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1. 事業の概要 

低侵襲性で注目されている鏡視下手術は、現状では単一のカメラ映像の情報に頼って手術するため高

度な経験とスキルを必要とし、経験の少ない医師にとってはリスクの高い手技となっている。この鏡視

下手術の低侵襲性を維持しつつ手術の安全性を高めるために、孔を増やさず、複数のカメラ映像の情報

を追加し、広視野で奥行のある画像を提供することを目的として、格納・展開できる小型カメラを内蔵

したトロカールの開発を行う。本事業では内視鏡及び外科手術器具類を挿入するためのトロカールに小

型高性能カメラ開発技術を組み合わせることで早期の開発を目指す。 

 

 

 
  

より安全な鏡視下手術実現のためのカメラ付きトロカールの開発

鏡視下手術の視野拡張をサポートするカメラ付きトロカール
京セラオプテック㈱、京セラメディカル㈱、アドバンストヘルスケア㈱、

日本エレクトロセンサリデバイス㈱、国立大学法人千葉大学

歴史有る高度な光学技術と、小型精密機器のものづくり技術を駆使し、
日本エレクトロセンサリデバイスの小型カメラ技術、千葉大学との共同研究
により、成長市場としての医療機器分野での新たな事業展開を目指す。
（東京都青梅市、資本金 2,4億円、従業員数 212人）

H26-116

従来の内視鏡外科手術視野

トロカールにカメラを組込み、複数方向の体腔内の映像を確保

術視野が制限された現在の内視鏡外科手術

京セラオプテック：高度な光学ものづくり技術を活かした事業展開

 内視鏡外科手術は患者にとっては負担が少なく、早い社会復帰が可能
になるなどメリットの大きい術式であり、年々症例数が増加している。

 一方で、内視鏡のみの制限された視野下で特殊な手術器具を用いる為、
医師にとっては高度な技量が要求され身体的・精神的負担が大きい。

 そこで、手技の技量的ハードルを下げ、安全性を向上することが内視鏡
外科手術の更なる普及においての急務となる。

 筒体部に格納・展開可能な小型カメラを搭載するトロカールを開発し、
患者に新たな負担をかけることなく複数方向からの体腔内映像を確保。

 異なる複数方向からの映像により、臓器や手術器具の奥行きや三次元
的な位置関係の把握ができると同時に体腔内の死角を低減する。

 術者と助手が患者の両サイドに相対して行う手術では、助手側で完全
な術野の正立画像が得られ、それにより開腹手術のように術野を別角
度から複数者で注意喚起し合うことにより誤認を減らす事が出来る。

Class Ⅱ
（想定）

平成29（2017）年2月時点

カメラ付きトロカール 視野

１台(１方向)からのカメラ画像
のみの為、術視野が制限

複数方向からの映像により
体腔内を正確に把握可能

カメラ付きトロカール画像

カメラ付き
トロカール

プロセッサ

相談・申請

企業

アドバンストヘルスケア(株)
• コンサルティング業務
• 知財管理

医薬品医療機器総合機構
（PMDA）

助言・承認
顧客
（国内・

欧米・アジア）

企業

日本エレクトロ
センサリデバイス(株)

• 小型カメラ開発・製造

医療機関

千葉大学 大学院医学研究院
医学部附属病院

• 臨床研究の実施 ・フィールドマーケティング

研究機関

千葉大学
フロンティア医工学センター
• 試作設計、性能評価

アドバイザー

京セラ(株)
• ハード・ソフトウェア開発支援
• 販売戦略策定支援

製造企業
医療機器製造業登録

[１３ＢＺ２００９３５]

