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1. 事業の概要 

要介護高齢者や入院患者の呼吸器感染症や消化器感染症等の原因となる口腔プラークの簡便、安全な

除去を目的として、水道水を高圧で微粒子化し、ハンドピース先端ノズルから高速にて歯面、口腔粘膜へ

噴射することにより、プラーク除去を図る歯科医療機器を開発する。高運動エネルギー状態の径 20μm 程

度のマイクロミストは極めて低質量のため、口腔組織を障害しない低エネルギーレベルであり、在宅医

療・介護現場でのニーズは多い。 
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1.1 事業の目的 

口腔プラークは、歯の表面や舌・頬などの粘膜に付着した細菌、およびその代謝産物である多糖体の塊

であり、その除去は要介護高齢者の呼吸器感染症や消化器感染症の予防、さらには入院患者の感染リスク

を減少し、退院までの期間短縮に寄与する。しかし現状のセルフケアにおける歯ブラシによる刷掃やウォ

ータージェット等の補助清掃用具、プロケアにおけるグリシンパウダーをエアーと水流で吹き付けての

除去等は、患者あるいは介護者、及び歯科衛生士の訓練と技術を要する。特に要介護者の口腔粘膜に粘着、

堆積した口腔プラークの清掃は、粘膜を傷つける恐れ、さらには口腔プラークや唾液などの誤嚥による誤

嚥性肺炎の危険も伴い、肉体的のみならず精神的な負担も非常に大きい。   

口腔プラークの簡便、安全な除去を目的として、水道水を高圧で微粒子（ミスト）化し高速にて歯面、

口腔粘膜へ噴射することによって、プラークの除去を図る技術を開発し、機器開発ならびに非臨床・臨床

での研究を推進してきた。本技術の最大の特徴としては、高運動エネルギー状態のマイクロ径のミスト

（径 20μｍ程度）は極めて低質量のため、粘膜を障害しない低いエネルギーレベルで、プラーク除去が

可能なことが挙げられる。すなわち従来のウォ―タージェットに代表される高圧水流の原理とは全く異

なり、歯、歯周組織、口腔粘膜へ為害作用を有さない。実際にウォ―タージェット等のヘルスケア商品は、

歯周組織、口腔粘膜への使用が認められていない。本機器のプラーク除去原理に関しては、これまで流体

解析や衝突の可視化、流体シミュレーション等から、水滴が対象物に衝突した際に、急速に対象物上を広

がることによる剪断応力であると考えている。すなわち本機器は流体科学の原理に基づいた画期的な機

器であり、類似する医療機器はこれまでにない。また水のみを使用するためパウダーなどの異物の誤嚥

や、粘膜への損傷なども少なく人体や環境に無害で、経済的便益も高く、さらにニーズも高いことから、

将来性のある医療機器といえる。 

そこで本事業においては、課題にもある在宅治療における新規口腔プラーク除去装置の開発を推進す

る事、すなわち非臨床研究により 20μｍマイクロミストによる口腔プラーク（バイオフィルム）の少な

い水量により従来の水流に比べ低圧で、高い除去効果を解明する。平成 29 年度に臨床試験を行い、更に

平成 30 年度前半までに量産試作機を完成し、それによる検証的治験の実施による歯面及び口腔粘膜面、

舌への安全性、有効性を検証する予定である。 

なお、国内市場においては、平成 32 年 6 月にクラスⅡ新規医療機器の薬事申請を行ない、平成 33 年 1

月に上市を目指す。また、海外市場については平成 33 年度 6 月に薬事申請を行い、平成 34 年 3 月に上

市を目指す。 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：株式会社モリタ 

PL： 関岡 利孝（株式会社モリタ） 

SL： 佐々木 啓一（東北大学 大学院歯学研究科、流体科学研究所） 

共同体： ①国立大学法人東北大学 大学院歯学研究科、流体科学研究所 

  ②株式会社モリタ製作所 

  ③株式会社モリタ東京製作所 
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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 
マイクロスケールミストスプレ

ー型新規口腔プラーク除去器 
クラス分類 クラスⅡ ※未確認 

製品名 未定 分類名称（一般的名称） 未定 ※未確認 

対象疾患 口腔衛生不良、誤嚥性肺炎 届出／認証／承認 承認 

想定される販売先 歯科医療機関、歯科のある病院 新／改良／後発 新 

使用目的又は効果 
本製品は歯科医師または歯科衛生士が歯科治療において、患者の歯または口腔粘膜（歯肉、

舌、口蓋等）に水を微粒子（ミスト）化し吹き付けて、清掃するために使用する。 

薬事申請予定者 株式会社モリタ製作所 医療機器製造販売業許可 26B1X00001 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社モリタ製作所 医療機器製造業許可 26BZ000001 

 業許可  

 業許可  

 2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  米国 

薬事申請時期 平成 32（2020）年 6月 平成 33（2021）年 6月 

上市時期 平成 33（2021）年 1月 平成 34（2022）年 1月 

想定売上（上市後 3年目） 非公開 非公開 

市場規模（上市後 3年目） 非公開 非公開 

想定シェア（上市後 3 年

目） 
非公開 非公開 

※本製品としての見込み 

※変更理由：治験スケジュールの短縮化により、海外上市時期（H34 年 4 月）を H34 年 1 月に前倒し変更した。 

 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

・要介護高齢者や入院患者の呼吸器感染症や消化器感染症等の原因となる口腔プラークの簡便、安全

な除去を目的とする。 

・水を高圧で微粒子化し、ハンドピース先端ノズルから高速にて歯面、口腔粘膜へ噴射することによ

り、安心安全に使用可能で、かつ効果的な口腔プラーク除去装置を開発。 

 
  

