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1. 事業の概要 

現在手術で使用される開創器の素材が金属であるがゆえの課題を解決するため、プラスチック成形加

工技術、複合・新機能材料技術を基礎技術として、別途開発する照明器具を組み合わせることによって、

金属製品の代替としてプラスチックの特性を活かした高機能開創器を開発する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・開創器の取り扱いのある販売業社にアドバイザーとして協力を依頼し、市場の動向、売れ筋、最適な販売価格などの

アドバイスをもらい、販売業者の販売ルートを使って開発製品を販売していく。 

・地元の大学病院のバックアップ体制のもと、事業を進めていく。 

 術野付近の視認性を改善するための高機能プラスチック製開創器の開発・事業化

LED照明器付きプラスチック開創器
安井㈱、琉球大学医学部附属病院、(一財)九州産業技術センター

H27-057

プラスチックの特性を活かした高機能製品の開発

金属製開創器の視認性不良

安井㈱：製造販売業として新規参入

Class Ⅱ
（想定）

射出部門では、医療機器向けプラスチック成形部品の製造、完
成品の組立で約40年の実績がある。そこで培った経験と、ノウ
ハウを活かし、製造販売業許可を取得して新規参入する。

2014年に経済産業省「がんばる中小企業・小規模事業者300
社」選出（宮崎県東臼杵郡門川町、資本金9,500万円、従業員数
229名）

 深部、細部を見やすくする。
 最適なプラスチックを選定し、金属代替可能な強度を実現。
 ディスポーザブルによる洗浄・滅菌不要、感染症対策。

 開創器は、診療科や手技を問わず様々な手術場面に
おいて、使用頻度が非常に高い。

 開創器の素材は主に金属製であるが故に、術野が妨げ
られるといった課題がある。

 

相談

申請

医療機関

琉球大学医学部
附属病院

・構造検討
・実証試験
・市場調査
・知財検討 製販企業／製造企業

第二種製造販売業[取得予定]
医療機器製造業[45BZ200009]

安井(株)
・構造検討
・機械仕様検討
・実証試験
・薬事対応
・市場調査
・知財検討

医薬品医療機器総合機構
（PMDA）

助言

承認

顧客
（国内）

医工連携支援機関

(一財)九州産業技術センター
・プロジェクトの管理運営

事業管理機関

中
非臨床試験
実施機関

外注

平成28（2016）年3月時点

委託事業実施体制

PL

SL

新

販売企業

卸企業、代理店

アドバイザー
販売業者

助言

アドバイザー
宮崎大学医学部
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1.1 事業の目的 

開創器は、診療科や手技を問わず様々な手術場面において、使用頻度が非常に高い大変重要なサポー

ト役である。 

現在、手術で使用される開創器の素材はステンレスなどの金属製が主体となっている。しかしながら、

金属であるが故に、①不透明性により術野が妨げられる、②電気メス等の通電により熱傷の危険性があ

る、③X 線透視下や CT/MRI ガイド下での手術において、開創器が画像に写り込んで見たい部位を妨げ

たり、開創器周囲の画像が金属アーチファクトにより乱れる、④使用する度に滅菌が必要で災害医療現

場などでの単回使用に適していないといった課題がある。 

上記のような医療現場の課題を解決するため、開創器には、周囲の組織の状況を目で確認できるよう、

透明で、術野を明るく照らすこと、不用意な通電による熱傷のリスクを避け、安全に使用できること、

洗浄・滅菌コストやメンテナンスにかかる人件費等を低減すること、手術室ではなく、緊急外来時や災

害時など滅菌が出来ない環境でも即時に使用できること、X 線透過性で器具が写り込まず、X 線透視下や

CT/MRI ガイド下の手術に適応していることが求められる。 

そこで、本事業では、プラスチック成形加工技術、複合・新機能材料技術を基礎技術として、一次成

形品を金型内でスライドさせて中空体・積層体を一度に成形する DSI 方式の成形技術、2 色成形技術を

新たに導入し、別途開発する照明器具を組み合わせることによって、金属製品の代替としてプラスチッ

クの特性を活かした高機能開創器を開発することを目的とする。 

具体的には、術野の視認性を高め、開創器への不用意な通電を防止するために素材を透明なプラスチ

ックに代え、術野を明るく照らすため、脱着可能なコードレス小型 LED 照明器を付属し、先端開創部分

に DSI 方式の成形技術により光ファイバーを内蔵する。また、あらゆる状況に対応できるよう、人体に

接触する先端開創部分は様々な形状を用意して付け替え可能とし、持ち手や固定部分は素材を強剛性の

高いプラスチック材料や金属として強度を確保する。さらに、リユースタイプの開創器には、繰り返し

洗浄、滅菌への耐性が必要となるため、耐熱、耐薬品性に優れる材料を選定し、併せて洗浄、滅菌やメ

ンテナンスが不要なディスポーザブルタイプも製作する。 

 

1.2 事業の実施体制 
事業管理機関：一般財団法人九州産業技術センター 

 

PL  ：   荒殿 剛(安井株式会社) 

