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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・頬等の粘膜に付着した細菌、及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等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等の異物の誤嚥や、

粘膜への損傷等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。2017 年度に臨床試験を行い、更に 2018

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、2020 年 6 月にクラスⅡ新規医療機器の薬事申請を行ない、2021 年 1 月に

上市を目指す。また、海外市場については 2021 年 6 月に薬事申請を行い、2022 年 1 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 2020 年 6 月 2021 年 6 月 

上市時期 2021 年 1 月 2022 年 1 月 

想定売上（上市後 3 年目） 1.00 億円／年（2023 年時点） 1.00 億円／年（2024 年時点） 

市場規模（上市後 3 年目） 2.35 億円／年（2023 年時点） 2.35 億円／年（2024 年時点） 

想定シェア（上市後 3 年目） 34％（2023 年時点） 17％（2024 年時点） 

※本製品としての見込み 

※海外上市時期：治験スケジュールの短縮化により、海外上市時期（2022 年 4 月）を 2022 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及び病院が約 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、2008 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（2012 年）で全体の約 7％。 

対象となる歯科医院の現況については、2017 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等を

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

歯面等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、口腔粘膜及び舌等の軟組織に

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

けて行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 １,000,000 円 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Ⅱ クラスⅡ クラスⅡ 

※上記売価は標準価格（提案機器は想定価格）の比較。
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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 

 
 

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 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

2014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

2014～2016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
・臨床試験使用機の開発
・量産試作機の開発

2014〜2016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
り臨床試験使用機の検討を行っ
た。

 

臨床研究
2016年度PMDA治験PRT相談受
審

薬事申請 2016年度PMDA面談受審

知財対応

2014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

流体シミュレーションによる評価終了までに時間

を要するため12月中完了に変更。

治験実施計画の日程調整に伴い、電気安全性・

電磁両立性試験を11月中に前倒しした。

そのため、IRBと治験届提出は1月中に完了、治

験実施を2月からに変更となる。

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
（2021年3月）を前倒しし2021年1月に
変更した。

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臨床試験使用機の開発
⑤臨床試験使用機の提供
⑥臨床試験使用機の開発補助、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臨床試験使用機の開発
⑤臨床試験使用機の提供
⑥臨床試験使用機の開発補助、部品供給

⑦治験プロトコル改訂
⑧IRBと治験届提出
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）
⑤医療機器評価相談
⑥追加非臨床評価の対応
⑦量産試作機の開発
⑧量産試作機の同等性評価
⑨市場二次調査
⑩保険償還ワーク
⑪販売計画立案

特許出願は現出願案件の再審査の状況により、

出願内容の検討を行うため2020年3月までに変

更。2021年1月の発売に向け、薬事申請準備の

詰めのため追加非臨床データの再確認および、

量産試作機の開発を追加。更により具体的な販

売戦略の計画を追加した。

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

IRBと治験届提出

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

★
2020.6 国内承認申請

★
2021.6 海外510K申請

★
2021.1 上市（国内）

★
2022.1 上市（海外）

特許調査

特許出願

臨床試験使用機の開発

電気安全性・電磁両立性試験

臨床試験使用機の開発補助、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

医療機器評価相談

追加非臨床評価の対応

量産試作機の開発

量産試作機の同等性評価

市場二次調査

販売計画立案

保険償還ワーク
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(2) 投資回収計画 

① 国内 500 千円／台の場合 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

薬事申請時期    ●       

上市時期    ●       

支出額（単位：億円） 0.6 0.8 0.8 － － － － － － － 

 うち補助対象 0.5 0.5 0.5 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.1 0.2 0.2 － － － － － － － 