京セラオプテック(株)
• カメラ付きトロカールの開発・製造
・品質保証・保守・管理・知財管理新

中

PL

事業管理機関

製造販売企業
第一種医療機器製造販売業許可

【２７Ｂ１Ｘ０００４７】

京セラメディカル(株)
• 薬事申請・設計開発支援
・販売戦略策定・アフターサービス体制構築

SL
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1.1 事業の目的 

腹腔鏡や胸腔鏡などを用いる内視鏡外科手術は患者にとっては負担が少なく、早い社会復帰が可能な

どメリットの大きい術式である。一方で、制限された視野下で特殊な手術器具を用いるため、医師にと

っては高度な技量が要求され身体的・精神的負担が大きい。その大きな原因のひとつとして、術野が1

台のカメラによる1方向からの画像に限定されるため、限られた視野の中での手術を余儀なくされてい

る。手技の技量的ハードルを下げ、安全性を向上することが最大の課題である。 

また、内視鏡外科手術においては、二次元のモニター表示から三次元の手術空間を把握する能力、手

術部位から離れたモニターを見ながら行う手術操作（Eye-hand 

coordination）やマジックハンドのような細長い手術器具を用いた両手による協調操作（Bi-hand 

coordination）などの従来手術にはない難度の高い技量が要求される。    

以上のように、内視鏡外科手術において得られる術野映像はカメラからの一方向かつ二次元の画像の

みであること、手術器具を挿入するポート位置が固定されていることなどから、様々な制限や困難性が

存在する。そのため、以下に挙げるような技術の導入が強く望まれている。 

①二次元画像に映し出された臓器、手術器具の奥行きや前後関係が把握できるようにする手法。 

②ポートから手術器具を挿入する際、手術器具をカメラで捉えることのできない体腔内の死角をなく 

す工夫。 

③術者と助手が患者の両サイドに相対して行うような手術（肺癌手術や食道癌手術など）では、助手 

側で内視鏡画像が鏡像（実際の術野と左右が逆）となる現象の解消。 すなわち開腹手術のように術 

野を別角度から複数者で確認し注意喚起し合うことにより誤認を減らす工夫。 

これらすべてのニーズに応えうる低コストで新しいデバイスが強く求められている。 

そこで、本事業では、筒体部に格納・展開の機構を有する小型高性能カメラを搭載するトロカールを

開発する。トロカールとは、パイプ状の器具で腹壁の切開部に装着し、内視鏡及び外科手術器具類を挿

入するものであり、手術に必要なスペースを確保する際のガス吹込や、器具類挿入時のガス漏れを防ぐ

機能も有している。開発するトロカールは、内視鏡外科手術において筒体部が体腔内に挿入された後に、

カメラを筒体外へ展開し体腔内の映像取得を可能にするデバイスである。 

異なる複数方向の映像で臓器や手術器具を確認することにより、3D内視鏡のように偏光眼鏡などの着

用を必要とせず、奥行きや三次元的な位置関係の把握が可能となる。また、トロカール先端付近に装着

されたカメラからの観察により、手術器具の先端挿入時より視認が可能であり、挿入した器具を見失う

ことがない。また、助手側のポートにカメラ付きトロカールを使用することにより完全な術野の正立像

を得ることができ、それにより別角度から複数者の視認が実現できるという開腹手術のメリットを腹腔

鏡手術に持ち込むことができる。単孔手術においては、通常カメラを挿入するポートから手術器具を挿

入することが可能になると同時に、カメラと手術器具の動作干渉を抑制することができる。 

なお、トロカールに搭載されたカメラの映像は、従来のメインとなる内視鏡の術野映像が表示される

モニター上にピクチャー・イン・ピクチャー、もしくは別モニターに追加表示することにより、確認を

することが可能となる。 

本事業では、鏡視下手術の低侵襲性を維持しつつ手術の安全性を高めるために、孔を増やさず、複数

のカメラ映像の情報を追加し、広視野で奥行のある画像を提供することを実現できる格納・展開型小型

カメラを内蔵したトロカール及び複数のカメラ映像の情報を従来の腹腔鏡システムに追加できるソフト、

機器等の周辺機器の開発を行い、事業化することを目的とする。 

国内市場については、平成28年9月に薬事申請を行い、平成29年2月に承認取得、同年3月の上市を目

指す。また、海外市場（欧米、アジア）については、平成29年9月に薬事申請を行い、平成30年3月に上

市を目指す。 
 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：京セラオプテック株式会社 

PL： 長尾 俊也（京セラオプテック株式会社） 

SL： 新谷 紀幸（京セラメディカル株式会社） 

共同体： ①京セラメディカル株式会社 

  ②アドバンストヘルスケア株式会社 

  ③日本エレクトロセンサリデバイス株式会社 

  ④国立大学法人千葉大学  
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1.3 最終製品（＝事業化する医療機器） 

(1) 事業化する医療機器の概要 

 1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 医療機器 クラス分類 ①＝Ⅱ、②＝Ⅰ 

製品名 

①ＴｒｏｃａｒＶｉｓｉｏｎ

(仮） 

②プロセッサ（仮） 

 

分類名称（一般的名

称） 

①単回使用トロカールスリーブ 

①腹部用トロカール 

①胸部用トロカール 

①リデューサ 

①ビデオ硬性腹腔鏡 

②内視鏡ビデオ画像プロセッサ 

対象疾患 胃・食道・胆嚢・腸疾患 届出／認証／承認 ①＝承認、②＝届出 

想定される販売先 病院、大学 新／改良／後発 ①＝改良、②＝後発 

使用目的又は効果 
腹腔又は胸腔内に穿刺し、内視鏡下手術において、器具の挿入口として使用する。また、本品

先端に設置された小型カメラにより体腔内の治療のための画像を提供する。 

薬事申請予定者 京セラメディカル株式会社 医療機器製造販売業許可 第一種 27B1X00047 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 
京セラオプテック株式会社 医療機器製造業許可 13BZ200935 

 2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

   

薬事申請時期 平成29（2017）年10月 非公開 

上市時期 平成30（2018）年 3月 非公開 

想定売上（上市後 3年目） 非公開（平成32（2020）年時点） 非公開（平成33（2021）年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 非公開（平成32（2020）年時点） 非公開（平成33（2021）年時点） 

想定シェア（上市後 3年目） 非公開（平成32（2020）年時点） 非公開（平成33（2021）年時点） 

※１：【国内市場における薬事申請時期、並びに上市時期について】 

技術課題の解決の遅れによる量産仕様決定の遅延と、想定以上に量産金型のリードタイムが長くなって

しまったことにより、量産試作品（評価試験用検体）の完成、及び各種評価開始が遅れてしまい、結果

として前回伴走コンサル時報告した薬事申請時期を 4カ月、並びに上市時期を 3カ月延期させて頂いた。 

※２：【海外市場における薬事申請時期、並びに上市時期について】 

上述の国内市場におけるスケジュール遅延と同様の理由にて、契約時の薬事申請時期、上市時期につき 

各々6カ月延期させて頂いた。 

※３：【「医療機器等のターゲット市場」について」】 

「市場規模」は競合品も含めた市場全体としての見込みとして、「想定売上」は本製品としての見込みと

して記載。 
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 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

今回我々が発案した格納式カメラ付きトロカールというデバイスは、従来のトロカールのガス漏れを防ぐ

機構はそのまま有し、筒体部の先端に格納・展開の機構を有する小型カメラを搭載しており、内視鏡外科

手術においてトロカール筒体部が体腔内に挿入された後に、カメラを筒体外へ展開し体腔内の映像取得を

可能にする。通常のトロカールに換えて格納式カメラ付きトロカールを用いることで、新たに体壁にポー

トを設ける（侵襲を加える）ことなく、体腔内へ複数の追加カメラが挿入可能となる。これらの映像は、

手術の進行に応じ動かさざるを得ないメイン内視鏡映像とは異なり、多方向からの映像を定点観測できる

ような優位性もある。また患者に対し術者と助手が両サイドに相対して行われる手術の場合、各々の映像

を完全な正立像にする事が出来るメリットもあることから、術者や助手の使い勝手も考慮しつつ それら

の有効性を活かし、将来的には手術における作業分担毎にディスプレイを分けたり、HUDを応用する等、

プロセッサの工夫により最適な視認方法を提供する事が出来る。 
 

【カメラ付きトロカール試作機 外観】 

             
  

カメラ付きトロカール試作機                プロセッサ試作機（周辺機器） 

 

【カメラ付きトロカール 概要】 

 

                 カメラ付きトロカール外観   

  

 

            カメラ付きトロカール使用イメージと表示方法イメージ 
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【カメラ付きトロカール：平成 28年度期間における展示会での市場調査（ユーザー評価）の様子】 
 

    
 

