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1. 事業の概要 

通常の内視鏡手術鉗子は、円筒ポートを通過させて体腔内で使用するため、先端が直線的で、大切な

臓器の背後に手が届かない。これまでに開発された体腔内で屈曲する鉗子の構造は平関節で、先端から

遠いシャフトがグニャっと曲がっているため、剛性が低く、遠近感が乏しい内視鏡手術では使い難かっ

た。鉗子先端の金属ヘッド自体が剛性を保ったまま、十分な角度に屈曲して重要な臓器の背後にしっか

り手が届く形状記憶合金製の脈管剥離鉗子を開発する。 

 

 
 

 

内視鏡下手術を革新する「形状記憶合金製多機能鉗子」の事業化

脈管の背後に”しっかり”手が届く形状記憶合金製-脈管剥離鉗子
九州大学・北九州大学・秋山製作所・吉見製作所・松栄電子研究所・角野製作所・佐久間特殊鋼

H29-006

重要臓器の背後に”しっかり”手が届く脈管剥離鉗子

屈曲鉗子はシャフトがグニャッと曲がって使い難い

医療のニーズを素材の力で解決出来る中小企業が集結

● 通常の内視鏡手術鉗子は直線的で背後に回り込めない。
● 平関節構造の屈曲鉗子は先端から遠いシャフトが曲がって、

しかも剛性が低く使い難い。
● 重要な脈管を剥離する必要のある手術を行う内視鏡外科医

は確実に脈管の背後に回り込める鉗子を望んでいる。

● 通常の内視鏡手術鉗子は直線的で背後に回り込めない。
● 鉗子先端の金属ヘッド自体が剛性を保ったまま、十分な角度

に屈曲して重要な脈管などの臓器の背後にしっかり手が届く
形状記憶合金製の脈管剥離鉗子。

● 片手ハンドル操作で全ての機能を確実に実行できる。

Class Ⅱ
非医療機器

● 今までになかったガッチリ太い形状記憶合金を医療機器に取り
入れるために集結。

● 形状記憶合金の形状記憶加工、微細加工、電気・電子制御の
各企業と医療機器販売のコア企業が結束した一大コンソーシ
アム。

A: 先端が曲がる形状記憶合金製-脈管剥離鉗子
B: シャフトが曲がる平関節構造-屈曲鉗子

C A

直線的な鉗子(C)では届かない脈管の背後にしっかり回
り込める形状記憶合金製-脈管剥離鉗子(A)

製販企業
第一種医療機器製造販売業
[許可番号：13B1X00209]

高度管理医療機器等販売業
[許可番号：4301050400008]

株式会社秋山製作所
• 安全性確認・QMS管理 ・薬事戦略
• 滅菌梱包 ・リスク管理・販売戦略

研究機関

九州大学
先端医療医学部門
先端医工学診療部

先端イノベーションセンター
・提案 ・機能提案
・形状設計 ・機能確認
・構造設計 ・操作性確認
・動作確認

研究機関

北九州市立大学
国際環境工学部

・形状記憶合金設計
・材質調査

・物的特性評価

製造企業

株式会社
松栄電子研究所

・絶縁設計・鉗子組立

平成30（2018）年1月時点

補助事業実施体制

中

製造企業
第一種製造企業[予定]