売上高（単位：億円） － － － 0.1 0.5 0.75 1.0 1.25 1.5 1.75 

販売数量（単位：台） － － － 20 100 150 200 250 300 350 

② 海外 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

薬事申請時期     ●      

上市時期     ●      

支出額（単位：億円）           

 うち補助対象 － － － － － － － － － － 

 うち自己負担 － － － 0.1 0.1 － － － － － 

売上高（単位：億円） － － － － 0.1 0.5 0.75 1.0 1.25 1.5 

販売数量（単位：台） － － － － 20 100 150 200 250 300 

③ 国内・海外合計 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

支出額（単位：億円） 0.6 0.8 0.8 － 0.1 0.1 － － － － 

 うち補助対象 0.5 0.5 0.5 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 － － － － 

売上高（単位：億円） － － － 0.1 0.6 1.25 1.75 2.25 2.75 3.25 

販売数量（単位：台） － － － 20 120 250 350 450 550 650 

※各年 4月～3月の年度で表記。 
※海外上市時期：治験スケジュールの短縮化により、海外上市時期（2022 年 4 月）を 2022 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、国内では

2017 年度 0.1 億円、2018 年度、2019 年度は 0.2 億円をそれぞれ計上した。 

また、海外においては 2020 年度、2021 年度に 0.1 億円をそれぞれ計上。人件費、出張費が主な内訳

となる。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 

2017 年度から 2019 年度まで累計 2.2 億円の投資に対し、2020 年 1 月の上市後 4年目にあたる 2023

年度に累計 2.35 億円の売り上げを見込んでいる。（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 

 治験プロトコルに関するフォローアップ相談（2018 年 7 月 24 日@PMDA） 

PMDA の合意のもと、以前に実施したプロトコル相談、探索的治験のフォローアップ面談にて、治

験プロトコルの変更点とその妥当性について確認を行った。 

その結果、口蓋プラーク除去については、主要評価項目として肉眼的所見を設定すること、副次評価

項目として画像の二値化による判定をすること、細菌検査は有効性評価をする意義が小さいので実施

しないことについて合意を得た。また、舌での有効性評価は参考程度とし、安全性を中心に評価するこ

とが妥当であるとの見解を得た。 

治験は 15 症例を行うが、その 15 症例で実施することの根拠を明確にすることになった。 

 治験の実施 

CRIETO（東北大学病院臨床推進センター）と治験実施体制を整備し、2018 年 12 月 17 日に IRB の

審議を受け、2019 年 1 月 4 日に治験届を提出した。2 月中旬に機器を搬入し、3 月より治験を開始。

3 月末までに、治験を 3 名実施した。 

 

 2) 知財戦略検討状況 

 特許出願 

東北大学・モリタ製作所共同特許出願（特願 2015-516366）に対して、特許庁より 2018 年 7 月 10

日付けで、「拒絶理由通知」が発送された。これに対しては特許庁面接審査（2018 年 10 月 29 日）を

行い、意見書と手続補正書を特許庁へ提出済み。（2018 年 11 月 8 日） 

その結果、特許登録された。（2019 年 3 月 1 日特許証発行、3 月 20 日に特許公報に掲載） 

 

 3) 開発戦略検討状況 

 有効性・安全性の確認 

実臨床仕様条件（噴射距離６㎜以上）での軟質材料の損傷具合をパラメータにする。製造現場で使用

を想定した本体、ノズルの安全性・耐久性についての評価指針に関して洗浄用インジケータを用いて確

立した。 

 ユーザビリティの向上 

伴走コンサルで指摘を受けた臨床使用時のユーザビリティ（使用性）の向上を目指した。 

装置の改良として、呼び水、排水作業を簡素化するために、ポンプを追加。ミスト生成までの時間を

短縮。高圧ホースの細径化、ハンドピースの小型化を行った。また、持ち運びが容易なように、重量の

軽量化、既存携帯用治療器械との共用等を計画し、引き続き改良を行っている。 
 

 4) 販売戦略等 

 市場調査 

日本口腔ケア学会、日本口腔衛生学会、日本訪問歯科医学会に参加、情報収集、報告書作成した。 

医療施設にも訪問し、聞き取り調査を実施した。 
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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 との面談により、各種ガイドラインも参

