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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

臓器の背中に手が届かない。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中にしっか

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

体腔内で曲がる、金属の剛性が先端の感触を術者に伝える剥離鉗子
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・福岡歯科大学・山科精器

H29-006

大切な臓器の背面までしっかり剥離できる脈管剥離鉗子

先端が曲がった内視鏡外科用鉗子が欲しい

医療のニーズを素材の力で解決出来る中小企業が集結

● 内視鏡手術鉗子は直線的で臓器の背側の剥離が不安。
● これまでの屈曲鉗子は先端から遠いシャフトが鈍的に曲がる

ので先端の感覚が鈍く使いづらい

● 冷水に先端を浸して軟化させる。
● ポートを通して体腔内へ挿入。
● 体腔内で体温で暖まれば屈曲形状に戻って硬化。
● 屈曲時の先端剛性はステンレス製鉗子と同等。
● 先端が屈曲し大事な臓器の背側まで操作が可能。
● 屈曲形状で鉗子基本機能の把持、回転、通電が可能。
● 液化炭酸ガスを先端に噴霧して軟化させる。
● ポートを通して体腔外へ簡単に引き出せる。
● 構造はシンプル、通常鉗子に炭酸ガスボンベが付いているだけ。
● 片手ハンドル操作で全ての機能を確実に実行できる。
● 先端屈曲形状は好みに合わせて３つのバリエーション。

Class Ⅱ

2019年3月時点

DD

取替式
先端バリエーション

手術イメージ

ショートタイプ

ミドルタイプ

ロングタイプ
● 形状記憶合金の形状記憶加工、微細加工、電子制御の企業と

医療機器販売のコア企業が結束したコンソーシアム。
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1.1 事業の目的 

「医療現場の課題、ニーズ」 

内視鏡外科手術とは、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、全ての操作は鉗子を使って行う手術である。 

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、5mm 以上の径の対象臓器（胆嚢、腫

大した胆嚢管、ヘルニア嚢、左胃動脈などの主要動脈、門脈、肝静脈などの静脈）の背側の剥離が困難

で出血や臓器損傷などの合併症の原因となっている。問題解決には、通常の手術器具と同様に屈曲した

鉗子の開発が有効とされ、内視鏡手術導入当初より屈曲鉗子の開発に取り組まれてきた。しかし、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（平皿を重ねた棒状のシャフトを複

数のワイヤーで引き合って屈曲させる構造）あり、通常の金属シャフトに比べ極端に剛性が低い上に、

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、二次元で距離感が乏しい内視鏡手術には不向きであった。 

 

「解決策」 

体温と室温で変態する組成の形状記憶合金製鉗子ヘッド自体がステンレスと同等の剛性を持って屈曲

し、把持、回転、通電の内視鏡外科手術鉗子の基本性能がワンハンド操作で可能な剥離鉗子を開発する。 

薬事戦略は 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、治験不要のクラスⅡとして進める事とし PMDA に薬事申請を行う。 

知財戦略は鉗子先端部冷却構造に関する原理特許の国内出願後、PCT 出願を済ませ国際出願国を検討

中である。先端形状記憶合金製の屈曲鉗子としての原理特許を出願するとともに、実用化において、①

冷却用炭酸ガスボンベ装着構造、②ヘッド冷却構造、③シャフトとハンドルの接続構造、の三点で（実

用化）特許または実用新案の申請を目指す。 

販売戦略は現在極めてニーズが高い消化器外科手術で 5mm 以上の脈管等の重要臓器の剥離処理を対

象とするが、有用性が認められ次第、内視鏡下に行われている呼吸器、婦人科、泌尿器科に適応を拡大

していく。販売ルートとしては、鉗子の輸入販売を 15 年以上行っている販売ディーラーの 1 社と独占販

売の契約を結び、従来の鉗子販売のルートで拡販を行う。 

 

 薬事申請：2019 年 9 月 日本 

 上市時期：2020 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有限会社角野製作所 

  ⑤株式会社松栄電子研究所 

  ⑥株式会社吉見製作所 

  ⑦福岡歯科大学医科歯科総合病院 

  ⑧山科精器株式会社 
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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 Ⅱ 

製品名 形状記憶合金製剥離鉗子 分類名称（一般的名称） 
再使用可能な高周波処置用内視

鏡能動器具 

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 承認 

想定される販売先 ㈱メディカルリーダース 新／改良／後発 改良 

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 

佐久間特殊鋼株式会社 医療機器製造業許可 23BZ200215 

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 

山科精器株式会社 医療機器製造販売業許可 25B2X10005 

 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 2019年 9月 2024 年 9月 

上市時期 2020年 7月 2025 年 7月 

想定売上（上市後 3 年目） 4.94億円／年（2023年時点） 7.82億円／年（2028年時点） 

市場規模（上市後 3 年目） 48.75億円／年（2023年時点） 487.50億円／年（2028年時点） 

想定シェア（上市後 3 年目） 9.3％（2023年時点） 1.6％（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 

A) 日本内視鏡外科学会に登録されている会員の診療科の比率を見てみると、消化器外科の登録数が半

数を占めている。今回の開発鉗子の使用場面より、消化器外科を第一のターゲットとして販売する。 

又、先に実施した製品評価サービスでのヒアリング結果より、先端が剛性を持って屈曲する鉗子に

対する関心は高く、内視鏡外科手術全般において強いニーズがあることが確認された。 

B)  内視鏡外科用鉗子では、対象は疾患ではなく、使用用途によって分類されており、アンケート結

果より今回は市場性が最も高い剥離鉗子から製品化を目指し対象の臓器や部位によって数種類のバ

リエーションを用意する。 

 

• 期待される波及効果 

剥離鉗子として市場が確保された段階で、剥離鉗子のサイズや屈曲角度のバリエーションを更に

増やし対象の診療科を拡大していく。同時に、剥離鉗子と同様のコンセプトで、血管遮断鉗子、腸

管遮断鉗子、把持鉗子へ用途を拡大する事により、対象の診療科も拡大させる。 

 

