採択番号 28-039
申請区分：国産医療機器市場の拡大

平成 28 年度医工連携事業化推進事業

成果報告書

「強度近視にも適応可能な角膜矯正用コンタクトレンズの
開発・事業化」

平成 29 年 5 月

委託者 国立研究開発法人 日本医療研究開発機構
委託先 ロート製薬株式会社

目次
1. 事業の概要 .................................................................................................................... 1
1.1 事業の目的.................................................................................................................... 2
1.2 事業の実施体制 ............................................................................................................2
1.3 最終製品（＝事業化する医療機器） ...........................................................................3
1.4 上市（投資回収）に至るまでのプロセス（事業計画） .............................................. 6
1.5 事業化に向けた検討結果 .............................................................................................. 7
1.6 平成 28 年度委託事業の成果概要............................................................................... 11
1.7 委託事業の振り返り ...................................................................................................16
1.8 平成 29 年度以降の実施内容に関する計画（案） ..................................................... 20
1.9 事業に関する連絡窓口 ............................................................................................... 21

1. 事業の概要
今回開発する角膜矯正用コンタクトレンズは、夜間就寝時の装着により角膜を矯正し日中は裸眼で生
活が出来ると言う従来の角膜矯正用コンタクトレンズの快適性と安全性の有用性を有しながら、中等度
の近視を限界とする適応範囲を、強度近視にまで拡大が可能となる。これまで適応外であった症例を含
め、視力を取り戻したいと言う患者ニーズに幅広く応えることが期待できる。
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1.1 事業の目的
・医療現場の課題
我が国の医療現場において、現代の主な視力矯正手段として、メガネ、コンタクトレンズ、屈折矯正
手術等が存在する。その中、角膜矯正用コンタクトレンズが開発され、安全性に関する評価が進められ
ている。角膜矯正コンタクトレンズは、レンズ内側に多段階に異なるカーブを持つコンタクトレンズで、
夜間就寝時に装着しレンズ内面の凹凸による角膜表面への圧変化が角膜形状を変形させることにより屈
折値の改善をもたらす原理となっている。従来のコンタクトレンズと取扱いは同等であり、手術療法に
比べ遥かに非侵襲的で、レンズ使用を中止すれば角膜形状は元に戻る為、安全性に優れながら、日中の
活動時にはコンタクト装着による不快感の無い良好な快適性に加え、レンズ装着による近視の進行抑制
効果が期待できると言われており、特に運動性の高い若年患者に高い有用性があるとされている。しか
し、現行の角膜矯正用コンタクトレンズは適応範囲が軽度～中等度近視のみ（-4D 程度まで）に限られて
おり、強度近視（-4D を超える高度な近視）の治療には適応出来ない為、当該疾患患者には現行の角膜矯
正用コンタクトレンズの処方が出来ず、その治療が出来ない現状がある。
・解決策
角膜に接触する側のレンズ形状に独自に開発した凹凸形状を持たせることで、角膜の特定の領域を押
さえつけて角膜形状を変形させることにより、現行の角膜矯正用コンタクトレンズ以上の矯正度数を持
つ構造のレンズを提供することが可能となる。それにより、これまでの角膜矯正用コンタクトレンズで
は適応外とされてきた-4D を超えるような強度近視も治療対象に出来る様にする。
・薬事申請
国内市場においては平成 31 年 9 月に薬事申請実施、平成 32 年 10 月に上市を目指す。海外市場におい
ては未定である。

1.2 事業の実施体制
代表機関：ロート製薬株式会社
PL：
副島 義臣（ロート製薬株式会社）
SL：
寺島 榮一（株式会社日本コンタクトレンズ）
共同体：
①株式会社日本コンタクトレンズ
②医療法人社団和邇会 三井メディカルクリニック
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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
製品名
対象疾患
想定される販売先
使用目的又は効果
薬事申請予定者
当該製品の製造を担う
事業予定者

コンタクトレンズ
クラス分類
Ⅲ
未定
分類名称（一般的名称） 角膜矯正用コンタクトレンズ
強度近視
届出／認証／承認
承認
眼科医
新／改良／後発
改良（予定）
本品の就寝時装用を行うことにより角膜形状を矯正（屈折矯正）し、脱後の裸眼視力の矯正
が出来る。本品は強度近視にも適応が可能である。
ロート製薬株式会社
医療機器製造販売業許可 27B1X00025
株式会社日本コンタクトレン
医療機器製造業許可
45BZ000026
ズ
業許可
業許可

2) 医療機器等のターゲット市場

薬事申請時期
上市時期
想定売上（上市後 3 年目）
市場規模（上市後 3 年目）
想定シェア（上市後 3 年目）

国内市場

海外市場

平成 31（2019）年 9 月
平成 32（2020）年 10 月
0.88 億円／年（平成 35（2023）年時点）
4.50 億円／年（平成 35（2023）年時点）
20％（平成 35（2023）年時点）

