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1. 事業の概要 

 睡眠時無呼吸症候群の新たな治療法として、使用者自身で鼻孔から挿入できる 2 本型の鼻腔挿入デバ

イスを研究開発し、2018 年 1 月にクラス I で薬事申請し、2018 年 4 月の上市を目指す。まず、すでに

上市している 1 本型の鼻腔挿入デバイスの経験をもとに、薬事申請等に考慮しながら設計・材料選定・

硬度検討し、試作品を作成する。具体的には、管径はφ5.2mm とφ4.7mm の 2 種類、長さは 135mm

と 145mm の 2 種類の試作品を作成する。その後、安全性試験の実施、使用を考慮した製品の適正化、

梱包方法や梱包箱のデザイン検討を実施する。さらに、医療機関での臨床試験を実施し、治療効果と妥

当性を確認する。臨床試験の結果から、製品化する長さや硬さの製品ラインナップを検討・決定し、最

終製品へ仕上げる。 

無呼吸症候群を軽減するための在宅医療機器の開発・事業化

世界初！もっとも意外で簡単な睡眠時無呼吸症候群の治療法
seven dreamers laboratories 株式会社、慶應義塾大学医学部、藤田保健衛生大学 坂文種報徳會病院

27-063

世界初！簡単かつ利便性が高い治療法を目指して

選択性と利便性が低い現在の治療法

seven dreamers laboratories:圧倒的な技術力で世の中にないものを創る

 睡眠時無呼吸症候群の潜在患者は国内だけでも400万人と言わ
れているが、一般的な治療法はCPAPのみである。

 CPAPは、睡眠中継続的に鼻から陽圧を浴びつける治療法で、
煩わしさや苦痛、利便性が低いため、治療継続性が極めて低い。

 睡眠時無呼吸症候群は、生活習慣病発症リスク等の健康への
悪影響と交通事故発生等の社会への悪影響を及ぼす。

 両鼻にシリコーン樹脂チューブを挿入して気道断面積を確保する
ことで、気道閉塞を改善・解消を実現。

 作用機序がシンプル。
 小型・軽量で持ち運びに便利で、単回使用の滅菌品とすることで
メンテナンス不要かつ衛生的である。

 使用環境を選ばないため、世界で使用できる医療機器。

CPAP治療が80%以上の睡眠時無呼吸症候群の治療市場に、ニーズ
分析、解析技術、シリコーン樹脂の成型技術を駆使し、シリコーン樹脂
チューブを挿入して気道断面積を確保する新たな治療法を提案、商品
化に参入。日本だけでなく海外展開も目指す。（東京都港区、資本金
12.3憶、従業員数70名）

CPAP治療の様子

平成28（2016）年11月時点

・継続的な陽圧、見た目の圧迫感から
治療継続が困難。
・治療器全体で約2kgあり、安定した電
源供給が必要なため、利便性が低い。

当社医療機器の装着イメージ

・装着しても見た目を邪魔しない。
・小型・軽量で持ち運びに便利。
・単回使用で、使用する環境を選ばない。
・新幹線、飛行機等移動中も使用可能。

Class I
（想定）

 

