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1. 事業の概要 

我々は、どのような臓器や血管でも出血なく切断できる新しいマイクロ波手術機器を開発し、ベンチ

ャー企業「マイクロン滋賀」を通して実用化を進めている。今回、半導体マイクロ波発振器を小型化し

手術機器と最適化し、出力を精密に制御し、携帯可能で十分な止血効果を持つ手術機器の開発を行う。

携帯化により災害現場を含むどのような場所でも電池で使用可能となり、かつ将来一般外科用手術機器

としても応用が可能である。このような大きな市場を狙い、2018 年頃の上市を目指す。 

 

携帯型マイクロ波手術機器の開発
（株)オリエントマイクロウェーブ、サンエー精工(株)、日機装 (株)、

(株)コダマ、トーカロ(株)、(地独法)大阪市立工業研究所、滋賀医科大学

H24-047

（株）オリエントマイクロウェーブの主たる事業は、マイ
クロ波機器などの製造、販売およびコンサルティング。
医療機器への事業展開を拡大している。
（滋賀県東近江市、資本金4600万円、従業員数69名）

世界初の携帯型マイクロ波手術機器の実現

受傷現場には強力な止血用手術機器が必要

（株）オリエントマイクロウェーブ：
マイクロ波に特化した技術を活かした事業展開

 災害や事故現場では迅速で十分な止血能力があり、電池
により駆動できる携帯可能な止血器具が必要。

 強力な止血力を持つ携帯可能な手術機器が無い。
 現状の止血用手術機器は大型で大電力を要する。

既存マイクロ波発生装置
（大型・消費電力大） 半導体の利用によりマイクロ波発生装置を小型化し、

小型電池で電源確保が困難な野外での大事故現場や
災害時でも使用可能とする。

携帯型半導体
マイクロ波発生装置

鉗子型止血器

マイクロ波発生装置の小型化
 超音波や高周波脈管シール装置を凌ぎ、結紮
止血と同程度の強い止血能力を有する。

Class III
（想定）

ピンセット型止血
器

 
 

販売

相談

申請

医療機関

滋賀医科大学
•ニーズの提供

•臨床エビデンスの構築
•開発機器の導入・普及

製造業（一般）
許可番号：取得予定

（株）オリエントマイク
ロウェーブ

•半導体小型マイクロ波
発振器の開発

第一種製造販売業
許可番号：13B1X00153

日機装（株）
•手術機器の製造・組立

•パッケージング
•販売

製造業（一般）
許可番号：11BZ000465

サンエー精工（株）
•手術器具の開発・設計

・製造・供給

PMDA

第三者認証機関

助言

認証

コンソーシアム

顧客（国内、海外）

卸企業、代理店

事業管理機関

PL

中

研究所
（地独法）大阪市立工業研究所
手術機器表面処理の評価

（株）コダマ
表面処理技術
供給

中

マイクロン滋賀
特許管理
知財管理

トーカロ（株）
表面処理技術

供給

中

新

新 新

SL
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1.1 事業の目的 

救急・災害現場など野外で電源確保が困難な場所や災害時などの電源喪失時に強力な止血機能を発

揮できるエネルギーデバイスは現時点では存在しない。こうした状況下でも携帯電源で使用可能であ

り、強力な止血機能を発揮できる手術器具が求められている。それを提供することは災害医療面で大

きな社会的価値を有する。 

また、多数の医療機器の設置により空間利用が制約されるようになっている手術室においても空間

を占有しない手術機器の開発が課題となっており、小型で携帯可能な止血機器に対する潜在的なニー

ズは大きい。 

こうした状況に対して、本コンソーシアムが開発してきた小型・省力型マイクロ波手術機器は、超

音波凝固切開装置やベッセルシーリングシステムを凌ぐ止血能力を有しており、実用的なサイズと携

帯性を実現することで上述の課題を解決できる。本年度の事業では、これまで開発してきた据置型マ

イクロ波発生装置を用いたマイクロ波手術機器（止血器）をベースとして、救急医療機器として携帯

性と省電力性を合わせ持った携帯型のマイクロ波手術機器（止血器）を開発することを目的とする。 

 

1.2 事業実施体制 

事業管理機関：国立大学法人滋賀医科大学 

PL：谷   徹（国立大学法人滋賀医科大学） 

SL：村上 元章（日機装株式会社） 

共同体：①サンエー精工株式会社 

 ②株式会社オリエントマイクロウェーブ 

 ③トーカロ株式会社 

 ④株式会社コダマ 

 ⑤地方独立行政法人大阪市立工業研究所 
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1.3 事業化する医療機器の概要 

