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1. 事業の概要 

【事業概要（プレスリリース資料より 200 字）】 

近年 daVinci 手術ロボットなどの高度な内視鏡手術器具（細長く，先端が曲がるもの）の開発が進ん

でいるが，海外製品が多数を占め，また 3mm 以下の細さで製品化されているものはほとんどない．本開

発では，外径 2mm 台の極細屈曲鉗子，90°以上に屈曲可能な大屈曲鉗子，および先端機能交換等によ

りカスタマイズ可能な高機能・多自由度屈曲鉗子群の薬事申請と製品化を行ない，様々な内視鏡手術に

対応した複数の低侵襲手術器具の上市を 2014 年度より順次進める． 
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1.1 事業の目的 

あらゆる外科領域において、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。 

近年 Intuitive Surgical 社の 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至っていない。また、外径５ｍｍ以上のものがほとんどであり、

極細径（外径３ｍｍ以下）で製品化されているものは少ない。さらに、現状の技術では先

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。 

本研究の目的は、極細径鉗子、先端機能を簡便に交換可能な大屈曲鉗子、及び先端部モ

ジュール型の高機能屈曲鉗子を開発し、上述の困難を解決して臨床評価、及び薬事申請・

届出まで進むことである。最終的には、外径２ｍｍ台の屈曲鉗子、外径５ｍｍの大屈曲（±

１８０°）が可能な鉗子、外径５ｍｍ以下で先端機能（持針器、把持鉗子、剥離鉗子、剪

刃など）がモジュール化された屈曲鉗子の開発を行い、国産での様々な内視鏡手術に対応

可能な手術器具の実用化を達成する。 

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かった。これらの理由で、先端機能の高機能化は現場

ニーズが高く開発が望まれているにもかかわらず進んでこなかったので、本研究開発では

まず先端機能を交換できる大屈曲鉗子など市場優位性を持った鉗子類を年度内に製品化し、

我が国医療機器増産への突破口を開く。 

 

1.2 事業実施体制 

事業管理機関：一般社団法人研究産業・産業技術振興協会 

PL：山下 紘正（独立行政法人国立成育医療研究センター） 

SL：鈴木 庸介（株式会社スズキプレシオン） 

共同体：①株式会社スズキプレシオン 

 ②独立行政法人国立成育医療研究センター 

 ③一般社団法人研究産業・産業技術振興協会 
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1.3 事業化する医療機器の概要 

1.3.1 製品名：極細径屈曲鉗子 

(1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 医療機器 クラス分類* クラスⅠ 

製品名 極細径屈曲鉗子 分類名称（一般的名称）* 医療用鉗子 

対象疾患 
小児・胎児を対象とした内視

鏡手術 
届出／認証／承認* 届出 

想定される販売先 地域中核病院／高機能病院 新／改良／後発* 改良 

薬事申請予定者 株式会社スズキプレシオン 医療機器製造販売業許可 09B1X10001 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社スズキプレシオン 医療機器製造業許可 09BZ200019 

 業許可  

 業許可  

（注）*印は現時点の想定であり、今後変更される可能性がある。 

(2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  東南アジア 

薬事申請時期 平成 27（2015）年４月 平成 29（2017）年 4月 

上市時期 平成 27（2015）年 7月 平成 29（2017）年 10月 

想定売上（上市後 3 年目） 0.4 億円／年（平成 30（2018）年時点） 1.5億円／年（平成 32（2020）年時点） 

市場規模（上市後 3 年目） 20億円／年（平成 30（2018）年時点） 30億円／年（平成 32（2020）年時点） 

想定シェア（上市後 3 年目） 2％（平成 30（2018）年時点） 5％（平成 32（2020）年時点） 

(3) 事業化する医療機器の概観・特長 

＜概観＞ 

細径鉗子φ２ｍｍでのシャフト屈曲タイプ鉗子は既にあるがシャフト屈曲＋先端回転機構が付いた製

品は存在しない。細径のため強度が保てず汎用型の製品化には至っていないが、今回、使用目的が新生

児、胎児等、鉗子操作時の力が小さくて済む分野での手術を想定していることから、細径で且つ多機能

な鉗子の完成を目指した。国内は勿論、海外展開も視野に入れた製品を製作し後腹膜側からなど現状で

は開腹以外では厳しい手術をこの鉗子よって可能とした。先端部ラインアップも把持・剥離、鋏などを

揃え他社製品との差別化を図る予定である。加えてφ２ｍｍ台への技術的挑戦も行った。 

＜特長＞ 

・小児や胎児の低侵襲内視鏡手術のための極細径化（２ｍｍ台） 

・屈曲自由度（６０度）・先端回転・先端開閉自由度 

・エレメント一体成型による屈曲機構の採用  ・ロボット化せずにローコストを実現 

・従来の手術スタイルを踏襲した“手動操作” ・新規屈曲機構特許出願済（特願 2013-260500） 
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1.3.2 製品名：大屈曲鉗子 

(1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 医療機器 クラス分類* クラスⅠ 

製品名 極細径屈曲鉗子 分類名称（一般的名称）* 医療用鉗子 

対象疾患 内視鏡手術全般 届出／認証／承認* 届出 

想定される販売先 地域中核病院／高機能病院 新／改良／後発* 改良 

薬事申請予定者 株式会社スズキプレシオン 医療機器製造販売業許可 09B1X10001 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社スズキプレシオン 医療機器製造業許可 09BZ200019 

 業許可  

 業許可  

（注）*印は現時点の想定であり、今後変更される可能性がある。 

(2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  東南アジア 

薬事申請時期 平成 27（2015）年４月 平成 29（2017）年 10月 

上市時期 平成 27（2015）年 7月 平成 30（2018）年 4月 

想定売上（上市後 3 年目） 0.3億円／年（平成 30（2018）年時点） 1億円／年（平成 33（2020）年時点） 

市場規模（上市後 3 年目） 10億円／年（平成 30（2018）年時点） 15億円／年（平成 33（2020）年時点） 

想定シェア（上市後 3 年目） 3％（平成 30（2018）年時点） 7％（平成 33（2020）年時点） 

(3) 事業化する医療機器の概観・特長 

＜概観＞ 

軟性デバイスの補助を目的とした大屈曲先端交換型デバイスを開発した。現状は内視鏡コアチャンネ

ルを使用し処置具（ｶﾃｰﾃﾙ、ﾚｰｻﾞｰﾌｧｲﾊﾞｰ、生検鉗子等）を挿入し治療に役立てているが、軟性デバイス

には屈曲角度に限界があり後腹膜側、またピンポイントで部位にアタックする事が困難である。この様

な問題を解決するため本開発では、製品１の試作機にも使用している特殊チューブ加工を施した屈曲部

を応用し±180°まで屈曲する中空デバイスを製作した。これにより先端機能の交換が可能になる。 

＜特長＞ 

・内視鏡手術（単孔式手術含む）の低侵襲化を実現するための大屈曲機構搭載 

・大屈曲自由度（±180 度）の実現 

・エレメント一体成型による屈曲機構の採用 ・軟性先端機能デバイスの交換が可能 

・ロボット化せずにローコストを実現    ・新規屈曲機構特許出願済（特願 2013-260500） 
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1.3.3 製品名：高機能屈曲鉗子 

(1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 医療機器 クラス分類* クラスⅠ 

製品名 高機能屈曲鉗子（SP-ASURA） 分類名称（一般的名称）* 医療用鉗子 

対象疾患 腹腔鏡手術、胸腔鏡手術全般 届出／認証／承認* 届出 

想定される販売先 地域中核病院／高機能病院 新／改良／後発* 改良 

薬事申請予定者 株式会社スズキプレシオン 医療機器製造販売業許可 09B1X10001 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社スズキプレシオン 医療機器製造業許可 09BZ200019 

 業許可  

 業許可  

（注）*印は現時点の想定であり、今後変更される可能性がある。 

(2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  東南アジア 

薬事申請時期 平成 26（2014）年 9月 平成 29（2017）年 1月 

上市時期 平成 27（2015）年 2月 平成 29（2017）年 4月 

想定売上（上市後 3 年目） 1.6 億円／年（平成 30（2018）年時点） 5億円／年（平成 32（2020）年時点） 

市場規模（上市後 3 年目） 60億円／年（平成 30（2018）年時点） 80億円／年（平成 32（2020）年時点） 

想定シェア（上市後 3 年目） 3％（平成 30（2018）年時点） 6％（平成 32（2020）年時点） 

(3) 事業化する医療機器の概観・特長 

＜概観＞ 

φ５ｍｍではあるが多自由度高機能を実現した。1 本の鉗子で先端部回転（正転逆転無制限）、全体回

転、屈曲とあらゆる術式に対応可能な高機能屈曲鉗子を開発した。類似する他社品はあるがディスポで

あるため環境問題、コスト高などの課題がある。本開発で製作した製品は、リユースであり諸問題は解

決されている。持針器機能で洗浄法、機能性、安全性などで上市に十分な段階まで達成し、競争力有る

製品となった。 

＜特長＞ 

・腹腔鏡手術・胸腔鏡手術全般を低侵襲に行うための細径化（５ｍｍ） 

・屈曲自由度（８０度）および先端無限回転自由度 ・新規特許出願済（特願 2013-219095） 

・ロボット化せずにローコストを実現       ・薬事申請 2014年 9月 

・従来の手術スタイルを踏襲した“手動操作”   ・持針器機能 

・多自由度を片手操作可能なハンドルデザイン   ・ラチェット付き片開きハンドル 
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1.4 市場性（想定購入顧客） 

(1) 医療現場で期待される波及効果 

本研究の目的は、極細径鉗子、先端機能を簡便に交換可能な大屈曲鉗子、及び先端部モジュ

ール型の高機能屈曲鉗子を開発し、上述の困難を解決して臨床評価、及び薬事申請・届出まで

進むことである。最終的には、外径２ｍｍ台の屈曲鉗子、外径５ｍｍの大屈曲（±１８０°）

が可能な鉗子、外径５ｍｍ以下で先端機能（持針器、把持鉗子、剥離鉗子、剪刃など）がモジ

ュール化された屈曲鉗子の開発を行い、国産での様々な内視鏡手術に対応可能な手術器具の実

用化を達成する。 

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かった。これらの理由で、先端機能の高機能化は現場ニーズが高く開発

が望まれているにもかかわらず進んでこなかったので、本研究開発ではまず先端機能を交換で

きる大屈曲鉗子など市場優位性を持った鉗子類を年度内に製品化し、我が国製の医療器具利用

への道を開く。 

国内外で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。しかし、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。現在、手術現場のニーズに対し機器・技術の供給は十分ではなく、実用化に耐えう

る屈曲鉗子の開発が急務であり、本研究開発はこれに応える。 

 

(2) 当該機器等の市場性 

 1) 提案する機器の想定顧客 

① 診療科よりのニーズ 

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、高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、機器に関する世界標準とな

ることを期待されている。 

 

