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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。 
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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・ピクチャーで追加表示することにより、医師や助手が視点を大きく動

かす必要もなく確認をすることが可能となる。従来のモニターを活用できるため、新たにモニター機器

を増設する必要はない。 

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 3 月に上市を目指す。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。 
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1.2 事業の実施体制 

事事業管理機関：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： 高野 賢裕（アドバンストヘルスケア株式会社） 

共同体： ①アドバンストヘルスケア株式会社 

  ②日本エレクトロセンサリデバイス株式会社 

  ③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 Ⅱ 

製品名 
TrocarVision(予定) 

 
分類名称（一般的名称） 

単回使用トロカールスリーブ 

腹部用トロカール 

胸部用トロカール 

ビデオ硬性腹腔鏡 

内視鏡ビデオ画像プロセッサ 

（予定） 

対象疾患 胃・食道・胆嚢・腸疾患 届出／認証／承認 承認（予定） 

想定される販売先 病院、大学 新／改良／後発 新（予定） 

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 28（2016）年予定 平成 29（2017）年予定 

上市時期 平成 29（2017）年予定 平成 30（2018）年予定 

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） 

 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 2 次試作機 外観】 
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【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】 

 

 

                        
候補２案   ①ピクチャー・イン・ピクチャー②サイドモニター 

 

【カメラ付きトロカール 2次試作機による非臨床試験と、展示会によるユーザー評価の様子】 

 
カメラ付きトロカール 2 次試作機による非臨床試験（動物実験）の様子※2015 年 12 月 1 日 千葉大学にて 

 

  
 

 

カメラ付きトロカール 2 次試作機のユーザー評価第 28 回日本内視鏡外科学会総会の様子 

※2015 年 12 月 10 日～12 日 京セラメディカルブースにて 

 

     
 



 

6 

市場性（想定購入顧客） 

 4) 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

況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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(2) 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 

 

 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。 

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

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。 

 

 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 
上市（投資回収）に至るまでのプロセス（事業計画）
【委託期間後を含めた事業計画の概要】

案件番号

事業管理 機関名

事業名

H25（2013）年度 H26（2014）年度 H27（2015）年度 H28（2016）年度 H29（2017）年度 H30（2018）年度 H31（2019）年度 H32（2020）年度
以前 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3

要素技術開発 計画

実績 　

試作機開発・改良 計画

【製品名】
カメラ付き
トロカール

実績 　

試作機開発・改良 計画

【製品名】
周辺機器

実績 　

量産機開発 計画

【製品名】
カメラ付き
トロカール

実績

量産機開発 計画

【製品名】
周辺機器

実績

臨床研究 計画

実績

薬事申請 計画

実績

知財対応 計画

実績

販売戦略 計画

実績

上市時期 計画

実績

スケジュール変更理由

事業の実施内容

自主事業の内容

①原理試作製作・検証
②開発体制整備開始
③市場調査

①知財戦略継続
②販売戦略継続
③市場調査継続
④広報戦略継続
⑤上市後臨床研究継続

①知財戦略継続
②販売戦略継続
③市場調査継続
④広報戦略継続
⑤上市後臨床研究継続

①機能試作【０次試作】製作・検証
②ISO１３４８５取得準備開始

①ISO１３４８５取得
②医療機器製造販売業許可取得準備開始

①医療機器製造販売業許可取得
②海外　市場調査
③海外　医療機器認証申請準備
④海外　上市準備

①知財戦略継続
②販売戦略継続
③市場調査継続
④広報戦略継続
⑤上市後臨床研究継続

①知財戦略継続
②販売戦略継続
③市場調査継続
④広報戦略継続
⑤上市後臨床研究継続

①試作機開発（一次）→評価
②非臨床試験（動物・ドライボックスによる
　 実験等）
③開発戦略の体制整備
④薬事戦略の体制作り
⑤薬事相談
⑥知財戦略体制作り
⑦出願
⑧販売戦略の検討
⑨アフターサービス体制の検討
⑩市場調査
⑪経済産業省・事業管理支援法人との打合
せ
⑫事業の管理・運営

