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1. 事業の概要 

内転型痙攣性発声障害には根本的治療法がなく、対症療法としてＡ型ボツリヌス毒素の内喉頭筋への

局所注入があるが、効果が限定的で持続期間は一時的（3～4 ヵ月）であり、永続的な治療法が望まれて

いた。 

チタンブリッジを用いた甲状軟骨形成術２型手術は、内転型痙攣性発声障害に対する症状根治治療と

して、世界に先駆けて日本で開発された日本独自の医療技術であり、海外では未だ、どの国・地域におい

ても薬事承認に至っていない。 

 

1.1 事業の目的 

【目的】 

内転型痙攣性発声障害では、発声時に声帯が不随意的、断続的に強く内転することで発声時の呼気流が

断続され、その結果、声が途切れ、円滑さを欠いてしまう。また、締め付けられるような、あるいは絞り

出すような努力性発声も呈する。患者は、仕事や日常生活の際に会話が円滑に行えず、仕事を辞めざるを

得ない場合や人との接触を避けるようになる、あるいは電話に出ることをためらうなど引きこもり状態

となり、社会生活を送る上で大きな支障をきたすことになる。 

従来、内転型痙攣性発声障害には根本的治療法はなく、対症療法として A 型ボツリヌス毒素を内喉頭

筋へ局所注入することにより、声帯の不随意的な運動を抑制する治療法があるが、治療効果の持続期間は

3～4ヵ月と短いため、より自然に発声できる永続的な治療法が望まれている。 

チタンブリッジを用いた甲状軟骨形成術 2 型手術は、内転型痙攣性発声障害に対する症状根治治療と

して、京都大学名誉教授一色信彦先生により世界に先駆けて開発された日本独自の医療技術である。チタ

ンブリッジは 2016年 2月 10日に医療機器に係る先駆け審査指定制度の対象品目の指定、さらに 2016年

9月 2日には希少疾病用医療機器として指定を受けた。 

2017 年 12 月 15 日に甲状軟骨形成術 2 型治療に用いる医療機器チタンブリッジが製造販売承認を取得

し、国内では販売を開始している。しかしながら、海外においては未だどの国・地域においても薬事承認

に至っておらず、チタンブリッジを用いた甲状軟骨形成術 2 型手術は行われていない。海外では一部の

専門医が痙攣性発声障害に対して反回神経選択的切断・再建術や甲状披裂筋切除術などを行っているが、

全身麻酔下の手術であり、また声帯筋の摘出など侵襲性が高いため、海外の専門医や患者団体からは永続

的効果とより侵襲が少ない甲状軟骨形成術 2型に用いるチタンブリッジが求められている。 

海外市場へ展開していく上で重要なことは、日本人とは異なる人種の甲状軟骨の形状・サイズに適応す

るチタンブリッジ規格品（海外仕様) とその臨床効果の確認である。欧米人においては日本人と比べて

甲状軟骨が大きく、厚いと考えられることから、試験に先立ち欧米人の甲状軟骨 CTデータを収集・解析

し、欧米人に適する海外仕様を作製する。国内承認申請時のデータ以外に欧米で必要となる臨床試験・デ

ータを早期に特定し、海外仕様を用いた該当試験の実施・分析・評価を終了させ、海外での薬事承認の取

得と販売を開始する。更に、国際的に手技として標準化するための補助器具（スペーサ、スプレッダー）

の改良と開発、治験開始前や臨床使用が始まる前に甲状軟骨形成術 2型手術（本術式）をトレーニングす

るために海外用の甲状軟骨 3Dモデルの製造を行う。 

 

【令和元年度変更】 

・欧州 CE 取得：2019 年 10 月（2 月から変更、認証機関による技術ミーティングが 2018 年 12 月とな

ったため） 

・欧州上市：2019年 11月（5月から変更、上記の取得時期変更に対応したため） 

・米国薬事申請：2020年 10 月 
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・米国上市：2021年 1月 

【令和 2年度変更】 

・欧州 CE審査終了：2021年 3月（CE取得を 2021年 4 月に 2019年 10月から変更、欧州上市を 2021年

7 月に 2019 年 11 月から変更、いずれも 2020 年 5 月 26 日の欧州医療機器規制完全施行及び

Biocompatibility 試験における細胞毒性試験の不適合原因究明終了を 2020 年 4 月に見込んでいる

ため） 

・米国 Pre Submission終了：2020年 12月（薬事申請を 2021年 10月に 2020年 10月から変更、米国

上市を 2022年 1月に 2021 年 1月から変更、いずれも Biocompatibility試験における細胞毒性試験

の不適合原因究明終了を 2020年 4月に見込んでいるため） 

【令和 2年度 COVID-19の影響による変更】 

・欧州 CE審査終了：2022年 11月（CE取得を 2023年 1月に 2021年 4月から変更、欧州上市を 2023年

2月に 2021年 7月から変更、いずれも 2021年 5月 26日の欧州医療機器規制完全施行のため)  

・米国 Pre Submission終了：2021年 11月（薬事申請を 2023年 12月に 2021年 10月から変更、米国

上市を 2024 年 12 月に 2022 年 1 月から変更、いずれもベンチ試験プロトコル作成を 2021 年 8 月に、

治験開始を 2022年 4月、承認申請を 2023年 12月に見込んでいるため） 

 

1.2 事業の実施体制 

代表機関：ノーベルファーマ株式会社 

PL：島崎 茂樹（ノーベルファーマ株式会社） 

SL：西畑 博之（株式会社若吉製作所） 

共同体：① 株式会社若吉製作所 

② 公立大学法人名古屋市立大学 

③ 株式会社田中医科器械製作所 

④ 株式会社ジャパン・メディカル・カンパニー 
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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① 

機器等の種類 医療機器 クラス分類 クラスⅢ（国内） 

製品名 チタンブリッジ 分類名称（一般的名称） 甲状軟骨固定用器具 

対象疾患 内転型痙攣性発声障害 届出／認証／承認 承認 

想定される販売先  新／改良／後発 新 

使用目的又は効果 内転型痙攣性発声障害における症状の改善 

薬事申請予定者 
ノーベルファーマ（株） 医療機器製造販売業許

可 

13B1X10224 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社若吉製作所 医療機器製造業許可 18B1X00004 