SL  ：   清水 雄介(国立大学法人琉球大学医学部附属病院) 

共同体： ①国立大学法人琉球大学医学部附属病院 

  ②安井株式会社 
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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 

 ① 製品１ 

機器等の種類 医療機器 クラス分類 クラスⅡ ※未確認 

製品名 プラスチック開創器 分類名称（一般的名称） 単回使用開創器 

対象疾患 様々な症状の患者に使用可能 届出／認証／承認 認証 ※未確認 

想定される販売先 一般的な病院、診療所等 新／改良／後発 後発 

使用目的又は効果 

・先端開創部は、創部等を拡げて保持するために用いること 

（組織等の分離を行うものを除く） 

・本品は、単回使用である。 

・付属の脱着可能なコードレス小型 LED照明器を搭載することで、先端樹脂部を通して患部

を照らすことができる。 

・先端開創部は目的に合った形状を状況に応じて、その場で簡単に付け替えることが出来る。 

薬事申請予定者 安井株式会社 医療機器製造販売業許可 
平成 29(2017)年 9 月申請予定 

(第二種) 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 
安井株式会社 医療機器製造業登録 45BZ200009 

 ② 製品２ 

機器等の種類 医療機器 クラス分類 クラスⅠ ※未確認 

製品名 LED 照明器 分類名称（一般的名称） 汎用光源 

対象疾患 様々な症状の患者に使用可能 届出／認証／承認 届出 ※未確認 

想定される販売先 一般的な病院、診療所等 新／改良／後発 後発 

使用目的又は効果 

・一般手術又は診療に用いる強い光を発生させるペン型ライトである。 

・本品は、再使用可能である。 

・LED照明器をプラスチック製開創器に搭載することで先端樹脂部を通して患部を照らす 

ことができる。 

薬事申請予定者 安井株式会社 医療機器製造販売業許可 
平成 29(2017)年 9 月申請予定 

(第二種) 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 
安井株式会社 医療機器製造業登録 45BZ200009 

 

 2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  
米国、EU、アジア（中国,韓国,シンガポール.

タイなど)、インド 

事申請時期 平成 29(2017)年 10 月 平成 30(2018)年 3 月 

上市時期 平成 30(2018)年 3 月 平成 31(2019)年 1 月 

想定売上（上市後 3年目） 0.75億円／年（平成 33（2021）年 3月時点） 0.50億円／年（平成 34（2022）年 3月時点） 

市場規模（上市後 3年目） 50億円／年（平成 33（2021）年 3月時点） 調査中 

想定シェア（上市後 3年目） 1.5％（平成 33（2021）年 3月時点） 調査中 

※市場規模：競合品も含めた市場全体としての見込みである。 
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 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

【開発品の特徴】 

 グリップ部に汎用光源である脱着式の小型 LED照明器を挿入し、透明プラスチック素材の開創器本体

を通して、先端部から光を照らすことで術野の視認性を良くする。 

 

 

(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 

・各医療機関の医師・看護師、救命救急士、自衛隊員など 

・呼吸器外科、消化器外科、産婦人科、泌尿器科、小児外科、形成外科、口腔外科、眼科、皮膚科、 

耳鼻咽喉科、整形外科、心臓外科、脳外科など 

※特殊な術式など限定的な用途で使用される製品ではなく、診療科や医療機関を問わず、一般的に広

く使用される医療機器である。 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

50億円／年〔国内市場、上市後 3年目（平成 33（2021）年/3月時点）〕 

※市場規模：競合品も含めた市場全体としての見込み 

 

【手術用鋼製器具】 

  国内の手術用鋼製器具は約 490億円の市場規模がある。 

【開創器類】 

 ・全体の国内市場規模は、約 50億円前後である。 

 ・国内生産はほぼ一定であるが、輸入品が多く、輸入品の伸びによって成長傾向にある。 

出所：厚生労働省 平成２５年 薬事工業生産動態統計調査

国内生産・輸入額
（百万円）

49,458
8,415
5,773
1,044

鋼製器具

のみ

やすり
　　絞断器

分類

刀
剪刀
のこぎり

切断、絞断及び切削器具

752

56
25
0

17

28

起子、剥離子及びてこ
　　外科用起子及び剥離子
　　眼科用起子及び剥離子
　　耳鼻咽喉科用起子及び剥離子
　　てこ

155

3,583

308
5,129

408
3,610

110
8,279

1,506
2,815

整形外科手術用器械器具
　　骨接合用器械

　　その他の起子、剥離子及びてこ

　　電動式骨手術用器械

1,083

143
77

638

国内生産・輸入額
（百万円）

分類

958
190
103

4,666

　　つち
　　へら
　　医療用拡張期

　　医療用捲綿子

　　エア式骨手術用器械

　　骨接合用及び骨手術用器具
　靱帯再建術用手術器械

　　その他の整形外科用器械器具
その他の鋼製器具

0
0

665
24,486

522

100

18,456
620

120
1,884

11
433

1,420

5

　　その他の切断、絞断及び切削器具

　　その他の挟器

鋭匙及び鈍匙

16

　　他に分類されない鋼製器具

　　切除器

　　挟瞼器、開瞼器及び眼球固定器具
　　消息子
　　舌圧子
　　鉗子

　　ピンセット

挟器

　　穿孔器

開創器類
　　鈎
　　開創器
　　開孔器

　　その他の鈎、開創器、開孔器
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 ・主に金属製品なので、それほど頻繁に買い替えはないと思われるが、金属製より安価で付加価値の    