 
 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

（国内） 

2016 年 日本内視鏡外科学会に登録されている会員の数は、13,107 人である。また、消化器外科の症例

数は全体の 5 割を占めており、会員の 5 割の、約 6,500 人が当初の対象となる。一人の医師が対象の部

位や臓器によって、複数本の鉗子を使用していることから、当初は剥離鉗子でサイズのバリエーション

を 3 種類用意し販売を行う。将来的には鉗子の用途に合わせたバリエーションを増やす事により、販売

する対象個数は、3 倍～5 倍となり 19,500 本～32,500 本となる。さらに、先端部の使用可能回数を手術

回数 15 回に設定していることから、1 名の医師が 1 か月に行われる平均手術数に基づき、年間約 8 回購

入の機会が有ると推測される。そのため、市場規模は 156,000 本～260,000 本と想定される。 
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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 

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するとともに、新規カテゴリーの鉗子として販売する。 

 

 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） 

 提案機器 競合機器１ 競合機器２ 競合機器３ 

メーカー  Covidien Olympus Aesculap 

概要 内視鏡下外科手術

用剥離鉗子 

内視鏡下外科手術

用鉗子 

内視鏡下外科手術

用鉗子 

再使用可能な止血

用ｸﾘｯﾌﾟｱﾌﾟﾗｲﾔｰ 

型式  SILSDISSECT36 WA69310M  PL522R  

特徴 形状記憶合金製の

90°に屈曲した先

端を、冷却して軟

化させ、ポートを

通過させ、体腔内

で体温により屈曲

形状に戻って硬

化。１プッシュで

噴射される炭酸ガ

スの冷却力で軟化

して体腔外へ抜去

させる。鉗子基本

機能の把持、回転、

通電も可能であ

り、屈曲時の先端

剛性はステンレス

製鉗子と同等。 

ベンチマーク点：

屈曲鉗子 

シャフトに対する

ハンドルの動きに

より、0～85°の屈

曲角を先端部に与

えることが可能｡

ローテーションダ

イヤルによって、

先端部を 360°回転

させることがで

き、ロックレバー

を使用すること

で、シャフトを真

っ直ぐ、もしくは

屈曲した状態でロ

ックすることが可

能な鉗子。 

ベンチマーク点：

再使用可能鉗子 

内視鏡下にて高周

波を用いた組織の

切開、切除、凝固、

止血及び、高周波

を用いない組織の

切開、剥離、把持、

採取などを行う鉗

子。 

ベンチマーク点：

炭酸ガスを使用し

た機構 

ハンドル部分の装

填用トリガーを引

くことによりクリ

ップを装填し、ク

リッピングトリガ

ーを引くことによ

りボンベから炭酸

ガスを発生させク

リッピングを行

い、血管や管状組

織をクリップで挟

む。 

国内市場規模＊  20,000本/年 30,000本/年 150,000本/年 

国内シェア＊  30％ 15% 1% 

海外市場規模  － － － 

海外シェア  － － － 

売価 340,000 円/本 39,000円/本 255,000円/本    440,000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 

＊国内市場規模は当該製品と同等製品全体の市場規模で、国内シェアは当該製品の市場シェアです。 
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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 

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 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

認証機関への薬事相談 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

2019.9 医療機器製造販売

認証申請

2020.3 製造、出荷承認

国内特許調査、出願

2018.11 国内特許出願

海外特許調査、出願

2019.6 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

2020.7 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

★

量産試作仕様決定

★

最終製品仕様決定

先端バリエーションと対象診療科拡大のための市場調査

2019年度以降の事業計画は、自

主事業を前提に抜本的に再検討

する。
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(2) 投資回収計画 

 ① 国内 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 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 1.92 2.82 3.50 6.91 11.22 13.73 

 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 1.92 2.82 3.50 6.91 11.22 13.73 

売上高（単位：億円） － － － － 2.47 3.95 4.94 9.96 16.19 19.92 

販売数量（単位：本） － － － － 1,200 1,920 2,400 4,800 7,800 9,600 

 ② 海外 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

薬事申請時期        ●   

上市時期         ●  

支出額（単位：億円） － － － － － － － － 0.30 0.62 

 うち補助対象 － － － － － － － － － － 

 うち自己負担 － － － － － － － － 0.30 0.62 

売上高（単位：億円） － － － － － － － － 0 1.70 

販売数量（単位：本） － － － － － － － － 0 500 

 ③ 国内・海外合計 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

支出額（単位：億円） 0.22 0.80 0.50 0.15 1.92 2.82 3.50 6.91 11.52 14.35 

 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 1.92 2.82 3.50 6.91 11.52 14.35 

売上高（単位：億円） － － － － 2.47 3.95 4.94 9.96 16.19 21.62 

販売数量（単位：本） － － － － 1,200 1,920 2,400 4,800 7,800 10,100 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

＜前提条件＞ 

■販売価格  

鉗子全体 34万円/本 （先端部は取替式 シャフト・ハンドルは共通） 

先端部の価格 20万円/本 

シャフト・ハンドル 価格 14万円/本 

 

■先端部の使用回数 

先端部の屈曲回数は、1,000 回以上可能 

 安全係数を考え 手術数 15回 を使用回数と設定 

 ※シャフト・ハンドルの使用回数は無制限 

 

■先端部の買い替え期間 

1名の医師の平均手術回数 10回/月 （製品評価サービスの結果より） 

 先端部の使用可能回数は 15回の手術数に対応可能であるため、3か月に 2回の先端購入となり 

年間で 8回の購入となる 

 

■販売バリエーション 

 3年目以降には、剥離鉗子だけでは無く用途に合わせ、把持鉗子、脈管遮断鉗子、腸管遮断鉗子 

など鉗子のバリエーションを増やし、診療科も消化器外科以外の診療科へと展開する 

＜投資回収＞ 

■単年黒字は上市１年後 
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■上市３年後に投資回収の予定 
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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” 

