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1. 事業の概要 

【事業概要】 

睡眠時無呼吸症候群の新たな治療法として、使用者自身で鼻孔から挿入できる 2 本型の鼻腔挿入デバ

イスを研究開発し、2018 年 1 月にクラス I で薬事申請し、2018 年 4 月の上市を目指す。 

まず、すでに上市している 1 本型の鼻腔挿入デバイスの経験をもとに、薬事申請等に考慮しながら設

計・材料選定・硬度検討し、試作品を作成する。具体的には、管径はφ5.2mm とφ4.7mm の 2 種類、

長さは 135mm と 145mm の 2 種類の試作品を作成する。その後、安全性試験の実施、使用を考慮した

製品の適正化、梱包方法や梱包箱のデザイン検討を実施する。さらに、医療機関での臨床試験を実施し、

治療効果と妥当性を確認する。臨床試験の結果から、製品化する長さや硬さの製品ラインナップを検討・

決定し、最終製品へ仕上げる。 

 
   

  

無呼吸症候群を軽減するための在宅医療機器の開発・事業化

世界初！もっとも意外で簡単な睡眠時無呼吸症候群の治療法
seven dreamers laboratories 株式会社

27-063

世界初！簡単かつ利便性が高い治療法を目指して

選択性と利便性が低い現在の治療法

seven dreamers laboratories:圧倒的な技術力で世の中にないものを創る

 睡眠時無呼吸症候群の潜在患者は国内だけでも400万人と言わ
れているが、一般的な治療法はCPAPのみである。

 CPAPは、睡眠中継続的に鼻から陽圧を浴びつける治療法で、
煩わしさや苦痛、利便性が低いため、治療継続性が極めて低い。

 睡眠時無呼吸症候群は、生活習慣病発症リスク等の健康への
悪影響と交通事故発生等の社会への悪影響を及ぼす。

 両鼻にシリコーン樹脂チューブを挿入して気道断面積を確保する
ことで、気道閉塞を改善・解消を実現。

 作用機序がシンプル。
 小型・軽量で持ち運びに便利で、単回使用の滅菌品とすることで

メンテナンス不要かつ衛生的である。
 使用環境を選ばないため、世界で使用できる医療機器。

CPAP治療が80%以上の睡眠時無呼吸症候群の治療市場に、ニーズ

分析、解析技術、シリコーン樹脂の成型技術を駆使し、シリコーン樹脂
チューブを挿入して気道断面積を確保する新たな治療法を提案、商品
化に参入。日本だけでなく海外展開も目指す。（東京都港区、資本金
12.3憶、従業員数70名）