Φ 0.05mm穴 
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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 

・歯科医師 

・歯科衛生士（歯科医院、大学病院、施設に勤務） 

・看護師（歯科医院、大学病院、施設に勤務） 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

本機器は、歯科や施設への在宅訪問歯科診療、病院等での周術期口腔ケアに際し、歯科医師、歯科衛生

士、看護師等が用いるプロフェッショナル・ユースとして、当初、開発するものである。さらに施設や在

宅での日常使用を鑑み、歯科医師の指導のもとで介護者が使用する仕様での開発も視野に入れている。歯

科医師が本機器を在宅訪問診療や周術期口腔ケアで使用する場合、約 68,000 件ある歯科診療所で訪問診

療、周術期口腔ケアを実施している診療所が約 30％であり、22,000 件、さらに介護施設は約 11,000 件、

病床を有する一般診療所および病院が約 10,000 件であり、本機器の特徴である軟組織のプラーク除去機

能をもつ製品は他になく、高齢化が加速する今後、本製品として更なる市場拡大が予想される。 

また、平成 20 年に創設された在宅療養支援歯科診療所登録数は 4,941 件（平成 24 年）で全体の約 7％。 

対象となる歯科医院の現況については、H29 年末に歯科医院、及び関連施設にアンケート調査を実施し

ており調査報告書を作成済み。 
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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 

 競合企業及び競合商品としては、エアーとグリシンパウダーにより歯面に付いた口腔プラークなど 

を除去する「ハンディジェット」「エアーフロー」を発売している EMS 社であり、本品と異なる点は 

同品が、歯面などの硬組織のみを対象としているのに対し、本開発品は硬組織の他、口腔粘膜及び 

舌などの軟組織に使用できるため、口腔内全域での口腔衛生に効果的である。（差別化できる。） 

 市場獲得のための障壁として、従来より歯科医師、歯科衛生士が行なうプロフェッショナルケアと比

較した際の本開発品の効果をどのように説明できるか、専門的な技術をもった歯科衛生士が時間をか

けておこなう口腔ケアに比べて、どのくらい歯面と粘膜面の口腔プラークが効果的に除去できている

かを示す評価方法、基準をもってアピールできるかにある。また、コスト面においても価格的な障壁が

あるが、自社開発（既存品の内製化）によりコストを抑え対応できると考えている。 

 

 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） 

 提案機器 競合機器１ 競合機器２ 

販売名 未定 エアーフロー ハンディジェット 

メーカー モリタ製作所 EMS EMS 

概要 マイクロミストに

よる安全で効率的な

口腔プラークの除去 

エアーと粉末

による歯面清掃 

粘膜は不可 

エアーと粉末によ

る歯面清掃 

粘膜は不可 

型式 卓上（独立型） 卓上（独立型） ユニット接続型 

特徴 硬組織、軟組織の

口腔プラークの除去 

硬組織の口腔

プラークの除去 

硬組織の口腔プラ

ークの除去 

国内市場規模  800～1,000 台 300～500 台 

国内シェア    

海外市場規模    

海外シェア    

売価 非公開 600,000 円 220,000 円 

保険償還 点数 なし なし なし 

クラス分類 クラス 2 クラス 2 クラス 2 
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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) 補助期間後を含めた事業計画の概要 

 

 

H28（2016）年度 H29（2017）年度 H30（2018）年度 H31（2019）年度 H32（2020）年度 H33（2021）年度 H34（2022）年度 H35（2023）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

製品開発・評価
・バイオフィルム除去原
理の解明

H26年度橋渡し研究シーズA
マイクロスケールミストを発生し、
口腔プラークを効果的に除去・洗
浄しうる医療用機器の開発

製品開発・評価
・追加非臨床試験

H26〜28年度医療機器開発研究
推進事業
非臨床試験および解析により最
終仕様機器の検討

製品開発・評価
・量産試作機の開発

H26〜28年度医療機器開発研究
推進事業
装置本体の小型化・軽量化によ
り量産試作機の検討を行った。

 

臨床研究
H28年度PMDA治験PRT相談受
審

薬事申請 H28年度PMDA面談受審

知財対応

H26年度橋渡し研究シーズA

マイクロスケールミストを用いて口腔プ

ラークを効果的に除去・洗浄する機構

ならびに口腔内応用、口腔プラーク除

去効果に関する権利化を図った

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

AMED伴走コンサルの指示により、採
択条件であるスケジュールの前倒しに

ついては、提案時の国内上市時期
（H33年3月）を前倒ししH33年1月に変

更しました。

①バイオフィルム除去原理の解明
②追加非臨床試験
③電気安全性・電磁両立性試験
④量産試作機の開発
⑤臨床試験使用機として提供
⑥量産試作機の開発補助、部品供給
⑦臨床試験の準備と実施
⑧治験プロトコル改訂
⑨PMDAフォローアップ面談
⑩特許調査
⑪市場調査

