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1. 事業の概要 

新製品に関しては、先端部の外径 12ミリの吸引機構付き剥離機器を開発する。血液や体液の吸引性を 

改善するため、先端部材の改良を行う。吸引操作を制御するための小孔を有するグリップ部については、

商品完成度を高めるためデザイン性の向上を図る。 

海外展開に関しては、主要ターゲットである中国国内での形式認定取得まで進める。次年度以降の販 

売推進に向け、株式会社八光の関連会社である八光商貿（上海）有限公司との連携を密にして、上海以

外の北京、南京、広州への展開も進める。 
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1.1 事業の目的 

低侵襲手術の施行においては、確実な目標部位の露出と良好な視野の確保が求められる。従来から先 

端が球体で綿糸製の剥離機器が一般に用いられているが、球体であるため臓器の確実な圧排・剥離が難

しく、場合によっては臓器損傷を引き起こすなどの問題があった。さらに素材が綿糸であるため耐久性

に乏しく、術中合併症や術者ストレスで手術時間が伸びるなどの課題があった。また、組織の鈍的剥離

操作中に溜まった血液や体液を排出しようとすると、吸引用嘴管等別デバイスとの入れ替えを行う必要

があるが、時間がかかる上操作も極めて煩雑であった。 

医療現場では、臓器剥離機器の一般的概念として「素材は綿糸、形状は球体」とする固定観念が根強 

く、これまで術者は不適切な形状・素材の剥離機器の使用を余儀なくされてきた。平成 25年度課題解決

型医療機器等開発事業（総合特区推進調整費）において、株式会社八光は先端に多孔質高分子を用いた

多角形の形状を有する剥離機器を開発し、従来の球体綿糸製剥離機器の欠点を克服するものとして好評

を博し、現在適用実績が着実に拡大しつつある。しかしながら、臓器剥離操作中に出た血液・体液排出

のための吸引用嘴管との入れ替えに要する手間と時間が大きな問題として残り、吸引機構付き剥離機器

に対する要望が大きいことが分かった。 

そこで、吸引機構付きの剥離機器を開発する。基本的なコンセプト設計は平成 26年度に概ね終了して 

おり、血液・体液の吸引性を改善するための先端部材の改良と商品としての完成度を高めるためのデザ

イン性の向上を目指す。剥離機器に吸引機構を付与することで、術中に発生するサージカルスモークに

よる内視鏡の曇りを防止できる上、サージカルスモークに起因する感染症を抑止する効果も期待できる。 

中国を始めとする東南アジア地域では、今後低侵襲手術に対して大きな需要の伸びが見込まれる中に 

あって、国内と比較して手術室や格納場所等のスペースが狭小で制限があること等から、１製品で２種

の機能を併せもつ付加価値の高い新規製品の導入が進みやすいと考えられる。加えて、日本国内で薬事

認証がなされていれば、当該国での申請・認可も比較的短期間で済むというメリットもあることから、

新たに開発する吸引機構付き剥離機器を武器として、中国を始めとする東南アジア地域を中心に海外展

開を図ることで、当該分野での国際競争力向上を目指す。株式会社八光は、中国上海に販売の出先機関

として八光商貿（上海）有限公司を有しており、平成 26年度には同公司を訪問し、販売戦略の共有化を

図った。平成 27年度は、日本国内での医療機器製造販売認証を得て、年度内に中国国内での形式認定ま

で進め、次年度以降の販売に備える予定である。中国国内での販売は、八光商貿（上海）有限公司が行

う。 

株式会社八光は、8月を目途に吸引機構付き剥離機器のサンプル製作を完了し、9月に医療機器製造販 

売認証申請を行う。12 月に認証が得られれば、直ちに PMDA に輸出用医療機器製造届出を行い、平成 28

年 2月までには中国国内での製品登録まで進める。 

 

1.2 事業の実施体制 

事業管理機関：一般財団法人大阪科学技術センター 

PL： 竹内 隆雄（株式会社八光） 

SL： 島田 順一（京都府公立大学法人京都府立医科大学） 
共同体： ①株式会社八光 

  ②京都府公立大学法人京都府立医科大学 

 

 

  