• 開発製品の総発売元として医療機器製販企業であるメディカルリーダース（以下 ML）が製品販売を

行う。当該企業は 20年近く内視鏡外科手術機器の販売を行っており、特に内視鏡手術で必要不可欠

な開創器では市場シェアの 90％以上を占める製品を販売している。この様に MLは本開発品の主なタ

ーゲットとなる、内視鏡手術を積極的に行う医師との関係も良好であり、約 40名の営業スタッフは

彼らと非常に近い距離間にある。この営業スタッフが全国に持つ MLの販売代理店と協業し開発製品

の拡販を行う。拡販に関しては、ML は各病院の診療科毎の内視鏡手術の施行数及び日本内視鏡外科

学会の認定する技術認定医師を把握しており、このデータベースに基づいて効率的にターゲット選

定を行う事が出来る。 

・併せて、日本内視鏡外科学会をはじめとする内視鏡手術を積極的に行う医師が参加する各学会にて

MLは年間約 20回程度の商業展示を行っており、これらの展示会にて開発製品を展示する事で、効率

的に展示ブースを訪れた医師とコミュニケーションが取れ、開発製品の PRを行う事が出来る。 

・ターゲットリストに基づいた病院訪問及び機器展示の場で開発製品に興味を持った医師に対して実

際に製品の臨床試用を行い、各施設での購入申請、購入へと販売活動を進める。購入に関しての価

格設定は定価で 34万の予定である。この価格帯は一般的に各病院で実施される年間の製品購入の為

の予算申請によらないものであり、随意購入等の形をとって、購入の為の事務的な決裁に関しても、

スムーズに行われるものと考える。 

・国内市場で販売実績を積み、海外市場へも展開して行く。ML が持つ海外からの製品導入のルートを

使い、内視鏡手術が活発に行われている北米及び欧州への販売展開を進める。同時に、内視鏡手術

件数の増加しているアジア各国（中国、韓国、台湾等）もマーケティングを行い、販売準備を行う。 

・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 

  

製造企業

佐久間特殊鋼株式会社
・販売促進
・素材供給

代表機関

製造企業

株式会社松栄電子研究所
・鉗子組立

2019年3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

展示会・学会展示等
（国内）

宣伝・普及

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・梱包・保管

SL

販売企業
ディーラー

（メディカルリーダース）

顧客
（国内・北米・
欧州・アジア）

製造企業

山科精器株式会社
・サブアッシー

中

新
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(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

⚫ 技術相談（2018 年 06 月 20 日@SGS ジャパン株式会社） 

新規性があるため後発医療機器ではなく、改良医療機器の承認品目となり PMDA に相談して下さいと

指導をうけた。 

⚫ 医療機器全般相談（2018 年 11 月 05 日@PMDA） 

製品の主要要素から、認証ではなく承認の手順をとって下さいと指導をうけた。 

⚫ 事前面談（2018 年 12 月 25 日@PMDA） 

一般的名称（再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具）は、審査の段階で決定します。 

 

 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） 

調査機関に依頼し形状記憶合金や炭酸ガスを使用した鉗子及び、蝶番・接続部などの構造上の先願特

許調査と先端形状に関する意匠権の国内外の調査を完了した。 

⚫ 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 

調査により出願事例の無い事を確認し国内の原理特許を出願した。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

⚫ 開発リスクの明確化と対応 

当初は CLASSⅡの認証品で事業を進めていたが新規性を有すると指導をうけ承認品として進める事

とし評価項目の見直し等を実施した。 

⚫ 薬事申請に必要なエビデンス収集 

類似する医療機器との比較に関する資料を収集し差分表を作成した。また、リスクの抽出を行い、ハ

ザードを特定し一部の項目を評価した。 

 

 4) 販売戦略等 

⚫ 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

メディカルリーダースの販売網を活用し全国の販売代理店に展開することを合意した。 

⚫ 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 
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⚫ 広報・普及計画 

内視鏡外科手術機器の販売力があるメディカルリーダースを総販売元に起用し同社の全国にいる営業

スタッフが内視鏡手術を行う医師に拡販を行う予定である。また、同社は年 20 回程度、商業展示会に参

加しており開発製品を出品することで興味を持った医師に PR 活動を行い普及につなげる計画である。 

 

 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新規性を有し承認品と判定された 

 

①開発鉗子の方向性の見直し 

 

知財 
①海外特許について、出願国の選定 

 

①出願国の市場性を見ながら決定 

 

技 術 ・

評価 

①先端部の冷却構造 

 

①冷却方法の見直し 

 

その他

事業化

全般 

①開発力の強化 

 

 

①上市を見据えた製品化を実現出来る体制構築 
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1.6 2018年度補助事業の成果概要 

(1) 補助事業の事業概要 

・ 温度感受性形状記憶合金の軟化－硬化の温度設定を行い、体温で記憶した形状に屈曲し、室温で柔軟な素材に変態する形状記憶合金製ヘッド素

材を作製する。 

・ その後、形状記憶合金製ヘッドの剛性を維持できる様、屈曲部の厚み、屈曲角度を設計し、剥離の用途に適した鉗子ヘッドの加工を行う。 

・ 冷却試験の結果を基に、二酸化炭素をハンドルからシャフトを経由し、ヘッド部に送気して冷却する機構を構築する。１プッシュで一定の流量

が噴射できる調圧機を設計し、流量に合わせた大きさのボンベを選定する。ハンドル操作で二酸化炭素の送気が可能なハンドル・シャフトを試

作し完成させる。 

・ 試作したヘッド・シャフト・ハンドルを結合し、試作品を完成させる。鉗子の基本機能である通電・回転・把持・剥離機能および形状記憶合金

ヘッドの鉗子に特有の冷却機能の要求仕様への適合性を確認すると共に、冷却・通電における安全性を実証し、量産試作仕様を決定する。 

・ 薬事戦略として、品質マネジメントシステム（QMS）に基づきリスクマネジメントの計画を立案の上リスク評価を行い、必要とされる試験項目一

覧をまとめる。安全性と有効性の評価項目に関して PMDA の準備面談を受け、開発前相談に向けて必要な試験項目を実施してデータを取得する。

さらに、来年 9月までに資料を作成し薬事申請を行う。 

・ 知財戦略として、先願特許調査を実施し、形状記憶合金を使用した鉗子での該当が無いことを確認し、原理特許の出願を行う。今後、連結部や

先端部などに新規性を見出し、応用特許出願も検討する。全体のプロジェクト管理として、コンソーシアムの分担機関が多いため、実施項目に

応じて小チームに分け、実施状況の進捗を明確に出来る体制を構築する。月１回の全体会議（TV 会議を含む）を開催して進捗状況を確認し、問

題があれば解決策を検討した上で開発計画の見直しを迅速に行う。 

 