①要素技術開発（小径タイプ）
②試作機開発・改良【カメラ付きトロカール】
③試作機開発・改良【周辺機器】
④量産機開発【カメラ付きトロカール】
⑤量産機開発【周辺機器】
⑥臨床評価
⑦薬事戦略
⑧知財戦略
⑨販売戦略
⑩市場調査
⑪経済産業省・事業管理支援法人との打合
せ
⑫事業の管理・運営

①量産試作（カメラ付きトロカール）
②量産試作（周辺機器）
③臨床研究
④医療機器認証申請→承認
⑤知財戦略（特許調査・出願）
⑥販売戦略（チャネル確保・アフターサービス
体制の構築
⑦市場調査（学会等参加・展示会等出展）
⑧広報戦略検討
⑨経済産業省・事業管理支援法人との打合
せ
⑩事業の管理・運営

26-116

京セラオプテック株式会社

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

試作品開発（一次） 試作品開発（二次）

安全性・耐久性検討

製造ライン設計・検証

量産試作

生物学的安全性試験

実使用試験（動物試験）

薬事体制づくり

PMDA：事前面談

第三者認証機関相談
★H28.9医療機器製造販売承認申請

★H29.10 CEマーキング

★H30.2 501K申請

★H29.2 製造、出荷承認

★
H29.3上市（国内）

★
H30.3 上市（海外）

★
H26.2知財出願

出願準備

体制づくり 戦略検討

市場調査

チャネルの検討

販売計画作成 販売体制の確立

広報戦略・実施

試作品開発（一次）

薬事体制づくり

出願準備

販売計画作成

安全性・耐久性検討

更なる小型化の開発

試作品開発

チャネルの検討

アフターサービス体制の検討

製造ライン設計・検証

チャネルの確保 アフターサービス体制の構築

PMDA：薬事戦略相談

安全性・耐久性検討

ユーザー評価

ユーザー評価

実使用試験（動物試験）

PMDA：全般相談

第三者認証機関相談

PMDA：開発前相談

販売計画作成

PMDA：事前相談

★
H26.2知財出願

★
H27.12知財出願

★
H28.9知財出願

特許調査

特許調査

試作品開発（最終）

包装形態検討

包装形態検討

各種評価試験

量産試作

各種評価試験

滅菌バリデーション

更なる小型化の開発

試作品開発（二次）

試作品開発

チャネルの確保

第三者認証機関相談

★H29.9海外薬事申請

ユーザー評価

包装形態検討

ユーザー評価

製造ライン設計・検証

実使用試験（動物試験）

実使用試験（動物試験）

PMDA：事前面談

出願準備

★
H27.12知財出願

広報戦略・実施
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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 

 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 

 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。 

・組立用クリーンルーム  

・レンズ成形機（研磨機）  

・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能 

と考える。 

 

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
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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する計画である。 

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。 

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の連携でマーケティ

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 
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(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 薬事相談（2015年 9月@BSIジャパン） 

認証基準の該当性につき相談。認証品に該当しない可能性があるとの示唆を受ける。 

 薬事相談（個別コンサル）（2015年 11月@医療機器センター） 

改めて認証品への該当性につき相談。BSIジャパンの結果と同様に該当しない可能性がある事を確認。 

コンソーシアム内にて検討を行い、薬事戦略上新規性を謳える承認機器へと舵を切る。 

 対面助言事前面談（2015年 12月@PMDA） 

承認申請に向けて、一般的名称の妥当性、評価項目の充足性、周辺機器を含む構成品の範囲等につき 

質問をさせて頂き、それぞれに助言を頂く。追加確認項目を充足した上で 2 回目の事前面談を実施す 

るよう指示頂く。（2 回目の事前面談は 2016 年 3 月に実施予定） 

 

