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1. 事業の概要 

インプラント周囲炎はインプラント体表面への歯垢細菌の付着感染により周囲骨組織が 破壊される

炎症性疾患で、国内外で患者が累積増加している（植立 5 年 14.4％）。歯科 用超音波スケーラーを用い

ても粗面に侵入した細菌除去は困難であるため、本事業で は試作開発した「流水式超音波歯垢除去器」

を歯科治療ユニット（診察台）のモジュール として搭載するための小型化・最適化開発を行い製品化し、

5 年以内の上市を目指す。 
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1.1 事業の目的 

インプラント植立手術は，国内 30 歳以上の成人において 50 人に 1～2 人が受けているほど一般的な歯

科治療に成長した。また海外においても国内の約 10 倍規模のインプラント市場が広がっている。2013

年度の医療施設調査では，全国の歯科診療施設 68,156 軒のうち，インプラント植立手術が行われた施設

数は 11,311 軒である。インプラント関連製品の市場規模はここ数年で 320 億円（海外は約 10 倍）にも

成長した。一方で，インプラント埋入患者が増加する中，インプラントの機能後 5 年でインプラント周

囲炎が 28％，5～10 年で 28～54％も発症していると報告がある。インプラント周囲炎はインプラント体

表面に歯垢細菌が付着感染し，生じた炎症により周囲骨組織が破壊される疾患である。治療では，超音

波スケーラーで歯垢除去をするが，インプラント体表面は数十μm オーダーの小孔で形成されているた

め，微細レベルの効率的除去は困難で国内外で喫緊の課題である。そこで本事業の目的としては，国内

外問わず，インプラント周囲炎の予防および治療を可能とする歯科用医療機器の開発を行い，インプラ

ントメンテナンス機器のスタンダード製品として定着させることである。薬事申請としては，「歯科用多

目的超音波治療器（クラスⅡ）」の改良医療機器として承認申請を行い，2017 年 9 月に国内発売，2018

年 9 月に海外販売を目標として活動する。 

 

 

1.2 事業実施体制 

事業管理機関：学校法人 昭和大学 

PL：久米 俊司郎（株式会社ジーシー） 

SL：松下 尚孝（本多電子株式会社） 

共同体：①株式会社ジーシー 

 ②本多電子株式会社 

 ③公立大学法人 九州歯科大学歯学部 
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1.3 事業化する医療機器の概要 

1.3.1 製品名：流水式超音波歯垢除去器 

(1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 歯科医療機器 クラス分類* Ⅱ 

製品名 流水式超音波歯垢除去器（仮） 分類名称（一般的名称）* 歯科用多目的超音波治療器 

対象疾患 
（メンテナンス，）歯周疾患，

インプラント歯肉炎，周囲炎 
届出／認証／承認* 承認 

想定される販売先 歯科ディーラー 新／改良／後発* 改良 

薬事申請予定者 株式会社ジーシー 
医療機器製造販売業許

可 
13B1X00155 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 
株式会社ジーシー 医療機器製造業許可 22BZ0075 

（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 28（2016）年 4月 平成 29（2017）年 9月 

上市時期 平成 29（2017）年 12月 平成 30（2018）年 12月 

想定売上（上市後 3 年目） 9億円／年（平成 32（2020）年時点） 90億円／年（平成 33（2021）年時点） 

市場規模（上市後 3 年目） 40億円／年（平成 32（2020）年時点） 400億円／年（平成 33（2021）年時点） 

想定シェア（上市後 3 年目） 23％（平成 32（2020）年時点） 23％（平成 33（2021）年時点） 

(3) 事業化する医療機器の概観・特長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療機器等の種類

医療機器等のターゲット市場

事業化する医療機器等の概観・特長

国内市場
2016年

(2020年時点) 90億円/年想定売上(上市後３年目）

薬事申請時期（西暦）

(2021年時点)9億円/年
市場規模(上市後３年目）

2017年

(2020年時点)
400億円/年(2020年時点)

想定シェア(上市後３年目） 23% 23% (2021年時点)

改良医療機器

取得済み

届出/認証/承認〈選択〉

医療機器機器等の種類〈選択〉 クラス分類〈選択〉 Ⅱ

想定される販売先

ＵＳ WATER（仮）

承認

対象疾患
（卸企業，代理店を経由して）歯科医
院，歯科大学病院

周囲粘膜炎および周囲炎（インプラント
患者含む），歯周炎

分類名称(一般的名称)