①バイオフィルム除去原理の解明
②追加非臨床試験
③電気安全性・電磁両立性試験
④量産試作機の開発
⑤臨床試験使用機として提供
⑥量産試作機の開発補助、部品供給
⑦治験プロトコル改訂
⑧治験届提出とIRB
⑨治験の実施
⑩PMDAプロトコル相談
⑪特許調査
⑫特許出願

①治験の実施
②治験の総括報告書作成
③特許出願
④既存品に対する優位性の確認（継続）

流体シミュレーション

ミストの特性評価

臨床試験の準備と実施

治験プロトコル改訂

治験届提出とIRB

治験の実施
総括報告書作成

PMDA:フォローアップ面談

PMDA:プロトコル相談（検証的実験）

市場調査

★
H32.6 国内承認申請

★
H33.6 海外510K申請

★
H33.1 上市（国内）

★
H34.1 上市（海外）

特許調査

特許出願

量産試作機の開発

電気安全性・電磁両立性試験

量産試作機の開発補助、部品供給

発売準備（カタログ、パッケージ等）

臨床評価

雑誌投稿

せん断応力試験

疑似粘膜および疑似歯面における安全性評価

有効性、安全性指針確率

既存品に対する優位性の確認

臨床試験使用機の準備
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(2) 投資回収計画 

 ① 国内（非公開） 

 H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

H37 

(2025) 

H38 

(2026) 

薬事申請時期    ●32/6       

上市時期    ●33/1       

支出額（単位：億円）           

 うち補助対象           

 うち自己負担           

売上高（単位：億円）           

販売数量（単位：台）           

 ② 海外（非公開） 

 H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

H37 

(2025) 

H38 

(2026) 

薬事申請時期     ●33/6      

上市時期     ●34/3      

支出額（単位：億円）           

 うち補助対象           

 うち自己負担           

売上高（単位：億円）           

販売数量（単位：台）           

 ③ 国内・海外合計（非公開） 

 H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

H37 

(2025) 

H38 

(2026) 

支出額（単位：億円）           

 うち補助対象           

 うち自己負担           

売上高（単位：億円）           

販売数量（単位：台）           

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 
※変更理由：治験スケジュールの短縮化により、海外上市時期（H34 年 4 月）を H34 年 1 月に前倒し変更した。 

 
1） 投資計画 

投資計画について委託費の内容は事業計画に記載した通り。補助事業の自己負担について、国内およ

び海外において自社で賄える分を計上。今後、販売戦略の状況によっては国内、海外ともに自己負担の

投資額が追加になる可能性があると考えている。 

 

2） 回収計画 

平成 29 年度から 31 年度までの投資に対し、平成 32 年 1 月に上市後、4年目にあたる平成 35 年度ま

でに投資金額の回収を見込んでいる。（国内市場のみ） 
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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��   

 既に歯科医院、施設への販売体制は、歯科用器械の販売ルートを持っており、販売後のアフター体制

も含めて流通の仕組みは確保できている。 

 海外においても、欧米諸国を中心に、グループの販売会社を経由しての販売体制も有している。 

 

 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 

� プロトコル相談 探索的治験（H29 年 2 月 14 日@PMDA） 

本品の原理は全く新しいものであり、また目的とする効果を検証するための動物モデルが存在しない

ことから開発を進めるにあたり、探索的治験の実施を計画し、有効性・安全性の評価項目をはじめとす

るプロトコルの妥当性について確認を実施した。その結果、安全性の評価に関してスコア化ではなく、

炎症所見の総合的な判断が必要である旨等の助言を受けた。 

� プロトコル相談 探索的治験 フォローアップ面談（平成 29 年 3 月 22 日@PMDA） 

H29 年度中に実施した臨床試験を基に口腔粘膜における有効性・安全性の評価項目の妥当性につい

て確認を行った。その結果、有効性の評価項目に関しては更なる検討が必要である旨の助言を受けた。 
 

 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） 

先行技術調査は継続して行っていく必要がある。保有特許の精査について今後の審査の過程で十分

な特許性の主張が必要である。 

� 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 

今後の開発の進捗に応じて継続して検討を行う。 

� 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

現時点で模倣品・侵害者は発見されていない。今後も継続して監視を行う。 
 

 3) 開発戦略検討状況 

� 開発リスクの明確化と対応 

マイクロミスト流の洗浄メカニズム解明およびミスト生成ノズルの性能評価指針について、非臨床試

験において液滴の粒径分布や速度を明らかにし、ミスト生成ノズルの性能評価を行う非臨床試験のプロ

トコルを設定し、ノズルの洗浄特性の指標の構築を開始した。 

� 薬事申請に必要なエビデンス収集 

臨床試験において、量産試作機のハンドピース及びノズルの有効性と安定性を確認し、臨床試験（5

例）を実施することで口蓋の粘膜に付着したプラークにおける有効性、安全性の確認を行った。あわせ

て口腔粘膜における有効性の評価指針を構築し、治験における評価項目の設定を行い、治験プロトコル

の改定に着手している。また、H30 年 3 月に PMDA フォローアップ面談を受けており、今後の薬事申

請に向けたエビデンス収集を推進する。 
 

 4) 販売戦略等 

� 市場調査 

口腔ケアに関する市場として高齢者関連（訪問歯科、老健施設など）及びその他の市場として周術期

口腔ケアに関連した一般開業医、大学病院に対し、外部調査機関によりアンケート調査を実施し、3 月

中に本開発品に関する市場調査結果（成果）として評価資料をまとめた。 
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 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 治験による臨床評価が必要。 