 小児外科、胎児外科の例 

 小児の腹腔鏡手術・胸腔手術（単孔式手術を含む）における組織の把持・剥離、胎児外科

手術における組織把持（脊髄髄膜瘤治療など）にきわめて有効な器具となる。 

 脳外科の例 

 脳外科手術における非透視側把持、レーザー切除・組織凝固デバイスとしてきわめて有効

な器具となる。 

 

② 開発途上国での顧客 

我が国を含む先進国での先進医療では、内視鏡手術用の各種鉗子に関して、ある程度コストが高いこ
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とに対応できるのでディスポタイプの海外製を障害なく使用することが可能である。一方、開発途上国

のように医療施設の状況が悪いことが多い場所では、一般の外科医が使いやすく、かつ滅菌すれば繰り

返し使用が可能な術具の必要性が高い。高機能鉗子類についても同様であるが、現在このような鉗子の

供給はされておらず、製品としての市場性は高い。 

 

 2) 提案する機器の想定市場規模 

① 国内市場 

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）。しかしそのほとんどは国内のみで流通・消費されており、海

外への輸出はごくわずかである。厚生労働省によれば，現在の外科手術の 80％は将来内視鏡手術

に置き換わるとされ、2009 年には 117785 例で内視鏡下手術が行われており、年々1 万件ほど増え

続けている。現在の内視鏡手術で使用されている手術器具は自由度を持たないものがほとんどであ

り、開腹下で行うような器用な手技には熟練を要する。これは従来の多孔式の内視鏡手術でも、近

年増加中の単孔式の手術でも同じであるが、低侵襲内視鏡手術に真に必要な自由度を持つ鉗子類

（自らの手で操作するもの）は皆無である。こういった需要は地域中核病院や高機能病院にあり，

内視鏡手術の実施施設数はおよそ 5,000 ヶ所強ある。 

 

② 海外市場 

内視鏡、特に軟性鏡は我が国の主要輸出医療機器の一つとなっているが、鉗子類などの治療具に

関しては輸出品としての市場をほとんど有していない。従って、海外製品でも類を見ない自由度の

高さを有する当該研究開発品は、国内と並行して海外への輸出に目を向けるべきである。特に東南

アジアを中心とする内視鏡市場は、日本・米国・欧州を上回る勢いで成長を続けていることから（平

均成長率 10%とも言われる）、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）等を行なうことにより、高機能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。 

 ベトナムの例 

 ベトナムでは日本で薬事を取得した医療機器であれば導入のハードルが低く、日本からの医

療機器の輸出先として大いに期待されており、こういった国では当該研究開発品の海外展開

に有利な状況となっている。 

 

(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 

① 競合製品と海外競合企業 

医師が自ら手に持ち操作する既存の鉗子類には、国内外を含め、当該研究開発品のような高い自

由度を有し、かつ細径のものは存在しない。 

鉗子製品分野では欧米のメーカーが強く、硬性鏡メーカーとしても有名な KARL STORZ 社（ド

イツ）は先端形状が約 70 種類以上の内視鏡外科鉗子を取りそろえているものの、当該研究開発品

のようなコンセプトの製品はもたない。自由度を有していたとしても、それは daVinci Surgical 

System（Intuitive Surgical 社）に代表されるような、大掛かりな駆動部を必要とする手術ロボッ

トであり、当該研究開発品が目指す、従来の手術スタイルを変えることなく医師が手で直接操作す

る、というコンセプトとは競合しない。 
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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

経済の面で有利であり、かつ環境にもやさしいといえる。 

 

② 国内の状況 

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 KARL 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。 

内視鏡外科手術に使われる機器は、大きく分類すると、（1）スコープ、（2）ビデオプロセッサー

と光源装置（3）鉗子、電気メスなどの周辺器具の 3つから構成される。我が国ではオリンパス(株)

などの内視鏡技術が世界的に優位に立っているので、従来の開腹手術を内視鏡下に置き換え、狭い

体腔内でも手術できるように、様々な新しい器具が考案、開発されはじめている。鉗子には、物を

つかむ把持鉗子、組織を剥離する剥離鉗子、鋏の機能を持った鋏型（剪刃）鉗子などがあり、電気

メスの機能が付属したものもある。国内では、開腹手術用に鋏の機能の延長として鉗子がつくられ

ているほか、より高価なスコープ製品を支援する付属器具提供の位置づけで鉗子類が供給されてい

るが、回転自由度と屈曲自由度を同時に持つなどの高機能型を新規に開発し、鉗子ライアップとし

て製品提供している例はない。 

 

 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） 

① 繰り返し使用の特長 

当該研究開発製品は全て金属製であるため、当初は滅菌型のリユーザブル品を目指している。従

って、繰り返し使用可能であるため、従来機器に対して以下の特長を持つ。 

 ローコスト（ロボット化せず、手動操作用。リユーザブル） 

 早期の実用化（クラスⅠ・改良医療機器の届出で対応可（電気メス機能のみクラスⅡ）） 

 細径化（2mm台～5mm）と実用的な把持力の両立（持針器としても使用可） 

 大屈曲可能（±180度も達成でき、屈曲角度・半径は必要機能に応じてカスタマイズ可） 

 先端機能のモジュール交換（鉗子、はさみ、電気メス機能、レーザー、カテーテルなど） 

 平成２６年度内に製品化する持針器用の「高機能屈曲鉗子」では、運針が可能な先端回転自

由度を有し、屈曲動作を合わせて片手で操作可能 

大量生産によるコスト低下が可能となれば使い捨て器具も試みたい。この場合も基本的には部材

として主に金属を使うので、合成樹脂のディスポタイプとは異なり環境への負担は少ない。 

② 新たな手技の創出 

本開発で製品化された持針器用の高機能屈曲鉗子を、実際の手術を想定した臨床評価をしてもら

った結果、回転自由度や屈曲自由度を複合使用すると、これまで内視鏡画像下での非常に不自然な

方向からのアプローチや日常とは違った回転イメージが必要であった操作を、ごく自然に日常動作

の延長で操作できることがわかってきた。さらに、手術室内を想定した操作性の確認を行い、

使用安全性を含めて実用機への評価基準を決定した。この評価に基づいて、初めての導入

者が容易に使用できるための手技の開発を行い、詳細機器マニュアルを作成することによ

り、高機能鉗子の製品化をリードする。
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1.5 上市（投資回収）に至るまでのプロセス（事業計画） 

(1) 委託期間後を含めた事業計画の概要 

 

H25（2013）年度 H26（2014）年度 H27（2015）年度 H28（2016）年度 H29（2017）年度 H30（2018）年度 H31（2019）年度 H32（2020）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 計画

・屈曲鉗子の極細化
　3mmφ にて試作検討を行い2mm台（目標φ 2.6）、屈曲角度60度細径鉗子を製作
・鉗子の屈曲角度の増大
　5mmφ にて180度大屈曲先端交換型デバイスの屈曲機構を完成する
・先端機能のモジュール化
　5mmφ にて多自由度を実現

実績

・屈曲鉗子の極細化
　2.95mmφ の試作に成功
・鉗子の屈曲角度の増大
 １エレメント60度屈曲レーザーカットチューブ部品を完成
・先端機能のモジュール化
　先端無制限正・逆回転、80度屈曲、把持開閉、全体回転可能な鉗子の製作に成功

試作機開発・改良 計画

平成２５年度までに試作した単孔式手術に有効な外径3mmでの屈曲鉗子に基づき、細径化に
伴う微小部品の可動性、耐久性について課題を抽出し、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に、最適設計を繰り返し最終的な外径を決定する。設計に基づい
て、把持・剥離と先端回転機構を加えた極細径屈曲鉗子の製品化を完了する。

実績

・外径2mm台（2.98mm）の達成
・強度をUPした市販化モデルの開発=>自由度を屈曲と全体回転のみに絞り、把持力と耐久性を
高めた。2015年4月に薬事届出予定。
・医師の細かなニーズをフィードバックした市販化モデルの開発=>先端グリップを交換可能にし、
屈曲位置を変更し、より軽量化した。年度内完成予定、2015年4月に薬事届出予定。

試作機開発・改良 計画

屈曲鉗子の極細化と共通の「管状湾曲機構」によるコアチャンネル（中空）を有する大屈曲機構
の設計を行い、様々な軟性デバイス（レーザファイバ、ファイバスコープ、生検鉗子、バルーンカ
テーテルなど）を挿入・交換固定可能な外径5mmの機能評価機を完成する。本屈曲機構では、
±180°までの屈曲角度増大を目指す。術中の見えない側（例えば後腹膜側）からのアプロー
チが可能となり、新たな手術手技の開発につながるので、手術現場からのニーズを踏まえて製
品化を完了する。

実績

・製品化モデルの開発=>金属パイプのレーザカットによるエレメント一体成型の屈曲部材とその
薄板ばね屈曲駆動機構の組み合わせ（外径5mm）、180度まで屈曲可能、手元のダイヤル操作
により屈曲角度のコントロール、中空構造により、シャフトの後方より細径デバイスの挿入・交換
が可、年度内完成予定、2015年4月薬事届出予定

試作機開発・改良 計画

平成２５年度に製品化した持針器用高機能屈曲鉗子（特許出願済）を含め、高機能屈曲鉗子
（把持・剥離用、剪刃用）の部品の同一化設計を行う。腹腔鏡手術・胸腔鏡手術全般における組
織把持・剥離機能、あるいは剪刃（はさみ）機能を持つ、外径5mmの先端機能を高度化した屈
曲鉗子の評価用モジュールを試作・評価する。胎児外科等の診療科ニーズに合わせた操作性
の改良を行って、クラスⅠの高機能屈曲鉗子の量産工程を確立する。

実績

・高機能屈曲鉗子（持針器機能）の製品化=> 2014年10月の日本内視鏡外科学会にて公開、
商品名をASURA（阿修羅）とした。 前年度モデルから、ハンドル形状、ラチェット機構、先端部把
持形状、回転機構、屈曲角度等の見直し・改良を行った。 片手ハンドルで手元の操作のみによ
り、先端部の自由な動きを可能にした。 2015年1月13日最終市販モデル完成
・同機構による先端部把持形状の変更により臓器把持用大型鉗子等をラインナップ予定

量産機開発 計画 極細径鉗子の量産工程を確立する

実績
3mm～5mm径60度屈曲での量産工程を実証した
2mm台60度屈曲極細径鉗子の加工工程について量産化の準備を行った

量産機開発 計画 大屈曲鉗子の量産工程を確立する

実績
大屈曲鉗子の屈曲機構を担うレーザー加工一体成型チューブの加工工程について量産化の準
備を行った

量産機開発 計画 高機能屈曲鉗子の量産工程を確立する

実績
高機能屈曲鉗子の微細部品量産工程を確立した
高機能屈曲鉗子の微細部品の組立工程について量産化の準備を完了した

臨床研究 計画

製品はクラスⅠのため、計画は前臨床試験とする。３タイプの試作機器（①(a)で製作：極細径屈
曲鉗子、②(a)で製作：大屈曲デバイス、③(a),(b)で製作：高機能屈曲鉗子）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・評
価する。
・手術室内を想定した操作性の確認を行い、使用安全性を含めて実用機への評価基準を決定
する。