第71回日本消化器外科学会総会併設展示会の様子     第29回日本内視鏡外科学会総会併設展示会の様子 

 

    

                MEDICA2016（ドイツ・メッセデュッセルドルフ）AMED様ブース共同出展の様子 
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(2) 市場性（想定購入顧客） 

 1) 当該機器等の市場性及び医療現場で期待される波及効果 

 ① 提案する機器の想定顧客 

・国内外病院 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

 

下記予測資料から、2018 年の予測として台数で 1,196,390 台、金額ベースで 8,530,300,000 円を想定し

ている。（市場全体としての見込み） 

また大学病院での情報収集から、一回の手術に使用する本数や内径等のトロカールタイプは、疾患の状

態や執刀医の考え方にも大きく依存する為あくまで参考値であるが、現状の高難度指定となる腹腔鏡手

術においては約 40％強の割合で内径 12φトロカールが使用されていると推測する。 

 

 

   
 

 
 

 

その他新製品の創出市場として、今後拡大が見込まれる遠隔手術（ロボティック手術等）の普及で見

込まれる市場も期待される。  

12mm 

トロカール 

41％ 

5mm 

トロカール 

59％ 
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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 

 ① 競合製品 

・トロカール：機能としてはφ12mmトロカールの基本 SPECを満たしている。 

         Ethicon Endo-Surgery(J&J) ： エンドパス XCELトロッカー他 

         コヴィディエン       ： VERSAPORT 他 

・カメラ機能が付加された競合製品はない。 

 

・競合製品（トロカール）比較 
 

 
 

 ② 競合企業 

代替市場として想定される既存のトロカール市場は、米国のコヴィディエン社とジョンソン エンド ジ

ョンソン社の 2 社で日本国内市場全体の約 70％強を占めている。この 2 強に対し八光（日本）が近年大

きくシェアを伸ばしている。但し八光はφ5ｍｍタイプのラインアップである。 

総じて海外勢が強い市場構造となっている。 

 

 

 

 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） 

 ① 競合商品に対する差別化ポイント 

・従来にない新構造（穿穴時カメラ格納、手術器具使用時カメラ展開）を有しているが、カメラやレン

ズは従来技術の応用であり、技術的リスクは少ない。 

 

・トロカールとしての十分な機能を有しながら、異なる二方向以上の映像で臓器や手術器具を確認する
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ことにより奥行きや三次元的な位置関係の把握が可能になる。【安全性向上】 

 

・手術器具の先端挿入時よりカメラによる画像で視認が可能になり、挿入した器具を見失うことがない。 

 

・術者と助手が患者の両サイドに相対して行うような手術では、助手側のポートにカメラ付きトロカー

ルを使用することにより、完全な術野の正立像を得ることができ、それにより別角度から複数者の視

認が実現できるという開腹手術のメリットを内視鏡手術に持ち込む事が出来る。 

 

・将来的に、カメラ画像のプロセッサ部での総合的な処理（3D 画像、3 次元形状計測、危険部位への接

近警告、蛍光イメージングを利用した手術ナビゲーションシステム）を行うために必須な器具である。 
 

 ② 本事業としての優位性はどれくらいか 

・カメラ収納・展開の機構構造がシンプルであるため現行トロカールの使い勝手を損なわず、画像情報

の追加によって、より安全性の向上をはかることが出来る。 
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1.4 上市（投資回収）に至るまでのプロセス（事業計画） 

(1) 委託期間後を含めた事業計画の概要 
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 1) 投資回収計画 

 ① 国内 
 H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

薬事申請時期    ●       

上市時期    ●       

支出額（単位：億円）           

 うち委託費    － － － － － －  

 うち自己負担           

売上高（単位：億円） － － － － 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

販売数量（単位：万） － － － － 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

※技術課題の解決の遅れによる量産仕様決定の遅延と、想定以上に量産金型のリードタイムが長くなっ

てしまったことにより、量産試作品（評価試験用検体）の完成及び各種評価開始が遅れてしまい、結果

として前回伴走コンサル時報告した薬事申請時期を 4カ月、並びに上市時期を 3カ月延期させて頂いた。 

 ② 海外 
 H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

薬事申請時期    ●       

上市時期     ●      

支出額（単位：億円）           

 うち委託費    － － － － － －  

 うち自己負担           

売上高（単位：億円） － － － － － 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

販売数量（単位：万） － － － － － 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

※上述の国内市場におけるスケジュール遅延と同様の理由にて、契約時の薬事申請時期、上市時期につ

き各々6 カ月延期させて頂いた。 

 ③ 国内・海外合計 
 H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

支出額（単位：億円） 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

 うち委託費 非公開 非公開 非公開 － － － － － －  

 うち自己負担 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

売上高（単位：億円） － － － － 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

販売数量（単位：万） － － －  － 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

※各年4月～3月の年度で表記。 

 a) 投資計画 

投資については本格量産化（数量増産）に伴い、投資原資を親会社、金融機関等からの借入資金とし、 

主に以下の投資を行う計画である。 

・組立用クリーンブース  

・レンズ成形機  

・レンズコート機  

・組立装置  
 

 b) 回収計画 

期間平均税前利益率が 7.5％の為、35％の法人税を支払っても利益は 4.8％となるため投資回収は可と

考える。 
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1.5 事業化に向けた検討結果 

(1) ビジネススキームの特長 

 1) 売れ続けるためのビジネスの”仕組み”   

ものづくりの観点からは、京セラオプテック株式会社が得意とする超小型・高精度レンズと、長年半

導体製造装置用顕微鏡等で培った精密機構部品の技術を応用し、安心、安全な機器を開発、製造してい

く。また平成 27年に医療機器製造業を取得した。 

販売面では京セラグループ内にて医療機器製造販売業の認可を取得している京セラメディカル株式会

社が製造販売業を担当し、医療業界で長年培った販売ノウハウを駆使し拡販を図る計画であったが、平

成 29年 4月に京セラ株式会社へ統合となるため、引き続き京セラ株式会社メディカル事業部として継承

し担当する計画である。 

また当該製品の上市後も素材、電子部品等最先端技術を有する京セラ株式会社他事業部、関連会社と

の協力体制にて、京セラグループ内でのシナジー効果を発揮し、更に安全かつ有益な改善、改良を行っ

ていく。 

マーケティング面でも、上述通り京セラグループの強みを発揮し、国内市場、海外市場に積極的に展

開する。特に海外市場においては各国に現地法人販社を保有する京セラ株式会社としてのマーケティン

グ戦略を展開し、シェアを獲得していく構想である。 

同時に千葉大学医学部との連携で、上市前から学会等有力な先生方に働きかけを行い、当該開発機器

の優位性をアピールしていく計画である。 
 

 2) ビジネス体制 

 
 