相談・申請

アドバイザー
筑波大学

国際統合睡眠医科学
研究機構

事業管理機関

中

PL

申請

SL

委託事業実施体制図

申請

調査依頼

・2本型鼻腔挿入デバイスの試作品作成
・試作成形品の物性試験と分析
・生物学的安全性試験の実施
・2本型鼻腔挿入デバイスの事前薬事調査の実施

・コンソーシアム構成機関の進捗管理、スケジュール調整

製販企業
第二種医療機器製造販売業

[13B2X10245]
seven dreamers laboratories 株式会社

医療機関
慶應義塾大学 医学部

・2本型鼻腔挿入デバイスの開
発・製品化に必要な知見の提供

医療機関
藤田保健衛生大学
坂種報徳會病院

助言

平成28（2016）年11月時点

調査依頼

医薬品医療機器総合機構
（PMDA）

・2本型鼻腔挿入デバイスの開
発・製品化に必要な知見の提供

届出
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1.1 事業の目的 

－医療現場の課題－ 

日本国内における閉塞性睡眠時無呼吸症候群（以下、Obstructive Sleep Apnea Syndrome：OSAS）の

患者数は潜在患者を含めると約 400万人（人口の 4%）と推定されている。OSASは、肥満や加齢、顔面骨

格が原因で、睡眠中に上気道が狭窄もしくは閉塞してしまうことで無呼吸あるいは低呼吸を繰り返す疾

患である。無呼吸あるいは低呼吸が発生すると、睡眠不足による日常生活への影響のみならず、心疾患

や脳血管疾患、糖尿病を引き起こす、または増悪させるなど健康への悪影響があることから適切な治療

をすることが必須である。現在、一般的な治療方法は経鼻的持続陽圧呼吸（以下 continuous positive 

airway pressure：CPAP）や口腔内装置（以下 oral appliance：OA）があるが、CPAP では、マスク装着

の煩わしさ、電源の要求、外泊時持ち運びなどの問題点が、OAでは適用が軽症の OSASで健康な歯を持つ

患者に限られる、製作に時間を要し有効性が製作者の技量に左右されるなどの問題があり、両治療法と

もに、治療継続率が 5割以下であることが重要な課題である。 

－医療現場のニーズ－ 

既存治療法の課題を解決し、アドヒアランスを向上させるための医療機器を開発する必要がある。具

体的には、軽症から重症の OSAS まで幅広く適用できること、メンテナンスを含め（例えばディスポーサ

ブル（メンテナンス不要））使用方法が簡便であること、小型軽量であって使用時の外観に違和感がなく

治療への抵抗感が低いことが求められている。 

－解決策－ 

本事業で開発するデバイスは、両鼻にシリコーン樹脂チューブを挿入して気道断面積を確保すること

で、気道閉塞を改善・解消するシンプルな作用機序のものであり、小型・軽量で持ち運びに便利で、単

回使用の滅菌品とすることでメンテナンス不要かつ衛生的である。現在設計が完了しているデバイスで

は、軽度～重度の上気道閉塞に起因する OSASが治療可能となる見込みである。また、チューブが下咽頭

付近に達するタイプも検討することで舌根沈下型 OSASにも対応できる可能性がある。医師の指導のもと

在宅で使用する医科向け医療機器として薬事申請（平成 28 年 12 月）、および上市（平成 29 年 4 月）を

目指す。将来的には 2 本型鼻挿入デバイスの先端やチューブ表面、またはチューブ素材内部に、医薬品

を塗布または含浸し、長時間に渡って徐放されるシステムも同時に開発することで、さらなる潜在患者

への適応範囲が広がると考えられる。 

 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関： seven dreamers laboratories 株式会社 

PL： 阪根 信一（seven dreamers laboratories株式会社） 

SL： 福永 興壱（学校法人慶應義塾 慶應義塾大学医学部 呼吸器内科） 

共同体： ①学校法人慶應義塾 慶應義塾大学医学部 呼吸器内科 

  ②学校法人藤田学園 藤田保健衛生大学 坂文種報徳會病院 
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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 治療機器 クラス分類 クラス I（予定）* 

製品名 ナステント™ツインズ（予定） 分類名称（一般的名称） 
短期的使用鼻咽頭エアウエイ

（予定） 

対象疾患 
いびき症、 

睡眠時無呼吸症候群（予定） 
届出／認証／承認 届出（予定） 

想定される販売先 
医療機器/医薬品卸売業者 

（予定） 
新／改良／後発 後発（予定） 

使用目的または効果 自身で鼻孔から咽頭にかけて挿入し、そのまま入眠することで、気道断面積を確保する。 

薬事申請予定者 
seven dreamers laboratories 

株式会社 
医療機器製造販売業許可 13B2X10245 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

