域 検討・実施すべき事項 

 医用電気機器の EMC 規格および安全規格への適合 

 量販試作および製造ラインの構築 

その他事業

化全般 

 製品の販売およびメンテナンス体制の構築 

 製品のプレマーケティングおよびプロモーション活動の継続的な実施 
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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 

(1) 自己評価結果 

A：当初目標を上回る成果を得た。 

 

(2) 自己評価理由 

・医療ニーズを深耕すること、また、先行品発売のメリットを活かし、当初計画より遅れたものの、

よりニーズを捉えた製品開発を行うことができたと考える。また、上市遅れも市場成熟を待てると

いう意味を持ち、事業上のマイナスにはならないと考える。 

・量販試作機は完成しており、正常に動作し、コンパクトな構成とスムーズな動作に医師からの 

評価も高い。 

・医療ニーズを捉えることで当初想定より要求性能を高めたため、先行製品 EMARO を含め他製品と

の棲み分けは明確となった。一方、マイコンの再作成が必要となり上市時期は延期となった。 

・先行製品 EMARO によって空気圧駆動技術に対する市場理解が促進されるため、市場の成熟を待つ 

という観点からは、本製品の上市延期の影響は、プラスに働くと考える。 
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(3) チェックリストによる自己評価結果 

 
 

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 

 

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。 ○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。 ○十分
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。 △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。 ○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。 ○十分
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。、 ○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）。 該当せず
ビジネスモデルに対応した業許可を持っていますか。 ○十分
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。 ○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。 ○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。 ○十分
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。 △一部

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。 ○十分
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。 ○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。 ○十分
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。 ○十分
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。 ○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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1.10 事業に関する連絡窓口 

株式会社 TSS 医療機器事業部 

〒144-0031 東京都大田区東蒲田二丁目 29番 4号 

電話: 03-3739-0010 / FAX: 03-3739-6025 / E-mail: k.igasaki@tss-group.net 
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2. 本編 

2.1 委託事業終了時に完成した試作品の詳細 

2.2 平成 27 度委託事業の成果詳細 

2.2.1 アクティブホールダの量産試作機の開発（TSS、リバーフィールド） 

(1) 実施内容 

 ２次試作機で基本性能を達成した上で、さらなる小型化、軽量化に加え、外観デザインと機能

性の両立、コストダウンを追求した量産試作機バージョンを開発する。リバーフィールド（株）

において量産試作機の基本設計を実施し、（株）TSSにおいて詳細設計を行う。 

 （株）TSSにおいて、各要素部品の組み立てを行い、量産試作機２台の空気圧駆動アクティブ

ホールダを完成させる。リバーフィルド（株）において、量産試作機に制御基板の実装、東京

工業大学で提案された制御方法に基づいた制御プログラムの実装などを行い、基本動作確認を

行う。 

 部品機能の事前検証による開発期間短縮、カバー関係のデザイン性追求のため、3Dプリンタ

（樹脂化による小型/軽量化/低価格化の実現のため樹脂造形用３Dプリンタと金属対応の３D

プリンタ（ロストワックス工法の活用））を中心とした設計支援システムを活用する。 

 軽量・小型化と強度・耐久性能の両立および開発期間短縮のため、応力解析ソフトを活用する。 

 制御器には昨年度開発したマイコンを改良したものを用いる。リバーフィールド（株）におい

て市販化のために電気安全試験にクリアできる制御部、バルブボックス部を開発し、リスクマ

ネジメント評価を実施する。 

 専門機関に依頼し、電気等安全試験を実施する。 

 各開発協力機関に依頼し、電気安全試験など、医療機器としての環境適合性や安全性評価を行

う分析試験関連費を計上する。 

 

(2) 現時点での達成状況（計画変更理由を含む） 

26 年度に試作した量産試作機バージョン１において臨床実験を行った。2 次試作機と比べて格段に操

作性が向上したが、幾つかの問題点も指摘された。そこでさらなる改良開発を行い、量産試作機バージ

ョン２を試作した。その概要を以下に示す。 

 

図-2.2.1.1 量産試作機バージョン１外観 
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図-2.2.1.2 量産試作機バージョン２外観 

 

図-2.2.1.1 はバージョン１を、図-2.2.1.2 は新たに試作した量産試作バージョン２の外観を示している。

臨床実験の結果は良好であったが、担当医から幾つかの問題点や要望点が指摘された。また、軽量化の

観点から機構の見直しも行うことにしバージョン２の開発を行った。 

バージョン１及びバージョン２のスカラ部には前年度の報告書に記載しているクロスローラーベアリ

ングを採用しており、動作に関しては臨床医からも問題なしとの感想を頂いている。バージョン２では

各リンクに強度を劣化させない範囲での肉抜きを実施し、軽量化を図っている。 

 

また、制御ソフトウェアの改良過程で、開発したマイコン基板（図 2.2.1.3）の演算処理能力の不足や、

メンテナンス用 PC 端末との通信品質不良の問題が判明し、組み込みシステムの再開発が必要となった。

これに伴い安全試験および EMC 試験に向けて進めていた予備検証を中断し、システム評価を約７カ月

遅らせるという計画変更を行った。 

 

図 2.2.1.3 昨年度開発したマイコン基板（シングルコア、Non-OS システム） 

 

 

(3) 今後検討・実施すべき課題 

組み込みシステムアーキテクチャの改良を行い、制御基板を再開発した後、各種試験・検証を再開す

る。 
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2.2.2 量産試作機の制御方式の策定（東京工業大学、リバーフィールド） 