佐久間特殊鋼株式会社
・事業管理・統括・委託契約・知財戦略
・医療機器製造業取得予定

代表機関

PL

新

SL

製造企業

株式会社
吉見製作所

・形状記憶合金
・開発・記憶処理

中

製造企業

有限会社
角野製作所

・図面作成
・機械加工

中

顧客
（国内・北米・欧州・アジア）

医療機関

九州大学
先端医療医学部門
先端医工学診療部
消化器・総合外科

小児外科
・安全性基礎研究

相談

申請

医薬品医療機器総合機構
（PMDA）

助言

承認

非臨床試験
実施機関

直接販売
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1.1 事業の目的 

「医療現場の課題、ニーズ」 

内視鏡外科手術は、カメラで映し出した映像を見ながら、限られた部位から挿入されたポートを通し

て、全ての操作を鉗子で行う手術である。肝腫瘍に対して施行されている腹腔鏡下肝切除術等の脈管剥

離処理を伴う手術では 10mm以上の径の門脈茎や肝静脈の処理をする必要がある。現在の内視鏡外科用手

術用鉗子は、内径 5mm の円筒状のポートを通過させて腹腔内で使用するため、先端形状が 5mm より細く

直線的な形状となっている。このため、10mm 以上の径の門脈茎や肝静脈を剥離する際、背側の肝実質組

織に鋭的に接する、あるいは細い鉗子で門脈茎や肝静脈を把持して移動させる必要があり、出血や胆管

損傷などの合併症の原因となっている。問題解決には、内径 5mm の円筒状のポートを通過し、体腔内に

達した後に、十分に屈曲した形状に変わる鉗子が望まれる。この目的で、これまでに開発された屈曲鉗

子は軟性内視鏡などと同様の平関節構造であった。平関節構造屈曲鉗子の問題点は、鉗子ヘッド（蝶番

より先端）ではなくシャフト（蝶番よりもハンドル側）が屈曲するため、組織に接触する部位と屈曲部

位に距離が生じることにある（図 1B）。またφ1mm以下のワイヤーで一方向にのみ引っ張って撓ませた状

態で固定しているため、剛性が低く把持した組織を離すとともに、撓みが元に戻ろうと跳ね返る動きが

発生し、周囲の組織を損傷する危険を生じる。 

日本内視鏡外科学会と日本臨床外科学会で 25人の内視鏡外科手術を行なっている医師を対象にニーズ

調査を実施した結果、現状の屈曲鉗子に 22人が不満を感じており、29件の要望と問題点を把握する事が

出来た。そこで、「組織に接触する部位と屈曲部位が短く、かつ剛性が高いことが現状の屈曲鉗子に対す

るニーズであると結論づけた。 

「解決策」 

現在の屈曲鉗子の課題である、組織に接触する部位と屈曲部位に距離が生じる事と、屈曲部の剛性が

低い事を解決するために、鉗子ヘッド（蝶番より先端）自体が剛性を保ったまま、十分な角度に屈曲す

る形状記憶合金製の脈管剥離鉗子を開発する。 

 

図 1.A:形状記憶合金鉗子、B:平関節構造屈曲鉗子の相違点 

 

 

薬事戦略は、平成 29 年 2 月 PMDA 事前面談の結果から「再使用可能な高周波処置用内視鏡用能動処置

具」の改良型として、治験不要のクラスⅡとして進める事とし第三者認証機関に薬事申請を行う。 

知財戦略は、形状記憶合金製部材を冷却する冷却装置として、出願番号：特願 2016-59170、発明名称：

冷却装置、出願日：2016 年 3 月 23 日、出願人：国立大学九州大学（特許権者 吉見幸春、川井弘久、池

田哲夫）国内出願済みで、現在 PCT 出願準備中であり、厳重な先行出願の調査を行っている。佐久間特

殊鋼とライセンス契約を結び共同で開発を進める。気腹した体内で使用する装置として、気腹圧および

体温への影響を軽減させる機構や鉗子ハンドル部に鉗子基本機能を温存させたボンベとの接続方法など

に新規性を見出し、さらに知財の獲得を目指す予定である。開発された製品の販売時に大手販売代理店

との代理店契約を結ぶ予定で有る。類似品の存在は、販売業者が日常の営業活動を通じて市場で確認す

る以外に方法は無い為、連携して技術の防御にあたる。また、図面の版権は佐久間特殊鋼が管理する。 

 

平成 27 年の内視鏡外科手術の統計では（日本内視鏡消化器外科学会第 13 回アンケート調査より）消

化器外科 10,783 件、小児外科 4,457 件、呼吸器外科 1,396 件、婦人科 63,814 件、泌尿器科 1,219 件、

単孔式手術 2,000件など、合計 119,614件の症例が有り、日本の鉗子の平成 26年度の市場規模は年間 22

億円で、上市 5年後に市場シェア 30%を獲得する事を目指す。また、海外市場については、PCT出願と平

Aの形状記憶合金製屈曲鉗子では鉗

子ヘッドが屈曲しているのに対して、 

Bの平関節構造屈曲鉗子ではシャフト

がしなるように湾曲している。 

 

B A 
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仄を合わせて市場開拓を進める。今回開発された鉗子は既存の鉗子の置換ではなく、新規カテゴリー製

品として販売予定である。薬事承認後、開発に従事した医師が内視鏡学会・消化器外科学会・肝胆膵学

会等で発表をし、今までの鉗子との違いや特性等をより詳細に説明する。説明会後には、Ｑ＆Ａやアン

ケートを実施し医師からの意見収集を行う。また、医師への認知度を高め施設へのスピーディーな情報

提供が可能になるよう、各販売ディーラー担当者への勉強会を実施する。病院施設からの問い合わせに

スムーズな対応が可能になるよう、学会等で収集した医師からのアンケートを元に作成した説明資料等

を活用する。 

 

•薬事申請：平成 31年 9月 日本 

•上市：平成 32年 7月 日本 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：佐久間特殊鋼株式会社 

PL： 村田 達彦（佐久間特殊鋼株式会社） 

SL： 中島 孝夫（株式会社秋山製作所） 

共同体： ①九州大学病院 

  ②北九州市立大学 

  ③株式会社秋山製作所 

  ④株式会社吉見製作所 

  ⑤株式会社松栄電子研究所 

  ⑥有限会社角野製作所 
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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 Ⅱ 

製品名 
再使用可能な高周波処置用内

視鏡用能動処置具 
分類名称（一般的名称） 医療用鉗子 

対象疾患 
腹腔鏡下系統的肝切除術等の

剥離を必要とする疾患 
届出／認証／承認 認証 

想定される販売先 ㈱キシヤ ㈱スズケン 等 新／改良／後発 後発 

使用目的又は効果 肝癌などの疾患で施行されている腹腔鏡下系統的肝切除術等の剥離処理 

薬事申請予定者 株式会社秋山製作所 医療機器製造販売業許可 13B1X00209 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社吉見製作所 医療機器製造業許可 23BZ200172 