 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） 

先行技術調査について、前期調査で抽出された気になる特許については特許事務所の鑑定を行い、 

問題とならない方向での二次試作を行なった。また、前期では国際分類「A61B 17／＊＊（手術用 

器具）」を中心に日米の特許をコンソーシアム内で調査してきたが、より確実なものとするべく、外 

部の特許事務所に依頼して調査分野を内視鏡分野にまで拡大し、地域も欧州まで広げて再調査を行 

なった。この追加調査結果では、特に問題となる特許は見つかっていない。 

一方、出願については二次試作にて採用したカメラの小型技術、映像の表示方法について特許出願 

6 件、意匠出願 2 件を行なった。特にカメラの小型部分については、伴走コンサルにおいて有識者よ 

りアドバイスを受け、特許出願に加え外観的特徴部分を意匠出願として権利化を目指す。 

なお、前期実施した国内出願については、二次試作では小型化のために構造が変更されたことから、 

外国出願は見送った。 

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

二次試作ではカメラを小型化しトロカールの先端部に組み込むことに成功したことから、構造的特 

徴部分を特許出願として、外観的特徴部分については意匠出願として、より強い権利化を目指すこ 

ととした。特に、先端部に組み込んだカメラの特徴は、今後のカメラ付きトロカールの中心的デザ 

インにもなるとの判断から、カメラの特徴部分のみの権利化を目指す部分意匠として出願した。 

なお、今期の中では商品名を決めるところまでは至っておらず、次期 PMDA への申請時までには商 

品名を決定し、商標出願を目指す。 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

二次試作においては構造的特徴につき光学系 1 件、構造４件、計 5 件の出願を行なうと共に、カメ 

ラの開閉機構における外観的特徴を部分意匠として出願したことで、模倣対策の一助となることを 

考えている。しかしながら、より完全を目指すべく、開発の視点からだけではなく今回出願した権 

利を回避するという視点からも検討を加え模倣品対策を権利化面で担保したい。 

なお、将来的に模倣品、侵害品が現れたときには、親会社である京セラ株式会社の知財・法務部門 

の協力を得て保有権利を基礎とした法的措置を講じる。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

課題として、技術面では気密を保つための弁構造と鉗子等の操作性等使い勝手向上の部分があった。 
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上述の「気密保持」と「使い勝手」は機構構造的に相反する為、数度の試作改良により方向性の構

築を図った。 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

平成 27 年度に製作した二次試作品にて、光学、機構、電気的各種信頼性評価を実施し、課題を抽出

している。 

今後、平成 28 年度に量産試作品での滅菌バリデーション、生物学的安全性試験等を実施し薬事申請

時のエビデンスとする計画である。  

 

 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

平成 27 年 5 月に販売面、薬事戦略面にて同じ京セラグループの京セラメディカルと協業のスキーム 

を組むことが出来た。 

来年度に海外の市場調査、販売戦略、薬事戦略の策定に取り組む計画である。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

今期は特に実施できていない。来年度より今後製造販売業を担う京セラメディカルの品質保証部、

営業部等と体制構築を図る計画である。 

 QMS等の品質保証体制 

平成 27 年 11 月、及び平成 28 年 1 月に、京セラメディカルの品質保証部との打合せを実施した。 

 広報・普及計画 

京セラメディカルの事業推進部と販売計画の作成に着手し、来期より広報・普及計画の策定を開始

する計画である。 

 採算面 

試作品ベースで課題となる部品の抽出が完了し、現在設計段階からのコストダウンを検討している。 

 

 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上市時期を鑑み、組合せでの認証機器を目指し

ていたが、認証基準の該当性、及び将来の薬事

戦略上で再考する必要が生じた。 

 