(1) 実施内容 

 量産試作機の制御方法の改良を行う。制御方法の変更、制御パラメータのチューニングなどにより、

動作に滑らかさの向上を実施する。 

 制御器には昨年度開発したマイコンを用いる。市販化のために電気安全試験にクリアできる制御部、

バルブボックス部を構築し、リスクマネジメント評価を実施する。 

(2) 今後検討・実施すべき課題 

CPU の再選定を行う等、より強力な計算能力を有する制御基板を開発するとともに、制御演算におけ

る計算量を軽減できるようアルゴリズムの改善が求められる。 

 

 

2.2.3 アクティブホールダ量産試作機の評価（東京医科歯科大学） 

(1) 実施内容 

 量産試作機の評価をin vitro、in vivo実験にて行う。試作した最新のホールダに制御を実装した

ものを、東京医科歯科大学生体材料工学研究所に持ち込み、ユーザーである医師の立ち会いの

下、ドライ環境および動物実験でその基本動作を確認し、複数の医師に操作性等ヒアリングを

実施、上市に向けた最終的な改良点を見出すとともに、プレマーケティング活動へと繋げる。 

 実験においてはなるべく手術現場と近い環境を実現する。昨年度リースした電気メス等に加え、

３Ｄ内視鏡をリースし、手術室での全体の機器配置の確認、電気メスのノイズの影響等の調査

を実施する。 

 

(2) 現時点での達成状況（計画変更理由を含む） 

ドライボックスを用いた in vitro 環境における評価実験を行った。はじめに、内視鏡画面を見ながら

頭部運動指令により内視鏡視野を移動させ、図 2.2.3.1 に示す 4 箇所の注目対象を順次画面視野の中

央に捉えていくタスクを行った。図 2.2.3.2 はそのときの応答結果である。操作者の頭部動作による

不規則な入力に対しても、良好な追従性を有していることが分かる。概ね操作者が意図した通りの視

野移動を行えることを確認した。 

また、図 2.2.3.3 に示すように肝胆膵外科の医師が操作を行い、基本動作の確認を行った。タスク

としては、ブロック移動を実施した。外科医からは、操作の滑らかさについて高い評価を得た。また、

頭部に装着するジャイロセンサを無線化したことは、運用上とても有効であるとの評価を得た。 

一方で、二つのジャイロセンサを用いて、一つは左右と上下、もう一つで前後操作を行う方法は、

慣れが必要であり、運用上課題があるとの指摘を得た。上下と前後の動作の切り分けが難しく、操作

図 2.2.3.1 注視点移動タスク 
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者は前後動作を意図しているのに、内視鏡が上下してしまう干渉の影響が見られた。この問題の解決

には、ソフト的にジャイロセンサの値に閾値を設け、値が小さい時には動作しないように設定する、

および根本的に操作方法を変えることが考えられる。操作方法の変更としては、前後動作はフットス

イッチやハンドスイッチを用いるなどの方法が想定される。 

また、頭部の動作とアームの動作の速度比はソフト上で設定可能であり、どの値が適性か調査した。

肝胆膵外科の医師 5 名は、5 段階設定の遅い方の設定が適しているとの意見が多かった。一方、大腸外

科の医師 5 名からは、速い設定が好ましいとの回答を得た。速度比の設定については、対象部位、術

式によって初期設定を大きく変える必要があるとがわかった。 

 

 
図 2.2.3.3 in vitro 評価実験の様子 

図 2.2.3.2 頭部運動操作時のアーム先端速度の時間応答 
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図 2.2.3.4 動物実験におけるセッティングの確認 

 

 

図 2.2.3.5 動物を用いた実際のタスク（胆のう摘出術）での評価実験の様子 

 

図 2.2.3.4 は、動物実験においてアクティブホールダのベットレールへのクランプ場所と動作範囲に

ついて確認を行った際の様子である。はじめに、肝胆膵外科の医師の立ち会いの下、最も症例数が多い

胆嚢摘出術を想定した配置について検証を行った。その結果、開発したアクティブホールダは十分な可

動領域があることがわかった。また、大腸外科の医師においても同様の確認を実施し、可動範囲が十分

確保されていることを確認した。 

図 2.2.3.5 は、臨床と同様な手技として、豚を用いた胆嚢摘出術を実施した際の様子である。臨床経

験が豊富な肝胆膵外科 2 名が、アクティブホールダを用いて手技を行った。その結果、アクティブホー

ルダは良好に動作することを確認した。画面のぶれがないこと、スコピストがいなくとも手技が滞りな

く実施できることなど、本アクティブホールダの有効性が明らかとなった。特に、市販化された内視鏡

操作システム EMARO において、内視鏡挿入孔の上に機構があるため一部の手技で鉗子操作の邪魔とな

る問題が解決されていることを確認した。 

 

 

(3) 今後検討・実施すべき課題 

ドライボックスおよび動物を用いた評価実験より、ジャイロセンサの無線化は運用上非常に有効である

ことが確認された。しかし、二つのジャイロセンサで前後、左右、上下の三つの操作を実現することは、

トレーニングが必要であることを確認した。製品化のためには、前後動作をジャイロセンサ以外で実施

することを検討する必要がある。 

 また、内視鏡操作システム EMARO に実装している、医師が自身の手でホールダを動作可能な機能は、

アクティブホールダでもニーズが高く、今後実装を検討する必要がある。 