 

 

① PMDA との面談を予定し、各種ガイドラインも

参考に、東北大学にて治験を実施、臨床にお

ける有効性および安全性を評価する。 

 

知財 

① 特許出願（東北大学、モリタ製作所共同出願）

の国際出願段階における特許性の確保。 

② 他者が類似の技術を特許出願している可能

性がある。 

① 特許庁面接審査などを活用し、特許庁に対し

て、特許性を主張していく。また、開発の進

捗に応じて、特許や意匠を追加出願していく

よう継続的に検討する。 

② 開発の節目節目で、他者特許調査を行う。海

外についても、市場性を検討し、必要に応じ

て国・地域を選択して特許調査を行う。その

際、esp@cenet を始めとする海外特許データ

ベースや、外部調査会社の活用も視野に入れ

て検討する。 

 

技 術 ・

評価 

① 粘膜における有効性評価指標が存在しない。 

 

② プロトタイプと臨床仕様機の同等性評価が

必要。 

① 臨床試験で粘膜への有効性を評価し、治験に

て確認を行う。 

② 非臨床試験でのシミュレーション、除去性能

の評価を行う。 

その他

事業化

全般 

特になし。  
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1.6 平成 29 年度補助事業の成果概要 

(1) 補助事業の事業概要 

 非臨床評価においては、マイクロミストによる追加非臨床試験（ミストの特性評価、疑似粘膜における安全性評価）の実施とバイオフィルム除去原

理の解明を開始する。（H30 年 12 月完了予定） 臨床試験においては、次年度に予定している検証的治験のための、臨床試験を実施。口蓋粘膜など

の軟組織に対する口腔プラーク除去の有効性評価についての客観的評価指標の構築などを行ない、PMDA へのフォローアップ面談を実施。（H30 年 3

月）治験プロトコルの改訂を目指す。(H30 年 9 月完了予定) 量産試作機については、検証的治験の実施に間に合わせるべく準備を進める。（H30 年

12 月）市場調査に関しては、年内に調査を開始し、年度末を目標に調査結果を纏める。（H30 年 3 月） 
 

(2) 補助事業終了時までに完成する試作品の概要 

試作品名 概要 

新規口腔プラーク除去装置 マイクロスケールミストによる口腔プラーク（硬組織、軟組織）除去装置の開発・事業化 

 

(3) 平成 29 年度の補助事業の成果と今後検討すべき課題 

平成 29 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 製品開発・評価 

1) バイオフィルム除去原理の 解明 

（東北大学） 

・流体シミュレーション 

完了時期：H30 年 9 月 

実施方法：粒子法による二流体ノズル

流れのシミュレーションと、流体材料

連成数値解析手法による単一液滴衝

突のシミュレーションを開始する。 

 

・せん断応力試験 

完了時期：H30 年 12 月 

実施方法：高せん断応力負荷試験装置

を用いて、必要とされるせん断応力の

推定とバイオフィルムが剥離される

過程を可視化するための試験を開始

する。 

 

2) 追加非臨床試験 

▶ 

 

 

【進捗 80％：○】 

・流体シミュレーション（東北大学） 

ミストノズル内流動と微粒化を経て噴霧が歯面

に衝突，歯垢・歯肉への応力評価を可能にする一

体型流体シミュレーション技術の開発を実施す

るための計算モデル構築を行った。また、流体材

料連成数値解析手法による単一液滴衝突のシミ

ュレーションを開始した。 

【進捗 30％：○】 

・せん断応力試験（東北大学） 

プラークの剥離機構解明に向けて、剪断力による

剥離か別の機構による剥離かについて検討し、液

滴の衝突時の衝撃と広がりに起因するものであ

ることを示唆するデータを得た。 

 

 

【進捗 100％：◯】 

▶ 

 

 

 

・流体シミュレーション 

臨床機内部の流動過程の解析を行い、臨床機

が有する流動特性を明確化し，プラーク除去

に対し最適な流動条件を探索する。 

また、単一液滴衝突解析については、液膜を

有する表面や軟組織への衝突の解析を行い、

開発機器の洗浄性能を明らかにする。 

 

・せん断応力試験 

液滴衝突後のプラークの状態の詳細な観察

を行い、統計的な解析から剥離現象の解明を

進める。 
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平成 29 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 

・ミストの特性評価(東北大学) 

完了時期：H30 年 3 月 

実施方法：ミスト径や衝突速度を計

測するために液浸法、ミストの衝突

の可視化試験を開始する。 

 

 

・疑似粘膜における安全性評価 

(東北大学) 

完了時期：H30 年 12 月 

実施方法：作製中の疑似粘膜を改良

し、人工プラーク付着させる方法の

試験を開始する。 

 

