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1. 事業の概要 

現在手術室や外来処置で多く使用されている鋼製手術器具は重く、MR画像ガイド下、CTガイド下での

穿刺、手術においては帯磁性があることから、画像に影響を与えたり、画像が見えなくなってしまう。

鋼製手術器具に比べると軽量で、影響を与えにくいチタン製、セラミック製の手術器具もあるが高価で

あるため、普及に至っていない。また、大規模災害、パンデミックの際の外科的処置のための手術器具

の備蓄は必要であるが、鋼製手術器具は大量生産性、備蓄性が悪い。 

今回、手術器具の中から「ピンセット」「鉗子・持針器」「はさみ」について、軽量耐熱樹脂、セラミ

ック、カーボン等の組合せにより樹脂製品の開発・製品化を行う。樹脂製品は、軽量で非磁性、低コス

トであることから、大量生産性や備蓄性も高い。また、加工性も容易であることから、将来的には手術

器具だけに限らず、医療現場における鋼製品の代替品としての応用が期待できる。 

 

 

 
  

「軽量樹脂製手術器具の開発・事業」	

高精度樹脂製手術器具による軽量化・医療業務革命	
日精産業、東レ・メディカル、滋賀医科大学	

H27-069	

樹脂化・軽量化による医療業務の革命	

重い・高い・メンテしにくい！現在の手術器具	

日精産業（株）：超精密成形で軽量・高機能製品展開	

l 鋼製手術器具は重く、備蓄が困難。	
l 単回使用の（鋼製）小物は精度も強度も不足。	
l 設計が古く、手術室・救急室以外の使用は想定さ
れず、メンテ技術者不足。	

l 持ち運びや洗浄では、重くて医療従事者泣かせ。	

 	

l 軽量化(1/3以下）による運搬・洗浄時の負荷が低
下。病院リソースを手術に集中できます。	

l 絶縁性、導電性、高機能性など従来にない新たな
使用機能を目指します。	

l 単回使用品は、最高の性能で、いつでも使えます。	

Class	Ⅰ	
Class	Ⅱ	

超精密成形で培った技術で、進化し続ける医療現場の高
い要望に応えます。高精細なブロック金型を開発し、高機
能樹脂と複合材料（セラミック、カーボン）等で価値のある
高精度樹脂製手術器具を実現します。（医療機器製造業
に新規参入）	

平成29（2017）年3月時点	

高精度樹脂製手術器具	

ピンセット	

鉗子／持針器	

医療機関	
滋賀医科大学	

　・ニーズの発掘、・開発品の解析・評価	
	
	

臨床応用への課題解決、現場ニーズの明確化、有効性の評価・改善点の助言	

ものづくり中小企業	
日精産業(株)	

製造業［13BZ201029］	

　・試作品の製作	
　・生産プロセスの確立	

製販企業	
東レ・メディカル(株)	

第一種製造販売業［13B1X00015］	

　・製品設計・事業化	
　・ものづくり企業への薬事支援	

　東レ（株）	
　　PPS事業部	

顧客：医療機関	
　　　　行政機関	
　　　【国内／海外】	

販売（代理店、直販）	

PL	

県内医療機関	
	

　・手術室・外来での評価	

外科（消化器・乳腺一般）	
手術への応用	

強磁場での使用経験における解析	

救急・集中治療部	
災害時を想定した評価	

総合外科学講座	
救急処置への応用	

看護部	
手術室・外来での評価	

看護学科	
看護労務にかかる評価	

SL	ﾊﾞｲｵﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ	
評価・解析等、総合アドバイザー	

代表機関	

樹脂供給	

栃木精工(株)	
製造委託	

　・滅菌	
　・梱包	

シャルマン(株)	
部材製造	

　・Ti製品	

Ti製品供給	
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1.1 事業の目的 

手術室や外来処置で用いる医療器具（以下「手術器具」という。）の多くが鋼製である。鋼製小物のデ

メリットとして「重い」「大量生産に向かない」「帯磁性である」等が挙げられる。 

手術器具が重いことについて、女性医療従事者等の医療関係者から手術器具の軽量化が望まれている。

チタン製小物も増加しているが、鋼製小物と比較すると高額であり、普及に至っていない。 

また、大規模災害、パンデミックの際、外科的処置を行うにあたり切開、把持などの基本的機能が可能

となる手術器具の備蓄が必要であるが、鋼製小物の場合、大量生産性、備蓄性が悪い。さらに、救急現

場での洗浄滅菌再利用は現実的でないといった理由から、単回使用も必要なケースが想定され、リユー

スに加え単回使用に対するニーズもあり、樹脂製を使用することで実現が可能となる。 

また、MR画像ガイド下での穿刺、手術においては磁性がある鋼製小物の場合、画像に影響を与えてしま

ったり、CT ガイド下での穿刺、手術においては、金属アーチファクトの問題があり、画像が見えなくな

ってしまう。影響を与えにくいチタン製やセラミック製の手術器具も存在するが、非常に高価であり、

普及に至っていない。 

これらの課題解決方法として、まずは医療現場の中で手術現場での手術の準備から術中、術後における

各作業の肉体的負担を軽減するために、手術室周辺で使用される鋼製小物すべてを軽量化することを目

標とした。なお、軽量樹脂製手術器具の販売及び普及のために最低限手術が行える鋼製小物の樹脂代替

品の品揃えが必要であること、開発設計上異なる要素を含んでいることから、「ピンセット」「鉗子・持

針器」「はさみ」を選択した。 

樹脂に関しては、軽量耐熱性樹脂、セラミック、カーボン等を組合わせることで、手術器具の基本性能

を担保させた上で、軽量化も含め、以下のような特長を持たせることができる。これらの特長を兼ね備

えた鋼製小物にかわる高機能な樹脂製手術器具の開発・製品化を目的とする。 

○軽量である。 

○大量生産にも対応可能である。 

○易加工性。易機能付加。 

○非磁性である。 

○低コストである（高精細ブロック化金型により、1つの金型で複数の製品を製造できる）。 

○単回使用（ピンセット、鉗子・持針器）であるため、洗浄や滅菌作業が不要である。 

本事業では、「ピンセット」（リユース・単回使用）、「鉗子・持針器」（リユース・単回使用）及び「は

さみ」（リユース）を作製する。それぞれの薬事申請及び上市時期について、海外は未定であるが、国内

はそれぞれ以下の予定とする。なお、「はさみ」の単回使用についてはリユースと並行して開発・製品化

を行い、薬事申請を平成 30 年 3 月に行う予定であるが、認証取得に相当の期間を必要とすることから、

上市時期は平成 30年 8月くらいになると予想されるため、本事業と並行して、独自で開発・製品化を行

う。 

○ピンセット 

リユース・・・薬事申請：平成 28年 10月、上市：平成 28年 10月 

単回使用・・・薬事申請：平成 28年 10月、上市：平成 29年 3月 

○鉗子・持針器 

リユース・・・薬事申請：平成 29年 10月、上市：平成 29年 10月 

単回使用・・・薬事申請：平成 29年 10月、上市：平成 30年 3月 

○はさみ 

リユース・・・薬事申請：平成 30年 3月、上市：平成 30年 3月 

（単回使用・・・薬事申請：平成 30年 3月、上市：平成 30年 8月） 
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1.2 事業の実施体制 

代表機関：国立大学法人滋賀医科大学 

PL： 梶山 隆啓（日精産業株式会社） 

SL： 目片 英治（国立大学法人滋賀医科大学） 

共同体： ①日精産業株式会社 

  ②東レ・メディカル株式会社 
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1.3 最終製品（＝事業化する医療機器） 

(1) 事業化する医療機器の概要 

 1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 ピンセット クラス分類 クラスⅠ／クラスⅡ 

製品名 未定 分類名称（一般的名称） （単回使用）ピンセット 

対象疾患 外科的処置一般 届出／認証／承認 届出／認証 

想定される販売先 医療機関 新／改良／後発 改良医療機器 

使用目的又は効果 

手術時等に組織、布、縫合糸等を閉じて挟む。鏡視下および非鏡視下手術で使用可能。従来

の鋼製手術器具の性能を有し、軽量で CT や MRI ガイド下で使用できる。先端部は、要求に

応じ、ドベーキー仕様、爪付き仕様などの形状および１～3mm幅など使いやすい設計を行う。

絶縁性と導電性のグレードを設定。リユース品および単回使用品の両方を上市。 

薬事申請予定者 東レ・メディカル株式会社 医療機器製造販売業許可 13B1X00015 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

日精産業株式会社 医療機器製造業許可 13BZ201029 

 業許可  

 業許可  

 

 2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

   

薬事申請時期 平成 29（2017）年 3月 未 定 

上市時期 
平成 29（2017）年 3月（リユース） 

平成 29（2017）年 7月（単回使用） 
未 定 

想定売上（上市後 3年目） 2.10億円／年（平成 32（2020）年時点） 未 定 

市場規模（上市後 3年目） 17.00億円／年（平成 32（2020）年時点） 未 定 

想定シェア（上市後 3年目） 11％（平成 32（2020）年時点） 未 定 

※薬事申請時期及び上市時期については、長期安定性試験・生物学的試験などの実施に想定以上の時間がかかること、滅菌委

託先選定が遅れバリデーションを実施予定日が遅くなったこと、ISO13485 認証取得のためには製品設計が終了している必要があ

り、日精産業での ISO13485認証取得に遅れが生じたことに伴い、当初計画より遅れが生じた。 
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 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

