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第１章 研究開発の背景と目的 

１－１ 医療現場のニーズ・課題 

近年、あらゆる外科領域においては（時には経口的アプローチによる内科治療領域などにおい

ても）、患者に対する侵襲が小さく、 Quality of Life(QOL)の点から見て優れた内視鏡下手術が一般

的となってきている。厚生労働省によれば、現在の外科手術の８０％は内視鏡手術に置き換わる

と言われており、2007 年には 100137 例で内視鏡下手術が行われ、1990 年から 2007 年末までには

合計 807108 例が行われてきている。現在の内視鏡手術で使用されている手術器具は細長い棒状の

ものがほとんどであり、体内への挿入孔に操作が制限され、手で直接触れながら行うような器用

な手技は困難である。これは多孔式の内視鏡手術でも単孔式の手術でも同じである。そのため、

国内外にて屈曲自由度を追加した屈曲鉗子類、特に手術用ロボット鉗子を実現するための新しい

機構や、動力伝達方法、操作方法に着目した様々な研究開発がなされている。  

 

Intuitive Surgical 社の da Vinci 手術システムをはじめとする手術用ロボットで用いられる

鉗子マニピュレータ（体内に挿入される細径の部分）は，外径 5mm 以上のものがほとんどである．

低侵襲性を高める、すなわち傷口を小さく目立たないようにし、入院期間を短くするためには、

3mm 以下の極細径の手術用鉗子が必須である。特に産婦人科領域で子宮内に挿入して使う鉗子に

おいては、流産や早産のリスクを低くするためにできるだけ低刺激で使える極細径の手術器具が

求められている 1-5)。さらに、胸腔や腹腔、子宮内などの空間に挿入して使う手術器具は、内視鏡

も含め、挿入孔の方向へ振り向いてのアプローチを行えるものはほとんどなく、挿入孔からの出

血や、胸壁や腹壁、子宮壁の処置に対応するためには、より大きな屈曲角度を持つ手術器具が有

効になってくる。 

 

鉗子先端部の自由度の駆動方法としてよく用いられるのはワイヤ機構やリンク機構である。前

者ではマニピュレータの多自由度や細径化、多チャンネル化に適し、軟性鏡の操作にも用いられ

るが、繰り返し駆動の耐久性や動作精度、信頼性に欠ける面もある。後者では確実な駆動が可能

であり滅菌性に優れているといえるが、細径化や多チャンネル化は難しい 6-10)。多種多様な外科

領域で汎用的なものは少なく、従来の手技を超える全く新しい手技の実現には至っていない。実

用化されているのは欧米企業数社のみであり、国内では未だ実用化には至っていない。現場のニ

ーズに対し技術の供給は十分ではなく、実用化に耐えうる多自由度の鉗子（マニピュレータ）の

開発は急務といえる。 

 

 また、国内での内視鏡手術における長鉗子については、海外製のディスポ―ザブル品（単回使用

に限る使い捨てのもの）が多くを占め、医療費が増大する要因の一つとなっている。先端部に自由

度が付いていないものがほとんどであり、付いていたとしても 1方向に曲がるものに限られている。

ハンドルと柄の部分が分離するものがあり、手術内容に応じてよく使う持針器・把持鉗子・剥離鉗

子・はさみなどを柄ごと取り換えて、複数本を用意して手術に臨むことが通常となっているが、い

ずれも先端に自由度を持ったものはほとんどない。従来の手術スタイルと同じように簡単に先端の

機能が交換でき、かつ屈曲や回転などの自由度を持たせたものであれば、あらゆる内視鏡手術で有

用な新しい手術器具となる。 

 

 図 1-1 に本研究開発の概要と目標を示す。 
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図 1-1 研究開発の概要と目標 

 

１－２ 本研究の目的・達成目標 

平成２４年度は以下の３つの研究開発要素につき、実用レベルの設計（強度解析含む）を行い、試

作を始める．試作が完了した屈曲鉗子については、仕様として設定した屈曲駆動が可能かどうか評価

する。 

【１－１】屈曲鉗子の極細径化 

・外径３ｍｍ，上下左右への２自由度（１方向あたり９０°）で設計・試作を行う。 

【１－２】鉗子の屈曲角度の増大 

・外径３ｍｍ，上下または左右への屈曲１自由度（１方向あたり１８０°）で設計・試作を行う。 

【１－３】先端機能のモジュール化 

・外径５ｍｍで先端部の着脱機構とワイヤ駆動による鉗子の開閉部の設計・試作を行う。 

【４】事業化調査 

・関連技術等の技術調査を進める。 

 

さらに、全研究事業(３年以内)終了時の達成目標としては、以下を設定して各技術要素に対応する

複数の鉗子を実用化し、特に先端機能を簡便に着脱可能なモジュール型の極細径屈曲鉗子を開発を先

行させて、臨床応用を推進する。 

【１－１】屈曲鉗子の極細径化 

・外径２ｍｍ台、上下左右への屈曲２自由度（１方向あたり９０°）を達成する。先端の機能として

は、過大な力を要しない把持鉗子を搭載する。 

【１－２】鉗子の屈曲角度の増大 
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・外径３ｍｍ、上下または左右への屈曲１自由度（１方向あたり１８０°）を達成する。先端の機能

としては、焼灼用レーザーファイバやカテーテルなどを搭載できるよう、中心部を中空の状態にする。 

【１－３】先端機能のモジュール化 

・外径５ｍｍ、上下左右への屈曲２自由度（１方向あたり９０°）、先端機能として、“持針器”“把持

鉗子”“剥離鉗子”“剪刃（はさみ）”機能の 4 種類を着脱駆動可能としたモジュール化を達成する。 

【２】開発機器の安全性評価・臨床評価 

・国立成育医療研究センターおよび協力関係にある複数の病院にて臨床応用（前臨床試験）を開始す

る。 

【３】薬事申請 

・技術的なハードルの低い、【１－３】の外径５ｍｍのものから、順次クラスⅠでの薬事申請（届出）

を完了させる。 

【４】事業化調査 

・関連技術等の技術調査，および事業化計画の策定を行なう 

 

すでに指摘したように、近年あらゆる外科領域においては、患者に対する侵襲が小さく、 

Quality of Life の点から見て優れた内視鏡下手術が一般的となってきている。現在の内視鏡手

術で使用されている手術器具は細長い棒状のものがほとんどであり、体内への挿入孔に操作が制

限され、手で直接触れながら行うような器用な手技は困難である。そのため、国内外にて屈曲自

由度を追加した屈曲鉗子類、特に手術用ロボット鉗子を実現するための新しい機構や、動力伝達

方法、操作方法に着目した様々な研究開発がなされている。ただし、Intuitive Surgical 社の da 

Vinci 手術システムをはじめとする手術用ロボットで用いられる鉗子マニピュレータ（体内に挿

入される細径の部分）は、外径 5mm 以上のものがほとんどである。また、先端の機能ごとにそれ

ぞれ別の手術器具を用意する必要がある。鉗子先端部の自由度の駆動方法としてよく用いられる

のはワイヤ機構やリンク機構である。前者ではマニピュレータの自由度は高くなるが、繰り返し

駆動の耐久性や動作精度、信頼性に欠ける面がある。後者では確実な駆動が可能であり滅菌性に

優れているといえるが、細径化や多チャンネル化は難しい。 

現状では多種多様な外科領域で汎用的なものは少なく、従来の手技を超える全く新しい手技の

実現には至っていない。我が国では、現場のニーズに対し技術の供給が十分でない点に問題があ

り、実用化に耐えうる多様な屈曲鉗子の開発が急務となっている。本研究開発では、最終的に極

細径の屈曲鉗子、屈曲角度を±180 度まで拡大した大屈曲鉗子，および先端機能を簡便に着脱可

能なモジュール型屈曲鉗子を開発し、臨床評価、および薬事申請（または届出）まで進むことを

目的とする。以下、サブテーマごとの年度実施計画を記す。 

 

【１】先端機能を簡便に着脱可能なモジュール型の極細径屈曲鉗子の開発 

（担当：(独)国立成育医療研究センター／(株)スズキプレシオン） 

【１－１】屈曲鉗子の極細径化 

 ＳＬの山下が発明者となっている基盤特許技術を基にして、外径２ｍｍ台で先端に屈曲自由度

を搭載した極細の屈曲鉗子を開発する。年度ごとの実施目標は以下の通りである。 

Ｈ２４：外径を２ｍｍ台に収めるための部品設計（主に歯車部品）と剛体解析を行い、外径３

ｍｍでの試作を始める。 

Ｈ２５：レーザー溶接技術を用いた構成部品の簡略化を検討し、最終的な外径を決定して各部

品の設計と試作を進める。 

Ｈ２６：外径２ｍｍ台（屈曲２自由度（±９０°））を達成する。 
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【１－２】鉗子の屈曲角度の増大 

 ＳＬの山下が発明者となっている基盤特許技術を応用し、外径３ｍｍで、±１８０°の屈曲を

可能とする大屈曲鉗子を開発する。先端機能としては、中心部を中空構造にし、レーザーファイ

バやカテーテルなどを搭載可能とする。年度ごとの目標は以下の通りである。  

Ｈ２４：屈曲機能の設計を進め、外径３ｍｍで試作を行う。 

Ｈ２５：４関節で±１８０°の屈曲を達成する機構の試作を外径３ｍｍで行う。 

Ｈ２６：外径３ｍｍで屈曲１自由度（±１８０°）を達成する。 

 

【１－３】先端機能のモジュール化 

 あらゆる（硬性）内視鏡手術でニーズの高い“持針器”“把持鉗子”“剥離鉗子”“剪刃（はさ

み）”機能の４種類をそれぞれ交換可能にした、外径５ｍｍの屈曲鉗子を開発する。年度ごとの

目標は以下の通りである。 

Ｈ２４：鉗子と剪刃の歯（刃）形状以外の同一化設計と、外径５ｍｍでの試作を進める。 

Ｈ２５：ワイヤ駆動部の着脱・外筒部の着脱機構の設計と試作を行う。 

Ｈ２６：外径５ｍｍ、屈曲と回転の自由度を達成する。先端機能としては、“持針器”“把持鉗

子”“剥離鉗子”“剪刃（はさみ）”機能の４種類を着脱駆動可能とする。 

 

【２】開発機器の安全性評価・臨床評価 

第１次試作が順次完了する平成２５年度前半より、腹部手術用トレーニング BOX や動物（ウサ

ギやブタ）を用いた安全性評価試験を行い、その結果を試作機の改良にフィードバックさせる。  

また、平成２６年度には【１－３】の外径５ｍｍの鉗子より、臨床評価を開始する．（独）国

立成育医療研究センター（ＰＬ・ＳＬの所属施設）を中心として、信州大学医学部脳神経外科、

福島県立医科大学産婦人科の支援を受けながら、日本全国の主要施設（小切開・鏡視外科学会の

会員が所属する病院・部門）に本研究の成果を導入し、臨床研究・評価を多施設間で行う。  

 

【３】細径屈曲鉗子の薬事申請 

本研究開発の開発機器は届出のみが必要なクラスⅠであり、改良医療機器と考えられるため、

大規模な臨床試験や治験は不要である。もっとも技術的なハードルが低いのは【１－３】の外径

５ｍｍのものであり、【１－３】の先端機能モジュール化可能な多自由度鉗子から届出を行う。  

なお、クラスⅠ機器の届出には、医療機器製造業および製造販売業許可を得ている株式会社ス

ズキプレシオンが中心となり行う。 

 

【４】事業化調査 

事業化を進めるにあたり、関連技術などの技術調査および、事業化計画の策定を事業管理機関

である（社）研究産業・産業技術振興協会が中心となって行なう。販売網確保については、株式

会社スズキプレシオンと取引のある、医療機器取扱商社と連携する予定である。 
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第２章 研究開発の体制 

 

２－１ 研究組織及び管理体制 

（１）研究組織(全体) 

 

 

 

総括研究代表者（ＰＬ）  副総括研究代表者（ＳＬ） 

所属 

独立行政法人国立成育医療

研究センター 臨床研究セ

ンター 

 所属 

独立行政法人国立成育医

療研究センター 臨床研究

センター 

役職 副センター長  役職 共同研究員 

氏名 千葉 敏雄  氏名 山下 紘正 

 