平成
（20 ）年 月
平成
（20 ）年 月
億円／年（平成 （20 ）年時点）
億円／年（平成 （20 ）年時点）
％（平成 （20 ）年時点）

3) 事業化する医療機器の概観・特長
本開発品は、角膜形状に沿わせて装着する一般コンタクトレンズと違い、角膜の特定の領域を押さえつ
けて角膜形状を変形させることにより、屈折値を改善し、裸眼視力を矯正するコンタクトレンズである。
角膜に接触する側のレンズ形状に凹凸を持たせており、裸眼視焦点が網膜前方となる近視の場合には角
膜を凹形状に、裸眼視焦点が網膜後方となる遠視の場合には角膜を凸形状に変形させる構造となってい
る。
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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
強度近視患者
② 提案する機器の想定市場規模
製品戦略として、競合の少ない強度近視患者を上市初期段階のメインターゲットと考えている。
・市場規模（全体）
：
15 千人
・算出背景：
国内 CL ユーザーは 16,000 千人、うち強度近視は 20%を占める。→3,000 千人（強度近視 CL）
CL ユーザーの中で角膜矯正レンズの選択率は既存市場では 0.5%程度。→15 千人（うち角膜矯正）
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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） 競合企業
現在、強度近視を適応とする角膜矯正用コンタクトレンズは存在しない。
競合となる可能性のある企業として以下。
・一般ハード／ソフトコンタクトレンズメーカー（角膜矯正機能は無い）
・アルファコーポレーション（強度近視は適応しない角膜矯正用コンタクトレンズ）
・テクノピア（強度近視は適応しない角膜矯正用コンタクトレンズ）
・ユニバーサルビュー（強度近視は適応しない角膜矯正用コンタクトレンズ）
（2） 競合製品（強度近視の治療材料として）
・一般ハード／ソフトコンタクトレンズ（各コンタクトレンズメーカー）
（3） 市場獲得の障壁
・角膜矯正用レンズとして新たな適応となる為、研究開発段階からの学会協力が必要。
・並行する薬事関連の対応が必要（薬事区分、評価方法、など）
。
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）
（製品要素）
・強度近視の角膜も矯正可能な独自レンズカーブを持つ。
（特許保有）
（販路要素）
・日本コンタクトレンズ社の眼科医との直接的コネクションを活用した販売網を利用出来る。
（販促要素）
・協力学会/施設による学会発表等を通じ医師ネットワークでの製品周知が出来る。
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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
H27（2015）年度
以前

4

5

6

7

H28（2016）年度
8 9 10 11 12 1

2

3

4

5

6

7

H29（2017）年度
8 9 10 11 12 1

2

3

4

5

6

7

H30（2018）年度
8 9 10 11 12 1

2

3

4-6

H31（2019）年度
7-9
10-12

1-3

4-6

H32（2020）年度
7-9
10-12

1-3

4-6

H33（2021）年度
7-9
10-12

1-3

4-6

H34（2022）年度
7-9
10-12

1-3

形状分析（海外品・競合品）

要素技術開発

臨床データ解析

一次試作

量産試作前検討

試作機開発・改良
【製品名】

非臨床試験（物性・安全性）

量産ライン導入

量産機開発
【製品名】

量産試作・検証

協力機関交渉
臨床計画

臨床研究

臨床試験

薬事戦略・ＰＭＤＡ開発前相談

申請準備

薬事申請

★

★

H31.09医療機器製造販売承認申請

H32.09製造販売承認

先行技術調査

知財対応

販売計画・販売体制の整備

販売戦略

販促戦略

★
H32.10上市

上市時期

スケジュール変更理由

①知財戦略
②薬事戦略
③販売戦略4点
④形状分析
⑤臨床データ解析
⑥一次試作
⑦量産試作ライン導入
⑧非臨床試験

事業の実施内容

－

自主事業の内容

○臨床データ解析
○国産試作・改良
○非臨床試験（安全性）
○量産ライン導入
○量産試作・検証
○協力機関交渉
○臨床計画
○臨床試験
○薬事戦略・ＰＭＤＡ開発前相談
○販売計画・販売体制の整備

○臨床試験
○販売計画・販売体制の整備

○臨床試験
○承認申請準備
○承認申請
○販売計画・販売体制の整備
○販促戦略

○販促戦略
○上市
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1) 投資回収計画
① 国内
H28
(2016)

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）
販売数量（単位：人）

H29
(2017)

H30
(2018)

H31
(2019)

H32
(2020)

H33
(2021)

H34
(2022)

H35
(2023)

H36
(2024)

H37
(2025)

●
0.90
0.80
0.10
0.00
0

0.90
0.80
0.10
0.00
0

0.90
0.00
0.10
0.00
0

0.10
0.00
0.10
0.00
0

●
0.10
0.00
0.10
0.05
75

0.10
0.00
0.10
0.18
300

0.10
0.00
0.10
0.41
675

0.10
0.00
0.10
0.88
1,462

0.10
0.00
0.10
1.67
2,775

0.10
－
0.8
1.69
2,812

H28
(2016)

H29
(2017)

H30
(2018)

H31
(2019)

H32
(2020)

H33
(2021)

H34
(2022)

H35
(2023)

H36
(2024)

H37
(2025)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

H28
(2016)

H29
(2017)

H30
(2018)

H31
(2019)

H32
(2020)

H33
(2021)

H34
(2022)

H35
(2023)

H36
(2024)

H37
(2025)

