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1. 研究開発の概要 

 

1.1 研究開発の背景・目的及び目標 

1.1.1 研究開発目的 

近年 Intuitive Surgical 社の da Vinci 手術ロボットをはじめとする内視鏡手術用の多自由度

マニピュレータの開発が進んでいるが、実用化しているのは欧米企業数社のみであり、国内では

未だ実用化に至っていない。また、外径 5mm 以上のものがほとんどであり、極細径（外径 3mm 以

下）で製品化されているものは少ない。さらに、現状の技術では先端の機能ごとにそれぞれ別の

手術器具を用意する必要がある。 

本研究の目的は、極細径鉗子、大屈曲鉗子、及び先端機能を簡便に着脱可能なモジュール型の

細径屈曲鉗子を開発し、上述の困難を解決して臨床評価、及び薬事申請・届出まで進むことであ

る。最終的には、外径 2mm 台の屈曲鉗子、外径 3mm 台の大屈曲（±180°）が可能な鉗子、外径

5mm 以下で先端機能（持針器、把持鉗子、剥離鉗子、剪刃など）が容易に着脱可能な屈曲鉗子、

の開発と薬事申請・届出を行い、国産で様々な内視鏡手術に対応可能な手術器具の実用化を達成

する。 

鉗子先端部の自由度の駆動方法としてよく用いられるのはワイヤ機構やリンク機構である。前

者ではマニピュレータの自由度は高くなるが、繰り返し駆動の耐久性や動作精度、信頼性に欠け

る面がある。後者では確実な駆動が可能であり滅菌性に優れているといえるが、細径化や多チャ

ンネル化は難しかった。これらの理由で、先端機能の高機能化は現場ニーズが高く開発が望まれ

ているにもかかわらず進んでこなかったので、本研究ではまず先端非交換型及び可交換型の高機

能屈曲鉗子を年度内に製品化し、我が国鉗子製品増産への突破口を開く。 

 

1.1.2 研究開発概要 

あらゆる外科領域において、患者に対する侵襲が小さく、 Quality of Life の点から見て優れ

た内視鏡下手術が一般的となってきている。現在の内視鏡手術で使用されている手術器具は細長

い棒状のものがほとんどであり、体内への挿入孔に操作が制限され、手で直接触れながら行うよ

うな器用な手技は困難である。そのため、国内外で屈曲自由度を追加した屈曲鉗子類、特に手術

用ロボット鉗子を実現するための新しい機構や、動力伝達方法、操作方法に着目した様々な研究

開発がなされている。しかし、多種多様な外科領域で汎用的なものは少なく、従来の手技を超え

る全く新しい手技の実現には至っていない。現在、手術現場のニーズに対し機器・技術の供給は

十分ではなく、実用化に耐えうる屈曲鉗子の開発が急務であり、本研究開発はこれに応える。  

本年度は、屈曲鉗子の極細径化、鉗子の屈曲角度の増大、先端機能のモジュール化に対して確立してき

た基本技術に各診療科ニーズに合わせた改良を加え、設計・試作を繰り返してそれぞれに対応した評価用

実験機として完成させる。さらに、開発機器の安全性評価・手術室内評価の一環として、屈曲鉗子の機能

と操作性を評価モデル及び動物実験により確認し、まずクラスⅠでの高機能屈曲鉗子の薬事届出及び事業

化に向けた検討を行う。また、関連して得られる知的財産の特許等による確保を行う。 

先端非交換・交換型高機能屈曲鉗子、及び極細径・大屈曲鉗子の製作・加工・組立技術開発に関しては、

前年度に導入した精密レーザ加工装置の利用による新たな加工プロセス制御の知見が得られており、可能

となる微小歯車等の加工において威力を発揮すると予想される。従来型の加工機の技能と併用して試作鉗

子のラインアップを製作し試供品とする。 

 

1.1.3 実施内容 

①  屈曲鉗子の極細化（株式会社スズキプレシオン、独立行政法人国立成育医療研究センター） 

外径２ｍｍ台の部品設計と剛体解析をもとに、動物実験用機能評価機を完成する。本屈曲機

構は、すでに外径５ｍｍの製作技術が完成しており、外径３ｍｍの設計も進めている。さらに、

実用レベルの剛性を保ったまま外径２ｍｍ台まで細径化を行うために、再度最適設計を繰り返

し、最終的な外径を決定する。設計に基づいて、従来の微細加工機を使用した行程に加え、非

常に高精度で多様な金属加工が可能であり、同時に円筒状の部材を多方向から加工可能な精密
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レーザ加工装置を用いて、前年度に行った加工プロセス制御のデータを使用して、機能評価用

極細径鉗子の部品製作と組み付けを完了する。 

 

②  鉗子の屈曲角度の増大（株式会社スズキプレシオン、独立行政法人国立成育医療研究センター） 

大屈曲機能の設計を行い、外径３ｍｍで動物実験用機能評価機を完成する。独自に開発した屈

曲機構ユニットを用いて、４関節で±180°の屈曲を可能にする鉗子を最適設計し、設計に基づいて、

従来型微細加工機を使用した機能評価用大屈曲鉗子の部品製作と組み付けを完了する。加工精

度向上の必要が生じた場合は①で開発した精密レーザ加工装置を用いた加工プロセスを利用す

る。 

 

③  先端機能のモジュール化（株式会社スズキプレシオン、独立行政法人国立成育医療研究センター） 

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

作を評価し実用製品を目指す。本年度は、外径５ｍｍの屈曲機構内部に同軸上のチャンネルを

設けて、鉗子先端の屈曲部分とワイヤ駆動による先端の開閉部を共通化し、持針器機能、把持

鉗子機能、剥離鉗子機能、剪刃（はさみ）機能を交換可能にする事も含め、外筒部の着脱機構

の最適設計を行い、新規設計に基づいて評価用モジュールを数タイプ試作する。さらに、胎児

外科等の診療科ニーズに合わせた改良を行って、クラスⅠの先端非交換及び可交換型の高機能

屈曲鉗子の製作工程を確立する。 

 

④  屈曲鉗子の動物実験等による前臨床評価（独立行政法人国立成育医療研究センター） 

３種類の試作機（①で製作：極細径屈曲鉗子、②で製作：大屈曲鉗子、③で製作：先端機能

交換型屈曲鉗子）について、模型（ファントム）及び動物（ウサギとブタ）を用いて剛性、屈

曲・回転等の動作特性を検証・評価する。また手術室内を想定した操作性の確認を行い、使用

安全性を含めて実用機完成への評価基準を決定する。 

 

⑤  屈曲鉗子の薬事申請準備（株式会社スズキプレシオン、一般社団法人研究産業・産業技術振興協会、テ

クノスカイ特許事務所） 

本研究の開発機器はクラスⅠを想定している。株式会社スズキプレシオンが薬事個別面談を

利用して、新たに必要となる装置機能データ、品目仕様、装置設計指針を精査する。まず③の

先端非交換型試作で実用化可能な試作品を得、事業管理機関とともに事前面談を利用し、改良

を行ってクラスⅠの高機能鉗子について、知的財産を確保し、安全・耐久性評価後に薬事届出

を行って製品化する。 

 

⑥  事業化の調査検討（一般社団法人研究産業・産業技術振興協会、株式会社スズキプレシオン） 

事業化を進めるに当たり、海外での競合製品・関連技術の技術調査及び、国内外で関連特許

調査、予想される極細径・高機能屈曲鉗子の製品化リスクマネージメント（ JIS T 14971 等）を

続行し、また手術室内ユーザニーズの分析を診療科の範囲を広げて事業管理機関が行う。販売

網の確保については、協力関係にある商社のアドバイザー参加により、先行して販路開拓を開

始する。 

 

⑦  プロジェクトの管理・運営（一般社団法人研究産業・産業技術振興協会） 

一般社団法人研究産業・産業技術振興協会において、本プロジェクトの管理を行う。プロジェクトの研

究経緯と成果について取りまとめ、成果報告を作成する。 

本研究の実用化に向けた到達の度合いを検証するとともに、事業化に向けての課題等について研究実施

者と連絡調整を行う。 

研究推進委員会の事務局を担当すると共に、検討結果に基づき多くの診療科での効果的な技術普及に努

める。 

 

 



 

3 

 

1.2 研究開発体制 

 

1.2.1 研究組織及び管理体制 

（１）研究組織(全体) 

 

 
 

総括研究代表者（ＰＬ）  副総括研究代表者（ＳＬ） 

所属 
独立行政法人国立成育医療

研究センター 研究所 
 所属 

株式会社スズキプレシオ

ン 

役職 研究員  役職 代表取締役会長 

氏名 山下 紘正  氏名 鈴木 庸介 

 

図 1-2-1 研究組織（全体） 

 

 

ＰＬが所属する独立行政法人国立成育医療研究センター臨床研究センターは、国立成育医療研究センター

が平成 22 年 4 月 1 日に独立行政法人化した際に新たな組織として設置された。臨床研究とはヒトを対象と

しました幅広い研究を意味する。例えば、新しい薬や医療機器の開発（治験と呼ぶ）、市販薬のより効果的

な使い方を決める研究、患者より提供のあった血液などの試料やカルテに記載された診療情報を使用する研

究がある。臨床研究は医師や研究者、医療関係者らが行なうが、臨床研究センターはこれらの研究が順調に

進むように色々な角度から支援することが役割である。新しい治療法や診断法は臨床研究からのみ生み出さ

れるため、このような活動を通じて患者の健康維持と増進に貢献することを目的としている。欧米諸国と比

べると我が国での臨床研究への取り組みは大変遅れており、特に妊婦・胎児・新生児・小児を対象とした成

育医療領域では遅れが顕著である。従来、臨床研究は医師や研究者らが自ら研究計画の立案や作成、カルテ

情報の研究への提供、研究協力者への説明と同意取得などを行ってきたが、これからはこのような作業はそ

の道のプロが支援する仕組みを作ることが重要である。臨床研究センターは、これらの仕組みを作り、各種

のサービスを提供することが目的としている。臨床研究センターではまた、細胞治療や遺伝子治療などの新

しい治療のインフラ整備、患者から提供された試料の保存や管理も行っている。独立行政法人国立成育医療

研究センターの研究担当者は、胎児外科領域で低侵襲手術の実現に向けて新しい医療機器の実用化を目的と

した医工連携の研究に携わっている。特に出生後の治療では間に合わない周産期の子宮内胎児治療を低侵襲

に行うための、新しい内視鏡開発、内視鏡手術用のロボット鉗子、極細のレーザー焼灼用ファイバー内視鏡、

内視鏡手術支援用の超音波画像誘導下ナビゲーション技術など、多岐にわたっており、このうちの子宮内内

視鏡手術に関連した取り組みが本研究提案の基盤となっている。ＰＬの山下は、平成２１～２３年度に

『複数連結可能な屈曲機構による内視鏡下手術用細径マニピュレータの研究開発』を科学研究費

事業管理機関 

一般社団法人研究産業・産業技術振興協会 

独立行政法人国立成育医療研究セ

ンター 

株式会社スズキプレシオン 
再委託 

再委託 
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（若手研究（Ｂ））での研究課題とし、現在の外科手術の主流である内視鏡下手術で障害となって

いる術具の操作性の低さを解消し、より安全・迅速な手術を実現するため、高い信頼性を有する

細径の多自由度マニピュレータを開発することを目的として研究を行った。具体的には、①微細

なギヤを用いた屈曲機構ユニットの設計と、②外径 3 mm でのユニット連結部の試作を行い、これ

らの技術は、本提案の基盤となるノウハウとなっている。 

 

株式会社スズキプレシオンの研究開発担当者は、健康を守るメディカル関連から、あらゆる産業を支える

半導体の製造装置、通信機器、さらには自動車関連部品まで、極限の切削加工技術を駆使して受託機器・部

品の設計・加工、組立・調整に従事してきた。この経験を生かして、本研究開発の装置の加工・組立を行っ

た。前述の直径 3mm での試作において、本提案の研究実施機関でもある株式会社スズキプレシオン

に精密部品の製作加工を依頼しており、本屈曲鉗子の開発を先導する精密加工・製造技術を有して

いることを確認済みである。 

 

一般社団法人研究産業・産業技術振興協会企画交流部の研究担当者の一人は、光物性、生物物理、生体計

測の応用、医療「医用画像診断システムにおけるビジュアリゼーションの応用研究」、核磁気共鳴画像法によ

る生体代謝機能計測・その失語症への応用、分子・バイオイメージングに関する研究開発の推進に努めてき

た経験があり、研究開発全体の進捗に関する調整や事業化に関する調査を進めた。またもう一人は、バイオ

テクノロジー、ライフサイエンスの分野で長く研究開発を行った経験があり、薬事申請及び知財関連の調査

を進めた。 

 

（２）管理体制 

(1) 事業管理機関 

 

一般社団法人研究産業・産業技術振興協会 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2-2 一般社団法人研究産業・産業技術振興協会の管理体制 

 

一般社団法人研究産業・産業技術振興協会は、社団法人研究産業協会、及び財団法人日本産業技術振興協

会の統合により、平成 23 年 6 月 20 日に発足した我が国有数の異業種が集まった団体である。業種横断的な

中核団体として、これまでに両団体が培ってきた経験を融合させることで、研究産業及び産業技術の振興の

ため、より一層の業務の充実と強化を図ることとしている。 

本研究開発では、上記の組織で企画交流部と総務部が連携して事業管理に当たった。当協会は、東京都文

京区本郷三丁目に本部事務所、茨城県つくば市につくば事務所があるが、本部に事業管理者 2 名、つくば事

務所に研究員 2名、補助員 2名の体制で、研究開発及び事業管理を実施した。総括研究代表者及び副総括

研究代表者は、いずれも(独)国立成育医療研究センター所属であることから、管理員のいる本部

事務所との連絡を密に行い、(株)スズキプレシオンは加工技術・試作担当であることから、研究員のいるつ

くば事務所との連絡を密に行って研究進行管理や装置購入の打合せ・検討を進め、事業管理を円滑に運ぶこ

とが出来た。 

  

再委託 

専務理事 

事務局長 
総務部 経理担当 

企画交流部 

 

調査研究部 

 

株式会社スズキプレシオン 

 

独立行政法人 国立成育医療研究センター 
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(2) 再委託先 

 

株式会社スズキプレシオン 

 

       

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2-3 株式会社スズキプレシオンの管理体制 

 

従業員６５名で、極限の切削加工技術を利用して、半導体の製造装置、通信装置、自動車関連部品、先端

医療機器（単孔式内視鏡手術用ポート、ニードルデバイスなど）の開発を行っている。２００３年には栃木

県フロンティア企業に認証され、２００７年には経済産業省「元気な物作り中小企業３００社」に選出され

た。栃木県鹿沼市に加工工場を有し、高度化する顧客のニーズに応えるため、常にモノづくりのイノベーシ

ョンに果敢に取り組んできている。上記社内体制により事業管理も効率よく行っている。研究開発担当者は

開発部と製造部に所属しており、経理担当は生産管理部に所属している。 

 

 

独立行政法人国立成育医療研究センター 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2-4 独立行政法人国立成育医療研究センターの管理体制 

 

臨床研究センターは、国立成育医療研究センターが平成 22年 4月 1日に独立行政法人化した際に新たな組

織として設置された。臨床研究とはヒトを対象とした幅広い研究を意味し、新しい治療法や診断法は臨床研

究からのみ生み出される。このような活動を通じて人々の健康維持と増進に貢献するのが臨床研究センター

の役割である。本研究開発に関わる研究者はこのセンターの医療機器開発室に属しており、独立行政法人本

部による経理とセンター長による研究管理が行われた。なお 2013 年 11 月以降、医療機器開発室は研究所内

の医療機器開発部に再編成された。 

 

 

代表取締役 

会長 

取締役 

社長 
生産管理部 

製造部 

営業部 

開発部 設計課 

取締役 

副社長 

R&D課 

生産技術課 

製造 1課 

製造 2課 

品質管理課 

技術顧問 

総長 企画経営部研究医療課 

研究所 
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1.2.2 管理員及び研究員の所属、氏名 

（１）事業管理機関 

 

一般社団法人研究産業・産業技術振興協会 

 

①管理員  

氏 名 所属・役職 

大嶋 清治 事務局長 

松田 香織 総務部主任 

守谷 哲郎 企画交流部 研究員 工学博士 

 

②研究員 

氏 名 所属・役職 

守谷 哲郎(再) 企画交流部 研究員 工学博士 

曽良 達生 シニアコーディネーター 薬学博士 

 

（２）再委託先 

 

※研究員のみ 

 

        株式会社スズキプレシオン 

氏 名 所属・役職 

鈴木 庸介（SL） 代表取締役会長 

黒川 達也 開発部 ゼネラルマネージャー 

金子 晴彦 製造部製造2課 マネージャー 

手塚 博之 製造部 

 

 

 

      独立行政法人国立生育医療研究センター 

氏 名 所属・役職 

千葉 敏雄 社会・臨床研究センター 副センター長 

山下 紘正（PL） 研究所 医療機器開発部 研究員 

青木 久恵 研究所 医療機器開発部 共同研究員 

大澤 俊亮 研究所 医療機器開発部 共同研究員 

蛇口 達造 研究所 医療機器開発部 共同研究員 

石井 理絵 研究所 医療機器開発部 共同研究員 
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1.2.3 経理担当者及び業務管理者の所属、氏名 

 

（１）事業管理機関 

 

   社団法人研究産業・産業技術振興協会 

区分 氏 名 所属・役職 

経理担当者 高嶋 耕司 総務部長 

業務管理者 大嶋 清治 事務局長 

 

 

（２）再委託先 

    

株式会社スズキプレシオン 

区分 氏 名 所属・役職 

経理担当者 吉村 洋和 生産管理部 マネージャー 

業務管理者 鈴木 庸介 代表取締役会長 

 

   独立行政法人国立成育医療研究センター 

区分 氏 名 所属・役職 

経理担当者 佐俣 宜浩 企画経営部研究医療課 研究係長 

業務管理者 千葉 敏雄 社会・臨床研究センター 副センター長 

 

 

（３）アドバイザー 

氏 名 組織名（企業・大学等） 所属・役職 

藤森 敬也 
公立大学法人福島県立医科

大学 医学部 
産婦人科学講座 教授 

本郷 一博 
国立大学法人信州大学 医

学部 脳神経外科 教授 

 

 

 

 

 

 

1.3 成果概要 

次頁以降に本年度開発した製品の概要および本年度検討・精査した同製品の事業化計画を記載する。 
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1.3.1 開発製品「高機能屈曲鉗子」 

【訴求ポイント】 

近年 daVinci 手術ロボットなどの高度な内視鏡手術器具(細長く、先端屈曲可)の開発が進んでいるが、海外

製品が多数を占め、また 3mm 以下の細さで製品化されているものはほとんどない。本開発では、外径 2mm

台の極細屈曲鉗子、外径 5mm 以下で 90°以上に屈曲可能な大屈曲先端交換型デバイス、及び先端機能カスタ

マイズ可能な高機能・多自由度屈曲鉗子群を、(株)スズキプレシオンの精密微細加工技術により製品化し、薬

事承認を得て様々な内視鏡手術に対応できる低侵襲手術器具の上市を 2014 年より順次進める。 

 

 
 

 

 

 

製品名 高機能屈曲鉗子 一般的名称 医療用鉗子 

クラス分類 クラスⅠ 許認可区分 届出 申請区分 改良医療機器 

製造販売業者 株式会社スズキプレシオン 製造業者 株式会社スズキプレシオン 

販売業者 山下医科器械株式会社 その他（部材供給） 鍋林株式会社、株式会社シオダ 
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に： 東ｱｼﾞ