実績

・計画の評価に基づいて、平成２５年度に製品化した持針器用高機能屈曲鉗子で得たノウハウ
を含め、初めての導入者が容易に使用できるための詳細機器操作動画を作成した。
・滅菌については、既存の国立成育医療研究センターのノウハウを応用し、微小部品、屈曲機
構、極細径構造に最適な手順を決定した。

薬事申請 計画

本開発の３タイプの鉗子製品はクラスⅠを想定している。新たに必要となる装置機能データ、品
目仕様、装置設計指針を精査し、平成２５年度に持針器用高機能屈曲鉗子の製品化がほぼ完
了し際のノウハウに基づき、続けて①(a)の極細径屈曲鉗子、②(a)の大屈曲先端交換型デバイ
ス、③(a),(b)の高機能屈曲鉗子についても製品化し、安全性・耐久性の評価後に薬事届出を行
い、平成２６年度内に国内上市する。

実績

・持針器用高機能屈曲鉗子については、医療現場の医師等の助言により強度、操作性、洗浄
方法等に改良の要求が出たため、改良品を完成し平成２９年９月に薬事届出を行い平成２７年
２月に国内上市を行った。
・極細径屈曲鉗子、及び大屈曲鉗子については設計・試作を完了し、平成２７年度早々に薬事
届出を予定している。、

★

知財対応 計画

事業化を進めるに当たり、海外での競合製品・関連技術の技術調査及び、国内外で関連特許
調査、予想される極細径・大屈曲・高機能屈曲鉗子の製品化リスクマネージメント（JIS T 14971
等）を続行し、また手術室内ユーザニーズの分析を診療科の範囲を広げて行うとともに、製品デ
ザインについても専門家の助言を得て事業管理機関がまとめる。サブテーマ③で「高機能手術
デバイス」、サブテーマ①②共通で「管状屈曲機構」の特許を出願したが、これに引き続き、極
細径鉗子、大屈曲鉗子、持針器用以外の高機能屈曲鉗子の製品化に係わる特許を出願する。

実績

・サブテーマ③で「高機能手術デバイス」特願2013-219095を取得（H25.10）
・サブテーマ①②共通で「管状屈曲機構」特願2013-260500を取得（H25.12）
・高機能屈曲鉗子の先端機能モジュール化についてノウハウを形成
・極細径屈曲鉗子について、強度対応技術のノウハウ形成
・大屈曲鉗子について、装置設計ノウハウを形成

販売戦略 計画
国内販売網の確保については、協力関係にある販売会社のアドバイザー参加により、先行して
販路を確保する。さらに、東アジアへの展開を含め協力関係にある商社等の協力により、先行し
て販路を開拓する

実績

・各病院関係に販売網を持っている旧来から協力関係にある山下医科器械(株)などの協力を得
ている。
・新たに有力な販売会社が見つかり、現在協議を進めている。本提携により新規参入者にとっ
て“売ることが難しい”点が解決できる。
・部材の加工、押し出し成型などについては、鍋林(株)、(株)シオダなど関連企業と緊密に取引
をしており、製品化での連携を行っている。

上市時期 計画

サブテーマ③については計画が極めて順調に進行し、平成２４年度内に予定を超える順調さで
試作品を完成し、平成２５年度に臨床レベルでの評価、改良を加えて、回転・屈曲の組み合わ
せで新しい機構を採用した「高機能屈曲鉗子」として製品化する。
サブテーマ①、②については、初期の計画通りに計画を進めることはできたが、技術的に大きく
前進したものの、極細径化と大屈曲化による製品化上の課題を残し、平成２５年度では製品化
までには至らなかった。今後、取り残し課題を早急に解決し、製品化・上市を実現する予定であ
る

実績

製品１「極細径屈曲鉗子」、製品２「大屈曲鉗子」の届出及び上市については、代理店契約の際
の契約やユーザーの要求事項を盛り込んだ届出が必要になり、当初予定より若干スケジュール
を後ろ倒しにした。製品３「高機能屈曲鉗子（SP-ASURA）」については、平成２６年度内の上市
が達成できた。

★

スケジュール変更理由

当初より、本開発は３つの技術シーズに対応して３つのサブテーマ、即ちサブテーマ①屈曲鉗
子の極細化、サブテーマ②鉗子の屈曲角度の増大、サブテーマ③先端機能のモジュール化、
をそれぞれ設定し、並行して開発することとした。
サブテーマ②の大屈曲化鉗子では、当初予定した微小歯車機構による屈曲機構からレーザカッ
ト一体型屈曲機構へと新たな特許も取得して、屈曲技術を進展させた。先端機能交換について
は、先端機能交換モジュール化技術で当初実現を試み、試作品を作成したが、臨床評価の結
果、及び技術的汎用性の検討により大屈曲鉗子の内部チャンネル（中空）を利用して、製品化
する事に変更した。

事業の実施内容

自主事業の内容 センサー鉗子の実用化

・脳外科用等極細径鉗子での電気メス機能
の追加
・外径3mm台の中空・大屈曲利用先端機能
交換技術
1)0～90°屈曲デバイス：胎児治療用バルー
ンカテーテル・ファイバスコープ搭載用
2)0～180°屈曲デバイス：胎盤治療用レー
ザーファイバ・ファイバスコープ搭載用
・高機能鉗子での先端機能またはシャフト交
換技術

・脳外科用等極細径鉗子での電気メス機能
の追加型の上市
・外径3mm台の中空・大屈曲利用先端機能
交換用鉗子の上市

・高機能鉗子での先端機能またはシャフト交
換型の製品化と上市

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
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
⑥事業化の検討と知財の確保

【製品名】大屈曲鉗子

【製品名】高機能屈曲
鉗子（SP-ASURA）

【製品名】極細径屈曲
鉗子

【製品名】高機能屈曲
鉗子（SP-ASURA）

【製品名】大屈曲鉗子

【製品名】極細径屈曲
鉗子

2mm台60度屈曲鉗子

2mm台60度屈曲部品量産・組立工程

大屈曲180度部品量産・組立工程

高機能鉗子量産・組立工程

2mm台60度屈曲部品量産・組立工程

大屈曲180度部品量産・組立工程

高機能鉗子量産・組立工程

強度確認

操作性確認

強度確認

操作性確認

高機能屈曲鉗子H26.9届出

大屈曲鉗子H27.4届出予定

製品化特許追加出願

製品化特許追加出願

高機能屈曲鉗子H27.2上市（国内）

先端シャフト交換型試作

先端シャフト交換型耐久性評価

把持・剥離機能追加

操作性確認

極細径屈曲鉗子H27.7上市（国内）

大径屈曲鉗子H27.7上市（国内）

極細径屈曲鉗子H27.4届出予定

代理店契約

極細径屈曲鉗子届出

大屈曲鉗子届出

2.95mm径のシャフト機能確認

レーザーカットパターンの改良

電気メス機能の追加

電機安全性確認強度確保

電気メス付極細径屈曲鉗子認証

電気メス付極細径屈曲鉗子上市予定

販売店による製品紹介

高機能屈曲鉗子の改良

高機能屈曲鉗子の改良

2mm台60度屈曲鉗子

5mm径180度大屈曲鉗子

5mm径180度大屈曲鉗子

曲げ操作性の確認

強度確保

曲げ操作性の確認

先端シャフト交換型屈曲鉗子上市予定

高機能屈曲鉗子展示（海外）

シャフト交換型高機能屈曲鉗子届出
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(2) 投資回収計画 

 H24 

(2012) 

H25 

(2013) 

H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

薬事申請時期 

① 極細径屈曲鉗子 

② 大屈曲鉗子 

③ 高機能屈曲鉗子 

  

 

 

 

2014.9 

 

2015.4 

2014.4 

 

      

上市時期 

① 極細径屈曲鉗子 

② 大屈曲鉗子 

③ 高機能屈曲鉗子 

  

 

 

 

2015.2 

 

2015.7 

2015.7 

 

      

支出額（単位：億円） 0.56 0.27 0.22 0.15 0.05 0.05 0.05 0.0 0.0 0.0 

 うち委託費 0.51 0.22 0.17 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.05 0.05 0.05 0.15 0.05 0.05 0.05 0.0 0.0 0.0 

売上高（単位：億円） 

① 極細径屈曲鉗子 

② 大屈曲鉗子 

③ 高機能屈曲鉗子 

－ － －  

 

 

0.2 

 

0.1 

0.1 

0.8 

 

0.2 

0.2 

1.6 

 

0.4 

0.3 

2.0 

 

0.5 

0.4 

2.4 

 

0.6 

0.5 

3.2 

 

0.8 

0.6 

4.0 

販売数量（単位：本） 

① 極細径屈曲鉗子 

② 大屈曲鉗子 

③ 高機能屈曲鉗子 

－ － －  

 

 

20 

 

20 

20 

100 

 

100 

100 

200 

 

200 

200 

250 

 

250 

250 

300 

 

300 

300 

400 

 

400 

400 

500 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

 1) 投資計画 

本開発の第１次開発機器はクラスⅠを想定し、新たに必要となる機器機能データ、品目仕様、

機器製作指針を精査した上で(株)スズキプレシオンが量産体制を確立し薬事届出、上市を行う。 

サブテーマ③の先端機能モジュールを持針器用に高度化した「高機能屈曲鉗子、SP-ASURA」

については、性能の最終改良を行ってクラスⅠの高機能鉗子（回転・屈曲自由度等）として委

託事業期間内で製品化が完了した。関係する知的財産はすでに確保しており、安全・耐久性の

評価も実施したので、薬事届出を行って平成２６年度末に上市する。 

サブテーマ①に対応する「極細屈曲鉗子」、及びサブテーマ②に対応する「大屈曲先端交換型

デバイス」の製品化では、有識者の助言及び医療現場からの要望を基に性能の最終改良を行っ

ており、２７年度早々の上市を目指している。 

 

 2) 回収計画 

平成２６年度に製品化・上市の＜サブテーマ③＞高機能屈曲鉗子の想定価格を 80 万円/本・想定売上

16,000 万円（上市 3年目）、先端シャフト交換型鉗子 17万円/本・想定売上 2,550万円としてまず投資を

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。以後、上記製品

を追いかけて平成２７年度早々に届出・上市する＜サブテーマ①＞極細屈曲鉗子 20 万円/本・想定売上

3,000万円（上市 3年目）、電気メス機能追加鉗子 25万円/本・想定売上 3,750万円（上市 3年目）。平成

２７年度早々に届出・上市する＜サブテーマ②＞大屈曲 5ｍｍ先端交換デバイス 15 万円/本・想定売上

2,250 万円（上市 3 年目）、大屈曲 3mm60 度屈曲機構 15 万円/本・想定売上 2,250 万円（上市 3 年目）を

製品化し、投資回収の幅を広げる。 

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
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あるため、関連許可申請のための投資は必要としない。 