ついたプラスチック製品であれば新たな市場が生まれると期待できる。 

 

【ユーザー評価】 

○医師の有する、開創器のプラスチック化＋照明化によるニーズを把握するため、外部調査会社へ

依頼し市場調査を行った。調査方法は一般外科医と耳鼻咽喉科医の各 1 名に詳細なインタビュー調査

を行い、その調査結果をもとに、作成した質問事項に関して、首都圏の「開創器を使用している 20床

以上の施設に勤務する一般外科医 50名」、「鼻鏡を使用しているクリニック、小規模病院に勤務する

耳鼻咽喉科医 50名」に対して、WEBによるアンケート調査を実施した。 

○AMED のユーザー評価を行った。調査方法は約 100 名の医師による WEB アンケートで、外部調査会

社で実施した調査結果をふまえて内容は検討した。調査対象は、外部調査会社と重複しないようにフ

ィルターをかけず、診療科、病院規模問わず、広く調査するため、11 の専門領域に所属する、開創器

を頻繁に使用する、または、使用したことがある医師とした。 

 

【販売業者への市場動向調査 】 

○販売業者１ 

市場ニーズを的確に捉えるため、販売予定先の販売業者をアドバイザーとして加え市場情報の提

供、販路開拓の支援などを行ってもらうこととなった。 

 

【救急救命士への市場動向調査】 

   日本救急システム株式会社（日本初の救急救命業務民間委：宮崎県美郷町）に対し、プレホスピ

タル（病院前救護）、救急車に常備する携行資器材の一覧を確認するとともに、使用頻度の高いも

の、プラスチック化＋照明化の要求のあるものの調査を行った。 

 

【コンソーシアム以外の医師への市場動向調査】 

現場ニーズ調査として宮崎大学医学部附属病院へのヒアリングを行った 

開創器に関して、実証試験の実施や販路開拓、薬事対応などで協力が得られることとなった。 
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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 ※コメント：図は削除します。 

 ① ソルベイスペシャルティポリマーズ社の「外科用開創器」 

 ② SABIC のイノベーションプラスチック社の手術用器具」 

既存品（金属製）の代替、低コストを追求した製品とあるが、樹脂メーカーのプロモーション用のた

め市場には出回っていない。 

 

 

 ③ 株式会社ニッシン社の「eBite2」   

口腔内用のポータブル LED 照明器具である。全体としては滅菌が出来ない仕様で、あくまで照明器具

であるため、強度的な問題もあり、手術器具としては対応できない。 

 

 

 ④ OBP MEDICAL 社の「CLEAR-TRAC B」（左図）/「CLEAR-TRAC V」（右図） 

LED照明器具を機器に内蔵ではなく、取り付けているタイプで一部手術野を遮っている。強度を確保す

るために サイズが大きくなっており、作業性が悪い。照明の稼働時間が 30分と短く、明るさは補助的

なものである。毎回照明器具も廃棄する必要がある。 

 

 

 ⑤ Tranquillity Medical の Equipment 社（中国）の「プラスチック鼻鏡」 

ABS製のプラスチック鼻鏡である。光源付きのものは出回っていない。 

 

 

 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） 

・コードレス小型 LED 照明器付きであり、直接もしくは、透明プラスチックを通して手術灯の届きに

くい患部を明るく照らすことができる。 

・透明プラスチックを用いることで、自身で遮ることなく患部付近の状況を確認し易くなる。 

・開創器としての機能を発揮するのに重要なしなりを確保するとともに、折れ、破損などを防ぐ。 

・強度を保持しながら、小型化、軽量化できる。 

・長時間の作業に対応できる。 

・より明るく自然に患部を照らす。 

・手術中に他の器具との接触による不用意な通電をさけることができ安全性が向上する。 

・先端開創部は滅菌済のため、滅菌不要で、開封後すぐに使用できる。照明部は、EOG 滅菌可能なた

め、一般的な病院でも滅菌対応可能。  
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1.4 上市（投資回収）に至るまでのプロセス（事業計画） 