新/改良/後発〈選択〉

製品名

薬事申請予定者

歯科用多目的超音波治療器

製販業許可〈選択〉株式会社ジーシー　久米 俊司郎

ＥＵ，ＵＳＡ)
2017年
2018年上市時期（西暦）

海外市場(具体的に

40億円/年 (2021年時点)

＜パネル部＞

・シンプルで直感的な操作が可能，グローバルデザイン

①ディスプレイ ②水回路内クリーニングボタン

③超音波パワーUP/DOWN調整 ④タイマーUP/DOWN調整

①

② ③ ④

＜ハンドピース＞

○ワンハンドでの操作

○握りやすい形状

○外装カバーは着脱し，オートクレーブが可能

＜全体図＞
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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 

医療現場の現状：インプラント周囲炎 

  歯科用インプラント植立手術は，国内 30歳以上の成人において 50人に 1～2人が受けているほど一般

的な歯科治療に成長した。また海外においても国内の約 10 倍規模のインプラント市場が広がっている。

2013年度の医療施設調査では，全国の歯科診療施設 68,156軒のうち，インプラント植立手術が行われた

施設数は 11,311 軒である。インプラント関連製品の国内市場規模はここ数年で 320 億円にも成長した。

一方で，インプラント埋入患者が増加する中，インプラントの機能後 5年でインプラント周囲炎が 28％，

5～10 年で 28～54％も発症していると報告がある。インプラント周囲炎はインプラント体表面に歯垢細

菌が付着感染し，生じた炎症により周囲骨組織が破壊される疾患である。治療では，超音波スケーラー

で歯垢除去をするが，インプラント体表面は数十μmオーダーの小孔で形成されているため，微細レベル

の効率的除去は困難で国内外で喫緊の課題である。そこで本事業の目的としては，国内外問わず，イン

プラント周囲炎の予防および治療を可能とする歯科用医療機器の開発を行い，インプラントメンテナン

ス機器のスタンダード製品として定着させることである。 

 

＜医療現場の課題＞ 

  齲蝕や歯周病は，歯，歯根表面に付着した歯垢が原因の炎症性疾患である。その治療や予防の重要な

決め手は歯垢除去で，「歯ブラシ」「歯間ブラシ」で擦り落とすことが原則である。しかし，以下の理由

により歯面，歯根表面からの歯垢（細菌）の除去は困難である。 

困難な理由①「電動歯ブラシでも届かない」 

歯列の凹凸のために，歯ブラシや歯間ブラシの毛先が歯やブリッジの奥まった部分に届かず，歯根の

曲面を刷掃することは，想像以上に難しい。普及してきた電動歯ブラシでも同様に，毛先が届かなけれ

ばプラークは除去できない。 

困難な理由②「歯垢はバイオフィルム」 

歯垢は単純な細菌塊ではなく，500種以上が共生するバイオフィルムであり，疎水的相互作用，静電的

相互作用，受容体型相互作用，糖鎖による粘着作用などで付着している。バイオフィルムには薬剤の浸透

も期待できないために，いまだにブラシで擦るなどの機械的除去に頼らざるを得ない。 

困難な理由③「粗造な表面は細菌付着を招く」 

歯面，特に歯根表面は粗造な微細構造を有し，口腔微生物は付着しやすい。また，インプラント表面

も多孔性微細構造が主流で，一旦感染を起こし口腔に表面が露出すると微細な表面の孔窩に細菌が入り

込み，菌体除去はますます困難となる。 

困難な理由④「ブラシ毛では細菌は掻き出せない」 

歯面や歯根表面，インプラント表面に存在する微細な孔窩は直径 10-50μm 程であり，太さの直径が

100-300μm 程の歯ブラシ毛が到達することはできない。表面の微細多孔な構造ゆえに，擦って除去する

方法が存在しない。 

困難な理由⑤「超音波スケーラーでも除去できない」 

(2) 歯科臨床では，歯垢や歯石除去に「超音波スケーラー」が用いられてきた。基本的な仕組みは 18-60kHz

の高速で振動する金属チップの先端が注水下でプラークや歯石を直接，打触打砕することで機

械的に除去するものである。微少な空間でキャビテーションが発生すると説明する機種もある

が，その発生は極めて小さく，現実的にはキャビテーションによる十分な歯垢除去効果を期待

することはできない。そこで本多電子株式会社と昭和大学および株式会社ジーシーは，微細な

凹凸を有する歯面やインプラント金属表面に入り込んだプラーク細菌の除去に，流水へ付与す

る超音波振動による洗浄効果をもとにした非接触型洗浄器の研究開発に取り組んできた。 
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＜本機器の特徴・ポイント＞ 