0.90
0.80
0.10
0.00
0

0.90
0.80
0.10
0.00
0

0.90
0.00
0.10
0.00
0

0.10
0.00
0.10
0.00
0

0.10
0.00
0.10
0.05
75

0.10
0.00
0.10
0.18
300

0.10
0.00
0.10
0.41
675

0.10
0.00
0.10
0.88
1,462

0.10
0.00
0.10
1.67
2,775

0.10
－
0.8
1.69
2,812

② 海外

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）
販売数量（単位：人）

③ 国内・海外合計

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）
販売数量（単位：人）

※各年 4 月～3 月の年度で表記。
当開発は、国内医療機器市場の拡大を当面の目標としており、まずは国内のみの販売を計画している。
2019 年 9 月に薬事申請、2020 年 10 月に上市を予定しており、15 千人を見込む強度近視の治療デバイ
スとして、上市 5 年後にはシェア 40%を目指す。
上市 4 年後以降で売上が 1 億を超えてくる計画であり、
上市 6 年目以降に投資回収できる見込みである。
強度近視の治療デバイスとしての地位を確立しつつ、その他の矯正市場への販売拡大を行い、より早期
にビジネスモデルの健全化を図る。

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”
「当開発品でしか治療できない領域を開拓する」
強度近視の角膜矯正も可能な治療デバイスとして適応拡大に取り組む。
その構造で可能となる強度近視治療の強みを前面に出し、関連学会からも協力を得ながら、その治療
実績を積みながら認知を広げる。
オーダーメイドのレンズとして現在ブラックボックスとなっている処方（レンズカーブ設計）のノウ
ハウの汎用化を推進し、全ての眼科医が簡単に処方出来るデバイスとする。
後発の製品に対し、参入障壁となる様、製品化に当たり必要な知財の保護を検討しておく。
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2) ビジネス体制

(2) 事業化に向けた検討結果
1) 薬事申請
 PMDA 相談
未実施
 薬事戦略検討
当開発品の医療機器分類の確定と薬事戦略の方向性検討を行う為に PMDA への相談を行うべく、必要
項目（クラス分類、各種試験、等）の情報整理に必要な当開発品の期承認品と比しての同等内容、差
分内容の確認を行った。現段階においては、既承認医療機器の角膜矯正用コンタクトレンズの改良品
として導入を進めることとし、ニチコンからの素材供給（既承認）が確定した段階にて PMDA への開
発前相談を行うこととした。PMDA への相談も未実施に終わり、薬事戦略の方向性判断は今後の必要
進捗とした。
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）
当開発品を、国内に問題無く商品として販売が出来るか、上市に向けて知財の障壁の有無を確認すべ
く、クリアランス調査を開始した。抽出した検討対象特許について、オルソケラトロジーのコンセプ
トの既存上市製品が問題無く販売されていることからも抵触可能性は低い（2 件：特許 No.4618596、
No.4842266。いずれもレンズデザインに言及された特許であるが、今回開発予定のレンズデザインや
目的を考えると、厳密には該当しないと考えられた。）と判断した。デザイン要素が焦点となるので、
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最終的には、コンタクトレンズに詳しいニチコン及び当開発品の発明者である三井メディカルクリニ
ックにも意見を仰ぎ、判断を確定することとした。
 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
未実施（先行技術調査、保有特許精査の後の実施とした。
）
 模倣品・侵害者が現れたときの対応
未実施（先行技術調査、保有特許精査の後の実施とした。
）
3) 開発戦略検討状況
 開発リスクの明確化と対応
製品化の課題（開発リスク）として、
① 国内生産の実現性（デザインの再現性、製造効率）
② デザインの汎用性（多くの眼科医が扱えるレンズスペック集約）
を挙げ、それぞれの課題に対し、
① 三井メディカルクリニックの三井医師により個人輸入・処方を行っている製品に関し、国内製造に
よる製造可能性の検証を行った。海外製造の製品の形状分析を行い、製品の主要パラメータ―であ
るカーブを解析した。また、三井医師の処方デザイン寸法情報に基づき、製品のデザインとの相関
を確認した。加えて、処方デザイン寸法を製造設計に落とし込んで作成することが可能かの検討を
行い、その実現性を検証した。結果的には、今回の試作は導入予定の製造設備よりもスペックが劣
る既存設備での製造である為、最終製品としての寸法精度や粗さの調整に関して、予定する製造設
備導入後における精度に課題を残すレベルであった。既存設備では安定的量産試作は不可能である
が、最終製品においてもその完成精度を高めるためには更なる工夫を要すると考えられた。
② 多くの医療機関に使用頂ける製品とする為、これまで三井医師のデータと経験で処方されていたレ
ンズを、角膜形状や意図する矯正力に基づき誰でもが選択ができるレンズに汎用化させることが一
つの重要解決課題であることを確認した。過去の処方データの解析によりレンズデザインの体系化
を開始した。まず、強度近視の角膜形状に合わせて適切な押圧を加えるテストレンズのスペックを
検討するため、強度近視例を含む 10,000 症例に対し検証を加えるべく 12 月からこの領域における
専門家の指導のもと複数の専属要員による解析作業を開始した。解析に必要な環境整備を行った後、
現時点でその解析は過去の処方レンズのうちの 8,900 程度まで進行した。同時に、テストレンズ挿
入前後での各種眼科機器データから、個々の患者で異なる角膜形状にどの程度の扁平化をもたらし
たのかを実証し、レンズスペックとの相関を求め、最適なレンズスペックを決定する眼光学的要素
を求める作業準備も開始した。今後、目標症例数の解析作業を進めることで、臨床試験に用いる最
適なレンズスペックを決定し、このスペックに基づくレンズの装用条件を定め、臨床試験に供する
マニュアルを作成していく予定とした。
 薬事申請に必要なエビデンス収集
未実施（PMDA 相談の後、必要エビデンス収集を行うこととした。
）
4) 販売戦略等
 販売チャネル、供給（生産、物流）体制
ユーザーを限らず幅広く使用頂く為に、日本全国を網羅した販売・情報提供ネットワークを整備する
必要性を認識した。ロート及びニチコンが持つ代理店と、ニチコン営業部門の直接の病院営業を利用
すると共に、メーカー講習会も開催することで、販売口・普及口を広く取る戦略を検討していくこと
とした。
 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制
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既存のコンタクトレンズ販売体制におけるアフターサービス体制、クレーム処理体制を活用する予定
とした。
使用教育体制については、学会との協力体制を確立の後に検討していくこととした。
 QMS 等の品質保証体制
既存のコンタクトレンズ販売体制を活用する予定とした。
 広報・普及計画
国内普及の為の関連学会との協力体制の検討を行った。オルソケラトロジーガイドラインでは禁忌と
なる適応を含み、学会を巻き込み、協力体制の下でガイドライン作成の先生方と折衝していく。その
為に、学会との協力体制を築き、学会発信のお力添えを得、多くの眼科医に製品の有用性を認知頂く
ことで、事業化を成功に導くことを目指し、まず、学会に精通する医師/施設に当開発の臨床研究段階
から関与頂くこととし、連携を強化することとした。関連学会（日本コンタクトレンズ学会）にも影
響力の強い 1 施設（元日本コンタクトレンズ学会理事長、オルソケラトロジーガイドライン委員）に
て協力頂ける話に漕ぎ着けたと共に、他の複数施設を構想に挙げ、交渉を行っていくこととした。
5) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策（まとめ）
領域
薬事