ｱ 

） 

薬事申請時期 2014 年 1 月 2017 年 1 月 

上市時期 2014 年 3 月 2017 年 4 月 

　本研究では、

シーズ１：剛性の高い極細屈曲機構
①ﾚｰｻﾞｶｯﾄのｴﾚﾒﾝﾄ一体成型屈曲機構の採用（ﾋﾟﾝなど組立不要）

②新規特許出願済み（特願2013-260500）

③3mmと5mmで

屈曲機構の試作

④把持と先端回転
機構を追加した

試作機の完成

⑤2014年にクラスⅠ

で薬事申請予定

3Dプリントモデル

による多自由度

操作用ダイヤル・

レバー等の最適
配置の検討

本製品の

実用化

イメージ

屈曲鉗子の製品群

屈曲＋先端回転

による縦運針

シーズ３：先端部新設計高機能屈曲鉗子
①第一次試作機の完成（外径5mm、持針器）

②90度屈曲＋先端回転＋把持＋ 全体回転

③外科医による in vitro実験（ﾌﾞﾀ）:試作機

の結紮操作性評価・改善

④片手操作のためのｲﾝﾀﾌｪｰｽ（ﾊﾝﾄﾞﾙ形状、

操作ﾚﾊﾞｰ・回転ﾀﾞｲﾔﾙ）の

試作改良・最適化

⑤新規特許出願済み

（特願2013-219095）

⑥製品化モデルの完成
⑦2014年にクラスⅠで

薬事申請・上市開始

シーズ２：大屈曲鉗子（先端部交換）
①シーズ１と共通の屈曲機構を採用

②ｺｱﾁｬﾈﾙに様々な軟性ﾃﾞﾊﾞｲｽ（ﾚｰｻﾞﾌｧｲ

ﾊﾞ、ﾌｧｲﾊﾞｽｺｰﾌﾟ、生検鉗子、ﾊﾞﾙｰﾝ

ｶﾃｰﾃﾙ、吸引管など）を挿入可

③ｾｸﾞﾒﾝﾄ数やﾚｰｻﾞｶｯﾄの
ﾊﾟﾀｰﾝのカスタマイズに

より屈曲角度・曲率・屈曲

方向を調整可

④2014年にｸﾗｽⅠで薬事申請予定

極細鉗子試作機

（2方向屈曲、先端

回転自由度）

②
③

④

④

③
3mm

5mm

屈曲部分

シーズ１：外径2mm台の極細屈曲鉗子

シーズ２：90度以上屈曲可能な大屈曲鉗子（先端部交換）

シーズ３：先端部新設計によりカスタマイズ可能な高機能

屈曲鉗子

の3種類を基盤とした製品群を開発し、実現性の

高いモデルから順次薬事申請・上市する

⑥

②
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1.3.2 事業化計画 

【事業化計画の要旨】 

製品名 高機能屈曲鉗子 一般的名称 医療用鉗子 

クラス分類 クラスⅠ 許認可区分 届出 申請区分 改良医療機器 

製造販売業者 株式会社スズキプレシオン 製造業者 株式会社スズキプレシオン 

販売業者 医療機器販売企業Ａ その他（部材供給） 部材供給企業Ａ、部材供給企業Ｂ 
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に： 東ｱｼﾞｱ ） 

薬事申請時期 2014 年 1 月 2017 年 1 月 

上市時期 2014 年 3 月 2017 年 4 月 

想定売上 3 億円/年 （上市後 3 年目） 5 億円/年 （上市後 3 年目） 

市場規模 90 億円/年 （上市後 3 年目） 100 億円/年 （上市後 3 年目） 

想定シェア 3 % （上市後 3 年目） 5 % （上市後 3 年目） 

 

(1) 事業化に向けた現状ステータス 

 

(a) 機器の開発（実証）目標達成状況 

本開発の目的は、先端機能の交換をも考慮し、

極細径鉗子、大屈曲鉗子、及び先端高機能モジ

ュール型の細径屈曲鉗子の多様な複数タイプの

鉗子を開発し、操作性の課題を解決して臨床評

価、及び薬事申請・届出を行い上市まで進むこ

とである。 

鉗子先端部の自由度の駆動方法としてよく用

いられるのはワイヤ機構やリンク機構である。

前者ではマニピュレータの自由度は高くなるが、

繰り返し駆動の耐久性や動作精度、信頼性に欠

ける面がある。後者では確実な駆動が可能であ

り滅菌性に優れているといえるが、細径化や多

チャンネル化は難しかった。これらの理由で、

先端機能の高機能化は現場ニーズが高く開発が

望まれているにもかかわらず進んでこなかった。 

本開発の最終目標は、外径２ｍｍ台の極細屈

曲鉗子、外径５ｍｍ以下の大屈曲（±180°）が

可能な鉗子、外径５ｍｍで先端高機能（屈曲・

回転自由度を有する持針器、把持鉗子、剥離鉗

子、剪刃など）の屈曲鉗子の開発を行い、薬事

申請・届出の後に、国産での様々な内視鏡手術

に対応可能な手術器具の実用化を達成すること

である。先端機能交換については、先端高機能

屈曲鉗子の中で当初実現を試み、試作品まで作

成したが、臨床評価の結果、及び技術的汎用性

の検討より大屈曲鉗子の内部チャンネル（中空）

を利用して、製品化することに変更した。各サ

ブテーマについての目標達成状況は以下の様で

ある。 

 サブテーマ①屈曲鉗子の極細化 

 外径２ｍｍ台の部品設計と剛体解析をもと

に、平成２５年度は前臨床評価機を目標とした。

本屈曲機構は、すでに外径５ｍｍの製作技術が

完成しており、外径３ｍｍの試作も進めた。さ

らに、実用レベルの剛性を保ったまま外径２ｍ

ｍ台まで細径化を行うために、再度最適設計を

繰り返し、最終的な設計仕様を決定した。製作

にあたっては、従来の微細加工機を使用した行

程に加え、非常に高精度で多様な金属加工が可

能であり、同時に円筒状の部材を多方向から加

工可能な精密レーザ加工装置を用いて、前年度

に行った加工プロセス制御のデータを使用し

て（ピンなどの組み立て不要のレーザーカット

一体成型）、機能評価用極細径鉗子の部品製作

を完了した。さらに、把持と回転自由度を持った

極細鉗子の試作機を完成させた。 

 今後、さらに２ｍｍ台の極細径の製品化を進め、

機能と操作性の評価を行い平成２６年度内に薬事

申請を行い、上市する。 

 サブテーマ②鉗子の屈曲角度の増大 

 大屈曲機能の設計を行い、平成２５年度は外

径５ｍｍ以下で前臨床機能評価機を目標とし

た。独自に開発した(1)と共通の加工法による屈曲

機構ユニットを用いて、180°の大屈曲を可能にす

る鉗子部品を最適設計した。設計に基づいて、外

径５ｍｍで従来では不可能であった屈曲鉗子

の内部チャンネル利用を可能とした。 

外径５ｍｍで屈曲機構に内部チャンネルを設計

できるため、チャンネル内部に、軟性術具（カテー

テル、レーザーファイバ、ファイバースコープなど）

を挿入・固定して、先端機能を交換できるようにな

った。術中の見えない側（たとえば後腹膜側）から

のアプローチが可能なる。このようなデバイスは

これまで存在していなかった。 

今後、さらに屈曲角度の増大、先端デバイス固定

部の製品化を進め、機能と操作性の評価を行い平成

２６年度内に薬事申請を行い、上市する。 

 サブテーマ③先端機能のモジュール化 

 鉗子と剪刃の歯（刃）形状以外の部品の同一

化設計を行い、臨床用モジュールの複数試作を
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評価し実用製品を目標とした。平成２５年度は、

外径５ｍｍの多重管構造の細径挿入部と、これ

に関節部で連結された回転及び傾動可能な先

端動作部を有する持針器用高機能鉗子の製作

を 行 い （「 高 機 能 手 術 デ バ イ ス 」 特 願

20130219095）、機能評価を完了した。クラスⅠ

での持針器用「高機能屈曲鉗子」として薬事申

請・届出を平成２５年度内に行い、上市する。 

先端機能交換については、大屈曲鉗子の製品

化の中で実現する。先端機能高度化については、

今後も、胎児外科等の多くの診療科ニーズに合

わせた改良を重ね、持針器以外の高機能屈曲鉗

子の製作工程も確立する。 

(b) 薬事対応状況 

従来の鉗子機能を超えない範囲で操作性の良さを

目指す製品作りを第一段階にしているため、サブテ

ーマ②、サブテーマ③についてはクラスⅠでの製品

化をまず達成する予定である。しかし、特別な治療

法につながる新しい機能を備えた鉗子の開発も必要

であり、また内視鏡の付属部分として動作するよう

な高度化、サブテーマ①で電気部分を持つ電気メス

（クラスⅡ）に向けた高度化なども今後の開発の延

長線上に考慮しておく必要がある。その場合も、既

存鉗子機能の改良技術となるので、申請に大きな障

壁はないと予想しているが、将来的には、電気メス

機能搭載の必要性や海外進出などを見越してクラス

Ⅱでの申請も検討しておく。 

 高機能屈曲鉗子 

 持針器用の「高機能屈曲鉗子」については、平成

２５年度内に薬事申請・届出を行い、承認後すみや

かに上市する。 

 極細屈曲鉗子、及び大屈曲先端機能交換型 

 外径２ｍｍ台の極細鉗子、及び外形５ｍｍで内部

に軟性術具を通すことができるチャンネルを設け

た大屈曲先端機能交換型デバイスについては、平成

２６年度内の薬事申請・上市を予定している。 

(c) 知財確保状況 

高機能鉗子機構特許、及びレーザー精密加工機を

利用した特殊チューブ加工パターンの特許を出願し

た。さらに製品化が進むに応じて、出願特許の追加

やノウハウの確保、ハンドルデザインなどの意匠登

録を実施中である。 

 高機能手術デバイス 

 サブテーマ③の製品化に対応する高機能屈曲鉗

子に関して特許（特願 2013-219095）を出願した。 

 管状湾曲機構 

 サブテーマ①、②の製品化に不可欠な管状湾曲機

構に関して特許（特願 2013-260500）を出願した。 

 先行特許の調査結果 

○特開 2007-152028 医療用マニピュレータ、○

特開 2004-122286 マニピュレータ歯車のみ、また

は歯車とワイヤによる屈曲機構、コアチャンネルな

し、があったが本開発品との抵触は認められなかっ

た。 

(d) その他（事業化体制等）の整備状況 

(株)スズキプレシオンにおいては、半導体関連、一

般産業機器、モータースポーツ、医療部品等々、様々

な分野にて培った微細加工、高精度加工技術を駆使

することにより、課題テーマである極細、極小な鉗

子部品加工に応用が可能である。以前より医療関連

製品に携わり研究開発を自社で行い、特殊ギヤ加工

など複合的な加工が可能である。組立、調整につい

ても自社で対応が可能である。 

また、医療機器製造許可、医療機器製造販売業許

可、ISO13485（医療機器の品質保証のための国際標

準規格）は取得済みであり、QMS 適合性調査も実施済

みである。 

 部材加工業者との連携 

 部材の加工、押し出し成型などについては、部材

供給企業Ａ、部材供給企業Ｂなど関連企業と緊密に

取引をしており、製品化での連携を行っている。 

 販売業者との連携 

 販売については、各病院関係に販売網を持ってい

る医療機器販売企業Ａなどと既に協力関係にある。 
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(2) 市場性（想定購入顧客）の検討結果 

 

(a) 医療現場でのニーズ 

現在の内視鏡下手術においては使用する術具

の細さは傷口の小ささに影響し、ひいては回復

の早さにつながる。また、術具の先端に術者が

操作可能な多方向への屈曲自由度と、180°まで

達する屈曲角度を実現することで、従来の術具

ではアプローチが困難な術野にまで届くように

なる。また、迅速で正確な手術が可能となるこ

とで、安全性の飛躍的な向上や新たな術式の開

拓にもつながる。極細径、大屈曲、高機能鉗子

の開発に我が国の物作りの力を活かし、是非と

も世界の医療機器ビジネスに進出していきたい。 

 小児外科、胎児外科の例 

 小児の腹腔鏡手術・胸腔手術（単孔式手術を含む）

における組織の把持・剥離、胎児外科手術における

組織把持（脊髄髄膜瘤治療など）にきわめて有効な

器具となる。 

 脳外科の例 

 脳外科手術における非透視側把持、レーザー切

除・組織凝固デバイスとしてきわめて有効な器具と

なる。 

(b) 現状における問題点 

【剛性の高い極細屈曲機構】 

当初予定の微小歯車連結による屈曲機構から

レーザーカット一体型屈曲機構へと屈曲技術を

進展させ、新たな特許も取得した。 

外径２ｍｍ台の部品設計と剛体解析をもとに、

平成２５年度は前臨床機能評価機を目標とした。

本屈曲機構は、すでに外径５ｍｍの製作技術が

完成しており、外径３ｍｍの試作も進めた。さ

らに、実用レベルの剛性を保ったまま外径２ｍ

ｍ台まで細径化を行うために、再度最適設計を

繰り返し、最終的な設計仕様を決定した。製作

にあたっては、従来の微細加工機を使用した行

程に加え、非常に高精度で多様な金属加工が可

能であり、同時に円筒状の部材を多方向から加

工可能な精密レーザ加工装置を用いて（レーザ

ーカット一体成型）、前年度に行った加工プロセ

ス制御のデータを使用して、機能評価用極細径

鉗子の部品製作を完了した 

 把持と先端機能回転機構の追加 

把持と回転自由度を持った極細鉗子の試作機を

平成２５年度に完成させた。さらに２ｍｍ台への極

細径の製品化を進め、機能と操作性の評価を行い平

成２６年度内に薬事申請を行う。 

【大屈曲先端機能交換型デバイス】 

大屈曲機能の設計を行い、平成２５年度は外

径５ｍｍ以下で前臨床機能評価機を目標とした。

独自に開発した(1)と共通の加工法による屈曲機構

ユニットを用いて、180°の大屈曲を可能にする鉗子

部品を最適設計した。設計に基づいて、外径５ｍ

ｍで従来では不可能であった屈曲鉗子の内部チ

ャンネル（中空）利用を可能とした。このよう

なデバイスはこれまで存在していなかった。 

 先端機能の交換 

 外径５ｍｍで屈曲機構に内部チャンネルを設計

できるため、チャンネル内部に、軟性術具（カテー

テル、レーザーファイバ、ファイバースコープなど）

を挿入・固定して、先端機能を交換できるようにな

った。術中の見えない側（たとえば後腹膜側）から

のアプローチが可能である。さらに屈曲角度の増大、 

先端デバイス固定部の製品化を進め、機能と操作性

の評価を行い平成２６年度内に薬事申請を行う。 

 セグメント数による調整 

 セグメント数を増やすことで最大屈曲角度と曲

率半径を調整可能とした（最大 180°）。 

 レーザーカットパターンによる調整 

 レーザーカットパターンにより複数方向（例えば

上下左右）に屈曲可能とした。 

【高機能鉗子】 

鉗子と剪刃の歯（刃）形状以外の部品の同一

化設計を行い、動物実験用モジュールの複数試

作を評価し実用製品を目標とした。先端機能交

換については、高機能鉗子の中で試作し臨床評

価を行った結果、大屈曲鉗子の内部チャンネル

を利用した先端機能（デバイス）交換が技術的

汎用性が高いことが判明した。そのため、平成

２５年度は先端機能の高度化に技術を集中し、

外径５ｍｍの多重管構造の細径挿入部と、これ

に関節部で連結された回転及び傾動可能な先端

動作部を有する持針器用高機能鉗子の製作を行

い（「高機能手術デバイス」特願 20130219095）、

機能評価を行った。クラスⅠの持針器用「高機

能屈曲鉗子」として薬事申請を平成２５年度内

に行い、上市する。今後も、胎児外科等の診療

科ニーズに合わせた改良を重ねて、持針器以外

の高機能屈曲鉗子の製作工程も確立する。 

 ハンドル部のデザイン 

 ハンドル部のデザインは、術者の好みもありきわ

めて多様である。多くの臨床現場の医者から意見を

求めて、最適デザインを選定した。鉗子全体の機能

と操作性の評価を行い意匠登録を行う。 

 安全性の確認と滅菌法の確立 

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

した。この評価に基づいて、初めての導入者が

容易に使用できるための詳細機器マニュアル

を作成する。滅菌については、既存の国立成育

医療研究センターのノウハウを応用し、微小部品、

屈曲機構、極細径構造に最適な手順を決定する。 

(c) 本機器の想定顧客および市場規模 

① 国内 

内視鏡手術用の鉗子類としては、国内でおよそ 90

億円の生産がある（厚生労働省；2010 年薬事工業生

産動態統計年報統計表より）。しかしそのほとんどは

国内のみで流通・消費されており、海外への輸出は

ごくわずかである。厚生労働省によれば，現在の外

科手術の 80％は将来内視鏡手術に置き換わるとされ、

2009 年には 117785 例で内視鏡下手術が行われてお

り、年々1 万件ほど増え続けている。現在の内視鏡手

術で使用されている手術器具は自由度を持たないも

のがほとんどであり、開腹下で行うような器用な手

技には熟練を要する。これは従来の多孔式の内視鏡

手術でも、近年増加中の単孔式の手術でも同じであ

るが、低侵襲内視鏡手術に真に必要な自由度を持つ

鉗子類（自らの手で操作するもの）は皆無である。

こういった需要は地域中核病院や高機能病院にあり，

内視鏡手術の実施施設数はおよそ 5000 強ある。 

② 海外 

内視鏡、特に軟性鏡は我が国の主要輸出医療機器

の一つとなっているが、鉗子類などの治療具に関し

ては輸出品としての市場をほとんど有していない。

従って、海外製品でも類を見ない自由度の高さを有

する当該研究開発品は、国内と並行して海外への輸

出に目を向けるべきである。特に東南アジアを中心

とする内視鏡市場は、日本・米国・欧州を上回る勢

いで成長を続けていることから（平均成長率 10%と

も言われる）、当該研究開発品を我が国の強み技術で

ある内視鏡と組み合わせて標準規格し、付属機器化

（オプション製品化）等を行なうことにより、高機

能鉗子としての海外新市場開拓と同時に内視鏡製品

輸出の増強も見込める。 

 ベトナムの例 

 ベトナムでは日本で薬事を取得した医療機器で

あれば導入のハードルが低く、日本からの医療機器

の輸出先として大いに期待されており、こういった

国では当該研究開発品の海外展開に有利な状況と

なっている。 

我が国を含む先進国での先進医療では、内視鏡手

術用の各種鉗子に関して、ある程度コストが高いこ

とに対応できるのでディスポタイプの海外製を障害

なく使用することが可能である。一方、開発途上国

のように医療施設の状況が悪いことが多い場所では、

一般の外科医が使いやすく、かつ滅菌すれば繰り返

し使用が可能な術具の必要性が高い。高機能鉗子類

についても同様であるが、現在このような鉗子の供

給はされておらず、製品としての市場性は高い。 
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(3) ターゲット市場における業界分析結果 

 