①製販企業の京セラメディカル社と薬事戦略を

再構築し、2つの第三者認証機関への相談を踏

まえ、最終の上市予定を変更することなく承認

機器として舵を切る判断を行い、12月 14日に

PMDAへ 1 回目の対面助言準備面談を行った。 

 今後 2016 年早々に 2 回目の対面助言準備面談

を実施し、その後来年度の早期に医療機器開発

前相談を実施する計画である。 

知財 
①新機構であるカメラ部分について自社特許権

利網が完成していない。 

①今期新たに 4 件の出願を実施。さらなる出願を

計画中。 

技 術 ・

評価 

①更なる小型化の検討が十分ではない。 

②安全性を維持しつつ、より簡便なカメラ格納・

展開機構の開発が必要。 

 

①継続して小型カメラ及び小型光学系の要素開

発を鋭意進める。 

②現状の２次試作品での実証を加味しながら、安

全性を確保したまま、使う側の立場でより使い

勝手の良い改良設計を量産までに完成させる。 

その他

事業化

全般 

①試作用部品による概算見積を算出し、採算的に

課題となる部品等を抽出した。 

①量産に向けて VE 手法によるコスト低減、採算

向上を念頭においた改良設計を行い、競争力の

ある製品を目指す。 
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1.6 平成 27 年度委託事業の成果概要 

(1) 委託事業の事業概要 

平成 26年度事業にて製作した格納式カメラ付きトロカール・1次試作機（機能試作機）の動物による非臨床実験や各種信頼性試験の結果を反映す

ると同時に採算性を考慮した 2次試作機の製作と従来の内視鏡の術野映像が表示されるモニターに最適な画像をピクチャー・イン・ピクチャーで表

示する周辺機器の試作開発を実施する。その 2次試作機を用いた千葉大学による動物実験や、ユーザー評価を実施することにより、その効果の検証

を行うと同時に課題の抽出を行い最終仕様を決定する。 

また更に小径タイプの要素技術開発も実施し、その要素技術を含めた新規開発技術についての特許、意匠出願を実施する。 

また、薬事申請の準備を行うと同時に、早期に販売・物流チャネルの決定、アフターサービス体制の確保を行い、学会、展示会等における市場調

査を実施する。 

 

(2) 委託事業終了時までに完成する試作品の概要 

試作品名 概要 

カメラ付きトロカール試作品 平成 26 年度事業にて製作した 1 次試作機の課題解決を考慮した 2 次試作品。非臨床試験（動物実験等）、各種信頼

性試験、及びユーザー評価を実施する為の試作。 

プロセッサ試作品 複数の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試作品。 

 

(3) 平成 27 年度の委託事業の成果と今後検討すべき課題 

平成 27年度実施内容（業務計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

①要素技術開発（小径タイプ） 

当事業にて開発を進めている内径φ12mmタ

イプのトロカールに加え、更に小径タイプ（内

径 5mm）の機構構造検討、小型カメラ及びレ

ンズの概略設計等要素技術開発を行う。 

▶ 

現在は原理設計検討を終え、小型化に必須な光学部

材サンプルを入手し、画像取得の基礎実験を行って

いるが、画質面、機構構造面で実用段階まで進捗し

ていない。 

▶ 

現在進めている要素実験を継続検討していくと

同時に、更に最適な光学系、機構構造を研究し、

実現可能かどうかの検討を継続する。 

②試作機開発・改良【カメラ付きトロカー

ル】 

平成 26年度事業の成果を踏まえ、トロカ

ール本体部及びレンズ部は京セラオプテッ

ク株式会社が 2次試作機開発・改良を行い、

小型カメラ部はコンソーシアム内の日本エ

レクトロセンサリデバイス株式会社が 2 次

試作機開発・改良を行う。2次試作機での千

葉大学による動物実験等非臨床試験や、各

種信頼性評価試験、またユーザー評価を実

施することにより、その効果の検証を行う

▶ 

新しく考案した小型カメラ格納／展開機構を持つ2

次試作機が完成した。 

その 2 次試作機にて 12 月 1 日に千葉大学にて動物

による非臨床試験を実施。 

また 12 月 10 日から 12 日の期間に日本内視鏡外科

学会展示会にて 2 次試作品出展によるユーザー評価

を実施。 

上記の実験結果、意見、評価を加味し、現在更なる

改良を行っている。 

同時に試作品での部品による概算量産見積もりを

取得し、課題を抽出し採算改善の検討を行っている。 

 