・電気安全性、電磁両立性試験の開始

（モリタ製作所） 

完了時期：H30 年 12 月 

実施方法：平成 24 年 3月 1日付薬食

機発 0301 第 9 号「歯科器械の製造販

売承認申請等に必要な電気的安全性

評価及び物理的・化学的評価の基本

的考え方について」に従い、評価を

開始する。 

 

3) 量産試作機の開発 

・量産試作機の開発(モリタ製作所) 

完了時期：H30 年 12 月 

実施方法：量産試作機の開発を開始す

る。 

 

・臨床試験使用機の提供(モリタ製作所) 

・ミストの特性評価（東北大学） 

 試作ノズルを用いて、人工プラークを塗布した

サンプルにより洗浄性能を評価した。また、生

成したミスト流の流速、粒径を計測した。さら

に、ノズルの特性を表す指標の評価プロトコル

の策定を行った。 

【進捗 30％：○】 

・疑似粘膜における安全性評価（東北大学） 

 擬似粘膜の物性を人体に近づけるため、より柔

らかいものに改良中である。あわせて、既存品

で疑似粘膜として使用できるものがないかにつ

いても探索・検討を行っている。 

 

【進捗 50％：○】 

・電気安全性、電磁両立性試験の開始（モリタ製

作所） 

 量産試作機を試作中。品質の向上と安定化、コ

スト削減のため改良中である。 

 

 

 

 

 

 

 

【進捗 50％：○】 

・量産試作機の開発（モリタ製作所） 

量産試作機を試作中。品質の向上と安定化、コス

ト削減のため改良中である。 

 

【進捗 50％：○】 

・臨床試験使用機の提供（モリタ製作所） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・疑似粘膜における安全性評価 

非臨床の軟組織洗浄試験を行うためのサン

プルの確立を目指す。 
 
 
 
 
 
・電気安全性、電磁両立性試験の開始 

現行試作機の電気安全性、電磁両立性試験の

結果をフィードバックしながら、量産試作機

の開発を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・量産試作機の開発 

品質の向上と安定化、コスト削減のための改

良を耐久試験と並行して進めていく。 

 

 

 

・臨床試験使用機の提供 
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平成 29 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 

完了時期：H30 年 12 月 

実施方法：量産試作機を臨床試験用と

して製作し、提供する。 

・量産試作機の開発の補助、部品供給。 

完了時期：H30 年 12 月 

実施方法：モリタ製作所と協力し量産

試作機開発における最終試作機製作

の仕様とそれに関わる必要な部品の

供給を行なう。 

達成状況：臨床試験使用機を試作中。品質の向上

と安定化、コスト削減のため改良中である。 

 

【進捗 0％：○】 

・量産試作機の開発の補助、部品供給。 

最終試作仕様の決定を待って内容を確認。 

品質の向上と安定化、コスト削減のための改

良を耐久試験と並行して進めていく。 

 

 

・量産試作機の必要な部品及び供給方法に 

 ついて検討。 

② 臨床研究 

・臨床試験の準備と実施 

(東北大学) 

完了時期：H30 年 3 月 

実施方法：口蓋に付着したバイオフィ

ルムにおける有効性が確認されていな

いため、口蓋粘膜のバイオフィルム除

去ができることを確認、有効性の客観

的評価指標構築を行う。 

(モリタ製作所) 

完了時期：H30 年 3 月 

実施方法：口蓋に付着したバイオフィ

ルムにおける有効性が確認されていな

いため、口蓋粘膜のバイオフィルム除

去ができることを確認、有効性の客観

的評価指標構築を行う。 

・治験プロトコルの改訂 

(東北大学) 

完了時期：H30 年 9 月 

実施方法：実施予定のフォローアップ

面談ならびに、追加の評価の結果を踏

まえ、対面助言に用いた探索的治験用

のプロトコルを、検証的治験に則した

▶ 

【進捗 100％：○】 

・臨床試験の準備と実施(東北大学) 

計画書、患者説明用文書をはじめとする資料を作

成し東北大学病院臨床研究倫理審査委員会の承

認を受け、臨床試験（5例）を実施した。 

 

 

 

 

 

 

【進捗 100％：○】(モリタ製作所) 

・臨床試験の準備と実施 

計画書、患者説明用文書をはじめとする資料を作

成し東北大学病院臨床研究倫理審査委員会の承

認を受け、臨床試験（5例）を実施した。 

 

 

【進捗 50％：○】 

・治験プロトコルの改訂(東北大学) 

PMDA プロトコル相談で得られた助言を参考にス

クリーニング項目、評価期間、対象患者の選択基

準の改定を行った。 

 

 

 

 

▶ 

 

・臨床試験の準備と実施 

PMDA のプロトコル相談において評価項目、

症例数等の妥当性を確認し、探索的治験を経

ずに検証的治験を実施する。 

 

 

 

 

 

 

・臨床試験の準備と実施 

PMDA のプロトコル相談において評価項目、

症例数等の妥当性を確認し、探索的治験を経

ずに検証的治験を実施する。 

 

 

 

 

・治験プロトコルの改訂 

H29 年度に実施した臨床試験の結果から、有

効性の評価指標、特に粘膜における評価系を

構築し、歯面も含めた評価項目の改定を行

う。 
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平成 29 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 