(a) 競合製品／競合企業の動向 

【競合製品と海外競合企業】 

医師が自ら手に持ち操作する既存の鉗子類には、

国内外を含め、当該研究開発品のような高い自由度

を有し、かつ細径のものは存在しない。 

鉗子製品分野では欧米のメーカーが強く、硬性鏡

メーカーとしても有名なKARL STORZ社（ドイツ）

は先端形状が約 70 種類以上の内視鏡外科鉗子を取

りそろえているものの、当該研究開発品のようなコ

ンセプトの製品はもたない。自由度を有していたと

しても、それは daVinci Surgical System（Intuitive 

Surgical 社）に代表されるような、大掛かりな駆動

部を必要とする手術ロボットであり、当該研究開発

品が目指す、従来の手術スタイルを変えることなく

医師が手で直接操作する、というコンセプトとは競

合しない。 

同じ欧米企業の COVIDIEN 社は、ディスポ―ザ

ブル製品としての把持鉗子や剥離鉗子、ハサミなど、

数多くの製品ラインナップを揃えている。当然なが

ら 1 本当たりの価格はリユーザブル品の数分の一だ

が、ランニングコストを考えると、繰り返し滅菌し

て使えるリユーザブル品の方が医療経済の面で有利

であり、かつ環境にもやさしいといえる。 

【国内の状況】 

国内の大手としては、オリンパスが内視鏡と同様

に鉗子などの手術器具の製造販売も行っており、価

格帯は STORZ などの手術器具と同等と言える。ま

た、独自の特徴的な機能を付加した鉗子が中小企業

からも登場してきている。価格は、やはり従来の（リ

ユーザブルの）製品とそれほど変わらない物が多く、

価格競争よりも、機能の優位性を以て参入する開発

競争が激しくなりつつある。 

内視鏡外科手術に使われる機器は、大きく分類す

ると、（1）スコープ、（2）ビデオプロセッサーと光

源装置（3）鉗子、電気メスなどの周辺器具の 3 つか

ら構成される。我が国ではオリンパス(株)などの内

視鏡技術が世界的に優位に立っているので、従来の

開腹手術を内視鏡下に置き換え、狭い体腔内でも手

術できるように、様々な新しい器具が考案、開発さ

れはじめている。鉗子には、物をつかむ把持鉗子、

組織を剥離する剥離鉗子、鋏の機能を持った鋏型（剪

刃）鉗子などがあり、電気メスの機能が付属したも

のもある。国内では、開腹手術用に鋏の機能の延長

として鉗子がつくられているほか、より高価なスコ

ープ製品を支援する付属器具提供の位置づけで鉗子

類が供給されているが、回転自由度と屈曲自由度を

同時に持つなどの高機能型を新規に開発し、鉗子ラ

イアップとして製品提供している例はない。 

(b) 競合製品／競合企業とのベンチマーキング 

【繰り返し使用の特長】 

当該研究開発製品は全て金属製であるため、当初

は滅菌型のリユーザブル品を目指している。従って、

繰り返し使用可能であるため、従来機器に対して以

下の特長を持つ。 

 ローコスト（ロボット化せず、手動操作用。リ

ユーザブル） 

 早期の実用化（クラスⅠ・改良医療機器の届出

で対応可（電気メス機能のみクラスⅡ）） 

 細径化（2mm台～5mm）と実用的な把持力の両立

（持針器としても使用可） 

 大屈曲可能（±180 度も達成でき、屈曲角度・

半径は必要機能に応じてカスタマイズ可） 

 先端機能のモジュール交換（鉗子、はさみ、電

気メス機能、レーザー、カテーテルなど） 

 平成２５年度内に製品化する持針器用の「高機

能屈曲鉗子」では、運針が可能な先端回転自由度を

有し、屈曲動作を合わせて片手で操作可能 

【新たな手技の創出】 

本開発で製品化された持針器用の高機能屈曲鉗子

を、実際の手術を想定した臨床評価をしてもらった

結果、回転自由度や屈曲自由度を複合使用すると、

これまで内視鏡画像下での非常に不自然な方向から

のアプローチや日常とは違った回転イメージが必要

であった操作を、ごく自然に日常動作の延長で操作

できることがわかってきた。さらに、手術室内を想

定した操作性の確認を行い、使用安全性を含め

て実用機への評価基準を決定する。この評価に

基づいて、初めての導入者が容易に使用できる

ための手技の開発を行い、詳細機器マニュアル

を作成することにより、高機能鉗子の製品化を

リードする。  
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(4) ビジネススキームの検討結果 

 

i) 背景と課題 

近年 Intuitive Surgical 社の da Vinci 手術

ロボットをはじめとする内視鏡手術用の多自由

度マニピュレータの開発が進んでいるが、実用

化しているのは欧米企業数社のみであり、国内

では未だ実用化に至っていない。また、外径５

ｍｍ以上のものがほとんどであり、極細径（外

径３ｍｍ以下）で製品化されているものは少な

い。さらに、現状の技術では先端の機能ごとに

それぞれ別の手術器具を用意する必要がある。 

 海外製はディスポーザブルタイプ 

進んだ医療に使われる鉗子は海外製で、先端機構

は使い捨て（単回使用、ディスポ）である。単回使

用ではクラスⅡとなることもあり、医療コストがか

さむ傾向にある。 

 

ii)医療現場のニーズ 

あらゆる外科領域において、患者に対する侵

襲が小さく、 Quality of Life の点から見て優

れた内視鏡手術が一般的となってきている。現

在の内視鏡手術で使用されている手術器具は細

長い棒状のものがほとんどであり、体内への挿

入孔に操作が制限され、手で直接触れながら行

うような器用な手技は困難である。そのため、

国内外で屈曲自由度を追加した屈曲鉗子類、特

に手術用ロボット鉗子のための新しい機構や、

動力伝達方法、操作方法に着目した様々な研究

がなされた。しかし、多種多様な外科領域で人

の使用を前提にした汎用的な鉗子は少なく、従

来の手技を超える全く新しい手技の実現には至

っていない。現在、手術現場のニーズに対し繰

り返し使用に耐える機器・技術の供給は十分で

はなく、コストパフォーマンスに優れた実用的

な高機能・屈曲鉗子の開発が急務であり、本研

究開発はこれに応えるものである。 

 より低侵襲な手術器具へのニーズ 

 新生児や胎児などの手術では、把持・剥離など

の一般的機能であっても、極細化によるメリットは

極めて大きい。 

 

iii)開発機器の特長 

本開発の目的は、極細径屈曲鉗子、大屈曲鉗

子（デバイス）、及び先端高機能モジュール型の

細径屈曲鉗子を開発し、上述の困難を解決して

臨床評価、及び薬事申請・届出まで進むことで

ある。最終的には、外径２ｍｍ台の極細屈曲鉗

子、外径５ｍｍ以下の大屈曲（±180°）が可能

で内部チャンネルを有するデバイス、外径５ｍ

ｍで先端高機能（屈曲・回転自由度を有する持

針器、把持鉗子、剥離鉗子、剪刃など）屈曲鉗

子の開発と薬事申請・届出を行い、国産で様々

な内視鏡手術に対応可能な手術器具の実用化を

達成する。 

鉗子先端部の自由度の駆動方法としてよく用

いられるのはワイヤ機構やリンク機構である。

前者ではマニピュレータの自由度は高くなるが、

繰り返し駆動の耐久性や動作精度、信頼性に欠

ける面がある。後者では確実な駆動が可能であ

り滅菌性に優れているといえるが、細径化や多

チャンネル化は難しかった。これらの理由で、

先端機能の高機能化は現場ニーズが高く開発が

望まれているにもかかわらず進んでこなかった。 

 

iv)上市に向けて 

本開発の多様な複数タイプの鉗子はクラスⅠ

を想定している。(株)スズキプレシオンが薬事

個別面談等を利用して、新たに必要となる装置

機能データ、品目仕様、装置製作指針を精査し

た。製品化が完了した先端機能モジュールを持

針器用に高度化した「高機能屈曲鉗子」につい

ては、事業管理機関とともに有識者の助言及び

医療現場からの要望を基に、性能の最終改良を

行ってクラスⅠの高機能屈曲鉗子（回転・屈曲

自由度等）として完成した。関係する知的財産

はすでに確保した。安全・耐久性の評価後に薬

事製造販売届出を行って、平成２６年３月に上

市する。 
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(5) 事業リスクの洗い出しと対応策の検討結果 

 

(a) 薬事 

洗い出された課題： 

クラスⅠでの製品化と、その後の展開（クラスの

レベルアップ）に関する戦略が必要。 

対応策： 

従来の鉗子機能を超えない範囲での製品作りを第

一段階にしているため、サブテーマ②、サブテーマ

③についてはクラスⅠでの製品化をまず達成する予

定である。しかし、特別な治療法につながる新しい

機能を備えた鉗子の開発も必要であり、また内視鏡

の付属部分として動作するような高度化、及びサブ

テーマ①で電気部分を持つ電気メス機能追加（クラ

スⅡ）に向けた高度化なども今後の開発の延長線上

に考慮しておく必要がある。その場合も、既存鉗子

機能の改良技術となるので、申請に大きな障壁はな

いと予想しているが、クラスⅡでの申請も検討して

おく。 

(b) 知財 

洗い出された課題： 

今後の特許戦略の強化が必要。 

対応策： 

先 行 特 許 の 調 査 結 果 に つ い て は 、 ○ 特 開

2007-152028 医療用マニピュレータ、○特開

2004-122286 マニピュレータ歯車のみ、または歯車

とワイヤによる屈曲機構、コアチャンネルなし、が

あったが本開発品との抵触は認められなかった。 

本開発の新規開発製品に係る特許として、既にレ

ーザー精密加工機を利用した特殊チューブ加工パタ

ーンの特許（「管状湾曲機構」特願 2013-260500）、

及び高機能鉗子機構特許（「高機能手術デバイス」特

願 2013-219095）を出願した。今後の特許戦略とし

ては、さらに製品化が進むに応じて、海外製品との

競合を予測して出願特許の追加やノウハウの確保が

必要である。 

(c) 技術・評価 

洗い出された課題： 

極細径鉗子、及び屈曲鉗子の各診療科でのニーズ

を掘り起こす必要。 

対応策： 

海外から流入している手術器具においては、使い

やすさの基準を現状ではディスポ型で使い捨てを主

流にする傾向がある。誰でもどこでも利用できる簡

便さがある反面、高度な手技や新しい治療法が生ま

れにくい状況がある。極細径鉗子や大屈曲鉗子が最

適に利用できる診療科・治療法を開拓する事により、

本開発品の幅広い診療科での新規ニーズを掘り起こ

し、展示会などで良さを理解してもらうことが必要

である 

洗い出された課題： 

シーズ 1～3、技術の優位性確保が不可欠。 

対応策： 

サブテーマ①極細化（シーズ１）・2 ㎜台鉗子は、

他社ではシャフトストレートタイプしかなく屈曲す

るものはない。サブテーマ②大屈曲化（シーズ２）

の大屈曲機構はレーザー加工機による特殊パターン

加工による±90°以上に屈曲する機構で、あらゆる

軟性デバイスを通し到達不可であった部位に術中ア

タックが可能になる。サブテーマ③先端機能モジュ

ール化（シーズ３）の高機能鉗子は屈曲、全体回転、

先端正転・逆転機能を一台の鉗子に搭載しあらゆる

場面にて対応が可能で他社には例がない。上記全て

のシーズにおいて未開発品の実用化がほとんどであ

る 
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(6) 上市（投資回収）計画の検討結果 

 

(a) 投資計画 

本年度の検討を踏まえ目標製品群の開発を継続し、

上市・市販に向け、操作性評価、安全性試験、電気

試験、薬事相談、届出等、より多くの製品ラインア

ップとして実用化を目指す。 

① 株式会社スズキプレシオン 

タイプの異なる製品ラインアップ（極細径屈曲鉗

子（サブテーマ①）、大屈曲先端交換型デバイス（サ

ブテーマ②）、高機能屈曲鉗子（サブテーマ③））を

増やすために委託事業終了後、3,000万円程度の投資

を見込む。 

なお、事業化企業の株式会社スズキプレシオンは

医療機器製造許可、医療機器製造販売業許可、

ISO13485（医療機器の品質保証のための国際標準規

格）は取得済みであり、QMS 適合性調査も実施済みで

あるため、関連許可申請のための投資は必要としな

い。 

② 独立行政法人国立成育医療研究センター 

公的研究機関なので特別の投資は行わないが、研

究センターの独自研究として、以下の研究を継続す

る。 

 安全性の確認 

 手術室内を想定した操作性の確認を行い、使

用安全性を含めて実用機への評価基準を決定

する。この評価に基づいて、高機能鉗子の使用

法の臨床研修コースを設定し、初めての導入者

が容易に使用できるための詳細機器マニュア

ルも作成する。  

 滅菌法の確立 

 滅菌については、既存の国立成育医療研究セン

ターのノウハウを応用し、微小部品、屈曲機構、

極細径構造に最適な手順を決定する。  

(b) 回収計画 

① 株式会社スズキプレシオン 

平成２５年度に製品化・上市を予定している＜サ

ブテーマ③＞高機能屈曲鉗子の想定価格を 80 万円/

本・想定売上 16,000 万円（上市 3 年目）、先端シャ

フト交換型鉗子 17 万円/本・想定売上 2,550 万円と

してまず投資を回収し、その後好評機種の整理・選

定を進めて海外市場へも販路を伸ばす予定である。 

② 独立行政法人国立成育医療研究センター 

公的研究機関なので特別の回収は行わないが、本

委託事業の成果により取得した研究センターと(株)

スズキプレシオンが共有する特許が実施された場合

は、実施料の一部を回収して、今後の鉗子開発、改

良に役立てる。 
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1.4 当該研究開発の連絡窓口 

 

一般社団法人研究産業・産業技術振興協会 

企画交流部 研究員 

守谷 哲郎 

 

本部： 

〒113-0033 

東京都文京区本郷３丁目２３番１号 クロセビア本郷ビル２F 

 Tel 03-3868-0826 Fax 03-5684-6340 

つくば事務所： 

〒305-0047 

茨城県つくば市千現２丁目１番６号 つくば研究支援センター内 A－２３号室 

Tel 029-886-3652 Fax 029-886-3653 
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2. 本編 

2.1 研究実施内容 

 

2.1.1 研究開発の全体像 

近年 da Vinci 手術ロボットをはじめとする内視鏡手術用の多自由度マニピュレータの開発が進んでいるが、

実用化しているのは欧米企業数社のみであり、国内では未だ実用化には至っていない。また、内視鏡下手術に

おいて傷口を小さく目立たないようにし、入院期間を短く済ませるためには極細径の手術器具が必要であるが、

外径 3mm 以下で製品化されているものはほとんどない。特に子宮壁への刺激を最小限にしなくてはならない

子宮内胎児手術においては、成人用の手術器具を代用しているのが現状であり、専用の手術器具の開発が強く

望まれている。また、手術器具の挿入孔となる胸壁や腹壁、子宮壁などの処置（例えば止血など）を行うため

に、大きく屈曲可能な手術器具もほとんどない。180°屈曲できれば、様々な管状組織の処置にも有効である

が、そのような製品は使われていない。さらに、現在使用されている内視鏡手術用の長鉗子には、ハンドル部

と柄の部分を分離できるものがあり、手術内容ごとに持針器や把持鉗子、剥離鉗子、剪刃（はさみ）などを入

れ替えたものを複数本用意して手術に臨むことが多いが、先端に屈曲や回転自由度を搭載した鉗子はほとんど

ない。 

 

そこで本研究では、①外径を 2mm 台まで極細化した屈曲把持鉗子、②外径 5mm の大屈曲（±180°）が

可能な鉗子（細径の軟性デバイスを先端機能として挿入・交換固定可）、③外径 5mm で先端機能（持針器、

把持鉗子、剥離鉗子、剪刃（はさみ）など）をカスタマイズ可能とし、かつ屈曲・回転自由度を持たせた鉗子

の開発を行う。特に医療費増大の一因ともなっているディスポ―ザブル品ではなく、リユーザブル品であり、

かつマニュアル操作によるクラスⅠの医療機器としてまず薬事申請（届け出）を行い、国産で、様々な内視鏡

手術に有用な手術器具の実用化を先導する。 

 

 
図 2-1-1 先端機能交換型極細径屈曲鉗子の実用化イメージ 

 

将来的には、３つの要素技術が統合された極細径屈曲鉗子の実現を目標とするが、本研究期間においては、

上記①～③のそれぞれの要素技術を完成させ、それぞれ機能を搭載した複数の屈曲鉗子の実用化を目指す。こ

れらを単独または併用することにより、様々な内視鏡手術におけるニーズに対応可能な手術器具となる。 

 

基盤となる屈曲機構の細径化、大屈曲機構、及び先端部の高機能化については、 (独)国立成育医療研究セン
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ターの山下（PL）と(株)スズキプレシオンの鈴木（SL）・黒川らが共同で設計を行い、(株)スズキプレシオン

の鈴木・黒川らが精密加工用データへの変換、強度解析、試作、及び加工プロセス制御の観点から評価を行う。

試作機は、技術的なハードルの低い③の鉗子から出来上がり、順次試作した屈曲鉗子について、（独）国立成

育医療研究センターの千葉が中心となって、複数の内視鏡医師らと共に、内視鏡トレーニング BOX や動物を

使った実験にて、仕様として設定した屈曲や把持、結紮、縫合等の操作が可能であり、かつ実用的な自由度や

操作性、強度等を有するかどうかを評価する。 

 

初年度である平成 24 年度には、①屈曲鉗子の極細径化、②鉗子の屈曲角度の増大、③先端部の高機能化に

関する要素技術の設計と解析、試作を行い、また、手術器具の操作性に大きく関わるハンドル部の設計と試作

も行った。最も技術的なハードルの低い③の高機能化に関しては、基礎となる外径 5mm で屈曲・回転自由度

を有する持針器の試作を完了した。試作した機器の安全性と操作性に関しては、臨床評価の前段階として、内

視鏡トレーニング BOX を用いた評価タスクの設計を行い、さらに屈曲鉗子の要素技術に関する特許化につい

て検討を進め、薬事申請の準備および事業化に向けた調査検討（国内外の市場調査など）を実施した。 

 

本年度は、①屈曲鉗子の極細径化および②鉗子の屈曲角度の増大の基盤となるメカニズムを確定し、鉗子の

試作を行う。また、精密レーザーカット装置を利用したこのメカニズムについては特許出願を行う。また、大

屈曲鉗子に挿入・交換固定すべき軟性デバイスにつき、医療現場のニーズを再度確認し、検討を行う。さらに

③先端部の高機能化に関しては、ハンドル部の改良を反映させた製品化モデル（5mm、持針器機能）を試作

し、内視鏡トレーニング BOX や動物実験での評価を進める。 
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2.1.2 サブテーマ＜１＞屈曲鉗子の極細化 

 

表 1 サブテーマ＜１＞ 極細径屈曲鉗子 

担当 株式会社 スズキプレシオン 

目標（ゴール） 

特許技術を基に外径 2 ㎜台の部品設計とパーツの剛体解析を行なう。先ず外径 5mm で第

一次試作を行い、屈曲駆動の動作確認を行なう。次いで外径 3 ㎜にて第二次試作を行い、

各自由度の強度や力、操作性などを評価する。現状、3 ㎜鉗子はあるが先端回転機構付は

なく 3 ㎜鉗子での商品化も目指し且つ先端部、鋏、把持・剥離等などﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝも増やす。

3 ㎜にて動物実験などを行ない強度等を維持しながら 2 ㎜台鉗子の完成を目指す。 

実施内容 

・国立成育医療研究ｾﾝﾀｰにて内視鏡専門医による作動機構確認、聞き取りを行ない、改良

を進めﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾎﾞｯｸｽでの実験また動物実験などを実施し最終仕様を決定する。 

・3 ㎜、2 ㎜台と部品が小さく且つ精密であるため精密ﾚｰｻﾞｰ加工機、現有設備を利用し

作動機構確認、試作を繰り返し行ない製品化に向け課題を検討する。 

実施結果 

（達成状況） 

聞き取り、実験の結果、細径のため低侵襲化には良いが強度的な部分での難があるとの指

摘を頂く。ｼｬﾌﾄ部、先端把持部とも剛性を上げる事が急務ではあるが手術の対象によって

は使用可能な場合がある事が分かった。材質再選定、形状変更などを検討する。 

実施結果とし

ての写真･図

表など（２つ

を超えること

も可） 

 

 

