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制度名 医療福祉機器技術研究開発 事業名 心疾患診断・治療統合支援システム 

事業の概要 多様な情報を非侵襲で獲得可能な MRI のモニタ下で，主に虚血性心疾患
に対する診断と低侵襲な治療を統合的に支援するシステムを開発すること
で，手術成績・患者のQOL の向上，総合的な医療コスト低減を可能にする．
(事業の類型：１．革新的技術シーズ発掘段階) 

１．国の関与の必要
性・制度への適合
性 

医療機器の開発は、人間の生命に係る分野であることから、非常に高い
安全性・信頼性が求められ、特に新規性の高い技術は、資金、開発期間
等、非常に多大な開発コストを要する。一方臨床上の効果等が評価でき
ない開発前段階では、診療報酬上の取り扱いは明確にできず、このよう
な償還の不確実性は開発を進める上で大きなネックになっている。 
したがって、革新的な技術開発により、国民の健康寿命延伸に資すると
ともに、国際的な競争力を強化するためには、様々な関連施策と併せて、
産学官が結集し、役割分担と連携体制を明確化しつつ、国のプロジェク
トとして一体的に推進することが必要である。 

２．事業の背景・目
的・位置づけ 

西暦 2020年には全人口の 3分の１を 65歳以上が占めるという高齢化社
会において、低侵襲手術による入院期間短縮とそれに伴う医療コスト削
減が当該事業の目的であり、術中にＭＲＩおよび超音波による撮像を行
うとともに、これと複合して心疾患を治療対象とした操縦型マニピュレ
ータを含むトータルシステムの開発を行う。 

３．事業の目標 
（全体目標） 

MRI モニタ下で光学内視鏡・超音波スキャナを併用し各種画像情報を
術中に獲得・提供しながら，MRI と干渉しない操縦型マニピュレータ
により医師の心疾患治療を支援する診断・治療統合支援システムの開発
を目標とする． 

４．事業の計画内容 
(単位：百万円) 

H11fy H12fy H13fy  H14fy H15fy   総 額 
 (5 年間) 

当初計画額(提案書) 45 264 166 132 93 699 

年度別予算(節約前) 44 119 119    
年度別予算(節約後) 44 114     

 一般会計 44 114 66    

  特別会計(電特) － －      －          
  特別会計(石特) －     － 52    

 特別会計(エネ高) －     － －    

  総予算額（計） 44 114 119    
省内担当原課 工業技術院医療福祉機器技術研究開発調整室(開始時) 

商務情報政策局サービス産業課医療福祉機器産業室
(現在) 

運営機関 新エネルギー・産業技術総合開発機構 
委託先 技術研究組合医療福祉機器研究所 

（分担企業 (株)日立製作所，瑞穂医科工業(株)） 
再委託先 杏林大学 

  研究開発体制 
 
(実態に併せて記載) 

共同研究先 なし 
５．実用化，事業化

の見通し 
プロジェクト終了後には，臨床試験に移行可能と考えている．また MR
適合性による差別化で事業性は十分にあると考えている． 

６．今後の展開 終了時より臨床評価向け開発を開始し，臨床医の評価を元に製品化設計を
行い臨床試験・医療機器認定を経たのち製品化を行う． 
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７．中間・事後評価 事前評価時に定めていないが，以下のように考えている． 
中間では最終目標に対する中間段階としての達成度を，見通しを含めて
評価．事後は提案時の実施計画記載の目標値に基づいた定量評価．特に
最終評価にあたっては，ユーザ(医師ら)による試用実験を通じた評価を
希望． 

８．研究開発成果 特許(出願)数：4(4)，査読論文数：1，新聞発表数：0 
基本計画の変更 (該当せず 但しマニピュレータ仕様は見直しを

実施した) 
変更内容 (同上) 

９．情勢変化への対
応 

評価履歴 (該当せず) 
10．今後の事業の方

向性 
中間評価結果に基づき事業の方向性検討を行う。 

    作成日 平成１３年１０月１５日 
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「心疾患診断治療統合支援システム」（中間評価） 
評価概要（案） 