ものへ改訂する作業を開始する。 

(モリタ製作所) 

完了時期：H30 年 9 月 

実施方法：実施予定のフォローアップ

面談ならびに、追加の評価の結果を踏

まえ、対面助言に用いた探索的治験用

のプロトコルを、検証的治験に則した

ものへ改訂する作業を開始する。 

【進捗 50％：○】 

・治験プロトコルの改訂(モリタ製作所) 

PMDA プロトコル相談で得られた助言を参考にス

クリーニング項目、評価期間、対象患者の選択基

準の改定を行った。 

 

 

・治験プロトコルの改訂 

H29 年度実施した臨床試験の結果から、有効

性の評価指標、特に粘膜における評価系を構

築し、歯面も含めた評価項目の改定を行う。 

 

③ 薬事戦略 

・フォローアップ面談 

(東北大学・モリタ製作所) 

完了時期：H30 年 3 月 

実施方法：PMDA 医療機器プロトコル相

談探索的治験フォローアップ面談を

実施することで、助言を受けての修正

点、口蓋における有効性の客観的評価

指標構築について妥当性の確認を行

い、検証的治験のプロトコル改訂につ

なげる。 

▶ 

【進捗 100％：○】 

・フォローアップ面談(東北大学・モリタ製作所) 

H29 年 3 月に PMDA フォローアップ面談を実施し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 知財戦略 

・特許調査 

（東北大学・モリタ製作所） 

完了時期：H30 年 12 月 

実施方法：開発途中における、新規特

許などの知財の調査と確認を開始す

る。 

▶ 

【進捗 50％：○】  

・特許調査（東北大学・モリタ製作所） 

開発途中における、新規特許などの知財の調査と

確認を開始。 

 

 

 

 

▶ 

 

・特許調査 

開発の進捗に応じて、特許や意匠を追加出願

していくよう検討し続ける。開発の節目節目

で、他社特許調査を行っていく。 

 

 

 

 

⑤販売戦略 

・市場調査(モリタ製作所) 

・上市(モリタ製作所) ▶ 

【進捗 70％：○】 

・市場調査 

歯科医院、老健施設、病院などをピックアップし

ての健常者及び高齢者の口腔ケアの現状調査と

本装置（硬組織、軟組織の口腔ケア）に関する 

▶ 

 

・市場調査 

歯科関連学会等の機会を利用し、KOL 等から

聞き取りを追加調査として行うことで、競合

品との性能の優位性および販売価格の妥当
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平成 29 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 

市場調査を平成 29 年末までに実施（外部調査会

社）し、報告書の作成を行った。 

 

【進捗 0％：○】 

・上市 

市場調査が終了次第、その結果をまとめ詳細な上

市計画を行う。 

性について検討を行う。 
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(4) ��年度の到達点（総括） 

非臨床試験においてはマイクロミスト流の洗浄メカニズム解明とミスト生成ノズルの性能評価指針の 2 点について推進した。主要な成果として、

液滴の粒径分布や速度を明らかにしたこと、ミスト生成ノズルの性能評価を行う非臨床試験のプロトコルを設定し、ノズルの洗浄特性の指標の構築

を開始したことが挙げられる。今後、臨床試験の結果も踏まえ、洗浄性能指標の蓄積を行う。 
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臨床試験においては、量産試作機を臨床試験用として使用する為、ハンドピース及びノズルの有効性と安定性を確認し、東北大学での倫理審査委員

会の承認（11 月提出、1 月承認予定）を受け、臨床試験（5 例）を実施し、口腔粘膜に付着したプラークにおける有効性、安全性の確認をすることで、

口腔粘膜における有効性の評価指標構築を行い、治験における評価項目の設定を行う予定。 

 
 

量産試作機に関しては、臨床試験に向けた準備として本体、ハンドピース、ノズルの仕様および、安定したマイクロミストを噴出する為の水圧、空

気圧などの条件についても確定を完了した。 
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薬事戦略としては、臨床試験が 3 月上旬に終了次第、PMDA フォローアップ面談を受ける予定。 

 

知財戦略については、伴走コンサルでの指摘事項を受け、以下の対応方法を予定している。 

・国際調査報告の内容について精査したところ、主引例(US3870039A)は、微細ミストではなく単なる水滴を噴射する機構であって、「X（新規性欠如）」「Y（進

歩性欠如）」という判断は覆しうると思われる。特許庁面接審査などを活用し、特許庁に対して、特許性を主張していく。また、開発の進捗に応じて、 特

許や意匠を追加出願していくよう継続的に検討する。 

・開発の節目節目で、他者特許調査を行う。海外についても、市場性を検討し、必要に応じて国・地域を選択して特許調査を行う。その際、esp@cenet を始

めとする海外特許データベースや、外部調査会社の活用も視野に入れて検討する。 

 

市場調査においては、口腔ケアに関する市場として高齢者関連（訪問歯科、老健施設など）及びその他の市場として周術期口腔ケアに関連した 

一般開業医、大学病院に対し、外部調査機関によりアンケート調査を 1 月に実施する目的で準備を進めており、3 月には本開発品に関する市場調査報

告（成果）として評価資料をまとめる。 
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1.7 補助事業の振り返り 