1．微細な凹凸部に入り込んだ歯垢の除去 

流水式超音波洗浄装置の原理は，流水に付与した超音波エネルギーにより水分子が加速され（粒

子加速度），物質表面から汚れを剥離させることである。周波数が高いほど効果があり，付着力

の弱い微細な汚れの剥離に有効である。加速度は周波数の倍数の 2 乗に比例して大きくなり，

波長も小さくなり，より微細な汚れに対して有効になる。また，本技術は「特許登録番号第

2521730 号」「超音波洗浄装置」において権利化している技術である。この原理をもとに生体硬

組織表面の微生物除去に最適な装置の開発することができたため【発明の名称】流水式超音波

口腔洗浄装置，及び流水式超音波口腔洗浄方法「特願 2011－157519」で特許出願を行っている。 

2．薬物を使用しない 

  競合製品となる歯面清掃器は，重炭酸ナトリウムやグリシンのパウダーを必要とするが，

本装置は水道水もしくは生理的食塩水のみを使用するという点で，生体や環境にも負荷が小さ

く，かつ運用コストがかからない。 

3．除去面を傷つけない 

 超音波スケーラーのような金属や樹脂チップを接触させて歯垢を除去する装置は，チップに

より除去面を傷つけてしまう。傷痕には歯垢が付着しやすく，結果としてインプラント周囲炎

を再発しやすくしてしまう。本装置は流水による接触のため，インプラント表面を傷つけるこ

となくバイオフィルムを除去できる。 

(2) 当該機器等の市場性 

 ① 提案する機器の想定顧客 

 歯科医師 

 歯科衛生士 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

＜国内市場＞ 

インプラント植立手術が行われた施設数は，厚生労働省「医療施設調査（2008 年）」より，我が国で

は全国 67,779 軒の歯科診療施設のうち、21.5％に相当する 14,580 施設であったが，2013 年度の医療施

設調査では，歯科診療施設は全国 68,156軒とほぼ横ばいだったのに対して，インプラント植立手術が行

われた施設数は，11,311軒と減少した。一方，アールアンドディ「歯科機器・用品年間（2011年）」よ

り，インプラント及び関連製品の市場規模推移をみると，2008年度は 333.3億円，2009年～2011年度は

僅かに減らして 320 億円で留まった。このことから，患者数は年々累計増加するも，インプラント手術

施設が減少したことで 1 施設に多くの患者が集中していると考えられる。インプラント手術施設が減少

することで装置購入先が減少するようにも考えられるが，インプラント患者数の増加＝インプラント周

囲炎患者が増加することで，1施設の購買意欲が高まることから本装置の市場規模予測は変わらないと考

える。 

＜海外市場・顧客＞ 

世界の歯科インプラント市場は 2010 年の 3200 億円から 2015 年には 4200 億円へと 6%の成長率で拡大

すると予測され，インプラント周囲炎患者も増加傾向を示す。中でもヨーロッパは，世界の中でも 42％

のシェアを占めている。ジーシーは 20余りの海外拠点があり，ヨーロッパにも多くあるため，販路は十
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分確保されている。 

(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 

＜歯面清掃器＞ 

EMS社の「AIR FLOW-MASTER」は，グリシンパウダーに水を加え，圧縮空気によるブラスト効果で歯面，

歯肉炎下の清掃を行う。従来製品で使用していた重炭酸ナトリウムに比べ，歯や歯肉のダメージを抑え

た歯垢除去と称されている。 

 

＜超音波スケーラ＞ 

  基本的な仕組みは 18-60kHz の高速で振動する金属チップの先端が，注水下でプラークや歯石に接触

することで機械的に除去するものである。最近では，PEEK 材などで作製されたチップなども販売され，

インプラントメンテナンス品も販売され始めている。 

 

＜Er.YAG レーザー＞ 

中赤外 2.94μm の波長で，水に対する吸収特性が高い。歯や骨など硬組織の切開が可能なレーザーと

して，無痛的齲蝕除去，縁下歯石除去での保険適用が認められている。 

＜ペリオウェーブ＞ 

光殺菌（PDT）による歯周病菌殺菌システムで，メチレンブルーを主成分としたバイオジェルで細菌を

染色し，無熱の赤色光と化学反応させることで活性酸素を発生させ細菌を死滅させる。インプラント周

囲炎に対しても効果的としているが，菌を死滅させるのみで，小孔に入りこんだバイオフィルムを取り

除くことはできない。 

 