(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 

形状記憶合金製剥離鉗子 形状記憶合金製の鉗子ヘッド自体が屈曲する脈管剥離用鉗子。ヘッド部の形状や剛性、また冷却機能については、

昨年度から今年度初めにかけて実施した製品評価結果から得られた医師のニーズを反映したものにする。同じく、医

師のニーズに応じて、先端部形状は複数のバリエーションを検討する。 

 

(3) 2018年度の補助事業の成果と今後検討すべき課題 

2018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 

② 形状記憶合金製φ5 ヘッドの機能設計と実

証 

1) 変態設計と屈曲形状設計 2018年 11月末 

（佐久間特殊鋼株式会社） 

▶ 

 

 

 

【進捗 100％：○】 

▶ 

 

 

 

 



 

13 

2018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 

暫定製品仕様（医師のニーズなどより作成

した製品要求仕様に基き、製品設計に必要

な定量的仕様にしたもの）に基づき成分調

整した形状記憶合金素材を入手し吉見製作

所に提供する。 

（吉見製作所） 

暫定製品仕様に基づきφ5 を使用した変態

と屈曲形状の設計を行う。形状記憶合金製

品が体温で変態するように熱処理し製品の

温度・機械的特性のチェックを DSC 測定器、

恒温器等で測定し、目標点到達まで本作業

を繰り返す。高温時と低温時での使用に適

した曲げ強度になるよう断面形状を決める

ため、恒温器にかけて強度測定し、それか

ら推定した値で最終断面形状設計をする。

また、実際に鉗子が高温時に 90 度に曲がる

ように実験値から推定し、2018年 9 月まで

に金型設計を行う。 

2)特性確認実証 2018年 10 月末 

（北九州市立大学） 

今回、製作母材として使用する形状記憶合

金線材はこれまでに使用実績のない材料で

あり、鉗子材料として用いることのできる

特性を有するかを測定する必要がある。そ

のため、(2)-①の実施の後、材料(母材)を

受領し、体温および冷却温度下での材料試

験を行い、特性確認のための実証実験を行

う。実験の結果、母材が暫定製品仕様を満

たさない場合は関係各所と協力し、母材の

製作・熱処理方法の変更を行うことで対応

する。最終実証実験は 2018 年 10 月末まで

に行う。 

3)通電性確認 2018年 11月末 

（株式会社松栄電子研究所） 

温度・機械的特性が目標値に達したヘッド

・暫定製品仕様に基づき成分配合を決定した試作材

を吉見製作所に提供した。 

 

 

 

【進捗 100％：○】 

・曲げ金型の作製が完了した。 

 

・屈曲部厚さの評価を行い硬化温度と軟化温度の熱

処理条件と強度を満たした断面形状を決定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【進捗 100％：○】 

・形状記憶処理材特性評価実施。 

 使用母材の機械的特性について計測し、また形状

回復特性については吉見製作所と協力し調整を行っ

た。その結果、使用母材は目的に適しており使用に

問題なしと判断した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【進捗 100％：○】 

・電気インピーダンス・通電時の電流・電圧の計測

を行い切開効果や形状回復などの特性を観察し既存
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2018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 

単体で下記の測定を行う 

・測定器で抵抗値及びインピーダンスを測

定する（予備実験ステップ 1）。 

・固定負荷 200Ωで、高周波電源で出力 70W

出して測定し、ステンレスと同等であるこ

とを確認する（予備実験ステップ 2） 

4)動作性・耐久性確認実証 2018 年 11 月末

（北九州市立大学） 

製作されたヘッドに対し、使用環境温度(体

温)下での動作試験を行い、手術中に問題なく

目的の変形・形状回復動作が行われるかにつ

いて確認する。また、繰り返し曲げ疲労強度

測定などの特性評価を行うことで、製作され

た鉗子ヘッド部が使用環境温度範囲で暫定製

品仕様を満たしているかについての実証試験

を行う。製作した鉗子ヘッド部が暫定製品仕

様を満たさない場合は関係各所と協力し、母

材の製作・熱処理方法および鉗子設計の変更

などを行うことで対応する。 

鉗子と同等であることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

【進捗 100％：○】 

・試験片を入手し、硬度テストを行い仕様に適した

材料設計の指針を決定した。 

・耐久性試験は、繰り返し変形試験を実施し、想定

使用回数では破損しないこと、および残留変形量が

飽和する変形回数を確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 形状記憶合金製ヘッドの詳細設計と動作確

認 

1) 先端形状・シャフト接合部（蝶番）の設計・

作製 2018年 11月末 

（有限会社角野製作所） 

蝶番の機構を分析し任意の開閉角度を考慮

した構想設計をし、九州大学や開発主体企

業からのアドバイスをうけて蝶番機構の図

面を完成させる。ヘッド用材料（SMA）の切

削性加工テストを実施後に、鉗子ヘッド把

持部を製作する。製作した鉗子ヘッド部が

暫定製品仕様を満たしているか、簡易的な

動作確認を実施し組立工程に繋げる。 

 

 

2) 動作・安全性実証 2018年 12 月末 

 

 

 

 

 

【進捗 90％：△】 

・蝶番の構想設計と蝶番機構の図面を完成した。 

・SMA の切削性加工テストを行い加工条件の目処付

けをした。 

・鉗子ヘッドと蝶番を完成し動作確認を行った。 

但し、把持部の最終形状決定には至らなかった。 
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2018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 