株式会社松栄電子研究所 医療機器製造業許可 23BZ200107 

有限会社角野製作所 医療機器製造業許可 21BZ200047 

 2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  
アメリカ・ヨーロッパ・韓国・中国・香港・タイ 

・シンガポール 

薬事申請時期 平成 31（2019）年 9月 平成 36（2024）年 9月 

上市時期 平成 32（2020）年 7月 平成 37（2025）年 7月 

想定売上（上市後 3 年目） 3.0億円／年（平成 35（2023）年時点） 10.3億円／年（平成 40（2028）年時点） 

市場規模（上市後 3 年目） 24.2億円／年（平成 35（2023）年時点） 240億円／年（平成 40（2028）年時点） 

想定シェア（上市後 3 年目） 12.3％（平成 35（2023）年時点） 4.3％（平成 40（2028）年時点） 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

 

• 鉗子先端の形状記憶合金製ヘッド自体が剛性を保ったまま、十分な角度に屈曲して、通常の鉗子では困

難な、臓器の背側の剥離を確実に行える再使用可能な高周波処置用内視鏡用能動処置具。 

• 鉗子の構成はヘッド、シャフト、ハンドルの滅菌時に分解可能なパーツからなる。 

• 体温と室温で変態する形状記憶合金をヘッド素材として採用。 

• ヘッドを冷却することによりポートサイズより大きなヘッドを短時間でポートを通して出し入れでき

る。 

• 加温には内視鏡外科手術の基本手技である高周波電流による切開凝固機能を通電加熱として用いる。 

• ハンドルを片手で握ったまま、回転、開閉（把持）、操作が可能なハンドル設計。 

• 適応術式は内視鏡外科手術の中で、脈管剥離が必要な胃がん、大腸がん、肝がん、膵臓がん手術および、

屈曲鉗子の需要が高い単一のポートから全ての器具を挿入して行う単孔式手術とする。 
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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 

・消化器外科 

・内視鏡外科医療機器販売業（例：㈱キシヤ ㈱スズケン様 全国約 300 社） 

 九州地区：㈱キシヤ・ヤマシタ 

 中部地区：㈱スズケン 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

内視鏡下手術（腹腔鏡、胸腔鏡下外科）は、現在 2,500 施設前後で行われ、症例数が多い施設では 40

～50本保有し、1施設当たり、平均 35本保有されているとすると 87,500本になり、40本とすると、100,000

本（把持鉗子、剥離鉗子ベース）になり、これらの製品が 5年サイクルで買い替えされると 17,500～20,000

本、4年では 21,875本～25,000本になる。2014年度メーカー別の実績（本数／金額）総販売数 24,025

本／2,219,000,000円（矢野経済資料から抜粋）。この資料から鉗子全体における市場規模は約 22億円で

ある。 

 今回の製品に置き換えが出来る消化器外科市場は全体の 9％となり、約 2億円規模となる。また、近年

内視鏡下外科手術件数が増えてきている現状を鑑みると、これ以上になることが期待できる。 

 

 〔2014年販売メーカー別実績〕 

 
本数 金額 

エム・シー・メディカル 9,500 950,000,000 

オリンパス  3,300 310,000,000 

ビー・ブラウンエースクラップ 3,200 340,000,000 

ＪＳＳ 2,700 13,000,000 

アムコ 1,300 85,000,000 

日本ストライカー  950 65,000,000 

ホープ電子 650 110,000,000 

平和医療器械  510 38,000,000 

クリエートメディック 500 55,000,000 

ニチオン  400 88,000,000 

メディカルリーダーズ 300 49,000,000 

日本ＡＰＣ      250 55,000,000 

足立工業  150 20,000,000 

ミドリジャ スギウラ 135 28,000,000 

高砂医科工業 130 10,000,000 

その他       50 3,000,000 

  24,025 2,219,000,000 

（矢野経済研究所資料から抜粋） 

エム・シー・メディカルはドイツのカールストロス社の物を輸入、ビー・ブラウンエースクラップは

ドイツ製品、ＪＳＳはアメリカのコンメド社の物を輸入、アムコはアメリカのマイクロラインサージカ

ル社の物を輸入販売、日本ストライカーはアメリカストライカー社製を輸入、平和医療器械は中国製の

物を輸入している。販売本数上位 5 社の比較において、日本国内で製造、販売しているメーカーはオリ
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ンパスのみであり、その金額は 310,000,000 円であるのに対し、ドイツ、アメリカ等のメーカーから輸

入して販売している 4社では、国内製造、販売の約 6倍にあたる 1,815,000,000円の売上げがある。（矢

野経済より抜粋） 
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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 

直接的な競合製品は屈曲鉗子であるが、操作性が悪く、販売数が少ない。今回開発する鉗子は既存の

屈曲鉗子の問題点を改善し曲がらない鉗子からの代替も見込む。 

 

 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） 

 提案機器 競合機器１ 競合機器２ 競合機器３ 

メーカー  Karl Storz Aesculap Olympas 

概要 腹腔鏡下外科手術

用鉗子 

腹腔鏡下外科手術

用鉗子 

腹腔鏡下外科手術

用鉗子 

腹腔鏡下外科手術

用鉗子 

型式     

特徴 形状記憶合金製の

鉗子ヘッド自体が

屈曲し、剛性が高い

剥離鉗子 

鉗子ヘッドが、ポ

ートに入る範囲で

屈曲している 

 