ヤマトロジスティクス株式会

社 
医療機器製造業許可 13BZ200738 

信越ポリマー株式会社（予定） 医療機器製造業許可 未取得（取得予定） 

 医療機器製造業許可  

*2016 年 1 月 26 日医療機器センターとの単独伴走コンサルティングにて、論点を整理した結果、本品が

新規承認品に該当するか、どのようにして相談等を進めるかを PMDAに相談することで確認した。PMDAに

簡易相談を申し込み、PMDAからの打診で 2016 年 2 月 4 日に全般相談を実施した結果、新規の認証ないし

承認品には該当しないとの見解を示され、後発品としてクラス I での届出品と判断し、予定を変更した。 

*使用目的または効果を短期的使用鼻咽頭エアウェイ（予定）が定める範囲（気道確保）を逸脱しな

いように修正した。 

*製造を担う事業予定者から株式会社 ShinSei を除いた。量産時を想定した成形条件最適化検討を含

む開発段階を完了したため、事業計画も考慮のうえ量産は信越ポリマーを主軸とすることとした。 

 医療機器センターにて単独伴走コンサルを実施（2016 年 1 月 26 日@医療機器センター） 

 PMDA 相談で、本品の薬事申請に向けた手続き方法を明らかにするべく、事前に整理すべき論点に

ついて協議した。開発目的と使用方法、デバイスの開発経緯、使用方法等を明確化し相談の準備資

料を作成した。 

 PMDA 全般相談（2016 年 2 月 4 日@PMDA） 

 相談を申し込んだ結果、全般相談と判断され、本品が新規承認品に該当するかについて相談した。

その結果、既存品との機能面で差異が見られないとの見解を示されたため、本品はクラス I での届

出となると判断された。薬事上臨床試験は必要ないものの、本品を家庭向で使用できるいびき・無

呼症候群の治療デバイスとして謳うには、治療効果を保証する臨床試験データを取得の上、医師の

判断、現場のニーズによって、宣伝広告、家庭での医療行為（挿管）に対する規制を緩和する働き

かけが必要であると判断した。2/薬事申請の方針を明確にするため、医療機器センターとの単独伴走コ

ンサルティングを実施後、PMDA にて全般相談を行った。その結果、新規の認証ないし承認品には該当

しないとの見解を示され、後発品としてクラス I での届出品と判断した。 

弊社製造販売品の 1 本型鼻腔挿入デバイスが、2017 年 1 月 19 日より自主回収を実施した。自主回収の

理由は、使用者の一人が誤飲してしまったことであるがきかっけで、安全対策を実施するべく、製品を

一旦市場から引き上げる判断をした。専門医のヒアリングや監督官庁と協議の結果、健康被害がないこ

と、製品が不良ではないという判断で、PMDA への報告も、装着はずれという不具合で、定期報告内容

となった。よって、本事業開発そのものに影響はない。本事業開発品は、1 本型ではなく 2 本型なので、

誤飲するリスクはより少ないと考えられる。 
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 2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  欧米 

薬事申請時期 平成 29（2017）年 6月 平成 30（2018）年 4月 

上市時期 平成 29（2017）年 7月 平成 31（2019）年 4月 

想定売上（上市後 3年目） 5億円／年（平成 31（2019）年時点） 5億円／年（平成 33（2021）年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 550億円／年（平成 31（2019）年時点） 
※競合製品を含めた市場見込み 

8000億円／年（平成 33（2021）年時点） 
※競合製品を含めた市場見込み 

想定シェア（上市後 3年目） 1％（平成 31（2019）年時点） 0.07％（平成 33（2021）年時点） 

注：11 月伴走コンサル時点では、国内薬事申請を平成 28 年 12 月、国内上市を平成 29 年 4 月と想定していたが、生物

安全性試験の終了が 5 月の理由（背景）により、国内薬事申請を平成 29 年 6 月、国内上市を平成 29 年 7 月に変更した。 

 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

－概観－ 

シリコーン樹脂をチューブ状に成形して 2 本を接合し、 

両鼻に使用者自身で挿入できるように設計する 

 

－素材－ 

・チューブ本体は、DowCornig 社製のシリコーン 

・クリッパーの部分は、ステンレス 

 

－形状－ 

・全長は 130mm, 140mm, 150mm 

・管径 5.2mm, 又は 4.7mm 

 

－特長－ 

・チューブを鼻腔から上気道の形状に併せて湾曲させ、挿入しやすい設計 

・痛み/違和感を軽減するため、弾力性を保ちつつ、出来る限り柔らかい構成 

・幅広い人が使用できるように、径の大きさや長さにバリエーションを持つ 

・挿入時に安定性を保つため、長時間使用しても痛みなくしっかり固定できるストッパーをつける 

・先端には潤滑剤を塗布し、より痛みなくスムーズに挿入できることができる 

 
  

開発製品 
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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 

・睡眠時無呼吸症候群と診断された方：人口の約 4％という報告から、約 400 万人 

・いびきに悩まれている方：睡眠時無呼吸症候群の約 10 倍 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

当社提案の医療機器は、普及率の拡大とともに、適用者が変化していくと予測している。販売直後は、

重度・中等症の睡眠時無呼吸症候群の方がメインとなるが、普及率の拡大に応じて、裾野が広がるため、

軽症の睡眠時無呼吸症候群やいびきに悩まれている方にも適用できると考える。例としては、現在の使

い捨てコンタクトレンズに類似できると予測している。 

 

 

≪国内の市場規模算出≫ 

  いびきの市場規模：いびきで治療が必要な人口（日本）＝16,589,300 人 

  このうち、10%が本製品での治療を望んでいると仮定すると、 

   本製品としてのいびきの市場規模：1,658,930 人（1,791.6 億円/年、9,000 円/月・人） 

例：10.8 万円/年 ⅹ1,658,930 人 ＝ 1791.6 億円 

 

    無呼吸症候群の市場規模：無呼吸症候群の人口（日本）＝3,828,300 人 

   現状 CPAP 治療われている人は、約 40 万人（潜在的無呼吸患者の約 10%）と推定されて、毎年

10%増加が見込まれているが、治療継続率の低下や利便性の問題から、当社開発の医療機器での

治療が全体の 30％見込まれる仮定すると、 

  本製品としての無呼吸症候群の市場規模：1,148,490 人（1,240.3 億円/年、9,000 円/月・人） 

例：10.8 万円/年 ⅹ1,148,490 人 ＝ 1,240.3 億円 

    

≪海外の市場規模算出≫ 

  いびきの市場規模：いびき人口（米国、欧州）＝133,667,000 人 

  このうち、10%が治療を望んでいると仮定すると、 

  本製品としてのいびきの市場規模：13,366,700 人（14,436.0 億円/年、9,000 円/月・人） 

例：10.8 万円/年 ⅹ13,366,700 人 ＝ 14,436.0 億円 

 

 

    無呼吸症候群の市場規模：無呼吸症候群の人口（米国、欧州）＝52,249,000 人 

   CPAP 治療の治療継続率の低下や利便性の問題から、当社開発の医療機器での治療が 30％見込ま

れる仮定すると、 

  本製品としての無呼吸症候群の市場規模：15,674,700 人（16,928.6 億円/年、9,000 円/月・人） 

例：10.8 万円/年 ⅹ15,674,700 人 ＝ 16,928.6 億円 

 

