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制度名 医療福祉機器技術研究開
発 

事業名 内視鏡等による低侵襲高度手術支援シス
テム 

事業の概要 (1)術中の十分な視野情報等を提供する高機能内視鏡システム、(2)手術中に手
術部位の３次元的位置情報を提供するDVT(Digital Volume Tomography)X
線撮像システム、(3)術者による素早い動作が可能で、同時に精密で複雑な操
作機能を併せ持つ腹腔内等に用いる手術用器具、(4)これら種々の術中機器の
情報を統合して交換し、正確な手術計画の立案・実施を支援する手術誘導シ
ステム、の開発を行う。 

１．国の関与の必要

性・制度への適合

性 

個別の技術・装置を開発しても単独では容易に臨床上十全な機能を発揮でき
ず、装置技術とそれを臨床で利用する医療技術とを並行に開発する必要があ
るなど、技術的・市場的な将来の不確実性のゆえに、民間企業が独自で開発
投資を行うのが困難なためである。 

２．事業の背景・目

的・位置付け 

低侵襲手術は患者の身体的負担が少ないので、高齢者等の回復力の弱い患者
に効果的で、入院期間の短縮や医療費削減にも有効である。しかし、術中の
視野が狭い、器具の発達が遅れている、術者に高度な技術を要求する等の理
由で普及が遅れている。本事業は低侵襲手術法の普及、確立および患者の早
期回復に資することを目的とする。 

３．事業の目標 
（全体目標） 

手術計画の立案、術中変更、術者誘導を可能とし、低侵襲で多様な高度手術
を実現する手術支援システムを開発する。また、的確な術者誘導および微細
操作実現に向けて、疾患局部の位置情報を提供する DVT 撮影システム、体
内精微情報等を提供する内視鏡システム、多自由度、高操作性を有するマニ
ピュレータおよび術前、術中の手術機器の位置や画像情報等の統合管理する
手術誘導システムを開発する。 

４．事業の計画内容 
(単位：百万円) 

H１２fy H１３fy H１４fy H１５fy H１６fy 総 額 
(5 年間) 

当初計画額（提案時） 70 180 210 205 185 850 
一般会計 80 120     
特別会計（電特) 0 0     
特別会計（石特） 0 0     
特別会計(エネ高) 0 0     
総予算額（計） 80 120     

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課 
産業技術環境局研究開発課（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 医療福祉機器研究所、㈱東芝、旭光学工業㈱ 

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 

各研究開発項目それぞれについて、当初計画通り実用化、事業化が可能でで
ある。 

６．今後の展開 市場状況に対応しつつ迅速確実に実用化するため、各研究開発項目を個別に

製品開発し、順次、高度手術支援システム製品として統合して行く。 

７．中間・事後評価 プロジェクトの 3 年目に中間評価を行い、5 年間の研究開発期間終了後に事
後評価を行う。 

８．研究開発成果 特許（出願）数：7（7）、査読論文数：1、新聞発表：3  
学会口述発表：4、展示会：3、雑誌記事：1、・テレビ放映：1 

９．情勢変化への対応 基本計画の変更  



３ 

「内視鏡等による低侵襲高度手術支援システム」 

（中間評価）評価概要（案） 

 

１．プロジェクト全体に関する評価 
１．１ 総論 

１）総合評価 
わが国の産業界が比較優位をもつロボット、精密機械、制御技術を利用し、国内だけ

でなく国際的にも需要が期待される医療産業分野の国際競争力を高めるプロジェクトで

ある。医療現場において必要な機器・技術を選択したこと、限られた開発予算の中で優

先順位をつけ、世界に通ずる独創性のある成果が得られており、市場性も高く、低侵襲

治療分野のみならず、応用範囲が広いことなどが評価される。  

今後とも臨床医師、関係者から広く意見を聞き改良を加えることが重要である。手術

誘導システムやトータルシステムについては、目標設定や商品化イメージに乏しい面が

見受けられ、ことに普及時のコストや経済効果に関する検討がやや不明確である。 

低侵襲手術は、入院期間の短縮化による医療費削減や就業・家事労働などの機会費用

の削減を期待できるメリットが多い。しかし、現行の医療保険制度における医療機関に

対するインセンティブの不明確さや、患者に対しての内視鏡下手術に関する情報不足な

ど、制度上の課題も多い。 

 