（北九州市立大学） 

製作されたφ5 ヘッドに対し破壊試験等に

より製品強度の特性評価を行うことで、安全

性を確認する。また(2)-④にて確認する繰り

返し曲げ疲労強度測定の結果と併せて、製作

した鉗子の使用限界回数を検証する。製作し

た鉗子ヘッド部が暫定製品仕様を満たさない

場合は関係各所と協力し、母材の製作・熱処

理方法および鉗子設計の変更などを行う。ヘ

ッドの量産試作仕様を 2018 年 12 月末までに

確立する。 

【進捗 100％：○】 

・硬度テストにより強度を確認し、繰返し曲げ疲労

強度測定を行い、仕様を満たすことを確認した。ま

たポート部からの引抜き動作も問題ないことを確認

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ シャフト設計・作製 

1)ヘッド接合部設計 2018年 11 月末 

（九州大学病院） 

ハンドルに装着されている炭酸ガスボンベ

よりヘッドに送られる圧縮ガスが、ヘッド

接合部で減圧され温度低下を招く現象を利

用したヘッドとシャフトの接合部の設計お

よび 3Dプリンターでの製作を行う。作製に

関してはヘッド作製担当の角野製作所およ

びシャフト作製担当の山科精器と密に連絡

を取り問題点を解決していく。 

2)冷却機能設計 2018年 11 月末 

（山科精器株式会社） 

九州大学が作成した構想図を基に、鉗子先

端を冷却するために、炭酸ガスを送るシャ

フト機構を設計する。ハンドル内に格納さ

れるガスボンベから、シャフト内に設置さ

れる流路を介してヘッド部へ送られる機構

を設計する。効率的に冷却するための流路

径やノズル形状を考案しながら図面化す

る。 

3) 通電機能設計 2018年 11月末 

（株式会社松栄電子研究所） 

シャフトに使用予定の材料の電気的な特性

を把握するため、材料サンプルの抵抗、イ

 

 

 

【進捗 100％：○】 

・冷却機構を変更したため、ヘッド接合部設計が遅

延したが 2018年 12月末に完成した。 

 

 

 

 

 

 

 

【進捗 50％：△】 

・試作機を作製し性能を評価したが要求仕様を満た

せず再設計となった。 

 

 

 

 

 

 

 

【進捗 50％：△】 

・通電試験で作動時の電流と電圧が既存鉗子ほぼ同

じであることを確認したので、材料の選定範囲を決
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2018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 

ンピーダンス等の測定を行い、設計担当の

山科精器にアドバイスする。また、絶縁塗

料などについて、山科精器に測定結果をフ

ィードバックしアドバイスする。 

4)回転・把持機能設計 2018年 11月末 

（山科精器株式会社） 

九州大学が作成した構想図を基に、ヘッド

を操作するためのシャフト機構を設計す

る。回転方向を位置決めするための機構と

ヘッドを開閉するための機構を考案しなが

ら図面化する。既存品の腹腔用鉗子の構造

を参考にしながら、冷却機構との両立がで

きる構成を設計する。冷却機能設計と並行

しながら進める。 

5)シャフト作製 2019年 1月末 

（山科精器株式会社） 

シャフトを構成する部品図面および部品の

作製とサブアッシーを実施する。ヘッド作

製担当の角野製作所および、構想図を作成

した九州大学と密に協力しながら進め、シ

ャフトの量産試作仕様の決定につなげる。 

めることができた。 

 

 

 

 

【進捗 50%：△】 

・試作機を作製し性能を確認したが要求仕様を満た

せず再設計となった。 

 

 

 

 

 

 

 

【進捗 50％：△】 

・試作機を作製し性能を確認したが要求仕様を満た

せず量産試作仕様の決定には至らなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ ハンドル設計・作製 

1) 炭酸ガスボンベ調圧機設計作製 2018年 12

月末 

（佐久間特殊鋼株式会社） 

山科精器が設計開発した調圧機を、秋山製

作所が安全性などについて企業評価を行っ

た（2018年 9 月）ボンベメーカーに発注し、

2018年 12月までに山科精器に提供する。 

（山科精器株式会社） 

調圧機（冷却ガスをヘッドへ送るための送

気量を調整する機構）を 2018 年 11 月まで

に設計し、12 月までに設計に基づき手配し

た調圧機を入手し、性能評価検査を行う。

2019年 1月末までに鉗子の操作性を考慮し

 

 

 

 

【進捗 50％：△】 

・ボンベメーカーと基本構造を決定し製造コストを

算出した。 

 

 

【進捗 50％：△】 

・冷却機構変更に伴いワンプッシュ定量式調圧器に

変更した。 
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2018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 

on/off のスイッチを作製する。 

（秋山製作所）2018年 9月末 

試作する調圧機を医療機器として作製可能

か安全面などを企業評価する。 

2) 炭酸ガスボンベ接合部設計 2018年 11 月

末 

（佐久間特殊鋼株式会社） 

山科精器が設計したハンドルに適応し、医

療機器として安全に先端部の形状記憶合金

を冷却するための炭酸ガスボンベを入手

し、山科精器に提供する。 

（山科精器株式会社） 2018年 11月末 

炭酸ガスボンベをセットする機構を設計す

る。高圧ガスを封入したボンベであるため、

確実なセットが求められるが、煩雑な操作

性にならないよう、簡単な操作で確実にセ

ットできる構造を考案し図面化する。炭酸

ガスボンベに関する情報は、佐久間特殊鋼

を通じてメーカーから取得する。 

3) 冷却機能設計 2018年 11月末 

（佐久間特殊鋼株式会社） 

九州大学が行う冷却機能設計に必要な炭酸

ガスボンベを入手し、提供する。 

（九州大学病院） 

ハンドルにおいて、炭酸ガスボンベのスイ

ッチの操作、回転操作、鉗子把持操作を行

う構造を開発する。ハンドル及びシャフト

製造担当の山科精器及び、炭酸ガスボンベ

作製メーカーと密に連絡を取り問題を解決

していく。完成したハンドル設計図の版管

理は山科精器が行う。 

4)通電・絶縁機能設計 2018年 11月末 

（株式会社松栄電子研究所） 

ハンドルに使用予定の材料の絶縁特性を把

握し、必要に応じて材料サンプルの抵抗・

 

【進捗 100％：○】 

・供給者選定票にて企業評価を行い、作製可能で有

る事を確認した。 

 

 

【進捗 70％：△】 

・ガスボンベメーカーと共同で、候補ボンベを選定

した。 

 

 

 

【進捗 80％：△】 

・オープンサーキット方式での炭酸ガスセット機構

設計したが、ワンプッシュ定量式調圧器の仕様に合

わせ再設計を行った。 

 