(1) 委託期間後を含めた事業計画の概要 

 
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

①構造検討 計画

実績

②機械仕様検討 計画

実績

③実証試験 計画

実績

④薬事対応 計画

実績

⑤市場調査 計画

実績

⑥知財検討 計画

実績

計画

実績

上市時期 計画

実績

スケジュール変更理由

⑦プロジェクトの
管理運営

①-a  設計・設計検証

①-b 材料検討

①-c 汎用光源検討、作製①-a,c ◆試作品（一次）

②-a 試作品金型仕様検討、作製

②-b 射出成形金型

仕様検討、作製

③-a 臨床準備、評価（使用感検証）

③-b 物性試験（機械的強度、溶出など）

④-a PMDA個別相談

④-a PMDA個別相談

④-b 製造販売業許可申請準備

⑤-a 販売促進計画の立案、販売業者選定

⑥-a 戦略検討、

先行技術調査
★戦略決定

定例会議

定例会議

★H30.3 上市（国内）

★H29.9第二種製造販売業許可申請

★H29.10 医療機器製造販売認証申請

④- 宮崎県、第三者認証機関相談
④-a PMDA個別相談 ④-a PMDA事前相談

④-a PMDA対面相談

④-b 薬事体制づくり

★H30.2 知財出願②★H29.9 知財出願①
⑥-a 出願準備

定例会議

定例会議

定例会議

定例会議

★

ISO13485 設計開発適用

⑤-a 販売体制づくり

⑤-a 広報戦略・実施

定例会議

定例会議

定例会議

定例会議

②-b 射出成形金型

新規、改造、調整

③-b 物性試験

③-a 臨床準備、評価（実使用試験）

①-b  材料検討

①-a,c ◆試作品（三次） ①-a,c ◆試作品（最終）

②-b 射出成形金型

新規、改造、調整

①-a,設計・設計検証

①-c 汎用光源検討、作製

③-a 臨床準備,評価（形状、使用感検証）

⑤-a 販売促進計画の立案、販売業者選定

定例会議

①-a,c ◆試作品（二次）

④-b 宮崎県相談 ④-a PMDA事前相談

★H31.1 上市（海外）

⑤-a 現地販売代理店の選定

★H30.3 海外申請

（FDA、CEマーク申請など）

①-b 材料検討

②-a 試作品金型仕様検討、作製

②-b 射出成形金型

仕様検討、作製

③-b 物理試験

④-a ◆12/11PMDA個別相談

④-b 製造販売業許可申請準備

⑥-a 戦略検討、

先行技術調査

⑥-a 出願準備

★戦略決定
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 1) 投資回収計画 

 ① 国内 

 H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

薬事申請時期   ●        

上市時期   ●        

支出額（単位：億円） 0.50 0.60 0.80 0.00 0.00 0.30 0.05 0.05 0.05 0.05 

 うち委託費 0.50 0.60 0.50 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.30 0.05 0.05 0.05 0.05 

売上高（単位：億円） － － － 0.12 0.30 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 

販売数量（単位:セッ

ト） 
－ － － 400 1000 3,250 5,000 5,000 5,000 5,000 

 

 ② 海外 

 H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

薬事申請時期 － － ● －  － － － － － 

上市時期 － － － ●  － － － － － 

支出額（単位：億円） 0.50 0.60 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 うち委託費 0.50 0.60 0.50 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.00 0.00 0.30 － － － － － － － 

売上高（単位：億円） － － － － 0.15 0.35 0.50 1.00 1.50 2.00 

販売数量（単位：セッ

ト） 
－ － － － 500 1,750 2,500 5,000 7,500 10,000 

 

 ③ 国内・海外合計 

 H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

支出額（単位：億円） 0.50 0.60 0.80 0.00 0.00 0.30 0.05 0.05 0.05 0.05 

 うち委託費 0.50 0.60 0.50 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.30 0.05 0.05 0.05 0.05 

売上高（単位：億円） － － － 0.12 0.45 1.10 1.50 2.00 2.50 3.00 

販売数量（単位：セッ

ト） 
－ － － 400 1,500 5,000 7,500 10,000 12,500 15,000 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 
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1.5 事業化に向けた検討結果 

(1) ビジネススキームの特長 

 1) 売れ続けるためのビジネスの”仕組み”   

自社製品を上市することによって、医療機器の商流の理解と経験の蓄積ができ、自社名を周知させ、

臨床医とのネットワークを構築することができる。それによって、お客さまからのフィードバックが得

られ、有用な情報を改良検討に反映することができるので、よりニーズに即した的確な製品を生み出せ

る。 

販売先としては、特定の販売業者へ販売を依頼するのではなく、販売チャネルを複数確保し、できる

だけ広範囲に販売していく。 

海外市場の進出に関しては、国内に上市する初期のうちから知財戦略（国際特許、PCT など）、薬事戦

略（CE マークなど）の準備を進めておき、海外に販売ルートの持つ販売企業を選定し、販売していく。 

製品展開としては、基本となるコンセプト（プラスチック化、照明化）や技術製法（光の透過方法、

照明器の取り付け方法など）をできるだけ広く展開して多品種に対応していく。 

価格に関しては、プラスチック成形の自動化などコストダウン検討を行い、市場価格に対応できるよ

うにしていく。 

 

 2) ビジネス体制 

販売業者としては、1社だけでなく、数社検討していく。 

 

 
  

 

製造企業／製販企業

・第二種製造販売業
・医療機器製造業[45BZ200009]