 

注：現時点での薬事届出申請の場合、イビキ・無呼吸症候群に効果があることを明確にできないため、

市場規模は小さくなると想定した。さらに、生物安全性試験の終了時期が 5 月であるため、国内薬事申

請を平成 29 年 6 月、国内上市時期を平成 29 年 7 月に変更した。 
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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 

睡眠時無呼吸症候群の一般的な治療法は、経鼻的持続陽圧呼吸療法（以下、continuous positive airway 

pressure：CPAP）である。そのため、CPAP が競合製品と考えられる。競合企業は、CPAP の製造販売

業である帝人在宅医療株式会社、フィリップス・レスピロニクス合同会社等が考えられる。CPAP は、

小型化やマスクの多様化や軽量化等の開発取り組みが活発である。CPAP は、1981 年に開発された治療

法で、歴史が長く治療効果エビデンスが多数あるため、医療現場での信頼は高い。この点が、初期時の

市場獲得の障壁になると考えられる。 

 

 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） 

競合製品の CPAP は、本体・マスク・ホースを合わせて約 2kg 以上と大型で、安定した電源供給がで

きる環境のみでの使用に限定されている。そのため、出張や旅行時の治療には大きな障壁がある。さら

に、CPAP の治療法は、睡眠時に鼻マスクを装着し、継続的に陽圧を感じながら睡眠をする必要がある。

そのため、見た目の重圧感や治療の圧迫感から、CPAP 治療を継続できる人が限定されている。実際、

CPAP の継続率は、約 40%と低いため、睡眠時無呼吸症候群の検査可能施設や検査数に比べると、CPAP

治療者数の増加率は低い。当社が提案する医療機器は、軽量かつ単体で治療できる。さらに、治療時の

外観が全く気にならないのも訴求ポイントと考えている。そのため、出張や飛行機・新幹線等移動が多

いビジネスマンや女性には、治療の第一選択肢になり得る。無呼吸症候群の患者層は、40〜60 代の男女

ですので、ニーズにマッチした医療機器として、優位性が高いと考えられる。 

さらに、CPAP は継続的な陽圧を受ける治療法のため、30kg 以下の小児や心臓に疾患がある方は適応

できない。また、CPAP は複雑でお手入れが必要のため、高齢者には難しい治療法であった。当社の提

案する医療機器は、鼻に挿入するだけのシンプルな方法かつディズポーザルが故にお手入れが不要であ

るため、これまで治療適応が難しかった方への治療も可能となるため、治療適応の拡大に貢献できる。 

 

 

 

 

 

  

CPAP（競合製品）と NAS（当社開発医療機器）の差別化要素とそのポジション 
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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 

 

 

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

要素技術開発

試作機開発・改良
【製品名】ナステント
ツインズ（予定）

量産機開発
【製品名】ナステント
ツインズ（予定）

臨床研究

薬事申請

知財対応

販売戦略

上市時期

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設計
②仕様検討・決定
③材料検討
④包装形態検討

・過去に、一本型鼻腔挿入デバイスの案件で
申請した経緯があり、新規での特許申請は困
難と判断した。
・国内上市を2016年12月とし、早期での上市
とすることでAMEDと合意。
・生物学的安全性試験で最も時間がかか亜
急性毒性試験（5カ月）の開始が遅れているた
め。

①2本型鼻腔挿入デバイスの開発・製品化に
必要な基礎データの取得
②2本型鼻腔挿入デバイスの試作品作成
③試作形成品の物性試験と分析
④生物学的安全性試験の実施
⑤2本型鼻腔挿入デバイスの事前薬事調査を
実施
⑥事業管理

①試作成型品製造条件最適化
②製品化に向けた検討
③包装試作品作製
④成型品の生物学的安全性試験
⑤国内薬事申請準備(国内上市)
⑥知財戦略検討
⑦製品のレビューおよび改良
⑧製造工程の確立に向けた検討
⑨プロジェクト管理（精算、確定検査対応等含
む）