 

(3) 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” 

本年度の検討を踏まえ目標製品群の開発を継続し、上市・市販に向け、操作性評価、安全性試験、電

気試験、薬事相談、届出等、より多くの製品ラインアップとして実用化を目指す。 

＜株式会社スズキプレシオン＞ 

タイプの異なる製品ラインアップ（極細径屈曲鉗子（サブテーマ①）、大屈曲先端交換型デバイス（サブテ

ーマ②）、高機能屈曲鉗子（サブテーマ③））を増やすために委託事業終了後、3,000 万円程度の投資を見込む。 

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。 

＜独立行政法人国立成育医療研究センター＞ 

公的研究機関なので特別の投資は行わないが、研究センターの独自研究として、以下の研究を継続す

る。 

 安全性の確認 

 手術室内を想定した操作性の確認を行い、使用安全性を含めて実用機への評価基準を決定す

る。この評価に基づいて、高機能鉗子の使用法の臨床研修コースを設定し、初めての導入者が

容易に使用できるための詳細機器マニュアルも作成する。  

 滅菌法の確立 

 滅菌については、既存の国立成育医療研究センターのノウハウを応用し、微小部品、屈曲機構、

極細径構造に最適な手順を決定する。  

 2) ビジネス体制 

本開発の多様な複数タイプの鉗子はクラスⅠを想定している。(株)スズキプレシオンが医療

機器関連の有識者の協力により、新たに必要となる機器機能データ、品目仕様、機器製作指針

を精査した。サブテーマ③製品「高機能屈曲鉗子」については先端機能モジュールを持針器用

に特化し、事業管理機関とともに有識者の助言及び医療現場からの要望を基に、性能の検討と

最終改良を行ってクラスⅠの高機能屈曲鉗子（回転・屈曲自由度等、SP-ASURA）として完成し

た。関係する知的財産はすでに確保し、Jaw、ハンドル長さ、ラチェット等の改良を実施し、安

全・耐久性の評価も行った。平成２６年度中旬に薬事申請を完了し、年度内に上市開始する。 

 部材加工業者との連携 

 部材の加工、押し出し成型などについては、鍋林(株)、(株)シオダなど関連企業と緊密に取引をしてお

り、製品化での連携を行っている。 

 販売業者との連携 

 販売については、各病院関係に販売網を持っている山下医科器械(株)などと旧来から協力関係にある。 

 また、新たに有力な販売会社が見つかり、現在協議を進めているところである。本提携により新規参

入者にとって“売ることが難しい”点が解決できる。製品１「極細径屈曲鉗子」、製品２「大屈曲鉗子」

の届出及び上市については、その際の契約や先方の要求事項を盛り込んだ届出が必要になり、当初予定

より若干スケジュールを後ろ倒しにした。製品３「高機能屈曲鉗子（SP-ASURA）」については、平成２

６年度内の上市が達成できた。 
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 3) ものづくり中小企業の位置づけ 

 ① (株)スズキプレシオンの微細加工技術 

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、様々な分野で培った微細加工、

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が可能となっ

た。 

以前より医療関連製品に携わり研究開発を自社で行っており、特殊ギヤ・ネジ加工、医療用部材

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で対応が可能である。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 

高機能化に対し先端部回転、屈曲機構の開発を実施した。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。 

 ② (株)スズキプレシオンの新規技術の成果 

本研究開発では、平成２４年度予算による「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、大屈曲機構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

ることができた。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

はまだまだ稀であり、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もの

である。 
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 レーザーカット一体成型屈曲機構 

ピンなどの組み立て不要の一体成型管状湾曲機構の特許を出願した（「管状湾曲機構」特願

2013-260500）。この機構を実現する３ｍｍと５ｍｍ径の屈曲機構部品の試作に成功した。 

また、本研究開発では、既に技術を有している医療機器部品加工技術を複合的に組み合わせるこ

とにより、手術用器具特に鉗子の小型化、細径化、大屈曲機構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た。 

 微細加工技術による回転・屈曲機構の開発 

外径５ｍｍの多重管構造の細径挿入部と、これに関節部で連結された回転及び傾動可能な

先端動作部を有する持針器用高機能鉗子の製作を行い、特許を出願するとともに（「高機能

手術デバイス」特願 2013-219095）、機能評価を行った。 
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1.6 平成 26 年度委託事業の成果概要 

(1) 委託事業の事業概要 

国内外で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。しかし、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。現在、手術現場のニーズに対し機器・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が急務であり、

本研究開発はこれに応える。 

最終年度は、前年度に製品化した先端部を高機能モジュール化した高機能屈曲鉗子の薬事申請（クラスⅠ届出）と上市に続き、屈曲鉗子の外径２ｍ

ｍ台に向けた極細径化、鉗子の屈曲角度の９０°以上への増大と先端部交換に対して、確立してきた基本技術に各診療科ニーズに合わせた改良を加

え、設計・試作を繰り返して、それぞれ２タイプの鉗子を評価用実験機として完成させた。後者２タイプについても、開発機器の機能と安全性の確

認を続行し、手術室内での操作性を前臨床評価しクラスⅠで薬事届出を行い速やかに上市する予定である。また、製造販売事業の持続的展開に向け

た検討を行い、関連して得られた知的財産の特許等による確保を行った。 

先端機能交換については、前年度高機能屈曲鉗子の製品化に含めて試作し、一部前臨床評価したが、技術的汎用性の検討も加えて、大

屈曲鉗子の内部チャンネル（中空）を利用して先端機能を交換する優位性を重んじることとした。 

極細径・大屈曲鉗子の製作・加工・組立技術開発に関しては、初年度に導入した精密レーザ加工装置の利用による新たな加工プロセス制御の知見

が得られており、可能となるレーザカット一体型湾曲チューブ等の加工において威力を発揮することが確認できた。従来型の加工機の技能と併用し

て量産体制を整え、製品鉗子のラインアップを構成して速やかに試供・展示品とする。 

 

(2) 委託事業終了時に完成した試作品の概要 

試作品名 概要 

極細径屈曲鉗子 
細径鉗子φ3 ㎜でのシャフト屈曲タイプ鉗子は既にあるがシャフト屈曲＋先端回転機構が付いた製品は存在しない。

細径のため強度が保てず汎用型の製品化には至っていないが、今回、使用目的が新生児、胎児等、鉗子操作時の力が

小さくて済む分野での手術を想定していることから、細径で且つ多機能な鉗子の完成を目指した。国内は勿論、海外

展開も視野に入れた製品を製作し後腹膜側からなど現状では開腹以外では厳しい手術をこの鉗子よって可能とした。

先端部ラインアップも把持・剥離、鋏などを揃え他社製品との差別化を図る予定である。加えてφ2 ㎜台への技術的

挑戦も行った。 
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大屈曲鉗子 
軟性デバイスの補助を目的とした大屈曲先端交換型デバイスを開発した。現状は内視鏡コアチャンネルを使用し処置

具（ｶﾃｰﾃﾙ、ﾚｰｻﾞｰﾌｧｲﾊﾞｰ、生検鉗子等）を挿入し治療に役立てているが、軟性デバイスには屈曲角度に限界があり後

腹膜側、またピンポイントで部位にアタックする事が困難である。この様な問題を解決するため本開発では、製品１

の試作機にも使用している特殊チューブ加工を施した屈曲部を応用し±180°まで屈曲する中空デバイスを製作した。

これにより先端機能の交換が可能になる。 

高機能屈曲鉗子（商品名 SP-ASURA） 
φ5㎜ではあるが多自由度高機能を実現した。1本の鉗子で先端部回転（正転逆転無制限）、全体回転、屈曲とあらゆ

る術式に対応可能な高機能屈曲鉗子を開発した。類似する他社品はあるがディスポであるため環境問題、コスト高な

どの課題がある。本開発で製作した製品は、リユースであり諸問題は解決されている。持針器機能で洗浄法、機能性、

安全性などで上市に十分な段階まで達成し、競争力有る製品となった。 

 

(3) 平成 26 年度の具体的な実施内容と成果、今後検討すべき課題 

平成 26年度の実施内容（実施計画書）  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 極細径屈曲鉗子（外径 2mm台 60°屈曲鉗子） 

平成２６年度は極細径が有効な小児の腹腔

鏡・胸腔鏡手術等における組織把持・剥離鉗

子を完成する。単孔式手術に有効な外径３ｍ

ｍでの屈曲鉗子の試作は平成２５年度に完成

している。この屈曲鉗子は、レーザーカット

一体成型屈曲機構（「管状湾曲機構」、特許出

願済）を採用している。この屈曲鉗子を用い

て、細径化に伴う微小部品の可動性、耐久性

について課題を抽出する。抽出結果に基づき、

実用レベルの剛性を保ったまま外径２ｍｍ台

（目標２．６mm）まで細径化を行うために、

再度最適設計を繰り返し、最終的な外径を決

定する。設計に基づいて、把持・剥離と先端

回転機構を加えた極細径屈曲鉗子の製品組み

付けを完了する。その際には、前年度までに

行った「従来の微細加工機を使用した工程」

及び「非常に高精度で多様な金属加工及び円

筒状の部材を多方向から加工が可能な精密レ

ーザ加工装置を使用した工程」を加えた加工

プロセス制御のデータに基づく部品製作を行

う。 

 

 

▶ 

 

◎直径 3mm と 5mm での試作 

・屈曲セグメント部を一体物加工にて試作。 

・レーザー精密加工機にて部品を製作。 

・全体形状、３Ｄプリンターにて製作。 

・5 ㎜にて試作機製作。 

 

◎特許出願済。 

 
▶ 

 

◎修正した屈曲部などの剛体解析（直径 2mm

台） 

 ・仕様の決定 

 ・最終的な外径の決定 

 ・部品点数の決定 

 

◎組立工程の確定 

 ・組立用ジグの作成 

・一体化するパーツを確定 

 ・レーザー加工機による溶接の採用箇所を確

定 



16 

平成 26年度の実施内容（実施計画書）  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 大屈曲デバイス（外径 5mm、最大 180°屈曲） 

①と共通の「管状湾曲機構」によるコアチ

ャンネル（中空）を有する大屈曲機構の設計

を行い、様々な軟性デバイス（レーザファイ

バ、ファイバスコープ、生検鉗子、バルーン、

カテーテル、吸引管など）を挿入・交換固定

可能な外径５ｍｍの前臨床評価機を完成す

る。本屈曲機構では、セグメント数を増やすこと

によって最大屈曲角度と曲率半径を調整できるの

で、最大１８０°までの屈曲角度増大を目指す。

また、レーザカットパターンの工夫によって複数

方向（上下左右など）への屈曲が可能なデバイス

とする。術中の見えない側（例えば後腹膜側）か

らのアプローチが可能となり、新たな手術手技の

開発につながるので、挿入デバイスへの手術現場

からのニーズを踏まえて製品化を進め、機能と操

作性の評価を行い、大屈曲デバイスの製作を完

了する。加工精度向上の必要が生じた場合は

①で開発した精密レーザ加工装置を用いた加

工プロセスを利用する。 

▶ 

 