 
【総論】 

1. 総合評価 

個々の要素技術の開発については極めて時宜を得た、優れたものもあるが、

冠動脈手術を目的とするのは、目的達成が困難なばかりでなく安全性、低侵襲

性などから考えても NEDO が関与する必要性が少ないように思われる。また、

MRI を利用する意義も認められない。 
従ってもう一度プロジェクトを根本的に見直すことが必要である。 
具体的には、疾患対象を、心臓の拍動下のバイパス手術を離れて、他の動か

ない臓器（肝臓、腎臓など）を対象とした研究に変える事が必要である。 
 

2. 今後の研究開発の方向性等に関する提言 
本プロジェクトを現行のとおり推進してもニーズがあるとは考えられず、計

画変更が必要である。 
具体的には、疾患対象を、心臓の拍動下のバイパス手術を離れて、他の動か

ない臓器（肝臓、腎臓など）を対象とした研究に変え、その後に、リスクの高

い心臓の手術に移行する。現実に、外国ではロボットの心臓手術で、医療訴訟

が起き始めており、人間の『命』に関わる開発研究である以上、このようなア

プローチをとるのが普通である。これまで開発した要素技術を利用して、オー

プン MRI を利用した内臓低侵襲手術の開発への見直しをすれば立派な成果が

得られると思われる。 
或いは、マニピュレータの開発に特化し、より開発を促進すれば、今後の我

が国の治療機器の国際競争力に貢献できると考えられる。しかし、その場合は

開発の重要性、緊急性に乏しく、また、MRI を使用しない場合には、すでに

市販されているシステムと比べて大きな違いはなく、国家的プロジェクトとし

て取り上げる意義が認められなくなるとの意見もあった。 
今後、本プロジェクトのような技術開発を計画、推進するにあたっては、当

該分野の専門医であり、かつ市中病院など第一線の現場で多数の症例をこなし

ている臨床医から適切に知見を得ることが、社会的ニーズ（将来性も含めて）

や臨床現場のニーズを知る上でも重要である。 
 
【各論】 

1. NEDO の関与の必要性・制度への適合性に関する評価 

オープン MRI と内視鏡などを組み合わせた内臓手術、及びマニピュレータ

ーを使用した手術は国際競争の観点及び、緊急性、開発コストの観点から、
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NEDO の関与が適当だと思われる。 
また、我が国に於いて、心疾患、特に虚血性心疾患は急増しており、その治

療法の一つである冠動脈バイパス手術を患者、医師両者にかかる負担を少なく、

安全に施行する技術の開発は国民的、世界的要請である。このような技術の開

発は極めて公共性、重要性、緊急性が高いうえに、民間では十分な成果があげ

られないと考えられるので、NEDO などの公的機関が開発を主導する点には

意義が認められる。 
しかし、手術という治療行為に係る開発研究である以上、患者の『命』が関

与する問題であり、現状の手術より優れた事が多く見出されなければならない

が、本事業では以下のような問題点がある。 
①オープン MRI 下のマニピュレーターによる手術を、心臓バイパス手術に

適用することについては、現時点では MRI の必要性は見いだせない。 
②心臓バイパス手術にマニピュレーターを使用することついては、現時点で

は医師の手による方が安全であり、費用も格段に安い。また、本装置によ

って画期的に低侵襲になるとも考えられない。 
 

2. 事業の背景・目的・位置付けに関する評価 

オープン MRI 下でマニピュレーターを用いて低侵襲手術を行うことは、現

時点の時代背景から一般的には妥当と思われ、オープン MRI 下の内臓低侵襲

手術法開発という意味では意義があると考えられる。また虚血性心疾患は急増

しており、その治療法の一つである冠動脈バイパス手術を支援する技術の開発

は、時代の要請に適うものである。 
しかし、オープン MRI 下でマニピュレーターを用いて低侵襲手術を心臓の

バイパス手術に適用することは現時点では周辺技術の完成度に無理があり、政

策課題の解決に多くの課題が残っている。 
 

3. 事業の目標に関する評価 

医療の現場（心臓外科の拍動下バイパス手術とロボット心臓手術）で実際何

が問題であるかが全く理解されていないでプロジェクトが行われている。従っ

て、開発目標の設定には問題があり、適切な指標が設定されているとは考えら

れない。 
オープン MRI を利用する必然性も示されておらず、実施者が予測するほど

将来的に「術中 MRI モニタリング下で動作する操作マニピュレーターシステ

ムによる低侵襲冠動脈バイパス術」がそれほど普及するのか疑問である。また、

このような手術は、医療費についても従来と比較して増加する可能性もある。 
心臓以外の適当な臓器を選んで、もう少し一般的にオープンＭＲＩ下で有効

に使用出来る装置の実用化に向けて、目的・指標を再検討した方がよいように
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思われる。 
 