3 

1.3 最終製品（＝事業化する医療機器） 

(1) 事業化する医療機器の概要 

 1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 後発医療機器 クラス分類 中国（クラスⅢ） 

製品名 
ロータリーダイセクター 

・プレミアム 
分類名称（一般的名称） 

単回使用汎用吸引チップ、 

起子、剥離子 

対象疾患 
肺がん、肝臓がんを始め内視

鏡手術の対象となる疾患 
届出／認証／承認 認証 

想定される販売先 八光商貿(上海)有限公司 新／改良／後発 後発 

使用目的又は効果 

低侵襲内視鏡手術において、対象とする臓器の圧排・剥離を行う際に用いる。先端の材質と

形状の改良により確実な圧排・剥離が行えるのに加えて、施術中に発生する血液・体液の排

除とサージカルスモークの吸引をも可能とすることにより、感染症の危険を大幅に回避可能

とする。 

薬事申請予定者 株式会社八光 医療機器製造販売業許可 20B1X00005 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社八光 医療機器製造業許可 20BZ000003 

 業許可  

 業許可  

製品名に関しては、吸引機構なしの既開発品ロータリーダイセクターとの差別化を図るため、吸引機 

構付きの新開発品をロータリーダイセクター・プレミアムと称することとした。 

 

 2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  中国 

薬事申請時期 平成 28（2016）年 5月 平成 28（2016）年 12月 

上市時期 平成 28（2016）年 10月 平成 29（2017）年 5月 

想定売上（上市後 3年目） 1億円／年（平成 31（2019）年時点） 4億円／年（平成 32（2020）年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 10億円／年（平成 31（2019）年時点） 40億円／年（平成 32（2020）年時点） 

想定シェア（上市後 3年目） 10％（平成 31（2019）年時点） 10％（平成 32（2020）年時点） 

市場規模は、競合品も含めた市場全体としての見込みである。 

 

平成 27 年 5 月末に中国における医療機器の製品登録制度が大幅に改変された。製品登録料が従来の 3 

千元（6 万円）から 20 万元（400 万円）と想定外のレベルに高騰した上、事務処理が北京に一元化され

登録までに 1 年以上かかるとの情報で、中国での上市は大幅に遅れる見通しとなった。このため国内で

の上市を優先せざるを得ない状況にあり、国内での上市時期は平成 28 年 10 月を目標に進める。中国で

の製品登録と上市は現時点では国内から 1 年遅れで想定している。中国の情報収集は継続して進める。 

中国での製品登録料の問題は、国内販売が順調に推移し原資確保のめどが立った段階で判断すること 

にしたい。当面は国内の上市・販売に注力するのが得策と考える。 

国内での薬事申請時期に関しては、試作金型の設計が予想以上に難航し試作金型の製作が 10 月に、サ 

ンプル試作開始が 11 月にずれ込んだため、国内の医療機器製造販売認証申請を平成 28 年 5 月予定で進

めている。認証が得られ次第、速やかに輸出用医療機器製造届出を行い、中国での製品登録の準備を進

める予定である。 
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 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

【概観】 

低侵襲手術において、臓器の圧排・剥離機能と血液・体液・サージカルスモークの吸引機能を併せ持

つ吸引機構付き剥離機器（ロータリーダイセクター・プレミアム） 

 

【特長】 

(1) 臓器の圧排・剥離操作中に出た血液・体液排出のための吸引嘴管との入れ替えに要する時間と手間が

短縮され、術者と患者の双方にとってストレスが大幅に低減する。 

(2) 施術中にサージカルスモークの吸引を行うことにより、内視鏡の曇りを防止できる上、サージカルス

モークに起因する感染症の抑止効果が期待できる。 

 

  
  

    
    

試作金型で試作した吸引機構付き剥離機器サンプル 

 
  

(a)全体像 

サージカルスモーク排出用孔 

(d)先端部チップ 

(b)手元グリップ部 

(c)先端部 
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(2) 市場性（想定購入顧客） 

 1) 当該機器等の市場性及び医療現場で期待される波及効果 

 ① 提案する機器の想定顧客 

・エンドユーザーは、外科的手術を手掛ける医師である。医療機器の採用を決めるのは、最終的には 

医療現場の医師であるため、基本的な性能を満足することは当然ながら、加えて術者の感性に訴え 

る製品とする必要がある。特にグリップ部のデザインと色は重要なファクターとなるため、デザイ 

ナーを交えた検討を進めた。その結果、機能性とデザイン性を両立させた手元グリップ部の基本コ 

ンセプトが固まり、このコンセプトに基づき金型の設計製作を進めた。 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