①臨床試験準備 ①2本型鼻腔挿入デバイスに薬剤徐放機能
付加を検討

①欧米での販売準備のための調査
②国内でも、クラスIIの申請に向けて、必要に
応じて実施する

①欧米での薬事申請・販売準備 ①欧米での上市

・設計

・仕様検討・決定
・材料検討

試作成形

物性試験
抽出効率試験

試作成型品製造条件最適化

包装形態検討

生物学的安全性試験

PMDA：
全般・簡易相談

薬事申請準備

知財戦略検討

販売計画作成

製品化に向けた検討

★H29.6 届出

★
H31.4 上市（海外）

包装試作品作製

製品のレビューおよび改良

★
H29.7 国内上市

★
H30.4 薬事申請（海外）

プロモーション準備

QC工程資料作成
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 1) 投資回収計画 

国内外上市のための開発投資額は、3.0 憶（国内：2.0 憶円、海外：1.5 憶）である。国内上市後 4 年

間（2020 年）の支出額は 15.0 憶（国内：9.5 憶円、海外：5.5 憶）に対して売上高は 18.0 憶（国内：15.5

憶円、海外：2.5 憶）と予測する。したがって、国内上市後 4 年目（海外上市後 2 年目）で投資回収でき

る計画とする。 

 ① 国内 

 H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

薬事申請時期    ●               

上市時期     ●               

支出額（単位：億円） 0.50 0.5 1.00 2.00 3.00 3.50 6.00 7.00 10.00 12.00 

 うち委託費 0.30 0.30 － － － － － － － － 

 うち自己負担 0.20 0.20 1.00 2.0 3.0 3.5 6.00 7.00 10.00 12.00 

売上高（単位：億円） － － 0.50 2.00 5.00 8.0 12.0 15.0 20.00 25.00 

販売数量（単位:箱） － － 12,500 50,000 125,000 200,000 300,000 375,000 500,000 625,000 

 ② 海外 

 H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

薬事申請時期       ●             

上市時期         ●           

支出額（単位：億円） 0.00 0.00 0.50 1.0 2.00 2.50 3.50 4.00 5.00 6.00 

 うち委託費 － － － － － － － － － － 

 うち自己負担 － － 0.50 1.0 2.00 2.50 3.50 4.00 5.00 6.00 

売上高（単位：億円） － － － － 0.50 2.00 5.00 8.00 12.00 15.00 

販売数量（単位：箱） － － －   12,500 50,000 125,000 200,000 300,000 375,000 

 ③ 国内・海外合計 

 H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

支出額（単位：億円） 0.50 0.5 1.50 3.0 5.00 6.00 9.50 11.00 15.00 18.00 

 うち委託費 0.30 0.30 － － － － － － － － 

 うち自己負担 0.20 0.20 1.50 2.50 5.50 8.00 9.50 11.00 15.00 18.00 

売上高（単位：億円） － － 0.50  1.5  5.50  10.00  17.00  23.00  32.00  40.00  

販売数量（単位：箱） 
－ 

－ 12,500 50,000 137,500 250,000 425,000 575,000 800,000 
1,000,0

00 

注：11 月伴走コンサル時点では、国内薬事申請を平成 28 年 12 月、国内上市を平成 29 年 4 月と想定していたが、生物

安全性試験の終了時期が 5 月の理由（背景）により、国内薬事申請を平成 29 年 6 月、国内上市を平成 29 年 7 月に変更し

た。 

                               ※各年 4 月～3 月の年度で表記。 
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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”   

睡眠時無呼吸症候群の治療は、根治療法はなく対処療法のみである。当社開発の医療機器も、対処療

法となる。さらに、1 回使い捨ての医療機器であるため、無呼吸症候群と診断され、治療として当社開発

の医療機器を使用し始めると、使用し続ける必要がある。継続的な使用（治療）に予防医療としての意

義がある。使い捨てコンタクトに類似した継続モデルあるいは消耗品モデルビジネスである。よって、

新規使用者を増やすためには、無呼吸症候群を検査・診断している医療機関との提携が最も重要である。

その後、使用者が継続使用できるようにするためには、手軽に購入できる販路を構築する必要があり、

ドラックストアー（調剤薬局を含む）や量販店が適切と考えている。 

 

 

 2) ビジネス体制 

相談・申請 届出

アドバイザー
筑波大学

国際統合睡眠医科学
研究機構

中

申請

申請

調査依頼

製販企業
第二種医療機器製造販売業

[13B2X10245]
seven dreamers laboratories 株式会社

医療機関
慶應義塾大学 医学部

医療機関
藤田保健衛生大学
坂種報徳會病院

助言

調査依頼

医薬品医療機器総合機構
（PMDA）

上市後のビジネス体制図

顧客（国内、欧米）
・医療機関（病院、クリニック）
・薬局、調剤薬局

販売企業
・卸売企業、販売代理店
・現地ディーラー（海外の場合）

新
製造企業

第二種製造業［予定］
信越ポリマー株式会社

•医療機器の製造

外注

製造企業
医療機器製造業［13BZ200738］
ヤマトロジスティクス株式会社

•医療機器の製造

・量産化、部品確保
・販路確保、拡大
・アフターフォロー
・知財保護
・マーケティング・広報戦略

外注

新

・2本型鼻腔挿入デバイスの開
発・製品化に必要な知見の提供

・2本型鼻腔挿入デバイスの開
発・製品化に必要な知見の提供

平成28（2016）年11月時点
 

 

 

≪ 販売体制 ≫ 
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(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 単独伴走コンサルティング（2016 年 1 月 26 日@医療機器センター） 

本品が新規承認品として PMDA に相談する前に、整理すべき論点について、アドバイスをいただき

ました。 

 全般相談（2016 年 2 月 4 日@PMDA） 

本品が新規承認品に該当するかについて相談した。その結果、既存品との機能面で差異が見られな

いとの見解を示されたため、本品はクラス I での届出となると判断された。 

 