安井(株)
（製造）・設計

・主たる組立
・保管

（製販）・製造販売

顧客（各医療機関）
（国内、海外）

中

部材
供給

平成28（2016）年1月時点

上市後のビジネス体制

PL

新

販売企業

卸企業、代理店
（未定）

販売 情報提供、開発医療機器の導入・普及

製造企業

滅菌企業（未定）
・滅菌

販売

各部材企業（未定）
・LED照明部品
・樹脂
・包装資材 等
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(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 薬事戦略個別面談（2015 年 12 月 11 日＠PMDA） 

 単回開創器のクラスⅡであれば、第三者認証機関に確認すること。という宿題事項をもらう。 

 

 薬事戦略個別相談（2016 年 2 月 5 日＠宮崎県薬務対策室） 

第二種製造販売業許可取得のため宮崎県薬務対策室へ必要事項を確認するとともに、薬事申請に関し

て、外部コンサルタントへ依頼する方針で準備を行っている。今後は、外部コンサルタントと社内体制

構築や品質安全管理の実施体制を整えていき、2016 年度（平成 28 年度）中に第二種製造販売業許可取

得を予定している。 

 

 薬事戦略個別相談（2016 年 2 月 8 日＠第三認証機関 

 PMDA からの指摘もあり、一般的名称を「単回使用開創器」、クラス分類「クラスⅡ」の「認証」と

して良いかの相談を行った。結果は、類似医療機器の情報を集めて、「クラスⅡ」で「認証」か、「承認」

かを協議していくこととなった。 2016 年度（平成 28 年度）中に協議を行い、方針を確定していく。 

 2) 知財戦略検討状況 

 国内外の先行技術調査と保有特許の精査（強化のための取組） 

特許事務所と先行技術調査を実施した結果、十分に特許化は可能であった。 

 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 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

  

 

 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

  開発リスクの明確化、抽出のためリスクマネージメントを行った。抽出されたリスクに関しては 

 対策を行い、リスクを軽減していく。 

  宮崎大学医学部附属病院で開創器について、意見、アドバイスをもらった。 

  類似医療機器情報の入手を行った。 

  最適な樹脂選定のため、数種類の樹脂をダンベル形状に成形して、引張、曲げ、衝撃、全光線透

過率・ヘーズ試験を行い樹脂性能を比較した。 

 

 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

 市場ニーズを的確に捉えるため、販売予定先の販売業者をアドバイザーとして加え市場情報の提

供、販路開拓の支援などを行ってもらうこととなり、販売業者の販売ルートを活用して製品を供給し

ていく。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

 社内プロジェクトを立ち上げ、体制構築をスタートさせた。（営業部、品証部、製造部、開発部） 

 QMS 等の品質保証体制 

  人的要件として、管理監督者、管理責任者、総括責任者、品質保証責任者、安全管理責任者、 

責任技術者を任命した。  
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  安全管理部門の設置として販売後の安全管理業務を行う部門を品証部内に設置した。 

  品質管理システムの再構築として、QMS 省令の文書整備を実施中。  

   安全管理システムの構築として、GVP 省令の文書整備を実施中。 

 

 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製造販売業許可（社内体制構築、品質、安全シ

ステムの構築）と認証（一般的名称の確定、滅

菌・洗浄仕様の決定）について未確定要素が多

い。 

①PMDA、宮崎県薬務対策室、外部コンサルなどの

専門家による支援を受けることで、適切な薬事

申請方針を策定し、社内では現場での使い方を

理解し、リスクの抽出、検証を確実に進めてい

く。また、プロジェクトを立ち上げ、品質、安

全管理の実施体制を整えていく。 

知財 

①先行調査技術調査、類似品情報が不十分であ

り、特許の権利化の可能性が不明である。 

①特許事務所と先行技術調査を実施して他社の

技術動向を分析し、他社未参入の技術分野を把

握する。 

その結果を自社の開発コンセプトにフィー

ドバックし、デザイン性、機能性の面で技術内

容を整理し直し、特許権・意匠権・商標権など

で体系的に権利化できるように知財戦略を策

定する。 

技 術 ・

評価 

①製品の構造、形状や、照明器の配置の仕方など

の仕様が未確定 

 

②保存性試験、電気安全性試験、滅菌耐性試験の

適切な規格設定が不明 

①使用する立場である医師と市場を知る販売業

者から意見を聞き、試作品にフィードバックし

て仕様を確定する。 

②類似品の調査および各試験機関へ相談を行う

とともに、リスクマネージメントを実施して安

全性を担保できる規格設定を行う。 

その他

事業化

全般 

特になし。  
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1.6 平成 27 年度委託事業の成果概要 