・国内の内視鏡外科手術は、全診療科で 141,451 例の症例数（2011 年、日本内視鏡外科学会第 11 回 

アンケート集計結果）で、年々増加しており、市場規模は確実に拡大基調にある。 

・さらに国外に目を向けると、中国におけるがん患者数の推計が報道されており、中国が有望な市場 

であることが明らかである。下記の推定から、肺がん患者だけでも65万人の潜在需要が予測される。 

株式会社八光は、中国に販売拠点として八光商貿（上海）有限公司を設立しており、ここを足掛か 

りにまずは中国市場をターゲットに活動を進めるのが合理的と判断される。 

・なお、市場規模は、競合品も含めた市場全体としての見込みである。 

 

 

中国は「がん大国」に（2012 年、WHO 推定） 
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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 

・競合製品は、ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社のチェリーダイセクターである。先端部の 

形状が球体であるため人体組織に対するグリップ力が弱く、確実な臓器の圧排・剥離が困難である。 

圧排・剥離の力が球体の一点に集中しやすく、出血や臓器損傷を引き起こす恐れもある。また素材 

が圧縮綿糸製であるため、施術中に変形するなど耐久性に乏しく、術中に滑って圧排部に「ズレ」 

が生じて視野の妨げになるケースもある。吸引機構は保有していない。 

・競合企業は、世界的大企業の日本法人で企業規模は巨大であるが、逆に小回りが利きにくく、医療 

現場の要望に柔軟に対応する即応力に欠けると思われる。 

 

 

 2) 当該医療機器等と競合製品／企業とのベンチマーキング（競合との差別化要素） 

・開発する製品の先端部素材は、ポリエチレン樹脂をベースに親水性素材を混入したもので、圧縮綿

糸と異なり、耐久性が高く施術中に変形することはない。また先端部の形状を多角形にすることで

人体組織へのグリップ力が高まり、確実な圧排・剥離が行えることを確認している。高分子素材技

術及びプラスチック成型技術は、株式会社八光のコア技術である。 

・さらに吸引機構を付与することで、吸引嘴管との入れ替えの手間と時間を大幅に短縮する。手元グ 

リップ部に小孔を設け、指による吸引操作の制御で、血液・体液の排出に加え、サージカルスモー 

クの排出にも対応できるようにする。 

・既開発の吸引機構なしの剥離機器（ロータリーダイセクター）においても、使いやすさが好評を得 

ており、需要が増加の一途にある。国内はもとより、中国への PR を進めた結果中国での使用実績も 

増えつつある。 

・吸引機構を付け加えることにより、競合製品に比べ圧倒的な差別化が可能となる。競合他社は企業 

規模が大きく、営業力の点で正面からの攻略は難しいが、特長のある新製品を武器に、トップニッ

チを狙う。吸引機構付きの新製品は差別化のため、ロータリーダイセクター・プレミアムの商品名

で展開する予定である。 
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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
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

製品開発・改良 計画 ① ① ② ② ③

実績
①手元グリップのデザイン性改良
②試作金型製作
③サンプル試作・改良

① ① ② ② ② ② ③ ③ ③ ③

薬事申請 計画 ① ②

実績
①医療機器製造販売認証申請(国内)
②輸出用医療機器製造届出(国内)
③製品登録(中国)

① ②

上市時期 計画 ② ①

実績
①中国での上市
②日本国内での上市

販売戦略 計画 ① ② ① ②

実績
①中国・上海でのPR
②その他中国でのPR(北京、南京、広州)

① ①

事業管理 計画 ① ① ① ① ① ① ① ① ① ①

実績 ①事業全般の運営・管理 ① ① ① ① ① ① ① ① ① ①

スケジュール変更理由

事業の実施内容

自主事業の内容

【製品名】ロータリーダ
イセクター・プレミアム

計画では国内の薬事申請を9月としていた
が、金型設計が難航してサンプル試作が遅
れたため申請を平成28年2月に延期した。
また中国の制度変更で、製品登録に時間と
費用が掛かることとなり、中国での早期上市
が困難な見通しとなった。このため国内での
上市を優先せざるを得ない状況にある。
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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） 0.00 0.00 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

 うち委託費 － － － － － － － － － － 

 うち自己負担 0.00 0.00 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

売上高（単位：億円） － 0.10 0.30 0.60 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

販売数量（単位：千） － 1 3 6 10 10 10 10 10 10 

 

 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） 0.20 0.20 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 

 うち委託費 0.14 － － － － － － － － － 

 うち自己負担 0.06 0.20 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 

売上高（単位：億円） － － 0.10 1.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

販売数量（単位：千） － － 1 10 20 40 40 40 40 40 

 

 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） 0.20 0.２0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 