 

平関節構造でシャ

フト部が屈曲する 

 

鉗子ヘッドが、ポー

トに入る範囲で屈

曲している 

 

国内市場規模  950,000,000円 340,000,000円 310,000,000円 

国内シェア  43％ 15％ 14％ 

海外市場規模     

海外シェア     

売価 300,000円/本 340,000円/本 250,000円/本    150,000円/本 

保険償還 点数 なし なし なし なし 

クラス分類 クラスⅡ クラスⅡ クラスⅡ クラスⅡ 

〔強み〕 

 形状記憶合金を使用し、直径５～１２㎜の円柱状のポートを直線状で通過した後に、体温で形状記憶

させた角度に先端を屈曲させることで、組織に接触する部位と屈曲部の距離が短く、剛性も高い。また、

剛体リンクを使用しないシンプルな構造で、通常の鉗子と同様、破損の可能性も低く、洗浄、滅菌も可

能。  
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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) 補助期間後を含めた事業計画の概要 

 

H28（2016）年度 H29（2017）年度 H30（2018）年度 H31（2019）年度 H32（2020）年度 H33（2021）年度 H34（2022）年度 H35（2023）年度
以前 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3

要素技術開発

試作機開発・改良
【ヘッド・シャフト・ハ
ンドル】

量産機開発
【形状記憶合金製剥
離鉗子】

臨床研究

薬事申請

★ ★

知財対応 ★ ★

販売戦略

上市時期

★

スケジュール
変更理由

事業の実施内容

自主事業の内容

①ヘッド形状の基礎検討
②シャフトの基礎検討
③冷却構造（ボンベ）検討

冷却機能が十分でない可能性が高く、30
年度に新規分担機関として加入する山
科精器と協力して設計から見直す為

①製品暫定仕様の確定
②ヘッドの特性評価
③シャフト・ハンドルの構造検討
④冷却構造の検討

①シャフト・ハンドル・ヘッドの作製
②組立動作確認（試作）

①組立動作確認（量産）

①形状記憶合金の材料検討
②医療機器製造業取得

①海外市場調査 ①販売代理店との販売網検討

暫定製品仕様決定

ハンドル・シャフトの設計

3Dプリンタモデル作製

ヘッドの作製・実証・動作確認

ハンドル設計・作製

組立動作確認

シャフト・ヘッド・ハンドル組立

生産工程の確立

製品評価

第三者相談機関への薬事相談 薬事申請

QMS運用の確認

市場のアンケート実施と分析

医師へのヒアリングと分析

（製品評価サービスを活用）

ヘッドの屈曲特性評価

冷却能力評価

製品と生産工程の継続的改善

H31.9 医療機器製造販売認証申請 H32.3 製造、出荷承認

国内特許調査、出願

H30.11 国内特許出願

海外特許調査、出願

H31.6 海外特許出願

市場のアンケート実施と分析

医師へのヒアリングと分析

H32.7 上市（国内）

シャフトの設計・作製

冷却機能設計

通電・絶縁機能設計

回転・把持能設計
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(2) 投資回収計画 

 ① 国内 

 H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

H37 

(2025) 

H38 

(2026) 

薬事申請時期   ●        

上市時期    ●       

支出額（単位：億円） 0.22 0.80 0.50 0.15 0.30 0.70 0.80 1.26 1.43 1.43 

 うち補助対象 0.15 0.53 0.33 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.07 0.27 0.17 0.15 0.30 0.70 0.80 1.26 1.43 1.43 

売上高（単位：億円） － － － 0.05 0.60 1.87 3.00 5.62 9.60 11.25 

販売数量（単位：本） － － － 25 300 937 1500 2812 4800 5625 

 ② 海外 

 H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

H37 

(2025) 

H38 

(2026) 

薬事申請時期        ●   

上市時期         ●  

支出額（単位：億円） － － － － － － － － 0.30 1.00 

 うち補助対象 － － － － － － － － － － 

 うち自己負担 － － － － － － － － 0.30 0.32 

売上高（単位：億円） － － － － － － － － 0.75 1.25 

販売数量（単位：本） － － － － － － － － 300 500 

 ③ 国内・海外合計 

 H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

H37 

(2025) 

H38 

(2026) 

支出額（単位：億円） 0.22 0.80 0.50 0.05 0.30 0.60 0.80 1.26 1.73 2.43 

 うち補助対象 0.15 0.53 0.33 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.07 0.27 0.17 0.05 0.30 0.60 0.80 1.26 1.73 1.75 

売上高（単位：億円） － － － 0.05 0.60 1.87 3.00 5.62 10.35 12.50 

販売数量（単位：本） － － － 25 300 937 1500 2812 5100 6125 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 
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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”   

・大手ディーラーの活用  

・未使用の医療機関への PR 

・展示会、学会での展示、PR 

などにより国内市場を開拓して実績を積み、海外市場へも展開して行く。また、医師へのヒアリング

を基にした製品改善を継続するとともに、他の疾患に応じた製品開発を進める。 

 