 業許可  

 業許可  

機器② 

機器等の種類 医療機器 クラス分類 クラスⅠ 

製品名 
讃岐式甲状軟骨開創器 Titan 

Sizer 
分類名称（一般的名称） 開創器 

対象疾患 内転型痙攣性発声障害 届出／認証／承認 届出 

想定される販売先  新／改良／後発 後発 

使用目的又は効果 甲状軟骨形成術 2 型に用いるチタンブリッジの開大幅の選択のために用いる 

薬事申請予定者 ノーベルファーマ（株） 
医療機器製造販売業許

可 
13B1X10224 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社若吉製作所 医療機器製造業許可 18B1X00004 

 業許可  

 業許可  

機器③ 

機器等の種類 医療機器 クラス分類 クラスⅠ 

製品名 スプレッダー 分類名称（一般的名称） 開創器 

対象疾患 内転型痙攣性発声障害 届出／認証／承認 届出 

想定される販売先  新／改良／後発 後発 

使用目的又は効果 甲状軟骨形成術 2 型において甲状軟骨を正中で左右にゆっくり開大するために用いる 

薬事申請予定者 ノーベルファーマ（株） 
医療機器製造販売業許

可 
13B1X10224 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社田中医科器械製作

所 
医療機器製造業許可 13BZ200307 

 業許可  

 業許可  

機器④ 

機器等の種類 非医療機器 クラス分類 該当分類無し 

製品名 甲状軟骨 3D モデル（仮名） 分類名称（一般的名称） 該当分類無し 

対象疾患 内転型痙攣性発声障害 届出／認証／承認 該当しない 

想定される販売先  新／改良／後発 該当しない 

使用目的又は効果 甲状軟骨形成術 2 型の手術手技を習得するために用いる 

薬事申請予定者 ノーベルファーマ（株） 
医療機器製造販売業許

可 
13B1X10224 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

株式会社ジャパン・メディカ

ル・カンパニー 
医療機器製造業許可  

 業許可  

 業許可  
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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 

米国・欧州（独・英・仏） 

薬事申請時期 平成 29（2017）年 6 月 令和 5（2023）年 12 月 米国 

令和 3（2021）年 8 月 欧州 

上市時期 平成 29（2017）年 12 月 令和 6（2024）年 12 月 米国 

令和 5（2023）年 2 月 欧州 

想定売上（上市後 3年目） 0.76 億円／年（令和 2（2020）年時点） 8.27 億円／年（令和 9（2027）年時点）米国 

3.80 億円／年（令和 7（2025）年時点）欧州 

市場規模（上市後 3年目） 2.17 億円／年（令和 2（2020）年時点） 16.54 億円／年（令和 9（2027）年時点）米国 

10.86 億円／年（令和 7（2025）年時点）欧州 

想定シェア（上市後 3 年

目） 

35％（令和 2（2020）年時点） 50％（令和 9（2027）年時点）米国 

35％（令和 7（2025）年時点）欧州 

市場規模：競合治療法も含めた市場全体としての見込み 

スケジュール変更理由：欧州の薬事申請時期は認証機関による技術ミーティングを追加で 2019年 3月に

行なった結果、QMS対応等が必要になったため CEマーキング取得を 2019年 10月から 2020年 4月に変更

した。それに対応し、欧州上市時期を 2019年 11月から 2020年 5月に変更。米国は第 2回 Q-sub結果が

2019 年 3 月末に届き、その対応として包装トレイの変更等に時間を要するため、Q-sub 対応の回答時期

を 2019 年 12 月とし、米国臨床試験結果も含めた De Novo 審査による承認及び上市時期をそれぞれ 1 年

遅らせた。さらに COVID-19の影響によりさらに 1年以上遅れることとなった。 

 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

装置構成： 

１．チタンブリッジ 

内転型痙攣性発声障害に対する根治的治療として甲状軟骨形成術 2 型に用いるチタン製のインプラン

ト。海外でチタンブリッジの薬事承認を取得した国・地域がなく、類似の医療機器はない。海外展開に

向け欧米人向けのサイズを開発・製造する。 
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２．スペーサ 

チタンブリッジの開大幅の選択のため、術中にスペーサを仮置きし、患者の発声を確認する。2014 年

7 月に特許出願済のスペーサの改良版を開発し、欧米人向けのサイズを製造する。 

 

 

３．スプレッダー 

甲状軟骨形成術 2 型において甲状軟骨を正中で左右にゆっくり開大するために用いる。甲状軟骨に合

わせたサイズと、開きすぎないようにストッパーを付ける点が既存の開創器と異なる。 

 

 

４．甲状軟骨 3D モデル 

甲状軟骨形成術 2 型の手術手技を習得するために用いる甲状軟骨の人体モデル。欧米でのトレーニン

グに適したサイズを研究・開発する。 
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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 

・内転型痙攣性発声障害を患い、永続的効果のある治療法を待ち望んでいる患者。 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

まず、競合治療法であるボツリヌス毒素投与も含めた市場全体として市場規模を想定した。 

英国マンチェスター大学での当該疾患に対するボツリヌス毒素投与患者数の調査によると、英国では

739 人に投与されている。この患者数をもとに、対人口比で米国・ドイツ・フランスでのボツリヌス毒

素投与患者数は、米国：3,650人、ドイツ：934人、フランス：756人と試算される。 

本邦では痙攣性発声障害患者のうち 40%がボツリヌス毒素の治療、25%が甲状軟骨形成術 2型の治療と

報告されており、将来、海外においても同比率で甲状軟骨形成術 2型が施術されると考えられる。よっ

て、各国での本製品の対象患者数は、米国：約 2,300人、ドイツ：約 600人、イギリス：約 500人、フ

ランス：約 500人と想定する。 
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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 

世界で初めての治療法であるため、競合製品及び競合企業はない。しかしながら、甲状軟骨形成術 2

型を習得している医師がほとんどいないことが障壁である。 

チタンブリッジによる甲状軟骨形成術 2型手術は世界に先駆けて開発された日本独自の医療技術であ

るため、海外市場を獲得していくには海外の臨床医が標準化された術式を習得できるようにする。 

 

 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 競合機器３ 

メーカー ノーベルファー

マ 

無し 無し 無し 

概要 甲状軟骨形成術 2

型手術に用いる埋

込型チタン製イン

プラント 

   

型式 NPC-17    

特徴 内転型痙攣性発

声障害の永続的症

状改善 

   

国内市場規模     

国内シェア     

海外市場規模     

海外シェア     

売価 未定    

保険償還 点数 未定    

クラス分類 クラス未定（米

国） 

又はⅡb（欧州） 
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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 
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(2) 投資回収計画 

 ① 国内 

 RX 

20XX 

RX 

20XX 

RX 

20XX 

RX 

20XX 

RX 

20XX 

RX 

20XX 

RX 

20XX 

RX 

20XX 

RX 

20XX 

RX 

20XX 

薬事申請時期           

上市時期           

支出額（単位：億円） 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

 うち補助対象 0.5 0.5 0.5 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.2 0.2 0.2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