▶ 

第一回動物実験（12 月 1 日実施済み）にて抽

出した課題を一部改良した試作機を製作し、1

月 5 日に千葉大学にて第 2 回動物実験を実施す

る計画である。 

また上述の 2回の動物実験、及びユーザー評価

の意見を加味した最終試作機にて 2 月に第 3 回

動物実験を計画している。 

上記検証の結果を基に量産仕様を決定する計

画である。 

また併行して採算改善を取り入れた量産見積も

りの算出を進める。 
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平成 27年度実施内容（業務計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

と同時に課題を抽出し、最終仕様を決定す

る。 

③試作機開発・改良【周辺機器】 

カメラ付きトロカールの画像を従来の内

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・ピクチャーで見やすい

位置、かつ最適な画像として表示できるプ

ロセッサとケーブルの開発、試作を行う。 

▶ 

コンソーシアム内での協議を踏まえ、仮決定した仕

様での試作機を製作した。 

その試作機にて 12 月 1 日に千葉大学にて動物によ

る非臨床試験を実施。 

また 12月 10日から 12日の期間に日本内視鏡外科

学会展示会にて試作品出展によるユーザー評価を実

施。最適な画像の表示方法（ピクチャー・イン・ピ

クチャー方式もしくはサイドモニター方式）につき、

上記の実験結果、意見、評価を加味し検討中。 

▶ 

展示会によるユーザー評価の結果に加え、個

別ヒアリングの意見も加味し、量産仕様を決定

する計画である。 

また併行して量産見積の算出を進める。 

④量産機開発【カメラ付きトロカール】 

カメラ付きトロカール量産機を製造する

工程、ラインを検討し課題を抽出する。 
▶ 

アドバイザーである京セラメディカル社（製販企

業予定）の協力により製造工程の確認、課題の抽出

を開始している。 

量産機を製造する予定の工場(京セラオプテック)

にて「医療機器製造業：13BZ200935」許可を取得し

た。 

また滅菌工程の構築に着手している。 

▶ 

量産仕様決定後、量産機を製造する工程、ス

キームを決定し、課題解決の検討を実施する。 

また滅菌工程に伴う課題の抽出を行う。 

⑤量産機開発【周辺機器】 

周辺機器（プロセッサ・ケーブル）量産

機を製造する工程、外注、ラインを検討し

課題を抽出する。 

▶ 

量産製造スキームの構築に着手し、課題を抽出し

ている。 

 
▶ 

量産仕様決定後、量産機を製造する工程、ス

キームを決定し、課題解決の検討を実施する。 

⑥臨床評価 

生物学的安全性試験、実使用試験、科学

的文献による評価等を実施する。 

▶ 

現時点では試作機による実使用試験（動物による

非臨床試験）を実施している段階。また文献での評

価を開始している。 
▶ 

試作機の改良を行った後、信頼性試験、電気

安全性試験等を実施する計画である。 

⑦薬事戦略  

PMDA、第三者認証機関への相談を実施し、

医療機器製造販売認証の申請準備を行う。 

▶ 

アドバイザーである京セラメディカル社の協力を

仰ぐと同時に、9 月の伴走コンサルでの助言を参考

にして、9 月から 10 月にかけて 2つの第三者認証機

関への相談を実施した。その後、薬事戦略の再検討

を進め、新規性を謳える承認機器へと舵を切り、準

備を進めている。 

12 月 14 日に製販企業の京セラメディカル社と

PMDAへ 1 回目の対面助言準備面談を実施した。 

▶ 

2016 年初に PMDA へ 2 回目の対面助言準備面

談を実施し、その後に開発前相談を実施する。

次年度に承認機器申請を行う為の準備を京セラ

メディカル社と共同で行う。 

⑧知財戦略 

平成26年度事業にて実施した国内出願の
▶ 

平成 26年度出願から改良が加わり、量産実施の可

能性が減少したことから外国出願は見送った。 
▶ 

平成 27 年度出願分について外国出願を検討

する。 
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平成 27年度実施内容（業務計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