 2) ビジネス体制 

 
 

(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 事前技術相談（平成 30 年 2 月 21 日 第三者認証機関） 

技術相談に向けた必要資料の摺合せを実施した。 

 

 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） 

特許情報プラットホームで社内調査実施したが、国内の医療用鉗子で抵触する特許無しの結果であっ

た。そこで、より詳細な調査を実施するため、競合メーカーの鉗子の先願特許調査を特許調査会社に依

頼する。 

 

製造企業
第一種製造企業[予定]

佐久間特殊鋼株式会社
・販売促進

代表機関

製造企業

株式会社松栄電子研究所
・鉗子組立

平成29（2017）年12月時点

上市後のビジネス体制

PL

製造企業

株式会社吉見製作所
・形状記憶合金記憶処理

製造企業

有限会社角野製作所
・機械加工

中

中

中

新

展示会・学会展示等
（国内）

宣伝・普及

普及

学会展示
（国内）

製販企業
第一種医療機器製造販売業
[許可番号：13B1X00209]
高度管理医療機器等販売業
[許可番号：4301050400008]

株式会社秋山製作所
• QMS管理 ・GVP管理・滅菌梱包

SL

販売企業
大手ディーラー

顧客
（国内・北米・
欧州・アジア）

医療機関

九州大学
先端医療医学部門
先端医工学診療部
消化器・総合外科

小児外科
・知財管理
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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 

冷却構造の構築が現在の分担機関では不十分なため、医療機器の開発実績のある山科精器を新たに分

担機関とする事を検討する。 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性についてヘッドの材質に関する調査を実施した。 

 

 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

内視鏡下外科手術用鉗子の販売力のあるディーラーをリストアップした。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

クレーム処理体制 製造販売後安全管理業務（ＧＶＰ）に関する規定は制定済み。 

 QMS 等の品質保証体制 

 

 広報・普及計画 

知的財産戦略に支障がない範囲において、展示会にて製品概要のアンケート調査を行った。  
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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クラスⅡでの申請可否 

②第三者認証機関にて薬事申請 

 

①第三者認証機関に相談確認 

②クラス確認後、申請資料の作成 

知財 
①先願特許の調査 ①他社メーカーの鉗子について、先願特許調査 

 

技 術 ・

評価 

①先端部の最適屈曲条件 

②先端部の冷却構造 

 

③ボンベのバルブ構造 

①基礎実験を基に具体的な形状作成 

②複数のパイプを使用した試作により最適構造

を見出す 

③冷却要求を満たす安全設計と徹底的な安全確

認試験を繰り返して最適構造を見出す 

その他

事業化

全般 

①メンバー間のコミュニケーション ①プロジェクトマネジメントと問題への早期対

応 
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1.6 平成 29 年度補助事業の成果概要 

(1) 補助事業の事業概要 

製品要求仕様を確立させ、構造図を作成し、部品の材質選定を行い、設計リスク分析後に暫定製品仕様を決定する。まずは、暫定製品仕様を基に、

ハンドル・シャフトの設計を行い、３Ｄプリンターで部品を試作する。試作を通じて、最終製品仕様を確定して、製品設計と製造を行う。 

 

(2) 補助事業終了時までに完成する試作品の概要 

試作品名 概要 

再使用可能な高周波処置用内視鏡用

能動処置具 

形状記憶合金製の鉗子ヘッド自体が屈曲する剥離鉗子 

 

(3) 平成 29 年度の補助事業の成果と今後検討すべき課題 

平成 29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)暫定製品仕様決定 

 ①鉗子の製品要求仕様確立 

形状記憶合金製鉗子の要求特性の決定。 

 
②構造図作成 

分担企業と加工形状、加工方法の考慮した

検討会実施。 

 
③鉗子部品の材質選定 

形状記憶合金製鉗子の要求特性の決定。 

 

 
④鉗子の設計開発リスク分析 

設計開発で考えられるリスクの抽出と分

析。 

 

⑤設計リスク低減 

抽出したリスクの設計上でのリスク低減実

施。 

 

⑥暫定製品仕様決定 

▶ 

【進捗 100％：○】 

医師からのヒアリングなどのニーズ調査により、製

品要求仕様を決定した。 

 

【進捗 70％：○】 

基礎構想は完了したが、冷却機能が十分でない可

能性が高い事が判明した。 

 
【進捗 100％：○】 

他メーカーの鉗子を分解し、ハンドル・シャフトと

先端部の材質を調査して、試作材質を決定した。 

 

【進捗 30％：△】 

3D-CAD図に基づきリスクを抽出し分析を実施した。 

 

 

【進捗 50％：△】 

ヘッドの形状変更を実施した。 

 

 

【進捗 30％：△】 

▶ 

 

 

 

 

平成 30 年度に新規分担機関として加入予定

の山科精器と協力して設計から見直す方針。 
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平成 29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 

リスク分析に基づき安全面を考慮し確定さ

せる。特に、最終検査後工程になる、保管・

輸送工程（保管・輸送中の欠陥発生など）

および手術中の不具合リスク（ヘッド等の

疲労破壊や設備等の不具合による温度制御

不能など）を網羅的に分析して、重大リス

クについては代替策・回避策を検討する。 

 