知財

技術・
評価
その他
事業化
全般

事業化に向けた課題（隘路）
① 当開発品は、PMDA 相談の上、薬事分類・申請
区分・検証項目等を今後確認していく必要が
ある。
① 当開発品は、既得特許は存在するが、既存上
市品の先行技術抵触は可能性が低い。（追加
確認）
② 将来的に後発競合を想定した防衛策も検討
する必要がある。

左記への対応策
① 第 3 者機関や PMDA の準備前相談等も活用し、
薬事戦略を組み立てていく。

① 先行技術調査を行った上、第 3 者機関での確
認を取る。
② 当開発品の有効知財の保護手段を画策し、可
能なクレームでの特許取得（米国にて取得特
許の手技（ステップアップ法）の可能性など）
を検討する。
① 個人のノウハウとなっているレンズ処方を、 ① 臨床データ解析による集約と処方手順への
汎用的に利用できるものにする必要がある。
落とし込みを行い、汎用化を図る。
① 当開発品の強度近視への適応に向け、学会側 ① 関連学会/機関に当開発の協力を得、承認取
の研究協力を得る必要がある。
得並びに上市後普及の実現確度を上げる。
② ニチコン社の民事再生を受け、再生計画が出 ② 依然、当開発品の製品化は目指すが、再生計
るまで制限を受ける実施案件が発生してい
画（当初のスキーム成立）が見込めるまでは、
る。
各社でリスクも考慮した現実的な進捗に留
める。
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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
当開発は、現行の角膜矯正用コンタクトレンズでは実現出来ていない後述課題の解決を図り、角膜矯正による視力回復が得られる患者の適応を幅
広くカバーし、多くの患者の QOL 向上に寄与することを目的とする。
当開発品の元アイデアは現在、共同体の医療機関である三井メディカルクリニックの三井医師の取得特許により、三井医師が独自にレンズ設計を
行い、米国メーカーがレンズを製造、輸入品を三井医師の裁量により処方する工程を取っている。
そのため、当開発品は、その製品価値を国内の治療に普及させるべく、共同体による国内製造を実現させると共に、医療機器としての承認取得を
経て、上市を目指す。
当該年度については、初期の導入・製品化実現性の確認を主な目的として、先行技術調査や薬事クラス分類の確認等、以降の導入戦略の元となる
情報の確立を行い、並行して、過去レンズ処方の情報を元に構造解析（処方と実物の差異からの製造技術の検証など）や臨床データ解析（処方デ
ータから最適レンズ形状の集約など）を行い、実試作を行うことで再現性・実現性の確認を行う。加え、知財及び薬事面での課題がクリアとなっ
た段階から、申請に必要な試験評価も実施を行う。
当該年度終了時には、懸念事項が概ねクリアとなり製品実現性が確認され、医療機器の承認申請に必要な準備が始まっている状態となっているこ
とをターゲットとし、開発を進める。
(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
一次試作