考に、東北大学にて医師主導治験を実施、臨

床における有効性及び安全性の評価を継続

して進めている。現在 2019 年 3 月より治験

開始、3月末までに 3名の患者に実施した。 

知財 

① 東北大学・モリタ製作所共同特許出願(特願

2015-516366)に対して、特許庁より 2018 年

7 月 10 日付で「拒絶理由通知」が発送され

た。 

 

 

 

 

① 拒絶理由通知を受けた出願済み特許の権利

化に向けて、拒絶理由通知で引用された先行

技術文献について精査し、本件開発品との差

異を明確にしたうえで、特許庁審査官との面

接審査にて出願済み特許の特許性を主張し、

意見書、手続補正書を提出した。その結果、

2019 年 3 月 1 日付けで、特許証が発行され、

同年 3 月 20 日に特許公報に掲載、特許登録

された。 

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 臨床使用時の使い勝手、使いやすさの向上が

必要。 

① 臨床試験で粘膜への有効性を確認したため、

引き続き治験の中で確認を行う。 

② ユーザビリティの向上を目指す。 

下記装置の改良を行った 

・呼び水、排水作業を簡素化 

・ミスト生成時間の短縮 

・高圧ホースの細径化 

・ハンドピース小型化 

また、持ち運びが容易なように、重量の軽量

化、既存携帯治療器械との共用等を計画し、

引き続き改良を行う。 

その他

事業化

全般 

① 具体的な販売戦略の策定が必要。 ① より具体的な市場性の確認として、複数の歯

科大学病院および関連施設での意見徴収を

行い、販売計画に反映する。 

また、保険償還ワークとして厚労省医政局経

済課と面談を行い、保険収載による本開発機

器の普及を目指す。 
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1.6 2018 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。（2018 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。口蓋粘膜等の

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等を行ない、PMDA へのフォローアップ面談を実施。（2018 年 3 月）

治験プロトコルの改訂を目指す。(2018 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。（2018 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。（2018 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) 2018 年度の補助事業の成果と今後検討すべき課題 

2018 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） 

 本項目は量産機が持つ洗浄効果の物理的

機構を明確にするために実施する。 

・流体シミュレーション 

完了時期：2018 年 12 月 

実施方法：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 

完了時期：2018 年 12 月 

実施方法：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

▶ 

 

 

 

 

【進捗 100％：○】 

・流体シミュレーション（東北大学） 

ノズル内流動プロセスを解析し、微粒化機構で重

要となるノズル内速度ベクトル場・圧力場を評価

した。また、生成した高速ミストにより歯面で生

じる応力分布を明らかにした。 

 

 

 

【進捗 100％：○】 

・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、高速可視化解

析による液滴衝突の可視化および液滴衝突後の

プラーク状態の高精度三次元計測とそれらのデ

ータの統計的解析を行い、当該剥離機構が、せん

断力の支配的な現象ではなく、液滴衝突時の衝撃

▶ 
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2018 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 

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) 追加非臨床試験 

・有効性、安全性評価指針確立 

(東北大学) 

完了時期：2018 年 12 月 

実施方法：2017 年度までに確立した

ミスト特性の計測方法及び基礎デー

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、感圧紙や感水紙等を用いた簡

易的な試験の妥当性を PIV や液浸法

等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） 

完了時期：2018 年 12 月 

実施方法：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。 

・疑似粘膜及び疑似歯面における安 

全性評価(東北大学) 

と広がりに起因するものであることを明らかに

した。 

【進捗 100％：○】 

・有効性、安全性評価指針確立（東北大学） 

これまで行ってきた液滴径や速度、洗浄特性の実

験データに基づき、ミストの噴射条件と性能の関

係を整理した。洗浄効果を簡易に評価する指標と

して、ミスト流の衝撃圧評価と噴霧形状評価を行

う方向性を定めた。衝撃圧評価としてミストを照

射した際の軟質材料の損傷具合をパラメータに

する方法を見出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【進捗 100％：○】 

・有効性、安全性評価指針確立（モリタ製作所） 

東北大学での基礎研究を元に、製造現場での使用

を想定した、本体、ノズルの安全性・耐久性につ

いての評価指針を洗浄用インジケータを用いて

確立した。 

 