２）今後の研究開発の方向性等に関する提言 
医療機器の開発においては、臨床の場で実際に応用可能か否かの検証が最も重要であ

り、製品化や実用化は工学的観点のみでは予測ができない。従って、今後臨床のニーズ

に合ったものになるよう完成度を高めて頂きたい。 

それぞれの要素技術は、実用化に近い段階にあるものも含まれており、継続して実用

化に向け研究開発を進めるべきである。 また、トータルシステムについては、計画の

通り、既存のシステムや機器とのリンクをも視野にいれて検討することが必要である。 

本プロジェクトに限定した議論ではないが、一般論として医療用具の研究開発におい

ては、国が援助をして優れた技術を開発しても、審査に時間がかかるなどの理由から、

普及のタイミングを失する危険性が大きい。従って、医療福祉分野は経済産業省やＮＥ

ＤＯ単独での開発ではなく、プロジェクト立案早期から厚生労働省等との関与を深め、

開発終了後の国内での治検・認可期間の短縮と早期製品化などを考慮した国家戦略とし

て進めるべきである。 
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１．２ 各論 

１）事業の目的・政策的位置付けについて 
事業開始時点においても、現在においても、患者の負担を軽減する内視鏡手術はとく

に高齢者にその恩恵が大きいと考える。また、今後わが国が世界をリードでき、公共の

福祉の向上と企業の育成にもっとも貢献できる分野のテーマと考える。よって、現在の

時代認識から見て、ＮＥＤＯ（国）の事業として妥当である。 

 低侵襲治療法を独自に開発することは、医療費削減や、早期回復に資するので事業

の目的は妥当である。 

 
 

２）研究開発のマネジメントについて 
4つの要素技術のうち、「ＤＶＴ撮影システム」・「高機能内視鏡」・「高操作性マニピュ

レーター」は、目標達成のために具体的な目標設定はなされている。ただし、「手術誘導

システム」に関しては、具体的かつ明確な開発目標が示されていない。最終目標である

「トータルシステム」は、可塑性を持たせるために意図的に開発目標が示されていない

と言える。開発目標設定には、今後も継続して、第三者である複数の臨床医の意見を取

り入れることが望ましい。 

 民間でも独自に開発可能と思われる部分を本事業に含めず、キーになる項目に注力し

開発の効率化と予算の節約を考慮している点は評価できる。 

研究開発体制は、開発経験、開発環境ともに十分整っているように思われる。研究開

発実施者間で随時適切に検討が行われており、特に幹事会社が有効にイニシアチブをと

って運営にあたっている。また、開発委員会が実質的に十分機能していることも評価で

きる。 

各要素技術に関連する分野での市場ニーズなどを明確にする必要がある。 

 

３）研究開発成果について 
中間評価としては、中間目標と比較してもほぼ満足いくレベルまで達していると考え

られる。また、独創性が高く、世界的にみても高水準の成果が含まれているが、手術誘

導システムやトータルシステムについては、計画通りではあるがまだ、十分な成果は出

ていない。成果の普及については、特許取得を優先的に行っていることは評価できる。

今後は、開発機器の性能・効果以外にも医療経済の観点から優位性に関する広報活動が

望まれる。 
医療現場での具体的な使用、普及を考慮に入れると、ユーザーとなる医療現場の人間

との意見交換を活発に行い、システムの改良を更に進める必要がある。類似技術によっ

て、より性能の優れた機器が開発される可能性が考えられ、価格設定によっては、普及

の度合いに影響を及ぼすことを考慮し本プロジェクトを進めることが重要である。 
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４）実用化、事業化の見通しについて 
個々の要素技術は、技術的には実用化見通しが得られており、新規の装置分野として

関連事業を喚起することができると思われる。低侵襲治療が飛躍的に普及した場合は、

入院費の削減や医療費の削減など、エネルギー効率の上でも、省エネルギーに関して波

及効果は大と考える。しかし、本プロジェクトの開発成果を生かした経済効果に関する

検討がはまだ不十分と思われる。



 