CPAP治療の様子

平成28（2016）年3月時点

・継続的な陽圧、見た目の圧迫感から
治療継続が困難。
・治療器全体で約2kgあり、安定した電
源供給が必要なため、利便性が低い。

当社医療機器の装着イメージ

・装着しても見た目を邪魔しない。
・小型・軽量で持ち運びに便利。
・単回使用で、使用する環境を選ばない。
・新幹線、飛行機等移動中も使用可能。

Class I
（想定）

相談・申請

アドバイザー
筑波大学

国際統合睡眠医科学
研究機構

事業管理機関

中

PL

申請

SL

委託事業実施体制図

申請

調査依頼

・2本型鼻腔挿入デバイスの試作品作成
・試作成形品の物性試験と分析
・生物学的安全性試験の実施
・2本型鼻腔挿入デバイスの事前薬事調査の実施

・コンソーシアム構成機関の進捗管理、スケジュール調整

製販企業
第二種医療機器製造販売業

[13B2X10245]
seven dreamers laboratories 株式会社

医療機関
慶應義塾大学 医学部

・2本型鼻腔挿入デバイスの開
発・製品化に必要な知見の提供

医療機関
藤田保健衛生大学
坂種報徳會病院

助言

平成28（2016）年3月時点

調査依頼

医薬品医療機器総合機構
（PMDA）

・2本型鼻腔挿入デバイスの開
発・製品化に必要な知見の提供

届出
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1.1 事業の目的 

－医療現場の課題－ 

日本国内における閉塞性睡眠時無呼吸症候群（以下、Obstructive Sleep Apnea Syndrome：OSAS）

の患者数は潜在患者を含めると約 400 万人（人口の 4%）と推定されている。OSAS は、肥満や加齢、顔

面骨格が原因で、睡眠中に上気道が狭窄もしくは閉塞してしまうことで無呼吸或いは低呼吸を繰り返す

疾患である。無呼吸或いは低呼吸が発生すると、睡眠不足による日常生活への影響のみならず、心疾患

や脳血管疾患や糖尿病を引き起こす、又は増悪させるなど健康への悪影響があることから適切な治療を

することが必須である。現在、一般的な治療方法は経鼻的持続陽圧呼吸（以下 continuous positive airway 

pressure：CPAP）や口腔内装置（以下 oral appliance：OA）があるが、CPAP では、マスク装着の煩

わしさ、電源の要求、外泊時持ち運びなどの問題点が、OA では適用が軽症の OSAS で健康な歯を持つ

患者に限られる、製作に時間を要し有効性が製作者の技量に左右されるなどの問題があり、両治療法と

もに、治療継続率が 5 割以下であることが重要な課題である。 

－医療現場のニーズ－ 

既存治療法の課題を解決し、アドヒアランスを向上させるための医療機器を開発する必要がある。具

体的には、軽症から重症の OSAS まで幅広く適用できること、メンテナンスを含め（例えばディスポー

サブル（メンテナンス不要）使用方法が簡便であること、小型軽量であって使用時の外観に違和感がな

く治療への抵抗感が低いことが求められている。 

－解決策－ 

本事業で開発するデバイスは、両鼻にシリコーン樹脂チューブを挿入して気道断面積を確保すること

で、気道閉塞を改善・解消するシンプルな作用機序のものであり、小型・軽量で持ち運びに便利で、単

回使用の滅菌品とすることでメンテナンス不要かつ衛生的である。 

現在設計が完了しているデバイスでは、軽度～重度の上気道閉塞に起因する OSAS が治療可能となる

見込みである。また、チューブが下咽頭付近に達するタイプも検討することで舌根沈下型 OSAS にも対

応できる可能性がある。医師の指導のもと在宅で使用する医科向け医療機器として薬事申請（平成 30 年

1 月）、及び上市（平成 30 年 4 月）を目指す。 

将来的には 2 本型鼻挿入デバイスの先端やチューブ表面、またはチューブ素材内部に、医薬品を塗布

または含浸し、長時間に渡って徐放されるシステムも同時に開発することで、さらなる潜在患者への適

応範囲が広がると考えられる。 

 

1.2 事業の実施体制 

事業管理機関：seven dreamers laboratories 株式会社 

PL： 阪根 信一（seven dreamers laboratories株式会社） 

SL： 福永 興壱（学校法人慶應義塾 慶應義塾大学医学部 呼吸器内科） 

共同体：  ①学校法人慶應義塾 慶應義塾大学医学部 呼吸器内科 

②学校法人藤田学園 藤田保健衛生大学 坂文種報徳會病院 
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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 治療機器 クラス分類 クラス I（予定）* 

製品名 ナステント™ツインズ（予定） 分類名称（一般的名称） 
短期的使用鼻咽頭エアウエイ

（予定） 

対象疾患 
いびき症、 

睡眠時無呼吸症候群（予定） 
届出／認証／承認 届け出（予定） 

想定される販売先 
医療機器/医薬品卸売業者 

（予定） 
新／改良／後発 後発（予定） 

使用目的または効果 
自身で鼻孔から咽頭にかけて挿入し、そのまま入眠することで、気道断面積を確保でき、気

道の閉塞を改善・解消し、いびきおよび無呼吸の発症を防ぐ。 

薬事申請予定者 
seven dreamers laboratories 

株式会社 
医療機器製造販売業許可 13B2X10245 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

サカタウエアハウス株式会社

（予定） 
医療機器製造業許可 12BZ200083 

信越ポリマー株式会社（予定） 医療機器製造業許可 未取得（取得予定） 

株式会社 Shinsei（予定） 医療機器製造業許可 未取得（取得予定） 

*2016 年 1 月 26 日医療機器センターとの単独伴走コンサルティングにて、論点を整理した結果、本品が

新規承認品に該当するか、どのようにして相談等を進めるかを PMDAに相談することで確認した。PMDAに

簡易相談を申し込み、PMDAからの打診で 2016 年 2 月 4 日に全般相談を実施した結果、新規の認証ないし

承認品には該当しないとの見解を示され、後発品としてクラス I での届出品と判断し、予定を変更した。 

 