4. 事業の計画内容に関する評価 

da Vinci が出た後に、da Vinci と同等な性能をもつ装置の開発を目指し、か

つ差別化のために MR 適合性を持たせるというのは、対応が後手にまわって

いるような印象は避けられない。 
また、MRI を使用することの妥当性も認められない。超音波システムと内

視鏡のシステム全体の中での目的、役割も明確ではない。 
開発体制については、現場からかけ離れたシステムの開発になっていること

から、実施者として参加している専門外科医の意見が適切に反映されていない

と考えられる。また、開発委員会に心臓・血管外科医が参加しているが、これ

らの委員の意見も適切に反映されているとは考えにくい。 
しかし、一般的な低侵襲手術を考えた場合、これまでの研究成果は妥当で、

オープン MRI 下の手術に関する基盤的な技術開発としては広く利用できる可

能性がある。 
 

5. 研究開発成果に関する評価 

基本設計段階で、まだ試作要素の性能等の詳細が提示されていないので具体

的成果については評価が困難であるが、開発計画には準拠している。 
要素技術については先進性が認められるとともに、将来性についても一般内

臓手術の低侵襲性、安全性の向上は時代の要請であり、一般的に利用されるよ

うになるであろう。 
しかし、心臓バイパス手術については、広く実用化されるには解決しなけれ

ばならない課題が多くある。また、現在までに関わっている研究員がロボット

による心臓手術を理解しているとは思えない。 
もっと多くの臨床家の意見を聞くべきであり、他の領域で成果をあげた上で、

将来最も困難な冠動脈領域に挑むべきである。 
論文数や広報などについても十分とは言えない。 

 

6. 情勢変化への対応に関する評価 
技術動向や社会・市場ニーズの変化は今後、時間とともに変化すると思われ

るが、その以前に、実施者は現状の心臓バイパス手術に関する認識を充分有し

ているとは思えない。また、報告内容が現実の事実ではない事が多く見られた。

これはプロジェクト推進においては、大きな問題である。 
当初から心臓バイパス手術を目標とするのは無理があり、他の臓器で実績を

挙げた後に、心臓バイパス手術に着手する等計画の大幅な変更が必要である。 
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7. 実用化、事業化の見通し（実用化のイメージ）に関する評価 

現在の世界的な最高レベルをもってしても、実用化はかなり困難である。 
現在、或いは近い将来のオープン型 MRI の精度、分解能は本事業の目的を

達成するには、不十分であること、及びマニピュレーター使用による手術時間

の大幅な延長などから見て、実用化はほとんど見込めない。開発目標や計画の

変更、社会的ニーズなどから総合的にみると、産業技術としての見極めが十分

にできているとは言い難い。 
現状のままでは臨床的ニーズは認められないが、オープン MRI 下で使用可

能な超音波診断装置や手術操作用マニピュレーターの開発などについては、将

来的には比較的大きい臓器、器官（消化器、整形外科、心臓弁など）に利用で

きる可能性はある。 
 

8. 今後の展開（実用化までのシナリオ）に関する評価 

MRI が所要の精度、分解能を満足させるに十分であったとしても、システ

ムのコストは非常に高いうえに、短時間手術が必要な冠動脈バイパス手術に、

現状では手術時間がより長時間となるマニピュレーターを利用するという問

題もあり、普及するにはまだ時間が必要である。心臓手術と言う特殊な分野で

は患者の生命がかかっている以上、臨床で行うのは、大変なハードルを越えな

ければならない。実用化されたとしても普及には時間がかかると思われる。 
疾患対象が、動かない肝臓、腎臓などの臓器であれば、心臓と比較して、短

時間に手術を行う必要性は高くなく、MRI 下で行う手術という観点からも、

その意義は見出せると考えられる。 
導入普及や経済効果等の見通しについてはもう一度検討し、また対象臓器の

妥当性については心臓外科関連の専門家に広く意見を募るなどして、計画を見

直すことも必要なのではないか。 
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