図 2-1 研究組織（全体） 

 

 

ＰＬとＳＬが所属する独立行政法人国立成育医療研究センター臨床研究センターは、国立成育医療研究

センターが平成 22 年 4 月 1 日に独立行政法人化した際に新たな組織として設置された。臨床研究とはヒト

を対象としました幅広い研究を意味する。例えば、新しい薬や医療機器の開発（治験と呼ぶ）、市販薬の

より効果的な使い方を決める研究、患者より提供のあった血液などの試料やカルテに記載された診療情報

を使用する研究がある。臨床研究は医師や研究者、医療関係者らが行なうが、臨床研究センターはこれら

の研究が順調に進むように色々な角度から支援することが役割である。新しい治療法や診断法は臨床研究

からのみ生み出されるため、このような活動を通じて患者の健康維持と増進に貢献することを目的として

いる。欧米諸国と比べると我が国での臨床研究への取り組みは大変遅れており、特に妊婦・胎児・新生

児・小児を対象とした成育医療領域では遅れが顕著である。従来、臨床研究は医師や研究者らが自ら研究

計画の立案や作成、カルテ情報の研究への提供、研究協力者への説明と同意取得などを行ってきたが、こ

れからはこのような作業はその道のプロが支援する仕組みを作ることが重要である。臨床研究センターは、

これらの仕組みを作り、各種のサービスを提供することが目的としている。臨床研究センターではまた、

細胞治療や遺伝子治療などの新しい治療のインフラ整備、患者から提供された試料の保存や管理も行って

いる。独立行政法人国立成育医療研究センターの研究担当者は、胎児外科領域で低侵襲手術の実現に向け

事業管理機関 

社団法人研究産業・産業技術振興協会 

独立行政法人国立成育医療研究セ

ンター 

株式会社スズキプレシオン 
再委託 

再委託 
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て新しい医療機器の実用化を目的とした医工連携の研究に携わっている。特に出生後の治療では間に合わ

ない周産期の子宮内胎児治療を低侵襲に行うための、新しい内視鏡開発、内視鏡手術用のロボット鉗子、

極細のレーザー焼灼用ファイバー内視鏡、内視鏡手術支援用の超音波画像誘導下ナビゲーション技術など、

多岐にわたっており、このうちの子宮内内視鏡手術に関連した取り組みが本研究提案の基盤となっている。

ＳＬの山下は、平成２１～２３年度に『複数連結可能な屈曲機構による内視鏡下手術用細径マニピ

ュレータの研究開発』を科学研究費（若手研究（Ｂ））での研究課題とし、現在の外科手術の主

流である内視鏡下手術で障害となっている術具の操作性の低さを解消し、より安全・迅速な手術

を実現するため、高い信頼性を有する細径の多自由度マニピュレータを開発することを目的とし

て研究を行った。具体的には、①微細なギヤを用いた屈曲機構ユニットの設計と、②外径 3 mm で

のユニット連結部の試作を行い、これらの技術は、本提案の基盤となる機構（ＳＬの山下が発明

者の一人として特許申請済み）つながるものである。 

 

株式会社スズキプレシオンの研究開発担当者は、健康を守るメディカル関連から、あらゆる産業を支え

る半導体の製造装置、通信機器、さらには自動車関連部品まで、極限の切削加工技術を駆使して受託機器・

部品の設計・加工、組立・調整に従事してきた。この経験を生かして、本研究開発の装置の加工・組立を

行った。前述の直径 3mm での試作において、本提案の研究実施機関でもある株式会社スズキプレシ

オンに精密部品の製作加工を依頼しており、本屈曲鉗子の開発を先導する精密加工・製造技術を

有していることを確認済みである。 

 

社団法人研究産業・産業技術振興協会企画交流部の研究担当者の一人は、光物性、生物物理、生体計測

の応用、医療「医用画像診断システムにおけるビジュアリゼーションの応用研究」、核磁気共鳴画像法によ

る生体代謝機能計測・その失語症への応用、分子・バイオイメージングに関する研究開発の推進に努めて

きた経験があり、研究開発全体の進捗に関する調整や事業化に関する調査を進めた。またもう一人は、バ

イオテクノロジー、ライフサイエンスの分野で長く研究開発を行った経験があり、薬事申請及び知財関連

の調査を進めた。 
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（２）管理体制 

１） 事業管理機関 

 

社団法人研究産業・産業技術振興協会 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 社団法人研究産業・産業技術振興協会の管理体制 

 

 

社団法人研究産業・産業技術振興協会は、社団法人研究産業協会、及び財団法人日本産業技術振興協会

の合併により、平成 23 年 6 月 20 日に発足した我が国有数の異業種が集まった団体である。業種横断的な

中核団体として、これまでに両団体が培ってきた経験を融合させることで、研究産業及び産業技術の振興

のため、より一層の業務の充実と強化を図ることとしている。 

本研究開発では、上記の組織で企画交流部と総務部が連携して事業管理に当たった。当協会は、東京都

文京区本郷三丁目に本部事務所、茨城県つくば市につくば事務所があるが、本部に事業管理者 2 名、つく

ば事務所に研究員 2 名、補助員 2 名の体制で、研究開発及び事業管理を実施した。総括研究代表者及び

副総括研究代表者は、いずれも(独)国立成育医療研究センター所属であることから、管理員のい

る本部事務所との連絡を密に行い、(株)スズキプレシオンは加工技術・試作担当であることから、研究員

のいるつくば事務所との連絡を密に行って研究進行管理や装置購入の打合せ・検討を進め、事業管理を円

滑に運ぶことが出来た。 

 

 

 

 

 

 

 

  

再委託 

専務理事 

事務局長 
総務部 経理担当 

企画交流部 

 

調査研究部 

 

株式会社スズキプレシオン 

 

独立行政法人 国立成育医療研究センター 
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２） 再委託先 

 

株式会社スズキプレシオン 

 

       

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3 株式会社スズキプレシオンの管理体制 

 

従業員６５名で、極限の切削加工技術を利用して、半導体の製造装置、通信装置、自動車関連部品、先

端医療機器（単孔式内視鏡手術用ポート、ニードルデバイスなど）の開発を行っている。２００３年には

栃木県フロンティア企業に認証され、２００７年には経済産業省「元気な物作り中小企業３００社」に選

出された。栃木県鹿沼市に加工工場を有し、高度化する顧客のニーズに応えるため、常にモノづくりのイ

ノベーションに果敢に取り組んできている。上記社内体制により事業管理も効率よく行っている。研究開

発担当者は開発部と製造部に所属しており、経理担当は生産管理部に所属している。 

 

 

独立行政法人国立成育医療研究センター 

 

 

 

 

 

 

図 2-4 独立行政法人国立成育医療研究センターの管理体制 

 

臨床研究センターは、国立成育医療研究センターが平成 22年 4月 1日に独立行政法人化した際に新たな

組織として設置された。臨床研究とはヒトを対象とした幅広い研究を意味し、新しい治療法や診断法は臨

床研究からのみ生み出される。このような活動を通じて人々の健康維持と増進に貢献するのが臨床研究セ

ンターの役割である。本研究開発に関わる研究者はこのセンターに属しており、独立行政法人本部による

代表取締役 

会長 

取締役 

社長 
生産管理部 

製造部 

営業部 

開発部 設計課 

取締役 

副社長 

R&D課 

生産技術課 

製造 1課 

製造 2課 

品質管理課 

技術顧問 

総長 企画経営部研究医療課 

臨床研究センター 
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経理とセンター長による研究管理が行われた。 

 

 

２－２ 管理員及び研究員の所属、氏名 

（１）事業管理機関 

 

社団法人研究産業・産業技術振興協会 

 

①管理員  

氏 名 所属・役職 

大嶋 清治 事務局長 

松田 香織 総務部主任 

守谷 哲郎 企画交流部 研究員 工学博士 

 

②研究員 

氏 名 所属・役職 

守谷 哲郎(再) 企画交流部 研究員 工学博士 

曽良 達生 シニアコーディネーター 薬学博士 

 

（２）再委託先 

 

※研究員のみ 

 

        株式会社スズキプレシオン 

氏 名 所属・役職 

鈴木 庸介 代表取締役会長 

黒川 達也 開発部 ゼネラルマネージャー 

金子 晴彦 製造部製造2課 マネージャー 

手塚 博之 製造部 

 

 

 

      独立行政法人国立生育医療研究センター 

氏 名 所属・役職 

千葉 敏雄（PL） 臨床研究センター 副センター長 

山下 紘正（SL） 臨床研究センター 共同研究員 

柿本 隆志 臨床研究センター 共同研究員 

大石 芳江 臨床研究センター 共同研究員 

青木 久恵 臨床研究センター 共同研究員 
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大澤 俊亮 臨床研究センター 共同研究員 

北角 権太郎 臨床研究センター 共同研究員 

長村 伸一 臨床研究センター 共同研究員 

 

２－３ 経理担当者及び業務管理者の所属、氏名 

 

（１）事業管理機関 

 

   社団法人研究産業・産業技術振興協会 

区分 氏 名 所属・役職 

経理担当者 清水 淳 総務部長 

業務管理者 大嶋 清治 事務局長 

 

 

（２）再委託先 

    

株式会社スズキプレシオン 

区分 氏 名 所属・役職 

経理担当者 吉村 洋和 生産管理部 マネージャー 

業務管理者 鈴木 庸介 代表取締役会長 

 

   独立行政法人国立成育医療研究センター 

区分 氏 名 所属・役職 

経理担当者 佐俣 宜浩 企画経営部研究医療課 研究係長 

業務管理者 千葉 敏雄 臨床研究センター 副センター長 

 

 

２－４ アドバイザー 

氏 名 組織名（企業・大学等） 所属・役職 

藤森 敬也 
公立大学法人福島県立医科

大学 医学部 
産婦人科学講座 教授 

本郷 一博 
国立大学法人信州大学 医

学部 
脳神経外科 教授 
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２－５ 当該研究開発の連絡窓口 

所属 社団法人研究産業・産業技術振興協会  

役職  企画交流部  研究員  

氏名  守谷  哲郎  

電話  029-886－ 3652 

FAX 029-886－ 3653 

E-mail moriya@jria.or.jp 
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第３章 研究の実施内容 

 

３－１ 研究開発の全体像 

（１）研究の概要 

近年 da Vinci 手術ロボットをはじめとする内視鏡手術用の多自由度マニピュレータの開発が進

んでいるが、実用化しているのは欧米企業数社のみであり、国内では未だ実用化には至っていな

い。また、内視鏡下手術において傷口を小さく目立たないようにし、入院期間を短く済ませるた

めには極細径の手術器具が必要であるが、外径 3mm 以下で製品化されているものはほとんどない。

特に子宮壁への刺激を最小限にしなくてはならない子宮内胎児手術においては、成人用の手術器

具を代用しているのが現状であり、専用の手術器具の開発が強く望まれている。また、手術器具

の挿入孔となる胸壁や腹壁、子宮壁などの処置（例えば止血など）を行うために、大きく屈曲可

能な手術器具もほとんどない。180°屈曲できれば、様々な管状組織の処置にも有効であるが、そ

のような製品は作られていない。さらに、現在使用されている内視鏡手術用の長鉗子には、ハン

ドル部と柄の部分を分離できるものがあり、手術内容ごとに持針器や把持鉗子、剥離鉗子、剪刃

（はさみ）などを入れ替えたものを複数本用意して手術に臨むことが多いが、先端に屈曲や回転

自由度を搭載した鉗子はほとんどない。 

 

そこで本研究では、①外径を 3mm 以下に極細化した屈曲把持鉗子、②先端部に±180°屈曲可能

な自由度を持たせた外径 3mm の大屈曲鉗子、③先端機能（持針器、把持鉗子、剥離鉗子、剪刃（は

さみ）など）を容易に着脱可能であり、かつ屈曲・回転自由度を持たせた外径 5mm の鉗子の開発

を行う。特に医療費増大の一因ともなっているディスポ―ザブル品ではなく、リユーザブル品で

あり、かつマニュアル操作によるクラスⅠの医療機器としてまず薬事申請（届け出）を行い、国

産で、様々な内視鏡手術に有用な手術器具の実用化を先導する。 

 

 

図 3-1 屈曲鉗子、先端機能交換型モジュールの使用イメージ 

 

