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1. 事業の概要 

外耳道閉鎖症等の難聴者は、骨導補聴器か BAHA を使用するしかなく、最新デジタル補聴器技術の恩

恵を受けられない。小形・高出力・低消費電力を実現した新構造の振動子を外耳道入口の耳軟骨に装用

して使用する軟骨伝導補聴器の開発は、外耳道閉鎖症の難聴者だけでなく、耳栓による耳閉感から補聴

器を使用しなかった難聴者に対しても、耳を塞がない、洗える、小形でデザインの良い補聴器を提供す

る。平成 28 年度の上市を目指す。 
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1.1 事業の目的 

耳介奇形、小耳症、外耳道癌等で外耳道が閉塞する外耳道閉鎖症の患者は、気導補聴器では有効な聴

力改善が得られない。また、耳漏のある患者も、耳を塞ぐと耳漏が悪化するため気導補聴器を長時間使

用することができない。現在これらの患者は、骨導補聴器や BAHA（Bone Anchored Hearing Aid）の

装用を余儀なくされている。しかし骨導補聴器は振動子を乳様突起（耳介後部にある側頭骨の突起部）

に数 N（数 100 グラム）程度の力で押し当て、頭蓋骨を振動させて内耳に音を伝える。この方式は、出

力の大きさが十分でない、押し当て力による痛みや長時間装用で皮膚びらんが生じる、などの問題があ

る。また頭蓋骨にチタン製ボルトを埋め込む BAHA は、当然ながら手術を要するなどの負担を患者に強

いる。また、外耳道閉鎖症や耳漏などの疾患を持った難聴者だけでなく、補聴器の耳栓による耳閉感か

ら補聴器を使用しなかった難聴者が存在する。 

このような患者及び難聴者に対して、外耳道入口の耳軟骨部に音を振動で伝達する軟骨伝導方式が有

効であることが判った。この方式の補聴器は、増幅された音声を耳軟骨部に装着された振動子の振動に

変換し、振動子自体の振動によって外耳道内に発生する音と耳軟骨部に伝達された振動によって外耳道

内に発生する音の両方によって、音声を耳に伝達する。外耳道閉鎖耳の場合、音は伝わり難いが、耳軟

骨の振動が外耳道内の肉組織に伝わり、あぶみ骨を経由して内耳に効率よく伝わり、特に有効である。

耳を塞がない軟骨伝導補聴器は、快適な装用と明瞭な聞こえを提供でき、さらに手術からも解放させる

ことができる。 

軟骨伝導補聴器は、通常のイヤホンと違い音の出口が無いので、故障の大きな原因となる耳垢詰まり

の心配が無く、汚れても洗うことができる。軟骨伝導補聴器では、外耳道を塞がなくても中等度の難聴

レベルまで対応できる音圧を出力することができる。従来のオープンフィッティングでは低音域の音圧

が不足して対応できなかった難聴者に対しても軟骨伝導補聴器によってオープン対応が可能になり、新

しい補聴器市場を開拓し、補聴器使用率を上げ、難聴者の QOL の向上に貢献する。 

平成 25 年度は、軟骨伝導補聴器で使用する振動子の耐衝撃対策の策定等を行い、振動子を開発し、量

産体制を確立する。また臨床研究を実施し、軟骨伝導補聴器の有効性評価と耳の症状に応じた軟骨伝導

補聴器フィッティングのためのノウハウを蓄積する。平成 26 年度は、前年度までの成果に基づいて、振

動子量産体制を確立し、軟骨伝導補聴器製品化のために必要な技術を確実なものにする。臨床研究も継

続して実施し、症例数を増やす。平成 27 年度は、軟骨伝導補聴器量産機の設計・製作を行い、平成 28

年の上市を目指す。 

 

1.2 事業実施体制 

事業管理機関：リオン株式会社 

PL：吉川 教治（リオン株式会社 取締役 Ｒ＆Ｄセンター長） 

SL：成沢 良幸（リオン株式会社 Ｒ＆Ｄセンター技術開発部長） 

共同体：①調布電子工業株式会社 

 ②公立大学法人奈良県立医科大学 
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1.3 事業化する医療機器の概要 

1.3.1 製品名：軟骨伝導補聴器（製品①） 

(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 軟骨伝導補聴器 分類名称（一般的名称）* 軟骨伝導補聴器 

対象疾患 聴覚障害者 届出／認証／承認* 承認 

想定される販売先 聴覚障害者 新／改良／後発* 改良 

薬事申請予定者 リオン株式会社 医療機器製造販売業許可 取得済み（第二種） 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 
リオン株式会社 医療機器製造業許可 13B2X00027 

（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 

   

薬事申請時期 平成 27（2015）年 10月 非公開 

上市時期 平成 28（2016）年 10月 非公開 

市場規模（上市後 3年目） 240億円／年（平成 30（2018）年時点） 2000億円／年（平成 30（2018）年時点） 

(3) 事業化する医療機器の概観・特長 

本器は、特に通常の気導補聴器が使用できない外耳道閉鎖症や耳漏のある難聴者を対象とした軟骨伝導補聴器であるが、外

耳道に疾患のない難聴者も対象とする。本器は、補聴器本体を耳にかけ、振動子を外耳道入口の耳軟骨部に装着し、増幅された

音声信号を軟骨部に振動で伝達して音声を伝える補聴器である。本事業で開発する新構造の振動子は、小形・高出力・低消費電

力を実現し、通常のデジタル補聴器で十分駆動できる。このため、常に最新の補聴器技術が搭載された軟骨伝導補聴器を提供で

きる。耳軟骨部に装着される振動子部は、装用者の耳に合わせたオーダーメイドのものと数種類の汎用形状のものを用意する。 

 