従来の鋼製品に対し、1/3 以下の重量に軽量化。 

手術時等に組織、布、縫合糸等を閉じて挟む。鏡視下および非鏡視下手術で使用可能。従来の鋼製手術

器具の性能を有し、軽量で、CTや MRIガイド下で使用できる。先端部は、要求に応じ、ドベーキー仕様、

爪付き仕様などの形状および 1〜3mm幅など使いやすい設計を行う。 

医師の使用感向上のために、新たな官能評価指標を確立させることを目指した検討を行って、握るとき

の握力が小さいことが望ましいことを突き止めた。この指標を元に、形状の最適化を図った。 

今年度は 200mm 長の先端部ドベーキー加工の外科用汎用品で、先端部を合わせたときねじれを抑える

「ねじれ抑制ピン」を新設したもの、また 120mmの先端部鉤ありまたは鉤なしで波加工のアドソンの２種

類、合計３種類について、導電性の樹脂グレードを設定し、リユース品および単回使用品の両方を上市す

る予定とした。絶縁性グレードは製品ニーズが確認できないことから先送りすることにした。 

手元側に応力集中し、破損する危険があるため、形状を下記の通り再設計し、修正した。また、先端部

の把持性を高めるため、凹凸の大きさを小さくし、強く握った際にも先端部が開かないようを改善した。 
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【鉗子】 

 1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 鉗子 クラス分類 クラスⅠ／クラスⅡ 

製品名 未定 分類名称（一般的名称） （単回使用）鉗子 

対象疾患 外科的処置一般 届出／認証／承認 届出／認証 

想定される販売先 医療機関 新／改良／後発 改良医療機器 

使用目的又は効果 

手術時等に組織、布、縫合糸等を把持、シール、牽引または支持する。鏡視下および非鏡視

下手術で使用可能。従来の鋼製手術器具の性能を有し、軽量で CT や MRI ガイド下で使用で

きる。先端部は、要求に応じ、ドベーキー仕様、爪付き仕様などの形状および１～3mm 幅な

ど使いやすい設計を行う。絶縁性と導電性のグレードを設定。リユース品および単回使用品

の両方を上市。 

薬事申請予定者 東レ・メディカル株式会社 医療機器製造販売業許可 13B1X00015 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

日精産業株式会社 医療機器製造業許可 13BZ201029 

 業許可  

 業許可  

 2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

   

薬事申請時期 平成 29（2017）年 10月 未 定 

上市時期 
平成 29（2017）年 10月（リユース） 

平成 30（2018）年 3月（単回使用） 
未 定 

想定売上（上市後 3年目） 4.20億円／年（平成 33（2021）年時点） 未 定 

市場規模（上市後 3年目） 37.00億円／年（平成 33（2021）年時点） 未 定 

想定シェア（上市後 3年目） 11％（平成 33（2021）年時点） 未 定 

注）市場規模は競合品も含めた市場全体 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

従来の鋼製品に対し、1/3 以下の重量に軽量化。 

手術時等に組織、布、縫合糸等を把持、シール、牽引又は支持する。鏡視下および非鏡視下手術で使

用可能。従来の鋼製手術器具の性能を有し、軽量で、CT や MRI ガイド下で使用できる。先端部は、要求

に応じ、ドベーキー仕様、爪付き仕様などの形状および 1〜3mm幅など使いやすい設計を行う。絶縁性と

導電性のグレードを設定。リユース品および単回使用品の両方を上市。針を掴みやすいようにエッジ部

分まで表面加工を施し、縫合時の針の回転を抑えるため、針の把持部には、摩擦係数を高めるためのゴ

ム弾性層を付けるか、硬度の高い薄層を付けるか、どちらかで実現する。 

セラミックを貼り付けたところ、針の回転を抑えられることがわかったが、なお改善が必要なレベル

であった。 
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【はさみ】 

 1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 はさみ クラス分類 クラスⅠ 

製品名 未定 分類名称（一般的名称） はさみ 

対象疾患 外科的処置一般 届出／認証／承認 届出 

想定される販売先 医療機関 新／改良／後発 改良医療機器 

使用目的又は効果 

手術時等に組織、布、縫合糸等を切断、剥離する。鏡視下および非鏡視下手術で使用可能。

従来の鋼製手術器具の性能を有し、軽量で CT や MRI ガイド下で使用できる。先端部に、セ

ラミックもしくは非磁性金属を用いた、絶縁性を持つ樹脂製品。リユース品を上市。 

薬事申請予定者 東レ・メディカル株式会社 医療機器製造販売業許可 13B1X00015 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

日精産業株式会社 医療機器製造業許可 13BZ201029 

 業許可  

 業許可  

 2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

   

薬事申請時期 平成 30（2018）年 3月 未 定 

上市時期 平成 30（2018）年 3月 未 定 

想定売上（上市後 3年目） 0.80億円／年（平成 33（2021）年時点） 未 定 

市場規模（上市後 3年目） 14.00億円／年（平成 33（2021）年時点） 未 定 

想定シェア（上市後 3年目） 6％（平成 33（2021）年時点） 未 定 

注）市場規模は競合品も含めた市場全体 
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 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

従来の鋼製品に対し、1/3 以下の重量に軽量化。 

手術時等に組織、布、縫合糸等を切断、剥離する。鏡視下および非鏡視下手術で使用可能。従来の鋼

製手術器具の性能を有し、軽量で、CT や MRI ガイド下で使用できる。先端部に、セラミックもしくは非

磁性金属を用いた、絶縁性を持つ樹脂製品。リユース品を上市（ただし、単回使用品は認証が遅れるた

め、対象外）。 

刃先部分のみ非磁性セラミックを用いて制作し、インサート成型を試みたが、割れの発生や刃先の合

わせが困難であることがわかった。このため、先端部全体を非磁性金属で成型し、ハイブリッド加工す

ることに関して検討を始めた。 
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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 

当面、リユース製品の事業主体で市場の反応を見るためのパイロット販売を行う。想定顧客はリユー

ス製品及び単回使用製品で異なる。 

リユース製品 

・ 外科、救急等の外科系医師 

単回使用製品 

・救急対応の DMAT 医師 

・広域災害時やパンデミック対応の医師 

・ノルメカ社と面談し、災害時事業について打合せ。 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

市場規模（2020 年推定）（市場規模は競合品も含めた市場全体） 

a．既存鋼製小物の市場（出所：2013年、薬事工業生産動態統計（厚労省）） 

   下記表の通り、2013 年ピンセット：15.3 億円、鉗子・持針器：41.5 億円、剪刀・はさみ 11.1 億

円である。 

   その他、軽量ニーズの大きい透析施設などで使われるチューブ鉗子：5000 円×10万個＝5億円 

 b．鏡視下手術用製品の市場（出所：2012〜2013 年版 医療用内視鏡・関連製品の分野別(科別)市場分

析と将来展望） 

   ピンセット：13億円、生検・把持鉗子： 20億円、はさみ 7億円 

 c．新規創生市場 

医療機器産業ビジョン 2013に記載の通り、広域災害の際の課題や、パンデミック時の対応のため、

備蓄用途の開拓を行う必要がある。自衛隊等の有事ニーズ対応としては、別途この領域に強い販社

との折衝を行う。広域災害や、パンデミック対応のためには、自治体や「福島県広域災害福祉支援

ネットワーク協議会」のような団体と交渉を行って、行政等へのまとまった数量の納入を目指し、

この用途を中心に単回使用品を事業化する。 

   CT、MRIガイド下で使用可能な手術用製品として、市場の 10%を獲得。 

広域災害・パンデミック対応のための備蓄用途：2000円×10万個＝2億円 

ピンセット、鉗子類、はさみ（3種類）2億円×3＝6億円 

   2020年市場はさほど伸びないとして、新規創生市場は品揃えの目処が立った 2021年以降立ち上が

ると予想。 

   既存事業の置き換えは、 

    ピンセット 28.3億円（40％）、鉗子類 61.5億円(32.5%)、はさみ類 18.1 億円（55,2%） 

   （ ）内置き換え率で市場を以下の様に推定した。 

    2020年、鑷子：17億円、鉗子類：20億円、はさみ類：10億円。 

 

リユース品：平均販売単価 8000円、単回使用品：平均販売単価 2000円を想定。 

単回使用品のリユースを避けるため、RFID タグの組み込みや、再滅菌できないような製品管理を

導入する必要性がある。 

単回使用は最終的な目標であって、当面はリユース製品（50 回使用を目標）での市場参入を行っ

て、市場の反応を確認しながらの事業を行う。本事業をサポートするため、従来の鋼製小物を含め

た手術準備の簡便化に寄与する周辺技術の開発も急務と考える。 
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(3) 競合製品／競合企業との差別化要素 