【仕様の再検討のためのインタビュー】 

国立成育医療研究センターにて、内視鏡手術の専門医に、現在の腹腔鏡下内視鏡手術において、本極細径

化屈曲鉗子が有効に機能する場面と、この屈曲鉗子により新たに可能となる処置などにつき、インタビュー

を行なった。以下がインタビュー結果のまとめである。 

 内視鏡用のメリーランド鉗子として考えると、外径 5mm が普通であり、外径 3mm やそれ以上に細い場合

は強度が足りないのが現状である。従って、5mm と同等程度の強度が確保できれば、『剥離操作』『リン

パ節廓清』『血管処理』などに有用である。 

 本屈曲鉗子のように自由度が増すことで、どの方向からも剥離が可能になる。 

 自由度が増すことで、鉗子の先端が内視鏡から見える位置で安全に操作ができ、細かい部分まで把持操

作ができるようになる。 

 ラチェットなしの攝子については、歯の角度が合わないと良い方向に組織のけん引ができないため、屈

曲できれば自由にけん引できるようになり、効率的に処置が行える。 

 大きな組織の把持を行う場合（胆のう炎などの手術）においては、恐らく 2～3mm の細さだと鉗子の強

度が足りず、壊れてしまう懸念がある。 

 剪刃（ハサミ）の場合は、自由度の追加により先端が見えるようになるため、安全に組織や糸を切るこ

とができるようになる。 

まとめると、腹腔鏡手術をより楽に（安全に）するために有用であり、ほぼすべての手術に使えるが、把持

力や柄の部分の強度の確保が課題となる。 

 

φ3 ㎜屈曲・回転機構付試作鉗子 

 

基盤特許を応用したｼｬﾌﾄ屈曲部 
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【仕様の決定】 

インタビュー結果を基に、極細の屈曲鉗子の主な仕様を再検討した。決定した仕様は以下の通りである。 

 外径：２ｍｍ台（試作モデルは３ｍｍ） 

 自由度：上下または左右への屈曲２自由度（１方向あたり９０°）、先端回転自由度 

 先端の機能：過大な力を要しない把持鉗子（開閉自由度） 

 ハンドル部：ラチェット無しピストル型 

 

【原理】 

研究開始当初は、先端部の屈曲機構として、PL が発明者である特許技術（特許公開 2011-052805; マニピ

ュレータおよびこれを用いたマニピュレーション装置）の導入を予定していたが、3mm 以下の細径化にあた

っての小型化パーツを試作した結果、特に歯車においてパーツの剛性が得られないことから、精密レーザー

加工装置を用いて加工可能となった新たな屈曲メカニズム（エレメント一体成型による屈曲機構）を考案し

た。 

 
図 2-1-2 極細径屈曲機構を搭載した第一次試作機（外径 5mm、60°屈曲・把持開閉・ 

先端部回転・全体回転） 

 

次いで、最終的な目標である外径 2mm 台に近いモデルとして、外径 3mm の第二次試作機を製作した。また、

先端部には回転機構を搭載し、ハンドルの手元で片手操作可能とした。 
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2.1.3 サブテーマ＜２＞鉗子の屈曲角度の増大 

 

表 2 サブテーマ＜２＞大屈曲鉗子（先端機能交換） 

担当 株式会社 スズキプレシオン 

目標（ゴー

ル） 

特許技術を応用し、精密ﾚｰｻﾞｰ加工機を使用して一体物での大屈曲可能なﾃﾞﾊﾞｲｽの開発を行な

う。±180°の屈曲を目指し軟性デバイスであるﾌｧｲﾊﾞｰｽｺｰﾌﾟ、生検鉗子、ccd ｶﾒﾗなどを通し

臓器後端側へのｱﾀｯｸも可能で且つ先端交換機能を搭載し、多種のデバイスの装着を可能とす

る。強度、安全性を検討し製品化を目指す。 

実施内容 

先ず 5㎜にて大屈曲可能な部品の試作を行なった。国立成育医療研究ｾﾝﾀｰ、内視鏡専門医に内

視鏡手術での処置などを確認する。強度、安全性を確認し 5㎜の他、3㎜での試作を行ない動

作確認など検証を行なう。処置具ごとに先端形状などが異なるため仕様を確認し設計に反映さ

せる。 

実施結果 

（達成状

況） 

専門医聞き取りの結果、現状では内視鏡ﾁｬﾝﾈﾙを使用し軟性デバイスを挿入しているがｶﾒﾗなど

は視野に限りがあり臓器裏側、細部が見づらい事が判明。 

外径 3㎜での試作も行ない、屈曲機構を持つ関節の強度及び屈曲角度の検証を行なう。 

ﾊﾝﾄﾞﾙ操作部形状確認。用途（軟性デバイス）別に操作ハンドルを検証する。３D ﾌﾟﾘﾝﾀｰを使

用し樹脂モデルを製作をし機能確認を行なう 

 

実施結果と

しての写

真･図表な

ど（２つを

超えること

も可） 

 

 
基盤特許を応用した先端屈曲部   イメージした大屈曲ﾃﾞﾊﾞｲｽ 

 

 

【仕様の再検討のためのインタビュー】 

国立成育医療研究センターにて、内視鏡専門医に、現在の腹腔鏡下内視鏡手術において、本大屈曲鉗子が

有効に機能する場面と、この屈曲鉗子により新たに可能となる処置などにつき、インタビューを行なった。

以下がインタビュー結果のまとめである。 

 

 通常の腹腔鏡手術では使わない（このような機能をもつ製品がなかった）が、『テーピングをする場合』

に有用と考える。例えば、『Nissen 手術（※1）で食道にテーピングをする場合』『肝切除の Pringle（※2）

の時のテーピング』などが考えられる。 

 また、手術器具の挿入孔（ポート）や、腹壁からの出血が止められない場合は 180 度の角度を持つこと
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でアプローチ可能になるため、役に立つだろう。 

 

※１ Nissen（ニッセン）手術・・・食道の入り口を腹腔に戻し、開き過ぎないように締めることによって

逆流を抑える手術(噴門形成術)のこと。食道にテープをかけ、これをけん引する手技が必要になる。 

※２ Pringle（プリングル）・・・肝臓の門脈にかけたテーピングを絞めて門脈を遮断する事で、肝臓に流

れる血液を一時的（数分）に抑える方法 

 

【仕様の決定】 

インタビュー結果を基に、極細の大屈曲鉗子の主な仕様を再検討した。決定した仕様は以下の通りである。 

 外径：３ｍｍ 

 自由度：上下または左右への屈曲１自由度（１方向あたり１８０°） 

 先端の機能：屈曲部分の中心を内径１ｍｍの中空とし、ファイバーやカテーテルを搭載可能にする 

 ハンドル部：ラチェット無しピストル型 

 

【原理】 

研究開始当初は、先端部の屈曲機構として、PL が発明者である特許技術（特許公開 2011-052805; マニピュ

レータおよびこれを用いたマニピュレーション装置）の導入を予定していたが、大きな屈曲角度を得るために

は部品点数が多くなりすぎ、コストダウンが図れず、メンテナンスも困難となることがわかった。また、歯車

の遊びが蓄積し、先端まで屈曲駆動力を伝達しきれないことから、極細径屈曲鉗子でも用いる、精密レーザー

加工装置を用いて加工可能な新たな屈曲メカニズム（エレメント一体成型による屈曲機構）を採用することと

した。 

 

 
図 2-1-3 エレメント一体成型による屈曲機構（試作モデル、外径 5mm） 

 

 

 
図 2-1-4 大屈曲デバイスと動作検証用操作部の設計イメージ 

 

大屈曲鉗子では、外径の細さに対するコアチャネルの広さを利用し、様々な軟性デバイスを交換可能に搭載

できるモデルの製作を検討した。屈曲部分と連結した中空シャフト内に後方から軟性デバイスを挿入し、先端

部分で固定するためのパーツと組み合わせ使用する仕組みである。 
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図 2-1-5 大屈曲鉗子の先端機能交換イメージ 

 

挿入可能な軟性デバイスとしては、焼灼用レーザファイバ、ファイバスコープ、極細生検鉗子、バルーンカ

テーテル、吸引デバイス、骨切削ドリルなど、細いものに限られるが、必要に応じて様々な機能を有するデバ

イスを交換することで、多様な内視鏡手術に対応できる屈曲デバイスとなりうる。 
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2.1.4 サブテーマ＜３＞先端機能のモジュール化 

 

表３ サブテーマ＜３＞持針器用高機能屈曲鉗子 

担当 株式会社 スズキプレシオン 

目標（ゴー

ル） 

5 ㎜にて先端部回転（正転、逆転、無制限）、シャフト回転、先端屈曲機構を搭載した高機

能で且つ洗浄が可能なリユース品を完成させる。 

実施内容 

国立成育医療研究センターにて内視鏡手術専門医に試作品を手に取って頂き意見をもらう。 

精密部品の集合体のため洗浄に関して意見をもらう。 

試作器にて実験を行なって頂いた。 

実施結果 

（達成状

況） 

外径は 5 ㎜であるが屈曲、全体回転、先端部回転機構が付き更にリユースであれば他社品に

はなくニーズはかなり高い。洗浄に関しては屈曲部、操作部が密接しているため対処が必要

である。 

把持・剥離、持針器、鋏と先端部ﾗｲﾝﾅｯﾌﾟを揃える事で対象手術の拡大が見込めるため、先端

形状を検討した。 

実施結果と

しての写

真･図表な

ど（２つを

超えること

も可） 

片手にて操作可能なハンドル操作部 

  a)                   b)                                                                                                                   

                 

 

【仕様の再検討のためのインタビュー】 

国立成育医療研究センターにて、内視鏡専門医に、現在の腹腔鏡下内視鏡手術において、着脱可能な多自由

度の屈曲鉗子が有効に機能する場面と、この鉗子により新たに可能となる処置などにつき、インタビューを

行なった。以下がインタビュー結果のまとめである。 

 

 先端を“柄ごと”取り換える鉗子は既にあり（但し、先端が屈曲や回転するものはない）、およそ４種

類くらいの鉗子の柄（＋ハンドル）がある（主に一つの手術で４種類くらいを使用する） 

 先端部分は色々な種類を買っておき、今日のこの手術にはこれを使おう、という運用が定番になってい

る 

 手術中に、良く使用する道具をいちいち取り換えるのは、時間もかかり、面倒である 

 手術中は、『ではメリーランドを・・・いや、やはりハサミを・・・』という場面がよくあるため、頻

繁に使用する『メリーランド』『把持鉗子『ハサミ（剪刃）』などの分の柄（＋ハンドル）は取り揃えて

おくことが必要になる 

 ボタン一つでさっと先端機能が変わるようなものなら大歓迎である（魔法のような話だが） 

 すなわち、『鉗子などの先端を取り換えて使用する、という考え方は既に普及しているので、この先端

に“屈曲”や“回転”などの自由度が追加されていれば（そして強度が十分なら）、より便利になる』、

と言える 

 

【仕様の決定】 
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インタビュー結果を基に、着脱式の鉗子先端部の機能、及びハンドル部の形状は以下の通りとした。 

 持針器：針や糸の把持や持ち替えなど、結紮や縫合時に頻繁に用いる 

 把持鉗子：組織や臓器の把持や牽引に用いる 

 剥離鉗子：組織間を繋いでいる周辺の膜状組織や、管状組織の剥離等に用いる 

 剪刃（はさみ）：針や組織を切断する際に用いる。把持鉗子と歯の形状が異なるのみ。 

 ハンドル部：ラチェット有り／無し、ペンシル型。 

 

 

【原理】 

高機能屈曲鉗子における屈曲駆動には極細のリンクを、先端部回転駆動には 2 種類の歯車を、把持開閉に

はワイヤを用いることとした。屈曲機構は 0°から片側 90°まで屈曲可能であり、先端部の回転や全体の回

転と組み合わせることで、全ての方向への屈曲が可能となる。把持開閉については、まずは腹腔鏡手術では

必ず必要となる持針器用のブレード形状とし、糸や針を強固につかめる力を発生させられるようにした。先

端部の回転は、特殊な形状で加工した 2 種類のギヤを介して、屈曲姿勢や全体の回転角度、把持の開閉によ

らず、ハンドル部の操作により回転を伝えられるようにした。持針器の場合は結紮や縫合の際に運針を容易

に行えたり、糸の受け渡しやつかんで引っ張るという動作を行う際に容易に行えるようになる。 

 

 

 

まずは既存の把持鉗子に倣い、ハンドル形状をピストル型にした高機能屈曲鉗子第一次試作機（持針器機

能）を製作した。内視鏡トレーニング BOX や、動物臓器（ブタ）を用いて、先端部の自由度の動作確認を行

い、操作しやすいハンドル形状となるよう、改良点の抽出に用いた。 

 

 

 
 

図 2-1-6 高機能鉗子第一次試作機（持針器機能、外径 5mm、屈曲・先端回転・把持・全体回転） 

 

 ハンドル部形状については何度も設計をやり直し、最終的には従来の持針器の形状に近い、ペンシル型とし

た。片手で全ての自由度を操作可能になるよう、回転用ダイヤルや屈曲用レバーなどの配置、動かし方につい

ては内視鏡専門医のコメントを反映させた。 

 

 

 
 

図 2-1-7 高機能鉗子製品化モデル（持針器機能、外径 5mm、屈曲・先端回転・把持・全体回転） 
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 図 2-1-8 高機能鉗子製品化モデルのハンドル部詳細．上：全体、下左：運針用先端部回転操作ダイヤル、

下中：全体回転用ダイヤル、下右：ラチェット付グリップ 
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2.1.5 サブテーマ＜４＞屈曲鉗子の動物実験等による前臨床評価 

 

        表４ サブテーマ＜４＞ 屈曲鉗子の動物実験等による前臨床評価 

担当 独立行政法人 国立成育医療研究センター 

目標（ゴール） 

試作モデル（極細径屈曲鉗子、および高機能屈曲鉗子（持針器機能））について、

内視鏡トレーニング BOX と動物臓器（ブタ）を用いて、屈曲・先端回転・把持

開閉自由度等の動作特性を検証する。特に腹腔内での使用を想定した結紮・縫合

の操作性、洗浄・滅菌対応性を含めて最終的な製品の完成への課題を抽出する。 

実施内容 

・内視鏡手術の専門医に試作モデル（極細径屈曲鉗子、および高機能屈曲鉗子（持針器機

能））を使用してもらい、一般的な腹腔鏡手術での評価タスク（結紮や縫合）の実施に関

し、剛性や把持力、ハンドル部デザインについての改良点を抽出する。 

・ハンドル部のデザインについては、複数の医師の意見を集約し、まずは最も早い製品化

を予定している高機構屈曲鉗子（持針器機能）のハンドル形状を決定する。 

 

実施結果 

（達成状況） 

・内視鏡トレーニング BOX での結紮・縫合評価、動物臓器（ブタ）を使用しての運針・

結紮評価を通して、高機能屈曲鉗子（持針器機能）第一次試作機の改良点（先端回転部の

駆動方法・操作部の位置・形状、屈曲用レバーの位置・形状、ハンドルの形状・向き・長

さ、ラチェットおよび解除ボタンの位置など）を洗い出した。 

・内視鏡トレーニング BOX を用いて、複数ポート利用での腹腔鏡手術および単孔式手術

環境での、高機能屈曲鉗子（持針器機能）製品化モデルの結紮操作性の評価を行った。 

 

実施結果とし

ての写真･図

表など（２つ

を超えること

も可） 

 

 
動物臓器（ブタ）を用いた高機能屈曲鉗子（第一次試作モデル、持針器機能、5mm）の

運針・結紮評価 

 

 
内視鏡トレーニング BOX を用いた高機能屈曲鉗子（製品化モデル、持針器機能、5mm）

の結紮・縫合評価 
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内視鏡トレーニング BOX を用いた極細径屈曲鉗子（第一次試作モデル、把持機能、3mm）

の動作特性確認 

 

 

【動物腹腔内臓器（ブタ）を用いた結紮評価】 

 内視鏡トレーニング BOX に動物腹腔内臓器（ブタの胃・肝臓・小腸・腸間膜を使用）を配置し、

模擬的な腹腔内手術環境を作り、サブテーマ③における高機能屈曲鉗子の第一次試作機（持針器機

能、外径 5mm）の評価を行った。  

 

普段から内視鏡手術を行っている医師に、右手には高機能屈曲鉗子を、左手にはディスポーザル

タイプの把持鉗子を持ってもらい、内視鏡画像を見ながらブタ肝臓や小腸に対する結紮を試しても

らった。糸や針の把持力および屈曲角度は十分であり、先端部回転機構を利用した運針も途中で針

を落とすことなく可能であったが、ピストル型ハンドル部の各自由度操作用のダイヤルやレバーで

の直観的な操作が難しく、また、先端部回転機構も片側回転のみに限られていたため、効率のよい

手技は行えなかった。  
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図 2-1-9 動物腹腔内臓器（ブタ）を用いての高機能屈曲鉗子第一次試作機の評価 

 

実験後、ピストル型ハンドルの改良のため、あらゆる問題点・改良案について、複数の医師より

コメントをもらった。検討事項としては、①グリップの角度、②グリップのサイズや長さ、③ラチ

ェット、④屈曲操作用レバー、⑤先端部回転用レバー、⑥全体回転用ダイヤルの 6 か所とした。  
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図 2-1-10 高機能屈曲鉗子第一次試作機（持針器機能）のグリップに関する専門医のコメント 

青：男性医師（手は小さ目）、赤：女性医師（手は小さ目） 

 

ピストル型ハンドル形状の改良のため、ハンドル部のみ、小型軽量化したモデルを作成し、同じ

医師に操作してもらい、さらなる改善点を得た。ハンドルの角度をかなり浅くしたが、持針器とし

て用いる場合には、持針器の軸と腕の軸が一致していた方が、無理な力が不要で操作が楽であるこ

とがわかった。  
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図 2-1-11 高機能屈曲鉗子第一次試作機（持針器機能）の改良型グリップに関する専門医のコメント 

 

ハンドル形状、特に角度に関する要望をまとめ、最終的に軸に対して直線的な形状での試作を

3D 樹脂造形にて行い、再度医師に操作性を確認してもらった。医師により手の大きさや指の長さ、

握り方の好みが違うため、必ずしも全ての医師が同じ使い方にはならないが、意見を集約し、最終

的に製品化モデルのハンドル形状に反映させた。  

 

 
 

図 2-1-12 手と腕の軸を高機能屈曲鉗子（持針器機能）の軸線と一致させるための改良型グリップ 

（3D 樹脂造形） 
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最終的には既存の持針器のハンドルに近い形状となったが、ダイヤルやレバーの配置を工夫し、

極力片手のみで操作可能なハンドルにした。  

 

 
 

図 2-1-13 高機能鉗子製品化モデル（持針器機能）のハンドル形状 

 

  
 

  
 

図 2-1-14 高機能屈曲鉗子製品化モデル（持針器機能）のハンドル操作 

上段左：先端部回転用ダイヤル操作、上段右：全体回転用ダイヤル操作 

下段左：ラチェット時の先端部回転用ダイヤル操作、下段右：ラチェット時の屈曲操作用レバー操作 

 

 

【内視鏡トレーニング BOX を用いた結紮・縫合評価】  

 

 サブテーマ③による高機能屈曲鉗子製品化モデルを用いて、内視鏡トレーニング BOX での結紮・縫合の評

価を行った。内視鏡の専門医に一般的な腹腔鏡手術のセッティング（内視鏡、把持鉗子、持針器の 3 ポートを

使用）にて、臓器表面を模したゴムシートに対して運針や結紮、縫合などの手技を行う場合の、特に操作性に

ついてのコメントをもらった。 
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図 2-1-15 高機能屈曲鉗子製品化モデル（持針器機能）を用いた通常の腹腔鏡手術手技評価 

 

縦方向など、通常の道具では縫いづらい方向への運針については、先端部の回転機構をうまく使うことで容

易に行うことができた。この運針よりもさらに使いやすさを感じたのが、何度も糸を結ぶ際に、鉗子先端に糸

を巻いてから糸の片端をつかんで引っ張る作業であった。先端部を屈曲させ、かつ糸をつかみ易いような方向

に把持部を回転させておくことで、糸の受け渡しや巻きつけ、糸の端をつかむといった作業が非常に効率よく

行えた。 

 

  
 