外国出願手続きを進める。 

併せてφ5mmの要素技術を含めた、新規開

発技術についての特許出願を目指すと共

に、量産品を意識した意匠出願の検討を行

う。他社特許面では新たに公開、権利化さ

れる特許の分析を行い、非侵害設計のサポ

ートを実施する。 

今期 4 件の出願を完了した。カメラの更なる小型

化部分と基本機能（シール構造）について更なる出

願を検討中。 

φ5mm トロカール向け光学要素技術（米国特許回

避可能な光学要素を使用）の実験を進めている。 

腹腔鏡映像とトロカール映像を合成するピクチャ

ー・イン・ピクチャー処理について出願を実施。 

意匠については、量産デザイン完成後に出願を予定

する。 

更なる小型化と使い勝手の改良を進め、より

多くの特許出願を実施する。 

φ5mm トロカール向け要素技術の確立と新規

出願を進める。 

他社特許面では、量産化での特許リスクを軽減

するため、11月に特許事務所へ欧州、日本、米

国の特許調査を依頼した。2016年 1 月の調査結

果を受けて、必要な対応を実施する。 

⑨販売戦略 

事業化後を見据えた販売面の体制強化に

ついて早期に確定を目指すと同時に、物流

チャネルの確保、アフターサービス体制の

構築を行う。また広報戦略の構築を行う。 

▶ 

製造は京セラオプテック、販売・物流・アフター

サービスは京セラメディカルというスキームを構築

した。（製造販売業：京セラメディカル社） ▶ 

更に採算面やアフターサービス体制の構築も

含めた詳細な事業計画を製販企業の京セラメデ

ィカル社と共に策定する。 

また海外に対しての販売戦略の構築を行う。 

⑩市場調査 

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

の試作機展示等にて優位性のアピール、意

見の聴取を行う。 

 

▶ 

実際の手術現場の見学を実施した。 

また海外での展示会見学や、医療機器販売代理店、

医療機関へのヒアリングにより既存トロカールの市

場調査を実施した。 

第 28 回日本内視鏡外科学会総会展示会にて（12

月 10 日から 12 日開催 大阪国際会議場・京セラメ

ディカルブース）2 次試作品を展示。 

複数の医師にドライボックスでの実機操作を行って

頂き意見を聴収した。（ユーザー評価） 

▶ 

今後、改良試作機にて個別のヒアリングを実

施する計画をしている。 

⑪AMED・事業管理支援法人との打合せ 

 

 

6 月 15日にコンソーシアム全体会議を開催し、事

業管理支援法人担当者が傍聴した。 

9月 2日及び 11月 9日に伴走コンサルを開催して

頂きご助言を頂いた。 

12月 18日には AMEDご担当者様にご来社頂き中間

検査を実施して頂いた。 

 

今後も引き続きご指導をうけながら連携を密

に取り、事業を円滑に進めていく。 

⑫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。 

 

各コンソーシアム企業、大学との再委託契約を締

結した。 

定期／不定期に個別・全体会議を実施している。 

各再委託先への実地中間検査を実施した。 

（11月 19日：日本エレクトロセンサリデバイス 

11月 20日：国立大学法人 千葉大学） 

 

今後も引き続きコンソーシアム内外での調整

を行い、プロジェクト全体の事業の運営及び管

理を実施する。 
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1.7 平成 27 年度委託事業の実施経過 