  

左： 外耳道閉鎖耳に装用した軟骨伝導補聴器 

右： 耳かけ型補聴器本体と振動子 

左： 汎用形状（試作）振動子部と耳かけ型補聴

器本体 

右： その装用写真（耳を塞がない装用） 

新構造の 

振動子断面図 
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1.3.2 製品名：軟骨伝導補聴器（製品②） 

(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 軟骨伝導補聴器 分類名称（一般的名称）* 軟骨伝導補聴器 

対象疾患 聴覚障害者 届出／認証／承認* 承認 

想定される販売先 聴覚障害者 新／改良／後発* 改良 

薬事申請予定者 リオン株式会社 医療機器製造販売業許可 取得済み（第二種） 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

リオン株式会社 医療機器製造業許可 13B2X00027 

 業許可  

 業許可  

（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 

   

市場規模（上市後 3年目） 240億円／年（平成 31（2019）年時点） 2000億円／年（平成 30（2018）年時点） 

(3) 事業化する医療機器の概観・特長 

本器は、特に通常の気導補聴器が使用できない外耳道閉鎖症や耳漏のある難聴者を対象とした軟骨伝導補聴器であるが、外

耳道に疾患のない難聴者も対象とする。本器は、補聴器本体を耳にかけ、振動子を外耳道入口の耳軟骨部に装着し、増幅された

音声信号を軟骨部に振動で伝達して音声を伝える補聴器である。H27 年度の本事業で開発する小形の振動子（サイズが軟骨伝

導補聴器（製品①）の振動子の 1/2から 2/3程度）を使用した軟骨伝導補聴器である。平成 28年 10月上市予定の軟骨伝導補聴

器（製品①）との違いは、出力が小さくなるため聴力レベルの適用範囲が少し狭くなるが、耳への装着の自由度及び小形で外観デ

ザインの良い製品とする。また耳装着部が汎用形状の補聴器は、外耳道が正常な難聴者も対象として、閉塞感の無い、耳垢詰り

の無い、洗える補聴器を特徴として、アピールする。 
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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 

外耳道閉鎖症等の難聴者は、骨導補聴器か埋め込み型骨導補聴器（BAHA）を使用するしかなく、最

新のデジタル補聴器技術の恩恵を受けられない。骨導補聴器は、ヘッドバンドなどを使用して振動子を

乳様突起（耳介後部にある側頭骨の突起部）に数 100 グラム程度の力で押し当て、頭蓋骨を振動させて

内耳に音を伝える方式である。BAHA は、頭蓋骨にチタン製アンカーボルトを埋め込み、このアンカー

ボルトに補聴器を装着して頭蓋骨を振動させて内耳に音を伝える方式である。骨導補聴器は、皮膚を介

して頭蓋骨に振動を伝えるために、出力の大きさが十分でない、押し当て力による痛みや長時間装用で

皮膚びらんが生じる、などの問題がある。このような問題を解決するために BAHA が開発されたが、

BAHA は当然ながら手術の負担を患者に強いる。また皮膚からアンカーボルトが露出しているため、感

染の危険がある。これに対して、本事業で開発した軟骨伝導補聴器は、手術の必要がなく、ヘッドバン

ドも不要でかつ骨導補聴器装着の痛みからも解放し、小形で見栄えの良い補聴器を難聴者に提供する。

また、軟骨伝導補聴器で使用する本事業で開発した振動子は、小形・高出力・低消費電力を実現し、通

常のデジタル補聴器の DSP（デジタルシグナルプロセッサー）で駆動できるので、最新のデジタル音声

信号処理技術を搭載した小形でデザインの良い補聴器を提供することが可能である。 

本事業でこれらの難聴者を対象として実施した軟骨伝導補聴器の臨床研究結果から、軟骨伝導補聴器

の補聴効果は骨導補聴器より優れ、BAHA と比較しても大きな差がないことが判った。また被験者の主

観的評価でもほとんどの被験者の満足が得られた。この臨床研究では、２名の被験者が以前から骨導補

聴器を使用していたが、２名とも軟骨伝導補聴器の方を使用するようになった。 

軟骨伝導補聴器は、外耳道閉鎖症等の患者に、手術の必要がなく、ヘッドバンドも不要で装着時の痛

みもない、最新のデジタル技術を搭載した小形でデザイの良い補聴器を提供することになるだろう。 

 

(2) 当該機器等の市場性 

 ① 提案する機器の想定顧客 

 難聴者 

 特に通常の気導補聴器が使用できない外耳道閉鎖症及び耳漏のある難聴者 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