 1) 競合製品／競合企業の動向 

軽量化を目指して軽量チタンの製品群が増加すると考えられるが、高価であり、中小メーカーが主

体と考える。高精度加工品については、今後技術者不足が加速し、供給バランスが崩れていくことが

予想される。特に、メンテナンス市場は衰退するため、現状鋼製品は半永久的に使用できると認知さ

れているが、見直しが必要になる。鋼製品においても、先端部のメンテナンスは繰り返し必要になり、

その費用も想定以上に高額になる。 

競合企業は、安価に金属（主にステンレス）を用いた鋼製品を製造するメーカーとなるが、ドイツ、

パキスタン、中国の企業になると想定。競合製品も当面鋼製品。樹脂製のいわゆる鋼製小物も一部販

売されているが、強度面で話にならない。PEEK 材の製品が唯一強度をクリアしているが、樹脂の価格

が高く、開発製品に優位性がある。 

現状ほとんどの製品はリユース市場であり、洗浄・滅菌コストを見積もった上で、病院経営上、単

回使用品としての説得性のある価格設定ができるかどうかが市場獲得のための障壁で有り、鍵となる。

今回、国立病院機構東近江総合医療センター（320床）での鋼製小物の運用経費を試算した。 

①前提条件 

a．手術件数：消化器系手術週 2回（年間 110回） 

b．洗浄滅菌要員：看護師１人が 5時間/日で実施。平均的な時給 2500円を採用。 

c．手術用の鋼製小物は約 60品目。安価な製品からチタン製の高額な製品まで考慮。 

d．滅菌は安価な高圧蒸気滅菌器（耐用年数 6年）で、手術 1回分の器具を 2 バッチで滅菌。高速滅

菌器（耐用年数 4年）で補足的に 1バッチ滅菌。 

e．他に、洗浄器、乾燥機、施設費を考慮して、1年あたりの運営費を算出。 

②鋼製品の内訳及び年間費用 

 

一般的な器具 高価な器具 チタン製 一般的な器具 高価な器具 チタン製

布鉗子 3 6500 12000 20000 19500 36000 60000

鉗子（ペアン　無鉤） 5 4000 10000 20000 20000 50000 100000

鉗子（コッヘル　有鉤） 10 4000 10000 20000 40000 100000 200000

鉗子（モスキート　無
鉤）

10 4000 10000 20000 40000 100000 200000

長鉗子（ケリー　無鉤） 4 4000 10000 20000 16000 40000 80000

長鉗子（ケリ子　無鉤） 5 4000 10000 20000 20000 50000 100000

直角長鉗子（直角ケ
リー）

2 4000 10000 20000 8000 20000 40000

腹膜鉗子（有鉤） 4 4000 10000 20000 16000 40000 80000

中鑷子（無鉤） 2 4000 10000 25000 8000 20000 50000

中鑷子（有鉤） 2 4000 10000 25000 8000 20000 50000

長鑷子（無鉤） 2 4000 10000 25000 8000 20000 50000

中ドベーキー 2 4000 39000 40000 8000 78000 80000

長ドベーキー 2 4000 39000 40000 8000 78000 80000

アドソンピンセット 1 8000 39000 40000 8000 39000 40000

ハサミ（曲） 1 4000 10000 15000 4000 10000 15000

ハサミ（直） 1 4000 10000 15000 4000 10000 15000

長クーパー（曲） 1 4000 10000 15000 4000 10000 15000

メッツエン 1 25000 30000 40000 25000 30000 40000

持針器(へガール） 2 8000 13000 49000 16000 26000 98000

持針器(マチュー） 2 22800 30000 49000 45600 60000 98000

埋没用（へガール） 1 8000 13000 49000 8000 13000 49000

滅菌ケース
（仕切り込み）

5 150000 150000 150000 750000 750000 750000

メンテ費用 ２回／年 68 10000 680000 680000 680000

３年間の費用 1764100 2280000 2970000

費用／年 588033 760000 990000

手術器具のコスト計算

鉗子類

ピンセット類

剪刀類

持針器

総額単価
器具名 個数
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  今回開発する製品は、チタン製を凌駕する軽量化を実現した製品であるので、99 万円/年を採用。 

③鋼製品運用コスト 

  前提条件に即した費用を算出した。下表の通り、年間 1240万円の経費がかかると試算した。 

 

 

④開発品の妥当な販売価格の算定 

現状 1240万円の費用で、同様の手術を行える環境を築くことから以下のように試算した。 

単回使用品：平均販売価格 2000円を設定。（上記条件では、年間費用は 1320 万円） 

        緊急時を含めいつでも滅菌した新品の手術器具が使えるメリットがあることから市

場で受け入れられると想定。 

        （2000円×60品目×110回＝1320万円） 

リユース品：平均単価 8000円を想定。（50回再利用。上記条件で年間費用は 1056万円） 

        チタン製よりも軽量で、従来品と同等性能を有し、年間費用が 180 万円ほど下げら

れる。 

 

⑤販売想定価の妥当性 

現状単回使用の鋼製手術器具は、600 円/本が市場価格になっている。しかし、実際の手術での使

用には耐えず、外来での簡単な処置に用いられているに過ぎないのが現状である。このため、高性

能単回使用軽量手術器具 2000円/本の設定は、受け入れられると考える。 

また、製造コストとしては、5000 円/kg の高機能樹脂を使用しても、製品の重量は 15g 程度と軽

く、75円程度のコストとなる。金型コストもブロック化金型技術を使うことで低減可能であって、1

万個生産にとどまったとしても 100円程度と考えられ、販売価格 2000円は妥当と考えられる。ただ

し、当面のパイロット販売は、リユース使用中心の販売平均価格 8000円で、実施する。 

 

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

既存の樹脂製手術器具の品質は悪く、今回の開発品では競合とはならないと考えている。 

高性能製品を開発できるための要素として、①高性能樹脂の保有、②ブロック化金型技術の展開、

③高機能金型作成技術、④高精度成型技術、⑤医療機関の複数の診療科のサポート、などが揃う必要

がある。これらの項目での強みは以下の通り。 

①高性能樹脂保有の強み 

今回の開発のための枠組みでは、複数の高性能樹脂をグループ内で保有し、利用可能な位置づ

けにあることが競合企業の大きな参入障壁となる。特に、高性能樹脂やその利用については、樹

脂そのものを特許でカバーしており、今回の開発では、応用特許の出願によってさらに強固な状

況に進めていく予定である。（今回主に使用を考えている PPS樹脂については、今後の改良樹脂を

含め、東レでの特許出願が進んでおり、成型可能品として手術用小物については権利範囲内にあ

る状況。）また、現状では医療用途への樹脂の供給には抵抗がある会社が多く、開発が速やかに進

めにくい点についても、我々にとっては問題を生じない点に強みを持つ。 

②ブロック化金型技術の強み 

ブロック化金型技術と樹脂の性格から、少量多品種の開発を求められる手術機器の開発におい

ても、低コスト化が期待できる。長さ、先端形状、持ち手部分の幅など、3ブロック化することで、

各 3種類作成すればその組み合わせとして 3×3×3の 27種類の製品を金型費用 400万円程度で製

造可能となる。 

さらに、樹脂を変えることで物性変更も可能となるため、さらに多種類の製品を製造できる点
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は大きな強みとなる。 

（医療機器産業ビジョン2013に記載の通り、日本の得意技術である「金型技術」を有効活用する

ことが医療機器産業を伸ばす原動力になる） 

 

③高機能金型作成技術、④高精度成型技術の強み 

    メンバーの日精産業(株)は、長年電子部品産業で培った高度な技術を持ち、加工精度、インサ

ート成型技術などに秀でており、競争力は高い。 

 

⑤医療機関の複数の診療科のサポート環境の実現の強み 

    滋賀医科大学では、外科、救急集中治療部、手術部、看護部、産学連携室、産科の提携病院な

ど幅広いメンバーの参画を実現した。これによって、バイアスのかかりにくい製品開発を実施可

能である。 

 

既存鋼製品は、ソフト凝固など、簡単な止血操作にも便利に使われている。開発品は、このニーズ

にも対応すべく、導電性を有する樹脂を使った製品を上市することで、ニーズに応えられる。また、

高周波電流を利用したエネルギーデバイス全盛の昨今、感電事故防止の意味から絶縁性の高い製品も

差別化して製品化する。その他、樹脂特有の加工性の高さ、量産性の高さを使い、高精度・高機能製

品を安価に提供し、医療機関での業務革命に寄与したい。特に単価が高い内視鏡手術用器具の設計に

ついては前倒しで検討を進めていきたい。 

 

ソルベイ、エンスィンガー等の、医療用樹脂を供給する企業に比べ、東レ G の保有する樹脂の種類

は少ないものの、炭素繊維の複合化技術に於いて世界有数の技術を持つこと、採用予定の PPS 樹脂に

ついては、オリゴマー生成量の低い重合技術を有するなど優位性を有している。これらの強みを生か

し、直接医療機器を製造することによって、さらに有利に事業展開を図ることが可能である。 

 

 金属製の手術器具に対しては、安価に、1/3 程度の軽量化が実現できる。 
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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 H31（2019）年度 H32（2020）年度 H33（2021）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

・樹脂選定予備検討
・成型品強度見積もり
・切削モデル作成

試作機開発・改良
【製品名】

量産機開発
【製品名】

臨床研究

薬事申請

知財対応

販売戦略

上市時期

スケジュール変更理由

事業の実施内容

自主事業の内容

・特許環境調査（手持ち資料）
・樹脂選定予備検討
・成型品強度見積もり
・切削モデル作成

・樹脂選定
・セラミックス情報入手
・成形法検討
・日精産業医療機器製造業届け出支援

・販売体制の整備
・日精産業医療機器製造業取得
・日精産業ISO１３４８５認証取得のための社
内教育
・QMS体制確立のためのサポート

①試作品の製作、改良及び量産体制
②軽量樹脂製手術器具の薬事戦略、事業
化・販売戦略の検討
③試作品の評価・解析、ニーズの発掘
④知財戦略・管理
⑤事業全体の経理・運営等にかかる管理

①ピンセット上市品目を確定した。
②製品安全に関わる、ピンセット以外にも共
通的な安全性試験の検討を行った。試験の
外注依頼ずみ。
③応力集中の欠点改善や把持性向上のため
金型形状修正を行った。
④破断防止策を纏め、試作評価準備中