平成29（2017）年2月時点

上市後のビジネス体制

製造企業
医療機器製造業登録

[１３ＢＺ２００９３５]

京セラオプテック(株)
• カメラ付きトロカールの製造

製販企業
第一種医療機器製造販売業[２７Ｂ１Ｘ０００４７]

京セラメディカル(株)
⇒京セラ(株) ※2017年4月１日以降

• カメラ付きトロカールの設計・開発
・販売 ・アフターサービス
・市販後安全管理

※2017年4月1日付けにて京セラメディカル㈱

は京セラ㈱へ統合する計画ですが、当事業
に関しては統合後も京セラ㈱メディカル事業
部にて引き続き継承して参ります。

企業

日本エレクトロ
センサリデバイス(株)

• 小型カメラ製造 ・周辺機器製造

研究機関

千葉大学
フロンティア医工学センター

医療機関

千葉大学 大学院医学研究院
医学部附属病院

顧客
（国内・欧米

アジア）

部品供給※取引契約につき締結済み

製造委受託
※契約については
統合もあり現在

交渉中

販売

厚生労働省

医薬品医療機器総合機構
（PMDA）

都道府県

不具合報告
情報提供
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(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 医療機器開発前相談（2016年 5月 11日＠ＰＭＤＡ） 

一般的名称の該当性、評価項目の充足性、一品目に含めることのできる構成品の範囲につき相談を 

実施した。 

承認申請における治験の必要性はない方向で示唆された。 

 2) 知財戦略検討状況 

 国内外の先行技術調査と保有特許の精査（強化のための取組） 

先行技術文献については、外国技術文献 2 件を抽出した。現時点では問題なしとの判断を行って

いるが、引き続き調査を進めていく。 

一方、保有特許強化については、コンソメンバーの京セラメディカルが京セラ本体に統合事業部

化されたことで、京セラ知財主導で、出願内容を再精査し、補正、国内優先出願、分割出願を含

めより強い権利化を目指す戦略検討を進めている。 

 

 権利化／ブラックボックス化、意匠権・商標権等との組み合わせ等のミックス戦略 

3 年間の委託研究期間において、特許 18 件、意匠 5 件を出願完了した。国内出願した意匠 5 件は

全て登録査定を受けた。特にカメラの出没状態を部分意匠にて確保できた点は、機構が相違して

も外観動作が同じであれば権利行使が可能である点、有効と考えている。国内出願した特許 18件

中、3件について既に 2 件にまとめて外国出願した。また 3期目に出願した案件について外国出願

対象を検討中であり、今後海外での権利化に際しては、京セラ知財の海外部隊の協力を得て、現

地に特化した権利化を目指す。 

 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

模倣品、侵害者が現れた際には、京セラ知財の協力の下、特許、意匠の両面から対策を講じる。

既登録権利が使用できればそれに越したことはないが、権利化が成されていない場合には、早期

権利化を目指すことも検討し、より侵害品に対して有効な分割出願や継続出願（米国）を検討す

る。 

 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

 従来からの課題であった「気密保持」と「使い勝手」の両立及び向上を進める中で、新たな課題と 

して「トロカール挿入時におけるカメラ展開の不具合」「外筒、内外筒の強度懸念」が顕在化したが、 

機構構造の設計変更や強度アップの対策により解決し、検証評価後量産仕様に反映した。 

また、伴走コンサルにて指摘のあった「カメラ脱離のリスク回避」についても、構造設計にて対策 

し、量産仕様に反映した。 

 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

 ＰＭＤＡ医療機器開発前相談にて、薬事申請に必要な評価項目につき確認をし、試作品での各種信 

 頼性試験、及び動物実験等を実施した。 

量産試作品（申請の為の評価用検体）が完成次第、エビデンスを収集する計画である。 

 

 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

 国内販売に関しては製販企業である京セラ株式会社メディカル事業部による販売を決定した。 

（従来の販売チャネルであった京セラメディカル株式会社は 2017年 4月１日付けで京セラ株式会社に 
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統合したが、統合後も京セラ株式会社メディカル事業部にて引き続き継承していく。） 

生産に関しては京セラオプテック株式会社にて体制構築を行った。 

また事業期間内に先端医療振興財団との個別コンサルを実施し、販売戦略に関する助言を頂くと同 

時に、展示会での意見聴取等マーケティング情報を加味し、京セラ株式会社メディカル事業部にて 

販売計画書を作成した。 

海外販売に関しては、京セラグループ内での販路模索、交渉中の海外販売パートナー候補企業との 

継続調整、展示会等による市場調査を実施するも決定までは至っていない。早急に決定する計画で 

ある。 
 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

 国内の体制に関しては京セラ株式会社メディカル事業部にて構築中である。 

 QMS等の品質保証体制 

 京セラオプテック株式会社（製造）、京セラ株式会社メディカル事業部（販売）にて体制構築中であ 

る。 

 広報・普及計画 

 事業期間内は、学会併設展示会、医療機器展示会等での参考出品を行った。 

 今後も国内外での展示会出展を始め、医師による学術発表、手術手技の開発等に繋げるため他施設 

共同開発などの研究グループ化の検討を行う。 

 

 5) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策（まとめ） 

領域 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

薬事 

①承認申請における治験の有無の確認が必要。 

 

①2016年 5月に PMDAとの医療機器開発前相談を

実施し、承認申請における治験の必要性はない

方向で示唆された。 

知財 

①商品化に向けた他社特許の確認が必要。 

             

②自社製品保護のための出願網の構築が必要。 

③商標出願の検討が必要。  

 