補聴器の世界市場は年間約 1000 万台、我が国においては年間約 70 万台（日本補聴器工業会加盟メー

カーの 2012 年出荷台数が約 50 万台、その他のメーカーで約 20 万台と推定）であり、そのほとんどが

気導式（空気伝導式）の補聴器である。 

補聴器による補聴が有効と思われる難聴者のうち、補聴器を所有している難聴者の率は、我が国では

24.1%に過ぎず、医学的手術を要する人工内耳や骨固定型補聴器の選択肢はあるものの、潜在需要として

の市場の大きさは現在の 3～4 倍の 250 万台程度と見込まれる。 

補聴器の普及率が低い要因には、装用により外耳道を密閉することの不快感（密閉感、圧迫感、音の

こもり感など）による装用の拒絶が挙げられる。また、外耳道閉鎖症や耳漏により、気導式補聴器の装

用ができない場合もある。 

軟骨伝導補聴器は、振動子を耳軟骨に当てて音を伝えるため、一般的な気導式補聴器のように耳栓を

利用する必要がない。近年ではオープンフィッティング補聴器といって、耳栓に 3 mm 台の開口を設け、
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耳閉感を軽減させる補聴器が注目を集めているが、開口部からの音の漏れにより低周波数域の音の増幅

には適さない。一方、軟骨伝導補聴器は、低周波数で振動する耳軟骨を利用するため、低周波数域の音

の増幅が可能であり、外耳道を開放したまま広い帯域の音の増幅を可能にしている。 

また軟骨伝導は快適な装用を実現するだけでなく、特定疾患の聞こえを補助することができる。例え

ば耳介奇形、小耳症、外耳道癌等で外耳道が閉塞する外耳道閉鎖症の患者は、気導補聴器の耳栓を挿入

することができない。また耳漏のある患者も、耳漏が外耳道内に蓄積されるため耳栓を利用できない。

そういった患者に対して耳を塞がない軟骨伝導補聴器は有用であり、実際高い補聴効果が報告されてい

る。これまで、これらの患者は、骨導補聴器や BAHA（Bone Anchored Hearing Aid）の装用を余儀な

くされてきた。しかし骨導補聴器は振動子を乳様突起（耳介の裏にある側頭骨の突起部）に数ニュート

ン程度の力で圧着させる必要があり、長期間装用すると痛みや皮膚びらんが生じる。また頭蓋骨にチタ

ン製ボルトを埋め込む BAHA は、当然ながら手術を要する。軟骨伝導補聴器は、一般補聴器が使えない

難聴者に、快適な装用と明瞭な聞こえを提供でき、さらに手術からも開放させることができる点におい

て、大きな存在意義を持っている。 

 

(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 軽度から中等度の難聴レベルで、低域の増幅を必要としない患者の場合、既存の気導補聴器でオー

プン装用対応の製品が競合になるが、外耳道内に配置されるイヤホンへの汗や耳漏による耐久性の面で、

当該研究の軟骨伝導補聴器の振動子の耐久性がはるかに優れる。 

② 軽度から中等度の難聴レベルで、低域の増幅を必要とする患者の場合、既存の気導補聴器で密閉装

用の製品が競合になるが、当該研究の軟骨伝導補聴器が快適性ではるかに優れる。 

③ 軽度から中等度の難聴レベルで、外耳道閉鎖症や耳漏の患者の場合、既存の骨固定型補聴器が競合

になるが、当該研究の軟骨伝導補聴器は外科的手術が不要な点で、安全面のリスクで優れる。 

④現在、聴覚障害児の 2 割程度で埋め込まれる人工内耳は、今後、その適用範囲が軽度難聴側へ広が

った場合に競合になるが、当該研究の軟骨伝導補聴器は外科的手術が不要な点で優れる。 

 

 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） 

 

商品区分 
軟骨伝導 

補聴器 

気導補聴器 
骨導補聴器 

骨固定型 

補聴器 
人工内耳 

オープン装用 密閉装用 

メーカー名 リオン 補聴器メーカー各社 
スターキー 

コルチトーン 

コクレア 

(BAHA) 

コクレア 

メドエル 

適応難聴の範囲 軽度～中等度 
軽度～ 

中等度 

軽度～ 

中等度 
軽度～中等度 中等度 高度～重度 

手術の不要 ○ ○ ○ ○ ☓ ☓ 

医療保険の適用 なし なし なし なし 
適用 

適用要件多し 

適用 

適用要件多し 

低域周波数の増

幅の可否 
○ ☓ ○ ○ ○ ○ 

外耳道閉鎖症患

者への適用 
○ ☓ ☓ ○ ○ ○ 
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慢性耳漏患者へ

の適用 
○ ☓ ☓ ○ ○ ○ 

出力の伝達手段 
軽い接触 

振動子 

軽い接触 

耳せん 

軽い接触 

耳せん 
強めの圧着 インプラント インプラント 

外耳道の密閉感

がない/少ない 
○ ○ ☓ ○ ○ ○ 

外耳道の圧迫感

がない/少ない 
○ ○ ☓ ○ ○ ○ 

音のこもり感がな

い/少ない 
○ ○ ☓ ○ ○ ○ 
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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 

 

上市（投資回収）に至るまでのプロセス（事業計画）（H26成果報告時点）
【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

H24（2012）年度 H25（2013）年度 H26（2014）年度 H27（2015）年度 H28（2016）年度 H29（2017）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