1.3.1 製品名：携帯型マイクロ波手術機器（仮） 

(1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 高度管理医療機器 クラス分類* クラスⅢ 

製品名 
携帯型マイクロ波手術機器

（仮） 
分類名称（一般的名称）* マイクロ波メス 

対象疾患 
救急・災害用、外科手術用治

療器 
届出／認証／承認* 承認 

想定される販売先 

救急告示病院、救急隊、救護

隊、自衛隊、軍隊、大型船舶、

一般病院、中核病院 

新／改良／後発* 改良 

薬事申請予定者 日機装株式会社 医療機器製造販売業許可 第一種 13B1X00153 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

サンエー精工株式会社 医療機器製造業許可 一般 11BZ000465 

 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 

  米・英・独・仏・伊 

薬事申請時期 平成 28（2016）年 10月 平成 34（2022）年 4月 

上市時期 平成 30（2018）年 4月 平成 35（2023）年 4月 

想定売上（上市後 3 年目） 4.2億円／年（平成 26（2014）年時点） 26.4億円／年（平成 26（2014）年時点） 

市場規模（上市後 3 年目） 120億円／年（平成 26（2014）年時点） 600億円／年（平成 26（2014）年時点） 

想定シェア（上市後 3 年目） 3.5％（平成 26（2014）年時点） 4.4％（平成 26（2014）年時点） 

(3) 事業化する医療機器の概観・特長 

電源確保が困難な救急・災害現場で使用できる強力な止血能力を有した手術機器はなく、新しい需要

が期待される。本機器は十分な止血能力を確保しつつ小型・軽量化することが達成され、救急・災害現

場への携帯が可能となった。この事業では、マイクロ波技術に特化した株式会社オリエントマイクロウ

ェーブの技術が中核となった。日機装株式会社より 2018 年に上市することを目標とした量産型機器の基

礎が確立できた。 

  

システム全体 

２４V

同軸ケーブル

小型マイクロ波発生装置

バッテリー

試作品(写真) 

鉗子型止血器 鑷子（ピンセット）型止血器 

携帯型半導体 

マイクロ波発生装置 
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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 

電源確保が困難な救急・災害現場で使用できる強力な止血能を有した手術機器はなく、新しい需要

が期待される。本機器は十分な止血能力を確保しつつ小型・軽量化することが達成され、救急・災害

現場への携帯が可能となった。 

現在使用可能な、強力な止血装置は、ほとんどの機器が 100Vの通常電源を必要とし、携帯型機器と

して平成 25 年よりコビディエン社から Sonicision という装置が発売されたが、動作原理が超音波で

あるため、止血性能において本機器の優位性がある。 

 

(2) 当該機器等の市場性 

 ① 提案する機器の想定顧客 

救急医療機器・救急装備品としての需要が見込まれる。救急活動を行う装備対象施設として、救急

自動車（6,054 台）、消防防災ヘリコプター（73 台）、救助隊（1,526 隊）（平成 24 年度救急・救助

の概要：消防庁）、ドクターヘリ（43機）（救急ヘリ病院ネットワーク、2014 年 1月現在）、ドクタ

ーカー（90 台）（全国の救命救急センターを対象としたドクターカー導入の現状と課題に関する一考

察）、救急告示病院および診療所（4,365 箇所）（平成 24 年版消防白書）が見込まれる。救急自動車

の装備に関しては、近年道路交通法改定および診療報酬改定により急増しているドクターカーとの連

携で、救急車の設備を医師が使用するケースが大半を占めることから登載が見込める。災害医療の装

備対象施設として、DMAT：災害派遣医療チーム 703 チーム（平成 22 年日本 DMAT チーム報告）、日本

赤十字病院の救護班が全国で約 500班存在する。機動救助隊（警視庁）、特殊救難隊（海上保安庁）、

救難隊（航空自衛隊）、救難飛行隊（海上自衛隊）などでも装備が見込まれる。自衛隊では自衛官 224,526

人（平成 24 年度末現在）に対して、少なくとも陸上自衛隊衛生科部隊 30、海上自衛隊衛生部隊 21、

航空自衛隊衛生部隊 32 が装備を行う可能性がある。長距離フェリー36 隻（長距離フェリー協会 25 年

3月調査：23年データ）や海上保安庁（221隻）、海上自衛隊（148隻）などでも緊急止血機器の装備

が予想される。 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

上記①の合計約 13,000 施設の 20％に装備がされたとして、装置本体 120 万円で 31 億円の市場が見

込まれる。一方、ディスポーザブル品は、交通事故の止血が用途の中心となることが予想される。交

通事故の重症傷病者数は 20,944 人（平成 25年版消防白書）であり、医師の現場への出動回数は 22,793

件（救急・救助の現況（消防庁）25 年度版）である。この出動回数は 5 年で倍と急増しており、今後

交通事故傷病者のうち重症な患者を医師が現場で初期治療することが可能なレベルに近づくと考えら

れる。これら重症患者のうち 20％に本デバイスを適用することができれば、価格 10万円で販売すると

して、年間約 4億円の売上が期待できる。 

また、本開発のターゲットは上記のメインターゲット以外に、外科手術に用いられる手術用電気機

器および関連装置の市場がある。手術用電気機器市場は年々拡大（世界の外科手術用エネルギーデバ

イス市場では、年あたり 14％程度純増が見込まれている）しており、一般手術機器としては、超音波

凝固切開装置の市場だけでも 100億円強である。仮に、その 10％が獲得できたとして、年間 10億円の

売上を見込むことができる。外科関連診療科での手術件数は約 2,500万件である。 
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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 