(1) 委託事業の事業概要 

開創器の構造や機械仕様について、先端開創部と照明部に分けて検討する。構造検討として、先端開創部は既存の金属製品を基本形として射出成

形加工ができることとし、先端は 2～3 種類の形状を検討し、素材としては透明樹脂を選定する。持ち手、固定部（照明部）は汎用光源として、内蔵

式もしくは、脱着可能なコードレスの小型 LED 照明器とする。 

実証試験として、琉球大学医学部附属病院では、試作金型で作製したサンプルを実際に手術で使用し、作業性や安全性などの評価を行う。安井株

式会社では、機械的強度試験、安全性試験で不具合がないことを確認する。 

あわせて、事業化に向け、薬事対応として、PMDA との相談により一般的名称、クラス分類および製品の仕様を確定させる。市場調査としては、1

回以上の展示会等に出展するとともに、販売業者候補を 2 社確保する。また、平成 28 年 2 月末までに知財戦略の決定を行う。 

 

(2) 委託事業終了時までに完成する試作品の概要 

試作品名 概要 

プラスチック開創器（ﾃﾞｨｽﾎﾟﾀｲﾌﾟ） 製品認証を取得して上市できる商品づくり 

汎用光源（ﾘﾕｰｽﾀｲﾌﾟ） 製品認証を取得して上市できる商品づくり 

 

(3) 平成 27 年度の委託事業の成果と今後検討すべき課題 

平成 27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構造検討 

ａ）設計 FMEA（故障モード影響解析）を高機

能プラスチック開創器について実施する。考

案した形状案は 3D プリンタを用いて試作す

る。 

ｂ）患部に直接触れる先端開創部材料の選定 

ｃ）汎用光源の持ち手、固定部に内蔵もしく

は取り付ける照明の仕様を決定する。  

▶ 

①構造検討 

a)リスクマネージメント（設計懸念点検証）を実施

した。開創器の形状が確定した。強度の確保に関

しては、しなりを押さえる構造を検討した。光の

通し方は、まずは素材のみで光のロスが少なくな

るような構造を検討した。 

b)横並びの樹脂性能評価（引張、曲げ、衝撃、全光

線透過率、ヘーズ試験）を実施した。 

c)照明器は、内部に挿入する仕様とし、金属製とプ

ラスチック製の 2 種類により搭載方法、明るさ、色

温度、防水機構、稼働時間を検討し、試作品を作

製した。 

▶ 

①構造検討 

a)さらに光のロスを低減、強度を向上できるよ

うな構造を検討する。 

 

b)評価結果を確認し、樹脂の選定を行う。 

  

c)更なる照度向上のための検討を行うとともに

衝撃試験、防水試験を行っていく。また、照

度と稼働時間の最適化を行い仕様を確定させ

る。 

 

 

②機械仕様検討 

 ①-a)で決定した構造に加え、射出成形品で

なければ評価できない項目について問題点を

事前に抽出するため、金型メーカーで試作金

型を作製。また、同結果をもとに射出成形金

型（本型）の仕様を決定。その上で、最適な

▶ 

②機械仕様検討 

成形金型が完成し、試作品を作製した。 

 ▶ 

②機械仕様検討 

固定型開創器：市場調査の結果を考慮して来

期以降に金型化可否を決定していく。 
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平成 27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 

形状にて射出成形金型（本型）を平成 28年 2

月末までに作製する。 

③実証試験 

 臨床評価として、手術での実使用に耐えう

るかを検証するため、琉球大学医学部附属病

院にて試作金型で作製したプラスチック製の

開創器と LED 照明器を実際に手術で使用し、

作業性や安全性などの評価を実施。 

 物性評価として、機械的強度試験、溶出試

験等を試作金型にて行い、不具合がないかを

確認する。 

▶ 

③実証試験 

構造検討で作成した 3D プリンタ造形物を琉球大

学医学部附属病院にて形状やサイズを確認し、更な

る改善点に関して協議した。 

 ▶ 

③実証試験  

射出成形品により形状、光の透過性、強度、

使用感など更なる改善点の有無を確認する 

物性評価として、照度試験、曲げ試験、衝撃

試験、を実施する。 

医師の官能試験と物性試験との相関取りを行

う。 

④薬事対応 

 平成 28年 2月末までに一般的名称、クラス

分類および製品の仕様を確定させるため、

PMDAへの相談を実施する。 
▶ 

④薬事対応 

・類似製品の調査、ベンチマーク、認証基準確認、 

基本要件基準を確認した。 

・12 月 11 日に PMDA と薬事戦略相談を行い、宿題

事項となった項目に関して、第三者認証機関と協

議を行い、類似医療機器の情報を集めて、「クラス

Ⅱ」で「認証」か、「承認」かを協議していくこと

となった。 

▶ 

④薬事対応 

・第三者認証機関とは 2016 年度（平成 28 年度）

中に協議を行い、方針を確定していく。 

⑤市場調査 

 医科学会メンバーや取引のある販売会社な

どの協力を得ながら、開発医療機器の市場ニ

ーズへの適合性及び改善点の実地確認を行

う。 

▶ 

⑤市場調査 

・外部調査会社と AMEDのユーザー評価を活用して開

創器のプラスチック化、照明化に関するニーズと

本事業により適した製品の調査を行い、開発コン

セプトである「プラスチック化、照明化」のニー

ズがあることを確認。製品の縛り込みの判断材料

となった。 

・販売促進計画の立案、アフターサービス体制の構

築のため社内プロジェクトを立ち上げ、メンバー

の選定を行った 

・販売業者選定のため、開創器の取り扱いのある販

売業者へ話をしてアドバイザーとして協力が得ら

れた。 

 