要素技術開発 計画

実績

試作機開発・改良 計画

【製品名】
軟骨伝導
補聴器
①、②

実績

量産機開発 計画

【製品名】
軟骨伝導
補聴器
①、②

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

25-076

リオン株式会社

新構造の振動子を用いた世界初の軟骨伝導による補聴器の開発

PMDA：事前面談

PMDA：開発前相談

第三者認証機関相談

★ 製品①
H27.10 承認申請

★ 製品①
H28.10 上市（国内）

★
H26.1特許出願

出願準備

販売計画作成 販売体制の確立

広報戦略・実施

振動子開発（衝撃対策）

振動子量産化技術開発

試作器製作

出力音圧測定カプラ開発

振動子耳装用部開発１

振動子設計 振動子試作

振動子金型・治具製作

振動子製造ライン用組立装置製作

振動子耳装用部開発２

PMDA：事前面談

PMDA：開発前相談

第三者認証機関相談

臨床研究（H24年度試作振動子使用）

臨床研究（H25年度試作振動子使用）

補聴器設計

補聴器試作

補聴器評価試験

補聴器試製

振動子②設計

振動子②金型・治具製作

振動子②評価試験

新構造の振動子開発

★
H25.12特許出願

出願準備

★
H26.2特許出願

出願準備
★
H26.1特許出願

出願準備

★
H27.1特許出願

出願準備
★
H26.10特許出願

出願準備

出願準備

★
H26.9特許出願

出願準備

金型製作

振動子②試作2

振動子②：小形化

試作2
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(2) 投資回収計画 

 H25 

(2013) 

H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

薬事申請時期   ● ●       

上市時期    ● ●      

支出額（単位：億円） 0.3 0.8 0.6 0.4 0.5 0.4 0.6 0.9   

 うち委託費 0.3 0.6 0.5 － － － －    

 うち自己負担 0.0 0.2 0.1 0.4 0.5 0.4 0.6 0.9   

売上高（単位：億円）  － － 0.5 1.1 2.5 4.2 6.2   

販売数量（単位：）  － － 200 600 1500 2,500 3,500   

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

 1) 投資計画 

開発費は、振動子及び補聴器の開発に関する、主に人件費、試作部品製作、試作組立治具（測定治具

等を含む）製作、金型製作費用、高速マシニングセンタの借料、外注費等である。製造設備費は、主に

振動子の製造に関する組立・測定装置等である。当社は補聴器の製造・販売を行っており、本事業で開

発する軟骨伝導補聴器についても通常の補聴器と同様の流通ルート及び販売網を使う計画である。した

がって、カタログ・広告宣伝等の販売促進費は通常の補聴器新製品と同程度の費用を見込んでいる。 

 

 2) 回収計画 

通常、患者は補聴器を補聴器販売店で購入するが、そのうち約 3 割の患者は医療機関(補聴器相談医)

を経由している。当該の軟骨伝導補聴器の場合、一般の気導式補聴器の場合よりも医療機関(同)を経由す

る割合が増大すると見込まれる。 

軟骨伝導補聴器の本体機能は、一般の気導式補聴器と同等を見込んでいる。したがって、想定価格も

大きな差異はないと見込んでいる。 

現段階では海外展開の計画は無いが、競合他社には無い当社だけが有する補聴器となるので、海外戦

略も検討する予定である。 

 

(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” 

当該医療機器の軟骨伝導補聴器の販売の仕組みは、既存の気導補聴器の販売の仕組みとの差異はほと

んどない。すなわち、製造販売業者であるリオン株式会社の供給で、全国のリオン製品取扱いの販売業

者による販売店網において、気導式補聴器と同様に扱うことができる。 

ただし、外耳道閉鎖症患者及び慢性耳漏患者への適用については、耳鼻科医師(日本耳鼻咽喉科学会が

委嘱する補聴器相談医)の判断によるものとする。 
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 2) ビジネス体制 

 

 

 3) ものづくり中小企業の位置づけ 

調布電子工業（株）は、当該医療機器の軟骨伝導補聴器のキーデバイスである軟骨伝導用の振動子の

部品金型及び部品の製作を担当する。 

 

調布電子工業㈱ 
振動子構成部材供給 

医療機器製造販売業 
リオン株式会社 
・開発設計 
・薬事申請 
・品質保証 

研究機関 
奈良県立医科大学 

耳鼻咽喉・頭頸部外科学 
・臨床研究 
・評価 

共同開発 

共同開発 

部材供給 

販売業者 
補聴器専門店 

助言・承認/認証 

相談・申請 

供給 

報告 顧客 

相談 

調整・販売 

紹介・指導 

医療機関 
補聴器相談医 

 承認／認証 
PMDA 

第三者認証機関 
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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 