試作機によりヘッド部の動作を確認できた。 

(2)ハンドル・シャフトの作製 

①構造設計・形状設計 

先端部が冷却でき、且つ回転が出来る形状

を設計。 

 

②３Ｄプリンターモデル作製 

ハンドル・シャフトを構成する部品を３Ｄ

プリンターで作製鉗子の把持、回転、シャ

フトの脱着、などの部品の嵌合性の実証。 

 

 

▶ 【進捗 50％：△】 

メーカーとの技術調整をして、試作仕様を決定した。 

 

 

 

【進捗 80％：△】 

３Ｄプリンターを使ったハンドルモデルの試作に着

手した。 

シャフトについては精密加工を要するため金属製と

して、メンバー会社で加工した。 

▶  

 

(4)ヘッドの作製と実証 

①ヘッド形状設計 

９０度に湾曲し従来の鉗子と同等の把持力

を備えた設計 

 

▶ 

【進捗 100％：○】 

形状記憶合金の基礎特性評価を実施して、ヘッドを

試作した。 ▶ 

 

(7)薬事戦略 

 ①ＱＭＳ運用の確認 

システムに従って確認を実施。  

 

②医療機器製造業取得 

 

 

③薬事相談 

認証基準への適合性確認：一般的名称

（JMDN）再使用可能な高周波処置用内視鏡

用 能 動 処 置 具 、 一 般 的 名 称 コ ー ド 

70164010 クラスⅡ認証基準：再使用可能な

▶ 

【進捗 100％：○】 

QMSの運用を実施中。 

各社の QMSの役割を検討中。 

 

【進捗 90％：○】 

佐久間特殊鋼が愛知県に申請した。 

 

【進捗 50％：△】 

既に QMS 認証取得している第三者認証機関に、本件

に関する相談をした。技術相談に向けた必要資料の

摺合せを SGSジャパンと実施した。 

 

▶ 
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平成 29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 

電気手術向け内視鏡用スネア等基準。 

 

(8)知財戦略 

 ①先行特許調査 

競合メーカーの鉗子の先願特許調査と医療

用鉗子の調査 
▶ 

【進捗 70％：○】 

特許情報プラットホームで社内調査実施したが、国

内の医療用鉗子で抵触する特許無しの結果であっ

た。そこで、より詳細な調査を実施するため、競合

メーカーの鉗子の先願特許調査を特許事務所に依頼

する。 

▶ 

 

(9)販売戦略 

①市場のアンケート実施 

臨床ニーズの把握と開発対象疾患を特定す

る為のアンケートを実施。 

 

②調査結果の分析 

アンケート結果を分析しヘッドに反映す

る。 

 

▶ 

【進捗 100％：○】 

日本内視鏡外科学会と日本臨床外科学会で２５人の

内視鏡外科手術を行なっている医師にアンケート調

査を実施して、鉗子に対する要求仕様を明確にした。 

 

アンケート調査の分析結果に基づき、製品に反映し

た。 

 

▶ 

 

(10)プロジェクト管理 

 ①品質リスク管理 

担当機関の責任範囲の管理とともに、イン

ターフェース管理を行う。 

 

②コスト管理 

製品コストとプロジェクト予算の管理 

 

 

③スケジュールリスク管理 

月次定例全体会議および随時個別会議を主

催して、個々メンバー間の意思疎通を促進

するとともに、リスク要因の顕在化と発生

未然防止を図る。 

 

 

▶ 

【進捗 100％：○】 

月次定例会議を５回開催した。および個別会議を開

催して、事業推進を促進した。 

 

 

【進捗 70％：○】 

経理補助員として１名コンサルタントを雇用して、

コスト管理と予算管理を強化した。 

 

【進捗 100％：○】 

月次定例全体会議を５回開催した。および随時個別

メンバー会議を開催して、事業推進を促進した。 

▶ 
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(4) 29 年度の到達点（総括） 

本事業では、鉗子先端の金属ヘッド自体が剛性を保ったまま、十分な角度に屈曲して重要な臓器の背中にしっかり手が届く再使用可能な高周波処

置用内視鏡用能動処置具を開発することを目的としている。 

今年度の事業では、まず医師からのニーズヒアリングを基に製品要求仕様を決めた。次に、基本構想図を基に部品の材質検討とリスク分析を行い、

暫定製品仕様を検討した。部品開発では、先端部については形状記憶合金の剛性と温度変化による変態とのバランスを実現した熱処理条件を設定す

ることができた。また、実際に形状記憶合金製の先端部を作製して、手術時の使用で想定される動作確認ができた。さらに、本先端部を冷却軟化さ

せ直線化した後、元の屈曲形状に復帰させる繰り返し戻り試験を行い、形状変化による歪量を計測して問題がないことを確認した。ハンドルとシャ

フト部については、先端部との接合部、冷却機能、通電機能、回転・把持機能などの開発を来年度に継続して、今年度開発した先端部を組付け、製

品としての機能確認を実施する。薬事戦略に関しては、第三者認証機関との薬事相談に向けた資料を作成しており、来年度早々に薬事相談を完了さ

せる。知財戦略に関しては、冷却方法に関する原理特許の取得を申請しており、ＰＣＴ出願国を検討中である。また、開発する鉗子の独自性を見極

めつつ、更なる特許申請を検討する。販売戦略に関しては、内視鏡下外科手術の経験がある医師へのヒアリング調査などを実施して、医師のニーズ

に応じるよう製品仕様を改訂した。来年度は、専門機関に委託して本格的な製品評価を実施する。プロジェクト管理に関しては、今年度の事業遅延

の反省点が明確化できたので、来年度の事業運営に活かす。 
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1.7 補助事業の振り返り 