将来的には、３つの要素技術が統合された極細径の先端機能モジュール型の大屈曲鉗子の実現

を目標とするが、本研究期間においては、上記①～③のそれぞれの要素技術を完成させ、その機
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能を搭載した３種類の屈曲鉗子の実用化を目指す。これらを単独または併用することにより、様々

な内視鏡手術におけるニーズに対応可能な手術器具となる。 

基盤となる細径の屈曲機構、大屈曲機構、及び先端機能の把持開閉機構については、主に(独)

国立成育医療研究センターの山下（SL）が設計を行い、(株)スズキプレシオンの鈴木・黒川らが

精密加工用データへの変換、強度解析、試作、及び加工プロセス制御の観点から評価を行う。試

作機は、技術的なハードルの低い③の鉗子からできあがる予定であり、順次完成した屈曲鉗子につ

いて、（独）国立成育医療研究センターの千葉（PL）が中心となり、ファントムおよび動物を使った実験に

て、仕様として設定した屈曲や把持等の操作が可能であり、かつ実用的な自由度や操作性、強度を有

するかどうかを評価する。 

 

初年度である平成２４年度には、①屈曲鉗子の極細径化、②鉗子の屈曲角度の増大、③先端機能のモジ

ュール化に関する要素技術の設計と解析、試作を行い、また、手術器具の操作性に大きく関わるハンドル

部の設計と試作も行う。最も技術的なハードルの低い③のモジュール化に関しては、基礎となる外径 5mm

で屈曲・回転自由度を有する持針器の試作を行う。試作した機器の安全性と操作性の臨床評価の前段階と

して、内視鏡手術用トレーニング BOX を用いた評価タスクの設計を行う。さらに屈曲鉗子の要素技術に関

する特許化について検討を進め、薬事申請の準備および事業化に向けた調査検討（国内外の市場調査など）

を実施する。 
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（２）実施日程 

表 3-1  実施日程 

実 施 内 容 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 

＜１＞ 屈曲鉗子の極

細化 

＜２＞ 鉗子の屈曲角

度の増大 

＜３＞先端機能のモジ

ュール化験 

＜４＞屈曲鉗子の動物

実験等による前臨床評

価 

＜５＞屈曲鉗子の薬事

申請準備 

＜６＞ 事業化の調査

検討 

＜７＞プロジェクトの管

理・運営 

・研究開発推進委員会の

開催 

・報告書作成 

 

           

 計画   実績 

 

 

委託原契約の提携が予想より大幅に遅れたため、主要加工装置である精密レーザー加工装置が発注でき

ず結果として導入が大幅に遅れた。ただし、極細径等の試作鉗子機構の設計については、既存の機器を用

いて先行的に検討し試行を繰り返したため、精密レーザー加工装置の導入と同時に鉗子部品試作にとりか

かる事ができた。予定より部品製作の遅れがあったが、途中に新機構の開発に挑戦するなど、全体的には

遅れを取り戻しつつある。 

市場調査、関連技術・知財の状況把握、事業化計画の検討についてはほぼ予定通り進める事が出来た。

研究開発全体の調整は、以下のように研究開発推進委員会の開催、機械装置の検収、及び適宜開発担当者

間の検討会を行うことにより進めた。伴走コンサルについては会合で出た意見を基に、分析結果をその後

の事業推進に利用した。 

 

1. 平成 24年  8月 10 日 キックオフミーティング 

2. 平成 24年  9月 20 日 第１回研究開発推進委員会 

3. 平成 24年 11月  5 日 第１回設計試作検討会 

4. 平成 24年 11月 12 日 第１回合同伴走コンサル 

5. 平成 24年 12月 11 日 第２回設計試作検討会 

6. 平成 24年 11月 16 日 精密レーザー加工装置検収 

7. 平成 24年 12月 26 日 第３回設計試作検討会 

8. 平成 25年 1 月 31 日 第４回設計試作検討会 
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３－２ サブテーマ＜１＞ 屈曲鉗子の極細化 

 

表 3-2 サブテーマ＜１＞屈曲鉗子の極細化 

担当 株式会社スズキプレシオン、独立行政法人国立成育医療研究センター 

目標（ゴール） 

特許技術を基に、外径２ｍｍ台の部品設計とパーツの剛体解析を行なう。拡大モ

デルにて２自由度屈曲機構の検証を行い、動物実験用の試作機を製作する。本屈

曲機構は、現在までに外径５ｍｍの試作を行っており、外径３ｍｍの設計も進め

ているが、更なる低侵襲化を行うために、実用レベルの剛性を保ったまま外径を

２ｍｍ台まで細径化した最適設計を行う。さらに、非常に高精度の金属加工や溶

接が可能であり、同時に円筒状の部材を多方向から加工可能な精密レーザー加工

装置を主に用いて、試作及び加工プロセス制御の観点から評価を進める。 

実施内容 

○ 国立成育医療研究センターにて、内視鏡専門医に、現在の内視鏡手術において本極細

径化屈曲鉗子が有効に機能する場面と、この屈曲鉗子により新たに可能となる処置な

どにつき、インタビューを行なう。 

○ インタビュー結果を基にして、本屈曲鉗子の最終版の仕様を固め、設計に反映させる。 

○ 設計を基にして、数倍のサイズでの試作を行い、屈曲機構の検証を行う。 

○ 外径 3mm での試作を行い、パーツの一体化や省略、強度を増すための寸法の変更な

どを検討する。 

実施結果 

（達成状況） 

○ インタビューの結果、極細径の屈曲鉗子は傷口を小さくすることには効果的だが、現

在用いられている 5mm のものと同等の強度が求められることが判明した。力を必要

としない領域での実用化が現実的であり、先端部に搭載する鉗子の種類が絞り込め

た。 

○ 外径 3mm での再設計を行い、生産性が高く強度が見込める歯車形状を決定した。 

○ 3D プリンタを用いて 5 倍サイズでの樹脂モデルを作成し、細径化のために一体化が

見込める外筒パーツを確定させた。 

○ 精密レーザー加工装置を用いて、外径 3mm での部品の試作を行い、これまでの切削

工程に対してより短時間での製作が可能となった。 

○ 但し、手動でのパーツの組立は困難であり、部品点数の更なる削減が必要である。 

実施結果とし

ての写真･図

表など（２つ

を超えること

も可） 

 

 

 

 

 

精密レーザー加工機で試作した外径

3mm 版歯車部品(1 個 20 秒で加工可) 
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３－２－１．原理と設計 

【仕様の再検討のためのインタビュー】 

国立成育医療研究センターにて、内視鏡手術の専門医に、現在の腹腔鏡下内視鏡手術において、本極細

径化屈曲鉗子が有効に機能する場面と、この屈曲鉗子により新たに可能となる処置などにつき、インタビ

ューを行なった。以下がインタビュー結果のまとめである。 

 内視鏡用のメリーランド鉗子として考えると、外径 5mm が普通であり、外径 3mm やそれ以上に細い場

合は強度が足りないのが現状である。従って、5mm と同等程度の強度が確保できれば、『剥離操作』『リ

ンパ節廓清』『血管処理』などに有用である。 

 本屈曲鉗子のように自由度が増すことで、どの方向からも剥離が可能になる。 

 自由度が増すことで、鉗子の先端が内視鏡から見える位置で安全に操作ができ、細かい部分まで把持

操作ができるようになる。 

 ラチェットなしの攝子については、歯の角度が合わないと良い方向に組織のけん引ができないため、

屈曲できれば自由にけん引できるようになり、効率的に処置が行える。 

 大きな組織の把持を行う場合（胆のう炎などの手術）においては、恐らく 2～3mm の細さだと鉗子の強

度が足りず、壊れてしまう懸念がある。 

 剪刃（ハサミ）の場合は、自由度の追加により先端が見えるようになるため、安全に組織や糸を切る

ことができるようになる。 

 まとめると、腹腔鏡手術をより楽に（安全に）するために有用であり、ほぼすべての手術に使えるが、

把持力や柄の部分の強度の確保が課題であろう。 

 

【仕様の決定】 

インタビュー結果を基に、極細の屈曲鉗子の主な仕様を再検討した。決定した仕様は以下の通りである。 

 外径：２ｍｍ台 

 自由度：上下左右への屈曲２自由度（１方向あたり９０°） 

 先端の機能：過大な力を要しない把持鉗子 

 ハンドル部：ラチェット無しピストル型 

 

【原理】 

極細径の屈曲鉗子に搭載する屈曲機構は、SL の山下が発明者である特許（特許公開 2011-052805; マニ

ピュレータおよびこれを用いたマニピュレーション装置）が基盤となっている。図 3-2 に本屈曲鉗子のベ

ースとなる屈曲機構ユニットの構造を示す。2 つの円筒状フレーム（Frame1、Frame2）と 1つの関節（Joint1）

で構成し、Frame1側を根元側として考えると、 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2 屈曲機構ユニットの構造 

 

図 3-2 屈曲機構ユニットの構造        図 3-3 屈曲機構ユニットの駆動 

 

 

屈曲機構ユニットの構成 

Frame2 

Shaft1 

Frame1 

Joint1 

Gear1 Gear2 

Shaft2 Face Gear part 

屈曲機構ユニットの駆動 

裏から見た図 

Shaft1 の回転 

2θ 
θ 

Shaft2も
回転 



- 17 - 

1）Frame1 内部に同心状に配置した段付きフェースギヤ付きの駆動用シャフト Shaft1 を回転させる 

2）ピッチ円半径 2R のスパーギヤ部 Gear1 を備えた Frame2 が Frame1 に対して回転する 

3）このとき Frame2 の内部に配置した，半径 R のスパーギヤ Gear2も連動して回転する 

4）同じく Frame2 の内部に同心状に配置された段付きフェースギヤ付き Shaft2も回転する 

 

という機序により駆動される、図 3-3のように Gear1と Gear2のピッチ円半径比を 2:1としたときは Frame2

がθ回転したとすれば、Gear2 は 2θ回転する。これにより Shaft2は Shaft1と反対方向に同じ角度だけ回

転するため、さらに同一のユニットを Frame2 に連結し、駆動することができる。したがって、１軸あたり

±45°の回転を許せば、2 軸で 1 平面上を合計±90°まで屈曲可能となる。本屈曲機構は、現在までに

外径５ｍｍの試作を行っており、外径３ｍｍでの設計も進めている。 

 

【設計】 

上記の原理に基づき、外径を 2mm 台まで細くしうる設計を行った。外径 3mm の設計が基になっ

ているが、最も外側の外筒パーツを簡略化することで、外径を 3mm より細くできる可能性が高ま

る。外径 3mm の設計は、できるだけメンテナンス性を高めるため、全てのパーツの組立と分解を

自由に行えるようにしており、最も外側の外筒パーツは関節の軸となるピンの脱落防止のために

被せていたものであるが、生産性を重視する場合には、レーザー溶接にてピンを固定する、また

は柔軟な薄膜状のチューブで覆うことで、この外筒パーツを取り除くことが可能になると考えら

れる。 

また、この屈曲機構を二つ、互い違いに組み合わせることで、上下左右に±90°の屈曲が可能

な鉗子となる。なお、最も先端には、ワイヤ駆動にて開閉可能な把持歯を搭載している。  

 

 

３－２－２．加工 

【加工】 

3D プリンタを用いて 5 倍サイズでの樹脂モデルを作成し、細径化のために一体化が見込める外筒パーツ

を確定させた。 

 

精密レーザー加工装置を用いて、外径 3mm での部品の試作を行い、これまでの切削工程に対してより短

時間（1 個 20 秒）での製作が可能となった（図 3-4）。 

 

 

図 3-4 精密レーザー加工機で試作した外径 3mm 版歯車部品 
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【今後の課題】 

φ３ｍｍにて導入レーザー加工機にてギア加工を行う。材料固定には取り付けバラツキの無い精密固定

治具を使用。レーザー加工条件にはテスト材を使い製品に反映させる（寸法精度・加工粗さ）。 

また、形状によりレーザー条件をコントロールし加工を行い、仕上がり形状を判断し加工プログラムの

見直しを行う。 

但し、手動でのパーツの組立は困難であり、部品点数の更なる削減が必要である。 
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３－３ サブテーマ＜２＞ 鉗子の屈曲角度の増大 

 