平成 26 年度は、前年度実施した衝撃に強い振動子の構造に基づいて、振動子量産機を設計し、その量産用の金型を製作して部品の供給体制を確立

する。振動子量産機の組立治具及び装置を設計・製作して、振動子の組立製造体制を確立する。振動子量産機の試作と製造担当部署での試製を通し

て、性能を検証し、軟骨伝導補聴器用振動子の量産体制を確立する。この振動子を使った次年度の軟骨伝導補聴器量産機の開発に必要な要素技術を

確実にするため、振動子耳装用部の設計・製作、耳かけ型補聴器本体と振動子装用部をつなぐ接続コード及びコネクタの設計・製作、軟骨伝導補聴

器に対応した音声信号処理アルゴリズムの研究開発を実施する。 

前年度に引き続き、主に外耳道閉鎖症例、慢性中耳炎症例を中心にさらに症例数を増やし、軟骨伝導補聴器の臨床データの強化を図る。前年度の

被験者に対しても継続して、装用の快適性・利便性等をモニターしてもらい、軟骨伝導補聴器フィッテングのための対応も実施する。臨床研究を通

して得られた軟骨伝導補聴器フィッティングをまとめたマニュアルを作成する。 

 

(2) 委託事業終了時に完成する試作品の概要 

試作品名 概要 

軟骨伝導補聴器 

（オーダーメイドタイプ） 

外耳道閉鎖症等の難聴者を対象とした軟骨伝導補聴器。装用耳の耳型を採って製作したイヤーモールドに振動子を

組込んだ耳装用部と耳かけ型の補聴器本体から構成される軟骨伝導補聴器。 

軟骨伝導補聴器 

（レディメイドタイプ） 

通常の外耳道を有する難聴者を対象とした軟骨伝導補聴器。できるだけ多くの耳に安定した装着が可能で、外耳道

を塞がない形状を持った汎用の耳装着部と耳かけ型の補聴器本体から構成される軟骨伝導補聴器。耳漏のある難聴者

にも適用できる補聴器。 

 

(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 

①振動子量産機の開発 

前年度実施した衝撃に強い振動子の構造に

基づいて、振動子量産機を設計し、その量産

用の金型を製作して部品の供給体制を確立す

る。振動子量産機の組立治具及び装置を設

計・製作して、振動子の組立製造体制を確立

する。振動子量産機の試作と製造担当部署で

の試製を通して、性能を検証し、軟骨伝導補

聴器用振動子の量産体制を確立する。 

▶ 

a) 振動子の設計・製作 

昨年度の振動子構造を基にさらに２、３の試作を行い、衝撃性向上の

構造を検討し、目標を上回る耐衝撃性能が得られた。 

試作前半の 70 台を組立て、歩留りは 100％だった。50 台については

衝撃試験（10 台）と環境試験（40 台）を行った。環境試験では問題な

かった。 

b) 振動子部品の金型設計・製作及び部品製作 

振動子部品の金型は、バネの順送型に予想以上に時間がかかったが、

10/末完了した。 

▶ 

 

試作で発生した問題に対

応したため、試製が現時点で

実施されていないが、4月以

降に実施する。試製を実施

し、振動子量産体制を確立す

る。 
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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 

a) 振動子の設計・製作 

b) 振動子部品の金型設計・製作及び部品製作 

c) 振動子組立治具の設計・製作 

 

c) 振動子組立治具の設計・製作 

9 工程の試作組立治具は 9/下に製作完了。振動子出力測定装置は 8月

末試作したが、より実耳測定に近づけるための改良を行い、11月末に完

了した。レーザ溶接装置は、調整に時間がかかり、2/中完了した。 

②軟骨伝導補聴器量産機の要素技術開発 

次年度の軟骨伝導補聴器量産機の開発に必

要な要素技術を確実にするため、振動子耳装

用部の設計・製作、耳かけ型補聴器本体と振

動子装用部をつなぐ接続コード及びコネクタ

の設計・製作、軟骨伝導補聴器に対応した音

声信号処理アルゴリズムの研究開発を実施す

る。 

a) 振動子耳装用部の設計・製作 

b) 接続コード及びコネクタの設計・製作 

c) 音声信号処理の研究開発 

▶ 

a) 振動子耳装用部の設計・製作 

外耳度閉鎖耳の場合の振動子耳装用部は、採取した耳型からイヤーモ

ールドを製作し、その中に振動子を固定し、接続コードが付いた蓋を取

付ける方法を確立した。 

正常な外耳用の振動子耳装用部の外観デザインを外注して製作した。 

b) 接続コード及びコネクタの設計・製作 

補聴器本体と振動子を接続するコードは、既存の RICタイプの耳かけ

型補聴器で採用されている方式を使用することにした。 

c) 音声信号処理の研究開発 

フィードバックキャンセラ AFBC のアルゴリズムを検討した結果、異

音の発生をを低減させることができた。 

▶ 

 