(1) チェックリストによる自己評価結果 

 

 
  

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。 △一部
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）。 △一部
対象となる患者が明確になっていますか。 △一部
対象となる疾病・診療科等が明確になっていますか。 △一部
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。 ○十分
SWOT分析は十分に行っていますか。 △一部
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。 △一部
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。 △一部

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 △一部
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）。 △一部
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。 該当せず
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。 該当せず
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。 △一部
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。 △一部
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。 △一部
必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。 △一部
意匠等の他の産業財産権について検討していますか。 △一部
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。 △一部

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。 △一部
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。 △一部
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。 △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。 △一部
海外に対する戦略は明確になっていますか。 ×不十分
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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(2) 平成 29 年度補助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 

代表機関としてリーダーシップを発揮して、議事録をタイムリーに展開して情報共有を進め、事業を

推進する。外部メンバーの支援も活用する。 

鉗子の基本操作および冷却・通電加熱構造の総合的な設計・製作が現在の共同体には、これを技術的

に実施できる分担機関がないことが判明したため、早急に対応できる新規分担機関を参入させる。（平成

30年度補助事業では、山科精器製作所の参画を予定している。） 

 

 2) 事業の進め方 

平成 29 年度の問題点としては、メンバー間での情報共有が不十分で、活動の進捗状況とそれに伴う課

題が明確に出来ていなかった。平成 29 年度末にメンバー全員を集めて徹底的な反省会を実施し、平成 30

年度の活動では、メンバー相互のコミュニケーションを促進し、課題の早期発見とその解決につなげる

ことを確認した。具体的な改善策としては、定期的な集合会議を開催し、その他にテレビ会議や電子メ

ールのメーリングリストを有効に活用して事業を推進する。また、全体統括管理は引続き佐久間特殊鋼

が担うが、技術面の管理は秋山製作所が分担することとした。更に、開発面では、設計・製作の分担企

業として山科精器製作所が新規に参画して事業推進の加速化を図る。 

 

 

 3) その他 

代表機関において、サポートメンバーを増員してプロジェクトマネジメントを強化する。 
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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 

対象疾患を内視鏡手術全部としていた。 対象疾患を、剥離処理が必要な内視鏡手術と

して絞り込んだ。 

医師へのニーズ調査の結果、最もニーズがあ

ることが判明したことと、対象疾患を絞り込

むことで製品開発期間の早期化が期待でき

るため。 

機器スペック・

ビジネスモデル 

特になし。   

事業化体制 金属精密加工業者がメンバーにいなかった。 外注先の角野製作所が、新たに事業メンバー

として参加することになった。 

シャフト製造において、金属精密加工技術が

キーとなることが分かったため。 

事業化計画（開

発･薬事・上市

スケジュール） 

特になし。   

 

(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 鉗子の先端が曲がったり、冷却のためにガスを使用しても、クラスⅡ

として製品開発は可能なのか？ 

第三者認証機関に相談して、必要に応じて調整する。 

知財 先願調査は、十分に実施したか。 競合メーカーの鉗子に関する先願特許調査と、医療用鉗子に関して先

願特許調査を実施する。 

技術・評価 製品のリスク分析は進めたか？ 形状記憶合金の先端形状に関する基礎研究に着手して、繰り返し荷重

に対する耐性評価も行う。冷却構造に関しては、専門メーカーと技術

調整を開始した。製品全体のリスク分析についても設計と同時並行で

進める。 

そ の 他 事 業

化全般 

対象疾患を決めること。 適応術式は内視鏡外科手術の中で、脈管剥離が必要な胃がん、大腸が

ん、肝がん、膵臓がん手術および、屈曲鉗子の需要が高い単一のポー

トから全ての器具を挿入して行う単孔式手術とする。 
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(5) 継続条件への対応状況 