◎直径 3mm と 5mm での試作 

 ・設計と CAD 上での駆動シミュレーション、パ

ーツの試作 

 ・機能性向上のため加工した部品に対し溝を入れ

板状の薄い金属を通し機能確認。 

 ・レーザー精密加工機にて部品を製作。 

 ・操作部ハンドル設計。 

 

◎5 倍サイズモデルでの駆動原理確認 

 ・3D プリンタによるパーツ造形と組立 

▶ 

 

◎屈曲部など全体的な強度、剛性の洗い出し 

・材質検討。 

・最終形状確認。 

・チューブ加工パターンの確立。 

・操作部（ダイヤルまたは、ペンシル等）形

状検討。 

 

③ 高機能屈曲鉗子（外径 5mm、持針器機能） 

②で開発する大屈曲デバイスに先端部を交

換できる機能を有する高機能屈曲鉗子の設計

を行う。その際には、平成２５年度に製品化

した持針器用高機能屈曲鉗子（特許出願済）

を含め、高機能屈曲鉗子（把持・剥離用、剪

刃用）の部品の同一化設計を行う。腹腔鏡手

術・胸腔鏡手術全般における組織把持・剥離

機能、あるいは剪刃（はさみ）機能を持つ、

外径５ｍｍの先端機能を高度化した屈曲鉗子

の評価用モジュールを試作・評価する。胎児

外科等の診療科ニーズに合わせた操作性の改

良を行って、クラスⅠの高機能屈曲鉗子の量

産工程を確立する。 

▶ 

 

◎直径φ5mm にて多機構を搭載した鉗子の試作。 

・持ち手となるハンドル部の操作性を再検討。 

・洗浄、滅菌を考慮した構造設計。 

・運針、屈曲等、機構及び操作性の確認。 

・強度、バランスを考慮した材料選択。 

・各種機能を持つエンドエフェクター部のライナ

ップの設計。 

・ギア動作部の改良 

◎特許出願済。 

・トレーニングボックス等を使い実験。（成育セ） 

▶ 

 

◎上市後の動き 

・販売ディーラーとのマーケティング調査。 

・展示会及び学会展示。 

 

④ 屈曲鉗子の動物実験等による前臨床評価 

３タイプの試作機器（①(a)で製作：極細径

屈曲鉗子、②(a)で製作：大屈曲デバイス、③

(a),(b)で製作：高機能屈曲鉗子）について、

模型（ファントム）及び動物（ウサギとブタ）

▶ 

 

◎洗浄性試験：血液の這い上がり試験 

 

◎静岡がんセンターでの製品紹介、自治医科大学で

の製品紹介 

▶ 

 

◎2014 年 10 月の内視鏡外科学会のシンポジウ

ム：「最終的には定量的な評価などではなく、医

者に実物を触ってもらって（他社製品と比較し
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平成 26年度の実施内容（実施計画書）  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 
を用いて剛性、屈曲・回転等の動作特性を検

証・評価する。また手術室内を想定した操作

性の確認を行い、使用安全性を含めて実用機

への評価基準を決定する。この評価に基づい

て、平成２５年度に製品化した持針器用高機

能屈曲鉗子で得たノウハウを含め、初めての

導入者が容易に使用できるための詳細機器マ

ニュアルを作成する。滅菌については、既存

の国立成育医療研究センターのノウハウを応用

し、微小部品、屈曲機構、極細径構造に最適な

手順を決定する。 

て）良さを感じてもらうことでしか、売るため

のアピールはできない。」との声が強かった。 

⑤ 屈曲鉗子の薬事申請、事業化の検討と知財の

確保 

本開発の３タイプの鉗子製品はクラスⅠを

想定している。株式会社スズキプレシオンが

薬事個別面談等を利用して、新たに必要とな

る装置機能データ、品目仕様、装置設計指針

を精査する。平成２５年度に持針器用高機能

屈曲鉗子の製品化が完了し、薬事届出と国内

上市を行った際のノウハウに基づき、続けて

①(a)の極細径屈曲鉗子、②(a)の大屈曲先端交

換型デバイス、③(a),(b)の高機能屈曲鉗子に

ついても製品化し、安全性・耐久性の評価後

に薬事届出を行い、平成２６年度内に国内上

市する。 

▶ 

 

 

◎薬事届出 2014年 9月 

「高機能屈曲鉗子（SP-ASURA）」：サブテーマ③ 

 

◎特許出願：特願 2013-260500 

レーザー精密加工機を利用した特殊チューブ加工パ

ターンの特許 

◎特許出願：特願 2013-219095 

高機能鉗子機構特許 

▶ 

 

◎先行特許の調査結果については、本開発品と

の抵触は認められなかったが、今後の特許戦略

としては、さらに製品化が進むに応じて、出願

特許の追加やノウハウの確保が必要である。 
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1.7 事業化に向けた検討結果 

(1) 薬事申請 

従来の鉗子機能を越えない範囲で、操作性の良さを目指す製品作りを第一段階にしているため、サブ

テーマ②、サブテーマ③についてはクラスⅠでの製品化をまず達成する予定である。しかし、特別な治

療法につながる新しい機能を備えた鉗子の開発も必要であり、また内視鏡の付属部分として動作するよ

うな高度化、サブテーマ①で電気部分を持つ電気メス（クラスⅡ）に向けた高度化なども今後の開発の

延長線上に考慮しておく必要がある。その場合も、既存鉗子機能の改良技術となるので、申請に大きな

障壁はないと予想しているが、将来的には、電気メス機能搭載の必要性や海外進出などを見越してクラ

スⅡでの申請も検討しておく。 

 

 1) 薬事戦略検討状況 

 高機能屈曲鉗子 

 持針器用の「高機能屈曲鉗子（SP-ASURA）」については、平成２６年９月にクラスⅠでの届出を完

了し、平成２７年２月に上市した。 

 極細屈曲鉗子、及び大屈曲先端機能交換型 

外径２ｍｍ台の極細鉗子、及び外形５ｍｍで内部に軟性術具を通すことができるチャンネルを設けた

大屈曲先端機能交換型デバイスについては、平成２７年度初旬にクラスⅠでの届出を行う。 

 電気メス機能を装備した極細径屈曲鉗子 

平成２７年度以降の試みであるが、本開発の極細径屈曲鉗子を改良して電気メス機能を持たせるこ

とを考えている。クラスⅡとなる可能性があるので、事前に PMDA での相談を予定して進めている。 

 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

① クラスⅠでの製品化と、その後の展開（クラス

のレベルアップ）に関する戦略 

 従来の鉗子機能を超えない範囲での製品作りを

第一段階にしているため、シーズ２、シーズ３につ

いてはクラスⅠでの製品化をまず達成する予定で

ある。しかし、特別な治療法につながる新しい機能

を備えた鉗子の開発も必要であり、また内視鏡の付

属部分として動作するような高度化、シーズ３で電

気部分を持つ電気メス（クラスⅡ）に向けた高度化

なども今後の開発の延長線上に考慮しておく必要

がある。 

 

 

○電気メスの場合も、既存鉗子機能の改良技術とな

るので、申請に大きな障壁はないと予想している

が、クラスⅡでの申請も検討する。 

 

(2) 知財対応 

 1) 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） 
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医療機器に強みのある特許事務所を介して国内外の先行技術調査を続行する。要素技術については２

件出願済であるが、製品化に際して出てくるノウハウについては、製造・加工・組立ラインのデータと

して蓄積されるので、製造業の特徴を生かして秘匿技術として守ることができると考えている。 

また、本研究開発では、既に技術を有している医療機器部品加工技術を複合的に組み合わせることに

より、手術用器具特に鉗子の小型化、細径化、大屈曲機構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た。 

＜微細加工技術による回転・屈曲機構の開発＞ 

外径５ｍｍの多重管構造の細径挿入部と、これに関節部で連結された回転及び傾動可能な先

端動作部を有する持針器用高機能鉗子の製作を行い、特許を出願するとともに（「高機能手術

デバイス」特願 2013-219095）、機能評価を行った。 

＜レーザーカット一体成型屈曲機構＞ 

ピンなどの組み立て不要の一体成型管状湾曲機構の特許を出願した（「管状湾曲機構」特願

2013-260500）。この機構を実現する３ｍｍと５ｍｍ径の屈曲機構部品の試作に成功した。 

 

 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 

権利化については基幹要素技術について特許出願済である。一方、製品化にあたっては特長ある製

品とするために継続して性能の改良を行っており、部分的な改良特許が成立するかどうかを常に念頭に

置いておく必要がある。 

また、海外製品に見られるようにデザインがしっかりしていないと、販売力の強い製品ライアップ

として成立しない。使いやすさとともに見た目の良さも、手術室という特殊環境下での使用では重要な

要素である。操作に関与する医師だけでなく、人間工学的な面もふくめてデザイナーにも意見を聞くな

ど、工夫していく予定である。 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

開発された主要製品については、販売時に大手販売代理店との代理店契約を結ぶ予定である。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ないので、連携して技

術の防御にあたる。 

 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

① 今後の特許戦略の強化 

先行特許の調査結果については、○特開

2007-152028 医療用マニピュレータ、○特開

2004-122286 マニピュレータ歯車のみ、または歯

車とワイヤによる屈曲機構、コアチャンネルなし、

があったが本開発品との抵触は認められなかった。 

レーザー精密加工機を利用した特殊チューブ加

工パターンの特許、及び高機能鉗子機構特許は出願

済である。 

 

○今後の特許戦略としては、さらに製品化が進むに

応じて、出願特許（周辺特許）の追加やノウハウ

の確保が必要である。 
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(3) 技術・評価面 

(株)スズキプレシオンでは、本年度の検討を踏まえ目標製品群の開発を継続し、上市・市販に向け、

操作性評価、安全性試験、電気試験、薬事届出等、より多くの製品ラインアップとして実用化を目指

す。 

 1) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

タイプの異なる製品ラインアップ（極細径屈曲鉗子（サブテーマ①）、大屈曲先端交換型デバイス（サ

ブテーマ②）、高機能屈曲鉗子（サブテーマ③））を増やすために委託事業終了後も 3,000万円程度の投

資を見込む。人命にかかわる医療機器等の加工を手がけるうえで品質は生命線である。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く予定で、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る。 

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おり、本事業で導

入したレーザー加工機は今後も大きな技術的支えとなる。 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

高機能屈曲鉗子ではクラスⅠの届出を既に済ませているが、今後の新製品仕様では販売代理店との事

前打ち合わせを行う必要がある。通常、販売代理店では既存の製品特に海外製品も扱っている場合が多

く、競合品として市場に参入するのではなく、機能選択肢の一つとして特長ある製品を使用者の選択視

野に入れることが不可欠である。ユーザーサイドからのエビデンスが常時入手できる体制を取りたい。 

 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

① 極細径鉗子、及び屈曲鉗子の各診療科でのニー

ズ掘り起こし 

 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、本開発品の幅

広い診療科での新規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ある。 
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事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