●コビディエン社「Sonicision」 

一般名称 超音波手術機器 
クラス Ⅲ 
本体（cm） コードレスデバイス（39＊14.5） 
本体重量 不詳 
電源 14.8VDC. 740mA(10.9Wh) 

本体定価 
ジェネレータ \150,000 
バッテリーパック \150,000（100回使用） 

ディスポ部分価格 \87,000／本 
再利用コード定価 充電器 \120,000 
発熱 不詳 
再利用部分滅菌 プラズマ 
止血の原理 超音波発振 
切断可能血管径 ＜5mm 
組織切断 摩擦により可能 
術野障害 ミスト 

 

市場獲得に対して、特に大きな障壁はないと考えるが、各要素技術の量産時のコストが想定価格で

の販売が可能となるレベルを実現できるということが重要であると考える。 

 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） 

会社名 
日機装 

(本開発品) 
ジョンソン・エンド・ジョンソン コビディエン オリンパス 

アルフレッサ 

ファーマ 

センチュリー 

メディカル 

一般的名称 
マイクロ波

メス 

超音波手術

機器 
電気手術機 電気手術機 

超音波手術機

器 

レーザー 

手術機器 
超音波手術器 

焼灼術用電気 

手術ユニット 
電気手術機 

機種名 － 

ハーモニック

スカルペル

Ⅱ 

サージレックス 

エンシールシ

ステム 

LigaSure 

(Force triad) 
オートソニック 

ForceTM 

Argon II 
Thunderbeat SonoSurg 

マイクロターゼ 

AZM-550 

加熱メス

P8400 

クラス Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

本体 

24*17*10 
13.4*36.8*3

8.6 
7*30.5*26.7 25*46*51 19*28*48 15*41*45 37.5*15.6*48 29.5*13.2*26.6 44*39*17.2 20.2*16.5*27.7 

（ｃｍ） 

本体重量 3kg 7.48kg 2kg 14kg 7.8kg 11lg 9 ㎏ 9kg 19kg 3.3kg 

電源 バッテリ 
100V, AC, 

3A 
100V, AC, 

100-120V, AC, 

5A 

100V, AC, 

250VA 
100V, AC, 0.5A 

100V,AC,360V

A 
100V, AC, 6A 

100V, AC, 

360VA 

100V, AC 

120W 

本体定価 \1,000,000 ¥3,200,000 ¥1,400,000 ¥5,800,000 ¥2,700,000 ¥2,900,000 \5,000,000 ¥2,800,000 ¥2,800,000 ¥3,500,000 

ディスポ部

分定価 

\100,000/

本 
\85,000/本 \75,000/本 \88,000/本 ¥48,000 

\150,000/10

本 
\93,000 

¥400,000 
\18,000〜

60,000/本 
10 回再利用 

再利用可 再利用可 

再利用コー

ド定価 
なし 

390000/95

回 
なし なし 

¥320,000 

なし \220,000 

¥280,000 \70,000/本 

なし 
/100 回 /再利用可 再利用可 

発熱 70℃程度 
約 100℃前

後 
約 100℃前後 不詳 約 100℃前後 不詳 不詳 約 100℃前後 約 100℃以下 

70°C〜300°

C 

再利用 

部分滅菌 
なし 

オートクレー

ブ 
なし なし オートクレーブ なし オートクレーブ オートクレーブ EOG 滅菌 オートクレーブ 

止血の原理 マイクロ波 超音波発振 高周波電流 高周波電流 超音波発振 レーザ波 
高周波電流/

超音波発振 
超音波発振 マイクロ波 加熱箔銅板 

切断可能 

血管径 
<7mm <5mm <7mm <7mm <5mm 不可 <7 ㎜ <5mm 不可 不可 

組織切断 不可 
摩擦により

可能 

専用ナイフ 

使用 

専用ナイフ 

使用 

摩擦により 

可能 
不可 

摩擦により 

可能 

摩擦により 

可能 
不可 ナイフ機能 

術野障害 なし ミスト 煙 煙 ミスト 煙 ミスト（少量） ミスト なし 不詳 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月 4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月 4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月 4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月 4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

要素技術開発

試作機開発・改良

量産機開発

電気等安全性評価
/非臨床試験

治験

届出申請

上市 上市目標

2015(H27)年度以降
2014(H26)年度

2018(H30)年度2015(H27)年度 2017(H29)年度2016(H28)年度

　　量産機生産

(臨床試験が必要な場合)薬事申請薬事戦略評価

市場調査

　　　　　　量産試作機開発

量産試作機検証

薬事申請準備

電気安全性試験・性能試験・非臨床評価等準備

臨床試験

（必要に応じ、行う）
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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     ●      