今年度開発した技術を基

に軟骨伝導補聴器量産機の

設計を実施する。 

③臨床研究 

前年度に引き続き、主に外耳道閉鎖症例、

慢性中耳炎症例を中心にさらに症例数を増や

し、軟骨伝導補聴器の臨床データの強化を図

る。前年度の被験者に対しても継続して、装

用の快適性・利便性等をモニターしてもらい、

軟骨伝導補聴器フィッテングのための対応も

実施する。臨床研究を通して得られた軟骨伝

導補聴器フィッティングをまとめたマニュア

ルを作成する。 

a) 臨床用軟骨伝導補聴器の製作 

b) 臨床研究 

▶ 

a) 臨床用軟骨伝導補聴器の製作 

臨床用の軟骨伝導補聴器は、現在すべて、前年度開発した衝撃に強い

振動子を使い、異音対策した AFBC アルゴリズムを搭載した補聴器を使

用している。12 月以降は順次振動子量産機を使用した補聴器を製作して

対応している。 

2 月時点で継続中の被験者は、24名で 9名が両耳装用である。 

b) 臨床研究 

1 月末時点で臨床研究を継続している被験者は、4 歳から 80 歳の 20

名で、外耳道閉鎖症 16 名、慢性耳漏 1 名、潜在化鼓膜 1 名、外耳道狭

窄症 1名、感音難聴 1名であった。外耳道閉鎖症 16名のうち、7名は両

側で、骨性閉鎖が 9名、非骨性閉鎖が 7名であった。 

軟骨伝導補聴器装用の結果、いずれの症例でも閾値、語音明瞭度とも

改善を認め、装用によるトラブルは皆無であった。日常生活で長期間試

聴してもらっているが、高い装用効果が得られ、ほとんどの症例で高い

満足度が得られた。 

▶ 

 

特になし。 
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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 

軟骨伝導補聴器は空気伝導式補聴器に含ま

れるものと判断され、認証申請が可能と判断

しているが、この判断で良いかどうか PMDA

に相談する。できるだけ早期に PMDAへの相談

を実施し、必要な対応を実施して、今年度上

期までには薬事戦略を策定する。 

▶ 

軟骨伝導補聴器が空気伝導式補聴器の認証申請でいけるかどうか、認

証機関のテュフズードジャパン（株）のテクニカルミーティングを受け

たが、認証申請は受理できないとの判断が示された（9 月）。PMDA に承

認区分に関する事前面談を受け（10/3）、要求された資料を提出し、12/19

に開発前相談を受けた。安全性については従来の補聴器の基準を参考に

確認を行い、有効性については現在実施している臨床研究の結果を臨床

評価報告書として作成し、それで有効性が示されれば、「改良・臨床あ

り」の承認申請で行けるとの助言を得た。 

▶ 

今年度までの臨床研究結

果をまとめ、軟骨伝導補聴器

の外耳道閉鎖症を対象とし

た承認申請書類を作成する。

その他の症例については、非

臨床データで承認申請が可

能と判断した症例について

承認申請を検討する。 
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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 

 テクニカルミーティング（2014 年 7 月 25 日＠テュフズードジャパン（株）） 

本器（軟骨伝導補聴器）の空気伝導式補聴器としての認証の可否について相談したが、このときは明

確な回答は得られなかった。そのため PMDA に問合せしたところ、厚生労働省からの指示で、テュフズ

ードジャッパンで再度検討することになった。9 月 8 日、認証申請は受理できないとの判断がなされた。 

 事前面談（2014 年 10 月 3 日@PMDA） 

上記経過と本器の概要を説明し、対面助言は医療機器の開発前相談で行うのがよいとの助言を受け、

以下の具体的な追加資料を準備するよう助言を受けた。a.開発コンセプト（開発に至った背景）、b.本器

の使用が想定される外耳道閉鎖症等は現在どのように対応しているのか、c.本器の使用によってどのよう

に患者の QOL が向上するのか、d.認証基準と相違している部分をどのように確認していくのか、e.安全

性に問題が無いと判断した理由は何か、f.本器が一般的名称の定義にあてはまることの説明、g.国内及び

海外に類似品があるかどうか、等。 

11 月 27 日、開発前相談の資料を送付。12 月 3 日、PMDA から開発前相談の事前照会が 8 項目あり、

12 月 9 日に回答。 

 開発前相談（2014 年 12 月 19 日@PMDA） 

承認申請において、安全性については従来の補聴器の基準を参考に確認を行うこと、有効性について

は対象とする患者毎に臨床研究を通して得られた結果を臨床評価報告書としてまとめ、それで有効性が

示されれば、「改良・臨床あり」で行けるとの助言を受けた。臨床評価報告書は事前に PMDA に提出し、

助言を受けることができる、とのことであった。現在までの臨床研究では耳漏の症例は１例のため、耳

漏に対する有効性を評価するには十分でない。また気導補聴器が使える難聴者も対象とするためには、

軟骨伝導補聴器の有効性を示すデータが必要であり、ハードルが上がる。まずは適用範囲を限定して申

請し、承認取得後、一部変更によって対象を広げることを勧めるとの助言も受けた。 

 

 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医療機器製造販売承認許可の取得 

 上市をできる限り速やかに実施するために、医療

機器製造販売承認許可を速やかに取得することが

必要である。 

PMDA との開発前相談等の助言を参考にして、

本器承認申請に必要なデータを揃え、速やかに承認

申請を実施する。現在実施している臨床研究では耳

漏の症例数が少ないので、早期に上市するためには

対象患者を外耳道閉鎖症に絞って承認申請する方

向も対応の一つとして進める。 

 

(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） 
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軟骨伝導補聴器は小形・高出力・低消費電力の振動子が無くては、小形で外観デザインの良い製品は

製造できない。このため、今回開発した新構造の振動子の構造に関する特許を国内だけでなく、アメリ

カとヨーロッパ特許庁に出願した。 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

適宜、権利行使して対応する。 

 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

課題は特にない。現状の社内特許体制で十分対応できていると考えている。 

 