継続条件 対応状況 

平成 29年度中に知財戦略を明確にすること。 知財戦略は、形状記憶合金製部材を冷却する冷却装置として、出願番号：

特願 2016-59170、発明名称：冷却装置、出願日：2016年 3 月 23 日、出願人：

国立大学九州大学（特許権者 吉見幸春、川井弘久、池田哲夫）国内出願済み

で、現在 PCT 出願準備中であり、厳重な先行出願の調査を行っている。佐久

間特殊鋼とライセンス契約を結び共同で開発を進める。 

内視鏡外科手術の対象となる全ての疾患（胆石、虫垂炎、胃がん、大腸が

ん、肝腫瘍、肺がん、婦人科疾患、泌尿器科疾患など）を対象疾患としてい

るが、平成 29 年度中に医療ニーズを把握した上で、本事業で開発対象とする

疾患及び先端部形状を具体的に示すこと。 

日本内視鏡外科学会と日本臨床外科学会で内視鏡外科手術を行なっている

医師を対象にニーズ調査を実施した結果、適応術式は内視鏡外科手術の中で、

脈管剥離が必要な胃がん、大腸がん、肝がん、膵臓がん手術および、屈曲鉗

子の需要が高い単一のポートから全ての器具を挿入して行う単孔式手術とす

る。なお、形状については、初期試作機を継続審査時に持参して、ご覧にな

っていただく予定である。 

継続審査に持参した初期試作機を用いて、平成 30年度の早期に、医療機器

開発支援ネットワークで提供する製品評価サービスを利用し、当該製品の想

定ユーザーである医療従事者等に対して製品の有効性や提供価値の妥当性、

使い勝手、購入意志等の観点から意見を収集し、製品開発に反映すること。 

 

 開発支援ネットワークに申込み済み。平成 30年 5月までに医師のヒアリン

グを行い、調査結果を製品開発に反映させる。 
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1.8 平成 30 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

(1) 平成 30 年度の事業概要 

前年度に進めたハンドル・シャフトの構造図を基に、詳細な加工図を作り部品を加工する。また、先端のヘッドの形状設計から加工まで行い、先

に作製していたハンドルとシャフトを組み付け、鉗子としての機能（把持、回転、通電）と形状記憶合金製ヘッドの冷却機能評価を行う。 

 

(2) 平成 30 年度補助事業の実施内容 

項目名 実施主体 具体的な内容 

（２）ハンドル・シャフトの作製 

(2)-③シャフト作製 

(2)-④ハンドル作製 

佐久間 村田 

角野製作所 

角野製作所 

 

図面に基づきシャフトを構成する部品の加工 

図面に基づきハンドル部の本体と部品を加工 

（３）組立・動作確認 

(3)-①組立・通電機能実証 

(3)-②冷却機能実証 

(3)-③梱包・滅菌方法確立 

(3)-④製品要求仕様に対する動作確   

認 

(3)-⑤安全性確認 

 

(3)-⑥設計再確認 

(3)-⑦最終製品仕様決定 

九州大学 池田 

松栄電子 

九州大学 

秋山製作所 

九州大学 

 

秋山製作所 

 

九州大学 

佐久間 

 

部品を集結させ組立を実施し、抵抗値などを測定し通電機能を実証 

製品要求仕様の冷却機能を実証 

滅菌による温度変化が商品に与える影響を確認し、梱包方法・滅菌方法を確立 

製品要求仕様に対する動作確認 

 

組立・動作確認・通電機能及び梱包・滅菌方法において考えうるリスクを分担機関全

体で抽出 

製品要求特性確認で抽出された課題に対して設計の再確認 

最終製品仕様を決定 

（４）φ5 ヘッドの作製と実証 

(4)-②ヘッド特性評価 

(4)-③ヘッド切削加工 

(4)-④特性確認実証 

(4)-⑤動作性・耐久性確認実証 

佐久間 村田 

北九州大学 

角野製作所 

北九州大学 

九州大学 

 

要求仕様に対する、製品特性を評価 

図面に基づき部品加工 

熱処理後のヘッドが製品要求仕様を満たしている事を実証 

製品要求仕様に対する動作確認 

（５）φ5 ヘッドで動作確認 

(5)-①製品組立正式図発行 

(5)-②部品正式図発行 

(5)-③部品製作 

九州大学 池田 

九州大学 

角野製作所 

角野製作所 

 

製品仕様に基づいた製品組立図を出図 

製品組立図に基づいた構成部品正式図を出図 

部品正式図の部品加工 

（７）薬事戦略 

(7)-①ＱＭＳ運用の確認 

(7)-③薬事相談 

秋山製作所 川井 

秋山製作所 

秋山製作所 

 

システムに従って確認 

第三者認証機関に薬事相談実施 

（８）知財戦略 

(８)-②国内特許出願 

佐久間 村田 

九州大学 

 

先行特許調査内容を精査し出願 
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項目名 実施主体 具体的な内容 

(８)-④海外先行特許調査 佐久間 特許事務所に相談 

（９）販売戦略 

(9)-②調査結果の分析 

(9)-③医師へのヒアリング 

秋山製作所 川井 

佐久間 

秋山製作所 

 

医師への調査結果を分析し製品へ反映 

製品評価サービスや学会での開発製品について医師へヒアリング 

（１０）プロジェクト管理 

(10)-①品質リスク管理 

(10)-②コスト管理 

(10)-③スケジュールリスク管理 

佐久間 村田 

佐久間 

佐久間 

佐久間 

 

各製造工程および製品そのものの品質リスク管理 

製造工程から考えた製品コストとプロジェクト予算の管理 

月次定例全体会議および随時個別会議を主催して、個々メンバー間の意疎通を促進す

るとともに、リスク要因の顕在化と発生未然防止を図る。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 

佐久間特殊鋼株式会社 

〒445-0026 愛知県西尾市江原町東塚田 6-1 

電話: 0563-55-5880 / FAX: 0563-55-5882 / E-mail: smac@sakuma-ss.co.jp 

 

 