 医療機器センターにて単独伴走コンサルを実施（2016 年 1 月 26 日@医療機器センター） 

PMDA 相談で、本品の薬事申請に向けた手続き方法を明らかにするべく、事前に整理すべき論点につ

いて協議した。開発目的と使用方法、デバイスの開発経緯、使用方法等を明確化し相談の準備資料を作

成した。 

 PMDA 全般相談（2016 年 2 月 4 日@PMDA） 

 相談を申し込んだ結果、全般相談と判断され、本品が新規承認品に該当するかについて相談した。

その結果、既存品との機能面で差異が見られないとの見解を示されたため、本品はクラス I での届

出となると判断された。薬事上臨床試験は必要ないものの、本品を家庭向で使用できるいびき・無

呼症候群の治療デバイスとして謳うには、治療効果を保証する臨床試験データを取得の上、医師の

判断、現場のニーズによって、宣伝広告、家庭での医療行為（挿管）に対する規制を緩和する働き

かけが必要であると判断した。2/薬事申請の方針を明確にするため、医療機器センターとの単独伴走コ

ンサルティングを実施後、PMDA にて全般相談を行った。その結果、新規の認証ないし承認品には該当

しないとの見解を示され、後発品としてクラス I での届出品と判断した。 

 2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  欧米 

薬事申請時期 平成 30（2018）年 1月 平成 31（2019）年 1月 

上市時期 平成 30（2018）年 4月 平成 31（2019）年 4月 

想定売上（上市後 3年目） 5億円／年（平成 32（2020）年時点） 5億円／年（平成 33（2021）年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 
550 億円／年（平成 32（2020）年時点） 

※競合製品を含めた市場見込み 
8000億円／年（平成 33（2021）年時点） 

※競合製品を含めた市場見込み 

想定シェア（上市後 3年目） 1％（平成 32（2020）年時点） 0.07％（平成 33（2021）年時点） 
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 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

－概観－ 

シリコーン樹脂をチューブ状に成形して 2 本を接合し、両鼻に使用者自身

で挿入できるように設計する 

 

－特長－ 

・チューブを鼻腔から上気道の形状に併せて湾曲させ、挿入しやすい設計 

・痛み/違和感を軽減するため、弾力性を保ちつつ、出来る限り柔らかい 

構成 

・幅広い人が使用できるように、径の大きさや長さにバリエーションを 

持つ 

・挿入時に安定性を保つため、長時間使用しても痛みなくしっかり固定できるストッパーをつける 
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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 

・睡眠時無呼吸症候群と診断された方：人口の約 4％という報告から、約 400 万人 

・いびきに悩まれている方：睡眠時無呼吸症候群の約 10 倍 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

 当社提案の医療機器は、普及率の拡大とともに、適用者が変化していくと予測している。販売直後は、

重度・中等症の睡眠時無呼吸症候群の方がメインとなるが、普及率の拡大に応じて、裾野が広がるため、

軽症の睡眠時無呼吸症候群やいびきに悩まれている方にも適用できると考える。例としては、現在の使

い捨てコンタクトレンズに類似できると予測している。 

 

 

≪国内の市場規模算出≫ 

  いびきの市場規模：いびき人口（日本）＝16,589,300 人 

  このうち、50%が治療を望んでいると仮定すると、 

  いびきの市場規模：8,294,650 人（8,958 億円/年、9,000 円/月・人） 

 

    無呼吸症候群の市場規模：無呼吸症候群の人口（日本）＝3,828,300 人 

   現状 CPAP 治療われている人は、約 40 万人（潜在的無呼吸患者の約 10%）と推定されて、毎年 10%

増加が見込まれているが、治療継続率の低下や利便性の問題から、当社開発の医療機器での治療が

50％見込まれる仮定すると、 

  無呼吸症候群の市場規模：1,914,150 人（2,067 億円/年、9,000 円/月・人） 

    

 ≪海外の市場規模算出≫ 

  いびきの市場規模：いびき人口（米国、欧州）＝133,667,000 人 

  このうち、50%が治療を望んでいると仮定すると、 

  いびきの市場規模：66,833,000 人（72,179 億円/年、9,000 円/月・人） 

 

    無呼吸症候群の市場規模：無呼吸症候群の人口（米国、欧州）＝52,249,000 人 

   CPAP 治療の治療継続率の低下や利便性の問題から、当社開発の医療機器での治療が 50％見込まれ

る仮定すると、 

  無呼吸症候群の市場規模：26,124,500 人（28,214 億円/年、9,000 円/月・人） 

主要国のいびき人口

地域 アメリカ フランス ドイツ UK 日本

人口（人） 314,180,000 63,140,000 81,920,000 63,240,000 127,610,000

潜在的いびき
患者数（人）

90,000,000 8,208,200 10,649,600 8,221,200 16,589,300

いびき罹患率
（％）

28.6 13 13 13 13

出典： The National Sleep Foundation 2002 Sleep in America
Chest. 2006;130(6):1779-1783

主要国の無呼吸症候群人口

地域 アメリカ フランス ドイツ UK 日本

人口（人） 314,180,000 63,140,000 81,920,000 63,240,000 127,610,000

潜在的無呼吸
の患者数（人）

46,000,000 1,894,200 2,457,600 1,897,200 3,828,300

無呼吸罹患率
（％）

15.0 3 3 3 3

出典： Annual report of RESMED 2013
Journal of American College of Cardiology Vol.52, No.8,2008
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競合製品／競合企業との差別化要素 