表 3-2 サブテーマ＜２＞鉗子の屈曲角度の増大 

担当 株式会社スズキプレシオン、独立行政法人国立成育医療研究センター 

目標（ゴール） 

基盤特許を応用した屈曲機構の改良により、屈曲機構を持つ関節を順次連結でき

る機構を再設計し、±180°までの大屈曲が可能な屈曲機構を搭載した外径 3mm

の鉗子を試作する。歯車部品の剛体解析を中心に設計を行ない、拡大モデルにて

屈曲機構の検証を行う。非常に高精度の金属加工や溶接が可能であり、同時に円

筒状の部材を多方向から加工可能な精密レーザー加工装置を主に用いて、試作及

び加工プロセス制御の観点から評価を進める。 

実施内容 

○ 国立成育医療研究センターにて、内視鏡手術の専門医に、現在の内視鏡手術において

大屈曲可能な鉗子が有効に機能する場面と、この鉗子により新たに可能となる処置な

どにつき、インタビューを行なう。 

○ インタビュー結果を基にして、本屈曲鉗子の最終版の仕様を固め、設計に反映させる。 

○ 設計を基にして、数倍のサイズでの試作を行い、屈曲機構の検証を行う。 

○ 外径 3mm での試作を行い、パーツの一体化や省略、強度を増すための寸法の変更な

どを検討する。 

実施結果 

（達成状況） 

○ インタビューの結果、大きく屈曲できる鉗子はテーピングを要する内視鏡手術に有用

であり、また、後ろ側を振り返ることができることから、術具の挿入孔である腹壁や

胸壁の処置（止血など）に有用であることが判明した。 

○ 先端部分に搭載する機能としては、力が必要な持針器などではなく、小さな力でも操

作可能な把持鉗子や、止血に有効なレーザーファイバなどに絞り込めた。 

○ 外径 3mm での再設計を行い、生産性が高く強度が見込める歯車形状を決定した。 

○ 3D プリンタを用いて 5 倍サイズでの樹脂モデルを作成し、干渉部分の除去が必要な

部品を特定し、再設計を行った。 

○ 精密レーザー加工装置を用いて、外径 3mm での部品の試作を行い、これまでの切削

工程に対してより短時間での製作が可能となった。 

○ 但し、手動でのパーツの組立は困難であり、部品点数の更なる削減が必要である。 

実施結果とし

ての写真･図

表など（２つ

を超えること

も可） 

 

 

 

再設計した歯車部品の設計図面 
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３－３－１．原理と設計 

【仕様の再検討のためのインタビュー】 

国立成育医療研究センターにて、内視鏡専門医に、現在の腹腔鏡下内視鏡手術において、本大屈曲鉗子

が有効に機能する場面と、この屈曲鉗子により新たに可能となる処置などにつき、インタビューを行なっ

た。以下がインタビュー結果のまとめである。 

 

 通常の腹腔鏡手術では使わない（このような機能をもつ製品がなかった）が、『テーピングをする場合』

に有用と考える。例えば、『Nissen 手術（※1）で食道にテーピングをする場合』『肝切除の Pringle（※

2）の時のテーピング』などが考えられる。 

 また、手術器具の挿入孔（ポート）や、腹壁からの出血が止められない場合は 180 度の角度を持つこ

とでアプローチ可能になるため、役に立つだろう。 

 

※１ Nissen（ニッセン）手術・・・食道の入り口を腹腔に戻し、開き過ぎないように締めることによって

逆流を抑える手術(噴門形成術)のこと。食道にテープをかけ、これをけん引する手技が必要になる。 

※２ Pringle（プリングル）・・・肝臓の門脈にかけたテーピングを絞めて門脈を遮断する事で、肝臓に流

れる血液を一時的（数分）に抑える方法 

 

【仕様の決定】 

インタビュー結果を基に、極細の屈曲鉗子の主な仕様を再検討した。決定した仕様は以下の通りである。 

 外径：３ｍｍ 

 自由度：上下または左右への屈曲１自由度（１方向あたり１８０°） 

 先端の機能：屈曲部分の中心を内径１ｍｍの中空とし、ファイバーやカテーテルを搭載可能にする 

 ハンドル部：ラチェット無しピストル型 

 

【原理】 

極細径の屈曲鉗子に搭載する屈曲機構は、SL

の 山 下 が 発 明 者 で あ る 特 許 （ 特 許 公 開

2011-052805; マニピュレータおよびこれを用い

たマニピュレーション装置）を応用したものであ

る。2 つのユニットを連結する場合は 3 つの

Frame、4つの Gear、3つの Shaft で構成でき、2

倍の屈曲角度を得ることができる。1 関節あたり

±45°とすれば、2つのユニットで±90°の屈曲

範囲を得る。同様にして、順次連結させたフレー

ムはフェースギヤとスパーギヤを介して全て連

動し、同じ角度ずつ回転するため、図 3-5で示す

ように、連結したユニット数に応じて屈曲機構全

体で大きな屈曲角度を得ることが出来る。すなわ

ち、4 つの関節の連結により、±180°まで屈曲可能な鉗子となる。 

 

【設計】 

上記の原理に基づき、外径を 3mm とした屈曲機構部の設計を行った。極細径化と同様に、最も

外側の外筒パーツを簡略化することで 3mm より細くすることも可能であるが、関節数が増えるこ

とで強度が落ちることが予想されるため、本大屈曲鉗子においては、外筒のパーツの厚みを厚く

することで強度を上げる方針とする。 

図 3-5 屈曲機構ユニットの連結例 

Shaft1 の回転 
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４つの関節で±180°の屈曲が可能となる外径 3mm の屈曲部分を設計した。中心部分には、動力

を先端に伝達するためのフェースギヤと平ギヤの組合せが封入されている。  

 

 

３－３－２．加工 

【加工】  

3D プリンタを用いて 5 倍サイズでの樹脂モデルを作成し、干渉部分の除去が必要な部品を特定し、再設

計を行った（図 3-6）。 

 

 

図 3-6 再設計した歯車部品の設計図面 

 

精密レーザー加工装置を用いて、外径 3mm での部品の試作を行い、これまでの切削工程に対してより短

時間での製作が可能となった。 

但し、手動でのパーツの組立は困難であり、部品点数の更なる削減が必要である。 
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３－４ サブテーマ＜３＞ 先端機能のモジュール化 

 

表 3-3 サブテーマ＜３＞先端機能のモジュール化 

担当 株式会社スズキプレシオン、独立行政法人国立成育医療研究センター 

目標（ゴール） 

屈曲機構の先端部に搭載する把持開閉機能を簡易に着脱交換可能な、外径 5mm の

鉗子を試作する。先端部に搭載する着脱交換可能な機能を決め、開閉の機構の同

一化設計を行ない、モジュール化を行った試作機を製作する。先端部の鉗子など

の駆動には、屈曲機構の中心部にある中空部を利用する。 

実施内容 

○ 国立成育医療研究センターにて、内視鏡手術の専門医に、現在の内視鏡手術において

先端部分の機能を交換可能な多自由度鉗子が有効に機能する場面と、この鉗子により

新たに可能となる処置などにつき、インタビューを行なう。 

○ インタビュー結果を基にして、本機能を有する鉗子の仕様を固め、設計に反映させる。 

○ 設計を基にして、まずは着脱機構を搭載する基準となる屈曲機構を有する外径 5mm

の多自由度鉗子を試作し、操作性の検証と、着脱をすべき箇所の検討を行う。 

実施結果 

（達成状況） 

○ インタビューの結果、外径 5mm であっても、屈曲や回転自由度を搭載したものであ

れば、あらゆる内視鏡手術で有用であり、さらに従来の手術器具のような機能交換機

能が備われば、非常にニーズが高いことが判明した。 

○ 先端部の機能としては、『持針器』『把持鉗子』『剥離鉗子』『剪刃（はさみ）』を

選定した。 

○ 外径 3mm でのワイヤ駆動式の把持鉗子と剪刃（はさみ）の再設計を行った。 

○ 3D プリンタを用いて、先端部の屈曲と回転、把持開閉が操作可能なハンドル部の試

作を行い、医師による使用感検討を行った。 

○ 精密レーザー加工装置を用いて、外径 5mm での試作機（持針器機能を搭載した着脱

機能なしモデル）を製作した。 

実施結果とし

ての写真･図

表など（２つ

を超えること

も可） 

 

 

 

３－４－１．原理と設計 

【仕様の再検討のためのインタビュー】 

国立成育医療研究センターにて、内視鏡専門医に、現在の腹腔鏡下内視鏡手術において、着脱可能な多自

由度の屈曲鉗子が有効に機能する場面と、この鉗子により新たに可能となる処置などにつき、インタビュ

 

樹脂モデル 
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ーを行なった。以下がインタビュー結果のまとめである。 

 

 先端を“柄ごと”取り換える鉗子は既にあり（但し、先端が屈曲や回転するものはない）、およそ４種

類くらいの鉗子の柄（＋ハンドル）がある（主に一つの手術で４種類くらいを使用する） 

 先端部分は色々な種類を買っておき、今日のこの手術にはこれを使おう、という運用が定番になって

いる 

 手術中に、良く使用する道具をいちいち取り換えるのは、時間もかかり、面倒である 

 手術中は、『ではメリーランドを・・・いや、やはりハサミを・・・』という場面がよくあるため、頻

繁に使用する『メリーランド』『把持鉗子『ハサミ（剪刃）』などの分の柄（＋ハンドル）は取り揃え

ておくことが必要になる 

 ボタン一つでさっと先端機能が変わるようなものなら大歓迎である（魔法のような話だが） 

 すなわち、『鉗子などの先端を取り換えて使用する、という考え方は既に普及しているので、この先端

に“屈曲”や“回転”などの自由度が追加されていれば（そして強度が十分なら）、より便利になる』、

と言える 

 

【仕様の決定】 

インタビュー結果を基に、着脱式の鉗子先端部の機能は、およびハンドル部の形状は以下の通りとした。 

 持針器：針や糸の把持や持ち替えなど、結紮や縫合時に頻繁に用いる 

 把持鉗子：組織や臓器の把持や牽引に用いる 

 剥離鉗子：組織間を繋いでいる周辺の膜状組織や、管状組織の剥離等に用いる 

 剪刃（はさみ）：針や組織を切断する際に用いる。把持鉗子と歯の形状が異なるのみ。 

 ハンドル部：ラチェット有り／無し、ペンシル型／ピストル型の組合せの計４種類 

 

【原理】 

従来の長鉗子においては、ハンドル部分と柄の部分が着脱可能となっており。柄の外筒と、先

端の鉗子操作をするための軸の２つの部分を連結する構造になっている。本研究課題においては、

屈曲や回転といった搭載自由度の数にもよるが、最も先端の開閉機構の動力伝達パーツの着脱を

含め、２～４重の連結機構が必要となる。 

 先端部の開閉のみを交換 → 開閉機構と外筒の２重のみ 

 先端部の開閉と屈曲機構ごと交換 → 開閉機構と屈曲駆動部、外筒の３重 

 先端部の開閉と屈曲機構・回転機構ごと交換 → 開閉機構と屈曲駆動部、回転駆動部、外筒

の４重 

連結箇所が増えるほど、当然技術的なハードルが高くなるため、連結箇所は可能な限り少なく

なるようにする。 

また、把持の開閉機構に関しては、図 3-7 に示す一例の通り、二つの歯を連結する軸をワイヤ

でけん引することで閉じる方向に、けん引の力を緩めると、トーションばねの復元力により開く、

という簡単な原理を用いる。なお、剥離鉗子に場合は、開く方向に力をかける必要があるため、

ワイヤをけん引すると歯が開く方向に変更する必要がある。 
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図 3-7 ワイヤのけん引による把持の開閉 

 

 また、把持鉗子と剪刃（はさみ）の開閉機構を詳細設計した。 

 

 

３－４－２．加工  

【加工】 

3D プリンタを用いて、先端部の屈曲と回転、把持開閉が操作可能なハンドル部の試作を行い、医師によ

る使用感検討を行った。 

 

 

図 3-8 樹脂モデル 

 

外径５ｍｍの屈曲、回転鉗子に使用するすぐ歯傘歯車の製作は複合自動旋盤にホブ機能(歯車加工機構)