 2) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

   本品は、チューブとストッパーを一体型にした仕様であり、その結合強度が安全性を担保する重

要な部分である。そのため、耐圧強度試験等の物性試験を繰り返し、当社基準を満たす規格に仕上

げた。 

 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

   保障すべき生物学的安全性について、ISO 10993 に基づきリスク分析を行い、生物学的安全性試

験を実施した。 

 

 3) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

  基本的には、弊社製品 1 本型鼻腔挿入デバイスと同様の供給体制、販売チャネルを活用すること 

で、効率率よく市場投入できると考えている。そのため、製造工程の強化を実施した。販売チャネル 

は、薬事申請前のため、実施していない。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

  コールセンターを有しており、アフターサービスやクレーム処理対応が可能な体制であるため、 

活用する。対応社や営業マンへの教育を実施するとともに、使用者にわかりやすい販促資材の作成す 

る。 

 QMS 等の品質保証体制 

    製造販売業三役を有しており、QMS や GVP を見直し体制を整えていた。製造業、製造販売業者と

もに、ISO13485 を取得しているため、運用・管理を引き続き実施する。 

 広報・普及計画 

医学学会での機器展示を実施、医療関係者への製品プロモーションを実施。 

ホームページでの適切な情報提供を実施する予定。 
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 4) 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 まずはクラスＩで薬事申請を実施し、医師の

指導下のもとでの使用に限定するが、本来医

療現場や患者さまに求められている仕様は、

イビキ・無呼吸に効果があることを明記でき

ることや薬局等で購入できることですので、

クラスⅡ申請に向けて検討したい。 

厚生労働省、ＰＭＤＡと協議を重ね、新カテゴリ

ーでの承認申請できるように、必要であれば治験

を実施していく。 

さらに、承認申請することで、不具合事業に対す

る対応についてもさらに具体的になるので、取り

組むべき優先事項となる。 

知財 特になし  

技術 ・

評価 

① （将来的に）想定される増産に対して、製造

の効率化、安定供給が可能な生産方法、体制

を検討する。 

① ナステント・クラシックの製造実績があり、

製造コストにおいても優れた、中国子会社に

て製造が可能な体制を整えた。 

その他

事業化

全般 

① 生産・物流の構築 ① 医療機器製造業許可を取得したヤマトロジ

スティクスにてナステント・クラシックの物

流システムを構築、運用中。 
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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 

昨年度は設計、材料選定、金型作成を経て、試作品を作成し、本開発品の重要ポイントである耐圧強度試験等の物性試験を実施し、理論上、気道

が確保できる機能として働くデバイス（試作品）に仕上げた。 

今年度は、各工程の確立と必要文書を作成し 12 月までに薬事申請（届出）を完了させる。まず、安定した量産が可能となるように成形条件を最適

化する。最適化の過程では、さまざまな成形条件での試作品作成に併せて物性試験を実施し製品の妥当性を確保する。加えて生物学的安全性試験を

実施する。 

次に、鼻腔へ挿入する医療機器であるが故に、安全性や使用感を配慮する必要性がある。安全性については滅菌工程を生産ラインに含む必要があ

ると考え、滅菌工程の検証を実施する。また、最終製品化したときの仕様（特に開発品の全長）について、共同体の学校法人慶應義塾慶應義塾大学

医学部呼吸器内科、及び学校法人藤田学園藤田保健衛生大学 坂文種報徳會病院では、最終的な製品サイズ、サイズバリエーション、包装単位、使

用者への取扱説明、リスク管理等のデバイス上市時までに考慮すべき点について、2016 年 8 月末までに専門医によるレビューを実施する。seven 

dreamers laboratories 株式会社はレビューに基づき、製品の妥当性、今後の改良案等をとりまとめる。 

その後、次に、包装のデザイン（素材、形状、印刷）および包装工程を検討・最適化し確立する。一次包装は、滅菌や潤滑剤の乾燥に耐えられる

素材を用い、大きさ、開封仕様を考慮する。二次包装は、同梱物や薬事ラベルに配慮する。これら包装のデザインの妥当性を確保するために包装材

を試作し評価試験を行う。その後の梱包工程については、安全性が確保できる品質管理体制を構築した段階で薬事申請に必要な工程が確立できたも

のとし、QC 工程表と作業標準書を完成させる。 

知財出願については、弁理士事務所への相談を経て出願の可否を判断する。必要があれば出願書類の作成を進める。 

 

(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 

2 本型挿入デバイス（φ5.2mm・135mm） シリコーン樹脂をチューブ状に成形して 2 本を接合したデバイスで、管径φ5.2mmで、全長 135mm 

2 本型挿入デバイス（φ5.2mm・145mm） シリコーン樹脂をチューブ状に成形して 2 本を接合したデバイスで、管径φ5.2mmで、全長 145mm 

2 本型挿入デバイス（φ4.7mm・135mm） シリコーン樹脂をチューブ状に成形して 2 本を接合したデバイスで、管径φ4.7mmで、全長 135mm 

2 本型挿入デバイス（φ4.7mm・145mm） シリコーン樹脂をチューブ状に成形して 2 本を接合したデバイスで、管径φ4.7mmで、全長 145mm 

 