上市時期       ●    

支出額（単位：億円） 0.5 1.1 0.7 0.6 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.3 

 うち委託費 0.3 0.5 0.4 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.2 0.6 0.3 0.6 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.3 

売上高（単位：億円） － － － － 0.6 1.7 4.2 7.0 8.0 8.2 

販売数量（単位：） 

装置本体（台） 
－ － － － 10 40 100 140 100 70 

販売数量（単位：） 

デバイス（本） 
－ － － － 480 1,190 2,990 5,280 6,770 7,360 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 1) 投資計画 

販売に至るまでに想定される主な投資項目は次のとおりである。 

● 開 発 費：2 億 2,970万円 

● 臨床研究費：  6,000万円 

● 製品導入費：1 億 1,000万円 

● 市販後調査費：1 億 5,000万円 

総額は「5億 4,970万円」となる。これには開発機器や製造設備の改善費等に係る費用も含まれる。 

 2) 回収計画 

上市後 5 年間は日本国内市場を対象とする。特に、救急救命の最前線ともいえる交通事故現場での

用途や、災害用途などの新規市場を検討する。上市後 1 年間で、市場の要求を分析したうえで、市場

競争力がある小型化を実現する新規開発品の開発を並行してスタートして、価格の低減を行いつつ 3

年で上市する。その際、欧米主要国に対して薬事承認申請を行い、並行して、競合品の導入されてい

る病院施設手術室をターゲットとすることも可能である。上市後 6 年目からは海外への販売進出を行

う。 

投資回収目標としては、5年目までの回収を計画しており、上市 5年目までに計 8億円程度の合計売

上を目指す。販売価格設定は、競合品程度を目標価格とする。前述のとおり 6年目を目途に、機能（出

力値、部品点数等）を精査し、価格競争力のある小型デバイスに改善する。 

以下に本事業における主な市場である救急災害用途と副次的な市場である外科用途を合わせた売上

高などを示す。 

本  体：

ｼﾞｪﾈﾚｰﾀｰ 

経過年数 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 

売上（百万円） 50 120 170 120 80 

販売数量（台） 40 100 140 100 70 

累積販売数量（台） 50 150 290 390 460 

単価（千円） 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

デバイス：

ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞ

ﾌﾞﾙ品 

売上（百万円） 120 300 530 680 740 

販売数量（本） 1,190 2,990 5,280 6,770 7,360 

単価（千円） 100 100 100 100 100 

合 計 売上（百万円） 170 420 700 800 820 
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また、合わせて用途に分けて数値を示す。 

【主な市場】救急現場用途 

本  体：

ｼﾞｪﾈﾚｰﾀｰ 

経過年数 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 

売上（百万円） 40 80 100 60 20 

販売数量（台） 30 70 80 50 20 

累積販売数量（台） 40 110 190 240 260 

単価（千円） 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

デバイス：

ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞ

ﾌﾞﾙ品 

売上（百万円） 70 160 290 370 400 

販売数量（本） 650 1,640 2,900 3,720 4,040 

単価（千円） 100 100 100 100 100 

合 計 売上（百万円） 110 240 390 430 420 

 

【副次的な市場】・・・外科用途市場 

 本デバイスは、外科手術用途にも流用展開可能であることから、外科手術用のデバイスとして使用し

た場合の市場予測を参考に付記する。 

本  体：

ｼﾞｪﾈﾚｰﾀｰ 

経過年数 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 

売上（百万円） 10 40 70 60 60 

販売数量（台） 10 30 60 50 50 

累積販売数量（台） 10 40 100 150 200 

単価（千円） 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

デバイス：

ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞ

ﾌﾞﾙ品 

売上（百万円） 50 140 240 310 330 

販売数量（本） 540 1,350 2,380 3,050 3,320 

単価（千円） 100 100 100 100 100 

合 計 売上（百万円） 60 180 310 370 390 

 

(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” 

  市場性の項目にも記載したとおり、交通事故の止血を用途の中心ととらえ、さらに副次的用途とし

て外科手術機器として展開することで、定常的な売り上げを期待できるよう取り組むこととしている。 

 2) ビジネス体制 

  日機装(株)が医療機器製造販売業者として、医療機器製造業のサンエー精工(株)に製造委託を行う。

サンエー精工(株)は、(株)オリエントマイクロウェーブから発振器等の供給を受け、トーカロ(株)また

は(株)コダマからデバイス表面加工の供給を受け、本開発品の製造を行う。 
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  ●体制図 

 

 