概要
製造実現性と安全性が確認出来た状態にて、処方に基づいた試作を行ったレンズ。

(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）
①知財戦略
国内に問題無く商品として販売が出来る
か、知財視点の障壁有無の確認を行う。当開
発品の基礎として共同体員でもある三井医師
の特許は存在するが、侵害調査を行って特許
を取っている訳ではない為、上市に向けて先
行技術が無いか侵害調査を行う。また、必要 ▶
に応じ申請必要のある特許が発生すれば申請
を行う。最終確認は、特許事務所にて依頼し、
第３者的見解も得て確証性を高める。販売に
あたっての知財面の障壁が最小限に抑えられ
ていると判断される資料を作成することで成
果物とする。

現時点での達成状況（計画変更理由を含む）
【進捗 30％：△】
社内知財部門と共有の上、クリアランス調査を開始
した。
抽出した検討対象特許について、オルソケラトロジ
ーのコンセプトの既存上市製品が問題無く販売され
ていることからも抵触可能性は低いと判断した。
デザイン要素が焦点となるので、最終的には、コン
タクトレンズに詳しいニチコン及び当開発品の発明
者である三井メディカルクリニックにも意見を仰
ぎ、判断を確定することとした。

今後検討・実施すべき事項
クリアランスに関して最終確認をするに加え、
守るべき特許要素の有無の確認とその特許化の
是非については、加えて検討すべきと考えてい
る。
▶
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平成 28 年度実施内容（研究開発計画書）
②薬事戦略
当開発品の医療機器分類の確定と薬事戦略
の方向性決定を行う。PMDA への相談を行う
と共に、必要項目（クラス分類、各種試験、
等）の確認の上、薬事戦略を検討する。当開
発品に関しては、角膜矯正用コンタクトレン
ズ（クラスⅢ）の改良品での導入を想定し進
める。最終確認は、医療機器対面助言準備面
談～医療機器開発前相談を経て、PMDA から
の書面回答にて行う。PMDA からの回答を受
け社内で行った判断を書面とし成果物とす
る。
③販売戦略

国内普及の為の関連学会との協力体制の
整備が重要である。角膜矯正用コンタクト
レンズは、既上市製品が日本眼科学会のオ
ルソケラトロジーガイドラインの研究対象
として、その安全性や有効性が現在進行形
で評価されている。当開発品は既上市製品
の進化版製品として位置するものであるた
め、当該ガイドラインの延長線上にあると
考え、開発していくのが現実的であると考
える。現在、強度近視の中でも特に治療が
難しい円錐角膜に注目した研究を行うこと
に関し、関連学会医師より協力を得られる
話となっており、関連学会に対しては本ア
プローチの研究を通じて当開発品の認知を
広げる計画である。当開発の目的であるレ
ンズの上市を進める一方で、円錐角膜の治
療に必要な追加治療手段も別途導入検討し
（事業テーマ外）
、当開発品が広く拡販でき
る可能性を模索する。関連学会と連携しな
がら製品の認知を向上させ、最終的に多く
の眼科医が扱う角膜矯正用コンタクトレン
ズの地位を確立することを目指す。臨床試

▶

▶

現時点での達成状況（計画変更理由を含む）
【進捗 20％：△】
先行承認申請の実績確認等を行い、当開発品に関し
て、同等内容、差分内容の確認を行った。
薬事申請に必要な情報を集約・整理の結果、従来の
計画の通り、角膜矯正用コンタクトレンズの改良品
として導入を進めることとした。
残った未確定情報（ニチコンの製造体制、及び供給
素材）が確定した段階にて PMDA 相談を行う予定と
した。

【進捗 30％：△】
A.学会協力
学会との協力体制構築の為に、まず、学会に精通す
る医師/施設に当開発の臨床研究段階から関与頂く
ことで連携を強化していくこととし、候補医師/施設
に協力依頼を開始した。
関連学会（日本コンタクトレンズ学会）にも影響力
の強い 1 施設（元日本コンタクトレンズ学会理事長、
オルソケラトロジーガイドライン委員）にて概ね協
力頂ける話がついた。
加え、複数施設を構想に挙げており、交渉を行って
いくこととした。
B.販売体制検討
医療機関へ幅広く販売ルートを整備することを目的
として、ロート及びニチコンが持つ代理店と、ニチ
コン営業部門の直接の病院営業を利用することで検
討を行うこととした。

今後検討・実施すべき事項
PMDA へ相談の上、申請必要情報の取りまとめを
行う。（差分内容が薬事申請にどう影響するか。
製造元としてのニチコン社の供給内容確定。な
ど）
▶

▶

A.学会協力
当研究開発においては、適応を広げると言う、
ガイドラインの拡張を検討する必要が想定され
る為、既決の 1 施設に加え、参画頂ける施設に
協力を求める。
最終的な販売に至る迄に関連学会との協力体制
が出来ている必要がある。
製品が未だ見えず施設への説明も難しい現段階
で、ガイドラインを変えるべく学会を動かすこ
とは難しい為、今後製品が具体的となり、臨床
試験で結果が得られる中で、協力体制を強化し、
上市に当たっては学会より全面的なバックアッ
プを頂くシナリオを描いている。
B.販売体制検討
ニチコン社の再生計画が出次第、販売体制につ
いて検討を重ねる。
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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