①2017年 5月時点で問題特許は存在しないが、

量産に向け調査を継続する。                    

②3年間の研究期間において特許 18件、意匠 5

件出願完了。引続き既存国内出願の外国出願、

ならびに量産品に対して、京セラ知財部と連携

し漏れのない出願確認を行う。               

③商標出願が現時点では実施できていないが、 

京セラ保有の商標との関係性を考慮して、早急

に出願を目指す。                                                       

技術 ・

評価 

①新たに顕在化した課題（トロカール挿入時にお 

けるカメラ展開の不具合）に対する対策検討及 

び量産仕様への反映。 

②外筒及び内外筒の強度懸念に対する確認評価

及び量産仕様への反映。 

 

 

③9月伴走コンサルにて指摘のあった「カメラ脱 

離のリスク回避対策」についての検討。 

 

 

④量産金型製作と併行して、最終構造での確認が 

必要。 

 

①機構構造の設計見直しにより対策を完了した。

その対策結果を量産仕様へ反映した。 

 

②金型ライクの評価試作品を作成し、従来品（切 

削品）、他社品との比較評価を実施した。結果 

として金型ライク品が最も強度が高い事が実証

された為量産仕様へ反映した。 

③カメラ脱離は可能性としては皆無ではない為、 

機構構造的にカメラブロック毎回収可能であ 

ることの確認・検証を行い、リスク回避対策を

構築した。 

④最終構造試作での各種信頼性試験を京セラオ

プテック内で実施した。 

また 2017年 3月に千葉大学にて最終確認の為 

の動物実験を実施し、問題なき事を確認した。 



 

14 

領域 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

その他

事業化

全般 

①採算性向上のためのコストダウン設計が必要。 

 

 

 

②量産製造環境の整備・設置について。 

 

 

③海外販売スキームの構築について。 

 

①量産仕様の決定、及び販売想定価格における採 

算性検討を実施した。金型等設備投資の社内稟 

議可決を経て、現在量産金型・冶工具等を製作 

中である。 

②京セラオプテック内での量産製造環境整備（既 

存クリーンブースを医療器製造用途へ改造）を 

完了した。 

③既に接触済みの海外販売のパートナー候補数社

とは継続折衝中である。 

併行して、2016年 9月に実施した先端医療振 

興財団（神戸）の個別コンサルや、2016年 11 

月に AMEDブースにて共同出展させて頂いた 

MEDICA（独）での市場調査の結果を元に、スキ 

ームの検討を鋭意進めたが、決定には至らなか 

った。今後早急に決定する計画である。 
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1.6 平成 28 年度委託事業の成果概要 

(1) 委託事業の事業概要 

平成 26 年度事業及び平成 27 年度事業にて開発・評価した 1 次試作機、2 次試作機の非臨床試験、各種信頼性試験、ユーザー評価の結果を基に量産

仕様を決定し、量産試作機の製作を行う。その量産試作機にて実使用試験（動物実験）、生物学的安全性評価、電気安全性試験、EMC 試験等各種試験・

評価を実施する。 

一方、国内での上市に向けて、PMDA への薬事相談を行い、28 年度内の承認取得を目指す。 

また、更に小径タイプの開発を継続して進め、その新規開発技術を含めた特許・意匠の出願を実施する。 

また、学会・展示会等における市場調査を継続して実施し、販売計画の充実を図ると同時に、海外での販売・物流チャネルを早期に確定し 29 年度

の上市を目指す。 

 

(2) 委託事業終了時までに完成する試作品の概要 

試作品名 概要 

カメラ付きトロカール量産試作品 平成 26年度事業及び平成 27 年度にて開発した 1次試作機、２次試作機の評価を踏まえた量産試作機。 

プロセッサ量産試作品 カメラ付きトロカールからの映像を入力し、必要な画像処理を行いモニターに出力する周辺機器の量産試作機。 

 

(3) 平成 28 年度の委託事業の成果と今後検討すべき課題 

平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

①量産試作機開発（カメラ付きトロカール） 

京セラオプテック及び日本エレクトロセンサリ

デバイスにて平成26年度、平成27年度委託事業に

て抽出した課題（気密性と医師の使い勝手の両立

等）を、平成28年度事業期間の早期に解決する為

に最終確認試作品を作成し、千葉大学、京セラメ

ディカルと共にその機能面を確認すると同時に、

日本エレクトロセンサリデバイスにてカメラ単体

での電気安全性試験を実施した後、速やかに量産

試作機を開発する。 

その後、京セラオプテック、日本エレクトロセ

ンサリデバイス、京セラメディカルにて製造工程

を確立し、各種安全性評価、動物実験等に使用す

る為に150台程度の量産試作機を生産する。 

 

▶ 

【進捗 90％：○】 

①2016年6月に発覚した課題（トロカール挿入時におけ

る カメラ展開の不具合）に対する対策（機構構造 設

計変更）を量産仕様へ反映済み。 

②外筒及び内外筒の強度対策につき、他社製品等との

強度比較評価を実施し、対策を量産仕様へ反映済み。 

③9月伴走コンサルにてアドバイスを頂いた「カメラ脱

離リスクの回避」を検討し、可能性としては皆無で

はない為、機構構造的にカメラブロック毎回収可能で

あることの確認・検証を行い、対策を構築した。                             

④最終構造試作での各種信頼性試験を京セラオプテッ

クにて実施済み。 

2017年3月に千葉大学にて最終確認の為の動物実験を

実施し、問題なき事を確認済み。 

▶ 

量産金型の完成後、速やかに量産試作

（評価試験用検体）による薬事申請の為

の各種安全性評価、動物実験等を実施す

る計画。 

 

②量産試作機開発（周辺機器） 

京セラオプテック及び日本エレクトロセンサリ
▶ 

【進捗 100％：○】 

最適な画像表示を実現する為の機能部分の量産仕様
▶ 

量産試作機による薬事申請の為の各種

安全性評価、動物実験等を実施する計画。 
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平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

デバイスにて最適な画像表示を実現する周辺機器

の量産試作機を開発し、千葉大学、京セラメディ

カルと共にその機能面を確認すると同時に、日本

エレクトロセンサリデバイスにて周辺機器単体で

の電気安全性試験を実施する。またソフトウェア

等による画像の改善も同時に開発を行う。 

その後、京セラオプテック、日本エレクトロセ

ンサリデバイス、京セラメディカルにて製造工程

を確立し、各種安全性評価、動物実験等に使用す

る為に10台程度の量産試作機を生産する。 

及び量産デザインを決定し、量産試作機を製作済み。 

 