 3) ものづくり中小企業の位置づけ 

  「マイクロ波部品等の設計・製造の技術」を有する(株)オリエントマイクロウェーブ、「医療機器製

造業許可」を持ちデバイス設計・製造の技術」を有するサンエー精工(株)、「組織の付着を防ぐ表面処

理の重要な技術」を有する(株)コダマはすべて中小企業である。 

これら中小企業の秀でた技術なしには本開発品は成立せず、量産成立後も継続して製造を担うこと

となる。 

 

日機装 

製造販売 

サンエー精工 

製造業 

（デバイス・製品とりまとめ） 

オリエントマイクロウェーブ 

発振器など製造 

トーカロ・コダマ 

表面処理 
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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 

平成 25年度の委託事業の成果として、マイクロ波発生装置を電源・制御装置と一体とし、手術機器とは同軸ケーブルでつなぐ構成の開発タイプ

（B案）でバッテリー駆動する携帯型半導体マイクロ波発生装置の試作を完了した。また、平成 25年度に改良を行った鉗子型と鑷子型（ピンセット

型）の操作部試作品と携帯型半導体マイクロ波発生装置との組合せで、マイクロ波照射をし、十分な止血能力があることを確認した。 

平成 26年度は、携帯型半導体マイクロ波発生装置を野外での手術に対応できる携帯性を実現できるレベルまで効率化・小型化した量産型試作器

を開発する。また、携帯型半導体マイクロ波発生装置に最適化した鉗子型と鑷子型（ピンセット型）の操作部の開発も併せて行い、その性能を評

価し、実用化・薬事申請に向けた最終調整を行う。 

 

(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 

携帯型マイクロ波手術機器 1)携帯型マイクロ波発生装置 

  A4 版の大きさで重量約４kg、最大出力 40W のマイクロ波発生装置の試作品の開発が完了した。マイクロ波照射

時間約 25 分 32 秒でバッテリー消費は約 1/3 であり、実用に耐えうる性能であった。さらに、小型化された B5 版

程度の重量約 3kgで同程度の性能を有するマイクロ波発生装置の設計が完了している。 

2)マイクロ波手術機器 

携帯型マイクロ波発生装置に最適化した止血機器（鑷子型（ピンセット型）と鉗子型）の開発を完了した。この

止血機器には、抗焦げ対策を施し、その有効性も確認された。 

 

(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携帯型半導体マイクロ波発生装置の開発 

ア．高周波部のカスタム FET を用いた小型化設
計／検討 

イ．高周波部の市販品 FET を用いた小型化検討
／基本設計 

ウ．GaNダイオードの信頼性／性能改善試作／評
価、及び量産プロセスの選定、半導体信頼性
プログラム構築の準備 

エ．マイクロ波制御回路の小型化検討／設計 
オ．電源部（バッテリー部）の小型化検討／基
本設計 

カ．安全性設計、耐 EMC設計のための事前調査、

▶ 

 
ア．平成 25年度モデル面積比約 60％の小型化を実施。電
力の付加効率は、平成 25 年度モデルより出力電力に余
裕のあるチップを採用し効率整合最適化することで改
善を図った。また、安全認証試験を意識したフェールセ
イフ設計を盛り込んだ設計検討を完了した。 

イ．高効率アンプに適した市販 GaN-FETを選定し入出力整
合回路に 2倍波高調波処理、負荷側整合回路に高効率整
合を施すことで 2.45GHｚ、500Ｗ出力時にて、電力付加
効率効率 68.6％（目標 70％）、ドレイン効率 74.5％の
試作結果を得た。 

ウ．平成 25 年度は結晶欠陥により試験中の破損が多発し

▶ 

 
ア．試作による実力値の確認 
イ．電力付加効率の改善／小型化 
ウ．量産工場での条件出し／テストラン準備および
容量変化比のリニアリティ改善 

エ．医療規格対応度の再確認 
オ．量産時のデザインに合わせた筐体修正および量
産コスト低減検討 

カ．社内品質管理体制の整備・構築 



11 

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 
準備 た。平成 26 年度は結晶欠損を改善し信頼性を向上させ

た。また、平成 25 年度は容量変化比が要求性能に対し
未達であったが、平成 26 年度は結晶濃度等を修正し要
求仕様を満足する改善試作結果を得た。量産工場は国内
2社、海外 1社にてトレードオフを実施し類似品実績、
少量生産対応を勘案しＡ社を選定した。信頼性評価項目
を検討し草案をまとめた。 

エ．平成 25年度モデル（A4版）から実装部品、部品配置
等を見直すことで B5 サイズに収まるサイズまでサイズ
ダウンを実施した。また、医療規格に対応するための設
計指針もまとめ可能な限り設計に取り込んだ（筐体も同
様）。 