売上高（単位：億円） － － － 0.5 2.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

販売数量（単位：） － － － 100 400 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 ② 海外 

 RX 

20XX 

RX 

20XX 

RX 

20XX 

RX 

20XX 

RX 

20XX 

RX 

20XX 

RX 

20XX 

RX 

20XX 

RX 

20XX 

RX 

20XX 

薬事申請時期           

上市時期           

支出額（単位：億円） 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

 うち補助対象 0.5 0.5 0.5 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.2 0.2 0.2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

売上高（単位：億円） － － － 0.5 2.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

販売数量（単位：） － － － 100 400 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 ③ 国内・海外合計 

 RX 

20XX 

RX 

20XX 

RX 

20XX 

RX 

20XX 

RX 

20XX 

RX 

20XX 

RX 

20XX 

RX 

20XX 

RX 

20XX 

RX 

20XX 

支出額（単位：億円） 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

 うち補助対象 0.5 0.5 0.5 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.2 0.2 0.2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

売上高（単位：億円） － － － 0.5 2.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

販売数量（単位：） － － － 100 400 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

本製品の海外卸売価格（35 万円／個）は、A型ボツリヌス毒素注入療法による薬剤費から想定した。A

型ボツリヌス毒素の薬剤費は 1 回あたり 5 万円、その治療効果は 3 か月のため年 4 回は投与が必要とな

り、年間薬剤費として 20万円を要する。内転型痙攣性発声障害の平均年齢 (38.6歳)と日本人の平均年

齢 (83.7 歳)から、A 型ボツリヌス毒素の局所注入療法の最大治療継続期間は約 45 年となる。甲状軟骨

形成術 2型では本製品を 2個用いて永続的治療効果が得られるので、A型ボツリヌス毒素の約 4年分の薬

剤費（80万円）をベースに、本製品 2個で卸売価格 70万円を算出した。 

スケジュール変更理由：欧州の薬事申請時期は認証機関による技術ミーティングの追加で 2019年 3月

に行なった結果、（株）若吉製作所に QMS対応等が必要になったため CEマーキング取得を 2019年 2月か

ら 2020年 4月に変更した。それに対応し、欧州上市時期を 2019年 5月から 2020 年 5月に変更。米国は

第 2回 Q-subフィードバックが 2019年 3月末に届き、その対応として包装トレイの変更等に時間を要す

るため、次回の Q-sub 回答時期を 2019 年 12 月とし、米国臨床試験結果も含めた De Novo 審査による承

認及び上市時期をそれぞれ 1 年遅らせた。さらに COVID-19の影響によりさらに 1年以上遅れることとな

った。 
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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” 

先ずは現地海外子会社を設立し、子会社を通じた現地代理店・卸による販売及び物流体制を取ることと

する。本機器の主要顧客は、海外主要大学病院を中心とした耳鼻咽喉科専門医師であるため顧客層が限ら

れていること、類似の製品がないことから安定的な需要が見込まれる。また、甲状軟骨形成術 2 型のト

レーニングコースを提供することで本製品を用いた治療の安全性及び有効性を担保するとともに、甲状

軟骨形成術 2 型の専門医師を囲い込む 

 

 2) ビジネス体制 

 
  

    

   市   
                 
         

    
                    

           
        
         
 海外          
     市      分       

  
             

     

    
 一種医療機器製造販売業許可            

        
              
           

    
 一種医療機器製造販売業許可            

            
                 

  

 

          

     
     

  

 

 

    
                   

                

 

      

           
     

  
  

  
 得
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(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

⚫ 讃岐式甲状軟骨開創器 Titan-Sizer（スペーサ) 届出（2021年 4月 13日@PMDA） 

⚫ 讃岐式甲状軟骨開創器 Titan-Sizer（スペーサ) Gタイプ追加の届事項変更届（2021 年 7 月 20

日@PMDA） 

【欧州】 

2019年 6月 QMS文書を改訂整備し、7月～9月に内部監査を終了した。並行して技術文書に必須な

各試験を行ったが、ISO 10993試験のインビトロ細胞毒性試験で陽性を示して不適合になった。ま

た、10月 17日の MDD 認証機関（テュフラインランド）としての審査業務終了の連絡により、2020

年 4月 MDD（欧州医療機器指令）認証を断念した。今後、インビトロ細胞毒性試験での陽性を示し

た原因究明及び MDR での認証審査準備を並行して進めることとした。2020 年は、インビトロ細胞

毒性試験の陽性原因を究明し、チタンブリッジの製造工程中のワイヤー放電加工における銅と特

定した。また、技術文書は、MDD対応から MDR対応への更新を図るべく、コンサルタントによる Gap

分析を依頼受理した。 

【欧州及び英国】 

2021年度は、MDRでの認証審査のため、新たに認証機関を選定することとし、4認証機関からヒヤ

リングを行い、3認証機関からの見積をとった。そして、UKCAマーキング認証審査も可能であった

BSIに決定した。BSIの技術文書 ガイダンスにより、技術文書の整備を進めたが、包装・滅菌バリ

デーション、有効期間評価試験（加速及び実保存）及び輸送試験は、米国申請と共通資料であり、

それらのプロトコルは FDA に QsubS004 として提出し、2022 年 1 月に QsubS004 フィードバックを

受理したので、これらの試験を開始できなかった。また、2021年度（2022年 3月まで）には認証

機関（BSI）への Digital pre-application（事前申請）ができなかった。現在は 7月中を目標に

している。並行して、CEマーキング/UKCAマーキング技術文書の最終化を行っている。 

【米国】 

FDAからの第 2回 Q-sub Feedback（Q172173/S001）への回答（Q172173/S00）を 2020年 11月に提

出し、2021年 2月に Q-sub Feedback（Q172173/S002）を受信し、同月に FDAと Web会議（臨床試

験）を行った。 

2021年 10月に QsubS002フィードバックの臨床パート回答として、QsubS003 を提出し、11月に非

臨床パート回答として、QsubS004を FDAに提出した。2022年 1月に Q-sub Feedback（Q172173/S003

及び Q172173/S004)を受信した。2022年 3月の時点でも Q-subが完了しなかった。2022年 12月ま

での完了を目指し、IDE申請は 2023年１月を目標としている。 

 2) 知財戦略検討状況 

⚫ 模倣品・侵害者が現れたときの対応防衛策の一環として、改良型チタンブリッジの PCT 出願を

行っており、各国移行中である。 

 3) 開発戦略検討状況 

⚫ 開発リスクの明確化と対応 

・ 当初、国内承認資料により、欧米開発を進めたが、CEマーキング認証機関とのガイダンス及び

米国 Pre-sub において、国内承認で必須でない項目として、「ISO 10993 試験（生体適合性試

験）」、MRI 試験及び包装バリデーション試験の問い合わせを受けて、新たに実施することとし

た。また、国内承認資料の滅菌バリデーション、有効期間評価試験（加速）及びベンチ試験（力

学的試験）についても指摘及び推奨を受けて、検討の結果、再度、実施することとした。また、

設計開発及びリスクメネジメントについては、再対応することとした。 

ベンチ試験は、国内で委託試験施設を調査したが、試験資料の提出先が FDAであるため、国内
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の民間の委託試験施設に断られた。そのため、独立行政法人 長岡技術科学大学と共同研究を