(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 

軟骨伝導補聴器で使用する振動子の耐衝撃性が最大の課題であったが、平成 25 年度の本事業の中で振

動子のバネ構造等を検討して、クリアした。今年度の振動子量産機の試作でも、振動子のバネ材料を

SUS304 から SUS301 に変更したことによりバネ性が大きく向上したので、耐衝撃性はさらに強化され

た結果が得られた。 

正常な外耳道に軟骨伝導補聴器を使用した場合、ほとんど気導音として鼓膜経由で音が伝達される。

したがって軟骨伝導補聴器の出力を音圧で評価する必要があるが、これを評価する既存の装置は無い。

軟骨伝導補聴器を耳軟骨部に装着した場合、振動子と耳軟骨が振動し、その周りに音（空気振動）を発

生させて、鼓膜経由で音が伝達される。振動子の振動は、振動子の保持の仕方（保持の機械インピーダ

ンス）に大きく影響を受ける。振動子を耳軟骨部に装着したときの保持の機械インピーダンスに近い値

を持つ弾性体を用意し、この弾性体を人の耳の音響インピーダンスを模擬した音響カプラに結合した軟

骨カプラを製作した。この軟骨カプラにより、軟骨伝導補聴器の出力を音圧で評価することができるよ

うになった。この軟骨カプラで振動子の出力を測定したときの音圧特性は、実耳の音圧特性に近い特性

が得られている。 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

軟骨伝導補聴器の出力音圧を評価する方法とその方法の妥当性を示す必要があると考えるが、前項の

軟骨カプラで評価できると考えている。このため、実耳測定と軟骨カプラでの測定との相関を示す、十

分なデータを今後収集する必要がある。 

 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

課題は特にない。今後の対応で十分解決できるテーマだけである。 

 

(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 

既存の補聴器販売チャネルである、リオン製品取扱い販売業者による販売店網を使い、供給する。外
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耳道閉鎖症患者及び慢性耳漏患者等への適用については、耳鼻科医師（日本耳鼻咽喉科学会が委嘱する

補聴器相談医）の判断に従って行う。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

従来からある補聴器のアフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制によって行う。 

 QMS 等の品質保証体制 

医療機器製造販売業者であるリオン株式会社は ISO9001 及び ISO13485 の認証を取得しており、今後

もこれを維持するので、品質保証体制は問題ない。 

 広報・普及計画 

リオン株式会社は補聴器が主力製品の会社であり、従来より補聴器新製品の広報・普及活動を実施し

てきている。本器に広報・普及計画も補聴器新製品と同様に実施する予定である。 

 

 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海外販売戦略 

 海外市場は国内市場の約 10 倍と見込んでいる。

現在の販売計画には海外販売を含んでいないが、本

器は外耳道閉鎖症患者及び慢性耳漏患者への適用

が可能な世界に類のない製品であり、海外販売の道

を模索していく。 

補聴器関連の世界的な展示会等に本器を出品し、

本器の有効性を知ってもらい、海外メーカへの

OEM 販売の可能性を含めて、調査していく。 
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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 

特になし。 

 

(2) 機器スペック・ビジネスモデル 

特になし。 

 

(3) 事業化体制 

特になし。 

 

(4) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

変更前 平成 27年（2015年）10月、薬事申請（認証）、平成 28 年（2016年）3月、上市。 

変更後 平成 27年（2015年）10月、薬事申請（承認）、平成 28 年（2016年）10月、上市。 

当初計画では、十分な検討もなく、認証申請で行けると判断していたが、見込みが甘かった。登録認

証機関から認証では受理できない、との判断が下され、PMDA の事前面談を受け、資料を準備して、医

療機器開発前相談を受け、「改良・臨床あり」の承認申請で行けるとの助言を受け、この方向で対応して

いる。 

 