験段階から協力頂ける機関（大学、病院、
クリニック等）
・医師を確保し、学会発表等
を通じ他の機関・医師への認知拡大を図る
と共に、販売チャネルに関しては、既に眼
科医との直接の関係が強い日本コンタクト
レンズ社との共同販売方法も検討した資料
を成果物とする。
④形状分析
現在、医師判断にて個人輸入・処方を行っ
ている製品に関し、国内製造による製造可能
性の検証を行う。海外製造された製品を解析
し、その構造・製造工程・製造技術を分析す
る。より良い製品を国内製造にて製造するこ
とを前提とし、製品の実現性並びに再現性の
検討を行う。具体的には、処方デザイン寸法 ▶
と海外製造品寸法の解析による製品寸法の必
要考慮項目の導出し、10-11 月頃には製造可
能の判断を行った上、今期に予定する必要機
械の導入に進める。以降も、細部の寸法部分
に関しては海外製造品からの改良点を検討
し、一次試作に結び付ける。実際に試作を行
ったプロトタイプを成果物とする。
⑤臨床データ解析
過去の処方データの解析による、これまで
体系化されていないレンズデザインの汎用化
の検討を行う。多くの眼科医師に安全に使用
頂く為のレンズデザインの汎用化を図る。患
者の基本角膜情報と矯正計画を元に、レンズ
デザインの必要主要パラメータ（パワー/ディ
▶
オプター、レンズ半径、ベースカーブ、など）
が決まり、使用すべきレンズを絞ることが出
来るレベルまでレンズデザインを集約する。
当集約にあたり、過去の処方で蓄積された臨
床データの解析を行い、適切なパラメータの
値の導出を行う。想定解析データ 10,000 例。
患者の基本角膜情報と矯正計画から、適した

【進捗 50％：△】
海外製造の製品の形状分析を行い、製品の主要パラ
メータ―であるカーブを解析した。
処方デザイン寸法情報も入手し、製品のデザインと
の相関を確認した。
合わせ、処方デザイン寸法を製造設計に落とし込ん
で作成することが可能かの検討を行い、その実現性
における検証を進めた。

【進捗 30％：△】
強度近視の角膜形状に合わせて段階的に押圧を加え
るステップアップの際に用いるテストレンズのスペ
ックを検討するため、強度近視例の解析として
10,000 件の症例につき検証を加えるべく 12 月から
解析作業を開始した。解析必要な環境整備を行った
後、現時点で過去の処方レンズのうちの 8,900 件程
度まで進めることができた。
同時に、テストレンズ挿入前後での各種眼科機器デ
ータから、個で異なる角膜形状にどの程度の扁平化
をもたらしたのかを実証し、レンズスペックとの相
関を求め、最適なレンズスペックを決定する眼光学
的要素を求める作業準備も開始した。現在は、関連
する膨大な眼科機器データの中から、効果の判定に

▶

▶

概形寸法は明らかとなってきたので、処方デザ
インでは未指定の箇所（これまで分析していな
い箇所）の寸法についても分析を加える。
処方デザインと製造デザインの関係性を明らか
とし、レンズデザインモデルを確立する。
生産時の誤差等を適切にフィードバック等でき
る簡易 CAD/CAM システム構築に向けた、データ
分析→製造プログラム設計を行っていくことと
した。
将来的な製品製造の際には、出荷前検査にて当
形状の計測を行う必要があるが、その際の計測
方法についても検討する必要がある。
（高精度解
析機器、治具や検査方法の検討、など）

今期に想定した 10,000 件のデータを統計処理
し、臨床試験用のレンズスペックの決定に寄与
する。スペックの精度の検証のため残る 10,000
件のデータ解析も更に進める。
同時に眼科周辺機器の角膜形状データ解析を進
め、レンズスペックの相違に基づく角膜扁平化
への効果判定を進め、臨床試験に用いるステッ
プアップレンズの最適なスペックを決定する。
また、このスペックに基づくテストレンズの装
用条件を定め、臨床試験に供するマニュアルを
作成する。
一方、レンズの汎用化を図るためには、テスト
レンズが実際の患者の角膜上でどのようにフィ
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平成 28 年度実施内容（研究開発計画書）
レンズデザインを処方出来る様、製品候補の
レンズパターンを集約し、レンズ処方の簡易
マニュアルを考案する。そのマニュアルを作
成し、成果物とする。

現時点での達成状況（計画変更理由を含む）
直接関わる要素を探る為の作業を行っている途上で
ある。
来期に向けて、上記の 2 種類の作業の進展を図り統
計的な処理を施す予定である。

⑥一次試作
実製品製造を想定した国内製造による製品
の試作と、その再現性の確認を行う。前述④
⑤の結果を元に、処方デザイン寸法から意図
した製品が試作出来るかの検証を行う。実寸
法に加え、患者の装用感も評価しながらその
再現性を確認する。最終的には、意図する寸
法、並びに患者の装用感が得られる試作品の
製造が可能であることを確認する。今季目標
5 症例。目標とする症例数で処方を行い、処
方通りのレンズ作成が出来ているか、再現性
の確認を行う。作成されたレンズを成果物と
する。