進めている。 

・ 海外開発段階で新たに生じたリスクとして、ISO 10993 試験、インビトロ細胞毒性試験陽性及

びチタンブリッジ破断がある。これらは、国内承認資料から推定できず、その対応には、時間

及び費用を要し、前者については、国衛研による事業化コンサルを頂いた。 

⚫ 薬事申請に必要なエビデンス収集 

・ ISO 10993試験（生体適合性試験) 

・ MRI試験 

・ 包装バリデーション 

・ 滅菌バリデーション 

・ 有効期間評価試験（実保存及び加速） 

・ 輸送試験 

・ ベンチ試験（耐久性評価試験） 

⚫ ISO 10993試験のインビトロ細胞毒性試験陽性による開発戦略の見直し 

2019年 10月に判明したインビトロ細胞毒性試験陽性の原因を究明し、チタンブリッジによる内転

型痙攣性発声障害治療のベネフィットがチタンブリッジのインビトロ細胞毒性試験陽性のリスク

を上回ることを示した。 

【欧州及び英国臨床研究】 

2019年 7月に GST（ガイズ・アンド・セントトーマス病院）と CDAを締結し、8月に IIS（医師主

導臨床試験）実施計画及び契約について協議した。1 月に GST にて今後のスケジュールを協議し、

申請スケジュールの修正案を作成した。その後、2021 年 3 月までは、動きはなかったが、その後

手術講習会の動きが活発化して、ガイズ・アンド・セントトーマス病院では、6月に講習会が行わ

れた。 

【米国臨床試験】 

ウィスコンシン大学と CDA締結協議を進め、治験プロトコル案の協議を開始する。 

⚫ 薬事戦略 

第三者認証機関（テュフラインランド）と若吉製作所を交えて品質マネジメントシステム（QMS）

についての技術会議を 2019年 3月に実施した。9月に弊社外部コンサルタントと共に（株)若吉製

作所に対して、同社の品質管理監督システム基準書（品質マニュアル)に対する指摘及び推奨を行

い、CEマーキング及び欧州医療機器指令（MDD）の教育を実施した。 

⚫ チタンブリッジの不具合（国内） 

国内において、2022 年 1 月の不具合（CT によるチタンブリッジ羽部の孔部の破断）報告を受け、

2月より流通を一時停止している。3月より患者モニタリングを実施し、収集したデータをもとに、

6 月にリスク評価会議を実施した。このリスク評価の結果を７月に PMDA に報告する。確認がとれ

たら、国内の流通を再開するとともに、チタンブリッジによる内転型痙攣性発声障害治療のベネフ

ィットがチタンブリッジの破断のリスクを上回ることを欧州、英国及び米国の開発の観点で確認

する。 

 

 4) 販売戦略等 

⚫ 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 
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2019 年 3 月に海外営業本部を新設し、欧米での販売体制を検討し、欧州、米国において、現地法

人を設立し、販売チャネルは確立した。2021年以降、MDR対応中である。 

⚫ 製造・サービス戦略 

製造委託会社（若吉製作所）及び包装・滅菌委託会社（ニプロ）との海外臨床研究品と商業製品の

製造に関わる事前相談を継続し、2022年に新たに欧州向け包装の委託業者を選定・決定した。 

⚫ QMS等の品質保証体制 

2019 年 6 月に QMS-SOP 改訂し、教育訓練及び内部監査等を実施した。2021 年 11 月に事業化コン

サル「ISO 13485（品質マネジメントシステム)に QSR（品質システムレギュレーション)追加時の

注意点」を当社各部署、（株)若吉製作所及び（株)田中医科器械製作所で受けた。そして、2022年

2月に MDR対応の QMS-SOPに改訂した。 

⚫ トレーニング体制構築 

2019年 6月及び 11月にワークショップを開催した。今後、新たに実施可能な施設を調査する。 

⚫ 広報・普及計画 

・ 2019年 6月に Confederation of European Otorhinolaryngology Head & Neck Surgery学会

で、研究機関である名古屋市立大学の讃岐先生が甲状軟骨 2型形成術の講義を行った。 

・ 2019年 11月に名古屋市立大学において甲状軟骨形成術 1型～4型までの技術講習会を実施し、

米国 1名、欧州 2名の医師がチタンブリッジを使用した 2型形成術の術式をマスターした。ま

た、米国医師、欧州医師計 3 名にそれぞれ甲状軟骨 2 型形成術に必要な海外で汎用されていな

いスプレッダー（医療器具）を提供し、技術講習会でその使用方法について指導した。 

 

 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 米国での医療機器申請は、510(k)として、米

国規制に合致した対応策が必要 

② 欧州 CE マーク取得は、認証審査機関の選定

が重要 

① 米国規制に精通した外部コンサルタントに

より、Pre-sub を提出 

② CE マーク取得に向け、外部コンサルタント

を利用し、CE マーク経験者を採用する 

 

知財 
① 模造品の参入リスク 

 

① 防衛策の一環として改良型チタンブリッジ

の PCT 出願を行い、各国移行中である 

 

技術・

評価 

① 甲状軟骨形成術 2型を施行出来る医師がいな

い 

 

①  術式トレーニングコースを提供し、コース

を修了した医師にのみチタンブリッジを提

供する 

 

その他

事業化

全般 

① 内転型痙攣性発声障害の患者数は少ないた

め年間売上高が小さい 

 

 

①  専門医は限られているため web を活用した

販売・営業活動によりコストを極力抑える 
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1.6 補助事業の成果概要 