③量産試作機開発（システム全体） 

京セラオプテック及び京セラメディカルにて上

記カメラ付きトロカール、周辺機器を含めたシス

テム全体としての電気安全性試験を実施する。 

また千葉大学、及び京セラオプテックにてカメ

ラ付きトロカール機能の検証（量産機器の安全性

の確認、操作性確認）の為に、SPF豚による動物

実験を４回程度実施し、その内容につき報告書（

成果物）を作成する。 

また、京セラメディカルにて薬事申請の為に、

生物学的安全性評価、滅菌バリデーション、を実

施する。 

▶ 

【進捗 70％：○】 

試作機での電気安全性試験に関しては実施済み。 

京セラメディカルにて実施予定であった薬事申請の

為の生物学的安全性評価、滅菌バリデーション等は

量産試作品（評価用検体）のスケジュール遅れによ

り29年度に実施予定。 
▶ 

効率の良い評価スケジュールを再構築

し、出来る限り評価の完了を急ぐ計画。 

 

④臨床評価 

PMDAとの相談により必要に応じて治験等を実施

する。 

更に他社トロカールの臨床成績等を調査し、有

効性及びリスク評価等を実施する。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

2016年5月にPMDAとの「開発前相談」を実施し、承認 

申請における治験の必要はないことを確認済み。 

 

▶ 

 

⑤薬事戦略 

京セラメディカルが中心となり、PMDAとの開発

前相談を平成28年度事業期間の早期に実施し、医

療機器申請区分、添付すべき資料及び治験の有無

について確認を行う。 

相談結果に応じ、必要とされる試験及び薬事相

談等を適宜実施する。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

2016年5月にPMDAとの「開発前相談」を実施し、想定 

しなかった評価項目の示唆があり、6月度の伴走コン 

サルで的確なアドバイスを頂けた。 

2017年1月に、京セラメディカル薬事担当と共に千葉 

大学で打合せを行い、薬事申請添付資料の為の評価 

内容につきすり合わせを実施した。 

 

▶ 

量産試作機完成後、承認申請に必要な

エビデンスを取得する為の評価を実施す

る計画。 

 

⑥知財戦略 ▶ 【進捗 100％：○】 ▶ 2017 年 5月時点で問題特許は存在しな
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平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

カメラ付きトロカールについて、類似品の参入

を阻止する為に、漏れのないよう特許出願及び意

匠出願を国内外合わせて9件程度実施する。 

また特許事務所の他社特許調査結果を受けて問

題となる特許が存在する場合には、上市後に特許

問題と発展しないよう対策を行う。 

＜外国出願＞  

・カメラのポップに関する部分意匠1件 

・トロカールのカメラポップアップ機構の特許、シー

ル構造についての特許の合計2件のPCT出願を実施し

た。 

・米国出願については、京セラ米国知財を活用し、米

国特有の制度を活用して強い権利化を目指す準備中

。 

                             

いが、今後量産に向け調査を継続する。 

既存国内出願の外国出願、ならびに量

産品に対して京セラ株式会社知財部と連

携し漏れのない出願確認を行う。 

京セラ保有の商標との関連性を考慮し

早急なる商標出願を目指す。 

 

⑦販売戦略 

国内は京セラメディカルの販売・物流チャネル

を最大限活用し、販売・アフターサービス体制の

構築を行う。 

海外は市場調査を実施すると同時に、京セラグ

ループ及びグループ外協力企業との販売戦略の構

築を行う。 

京セラオプテック及び京セラメディカルにて、

市場調査結果を踏まえ販売計画書（成果物）を作

成する。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

＜国内販売戦略＞ 

・千葉大学他複数の臨床医の意見を聴取した。 

（日本消化器外科学会総会、日本内視鏡外科学会総会） 

・2016年 9月に先端医療振興財団（神戸）との個別 

コンサルにて販売戦略に関する助言を頂いた。 

上記マーケティング情報を加味し京セラメディカル 

にて販売計画書（事業計画書）を作成した。 

＜海外販売戦略＞  

・海外販売パートナー候補企業数社と情報交換を実施た。 

・京セラグループ内での販路を検討した。 

・2016年 11 月の MEDICA（独）における AMED ブース 

での共同出展により、海外ディストリビューター等と 

の情報交換を実施した。 

結果として海外販売スキームの決定には至っていな 

い。 

 

▶ 

今後も国内外共に更なるマーケティング

活動を実施する計画である。国内外での

展示会出展を始め、医師による学術発表

、手術手技の開発等に繋げるため、他施

設共同開発などの研究グループ化を計画

する。 

 

⑧市場調査 

国内は京セラオプテック及び京セラメディカル

にて、千葉大学医学部をはじめ、実際の医療現場

でのフィールドマーケティングを実施する。 

また、学会等での意見交換や展示ブースでの展

示等にて優位性のアピールや意見の聴取を行い、

新しい手術手技の発掘、販売ターゲットの選定に

活用する。上記内容は面談記録、出張報告書等（

成果物）にまとめる。 

また、海外の販売戦略構築の為、京セラグルー

▶ 

【進捗 100％：○】 

①2016年4月に千葉大学医学部、臨床試験部との打合せ

を実施し、今後のPMS等の相談を行う。 

②2016年7月の日本消化器外科学会総会併設展示会にて

複数の医師の意見を聴取した。 

③2016年11月のMEDICA（独）におけるAMEDブースでの

共同出展により、海外における市場調査を実施した。

世界市場における腹腔鏡手術でのサブカメラニーズ

を確認出来た。 

④2016年12月の日本内視鏡外科学会総会併設展示会に

▶ 

今後も国内外での展示会による意見聴取

を積極的に実施すると同時に、広く医師

の意見を聴取する活動に注力する。 
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平成 28年度実施内容（研究開発計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

プ及びグループ外協力企業と連携して市場調査を

実施し、面談記録、出張報告書等（成果物）を作

成する。 

て複数の医師の意見を聴取した。 

⑨AMED・事業管理支援法人との打合せ 

 

