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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 

 

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 coodination）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、海外市場に薬事申請を行い、上市を目指す。 
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1.2 事業実施体制 

 

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 事業化する医療機器の概要 

1.3.1 製品名：カメラ付きトロカール 

(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(仮) 分類名称（一般的名称）* 

腹部用トロカール（参考） 

ビデオ硬性腹腔鏡（参考） 

※上記２つの機能を有する 

対象疾患 胃・食道・脾臓・腸疾患等 届出／認証／承認* 承認 

想定される販売先 病院・大学 新／改良／後発* 新医療機器 

薬事申請予定者 京セラオプテック株式会社 医療機器製造販売業許可 なし（予定） 

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 なし（予定） 

（注）*印は現時点の想定であり、今後変更される可能性がある。 

(2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  欧米・アジア 

薬事申請時期 平成 28（2016）年予定 非公開 

上市時期 平成 29（2017）年予定 平成 30 年(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。 

一般に内視鏡外科手術では体壁に 4～6 個所の孔（ポート）を作成しトロカールを挿入する。そこで通常

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。これら追加カメラの映像をメイ

ンの術野映像の周辺部に、必要に応じてピクチャー・イン・ピクチャーの様式で提示する。（下記実験様

子参照） 格納式カメラ付きトロカールからの映像は、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。 

実際の医療現場における医師の意見から、簡単な手術よりも高難度手術の方が格納式カメラ付きトロカ

ールの効果が発揮できると考え、高難度指定の腹腔鏡手術での安全性向上を目的に製品を開発し、有効

性評価を実施する。 
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【カメラ付きトロカール 1次試作機 外観】 
 

       
 
      カメラ付きトロカール 1次試作機                   カメラ付きトロカール 1次試作機 LED点灯 

 

 

 

【カメラ付きトロカール 1次試作機 構造】 

 

  
  
カメラ付きトロカール 1次試作機 構成          カメラ付きトロカール 1次試作機 システムブロック図 

 

 

 

【カメラ付きトロカール 1次試作機による動物実験の様子】 
 

   
  
   非臨床試験（動物実験）様子                カメラ付きトロカール 1次試作のモニタ－上の画像 
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1.4 市場性（想定購入顧客） 

(1) 医療現場で期待される波及効果 

通常のトロカールに換えて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こと

なく（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になる。これら追加カメラからの

映像は、広視野で奥行きのある画像情報を提供すると同時に、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り、手術の安全性を

高める事が出来る可能性がある。医師のご意見から、簡単な手術よりも高難度手術にてカメラ付きトロ

カールの効果が発揮できると考えている。 

(2) 当該機器等の市場性 

 ① 提案する機器の想定顧客 

 国内外病院 

 国内外大学 

 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､00 円を 

想定している。 

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。 

 

                            

  

 

 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 5mmトロカール 
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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 

●競合商品 

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) ： ｴﾝﾄﾞﾊﾟｽ XCEL ﾄﾛｯｶｰ他 

       コヴィディエン       ： VERSAPORT 他 

 

●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） 

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。 

 

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。 



8 

1.5 上市（投資回収）に至るまでのプロセス（事業計画） 

(1) 委託期間後を含めた事業計画の概要 

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

包装形態検討

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）

研究モニター 臨床モニター

薬事体制づくり

PMDA：開発前相談

第三者認証機関相談
★
H27.11医療機器製造販売認証申請

★
H28.5CEマーキング

★
H28.10 501K申請

★
H28.10 製造、出荷承認

★
H29.3上市（国内）

★
H30.3 上市（海外：欧州・アジア）

★
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

アフターサービス体制の検討

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

量産試作

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

包装形態検討

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：相談

販売計画作成

PMDA：事前相談

★
H26.2知財出願

★
H27.1知財出願

★
H28.9知財出願

特許調査

特許調査

（海外薬事申請時期については非公開）
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(2) 投資回収計画 

  H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 

-2014 -2015 -2016 -2017 -2018 -2019 -2020 -2021 -2022 -2023 

薬事申請時期      ●               

上市時期       ●             

支出額（単位：億円 ） 0.6 0.7 0.8 1.5 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 

