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本発表の内容

• レザフィリンを用いるPDTの局所遺残再発食道癌
注
へ

の適応拡大の承認申請に対する医療機器審査のポ
イント

•開発の際に参考となる資料（審査報告書）の探し方

• PMDAへの相談

注）正確には「化学放射線療法又は放射線療法後の局所遺残再発食道癌」（以下の資料において同じ）
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レザフィリンを用いるPDTの局所遺残再発食道癌への適応拡大の承認申請に対する

医療機器審査のポイント
※

食道内におけるプローブの固定方法について

1スポットに対する照射で治療可能な範囲及び1ス
ポットに対する照射では病変の全体へレーザ光照
射ができない場合の照射方法について

併用する内視鏡システムの限定について

追加照射の妥当性について

(1) 

(2)

(3) 

(4)

※ 本発表では、医薬品の審査では取り上げられなかった医療機器審査独自のポイントを紹介し、
医薬品の審査において論じられた共通部分の説明は割愛しています

本発表では割愛



(1)食道内におけるプローブの固定方法について

機構は、食道癌に対するPDTにおいては、呼吸、心拍、蠕動などの影

響を受けることにより、同一の部位に連続的にレーザ光照射を行うことが

容易ではないと考え、具体的な照射方法を十分に特定するよう申請者に

指示した。

審査報告書より引用



• 食道内で、内視鏡は固定された状態で維持できるのか？

• そんな状態で同じ部位に11分もの間、連続照射が可能なのか？



(1)食道内におけるプローブの固定方法について

申請者は、以下のように説明した。

食道癌に対するPDTにおける標準的な照射手法として、図4に示すよう

に内視鏡に装着した先端フードを食道壁に接触させることで内視鏡及び

本プローブが食道壁に固定し照射を行う。KUTR-015-2試験においても、

当該手法を採用していた。

病変 先端フード

レーザ光

内視鏡

本プローブ

食道壁

審査報告書より引用



(1)食道内におけるプローブの固定方法について

機構は、申請者の提案する手法により、内視鏡を固定しない状態に比

べて、空間的に安定した照射が可能となることは明らかであること、及び

KUTR-015-2試験において当該手法が採用され、レザフィリンを用いたPDT

の有効性が示唆されたことを踏まえ、当該手法を本品の標準的な照射

方法とすることは妥当と判断する。機構は、当該手法を標準的な照射方

法とするのであれば、本品の使用方法として規定することが適切と判断

し、本品の使用方法に追記するよう指示し、申請者はこれを了承した。

審査報告書より引用



（1）で申請者から提案された手法による照射では、食道壁に対して鉛

直方向からの照射ができないことから、標的組織に対して均一なレーザ

光エネルギーを付与できないことが懸念される。機構は、当該手法を用

いた際に治療効果が期待できる範囲について、申請者に説明を求めた。

また、KUTR-015-2試験において一病変に対して複数回照射している症例

が存在する点について、その経緯についての説明を申請者に求めた。

(2) 1スポットに対する照射で治療可能な範囲及び1スポットに対する照射で

は病変の全体へレーザ光照射ができない場合の照射方法について

審査報告書より引用



• 鉛直方向からの照射じゃないと、レーザのエネルギーが届く
範囲が照射範囲において均一じゃなくなるんじゃないの？

• エネルギーにムラがあると治療効果にも影響するのでは？

• 病変範囲が広い場合に、どのように対応するの？



申請者は、機構からの照会に対する回答にあたり、「＜提出された資料

の概略＞（2）食道癌PDTにおける照射方法に関する検討」の項に記載し

た資料を提出した。

(2) 1スポットに対する照射で治療可能な範囲及び1スポットに対する照射で

は病変の全体へレーザ光照射ができない場合の照射方法について

生体組織内の光強度分布

審査報告書より引用



機構は、提出された資料について以下のように判断した。

1回の照射時間については、本品の臨床使用における照射時間と一致していることから

妥当と判断した。また、光軸と病変表面の迎角（30°）及びプローブ先端から光軸と病変