② 他社と比較して特長がある製品化が不可欠 

 要素技術の開発から出発しているため製品化に

関してはまだまだ後発の位置いる。いかに開発製品

の特長をアッピールできるかがポイント。 

 

○（サブテーマ①）2 ㎜台鉗子はシャフトストレー

トタイプしかなく屈曲するものはない。（サブテ

ーマ②）大屈曲機構はレーザー加工機による特殊

パターン加工による±90°に屈曲する機構で、あ

らゆる軟性デバイスを通し到達不可であった部

位に術中アタックが可能になる。（サブテーマ③）

高機能鉗子は屈曲、全体回転、先端正転・逆転機

能を一台の鉗子に搭載しあらゆる場面にて対応

が可能で他社には例がない。 

上記全てのシーズにおいて製品ライアップを有

しているメーカーはないので、この強みを生かし

ていきたい。 

 

(4) その他事業化全般 

本開発の第１次開発機器はクラスⅠを想定し、新たに必要となる機器機能データ、品目仕様、

機器製作指針を精査した上で(株)スズキプレシオンが量産体制を確立し薬事届出、上市を行う。 

サブテーマ③の先端機能モジュールを持針器用に高度化した「高機能屈曲鉗子、SP-ASURA」

については、性能の最終改良を行ってクラスⅠの高機能鉗子（回転・屈曲自由度等）として委

託事業期間内で製品化が完了した。関係する知的財産はすでに確保しており、安全・耐久性の

評価も実施したので、薬事届出を行って平成２６年度末に上市する。 

サブテーマ①に対応する「極細径屈曲鉗子」、及びサブテーマ②に対応する「大屈曲先端交換型

デバイス」の製品化では、有識者の助言及び医療現場からの要望を基に性能の最終改良を行ってお

り、２７年度早々の上市を目指している。 

 

 1) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

販売については、各病院関係に販売網を持っている山下医科器械(株)などと旧来から協力関係にある。 

また、新たに有力な販売会社が見つかり、現在協議を進めているところである。本提携により新規参

入者にとって“売ることが難しい”点が解決できる。製品１「極細径屈曲鉗子」、製品２「大屈曲鉗子」

の届出及び上市については、その際の契約や先方の要求事項を盛り込んだ届出が必要になり、当初予定

より若干スケジュールを後ろ倒しにした。製品３「高機能屈曲鉗子（SP-ASURA）」については、平成

２６年度内の上市が達成できた。 

部材の加工、押し出し成型などについては、鍋林(株)、(株)シオダなど関連企業と緊密に取引をして

おり、製品化での連携を行っている。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

(独)国立成育医療研究センターなどの公的医療機関を利用して、手術室内を想定した操作性の確認

を行い、使用安全性を含めて実用機への評価基準を決定する。この評価に基づいて、高機能鉗

子の使用法の臨床研修コースを設定し、初めての導入者が容易に使用できるための詳細機器マ
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ニュアルも作成する。また、滅菌については、既存の国立成育医療研究センターのノウハウを応

用し、微小部品、屈曲機構、極細径構造に最適な手順を決定する。 

 QMS 等の品質保証体制 

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。 

 広報・普及計画 

毎年の日本内視鏡外科学会において、開発製品について講演を行い機能や操作性について映像などを

用いて実感してもらう。各地域中核病院を回って製品紹介をし、実技試験を行ってもらう。また、海外

の展示会を利用して製品を宣伝・紹介し、海外展開のきっかけとする。 

 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

① 製品を医療現場の医師に直接触ってもらうこ

とが必要 

2014年 10月の内視鏡外科学会のシンポジウムで

も、最終的には定量的な評価などではなく、医者に

実物を触ってもらって（他社製品と比較して）良さ

を感じてもら うことでしか、売るためのアピール

はできないだろう、というような議論がなされた。 

 

 

○地域中核病院での定期的な製品説明会の開催 

○学会、展示会等での定期的な製品展示 

② 製品の低価格化 

対応する海外製品のほとんどが低価格のディス

ポ製品であるため、開発品は繰り返し使用可能では

あるものの価格は極力低価格にしないと競争力が

弱い。 

 

○量産体制の確立と部品のモジュール化を進め低

価格品を開発する。 

○平成２６年度に製品化・上市の＜サブテーマ③＞

高機能屈曲鉗子の想定価格を 80万円/本・想定売

上 16,000万円（上市 3年目）、先端シャフト交換

型鉗子 17万円/本・想定売上 2,550万円としてま

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。以

後、上記製品を追いかけて平成２７年度早々に届

出・上市する＜サブテーマ①＞極細屈曲鉗子 20

万円/本・想定売上 3,000万円（上市 3年目）、電

気メス機能追加鉗子 25万円/本・想定売上 3,750

万円（上市 3 年目）。平成２７年度早々に届出・

上市する＜サブテーマ②＞大屈曲 5ｍｍ先端交換

デバイス 15万円/本・想定売上 2,250万円（上市

3 年目）、大屈曲 3mm60 度屈曲機構 15 万円/本・

想定売上 2,250万円（上市 3年目）を製品化し、

投資回収の幅を広げる。 
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事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

③ 鉗子ビジネスに関する我が国の企業力強化が

急務である。 

 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あり、とりわけ

東南アジアの新市場への進出に注力が必要であ

る。 
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1.8 3 年間の委託事業の実施経過 

1.8.1 当初計画からの変更（深堀）点とその理由 

(1) 対象とする課題・ニーズ 

1)回転・屈曲機構 

変更前 当初、屈曲回転機構については、東京大学と本研究開発参加者の発明による既存特許○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」の屈曲機構の基盤技

術（歯車駆動）、及び多方向に屈曲するマニピュレータ（外径 3mm の細径化に対応）、を実用化する

予定であったが、東京大学 TLO の所有となっており、優先実施権交渉契約に向けての調整が難航し

たため使用を断念した。 

変更後 新たに、高機能鉗子用の回転・屈曲機構と管状湾曲機構を考案し、新機構での製品実用化を目指す

とともに、対応する特許を出願した。 

外径５ｍｍの多重管構造の細径挿入部と、これに関節部で連結された回転及び傾動可能な先

端動作部を有する持針器用高機能鉗子の製作を行い、特許を出願するとともに（「高機能手術

デバイス」特願 2013-219095）、機能評価を行った。 

レーザーカット一体成型屈曲機構を考案し、ピンなどの組み立て不要の一体成型管状湾曲機構の特許

を出願した（「管状湾曲機構」特願 2013-260500）。この機構を実現する３ｍｍと５ｍｍ径の屈曲機構部品

の試作に成功した。 

 

2)先端機能交換 

変更前 サブテーマ②鉗子の屈曲角度増大、において外形 3mmで 90°屈曲把持・剥離機構を製品化する。 

変更後 サブテーマ②鉗子の屈曲角度増大、において外形 3mm～5mm で大屈曲金属チューブの特長を生かし、

内部チャンネルを利用した先端機能交換型医療デバイス等への汎用化を可能にする。 

外径５ｍｍで屈曲機構に内部チャンネルを設計できるため、チャンネル内部に、軟性術具（カテーテ

ル、レーザーファイバ、ファイバースコープなど）を挿入・固定して、先端機能を交換できるようにな

った。術中の見えない側（たとえば後腹膜側）からのアプローチが可能なり、新しい手技の開発が期待

される。このようなデバイスはこれまで存在していなかった。  

 

(2) 機器スペック・ビジネスモデル 

1)大屈曲機構の汎用化 

変更前 サブテーマ②鉗子の屈曲角度増大、において外形 3mmで 90°屈曲把持・剥離機構を製品化する。 

変更後 サブテーマ②鉗子の屈曲角度増大、において外形 3mm～5mm で大屈曲金属チューブの特長を生かし、

内部チャンネルを利用した先端機能交換型医療デバイス等への汎用化を可能にする。 

新たに考案されたレーザーカット一体成型屈曲機構により大屈曲機能の設計を行い、外径３ｍｍ

での試作部品の製作に成功した。外形５ｍｍの試作品では±180°の大屈曲を可能にし、内部チャンネ

ルの利用も可能にした。医療機器の付属品について、特に屈曲部の部材では様々な問題（材質疲労、部

品分解・散乱など）が起こるが、金属一体成型で分解しない本屈曲機構は広く他の器具への応用が見込

める。 

 

2)クラスⅡへの取り組み 

変更前 サブテーマ①屈曲鉗子の極細化、において電気メス機能追加の開発を視野に入れ、クラスⅡの鉗子

も考慮する。 

変更後 クラスⅡの鉗子については、将来的に不可欠になると予想するが委託事業の目標には含めない。た

だし、検討は継続する。 

サブテーマ①で電気部分を持つ電気メス機能追加（クラスⅡ）に向けた高度化なども今後の開発の延
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長線上に考慮しておく必要がある。その場合も、既存鉗子機能の改良技術となるので、申請に大きな障

壁はないと予想しているが、将来的には、電気メス機能搭載の必要性や海外進出などを見越してクラス

Ⅱでの申請も検討しておく。 

 

(3) 事業化体制 

1)製品化の加速 

変更前 当初はサブテーマ①②③に対応するシーズの製品開発を３年程度かけて、同時並行的に実現する計

画であった。 

変更後 海外製品の一方的輸入状況、及び我が国医療機器のアジア地域への進出を考えると、開発期間をよ

り短縮して製品が完成次第、薬事申請・上市することが不可欠となってきた。サブテーマ③の高機

能屈曲鉗子の上市を最優先する計画に変更した。 

内視鏡、特に軟性鏡は我が国の主要輸出医療機器の一つとなっているが、鉗子類などの治療具に関し

ては輸出品としての市場をほとんど有していない。従って、海外製品でも類を見ない先端動作の高い自

由度を有する当該研究開発品（高機能屈曲鉗子）は、国内と並行して海外への輸出に目を向けるべきで

ある。 

高機能屈曲鉗子は、すでに持針器用が完成しており、また術具単体としても機能と操作性の優位性に

より製品競争力があると判断し、安全性・耐久性も評価したので、平成２６年度内の上市を決定した。 

 

2)販売における連携 

変更前 従来からも医療機器についての販売には、連携企業の協力を仰いでいた。 

変更後 販売に関して連携企業を全国的に増やすと共に、日本内視鏡外科学会などの術者団体への広報を徹

底し、術者となる外科医の理解と信頼を得る。 

病院への販売網を確保すると共に、鏡視外科の初学者の研修コースなども含めて、開発鉗子の操作性

を体験するシステムを確立し、使用範囲を拡大する。 

 