【進捗 20％：△】
形状分析の過程で製造の可能性の目途が立った為、
実際に製造が可能か、試作を行った（あくまで形状
的実現性を確認するのみの目的）。
形状としては製造可能であると確認出来る試作品が
切削出来た。
なお、今回の試作は導入予定の製造設備では無く、
既存設備での製造である為、最終製品としての寸法
精度や粗さの調整に関しては、量産試作ライン導入
後の検討内容とした。
既存設備では安定的量産試作は不可能であるが、最
終製品においても、その完成精度を高めるための更
なる工夫が必要と考えられた。

⑦量産試作ライン導入

▶

▶

【進捗 5％：△】

今後検討・実施すべき事項
ットしているのかを可視的に評価することが不
可欠であるため、60,000 件の動画データの数値
化（角膜上でのレンズの位置・瞬目によるレン
ズの移動距離・方向・速度）を進める。将来の
汎用化に備えレンズ動画を解析数値化する専用
の画像解析ソフトを開発する。なおこの過程で、
ビデオ画像として取り込まれた角膜上のレンズ
エッジの位置を鮮明化させる画像処理が必要に
なると考えられる。またこれらのビッグデータ
の解析過程において AI の利用も検討し、汎用化
を更に進めるべくテストレンズ選択の自動化も
念頭に置く。
将来、小児も当開発品の適応とすることを念頭
に、6,000 例の小児患者に関する当該レンズの
効果と安全性を検討する目的でのデータ解析を
行う。また同時に、家兎眼を用いた非臨床試験
を計画する。すなわち成熟家兎群と未熟家兎群
とで同じ押圧で角膜を扁平化させた場合の角膜
性状の臨床的評価と共に角膜上皮及び実質の組
織学的評価とで、効果と安全性における年齢的
な相違の有無を検証することとした。

▶

製造設備が整うまでに、既存設備を利用した試
作を試みる中で、将来的条件出し等の調整を行
うこととした。
最終製品に近いレベルの試作品が製造できる場
合には、装用も含めた評価を前提とした試作を
行うこととした。
単純なサンプルの作成から、想定した患者デー
タをターゲットモデルとした、サンプルレンズ
試作及び、製造プログラム等を作成することと
した。

▶
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平成 28 年度実施内容（研究開発計画書）
製造実現性及び再現性が確認出来た開発品
の量産試作が可能なライン設計を行う。量産
試作ライン設計に向けた機械の導入を開始
し、今年度予定分の納品並びに、実量産に向
けた動作確認を終える。導入を終えた機械の
動作確認資料、計画しているライン設計及び
そのラインで想定出来る製品価格や製造能力
に関する資料を成果物とする。

⑧非臨床試験
迅速開発の為、非臨床試験である物性評
価・安全性評価・有効性評価を開始する。薬
事戦略の策定の後、着手可能な範囲で行う。
外部試験機関等で実施した評価試験の結果報
告書を社内において評価を行い、薬事審査に
足りるかの判断を行った書類を作成し成果物
とする。
⑨事業の管理・運営
開発プロセス全体を通した事業の総合管理
を行う。共同体のイニチアチブ、計画進捗管
理、経費管理も行い、上記開発プロセスを計
画通り進める。

現時点での達成状況（計画変更理由を含む）
ニチコンの再生計画が未確定なこともあり、本内容
に関しては未実施である。
必要設備の導入に関し、多くは来期に延期となるこ
ととなった。
その中、量産試作ライン導入の遅れを少しでも取り
戻せる様、既存設備を活用し試作の検証が出来ない
かの検討を行った。
安定量産は期待出来ないが、試作は可能で、将来導
入する設備にも製造プログラムの応用が出来るライ
ンを仮設置する構想を立てた。
【進捗 0％：×】
本内容に関しては未実施である。
▶

今後検討・実施すべき事項
ニチコン社の再生計画が出次第、可能なライン
導入整備を実施することとした。

▶

【進捗 30％：△】
管理・運用の徹底の為、各共同体には案内と共に、
ルール順守の浸透に努めた。
ルールに則り、上述の計画の進捗管理を行った。

物性評価は、ニチコン社でのレンズ供給・製造
の目途が立てられ次第、進めていくこととした。
安全性評価は、外注先との試験計画により、来
期以降に実施予定となった。

引き続きの進捗管理に努めることとした。
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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）
採択の後、コンソ内の事情により、継続的な共同体のスキーム確立に時間を要する結果となり、着手
可能な範囲での進捗を行うに留まった。
知財・薬事戦略は検討が開始され、形状分析～試作に関してはプロトタイプが作成でき、臨床データ
解析についても早急に準備を進めたが、本来の目標に対しては不十分な達成度となった。

(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
コンソ内の予期せぬ事情（ニチコン社の事業再生）からの進捗、スキーム確立遅れが大きく影響し、
達成度と言う結果に言及すれば満足できるものではないと判断します。
その中で、着手出来る範囲を見定め、少しずつでも進捗を図ってきたことは評価したいと考えます。
最終的に、当事業については、2017 年度以降の開発に対しても依然スキーム確立の目途は立て難く、
計画に沿った運用が困難と判断し、事業中止の判断を取るに至りました。
今後の連携事業を行うに当たっての反省材料とし、新たな開発に活かしていきたいと考えます。
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(3) チェックリストによる自己評価結果