 

 

 

 

【進捗 100％：〇】 

・疑似粘膜及び疑似歯面における安全性評価 

（東北大学） 
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2018 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：2018 年 12 月 

実施方法：口腔粘膜及び歯面における

安全性及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、安全性及び除去

効率を評価する。 

 

 

 

 

・既存品に対する優位性の確認 

(東北大学) 

完了時期：2019 年 9 月 

実施方法：モリタ東京製作所と共同

し、本開発品が既存品（販売品：エ

アフロー等）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、2019

年 3 月までに、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、根拠資

料としてまとめる。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。 

(モリタ東京製作所) 

口腔粘膜及び歯面における除去効率および安全性

の評価法について検討し、最終的にシリコン系材料

およびガラス表面を唾液でコーティングすること

でそれぞれ疑似口腔粘膜および疑似歯面とし、それ

らの表面に口腔内細菌を用いて疑似バイオフィル

ムを安定的に作製することに成功した。そして、作

製した疑似バイオフィルムを用いて、安全性および

除去効率の評価のためのデータを得ることができ

た。また本機器の除去効果は、通常の歯ブラシ、ス

ポンジブラシと同等またはそれ以上であり、さらに

疑似口腔粘膜に対して特に損傷を起こさないこと

を確認した。 

 

【進捗 90％：〇】 

・既存品に対する優位性の確認（東北大学） 

エアフローおよび歯ブラシを用いて開発品と同

様の試験を硬組織に対して行い、開発品の洗浄

効果との違いを評価した。ミスト流を用いた開

発品が表面の汚れを落としつつ、母材にはダメ

ージを与えないという特徴を見出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【進捗 90％：〇】 

・既存品に対する優位性の確認 

（モリタ東京製作所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・既存品に対する優位性の確認 

エアフローを模擬軟組織に噴射し，本開発品

との違いの評価を継続する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・既存品に対する優位性の確認 

東北大学にてエアフローを模擬軟組織に噴

射し，本開発品との違いを評価するため、必
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2018 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：2019 年 9 月 

実施方法：東北大学と共同し、本開

発品が既存品（販売品：エアフロー

等）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、2019 年 3 月ま

でに、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、根拠資料として

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。 

・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：2019 年 11 月 

実施方法：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。12 月までに社内

試験適合を完了し、並行して 2019 年

3 月までに社外試験を実施完了する。 

 

3) 臨床試験使用機の開発 

・臨床試験使用機の開発(モリタ製作所) 

完了時期：2018 年 12 月 

実施方法：臨床試験使用機として提

供。量産試作機を臨床試験用として製

作を行う。 

比較可能な既存製品（エアフロー）を調達し、

実験に使用可能な状態に改造して、消耗品（パ

ウダー）と共に東北大学へ提供した。評価方法

に関する情報など引き続きコミュニケーション

をとり、東北大学での模擬軟組織を用いたエア

フローと本開発品の比較評価を進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【進捗 100％：○】 

・電気安全性、電磁両立性試験の開始 

（モリタ製作所） 

電磁両立性試験完了。 

電気安全性試験完了。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【進捗 100％：○】 

・臨床試験使用機の開発（モリタ製作所） 

電磁両立性試験の評価機製作を完了。 

評価試験用の評価機製作を完了。 

 臨床試験使用機の製作を完了。 

 

 

要な資材、消耗品を継続して適宜、調達する。 
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2018 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 

  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。 

 治療時に口腔内に溜まった水の処理

はバキューム等を使用する。 

また、マイクロミストの飛散防止につ

いては、ノズル部周辺のカバー追加の

検討を進める。 

・臨床試験使用機の開発補助、部品供給 

(モリタ東京製作所) 