表面の交点までの長さ（17.1 mm）については、臨床使用時に全ての症例に対してこの設

定で使用されるとはいえないものの、食道の管腔や内視鏡の太さを考慮して設定されてい

ることから、本品の臨床使用時の空間的な状況をおおむね反映していると考え、了承した。

また、専門協議においても、当該資料において設定された条件については、特段の問題

はないと判断された。一方で、レーザ光照射中は照射野全体が赤く光り（図7参照）、治療

効果が期待できる範囲と照射部位をずらして追加の照射が必要な範囲を術者が内視鏡

画像上において明確に判別することは困難と考える。そのため、病変部に対してどのよう

な照射パターンで照射を行うことで病変部全域に適切なレーザ光照射が可能であるか、

本品の使用者に情報提供する必要があると考え、情報提供すべき情報及び情報提供の

方法について、申請者の見解を求めた。

(2) 1スポットに対する照射で治療可能な範囲及び1スポットに対する照射で

は病変の全体へレーザ光照射ができない場合の照射方法について

審査報告書より引用



• どの範囲に治療効果があるか、照射している先生自身、分
からないのではないか？

• 1病変に対して、複数箇所を照射する場合に、どの程度重
ねて照射すれば良いか、目安が必要なのではないか？

照射直前 照射中



申請者は、以下のように回答した。

本品を使用する医師に対しては講習会の受講を義務づける予定としている。病変部

全域に所望のレーザ光エネルギーを付与するために、想定できる範囲で病変の形状に

対する照射パターンを作成し、治療計画の参考とするよう講習会資料等の資材を用い

て使用者に対して情報提供する。

機構は、申請者の対応についておおむね問題ないと判断するものの、以下の対応が

必要と考える。

• 病変部に対して照射パターンを参考にした治療計画のとおりに照射するためには、高

度な内視鏡操作が必要と考えられることから、病変部全域を適切に照射するために、

食道癌の内視鏡治療について十分な経験を有する医師が使用する必要がある。

• 講習会の受講を義務づけることによって、製造販売後においてもKUTR-015-2試験と

同等の治療結果が得られることについては、照射方法の妥当性や講習会において情

報提供される内容の適切性も含めて、使用成績評価において確認する必要がある。

(2) 1スポットに対する照射で治療可能な範囲及び1スポットに対する照射で

は病変の全体へレーザ光照射ができない場合の照射方法について

審査報告書より引用



PMDAは何を気にしているのか？

• 医療機器と医薬品は同じではない

• 最も異なる点として、医療機器には使用方法という独特の評価がある
• 医薬品の投与方法は主に「飲む」か「打つ」か「貼る」･･･使用方法自体に評価する余地
はない

• 一方で医療機器は使い方自体が有効性や安全性に直結しているものが多数

• 新しい医療機器は誰も使い方を知らない

• 開発者は、適正に使用されることを前提として開発を進めるので、この点
は忘れられがち

• 有効性や安全性に与える影響が大きい場合には、使用方法を承認内容と
して特定することを求めます

• 適正な使用方法を定めるためには、特定した使用方法が適切であることを
証明する必要も出てくる

• 治験を行う場合には、そのプロトコルの中で使用方法を細かく定めておくと、
使用方法の適切性について、申請後に説明しやすくなる



審査報告書より引用

審査報告書・申請資料概要などの公開資料の重要性

• ここまで発表してきた内容で と掲載していたページ

の内容は全て、公開されている情報です

• PMDAが審査中に何を心配して、申請者がそれにどう応えたか、概要は分

かります

• 新医療機器として、医療機器・体外診断薬部会で審議された品目に関して

審査報告書と申請資料概要が公開されています

• 医療機器・体外診断薬部会における議論の内容（議事録）についても、厚生

労働省のHPで公開されています

• 医療機器の開発において、大きなハードルだと考えられている承認審査に

おいて、何を問われるか、どのような資料を提出する必要があるか、概要を

把握できる審査報告書、申請資料概要、医療機器・体外診断薬部会の議事

録を開発の参考としてほしいと考えています
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審査報告書や資料概要の閲覧方法