  うち委託費 0.5 0.5 0.6 － － － － － － － 

  うち自己負担 0.1 0.2 0.2 1.5 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：） － － － － 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。 

 1) 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  

・滅菌設備 

 

 2) 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。 

 

(3) ビジネススキームの特長 

 1) 売れ続けるためのビジネスの”仕組み” 

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。また申請時では未取得だが、当製品を製造するまでには医療機器製造販売業を取得する計画である。 

現時点で既に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との連携や、素材、

LED 照明、その他の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、単独会社では困難な製品開発を行っていく。 

販売／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拡販

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。 
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 2) ビジネス体制 

上市後は京セラオプテック株式会社が開発・製造・薬事において中心となり、京セラグループ内のシ

ナジー効果を発揮して販売、アフターサービスを国内外に積極的に展開していく計画である。 

 

 3) ものづくり中小企業の位置づけ 

ものづくり中小企業として「京セラオプテック株式会社」が製品開発・量産品製造を行う計画である。 

また医療機器製造販売業の許可を受け、当該製品の医療機器認証を取得する計画である。 
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1.6 平成 26 年度委託事業の成果概要 

(1) 委託事業の事業概要 

格納式カメラ付きトロカールの１次試作機（機能試作機）を製作し、千葉大学にて動物による非臨床実験を実施することにより機能上の課題を 

抽出すると同時に、薬事、知財戦略の体制づくり及び特許出願を実施する。 

また、販売・物流チャネルの確保検討やアフターサービス体制の検討等、販売戦略の骨子を築くと同時に、市場調査を実施する。 

 

 

(2) 委託事業終了時に完成した試作品の概要 

試作品名 概要 

カメラ付きトロカール１次試作品 主に機能面の確認を行う 1 次試作機を、視野範囲（レンズ仕様）及びトロカール全長、筺体材質の異なる数種類にて

作成し、非臨床試験（動物実験等）や信頼性試験にて、その性能面、安全面、使い勝手等を確認すると同時に課題・

問題点の抽出を行う。 

(3) 平成 26 年度の具体的な実施内容と成果、今後検討すべき課題 

平成 26年度の実施内容（実施計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

①1 次試作機開発（機能面、信頼性評価） 
トロカール本体部及びレンズ部は京セラオプ
テック株式会社が開発・試作製作を行い、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開発と試作
製作を行う。試作機での各種信頼性評価試験
を実施する。 

▶ 

安全性、有効性の精査の為に数種類のカメラ格納/

収納機構構造を有するトロカール筺体、及び 3 種類

の画角の違う（視野範囲の違う）レンズの設計を行

い 1次試作機を作成した 

信頼性確認の為 EMC試験、環境温度試験、振動耐久

試験、エアリーク試験等を実施した。 

 

▶ 

本事業にて製作した 1 次試作機の一部で各種信

頼性評価試験を実施した。抽出された問題点・

課題を次の改良試作品（2 次試作）の設計に活

かす。 

 

②非臨床試験（動物実験、ドライボックスによる

実験等） 

上述の 1 次試作機を用い、SPF豚での動物実
験や、ドライボックスを使用した非臨床試験
を実施し、機能面の課題や使い勝手の向上等
を抽出し、次の開発に活かす。 

▶ 

千葉大学にて計 3 回の非臨床試験（動物実験）を実

施し、効果の確認、課題の抽出を行った。 

平成 26年 12月  9 日 

平成 27年 1月 27 日  

平成 27年 2月 17 日 

▶ 

非臨床試験（SPF 豚による動物実験）で抽出さ

れた問題点・課題を次の改良試作品（2次試作）

の設計に活かす。 

 

③開発戦略の体制整備 

コンソーシアム内外及びアドバイザーも含め
最適な開発体制を整備する。 ▶ 

コンソーシアム内の開発分担を明確に決めた。 

またアドバイザーからの助言、支援を受けた。 

▶ 

更なる小型化の要素開発検討も視野に入れなが

ら、技術面、薬事面、知財面からも最適な開発

を進めていく為にアドバイザーにも協力を仰ぎ

ながら開発体制をブラッシュアップしていく。 
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平成 26年度の実施内容（実施計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