完了時期：2018 年 12 月 

実施方法：製造販売担当のモリタ製作

所の量産試作器開発の補助及び必要な

部品の調達を行なう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【進捗 100％：○】 

・臨床試験使用機の開発補助、部品供給 

（モリタ東京製作所） 

電磁両立性試験の評価機製作を完了。 

評価試験用の評価機製作を完了。 

 臨床試験使用機の製作を完了。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 臨床研究 

・臨床試験の準備と実施 

(東北大学) 

完了時期：2018 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：2018 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。 

▶ 

【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％：○】 

・臨床試験の準備と実施（モリタ製作所） 

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。 

 

 

 

 

▶ 
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2018 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 

・治験プロトコルの改訂 

(東北大学) 

完了時期：2018 年 9 月 

実施方法：安全性の評価をメインと

し、特に口腔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。 

 

 

・IRB と治験届出 

(東北大学) 

完了時期：2019 年 1 月 

実施方法：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 

(東北大学) 

完了時期：2019 年 9 月 

実施方法：プロトコル相談の結果を踏

まえてプロトコルを改訂し、2019 年 3

月までに 1症例以上治験を実施する。 

  プロトコル相談時に治験の要否を再

度確認し、要の場合、症例数の削減と

評価期間及び項目の妥当性について

も確認する。 

   なお、本治験は医師主導治験の実施を

予定し、事前にＡＭＥＤにその合理性

を説明し承認を得た上で行う。 

 

【進捗 100％：○】 

・治験プロトコルの改訂(東北大学) 

PMDA プロトコル相談 探索的治験のフォローア

ップ面談で得られた助言で、肉眼による評価を主

体とし、小数例（15 例）で治験を実施することに

関して概ね合意できたため、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。CRIETO（東北大学病院臨床研究推進センター）

とプロトコル、その他資料を準備し、11 月 2日に

IRB に提出した。 

 

【進捗 100％：○】 

・IRB と治験届出（東北大学） 

CRIETO（東北大学病院臨床研究推進センター）と

実施体制を整備し、12 月 17 日に IRB の審議を受

け、1月 4日に治験届提出。 

 

 

【進捗 60％：○】 

・治験の実施（東北大学） 

CRIETO（東北大学病院臨床研究推進センター）と

実施体制の整備を行い、IRB 審議を終了し、治験

届提出を完了。3月より治験を開始し、2018 年度

3月末までに 3名の患者に実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・治験の実施 

 2019 年度 9月までに残り 12名を目標に継続

して治験実施する。 
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2018 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 

③ 薬事戦略 

・プロトコル相談（検証的治験） 

(東北大学) 

完了時期：2018 年 6 月 

実施方法：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。 ▶ 

【進捗 100％：○】 

・プロトコル相談（検証的治験）（東北大学） 

PMDA より、本品は比較対象品がなく、原理が新し

いことを考慮して本品の最低限の有効性、安全性

をヒトでみることができれば、評価として十分で

あるので、以前に実施したプロトコル相談、探索

的治験のフォローアップ面談にて懸案事項を回

答する旨の意見をいただいた。よってプロトコル

相談、治験は実施しなくてもプロトコル改定に関

する対応は可能であると判断し、2018 年 7 月 24

日にプロトコル相談 探索的治験のフォローア

ップ面談を実施し、評価項目、症例数等に関して

概ね合意が得られた。 

 

▶ 

 

 

④ 知財戦略 

・特許調査 

（東北大学） 

完了時期：2018 年 12 月 

実施方法：開発途中における、新規特

許等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。 

 

(モリタ製作所) 

完了時期：2018 年 12 月 

実施方法：開発途中における、新規特

許等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

▶ 

【進捗 100％：○】 

・特許調査（東北大学） 

試験機の開発を進めていくなかで生じた、新たな

特許出願案件の検討を行うため、他社特許の調査

を行った。 

また、拒絶理由通知を受けた出願済み特許の権利

化に向けて他社特許の調査を完了した。拒絶理由

通知で引用された先行技術文献について精査し、

本件開発品との差異を明確にするとともに、出願

済み特許の特許性を特許庁審査官との面接審査

で明確に主張し、意見書・手続補正書を提出する

ことで対応し、特許登録された。（2019 年 3 月 1

日特許証発行、3月 20 日に特許公報に掲載） 

 