(4) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

1)開発 

変更前 タイプの異なる製品ラインアップ（極細径屈曲鉗子（サブテーマ①）、大屈曲先端交換型デバイス（サ

ブテーマ②）、高機能屈曲鉗子（サブテーマ③））を試作・評価する。 

変更後 本事業で高機能屈曲鉗子（サブテーマ③）を完成して上市し、事業終了後にタイプの異なる製品ラ

インアップ（極細径屈曲鉗子（サブテーマ①）、大屈曲先端交換型デバイス（サブテーマ②））を追

加する。 

(株)スズキプレシオンでは、本年度の検討を踏まえ目標製品群の開発を継続し、上市・市販に向け、

操作性評価、安全性試験、電気試験、薬事届出等、より多くの製品ラインアップとして実用化を目指

す。 

タイプの異なる製品ラインアップ（極細径屈曲鉗子（サブテーマ①）、大屈曲先端交換型デバイス（サ

ブテーマ②）、高機能屈曲鉗子（サブテーマ③））を増やすために委託事業終了後も 3,000 万円程度の投

資を見込む。人命にかかわる医療機器等の加工を手がけるうえで品質は生命線である。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く予定で、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る。 

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おり、本事業で導

入したレーザー加工機は今後も大きな技術的支えとなる。 

 

2)薬事 
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変更前 サブテーマ①、サブテーマ②、サブテーマ③についてクラスⅠでの製品化を達成する 

変更後 本事業内では完成度の高いサブテーマ①の先端高機能屈曲鉗子（持針器機能）のクラスⅠでの届出、

上市を完了し、事業終了後早々にサブテーマ②、サブテーマ③についてクラスⅠでの製品化、届出

を行う予定とする。 

従来の鉗子機能を越えない範囲で、操作性の良さを目指す製品作りを第一段階にしているため、サブ

テーマ②、サブテーマ③についてはクラスⅠでの製品化をまず達成する予定である。しかし、特別な治

療法につながる新しい機能を備えた鉗子の開発も必要であり、また内視鏡の付属部分として動作するよ

うな高度化、サブテーマ①で電気部分を持つ電気メス（クラスⅡ）に向けた高度化なども今後の開発の

延長線上に考慮しておく必要がある。その場合も、既存鉗子機能の改良技術となるので、申請に大きな

障壁はないと予想しているが、将来的には、電気メス機能搭載の必要性や海外進出などを見越してクラ

スⅡでの申請も検討しておく。 

 高機能屈曲鉗子 

 持針器用の「高機能屈曲鉗子」については、平成２６年度中旬にクラスⅠでの届出を完了し、すみや

かに上市する。 

 極細屈曲鉗子、及び大屈曲先端機能交換型 

 外径２ｍｍ台の極細鉗子、及び外形５ｍｍで内部に軟性術具を通すことができるチャンネルを設けた

大屈曲先端機能交換型デバイスについては、平成２７年度初旬にクラスⅠでの届出を行う。 

 

3)上市スケジュール 

変更前 サブテーマ①、サブテーマ②、サブテーマ③についてクラスⅠでの製品を平成２６年度内に上市す

る。 

変更後 先端機能モジュールを持針器用に高度化した「高機能屈曲鉗子、SP-ASURA」について、性

能の最終改良を行ってクラスⅠの高機能鉗子（回転・屈曲自由度等）として平成２６年度

末に製品を上市した。サブテーマ②、サブテーマ③の製品追加準備を事業期間内に完了した。 

本開発の第１次開発機器はクラスⅠを想定し、新たに必要となる機器機能データ、品目仕様、

機器製作指針を精査した上で(株)スズキプレシオンが量産体制を確立し薬事届出、上市を行う。 

サブテーマ③の先端機能モジュールを持針器用に高度化した「高機能屈曲鉗子、SP-ASURA」

については、性能の最終改良を行ってクラスⅠの高機能鉗子（回転・屈曲自由度等）として委

託事業期間内で製品化が完了した。関係する知的財産はすでに確保しており、安全・耐久性の

評価も実施したので、薬事届出を行って平成２６年度末に上市する。 

サブテーマ①に対応する「極細屈曲鉗子」、及びサブテーマ②に対応する「大屈曲先端交換型デ

バイス」の製品化では、有識者の助言及び医療現場からの要望を基に性能の最終改良を行っており、

２７年度早々の上市を目指している。 

 

1.8.2 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 

薬事申請 スケジュール表に出ている電気メスは、届

出ではなく認証である。 

了解のうえそのように対応する。 

滅菌については（部品が）微細なため注意

が必要と想定するが、対応のポイントはあ

るか知りたい。 

国立成育医療センターにおいて、すでに微小

な器具の滅菌のノウハウがあるので、その技

術を使う予定である。また設計についてはそ

の点気を付けている。上市までに実証データ

を示す予定である。 
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領域 指摘事項 対応 

知財対応 シャフトの材質に工夫が必要なのではない

かと想定する。 

チタンにすると軽くはなるが現在使用してい

るステンレスも良い材料の一つである。重く

ても操作性にはデメリットはない。必ずしも

樹脂製のように軽ければ使いやすいというこ

とではない。改良は続ける。カール・シュト

ルツ製（単回使用）では 50 万円くらいである。

我々が狙っているのと同程度の高機能リユー

ス型では 350 万円くらいのものが出ている

が、購入している病院でもほとんど使ってい

ないとのことである。 

シーズ３（高機能屈曲鉗子）ついてはだい

ぶ改良がなされたようだが、特許の変更は

どうなっているのか知りたい。新機能が盛

られたということであれば、新規性、進歩

性の観点から再出願も必要になると思われ

る。 

まだ細かく検討していない。改良について特

許の観点から精査してみる。 

学会で発表するようだが、改良の部分につ

いてはまだ言及しない方が良い。 

話してはダメということ了解して対応する。 

技術・評価面 実際に医師に使ってもらっているかどうか

が重要である。 

プロトタイプの評価は成育医療研究センター

で行っている。完成度が上がった実機につい

ては個別の病院などを回って医師にドライラ

ボ実地検証をお願いしている。 

完成度は３シーズについて同じかどうか知

りたい。 

各シーズについて順次バージョンアップを行

っている。製品としては高機能屈曲鉗子が先

行している。バージョンアップ後は別の薬事

届出が必要かもしれないと考えている。 

単孔式手術は本当に主流になるかどうか知

りたい。 

必ず主流になると考えている。胆嚢摘出、虫

垂炎手術ではすべて単孔式で行う医師もいる

くらいである。 

その他事業

化全般 

自社で上市したケースはあるかどうか知り

たい。 

前回の委託事業ではセンサー鉗子を上市し

た。また他に自社開発で上市した鉗子もある。

本委託事業では概ね本年度末となる。 

製品ラインアップを増やすという方向性で

進められているかどうか知りたい。 

 

自社ブランドが不可欠なので特長のある機種

の上市を優先させている。部品を共通化して

製品アイテムを増したいが、この辺が新規参

入組の抱える課題である。 

実際の製品はいくらくらいになるか知りた

い。 

50～60 万円くらいで、リユース製品とするこ

とを考えている。 

シーズ３（高機能屈曲鉗子）でどのくらい

出るとペイするのか、単価、個数はどのく

らいを想定するのかを知りたい。 

製品の使用回数は 50 回以上と考えている。市

場では単回使用で 8 万円くらいのモノが出て

いる。100 本／3 年間でペイするのではないか

と思っている。製造原価は今 20～30 万円くら
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領域 指摘事項 対応 

いなので、これを 10 万円以下にすることを目

指す予定である。開発部から製造部への落と

し込みをやっている最中で、市販機生産に向

けて効率化を図る予定である。 

市場規模全体とシェアについてもっと正確

に分析することが必要である。 

600 本のニーズのうち 100 本は当該製品とい

った感じになると思う。 

中小企業では加工ラインの能力上の問題は

ないか、状況を知りたい。 

十分な対応が可能なように、様々な連携が組

める体制ができている。販売価格の２割で作

らないと利幅が大きくならない。OEM を含む

必要はあるが利幅が出ないので、利幅の出る

自社ブランド化は不可欠である。 

スズキプレシオンは新規参入のモデルケー

ス（成功例）と言われている。国プロに関

与して見て、他社の参考になる点は何かな

いか。 

ニーズの把握が重要である。またそのニーズ

も申請時からすると刻々と変化するので適切

に対応することが不可欠である。（予算実施に

際して）医師の要請に応じて変更ができる許

容度があるとうれしい。委託形式については、

もう少し小さい予算でやれる制度と大きな予

算でやる制度の二本立てが必要ではないかと

思う。 

 

1.8.3 （参考）採択条件への対応状況 

指摘事項 対応 

当初の医療課題の解決に関する範囲であり、かつ、

平成２６年度中に上市できるものに直接かかわる

内容に限定すること。 

サブテーマ③の成果物である高機能屈曲鉗子（持針

器機能）について最速の上市ができるよう研究開発

を実施し、平成２６年９月届出、平成２７年２月上

市を達成した。加えて、上記上市製品の販売市場を

拡大するために、製品ライアップを構成するサブテ

ーマ①の極細径屈曲鉗子、サブテーマ②の大屈曲鉗

子の製品化を進めた。これらは平成２７年度早々に

届出予定である。 
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1.9 平成 27 年度以降の事業化計画 

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、

本開発品の幅広い診療科での新規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

である。 

 

領域 検討・実施すべき事項 

薬事申請 ○従来の鉗子機能を超えない範囲での製品作りを第一段階にしているため、サブテーマ

②、サブテーマ③についてはクラスⅠでの製品化をまず達成する予定である。しかし、特

別な治療法につながる新しい機能を備えた鉗子の開発も必要であり、また内視鏡の付属部

分として動作するような高度化、サブテーマ①で電気部分を持つ電気メス（クラスⅡ）に

向けた高度化なども今後の開発の延長線上に考慮しておく必要がある。その場合も、既存

鉗子機能の改良技術となるので、申請に大きな障壁はないと予想しているが、クラスⅡで

の申請も検討する。 

知財対応 ○先行特許の調査結果については、○特開 2007-152028 医療用マニピュレータ、○特開

2004-122286 マニピュレータ歯車のみ、または歯車とワイヤによる屈曲機構、コアチャ

ンネルなし、があったが本開発品との抵触は認められなかった。 

○今後の特許戦略としては、レーザー精密加工機を利用した特殊チューブ加工パターンの

特許、及び高機能鉗子機構特許を出願済であるが、さらに製品化が進むに応じて、出願特

許の追加やノウハウの確保が必要である。 

技術・評価面 ○（サブテーマ①）2 ㎜台鉗子はシャフトストレートタイプしかなく屈曲するものはない。

（サブテーマ②）大屈曲機構はレーザー加工機による特殊パターン加工による±90°に屈

曲する機構で、あらゆる軟性デバイスを通し到達不可であった部位に術中アタックが可能

になる。（サブテーマ③）高機能鉗子は屈曲、全体回転、先端正転・逆転機能を一台の鉗

子に搭載しあらゆる場面にて対応が可能で他社には例がない。上記全てのシーズにおいて

製品ライアップを有しているメーカーはない。 

○脳外科用等極細径鉗子での電気メス機能の追加を行う。具体的には、外径２ｍｍ台の

部品設計と剛体解析をもとに、前年度までに完成させた屈曲自由度を持った剪刃

機能極細屈曲鉗子について、必要な絶縁性を付加し電気安全性を確保して、電気

メスの機能を同時に持たせる。=>脳外科用等極細径鉗子での電気メス機能を追加した

製品の上市を行う。 

○外径 3mm 台の中空・大屈曲利用先端機能交換技術 

1)0～90°屈曲デバイス：胎児治療用バルーンカテーテル・ファイバスコープ搭載用 

2)0～180°屈曲デバイス：胎盤治療用レーザーファイバ・ファイバスコープ搭載用 

最終年度までに完成させた「管状湾曲機構」によるコアチャンネル（中空）を有

する外径 5mm の大屈曲機構の製品化を基に改良設計を行い、複合した軟性デバイ

ス（レーザファイバ、ファイバスコープ、生検鉗子、バルーンカテーテル、吸引

管など）を挿入・交換固定可能な外径 3mm 台の評価機を完成する。上記 1)、2)等

に対応する挿入デバイスへの手術現場からのニーズを踏まえて製品化を進め、機能と操作

性の評価を行い、先端部デバイス交換型の大屈曲鉗子の製品ラインアップを拡大す

る。=>外径 3mm 台の中空・大屈曲利用先端機能交換用鉗子の上市を行う。 
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○高機能鉗子での先端機能またはシャフト交換技術を確立する。 