 うち委託費 0.14 － － － － － － － － － 

 うち自己負担 0.06 0.20 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 

売上高（単位：億円） － 0.10 0.40 1.60 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

販売数量（単位：千） － 1 4 16 30 50 50 50 50 50 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

当初計画では、日本国内での医療機器製造販売認証が得られておれば、中国での製品登録が比較的短 

時間で進むことから、市場の大きい中国での上市を優先させる方針であった。しかしながら、中国での

製品登録料が想定外のレベルに高騰したことから申請自体の取り扱いに苦慮しており、また登録までに 1

年以上かかるとの情報で、中国での上市は大幅に遅れる見通しとなった。このため国内での上市を優先

せざるを得ない状況にあり、国内での上市時期は平成 28 年 10 月を目標に進める。 

薬事申請時期に関しては、国内申請を優先させる方針に変わりはないが、試作金型の設計が予想以上 

に難航し試作金型の製作が 10 月に、サンプル試作が 11 月にずれ込んだため、国内の医療機器製造販売

認証申請を平成 28 年 5 月予定で進めている。認証が得られ次第、速やかに輸出用医療機器製造届出を行

い、中国での製品登録の準備を進める。中国での製品登録と上市は現時点では国内から 1 年遅れを想定

している。 
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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”   

(1) マーケットとしては中国市場を第 1 優先とし、八光商貿（上海）有限公司を拠点として、上海を皮切

りに北京、南京、広州への販売拡大を図る。 

(2) 京都府立医科大学とタイアップして、国内外の学会で使用実績の啓蒙活動を進め、日本国内をはじめ

欧米諸国への拡大を図る。 

 

 2) ビジネス体制 

 
 

(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 医療機器製造販売認証申請の準備 

ロータリーダイセクター・プレミアムの国内での医療機器製造販売認証申請に向け、株式会社八光 

の担当部署である薬事部を中心に準備を進めている。具体的には、薬事部から申請に必要な試験デー 

タ等のアドバイスを受け、商品開発部でデータ採取と解析を進めている。一方、社内における設計開 

発ステップでの設計審査（STEP１）段階で手元グリップの素材に関する指摘があった。今回設計した 

手元グリップは必要な内径確保とグリップ性の２つを同時に満足させるため、極めて肉薄な形状とな 

っている。このため肉薄形状の成形に相応しい ABS 樹脂グレードの選定をする必要があった。もとも 

と㈱八光における ABS 樹脂成型は「GR-1000」というグレードのみ使用実績がある。しかしながら 

GR-1000 グレードの ABS 樹脂は肉薄形状での成形には不向きであった。具体的には、樹脂の流れ易さ 

の目安となるメルトフローレートという物性項目があるが、GR-1000 の値は 18g/10min でありこの値
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を踏まえ GR-1000 を今回の手元グリップの樹脂として採用するには一抹の不安があった。そこで

GR-1000 によるトライ成形で成形トラブル（ショート・ウェルド等の不具合）が発生した場合の対策

として別グレードの採用も選択肢の一つとしてトライ成形に臨んだ。肉薄形状に相応しいグレードと

しては、メルトフローレート値が 23 g/10min の「トヨラック 700」を候補とした。GR-1000 グレード

でのトライ成形の結果、予想した通り GR-1000 では成形トラブル（主にショート）が発生し成形不可

能に陥った。そこで樹脂をトヨラック 700 に切り替え再びトライ成形に臨んだ。検討の結果、最適成

形条件の絞り込みに目処がたち再現性を取ることができた。従ってトヨラック 700 を採用グレードに

することで決定したため、社内的に新材料扱いという位置づけとなった。このため材料確認試験が必

要となり、現在試験中であり 4 月中旬に試験終了の見込み。試験終了後速やかに認証申請を完了させ

るべく、設計開発ステップを進めているところである。 

 

 

 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） 

株式会社八光の担当部署が中心となり先行調査を行った結果、本開発品に関する基本特許の権利は 

満了していることを確認している。 

 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 

中国進出時の潜在リスクを回避するため、株式会社八光において、ロータリーダイセクター・プレ 

 ミアムに関する特許、意匠登録、商標登録の申請準備を進めている。 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

中国の医療現場における日本製品に対する信頼感は極めて高いことから、中国の医療関係者へのコ 

ンタクトを密にすることにより模倣品の締め出しを図る。 

 

 