【進捗 100％：○】 

・特許調査（モリタ製作所） 

試験機の開発を進めていくなかで生じた、新たな

特許出願案件の検討を行うため、他社特許の調査

を行った。 

また、拒絶理由通知を受けた出願済み特許の権利

化に向けて他社特許の調査を完了した。拒絶理由

通知で引用された先行技術文献について精査し、

▶ 
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2018 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 

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。 

 

・特許出願 

（東北大学） 

完了時期：2019 年 6 月 

実施方法：モリタ製作所と共同出願し

たパテントについて、2017 年 12 月に

審査請求を行っている。拒絶理由通知

があった場合は、特許庁面接審査等を

活用し、特許庁に対して、特許性を主

張していく。  

 

 

 

(モリタ製作所) 

完了時期：2019 年 6 月 

実施方法：東北大学と共同出願したパ

テントについて、2017 年 12 月に審査

請求を行っている。拒絶理由通知があ

った場合は、特許庁面接審査等を活用

し、特許庁に対して、特許性を主張し

ていく。2019 年 3 月までに 1件以上の

特許出願を実施する。 

本件開発品との差異を明確にするとともに、出願

済み特許の特許性を特許庁審査官との面接審査

で明確に主張し、意見書・手続補正書を提出する

ことで対応し、特許登録された。（2019 年 3 月 1

日特許証発行、3月 20 日に特許公報に掲載） 

 

【進捗 100％：○】 

・特許出願（東北大学） 

東北大学・モリタ製作所共同特許出願(特願2015-

516366)に対して、特許庁より 2018 年 7 月 10 日

付で「拒絶理由通知」が発送された。これに対し

ては特許庁面接審査を行い(2018 年 10月 29日)、

意見書と手続補正書を特許庁へ提出済み。（2018

年 11 月 8 日） 

その結果、特許登録された。（2019 年 3月 1日特

許証発行、3月 20 日に特許公報に掲載） 

新たな特許出願案件については、東北大学とモリ

タ製作所で協議し、出願内容の検討を行う。 

 

【進捗 100％：○】 

・特許出願（モリタ製作所） 

東北大学・モリタ製作所共同特許出願(特願2015-

516366)に対して、特許庁より 2018 年 7 月 10 日

付で「拒絶理由通知」が発送された。これに対し

ては特許庁面接審査を行い(2018 年 10月 29日)、

意見書と手続補正書を特許庁へ提出済み。（2018

年 11 月 8 日） 

その結果、特許登録された。（2019 年 3月 1日特

許証発行、3月 20 日に特許公報に掲載） 

新たな特許出願案件については、東北大学とモリ

タ製作所で協議し、出願内容の検討を行う。 

⑤ 販売戦略  

・市場調査(モリタ) 

完了時期：2019 年 3 月 

実施方法：日本口腔ケア学会、日本老

年歯科医学会、日本訪問歯科医学会、

 

【進捗 100％：○】 

・市場調査（モリタ） 

 日本口腔ケア学会、日本口腔衛生学会、日本訪問

歯科医学会に参加し、情報収集および報告書作成

済み。日本老年歯科医学会では有用な情報が得ら

 

 

・市場調査 

 二次調査として、2019 年度に、複数の歯科大

学および関連施設での現場意見を聴取する。 

 



 

19 

2018 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 

日本口腔衛生学会に参加し、各学会に

てKOL 5名以上の聞き取りおよび関連

発表等から情報収集を行う。また、3施

設以上、5歯科医院以上への聞き取り

による競合品との性能の優位性につ

いて確認し、販売価格の妥当性につい

ても検証する。 

れなかった。 

 医療施設（篠栗病院：福岡）に訪問し、ヒアリン

グを完了した。 

 