次のページで解説



閲覧したい資料
の下にある数字を
クリックすると

具体的な資料が
閲覧できます
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適切な治験デザインで
あるか？

機器の評価に
必要な項目は？

どういう手順で
薬事申請するのか？

試験結果から機器の
性能を評価可能か？

開発から承認申請までの様々なハードル



医療機器開発において大切なこと

出口戦略



対面助言制度の見直しについて
医療機器審査迅速化のための協働計画（平成26～30年度）

より有効で、より安全な医療機器を、より早く医療の現場に提供す
るため、行政側と申請者側双方が医療機器の審査プロセスにおける質
を高め、協働しながら以下の取り組みを行うことにより、医療機器の
承認までの期間のさらなる短縮と審査期間の標準化を図る。

利用しやすいよう、相談区分、手数料を改正

１．承認審査プロセスにおける質の向上に向けた取組
○相談体制の見直しによる申請の質の向上

旧対面助言制度の問題点
相談区分が分かりにくい
事前評価相談の手数料が高い
非臨床試験に関する相談区分の利用が少ない



医療機器相談メニュー
旧相談メニュー 新相談メニュー 旧手数料 新手数料（注1） 追加相談

開発前相談 開発前相談 139,100 294,100 147,000

臨床評価相談 臨床試験要否相談（注2） 1,055,900 
980,300又は
1,960,900

490,200又は
980,00

安全性確認相談

プロトコル相談

安全性 936,200 
98,000～390,100

（注3）
46,800～196.000

品質相談 品質 797,500 390,100 196,000

性能試験相談 性能 870,100 98,000～390,100 46,800～196.000

探索的治験相談 探索的治験 1,136,900 1,076,200 539,100

治験相談 治験 2,482,000 2,353,100 1,176,500

事前評価相談
（非臨床） 評価相談

（注4）

安全性

3,067,600 

98,000～390,100
（注3）

46,800～196,000

品質
390,100又は

588,200
196,000

性能
98,000～390,100

（注3）
46,800～196,000

事前評価相談（臨床）
探索的治験

4,619,100 
980,300 490,200

治験 1,470,700 733,000

申請前相談（注5） なし 2,482,000 なし なし

申請手続相談 資料充足性・申請区分相談 139,100 134,800 なし

なし
GCP/GLP/GPSPに関する

相談
なし 196,000 98,000

信頼性基準
適合性相談

信頼性基準適合性調査相談 795,000 399,700 197,900
32



事前面談から派生した相談

33

• これまでの事前面談は下記４区分に分類される。

1. 全般相談－個別の品目に関わらない通知、制度等の紹介。また
どの相談区分で申込んだら良いかなどの各種ご案内。

2. 同時申請相談－同時申請品目の資料整理等

3. 対面助言フォローアップ面談－対面助言での助言内容の確認

4. 対面助言準備面談＊（有料29,400円、初回面談日から1年間
については、複数回面談可能）

＊：「追加相談」、「資料充足性・申請区分相談」、「体外診
断用医薬品申請手続相談」は対象外。これら相談区分は､全般
相談、フォローアップ相談を利用。



無料相談について

• 新制度では随時受付・対応する。（受付時間（月～金 AM9:30
～12：00）面談が必要ならば、これまで通り日程調整の上、
面談を行う。

• 相談内容や準備の状況によっては、明らかに1年間では対面助言
まで進めないものもあると想定される。その場合は、まず全般
相談で大まかな整備等を行った後、準備面談に進んで頂くケー
スもあり得る。

• 適切な相談区分が不明等の場合は、まず全般相談にお申し込み
ください。



対面助言準備面談

• 対面助言なしに申請された場合、審査に時間がかかることが想

定されるため、相談を受けてからの申請が望ましい。

→対面助言を円滑に行うため、対面助言準備面談を設ける。

→準備面談（29,400円）を有料化し、対面助言に進んでもらう。

(なお、準備面談の有無で対面助言までの費用総額は同一。)