(1) 補助事業の事業概要 

2020年度は欧米での臨床研究・臨床試験のための準備段階とする。欧米必須事項である Biocompatibility試験における細胞毒性試験での不適合の

原因を究明して、そのリスクを評価する。 

次に文献及び追加試験等でリスクの低減策を示し、チタンブリッジを治療に使用するベネフィットが細胞毒性での不適合の結果のリスクを上回るよ

うに生物学的リスクマネジメントを確立する事が必須である。欧州では、2020 年 5 月 26 日以降に欧州医療機器規制（MDR）が適用され、新要求事項

及び変更要求事項における必要な対応を見極め、CEマーク認証申請に進める。米国では FDAから要求されている Bench Testing 等未実施試験を進め

る。 

2021年度も欧米での臨床研究・臨床試験のための準備段階とする。欧米必須事項である Biocompatibility試験における細胞毒性試験での不適合の

原因を究明したので、そのリスクを評価し、チタンブリッジを治療に使用するベネフィットが細胞毒性での不適合の結果のリスクを上回るように生

物学的リスクマネジメントを確立する。欧州では、2021 年 5 月 26 日以降に欧州医療機器規制（MDR）が適用され、新要求事項及び変更要求事項にお

ける必要な対応を見極め、CEマーキング認証申請に進める。また、英国では、2021年 1月 1日以降に UKCA（UK Conformity Assessed)マーキングに

関する規定が更新されて、UKCAマーキング対応を進めることが追加される。米国では FDAから要求されている Bench Testing等未実施試験を進めて、

IDE を準備する。 

 

(2) 補助事業終了時までに完成した試作品の概要 

試作品名 概要 

チタンブリッジの海外仕様品 

日本人と異なる人種に適した海外規格製品 
スペーサの海外仕様品 

スプレッダーの海外仕様品 

甲状軟骨３D モデルの海外仕様品 

 

(3) 補助事業の成果と今後検討すべき課題 

令和 3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 

2)パッケージに関する試験 

（ノーベルファーマ） 

米国及び欧州の薬事申請に向けて、改良した

ブリスタートレイによる滅菌/有効期限/包

装の試験で、ASTM による包装システムの性能

試験方法、包装の完全性試験方法等を指定し

▶ 【進捗 60％：△】 

①製品開発・評価 

2)パッケージに関する試験 

(ノーベルファーマ) 

米国及び欧州の薬事申請に向けて、改良したブリ

スタートレイによる滅菌バリデーション/包装バリ

デーション/有効期限評価試験/輸送試験の各プロ

▶  

2)欧州医療機器規制(MDR)附属書Ⅰ(一般的な

安全性および性能要求事項 )と整合規格

(Harmonized Standard)の最新版との確認 
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て、試験を包装・滅菌委託先に外注し、その

プロトコルと報告書を受領する 

2021 年 8 月に当該試験のプロトコルを受領

する 

 

3)Biocompatibility 試験 

（ノーベルファーマ） 

米 国 欧 州 薬 事 申 請 に 向 け て 、

Biocompatibility 試験の細胞毒性試験での

不適合の原因究明に関する試験を外部試験

機関に外注し、そのプロトコルと報告書を受

領する 

2020 年 4 月に当該試験の全ての書類を受領

する 

 

4)Bench Testing 

（ノーベルファーマ）  

米国薬事申請に向けて、FDA から要求及び推

奨されている腐食試験、輸送試験実施後の力

学的試験、チタンの引張強度試験などを外部

試験機関に外注し、そのプロトコルと報告書

を受領する  

2021 年 10 月に当該試験の全ての書類を受領

する 

 

 

 

 

 

7)海外規格品製造 

（若吉製作所） 

トコルについて、欧州医療機器規制(MDR)を確認し

つつ、包装・滅菌委託先と協議・検討し、プロトコ

ルを英訳・確認 

 

3)Biocompatibility 試験 (ノーベルファーマ) 

米国欧州薬事申請に向けて、細胞毒性不適合の原因

究明に関する試験を外注し、細胞毒性不適合の原因

として、銅を推定し、ワイヤ放電加工における関与

を特定した。細胞毒性試験不適合の原因究明に関す

るプロトコル及び報告書を受領した。また、銅のリ

スク推定及びそのリスク評価について妥当とのコ

ンサルを受けた。なお、2020 年 11 月に FDA に Qsub

中間報告をし、FDA においても当社の見解は容認で

きると思われるという連絡を 2021 年 2 月に受理 

 

4)Bench testing (ノーベルファーマ) 

米国薬事申請に向けて、FDA から要求及び推奨され

ている各試験について、現在 3 社の外部試験機関と

秘密保持契約を締結し、各プロトコル及び見積を協

議し、1 社は辞退し、1 社は一部試験のみ可能とな

った。残った外部試験機関と、ベンチ試験試料の有

限要素解析について、2021 年 10 月に協議し、有限

要素解析の進捗報告第 1 報を受理した。その後、タ

イプ G, S, M の解析が終了、タイプ L は、2022 年

2 月終了、。2022 年度 4 月より、共同研究「チタン

ブリッジの多目的最適化形状決定」及び「チタンブ

リッジ耐久性評価試験」を予定 

 

 

7)海外規格品製造(若吉製作所) 

国内規格品（S, M, L）に加え、骨格の大きい欧米

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)海外（米国/欧州）でのベンチ試験受託施設調

査 
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国内規格品とともに骨格の大きい欧米人向

け規格品を加えた海外規格品を製造、臨床研

究・臨床試験に提供する 

2023 年 3 月の臨床研究・臨床試験開始前まで 

 

10)海外仕様の製造 

（若吉製作所） 

改良型スペーサをもとに海外仕様品を製造、

臨床研究・臨床試験を提供する 

2023 年 3 月の臨床研究・臨床試験開始前まで 

 

11)海外仕様の設計 

（田中医科器械） 

スプレッダー海外仕様品の設計を行う 

2023 年 3 月の臨床研究・臨床試験開始前まで 

 

13)海外仕様品の製造 

（田中医科器械） 

スプレッダー海外仕様品を製造臨床研究・臨

床試験に提供する 

2023 年 3 月の臨床研究・臨床試験開始前まで 

 

16)海外仕様品の製造 

（ジャパン・メディカル・カンパニー） 

甲状軟骨 3D モデル海外仕様品を製造し、臨

床研究・臨床試験を開始する前の術式トレー

ニングを提供する 

2023 年 3 月の臨床研究・臨床試験開始前まで 

人向け規格品(G サイズ)を加えることで合意した 

 

7)、10)、11)、13)、16)については、2019 年 11 月

に名古屋市立大学において実施した「甲状軟骨形成

術 1 型～4 型までの技術講習会」（以下、技術講習

会）を受講した、米国 1 名、欧州 2 名の医師と意見

交換（ヒアリング）を行った 

10)海外仕様の製造(若吉製作所) 