(4) 2018 年度の到達点（総括） 

2018 年度において、①製品開発・評価に関しては、非臨床試験における流体シミュレーション、せん断応力試験、擬似粘膜及び擬似歯面における

評価の結果を基に製品の有効性及び安全性の評価指針を確立し、計画通り進めることができた。既製品との性能比較に関しては、硬組織、軟組織の両

面での試験を実施する方向で、特に軟組織に関しては疑似粘膜を用い、人工プラークの清掃効果と疑似粘膜ダメージについて比較を進めており、概ね

順調に進んでいる。さらに臨床試験使用機の開発に関しても、ハンドピース接続チューブの軽量化、ハンドピースヘッド部の小型化、軽量化など一部

ユーザビリティを高めた。また電気安全性、電磁両立性試験も終了し、治験に使用する機器の製作も完了し提供済みである。 

②臨床研究に関しては、治験実施に向けて、症例数、評価項目等のプロトコルについて PMDA との合意を得ることができた。さらに AMED からの

承認を得て、東北大学による医師主導治験実施のため、CRIETO（東北大学病院臨床研究推進センター）と実施体制の整備を行い、必要な手順書等の

準備も行い、IRB 審議も計画通り完了。治験届を 1 月初めに提出し、3 月より治験を開始し、3 月末までに 3 名の患者に対して実施した。 

③薬事戦略に関しては PMDA との交渉の結果、以前に実施した PMDA プロトコル相談、探索的治験のフォローアップ面談の範囲内で上記の通り、

症例数、評価項目等のプロトコルに関する合意を得ることができ、計画通り進めることができた。 

④知財戦略に関しては、モリタ製作所、東北大学の主導の基、共同特許出願に対して、特許庁より「拒絶理由通知」が発送されたが、その後の特許庁

面接審査を行い、意見書と手続補正書を特許庁へ提出済み（2018 年 11 月 8 日）。その結果、特許登録された。（2019 年 3 月 1 日特許証発行、3 月 20

日に特許公報に掲載） 

⑤販売戦略に関しては、外部調査のアンケート結果を基に、関連学会及び訪問歯科実施の歯科医院へのヒアリングも行なっており、今後のより詳細な

販売計画立案に活用するため結果をまとめた。 
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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。 ○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。 △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



 

21 

(2) 2018 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 

事業体制は 2017 年度に続き、本コンソーシアム内で非常に活発かつ円滑な協働ができている。 

 

 2) 事業の進め方 

2017年度の反省により、2018年度の事業の進め方について、定例会毎の各分担機関の状況確認を行い、

予定スケジュールに対しての課題抽出およびその対策について協議する時間を設けた。そのため、2018

年度は非常に厳しいスケジュールでありながら、ほぼ計画通りに進んでおり、明らかに効果的であったと

考えているため、引き続き 2019 年度も同様に進めていく予定である。 

 

 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） 

特許出願について、「2019 年 3 月までに 1

件以上の特許出願を実施する」としてい

る。 

特許出願について、「2020 年 3 月までに 1

件以上の特許出願を実施する」に変更す

る。 

新たな特許出願案件については、特許庁に

よる拒絶理由通知の再審査の結果を見なが

ら出願内容の検討を行う予定で進めていた

が、再審査の結果、2019 年 3 月 1日、特許登

録された。今後は、新規医療機器としての位

置づけをより強固なものとするために、東北

大学とモリタ製作所で協議し、新規特許の検

討を行う。 

2019 年度計画になし。 2019 年度計画に「医療機器評価相談」およ

び「追加非臨床評価の対応」を追加した。 

薬事申請時に使用する非臨床試験の結果

データとして、その妥当性について確実に詰

めておくための計画を追加した。 

2019 年度計画になし。 2019 年度計画に「量産試作機の開発」を追

加した。 

臨床試験使用機の基本構造は変えずにユ

ーザビリティを向上するため。 

2019 年度計画になし。 2019 年度計画に「量産試作機の同等性評

価」を追加した。 

量産試作機として臨床試験使用機のユー

ザビリティ向上のための開発を行うため、両

機器の同等性を証明するため。 

2019 年度計画になし。 2019 年度計画に「販売戦略（市場二次調

査、保険償還ワーク、販売計画立案）」を

追加した。 

上市後の販売戦略について、より市場に則

した具体的な販売計画を立案するためのワ

ークを追加した。 

  