(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試作成型品製造条件最適化 

安定した品質で市場投入が可能な最低限の

量産成形ができるよう、成形条件を最適化す

る。今年度新たに開発する試作品ごとに、昨

年度に確立した物性試験（耐圧強度等）の方

法に従って性能や安全性を確認しつつ、成型

▶ 

【進捗 90％：○】 

ショア A 硬度 20度を使用して、仕上がり、歩留まり

において求める仕様をクリアしており、年間 10 万本

弱程度の数量で安定生産が可能となっている。 
▶ 

特になし。 
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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 

品の規格を決める。 

②製品化に向けた検討 

一次包装・二次包装の資材選定、サイズ・

デザインの設計と試作を行う。包装の妥当性

を検証し仕様を決定する。工程内検査も含め、

包装工程を作業標準書にて規定する。 

▶ 

【進捗 90％：○】 

製造現場との意見交換により、二次箱のサイズを決

定した。また、デザインも完成している ▶ 

SIP, SOP の最終化を行う。 

③包装試作品作製 

一次包装・二次包装の資材選定、サイズ・

デザインの設計と試作を行う。包装の妥当性

を検証し仕様を決定する。工程内検査も含め、

包装工程を作業標準書にて規定する。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

包装の強度、耐熱性等安全性を確保でき、且つ原材

料コスト削減可能な包装材料の候補数種から仕様を

決定した。 

シール強度試験による検証も実施済み。 

▶ 

 

④成型品の生物学的安全性試験 

薬事申請時に製販業者として保障すべき生

物学的安全性について、ISO 10993 に基づき

リスク分析を行い、試験実施が必要と判断さ

れた場合には、試験項目を決定し、実施機関

選定する。必要であれば試験サンプルを準備

し、刺激性／皮内反応・感作性・細胞毒性試

験等を実施する。 

▶ 

【進捗 70％：△】 

実施中： 

全身毒性試験、発熱物質試験、細胞毒性試験、感作

用性試験、埋植試験、刺激性試験 

遺伝毒性試験（Ames、マウスリンフォーマ、染色体

異常）と全身毒性試験。 

▶ 

残り 4つの試験を手配予定。 

既に試験結果が完了しているもののあるが、最

長 5 ヵ月を有するものは、まだ結果が終わって

いない。現在、結果がでているものは良好な結

果である。 

⑤薬事申請準備 

2016年 12月の薬事申請（届出）に向けて、

デザインヒストリーファイル（機器の設計履

歴を記述する記録を編集してまとめたファイ

ル）を作成する。 

▶ 

【進捗 60％：△】 

１次包装を除き各種仕様の妥当性に関するデータは

確保した。 ▶ 

生物安全性試験以外のデータは揃っているの

で、申請準備は進めているが、生物安全性試験

が問題ないことを確認してから申請、上市とし

たい。 

⑥知財戦略検討・知財出願 

コア技術を保護、権利化するため、社内知

財担当と薬事・開発課で協議の上、知財の請

求範囲等を特許事務所に相談し、申請可否を

判断する。必要であれば知財申請書類を作成

する。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

社内にて確認・検討した結果、既に申請済みのため

新規での申請は困難と判断。 
▶ 

特に無し。 

⑦製品のレビューおよび改良 

学校法人慶應義塾慶應義塾大学医学部呼吸

器内科、及び学校法人藤田学園藤田保健衛生

大学 坂文種報徳會病院の専門医が、最終的

な製品サイズ、サイズバリエーション、包装

単位、使用者への取扱説明、リスク管理等の 

▶ 

【進捗 90％：○】 

リスク分析のレビューの是非について問題等ないか

確認する。 
▶ 

弊社にて最終確認が必要 
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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 

デバイスの上市で考慮すべき点について、

2016 年 8 月末までにレビューを行い、seven 

dreamers laboratories 株式会社が製品の妥

当性、今後の改良案等をとりまとめる。 

⑧製造工程の確立に向けた検討 

PMDA への届出申請するために必要な QC 工

程表、作業標準書を整備し、製造工程の確立

を実施する 

▶ 

【進捗 80％：○】 

二次包装を除き、手順の検討はほぼ完了。文書化を

進める。 
▶ 

滅菌工の妥当性が確認後、手順書の最終化を行

う。 

⑨プロジェクト管理 

開発研究スケジュール管理を実施する。 ▶ 

【進捗 70％：○】 

検討は終了しつつあるが、試験の日程の見直しが必

要。 

▶ 

薬事申請時期を再度協議。 
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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） 