(1) チェックリストによる自己評価結果 

 
 

  

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。 △一部
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。 △一部
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。 ○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。 △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。 △一部
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。 △一部
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。 ○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。 △一部
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。 ○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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(2) 平成 29 年度補助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 

事業体制と定期的な開発会議による事業の進め方に関しては、それまでの委託事業コンソーシアムで

もあり、事業開始時の計画通りに進められている。 

 

 2) 事業の進め方 

伴走コンサルにおいても指摘されたように、非臨床試験について項目毎の評価を設ける事が不明確に

なっており、量産試作機の仕様確定に向けたスケジュールに影響が出たと思われる。今後、臨床試験実施

に向けてのマイクロミストの有効性の評価と別に、安全性を評価する為、非臨床試験の試験結果を明確に

評価し、段階的な対応ができるよう進め、検証的治験に使用する量産試作機のスケジュールの前倒しを含

めた見直しを行う。 

また、委員会の進め方についても、補助事業計画のスケジュールに合わせて次回への課題事項をしっか

りと設けられていなかった点もあるため、今後スケジュールをもっと意識して委員会の進行を行う。 

 

 3) その他 

特になし。 
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(3) 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 

特に該当事項なし。   

機器スペック・

ビジネスモデル 

特に該当事項なし。   

事業化体制 特に該当事項なし。   

事 業 化 計 画

（開発･薬事・上

市 ス ケ ジ ュ ー

ル） 

海外上市Ｈ34 年 3月予定 海外上市Ｈ34 年 1月予定 治験スケジュール等の見直し、前倒し。 

   Ｈ31 年度中に総括報告書を作成。 

 

(4) 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 治験を行う必要があるのか PMDA との協議の結果、治験を実施することが求められているた

め、治験の実施に際し、PMDA 対面助言プロトコル相談 検証的に

て症例数の削減と口腔粘膜にも使用できる機器は存在しないため、

効能効果として口腔粘膜のプラーク除去を含めることで比較対象を

設定しないことの妥当性等を確認し、治験の期間の短縮を目指す。 

誤嚥性肺炎の低減が最終的な効果と思われるが、製品として謳う

ことはしないのか？ 

販売側としては同効果を謳いたいが、そのためには相応の治験や

エビデンスを取る必要があり現実的ではない。今後、学会による研究

発表等を盛り込んでいく予定。 

知財 特許について国内特許は詳細を確認し、今後の取得に向けて懸念

材料を検討、対応すべき。また、前回行っている国際調査報告にお

いて、請求項のどの段階について新規性や進歩性が欠如していると

判断されているのか把握し、可能性を必ず作っておく必要がある。 

国際調査報告の内容について、既に精査済みであるので、今後、特

許庁面接審査などを活用し、特許庁に対して、特許性を主張してい

く。また、開発の進捗に応じて、特許や意匠を追加出願していくよう

継続的に検討する。 

海外は特に先行技術調査の段階でしっかり調査しておかないと

将来的に多額のリスクを受けることがありうるので注意が必要。 

開発の節目節目で、他者特許調査を行う。海外についても、市場性

を検討し、必要に応じて国・地域を選択して特許調査を行う。 

技術・評価 非臨床試験はより開発に直結するものに絞り込んで、試験状況と

その効果、結論を明確にし、試験計画を前倒する。 

 

非臨床試験を①有効性、安全性評価指針確立、②臨床機内の流動・

ミスト生成プロセス解明、③軟組織での洗浄原理解明の 3 点に絞り

込み、ターゲットを明確化し、開発および薬事対応で必要となる課題
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領域 指摘事項 対応 

を重点的に進める。 

具体的には、類似品の認証基準等を参考に吹付面積、歯面等清掃性

能等の試験項目を臨床仕様条件（噴射距離 6mm 以上）で人工歯面だ

けでなく、疑似粘膜を作製し、疑似粘膜においても実施することで承

認申請に必要な評価項目を実施する。また原理の解明としては、本品

が既存品（販売名：ハンディジェット）等と比較することで口腔粘膜

においても安全に使用できる機器であることを原理の面からも説明

し、新しいコンセプトの機器であることの根拠資料とする。 

その他事業化

全般 

商品名についてまだ決まっていないので検討が必要。 商品名について、競合製品との違いが判定できる名称を検討。 

商標調査をおこない、製品化に向けた準備とする。 

 

(5) 継続条件への対応状況 

継続条件 対応状況 

平成 28 年度医療機器開発推進研究事業にて、同年度中に最終仕様機器が完

成し、健常者を対象とした臨床試験まで実施されていることから、本事業に

おける試作機開発は事業化に必要最低限なものに限定し、前倒しを含めた早

期の事業化を目指した事業計画とすること。 

採択条件であるスケジュールの前倒しについては、提案時の国内上市時期

（H33 年 3 月）を契約時点で前倒しし H33 年 1 月に変更しました。 

第 1 回伴走コンサルにおいても、検証的治験についての回答として検証数

の削減においても検討するようご意見を頂いた。 
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1.8 平成 30 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