市場

基本
戦略

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。
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）。
対象となる患者が明確になっていますか。
対象となる疾病・診療科等が明確になっていますか。
当該製品の業界特性は把握できていますか。
市場規模（導入・普及台数）は明確になっていますか。
SWOT分析は十分に行っていますか。
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。
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。

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。
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。
コア技術の開発戦略は明確になっていますか。
どのような効果があるか明確になっていますか。
開発
既存手段に比べた違いが明確になっていますか。
戦略
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。
既存手段に比べた違いが明確になっていますか。
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。、
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）。
ビジネスモデルに対応した業許可を持っていますか。
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。
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。
臨床試験の必要性の有無が明確になっていますか。
薬事
PMDAとの調整が進んでいますか。
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。
製品の利用方法が明確になっていますか。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
知的
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。
財産
必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。
意匠等の他の産業財産権について検討していますか。
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。
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。
販売チャネルは明確になっていますか。
当該製品の供給（生産、物流）体制は明確になっていますか。
販売・
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。
物流
QMS等の品質保証体制が明確になっていますか。
広報・普及計画は明確になっていますか。
想定価格は顧客が感じる価値に見合ったものですか。
事業 製造原価（あるいは提供コスト）は明確になっていますか。
収支 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。
十分な収益性が得られることが明確になっていますか。
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。
その他 海外に対する戦略は明確になっていますか。
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
○十分
○十分
○十分
△一部
△一部
△一部
△一部
△一部
△一部
○十分
△一部
△一部
△一部
△一部
△一部
△一部
△一部
○十分
△一部
○十分
○十分
×不十分
○十分
○十分
△一部
△一部
○十分
該当せず
△一部
○十分
○十分
△一部
△一部
△一部
△一部
△一部
△一部
△一部
△一部
△一部
△一部
×不十分
×不十分
×不十分
×不十分
△一部
×不十分

(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
主統括企業としてのロート製薬㈱は、より共同体間のコミュニケーションを円滑にし、共同体間の当
研究開発に対する進捗速度の向上を図るべきであったと考える。より高いレベルでの事業の牽引が必
要であったと思われた。

2) 事業の進め方
助成金の執行と言う、慣れない仕組みもあり、一件一件が手さぐりで進めてきたため、どうしても進
捗に確認作業の手間を掛けざるを得なかったのは否定できない。今回で得た経験を元に、必要十分な
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対応は行いつつ、より多くの時間を本業に注げる仕組みで当研究開発に臨みたい。

3) その他
今年度は何より、継続的な共同体のスキーム確立に時間を要し、結果として、実際の進捗が芳しく無
かった点が大きな影響因子であった。
2017 年度以降の事業中止の判断を取るに至ったが、
今後の連携事業を行うに当たっての反省材料とし、
新たな開発に活かしていきたい。

18

(5) 当初計画からの変更点（深耕点）とその理由
領域
対象とする
課題・ニーズ

変更前

変更後

変更理由

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）

量産試作ライン導入

本格化は次年度想定

非臨床試験

本格化は次年度想定

共同体のニチコン社の民事再生を受け、再
生計画の提示待ちとなり、当初からタイトに
組んでいた導入が実施出来なかった。
同上、材料供給元が定まらないことがあ
り、準備が先延ばしとなると判断した。

(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

薬事

なし

知財

なし

技術・評価

製品の汎用化

対応

臨床データ解析により、汎用化の為の各種検討を実施した。
・ステップアップレンズのスペック解析
・角膜形状の解析
今後、以下を計画する。
・既存データの解析を進めテストレンズの規格化
・各種眼科機器から得られる多様な角膜データの中から治療効果に
及ぼす要素の確定
・既存データから日本人の平均的角膜形状を想定し規格化に際して
のモデルとする
・レンズが実際の患者角膜にフィットし動画情報を数値化し最適な
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領域

指摘事項

対応
レンズフィッティングを示唆するシステムを構築する

その他事業

日本眼科学会との協働体制構築

化全般

現在、学会にも影響力を持つ医師 1 名に治験段階からの協力意向を
頂いている。
上記の他、協力医師を増やすと共に、ガイドラインに考慮頂くこと
を交渉していく必要がある。

(7) 採択・継続条件への対応状況
採択条件
対応状況
関連学会、病院との連携を強化し、販売チャネルを構築すること。 現在、学会にも影響力を持つ医師 1 名に治験段階からの協力意向を頂いている。他、協
力医師を増やすと共に、ガイドラインに考慮頂くことを交渉していく必要がある。

1.8 平成 29 年度以降の実施内容に関する計画（案）
非該当（事業中止）
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1.9 事業に関する連絡窓口
ロート製薬株式会社 ヘルスサイエンス研究企画部
〒105-0022 東京都港区海岸 1-2-20 汐留ビルディング 20F
電話: 03-6832-6013 / FAX: 03-6832-6006 / E-mail: hirai@rohto.co.jp
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