 

 

 

 

【進捗 70％：△】 

・ガスボンベメーカーと共同で、候補ボンベを選定

した。 

【進捗 60％：△】 

・オープンサーキット方式での炭酸ガスセット機構

設計済みだが、ワンプッシュ定量式調圧器に変更し

たため、ボンベは既存の 4L極小ボンベがそのまま使

用可能であるが、変圧器の完成が遅れている。 

 

 

 

 

【進捗 50％：△】 

・試作機を作製し性能を確認した結果、要求仕様を

満たせず再設計となり試験には至らなかった。 
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2018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 

耐圧試験を行い、設計担当の山科精器にア

ドバイスする。また、電極の形状及びハン

ドル内の通し方について、山科精器に測定

結果をフィードバックしアドバイスする。 

 

5)回転・把持機能設計 2018年 11月末 

（山科精器株式会社） 

九州大学が作成した構想図を基に、ヘッド

を操作するためのハンドル機構を設計す

る。回転方向を位置決めするための機構と

ヘッドを開閉するための機構を考案し図面

化する。既存品の腹腔用鉗子の構造を参考

にし、福岡歯科大学と協力して設計を進め、

量産試作仕様の決定につなげる。冷却機能

設計と並行しながら進める。 

6)樹脂製ハンドル作製 2019年 1月末 

（山科精器株式会社） 

ハンドルを構成する部品図面および部品の

作製とサブアッシーを実施する。多くの部品

は樹脂で作製し、強度を必要とする部分は繊

維強化樹脂または金属部品をインサート成型

することを調査しながら決定する。問題が生

じた場合には、佐久間特殊鋼を通じて日本炭

酸ガスと協議する他、設計段階に戻ることが

必要な場合には、九州大学および福岡歯科大

学と協議しながら進め、ハンドルの量産試作

仕様の決定につなげる。樹脂部品の作製にお

いては、使い勝手を確認するなどの形状の適

切性を評価するためのモックアップは 3D プ

リンターなどのラピットプロトタイピング手

法にて試作し、機能性を評価するための試作

は樹脂本来の引張強度が求められるため、切

削加工または射出成型加工にて行う。 

 

 

 

 

 

 

【進捗 50％：△】 

・試作機を作製し性能を評価したが要求仕様を満た

せず再設計となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【進捗 50％：△】 

・樹脂を切削加工した試作機を作製し性能を評価し

たが要求仕様を満たせず再設計となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 組立・動作確認 

1)組立・通電機能実証 2019年 2月末 
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2018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 

（株式会社松栄電子研究所） 

暫定製品仕様に基づき、部品を集結させ各

単品図を基に組み付けを行い鉗子の可動を

確認する。また、通電機能実証のため下記

の通電試験を行う。 

・測定器で抵抗値及びインピーダンスを測

定する。 

・豚肉を使用して、鉗子の凝固機能を確認

する。 

・動物実験を行い、止血機能を確認する。 

2)梱包・滅菌方法確立 2019 年 3 月末（継続）

（株式会社秋山製作所） 

松栄電子で組み立てた製品に滅菌処理を施

し、滅菌による温度変化が商品に与える影

響を確認する。滅菌方法を 2019年 2 月まで

に確立する。また、この滅菌において影響

が出たパーツについては、再度構造設計等

の見直しを各工程の設計終了時までに行

い、再滅菌に耐えうる仕様にする。保管時、

輸送時、在庫中の環境変化を考え、一次包

装型を設計する。一次包装に合わせた外箱

を試作し、必要に応じた衝撃、落下、輸送、

温度による変化等の試験を行い、梱包方法

を 2019年 5 月までに確立する。 

3)製品要求仕様に対する動作確認 2019 年 3

月末（継続） 

（佐久間特殊鋼株式会社） 

福岡歯科大学が行う動作確認に必要な炭酸

ガスボンベを入手し、提供する。 

（福岡歯科大学） 

冷却機能および通電加熱（通電に必要な出

力、時間）、鉗子の基本機能である剥離、把

持、回転機能が製品要求仕様（医師のニー

ズ）に適合しているかを人体モデルおよび

大型実験動物を用いた非臨床試験として行

う。問題があった場合は、その結果を設計

【進捗 60％：△】 

・試作鉗子の短絡状態及びｵｰﾌﾟﾝ状態のインピーダン

スを測定し、既存鉗子と同等であることを確認した。 

・通電は既存鉗子と同等であることを確認した。 

・鶏肉で凝固効果の確認や通電時のパワーの計測な

どを行い既存鉗子と同等であることを確認した。 

・通電後の形状が元に回復することを確認した。 

 

 

 

 

【進捗 50％：○】 

・先端部の形状記憶合金をオートクレープ（滅菌器）

にて、滅菌耐久試験を実施した結果、形状記憶処理

に影響の無い事を確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【進捗 80％：△】 

・ボンベメーカーと基本構造を決定した。 

 

【進捗 100％：〇】 

・試作された形状記憶合金製鉗子を用いて人体腹腔

モデル（Dry Box）による非臨床的通電テスト、既存

のステンレス製鉗子との比較検討を行った。 

・人体腹腔モデル（Dry Box）を用いた加温（体温）

および冷却実験を行い安全性と有用性を確認した。 
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2018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 

に反映させる。 

4)安全性確認 2019年 3月末（継続） 

（株式会社秋山製作所） 

量産試作仕様決定に向け、2018 年 11 月に

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

全体で抽出し、そのリスクに対して低減策

をとりまとめ、2019 年 2月に量産試作仕様

を決定する。量産試作仕様で組立した製品

の安全性の確認を 2019年 4 月までに行う。 

5)製品仕様決定 2019年 3月末（継続） 

（株式会社秋山製作所） 

山科精器と協業して、暫定製品仕様に基づ

き試作したヘッド、シャフト、およびハン

ドルに対して、冷却性、通電性、回転、把

持力などの安全性と動作性の確認を行い、

2019年 2 月に量産試作仕様を決定する。ま

た、本仕様に基づいて作製した製品に対し

て医療機器としての安全性・有効性の評価

を行い、福岡歯科大学の非臨床試験の結果

と統合し、2019年 6 月に最終製品仕様を決

定する。 

 