▶ 

【進捗 100％：○】 

変更届（研究開発参加者変更・委託費配分変更等）

申請済み。 

6月度、9月度、12月度の伴走コンサル参加済み。 

 

▶ 

 

⑩事業の管理・運営 

本プロジェクトを円滑に進めるため、プロジェ

クト構成員相互の連絡調整、プロジェクト全体の

事業の運営及び管理を実施する。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

各コンソーシアムメンバーと事業計画の進捗、ス 

ケジュールのすり合わせを実施した。 

また各再委託先への中間検査、確定検査を実施した。 

 

▶ 
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1.7 委託事業の振り返り 

(1) 委託事業の到達点（総括） 

当委託事業の目的であった「従来の鏡視下手術の低侵襲性を維持しつつ（孔を増やさず）、手術の安全性を高める（複数のカメラ画像の情報を追加

し、広視野で奥行のある画像を提供する）ためのカメラ付きトロカールの開発」については、実用化に向けた最終製品仕様の FIX、及び量産金型の着

手という段階まで到達したことで十分な成果を得たと考えている。 

最終段階の薬事申請、国内上市までは現時点では至っていないが、事業化スキーム、今後の計画・方向性も明確になっており、早期実用化に向け

鋭意努力していく所存である。 

 

領域 終了評価で特にアピールしたい点 

薬事 

開発当初、組合せ改良医療機器として認証申請を目指していたが、伴走コンサルでのご助言にて、PMDA、第三者認証機関への相談、

医療機器センターへの個別相談を実施させて頂き、認証基準の該当性、及び将来的に新規性を謳える薬事戦略の観点から承認機器の申

請へ方針変更を決断する事が出来た。 

知財 

3 期を通じて、特許 18 件、意匠 5件の国内出願を実施した。国内出願した意匠 5件は全て登録査定を受けた。 

また特許 2件（併合は 1件と計算）、意匠 1件を外国出願した。 

一方、他社特許の存在については、国内のみならず、米国、欧州、韓国についても実施し、問題なき対応ができた。また、米国 2 社

の特許を分析することで、日本とは違った米国特有の有効な権利化を目指すべきとの結論に至り、米国出願時の Claims 構築を、日本

出願とは独自に構築する方向で進めている。 

また、意匠については部分意匠制度を積極活用することで、開発製品の特徴をうまく権利化できたと考えている。 

その結果、開発において創作された技術を、意匠を組合わせること、米国特有の制度活用を通じて、より強い権利で保護できるもの

と考えている。 

技術・評価 
開発当初から課題であった「安全性とカメラ展開の簡便性の両立」については数回の改良試作により概ね達成出来たと考える。 

 

その他事業化全般 

事業スタート時点では未決定であった販売スキーム、出口戦略も、事業２年目早々に京セラメディカル株式会社（現時点は京セラ株

式会社メディカル事業部）と合意し決定することが出来た。 

製販企業の京セラメディカルの事業３年目からのコンソーシアム参画により、薬事戦略、販売戦略を円滑に進めることが出来た。 
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(2) 当初目標達成度に関する自己評価 

 1) 自己評価結果 

A：当初目標を上回る成果を得た。 

 2) 自己評価理由 

医療機器市場への新規参入として０ベースから事業を開始したが、伴走コンサルを始め多くのアドバイスを頂きながら量産仕様を決め、量産試作

品を製造するところまで到達出来た事は大きな成果だと考えている。 

知財面でも多くの特許を申請する事が出来、また薬事面でも一歩づつ課題を解決する事が出来たのではないかと考えている。 

ただ、最終目標としていた薬事申請、国内上市までは当事業期間内に達成出来なかったというマネージメントの甘さが反省点である。 

今回の事業を通じて得られた医療機器開発の知見をベースに、更なる新たな事業計画（開発計画）を構築できるようになったことも大きな成果で

あると考えている。 
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(3) チェックリストによる自己評価結果 

 
 

(4) 委託事業期間全体を振り返って改善すべきだったと考える点 

 1) 事業体制 

京セラグループ内の医療専門会社である京セラメディカル株式会社(2017年5月時点では京セラ株式会

社に統合)が、事業 2年目まではアドバイザーであり、最終の 3年目でコンソーシアムへの参加となった

が、薬事・マーケティング戦略の観点からも、もしも初年度からコンソーシアムメンバーとして参画し

てもらえていれば、よりスピーディで円滑に事業遂行できたのではないかと考える。 

 

 2) 事業の進め方 

事業開始当初は、医療機器市場への新規参入であることや、初めての委託事業ということもあり、経

験者不在による手探りでの事業運営の感は否めなかったが、伴走コンサル等での有識者の方のご助言を

当該機器のニーズは特定の意見ではなく、客観的な情報で確認できていますか。 ○十分
当該機器の販売先（導入・普及場所）は明確になっていますか（一般、診療所、地域中核病院、高機能病院）。 ○十分
対象となる患者が明確になっていますか。 ○十分
対象となる疾病・診療科等が明確になっていますか。 ○十分
当該製品の業界特性は把握できていますか。 ○十分
市場規模（導入・普及台数）は明確になっていますか。 ○十分
SWOT分析は十分に行っていますか。 ○十分
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。 ○十分
マーケティング戦略（市場のセグメント化、ターゲットとするセグメント、自社のポジショニング等）は明確になっていますか。 ○十分
会社としての経営戦略上、当該製品の位置付けは明確になっていますか。 ○十分
臨床試験、申請、認可まで想定したスケジュールは明確かつ妥当ですか。 △一部
コア技術の開発戦略は明確になっていますか。 ○十分
どのような効果があるか明確になっていますか。 ○十分

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

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 ○十分
上市までに必要な開発費の想定、その調達計画はできていますか。、 ○十分
現行の薬事法下で承認が可能ですか（規制システム面、科学評価体系面）。 ○十分
ビジネスモデルに対応した業許可を持っていますか。 ○十分
新医療機器、改良医療機器、後発医療機器のどれに該当するか整理できていますか。 ○十分