有益な対面助言実施の

ためには、準備面談を

有効に活用しよう。



対面助言までのフロー

日程
調整
依頼
書

提出

対面
助言
実施
の

ご案
内

手数
料

振込

申込
書

提出

資料
提出

対面
助言
の実
施

１～２ヶ月 30勤務日
（目標）

対面
助言
記録
伝達

対面
助言
準備
面談

全般
相談
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対面助言の性格・特徴

37

科学的な資料（データ）に基づき、

理想的な機器評価と実施可能性の両面に基づき、

臨床現場の実態とニーズを踏まえて、

対象とする領域の臨床専門家を交えて議論します

議論はその過程を含めて文書記録とし、資料と共に保管します



•壁を乗り越えるためには、一企業、一個人の
努力ではどうにもならない場合もある。

企業

PMDA

アカデミア

PMDAは企業とアカデミアの開発を積極的にサポートします。

38

PMDAは医療機器開発を積極的にサポート！



でも、誰もはじめからは正解を持っていない。

だから、開発早期からの審査当局との情報共有が重要。

・安全性、有効性の確認が必須。
・それをどう確認するかが問題。
・確認しなければならないことを明確にしたうえで、

実施可能で、かつ、科学的な評価のできるデータ収集を。

医療機器開発促進のために



市
場
調
査
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査
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床
試
験

生
物
学
的
安
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性
試
験

安
定
性
試
験

非臨床試験開発前 臨床試験

臨
床
試
験
の
必
要
性
検
討

検
証
的
臨
床
試
験

申
請
書
作
成

申請準備

開発前相談

プロトコル相談

（品質）

プロトコル相談

（安全性）

プロトコル相談

（性能）

臨床試験要否
相談

探索的治験相談

申請手続相談

治験相談 資料充足性・
申請区分相談

性
能
試
験

電
気
安
全
性
試
験

医療機器評価相談

薬事戦略相談

早い段階での相談利用を!!



・ 海外企業の撤退
・ 国内の雇用の消失大学・研究所

ベンチャー企業

早期臨床試験実施

欧米で開発後、
日本で治験に着手

有望なシーズであっても
欧米へ流れる。

ヒトに初めての臨床試験等
を可能とするインフラあり

ヒトに初めての臨床試験
等を可能とするインフラが

不十分

● 日本発のシーズであるにもかかわらず、欧米での臨床試験・開発が先行し、日本の患者が
その恩恵を受けるのが欧米より遅れるケースもある

→ 患者・国民の理解が得られない。

ドラッグ・ラグ、
デバイス・ラグ
の根本的要因

基礎研究で一番で
あっても、臨床現
場では遅れる

現状の医薬品・医療機器開発の問題点



概要等

○ シーズ発見後のアカデミア（大学）、ベンチャー等における、医薬品・医療機
器候補選定の最終段階から、治験に至るまでに必要な試験・治験計画策定等に
関する相談を主な対象とする「薬事戦略相談」を導入する。

○ 「薬事戦略相談」においては、薬事に精通した製薬企業出身者を含む多彩
な相談員を確保して、開発・薬事の相談に応じる。

○ 官民協力により事業を推進するため、「医薬品・医療機器薬事戦略懇談会」
を設置し、相談事業の優先順位付け、実現可能性等の検討を行う。

医療イノベーション推進の施策の一環として、
薬事戦略相談事業を開始

アカデミア・ベンチャー等

開発ストラテジーが設計できず、開発の見通しが立たない。

基礎研究の成果（創薬シーズ）が実用化につながっていかない。



問
題
点
の
例

日本発の革新的な医薬品・医療機器の創出に向け、有望なシーズを持つ大学・研究機
関、ベンチャー企業を主な対象として、開発初期から必要な品質・非臨床試験及び治験
に関する指導・助言を実施するものとして、平成23年7月1日より開始した。