 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

現時点で大きな開発リスクはないが、試作品を医療現場で試用してもらうことにより、使い勝手な 

どの問題点を吸い上げ改良に結びつける予定である。 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

株式会社八光の薬事部のアドバイスを受けて、開発部門で必要なエビデンス収集を進めている。 

 

 

 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

国内は株式会社八光が国内の販売拠点を中心に直接販売する体制を整備する。中国においては、現

地のエージェントである八光商貿（上海）有限公司を通じて販売チャンネルを構築する予定である。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

株式会社八光の品質保証部門で体制を整える予定である。 

 QMS 等の品質保証体制 

  株式会社八光の品質保証部門で体制を整える予定である。 

 広報・普及計画 

京都府立医科大学の協力を得て、国内外での内視鏡関連の学会やシンポジウムで発表する。 

また You-Tube 等のメディアを活用して PR を進める。既に一部実施している。 

（https://www.youtube.com/watch?v=5o6vPXoB9hU） 
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 5) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策（まとめ） 

領域 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

薬事 

①検討体制 

②検討スケジュール 

② (株)八光薬事部が担当 

②H28 年 5 月国内医療機器製造販売認証申請

の予定 

 

(株)八光での担当部署である薬事部と連携し

て戦略的に推進する体制を構築している。 

新たな課題として浮上した中国での製品登録

料の高騰問題に関しては、7 月の中国・上海訪問

時に確認したが、クラスⅡで 20 万元（400万円）

で、審査は北京で一元的に行われるため通常１年

かかるとのことで、対応に苦慮している。 

知財 

①検討体制 

②検討スケジュール 

①(株)八光知財部門が担当 

②先行技術調査済 

 

既に(株)八光での担当部門と連携して先行技

術調査を行い、本開発品に関する基本特許は権

利満了していることを確認している。ただし、

中国進出の潜在リスクを回避するため、ロータ

リーダイセクター・プレミアムの特許申請、意

匠申請及び商標申請の準備を進めている。 

技術 ・

評価 

①試作体制 

②試作スケジュール 

①金型製作体制、デザイン検討体制を整備済 

②薬事申請に間にあうタイミングで計画 

 

手元グリップ部のデザインは決定したが、吸

引機構を付与するため剥離棒はパイプ形状とな

り、構造的にある程度の内径が必要となる。一

方、術者の握り心地の観点から外寸が制限され

る。結果的にクリアランスが小さくなり、金型

設計が難航したが、10月末に試作金型が完成し、

11 月よりサンプル試作を開始した。 

その他

事業化

全般 

① 海外展開スケジュール 

 

①国訪問計画策定し、計画的に推進 

海外展開に関しては、(株)八光と京都府立医

科大学が連携して、中国訪問計画を策定し、計

画的に推進中である。7月には、八光商貿（上海）

有限公司の現地指定代理店である康通メディカ

ルを訪問し、医療現場でのロータリーダイセク

ター・プレミアムの試用を進める段取りを打ち

合わせた。康通メディカルは中山第二病院を始

め著名な医療機関ともコネクションを持ってお

り、医療現場の最前線情報を得て販売戦略の策

定・推進に大きな力になると期待される。 

平成 28年 1月末に中国広州の医療機関を訪問

し、試作サンプルを提示して、評価をヒアリン

グした。極めて良い感触で、是非使ってみたい

とのコメントを得ることが出来た。 
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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 

新製品に関しては、先端部の外径 12ミリの吸引機構付き剥離機器を開発する。血液や体液の吸引性を改善するため、先端部材の改良を行う。

吸引操作を制御するための小孔を有するグリップ部については、商品完成度を高めるためデザイン性の向上を図る。 

海外展開に関しては、主要ターゲットである中国国内での形式認定取得まで進める。次年度以降の販売推進に向け、株式会社八光の関連会社で

ある八光商貿（上海）有限公司との連携を密にして、上海以外の北京、南京、広州への展開も進める。 

 

(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 

ロータリーダイセクター・プレミアム 血液・体液・サージカルスモークの吸引機構付き剥離機器 

 

(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吸引機構付き剥離機器の開発 

(1)サンプル試作 

サンプル試作用の金型に関しては、株式

会社八光の設計に基づき、一般財団法人大

阪科学技術センターが金型メーカに発注す

る。試作用金型を用いて、株式会社八光が

サンプルを試作する。 

(2)先端部材の改良 

血液や体液の吸引性を改善するため、株

式会社八光が先端部材の改良を行う。素材

はポリエチレン樹脂をベースに親水性素材

を混入したもので、焼結工程で気孔の形状

を制御することにより吸引性改善を図る。 

(3)手元グリップ部のデザイン性向上 

手元グリップ部は、機能部品であるとと

もに、術者の感性が採用の可否を左右する

デザイン部品でもある。株式会社八光は、

デザイン検討用のモックアップサンプルを

制作し、デザイン事務所に評価を依頼する。

併せて、京都府立医科大学は術者の立場か

ら検討を行い結果をとりまとめる。 

▶ 

 