図 2-1-16 高機能屈曲鉗子製品化モデル（持針器機能）を用いた単孔式手術手技評価 

 

次に、内視鏡トレーニング BOX を単孔式手術用にアレンジし、ゴムシートに対して狭いポートから直線的

なアプローチをしなければならない場合での結紮・縫合作業について評価を行った。屈曲機能がない通常の鉗

子で行う場合は、運針も糸の受け渡しも非常に困難であり、鉗子自身で術野が隠れてしまったりすることが多

いが、本屈曲鉗子によれば、狭いポートからのアプローチであっても、内視鏡の邪魔にならず視野をきちんと

確保しながら、結紮を効率的に行うことが可能であった。 
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図 2-1-17 極細径屈曲鉗子（第二次試作機、3mm）の動作テスト 

 

また、サブテーマ①による極細屈曲鉗子の第二次試作機を用いて、縫合用の糸や針の把持ができるかどうか、

動作確認を行った。糸や針の把持は可能であったが、動力伝達用のワイヤなどが細いため、十分な力で保持す

ることは難しく、また、把持をした状態ではシャフト内にテンションがかかるためか、先端部の回転操作は困

難であった。把持開閉用のワイヤや回転駆動用のトルクコイルの選定については、次の試作機への課題となっ

た。  
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2.2 得られた成果 

2.2.1 当初目標の達成状況と今後の課題 

 

表５ 当初目標の達成状況と今後の課題 

本研究の当初

達成目標（再

掲） 

①極細径屈曲鉗子 

・小児や胎児の低侵襲内視鏡手術のための極細径化を行なう（2mm 台） 

・屈曲自由度（60 度）および先端開閉自由度 

・シャフトのレーザ精密加工を用いた、エレメント一体成型による屈曲機構の採用（ピ

ンなどを用いず、分解や部品の心配がない、外筒が不要に） 

・ロボット化せずにローコストを目指す 

・従来の手術スタイルを踏襲した”手動操作”（ピストル型またはペンシル型の手動グ

リップ） 

②大屈曲鉗子（先端部交換） 

・内視鏡手術（単孔式手術含む）の低侵襲化を実現するための大屈曲機構搭載 

・大屈曲自由度（90 度以上）の実現 

・シャフトのレーザ精密加工を用いた、エレメント一体成型による屈曲機構の採用（ピ

ンなどを用いず、分解や部品の心配がない、外筒が不要に） 

・交換型軟性先端機能デバイスとして、レーザファイバ、ファイバスコープ、極細生検

鉗子、バルーンカテーテル、吸引デバイスなどの搭載可 

・ロボット化せずにローコストを目指す 

③高機能屈曲鉗子 

・腹腔鏡手術・胸腔鏡手術全般を低侵襲に行なうための細径化（5mm） 

・多自由度の搭載：屈曲自由度（90 度）・先端回転自由度・把持開閉・全体回転 

・ロボット化せずにローコストを目指す 

・従来の手術スタイルを踏襲した”手動操作” 

・多自由度を片手操作可能なハンドルデザイン 

・早期の製品化   

達成できたこ

と 

①極細径屈曲鉗子 

 ・金属パイプのレーザカットによるエレメント一体成型の屈曲機構開発（外径 3mm） 

 ・屈曲機構へ内蔵した薄板ばねによる屈曲駆動（外径 3mm まで達成済み）の実現 

 ・第一次試作機（外径 5mm、把持鉗子機能、ピストル型ハンドル）の製作 

 ・片手操作のためのインターフェース（ダイヤル、開閉レバー）の試作 

 ・第二次試作機（外径 3mm、把持鉗子機能、ピストル型ハンドル）の製作 

 ・新規特許出願済み（特願 2013-260500） 

②大屈曲鉗子（先端部交換） 

・金属パイプのレーザカットによるエレメント一体成型の屈曲機構開発（外径 5mm） 

 ・屈曲機構へ内蔵した薄板ばねによる屈曲駆動（外径 3mm まで達成済み）の実現 

 ・交換型軟性先端機能デバイスとして、焼灼用レーザファイバ、ファイバスコープ、極

細生検鉗子、バルーンカテーテル、吸引デバイス、骨切削ドリルなどを挿入可能で

あることを確認 

 ・新規特許出願済み（特願 2013-260500） 

③先端部新設計高機能屈曲鉗子 

 ・第一次試作（外径 5mm、持針器機能、ピストル型ハンドル） 

 ・90 度屈曲＋先端回転（無限回転）＋把持＋全体回転の実現 

 ・外科医による in vitro 実験（ブタ）：試作機の結紮操作性 評価・改善 

 ・片手操作のためのインターフェース（ハンドル形状、操作レバー・回転ダイヤル）の

試作改良・最適化 
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 ・新規特許出願済み（特願 2013-219095） 

 ・製品化最終モデルの完成（外径 5mm、持針器機能、ラチェット付き片開きハンドル） 

達成できなか

ったこと 

①極細径屈曲鉗子 

・外径 2mm 台の極細径化と鉗子の試作 

②大屈曲鉗子（先端部交換） 

・屈曲角度の増大と交換型軟性先端機能デバイスとの組み合わせの試作 

③先端部新設計高機能屈曲鉗子 

・洗浄性、滅菌性の評価と、駆動部の耐久性の評価 

今後の課題 

①極細径屈曲鉗子 

・2mm 台まで細くした場合、分解・組立を前提としない（但し、洗浄性・滅菌性との

トレードオフになりうる）として、どこまでの強度が確保できるか検証が必要 

②大屈曲鉗子（先端部交換） 

・大屈曲機構は、パイプに対しレーザー加工機にて加工を施すが、屈曲角度が大きくな

るとチャンネルを通す軟性器具（カテーテル、レーザファイバ、ファイバスコープ

など）自体の屈曲特性（どこまで曲がるか）に影響される 

→関節数やレーザカットのパターンの改善により、デバイスの曲率半径の調整が必要  

③先端部新設計高機能屈曲鉗子 

・洗浄性・滅菌性の問題：機構部、部品が集中しているため、機構内部の洗浄対応に課

題あり 

→気密性の検討及び部品形状の確認 

・強度の問題：繰り返し屈曲や把持、回転を行った場合の先端部の耐久性 

  →駆動部に使用する部品・組立手法の最適化 

達成できたこ

ととしての写

真･図表など

（２つを超え

ることも可） 

 

  
左）エレメント一体成型による組み立てを必要としない屈曲機構の考案と試作 

右）屈曲機構を搭載した極細径屈曲鉗子（第二次試作機、3mm） 

 

 
高機能屈曲鉗子（持針器機能、5mm）の製品化モデル 

 

 

①極細径屈曲鉗子 

 ・金属パイプのレーザカットによるエレメント一体成型の屈曲機構開発（外径 3mmまで達成済み） 

 ・屈曲機構へ内蔵した薄板ばねによる屈曲駆動の実現（外径 3mmまで達成済み） 

 ・第一次試作機の製作（外径 5mm、60度屈曲＋把持開閉＋先端部回転＋全体回転、ピストル型ハンドル） 

 ・片手操作のためのインターフェース（ダイヤル、開閉レバー）の試作（第一次試作機用） 

 ・レーザーカットによる屈曲機構に関する新規特許出願済み（特願 2013-260500） 
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 ・第二次試作機の製作（外径 3mm、屈曲＋把持開閉＋先端部回転、ピストル型ハンドル） 

 ・2014 年内にクラスⅠで薬事申請予定（外径 2mm台の極細径化と鉗子の試作を平成 26年度に実施予定） 

 

  
 

 図 2-2-1 レーザーカットによる新しい屈曲機構と極細径屈曲鉗子試作機 

左）エレメント一体成型による組み立てを必要としない屈曲機構の考案と試作 

右）屈曲機構を搭載した極細径屈曲鉗子（第二次試作機、3mm） 

 

②大屈曲鉗子（先端部交換） 

・金属パイプのレーザカットによるエレメント一体成型の屈曲機構開発（外径 3mm、5mmで達成） 

 ・屈曲機構へ内蔵した薄板ばねによる屈曲駆動（外径 3mmまで達成済み） 

 ・交換型軟性先端機能デバイスとして、焼灼用 レーザファイバ、ファイバスコープ、極細生検鉗子、 

   バルーンカテーテル、吸引デバイス、骨切削ドリルなどを搭載を検討 

 ・レーザーカットによる屈曲機構に関する新規特許出願済み（特願 2013-260500）※①極細径屈曲鉗子に用

いる屈曲機構を共通で採用 

 ・2014年内にクラスⅠで薬事申請予定（屈曲角度の増大と交換型軟性先端機能デバイスとの組み合わせの試

作を平成 26 年度に実施予定） 

 

③先端部新設計高機能屈曲鉗子 

・第一次試作機の製作と評価（外径 5mm、90度屈曲＋先端回転（無限回転）＋把持（持針器機能）＋全体回

転、ピストル型ハンドル） 

 ・外科医による in vitro 実験（ブタ）：第一次試作機の結紮操作性評価・改善点の洗い出し 

 ・片手操作のためのインターフェース（ハンドル形状、操作レバー・回転ダイヤル）の試作改良・最適化 

 ・新規特許出願済み（特願 2013-219095） 

 ・製品化モデルの完成（外径 5mm、持針器機能、ラチェット付き片開きハンドル） 

 ・外科医による製品化モデルを用いた結紮・縫合評価（内視鏡トレーニング BOX 使用） 

 ・2014 年初頭にクラスⅠで薬事申請・上市開始予定（先端機能交換は、大屈曲鉗子での実現に変更） 
 

 
 

 図 2-2-2 高機能屈曲鉗子製品化モデル（外径 5mm、90 度屈曲＋先端部無限回転＋持針器機能＋全体回転） 
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2.2.2 活用したものづくり技術 

 

表６ 活用したものづくり技術 

技術の保持者 
（企業名、業種等） 

 

株式会社 スズキプレシオン                                               

技術の内容 

半導体関連、一般産業機器、モータースポーツ、医療機器部品など様々な分野にて超微細

な加工を行なっており、研究課題である極細径化、小型化など現有設備を用いて加工する

事が可能である。 

活用に至った

背景 

近年、医療機器関連部品に力を入れる一方で自社開発品を手掛け部品設計～加工～組立ま

で自社にて行なう事が可能。医療機器製造許可、医療機器製造販売業も取得し国際基準で

ある ISO13485 も取得済みであり QMS 適合性調査も実施済みである。 

具体的な活用

方法 

医療機器に関しては以前より研究開発を行なっており、特に鉗子関連技術、先端回転機構、

屈曲機構などでは自社独自技術があり、且つ微細部品加工も対応可能である。 

活用の成果 
微細加工技術を活かし、屈曲部、回転部など数ミリ単位での微小部品の機械加工を実現し、

極細径鉗子などにその技術が応用されている。 

具体的な活用

方法・活用の

成果としての

写真･図表な

ど（２つを超

えることも

可） 

 

 

スズキプレシオンのこれまでの歩みを振り返れば、それは新しい技術にチャレンジする歴史でもありました。

高度化するお客さまニーズに応えるため、常にモノづくりのイノベーションに果敢に取り組んできたのです。

例えば、医療や半導体、バイオテクノロジーといった最先端の製品開発分野では、ナノテクロジーの登場でお

客さまニーズがますます高度化しています。当社では、5 軸マシニングセンターを駆使した切削加工技術やド

リルによる微細穴あけ加工技術など超微細切削加工の極限に挑み続けています。 

 

社会の老齢化と高医療費負担の流れの中で、内視鏡下の手術のように、患者に対して低侵襲、低負荷の医術

がますます重要となってきています。我が国でも診断装置開発については様々な企業が力を注いでいますが、

外科治療の主流となりつつある内視鏡下手術の重要な道具である鉗子類のような治療・手術器具について、使

いやすい自国製品を実現し、産業化する必要があります。鉗子類の開発は、加工技術に優れた我が国の中小企

業力がまさに発揮できる分野です。 

 

海外から流入している手術器具においては、使いやすさの基準を現状ではディスポ型で使い捨てを主流に

する傾向がある。誰でもどこでも利用できる簡便さがある反面、高度な手技や新しい治療法が生まれにくい

状況がある。極細径鉗子や大屈曲鉗子が最適に利用できる診療科・治療法を開拓する事により、本開発品の

ニーズを掘り起こし、展示会などで良さを理解してもらうことが必要です。 
 

 

 

ﾁｭｰﾌﾞ特殊加工対応ﾚｰｻﾞｰ加工機 

 

特殊ギア加工可能なﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 
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2.2.3 研究発表の実績 

 

表７ 研究発表の実績 

発表者／著者 発表表題／論文表題 
学会等名／ 

雑誌名（巻） 

（雑誌の場合） 

最初と最後の

頁 

発表年月 

千葉敏雄、山下紘正 胎児手術用デバイスの開発と

医工連携 

日本機械学会情

報・知能・精密機

器 部 門 講 演 会

（IIP2014） 

キーノートスピー

チ 

  2014年 3 月 

（講演予定） 

 

発表概要： 

我々は，現行の治療法における多くの困難性を解決するため，多くの大学や研究機関，企業と連携して，術

者の“新しい目”と“新しい手”となり，高度な子宮内胎児外科手術を可能にする様々な手術機器・デバイス

の開発を進めてきた．従来の内視鏡や超音波診断画像を機能的に拡張ないし補完する “新しい目”として，

細径の三次元立体内視鏡，超高感度内視鏡，蛍光内視鏡，超高解像度内視鏡等の開発を行っている．また，子

宮内の患部に対するより安全で円滑なアプローチを可能にする術者の“新しい手”として，細径の屈曲高機能

鉗子を開発し，2014 年の上市を予定している．さらに新しい手と目の融合として，集束超音波の動的標的に

対する自動照射システムの開発を行ってきた．そして“新しい手”を低侵襲性に子宮内で操作するための“新

しいナビゲーション”として，3D 超音波による内視鏡ナビゲーションや胎盤表面血管分布の自動マッピング

システムなどの開発を行ってきた．本論文ではこれら新しい手術用デバイスを用いた近未来の胎児外科手術に

ついて論じる． 
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2.3 薬事対応及び知的財産の現状と今後の計画 

 

2.3.1 薬事対応の状況及び今後の計画 

2.3.1.1 薬事対応の状況 

 

表８ 薬事対応の状況 

申請予定者 株式会社スズキプレシオン 

クラス分類 クラス： Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ ・ 非該当 申請 ・ 届出 

製品・システム名称 持針器用高機能屈曲鉗子 

 

本研究の開発機器は届出のみが必要なクラスⅠであり『改良医療機器』と考えられるため大規模な臨床試験

や治験は不要である。『改良医療機器』は『新医療機器等』又は『後発医療機器』のいずれもにも該当しない

医療機器であり、再審査の指示を受ける対象となるほどの新規性はないが既存の医療機器と構造、使用方法、

効能、効果又は性能が実質的に同等ではないものをいう』とされている。 

 

本研究開発では、テーマ①極細径屈曲鉗子・テーマ②大屈曲鉗子・テーマ③高機能屈曲鉗子、3 種類の鉗子

の開発を行なうがテーマ順に関係なく早期対応可能なものから順次進める事とし、加工担当(株)スズキプレシ

オンが技術を保有する屈曲機構、回転機構等を搭載した高機能屈曲鉗子をまず PMDA に対して必要な届出を行

なう。今後もクラスⅠの届出には、既に医療機器製造業、医療機器販売業許可を得ている(株)スズキプレシオ

ンが中心となり行なう。 

 

2.3.1.2 本事業年度中に薬事対応に関して取り組んだこと 

 

本年度は委託契約 2年目という事で開発テーマ 3種類のうちのテーマ③高機能屈曲鉗子がほぼ完成に近づき

26年 3月届出を計画している。必要な諸手続き、届出様式を確認、薬事法等に則って速やかな申請準備を行な

っている。他 2種類の鉗子についてはテーマ③高機能屈曲鉗子に比べ開発～試作～完成まで掛かる時間が短く

来年度中での届出を予定しています。この 2 種類に関してもクラス分類など諸手続きを同時進行で行ない PMDA

に対し速やかな申請を行なう方針である。 

 

 昨年 11 月に薬事法一部改正法案が成立し、新たに題名を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性

の確保等に関する法律」として公布された。これに伴う薬事申請手続き等の変更の有無については、今後の政

令・省令・告示等に注意が必要であるが、改正法で新たに「医薬品等の製造販売業者は、最新の知見に基づき

添付文書を作成し、厚生労働大臣に届け出るものとする」とされたことへの対応が求められることは間違いな

いと思われる。 

 

 このため、③高機能屈曲鉗子の添付文書への記載事項の予備的検討を行った。既に市販されている「内視鏡

下で使用する鉗子」の添付書類を参考にしつつ、③高機能屈曲鉗子の構造、機能の特徴から想定されるリスク

を洗い出し検討した結果、添付文書記載項目の中でも【形状・構造および原理等】【使用上の注意】【貯蔵・

保管方法及び試用期間等】【保守・点検に係る事項】についての記載に注力し、医療現場での安全かつ有効な

使用につなげることが重要と判断した。 
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2.3.1.3 薬事対応に関する今後の計画 

 

表９ 薬事対応に関する今後の計画 

年度 薬事申請に係る計画内容 

2012 年度 
・要素技術開発 

・テーマ③高機能屈曲鉗子開発 

2013 年度 
・テーマ③高機能屈曲鉗子・耐久試験・動物実験 

・届出準備 

2014 年度 

・テーマ③高機能屈曲鉗子届出販売 

・テーマ①極細径屈曲鉗子届出準備 

・テーマ②大屈曲鉗子届出準備 

2015 年度 
・テーマ①極細径屈曲鉗子届出販売 

・テーマ②大屈曲鉗子届出販売 

2016 年度 
・国外市場進出 

・ 

 

来年度は委託契約最終年でありテーマ 3種類すべての届出を済ませ販売を計画している。 

 

本年度は、テーマ③高機能屈曲鉗子にて 2014/3 月に届出を行なう予定で、昨年度から共同研究開発機関で

ある『国立成育医療研究センター』において、動物実験、洗浄試験等を行なって頂きその結果を基に改良を加

え、本年度 PMDA申請に臨み、クラスⅠでの届出を行なう。 

 

来年度以降もテーマ①極細径屈曲鉗子、テーマ②大屈曲鉗子に関して、引き続き『国立成育医療研究センタ

ー』にて同様の実験、試験を行なって頂き、2014 年～2015年にクラスⅠでの届出を計画している。 

 

 

2.3.2 特許等の知的財産移管する成果および今後の申請計画 

2.3.2.1 本事業年度中の特許取得等、開発技術の知財化に関する取り組み 

2013年度は 2件の特許申請を行なった。先ず、本年度中盤で、PMDA申請予定（2014/3～5）である、テー

マ③高機能屈曲鉗子につき出願を行なった。 

出願番号：特願 2013－219095【高機能手術デバイス】 

さらに、本年度後半に、来年度に PMDA 申請予定であるテーマ①極細径屈曲鉗子、テーマ②大屈曲鉗子の

基盤技術となる屈曲部機構の出願を行なった。 

出願番号：特願 2013－260500【管状湾曲機構】 

以上の 2 件の特許申請手続きが完了している。特に【管状湾曲機構】については本委託研究開発にて導入

した『精密レーザー加工機』を使用し完成をみたものである 

本年度以降での特許出願等、知財化の取り組みとしては、今後開発されるテーマ①,②についても現段階

では他社製品には類がなく、十分特許化が期待出来る。出願に向けた準備を積極的に行なう予定である。 

 