長期安定性試験の実施に、想定以上の時間
がかかること、社内品証部から想定以上の安
全性に関する要求事項を求められたことから
単回使用品の申請準備が遅れた。さらに、滅
菌委託先選定が遅れ、バリデーションの実施
予定日が遅くなり、委託先での都合で更に実
施が延期された。ISO１３４８５認証取得のた
めには製品設計が終了している必要があるこ
とから日精産業でのISO１３４８５認証取得に
遅れが出た。
ピンセット形状で応力集中する欠点が認めら
れたので追加で金型修正を行った。さらに、
使用時の違和感低減のための形状改良を
行った。

ラパロ用その他、特品の設計

ラパロ用その他、特品の量産化

ラパロ用その他、特品の設計・試作

ラパロ用その他、特品の臨床開発

ラパロ用その他、特品の薬事申請対応

溶出物チェック

樹脂との複合化の検討

セラミックスでのインサート成型検討

非磁性体成型委託先選定

生物学的安全性・安定性評価

簡易管理システムの組み込み

人間工学的な形状設計

ピンセット金型設計製作

鉗子金型設計製作

はさみ金型設計製作

把持力測定法確立

はさみ試作品開発（一次）

鉗子試作品開発（二次）

はさみ試作品開発（二次）

鉗子試作品開発（一次）

ピンセット試作品開発（一次）

ピンセット試作品開発（二次）

長繊維炭素繊維混合樹脂成形技術

インサート成型技術

はさみ、持針器での基本機能を樹脂で達成

はさみ開発鉗子開発

ピンセット用金型製作

ピンセット製品規格決定導入準備

動物での評価
ピンセット使いやすさ評価法確立

鉗子開発 鉗子改良

はさみ開発 はさみ改良

★

製造業届出準備

★

製造業取得（日精産業）

QMS管理体制整備

★

相談 申請準備

★
申請、

届出

認証取得

★
相談 申請準備

★
申請、

届出

申請準備
★

★
認証取得

申請、

届出
★

認証取得

樹脂に関する簡易調査実施

戦略検討
調査

★
出願

★
戦略検討
調査

出願

病院での鋼製品運用コスト見積

販売チャンネル拡大検討

単回使用品の販売チャンネル検討

アフターサービス体制構築

市場調査/事業環境調査

★

ピンセット上市

（リユース）

★

ピンセット上市

（単回使用）

★
鉗子上市（単回使用）

★
はさみリユース品上市

破断防止策組み込み

ピンセット形状改良

ピンセット形状改良

★

鉗子上市（リユース）

★
出願商標検討
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 1) 投資回収計画 

【ピンセット】 

 ① 国内 

ピンセット 

（リユース） 

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） 0.30 0.05 0.21 0.16 0.25 0.16 0.25 0.25 0.25 0.25 

 うち委託費 0.30 0.05 0.05 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.00 0.00 0.16 0.16 0.25 0.16 0.25 0.25 0.25 0.25 

売上高（単位：億円） － － 0.16 0.56 1.04 1.60 2.40 3.20 4.00 4.80 

販売数量（単位：千個） － － 2 7 13 20 30 40 50 60 

 ② 海外 

ピンセット 

（リユース） 

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 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 

上市時期 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 

 ③ 国内・海外合計 

ピンセット 

（リユース） 

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） 0.30 0.05 0.21 0.16 0.25 0.16 0.25 0.25 0.25 0.25 

 うち委託費 0.30 0.05 0.05 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.00 0.00 0.16 0.16 0.24 0.16 0.25 0.25 0.25 0.25 

売上高（単位：億円） － － 0.16 0.56 1.04 1.60 2.40 3.20 4.00 4.80 

販売数量（単位：千個） － － 2 7 13 20 30 40 50 60 

 ④ 国内 

ピンセット 

（単回使用） 

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 0.05 0.21 0.16 0.25 0.16 0.25 0.25 0.25 0.25 

 うち委託費 0.00 0.05 0.05 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.00 0.00 0.16 0.16 0.25 0.16 0.25 0.25 0.25 0.25 

売上高（単位：億円） － － 0.04 0.14 0.26 0.50 1.00 1.40 2.00 2.20 

販売数量（単位：千個） － － 2 7 13 25 50 70 100 110 

※薬事申請時期及び上市時期については、長期安定性試験・生物学的試験などの実施に想定以上の時間がかかること、滅

菌委託先選定が遅れバリデーションの実施予定日が遅くなったこと、ISO13485認証取得のためには製品設計が終了してい

る必要があり、日精産業での ISO13485 認証取得に遅れが生じたことに伴い、当初計画より遅れが生じた。 
ピンセット 

（単回使用） 

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 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 

上市時期 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 

 

ピンセット 

（単回使用） 

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） 0.00 0.05 0.21 0.16 0.25 0.16 0.25 0.25 0.25 0.25 

 うち委託費 0.00 0.05 0.05 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.00 0.00 0.16 0.16 0.25 0.16 0.25 0.25 0.25 0.25 

売上高（単位：億円） － － 0.04 0.14 0.26 0.50 1.00 1.40 2.00 2.20 

販売数量（単位：千個） － － 2 7 13 25 50 70 100 110 
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【鉗子】 

 ① 国内 

鉗子 

（リユース） 

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 0.30 0.05 0.20 0.20 0.11 0.25 0.25 0.25 0.25 

 うち委託費 0.20 0.30 0.05 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 0.11 0.25 0.25 0.25 0.25 

売上高（単位：億円） － － － 0.16 0.56 2.00 3.20 4.00 4.80 5.60 

販売数量（単位：千個） － － － 2 7 25 40 50 60 70 

 ② 海外 

鉗子 

（リユース） 

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 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 

上市時期 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 

 ③ 国内・海外合計 

鉗子 

（リユース） 

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 0.30 0.05 0.20 0.20 0.11 0.25 0.25 0.25 0.25 

 うち委託費 0.30 0.05 － － － － － － － － 

 うち自己負担 0.00 0.00 0.20 0.20 0.11 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 

売上高（単位：億円） － － － 0.16 0.56 2.00 3.20 4.00 4.80 5.60 

販売数量（単位：千個） － － － 2 7 25 40 50 60 70 

 ④ 国内 

鉗子 

（単回使用） 

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 0.05 0.20 0.20 0.11 0.25 0.25 0.25 0.25 

 うち委託費 0.00 0.00 0.05 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 0.11 0.25 0.25 0.25 0.25 

売上高（単位：億円） － － － 0.04 0.14 0.60 1.00 1.60 2.40 2.60 

販売数量（単位：千個） － － － 2 7 30 50 80 120 130 

 ⑤ 海外 

鉗子 

（単回使用） 

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 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 

上市時期 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 

 ⑥ 国内・海外合計 

鉗子 

（リユース） 

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） 0.00 0.00 0.05 0.20 0.20 0.11 0.25 0.25 0.25 0.25 

 うち委託費 0.00 0.05 － － － － － － － － 

 うち自己負担 0.00 0.00 0.20 0.20 0.11 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 

売上高（単位：億円） － － － 0.04 0.14 0.60 1.00 1.60 2.40 2.60 

販売数量（単位：千個） － － － 2 7 30 50 80 120 130 
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【はさみ】 

 ① 国内 

はさみ 
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 0.10 0.30 0.20 0.20 0.11 0.20 0.20 0.20 0.20 

 うち委託費 0.00 0.10 0.30 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 0.11 0.20 0.20 0.20 0.20 

売上高（単位：億円） － － － 0.08 0.24 0.40 0.80 2.00 3.20 4.80 

販売数量（単位：千個） － － － 1 3 5 10 25 40 60 

 ② 海外 

はさみ 
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 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 

上市時期 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 

 ③ 国内・海外合計 

はさみ 
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） 0.00 0.10 0.30 0.20 0.20 0.11 0.20 0.20 0.20 0.20 

 うち委託費 0.10 0.30 － － － － － － － － 

 うち自己負担 0.00 0.00 0.20 0.20 0.11 0.20 0.20 0.20 0.20 0.40 

売上高（単位：億円） － － － 0.08 0.24 0.40 0.80 2.00 3.20 4.80 

販売数量（単位：千個） － － － 1 3 5 10 25 40 60 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

軽量樹脂製手術器具の市場開拓のためには、少なくともピンセット、鉗子、はさみの 3 つの異なる

機能を持つ製品の樹脂化を実現する必要がある。助成期間の 3 年間でこれらの要素技術の確立を目指

す。 

その際、早期に市場の反応を見て、市場が真に要求するニーズに適合させ、事業の成功確率を高め

たい。そのため、特にリユース市場を狙った製品の国内市場での事業化を可能な限り早く立ち上げ、

市場の反応を見る。単回使用品は、認知され、販売個数が順調に増える見通しを得られないと､通常品

を製品として上市するには厳しい面があるため、内視鏡手術で用いられる器具や、樹脂としての特長

を生かした革命的な製品開発に視点を移す。 

今回実施した、国立病院機構東近江総合医療センターの例から算出した手術用鋼製小物のランニン

グコストから、販売価格はリユース品では平均 8000 円、単回使用品では平均 2000 円を目標に定める

必要がある。金型費用や樹脂のコストなどから概算した製造コストは、200円程度であって十分に事業

性があると考えている。 

2017 年にプレマーケティングを兼ねてまずピンセットの国内上市を図る。リユース品、単回使用品

のそれぞれの市場での受け入れ状態を把握し、使いやすさの改良等の継続的な改良品開発を進めなが

ら、販売数量の確保を行う。 

同様に、2018 年、鉗子については、リユース品と単回使用の両方を、また、はさみについてはリユ

ース品について国内上市を図る。シンプルな単機能品から、市場の要求を取り入れた、樹脂特有の性

質を持つ製品の開発を続けながら、数量確保を目指す。 

 