 2) 競合製品／競合企業の動向 

睡眠時無呼吸症候群の一般的な治療法は、経鼻的持続陽圧呼吸療法（以下、continuous positive airway 

pressure：CPAP）である。そのため、CPAP が競合製品と考えられる。競合企業は、CPAP の製造販売

業である帝人在宅医療株式会社、フィリップス・レスピロニクス合同会社等が考えられる。CPAP は、

小型化やマスクの多様化や軽量化等の開発取り組みが活発である。CPAP は、1981 年に開発された治療

法で、歴史が長く治療効果エビデンスが多数あるため、医療現場での信頼は高い。この点が、初期時の

市場獲得の障壁になると考えられる。 

 

 3) 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） 

競合製品の CPAP は、本体・マスク・ホースを合わせて約 2kg 以上と大型で、安定した電源供給がで

きる環境のみでの使用に限定されている。そのため、出張や旅行時の治療には大きな障壁がある。さら

に、CPAP の治療法は、睡眠時に鼻マスクを装着し、継続的に陽圧を感じながら睡眠をする必要がある。

そのため、見た目の重圧感や治療の圧迫感から、CPAP 治療を継続できる人が限定されている。実際、

CPAP の継続率は、約 40%と低いため、睡眠時無呼吸症候群の検査可能施設や検査数に比べると、CPAP

治療者数の増加率は低い。当社が提案する医療機器は、軽量かつ単体で治療できる。さらに、治療時の

外観が全く気にならないのも訴求ポイントと考えている。そのため、出張や飛行機・新幹線等移動が多

いビジネスマンや女性には、治療の第一選択肢になり得る。無呼吸症候群の患者層は、40〜60 代の男女

ですので、ニーズにマッチした医療機器として、優位性が高いと考えられる。 

さらに、CPAP は継続的な陽圧を受ける治療法のため、30kg 以下の小児や心臓に疾患がある方は適応

できない。また、CPAP は複雑でお手入れが必要のため、高齢者には難しい治療法であった。当社の提

案する医療機器は、鼻に挿入するだけのシンプルな方法かつディズポーザルが故にお手入れが不要であ

るため、これまで治療適応が難しかった方への治療も可能となるため、治療適応の拡大に貢献できる。 

 

  CPAP（競合製品）と NAS（当社開発医療機器）の差別化要素とそのポジション 
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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) 委託期間後を含めた事業計画の概要 

  

 

H26（2014）年度 H27（2015）年度 H28（2016）年度 H29（2017）年度 H30（2018）年度 H31（2019）年度 H32（2020）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

要素技術開発 計画

実績

試作機開発・改良 計画

【製品名】ナ
ステント　ツ
インズ（予
定）

実績

量産機開発 計画

【製品名】ナ
ステント　ツ
インズ（予
定）

実績

臨床研究 計画

実績

薬事申請 計画

実績

知財対応 計画

実績

販売戦略 計画

実績

上市時期 計画

実績

スケジュール変更理由

事業の実施内容

自主事業の内容

①設計
②仕様検討・決定
③材料検討
④包装形態検討

①2本型鼻腔挿入デバイスの開発・製品化に
必要な基礎データの取得
②2本型鼻腔挿入デバイスの試作品作成
③試作形成品の物性試験と分析
④生物学的安全性試験の実施
⑤2本型鼻腔挿入デバイスの事前薬事調査を
実施
⑥事業管理

①製造ライン設計・検証・量産試作
②生物学的安全性試験
③使用感・効果検証のための臨床試験
④薬事申請準備
⑤販売戦略（広報戦略含む）・販路確保
⑥知財戦略検討・知財出願
⑦薬事申請のためのド検証とキュメントの作
成