(1) 当初計画からの変更点（深耕点）とその理由 

領域 変更前 変更後 変更理由 

対象とする 

課題・ニーズ 

特に無し   

機器スペック・

ビジネスモデル 

特に無し   

事業化体制 特に無し   

事業化計画（開

発･薬事・上市

スケジュール） 

上市時期を鑑み、組合せでの認証機器を

目指していた。 

最終の上市予定を変更することなく承認

機器として舵を切る判断を行った。 

2 つの第三者認証機関への相談を経て、

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方針変更を行っ

た。 

 

(2) 有識者委員会･伴走コンサルでの指摘事項とその対応 

領域 指摘事項 対応 

薬事 組み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。 

医療機器センターを含め 2 つ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。 

認証を前提とした保険適用の手続きについても早めに検討され

たい。 

承認を前提として、保険適用について厚生労働省等に相談を実

施する。 

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、2 次試作品が「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。 

現時点では日本内視鏡外科学会での展示会によるユーザー評価 

のみであるが、2 次試作機の改良後に個別のヒアリングも実施する

計画である。 

技術的にハードルが高いものもあるので、使い勝手、訴求ポイ

ント、コスト・販売戦略、その実現性を検証し、継続審査では課

題とその解決見込みを提示すること。 

使い勝手については競合他社製品との比較を医療従事者に確認

を行っている。競合品も一長一短の部分があり、より多くの意見

を集め自社製品の方向性の決定を行う。 

訴求ポイントについてはユーザー評価による意見より、多方向

視点、術野の死角低減等による安全性の向上を軸に構築する。 

コストに関しては現時点では課題が残される部品もあるが、既

に抽出済みであり、今後 VE によるコスト低減により解決出来る

可能性があることを確認している。 

そ の 他 事 業 製販担当の京セラメディカル社は、次年度からコンソメンバー 次年度より製販担当の京セラメディカル社のコンソーシアム参
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領域 指摘事項 対応 

化全般 として参画すること。 画が決定した。 

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。今後、薬

事相談の内容を踏まえ、販売戦略を策定する。 

販売戦略について、コンソメンバー以外の医師の評価も踏まえ

て立案すること。 

上述の通り、今後個別のヒアリングの意見も加味しながら販売

戦略を立案する。 

 

(3) 採択・継続条件への対応状況 

採択条件 対応状況 

（採択条件） 

平成 26 年度において、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。検証結果に

よっては、次年度以降継続しない場合もあり得ることを了承すること。 

【製品に対するニーズの精査】 

実際の動物実験や、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

認識している。 

【製品に対する採算性の精査】 

現状の 2次試作機段階で量産を想定したコストを試算した。現時点では課

題の残る部品も数点あるが、今後の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ている。 

【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ている。 

【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社との確認のもと、十分事

業化できると検証している。 

（継続条件） 

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。 
 

事業化後の販売スキームを確定し（製造業：京セラオプテック、製造販

売業：京セラメディカル）、6月 15日開催の全体会議の席上で発表、報告

した。また次年度からは現状アドバイザーである京セラメディカル社がコ

ンソーシアムに参画する。 

（継続条件） 

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うこと。 

12月 10日から 12日の期間に大阪国際会議場にて開催された「第 28回

日本内視鏡外科学会総会」展示会の京セラメディカルブースにて当該 2次

試作機器を展示し、複数の医師に実際に見て頂いたり、ドライボックスに

て操作をして頂き、ご意見を伺った。結果として、不慣れな医師や助手の
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採択条件 対応状況 

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。 

 

1.8 平成 28 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

(1) 平成 28 年度の事業概要 

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、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) 平成 28 年度委託事業の実施内容 

項目名 実施主体 具体的な内容 

①量産試作機開発（カメラ付きトロ

カール） 

京セラオプテック株式会

社、京セラメディカル株式

会社、日本エレクトロセン

サリデバイス株式会社、国

立大学法人千葉大学 

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を平成 28年度事業期間の早期に解決する為に 

試作確認した後、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、臨 

床評価（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。 

②量産試作機開発（周辺機器） 京セラオプテック株式会

社、京セラメディカル株式

会社、日本エレクトロセン

サリデバイス株式会社、国

立大学法人千葉大学 

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、臨床評価（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。 