 
 研究開発の妥当性 研究開発成果 実用化、事業化の見通しと今後の展開 今後の研究開発の方向性等に関する提言 

ＤＶＴ

撮影シ

ステム

の開発 

使いやすさと画質のトレードオフ

を考えた場合、視野制限下の再結像方

式は、手術場環境で使用できる術中画

像撮影装置として適切な目標設定と

いえる。 

幹事会社はＤＶＴの基本特許を有

しており、これに必須の部品である X

線平面検出器の供給も可能であり、核

となる強力な研究開発者を含むこと

から、事業体制は妥当と考える。 

装置の基本設計が完了し、高解像度３次元画像が得られる事を実証

したと考えられる。臨床現場からみると処理時間のリアルタイム化は

望まれるが、従来の MMSET 法に対して FIT 法を開発し、処理時間を向

上させたことは、今後の実用化に向けての１つの前進であり、評価で

きる。 

空間的分解能、濃淡値分解能などの要求性能の明確化や軟部組織に

対する分解能についての検証が不足している。 

手術や放射線治療、工業用、研究用など

幅広い分野での適用可能性が考えられる。

本システムの実用化のためには、術中に使

用することを考えると処理時間の短縮化が

必要である。ただし、本プロジェクトには

含まれないが、製品化に欠かせない画像再

結像用高速コンピュータシステムと X 線平

面検出器の製品化が進むことが前提であ

る。 

処理時間の短縮化に関して、より明確なビジョンを示し

た上で問題を解決する必要がある。性能評価の方法として

身体の各器官、臓器に対する撮影実験を行い、特に軟部組

織に対する評価を勧める。また、装置の安全性の観点から

は、術者を含めた被曝に対する徹底した機構の開発を望

む。 

高機能

内視鏡

の開発 

ながし目機能や顕微内視鏡、広角・

部分拡大の複数の視野を持つ機能な

ど、目標達成に必要な要素技術が具体

的にあげられている。開発目標を達成

する上で、各要素技術に関する開発力

を有する企業が連携を取って行って

いることは評価できる。 

目標値をほとんど達成できている。機能としては世界に他に例がな

く、低侵襲手術の普及と安全性の向上にとって極めて有用であり、市

場性は高いことが予想される。とくに顕微内視鏡では血流速度測定な

ど派生技術が期待できる。 

しかしながら、現在の性能では、拡大画像が暗く、画質もシャープ

さに欠け露出も暗く感じられるため、今後性能向上を図り、臨床で実

際に使用に耐えうるよう十分な検証が必要と考える。 

すでに光学系としては実証レベルに到達

しており、関連分野へのインパクトは十分

に期待できる。比較的簡素な構造のため、

実用化がスムーズに進むと思われる。 

プロジェクトの計画当初に比べて CCD の性能がアップ

してきたので、電子的な視野拡大方式も検討することを奨

める。また、臨床現場での用途を考えると、細胞診機能を

有する顕微内視鏡が望まれ、本プロジェクトで開発する顕

微内視鏡機能がその一つのステップになることが期待さ

れる。 

高性能

マニュ

ピレー

タの開

発 

簡易な構造とし普及しやすさを目

標にしている点やリユースを考慮し

た点は評価できる。 

実用性重視の機器として新たな市場開拓が期待できる優れた成果で

ある。 

ただし、医療現場からみて改善すべき項目が見受けられる。以下の項

目を念頭において今後、確実に課題を達成していくことを期待する。 

①滅菌方法と運用に関して改善の余地がある。 

②操作中の自重補償機能や姿勢保持機能が未完成である。特に、マニ

ピュレータ本体のぶれのため精密な手先操作が不十分であり、操作性

の改善が望まれる。 

③2 指での操作に違和感があり、現状の手術器具と操作方法が異な

るため、医師の導入教育がスムーズに行くか心配である。 

従来型のような複雑高額機器構成ではな

く，利便性の高い簡便化構成であり、実用

化された場合、大きなインパクトが期待で

きる。一方、リユース方式を含む滅菌洗浄

対策の詳細な検討と運用面でのコストの問

題は、必ず乗り越えなければならない課題

と考える。 

運動制限に関する検討と滅菌対策が解決しなければ、臨

床の現場での使用に耐えられないので、一層の重点的開発

努力を期待する。 

手術誘

導シス

テムの

開発 

モジュール性を考慮してる点は評

価できる。一方、広範囲の周辺機器を

統合できるシステムの開発は進める

べきではあるが、実際に必要な要素技

術の目標設定の具体性に欠ける。医療

施設においての運用が制約されるこ

とがないような配慮をした研究開発

を望む。 

プロジェクトの最終目標には到達していないが、中間評価段階とし

ては、計画と比較して目標値をクリアしている。トータルシステムに

仕上げるときにも、臨床ニーズ、コスト試算など市場にマッチした対

応を考える必要がある。十分な広報と広い視点からの判断が必要であ

る。 

３つの要素技術を統合する本システム

は、実用化できれば、単に手術の合併症を

低下させ、早期退院、早期社会復帰を可能

とするだけでなくて、省エネルギー効果も

大きいと考える。しかし、開発未着手の部

分があり現時点では実用化・事業化の見通

しが判断できない。 

診断・治療システム産業の育成につなげるためには、汎

用性のあるインターフェース統一への試みを加え、トータ

ルシステムと併せて、市場ニーズの探索と定量化を進める

必要がある。さらに、具体的な手術対象と本システムの適

用範囲を明確にして、ユーザーである医療施設に明確な有

用性を示せる工夫が望まれる。 

一方、現時点で、日常用いられている Echo、CT、MRI

等の画像を統合し、正確な位置座標とともに提示できるシ

ステムのみを優先的に開発する方向性も選択肢の一つと

考える。 

６
 

要素技術に関する評価 
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評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の目的・政策的位置付けについて 
2.0  C C B B B A A 

２．研究開発マネジメントについて 
1.9  C C B B B B A 

３．研究開発成果について 
1.3  D C C C B B B 

４．実用化・事業化の見通しについて 
1.9  C C C B B A A 

 
（注）Ａ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１，Ｄ＝０として事務局が数値に換算。 
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