①国内薬事申請
②上市準備

①臨床試験準備 ①2本型鼻腔挿入デバイスに薬剤徐放機能
付加を検討

①欧米での販売準備のための調査 ①欧米での薬事申請・販売準備

・設計

・仕様検討・決定
・材料検討

試作成形

物性試験
抽出効率試験

★
H30.4 上市（国内）

★
H30.1 届出

包装形態検討

製造ライン設計・検証・量産試作

生物学的安全性試験

研究モニター準 研究モニター

PMDA：
全般・簡易相談

第三者認証機関、薬事コンサルタント相談

販売計画作成 販売体制の確立

広報戦略・実施

★
H31.1 CEマーキング申請

戦略検討

★
H28.9 知財出願出願準備

研究モニター準

薬事申請のためのド検証とキュメントの作成 ★
H31.1 FDA申請

★
H31.4 上市（海外）

試作成形

試作成形

試作成形

試作成形

試作成形

試作成形
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 1) 投資回収計画 

国内外上市のための開発投資額は、3.5 憶（国内：2.5 憶円、海外：1.0 憶）である。国内上市後 4 年

間（2021 年）の支出額は 20.5 憶（国内：11.5 憶円、海外：9.0 憶）に対して売上高は 24.5 憶（国内：

15.5 憶円、海外：9.0 憶）と予測する。したがって、国内上市後 4 年目（海外上市後 3 年目）で投資回

収できる計画とする。 

 ① 国内 

 H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

薬事申請時期    ●       

上市時期     ●      

支出額（単位：億円）  0.5 1.0 1.0 1.0 2.0 3.5 5.0 6.0 7.0 

 うち委託費  0.3 0.5 0.5 － － － － － － 

 うち自己負担  0.2 0.5 0.5 1.0 2.0 3.5 5.0 6.0 7.0 

売上高（単位：億円） － － － － 0.5 2.0 5.0 8.0 12.0 15.0 

販売数量（単位:箱） － － － － 12,500 50,000 125,000 200,000 300,000 375,000 

 

 ② 海外 

 H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

薬事申請時期     ●      

上市時期      ●     

支出額（単位：億円）    0.5 0.5 2.0 3.0 3.5 4.0 5.0 

 うち委託費    － － － － － － － 

 うち自己負担    0.5 0.5 2.0 3.0 3.5 4.0 5.0 

売上高（単位：億円） － － － － － 1.0 3.0 5.0 7.0 10.0 

販売数量（単位：箱） － － － － － 25,000 75,000 125,000 175,000 250,000 

 

 ③ 国内・海外合計 

 H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

支出額（単位：億円） － 0.5 1.0 1.5 1.5 4.0 6.5 8.5 10.0 12.0 

 うち委託費 － 0.3 0.5 0.5 － － － － － － 

 うち自己負担 － 0.2 0.5 1.0 1.5 4.0 6.5 8.5 10.0 12.0 

売上高（単位：億円） － － － － 0.5 3.0 8.0 13.0 19.0 25.0 

販売数量（単位：箱） － － －  12,500 75,000 200,000 325,000 475,000 625,000 

 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 
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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”   

睡眠時無呼吸症候群の治療は、根治療法はなく対処療法のみである。当社開発の医療機器も、対処療

法となる。さらに、1 回使い捨ての医療機器であるため、無呼吸症候群と診断され、治療として当社開発

の医療機器を使用し始めると、使用し続ける必要がある。継続的な使用（治療）に予防医療としての意

義がある。使い捨てコンタクトに類似した継続モデルあるいは消耗品モデルビジネスである。よって、

新規使用者を増やすためには、無呼吸症候群を検査・診断している医療機関との提携が最も重要である。

その後、使用者が継続使用できるようにするためには、手軽に購入できる販路を構築する必要があり、

ドラックストアー（調剤薬局を含む）や量販店が適切と考えている。 

 

 2) ビジネス体制 

 

相談・申請 届出

アドバイザー
筑波大学

国際統合睡眠医科学
研究機構

中

申請

申請

調査依頼

製販企業
第二種医療機器製造販売業

[13B2X10245]
seven dreamers laboratories 株式会社

医療機関
慶應義塾大学 医学部

医療機関
藤田保健衛生大学
坂種報徳會病院

助言

調査依頼

医薬品医療機器総合機構
（PMDA）

上市後のビジネス体制図

顧客（国内、欧米）
・医療機関（病院、クリニック）
・薬局、調剤薬局

販売企業
・卸売企業、販売代理店
・現地ディーラー（海外の場合）

新
製造企業

第二種製造業［予定］
信越ポリマー株式会社

•医療機器の製造

外注

製造企業
第二種製造業［12BZ200083］
サカタウエアハウス株式会社

•医療機器の製造

・量産化、部品確保
・販路確保、拡大
・アフターフォロー
・知財保護
・マーケティング・広報戦略

外注

製造企業
第二種製造業［予定］
株式会社Shinsei
・医療機器の製造

外注
新

・2本型鼻腔挿入デバイスの開
発・製品化に必要な知見の提供

・2本型鼻腔挿入デバイスの開
発・製品化に必要な知見の提供

平成28（2016）年3月時点

≪ 販売体制 ≫ 
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(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

課題① 

 使用者自身が家庭で安全に使用できるように、リスク評価と対策を漏れなく実施する必要がある。新

たなコンセプトの医療機器であり、開発目的を達するために専門家の助言が必要。 

対応① 

PMDA の全般相談で用途、申請クラス、一般的名称を明らかにした。リスク評価の結果も含め、来年度の

臨床試験に向けた必要条件を整理予定。 

 