 

【進捗 50％：△】 

・リスクの抽出と低減計画を作成した。 

・試作機を作製し性能を評価したが要求仕様を満た

せず再設計となり安全性の確認には至らなかった。 

 

 

 

 

 

【進捗 50％：△】 

・試作機を作製し性能を評価したが要求仕様を満た

せず再設計となり量産試作仕様の決定には至らなか

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 薬事戦略 

1)ＱＭＳ運用の確認 2019 年 3 月末（継続）

（株式会社秋山製作所） 

品質マネジメントシステムに従い、各分担

機関で実施する項目のＱＭＳに必要となる

インプット情報とアウトプット情報を明確

化し、確実に分担機関で報告が実施できる

体制を確立する。 

3)薬事相談 2018年 9 月末 

（株式会社秋山製作所） 

認証品の該当性について第三者認証機関に

2018年 9 月までに薬事相談を行い、医療機

器クラスを確定させ、製品認証承認の手続

きの進め方、必要とされる各種試験の決定

 

 

 

【進捗 70％：△】 

・製品実現のために、製品要求仕様書を作成し、リ

スクマネジメントを計画し報告書にまとめ、試験項

目一覧を作成し、規格及び試験方法をまとめ実施計

画を策定した。 

 

 

【進捗 50％：△】 

・PMDA の準備面談を受け、新規性があり CLASSⅡの

承認品になると指導をうけた。 
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2018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 

をする。 

4)非臨床試験 2019年 3月末 

（福岡歯科大学） 

人体腹腔モデルによる非臨床的動作性、有

用性、安全性を検証する。 

また、人体腹腔モデルによって検証された

器具を用い、大動物（20Kgビーグル犬）に

よる全身麻酔下での非臨床的動作性、有用

性、安全性を検証する。この結果を基に、

秋山製作所で行う安全性試験の結果と統合

し最終製品仕様の決定につなげる。31 年 3

月末までには量産試作仕様に基づいて作成

した試作品に対して非臨床試験を終了す

る。 

5)安全性試験 2019年 3月末（継続） 

（株式会社秋山製作所） 

薬事申請に向け、QMS のリスク管理に基づ

きリスク分析し抽出されたリスクに対応する

ため、⑥4)と併せ、以下の安全性を検証する。

生物学的安全試験は、医療機器クラスに基づ

き、医療機器 GLP に適合した施設に非臨床試

験を 2019年 2月まで行う。物理的・機械的安

全性として、部品の落下、折損、鋭利部分等

の試験を、先端部は 2018 年 12 月までに評価

を行い、組立後の評価を 2019年 6月までに行

う。電気的安全性においては、電気の漏れ、

短路等を考え、JIS T 0601-1.1-2に準拠した

試験を 2019 年 6月までに行う。安定性及び耐

久性においては、再滅菌による影響等の試験

を 2019 年 6 月までに行う。2019 年 3 月まで

に各分担機関が作製する、構成品（ヘッド・

シャフト・ハンドル・ボンベ等）に対する、

安全性試験を完了させ、結果を申請書のサマ

リー・テクニカル・ドキュメント（STED）に

順次反映させる。 

 

 

【進捗 100％：〇】 

・非臨床でドライラボおよび生体動物を用いた動作、

安全性確認実験計画を作成した。 

・試作された形状記憶合金製鉗子を用いて人体腹腔

モデル（Dry Box）による非臨床的動作性、有用性、

安全性を検証した。 

 

 

 

 

 

 

 

【進捗 10％：×】 

・試作品が機能面で再設計となり薬事申請に必要な

試験を行うことが出来なかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ 知財戦略     
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2018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) 国内先行特許調査 2018年 8月末 

（佐久間特殊鋼株式会社） 

特許情報プラットホームで社内調査を実施

し、医療用鉗子（形状記憶合金・冷却機構・

屈曲を検索条件）で抵触する特許は無い事

が判明した。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し、抵触する先

願特許の有無を確認する。 

2)国内特許出願 2018年 11 月末 

（九州大学病院） 

国内先行特許調査結果に基づき開発鉗子の

構造を精査する。必要に応じ、防衛的観点

から特許事務所と相談して特許申請を検討

する。 

4)海外先行特許調査 2019年 3月末 

（佐久間特殊鋼株式会社） 

ターゲット国の参入難易度を考慮し、出願

国を決定する。その国で先行するメーカーの

海外先行特許調査を行う。 

 

【進捗 100％：○】 

・調査機関に依頼し形状記憶合金や炭酸ガスを使用

した鉗子及び、蝶番・接続部などの構造上の先願特

許調査と先端形状に関する意匠権の調査を完了し

た。 

 

 

 

 

【進捗 100％：○】 

・先端が形状記憶合金製内視鏡外科手術鉗子として

の原理特許を出願した。 

 

 

 

【進捗 70％：△】 

・調査機関に依頼し形状記憶合金や炭酸ガスを使用

した鉗子及び、蝶番・接続部などの構造上の先願特

許調査と先端形状に関する意匠権の調査を完了し

た。 

 

 

⑩ 販売戦略 

2)調査結果の分析 2018年 8月末（完了） 

（佐久間特殊鋼株式会社） 

市場アンケート調査や医師へのヒアリング

の結果及び、製品評価サービスの内容を分

析し、先端形状と冷却機能および回転・把

持機能の設計に反映する。 

3)医師へのヒアリング 2018年 8月末（完了） 
（株式会社秋山製作所） 

医療機器開発支援ネットワークのサービス

を利用して、医師へのヒアリングにより開

発製品の有用性や改善点について評価す

る。併せて、自前でも医療機関や展示会に

 

 

 

【進捗 100％：○】 

・製品評価サービスの調査結果をもとに、製品ニー

ズの分析を実施した結果、先端部のニーズ等を製品

に反映させた。 

 

 

【進捗 50％：△】 

・医療機器開発支援ネットワークを介した調査を 5

名の内視鏡外科医師を対象に行った。 
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2018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 

て、医師への個別ヒアリングを実施する。 

 