名古屋市立大学の医師の指導のもと、スペーサ試作

品の改良を進めている。2019 年 11 月には海外 3 名

の医師に試作品を提示して、その際得られた助言を

追加して、更なる改良が加えられている。スペーサ

(S-M、L)は 2021 年 4 月に讃岐式甲状軟骨開創器

Titan Sizer(M-S)の届出を行い、2021 年７月に讃

岐式甲状軟骨開創器 Titan Sizer(G)の追加届出を

した。洗浄・滅菌試験及び生体適合性試験を計画中 

 

11)海外仕様の設計(田中医科器械) 

スプレッダー国内仕様品を提示して、海外医師への

ヒアリングを実施した。臨床試験開始前に、再度ヒ

アリングを実施の予定、洗浄・滅菌試験及び生体適

合性試験を計画中 

 

 

13)海外仕様品の製造(田中医科器械) 

スプレッダー国内仕様品を提示して、海外医師への

ヒアリングを実施した。臨床試験開始前に、再度ヒ

アリングを実施の予定 

 

16)海外仕様品の製造(ジャパン・メディカル・カン

パニー) 

 

0)海外仕様品の確立 

11)スプレッダー国内仕様品に対する海外医師

のヒアリング及び海外仕様品の設計 

 

 

 

 

13)supureltuda-国内仕様品に対する海外医師

のヒアリング 

 

 

 

 

16)国外仕様品の試作 
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海外医師に甲状軟骨 3D モデルの意見聴取を行った

が、特段のコメントはなかったが、トレーニング開

始前に、海外仕様の 3D モデルを製造時、再度ヒア

リングの予定 

 

② 臨床研究／試験 

米国 

1)IDE 申請 

（ノーベルファーマ） 

国内申請資料及びデータ、名古屋市立大学か

らの助言をもとにウィスコンシン大学と協

議、IDE 資料を作成する 

2021 年 11 月までに資料一式を完成させる 

 

（名古屋市立大学） 

プロトコル案を協議 

2021 年 9 月 

FDA からのリクエストに合わせて国内治験デ

ザインからの修正案を完了させる 

 

2)治験届 

(ノーベルファーマ) 

Pre Submission に対する回答での指摘事項

について対応した後、FDA に IDE 提出する 

2021 年 11 月 

 

3)治験 

(ノーベルファーマ) 

ウィスコンシン大学を中心とした施設で海

外仕様品による臨床試験を開始する準備を

終了する 

▶ 【進捗 60％：△】 

米国 

1)IDE 申請 (ノーベルファーマ) 

IDE 申請から臨床治験、承認申請を担う CRO を選定

した 

 

IDE 申請に向けて、以下の項目を FDA に送付した。 

1. 臨床試験のプロトコル概要を 10 月 

2. 非臨床試験（滅菌・包装バリデーション等）の

プロトコルを 11 月 

3. 2022 年 1 月 19 日、非臨床について、2022 年 1

月 21 日、臨床試験について、FDA から Feedback

を受領し、検討対応中 

 

(ノーベルファーマ、名古屋市立大学) 

FDA からの指摘「パフォーマンスゴールの設定」は、

臨床評価に関する論文を元に、ノーベルファーマと

名古屋市立大学との間で合意が得られ、2021 年 11

月の QsubS002 で FDA に回答した 

 

2)治験届 (ノーベルファーマ) 

未着手 

 

3)治験 (ノーベルファーマ) 

未着手 

 

▶  
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2022 年 3 月までに必要な手順書等を完成さ

せる 

 

英国 

4)IRB 申請 

(ノーベルファーマ) 

国内申請資料及びデータ、名古屋市立大学か

らの助言をもとにガイズ・アンド・セントト

ーマス病院と協議し、IRB 資料を作成する 

2022 年 2 月までに資料一式を完成させ、病院

との治験契約を完了させる 

（名古屋市立大学） 

ガイズ・アンド・セントトーマス病院との協

議に参画、国内医師主導治験の経験から助言

する。 

2022 年 2 月 

FDA からのリクエストも踏まえてプロトコル

修正案を完成させる 

 

5)治験届提出 

(ノーベルファーマ) 

米国と並行して準備し、管轄当局に治験届を

提出する 

2022 年 4 月 

 

6)治験 

(ノーベルファーマ) 

ガイズ・アンド・セントトーマス病院で CE マ

ークがついた製品を用いて臨床研究を開始

する 

2022 年 3 月までに必要な手順書等を完成さ

 

 

 

英国 

4)IRB 申請 (ノーベルファーマ) 

コロナの影響で未着手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)治験届提出 (ノーベルファーマ) 

未着手 

 

 

 

 

6)治験 (ノーベルファーマ) 

未着手 
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せる 

③ 薬事戦略 

米国 

1)FDA Pre Submission 

（ノーベルファーマ） 

Q172173/S002Feedback の回答を作成して、

FDA に提出する 

2021 年 11 月末の提出を目指す 

欧州 

4)第三者認証機関による認証 

（ノーベルファーマ） 

QMS 審査及び技術文書審査、その後の指摘対

応を行い、第三者認証機関から認証を取得す

る 

2021 年 12 月からの審査を目指す 

 【進捗 60％：△】 

 

1)FDA Pre Submission 

Q172173S003 を 2021 年 10月提出 

Q172173S004 を 2021 年 11月提出 

2022/1/21 に Q172173S004Feedback, 

2022/1/19 に Q172173S003Feedback を受領 

2022/5/6 に Q172173S005 提出 

 

 

4)認証機関を BSI に決定して、UKCA マーキング及

び CE マーキング認証審査申込が電子申込に変更さ

れ対応中 

7 月に、認証審査申込を予定 

  

④ 製造・サービス戦略 

戦略 

1)製造体制構築 

（ノーベルファーマ） 

・製造委託会社及び包装・滅菌委託会社との

海外開発製品並びに海外の製造に関わる契

約を締結する 

2021 年 8 月に契約締結を目指す 

 

2)QMS 体制構築 

（ノーベルファーマ） 

・QMS に基づく記録及び管理及び SOP の整備

を行う 

2021 年 9 月 

 

3)トレーニング体制構築 

 【進捗 70％：△】 

 

1)製造体制構築 

新たに欧州で包装委託会社を選定して委託内容及

び契約を対応中 

 

 

 

 

2)QMS 体制構築 

(ノーベルファーマ) 