 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） 

＜歯面清掃器＞ 

薬剤を使用する事などから使用可能条件は厳しく，気腫発生等の恐れなどもある。また消耗品である

パウダーを購入することや，ハンドピース部にパウダーが目詰まりしやすく，定期的なメンテナンスが

必要となる。流水式超音波歯垢除去器は流水と超音波による除去のため，メンテナンス性に優れており，

消耗品もないため，ランニングコストにおいても優れている。 

 

＜超音波スケーラ＞ 

微小なキャビテーションが発生すると説明する機種もあるが，現実的にはその発生は極めて小さく，

先端が小孔面部に到達できない以上，インプラント粗面の十分な歯垢除去効果を期待することはできな

い。また，鋭利な金属チップにより接触面を傷つけてしまう。最近では，PEEK材などで作製されたチッ

プなども販売され，インプラントメンテナンス品も出てきているが，PEEK材でもインプラント体表面を

傷つけてしまうことを確認している。裂傷部はさらにバイオフィルムが付着しやすい状況となるが，流

水式超音波歯垢除去器は流水と超音波による除去のため，インプラント体表面を傷つける心配がない。 

 

＜Er.YAG レーザー＞ 

パルス発振や注水によって熱影響の問題は軽減されつつも，緻密なレーザー操作が要求される点，装

置が 400～800万円と高額である点など，普及に時間がかかっている。 
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＜ペリオウェーブ＞ 

インプラント周囲炎に対しても効果的としているが，菌を死滅させるのみで，小孔に入りこんだバイ

オフィルムを取り除くことはできない。バイオフィルムがその場に残っていると菌の温床となるため，

殺菌よりも除去する必要がある。
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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 
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(2) 投資回収計画 

 H24 

(2012) 

H25 

(2013) 

H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

薬事申請時期     ● ●     

上市時期      ● ●    

支出額（単位：億円） 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 2.0 2.5 2.5 

 うち委託費 0.5 0.6 0.6 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.0 0.2 0.2 0.8 0.8 0.8 0.9 2.0 2.5 2.5 

売上高（単位：億円） － － － － －  1.8 4.5 5.0 5.0 

販売数量（単位：） － － － － －  200 500 700 700 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

 1) 投資計画 

装置開発においては臨床研究の着手までは終了している。一方で，委託事業終了後も開発を行い，有

効性・安全性の確認を行い，パラメータを確定させる。そのため，試作から量産開発，In vitro・動物

実験などの評価，臨床研究，導入，市販後毎のフェーズに必要となる投資を，コンソーシアムメンバー

毎に精査した。 

＜本多電子株式会社＞ 

試作・量産として，振動子，振動子周辺部品および発振回路の設計および部品作製費が発生する。 

 

＜株式会社ジーシー＞ 

有効性・安全性を試作機で確認後，製品仕様を固め，市販機モデルの作製を行う（研究最終試作）。

周波数に応じて，改めてデザインを検討し，量産に向けた操作性，清掃性，耐久性，電気安全性，組立

性を考慮した市販機モデルを作製する。金型などをおこすため，金型費用などが発生する。また，市販

機モデルを用いて電気安全性試験を行うため，試験費用が発生する。臨床研究により生体安全性（特に

患者の口腔内環境，作用部位の炎症度合による疼痛，炎症の悪化など）を確認し，添付文書として薬事

申請するように求められた。治験コーディネータなどの費用はなくなるが，臨床研究プロトコールを明

らかにし，市販機モデルを用いて臨床研究を行う。臨床研究では，インプラント患者を対象にして行い，

患者・ボランティアへの謝礼金，アンケート費用などが発生する。 

 量産開発フェーズ（市販機の開発）においては，製造部と市販機モデルを用いて，組立性やコストダ

ウンを追求し，必要に応じて金型修正や部品変更を行う。市販機はユニット内蔵タイプを 3 台，単品タ

イプを 3台作製する。市販機を用いて，臨床モニターを行う。薬事申請代金などが発生する。 

 販売フェーズ（国内販売，海外製品の開発と販売）においては，発売に向けて，使用説明書，取付説

明書，パンフレットの製本，プロモーションビデオなどの費用，ジーシー友の会を利用した宣伝費用，

学会参加費用などのマーケティング費用が発生する。 

 海外製品の開発と販売においては，海外（CE,UL）の電源に合わせた開発とＵＬに適合した材質の再選

定を行う必要があり，電気安全性試験と薬事申請費用が発生する。また，国内同様に各国に合わせた使

用説明書，パンフレット代などのマーケティング費用が発生する。 

 