③量産試作機開発（システム全体） 京セラオプテック株式会

社、京セラメディカル株式

会社 

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。 
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項目名 実施主体 具体的な内容 

④臨床評価 京セラオプテック株式会

社、京セラメディカル株式

会社、国立大学法人千葉大

学 

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の為に、 

SPF豚による動物実験を４回程度実施する。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、電気的安全性及び電磁両立性評価、滅菌バリデ 

ーション、及び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。 

⑤薬事戦略 京セラオプテック株式会

社、京セラメディカル株式

会社、国立大学法人千葉大

学 

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。 

⑥知財戦略 京セラオプテック株式会

社、アドバンストヘルスケ

ア株式会社、京セラメディ

カル株式会社、日本エレク

トロセンサリデバイス株式

会社、国立大学法人千葉大

学 

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。 

                                     
                                     

⑦販売戦略 京セラオプテック株式会

社、京セラメディカル株式

会社 

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を作成する。 

⑧市場調査 京セラオプテック株式会

社、京セラメディカル株式

会社、国立大学法人千葉大

学 

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、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。また、海外の販売戦略構 

築の為、京セラグループ及びグループ外協力企業と連携して市場調査を実施する。 

上記の成果物は、面談記録、出張報告書等。 

⑨AMED・事業管理支援法人との打合

せ 

京セラオプテック株式会

社、アドバンストヘルスケ

ア株式会社、京セラメディ

カル株式会社、日本エレク

トロセンサリデバイス株式
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項目名 実施主体 具体的な内容 

会社、国立大学法人千葉大

学 

⑩事業の管理・運営 京セラオプテック 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。 

 

 

 

 

(3) 平成 28 年度における事業化に向けた検討事項 

領域 検討・実施すべき事項 

薬事  平成 28 年度事業の早期にてＰＭＤＡへの開発前相談を実施し、年度内の承認申請、取得を目指す。 

 量産仕様決定後速やかに滅菌バリデーション、生物学的安全性評価等を実施し承認申請の準備を行う。 

 保険収載の検討を実施する。 

知財  上市に向け、最終量産品について再度問題特許の有無を調査確認する。                                                             

 上市に向け、最終量産品開発に織り込んだ技術並びに将来展開可能な技術について特許出願を実施する。                                                             

 上市に向け、最終量産品に関する意匠出願検討と商標出願を実施する。                                                            

技術・評価  平成 28 年度事業の早期にて、気密性と医師の使い勝手を両立した弁構造仕様を決定する。 

 採算性において抽出した課題の残る部品についてのコストダウンを検討し量産仕様を確定する。 

 カメラの展開・格納機構において、より簡便でかつ安全な設計を構築し量産仕様とする。 

そ の 他 事 業

化全般 

 国内の販売体制に関して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。 

 海外については京セラグループ及びグループ外協力企業と連携して積極的な市場調査と販売戦略の構築を図る。 
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1.9 平成 27 年度委託事業の振り返り 

1.9.1 チェックリストによる自己評価結果 

 
 

1.9.2 平成 27 年度委託事業を振り返って改善すべきだったと考える点 

(1) 事業体制 

製販企業を担う京セラメディカル社とのスキームが確定したことは良かったが、薬事戦略の観点 

から振り返ると開発当初からコンソーシアムに参画してもらえた方が良かったかも知れない。 

 

(2) 事業の進め方 

知財面では初期の特許調査においてキーワード検索を中心に行ったため漏れが発生してしまった。 

途中から社内調査対象技術分野を拡大するとともに外部特許事務所の協力を得ることになった。 

開発に対して的確で漏れのない調査を開発初期に実施出来る特許調査計画を協議すべきであった。 

  技術面では開発を前倒しして 2 次試作品をもう少し早い段階で完成し、評価・改良の期間を増やす 

べきだった。 
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(3) その他 

 特に無し 

 

 

1.10 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３－１７７８ 

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