④薬事戦略の体制作り 

関連会社（アドバイザー）のアドバイスを受
けながら薬事申請の検討体制を構築する。 

▶ 

アドバイザーからの助言を受けながら体制の整備、

スケジューリングを行った。 
▶ 

今後はアドバイザーだけでなく、事業管理機関

もしくはコンソーシアム内にて薬事戦略に詳し

い人材の育成・確保や、外部コンサルの確保も

視野に入れ早急に体制を整えていく。 

⑤薬事相談（開発前相談の事前面談） 

PMDA、認証機関等に開発前相談の事前面談等
を行う。 

▶ 

事業開始前の平成 26年 4月、及び事業期間内の平成

26年 12月に PMDAへの相談を実施した。 

また認証機関の調査を行い、3 社の機関と面談、情

報収集を実施した。 

▶ 

今後、より具体的な内容について PMDA、認証機

関等と相談を行う。 

⑥知財戦略検討 

ア）特許調査 

トロカール技術が属する、国際分類（IPC）

A61B17/34「套管針；刺針」を中心に、日本特

許、米国特許を実施する。 

イ）特許出願戦略 

試作を通じて得られた新規知見を基に、将来
技術予測を含めた出願方針を策定する。 

▶ 

ア）日本、米国の他社特許調査をほぼ終了。 

試作品については既存特許には抵触しない構造を採

用した。 

イ）試作にて検討した技術内容につき、2 月 19日に

3 件の国内特許出願を実施した。 
▶ 

ア）トロカール本体の基本構造について、調査

を行った。 

イ）今回の試作技術に更なる改良を進め、平成

27 年度の出願を実施する。 

⑦出願（出願案件ごと） 

ア）発明の概要整理と出願手続き 

試作並びに動物実験などを通じて得られた

新規知見を基に、発明の特徴をまとめ、代理

人を通じて国内出願を行う。 

イ）先行技術調査 

出願に際しては特許性評価（新規性、進歩性
判断）を行い、有効な権利獲得を目指す。 

▶ 

ア）上述の通り 2月 19日に国内出願 3件を実施した。 

イ）小型化に向けた要素技術について特許調査、文

献調査を継続中。更なる有効な機器開発に向けた知

的財産面から技術支援を行う。 
▶ 

引き続き他社特許の技術動向を調査し、有効な

出願と権利化を目指す。 

⑧チャネルの検討 

関係会社（アドバイザー）を含み、販売・物
流チャネルの検討を行う。 

▶ 

アドバイザーと協議を重ね、将来的な販売・物流の

チャネルの方向性を確認した。(継続中) ▶ 

引き続き販売・物流チャネルの検討を鋭意行い、

早期決定できるよう調整を進めていく。 

⑨アフターサービス体制の検討 

関係会社（アドバイザー）を含み、アフター
サービスの体制を検討する。 

▶ 
アドバイザーと協議を重ね、将来的なアフターサー

ビス体制の方向性を確認した。(継続中) ▶ 

販売・物流チャネルと同様早期構築を目指す。 

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、学会等での発表、意見交換にて優位性
のアピール、意見の聴取を行う。 

▶ 

調査会社の最新版の市場動向を入手し、市場の増加

傾向や、競合情報を確認した 

また千葉大学フロンティア医工学センター並びに千

葉大学医学部附属病院と連携を取り、現状のトロカ

ールの使用傾向や、コンセプト決定の為の当該医療

機器の適用候補疾患調査等を実施した。 

▶ 

今後も千葉大学フロンティア医工学センター並

びに千葉大学医学部附属病院と連携を密に取り 

医療現場でのフィールドマーケティングや学会

等での情報交換を実施していくと同時に、ユー

ザー評価にて効果の確認、課題の抽出を行う。 
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平成 26年度の実施内容（実施計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

⑪経済産業省・事業管理支援法人との打合せ 

 