＜昭和大学＞ 

試作機の評価を再度実施する。評価試験項目としては，人工歯垢を塗布した抜去歯，レジン，セラミ

ックスなどを対象とした In vitro試験，チタンプレートにヒト口腔内の歯垢を取り付けたものを対象と

した ex vivo 試験，ミニブタを用いた動物実験，ヒトを対象にした臨床研究を実施する。これらの評価
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試験を実施するための人件費，物品購入費などがかかる。 

＜九州歯科大学＞ 

ヒトを対象にした臨床研究を実施する。これらの評価試験を実施するための人件費，物品購入費など

がかかる。 

 

 2) 回収計画 

3年間での投資額回収のため，米国・EUでの上市を平成 29年度末とし拡売を行う。ジーシーでは世界

に 20 余りの海外拠点があり，海外の販路は十分にある。発売前から 48,000 人以上の会員を擁するジー

シー友の会を利用した宣伝や使い方講習会などを企画する。また国内外問わず学会等で発表を行うこと，

論文を投稿することで製品価値や認知度を上げる。 

 

(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” 

ジーシーでは世界に 20 余りの海外拠点があり，海外の販路は十分にある。発売前から 48,000 人以上

の会員を擁するジーシー友の会を利用した宣伝や使い方講習会などを企画する。また国内外問わず学会

等で発表，論文の投稿，またはデンタルショー等の国内外の展示会に出展することで製品価値や認知度

を上げる。 

 

 2) ビジネス体制 

 

 3) ものづくり中小企業の位置づけ 

コアとなる超音波振動子，その周辺部品と基板などの部材供給および修理を行う。 
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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 

本多電子株式会社，昭和大学および株式会社ジーシーは，微細な凹凸を有する歯面やインプラント金属表面に入り込んだプラーク細菌の除去に，

流水へ付与する超音波振動による洗浄効果をもとにした非接触型洗浄器，「流水式超音波歯垢除去器」の研究開発に取り組んできた。流水式超音波歯

垢除去器は，流水に超音波エネルギーで発生させた粒子加速度をのせることで，水分子が加速され物質表面から汚れを剥離させる原理に基づく。周

波数が高いほど効果があり，付着力の弱い微細な汚れの剥離に有効であり，加速度は周波数の倍数の 2 乗に比例して大きくなり，波長も小さくなる

ことにより微細な汚れに対して有効になる。本機器は，薬物を一切使用せず，水道水もしくは生理的食塩水を使用するという点で，生体や環境にも

負荷が小さく，経済的なことも大きな長所である。事業開始当初は産業用の原理試作機で有効性を確認していたが，ヒト口腔内で用いるにはサイズ

が大きすぎ，操作しづらかった。より操作が平易で，かつ高い効果が発揮されることを目的として超音波振動子の小型化を行い，平成 25 年度までに

機能試作機の作製および改良を完成させた。また機能試作機を用いて，有効性・安全性に影響を与える振動数・音圧・水量などのパラメータを可変

しながら評価試験を実施し，流水式超音波歯垢除去器が人工プラークおよびヒト・動物口腔内のプラーク細菌の除去に対して有効で，組織障害性が

極めて小さいパラメータ範囲を特定した。 

平成 26 年度は，機能試作機改良設計と評価結果，製品のデザイン案およびリスク分析・コントロール結果等から導き出した製品仕様を基に，単品

タイプおよびユニット内臓タイプの製品化に向けて操作性・組立性等を向上した設計，電気安全性・電磁両立性等に対応した量産モデルの設計開発

を行う。量産モデルを以て，リスク分析・リスクコントロール結果，量産モデルの部品構成（ブロック図）から FMEA（Failure Mode and Effect Analysis）