病院手術室での使用以外にも、広域災害時やパンデミック対応のための、備蓄用軽量手術器具とし

て行政や各自治体、自衛隊などへの新規販路開拓を行いたい。 

各製品共に、3年程度での単年度黒字化を達成し、投資回収を行う。 
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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”   

現状の鋼製手術機器は、材質が金属であることから、半永久的に使えるものと錯覚している面がある。

2015 年度の市場調査では、手術器具販売メーカーの協力を得ることができた。その結果、鋼製品でも基

本的には消耗品扱いであって、数年で入れ替えが必要であることがわかった。単回使用の方が扱いやす

いとのニーズもあるらしい。さらに、既存の鋼製品ではメンテナンスが必須で有り、現状この修理業で

の利益率が高いこと、修理業を行える職人の数が減少しており、問題があることなどが判明した。この

ままでは、近い将来日本における鋼製小物市場は、リユースができなくなる懸念があり、早急に仕組み

を変える必要性があると考える。もっとも、樹脂化したとしても幅広い品揃えが必要と考える。鏡視下

手術用などの形状の多様化はもちろん、使用する樹脂の差別化によって、様々な物性の製品を試作し、

市場ニーズとのマッチングによって新製品を投入する。樹脂化によって軽量化した製品群の新たなブラ

ンドを立ち上げ、医療関係者の間に周知させ、鋼製品では実現しにくい、全体に丸みのある形状や、LED

やカメラなどとの組み合わせ、また、付加価値を高めるためセンサー組み込みなど、鋼製品に真似ので

きない新規機能の付与を行っていく。この仕掛けを通じて、リユース品では平均 8000 円、単回使用品で

は平均 2000 円の目標売価を大きく上回っても市場から受け入れられる新製品を投入し続ける。 

 

 2) ビジネス体制 

 
 

(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 第三者認証機関（JQA）との相談（2016 年 12 月 22 日） 

鋼製品に変わる樹脂製の製品であるので、安定性を含む安全性評価の手法に関して相談を行った。単

回使用品としても滅菌後の製品有効期限を 3 年とした場合、アレニウスの式に従った加速試験結果での

代用（ただし、実保管試験結果も取っておくことを勧められた。）は可能で有ることが確認できた。 

ただし、今回使用する樹脂が 260℃での使用に耐えるため、150℃での加速試験（1 日で 9 年に相当）

を行った点について相談したが、妥当性に関して肯定も否定もされなかった。 

上市後のビジネス体制	

販売（代理店、直販）	

顧客：医療機関	
　　　　行政機関	
　　　【国内／海外】	

製販企業	
東レ・メディカル(株)	

第一種製造販売業［13B1X00015］	

　・製品設計・事業化	
　・新規市場開拓（新規用途）	

医療機関	
滋賀医科大学	

	
　・製品改良への提言、新規ニーズの発掘、製品の導入	

	
	

ものづくり中小企業	
日精産業(株)	

製造業（一般）　［13BZ201029］	

　　・生産プロセスの確立	
　　・滅菌プロセス（外注）	

　製品の拡充	
チタン、セラミック加工、炭素繊維コンポジット加工	

メーカーとの協業	
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 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） 

昨年に引き続き先行技術調査を行い、問題特許は無いことを確認した。今年度上市を目標とするピン

セットについて、パテントコンファメーションを実施するまでも無いことを確認した。 

 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 

商標に関し、黒色であることを特徴とする新規出願に関し、伴走コンサル個別相談を実施していただ

き、その意義などを教授頂いた。その後特許庁 INPIT 窓口での相談を行った。炭素繊維が黒色であるこ

とから、東レ G としての製品群として黒色は特色があると判断できる可能性があると返答頂いたので、

出願することにした。 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

使用する樹脂系は、東レ（株）で用途を絞って出願しており、牽制力はあると考えている。 

 商標出願（ブランド名） 

軽量樹脂化手術機器としてのブランド名として、商標出願を行った。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

樹脂製として初めて手術に適用できる製品としての安全確保に対する社内基準を明確化させる作業に

かなり手間取った。第三者認証機関での相談を行ったが、最終的には自社担保が必要になる。使用する

樹脂は、車のボンネット内で使われるような高い薬剤安定性や温度安定性を有するものの、社内基準と

して実試験データの確保を要求された。最終製品形態で、滅菌済みのサンプルを用いた評価結果がない

と社内基準の製品安全審査として承認は出せないとの結論に至り、再度データ取りが必要になった。 

また、先端部が破断するような使用は想定外になるよう強度設計を行ってきたが、万が一の際に、X

線で確認できるような対応まで今回の上市品のスペックに加えるべきかどうかの判断について、社内で

決着が付かない状況である。 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

単回使用品では、アレニウスの式に則り、７０℃での加速試験（約１が月半）を再度行い、リユース

品については、洗浄液浸漬とオートクレーブの組み合わせを再度７０回繰り返す試験を実施する。 

 

 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

当面は、市場への受け入れ具合を見る限定的な販売を行う。社内の既存販売体制の活用を準備した。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

社内体制の確認を実施。 

 QMS 等の品質保証体制 

日精産業での QMS 省令適合を確固たる物にするため、コンサル企業を使い、東レ・メディカルと日精

産業が協力して対応した。 
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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安全性の確認作業 

②ISO13485 取得 

 

①クラスの低い製品ではあるが、入念に評価す

る。生物学的安全性・製品保存安定性・耐オー

トクレーブ性については再評価を始めた。破断

防止策などを組み入れる。 

②製品設計が終わらないと取得できないため、設

計管理を急ぎ対応中。ただし、ISO13485 取得

は必須要件でないと判断修正した。 

知財 

①知財権の確保 

 

①破断防止の実現方法を中心に 3〜4 件の出願を

具体的に計画。商標出願一件。更に色での出願

を検討中。 

技術 ・

評価 

①人間工学的な使用感の評価法の確立 

②はさみ、持針器先端等従来金属製品の基本性能

の置き換え技術の確立 

③破断防止・X線視認性確保 

①臨床現場に対応した操作での違和感がないこ

とを中心に評価法を検討。鉗子や持針器につい

ては、指の当たり改善を盛り込む予定。 

②少なくとも非磁性体材料での解決を検討中。ス

テンレスでは、MRI干渉が起こることを確認し

た。 

③非磁性体との組み合わせで実現することを検

討し、試作品の作成が完了した。 

その他

事業化

全般 

①単回使用品の事業戦略（備蓄新市場の開拓） 

②樹脂製のため、安全性確保の指標を作りながら

の開発になる。 

①行政、自治体等への販路開拓法につき、前回の

伴走コンサルで得たアドバイスを元に調査を

行う。 

②安全面での社内基準を当初の想定より大幅に

高め、その再評価を始めており、製品上市に遅

れが生じている。滅菌を委託した企業での装置

の搬入や装置のバリデーションの遅れによっ

て、滅菌バリデーション時期が７月以降に大幅

にずれ込むことになった。上市する製品の完成

度を高め、マイナス面を最小限に食い止めるべ

く検討続行中。 
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1.6 平成 28 年度委託事業の成果概要 

(1) 委託事業の事業概要 

開発戦略として、「ピンセットの量産化検討」「鉗子／持針器の開発検討」「はさみの開発検討」「動物等を使った評価」を行う。 

・「ピンセットの量産化検討」については、平成 27年度に製作した試作品の評価結果に基づき、最終製品の改良を行う。また、耐久性試験を実

施し、リユース品の使用回数の目安を確認する。平成 29年 10月までに日精産業(株)が ISO13485認証取得するために、医療機器製造業の届

出を完了する。 

・「鉗子／持針器の開発検討」については、平成 27年度試作品の評価結果に基づき、製品改良を行う。特に、ねじの部分では、縫合糸等が引っ

かかりにくい特殊形状の開発が必要になる。 

・「はさみの開発検討」については、平成 27年度試作金型を使って、インサート成型での生産上の課題を明確化する。また、製作した試作品の

評価結果に基づき、製品改良を行う。 

・「動物等を使った評価」については、試作品を元に、実使用上の問題点をフィードバックして、試作品の改良につなげる。 

薬事戦略として、ピンセット（単回使用品）にかかる第 3者認証機関への相談、製造販売認証の申請（平成 28 年 10月）及び認証取得を行う。

また、ピンセット（リユース品）にかかる製造販売届出（平成 28年 10月）を行う。 

知財戦略として、特許環境調査結果を受け、新規出願等を行う。 

販売戦略として、大規模病院や小規模診療所などでのランニングコスト試算による鋼製品の販売動向の確認やリユース品、単回使用品にかかる

適正な販売価格の設定を行う。また、ピンセット（単回使用品）の平成 29年 3月の上市のための準備を行う。 

 

(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 

ピンセット リユース、単回使用の両方について上市まで行う。 

鉗子・持針器 リユース、単回使用の両方について上市まで行う。 

はさみ リユースについて上市まで行う。単回使用については薬事申請まで行う。 

 

①ピンセットにおける使用感向上のための評価 

各種試作ピンセット（200mm長）を用いて、先端部から根本にかけて、どの程度力を入れて掴めば、ものを把持できるか測定した。この数字が

小さいほど、把持するときの疲労感を感じにくく良好である。従来品に比較し、モールド（A504）ガラス繊維、炭素繊維の長繊維および短繊維

をフィラーとしたもの全て低値になり、使用感向上を実現できた。 

 