オ．平成 25 年度は延べ 2 時間程度の大型動物実験にて実
際のマイクロ波照射時間は 25分 32秒でありバッテリー
残量は 1/3程度であった。要求仕様 40W/5秒（3mm程度
の血管）に対しかなりマージンがあるため、平成 26 年
度は平成 25 年度モデルの電池容量比 80％（体積比
50％）、容量比 40％（体積比 70％）の 2つのモデルの設
計検討を実施し小型化を図った。また、充電器は 3個同
時充電方式にて上記 2 品種のバッテリーに対応した充
電器の設計検討を実施した。バッテリーメーカーは医療
機器での実績があるメーカーを選定し量産見積りまで
実施済みである。 

カ．上市場計画、先行開発機種との整合性を勘案しコンサ
ルを受けながら適用する規格体系を選定した。また、EMC
規格の該当試験項目を整理し、平成 25 年度モデルの電
磁適合性試験を実施し設計の知見を得た。 

②鉗子型と鑷子型（ピンセット型）の操作部の改
良及び試作品の製作、性能評価 
ア．凝固効率向上のための改良策の検討と設計 
イ．鑷子型（ピンセット型）の操作部に凝固ス
イッチを設けて操作性向上のための改良設計 

ウ．部品製作及び組立 
エ．鉗子型先端部把持部絶縁体への表面加工 
オ．EOGバリデーション用試作品：鑷子型（ピン
セット型）18 式、動物試験等用試作品：鉗子
型、鑷子型（ピンセット型）各７式の製作 

▶ 

 
 
ア．鉗子型の止血部のマイクロ波エネルギー密度が高くな
るよう設計を行い、凝固効率の改善を行った。 

イ．鑷子型（ピンセット型）の操作部に把持した時に凝固
を開始するスイッチを設けたことにより、操作性が向上
した。 

ウ．サンエー精工(株)に外注し、部品製作、および組立が
計画通り完了した。 

エ．鉗子型先端部把持部絶縁体に表中④、⑤にて開発した
表面加工を施したことにより、凝固組織、凝固血液の付
着防止が向上した。 

オ．EOGバリデーション用試作品：鑷子型（ピンセット型）
18 式、動物試験等用試作品：鉗子型、鑷子型（ピンセ
ット型）各 7式の製作が完了した。 

▶ 

 
 
ア．さらに小型化された携帯型マイクロ波発生装置
の試作機との最適化を検討する。 
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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 
③表面加工技術の開発 
ア．めっき皮膜による表面加工 
イ．有機ケイ素膜等を用いた表面加工 
ウ．製膜条件の最適化の検討 ▶ 

 
ア．マイクロ波照射下での焦げ付きを抑える、めっき皮膜
を開発した。 

イ．マイクロ波照射下での焦げ付きを抑える、有機ケイ素
膜等を開発した。 

ウ．表中④の種々評価で優れたものについては、実機先端
部への良好な製膜に向けた検討を行った。 

▶ 

 
ア．実機先端部への適用について、問題の洗い出し
と解決策検討を続ける。 

④皮膜特性評価 
ア．マイクロ波照射下での焦げ付き性評価 
イ．基礎的な細胞毒性による生体安全性試験の
実施 

ウ．操作部先端部の表面加工評価に適したマイ
クロ波照射下での焦げ付き性試験法の検討、
皮膜の表面特性、均一製膜性などの基本特性
を評価し、耐焦げ付き性との相関調査 

▶ 

 
ア．簡易プローブを用いてマイクロ波照射下での焦げ付き
性評価を行い、適切な実験法を開発した。 

イ．基礎的な細胞毒性による生体安全性試験を実施し、実
機先端部に適用不可な皮膜種の絞り込みに貢献した。 

ウ．皮膜の表面組成、撥水・撥油性、均一製膜性などの基
本特性を評価し、耐焦げ付き性との相関を詳細に調査し
た。従来表面処理であるテフロンとの比較も行った。 

▶ 

 
ア．マイクロ波照射下での焦げ付き試験、生体安全
性試験、および皮膜の分析・評価について、適切
な方法の確立を目指して、さらに検討を行う。焦
げ付きメカニズム解明に向けた、データ取得と考
察をさらに進める。 

⑤携帯型マイクロ波手術機器（止血器）の評価 
ア．平成 26年度改良型操作部の検証・評価 
イ．平成 26年度携帯型半導体マイクロ波発生装
置を用いた止血能力の検証・評価 

▶ 

 

ア．大動物を用いて改良型止血器の動物実験での評価を実

施。 

イ．携帯型半導体マイクロ波発生装置を用いた止血能力・

抗焦げ能力の検証・評価を実施。 

▶ 

 

ア．止血器と携帯型半導体マイクロ波発生装置の接

続部の完成と評価 

イ．鑷子型止血器の操作部がやや硬く、操作性の向

上を検討。 
⑥携帯型マイクロ波手術機器（止血器）事業化・
販売戦略の検討 
ア．医療機器製造販売許可申請のための準備 
イ．開発タイプＢ案での市場開拓方法の検討 
ウ．パッケージ仕様の検討 
エ．量産試作器の仕様の策定・検討 ▶ 