▶ 

平成 26 年 10 月に京セラオプテック本社（青梅）に

ご来社頂き 

会社見学を実施済み。 

また平成 26 年 11 月は京セラオプテック東京営業所

（新宿）にて「進捗確認全体会議」を傍聴頂いた。 

また 11月 17日の合同伴走コンサルに参加。 

【合同伴走コンサル】平成 26年 11月 

【有識者委員会】   平成 27 年 1月 

▶ 

今後も引き続きご指導を仰ぎながら連携を密に

取らせて頂き、事業を円滑に進めていく。 
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1.7 事業化に向けた検討結果 

(1) 薬事申請 

 1) 薬事戦略検討状況 

 薬事戦略相談事前面談（2014 年 4 月@PMDA） 

当該医療機器の該当認証基準品目の確認→類似品の位置づけ 

薬事申請における課題・留意点→既存のトロカールに付加されたカメラの安全対策（機構面） 

              →リスクマネジメント、リスク分析、電機安全性の必要性 

 医療機器全般相談  （2014 年 12 月@PMDA） 

当該医療機器が認証機器か承認機器かの確認 

→認証機関での技術相談後、その結果を踏まえ開発準備面談の申し込みに進むようご指南頂く。 

薬事申請における課題・留意点→安全性・耐久性の確保と共に十分なリスク、ハザード分析が必須 

 薬事認証相談    （2014 年 12 月@（認証機関）） 

当該医療機器の確認→認証基準、JIS 規格等適合確認の上、別途技術相談を実施 

 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

①「認証基準品目への合致」 

２つの認証基準品目＜【一般的名称：腹部用トロカ

ール（コード：14155000）】と【一般的名称：ビデ

オ硬性腹腔鏡（コード：43053000）】＞が統合され

た組合せ医療機器として認証されること。 

早急に PMDA、認証機関等へ相談を行う。 

当該医療機器は製品自体のコンセプトとしては新

しいものになるが、その構造、機能、効能の側面か

ら言えば既に認証基準のある２つの医療機器の組

合せであり、各々で安全性検証プロセスは確立され

ていると考えており、組み合わさる事により発生し

た新機構部分（トロカール筺体内にカメラを格納・

展開する部分）の検証で足りるのではと考えてい

る。 

②「薬事戦略に詳しい人材の育成・確保」 

現状では薬事戦略に詳しい専門家がコンソーシア

ム外のアドバイザーとしてはいるが、事業管理機関

である京セラオプテック㈱を始めコンソーシアム

内には確保出来ていない。 

事業管理機関内、もしくはコンソーシアム内に専門

家を育成・確保するか、コンサルタント等外部アド

バイザーの確保を検討、実施する。 

 

③「海外展開における薬事戦略」 

国内展開に引き続き輸出等を検討する上で、海外に

おける規制や投資への取組が出来ていない。 

課題２と同様、専門家の確保か、コンサルタント等

外部アドバイザーの確保を検討、実施する。 
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(2) 知財対応 

 1) 知財戦略検討状況 

 国内外の先行技術調査と保有特許の精査（強化のための取組） 

他社特許に関し、国内、米国についてはほぼ終了。今回の試作機では、権利化（出願中を含む）他社

特許に抵触しない設計を実施している。 

保有特許（出願中）については、現時点では、千葉大＆アドバンストヘルスケア共同出願の４件、京

セラオプテック出願の１件のみ。平成 27 年 2 月に試作設計技術について 3 件の国内出願を実施。 

 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 

当コンソーシアムとして基本機能は特許にて、特徴部分であるカメラを中心とした外観部分について

は意匠権取得を予定している。またカメラ付きトロカールの特徴を表現した商標も検討中である。  

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

模倣品対策を実施する上では、その基礎となる権利取得が前提となることから、当コンソーシアムの

権利取得が重要となる。その取得権利を根拠として、親会社である京セラ知的財産本部の社内弁理士、

社内弁護士の指導並びに協力の下、法的対応（ライセンス、差止め等）を行なう計画である。 

 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

①「他社特許」 

試作品評価において、トロカールの基本性能面に 

関する性能向上（たとえばシール構造など）を求め 

られた場合の他社特許対応。 

他社特許対策を行なった複数の１次試作品から得ら 

れた知見をもとに、他社特許回避技術を確立し、自社 

特許の積極的出願を行なった。今後も継続する。 

 