課題② 

 薬事戦略から見て最も効率的な臨床試験計画を専門家に確認の上で立案する必要が有る。 

対応② 

 医療機器センターとの単独伴走コンサルティングにて、論点を整理したのちに PMDA に相談を実施し、

本品が新規承認品に該当するか、どのようにして相談等を進めるかを確認した。 

 医療機器センターにて単独伴走コンサルを実施（2016 年 1 月 26 日@医療機器センター） 

PMDA 相談で、本品の薬事申請に向けた手続き方法を明らかにするべく、事前に整理すべき論点につ

いて協議した。開発目的と使用方法、デバイスの開発経緯、使用方法等を明確化し相談の準備資料を作

成した。 

 PMDA 全般相談（2016 年 2 月 4 日@PMDA） 

相談を申し込んだ結果、全般相談と判断され、本品が新規承認品に該当するかについて相談した。そ

の結果、既存品との機能面で差異が見られないとの見解を示されたため、本品はクラス I での届出と

なると判断された。薬事上臨床試験は必要ないものの、本品を家庭向で使用できるいびき・無呼症候

群の治療デバイスとして謳うには、治療効果を保証する臨床試験データを取得の上、医師の判断、現

場のニーズによって、宣伝広告、家庭での医療行為（挿管）に対する規制を緩和する働きかけが必要

であると判断した。 

  

 2) 知財戦略検討状況 

課題① 

 類似品等によって本品の信用が損なわれぬよう、また、他者に権利を詐取されないようにコア技術を

保護、権利化する。 

対応① 

 社内知財担当と薬事・開発課で協議の結果、他の製品にて検討済みのため本品では該当なしと判断し

た。 

 3) 開発戦略検討状況 

課題① 

 製品仕様として耐圧強度を規定する必要があるが、測定器が独自のため、基準を明確にするため規格

化が必要。 

対応① 

 耐圧強度試験器を設計・作成した。この測定機器を用いて、測定の方法を整備、基準の画一化を進め

ている。 

課題② 

（将来的に）想定される増産化に対して、製造の効率化、安定供給が可能な生産方法、体制を検討する。 

対応② 

国内外を問わず試作検討を進めており、技術的、コスト的に製造の委託が可能な業者を複数確保しつつ
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ある。 

提携先との連携によって、生産の効率化、安全面をより重視した管理方法を検討する。 

 

 4) 販売戦略等 

課題① 

 プロモーション活動の展開 

対応① 

 無呼吸症候群に関連する医学学会への機器展示、説明会を実施予定し、専門医とともにエビデンスを

構築する。 

課題② 

 トレービリティ、価格、サービスにおいて優れた生産・物流チェーンを確保する。 

対応② 

 生産・物流の標準手順書、新規システムの導入含め監視体制構築を進めている。 

 

 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 使用者自身が家庭で安全に使用できる

ように、リスク評価と対策を漏れなく実

施する必要があるが、新規な医療機器で

あり、専門家の助言が必要。 

② 薬事戦略から見て最も効率的な臨床試

験計画を専門家に確認の上で立案する

必要が有る。 

① PMDAの全般相談で用途、申請クラス、一般的名称

を明らかにした。リスク評価の結果も含め、来年

度の臨床試験に向けた必要条件を整理予定。 

② 医療機器センターとの単独伴走コンサルティン

グにて、論点を整理したのちに PMDA に相談を実

施し本品が新規承認品に該当するか、どのように

して相談等を進めるかを確認した。 

知財 

① 類似品等によって本品の信用が損なわ

れぬよう、また、他者に権利を詐取され

ないようにコア技術を保護、権利化す

る。 

① 社内知財担当と薬事・開発課で協議の結果、本品

では該当なしと判断。 

技術 ・

評価 

① 製品仕様として耐圧強度を規定する必

要があるが、測定器が独自のため、基準

を明確にするため規格化が必要。 

② （将来的に）想定される増産に対して、

製造の効率化、安定供給が可能な生産方

法、体制を検討する。 

① 耐圧強度試験器を設計・作成し、測定機器、測定

方法の整備を進めている。 

② 国内外を問わず、技術的、コスト的に製造の委託

が可能な業者を複数確保しつつある。 

提携先との連携によって、生産の効率化、安全面

をより重視した管理方法を検討する。 

その他

事業化

全般 

① プロモーション活動 

② 生産・物流の構築 

① 無呼吸症候群に関連する医学学会への機器展示、

説明会を実施予定。 

② 生産・物流の標準手順書、監視体制の構築。 
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1.6 平成 27 年度委託事業の成果概要 

(1) 委託事業の事業概要 

 製品設計を基に物性試験を行い、材料を決定した上で、大学病院における臨床試験委員会向けの試作成形品を作成する。また、舌根沈下型の重症

OSAS に対して治療可能で、かつ安全で違和感なく使用できるデバイスの長さについては慶應義塾大学が、大学病院での経験に基づき製品化に必要な

基礎データを収集し、妥当な値について知見を得る。 

 また、薬事申請に向け先立ち、関係機関に依頼し本デバイスの申請区分等を調査しつつ、臨床試験に備えたデータを準備する。 

 