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 こちら側としては改

良で行けるという説明

材料を準備した方が良

い。改良部分が大きい

ので、従来の認証基準

を広げるかもしれな

い。早く PMDA に行っ

て相談すること。そし

て早急に製品化を進め

ること。 

10 月 3 日、PMDA（医療機器審査第二部、鈴木様、市川様）

の事前面談を受けた。当社より事前に送付した資料に基づき、

軟骨伝導補聴器の概要、登録認証機関から認証申請は受理でき

ないと判断された旨を説明した。PMDA から、資料を準備し、

医療機器開発前相談を行うのが良い、との助言を受けた。 

本品が改良医療機器で行けるという説明資料等を事前に提出

し、12 月 19 日に開発前相談を受けた。その結果、安全性につ

いては従来の補聴器の基準を参考に確認を行い、有効性につい

ては現在実施している臨床研究の結果を臨床評価報告書として

作成し、それで有効性が示されれば、「改良・臨床あり」の承認

申請で行けるとの助言を得た。 

知財対応 なし。  

技術・評価面 なし。  

その他事業

化全般 

なし。  
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1.8.3 （参考）採択条件への対応状況 

指摘事項 対応 

１．平成 26 年度における委託金は 59,400,000

円（税込）を上限とする。 

ただし、リオン株式会社の人件費が適正規模

であるか検討すること。また、調布電子工業株

式会社で計上している金型について、財産とし

ての取扱を明らかにすること。 

左記金額以下の実施計画書を立案し、経済産業省と

の委託契約を締結した。 

実施計画の中で、リオン株式会社の人件費の適正化

及び調布電子工業株式会社で計上している金型につい

て財産としての取扱を明確にした。 

２．早期に PMDA に相談を実施し、既存の認

証基準に合致するかどうかを確認すること。 

7 月に認証機関のテュフズードジャパン（株）のテ

クニカルミーティングを受けたが、認証申請として受

理できないとの回答があった（9 月）。 

このため承認申請について、PMDA の事前面談を受

け（10 月）、12 月 19 日に医療機器開発前相談を受け

た。有効性評価として、臨床研究の結果を臨床評価報

告書としてまとめ、それで有効性が示されれば、「改

良・臨床あり」の承認申請で行けるとの助言を得た。

外耳道閉鎖症だけを対象とした場合は、現状の臨床研

究から有効性資料が得られそうであるが、他の症例に

対する有効性資料は十分でないとの指摘を受けた。 

３．開発装置と臨床研究の関連性を明らかにし

たうえで、装置の開発に必要な臨床研究に限定

すること。 

現在、被験者 24 名、33 耳の症例に対して本器の臨

床研究を実施しているが、補聴器フィッティングのノ

ウハウ及び耳装用部の製作方法のノウハウを蓄積して

いるところである。外耳道閉鎖症は小耳症を伴ってい

ることが多く、また幼児の被験者もあり、耳への装着

を個々に対応して製品化のための検討を実施してい

る。 

４．本事業の目的である「臨床現場の課題とそ

の解決」「ものづくり中小企業の有する高い技術

力の活用」「医工連携による医療機器等の実用

化」を再度整理し、これらの目標を踏まえて、

その早期達成に向け委託事業を遂行すること。 

本事業の目的に合致した事業である。奈良県立医科

大学が提案した軟骨伝導補聴器は、骨導補聴器への不

満を解決し、BAHA の手術も必要としない解決手段と

なる。新構造の振動子の開発は軟骨伝導補聴器製品化

を可能にした。振動子の開発には調布電子工業（株）

の金型技術無くして不可能であった。まさに中小企業

の有する高い技術力を活用した医工連携による医療機

器の実用化を進めているところである。 

５．事業遂行の過程における課題への対応方法

などを今後の医工連携による医療機器等の実用

化に携わる者への模範・参考となるよう心がけ

るとともに、その情報発信に協力すること。 

情報発信の機会には、可能な範囲で積極的に協力し

たい。成果報告書等にも国の委託事業であることを認

識し、できる限り情報発信する。 

６．上記に掲げる事項及び継続審査委員会や伴

走コンサルティングでの指摘事項を事業計画に

確実に反映させること。 

上記事項及び継続審査委員会や伴走コンサルティン

グでの指摘事項を事業計画に反映し、実施している。 
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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小形振動子量産機

開発 

前年度までの臨床研究から、振動子の出力は少し下がっても大きさがもっと小

さければ、耳への装着性が改善される場合が少なからずある。特に幼児で小耳症

の場合は、運動すると装着部が外れ易いなどの問題がある。耳への装着性改善と

見栄えのより良い軟骨伝導補聴器の製品化のために小形振動子を開発する。 

②軟骨伝導補聴器量

産機開発 

前年度開発した振動子量産機及び軟骨伝導補聴器要素技術に基づいて、軟骨伝

導補聴器量産機を設計し、軟骨伝導補聴器の量産体制を確立する。 

③薬事申請 PMDA からの助言を受け、軟骨伝導補聴器の臨床評価報告書を作成し、量産

工程確認後に承認申請を行う。 

 

(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  本器の臨床評価報告書作成 

 本器使用材料の生体安全性試験実施（必要な場合） 

 本器の EMC 試験実施 

 本器の製造承認申請 

知財対応  振動子小形化構造に関する特許出願 

 本器の意匠登録出願等 

技術・評価面  本器の設計・試作・検証（ファームウェア含む） 

 本器の特性試験装置製作 

 本器の生産工程確立 

 本器の適応対象とフィッティング方法等の技術資料作成 

 本器のメンテナンス方法・修理方法の文書化 

 本器の調整ソフト作成 

 振動子小形化の検討 

 小形振動子の設計・製作 

 小形振動子部品金型製作 

 小形振動子試作組立治具製作 

その他事業

化全般 

 本器の販売戦略 
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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 

今年度は、本器の事業化に向けた社内体制が立ち上がり、各担当部署の役割・分担を明確にして進め

ることができ、目標もほぼ達成した。 

 

(2) 事業の進め方 

今年度までは開発が主であったため、比較的順調に進めることができた。しかし、本器の事業化につ

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。 △一部
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。 △一部
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。 ○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。 △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。 △一部
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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いては中期経営計画の途中から加わったため、経営資源のやり繰りで若干支障が出ることも予想される。

この点は改善すべき点というよりは、経営資源を有効に運用しなければならない会社経営からすれば、

仕方がないことと考える。 

 

(3) その他 

特になし。 

 

1.11 事業に関する連絡窓口 

 

リオン株式会社 R&Dセンター技術管理課 

小林 和良 

〒185-8533 東京都国分寺市東元町 3-20-41 

電話: 042-359-7045 / FAX: 042-359-7464 / E-mail: kazuyosi@rion.co.jp 

 