さらに詳細に使用感についての官能評価を行ったところ、先端部が接してから先端把持部が全て閉じるまで掴んだときの力（握力）について

も小さい方が良いことが判明した。この知見を構造設計にフィードバックし、指で保持する部分の湾曲度を最適化（湾曲度を大きく修正）する
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ことで、使用感が向上し、施術者にやさしい手術道具を設計できた。 

 

 

②オートクレーブ耐性および長期安定性確認試験 

リユース品の 50 回オートクレーブ保証のため、121℃、20min 処理を 70 回繰り返した際の物性、形状変化を試験し、安全性を担保することに

した。 

また、アレニウス式に従い、長期安定性の加速試験を実施、3年間の製品保証の目処を付けることにした。 

 

試験サンプル：日精産業で成型したもの 

   成型樹脂：東レ株式会社製造の PPS樹脂であり、フィラーの種類により以下の 3種類を用いた。 

        ①長繊維：XTLP-S34、樹脂ロット：N160203、成形ロット：160627 

        ②短繊維：A630T-30V、樹脂ロット：T3251、成形ロット：160716 

        ③ガラス繊維：A504X90、樹脂ロット：T3210、成形ロット：160627 

   形  態：①外科用ピンセット（200mm、先端幅 2mm、ドベーキー加工） 

        ②アドソン型ピンセット（120mm、先端幅 1.5mm、鉤有り） 

        ③アドソン型ピンセット（120mm、先端幅 1.5mm、鉤なし） 

        ④鉗子（180mm、先端幅 2mm、アヤメ加工） 

        ⑤持針器（180mm、先端幅 2mm、アヤメ加工） 

   評価項目：①外観変化：温度負荷前後での外観変化を観察 

        ②強度試験：温度負荷前後での 3点曲げ強度試験 

        ③使用感 ：温度負荷前後での把持力変化を計測 

   判断基準：①外観変化：先端部噛み合わせの変化など実用上問題ないこと 

        ②強度試験：3点曲げ強度試験：90 ％以上保持 

        ③使用感 ：温度不可前後での把持力変化を計測：90 ％以上保持 
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 3 点曲げ試験の概要 
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 まず、破断強度の保持率を評価した。 

 熱処理なし→オートクレーブ 70 回（121℃，20 分）→150℃24 時間→オートクレーブ 70 回（121℃70 回）プラス 150℃24 時間の 4 水準での強度

を計測し、熱処理なしの水準を基準に百分率で示した。 

 ピンセット 3 種類、持針器、鉗子において、オートクレーブ時にガラス繊維を用いた水準で若干強度低下するものの、150℃処理ではほとんど影響

ないこと、その両方を行った試験でもほぼ影響は無いことがわかった。150℃24 時間の条件は、アレニウスの式にしたがって、常温 22℃保管に対し

ては 9 年間程度の保管試験に相当することから、PPS 樹脂は保存安定性に関しては、3 年程度の保管に関しては全く問題ないことが示された。
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以下には、各水準での強度を示した。 

ピンセットでは、炭素繊維をフィラーにした物は 300N を超える硬度を持ち、汎用の外科手術において十分な強度を有することが示された。 

持針器、鉗子については、構造的に弱い部分があることから、数値は低めであり今後改良を加える必要があるが、成形品の強度ばらつきはあまり

ないことが示された。今後申請に向け、製造バリデーションを行い、その際に再確認する。 
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31 

生物学的安全性試験結果 

フィラーとしてガラス繊維、炭素繊維の短繊維、炭素繊維の長繊維を用いた樹脂の、生物学的安全性試験を実施した。各試験の結果は下記の通り

であり、短時間接触に分類される医療機器の安全性は保証できることが判明した。 

 

①細胞毒性 
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②皮膚感作性試験 
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③皮内反応試験 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

③成型品表面の毛羽立ち観察 

一般にフィラーを含む樹脂の成型では、その表面には樹脂の皮膜があって、フィラーは内部に閉じ込められた状態となる。今回の成形品について

も念のため、成形品の表面を顕微鏡観察し、フィラーの突出がないことを確認したところ、全ての水準で樹脂が表面を覆っており、問題ないことを

確認した。 

 
 

製品の安全性に関しては以上の検討の結果、問題はないと推定された。今後 QMS 管理基準に則った文書の整備を行う。 

各種フィラーの表面状態を光学顕微鏡で観察	
　　　　　　：筋状の痕跡は見えるが、フィラーが飛び出してはいないことを確認	

ガラスファイバー	 炭素繊維短繊維	 炭素繊維長繊維	



 

35 

 

 滅菌は、EOG で実施することにし、以下の様に滅菌袋や化粧箱の選定を行った。 

 滅菌形態設計：滅菌袋選定、化粧箱設計（５本／箱）

 
 

 滅菌は、外部委託する。滅菌バリデーションは 2 月中旬に実施し、3 月中に薬事申請を予定していたが、社内安全基準の大幅見直しと、外部委託先
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での滅菌バリデーション実施が大幅に遅れた（新滅菌装置搬入の遅れ）。滅菌バリデーション実施が７月まで延びるが、新たに委託先を変えると更に

滅菌バリデーション実施期日が延びることから、当初予定したピンセット形状をねじれ防止機構を付与した改良を加えた物へ変更し、上市時期の遅

れを製品内容的に挽回するべく検討を進めている。 

 

(3) 平成 28 年度の委託事業の成果と今後検討すべき課題 

平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  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ピンセット量産化検討 

昨年度作製した試作品を元に、量産化、販

売戦略、安全機能を踏まえた形状の決定、金

型ブロックの改良等を行うとともに、安全性

を確保するための耐久試験を実施し、最終仕

様を確定する。具体的な実施項目は次のとお

り。 

・日精産業(株)は、販売戦略に合わせ、多品

種製造用ブロックの設計管理を行う。 

・東レ・メディカル(株)は、使用時に破損す

ることがない樹脂選定を行い、万一折れて破

損した場合も破断しない構造を設計する。ま

た、日精産業(株)は、X 線可視性の確保を行

う。 

・日精産業(株)は、先端部の湾曲度によって、

把持力が変わることから、医師等の評価、耐

疲労性や破断しない設計を行うことで、形状

の最適化を図る。 

・東レ・メディカル(株)は、ドベーキ型およ

びアドソン型の量産化形状を決定後、耐疲労

性確認のため、耐久性試験を実施する。 

・日精産業(株)と東レ・メディカル(株)が共

同で、ソフト凝固操作した際の、樹脂表面の

放電による変形については、平成 27年度に見

出した導電性の高い素材を表面に付けること

で解決を図る。 

・東レ・メディカル(株)は、RFID チップ埋込

みの要素技術構築を行う。信号読み取りシス

テムについて検討する。 

・東レ・メディカル(株)は、MR装置撮像時の

▶ 

【進捗 90％：○】 

・長尺 200mm（先端ドベーキー加工）、アドソン 120mm

（先端鉤有り及び波形）の 3 種類の形状に絞り、最

終形態の量産金型の作成を実施。 

・応力集中が起こる欠点の存在がわかったので金型

修正を行った使用感向上のための形状修正も盛り込

んだ。 

・把持性向上のため、先端部構造修正を行った。 

・多品種製造を狙ったブロック対応金型での管理を

実行。 

・使用時に破損しない十分な強度を持つ樹脂系を選

択済み。X 線視認性確保のため、Ti 細線をインサー

ト成型する具体的手法を構築。 

・使用の際の違和感がないように、指でつまむとき

の力を新たな評価指標に選定し、設計検討に組み入

れた。 

・生物安全性試験、長期保存安定性試験、耐オート

クレーブ特性評価を完了。オートクレーブ温度を 70

回かけた際にも外見上の変化は見られなかった。

150℃24時間の熱処理を行って、9年程度の安定性を

確認した。このデータを用いて 3 年間の安定性保証

を行う予定だったが、社内品証部の要請で、70℃1.5

ヶ月の加速試験を再度実施することになった。 

・リユース品についても社内要請のため、オートク

レーブ対応の熱処理だけでなく、洗浄液の曝露も加

味した試験を再度実施する。 

・RFIDチップの埋込み試験に向け、チップの耐熱性

を検討したところ、むしろ成型圧に課題があること

がわかった。今回上市品への搭載はしないことを確

認。 

▶ 

・ QMS体系の整備。 

・安全面での社内基準を大幅に厳しい方向に見

直したため、安定性試験全般について再度評価

を行う。 

・製造バリデーション、滅菌バリデーションを

実施し、製品届けで、申請を行う（７月から８

月に実施し、９月申請、届け出目標）。 

 

以下の点は、上記予定遅延のため、当初今年度

上市品とは切り離し、継続検討する予定であっ

たが、できるだけ多く組み入れることにした。 

・RFID チップの埋込みについては、読み取りシ

ステムの構築も必要であり、プロジェクト外で

連携を開始した。 

・ソフト凝固の際の表面変形防止対策の検討。 

・人間工学的デザイン 

・RFID チップの埋込み試作を行い、耐熱性より

も成形時圧力の課題があることが判明。対策を

取る。 

・X線視認性付与の試作および量産化検討。 

・単回使用品とリユース品の差別化。 
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平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  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 