･MDR に対応する品質マニュアル改訂 

2021 年 11 月 

CE マーク（MDR に基づく）QMS の書類整備は、

2022/3/31 を目標としている 

QMS の書類整備は、2022/3/31 までに、ほぼ完了し
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（ノーベルファーマ） 

ワークショップ実施可能施設の調査を開始

する 

2022 年 3 月までに英国マンチェスター、ロン

ドンの 2 ヵ所で現地技術講習会を実施する。 

た 

⑤販売戦略 

1)海外販売体制・チャネルの検討 

（ノーベルファーマ） 

欧米での販売体制の検討 

耳鼻咽喉科領域に強い現地ディストリビュ

ータの洗い出しと選定、販売契約を締結する 

2022 年 3 月までに現地販売モデルを調査・検

討する 

 

2)販売計画作成 

（ノーベルファーマ） 

売上予測の精緻化と市場調査を継続する 

2022 年 3 月 

▶ 【進捗 60％：△】 

⑤ 販売戦略 

1)海外販売体制・チャネルの検討 (ノーベルファー

マ) 

米国、欧州に現地法人を設立した 

耳鼻咽喉科領域に強い現地ディストリビュータの

調査と選定中 

米国、欧州ともキーオピニオンリーダーとの面談を

重ねている 

 

2)販売計画作成(ノーベルファーマ) 

売上予測の精緻化と市場調査を継続中 

▶  

 

(4) 新型コロナウイルス感染症の影響 

Biocompatibility 試験における細胞毒性試験の不適合原因究明終了を 2020

年 4 月に見込んでいたが、原因究明に必要となった追加の試験委託先に新型

コロナウイルス感染症の影響が及んだため、2020 年 10 月終了を見込んでい

ることによることに加え、2020 年 5 月 26 日の欧州医療機器規制完全施行が、

新型コロナウイルス感染症の影響で 1 年間延期となったことが、CE マーキ

ング認証機関の業務が沈滞し、CE マーキング認証機関とのテクニカルミーテ

ィングが、未だ開催できない状況が続いている。 

CE マーキング認証機関の業務対応の遅れを懸念しているが、欧州代理人と

の連携を密にすることで、更なる遅れがでないように対応する。 
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1.7 補助事業の振り返り 

(1) 補助事業の到達点（総括） 

本事業期間内に、米国、欧州及び英国において到達はできなかったが、補助事事業期間の 1年延長によ

り、海外薬事戦略の作業が進捗し、上市への見通しが明確になった。 

2019年 11月に名古屋市立大学において実施した手術講習会は、米国 1名、欧州 2名の医師が受講した

ことで、米国及び欧州での拠点づくりが達成できた。 

(2) 当初目標達成度に関する自己評価 

 1) 自己評価結果 

S：当初目標を大きく上回る成果を得た。 

A：当初目標を上回る成果を得た。 

B：当初目標を達成した。 

C：当初目標には未達だった。 

 

 項目 評価 

① 事業進捗状況 計画に対する進捗、計画の見直し中断中止が必要な状況になってい

ない 

C 

② 事業（開発）成果 計画した成果が着実に得られている 
 

C 

③ 実施体制 

代表機関を中心とした研究開発体制が適切に組織されている B 

製造販売企業等が意欲を持って参加している B 

コンソ内の十分な連携がとれている B 

④ 今後の見通し 
今後開発を進めていく上で、問題が無い C 

開発計画が具体的で明確な目標がある C 

⑤ 事業で定める項

目および総合的

に勘案すべき項

目 

妥当な医療現場のニーズが明確になっている B 

開発機器のコンセプトは明確になっている B 

知財戦略が立案されている B 

薬事戦略が立案されている B 

販売戦略が立案されている B 

⑥ 総合評価  C 

 

 2) 自己評価理由 

弊社における当初の海外薬事戦略（米国：510k、欧州：MDD）のギャップ分析及び検証がなかったことが、

米国当局及び認証機関からの新たな指摘及び推奨事項対応により、円滑な進捗が図れず、当初目標の未達

となった。これは、チタンブリッジ国内承認資料になく、海外認証及び申請に必須な ISO 10993試験及び

MRI 試験等であり、更に ISO 10993試験のインビトロ細胞毒性試験で陽性となり、この原因究明に時間を

要したことである。また、事業化する医療機器として、チタンブリッジの他に、スペーサ、スプレッダー

及び甲状軟骨 3Dモデルを想定したが、各製造業者との連係が当初からされておらず、契約から始めたた

め、十分な成果に至らなかった。 

 



 

22 

(3) チェックリストによる自己評価結果 

 

(4) 補助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 

特にございません。 

 

 2) 事業の進め方 

弊社として、医療機器の海外展開は初めてであり、本事業の進捗にあたり、国内と海外の規制の違い、

補助事業実施体制の連携の重要性を認識しました。米国においては、510（k）を目論んだが、類似医療機

器がなく、新たに臨床試験を要する De Novoとなった。欧州（CEマーキング)においては、MDD（欧州医

当該     ズは特定 意 ではなく  観的な情報で確認でき い  か。 ○十分
当該     先  入 普及場  は明確 なっ い  か  般 診   地域 核   高 能   。 ○十分
対象 なる患者が明確 なっ い  か。 ○十分
対象 なる疾  診  等が明確 なっ い  か。 ○十分
当該    界特性は把握でき い  か。 ○十分
市場規模  入 普及台数 は明確 なっ い  か。 ○十分
SWOT分析は十分  っ い  か。 ○十分
5Forces等 市場  分析は十分  っ い  か。 ○十分
  ケテ      市場 セ        ゲ    るセ     自  ポ ショ   等 は明確 なっ い  か。 ○十分
   し  経営    当該   位置付 は明確 なっ い  か。 ○十分
臨床試験 申請 認可 で想定し  ケ ュ  は明確かつ妥当で か。 ○十分
 ア技術 開発  は明確 なっ い  か。 ○十分
ど ような効 があるか明確 なっ い  か。 ○十分

既存手段 比べ 違いが明確 なっ い  か。 ○十分
ど ような  ク 含む禁忌 があるか明確 なっ い  か。 ○十分

既存手段 比べ 違いが明確 なっ い  か。 ○十分
 市 で 必要な開発費 想定 そ 調達計画はでき い  か。 ○十分
現    法下で承認が可能で か 規制シ テム面   評価体系面 。 ○十分
ビ ネ     対応し  許可 持っ い  か。 △ 部
新            後発     どれ 該当 るか整 でき い  か。 ○十分