を付加した加工機にて製作。当該自動旋盤による加工は、計画変更された外注費「NC 自動旋盤装置改良（機

能追加）」の実施により達成されたものである。 

把持動作をワイヤー駆動で操作し屈曲・回転動作はリンク機構プラスすぐ歯傘歯車の組み合わせ機構に

て操作する。 
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３－５ サブテーマ＜４＞ 屈曲鉗子の動物実験等による前臨床評価 

表 3-4 サブテーマ＜４＞屈曲鉗子の動物実験等による前臨床評価 

担当 独立行政法人国立成育医療研究センター 

目標（ゴール） 

３種類の試作機（①で製作：極細径屈曲鉗子、②で製作：大屈曲鉗子、③で製作：

先端機能交換型屈曲鉗子）について、模型（ファントム）及び動物（ウサギとブ

タ）を用いて、剛性、屈曲・回転等の動作特性を検証する。また、手術室内を想

定した際の操作性、使用安全性、滅菌対応性を含めて最終的な製品の完成への課

題を抽出する。 

実施内容 

○ 内視鏡手術の専門医にインタビューを行い、従来の内視鏡手術のトレーニングで用い

られている評価タスクを参考に、本開発鉗子の前臨床評価内容を決定する。 

○ 模型（トレーニング BOX）を用いた鉗子の評価タスクを決定する。 

○ 決定したタスクに基づき、模型及び動物を用いた評価を実施する。 

実施結果 

（達成状況） 

○ 模型（トレーニング BOX）を用いた鉗子の評価タスクとして、複数のボードを用い

ての「糸の持ち替え」「針の持ち替え」「糸通し」「結紮」「縫合」などの手技が含

まれるタスクを決定した。 

○ 動物を用いた腹部領域での鉗子の操作性評価として、有効な術式を決定した。 

○ 実際の評価の実施は、試作機の完成が年度末となったため、次年度に持ち越した。 

実施結果とし

ての写真･図

表など（２つ

を超えること

も可） 

 

 

腹腔鏡下手術用トレーニング BOX を使った評価タスク設計（左：ポートの設置位置、右

上：把持鉗子によるリングの入れ替えタスク、右下：持針器と把持鉗子による、結紮タス

ク） 

 

 

動物実験（胆嚢摘出術、胃局所切除、

リンパ節郭清、Nissen）における、

鉗子類と内視鏡ポートの設置位置 

 

 

鉗子（左手） 

鉗子（右手） 

硬性内視鏡 

ボード 
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【模型を使った比較評価方法の検討】  

内視鏡手術の専門医のインタビューを行い、内視鏡手術のトレーニングで実際に行われているタスクや、

da Vinci などの手術ロボット用に行われているトレーニング内容を基にして、下記の腹腔鏡下手術トレー

ニング BOX を使った評価タスク設計を行った。 

トレーニング BOX は、エンドワークプロⅡ（MC メディカル）を用いて行う。トレーニング BOX の天

板にはトロッカー用のポートが複数設けられているが、図 3-9 で示すような位置関係で鉗子と硬性鏡を挿

入して行う。 

 

 

 

図 3-9 トレーニング BOXにおける鉗子と内視鏡の位置関係 

 

 上記のトレーニング BOX を使って、以下４種類の鉗子評価タスクを行うこととする。 

 

①リングの移し替え：両手に持った鉗子を用いて、右から左のピンへ、左から右のピンへ、リングを順次

移動させる 

 自由度のない鉗子では、リングの受け渡しが難しい。屈曲自由度を搭載した鉗子により、どの程度効率

鉗子（左手） 

鉗子（右手） 

硬性内視鏡 

ボード 
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が上がるのか、単位時間当たりの成功回数を計測し、比較する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②円形の切り取り：鉗子と剪刃（ハサミ）を持って、ゴムシートをつかみながら円形に切り取る 

 自由度のないハサミでは、刃の角度が限られるため、円状に綺麗に切るのは難しい。これを屈曲自由度

付きのハサミによりどの程度綺麗に切れるようになるかを比較する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ゴムシートの結紮：持針器と鉗子を用いて、中央の切り込みを挟んで針つき糸で結紮を行う 

 自由度のない持針器や鉗子では、針を持つ方向や刺す方向がシビアになり、何回も持ち直す必要も出て

くる。これを屈曲や回転自由度付きの持針器、鉗子によって、どの程度効率が上がるのか（何回結紮がで

きるのか）を比較評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ゴムシートの縫合：持針器と鉗子を用いて、円形に描いた線の内側と外側を縫合する 

 針を刺す箇所と出す箇所が一定でない場合は、通常ならば針の持ち替え回数が増えるが、これを屈曲や

回転自由度付きの持針器、鉗子によって、どの程度効率が上がるのか（何針縫うことができるのか）を比

較評価する。 

 

ゴムシート 

円に沿って切っていく 

ピン 

リング 

ゴムシート 
上から順次、右の●から針を刺し、

左の●から引き抜いて糸を結ぶ 
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【動物を使った比較評価方法の検討】  

 動物を使った実験では、より臨床に近い条件として、ヒトの腹腔内手術を再現した下記の４種類の術式

を中心に、通常の鉗子類と我々の自由度付き鉗子類とで操作性や効率性等を比較検討する。また、様々な

処置の中での強度や耐久性などを重要な評価項目として見る。 

 

①胆嚢摘出術 

胆嚢把持・血管周囲の剥離。血管・胆管の結紮（クリッピング）、血管・胆管の切離、胆嚢の剥離など

の手技にて、持針器、把持鉗子、剥離鉗子、はさみなどを用いる。 

 

②胃局所切除 

 胃切除線の埋没縫合（Lambert）において腹腔内での針の持ち替えを頻繁に行うため、持針器、把持鉗

子を中心に用いる。切除自体は自動縫合器を用いる。 

 

③胃リンパ節廓清 

 腹膜の剥離や動静脈の露出、剥離、結紮、切離などを行なうため、持針器、把持鉗子、剥離鉗子、はさ

みなどを用いる。 

 

④Nissen Fundoplication（食道の入り口を腹腔に戻し、開き過ぎないように締めることによって逆流を抑

える噴門形成術 

 食道後面の剥離、Short Gastric vessels の処理、トンネリング、テーピング、Crural Repair（深部の縫

合結紮）、Wrap の作成と縫合、Anchor stitch（深部の縫合）、Shoulder stitch（前後方向の縫合など）

を行う。持針器、把持鉗子、剥離鉗子、はさみを用いる。 

 

 

なお、それぞれの手術における硬性内視鏡と、鉗子類の挿入ポート位置は図 3-10 に示す通りである。 

 

 

 

 

 

ゴムシート 外側の●から針を刺して内

側の●から引き抜き、次の外

側の●へ、繰り返し縫合 
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図 3-10 腹壁への挿入ポート設置位置 

 

 

 なお、実際の評価実験の実施は、委託契約が遅れ、結果として精密レーザー加工装置の発注が遅れたた

め試作機の完成が年度末（２月）となり、次年度である H25 年度に持ち越さざるを得なかった。まずはト

レーニング BOX を用いて操作性や強度などにつき検証し、問題点を改良した後に動物実験に進む予定であ

る。  
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第４章 得られた成果 

４－１ 当初目標の達成状況と今後の課題 

表 4-1 当初目標の達成状況と今後の課題 

本研究の当初

達成目標（再

掲） 

新たに開発した内視鏡下で使用の外科用鉗子について、 

極細径化と剛性の両立 ◎直径 10mm  直径 2mm 台 

大屈曲機構 ◎±90 度  ±180 度（直径 3mm を目標） 

先端機能をモジュール化 ◎直径 5mm、上下左右への屈曲 2 自由度の鉗子先端 

を導入し、医療ニーズに合致した製品として完成する。 

達成できたこ

と 

極細径化と剛性の両立については、 

・基盤特許を基にした、外径 3mm 試作機用再設計 

・生産性を考慮した歯車部品（フェースギヤ、平ギヤ）の改良 

・5 倍モデルでの樹脂モデル試作と屈曲機構の検証、外径 3mm での屈曲機構試作 

大屈曲機構については、 

・設計と CAD 上での駆動シミュレーション、5 倍モデルでの屈曲機構検証用樹脂モ

デルの試作、外径 3mm での屈曲機構試作 

先端機能モジュール化については、 

・ワイヤけん引で閉・巻ばね復元力で開（把持鉗子、剪刃の形状は複数設計済み） 

・着脱機構の搭載位置の検討用として、直径 5mm、1 自由度屈曲、回転自由度搭載の

持針器モデルの試作 

の各項目が達成されている。 

達成できなか

ったこと 
先端機能モジュール化における、外筒部分を含めた多重の着脱機構の実際の試作 

今後の課題 

極細径化と剛性の両立で 

◎ギヤのかみ合わせの問題解消、細径化のための部品数の削減と一体化 

大屈曲機構で 

◎ギヤのかみ合わせの問題解消、バックラッシの積算の解消 

先端機能モジュール化で 

◎把持開閉駆動用ワイヤとの、ワンタッチでの連結機構の実現 

についてそれぞれ課題が残されている。 

達成できたこ

ととしての写

真･図表など

（２つを超え

ることも可） 

 

 

 

 

極細径鉗子のために精密レーザー加工機で製

作した 3mm 版微小歯車部品 
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採択から 3 年後（平成 25 or 26 年度末）の到達目標 

 

極細径化と剛性の両立 

◎直径 10mm  直径 2mm 台 

・（グリップ方向に対して）上下左右方向への屈曲２自由度（屈曲角度最大±90°）を有する屈曲鉗子 

・洗浄・滅菌等以外の、（ユーザによる）分解・組立等のメンテナンス性は重視しない（剛性重視） 

・ピストル型またはペンシル型の手動グリップでの鉗子操作（鉗子の開閉、屈曲角度、軸の回転） 

・使用中に分解や部品の脱落がないこと 

 

大屈曲機構 

◎±90 度  ±180 度（直径 3mm を目標）  

・（グリップ方向に対して）上下方向または左右方向への屈曲１自由度を有し、先端部を中空とした大屈

曲鉗子 

・洗浄・滅菌等以外の、（ユーザによる）分解・組立等のメンテナンス性は重視しない（剛性重視） 

・ピストル型またはペンシル型の手動グリップでの鉗子操作（鉗子の開閉、屈曲角度、軸の回転） 

 

先端機能をモジュール化 

◎直径 5mm、上下左右への屈曲 2 自由度の鉗子先端部を交換可能に 

・持針器、把持鉗子、剥離鉗子、剪刃の 4 種類の機能を取り外し交換可能な構造とする 

・持針器、把持鉗子、剪刃は歯（刃）の形状以外を共通の機構とし、細径ワイヤのけん引とばね復元力の

組合せを利用して開閉操作を行う 

・着脱部は、駆動用ワイヤと外筒部分の多重の連結機構とする 

 

 

現時点での達成状況 

 

極細径化と剛性の両立 

◎外径 3mm での設計図面の見直し 

・基盤特許を基にした、外径 3mm 試作機用の再設計 

・フェースギヤと平ギヤかみ合わせ部分の（生産性を考慮し、量産を視野に入れた）改善検討 

・5 倍モデルでの樹脂モデル試作と、駆動原理の検証 

・レーザー精密加工機での試作機部品の加工（図 4-1） 

 

  図 4-1 外径 3mm モデル用の歯車部品 

◎SL の山下が発明者となっている基盤技術は特許申請済み（東京大学 TLO） 
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大屈曲機構 

◎外径 3mm での設計と試作 

 ・設計と CAD 上での駆動シミュレーション、パーツの試作 

 ・3mm までの細径化のためのフェースギヤおよび平ギヤの再設計・シミュレーション 

 ・レーザー精密加工機での試作機部品の加工 

◎5 倍サイズモデルでの駆動原理確認 

・3D プリンタによる樹脂パーツ造形と組立による、改良箇所の検討 

 

先端機能をモジュール化 

◎直径 3～5mm の把持鉗子・剪刃の設計 

・ワイヤけん引で閉・巻ばね復元力で開（把持鉗子、剪刃の形状は複数設計済み） 

・刃（歯）の形状以外は同じ設計とし、把持鉗子形状はサイズ違いで複数の設計済み 

◎着脱機構の搭載位置検討 

・直径 5mm、1 自由度屈曲、回転自由度搭載の持針器モデルの設計と試作 

・ハンドル部分の試作（樹脂モデル）と、各駆動部分に対応した操作用部品の改良 

 