本年度行った国内の特許電子図書館（IPDL）でのキーワード検索では、「鉗子」及び「内視鏡」をキーワー

ドに含む特許及び実用新案が平成５年より平成２５年までに１３６７件公開になっており、最近では毎年６

０件程度が公開されている（図 2-3-1参照）。 

しかしながら本事業で開発を進めている③「高機能屈曲鉗子」の特徴を表す３つのキーワード「高機能」

「屈曲」「鉗子」すべてを含む特許、実用新案は皆無であった。また、「高機能」「鉗子」の２つのキーワード

検索では、２件の特許が２００１年（特開２００１－２７６０９１）と２００６年（特開２００６－１５０

１０５）に「医療用マニピュレータ」として公開されている。これら２つの特許とも、鉗子先端部に２つ以
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上の自由度を付与することを請求項に含んでいるが具体的な機構等の記述はなされていない。 

 

  
 

    図 2-3-1 キーワードに「鉗子」及び「内視鏡」を含む公開特許数及び実用新案 

 

 次に「屈曲」「鉗子」の 2 つをキーワードにした検索では特許１１０件、実用新案５件がヒットしたが、

検索キーワードを「屈曲鉗子」とすると３件の特許のみがヒットする結果であった。これら３件の特許のうち

２件は本事業の推進者が発明者に名前を連ねているものであり、他の一件もその関係者による発明である。 

 一方、ヨーロッパ特許庁の DB にて、“Bendable forceps”をタイトル中に含む特許を検索すると４４件が

ヒットしたが、それらは全て中国での２０１０年以降の出願であった。 

 本年度は、③高機能屈曲鉗子については最終製品に近いものが完成したこともあり、高機能屈曲鉗子の周

辺領域の開発状況についても出願特許を中心に調査した。まず、「先端交換型鉗子」については、実用新案が

平成５年に公開されている（実開平５−１８５１２）。この考案では、「手術の用途、部位およびトロカールの

直径に応じて、容易に鉗子先端部の長さ、種類、および直径を調整できる内視鏡下手術用鉗子を得ることを目

的とする」とされており、そのために脱着交換可能な鉗子先端部を袋ナットで支持固定する実施例が示されて

いる。 

 また、鉗子先端部に複数機能を有する内視鏡用鉗子に関する特許を検索する目的で、「多機能」「鉗子」「内

視鏡」の３つをキーワードに検索した結果７件の特許がヒットした。そのうち特表平１０－５０８７８１（「内

視鏡下の処置を遂行するための交換できる手術ユニットを有する多機能器具」）では、「内視鏡器具が１つの切

口を通して複数の作業を行うことができて、内視鏡での処置を行うために要求される切口の数を最小にできる

ことと、１つの切口を通して器具を差し替える頻度を減ずることができることと、対象物をつまんで保持する

ための内視鏡器具の使用を単純化することと、連続的に手または指で圧力を及ぼす必要なく対象物を保持でき

ることと、鉗子ユ ニットと手術ユニットとの片手での操作が容易化されることと、使用者に熟練感覚を与え

ると共に、習熟期間を減ずるために、従来の取っ手構造が使用されるということと、その器具が複雑な結合を

用いることなく単純な機構を使用して安価に製造できることと、その器具が再使用のために殺菌したり、ある

いは要求に応じて１人の患者ごとに破棄したりすることができることである。」が優れた点として主張されて

いる。 

 このような多機能鉗子の開発については、特許情報に加えて、米国ペンシルバニア州立大学大学院修士課程

の学位論文がWEB上に公開されている。 

Andrew Charles Rau (2010) “DESIGN OF A MULTIFUNCTIONAL FORCEPS FOR USE IN ENDOSCOPIC SURGERY”, 

A Thesis in Mechanical Engineering, The Pennsylvania State University. 

これに対応する学術論文もある。 
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Andrew C. Rau, Mary Frecker, Abraham Mathew and Eric Pauli(2011), “Multifunctional Forceps for Use 

in Endoscopic Surgery—Initial Design, Prototype, and Testing” J. Med. Devices 5(4), 041001 (Nov 

07, 2011)  

学位論文の中で、著者は今後低侵襲性手術として期待されるNOTES用の多機能鉗子のデザイン、プロトタイ

プ製作、試験等について詳述しており、新たな関節機構の必要性についても言及している。 

 これを踏まえると、本事業で開発され特許出願された「管状湾曲機構」は、今後極めて波及効果の大きな

技術として発展する可能性を有していると言えよう。 

 

 

2.3.2.2 本事業開発製品に関する特許出願（予定含む） 

 

表１０ 本事業開発製品に関する特許出願（予定含む） 

発明の名称・内容等 

※問題のない範囲で、「装置の～の部分」な

どを記述 

出願番号 
出願年・月 

（予定含む） 

出願の体制と知財の

持分（％） 

高機能手術デバイス 特願 2013－

219095 

2013・10 スズキプレシオン、国

立成育医療研究ｾﾝﾀｰ

共願 

管状湾曲機構 特 願 2013－

260500 

2013・12 スズキプレシオン、国

立成育医療研究ｾﾝﾀｰ

共願 

 
高機能手術デバイスの要点：  

 先端動作部の開閉動作、傾動動作及び無制限の両方向のローリング動作が可能な簡潔構造で、機能性・操作

性に優れる高機能手術デバイスを提供する。本発明の高機能手術デバイスは、外科的処置部を有する多重管構

造の細径挿入部、これに関節部による連結されローリング及び傾動可能な先端動作部、外科的処置部の開閉駆

動機構、先端動作部のローリング駆動機構、傾動駆動機構及び細径挿入部回転一時保持機構を有する操作部を

備え、開閉動作は開閉伝達ロッド、傾動動作は傾動伝達内筒、ローリング動作はローリング伝達内筒により行

い、簡潔な傾動リンク式、傾動駆動機構と細径挿入部回転一時保持機構により一方向への傾動状態を全方向に

向けることができるとともに外科的処置部の把持部と関節部の中心間距離を縫合針の湾曲中心の近傍に配置

できる。 

 

管状湾曲機構の要点： 

 少部品数、簡潔、軽量、コンパクト構造で、高剛性、プッシャビリティ、信頼性及び設計の自由度に優れ、

医療用デバイス等に好適に適用可能な管状湾曲機構を提供する。管状湾曲機構は、湾曲可能に一連的に加工に

よる管状体からなる管状湾曲機構で、管状体の複数の主軸方向任意間隔毎の管肉に、一対の円弧状突起、これ

に滑動し係合する円弧状凹部からなる円弧状係合部と、これに対し円周方向に 90°ずれる位置に一対の任意

形状突起、これに滑動し係合する任意形状凹部からなる任意形状主係合部とが主軸に対し対向配列し形成され、

前記管肉が前記間隔毎に切り分けられてなる複数の短管状体が、円弧状係合部の円弧部まわりに揺動回転し主

軸に非平行な 2 方向又は 4 方向に湾曲可能に一体構造で連結され、医療用デバイス等に好適に適用できる。 
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2.4 事業化の計画 

2.4.1 開発した製品の市場性 

 

表１１ 開発した製品の市場性 

※国内に関する事項は、保険収載申請時と同様の具体的レベルで記載。国外に関しては、計画を立てられる場合に記載。 

製品・システム名称 
 高機能屈曲鉗子 

診療科、診察領域等  胎児外科、産婦人科、心臓外科、消化器科など 

対象疾患／患者数 
 内視鏡手術適用となり患者全般・年間約 10万人（国内） 

対象顧客 

（使用する施設） 

 （診療所、大学病院、中核病院 等） 

地域中核病院、高機能病院 

顧客の特徴 

 従来の器具で難しさを感じるあらゆる内視鏡手術の処置に有効となる。 

また複雑な軟組織等、病変部の処置に対応。また多機能なため縫合時な

どは更に有効。 

市場規模 国内 2013年  90億円 2020年 210億円 

 世界 2013年 1100億円 2020年 2500億円 

市場の成長性 

 内視鏡手術用の鉗子類としては国内でおよそ 90億円の生産がある。依然

として海外メーカーが強い。手術件数は年々10 ﾊﾟｰｾﾝﾄ程度、増えてるこ

とから市場規模も年率 10％の成長性が見込める。また海外市場は国内の

10 倍以上と推定され特に内視鏡市場の成長が著しいアジア諸国でのニー

ズの高まりが期待される。 

競合製品 
 

競合製品名 製造元 価格 
国内 

シェア 

世界 

シェア 

（欄を追加して４ 

 つ以上の記載も 

 可） 

製品１ NeedleHolder STORZ 350,000 円 未公開  未公開 

製品２ 
ﾐﾆｻｲﾄ 

2 ㎜鉗子 
COVIDIEN 40,000 円 未公開  未公開 

製品３ 
HiQPlus 把持

鉗子 
ｵﾘﾝﾊﾟｽ 350,000 円 未公開  未公開 

競合優位性 機能面 

5 ㎜ではあるが先端部回転（正転、逆転無制限）全体回転、屈曲と多彩な

動きが可能である。他社製もあるがﾃﾞｨｽﾎﾟのため環境問題、費用負担が

大きい。本品はリュースでありその諸問題は解決済みである。 

 
ユーザビ

リティ面 

ロボット化をしないﾏﾆｭｱﾙ操作により従来の鉗子と同等の大きさと重さ

を保ちつつ多自由度のﾊﾝﾄﾞﾙ操作性向上を実現する。 

 価格面 

他社製（ﾃﾞｨｽﾎﾟ）に対し価格的には劣るが本品はﾘｭｰｽであり機能的な付

加価値、操作性など完成度を考えれば大いに優位性は見込める。 

競争状況 

 最近では STORZ、COVIDIEN、ｵﾘﾝﾊﾟｽなどの大企業の他、独自の特徴的な機

能を付加した医療機器が中小企業からも登場しているが現製品とそれ

程、変わりがない。本品は今だ国内では開発されていない多機能な鉗子

で優位性が見込める。 

競合メーカーの動き 
単純に細径鉗子はあるが多自由度な鉗子は少なくとも国内にはない。 
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上市時期 
 

2014年    3～5月 

想定売上規模 
 

上市３年目 ３億円 上市５年目 ６億円 

市場に対する波及効果 

従来の先端に自由度のないリューザブルの持針器や把持鉗子、剥離鉗子

やハサミなどに置き換わるものであり、また先端部が交換可能でコスト

削減の効果もあることからディスポーザブル製品との置き換えも期待さ

れる。さらにトレーニングの場にも導入される事で新しい術式の開拓、

ひいては新しい内視鏡手術の周辺機器の開発などにもつながる。 

 

 【国内市場・顧客】内視鏡手術用の鉗子類としては、国内でおよそ９０億円の生産がある（厚生労

働省；２０１０年薬事工業生産動態統計年報統計表より）。近年、あらゆる外科領域において

は（時には経口的アプローチによる内科治療領域などにおいても）、患者に対する侵襲が

小さく、  Quality of Life(QOL)の点から見て優れた内視鏡下手術が一般的となってきてい

る。厚生労働省によれば、現在の外科手術の８０％は内視鏡手術に置き換わると言われて

おり、2007 年には 100137 例で内視鏡下手術が行われ、1990 年から 2007 年末までには合

計 807108 例が行われている。内視鏡手術の実施施設数はおよそ 5000 強であり、年々1 万

件ほど増え続けている。  

           
図 2-4-1 腹腔鏡下手術等の内視鏡外科手術総症例数の推移 

（日本内視鏡外科学会、日本産科婦人科内視鏡学会、及び日本 Endurology・ESWL 学会） 

 

 

現在の内視鏡手術で使用されている手術器具は細長い棒状のものがほとんどであり、体内

への挿入孔に操作が制限され、手で直接触れながら行うような器用な手技は困難である．こ

れは多孔式の内視鏡手術でも単孔式の手術でも同じである。そのため、国内外にて屈曲自由

度を追加した屈曲鉗子類、特に手術用ロボット鉗子を実現するための新しい機構や、動力伝

達方法、操作方法に着目した様々な研究開発がなされている。こういった需要は地域中核病院、

高機能病院にある。 

 また、内視鏡関連の市場もおよそ年率 10%程度の伸び率を示している。すなわち、単純に必要な本数

が増えることと、従来の器具からの買い替えなども生じうることから、鉗子類の市場規模についが増え

ることと、従来の器具からの買い替えなども生じうることから、鉗子類の市場規模についても 10 年で

2 倍程度には成長する（2020 人には 200 億円を超える）と推定される。                     

 

 【海外市場・顧客】内視鏡技術に関しては、我が国の主要輸出医療機器の一つとなっている。2003 年

には輸入が 36 億円（7%）に対し、輸出は 510 億円（93％）と 13 倍となっている。一方、鉗子に関し
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ては、輸出品としての市場をほとんど有していない。当該研究開発品を我が国の強み技術である内視鏡

と組み合わせて、標準規格し付属機器化（オプション製品化）することにより、鉗子としての海外新市

場開拓と同時に内視鏡製品輸出の増強も見込める。 

 海外の内視鏡市場（硬性鏡、軟性鏡、周辺機器含む）は国内の 13 倍程度とも言われており、やはり

年率 10%程度の伸び率で成長している。地域別に見ると、日本やベトナムなど新興市場における認知

度の上昇、さらにインド、中国、ブラジル、ロシアにおける中間層の拡大に伴い、今後 5 年にわたって

大幅な成長が見込まれている。2011 年のデータを診療科別（領域別）に見ると、腹腔鏡（27.5%）、

泌尿器科（16.5%）、消化管（15%）、関節鏡（13%）、耳鼻咽喉科（10%）、産婦人科（5%）、脳神

経外科（6%）、その他領域（7%）という内訳となっており、世界的にもあらゆる領域にて内視鏡手術

が当たり前になってきていることがわかる。また、硬性鏡の装置に限れば、日米欧の合計が、平均成長

率 4%／年程度であるのに対して、東南アジア諸国においては、平均成長率 10%／年と、大幅な成長が

見込まれており、今後の輸出先として、東南アジア諸国の市場への期待は非常に高い。 

 

 
 

図 2-4-2 内視鏡関連装置の輸出入、及び診療科領域別内訳 

 

 

2.4.2 事業化までのスケジュール 

 

表１２ 事業化までのスケジュール 

年度 事業化までの計画内容 

2012 年度 

・先端屈曲部の試作開発 

・高機能鉗子試作開発 

2013 年度 
・屈曲試作機評価・動物実験 

・高機能鉗子評価・動物実験 

2014 年度 

・量産機開発 

・量産機開発・動物実験 

・量産機安全・耐久性試験 

・薬事届出（先行製品） 

2015 年度 
・薬事届出（後発製品） 

・国内上市販売 

2016 年度 
・国外市場進出 

・ 
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上市までの投資計画 

 【必要投資】本年度の検討を踏まえ、本製品の開発、安全評価、届出・導入、市販後に必要となる投資

を精査した。まず、製品のタイプ別（極細径、大屈曲、多機能モジュール）の安全評価では 1.5 千万円、

導入後は 2 千万円、市販後は 3 千万円が必要となる。委託費以外の自己投資分および今後の発生コスト

を見込むと約 5 千万円が本製品の開発（必要投資額）となる。 

なお、事業化企業の株式会社スズキプレシオンは医療機器製造許可、医療機器製造販売業許可、

ISO13485（医療機器の品質保証のための国際標準規格）は取得済みであり、QMS 適合性調査も実施

済みであるため、関連許可申請のための投資は必要としない。 

 【回収計画】製品の想定価格を 80 万円/本とし、国内市場での想定売り上げ 16000 万円（上市 3 年目）

（2020 年）でまず投資を回収し、その後好評機種の整理・選定を進めて海外市場へも販路を伸ばす予

定である。 

 

 

2.4.3 事業化の体制 

 
 

図 2-4-3 事業化の体制図 

 

 

国立成育医療研究センター、福島県立医科大学、信州大学医学部付属病院や小切開・鏡視外科学会に所属す

る医師らの病院・部門を中心に開発機器をアピールし、既存の製品との入れ替えを図る。製造販売、薬事申請

に関しては（株）スズキプレシオンが担当し、国内外への販売網に関しては協力関係にある商社を介して、顧

客への宣伝を浸透させる。事業管理機関は市場調査、知的財産の確保等で事業化を支援するとともに、ユーザ

企業の研究会や展示会への参加を介してフォローアップする。 
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表１３ 業許可 

担当企業 業許可の有無 業許可の計画/実績 

製造販売 (株)スズキプレシオン 

有り 

届 出 番 号 ：

09B1X10001000003 

製品名：メタルデバイスフィクサー 

一般的名称：再使用可能な手術機器

固定圧子（ｺｰﾄﾞ:70953000) 

製造 (株)スズキプレシオン 有り 
PMDA通常相談 

薬事届出（クラスⅠ） 

 

人命にかかわる医療機器等の加工を手がけるスズキプレシオンにとって、品質は生命線です。クオリティ

の高いモノづくりにむけ、全社を挙げて取り組んでいます。品質管理の国際規格である「ISO9001」はもとよ

り、医療機器の製造に特化した国際認証規格「ISO13485」の認証取得をクリアしています。 

また、卓越した超高精密・超精度の加工技術を裏付ける品質保証体制の確立にも注力しています。CNC3

次元測定器をはじめ、CNC 真円度・円筒形状測定器や非接触で 3 次元形状を正確に測るレーザー測定器等を

備えるなど万全の体制を築いています。 
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3. 全体総括 

 

3.1 委託事業の振り返り 

 

(1) 本年度の目標達成度に関する自己評価 

(a) 自己評価点 

サブテーマ③製品「高機能屈曲鉗子」については 

S：当初目標を大きく上回る成果を得た。 

サブテーマ①製品「極細鉗子」、②製品「大屈曲鉗子」については 

C：当初目標には未達だった。 

(b) 自己評価理由 

当初、本開発は３年計画であったため、３つの技術シーズに対応して３つのサブテーマ、即ちサブテーマ①

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

設定し、並行して開発することとした。 

サブテーマ③については計画が極めて順調に進行し、平成２４年度内に予定を超える順調さで試作品を完成

し、平成２５年度に臨床レベルでの評価、改良を加えて、回転・屈曲の組み合わせで新しい機構を採用した「高

機能屈曲鉗子」として製品化することができた。 

先端機能交換については、先端機能交換モジュール化技術で当初実現を試み、試作品を作成したが、臨床評

価の結果、及び技術的汎用性の検討より大屈曲鉗子の内部チャンネル（中空）を利用して、製品化する

事に変更した。これは、当初予定した微小歯車機構による屈曲機構からレーザカット一体型屈曲機

構へと新たな特許も取得して、屈曲技術を進展させた結果可能となったものである。  

一方、サブテーマ①、②については、初期の計画通りに計画を進めることはできたが、技術的に大きく前進

したものの、極細径化と大屈曲化による製品化上の課題を残し、計画より短い２年間では薬事申請、製品化ま

でには至らなかった。今後、取り残し課題を早急に解決し、製品化・上市を実現する予定である。 

① 屈曲鉗子の極細化 

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

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

ルの剛性を保ったまま外径２ｍｍ台まで細径化を行うために、再度最適設計を繰り返し、最終的な

設計仕様を決定した。製作にあたっては、従来の微細加工機を使用した行程に加え、非常に高精度

で多様な金属加工が可能であり、同時に円筒状の部材を多方向から加工可能な精密レーザ加工装置

を用いて、前年度に行った加工プロセス制御のデータを使用して（ピンなどの組み立て不要のレー

ザーカット一体成型）、機能評価用極細径鉗子の部品製作を完了した。さらに、把持と回転自由度を持

った極細鉗子の試作機までを完成させた。 

本研究開発では、平成２４年度予算による「精密レーザー加工装置」の導入により、手術用器具特に鉗子の

小型化、細径化に関して従来では不可能であった機構や製品形態に到達することができた。導入された新機能

を有するレーザー加工装置は、医療機器加工に利用されることはまだまだまれであり、当該装置システムの到

達加工仕様、機能及び精度は我が国では初めてのものである。 

レーザーカット一体成型大屈曲機構の開発は予定通り進行したが、極細屈曲鉗子の試作品完成は

時間短縮を行えなかったため、課題が取り残された。当初目標は２年間では未達であった。  

② 鉗子の屈曲角度の増大 

大屈曲機能の設計を行い、外径３ｍｍで大屈曲鉗子を目標とした。独自に開発した(1)と共通の加工

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

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

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

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

の見えない側（たとえば後腹膜側）からのアプローチが可能なる。このようなデバイスはこれまで存在し

ていなかった。 
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上記、先端交換型デバイスの創案に手間取り課題が取り残された。また、内部チャンネルは外径