(1) 剥離棒は吸引機構を付与するためパイプ形状と

なり、構造的にある程度の内径が必要となる。

一方、術者の握り心地の観点から外寸が制限さ

れる。金型設計が難航したが、10 月末に試作金

型が完成し、11月よりサンプル試作を開始した。 

 

(2) 気孔の形状制御は可能なるも時間的余裕がない

ため、サンプル試作は人工的な孔開けで対応す

る予定。 

 

 

 

(3) デザイナーとタイアップして形状と色を選定し

た。京都府立医科大学の術者の立場からの検討

を加え、手元グリップ部の最終的な形状と色を

決定した。 

▶ 

 

(1) 先端部 tip の孔寸法を仮決定した。今後は金

型に手を加え成形を急ぐ。成形品が完成次

第、シャフト及びグリップ部とアセンブリ

し吸引能を確認する予定。 

 

 

(2) 吸引効果の確認検証として、実際の臨床で

の試用を行う。粘性を持つ血液・体液が先

端部 tip から充分吸引できること、またサー

ジカルスモークについても指定した穴径で

の吸引状態を確認し、最終仕様を決定する。 

 

(3) 完成品を不特定の臨床医に見せて、最終確

認を取る。特にグリップ部については様々

な要望が寄せられると想定されるが、まず

は使いまわしに習熟してもらう。その上で、

機能面をアッピールした PR を推進する。 
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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 

②薬事戦略の策定・実施 

株式会社八光は、8 月を目途に吸引機構

付き剥離機器のサンプル試作を完了し、9

月に医療機器製造販売認証申請を行う。12

月に認証が得られれば、直ちに輸出用医療

機器製造届出を行い、平成 28 年 2 月までに

は中国国内での製品登録まで進める。 

▶ 

9 月の薬事認証申請に向け準備を進めている。新た

な課題として浮上した中国での製品登録料の高騰問

題に関しては、7 月の中国・上海訪問時に確認した

が、クラスⅡで 20 万元（400 万円）で審査は北京で

一元的に行われるため通常１年かかるとのことで、

対応に苦慮している。 

 

▶ 

薬事認証申請は少し遅れるが平成 28 年 5 月目

標で進めている。 

③海外展開の策定・実施 

株式会社八光の関連会社である八光商

貿有限公司が拠点を有し、平成 26 年度に

訪問実績のある上海に 3 回の訪問を計画

する。6 月は既開発品を含め商品ライン

アップの紹介、9 月は吸引機構付き剥離

機器新製品の紹介、平成 28 年 1 月は中

国の国内手続き促進、を予定している。 

また、上海訪問時に中国国内の他地域

（北京、南京、広州）の情報を収取し、

訪問計画を立てる予定である。 

京都府立医科大学は、海外展開戦略策定

支援のために、株式会社八光の中国訪問に

同行し、現地の医療関係者からヒアリング

を行い、開発した新製品の販売を促進する。 

▶ 

中国訪問スケジュールを策定し、7 月に本年度第 1

回目の上海訪問を行った。八光商貿の現地代理店の

上海康通医療機器商行の趙総経理他と面談。試用し

てもらえそうな医療機関をピックアップしてワーク

して頂くこととなった。 

なお、中国進出の潜在リスクを回避するため、ロ

ータリーダイセクター・プレミアムの特許申請、意

匠申請及び商標申請の準備を進めている。 

 

▶ 

サンプルが出来次第、試用してもらえる可能性

のある医療機関に持ち込み評価して頂く。 

平成 28年 1月末～2月初にサンプル評価のため

中国広州の医療機関（中山大学附属第 2 病院）

を訪問し、医療関係者より是非使ってみたいと

の極めて前向きなコメントを得ることが出来

た。 

④事業の管理運営 

一般財団法人大阪科学技術センターは、

事業管理機関として事業全般の運営管理を

行う。事業進捗の節目には、再委託先との

調整のための連絡会を、事業実施機関であ

る株式会社八光で開催する計画である。開

催時期としては、7 月に試作進捗状況の確

認、12 月は中国戦略の最終確認を予定して

いる。また事業終了時には、成果報告書の

とりまとめを行う。 

▶ 

再委託先との連絡を密にして事業を進めている。 

▶ 
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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 