本委託事業で、計画していたデバイスは、計画通りに制作できたことが最大の成果である。自主的で

あるが、本委託事業で制作したデバイスが、イビキや睡眠時無呼吸に一定の効果があることが確認でき

ているので、機能的にも狙い通りの制作物ができた。 

領域 終了評価で特にアピールしたい点 

薬事 
クラスＩの届出申請で実施する。1 本型の製品で同様のクラスＩでの届出申請の実績がある

ので、十分な知見はある。 

知財 
検討したが、特に新たな知財は見つけられなかった。 

技術・評価 

医療用シリコーンの選定とかなり柔らかいシリコーンを射出成型で作り上げることが、本委

託事業のプロセスで一番苦労した。その他の工程は、1 本型の製品での知見を生かし取り組

むことで、評価項目等も適格に計画し、実施できた。 

その他事業

化全般 

全体を通じて、計画通りに製品を作り上げることができた。自主的ではあるが、イビキ・睡

眠時無呼吸に対して一定の効果を検証できているので、薬事申請を実施することで、医療機

関、その先におられる患者様の役に立てる製品を上市することができると確信している。薬

事については、クラス IIの申請の可否について議論を重ね、現状ではクラスＩでの届出申請

であるが、あきらめずに、クラス II承認申請に向けて、今後も取り組みたい。 

 

(2) 当初目標達成度に関する自己評価 

 1) 自己評価結果 

C：当初目標には未達だった。 

 

 2) 自己評価理由 

*本年度の契約では、12 月に薬事申請を実施し、4 月上市の予定でしたが、リスク分析評価において、

生物安全性試験が必要であることがわかり、その試験が終了してから、薬事申請の実施、上市すること

とした。そのため、上市スケジュールが数ヶ月遅延することとなった。また、海外展開については、ま

だ充分に検討できていない。ただし、取得現在実施している生物安全性試験は、海外での薬事申請を見

据えた検査項目となっている。その他については、充分に検討できた本委託事業の取り組みとなってい

る。しかし、本年度契約時のスケジュールから遅延していることは事実である。 
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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 

薬事コンサルタントを入れるべきであった。 

 2) 事業の進め方 

製品開発に重視して委託事業を進めてきたが、医療機器の開発には薬事戦略が最も重要であることを

改めて実感した。よって、薬事戦略を重視した開発スケジュールにすべきであった。 

 3) その他 

特になし。 

 

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。 ○十分
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。 ○十分
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。 ○十分
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。 ×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。 ○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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(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 

イビキ・睡眠時無呼吸に効果がある医療デ

バイスの開発 

変更なし  

軽量で、利便性が高い医療デバイス 変更なし  

使用方法が簡便である医療機器 変更なし  

機器スペック・

ビジネスモデル 

2 本型の鼻腔挿入デバイス 変更なし  

滅菌医療機器で、使い捨て 変更なし  

 長さのバリエーションをもたせる 変更なし  

事業化体制 医療機器卸業者を通じて、全国の医療機

関、調剤薬局に販売 

変更なし  

事業化計画（開

発･薬事・上市

スケジュール） 

臨床試験を実施 臨床試験実施なし PMDAにて、新規ではなく、後発医療機器と

指摘されたため 

クラスⅡでの承認申請 クラス I の届出申請 PMDAにて、新規ではなく、後発医療機器と

指摘されたため 

2019年上市予定 2017年 7 月に上市 PMDAにて、新規ではなく、後発医療機器と

指摘されたため、本事業の契約期間が短くな

った。さらに、開発する中で材料変更の必要

があり、その場合、体内に一定期間留置する

ものなので、成形品での生物学的安全性試験

が薬事申請と上市のマストである。その結

果、最長で 5ヵ月を要する試験項目があり、

計画と薬事申請・上市時期が変更となった。 
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(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 我々が当初計画していた睡眠時無呼吸症候群の新たな治療デバイ

スにするべく、薬事戦略を PMDA と協議すること 

医療機器センターと個別面談を実施していただき、PMDA へのアプ

ローチ方法などの指導を受けた 

知財 特になし  

技術・評価 特になし  

その他事業

化全般 

生物安全性試験の可否について妥当性の検証が必要 リスク分析を実施し、生物安全性試験の必要性について検討した 

 

(7) 採択・継続条件への対応状況 

採択条件 対応状況 

薬事戦略から見て、最も効率的な臨床試験計画を専門家に確認の上で立案

すること。 

PMDAおよび臨床医の専門家と協議の上臨床試験は現段階では行わないこと

で合意。 

 

 

1.8 平成 29 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

生物安全性試験の結果をもとに、技術文書を作成し、一般医療機器として届出申請を実施する。同時に、量産化生産の準備を整え、準備が整った

段階で上市する。その後、海外展開の為に、まずはＣＥマークの取得を行い、欧州での販売開始に繋げる。次に欧米、アジアの順に各国での申請を

進める。さらに、重要な実施内容としては、臨床試験である。協力いただける医療機関で臨床試験を実施し、エビデンス構築する。これが、将来的

には、新たな承認申請に繋がる活動を実施していく。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 

seven dreamers laboratories株式会社 ヘルスケア事業部 

〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28 

電話: 03-6453-7018 / FAX: 03-6453-7019 / E-mail: y_hirata@sevendreamers.com 