５ｍｍでの設計をまず進めたため、当初目標である外径３ｍｍ先端機能交換型を実現するためには、

２年間では未達であった。  

③ 先端機能のモジュール化 

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

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

題に移行することとし、平成２５年度は、外径５ｍｍの多重管構造の細径挿入部と、これに関節部

で連結された回転及び傾動可能な先端動作部を有する持針器用高機能鉗子の製作を行い（「高機能手

術デバイス」特願 20130219095）、機能評価を行った。クラスⅠの持針器用「高機能屈曲鉗子」とし

て薬事申請を平成２５年度内に行い、上市する。当初目標である高機能屈曲鉗子の製品化を予定よ

りも約１年早く達成した。  

今後も、胎児外科等の診療科ニーズに合わせた改良を重ねて、持針器以外の高機能屈曲鉗子の製

作工程も確立する。  
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(2) 当初計画からの変更（深堀）点とその理由 

(a) 対象とする課題・ニーズ 

① 回転・屈曲機構 

変更前 当初、屈曲回転機構については、東京大学と本研究開発参加者の発明による既存特許○特許公開 2011-052805 「マニピュレ

ータおよびこれを用いたマニピュレーション装置」の屈曲機構の基盤技術（歯車駆動）、及び多方向に屈曲するマニピュレー

タ（外径 3mm の細径化に対応）、を実用化する予定であったが、東京大学 TLO の所有となっており、優先実施権交渉契約

に向けての調整が難航したため使用を断念した。 

変更後 新たに、高機能鉗子用の回転・屈曲機構と管状大屈曲機構を考案し、新機構での製品実用化を目指すとともに、対応する特

許を出願した。 

 

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

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

特願 20130219095）、機能評価を行った。 

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

した（「管状湾曲機構」特願 2013-260500）。この機構を実現する３ｍｍと５ｍｍ径の屈曲機構部品の試作に成

功した。 

② 先端機能交換 

変更前 サブテーマ③先端機能のモジュール化、において先端機能交換型高機能屈曲鉗子を製作する。 

変更後 サブテーマ②鉗子の屈曲角度増大、において開発した管状屈曲機構内の内部チャンネルを利用して、軟性器具を挿入・固定

することにより、先端機能交換を実現する。 

 

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

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

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

うなデバイスはこれまで存在していなかった。 

(b) 機器スペック・ビジネスモデル 

① 大屈曲機構の汎用化 

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

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

的に広く期待できる。 

 

(a)①で言及した、新たに考案されたレーザーカット一体成型屈曲機構により大屈曲機能の設計を行

い、外径３ｍｍでの試作部品の製作に成功した。外形５ｍｍの試作品では 180°の大屈曲を可能にし、内

部チャンネルの利用も可能にした。医療機器の付属品について、屈曲部の部材については様々な問題（材質疲

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

める。 

② クラスⅡへの取り組み 

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

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

 

サブテーマ①で電気部分を持つ電気メス機能追加（クラスⅡ）に向けた高度化なども今後の開発の延長線上

に考慮しておく必要がある。その場合も、既存鉗子機能の改良技術となるので、申請に大きな障壁はないと予

想しているが、将来的には、電気メス機能搭載の必要性や海外進出などを見越してクラスⅡでの申請も検討し

ておく。 

(c) 事業化体制 

① 製品化の加速 

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

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

次第、薬事申請・上市することが不可欠となってきた。サブテーマ③の高機能屈曲鉗子の上市を最優先する計画に変更した。 
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内視鏡、特に軟性鏡は我が国の主要輸出医療機器の一つとなっているが、鉗子類などの治療具に関しては輸

出品としての市場をほとんど有していない。従って、海外製品でも類を見ない先端動作の自由度の高さを有す

る当該研究開発品は、国内と並行して海外への輸出に目を向けるべきである。 

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

品競争力があると判断し、平成２５年度内の上市を決定した。 

② 販売における連携 

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

変更後 販売に関して連携企業を全国的に増やすと共に、鏡視外科学会などの術者団体への広報を徹底し、術者となる外科医の理解

と信頼を得る。 

 

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

するシステムを確立し、使用範囲を拡大する。 

(d) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

① 開発 

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

変更後 製造に関して連携企業を地域的に増やすと共に、鏡視外科学会などの臨床現場からのニーズを吸い上げ、術者となる外科医

の理解と信頼を得る。 

 

人命にかかわる医療機器等の加工を手がける(株)スズキプレシオンにとって、品質は生命線である。クオ

リティの高いモノづくりにむけ、全社を挙げて取り組んでいる。品質管理の国際規格である「ISO9001」はも

とより、医療機器の製造に特化した国際認証規格「ISO13485」の認証取得をクリアしている。 

また、卓越した超高精密・超精度の加工技術を裏付ける品質保証体制の確立にも注力している。CNC3 次元測

定器をはじめ、CNC真円度・円筒形状測定器や非接触で 3 次元形状を正確に測るレーザー測定器等を備えるな

ど万全の体制を築いている。 

② 薬事 

変更前 クラスⅠでの製品化をまず達成する。 

変更後 クラスⅠでの製品化に加え、新技術への必要性や海外進出などを見越してクラスⅡでの申請も検討しておく。 

 

従来の鉗子機能を超えない範囲で操作性の良さを目指す製品作りを第一段階にしているため、サブテーマ②、

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

しい機能を備えた鉗子の開発も必要であり、また内視鏡の付属部分として動作するような高度化、サブテーマ

①で電気部分を持つ電気メス（クラスⅡ）に向けた高度化なども今後の開発の延長線上に考慮しておく必要が

ある。その場合も、既存鉗子機能の改良技術となるので、申請に大きな障壁はないと予想しているが、将来的

には、電気メス機能搭載の必要性や海外進出などを見越してクラスⅡでの申請も検討しておく。 

③ 上市スケジュール 

変更前 先端機能モジュールを持針器用に高度化した「高機能屈曲鉗子」について、平成 26 年度中に上市する  

変更後 先端機能モジュールを持針器用に高度化した「高機能屈曲鉗子」について、平成 26 年初頭に上市するとともに、

平成２６年内に極細径屈曲鉗子、及び大屈曲先端機能交換がたデバイスの薬事申請をする。  

 

本開発の第１次開発機器はクラスⅠを想定している。(株)スズキプレシオンが薬事個別面談等を

利用して、新たに必要となる装置機能データ、品目仕様、装置製作指針を精査した。製品化が完了

した 1.3.(3)の先端機能モジュールを持針器用に高度化した「高機能屈曲鉗子」については、事業管

理機関とともに有識者の助言及び医療現場からの要望を基に、性能の最終改良を行ってクラスⅠの

高機能鉗子（回転・屈曲自由度等）として完成した。関係する知的財産はすでに確保した。安全・

耐久性の評価後に薬事製造販売届出を行って、平成２６年３月に上市する。 

1.3.(1)に対応する「極細屈曲鉗子」、及び 1.3.(2)に対応する「大屈曲先端交換型デバイス」の製

品化は平成２６年度に完了を予定しており、当該年度内の上市を目指して取り残し課題を解決中で

ある。  
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(3) 有識者委員会・伴走コンサル指摘事項とその対応 

 

(a) 薬事面 

指摘事項 滅菌については（部品が）微細なため注意が必要と思うが、ポイントはあるか。 

 

国立成育医療センターにおいて、すでに微小な器具の滅菌のノウハウがあるので、その技術を使う予定であ

る。また設計についてはその点気を付けている。 

上市までに実証データを示したい。 

 

指摘事項 手技は同じでよいか。 

 

特別なトレーニングがいらないハンドル形状を設計・デザインして作っていく。通常のトレーニングで乗り

換えていけるようにしたい。 

 

(b) 技術・評価面 

指摘事項 鉗子が細いことのメリットと競争力はあるか。 

 

臨床では細いものの使用は現状では限定的だが、高機能にすると力のかからない用途（手技）での競争力は

ある。委託事業期間では予定してないが、将来は電気メスを加えて製品を多様化したい。 

 

指摘事項 高機能鉗子のモノづくりは世界レベルですごいといえるか。 

 

そう言えると思う。物理的にも違う原理を多用しているので、今後もその努力を続ける。 

 

指摘事項 ダビンチのみが先端機能の自由度が高いのか。くれぐれも知財の漏れをチェックして進めてください。ダビンチが見に来

る可能性だってありますから。 

 

ダビンチは実際に自由度の高い手技を行えるが、我々の狙いは同じ機能をダビンチのディスポ１０回分に代

わる（繰り返し使用の）高機能鉗子になるとよいと思っている。また、ロボットより力のフィードバックが（高

機能鉗子を使用する）人の方が優位だと思う。先日の表彰式でも茂木大臣から「勝てるかどうか」との質問が

あったが、そう努力します。 

 

(c) 知財面 

指摘事項 特許について世界の先行調査はどうか。医療に関して日本のカバーは４割なので、米独のことも調べておいてください。

また、意匠・デザインも抑える必要がある。中国対策も重要です。技術内容を聞くと知財の確保はますます重要と感じた 

 

今回の屈曲機構では二枚の金属板を入れるなど、強度が強い構造である。ディスポ製品はすべてワイヤなの

で強度が弱い。まねされない技術を使っているが知財の確保には十分努力したい。 

 

(d) 事業化面 

指摘事項 市場の大きさはどうか。参入の課題は残っているか。 

 

例えばの話だが、単孔式手術ではサポートのニードルが必要である。ニードル１品で市場が１億円以上であ

る。φ10mm をラディウス社（ドイツ）が 340 万円で製造している。同じ機能を持つφ5mm を作ることがで

きたばかりである。課題については色々変更改良したところなので、近々発表したい。 

 

指摘事項 どの診療科を目指しているのか。事業参加者に限定されはしないか。 

 

開発した高機能鉗子の仕様は特別なものを含まない。一般の腹腔鏡下手術に対応している。自治医大、独協
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大学などの臨床からも意見を得て改良している。栃木県では、医産のマッチングが盛んである。日本内視鏡外

科学会ともコンタクトしている。 

 

指摘事項 鉗子類は単回使用がクラスⅡ、繰り返し使用がクラスⅠとなっている。企業はディスポタイプを開発して儲けたいのでは

ないか。 

 

ディスポにしたいところもあるが、高機能になると部品＋組み立てで高くなり、ディスポでは値段的に厳し

い。また、ディスポでは（市場が大企業に占められているので）中小企業に入る余地がない。リユースで中小

企業のモノづくりにかけている。 

 

指摘事項 開発競争で至急を要しているか。東南アジアの市場性はどうか。 

 

ベトナムでは市場に入りやすいので準備している。 

 

指摘事項 海外の展示会などに出さないのか。海外展開に向けてのビジネスモデルを作る必要がある。 

 

海外展開の経験はある。部材の展示をしている。ただし、国内で実証し、その後海外へと考えている。最初

は慎重にやりたい。 

 

指摘事項 国内はクラスⅠ、海外はクラスⅠでは売り切り、クラスⅡを取って高級機種を海外用に出すのもありではないか。使いや

すさがリスクになることもある。新しい手技につながることも大切である。 

 

同感でそのように努力したい。 

 

(e) その他全般 

指摘事項 開発内容は加工技術と考えてよいか。部材についてはどうか。 

 

部材の耐久性については未解決である（他の類似製品からの類推で製品化に最適と思うものを使用している

段階）。モノづくり＋組み立てが重要だと考えている。 

 

指摘事項 どういう販売のアッピールが不可欠なのか。 

 

特別な作業が必要である。キーオピニオンリーダーを作ることが必要と考えている。また、学会での発表が

大切である。ビデオで見せるなどの地道な努力、研修医などを使ってのラーニングカーブ見せ、などエビデン

スを作っていく。導入費用の予算化もお願いしたい。 

 

指摘事項 得意な機能を具体的に示すなど、素人にもわかりやすい説明がほしい。 

 

説明法を整理するなどして努力します。 
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(4) 委託事業を振り返って改善すべきであった点 

(a) 事業体制 

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

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

ズを踏まえた高機能鉗子のコンセプト作りと基本設計を担当し、これを受けて(株)スズキプレシオンが製品鉗

子の詳細設計と微細加工、製品組み立てを担当した。 

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

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

州大学医学部脳神経外科などの先生方をお願いしている。今後はさらに、製品の販売拡大への戦略を担う販売

業者や一般ユーザ（非侵襲的手術を受ける患者）、手術を支援する看護師など、より広い立場から、製品の改

善点を探る必要があろう。 

(b) 事業の進め方 

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

業のスムーズな流れを想定して、３つのシーズ（極細化、大屈曲化、高機能モジュール化）の並行開発を目指

した。実際はこれらのシーズから作る予定の鉗子について、開発を進めながらイメージを固めることとなった

ため、対応する３つのサブテーマの相互調整が、後手に回ることとなった。例えば、サブテーマ③製品「（持

針器用）高機能屈曲鉗子」については、(株)スズキプレシオンの保有ノウハウを有効に活用することができた

ため、予想を上回ったスピードで製品化にこぎつけることができた。 

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

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

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

しながら進めていれば、より効率の良い開発でき、開発成果に対する見通しが良かったと思われる。ただし、

この間に行われた試行錯誤の技術内容につぃては、要領よく突破できなかったことによりかえって高度な展開

を行えるきっかけにもなたので、功罪相半ばする感もある。 

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

再確認することとなった。 

(c) その他 

事業管理機関として、公式の研究推進会議を事業期間内に２回開催している。外部のアドバイザー委員に参

加をお願いしているが、事業参加者外の立場から忌憚ない意見を頂いて、事業の内容高度化にきわめて有効に

働いた。 

一方、内部の研究開発打ち合わせは、研究開発参加者同士が適宜必要な時期に相互に研究サイトと会社を訪

問しあう形で実施し、事業推進にきわめて有効に働いている 

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

高機能鉗子の新市場開拓に向かう戦略の密な議論があまり出来ていない。販売業者や関連アカデミアの研究者

などをより広く集めた「開発会議（あるいはフォーラム）」を開き、我々の事業の思いを広報することも必要

であったのではないかと思い、今後の改善点としたい。 
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3.2 これまでの委託事業の成果と今後検討すべき課題 

採択から 3 年後の到達目標 
▶ 

現時点での達成状況 

（計画変更理由を含む） ▶ 
目標達成を阻害する要素の洗い出しと

対応策 ▶ 
来年度検討・実施すべき事項 

（来年度実施計画） 

【極細径屈曲鉗子】 

極細径化と剛性の両立（サブテーマ①

屈曲鉗子の極細化） 

 

◎小児や胎児の低侵襲内視鏡手術のた

めの極細径化を行なう（2mm 台） 

◎屈曲自由度（60 度）および先端開閉

自由度 

◎シャフトのレーザ精密加工を用い

た、エレメント一体成型による屈曲機

構の採用（ピンなどを用いず、分解や

部品の心配がない、外筒が不要に） 

◎ロボット化せずにローコストを目指

す 

◎従来の手術スタイルを踏襲した”手

動操作”（ピストル型またはペンシル

型の手動グリップ） 

 

 

①金属パイプのレーザカットによるエレ

メント一体成型の屈曲機構開発（外径

3mm、5mm） 

②屈曲機構へ内蔵した薄板ばねによる屈

曲駆動（外径 3mm まで達成済み） 

③第一次試作（外径 5mm、把持鉗子機

能、ピストル型ハンドル） 

④多自由度機構の実現：60 度屈曲＋把持

開閉＋先端部回転＋全体回転 

⑤新規特許出願済み（特願 2013-260500） 

⑥2014 年内にクラスⅠで薬事申請予定 

（外径 2mm 台の極細径化と鉗子の試作

を平成 26 年度に実施予定） 

 

 

◎極細径による強度不足の問題 

・1 本のパイプからレーザカットにより

製作したセグメント一体成型による屈

曲機構に対し、ワイヤやばね板を通し

て強度をアップさせる 

・分解・組立を前提としない構造（但

し、洗浄性・滅菌性とのトレードオフ

になりうる） 

・そもそも大きな力が必要な手術を対

象にしない 

 

 

 

◎外径を 2mm 台まで細くする

ための剛体解析 

・最終製品の外径と内径の決定 

・最適なレーザカットパターンの

決定 

・部品点数の決定 

 

◎組立工程の確定 

・組立用ジグの作成 

・一体化するパーツを確定 

・レーザ加工機による溶接の採用

箇所を確定 

【大屈曲鉗子（先端機能交換）】 

大屈曲機構の実現（サブテーマ②鉗子

の屈曲角度の増大） 

 

◎内視鏡手術（単孔式手術含む）の低

侵襲化を実現するための大屈曲機構搭

載 

◎大屈曲自由度（90 度以上）の実現 

◎シャフトのレーザ精密加工を用い

た、エレメント一体成型による屈曲機

構の採用（ピンなどを用いず、分解や

 

 

①金属パイプのレーザカットによるエレ

メント一体成型の屈曲機構開発（外径

3mm、5mm） 

②屈曲機構へ内蔵した薄板ばねによる屈

曲駆動 

（外径 3mm まで達成済み）  

③新規特許出願済み（特願 2013-260500） 

④2014 年内にクラスⅠで薬事申請予定 

 

（屈曲角度の増大と交換型軟性先端機能

 

 

◎軟性器具との相性 

・大屈曲機構は、パイプに対しレーザ

ー加工機にて加工を施すが、屈曲角度

が大きくなるとチャンネルを通す軟性

器具（カテーテル、レーザファイバ、

ファイバスコープなど）自体の屈曲特

性（どこまで曲がるか）に影響される 

→関節数やレーザカットのパターンの

改善により、デバイスの曲率半径の調

整が必要。 

 

 

◎屈曲部を含む全体的な強度、剛

性の洗い出し 

・材質の検討 

・最終形状の決定 

・搭載する軟性器具に合わせた屈

曲駆動力の選定 

・最適なレーザカットパターンの

決定 

・操作部（ダイヤルまたは、ペン

シル等）形状の検討 
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部品の心配がない、外筒が不要に） 

◎交換型軟性先端機能デバイスとし

て、レーザファイバ、ファイバスコー

プ、極細生検鉗子、バルーンカテーテ

ル、吸引デバイスなどの搭載可 

◎ロボット化せずにローコストを目指

す 

デバイスとの組合せの試作を平成 26 年

度に実施予定） 

  

【高機能屈曲鉗子】 

高機能・多機能鉗子（サブテーマ③先

端機能のモジュール化） 

 

◎腹腔鏡手術・胸腔鏡手術全般を低侵

襲に行なうための細径化（5mm） 

◎多自由度の搭載：屈曲自由度（90

度）・先端回転自由度・把持開閉・全体

回転 

◎ロボット化せずにローコストを目指

す 

◎従来の手術スタイルを踏襲した”手

動操作” 

◎多自由度を片手操作可能なハンドル

デザイ 

◎早期の製品化                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

  

①第一次試作（外径 5mm、持針器機能） 

②90 度屈曲＋先端正逆回転＋把持＋全

体回転 

③外科医による in vitro 評価（ブタ臓器

使用） 

④片手操作のためのインターフェース試

作 

⑤新規特許出願済み（特願 2013-219095） 

⑥製品化最終モデルの完成（外径 5mm、

持針器機能、ラチェット付き片開きハン

ドル） 

⑦トレーニングボックスによる評価実験 

⑧2014 年初頭にクラスⅠで薬事申請・上

市開始 

（先端機能交換は、大屈曲鉗子での実現

に変更） 

  