を行い，装置の信頼性（耐久性）試験項目の抽出を行う。抽出された信頼性試験項目のうち，EMC 試験・電気安全性試験などは外部機関に委託し，

本多電子とジーシー内においては，連続動作試験，ハンドピースの屈曲・落下などの強度試験，外装面の耐薬・耐光，清掃性や滅菌に対する耐久性

試験を行う。PMDA 医療機器戦略相談 対面助言の結果から，使用目的（本装置の使用部位および特性）を明確にし，特に生体に対するリスク分析

などから非臨床・臨床研究の実施を行う。 
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(2) 委託事業終了時に完成した試作品の概要 

試作品名 概要 
流水式超音波歯垢除

去器（単品タイプ） 
スタンドアローンタイプの装置。商用電源と歯科用ユニットの外部給水（メーカー問わず）を本体（制御部）に接続して使用する。

本体で超音波出力と水量をコントロールする。本体にホースで接続されたハンドピースから，口腔内に超音波エネルギーを付与した

流水を照射して歯垢を除去する。除去中は口腔内に水がたまるため，歯科用ユニットのバキュームか持ち運びできるポータブルバキ

ュームとセットで使用する。口腔内に接触する部位及び術者が把持するハンドピース部位（先端ノズルとハンドピース外装）は着脱

し，オートクレーブ滅菌が可能なものとする。単品タイプにおいては，国内および海外（ヨーロッパ，アメリカ）へ展開する。 

 

(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量産モデルの設計開発 

製品デザインおよびリスクコントロール結果などをもとに量産モデル

（臨床研究器）を作製する。 

▶ 

量産モデル（臨床研究器）の作製完了。 

▶ 

組立性，修理等を向上させる

ため，生産試作・量産試作を

実施し，改良を行う。 

②量産モデルによる装置信頼性試験の実施 

 装置の信頼性（耐久，電気安全，リスクコントロールがなされているか）

を確認する試験を実施する。 

▶ 

信頼性試験完了。 

▶ 

パラメータの見直しにより

より有効性・安全性のある装

置開発をする。 

③量産モデルによる非臨床試験 

量産モデルを用いて，装置の有効性（歯垢除去性能）および安全性（生

体安全性）の評価を非臨床にて行う。 

▶ 

動物実験，ex vivo 試験などの非臨床試

験の完了。 ▶ 

 

④量産モデルによる臨床研究の実施 

ＰＭＤＡ相談結果より，臨床研究を行うため，プロトコール作成をはじ

めとした臨床研究の準備を行い，実施する。 

▶ 

臨床研究の実施中。 

口腔内照射実験で，疼痛を感じるケース

（個体差など）有り。 

▶ 

装置使用範囲の限定なども

視野に入れ検討する。 

⑤薬事承認申請 

装置の開発経緯，原理・構成などの基本情報から，本装置の有効性およ

び安全性データ（信頼性試験，非臨床・臨床研究などのデータ）をまとめ，

承認申請を行う。 

▶ 

PMDA戦略相談 対面助言の実施済。 

 
▶ 

承認申請書の作成および申

請。 

照会回答の実施。 

⑥プロジェクトの管理・運営 

研究開発計画の運営管理，共同体構成員相互の調整を行うとともに，事

業管理及び研究開発成果の普及等を行う。 
▶ 

昭和大学を中心に，研究開発計画の運営

管理，共同体構成員相互の調整を行うと

ともに，事業管理及び研究開発成果の普

及等を主体的に行った。 

▶ 

 

⑦研究開発推進委員会 

平成 26 年度の本委員会の位置づけは，量産モデルに対する臨床観点か

らの評価，および学術面での成果・普及および社会的貢献面の成果に評価

軸を置き，外部専門家からの知見を活用する。本委員会は年 2 回開催する。 

▶ 

研究開発推進委員会としては 1回の実施

だが。アドバイザーとは個別に助言をい

ただきながら開発を推進した。 
▶ 
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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 

 薬事戦略相談 事前相談（2013 年 10 月 23 日@PMDA） 

相談内容である「一般的名称，定義，クラス分類等の確認」等について助言をいただくため対面助言

を実施することとなった。 

 薬事戦略相談 対面助言相談（2014 年 2 月 7 日@PMDA） 

対面助言では，以下のことを相談内容とした。 

1．一般的名称，定義，クラス分類等の確認 

2．有効性・安全性の確認方法の相談 

3．治験の要否 

 

 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使用目的（照射部位および特性）の明確化 

 