 

目標達成を阻害する要素の洗い出しと対応策 

 

極細径化と剛性の両立 

◎ギヤのかみ合わせの問題 

 ・現行の設計では他のパーツとの干渉が残る 

→フェースギヤと平ギヤの形状変更が必要（設計中） 

◎メンテナンス性と外径のトレードオフ 

・分解・組立ができるようにするとパーツ数が多くなり（脱落防止など）、外径が大きくなる 

→最も外側の外筒パーツを削減するため、レーザー精密加工機による溶接も併用する（但し容易に分解

できなくなる） 

 ・パーツが小さくなり、手動での組立が困難になる 

  →専用のジグの作成 

→パーツの一体化によるパーツ数削減を図る 

 

大屈曲機構 

◎ギヤのかみ合わせの問題 

・現行の設計では他のパーツとの干渉が残る 

 →フェースギヤと平ギヤの形状変更、及びギヤを支えるパーツの設計変更（設計中） 

◎バックラッシの積算 

・屈曲角度が大きくなるほど関節数が増えるため、ギヤの数が増え、伝達効率が落ちる 

 →バックラッシ防止のギヤ形状を採用する 

 

先端機能をモジュール化 

◎鉗子や剪刃等の先端部分駆動用ワイヤとの連結機構 

・工具を使わずに着脱できる必要がある 

・サイズが大きければ採用できる機構もあるが、小さすぎるために制限が多い 

→株式会社スズキプレシオンが保有している同軸方向の接合技術を応用 

→強力磁石も部分的に採用する  
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４－２ 活用したものづくり技術 

表 4-2 活用したものづくり技術 

技術の保持者 

（企業名、業種等） 
株式会社 スズキプレシオン 

技術の内容 

半導体関連、一般産業機器、モータースポーツ、医療部品等々、様々な分野にて培った微

細加工、高精度加工技術を駆使することにより、課題テーマである極細、極小な鉗子部品

加工に応用が可能である。 

活用に至った

背景 

以前より医療関連製品に携わり研究開発を自社にて行い、特殊ギヤ加工など複合的な加工

が可能である。組立、調整についても自社にて対応が可能である。また、医療機器製造許

可、医療機器製造販売業許可、ISO13485（医療機器の品質保証のための国際標準規格）は

取得済みであり、QMS適合性調査も実施済みである。 

具体的な活用

方法 

医療製品に関し、特に鉗子関連に限っては自社独自での機構を保有しており、鉗子先端部

については回転、屈曲等の機構を搭載する技術基盤を有している。 

活用の成果 
極細径鉗子に対し先端部回転、屈曲機構の開発を実施する。また、微細加工による製品の

小型化技術は、当社の他製品への波及効果が大である。 

具体的な活用

方法・活用の

成果としての

写真･図表な

ど（２つを超

えることも

可） 

 

 

スズキプレシオンのこれまでの歩みを振り返れば、それは新しい技術にチャレンジする歴史でもありまし

た。高度化するお客さまニーズに応えるため、常にモノづくりのイノベーションに果敢に取り組んできたの

です。例えば、医療や半導体、バイオテクノロジーといった最先端の製品開発分野では、ナノテクロジーの

登場でお客さまニーズがますます高度化しています。当社では、5 軸マシニングセンターを駆使した切削加

工技術やドリルによる微細穴あけ加工技術など超微細切削加工の極限に挑み続けています。 

社会の老齢化と高医療費負担の流れの中で、内視鏡下の手術のように、患者に対して低侵襲、低負荷の医

術がますます重要となってきている。我が国でも診断装置開発については様々な企業が力を注いでいるが、

外科治療の主流となりつつある内視鏡下手術の重要な道具である鉗子類のような治療・手術器具について、

使いやすい自国製品を実現し、産業化する必要がある。鉗子類の開発は、加工技術に優れた我が国の中小企

業力がまさに発揮できる分野です。 

海外から流入している手術器具においては、使いやすさの基準を現状ではディスポ型で使い捨てを主流に

する傾向がある。誰でもどこでも利用できる簡便さがある反面、高度な手技や新しい治療法が生まれにくい

状況がある。極細径鉗子や大屈曲鉗子が最適に利用できる診療科・治療法を開拓する事により、本開発品の

ニーズを掘り起こし、展示会などで良さを理解してもらうことが必要です。 

 

精密レーザー加工機 
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４－３ 新規技術等の成果 

本研究開発では、精密レーザー加工装置の導入により、手術用器具特に鉗子の小型化、細径化に関して従

来では不可能であった機構や製品形態に到達することができる。導入された新機能を有するレーザー加工装

置は、医療機器加工に利用されることはまだまだまれであり、当該装置システムの到達加工仕様、機能及び

精度は我が国では初めてのモノである（図 4-2）。 

 

 

図 4-2 精密レーザー加工装置全景 

 

 以下に当該装置の到達極限仕様を示す。 

＜概要＞ 

(株)スズキプレシオンは外形３mm台の屈曲鉗子部品（ギア、回転フレーム等）製作を可能にする NC 加工

機ノウハウを既に有している。更に外径を微細化するには、バイトで削る NC加工機では困難であり、高機

能化されたレーザー加工機（集光したレーザービームをバイト代わりに使う精密レーザー加工機）が不可

欠である。当該レーザー加工機は、実用レベルの剛性を保ったまま外径２ｍｍ台まで細径化を行うため、

NC 加工機のノウハウをもとに基本設計し、レーザービームの集光径、集光パワー、制御機構による切削速

度、切削方向等を最適調整し、CAD設計図の入力インターフェースを介して、要求仕様（Z 軸：精度±4nm、

直進性±2.5μm 等）に合わせて機能高度化する専用機器である。非常に高精度の特殊金属加工が可能であ

り、同時に円筒状の部材を多方向から加工可能な独自の仕様に基づく技術である。 

＜詳細仕様＞ 

 本研究開発の極細径鉗子製作に使用する。鉗子の屈曲機構は、現在までに外径５ｍｍの試作を行ってお

り、外径３ｍｍの設計も進めている。実用レベルの剛性を保ったまま外径２ｍｍ台まで細径化を行う計画

であるが、その際の必要な仕様は 

○ファイバーレーザー 

・波長 1080nm 

・出力 200W CW 

 

○動作制御仕様 

・リニアステージ／回転軸 ACSシリーズ（ダイレクトドライブ） 

・X-Y 稼働長 300mm 

 

○ビームデリバリー 

・PRECITEC 社製カッティングヘッド（φ50mmレンズ付き） 

・最大対応パワー 500W 

 

○CAGILA V3 ライセンス（１） 

・AutoCad、Soliworks、PDF その他対応 



- 35 - 

４－４ 研究発表の実績 

表 4-3 研究発表の実績 

発表者／著者 発表表題／論文表題 
学会等名／ 

雑誌名（巻） 

（雑誌の場合） 

最初と最後の

頁 

発表年月 

山下紘正・千葉敏雄 子宮内胎児外科治療のための

内視鏡下手術用細径屈曲鉗子

の研究開発 

第 25 回日本内視

鏡外科学会 

  2012年 12月 8

日 

     

 

2012 年 12 月 8 日に神奈川県のパシフィコ横浜にて行われた第 25 回日本内視鏡外科学会にて、PL の千

葉と SL の山下が『子宮内胎児外科治療のための内視鏡下手術用細径屈曲鉗子の研究開発』という演題にて、

本研究課題における鉗子の研究開発に関する発表を行った。 

（発表内容の概要） 

近年、あらゆる外科領域において侵襲が小さく、QOL の点から見て優れた内視鏡下手術が一般的となって

きている。厚生労働省によれば現在の外科手術の 80%は内視鏡下手術に置き換わると言われており、2007

年には 100137例が内視鏡下手術で行われている。現在使用されている手術器具は細長い棒状のものがほと

んどであり、体内への挿入孔で操作が制限され、手で直接触れながら行うような器用な手技の再現は困難

である。特に胎児外科治療においては、子宮内の胎盤は胎児、臍帯の位置により、手術器具の挿入位置や

アプローチ方向が大きく制限されるため、挿入後に術者の思い通りの方向に先端部分を屈曲でき、安全に

患部まで到達可能な手術器具が必須である。また、子宮内へ手術器具を挿入する場合、早産や流産のリス

クを最小限に抑えるためにも、できる限り細いものでなければならない。我々は、これらの課題を解決す

べく、従来のワイヤ駆動やリンク駆動を用いない、極小の歯車を使った新しい駆動方式による細径の屈曲

鉗子の開発に取り組んでおり、特に組み立てや分解、洗浄滅菌のしやすさを優先した設計とすることで、

早期の臨床応用を目指している。本報ではこの細径屈曲鉗子の研究開発について概説し、ロボティクス技

術の鏡視下手術への適応可能性につき述べた。 
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第５章 薬事対応及び知的財産の現状と今後の計画 

 

５－１ 薬事対応の状況および今後の計画 

（１）薬事対応の状況 

表 5-1 薬事対応の状況 

申請予定者 株式会社スズキプレシオン 

クラス分類 

 

クラス： Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ ・ 非該当 

 

 

申請 ・ 届出 

 

製品・システム名称 （極）細径屈曲鉗子 

 

 １−２に記したように、本研究の開発機器は届出のみが必要なクラスⅠであり、「改良医療機器」

と考えられるため、大規模な臨床試験や治験は不要である。「改良医療機器」は、「「新医療機器等」

又は「後発医療機器」のいずれにも該当しない医療機器であり、再審査の指示を受ける対象となるほどの

新規性はないが既存の医療機器と構造、使用方法、効能、効果又は性能が実質的に同等ではないものをい

う」とされている。 

 本研究開発では、①極細径屈曲鉗子、②大屈曲細径鉗子、③先端機能モジュール型多自由度鉗

子の３種類の屈曲鉗子の開発を行うが、このうち最も技術的ハードルが低いのは③の外径５ｍｍ

の先端機能モジュール化可能な多自由度鉗子であると考えられるため、当該製品からから PMDA

に対して必要な届出を行うこととしている。 

なお、クラスⅠ機器の届出には、既に医療機器製造業および製造販売業許可を得ている株式会

社スズキプレシオンが中心となり行う。 

 

（２）本事業年度中に薬事対応に関して取り組んだこと 

 

 本年度は委託原契約の締結が予想より大幅に遅れたため、現在までのところでは、最も技術的

ハードルが低いと考えられる③の外径５ｍｍの先端機能モジュール化可能な多自由度鉗子の試

作完了に至っていない。このため本年度中の薬事対応として当初計画していた PMDA 事前相談は

未実施である。本年度の薬事対応に関しては、本研究開発で開発予定の屈曲鉗子のクラス分類、

必要な諸手続き、届出書式の確認、届出に必要な項目等を薬事法、薬事法施行令、厚生労働省発

出文書等で確認したところであり、上記試作機の完成を待って、速やかに PMDA 事前相談に進む

方針である。 

 なお、来年度には、医薬品と医療機器の相違を踏まえ、医療機器開発のイノベーション環境の改善にも

繋がる方向での薬事法の改正法案が国会に提出される見込みであるとの情報に接しており、同法案の成立

に伴う薬事申請書手続き等の変更の有無について注意が必要であることを把握したところである。 
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（３）薬事対応に関する今後の計画 

表 5-2 薬事対応に関する今後の計画 

年度 薬事申請に係る計画内容 

2012 年度 

・要素技術開発 

・高機能鉗子試作機開発 

 

2013 年度 

・PMDA事前相談 

・評価・動物実験 

・PMDA戦略相談 

2014 年度 

・安全・耐久試験 

・PMDA通常相談 

・薬事届出（クラスⅠ） 

2015 年度 
・国内上市販売 

 

2016 年度 
・国外市場進出 

 

 