既に前年度に製品化が達成された持針器用高機能屈曲鉗子（特許出願済）を含

め、把持・剥離、剪刃の歯（刃）など鉗子形状・機能の部品の同一化設計を行い、

先端機能交換の基本部品とする。本年度は、腹腔鏡手術・胸腔鏡手術全般におけ

る組織把持・剥離機能、あるいは剪刃（はさみ）機能を持つ、外径 5mm の先端機

能を高度化した屈曲鉗子用先端モジュールの交換を先端部またはシャフト部で交

換する技術を確立する。=>高機能鉗子での先端機能またはシャフト交換型の製品化と

上市を行う。 

その他事業

化全般 

○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

できる分野であり、とりわけ東南アジアの新市場への進出に注力することが必要である。 
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1.10 3 年間の委託事業の振り返り 

1.10.1 自己評価点 

サブテーマ③の先端機能交換については、大屈曲鉗子の内部チャンネル利用となったので、回転・屈

曲の組み合わせでの高機能性を目標とし、製品「高機能屈曲鉗子」に向けて計画は順調に進行し、 

S：当初目標を大きく上回る成果を得た。 

サブテーマ①製品「極細鉗子」、②製品「大屈曲鉗子」については 

B：当初目標を達成した。 
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1.10.2 自己評価理由 

当初より、本開発は３つの技術シーズに対応して３つのサブテーマ、即ちサブテーマ①屈曲鉗子の極

細化、サブテーマ②鉗子の屈曲角度の増大、サブテーマ③先端機能のモジュール化、をそれぞれ設定し、

並行して開発することとした。 

サブテーマ③については計画が極めて順調に進行し、平成２５年度内に予定を越える順調さで試作品

の機能評価を完了し、平成２６年度前半に臨床レベルでの評価、及びそれに基づく改良を加えて、回転・

屈曲の組み合わせで新しい機構を採用した「高機能屈曲鉗子」として、平成２６年度後半で製品化する

ことができた。 

サブテーマ②の大屈曲化鉗子では、当初予定した微小歯車機構による屈曲機構からレーザカット

一体型屈曲機構へと新たな特許も取得して、屈曲技術を進展させた。先端機能交換については、

先端機能交換モジュール化技術で当初実現を試み、試作品を作成したが、臨床評価の結果、及び技術的

汎用性の検討により大屈曲鉗子の内部チャンネル（中空）を利用して、製品化する事に変更した。 

サブテーマ①、②での製品化については、技術的に大きく前進したものの、極細径化と大屈曲化によ

る製品化上の課題解決に時間を要したため、平成２６年度内での薬事申請、製品化までには至らなかっ

た。今後、極細径鉗子の曲げ強度確保等の取り残し課題を早急に解決し、販売会社と提携して平成２７

年度早々に薬事申請・上市を実現する予定である。 

 

(1) サブテーマ①屈曲鉗子の極細化 

外径２ｍｍ台の部品設計と剛体解析をもとに、極細屈曲鉗子の製品化を目標とした。本屈曲

機構は、すでに外径５ｍｍの製作技術が完成しており、外径３ｍｍの試作も進めた。さらに、

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に、再度最適設計を繰り返

し、最終的な設計仕様を決定した。製作にあたっては、従来の微細加工機を使用した行程に加

え、非常に高精度で多様な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

な精密レーザー加工装置を用いた。前年度に行った加工プロセス制御のデータを使用して（ピ

ンなどの組み立て不要のレーザーカット一体成型）、機能評価用極細径鉗子の部品製作を完了し

た。さらに、把持と回転自由度を持った極細鉗子の試作機までを完成させた。 

本研究開発では、平成２４年度予算による「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た。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ものである。 

レーザーカット一体成型大屈曲機構の開発は予定通り進行し、２ｍｍ台の極細径屈曲鉗子の

試作にも挑戦しているが、残された強度の問題を解決して評価用試作機を完成する。 

 

(2) サブテーマ②鉗子の屈曲角度の増大 

外径５ｍｍでの大屈曲機能の設計を行い、大屈曲・先端機能交換型鉗子を目標とした。また、

外径３ｍｍでの大屈曲鉗子については技術的可能性を確認した。独自に開発した(1)と共通の加工

法による屈曲機構ユニットを用いて、±180°の大屈曲を可能にする鉗子部品を最適設計した。設計に基

づいて、外径５ｍｍで従来では不可能であった屈曲鉗子の内部チャンネル利用を可能とした。 

外径５ｍｍで屈曲機構に加え内部チャンネルを設計できるため、チャンネル内部に、軟性術具（カテ

ーテル、レーザーファイバ、ファイバースコープなど）を挿入・固定して、先端機能を交換できるよう

になった。術中の見えない側（たとえば後腹膜側）からのアプローチが可能なる。このようなデバイス
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はこれまで存在していなかった。今後、さらに屈曲角度の操作部、先端デバイス固定部の製品化を進

め、機能と操作性の評価を行い平成２７年度早々に薬事申請を行い、上市する。 

内部チャンネルは外径５ｍｍでの設計をまず進めたため、外径３ｍｍの大屈曲鉗子について

は技術の確認にとどまった。 

 

(3) サブテーマ③先端機能のモジュール化 

鉗子と剪刃の歯（刃）形状以外の部品の同一化設計を行い、前臨床実験用モジュールの複数

試作を評価し、さらに臨床評価を経て実用製品化を目標とした。先端機能交換は大屈曲鉗子の

製品化課題に移行することとし、平成２５年度からは、外径５ｍｍの多重管構造の細径挿入部

と、これに関節部で連結された回転及び傾動可能な先端動作部を有する持針器用高機能鉗子の

製作を行い（「高機能手術デバイス」特願 2013-219095）、機能評価を行った。クラスⅠの持針器

用「高機能屈曲鉗子」として安全性・耐久性の評価と改良を重ね、薬事申請を平成２６年度中

旬に完了し、上市開始した。  

今後、胎児外科等の診療科ニーズに合わせた改良を重ねて、持針器以外の把持・剥離・剪刃

等の先端機能を持つ高機能屈曲鉗子の製作工程も確立する。 

 

1.10.3 3 年間の委託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 

今回の開発では、医療機器の製造、製造販売許可を持っている(株)スズキプレシオンと病院を持ってい

る(独)国立成育医療研究センターの２者の参加で事業を推進した。(独)国立成育医療研究センターが医療

現場のニーズを踏まえた高機能鉗子のコンセプト作りと基本設計を担当し、これを受けて(株)スズキプレ

シオンが製品鉗子の詳細設計と微細加工、製品組み立てを担当した。 

病院の臨床サイドのニーズについては、研究開発参加者の個別のコンタクトを中心に、医療現場に極

力近い意見を取り入れるととした。例えばアドバイザー委員として、(公)福島県立医科大学医学部産婦人

科、(国)信州大学医学部脳神経外科などの先生方をお願いしている。今後はさらに、製品の販売拡大への

戦略を担う販売業者や一般ユーザ（非侵襲的手術を受ける患者）、手術を支援する看護師など、より広い

立場から、製品の改善点を探る必要があろう。 

 

(2) 事業の進め方 

当初は、鉗子試作＝＞機能評価＝＞鉗子改良＝＞臨床評価＝＞鉗子製品化＝＞鉗子申請・上市、とい

った作業のスムーズな流れを想定して、３つのシーズ（極細化、大屈曲化、高機能モジュール化）の同

時並行開発を目指した。実際はこれらのシーズから作る予定の鉗子について、開発を進めながらイメー

ジを固めることとなったため、対応する３つのサブテーマの相互調整が、若干後手に回ることとなった。

例えば、サブテーマ③製品「（持針器用）高機能屈曲鉗子」については、(株)スズキプレシオンの保有ノ

ウハウを有効に活用することができたため、予想を上回ったスピードで製品化にこぎつけることができ

た。 

一方サブテーマ①製品「極細鉗子」と②製品「大屈曲先端交換デバイス」では、共通部品である管状

湾曲機構が平成２５年度に完成したため、製品イメージを固めるスタートが遅れる結果となった。 

あらかじめこういった、並行開発での開発スピードのばらつきを、サブテーマ間の技術的関連におい

て予測しながら進めていれば、より効率の良い開発ができ、開発成果に対する見通しが良かったと思わ
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れる。ただし、この間に行われた試行錯誤の技術検討内容については、要領よく突破できなかったこと

より熟慮の期間があり、かえって高度な展開を図るきっかけにもなたので、功罪相半ばする感もある。 

いずれにせよ、技術開発では予測外のことがあってもその解決をうまく、忍耐強く行うことが重要な

ことを再確認することとなった。 

 

(3) その他 

事業管理機関として、公式の研究推進会議を各事業年度内に２回開催している。外部のアドバイザー

委員に参加をお願いしているが、事業参加者外の立場から忌憚ない意見を頂いて、事業の内容高度化に

きわめて有効に働いた。一方、内部の研究開発打ち合わせは、研究開発参加者同士が適宜必要な時期に

相互に研究サイトと会社を訪問しあう形で実施し、事業推進にきわめて有効に働いている。 

ただし、ビジネス展開については(株)スズキプレシオンに依存する部分が多く、コンソーシアム全体と

して、高機能鉗子の新市場開拓に向かう戦略等の密な議論があまり出来ていない。販売業者や関連アカ

デミアの研究者などをより広く集めた「開発会議」等を開き、我々の事業の思いを広報することも必要

だったのではないかと思い、今後の改善点としたい。 

 

1.11 事業に関する連絡窓口 

 

一般社団法人研究産業・産業技術振興協会 企画交流部 

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目 23番 1号 

電話: 03-3868-0826 / FAX: 03-5684-6340 / E-mail: moriya@jria.or.jp 
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