   

   

   

機器スペック・

ビジネスモデル 

   

   

   

事業化体制    

   

   

事業化計画（開

発･薬事・上市

スケジュール） 

吸引機構付き剥離機器のサンプル試作を 8月

を目途に完了。 

サンプル試作は 11 月より開始。 寸法的制約が大きく試作金型の設計が難航

したため。 

9 月に医療機器製造販売認証申請を行い、12

月に認証を得られれば、直ちに PMDA に輸出

用医療機器製造届出を提出。 

平成 28 年 2 月に医療機器製造販売申請を行

い、認証を得られ次第、PMDA に輸出用医療機

器製造届出を提出。 

サンプル試作が遅れたため。 

平成 28 年 2 月までには中国国内での製品登

録まで進める。 

平成 28 年 5 月を目標に、国内上市を優先し

て進める。中国上市は 1年後を想定している。 

平成 27 年 5 月の中国側の制度変更で、製品

登録料のアップ(6 万円→400 万円)と審査期

間の延長(即→1 年以上)となったため。 
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(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 早めに認証機関に相談して見通しをつけておくこと。(6/19) (株)八光で対応中。 

  

  

知財 中国進出を優先するなら知財対策をきちんとしておくこと。(6/19) (株)八光で対応中。 

商標登録、意匠登録を含め防衛策を考えておくこと。(6/19、12/1) (株)八光で対応中。 

  

技術・評価   

  

  

その他事業

化全般 

中国のカントリーリスクを十分考えておくこと。(6/19) (株)八光で検討中。 

全体の販売戦略を示すこと。(12/1) 終了評価用資料に記載。 

中国の製品登録を出す時期を明示すること。(12/1) 終了評価用資料に記載。 

 

(3) 採択・継続条件への対応状況 

 

採択条件 対応状況 

本案件は、申請区分「競争力強化（海外）」での申請であるため、計画名を

「多孔質高分子樹脂を用いた低侵襲手術における臓器圧排・剥離機器の開

発改良・海外展開」とすること。 

指示に従い、さらに開発する対象機器を明確にして、計画名を「多孔質高分子

樹脂を用いた低侵襲手術における吸引機構付き剥離機器の開発改良・海外展開」

とした。 

特区継続案件は、総合特区推進調整費の実績と併せて３カ年を超えない範

囲が最大の事業期間であるため、支援期間は１年を限度とする。 

指示を理解して進めている。 

海外展開の事業計画を策定すること。また、中国市場における薬事戦略及

び販売戦略を示すこと。 

薬事戦略及び販売戦略を含め、中国への展開戦略を策定した。７月に上海を訪

問し、現地の医療機器商社と戦略を協議した。更に来年１月末～２月初に広州

を訪問して、サンプルの試用を依頼する予定である。 

ただし、中国での製品登録料の大幅アップと登録まで１年以上かかるとの状況

変化があり、国内での実績を積んでから中国展開を図ることとした。 

企業が主体的に進める体制を構築して進めること。 株式会社八光の社内で、開発・薬事・知財の担当を明確化して進めている。 
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1.8 平成 28 年度以降の以降の事業化計画 

・試作品に関しては先端部 tip の成形を除きほぼ完了した状況にある。全体をアセンブリして試作品を完成させた後、吸引機能の最終確認を行う。 

さらに不特定の臨床医にサンプルを見せ、使いまわし性の確認を進める。薬事申請に関しては、医療機器製造販売認証申請を平成 28 年 5 月目標

で進めている。認証が得られ次第、中国対応で輸出用医療機器製造届出を行う。中国の医療機関に試作品を持ち込み、試用してもらうようワー

クする。 

・中国での製品登録に要する期間が大幅に増加したため、国内での上市を先行させる。医療機器製造販売認証が得られ次第、国内での PR 活動を

推進し、平成 28 年 10 月上市を目標に進める。中国の高騰した製品登録料をまかなえる国内販売の見通しが立った段階で、中国での製品登録を

進め、半年遅れの平成 29 年 5 月の中国上市を目指す。 

 

(1) 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  国内での輸出用医療機器製造届出 

  

  

知財  ロータリーダイセクター・プレミアムの特許、意匠登録、商標登録の申請 

  

  

技術・評価  国内外の医療関係者への PR と評価のヒヤリング 

  