▶ 

⑤市場調査 

・外部調査会社による調査結果と AMED のユーザ

ー評価の結果を確認し製品の開発にフィード

バックをかける。 

・販売業者を通して、市場動向、売れ筋、価格

帯の調査を進めていく。 

・更なる販社の選定として、さらに数社と協議

を行っていく予定。 

⑥知財検討 

平成 28年 2月末までに知財戦略の決定を行

うため、特許侵害対応（模倣品・侵害者が現

▶ 

⑥知財検討 

・特許事務所と先行技術調査を実施し、十分に特許

化は可能であることが分かった。 

▶ 

⑥知財検討 

・特許情報からパテントマップなどを作成し、

開創器のニーズを把握し、特許戦略を補強し



14 

平成 27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 

れた時の対応）について特許事務所と協議し

て明確にし、知財戦略を立案する。 

・先行技術調査をもとに特許事務所と特許戦略につ

いて協議を行い、特許戦略を策定し、特許出願を

行った。 

ていく。 

 

⑦プロジェクトの管理運営 

 事業推進委員会の開催、実務者会議の開催

など、プロジェクト構成員相互の連絡調整、

全体の事業運営、経費及び財産管理を実施す

る。 

▶ 

⑦プロジェクトの管理運営 

・第 1回定例会議(10/27、28)を実施 

・全体の事業管理、運営、発注処理及び経費、 

財産管理を実施中。 

▶ 

⑦プロジェクトの管理運営・H27年度の支払い、

書類作成を滞りなく実施する。 
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1.7 平成 27 年度委託事業の実施経過 

(1) 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 

 開発製品として 3種類を選定した。 市場調査、ニーズにより変更する可能性が

ある。 

より売れるものへと反映させるため市場調

査、ニーズの確認を実施したため。 

手術中に使用することに重点を置いた。  ニーズ調査により手術環境の整った場所

以外にもニーズがあることが分かったため。 

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 アドバイザーなし。 開創器の取り扱いのある販売業者にアド

バイザーを依頼した。 

より市場に近い販売業者からの意見を確

認し開発品に反映するため。 

事業化計画（開

発･薬事・上市

スケジュール） 

特になし。 特になし。 特になし。 

 

 

(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 PMDA との相談の前に県の薬務課や東九州メディカルバレー構想の

コンサルタントなどに名称、使用方法、電池の滅菌などを相談した方

が良い。 

PMDAとは 12/11 に薬事戦略相談を実施したが、その後、県の薬務課、

認証機関にクラス分類、一般的名称の該当性の確認を実施中。 

知財 新規性、進歩性両面から特許取得の可能性を検討するとともに、先

行調査を急ぐこと。新規性、進歩性がなければ意匠・デザインを取る

ことを検討すること。 

特許事務所で先行技術調査を実施した。 
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領域 指摘事項 対応 

中国等への販売を考えているのであれば、十分な模倣対策が必要で

ある。 

 

 

技術・評価 プラスチック製は強度、たわみが気になる。鋼製小物の使い勝手と

変わらないように工夫する必要がある。 

材料の選定と形状の工夫により強度を確保してたわまない構造に

する。 

どのぐらいの明るさがあれば良いのかなど、明るさのスペックと根

拠を明確にすること。 

明るさの設定値は、類似品の調査結果から設定した。 

販売 コンソーシアム外の医師にも広く意見を聞き海外展開にも対応可

能な開発をすること。 

一品ごとの市場、販売数量、コストなどを調査してターゲット（売

れ筋）となる製品を絞り込んだ方が良い。 

宮崎大学医学部附属病院、販 

売業者、救急救命士へのヒアリングや外部調査会社、AMEDのユーザー

評価による国内市場調査を実施し、ニーズの高い製品の絞り込みが可

能となった。調査結果も考慮して開発、販売戦略を立案していく。 

海外展開に向けては、外部調査会社へ海外市場の調査を依頼する予

定。東九州メディカルバレー構想で交流のあるタイの調査を行ってい

くとともに、海外拠点を持つ販社に販売協力を依頼する予定。 
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1.8 平成 28 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

(1) 平成 28 年度の事業概要 

市場調査の結果によりニーズの多い製品を開発対象として確定し、H27 年度に実施した強度、照度、照明器の搭載方法などの要素検討結果 

を盛り込んで、新規作製する射出成形金型で試作を行う。その試作品で琉球大学医学部附属病院にて臨床評価を実施し、最終仕様を確定させる。 

薬事対応として、製造販売業許可申請の準備を行い、販売に向けた販売ルートの確保、体制づくりを行う。 

 