 本年度 PMDA 事前相談が未実施であることもあり、③の外径５mm の先端機能モジュール化可能

な多自由度鉗子の試作機の完成を待って、来年度速やかに PMDA 事前相談を行う計画である。事

前相談において届出に必要な書類、書式、記載事項、方法等を再確認した上で、第１次試作が順

次完了する平成２５年度前半より、腹部手術用トレーニング BOX や動物（ウサギやブタ）を用い

た安全性評価試験を行い、その結果を試作機の改良にフィードバックさせた上で、来年度中の

PMDA 薬事戦略相談を予定している。来年度以降は、２０１４年度に安全・耐久試験を経て PMDA

通常相談に進み、クラスⅠでの薬事届出を計画している。  

 なお、来年度、医薬品と医療機器の相違を踏まえて、医療機器開発のイノベーション環境の改

善にも繋がる方向での薬事法の改正法案が国会に提出される見込みであるとの情報に接してお

り、同法案の成立に伴う薬事申請書手続き等の変更の有無について情報を収集し、必要な手続き

を遺漏なく行うこととする。 

 

５－２ 特許等の知的財産に関する成果および今後の申請計画 

（１）本事業年度中の特許取得等、開発技術の知財化に関する取り組み 

 本年度は、委託原契約の提携が予想より大幅に遅れたため、主要加工装置である精密レーザー加工装

置が発注できず導入が大幅に遅れた。ただし、極細径等の試作鉗子機構の設計については、既存の機器を

用いて先行的に検討し試行を繰り返したため、精密レーザー加工装置の導入と同時に鉗子部品試作にとり

かかることができた。この結果、計画より部品製作の遅れがあったものの、途中に新機構の開発に挑戦す

るなど、全体的には遅れを取り戻しつつあるといえるが、新たな知財申請等には至っていない。   

 本研究開発の基になる技術の知的財産については、本研究開発担当者が発明者の一人となっている特許

（特開 2011-052805）「マニピュレータおよびこれを用いたマニピュレーション装置」があり、これによ

り屈曲機構の基盤技術（歯車駆動）、多方向に屈曲するマニピュレータ、細径化への対応などの技術基盤

が確保されると考えられる。 

本年度まず行った国内の特許電子図書館（IPDL）でのキーワード検索では、「鉗子」をキーワードに含

む特許がこの２０年間で２０００件以上公開になっており、特にこの１０年間の公開件数が多くなってい
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ることが明らかになった（図 5-1 参照）。 

 

図 5-1 鉗子関連特許公開数の推移 

 

 このうち、「マニピュレータ」「歯車」の両者をキーワードに含むものは８０件以下、「医療用マニピ

ュレータ」「歯車」の両者をキーワードに含むものは１０件であり、全て平成１２年以降の出願である。 

 さらに国内特許に加えて、米国特許庁、ヨーロッパ特許庁の DB を用いた関連特許検索を行った。 

その結果、既に計画書に記載していた先行特許、①特開 2004-122286「マニピュレータ」、②特開

2007-152028「医療用マニピュレータ」に加えて、医療用鉗子として歯車機構を採用している特許が複数申

請されていることを把握した。 

 現段階ではキーワード検索や国際分類による検索を行った段階であり、すべての個別特許の精査には至

っていないが、精査した特許では、例えば、PCT/US2011/058108「Surgical Instrument with Planetary 

Gear system」がある。遊星ギアを用いた関節手術用鉗子の特許であり、遊星ギアを用いることにより先端

部に大きな力を与えることが可能とされている。 

 また、PCT/JP2010/056420「マニピュレータ」では、低侵襲手術用

マニピュレータとして求められる性能のうち、小型、高い自由度を

実現するために、従来のワイヤー機構に代わる機構として、弾性体

‐リンク機構が提案されている。 

 さらに特開 2008‐100350「マニピュレータ」では腹腔鏡下手術に用

いられる、先端処置部の自由度が高いマニピュレータを実現するた

め、歯車を用いる機構が提案されている。これにより、動作範囲が

広く、部品点数が少なく、強度、信頼性、安全性に優れたマニピュ

レータが提供されると主張されている。（図 5-2） 

 このように、現段階までの特許調査では、歯車機構を採用した出

願はいくつか見られるものの、本研究開発の特徴の一つである段付

き歯車機構を採用しているものは特許（特開 2011-052805）「マニピ

ュレータおよびこれを用いたマニピュレーション装置」以外には見当

たらない。 

 

 本事業年度中の特許取得等の知財化に関する取り組みとしては、上記のような特許調査を継続させつつ、

本研究開発で実現予定の細径化技術、大屈曲技術、先端機能モジュール化技術で特許化に向けた出願を積

極的に行うこととしている。 
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（２）本事業開発製品に関する特許出願（予定含む） 

表 5-3 本事業開発製品に関する特許出願（予定含む） 

発明の名称・内容等 

※問題のない範囲で、「装置の～の部分」な

どを記述 

出願番号 
出願年・月 

（予定含む） 

出願の体制と知財の

持分（％） 

マニピュレータおよびこれを用いたマ

ニピュレーション装置 

特 許 公 開

2011-052805 

平成 21年 9 月 4日 東京大学 TLOがライセ

ンス管理（発明者：山

下紘正、土肥健純、正

宗 賢） 

細径化マニピュレータ  平成 25年度予定  

大屈曲可能なマニピュレータ   平成 25年度予定  

先端機構モジュール型マニピュレータ  平成 25年度予定  

    

 

 本研究開発で実現予定の細径化技術、大屈曲技術、先端機能モジュール化技術で特許出願を予定してい

る。  
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第６章 事業化の計画 

 

６－１ 開発した製品の市場性 

表 6-1 開発した製品の市場性 

製品・システム名称 
 極細径屈曲鉗子 

診療科、診察領域等  胎児外科、産婦人科、心臓外科、消化器領域、再生治療・細胞移植領域 

対象疾患／患者数 
 

内視鏡手術適用となる患者全般／年間約１０万人（国内） 

対象顧客 

（使用する施設） 

 （診療所、大学病院、中核病院 等） 

地域中核病院、高機能病院 

顧客の特徴 

 従来の器具で難しさを感じるあらゆる内視鏡手術の処置で有効となる。

特に、傷口を小さくする必要のある手術（子宮内胎児治療、脳外科等）

や複雑な軟組織等の病変部の処置に対応。また、非常に細い血管などの

吻合や、管状組織を裏側から回り込む処置（結紮や縫合）に有効である。 

市場規模 国内 2011年  ９０億円 2020年  ２１０億円 

 世界 2011年 １，１００億円 2020年 ２，５００億円 

市場の成長性 

 内視鏡用手術用の鉗子類としては、国内でおよそ９０億円の生産がある

（厚生労働省；２０１０年薬事工業生産動態統計年報統計表より）が、

依然として欧米のメーカーが強い。手術件数は年々１０％程度増えてい

ることから、市場規模も年率１０％の成長性が見込める。また、海外の

市場は国内の１０倍以上と推定され、特に内視鏡市場の成長が著しいア

ジア諸国でのニーズの高まりが期待される。 

競合製品 
 

競合製品名 製造元 価格 
国内 

シェア 

世界 

シェア 

（欄を追加して４ 

 つ以上の記載も 

 可） 

製品１ NeedleHolder STORZ 350,000 円 未公開  未公開 

製品２ 
ミニサイト

2mm鉗子 
ｺｳﾞｨﾃﾞｨｴﾝ 40,000円 未公開  未公開 

製品３ 
HiQ Plus 把

持鉗子 
オリンパス 350,000 円 未公開  未公開 

競合優位性 機能面 

極細であることは、傷口を小さくするのみならず、胎児外科などの領域

では流産や早産のリスクを最小限にできる。大屈曲であることは、従来

の器具では届かない部位（例えば腹壁）の処置を可能にする。先端機能

の交換型は、従来の手術スタイルを踏襲しながら、コスト削減と、自由

度の高さによる手術の効率性向上に寄与する。 

 
ユーザビ

リティ面 

ロボット化をしないマニュアル操作により、従来の鉗子と同等の大きさ

と重さを保ちつつ、多自由度のハンドル操作性向上を実現する。 

 価格面 
リユーザブル品の現行製品と同等の価格帯であり、機能的な付加価値の

高さを考えれば、大いに優位性が見込める。 

競争状況 

 最近では STORZ、COVIDIEN、オリンパスなどの大企業の他、独自の特徴的

な機能を付加した鉗子が多くの中小企業からも登場してきている。価格

は従来の（リユーザブルの）製品とそれほど変わらない物が多く、機能
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の優位性を以て参入する開発競争が激しくなりつつある。 

競合メーカーの動き 
単純に細い鉗子、（ロボット型）多自由度鉗子などは展示会等でも登場

しているが、本課題のような機能の付加を伴った製品は未だ見られない。 

上市時期 
 

２０１５年   １０月 

想定売上規模 
 

上市３年目 ０．３億円 上市５年目 ３億円 

市場に対する波及効果 

従来の、先端に自由度のない（あるいは少ない）リユーザブルの持針器

や把持鉗子、剥離鉗子やハサミなどに置き換わるものであり、また、先

端部が交換可能でコスト削減の効果もあることから、ディスポーザブル

製品との置き換えも期待される。さらにトレーニングの場にも導入され

ることで、新しい術式の開拓、ひいては新しい内視鏡手術の周辺機器の

開発などにもつながる。 

 

１） 市場性（想定購入顧客）に関する精査結果 

 

 【国内市場・顧客】内視鏡手術用の鉗子類としては、国内でおよそ９０億円の生産がある（厚生労働

省；２０１０年薬事工業生産動態統計年報統計表より）。近年、あらゆる外科領域においては（時

には経口的アプローチによる内科治療領域などにおいても）、患者に対する侵襲が小さく、  

Quality of Life(QOL)の点から見て優れた内視鏡下手術が一般的となってきている。厚生労働

省によれば、現在の外科手術の８０％は内視鏡手術に置き換わると言われており、2007 年

には 100137 例で内視鏡下手術が行われ、1990 年から 2007 年末までには合計 807108 例が行

われている。内視鏡手術の実施施設数はおよそ 5000 強であり、年々1 万件ほど増え続けてい

る。  

 

図 6-1 腹腔鏡下手術等の内視鏡外科手術総症例数の推移 

（日本内視鏡外科学会、日本産科婦人科内視鏡学会、及び日本 Endurology・ESWL 学会） 

 

現在の内視鏡手術で使用されている手術器具は細長い棒状のものがほとんどであり、体

内への挿入孔に操作が制限され、手で直接触れながら行うような器用な手技は困難である。

これは多孔式の内視鏡手術でも単孔式の手術でも同じである。そのため、国内外にて屈曲自

由度を追加した屈曲鉗子類、特に手術用ロボット鉗子を実現するための新しい機構や、動

力伝達方法、操作方法に着目した様々な研究開発がなされている。こういった需要は地域中

核病院、高機能病院にある。 

 また、内視鏡関連の市場もおよそ年率 10%程度の伸び率を示している。すなわち、単純に必要な

本数が増えることと、従来の器具からの買い替えなども生じうることから、鉗子類の市場規模につい
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ても 10 年で 2 倍程度には成長する（2020 人には 200 億円を超える）と推定される。                     

 

 【海外市場・顧客】内視鏡技術に関しては、我が国の主要輸出医療機器の一つとなっている。2003

年には輸入が 36 億円（7%）に対し、輸出は 510 億円（93％）と 13 倍となっている。一方、鉗子に

関しては、輸出品としての市場をほとんど有していない。当該研究開発品を我が国の強み技術である

内視鏡と組み合わせて、標準規格し付属機器化（オプション製品化）することにより、鉗子としての

海外新市場開拓と同時に内視鏡製品輸出の増強も見込める。 

 海外の内視鏡市場（硬性鏡、軟性鏡、周辺機器含む）は国内の 13 倍程度とも言われており、やは

り年率 10%程度の伸び率で成長している。地域別に見ると、日本やベトナムなど新興市場における

認知度の上昇、さらにインド、中国、ブラジル、ロシアにおける中間層の拡大に伴い、今後 5 年にわ

たって大幅な成長が見込まれている。2011 年のデータを診療科別（領域別）に見ると、腹腔鏡

（27.5%）、泌尿器科（16.5%）、消化管（15%）、関節鏡（13%）、耳鼻咽喉科（10%）、産婦人科

（5%）、脳神経外科（6%）、その他領域（7%）という内訳となっており、世界的にもあらゆる領域

にて内視鏡手術が当たり前になってきていることがわかる。また、硬性鏡の装置に限れば、日米欧の

合計が、平均成長率 4%／年程度であるのに対して、東南アジア諸国においては、平均成長率 10%／

年と、大幅な成長が見込まれており、今後の輸出先として、東南アジア諸国の市場への期待は非常に

高い。 

 