臨床研究などを実施し，使用目的（照射部位およ

び特性）を明確化する。 

②本装置の使用部位および特性を明確にした上

で，それらに合わせた品目仕様の設定，有効性・

安全性試験の実施。 

本装置の特性に合わせた既存製品との比較をし，

具体的にはラバーチップやブラシコーンとの比較

をする。 

③本装置の照射による痛みなどの評価 非臨床試験だけでは証明が難しい場合，臨床研究

を実施し，薬事申請の添付資料として提出する 

 

(2) 知財対応（本多電子様） 

 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） 

国内外の先行技術調査 

1. 登録特許 

International publication Number Title 

WO 2011/023746 A2 Cleaning application and method, and 

monitoring thereof 
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知財確保状況 

基本原理・構造に関する知財は国内外で，それら基本原理を応用した想定される知財も出願を行っ

た。また，量産デザインの意匠権を取得した。下記表に知財をまとめる。 

 

出願番号 名称 

特願 2014-027886 歯科用超音波洗浄装置、及びその使用方法 

特願 2012-124622 歯科用超音波洗浄装置、超音波による歯または義歯の洗浄方法 

PCT/JP2012/068263 歯科用超音波洗浄装置、及び流水式超音波口腔洗浄方法 

意願 2013-022828 歯科用ハンドピース 

 

 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 

知財の権利化を目指す。 

 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

出願済みの特許 PCT/JP2012/068263成立を目指す。現時点（2015 年 2 月）では韓国で成立している。

模倣品・侵害者に対しては成立した特許で対応可能である。 

 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

製品仕様に応じて特許を 

技術・評価面 

 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

外装成形品の初期投資（金型など）をはじめとした生産・量産試作の準備を完了させた。また，本

多電子とジーシーにて製造検査内容を議論し，検査設備（装置含む）の準備を開始した。 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

最終試作の評価試験として装置の信頼性，電気安全性（EMC 含む）を実施し，問題ないことを確

認した。またリスクマネジメントの実施や目標・設計品質の達成状況も確認し，薬事申請に必要なエ

ビデンス収集を行った。 

 4) 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製品評価：競合製品との比較 競合製品との比較を行い，本装置の有効性・安全性を確

認することで，セールスポイントなどを明確にする。 

 

(3) 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 
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株式会社ジーシーで今までに販売してきた歯科医療機器・歯科材料と同様の販売チャネル、供給（生

産、物流）体制を活用する。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

株式会社ジーシーで今までに販売してきた歯科医療機器・歯科材料と同様，各医院の担当者が十分

な教育を経てアフターサービスを実施する。使用教育として，納入時やセミナーを活用し，レクチ

ャーを行う。クレーム等の対応については，既に設置されているコールセンターや各医院の担当者

が受け，対応する。 

 QMS 等の品質保証体制 

株式会社ジーシーで今までに販売してきた歯科医療機器・歯科材料と同様の QMS 等の品質保証体制

をひく。 

 広報・普及計画 

デンタルショー等での機器の出展， GC 友の会 48,000 人以上の会員を擁するジーシー友の会を利用

した宣伝や使い方講習会などを企画する。 

 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海外展開における KOL との連携 KOL となるドクターに使用していただき，装置の

普及に協力していただく。 

1.8 3 年間の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 

変 更

前 

インプラントのフィクスチャー粗面に入りこんだ歯垢の除去装置 

変 更

後 

口腔内の歯垢除去装置 

インプラントのフィクスチャーおよびアバットメントに付着した歯垢の除去を目的とした装置の上市を当

初の目標としてきたが，マーケティング調査などを進めるにあたり，より拡売するためマーケットの見直しを

行った。結果，矯正のブラッケットを装着している患者など，ブラッシングが難しい方への PMTC

（Professional Mechanical Tooth Cleaning）装置としても有用な装置とすることで，マーケットを拡大する

見直しを行った。このことにより，天然歯，レジンなどへの有効性・安全性を確認する必要があるが，歯面清

掃器として販売されている装置や，ラバーチップ・ラバーコーンなどと比べても有効な PMTC 装置になるた

め，十分な拡売が見込める。 
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(2) 事業化体制 

特に無し。 

 

(3) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

変 更

前 

2015 年 1 月までに装置の評価（治験，臨床研究等）を終わらせ，2015 年 3 月までに薬事申請を完了 

変 更

後 

2016 年 2 月までに装置の評価（治験，臨床研究等）を終わらせ，2016 年 4 月までに薬事申請を完了 

装置の作り込に伴い薬事申請を 1 年延長し，2016 年 4 月に申請予定である。そのため薬事申請期間を 12

ヶ月，量産対応を 8 ヶ月と想定し，上市は 2017 年 12 月頃となる。 

 