(2) 委託事業終了時までに完成する試作品の概要 

試作品名 概要 

2 本型挿入デバイス（φ5.2mm・135mm） シリコーン樹脂をチューブ状に成形して 2 本を接合したデバイスで、管径φ5.2mmで、全長 135mm 

2 本型挿入デバイス（φ5.2mm・145mm） シリコーン樹脂をチューブ状に成形して 2 本を接合したデバイスで、管径φ5.2mmで、全長 145mm 

2 本型挿入デバイス（φ4.7mm・135mm） シリコーン樹脂をチューブ状に成形して 2 本を接合したデバイスで、管径φ4.7mmで、全長 135mm 

2 本型挿入デバイス（φ4.7mm・145mm） シリコーン樹脂をチューブ状に成形して 2 本を接合したデバイスで、管径φ4.7mmで、全長 145mm 

 

(3) 平成 27 年度の委託事業の成果と今後検討すべき課題平成 27 年度委託事業の実施経過 

平成 27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 2 本型鼻腔挿入デバイスの開発・製品化に

必要な基礎データの取得 
▶ 

・ 慶應義塾大学医学部呼吸器内科において、睡眠

時無呼吸症候群の治療現場臨床医の経験、およ

び文献等をもとに長さに関するレポート。 

・ 実現可能な製品の最大長を決定。 

▶ 

・リスク評価を適正に行い、リスクの低減と除

去に対して大きな設計変更の必要性がないこと

を確認する。 

② 2 本型鼻腔挿入デバイスの試作品作成 

 ▶ 

・ 弊社により仕様の検討、設計が完了している。 

・ 設計をもとに試作用金型、および試作成形品を

作成した。 

▶ 

・量産時を想定し、市場に見合った価格帯で提

供できるよう歩留まり、コスト面での検討課題

を整理する。 

③ 試作成形品の物性試験と分析 

▶ 

・ 本品の耐圧強度を測定可能な汎用機器がないた

め、耐圧強度試験器を製作した。 

・ 仕様と設計案はすでに弊社で検討済みあった。 

・ 引っ張り強度、ノーズクリッパーの脱落強度、

購入機器を用いた耐圧強度試験（n=12 程度）の

結果、試作品の仕様は基準を満たした。 

▶ 

・製品仕様、すなわち受け入れ試験の項目には

外観と物性試験があるが、使用感も重要と考え

られるため、肌触りやテクスチャーの仕様化の

是非も検討する。 

④ 生物学的安全性試験の実施 

▶ 

・ 生物学的安全性試験の初段階である抽出効率試

験を実施し、皮膚感作性試験は水抽出物の塗抹

と判断。 

▶ 

・試験委託業者を選定し実施を依頼。 

⑤ 2 本型鼻腔挿入デバイスの事前薬事調査 ▶ ・PMDA の簡易相談により本品はクラス Iであると判 ▶ IRB 申請並びに円滑な承認に向け、臨床試験の
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平成 27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 

断された。 

・単独伴走コンサルにて助言を得たのちに、PMDA に

て相談した結果、薬事上の臨床試験は必要ないもの

の、本事業の目的達成のためにはクラス I でも臨床

試験が必須と判断した。 

プロトーコル等と並行して薬事申請の準備を進

める。 

 

1.7 平成 27 年度委託事業の実施経過 

(1) 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 

処方箋取扱薬局での販売 一般医療機器として販売 PMDA全般相談の結果、既存のデバイスとの

際がないとの見解。簡易相談等の相談ステッ

プを提示されなかったため、届け出品となる

可能性が高いため。 

事業化体制   特になし 

事業化計画（開

発･薬事・上司

スケジュール） 

クラス IIでの承認 クラス I での届け出申請 PMDA全般相談の結果、既存のデバイスとの

際がないとの見解。簡易相談等の相談ステッ

プを提示されなかったため、届け出品となる

可能性が高いため。 

 

(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 現在販売している 1 本型鼻腔挿入デバイスについて、臨床試

験結果に基づき、効果効能が確保された新規な医療機器とし

て薬事申請することで、2 本型鼻腔挿入型デバイスにおける

薬事申請等を円滑に進められると思われる。 

薬事申請の方針を明確にするため、医療機器センターとの単独伴走コ

ンサルティングを実施後、PMDA にて全般相談を行った。 

その結果、後発品としてクラス I での届け出に該当するとの見解を示

され、判断した。 

知財  なし 

技術・評価  なし 

その他事業化全般  なし 
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(3) 採択・継続条件への対応状況 

採択条件 対応状況 

平成 27年度における委託金は、49,950000 円（税込）

を上限とする。 

平成 27年度の計上予算は 34,973,272 円（税込）であり、上限以下である。 

臨床関連経費を臨床実施機関へ適切に経費計上する

こと。 

再委託先である慶應義塾大学に「2本型鼻腔挿入デバイスの開発・製品化に必要な基礎データの取得」

の業務委託において 594,000 円（税込）を計上している。 

 