  

その他事業

化全般 
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1.9 平成 27 年度委託事業の振り返り 

1.9.1 当初目標達成度に関する自己評価 

(1) 自己評価結果 

B：当初目標を達成した。 

 

(2) 自己評価理由 

剥離機器グリップ部の開発改良に関しては、女性医師とデザイナーを交えた検討を進めた結果、体格

の小さな東洋系女性医師にも違和感なく使用してもらえる満足の行く形状・色を決定することが出来た。

グリップ部の外径形状が決まる一方で構造上強度を確保するシャフトの径も決まるためクリアランスが

極めて小さくなり、試作用の金型設計に大変苦労した。一時はギブアップ寸前までいったが、関係者の

精力的な取り組みにより克服し、計画より約 3 か月遅れたとはいえ試作にこぎつけることが出来たこと

は評価に値する。 

海外展開に関しては、前年度の第 1 回訪問に引き続き今年度も 2 回目の中国・上海訪問を行い、(株) 

八光の現地代理店である八光商貿有限公司を窓口に現地医療機器商社の上海康通医療器械商行と販売戦

略に関する意見交換を行った。先方より広州中山第二病院の院長（胸部外科医）を紹介できるとの申し

出があった。年明けの 1 月末に、当地を訪問し試作品の試用・評価を依頼したところ、好意的な前向き

の回答を得ることが出来た。海外展開に関しても、当初想定していた成果を上げつつあり評価できると

考えている。 
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(3) チェックリストによる自己評価結果 

 

 
 

1.9.2 委託事業期間全体を振り返って改善すべきだったと考える点 

(1) 事業体制 

製造販売担当企業、医療機関、事業管理機関の間の連携は密で、特に問題はなかった。 

 

(2) 事業の進め方 

必要に応じて必要な関係者を集めて検討するスキームが出来上がっており、特に問題はなかった。 

（グリップ部のデザイン検討におけるデザイナー集団と女性医師を含めた医療関係者の検討会、金型設

計における金型会社との検討会など） 

 

(3) その他 

中国における製品登録制度変更のような想定外の外部的攪乱要因はあったが、プロジェクト自体は所 

期の成果を上げた。 

 

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。 △一部
会社としての経営戦略上、当該製品の位置付けは明確になっていますか。 ○十分
臨床試験、申請、認可まで想定したスケジュールは明確かつ妥当ですか。 △一部
コア技術の開発戦略は明確になっていますか。 ○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。 ○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
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）。 該当せず
ビジネスモデルに対応した業許可を持っていますか。 ○十分
新医療機器、改良医療機器、後発医療機器のどれに該当するか整理できていますか。 ○十分

機器のリスク分類で、I～IVのどれに当たるか整理できていますか。 ○十分
臨床試験の必要性の有無が明確になっていますか。 ○十分

PMDAとの調整が進んでいますか。 ×不十分
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。 該当せず
製品の利用方法が明確になっていますか。 ○十分

同時に利用する機器も含めて導入が実現可能になっていますか。 ○十分
これまでのルールや慣行に逆らわない利用方法になっていますか。 ○十分

当該製品に関連する先行特許調査は十分に行っていますか。 ○十分
当該製品に必要な先行特許についてはライセンス等で使用できるようになっていますか。 該当せず
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。 該当せず

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。 該当せず
必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。 ○十分
意匠等の他の産業財産権について検討していますか。 該当せず
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。 該当せず

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。 ○十分
当該製品のアフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制は明確になっていますか。 ○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。 △一部
想定価格は顧客が感じる価値に見合ったものですか。 △一部
製造原価（あるいは提供コスト）は明確になっていますか。 △一部
売上、コスト（変動費・固定費）、利益、減価償却等を考慮した計数的な計画は明確になっていますか。 △一部
十分な収益性が得られることが明確になっていますか。 △一部
事業拡大に伴い、どのタイミングでどのような人材・資金がどの程度必要になるか明確になっていますか。 △一部
海外に対する戦略は明確になっていますか。 ○十分
当該事業に対するリスクの洗い出しは十分に行われていますか。 △一部

その他

知的
財産

薬事

基本
戦略

販売・
物流

事業
収支

開発
戦略
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1.10 事業に関する連絡窓口 

 

一般財団法人大阪科学技術センター 技術振興部 森山昌巳 

〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町 1 丁目 8 番 4 号 

電話: 06-6443-5322 / FAX: 06-6443-5319 / E-mail: moriyama@ostec.or.jp 

 