◎洗浄性・滅菌性の問題 

・機構部、部品が集中しているため、

機構内部の洗浄対応に課題があり 

→気密性の検討及び部品形状の確認 

◎強度の問題 

・繰り返し屈曲や把持、回転を行った

場合の先端部の耐久性 

 →駆動部に使用する部品・組立手法

の最適化 

 

 

  

◎上市に向けた取り組み 

・販売ディーラーとのマーケティ

ング調査 

・バリエーションの整理（先端の

鉗子部のサイズや形状、ハンドル

部のサイズ、ラチェットの有無な

ど） 

・展示会及び学会展示による宣伝 
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3.3 平成 26 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

2014（平成 26）年度 実施内容（案） 2015（平成 27）年度 実施内容（案） 

項目名 具体的な内容 

① 屈曲鉗子の極細化 

 

 

 

レーザーカット一体成型屈曲機構（「管状湾曲機構」、特許出願済）を採

用し、外径２ｍｍ台の部品設計と剛体解析をもとに、極細径が有効な小児

の腹腔鏡・胸腔鏡手術等における組織把持・剥離鉗子を完成する。本屈曲

機構は、すでに外径３ｍｍでの試作が完成しており、単孔式手術に有効な

外径３ｍｍの設計を進める。さらに、実用レベルの剛性を保ったまま外径

２ｍｍ台まで細径化を行うために、再度最適設計を繰り返し、最終的な外

径を決定する。設計に基づいて、従来の微細加工機を使用した行程に加え、

非常に高精度で多様な金属加工が可能であり、同時に円筒状の部材を多方

向から加工可能な精密レーザ加工装置を用いて、前年度までに行った加工

プロセス制御のデータに基づき部品製作を行い、把持・剥離と先端回転機

構を加えた極細径屈曲鉗子の製品組み付けを完了する。 

脳外科用等極細径鉗子での電気メス機能の追加

を行う。 

 

② 鉗子の屈曲角度の増大 

 

 

 

サブテーマ①と共通の「管状湾曲機構」によるコアチャンネル（中空）

を有する大屈曲機構の先端部の設計を行い、様々な軟性デバイス（レー

ザファイバ、ファイバスコープ、生検鉗子、バルーン、カテーテル、吸

引管など）を挿入・交換固定可能な外径５ｍｍの前臨床評価機を完成す

る。本屈曲機構では、セグメント数を増やすことによって最大屈曲角度と曲率半

径を調整できるので、最大 180°までの屈曲角度増大を目指す。また、レーザカ

ットパターンの工夫によって複数方向（上下左右など）への屈曲が可能なデバイ

スとする。術中の見えない側（例えば後腹膜側）からのアプローチが可能となり、

新たな手術手技の開発につながるので、挿入デバイスへの手術現場からのニーズ

を踏まえて製品化を進め、機能と操作性の評価を行い、新設計に基づく先端部交

換型の大屈曲鉗子の製作と組み付けを完了する。加工精度向上の必要が生

じた場合はサブテーマ①で開発した精密レーザ加工装置を用いた加工プ

ロセスを利用する。 

胎児外科におけるレーザ凝固デバイス（3mm 径

の大屈曲）を開発する。 

 

③ 先端機能のモジュール化 

 

 

 

既に昨年度に製品化が達成された持針器用高機能屈曲鉗子（特許出願

済）を含め、把持・剥離、剪刃の歯（刃）など鉗子形状・機能の部品の

同一化設計を進め、前臨床評価モジュールを複数試作し実用製品のライ

ンアップ増強を図る。本年度は、腹腔鏡手術・胸腔鏡手術全般における

高機能鉗子での先端機能またはシャフト交換技

術を確立する。 
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組織把持・剥離機能、あるいは剪刃（はさみ）機能を持つ、外径５ｍｍ

の先端機能を高度化した屈曲鉗子の評価用モジュールを複数タイプ試

作・評価する。さらに、胎児外科等の診療科ニーズに合わせた操作性の

改良を行って、クラスⅠの高機能屈曲鉗子の量産工程を確立する。 

④ 屈曲鉗子の動物実験等によ

る前臨床評価 

 

 

 

２タイプの試作機器（①で製作：極細径屈曲鉗子、②で製作：先端部交

換型大屈曲鉗子）について、模型（ファントム）及び動物を用いて剛性、

屈曲・回転等の動作特性を検証・評価する。また手術室内を想定した操

作性の確認を行い、使用安全性を含めて実用機への評価基準を決定する。

この評価に基づいて、③で製品化した高機能屈曲鉗子で得たノウハウを

含め、初めての導入者が容易に使用できるための詳細機器マニュアルを

作成する。滅菌については、既存の国立成育医療研究センターのノウハウを

応用し、微小部品、屈曲機構、極細径構造に最適な手順を決定する。 

機器取り扱いマニュアルの更新を行う。 

⑤ 屈曲鉗子の薬事申請 

 

 

 

本開発の３タイプの鉗子製品はクラスⅠを想定している。株式会社スズ

キプレシオンが薬事個別面談等を利用して、新たに必要となる装置機能デ

ータ、品目仕様、装置設計指針を精査する。昨年度に、サブテーマ③の高

機能屈曲鉗子で持針器用の製品化が完了し薬事届出と国内上市を行った

が、このノウハウに基づき、続けてサブテーマ①の極細径屈曲鉗子、サブ

テーマ②の大屈曲鉗子（先端機能交換）についても製品化し、安全性・耐

久性の評価後に薬事届出を行い、本年度内に国内上市する 

新規開発製品について必要に応じて薬事申請を

行う。 

⑥ 事業化の検討と知財の確保 

 

 

 

事業化を進めるに当たり、海外での競合製品・関連技術の技術調査及び、

国内外で関連特許調査、予想される極細径・大屈曲・高機能屈曲鉗子の製

品化リスクマネージメント（JIS T 14971 等）を続行し、また手術室内ユ

ーザニーズの分析を診療科の範囲を広げて行うとともに、製品デザインに

ついても専門家の助言を得て事業管理機関がまとめる。昨年度には、サブ

テーマ③で「高機能手術デバイス」、サブテーマ①②共通で「管状屈曲機

構」の特許を出願したが、これに引き続き、極細径鉗子、大屈曲鉗子、持

針器用以外の高機能屈曲鉗子の製品化に係わる特許を出願する。 

国内販売網の確保については、協力関係にある販売会社のアドバイザー

参加により、先行して販路を確保する。さらに、東アジアへの展開を含め

協力関係にある商社等の協力により、先行して販路を開拓する。 

特許性のある開発技術を精査し、特許出願、意匠

登録、商標登録等を進める。 
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3. 4 委託事業終了時までに完成する最終製品の概要とスケジュール 

最終製品名 概要 スケジュール 

「高機能屈曲鉗子」 

サブテーマ③（シーズ３） 

φ5mm 

φ5 ㎜ではあるが多自由度を実現する。1 本の鉗子で先端部回転（正転逆転無制

限）、全体回転、屈曲とあらゆる術式に対応可能な高機能鉗子を開発する。類似す

る他社品はあるがディスポであるため環境問題、コスト高などの課題がある。今開

発にて製作した製品は、リユースであり諸問題は解決されている。洗浄法、機能性

など上市に十分な段階まで達成する 

Ｈ25年 2 月～5 月改良試作。 

Ｈ25年 6 月～8 月量産向け開発。 

Ｈ25 年 9 月～11 月耐久試験。薬事申請

準備。 

Ｈ25年 12 月～Ｈ26年 2月機能実験。 

Ｈ26年 3 月～届出終了予定。 

「極細径屈曲鉗子」 

サブテーマ①（シーズ１） 

a)φ3mm 60°屈曲鉗子 

 

 

 

 

 

 

b)φ2mm 台 60°屈曲鉗子 

 

 

 

a) 細径鉗子φ3 ㎜でのシャフト屈曲タイプ鉗子は既にあるがシャフト屈曲＋先端

回転機構が付いた製品は存在しない。細径のため強度が保てず製品化には至ってい

ないが、今回、使用目的が新生児、胎児等、力が必要としない分野にての手術を想

定していることから細径で且つ多機能な鉗子の完成が見込まれる。国内は勿論、海

外展開も視野に入れた製品を製作し後腹膜側からなど現状では開腹以外では厳し

い手術がこの鉗子よって可能となる。先端部ラインアップも把持・剥離、鋏などを

揃え他社製品との差別化を図る。 

 

b) 更に細径であるφ2 ㎜台（φ2.6 目標）で同等な機能を備えた鉗子を開発する

事により今後、手術法として今後、主流となる低侵襲医療分野での海外を含めた販

売の拡大が見込める。 

a)Ｈ25年 5月φ3㎜～開発開始。 

Ｈ25年 6 月～検討試作品製作。 

Ｈ25年 10 月仕様決定。 

Ｈ26年 1 月～1 号機完成。 

Ｈ26年 2 月～量産に向け開発、動物実験

等開始、薬事申請準備。 

Ｈ26年 4 月～5 月届出終了予定。 

b)Ｈ26年 1月φ2㎜台～開発開始。 

Ｈ26年 3 月～検討試作品製作。 

Ｈ26年 6 月～7 月仕様決定。 

Ｈ26年 9 月 1号機完成。 

Ｈ26 年 10 月～量産に向け開発、動物実

験等開始、薬事準備。 

Ｈ26年 12月～Ｈ27年 1月届出終了予定。 

「大屈曲鉗子」 

サブテーマ②（シーズ２） 

先端機能交換 

軟性デバイスの補助を目的とした大屈曲先端交換型デバイスの開発。現状は内視

鏡コアチャンネルを使用し処置具（ｶﾃｰﾃﾙ、ﾚｰｻﾞｰﾌｧｲﾊﾞｰ、ｽｺｰﾌﾟ等）を挿入し治療

を行なっているが軟性デバイスには屈曲角度に限界があり後腹膜側、またピンポイ

ントで部位にアタックする事が困難である。この様な問題を解決するため今開発に

て製作するのは、シーズ１にも使用している特殊チューブ加工を施した屈曲部を応

用し±180°屈曲するデバイスを製作する。 

Ｈ25年 5 月～開発開始。 

Ｈ25年 8 月～10月検討試作品製作。 

Ｈ25年 11 月～12月機能評価。 

Ｈ26年 1 月～仕様決定。 

Ｈ26年 2 月～3 月 1号機完成。 

Ｈ26年 4 月～量産に向け開発。動物実験

等開始、薬事申請準備。 

Ｈ26年 11 月～12月届出終了予定。 
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平成 25年度課題解決型医療機器等開発事業 

「様々な内視鏡手術に対応する先端機能交換型極細径屈曲鉗子 

の研究開発」 

第 1回研究推進委員会 議事録 

 

日  時  平成 25年 7月 16 日（火）15:00～17:00 

開催場所  国立成育医療研究センター 研究所 6階会議室 

 

出席者   国立成育医療研究センター 千葉敏雄、山下紘正 

      スズキプレシオン 鈴木庸介、黒川達也 

      研究産業・産業技術振興協会 大嶋清治、守谷哲郎、曽良達生、 

松田香織、福田昌子 

 

本年度よりプロジェクトリーダーは、育医療研究センター山下先生、サブリーダーはスズキプレシオ

ン鈴木会長にお願いする 

本推進委員会の委員長は山下先生にお願いする。 

 

１．平成２５年度研究実施内容の確認（事務局より資料の説明） 

  ・平成 24年度精算状況 

・平成 25年度実施計画書 

・平成 25年度支出計画書 

  ・本年度スケジュール 

 

２．屈曲鉗子の開発状況について 

  ○研究管理体制 

  ○各研究担当からの概況説明 

    参考資料：上市までの計画表 

  ＜スズキプレシオン＞ 

  ・部品として完成が見えてきている。 

・どのような手技にニーズがあるか、早く知りたい。 

・売り物にすることが最優先と考えている。 

 =>中間評価（１１月）に間に合わせないか 

  ・ハンドル部分の形状を変える必要がある。 

ピストル型は使い勝手が良くない。 

   機能としては持針器を試したい。 

   =>先日デザイナーに来てもらった。 

   ・１１月１６日までに上市したい。ただし、洗浄と耐久性の問題はクリアする必要がある 

 

３．屈曲鉗子の中間評価と課題 

 ＜参加者による検討・コメント＞ 

   参考：平成 24年度評価委員会への資料 

  ・先端機能を交換可能にする必要が有るかどうか？ 

   =>大変難しい技術となる。 

  ・何を作ればベストかが重要。実用化モデルにもっていく。 

   =>例えば、腹腔内用＋持針器で絞り込んで良い。 

      大人の腹腔鏡手術（数が圧倒的に多い）には、アドバイイザーの 

コメントが不可欠。 

力の問題については、水中では力が少なくてすむ。 

  ・中空機能を使いたい。 

   =>大屈曲が達成されれば、レーザーを通すだけでも有効ではないか。 

   =>大屈曲については、実際は見えてない限り操作出来ないので、 

それほど大きな角での曲がりは実際は不要であろう。 

  ・来年度は、研究要素を含む電気メスに挑戦したい。 

  ・要するに、先端機能は、切る、挟む、剥がす、の３要素に極め付く。 
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そのとき手術部は見えていて欲しい。 

  ・極細径に関して言えば、2mm台をねらうのは、細ければ細いほど良いと 

言うことである。特に、把持、剥離には。新しい機能はとりあえず 

要らない。３要素で十分。 

また、細くして視野を広げる、曲げるだけでも有用である。 

   =>バイポーラなら力を必要としていないので、剛性の問題は無い 

はず。 

 

４．知財の整理（既存特許の扱い、今後の知財戦略等） 

  知財申請の早期執行 

  ・東大 TLO への対応は、先送りしている。 

   =>ギアを使う場合のみ関係する。 

こちらの手の内を先に見せる必要は、当面無い。 

   =>特許を書いている最中ですが、工夫を付け加えたい。 

      ２件。成育との共願を予定。持ち分の問題は残る。 

   =>５０：５０が通常だが場合に応じて相談可能。 

      ９０：１０～５０：５０を当事者で決定する。 

① チューブ（テーマ２）「レーザー加工機利用」 

② テーマ３ 

    =>経費は企業持ち（委託費を含む）でやってください。 

  ・評価用のシャフトの長さは腹腔用（ラパロ使用）とする。本プロジェクト内のシナリオで製作。 

  ・中間評価委員会用の資料は製作と並行して作成可能。 

 

５．今後のスケジュール 

  次回推進委員会は１０月１６日１５：００－、成育医療研究センター 

を予定。 

 

６．その他（事務処理、予算使用に関する注意事項等、事務局より説明） 

  外注の早期執行 

  経理様式（消耗品費、労務費等、別途送付済み）について 

  事務処理、予算使用に関する注意事項 

    予算実行の期間について（H25.5.16 から H26.2.20 まで） 

 

 

事務局 (社)研究産業・産業技術振興協会 大嶋、守谷、曽良、松田、福田 
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平成 25年度課題解決型医療機器等開発事業 

「様々な内視鏡手術に対応する先端機能交換型極細径屈曲鉗子 

の研究開発」 

第 2回研究推進委員会 議事録 

 

日  時  平成 25年 10月 16 日（水）15:00～17:00 

開催場所  国立成育医療研究センター 研究所 6階会議室 

 

出席者   国立成育医療研究センター 千葉敏雄、山下紘正 

      スズキプレシオン 鈴木庸介、黒川達也 

      信州大学医学部 本郷一博教授 

      研究産業・産業技術振興協会 大嶋清治、守谷哲郎、曽良達生、 

福田昌子 

 

本年度第１回研究推進委員会よりプロジェクトリーダーは、育医療研究センター山下先生、サブリー

ダーはスズキプレシオン鈴木会長にお願いすることなった。また、本推進委員会の委員長は山下先生

にお願いする。 

 

１．平成２５年度研究実施内容の確認 

 ＜全体説明＞ 

  山下先生より、配布資料を基に、研究開発の概要と進捗状況の全体説明があった。 

 ・シーズ１（極細）、シーズ２（大屈曲）、シーズ３（先端高機能、モジュール化）に分けて開発ス

ケジュールを組んでいる。 

 ・製造販売はスズキプレシオンで行い、まずクラスⅠの鉗子を目指す 

 ・研究開発についてはシーズ３（先端高機能）が先行している。持針器を試作し、操作性を評価中。

これについては２０１４年に上市を目指す。 

 ・持針器の操作性を動画で説明 

 ・いくつか課題が出てきているので、改良を重ねる予定 

 ・リユーザブルでは滅菌が重要だが、ＭＥセンターと協力している 

 

＜屈曲鉗子の開発状況報告＞ 

 黒川氏より、製品鉗子の開発状況報告があった。 

・独自特許を２件出願中 

・全体説明のように、シーズ３の第一次試作を終え、ハンドル部のデザインに  ついて３Ｄプリ

ンタで４種ほどのデザイン案を作成し、現場の使用者に意見を求めた。④の人気が高かった。 

 

＜屈曲鉗子等の課題の検討＞ 

  本郷先生（アドバイザー委員）よりのコメントを頂いた。 

 ・手の大きさと操作ハンドルの使い勝手には関連が強いので設計時に十分考慮する 

 ・診療科によって状況に差があるが、脳神経外科では脇を絞めて使いたい 

 ・使用者による意見の相違を十分考慮して製品化してほしい 

  山下（動画へのコメント）： 

 ・持針器では運針の方向を自由にしたいので、屈曲方向を逆にできるタイプも開発中である 

 

２．中間報告書内容の確認について 

  ＜昨年度版の修正、追加＞ 

  山下先生が本年度版の素案を資料を基に説明し、参加者より意見を頂いた。 

・事業概要については、現状と一致させる必要があり、修正する 

 サブテーマ①～③（シーズ１～３）の書き分けが必要 

 ３つのシーズが一体で製品化されるイメージをもたれないようにする 

 提案の変更ではなく製品化のスケジュールとしてそうなることを強調 

 シーズ３については２０１４年上市を記入 

・医療機器の種類 

 クラス分類はクラスⅠを選ぶ。ただし、最終目標は電気メスを加えるとクラスⅡとなる。 

・医療機器の外観・特長 
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 素案の内容を基に、アッピールしたい項目を強調するよう配置などを工夫 

・市場性 

 山下：アジアを強調するよう書き換えた。 

 千葉：アジアでも個々の国で事情が少しづつ違うので記述を正確に。 

・事業計画 

 （線表の再確認と修正） 

 シーズ１では電気メスが追加されている 

 シーズ２では、把持・剥離はやめて、中を通すデバイスを明示。レーザーファイバーなど 

 （必要投資） 

 鈴木：この素案ほど費用はかからない。安全評価ではなく製品タイプ（ラインナップ）の数を増

やす方向で、継続的に投資するよう努力を続ける、などの表現としてほしい。 

 （回収計画） 

 シーズ３では具体的価格設定をそろそろ提示できるのではないか。３０万円は、提案時の予想だ

った。 

・事業リスク 

 （薬事） 

 電気メスを最終目標に入れるべき。そうするとレベルⅡとなる。 

 電源はすでに市販（認可品）なので、つなぐことに大きな障害はなさそう。 

 （知財） 

 東大ＴＬＯとの関係は記述の必要がなくなった。 

 独自特許を中心に、特許戦略を強化する方向を明示 

 （技術・評価） 

 ここではむしろ強みを記入。事業リスクは少ないことを書く。 

 （その他） 

 ニーズの分析を続けることを書く。特に各診療科で要求が異なるはず 

 付加的に得られる特典（環境にやさしい）などは、長所となる 

・今後検討するべき課題 

 素案の技術マップの再確認 

 

３．合同伴走コンサル（10/28）への対応 

 

 ・合同伴走コンサルで持ち込めるもの 

  シーズ３の第一次試作品。今回はこれを目玉にする。 

  ハンドルのデザイン各種 

  千葉：動画は迫力があるので見せるとよい 

 

４．その他 

   

・事務処理については、事務局より適宜連絡いたします。 

   

 

事務局 (一社)研究産業・産業技術振興協会 大嶋、守谷、曽良、松田、福田 

 

 


