
 
 

海外認証の取得経験とこれに至る道のり 
 

 ～米国FDA取得と、その後の事業の足掛かり～ 

ソフトケア 有限会社  開発室長 岡本 兼児 

株式会社 グロービッツ・ジャパン  代表 春山 貴広 

                                                         2017年 1月 27日 

第３回全国医療機器開発会議 



【本日の内容】 

1. 米国進出のスキームと話題 

2. ソフトケア社（認可取得、海外進出）、グロービッツ社（FDAコンサル、
米国販売）のご紹介 

3. 製品の紹介（米国向けFDA認可取得、米国進出に際して直面した課題） 

4. 米国向けFDA承認 【申請前と市販後】 

5. いざ、アメリカ！・・・学会出展、販売ルート開拓 

6. 米国商慣習トラブル対応 

7. 今後の展望と課題 

8. ネットワーク事業への期待 

9. 米国進出を目指す企業へのメッセージ 
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1.米国進出のスキームと話題 

0. 製品開発 1. FDA対応 
2. 学会展示、
販路開拓 

3. 現地販売 
スタート 

4.事業の 

拡大 
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今回の特徴： 
 

開発企業と伴走コンサルによる、チームワークで短期間のFDA承認 

経験不足から予期せぬ失敗もあり、課題解決の過程で徐々に協力関係を広げた 

小規模企業ゆえ、各関係団体とも協力し、弱点を補強 

承認後、米国での販売までを実現出来た両社の連携 

今後の米国事業の発展スキームで、両社でのさらなる協業の検討が進んでいる 



２. ソフトケア 有限会社 

 医療機器研究開発企業 

 設立者：藤居仁博士 九州工業大学名誉教授 

 血流画像化技術の医療機器への利用として1995年に創業、現在も大学研究室
のメンバーがコアとなり事業展開、現在は社員８名、自社の方針を継続する
ため、自己資金のみで運営を継続 

 大学発ベンチャー：当時は大学教員によるビジネスへの参入には壁があり、
“産学連携”という言葉もない時代！ 

 眼科向け血流画像化装置は、日本では研究用途の医療機器として、眼科学会
等で多くの論文に関与 

 国内販売：眼科領域の国内代理店を活用し、大学病院や地域中核病院への販
売を行っている 

 経済産業省 平成２２年度 課題解決型医療機器の開発・改良に向けた病院・
企業間の連携支援事業等に採択、久留米リサーチ・パーク、九州経済産業局
（地域経済部／企業支援課・産業技術課）、ジェトロ福岡をはじめとした、
支援機関のプログラムを有効的に利用している 
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２. ソフトケア 有限会社 

  福岡県福津市  
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2003/11 <皮膚用>レーザ血流計 LFG-1 承認取得 
（日本国内） 

2003/12 医療機器製造業許可取得 

（日本国内） 

2007/08 ISO13485:2003 認証取得 

2008/01 眼撮影装置 LSFG-NAVI 認証取得（日本国内） 

2015/11 Ophthalmoscope LSFG-NAVI 510(k) 

 申請開始(米国 FDA) 

2016/05 Ophthalmoscope LSFG-NAVI 510(k) 

 米国 FDA承認取得 

福岡県の薬務課の協力 

飯塚市新技術・新製品開発補助金によるご支援 
ISOコンサル/福岡県の機械電子研究所の協力 

国内のドクターが、研究テーマとして血流を取
り上げて頂いたことが広がるきっかけになった。 
 

経産省から課題解決型医療機器の開発・改良に
向けた連携支援事業、ものづくり中小企業・小
規模事業者試作開発等支援補助金などのご支援
を戴き、海外展開に必要な規制事項に適合する
機器の開発を進めた。 
 

https://www.google.co.jp/maps/@33.764928,130.5347807,3a,41.8y,42.22h,87.24t/data=!3m6!1e1!3m4!1s5d9Sli5wOwRdmj3txVBQkA!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1?hl=ja


２. グロービッツ 
FDAコンサルティング、米国進出 

 2005年に日本人がアメリカで創業、米国進出のコンサルティング会社 

 FDA申請（コンプライアンス）と米国進出（マーケティング）を事業 

 ロサンゼルス、東京、大阪、サンフランシスコに拠点、社員２０名 

 

伴走コンサルとして： 

FDA申請戦略、米国ビジネス慣習アドバイス、事業拡大戦略も進行中 

• 申請戦略の立案～FDA申請～市販後義務・GMPの構築、販売先の相談、輸
入手続き、 

 学会展示、代理店選定助言、資金回収、飛躍に向け共同販社設立を検討中 

• 経営コンサルとして全体像の見極め（資金力、医療機器商品性、人材、
ビジネス経験など） 6 



２. グロービッツ 

 米国・ロサンゼルス  

所属する団体： 

日本貿易振興機構（ジェトロ）本部  規制・認証、 FDA・
米国進出担当専門家 

医療機器開発支援ネットワーク   

日本医療機器学会会員 

医工連携コーディネーター協議会 

大阪府庁 ビジネスデスク（北米担当） 

茨城県 ひたちなか商工会議所ロサンゼルス事務所 
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３. 製品の紹介  

 米国向けFDA認可取得製品 

 

生体によるレーザー散乱光（スペックル）の画像解析をベースに 

構築され、世界に類を見ない新しい血流画像を動画で提供 

【血流画像化装置 LSFG-NAVI】 

 非侵襲的に血流の様子を２次元マップで観察でき、 

誰でも血流動態をわかりやすく確認 

 これまで不可能であった血流を安定に測定でき、数値比較 

【アピールポイント】 

 世界に向け多くの良質な論文が公開され、専門領域には知れ渡る装置に成長 

 目の血流から目以外の全身循環状態を把握できる報告もあり、眼科以外にも応用
されつつある 

2015年11月中旬に申請準備開始、わずか６か月でFDAクラス2承認を取得 
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3．米国進出に際して直面した課題 