  

図 6-2 内視鏡市場の統計データ 

 

２） 競合製品／競合企業との差別化要素に関する精査結果 

 

 【競合製品／競合企業の動向】鉗子製品分野では欧米のメーカーが強く、硬性鏡メーカーでも有名な

KARL STORZ 社は先端形状が約７０種類以上の内視鏡外科鉗子（リユーザブル品が主）を取りそろ

えている。同じ欧米企業の COVIDIEN 社は、ディスポ―ザブル製品としての把持鉗子や剥離鉗子、

ハサミなど、数多くの製品ラインナップを揃えている。当然ながら 1 本当たりの価格はリユーザブル

品の数分の一だが、ランニングコストを考えると、繰り返し滅菌して使えるリユーザブル品の方が医

療経済の面ではやさしいともいえる。国内の大手としては、オリンパスが内視鏡と同様に鉗子などの

手術器具の製造販売も行っており、価格帯は STORZ などの手術器具と同等と言える。また、独自の

特徴的な機能を付加した鉗子が多くの中小企業からも登場してきている。価格は、やはり従来の（リ

ユーザブルの）製品とそれほど変わらない物が多く、価格競争よりも、機能の優位性を以て参入する

開発競争が激しくなりつつある。 

また、多自由度手術ロボットとして名高い da Vinci Surgical System（Intuitive Surgical, Inc.）に

関しては、以下のような運用面での課題も多い。 

○外径 7mm・90 度屈曲のロボット操作に限定 

○コスト高（維持費は 2 千万円弱/年）である 

○内視鏡手術適用が限られている 
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図 6-3 da Vinci システムと多自由度鉗子の機能比較 

 

 

 【競合との差別化要素】Intuitive Surgical 社の da Vinci 手術システムをはじめとする手術用ロボ

ットで用いられる鉗子マニピュレータ（体内に挿入される細径の部分）は、外径 5mm 以上の

ものがほとんどである。また、先端の機能ごとにそれぞれ別の手術器具を用意する必要が

ある。鉗子先端部の自由度の駆動方法としてよく用いられるのはワイヤ機構やリンク機構

である。前者ではマニピュレータの多自由度や細径化、多チャンネル化に適し、軟性鏡の

操作にも用いられるが、繰り返し駆動の耐久性や動作精度、信頼性に欠ける面がある。後

者では確実な駆動が可能であり滅菌性に優れているといえるが、細径化や多チャンネル化

は難しい。多種多様な外科領域で汎用的なものは少なく、従来の手技を超える全く新しい

手技の実現には至っていない。実用化されているのは欧米企業数社のみであり、国内では

未だ実用化には至っていない。現場のニーズに対し技術の供給は十分ではなく、実用化に

耐えうる屈曲鉗子の開発は急務といえる。   

 

 当該研究開発製品では、全金属製の試作品であるため当初は滅菌型を目指している。従って、繰り

返し使用可能であるため以下の特長を有すると言える。 

 ローコスト 

 ロボット化しないマニュアル操作で実現 

 早期の実用化 

 クラスⅠの届出で対応可能 

 細径化と剛性両立: 2mm 台 

 大屈曲可能: ±180 度 

 先端機能のモジュール交換: 

 持針器、把持鉗子、剥離鉗子、はさみなど 

 

また、極細径鉗子の特徴的機能を考えて、胎児外科や脳外科での利用を最初に試みる予定であるが、

量産型を工夫する、あるいは材質を安価なものに置き換えるなどしてディスポ型がコスト的に可能と

なる場合は、屈曲機能、先端機能交換の簡便さを利用できる、より広範囲な診療科への応用も期待さ

れる。 

 

 

  

多自由度屈曲鉗子 

多機能大屈曲

極細径鉗子＋

高度な手技 
da Vinci 
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６－２ 事業化までのスケジュール 

表 6-2 事業化までのスケジュール 

年度 事業化までの計画内容 

2012 年度 
・先端屈曲部の試作開発 

・高機能鉗子試作開発 

2013 年度 
・屈曲試作機評価・動物実験 

・高機能鉗子評価・動物実験 

2014 年度 

・量産機開発 

・量産機評価・動物実験 

・量産機安全・耐久性試験 

・薬事届出（先行製品） 

2015 年度 
・薬事届出（後発製品） 

・国内上市販売 

2016 年度 
・国外市場進出 

 

 

上市までの投資計画 

 【必要投資】本年度の検討を踏まえ、本製品の開発、安全評価、届出・導入、市販後に必要となる投

資を精査した。まず、製品のタイプ別（極細径、大屈曲、多機能モジュール）の安全評価では 1.5 千

万円、導入後は 2 千万円、市販後は 3 千万円が必要となる。委託費以外の自己投資分および今後の発

生コストを見込むと約 5 千万円が本製品の開発（必要投資額）となる。 

なお、事業化企業の株式会社スズキプレシオンは医療機器製造許可、医療機器製造販売業許可、

ISO13485（医療機器の品質保証のための国際標準規格）は取得済みであり、QMS 適合性調査も実施

済みであるため、関連許可申請のための投資は必要としない。 

 【回収計画】製品の想定価格を 30 万円/本とし、国内市場での想定売り上げ 3000 万円（上市 3 年目）

～3 億円（2020 年）でまず投資を回収し、その後好評機種の整理・選定を進めて海外市場へも販路を

伸ばす予定である。 
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表 6-3 各技術の上市・国内販売までの計画表 
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６－３ 事業化の体制 

（１）事業化の体制図 

 

 

図 6-4 事業化の体制図 

 

国立成育医療研究センター、福島県立医科大学、信州大学医学部付属病院や小切開・鏡視外科学会に所

属する医師らの病院・部門を中心に開発機器をアピールし、既存の製品との入れ替えを図る。製造販売、

薬事申請に関しては（株）スズキプレシオンが担当し、国内外への販売網に関しては協力関係にある商社

を介して、顧客への宣伝を浸透させる。事業管理機関は市場調査、知的財産の確保等で事業化を支援する

とともに、ユーザ企業の研究会や展示会への参加を介してフォローアップする。 

 

 

（２）業許可 

表 6-3 業許可 

担当企業 業許可の有無 業許可の計画/実績 

製造販売 

 

(株)スズキプレシオン 

有り 

届 出 番 号 ：

09B1X10001000003 

製品名：メタルデバイスフィクサー 

一般的名称：再使用可能な手術機器

固定圧子（ｺｰﾄﾞ:70953000) 

製造 

 

(株)スズキプレシオン 

 

有り 

PMDA通常相談 

薬事届出（クラスⅠ） 
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人命にかかわる医療機器等の加工を手がけるスズキプレシオンにとって、品質は生命線です。クオリテ

ィの高いモノづくりにむけ、全社を挙げて取り組んでいます。品質管理の国際規格である「ISO9001」はも

とより、医療機器の製造に特化した国際認証規格「ISO13485」の認証取得をクリアしています。 

また、卓越した超高精密・超精度の加工技術を裏付ける品質保証体制の確立にも注力しています。CNC3

次元測定器をはじめ、CNC真円度・円筒形状測定器や非接触で 3次元形状を正確に測るレーザー測定器等を

備えるなど万全の体制を築いています。 
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第７章 全体総括 

 

本研究では、①外径を 3mm 以下に極細化した屈曲把持鉗子、②先端部に±180°屈曲可能な自由

度を持たせた外径 3mm の大屈曲鉗子、③先端機能（持針器、把持鉗子、剥離鉗子、剪刃（はさみ）

など）を容易に着脱可能であり、かつ屈曲・回転自由度を持たせた外径 5mm の鉗子の開発を行う。

特に医療費増大の一因ともなっているディスポ―ザブル品ではなく、リユーザブル品であり、か

つマニュアル操作によるクラスⅠの医療機器として薬事申請を行い、国産で、様々な内視鏡手術

に有用な手術器具の実用化を目指している。上記①～③のそれぞれの要素技術を完成させ、それ

ぞれの機能を搭載した３種類の屈曲鉗子の実用化を目指す。これらを単独または併用することに

より、様々な内視鏡手術におけるニーズに対応可能な手術器具となりうる。  

本年度は、極細径等の試作鉗子機構の設計については、既存の機器を用いて先行的に検討し試

行を繰り返したため、精密レーザー加工装置の導入と同時に鉗子部品試作にとりかかる事ができ

た。３種類の鉗子の仕様については、内視鏡手術の専門医にインタビューを行い、臨床現場から

のニーズに基づき（製品としての）仕様を固めつつ、基盤特許“マニピュレータおよびこれを用

いたマニピュレーション装置”を応用して、生産性を考慮した再設計を行った。特に細径化が必

要な①の極細径化屈曲把持鉗子と、②の大屈曲鉗子については、歯車部品（屈曲駆動力の伝達用

フェースギヤおよび平ギヤ）を中心に強度解析を行い、CAD によるシミュレーションと、5 倍サイ

ズでの屈曲機構検証用樹脂モデルの作成を行った。設計に基づき、精密レーザー加工装置を用い

て試作を進め、従来の切削加工と比較して非常に短時間での加工が可能となった。当初の計画よ

りも部品製作の遅れがあったが、新機構の開発にも挑戦し、特に③においては、着脱機構の搭載

位置の検討用として、直径 5mm、1 自由度屈曲、回転自由度搭載の持針器モデルの試作を完了した。

また、外科医の意見を取り入れ、片手操作用のハンドル部分については、各自由度の操作を自然

に行えるようなレバー等の配置を行った。 

 

 

図 7 様々な内視鏡手術に対応可能な極細径屈曲鉗子の機能イメージ 

 

また、設計・試作と並行して、次年度より速やかに試作機を従来製品と比較評価を行うため、

腹腔鏡手術用トレーニング BOX を用いた鉗子の評価タスク設計を行った。さらに、手術室内を想

定した際の操作性、使用安全性、滅菌対応性を含めて最終的な製品の完成への課題を抽出するた

め、動物（ウサギやブタ）実験として有効な術式を決定した。 

来年度に持ち越された課題としては、①の極細径化と②の大屈曲機構の達成に関して、フェー
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スギヤ形状の最適設計と、部品の小ささゆえのメンテナンス性と組立工程における難易度の高さ

のトレードオフ解消が挙げられる。これは、精密レーザー加工装置を利用した溶接により、部品

点数の削減と各パーツの強度向上により解決を図る。また、先端部分の連結機構については工具

を使わずに簡便に着脱できる機構の実現が必須であるが、株式会社スズキプレシオンが保有する

接合技術を積極的に応用していく。 

鉗子関連機器の市場調査、関連技術・知財の状況把握、事業化計画の検討についてはほぼ予定

通り進める事が出来た。内視鏡手術件数の増加と共に、国内外で年率 10%増の成長が期待できる

市場であり、最近は大企業以外に独自の高機能を謳った製品が中小企業からも登場しつつある。

リユーザブル製品については、価格競争よりも、いかに現場に求められる高い機能を付加できる

かの開発競争が激しくなりつつある。当該研究での開発製品では、ローコスト（ロボット化しな

いマニュアル操作、リユーザブル、先端機能交換型）であり、クラスⅠでの早期実用化の可能性

が高く、従来にない細径モデルと多自由度化モデルによる広範な診療科への応用可能性が期待で

きる。製品の想定価格は従来製品と同等の 30 万円/本程度とし、国内市場での想定売り上げ 3000

万円（上市 3 年目）～3 億円（2020 年）で、まず投資を回収し、その後好評機種の整理・選定を

進めて海外市場へも販路を伸ばす予定である。 

 

再度強調しておきたいが、現在の内視鏡下手術においては使用する術具の細さは傷口の小ささ

に影響し、ひいては回復の早さにつながる。また、術具の先端に術者が操作可能な多方向への屈

曲自由度と、180°まで達する屈曲角度を実現することで、従来の術具ではアプローチが困難な術

野にまで届くようになる。また、迅速で正確な手術が可能となることで、安全性の飛躍的な向上

や新たな術式の開拓にもつながる。極細径、大屈曲、多機能鉗子の開発に我が国の物作りの力を

活かし、是非とも世界の医療機器ビジネスに進出していきたい。 
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