(2) 平成 28 年度委託事業の実施内容 

項目名 実施主体 具体的な内容 

①構造検討 安井株式会社／琉球大学医

学部附属病院 

・市場調査をもとに H27 年度に実施した強度、照度、照明器の搭載方法や形状、材料

の要素検討を盛り込んで、更なる改善を行い、仕様を確定していく。  

②機械仕様検討 安井株式会社 ・①で検討、確定した製品、仕様により、新規射出成形金型を作製する。 

・ 

③実証試験 安井株式会社／琉球大学医

学部附属病院 

・臨床評価として、琉球大学医学部附属病院で手術での実使用に耐えうるかを検証す

ることに加えて、実際に手術で使用し、作業性や安全性などの評価を行う。 

・物性評価として、安井㈱にて各種試験を試作金型で作製した試作品に対して行い、

不具合がないかの確認を行う。 

④薬事対応 安井株式会社 ・外部コンサルに委託して第 2種製造販売業許可、製造業登録変更届の準備を行って

いく。 

・平成 29年 3月末までに PMDAと相談を行う。 

⑤市場調査 安井株式会社／琉球大学医

学部附属病院 

・海外への販売も考慮して市場調査を行い、販売戦略を立案する。 

・アドバイザーとして協力を依頼した販売業者や更に選定する販社へ、動向、売れ筋、

最適な販売価格などのアドバイスをもらい、開発医療機器の市場ニーズへの適合性

及び改善点を確認するとともに、国内展示会への出展や学会での発表などを通じて

改善点を探り、商品改善計画を立案する。 

⑥知財検討 安井株式会社 ・策定した特許戦略の更なる補強と H28 年度で新たに出てきた形状、工夫に関して特

許出願を行う。 

⑦プロジェクトの管理運営 一般財団法人九州産業技術

センター 

事業推進委員会の開催、実務者会議の開催等、該当プロジェクトが円滑に運営され、

かつ目標が確実に達成できるよう、プロジェクト構成員相互の連絡調整、プロジェク

ト全体の事業運営、経費及び財産管理を実施する。また、年度毎の研究開発の実施内

容を整理し、成果報告書等の取りまとめを行う。 

 

(3) 平成 28 年度における事業化に向けた検討事項 

領域 検討・実施すべき事項 

薬事  第 2種製造販売業許可、製造業登録変更届の準備 
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領域 検討・実施すべき事項 

 PMDA と相談 

  

知財  特許戦略の更なる補強 

 特許出願 

  

技術・評価  構造、仕様の確定 

 最終仕様による臨床評価、機械的強度試験 

  

そ の 他 事 業

化全般 

 海外への販売を考慮した市場調査を行い、販売戦略の立案 

 国内展示会や学会への出展により、広く改善点を収集する 
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1.9 平成 27 年度委託事業の振り返り 

1.9.1 チェックリストによる自己評価結果 

 

 

1.9.2 平成 27 年度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 

販売業者をアドバイザーとして早期に加えることで、開発する対象製品の縛り込みのため市場動向、

ニーズなどの情報収集がスムーズに行えたと考える。 

 

(2) 事業の進め方 

開発する対象が確定するのに十分な検討時間がなく、市場調査が後追いになってしまった。 

金型仕様の検討に時間がかかってしまい、作製日程の再調整が必要となった。 

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）。 ○十分
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。 ○十分
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。 ×不十分
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。 ×不十分
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。 ○十分
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。 ○十分
どのような効果があるか明確になっていますか。 ○十分

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 ○十分
どのようなリスク（含む禁忌）があるか明確になっていますか。 △一部

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 △一部
上市までに必要な開発費の想定、その調達計画はできていますか。、 ○十分
現行の薬事法下で承認が可能ですか（規制システム面、科学評価体系面）。 ○十分
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。 △一部

PMDAとの調整が進んでいますか。 ○十分
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。 △一部

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。 △一部
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。 △一部

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。 ○十分
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。 ○十分
必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。 △一部
意匠等の他の産業財産権について検討していますか。 △一部
知的財産の権利化またはノウハウ保護に対する予算・体制・規程は確保されていますか。 △一部

模倣品・侵害者が現れたときの対応について明確になっていますか。 ○十分
販売チャネルは明確になっていますか。 ○十分
当該製品の供給（生産、物流）体制は明確になっていますか。 △一部
当該製品のアフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制は明確になっていますか。 ○十分
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。 ○十分
想定価格は顧客が感じる価値に見合ったものですか。 △一部
製造原価（あるいは提供コスト）は明確になっていますか。 △一部
売上、コスト（変動費・固定費）、利益、減価償却等を考慮した計数的な計画は明確になっていますか。 △一部
十分な収益性が得られることが明確になっていますか。 △一部
事業拡大に伴い、どのタイミングでどのような人材・資金がどの程度必要になるか明確になっていますか。 △一部
海外に対する戦略は明確になっていますか。 △一部
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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(3) その他 

定期的な会議の実施と進捗確認をもう少し密にすべきだった。 

 

 

1.10 事業に関する連絡窓口 
 

一般財団法人 九州産業技術センター 技術振興部 部長  荒川 修 

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目 13-24 

電話：092-411-7394 / FAX：092-472-6688 / E-mail：arakawa@kitec.or.jp 

mailto:arakawa@kitec.or.jp