(1) 平成 30 年度の事業概要 

 承認申請において必要と考えられる非臨床試験項目を整理して有効性、安全性の評価プロトコルを確立し、実験・解析による指標の裏付けを疑似粘

膜等を用いて実施する。また H29 年度の非臨床試験の結果から得られた粘膜での有効性、安全性評価項目等を加え治験のプロトコルを改訂し、その

妥当性を PMDA 対面助言プロトコル相談、検証的治験で確認し少数例での臨床使用実績としての治験を実施する。知財戦略としては、更に特許、意

匠などの調査を進め、特許出願及び海外移行の準備を進める。市場調査においては、前年度のアンケート調査の結果を基に、関連学会、施設、歯科医

院への聞き取りによる本開発品の市場性について検証する。 

 

(2) 平成 30 年度補助事業の実施内容 

次ページ以降に示す。 

項目名 実施主体 具体的な内容 

① バイオフィルム除去原理の解明 

 

東北大学 
 

○流体シミュレーション 

臨床機内の流動と生成ミスト微粒化特性を数値シミュレーションにより評価

する。臨床機内の流れ場のデータを収集し、承認申請に提出するための基礎デー

タを提供することをマイルストーンとする。 

○せん断応力試験 

液滴群による洗浄効果を人工プラーク衝突痕の解析から実験的に評価する。液

滴の変形過程に関するデータを収集し、承認申請に提出するための基礎データを

提供することをマイルストーンとする。 

② 有効性、安全性評価指針確立 東北大学 

モリタ製作所 
 

東北大学では H29 年度までに確立したミスト特性の計測方法および基礎デー

タに基づき、製造現場での使用を想定した有効性・安全性の評価指針を確立する。

本品の有効性、安全性を示すために類似品の認証基準を参考に実臨床仕様条件

（噴射距離 6mm 以上）での基礎データを収集するとともに、感圧紙や感水紙など

を用いた簡易的な試験の妥当性を PIV や液浸法などの計測データに基づき評価

し、モリタ製作所へ手法やデータを提供することをマイルストーンとする。 

モリタ製作所では、東北大学での基礎研究を元にミスト生成部の仕様が量産試

作機と同様の試験機を用いて、製造現場での使用を想定した有効性・安全性の評

価指針を確立するため、より簡易的に行える評価方法の検討を行う。 

③ 疑似粘膜および疑似歯面にお

ける安全性評価 

東北大学 口腔粘膜および歯面における安全性および除去効率の基礎データを取得する

ため、ポリビニルアルコール等による疑似粘膜、及び焼結ヒドロキシアパタイト

等による擬似歯面に対して洗浄試験を行い、安全性および除去効率を評価する。 

④ 既存品に対する優位性の確認 東北大学 本開発品が既存品と比べて除去効果が高く、かつ疑似粘膜等の軟組織に対して
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項目名 実施主体 具体的な内容 

モリタ東京製作所 
 

も安全であることを洗浄試験で確認し、既存品に対して優位性があることの根拠

資料とする。まず、既存品の洗浄メカニズムを整理し、比較可能な硬組織での洗

浄について比較を行いまとめる。並行して行っている疑似粘膜等の軟組織に対す

る安全性の試験結果と合わせて根拠資料とする。 

⑤ 電気安全性・電磁両立性試験 モリタ製作所 現行試作機の電気安全性・電磁両立性試験の結果をフィードバックしながら、量産

試作機の開発を進める。 

⑥ 量産試作機の開発 

臨床試験使用機として提供 

モリタ製作所 量産試作機を臨床試験用として制作を行う。 

品質の向上と安定化、ユーザビリティの向上、コスト削減のため改良を耐久試験

と並行して進める。 

⑦ 臨床研究 東北大学 

 

○治験プロトコル改訂 

安全性の評価をメインとし、特に粘膜に対する適応をもつ機器が存在しないので、

比較対象を設定できないものとし、少数例での臨床使用実績とするものに改訂する。 

○治験届提出と IRB 

プロトコル相談の結果を受け、再度プロトコルに修正を加えて治験届提出と

IRB の準備を行う。 

○治験の実施 

プロトコル相談の結果を踏まえてプロトコルを改訂し、年度内に治験を開始する。 

⑧ 薬事戦略 東北大学 

 

○プロトコル相談 

症例数、粘膜での有効性、安全性評価項目、比較対象を設定しない等が妥当で

あるか確認する。 

⑨ 知財対応 

特許調査 

東北大学 

モリタ製作所 

開発途中における、新規特許などの知財の調査と確認を継続して行う。 

開発を進めていくなかで新たな発明が生じれば、それに基づいて特許出願検討や

他社特許調査を行う。その際、esp@cenet をはじめとする海外特許データベース

や、外部調査会社の活用も視野に入れて検討する。 

⑩ 知財対応 

特許出願 

東北大学 

モリタ製作所 
東北大学と共同出願したパテントについて、引き続き特許庁面接審査などを活

用し、特許庁に対して、特許性を主張していく。 

⑪ 市場調査の聞き取りによる検証 株式会社モリタ 関連学会に参加、施設、歯科医院への聞き取りによる市場性の検証、確認する。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

株式会社モリタ 商品企画戦略室 

〒564-8650 大阪府吹田市垂水町三丁目 33 番 18 号 

電話：06-6380-2973 / FAX: 06-6380-2976 / E-mail: yfutamura@morita.com 

 

 

 
 