 
 
ア．一般名「マイクロ波メス」とするのが妥当との結論に
至った。 

イ．救急災害用途を交通事故現場での止血を主として、副
次的に外科手術用機器の用途展開を行うこととした。 

ウ．日機装(株)が独自に開発中のデバイスに使用するブリ
スターケースを流用し、滅菌バリデーションを行った。
予算の制限から鑷子型（ピンセット型）のみのバリデー
ションとなった。 

エ．量産試作器仕様の策定を行った。 

▶ 

 
 
ア．安全規格を満足する量産試作品の生産 
  ：各メーカによる量産試作器品の造りこみ。 
イ．承認申請に耐えるドキュメント類の作成 
  ：各メーカでの設計管理・検証作業と書類の作

成。 
ウ．装置デザイン 
  ：医療機器として適した工業デザインとする。 
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1.7 事業化に向けた検討結果 

(1) 薬事申請 

 1) 薬事戦略検討状況 

  本開発品に関して、現時点では PMDA への相談等はしていない。日機装(株)の薬事申請のノウハウ

により適宜、相談および承認申請を行う予定である。 

 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保険適応を見据えた薬事申請の方向性 

診療報酬算定をどの区分で申請していくか、保険適

応を見据えた薬事申請の方向性を定める。 

申請までに、最新の他社の動向を勘案し、決定する。

（一般名は「マイクロ波メス」と考えている。） 

 

(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） 

本事業に関連する知財は、2003 年から継続的に出願しており、これまでに 30 件を出願、14 件

が登録となっている。そのうち海外に 6 件の特許出願（PCT）を行っている。主な出願国は、米

国、欧州、中国等である。これらの特許出願、審査を経る中で、十分な先行技術調査を行い、抵

触するような先行特許がないこと、また本特許群の競争優位性を確認した。 

 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 

装置面では、マイクロ波制御方式、マイクとは電源部の小型、低消費電力設計等を出願、デバ

イス面では、鑷子や鉗子の用途に合わせた具体的構造、材料、製法面では、焦付き防止膜等、ま

たシステム全体として、MRI 下や内視鏡手術下でのシステム構成等、幅広く特許出願を進め、特

許群として非常に強力なものとすることができた。 

意匠、商標等については、最終商品が確定した段階で対応を進めていく予定である。 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

医療機器という特殊な市場であることから、模倣品・侵害者が現れた場合、その確認は比較的

容易である。模倣品・侵害者が現れた場合には、これまで築いてきた特許群に基づき、すみやか

に対処する方針である。 

 特許ライセンスについて 

本事業に関連する特許群のライセンスについては、本事業を推進した滋賀医科大学の大学発ベ

ンチャーである「株式会社マイクロン滋賀」を通じて進めており、今後も継続していく予定であ

る。 
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 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出願した特許群の登録、維持等の管理 

  

  

  

②特許群のライセンス活動および管理 

 

③本事業中に新たに見出した技術の特許化 

  手術機器先端部への焦げ付き付着防止膜につい

て、優れた性能を有する新技術を開発した。 

④今後発生する可能性のある知財への対応 

①出願人である滋賀医科大学および特許ライセンス

を担当する(株)マイクロン滋賀、および共同出願企業

と連携して、順次登録を進め、合わせて維持、管理を

おこなっていく。 

②特許ライセンス活動および管理は、(株)マイクロン

滋賀で進めていく。 

③「焦げ付き防止膜」について特許出願を行った。 

 

 

④先端部をわずかに彎曲したり、ギザギザをつける

等、意匠面での特徴がある。商品の最終形状が決定し

た時点で意匠登録出願を進めていく。 

 

(3) 技術・評価面 

 1) 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刃部への焦げ付きの付着への対策 

手術機器（鑷子型、鉗子型）で止血を行う際、血管

等の対象部位を加熱すると、その一部が焦げ付いて刃

部に付着する。 

 マイクロ波手術機器に適した抗焦げ付き対策の表

面加工技術が開発され、一般の手術機器にも対応でき

る可能性も見出された。 

 

(4) その他事業化全般 

 1) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

国内外において、(株)日機装の営業所・代理店からなる販売網を活用し、拡販を行う予定であ

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市場での適正価格及び大きさ・重量の設定 

現在市場を席巻している製品との比較を行い、許容

可能な価格、大きさ、重量を量産品仕様として設定す

る。 

 デバイス・装置本体ともに適正な価格設定が可能な

ように各メーカが協力する。 

 また、装置本体の大きさ・重量については、仕様通

りの B5サイズ・厚み 100mm、重量 3kgを満たすことは

もちろん、安全規格を満足する量産試作品の実現に各

メーカが協力する。 
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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 