⑪ プロジェクト管理 

（佐久間特殊鋼株式会社） 

1)全体リスク管理 2019年 3月末（継続） 

各実施項目のリスクを抽出した全体リスク

管理表を作成し、未然にリスク回避できる

よう管理する。 

2)コスト管理 2019年 3月末（継続） 

製造工程から考えた製品コスト管理及び販

売コスト管理を適切に行う。目標コストを

設定し、量産試作仕様が決定する 2019 年 2

月に販売の見極めを行う。製造販売企業で

ある秋山製作所と協力し、プロジェクト予

算の管理を適切に行う。 

3)スケジュールリスク管理 2019 年 3 月末

（継続） 

月次定例全体会議および随時個別会議を主

催して、メンバー間の意志疎通を促進する。

スケジュール管理表を基に進捗管理を行

い、スケジュールに遅れが発生しないよう

会議でチェックする。 

 

 

 

【進捗 50％：△】 

・全体リスク管理表を作成しハザードを特定しリス

ク低減策の進捗管理を実施した 

 

 

【進捗 50％：△】 

・想定販売価格と各パーツの目標原価の設定をした。 

 

 

 

 

 

【進捗 50％：△】 

・スケジュールリスク管理表を作成し全体会議及び

分科会にて進捗管理を実施した。 
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1.7 補助事業の振り返り 

(1) 2018年度の到達点（総括） 

形状記憶合金製ヘッドついては、要求仕様に対応出来るよう軟化－硬化の温度設定を行い、その後、

形状記憶合金製ヘッドの剛性を維持できる様、屈曲部の厚み、屈曲角度を設計し、剥離の用途に適した

鉗子ヘッドの加工を行った。 

冷却構造については、冷却試験の結果を基に、量産試作仕様決定を目指した試作機を作製して評価を

行った。 

薬事戦略として、品質マネジメントシステム（QMS）に基づきリスクマネジメントの計画を立案の上

リスク評価を行い、必要とされる試験項目一覧をまとめ、安全性と有効性の評価項目に関して PMDA の

準備面談を受けた。冷却構造、冷却ガスの安全性の課題が判明した。 

知財戦略として、先願特許調査を実施し、形状記憶合金を使用した鉗子での該当が無いことを確認し、

原理特許での出願をした。 

全体のプロジェクト管理として、コンソーシアムの実施状況の進捗を明確にして事業を進めた。 
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(2) 当初目標達成度に関する自己評価 

 1) 自己評価結果 

C：当初目標には未達だった。 

 

 2) 自己評価理由 

医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令への対応は出来ていたが、

日本薬局方に関する項目の調査が不十分であった。 

冷却構造の変更によりリスク分析の見直しや申請書類の修正を行ったため、安全性や有効性の評価項

目の決定に時間を要した。 

(3) 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。 ○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）。 △一部
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。 △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。 ○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。 △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。 △一部
コア技術の開発戦略は明確になっていますか。 △一部
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。 △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。、 △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）。 △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。 △一部
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。 ○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。 ○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。 ○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。 △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。 ○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。 ○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。 △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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(4) 2018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 

薬事対応が遅れたため挽回する必要があり、専門支援機関と契約して薬事対応を加速化させる。より

早期に専門支援機関との契約を締結し、薬事対応を含めて事業進捗管理が出来たと推測される。 

 

 2) 事業の進め方 

全機関が集まり実施した全体会議が少なかったため、会議当日に次回の開催日を決定するのではなく、

長期的なスケジュールを立案し全機関が集まれる様に改善する。全体会議のほかに、役割別チーム制を

導入して意思決定の迅速化を図り、進捗を全体会議で情報共有と課題解決をするようにしたが、より早

期に導入すればより効果的なコミュニケーションがとれたものと推測される。 

 

 3) その他 

 無し。 
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(5) 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 

先端部は、１種類のみ開発する。 3 種の先端部を開発する。将来的には診療

科と用途に応じたバリエーションを増やし

ていく。 

製品評価サービスによる医師への直接ヒ

アリングにおいて、先端部の角度に多様な要

望が存在することが示されたため。 

機器スペック・

ビジネスモデル 

特になし。 特になし。 特になし。 

   

   

事業化体制 登録なし。 山科精器の参加。 冷却構造の設計開発力向上のため。 

登録なし。 福岡歯科大学の参加。 機能確認、動作確認、非臨床試験実施のた

め。 

事業化計画（開

発･薬事・上市

スケジュール） 

CLASS Ⅱ 認証を目指す。 CLASS Ⅱ 承認が必要となる。 PMDAへの相談の結果、先端部が曲がる事に

新規性があるため、承認手続きを要請された

ため。 

 

(6) 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 製品クラスを早期に明らかにすること。 第三者認証機関および PMDA への相談を実施した。 

  

  

知財 特になし。 特になし。 

  

  

技術・評価 リスク分析を実施して、リスク低減策を明確にすること。 リスク分析を実施した。 

  

  

その他事業化

全般 

特になし。 特になし。 
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(7) 継続条件への対応状況 

継続条件 対応状況 

継続審査に持参した初期試作機を用いて、2018 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。 

 

2018年 5 月より実施した製品評価サービスで 5名の医師にヒアリングを実施

した。その結果、先端が剛性を持って屈曲する鉗子に対する関心は高く、内

視鏡外科手術全般において強いニーズがあることが確認された。 

又、機能面での製品要求は、我々が開発を目指している仕様で十分対応で

きる内容であった。しかし、先端形状に関しての要望が多く聴取され、用途

や夫々の術者の好みによって先端形状に対する要求は多様であることが明ら

かになった。 
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1.8 2019年度以降の実施内容に関する計画（案） 

2018 年度事業で作製した試作機の評価結果より、現設計の冷却機構に関して課題が明らかになった。一方、特許出願は行い、他社の類似開発を牽

制していくことができる。そこで、明らかになった課題に対して事業方針転換も視野に入れ、事業採算面、開発体制などを検討した上で、慎重な実

施計画を立案してく予定である。
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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 

〒458-8510 愛知県名古屋市緑区浦里 5-250 

電話: 052-623-5551 / FAX: 052-623-5558 / E-mail: Tatsuhiko_Murata@sakuma-ss.co.jp 

 

 