     ク分類で I～IV どれ 当 るか整 でき い  か。 ○十分
臨床試験 必要性 有無が明確 なっ い  か。 ○十分

PM A  調整が進んでい  か。 ○十分
  法以外 規制 つい も対応が明確 なっ い  か。 △ 部
   利用方法が明確 なっ い  か。 ○十分

同  利用 る  も含   入が 現可能 なっ い  か。 ○十分
これ で    や慣  逆らわない利用方法 なっ い  か。 ○十分

当該    連 る先 特許調査は十分  っ い  か。 ○十分
当該   必要な先 特許 つい は  セ  等で使用できるよう なっ い  か。 ○十分
開発後 特許調査 つい も   るこ  なっ い  か。 ○十分

 ア技術  し  ど よう 保護 るか 権利 ／   クボ ク  は明確 なっ い  か。 ○十分
権利  必要な新規性だ ではなく進歩性が明確 なっ い  か。 ○十分
必要な特許 必要な  出願 登録し い  か。 ○十分
意匠等 他 産  産権 つい 検討し い  か。 ○十分
 的 産 権利   は ウハウ保護 対 る予算 体制 規程は確保され い  か。 ○十分

模倣  侵害者が現れ  き 対応 つい 明確 なっ い  か。 ○十分
    ネ は明確 なっ い  か。 ×不十分
当該      生産 物流 体制は明確 なっ い  か。 ×不十分
当該   ア     ビ 体制 使用教育体制 ク  ム処 体制は明確 なっ い  か。 ×不十分
QMS等  質保証体制が明確 なっ い  か。 △ 部
広報 普及計画は明確 なっ い  か。 △ 部
想定価格は  が感じる価値  合っ も で か。 ○十分
  原価 あるいは      は明確 なっ い  か。 ○十分
       変動費 固定費  利益 減価償却等 考慮し 計数的な計画は明確 なっ い  か。 △ 部
十分な収益性が得られるこ が明確 なっ い  か。 △ 部
  拡  伴い ど   ミ  でど ような人材 資金がど 程度必要 なるか明確 なっ い  か。 △ 部
海外 対 る  は明確 なっ い  か。 △ 部
当該   対 る  ク 洗い出しは十分  われ い  か。 △ 部

そ 他

 的
 産

  

市場

基本
  

   
物流

  
収支

開発
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療機器指令)から MDR（欧州医療機器規制)に改訂され、規制要件が増加し、更に英国において UKCA マー

キング対応が追加した。事業を遂行する上で各自の技量向上のために医療機器の法規に関する教育訓練

を早期にかつ十分に行うべきであった。本事業での経験は、今後に生かせると確信しております。 

 

 3) その他 

特にございません。 
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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 

海外においても、内転型痙攣性発声障害には根

本的治療法がなく、対症療法としてＡ型ボツリ

ヌス毒素の内喉頭筋への局所注入があるが、効

果が限定的で持続期間は一時的（３～４ヵ月）で

あり、永続的な治療法が望まれている。 

変更なし 

 

機 器 ス ペ ッ

ク・ビジネス

モデル 

日本人とは異なる人種の甲状軟骨の形状・サイ

ズに適応するチタンブリッジ規格品（海外仕様) 

の作製。 

新たな規格を作成するのではなく、国

内既承認の G 規格を追加し、S、L、M

及び Gの４規格を海外仕様とする。な

お、G規格は、国内では販売していな

い。 

 

事業化体制 
米国、欧州に現地法人を設立する。 変更なし 

 

事 業 化 計 画

（開発･薬事・

上市スケジュ

ール） 

薬事申請

時期 

米国：2020 年 10月(510k 申請) 

欧州：2019年 2月（MDD 申請） 

米国：2025 年 4月（De Novo 申請） 

欧州：2022年 6月（認証申請） 

510kでなく、DFDAの指示により、De Novo

申請となる。 

欧州医療機器規制実施による。 

上市時期 
米国；2021 年 1月 

欧州：2019年 5月 

米国；2026年 4月 

欧州：2023年 7月 

 

 

 

 

(6) 課題評価委員会･事業化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 FDA が初回のフィードバックから明確化を求めている部分に対処

すること。 

IDE で要求事項となっている設計管理の確立から着手することを

推奨。 

FDA との Pre-sub から Q-sub のフィードバックを見直して、回答

する。 

QMS-SOPの設計管理、購買管理等の記録整備。 
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領域 指摘事項 対応 

スペーサ及びスプレッダーは、クラス１機器で一般的に設計管理

の要求事項が免除されるが、510(k)免除を実証する資料の作成／

保管に関しては、設計管理の要求事項、特に設計履歴ファイルの

要求事項に注目すること。 

社内 QMS-SOPに QSR要求事項を追加した改訂を行う。 

スペーサ及びスプレッダーの生体適合性試験の前に洗浄＆滅菌

工程バリデーション、並びに該当する場合に包装工程バリデーシ

ョンが合格していること。 

再利用可能な医療機器の洗浄及び滅菌工程バリデーション委託

試験施設の選定及び同試験の依頼。 

スペーサ及びスプレッダーの Establishment Registration（施設

登録）で米国代理人(US Agent)の指定及び手数料支払の義務並び

に FDA 査察の可能性があり、関連企業(輸入業者及び苦情処理業

者)との役割を明確にすること。 

当社と関連企業(輸入業者及び苦情処理業者)の役割分担を契約

書で明確にする。 

  

知財 無し  

  

  

技術・評

価 

無し  

  

  

その他事

業化全般 

無し  

  

  

 

 

 

(7) 継続条件への対応状況 

継続条件 対応 況 

なし  
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1.8 令和 4年度以降の実施内容に関する計画（案） 

(1) 令和 4年度以降の実施内容 

現時点における上市の見込みは以下の通りです。 

【米国】 

現在は、IDE申請前段階で、今後は、FDAからの要求されている非臨床試験を 2022 年 12 月 15 日までに完了し、IDE申請の目標を来年 2023 年 1 月

15日とし、米国上市は 2026 年 4 月を予定としています。 

【欧州】 

現在は、認証機関(BSI)への認証審査申込段階で、今後は、 

認証機関への認証審査申込を 2022年７月に行い、2023年 7月 15日の CEマーキング取得を予定しています。 

【英国】 

現在は、認証機関(BSI)への認証審査申込段階で、今後は、認証機関への認証審査申込を行い、2023年 7月 15日の UKCAマーキング取得を予定して

います。 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 

ノーベルファーマ株式会社 

〒104-0033 東京都中央区新川一丁目 17－24 

電話: 03-6670-3800 / FAX: 03-6670-3801 / E-mail: info@nobelpharma.co.jp 

 

 