 

23 

(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 特になし。  

知財 特になし。  

技術・評価 HP（ハンドピース）は軽くなっているが、製品としての完成度が

見えない。 

2019 年度の計画に製品本体含めたユーザビリティの改善を盛り込

む。 

その他事業化

全般 

治験は 5症例で充分ではないか。15 症例の必要性は？ 舌・口蓋含む口腔粘膜の各部位に対する処置を各 5症例行う予定。

一患者で全部位を処置対象とすることは難しく全体を網羅するた

め最低 15 症例は必要と考えている。 

治験より先に保険収載についての検討をすべきではないか？ 今後販売戦略の一環として治験と並行して保険ワークを進める。 

販売戦略はターゲット、販促方法、予測販売数等をより明確化し、

上市する見通しを確実に立てること。 

2019 年度に量産試作機の開発状況を見ながら最終コストも詰めて

いき、販売戦略をより具体化し、スケジュールに落とし込む。 

 

(5) 継続条件への対応状況 

継続条件 対応状況 

なし。  
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1.8 2019 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

(1) 2019 年度の事業概要 

製品開発・評価関連として伴走コンサルで指摘のあった臨床試験使用機のユーザビリティ向上を目的に改良し量産試作機の開発を行う。臨床研究

関連では 9 月までに治験を終了し総括報告書をまとめる。また非臨床評価として引き続き既存品に対する優位性の確認を行う。さらに薬事関連とし

て、東北大学、モリタ製作所にて量産試作機で性能、安全性等の非臨床評価を実施し、結果について、既に実施済みの非臨床評価を含めて PMDA の医

療機器評価相談を行い、追加の評価が必要な場合は速やかに対応することで 2019 年度中に承認申請に必要な資料を概ね充足させる。補助事業最終年

度として、より具体的な販売戦略策定のため、臨床現場の意見を徴収し、保険償還ワークを並行して進めながら詳細な販売方法の検討も行う。 

 

(2) 2019 年度補助事業の実施内容 

項目名 実施主体 具体的な内容 

①治験 東北大学 9 月までに治験を終了し、総括報告書をまとめる。 

②医療機器評価相談 モリタ、モリタ製作所 非臨床評価の試験成績書をまとめ、結果が妥当であるか確認を行う。 

③追加非臨床評価の対応 モリタ製作所、東北大学 医療機器評価相談で追加評価が必要と判断された非臨床評価に対して、追加試験

等の対応を行う。 

④既存品に対する優位性の確認 モリタ東京製作所、 

東北大学 

販売名：ハンディジェットと本品の歯面に対する有効性、安全性ならびに粘膜に

対する有効性安全性を評価する。 

⑤量産試作機の開発 モリタ製作所、東北大学 臨床試験使用機のユーザビリティ向上を目的に改良を行う。 

⑥量産試作機の同等性評価 東北大学 量産試作機に対し、治験使用機との同等性評価等の追加非臨床試験を行う。 

⑦知財戦略 モリタ製作所、東北大学 量産試作機の開発を踏まえ、特許出願の検討を行う。 

⑧販売戦略（市場二次調査） モリタ 大学附属病院（東京医科歯科大学、広島大学、大阪大学を候補）のほか、老健施設、

訪問歯科医院（5施設目標）に対してヒアリングを実施する。 

⑨販売戦略（保険償還ワーク） モリタ 厚労省医政局経済課へ保険償還へのワークとして機器の説明（優位性）と新規保

険償還の可能性について面談を通してヒアリングを実施する。 

⑩販売戦略（販売計画立案） モリタ 2021 年 1 月国内発売に向けた販売計画を立案。（ロウンチングのプランニング） 
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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 3-33-18 

電話:06-6380-2973 

 
 