変更前 救急災害用途を対象とした新市場展開を概略の数値から売上予想に計上。 

変更後 
救急災害用途の交通事故重症傷病者を中心とし、副次的な外科手術用途展開も合わせて売上予想を

計上。 

当初、概略の数値から売上予想を行っていたものを市場調査の結果を反映したものに変更した。 

主用途である救急災害用途については、交通事故重症傷病者を中心として計上し、これに副次的な

外科手術用途も追加して売上予想としている。 

(2) 機器スペック・ビジネスモデル 

変更前 半導体マイクロ波発生装置を手術機器の中に内蔵することを目標とした。 

変更後 
肩掛け型の携帯型半導体マイクロ波発生装置として、同軸ケーブルを介して、エネルギーを伝達す

る方式とした。 

鑷子型（ピンセット型）止血器では、半導体マイクロ波発生装置を内蔵できないため、肩掛け型の

携帯型半導体マイクロ波発生装置を最終形態として開発を進めた。 

 

(3) 事業化体制 

変更前 ケイセイ医科工業株式会社 

変更後 日機装株式会社 

機器の組立、パッケージング、製造販売を担う企業がケイセイ医科工業株式会社から日機装株式会

社に変更となり、事業が遅滞している印象を与えたが、最終的にはこのことによる遅れや事業達成度

等に問題はなかった。 

 

(4) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

製造販売担当企業の変更はあったものの、事業化計画は特に変更なし。 

 

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 なし なし 

知財対応 

焦付き防止表面処理の特許出願について 計画通り、特許出願を行った。 

携帯型マイクロ波手術機器（仮）のデザイン、

意匠について 

製品の最終形状が決定した後に意匠出願の検

討を行う。 

技術・評価面 なし なし 

その他事業

化全般 
現状に合わせた売上予想について 

市場展開を救急用途での交通事故現場用途を

主としたものに改め、また、外科用途での副

次的な市場についても結果を加味した市場で

の予想結果とした。 
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1.9 平成 27 年度以降の事業化計画 

  2016 年 10 月に薬事申請、2018 年 4 月上市を計画している。 

  上市後 5 年間は日本国内市場を対象とする。特に、救急救命の最前線ともいえる交通事故現場での

用途や、災害用途などの新規市場を検討する。上市後 3 年間で、市場の要求を分析したうえで、市場競

争力がある小型化を実現する新規開発品の開発を並行してスタートし、価格の低減を行いつつ 3 年で上

市する。その際、欧米主要国に対して薬事承認申請を行い、並行して、競合品を導入されている病院施

設手術室をターゲットとすることも可能である。上市後 6 年目からは海外への販売進出を行う。 

領域 検討・実施すべき事項 

薬事申請  マイクロ波メスを一般名称として、承認申請準備を行う。 

知財対応  特になし。 

技術・評価面  仕様（大きさ・重量）の実現 

仕様として定めた大きさ・重量（B5サイズ・厚み 100mm・重量 3kg）を満たしたうえ

で、安全規格を満足する量産試作品の実現。 

その他事業

化全般 

 市場での適正価格の実現 
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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 

B：当初目標を達成した。 

 

1.10.2 自己評価理由 

携帯型半導体マイクロ波発生装置は、実用化に耐え得る機能を持つことが確認され、さらに効率化・

小型化した量産型試作器を開発するための設計検討をほぼ終了した。これに最適化された鉗子型と鑷

子型（ピンセット型）の操作部を開発し、完成した。さらに、新しい抗焦げ対策の技術を創出した。 

(1) 携帯型半導体マイクロ波発生装置の開発 

平成 25 年度に試作された A4 版の携帯型半導体マイクロ波発生装置は、実用化に耐え得る機能を持

つことが確認された。平成 26 年度の事業により、さらに効率化・小型化した量産型試作器を開発する

ための設計検討をほぼ終了した。 
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(2) 鉗子型と鑷子型（ピンセット型）の操作部の改良および試作品の製作、性能評価 

携帯型半導体マイクロ波発生装置に最適化された鉗子型と鑷子型（ピンセット型）の操作部を開発

し、完成した。 

(3) 表面加工技術の開発 

マイクロ波手術機器に適した抗焦げ対策の表面加工技術が開発され、一般の手術機器にも対応でき

る可能性も見いだされた。 

 

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 

事業 2 年目から製販担当企業の変更があり、事業が遅滞している印象を与えたが、製版担当企業の

変更による事業の遅滞や事業達成度の後退等はなかった。 

(2) 事業の進め方 

初年度、二年度と契約締結の遅れはあったが、各参画機関の自助努力及びコンソーシアム内での相

互協力により、当初目標を達成することができた。 

(3) その他 

契約締結時の契約金額は、年度当初計画に基づいて積算し、決定されていたが、コンソーシアム内

での経費流用が可能であれば、更に開発経費を有効に活用できたと思われる。 

 

1.11 事業に関する連絡窓口 

国立大学法人滋賀医科大学 研究協力課 

〒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 