②「自社特許」 

φ５ｍｍトロカール用のカメラ格納機構（小径、 

小型化）について、φ１２ｍｍの技術（既出願済み 

技術）が利用できないおそれがある。 

現在、小型に向けてのアイデア出しを進めており、 

新たな出願を実施することで権利確保を目指す。 
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(3) 技術・評価面 

 1) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

・カメラ部の展開・格納時における脱落について→新構造の考案により回避 

・シール構造における気密性の確保→１次試作にて複数の弁構造、及び複数の材質のシール構造 

を設計、試作し信頼性評価において検証した。 

 ・トロカール筺体の強度の確保→非臨床試験（動物実験）にて筺体にかかる力等を計測、数値化し、 

１次試作にて複数の材料の筺体を設計、試作し検証した。 

 ・小型カメラ（LED 照明付き）の設計→仕様に合ったセンサの選択を行い設計、試作し検証した。 

 ・光学レンズ→疾患の状況や執刀医の考え方も考慮し、最適な視野を検証する為に 3 種類のレンズ 

を設計、試作し検証した。 

 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

 ・機能面での安全性確認→非臨床試験（動物実験）、耐久試験、リーク試験の実施により収集した。 

・電気安全性確認→電気安、静電気試験の実施により収集した。 

 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

①「安全性の確保」 

機能面において、通常の使用上では当然のことなが

ら危急時や、執刀医の誤使用においてもカメラや部

品の脱落等がないように安全性が担保された設計

が必要。また電気安全性の試験や、生物学的安全性

の確保、確認が必須。 

１次試作品の非臨床試験（動物実験）や各種信頼性

評価にて抽出された課題、問題点を次の試作品改良

に活かし、安全性が担保された製品開発を実施す

る。 

②「低コスト設計の実現」 

ディスポーザル製品として競合製品と比較しても

十分魅力のある価格にすべく低コスト設計が必須。 

将来的な価格低下も予測し、レンズや筺体材料及び

可能な限りシンプルな機構構造設計を鋭意実施す

ると同時に、小型カメラに使用するセンサの選定

や、ディスポ―ザブル部分とリユース・リポーザブ

ル（再使用パーツがある）部分の再検討も視野に入

れ採算計画を構築する。 

③「更なるカニューレ内径小径設計の実現」 

更なる低侵襲性の向上に伴い普及が予測されるカ

ニューレ内径小径化の製品設計が必須。 

安全性を確保しつつ、カメラや格納／展開の機構構

造、光学レンズ部の要素技術を研究する。 
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(4) その他事業化全般 

 1) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

販売、物流チャネルに関し、検討・調整を行っている。（継続中） 

平成 27 年度事業期間の早い段階で決定を目指す。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

アフターサービス体制等についても検討・調整を行っている。（継続中） 

平成 27 年度事業期間の早い段階で決定を目指す。 

 QMS 等の品質保証体制 

2014 年 10 月に社内にて ISO13485 取得準備委員会を発足し、2015 年 10 月に取得する計画。 

なお、TUV SUD ジャパン『ISO13485：2003／ISO9001：2008 内部監査院トレーニングコース』終了 1

名、修了者を講師として ISO13485／14971 規格要求事項教育を社内実施（12 月 11 日・開発 6 名、品証 5 名） 

 広報・普及計画 

H26 年度委託事業にて実証された１次試作機の効果、効用を H27 年度以降で学会、展示会等において 

広報活動を展開していく。 

 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

①「採算面の検証の精度向上」 

現状の試作設計段階にて量産を想定したコストを

試算しており、小型カメラの低コスト設計やトロカ

ール本体部、レンズ等光学部品の樹脂設計（今期事

業で製作中の 1次試作ではガラス製）を鋭意進めて

おり、部品レベルでは十分採算が見込める事を確認

出来ているが、今後物流、販売コストも含め精度を

上げていく必要がある。 

開発機器の設計のブラッシュアップと併行して低

コスト設計も鋭意進め、製造原価の低減活動を進め

ると同時に、販売・物流・アフターサービスの体制

を早期に明確にし（販管費等）、採算の算出、課題

の明確化を図る。 

 