1.8 平成 28 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

(1) 平成 28 年度の事業概要 

試作成形品をもとに、生物安全性試験を実施、知財出願、梱包形態の検討を実施する。鼻腔への負荷を考慮する必要もある。さらに、クラス I とし

て必要な薬事申請の準備を進め、臨床試験委員会の承認を得て臨床試験を実施し、2 本型挿入デバイスが睡眠時無呼吸症候群に効果があることを確認、

医学論文化する。本年はこの臨床試験が、薬事申請だけでなく、マーケットのポジショニングにも関わるため重要である。家庭で使用可能ないびき・

無呼吸症候群の治療デバイスとして医師に認知されることで、ニーズから薬事上これを謳えるよう規制緩和に働きかける。また、価格やターゲット

層を設定し、販売計画や医学学会展示を実施し、上市に繋げる。 

 

(2) 平成 28 年度委託事業の実施内容 

項目名 実施主体 具体的な内容 

①  製造ライン設計・検証・量産試作 
seven dreamers laboratories 株式会社 成形から一時梱包、滅菌、最終製品までの製造ラインの試運転を行い、

管理項目が適切であるか、生産の効率化を検討する。 

②  生物学的安全性試験 seven dreamers laboratories 株式会社 平成 27 年度に実施した抽出効率試験の結果をもとに、実施機関を決定

したのちに実施する。 

③ 使用感・効果検証のための 

臨床試験 

学校法人慶應義塾  

慶應義塾大学医学部 呼吸器内科 

学校法人藤田学園 

藤田保健衛生大学 坂文種報徳會病院 

無呼吸症候群の患者において、2 本型挿入デバイスを使用して睡眠し、

治療効果を医師監視の検査にて検証する。睡眠中の無呼吸発生回数、睡

眠状態、使用感について検証する。 

④ 薬事申請準備 seven dreamers laboratories 株式会社 クラス I での届け出の準備を進める。 

⑤ 薬事申請のためのドキュメント 

の作成 

seven dreamers laboratories 株式会社 日本での薬事申請に必要となる書式、検証データ、デザインヒストリー

ファイルについて、準備作成を進める。 

⑥ 知財戦略検討・知財出願 seven dreamers laboratories 株式会社 コア技術を保護、権利化のため、社内知財担当と薬事・開発課で常に協

議の上、申請の可否、請求範囲等を適宜特許事務所に相談する。 

⑦ 販売戦略・販路確保 seven dreamers laboratories 株式会社 販売価格、ターゲット層の設定、販促品の作成、 

取扱い医療機器・医薬品卸業の確保。 
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項目名 実施主体 具体的な内容 

⑧ 広報戦略・実施 seven dreamers laboratories 株式会社 医学学会展示、講演会の実施、広告。 

 

 

(3) 平成 28 年度における事業化に向けた検討事項 

領域 検討・実施すべき事項 

薬事  実施機関を選定し生物学的安全性試験を実施。 

 臨床試験を実施し、仕様の妥当性、治療効果、家庭での使用の安全性についてエビデンスを確保する。 

 技術文書整備含め、薬事申請（クラス I での届け出）の準備をすすめる。 

知財  権利化の必要性、可能性について常に協議し、適宜相談等を行い、技術の保守に勤める。 

技術・評価  成形品の量産を見越した成型条件の最適化を進める。 

 鼻腔への挿入負荷を軽減できる施策の検討を実施する。 

 包装等のデザインを決定する。 

 成形品以外の部材についても調達し、滅菌・梱包後の最終製品を得る 

その他事業

化全般 

 重度のいびき・無呼吸症候群の治療に家庭で使用実現に向けて、関係省庁とコンセンサスを得ながら規制面での問題について整理する。 
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1.9 平成 27 年度委託事業の振り返り 

1.9.1 チェックリストによる自己評価結果 
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1.9.2 平成 27 年度委託事業を振り返って改善すべきだったと考える点 

(1) 事業体制 

薬事戦略も重要なポイントなので、薬事コンサルタント等の専門機関をコンソーシアムに含める必要

があったと思う。 

 

(2) 事業の進め方 

委託事業の趣旨を早期に理解し、迅速に進める必要があった。例えば、外注先との事前調整、臨床試

験のために倫理委員会申請内容などが考えられる。 

 

(3) その他 

特になし。 

 

1.10 事業に関する連絡窓口 

seven dreamers laboratories 株式会社 

本田貴史 

〒108-0073 

東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビル 17階（1705号室） 

電話: 03-6453-7018 / Fax: 03-6453-7019 / E-mail: t_honda@sevendreamers.com 

 