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

PMDAとの調整が進んでいますか。 ○十分
薬事法以外の規制についても対応が明確になっていますか。 ○十分
製品の利用方法が明確になっていますか。 ○十分

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

当該製品に関連する先行特許調査は十分に行っていますか。 ○十分
当該製品に必要な先行特許についてはライセンス等で使用できるようになっていますか。 ○十分
開発後の特許調査についても実施することになっていますか。 ○十分

コア技術に関して、どのように保護するか（権利化／ブラックボックス）は明確になっていますか。 ○十分
権利化に必要な新規性だけではなく進歩性が明確になっていますか。 ○十分
必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。 △一部
意匠等の他の産業財産権について検討していますか。 ○十分
知的財産の権利化またはノウハウ保護に対する予算・体制・規程は確保されていますか。 ○十分

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

その他

知的
財産

薬事

市場

基本
戦略

販売・
物流

事業
収支

開発
戦略
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頂きながら何とか事業を進めていくことが出来た。 

また 2 年目までは技術者中心の開発が主体で、事業化をゴールと見据えた社内、コンソーシアム内で

の事業マネージメント力が弱かったと反省している。 

上記を踏まえ、事業開始段階から体制、進め方を含めたマネージメントが最も重要であると考える。 

 

 3) その他 

特になし。 
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(5) 当初計画からの変更点（深耕点）とその理由 

領域 変更前 変更後 変更理由 

対象とする 

課題・ニーズ 

特になし   

機器スペック・

ビジネスモデル 

特になし   

事業化体制 特になし   

事業化計画（開

発･薬事・上市

スケジュール） 

組合せ改良医療機器として認証申請を計画 
  

改良医療機器として承認申請に変更 認証基準の該当性、及び将来的に新規性を謳

える薬事戦略の観点から変更 

  

(6) 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 組合せ改良医療機器での認証を目指しているが、薬事については必

要に応じて医療機器センターの個別コンサルを活用されたい。 

医療機器センターの個別コンサル及び別の第三者認証機関への相談

を実施後、認証基準の該当性、及び将来的に新規性を謳える薬事戦略

の観点から承認機器の申請へ方針変更を行った。 

知財 先行特許への対応について、必要があれば個別コンサルを活用され

たい。 

課題となっていた国内登録特許に対し、「問題なし」との鑑定結果を

得た。 

技術・評価 ユーザー評価は、展示会だけでなく個別のヒアリングも検討された

い。 

平成 27 年度に 2 回、平成 28 年度には国内外併せて 3 回の展示会で

ユーザー評価を実施した。またそれ以外に国内にて複数の医師に試作

品を見て頂き、ご意見を伺った。 

その他事業

化全般 

製販担当の京セラメディカル社は、平成 28 年度からコンソメンバ

ーとして参画すること。 

平成 28年度（事業 3年目）から京セラメディカル株式会社が製販企

業としてコンソメンバーに SL として加わった。薬事、販売、開発等

多岐にわたり事業推進に携わった。 

市場価格を早めに調査し、販売戦略の立案に着手すること。 
既存トロカールの実勢価格等につき医療機器販売代理店や病院での

聞き取り調査を実施し、目標販売価格を設定した。 
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(7) 採択・継続条件への対応状況 

採択条件 対応状況 

【平成 26年度】 

製品に対するニーズと採算性を精査した上で、製品コ

ンセプトを明確にし、事業化の可能性を検証すること。 

【製品に対するニーズの精査】 

動物実験や、ユーザー評価にて医療従事者に試作機を試して頂き、その安全面向上に関する有効性に

つき確認して頂いた。またその結果から昨今の腹腔鏡医療事故問題に対する解決策の一つになる可能

性が高いと認識できた。 

【製品に対する採算性の精査】 

2次試作機段階で量産を想定したコストを試算した。課題の残る部品も数点あったが、設計改良等に

より十分採算が見込める可能性があることを確認した。 

【製品コンセプトの明確化】 

医療機関等へのヒアリングや、当事業での伴走コンサル等でのご意見を通じ、高難度指定（胃、食道、

腸疾患）の腹腔鏡手術における安全性向上の為の製品としてコンセプトを固めた。 

【事業化の可能性を検証】 

上記ニーズや採算性の精査を踏まえ、競合製品やマーケット調査による市場の拡大から、製販企業の

京セラメディカルとの確認のもと、十分事業化できると検証した。 

【平成27年度】 

事業化後を見据えた販売面の体制強化について平成

２７年度の早い段階で確定し、報告すること。 

 

平成 27年度初期に、事業化後の販売スキームを確定した。（製造業：京セラオプテック、製造販売業：

京セラメディカル） 

また 28 年度から、アドバイザーである京セラメディカルがコンソーシアムに参画することを決め

た。 

【平成27年度】 

千葉大学以外のニーズを汲み取るためのユーザー評価

を行なうこと。 

「第28回日本内視鏡外科学会総会」展示会にて、京セラメディカルブースでの展示によるユーザー

評価を実施。ドライボックスによる模擬的手技等にて、複数の医師にご意見を伺った。結果として、

不慣れな医師や助手の術具挿入時の他臓器損傷の回避、術野全体を俯瞰して見れる事による様々な効

果があるというご意見を頂けた。安全性向上に対し有効である可能性の確認が出来たと同時に、今後

の販売戦略策定における当該製品の訴求ポイントの確認が出来た。 

【平成28年度】 

なし 
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1.8 平成 29 年度以降の実施内容に関する計画（案） 
 

現在、カメラ付きトロカール本体、及び専用プロセッサの最終仕様も FIX し、薬事承認申請に向けた各種評価試験を実施するための検体（量産試

作品）を作成中である。 

29 年度早々に検体を完成し、出来る限り早い段階で各種評価を終え薬事申請を行う。 

また、製販企業の京セラメディカル株式会社（平成 29年 5月時点では統合により京セラ株式会社メディカル事業部に踏襲）と協力し、上記薬事承

認の動きと併行して国内外のマーケティング活動を鋭意展開する計画である。 

薬事承認後、速やかに国内市場へ上市する。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 
 

京セラオプテック株式会社 ＭＥ機器開発部 

〒198-0003 東京都青梅市小曽木 3丁目 1778番地 

電話: 0428-74-5111 / FAX: 0428-74-6299 / E-mail: toshiya.nagao.xm@kyocera-optec.jp 