②「保険収載に向けた活動」 

現時点では既存製品の情報収集に留まっており、当

該機器に関する保険収載プロセスに関しての情報

収集が出来ていない。 

アドバイザーへの協力を仰ぐと同時に、保険収載プ

ロセスに関して情報収集を行うと同時に、各種の専

門機関への相談を行い、保険収載までの計画を早期

に構築する。 
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1.8 平成 26 年度委託事業の実施経過 

1.8.1 当初計画からの変更（深堀）点とその理由 

(1) 対象とする課題・ニーズ 

変更前 ①当初計画では腹腔鏡外科手術全般を対象にニーズの確認を行っていた。 

②腹腔内のカメラ追加による視認性向上（安全性向上）によるメリットを想定していた。 

変更後 ①顕在化する課題面から、より具体的な術式（高難度指定）に絞り、ニーズの精査を行った。 

②従来の開腹手術との比較による新たなニーズの抽出を行った 

実施計画ヒアリング、伴走コンサルでのご意見をもとに、より具体的なニーズ精査の必要に至った為。 

 

(2) 機器スペック・ビジネスモデル 

変更前 ①当初計画ではカメラ格納・収納部の機構構造を回転式で想定していた。 

②カメラ付きトロカールの開発を中心に構想しており、実際の画像表示等は付帯的に位置づけてい

た。 

変更後 ①安全性向上の為に、カメラ格納・収納機構の構造を再検討し、最悪引き抜けば抜ける機構構造を 

検討、考案した。 

②実際の医療現場でより役立つ為に、画像表示の最適化を行う周辺機器の開発も併行して行う事を 

事業計画に盛り込んだ。 

実施計画ヒアリング、伴走コンサルでのご意見をもとに、より安全でメリットのあるスペックでの 

製品開発が必須であると考えた為。 

 

(3) 事業化体制 

現時点では当初計画から変更していないが、今後早急に販売チャネル、全体スキームを確定する。 

 

(4) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

変更前 当初計画では内径φ12 タイプの開発を想定していた。 

変更後 更なる低侵襲性の追求という内視鏡手術の大きな目的（薬事戦略）に則り、更なる小型化（内径φ5） 

の要素開発も事業計画に盛り込んだ。 

有識者委員会、伴走コンサルでのご意見をもとに、現在の薬事戦略の大きな目的に沿う必要性を認識

した為。 

 

1.8.2 有識者委員会・伴走コンサルでの指摘事項とその対応 

領域 指摘事項 対応 

薬事申請 クラス分類、規制の確認。 PMDA、第三者認証機関への相談実施。 

製造業、製販業の確認。 コンソ内、アドバイザーと協議中。現時

点では京セラオプテックにて取得計画。 

知財対応 特許調査の徹底。 国内特許、米国特許を調査完了。 

魅力ある特許の創出。 新たに 3 件の特許出願を完了。 

技術・評価面 レンズの曇り、汚れの除去方法。 コーティング、ワイパー機能を 1 次試作

機で検証。 

 カメラ付きトロカール画像の表示方法。 1 次試作機での非臨床試験での結果をも

とに最適な機器、方法の検討を計画。 
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領域 指摘事項 対応 

その他事業

化全般 

採算性の確認。 1 次試作機段階での量産時価格を部品 

レベルで算出。 

販売チャネルの確定。 京セラグループ、及び既存メーカーとの 

コラボレーションも視野に入れ検討中。 

ニーズの精査。 実際の医療現場や学術機関との意見交換

にて精査。今後も継続する計画。 

製品コンセプトの明確化。 より具体的にターゲットとする術式を精

査すると同時に、当該機器を使用した場

合の術法の提案も検討する。 

 