画像への干渉の有無について確認する。 

・日精産業(株)は、金型設計を行う上で、人

間工学的なデザインの検討を行う。 

・ソフト凝固の際の表面変形については、導電性の

高い素材を表面にインサート成型する方式を検討

中。 

・MR装置撮像時の画像への干渉はないことを確認。 

・人間工学的なデザインの検討。 

②鉗子／持針器の開発検討 

昨年度作製した試作品を元に、構造設計や材

質等の最適化を検討し、金型ブロックの改良

等を行い、改良版試作品を作製する。改良版

試作品による動物実験や使用感などの評価結

果に基づき、更なる改良を行い、手術に耐え

る基本性能の改良を完成し、最終仕様を決定

する。具体的な実施項目は次のとおり。 

・日精産業(株)は、手術の際に問題が起こら

ないよう、折れても破断しない構造設計を行

う。 

・日精産業(株)は、持針器について、針の固

定性を最優先に、既存のダイヤモンドコート

持針器の先端部形状、材質等の吟味を行う。 

・東レ・メディカル(株)は、針を掴んだ際の

先端部の変形によって摩擦力を高める方法

と、金属よりも硬い物質を表面コートし、金

属針に食い込ませることで固定性を上げる方

法の優劣を見極める。 

・日精産業(株)と東レ・メディカル(株)が共

同で、鉗子について、先端部のねじれが起こ

らない形状の最適化を行う。 

・日精産業(株)は、製造コストダウン検討を

行う。 

・日精産業(株)は、金型設計を行う上で、人

間工学的なデザインの検討を行う。 

▶ 

【進捗 80％：○】 

・持針器の先端部加工を改良し、テーブル上にある

細い針等のつまみやすさを改善した。 

・針の固定を更に強化するため、材料表面に硬質材

料（セラミック）を保持させた試験品を製作し、効

果があることを確認した。さらなる性能向上のため、

ダイヤモンドチップの検討を始めた。その台座とな

る形状加工を実施中。 

・破断に関しては、ピンセット量産品での検討結果

を適用予定。 

・人間工学的な新規な設計については、デザイナー

の力も借りて検討中。指を入れる部分の当たりを改

善するデザインを検討中。 

・生物学的安全性、長期安定性についてはピンセッ

トとともに再評価する。 

▶ 

・X 線視認性確保についてはピンセット量産品

検討と共通事項として解決を図る。 

・持針器の先端部加工法の確立 

・樹脂ならではの人間工学的構造設計 

・単回使用品とリユース品の差別化 

 

③はさみの開発検討 

昨年度作製した試作品を元に、製造上の課

題抽出を進め、刃先材料としてセラミック、

チタン、その他非磁性体を用いて、試作検討

を進める。また、構造設計や材質等の最適化

▶ 

【進捗 85％：○】 

・セラミック刃のインサート成型を試みたが、成形

時に割れが生じる危険が高く、量産にはかなり難易

度が高いことが判明。 

・金属製刃を用いたインサート成型ではほぼ問題な

▶ 

・刃先部分の非磁性金属での設計開発継続 

・樹脂ならではの人間工学的構造設計 

・単回使用品とリユース品の差別化 
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平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  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 

を検討し、金型ブロックの改良等を行い、改

良版試作品を作製する。改良版試作品による

動物実験や使用感などの評価結果に基づき更

なる改良を行い、来年度に検討を予定してい

る最終仕様について取りまとめる。具体的な

実施項目は次のとおり。 

・日精産業(株)は、インサート成型での成型

上の課題を明確化する。 

・日精産業(株)は、セラミックもしくは非磁

性金属を用い、刃先を製造し、インサート成

型等の技術を駆使してハイブリッド化する。 

・日精産業(株)と東レ・メディカル(株)が共

同で、セラミックとしては、靱性が高いジル

コニアを用い、金属ではチタンもしくは非磁

性ステンレスの採用について検討を行う。 

・日精産業(株)は、金属でインサート成型上

の問題ないことを確認し、成型時に割れやす

いセラミック、その他非磁性体での検討を行

う。 

・日精産業(株)は、製造コストの低減化がで

きる製法について検討を行う。 

・日精産業(株)は、金型設計を行う上で、人

間工学的なデザインの検討を行う。 

く成型可能であることを確認。 

・非磁性金属加工に長けたメーカーと連携し、刃先

部分の製造検討を実施することを合意した。 

・ 刃先部分の形状および樹脂との連結手法につい

て検討を進め、まずは、チタン材と非磁性体といわ

れる SUS 材で、試作品の作成を行った。SUS 材に比

べ、チタン材は剛性が弱くしなりやすいことが判明。

MR下での仕様に対する安全性を確認したところ、SUS

材では干渉が起こることが判明。 

 

④動物等を使った評価 

手術に耐える基本性能の改良を目指し、今

年度の初期段階では、シミュレータ等の評価

機器や動物実験により、ピンセットの基本的

な把持力、デザイン性などの評価を行う。ま

た、鉗子／持針器およびはさみの改良版試作

品についても、シミュレータ等の評価機器や

動物実験により、使用感も含めた評価を行う。

これらの評価について、コンソ内にフィード

バックをする。具体的な実施項目は次のとお

り。 

・実使用上の問題点について、シミュレータ

等の評価機器を用いて、把持力の確認、デザ

▶ 

【進捗 80％：○】 

・実使用上の問題点について、シミュレータ等の評

価機器を用いて、把持力の確認、デザイン性等の評

価を行ない、指で挟む力が弱い方が優れていること

を見出し、新たな評価指標として採用した。 

・医師としての実使用時の違和感について抽出し、

その結果、先端部が閉じた後更に先端河口部が全て

閉じるまでの握力についても小さいことが好ましい

ことを見出した。その結果を基に先端部の形状改善

を行った。 

・動物実験による評価では、アドソンピンセットに

ついては問題なく、200mm 外科用ピンセットや鉗子

についてはねじれ防止機構を付ける必要性があるこ

▶ 

・動物実験での実使用に則した操作性確認試験 

・RFIDチップ埋込み品を用いた、管理システム

の使用感、利便性等のチェック 

・動物を用いない、ドライラボでの把持力等の

評価手法確立。 
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平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  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 

イン性、照明機能等の評価を行う。さらに動

物実験において、2 種類の大動物（ミニ豚、

ビーグル犬）を使用し、皮膚を用いた切開縫

合、腸間膜の血管の把持力、肝臓・脾臓など

の実質臓器内の微小血管の把持力等、多方面

からの検討により評価を行い、臨床で用いた

場合の問題点を抽出する。これらをコンソ内

にフィードバックする。 

・評価機器を用いた把持力の確認や動物実験

における切開縫合、血管の把持力について、

既存製品で実施できることが問題なく行える

ことを確認し、問題点を抽出する。 

・照明機能や RFID チップの埋め込み等樹脂製

だからこそできる追加機能について、器具洗

浄や滅菌の際の問題点の抽出、手術器具管理

にかかる有用性、手術器具が腹腔内に迷入し

た場合の位置確認などの可能性の提案や評価

を行う。 

・機能性のみならず、人間工学的な見地から

操作しやすいデザインについての提案を行

う。 

・把持については、把持力の強弱だけでなく、

腸管などの軟らかい組織を把持しても、組織

が損傷されない先端構造の検討を行い、コン

ソ内にフィードバックする。 

とがわかった。 

・樹脂については MRI 視認性について検討し、干渉

なく使用できることを確認した。非磁性金属につい

て確認作業を行っている。 

 

⑤薬事戦略 

ピンセットについて、薬事申請に向けた準

備及び薬事申請を行う。具体的な実施項目は

次のとおり。 

・日精産業(株)は、医療機器製造業届出を早

急に行う。 

・日精産業(株)は、東レ・メディカル(株)の

サポートを受け、ISO13485 認証取得を行う。 

・東レ・メディカル(株)は、ピンセット（単

回使用品）について、製造販売認証申請を実

施する。また、ピンセット（リユース品）に

▶ 

【進捗 85％：○】 

・医療機器製造業の登録証取得(8/18) 