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 治験のことで，少数の事

例でフィージビリティス

タディを実施すればわか

ると思うが，もっと早く進

められるのではないか。 

患者を対象にした臨床研究前にボランティアを対象に

少数のフィージスタディーは行う。その中で，作用エネル

ギー，時間，距離などの適正値が抽出されるので，それら

のデータを基にインプラント患者の口腔内でクロスオー

バー比較試験を行う。研究期間は 3か月程度を予定してい

る。 

 

1.9 平成 27 年度以降の事業化計画 

開発完了：平成 28 年 2 月 

薬事申請：平成 28 年 4 月 

上市  ：平成 29 年 12 月（国内），平成 30 年 12 月（海外） 

領域 検討・実施すべき事項 

薬事申請  臨床研究器でミニブタを用いた流水超音波歯垢除去器の流水による安全性試験を行

う。PMDA により，可能であればインプラント周囲炎モデルを作製し，照射してみ

ることも検討する。評価方法は、HE 染色・目視による炎症の確認を行う。 

 臨床研究器にて，人工プラークを付着させたインプラント試験片や口腔内材料に作用

させ，有効性および安全性を確認する。また，競合製品比較として，PMDA より，

ラバーカップやブラシコーンとの比較実験を行う。 

 PMDA 相談結果より，臨床研究を行う。 

知財対応  本技術と既存技術の組み合わせから派生するだろう技術を権利化するため，コンソー

シアム全体会議などを利用して案を出し，随時権利化する。 

技術・評価面  PMDA 戦略相談での助言を参考に評価を実施する。 

その他事業

化全般 

 Key Opinion Leader との連携 

 ジーシー友の会，を用いた広報活動 
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1.10 3 年間の委託事業の振り返り 

1.10.1 自己評価点 

C：当初目標には未達だった。 

 

市

場 

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。   △一部 

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 

基

本 

戦

略 

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。   ○十分 

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 

開

発 

戦

略 

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 

薬

事 

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 

知

的 

財

産 

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 
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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・ 

物

流 

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。 

  △一部 

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。 

  △一部 

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 

事

業 

収

支 

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 

そ

の

他 

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 

 

1.10.2 自己評価理由 

下記理由の通り，当初から開発を進めてきた装置の薬事申請までは 2014 年 3 月までに実施できたが，

より有効性・安全性が高い装置の開発の可能性が見えたため，事業終了後も開発を進め，薬事申請を 1

年間延長することとした。 

 

(1) 装置開発・評価 

平成 25 年度までに試作評価を進め，平成 26 年度からは量産デザインに合わせた装置設計と製作を行

った。より歯垢の除去に有効である条件があることが分かったため，現在ではパラメータの見直しを行

っている。 

 

(2) 薬事申請 

当初目標とする 2015 年 3 月に薬事申請を完了させる予定までは計画通り進行している。2014 年 2 月

に PMDA 医療機器薬事戦略相談を受け，臨床研究の結果により有効性および安全性が十分確認されたも

のであれば，一般的名称：歯科用多目的超音波治療器（クラスⅡ）治験なしの承認申請との助言をいた

だいている。 
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1.10.3 3年間の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 

事業を進めるにあたり，コア技術を活かしたものづくりを行う本多電子株式会社，評価機関として昭

和大学と九州歯科大学，薬事申請の経験や医療機器の製造業・製造販売業を持つ株式会社ジーシーによ

り適切なコンソーシアムが形成できていると判断しているため，特に改善は不要と考える。 

(2) 事業の進め方 

コア技術となる振動子およびその周辺部品の設計開発を行う本多電子株式会社は，歯科医療装置の開

発経験はない。そのため，歯科医療装置の開発経験のある株式会社ジーシーが中心となり，製品仕様を

上市後のマーケット展開など考慮し，昭和大学や九州歯科大学と製品仕様をすり合わせた上で，本多電

子に設計開発を依頼・進めるべきであった。 

 

(3) その他 

特に無し。 

 

1.11 事業に関する連絡窓口 

 

株式会社ジーシー 機械開発部 

〒174-8585 東京都板橋区蓮沼町 76-1 R&Dセンター 

電話: 03-3965-1291 / FAX: 03-3965-1329 / E-mail: shunjirou_kume@mb.gcdental.co.jp 