1.8.3 （参考）採択条件への対応状況 

指摘事項 対応 

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】 
実際の動物実験にて医療従事者に 0 次試作機（原理
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】 
現状の試作機設計段階にて量産を想定したコスト
を試算した。小型カメラの低コスト設計やトロカー
ル本体部、レンズ等光学部品の樹脂設計（今期事業
で製作中の 1 次試作ではガラス製）を鋭意進めてお
り、部品レベルでは十分採算が見込める事を確認し
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結果を踏まえ、競合製品
やマーケット調査による市場の拡大から、十分事業
化できると検証している。 
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1.9 平成 27 年度委託事業の計画（案） 

(1) 平成 27 年度委託事業の実施内容 

項目名 具体的な内容 

①要素技術開発 

 

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φ5ｍｍ）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。 

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。 

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。 

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。 

⑥臨床研究 

 

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。 

⑦薬事申請 

 

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。 

⑧知財対応 

 

平成２６年度事業にて実施した国内出願の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。 

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。 

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。 

⑪経済産業省・事業管

理支援法人との打合

せ 

経済産業省・事業管理支援法人との打合せを実施する。 

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。 
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(2) 平成 27 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 

薬事申請  早急に第三者認証機関、PMDA への相談を実施すると同時に、臨床研究、非臨床試

験を実施し、薬事申請の準備を行う。 

知財対応  平成 26 年度実施した出願の外国出願検討を行う。 

 小型化要素技術について新たな特許出願を実施する。 

 模倣対策を考慮した意匠、商標を含めた総合的な知的財産戦略の構築を行う。 

技術・評価面  1 次試作機の成果（効果と課題）を 2 次試作機に展開し、コンソーシアム内にて更な

る検証を進め最終仕様を決めると同時に、ユーザー評価の実施や学会、展示会等での

意見交換等により、コンソーシアム外でもニーズ、効果の確認、課題の抽出を行う。 

 更なる低侵襲性の追求の為に、今事業での上市を目指す内径φ12 タイプと併行し、 

小径化（内径φ5 タイプ）の要素開発も実施する。 

 カメラ付きトロカールの開発を進めると同時に、プロセッサ、ケーブル等の周辺機器

開発も実施する。 

その他事業

化全般 

 早急に販売体制等を確立し、事業のスキームを構築する。 

 物流・アフターサービスを含めた事業全体のスキームを構築する。 
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1.10 平成 26 年度委託事業の振り返り 

1.10.1 チェックリストによる自己評価結果 

 

 

1.10.2 平成 26 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 

ものづくりの面では事業体制に大きな問題はなかったと思うが、薬事戦略、販売戦略の点で専門家が

不足していたと感じる。早期にコンソーシアム内に取り込むべきであったと考える。 

 

(2) 事業の進め方 

コンソーシアム内では解決の難しい課題について、早期からアドバイザー企業を始めコンソーシアム

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。 △一部
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。 △一部
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。 △一部

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 △一部
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）。 △一部
ビジネスモデルに対応した業許可を持っていますか。 ×不十分
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。 △一部

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。 △一部
臨床試験の必要性の有無が明確になっていますか。 △一部

PMDAとの調整が進んでいますか。 △一部
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。 △一部
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。 △一部

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。 △一部
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。 ×不十分
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。 △一部

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。 △一部
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。 △一部

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。 △一部
販売チャネルは明確になっていますか。 △一部
当該製品の供給（生産、物流）体制は明確になっていますか。 △一部
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。 △一部
QMS等の品質保証体制が明確になっていますか。 △一部
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。 △一部
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。 △一部
十分な収益性が得られることが明確になっていますか。 △一部
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。 ×不十分
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。 △一部

事業
収支

その他

市場

基本
戦略

開発
戦略

薬事

知的
財産

販売・
物流
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外の助言、協力を求めるべきであった。 

 

(3) その他 

1 次試作品の完成が契約期間終盤になってしまった為、経費面の作業が期末に集中してしまった。 

事業計画のスケジューリングを綿密に行う必要があったと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11 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 

 