 未知のFDA薬事申請・・・ハードルの高さが見えなかった 

 学会参加で販売機会獲得も、ビジネスに昇華させることの難しさを体験 

 米国商慣習の違いからの失敗・・・資金回収困難 

 （以前は）米国内に持ち込むサンプル品が通関できず、適切な輸入手続
きを怠った 

  （カルネ通関・CDRHへレーザープロダクトレポートを提出など） 
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4. 米国向けFDA承認 【申請前と市販後】 

（グロービッツさんからのサポート） 

ソフトケア社では担当者一人というリソース状況だった。 

申請前 

FDA申請に関する基礎知識が無かったため、進出計画に影響する部分のアドバイスを重点的に戴く 

 会社の状況確認 → アドバイス用カルテの作成 → “身の丈、ソフトケアにあった歩幅”サイ
ズのメニュー作成 

 国内薬事との比較、全体の費用と取得期間を理解 

 FDAとの交渉含めた510k申請をグロービッツ日本事務所と米国側コンサル双方でサポート 

             →  スピード承認取得に成功 
市販後 

 “模擬FDA査察とQSRギャップ分析”を実施済 

 医療機器に関する新FDA規制“UDI”への対応 

伴走コンサルからご提供いただいたスキル 

 バイリンガルスタッフによるFDAとの交渉力 → エンジニアへ日本語でフィードバック 

 申請戦略立案カスタマイズ 10 copyright©  all rights reserved by globizz    
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   FDA承認取得の記念撮影 

（手前中央：ソフトケア社 藤居工場長、 

同右：春山グロービッツ代表） 

FDA取得に関するニュースリリース 



5.学会出展、販売ルート開拓 

これまで国内外で眼科関連の学会に参加・・・社内と知人などのサポートを受けなが
ら行ってきたが、ビジネスの継続性などを考えると不安もあり… 

グロービッツさんから強力なサポート！（ビジネスコンサル、米国現地での活動代行) 

 全米眼科学会へのアテンド（2016年10月15日～18日 シカゴにて）： 

【伴走コンサル】 

米国事業戦略の相談、ターゲット企業の抽出、商談内容の予測と英文ドキュメント
準備、候補企業の信用調査、事前コンタクトで面談数のアップ、交渉への同席、出
展後の現地フォローアップ → ビジネス成立を目標にする 

商談成立に関与・・・輸入代行を行い、販売サポート。輸出・ビジネスの実現を優
先した。経験値を積むことで次の展開を検討することが可能になった。 

 

JETRO福岡、および医療機器エキスパートの方からも有益なアドバイス！ 
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6.米国商慣習トラブル対応 

 

資金回収トラブル 

自社による販売を行ったが、回収不能になり、グロービッツさんへ相
談 

⇒ FDA申請を通じ、両社の信頼関係を構築し、ソフトケア社のアメリカ
向けビジネスの相談役になる 

伴走コンサルが提供した経験やノウハウ 

米国の商慣習 

アメリカでのビジネスの経験 

         ・・・与信・回収管理の方法、顧客の見極め 

日本語による相談（日本文化を共有し、意思疎通がスムーズに行える
米国文化にも精通し意見が信用できる） 
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7.今後の展望と課題 

製品は開発したらゴールではなく、市場展開のスタートです。 

 

1. 現地販売会社の設立・・・共同で販社設立を検討中 

2. 現地代理店との契約、販売促進活動、米国拠点より、顧客から
のフィードバックを収集し、次期製品改良に生かす組織とする。 

3. 現地アフターサービス機能を代行し、現地での必要最低限の活
動を確保する。継続性のあるビジネスで、世の中に貢献する。 

4. 製品ラインアップを拡大させ、継続可能な事業、儲かるビジネ
スの実現を目指す 

14 
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8. ネットワーク事業への期待 

開発も大切だが、事業化などビジネスサイドのコンサル
ティングも必要 

伴走コンサルタントの担当範囲の明確化と、評価システム
により、選び易さにつながる 

資金の使い道に柔軟性があり、利便性を高くして欲しい 

良質な支援の継続性は、利用者側にとって気になるポイン
トである 
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中小企業が、製品を患者さん・ドクターに届けるためには、
途中の道がどんなに細くても一本、お客さんのところまで到
達する手段が必要です。 



9. 米国進出を目指す企業への
メッセージ 

中小企業にとり公的支援の利用は大切 

支援には条件があり柔軟性に欠ける。自社のニーズに合うものを利用し、
条件に合わせて会社の方針を変えないこと！が大切。補助金を戴くための
事業ではない。 

医療機器開発だけでは終わらない。ビジネスのフェーズでは
予測がつかないことが多かった。 

FDA規制や商慣習への対応は事業計画に大きく影響する。自社の実力（で
きること、できないこと）を正しく評価し、必要なサポートを検討する。 

日本から現地企業への売り込みは困難 

展示会では商談が盛り上がるが、帰国後は連絡が途絶えていく傾向が強く、
現地でローソクの灯を消さない現地活動の代行者が不可欠 
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ソフトケア 有限会社 
   softcare@softcare-ltd.co.jp 
   www.softcare-ltd.co.jp 

   0940-36 -9693 

 

 

グロービッツ 株式会社 
   info@globizz.net 
   www.globizz.net  

   050-5806-3860 
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ご清聴ありがとうございました 