・第三者認証機関 JQAに依頼し、ISO13485 取得に向

け、社内教育を実施し、文書管理体制整備がほぼ完

了。サポート体制強化を実施誌、QMS 設計管理を推

し進める。 

・滅菌の委託先を選定し、滅菌バリデーション等の

スケジュールを検討。来年２月中旬実施予定。滅菌

バリデーション期間短縮のため、梱包形態、滅菌時

の嵩密度、残留 EO の測定水準の決定を事前に行っ

た。 

▶ 

・滅菌業者との QMS管理契約 

・QMS 管理文書の完成 

・添付文書作成 
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ついて、製造販売届出を行う。 

・東レ・メディカル(株)は、樹脂の生物学的

安全性を確認する。 

・生物学的安全性評価は全て陰性で問題ないことを

確認した。 

・その他、オートクレーブ耐性、長期安定性、など

の性能確認を実行し、強度低下は起こらないことを

確認した。しかし、安全面に対する社内基準の大幅

見直しのため、再度試験を実施することにした。 

⑥知財戦略 

知的財産権の取得に向けた準備を行う。具

体的な実施項目は次のとおり。 

・東レ・メディカル(株)が中心となり協力し

て、物性や機能を規定した新規出願を実行す

る。 

・東レ・メディカル(株)は、公知例調査は続

行し、特許環境整備を図る。 

・人間工学的な新設計形状を見出した際は、

東レ・メディカル(株)が中心となり協力して、

意匠登録についても考慮する。 

▶ 

【進捗 40％：△】 

・ 破断防止技術、X 線視認性確保技術を中心にクレ

ーム構成立案中。 

・ 商標として「メド・リズム」を候補として出願し

た。 

・ 黒い医療機器としての商標出願について個別伴

走コンサルを実施して頂き、出願することを決定。 

▶ 

・新規出願実行 

・ 特許公知例調査の継続 

・ 「黒い医療機器」としての商標出願予定 

⑦販売動向の確認 

各開発手術器具の上市に向けた準備を行

う。具体的な実施項目は次のとおり。 

・製品ごとの販売状況調査を継続して行い、

適正価格、新ニーズの取込みを図る。 

・パイロット販売開始の準備と上市対応を実

施する。 

・汎用品としての単回使用、リユースそれぞ

れの価格を設定する。 

・樹脂ならではの特長を有した高価格を期待

できる製品について市場動向を踏まえ設計

し、具体的な提案を行う（次世代ピンセット）。 

・広域災害やパンデミック等の緊急時対応用

製品の販路開拓のため、有識者の方々へのヒ

ヤリングを実施し、特に行政等への対応方法

について伴走コンサル等での相談を行う。 

▶ 

【進捗 85％：△】 

・社内販売および社外代理店販売などの販売体制強

化を検討した。 

・医療機関へはリユース品中心の販売を目指すこと

を確認。単回使用品の販路開拓方法については、伴

走コンサルにて前回に続きさらなるアドバイスを頂

きたい。 

・災害時対応については、ノルメカ社との連携を視

野に検討を始めた。 

・機能性を高めた次世代ピンセットの設計について

も、できるだけ今回上市品に組み入れるべく検討中。 

▶ 

・代理店による販売体制強化の実行 

・単回使用品（備蓄用途）の販路開拓 

・製造原価の確認 
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(4) 28 年度の到達点（総括） 

3 月中にピンセット（120mm 鉤有りまたは鉤なしのアドソンタイプ、200mm 先端ドベーキー仕様の外科用）に関する薬事申請、届け出を実行す

る計画であったが、安全面での社内基準の大幅な見直しと、滅菌を委託先での滅菌バリデーション実施の大幅遅れ（7 月から 8 月に実施）のため、9

月まで遅延することになった。製品としては、改良品として計画していた RFID チップ埋込を行ったリユース品や、万が一破断した際にも X 線視認

性を確保する改良試作も完了し、これらを前倒しに上市製品に導入し、今後は、単なる遅延に終わらないよう検討を進める。手術に用いることがで

きる樹脂製のピンセットとして、従来の鋼製品の高性能品に焦点を合わせた製品の開発は達成できたと考えている。当初絶縁体となるガラス繊維強

化 PPS による製品もラインナップ化を試みたが、市場ニーズが不透明なことから、今回の対象からは外した。炭素繊維フィラーについても、コスト

面の縛りも多いため、短繊維混練タイプに絞って上市する計画である。今回の遅延理由は、今後上市予定の鉗子や持針器、はさみの開発とは独立事

象であることから、遅延の影響が及ばないようプロジェクト管理を強化徹底する。 

特に今年度の検討によって、ピンセットに関する官能評価法を見出すことができ、外科医にとって違和感が全くなく操作できる形状設計ができる

ようになった点が大きい。 

使用する樹脂の安全性について問題ないことを確認したつもりではあったが、社内品証部の要請で樹脂製の製品として安全面での基準を大幅に高

く見直したこと、滅菌委託先でのトラブルから滅菌バリデーションの実施が大幅に遅れたことからので、ピンセットの上市には更に大幅な遅延が生

じた。持針器／鉗子、はさみについては、要素技術の積み上げを実施し、来年度製品化に結びつける。 

また、従来の鋼製品に対し、付加価値を付与して少しでも単価を上げる検討をおこなった。単純計算による医療経済性には見えない、重量運搬、

管理工数などの軽減に対して、別途検討を始めた。 
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1.7 委託事業の振り返り 

(1) チェックリストによる自己評価結果 
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(2) 平成 28 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 

製品の安全性担保に関する社内品証部とのすりあわせを早期に実施しておくべきだった。 

 

 2) 事業の進め方 

製品設計に思った以上の時間がかかった。課題については想定したつもりであったが、実行する内に

新たな課題が発生し、遅延が生じた。新たな課題が発生することを見越して、もう少し余裕を持った計

画を立てるべきであった。 

 

 3) その他 

特になし 
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(3) 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 

絶縁性仕様の開発 絶縁性仕様は先送りした ニーズが不明瞭なため 

安全性評価はカタログデータの有効活用

主体 

スーパーエンプラの利用であるが、実試験

を実施 

実試験データを保有し、安全性担保する姿

勢の強化 

機器スペック・

ビジネスモデル 

先端部湾曲度が大きい設計 先端部湾曲度を小さくした 把持するときの術者の違和感低減のため 

事業化体制 滅菌はγ線を予定 EOGに変更 将来的に電子部品を組み込む必要から。 

梱包を日精産業で実施 外注に変更 リソース不足のため 

事業化計画（開

発･薬事・上市

スケジュール） 

届け出、申請時期が平成 28 年 11月 届け出、申請時期が平成 29 年 9 月 QMS管理上の仕事量の見積が甘かった。 

製品安全に関し、念入りに検討する方針に

更に大幅に変更。 

滅菌委託先でのトラブルによって滅菌バ

リデーション実施が大幅に遅延したため。 

 

(4) 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 安全に対する担保方法の明確化を助言 評価方法の具体的検討およびその実行 

知財 「黒色医療機器」商標出願検討をアドバイス受けた 個別伴走コンサルを受け、出願準備中 

技術・評価   

その他事業

化全般 

単回使用品の販売先のアドバイス 

病院内管理の軽減策との連携を図るべき 

自治体およびノルメカ社などへの提案を開始 

RFID チップの埋込みの前倒し製品化検討を実施 

 

(5) 採択・継続条件への対応状況 

採択条件 対応状況 

各使用機器における医療安全面・医療経済面の効果

が医療機関にあることを示すこと。 

医療安全については、既存品に対し劣ってないこと

をデータで確認する。医療経済性については、作業軽

減を含めてヒヤリングを継続実施する。 

 従来の鋼製品に対し、付加価値を付与して少しでも単価を上げる検討をおこなった。単純計算による医療経済性には見えない、重量運搬、管理工

数などの軽減に対して、別途検討を始めた。 

 

 



 

45 

1.8 平成 29 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

(1) 平成 29 年度の事業概要 

 ピンセットに関する市場からの反応を参考に、今年度申請予定の鉗子、持針器、はさみについての製品化を目指した取り組みを行う。 

①鉗子／持針器の製品化：持針器における現状の問題点は、「針の把持力のさらなる強化」である。軸の構造修正を行い、把持力そのものを強化す

る。また、先端部の物理硬度を高める表面修飾法の適用を検討し、少なくとも SUS 製の持針器以上の特性を付与する。鉗子においても把持力のさ

らなる強化が必要であるが、CAE 技術を活用し、ドライラボ中心での評価を進め、効率的な開発を行う。 

②はさみの製品化：チタンを用いた先端部製作を行い、把持部は樹脂化することでのハイブリッド化を目標に検討を行ってきた。今年度は、一般

外科用に用いることができるはさみ形状に絞ってインサート成型での問題点を早期に抽出し、下期からは製品を目指した形状の検討を加速し、申

請まで進める。 

③リユースと単回使用の作り分け：リユース品と単回使用品の作り分けに関し、検討を進める。リユース品では、病院内での管理の簡便化につい

ても訴求できるような工夫を組み入れる。 

④工業所有権の獲得：特許については、平成 28 年度に数件の出願案件を得ることができたが出願の遅れが生じている。クレームの再整理を行って

早期出願を果たし、遅れを取り戻す。商標については軽量化手術機器としてのブランドイメージの登録を目指し、特許でカバーしにくい部分の補

強策を講じる。 

⑤販売戦略：限定的販売活動からフィードバックされた情報を元に、各製品の改良に関する検討を実施し、さらなる改良を行った上で、拡販を目 

指す。キット化、自治体等への売り込みに関し、戦略を立てる。更に販売提携先の調査を併行し、販売力強化に結びつける。 

⑥薬事戦略：QMS 文書体系の整備、滅菌バリデーション、輸送試験、強度確認試験等を実施した上で薬事申請作業を進め、鉗子・持針器について

はリユース、単回使用とも平成 29 年 10 月に薬事申請を行い、はさみについては平成 30 年 3 月に薬事申請を行う。 

 

(2) 平成 29 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鉗子／持針器の量産化技術確立と

届け出、申請 

日精産業／東レ・メディカル 把持力の大幅向上策、先端部硬度アップなどの設計開発。人間工学的なデザイン。 

②はさみの量産化技術確立と届け出 日精産業／東レ・メディカル インサート成型の技術確立。コスト削減成形法の確立。 

③ドライラボ評価、官能評価 滋賀医大／東レ・メディカル 使用感の官能評価。複数の医師へのアンケート調査の実施。 

④知財戦略 ３社 特許出願および商標出願 

⑤販売戦略 東レ・メディカル 代理店および販売連携先の掘り起こし。 

⑥薬事戦略 日精産業／東レ・メディカル QMS 省令対応の完了。樹脂製の製品の安全に関する社内基準の確立。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 

国立大学法人滋賀医科大学 研究推進課 

〒520-2192 滋賀県大津市瀬田月輪町 

電話: 077-548-2082 / FAX: 077-548-2086 / E-mail: hqsangaku@belle.shiga-med.ac.jp 

 

 