実用化

革新的
医薬品・医療機器

基礎研究

日本発の
創薬シーズ

非臨床試験 治験品質試験

再生医療等に用いる細胞・組織やがんワ
クチン等のバイオ医薬品に関する品質・
毒性試験法が確立していない。

初期段階での評価項目の決定や必
要な被験者数に疑問

薬事戦略相談（事業の概要）

着実な開発に向けては、このような疑問を放置せず、
できるだけ早い段階からＰＭＤＡと相談し、確認して
おくことが重要です。



相談の対象者

日本発の革新的医薬品･医療機器･再生医療等製品の創出に向けて、有望なシー

ズを有する大学・研究機関、ベンチャー企業が主な対象。

薬事戦略相談の対象及び内容

相談の対象範囲

医薬品、医療機器･体外診断薬、再生医療等製品の開発初期段階から候補選定の

最終段階からＰＯＣ試験程度までに至る過程で、承認申請に向けて必要な試験・治

験計画策定や、開発計画等に関する相談。

再生医療等製品及びヒトの体内で導入遺伝子を発現させることを意図した製品で

あって、予防を目的とするものの開発初期段階からの品質及び安全性に係わる相談。



薬事戦略相談の対象及び内容

再生医療（細胞・組織加工製品）等製品
がん分野の製品
難病、希少疾病分野の製品
小児分野の製品
上記以外でも特に革新的な技術を利用した製品
（注）分野間の順位は問わない

優先分野

優先分野の対象

以下の優先分野に該当し、かつ、有望性が期待できる品目

（例えば、医薬品では物質特許を出願中又は取得している品目、医療機器では機器

の使用、デザイン、設計に係わる試案又はプロトタイプがある品目、若しくは将来的

に画期的な医薬品若しくは医療機器として実用化される可能性が高い品目など）



主として審査チームと

テクニカルエキスパートが

相談に対応。

必要に応じて当該分野の

外部専門家が同席します。

相談内容の整理のため
テクニカルエキスパートが
主として対応。

必要に応じて審査チーム
も同席します。

事前面談に向けて、薬事戦略相談課の
テクニカルエキスパートが、薬事戦略相談事業の
手続きや事業の内容を説明します。

個別面談
（無料）

事前面談
(無料）

論点整理シーズの実用化の
道筋について
相談したい

自分のシーズが
薬事戦略相談に
馴染むのか
確認したい

大学・研究機関
ベンチャー企業

対面助言
（有料）

科学的議論
（記録は１ヶ月目処に確定）

薬事戦略相談（個別面談、事前面談、対面助言）



薬事開発計画等戦略相談

対象
• 大学･研究機関、ベンチャー企業（従来の戦略相談の対象と同じ）

• 企業 （追加）

（手数料必要）

• 相談記録は作成する。

• 相談1回当たり、30分程度。

• 随時申込み （午前9時半から正午まで） 様式第32号

薬事開発計画等戦略相談の内容
 個別品目に対する事前調査を必須としない案件。
 POC臨床開発初期試験までの案件（臨床試験プロトコルは対象外）
 開発段階から非臨床試験の計画策定や、治験計画策定における一般的な考え方

や進め方。

アカデミアが自ら試験を実施する場合はPOC以降の検証的試験も相談対象とする。
 「医療ニーズの高い医療機器等の早期導入に関する検討会」の検討又は選定品

目であること。
 検証的試験の全部又は一部（マッチングファンド等）の費用を公的研究資金に

よって賄うこと。
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相談対象と相談区分の関係

相談区分

相談対象

医薬品
医療機器・
体外診断薬

再生医療等製品

医薬品
戦略相談

○ － －

医療機器
戦略相談

－ ○ －

再生医療等製品
戦略相談

－ － ○

再生医療等製品等の
品質及び安全性に

係る相談

○
例：遺伝子組換え
生ワクチン

－ ○

薬事開発計画等
戦略相談

○ ○ ○



相 談 区 分
1申込当たりの
相談手数料

医薬品戦略相談※1 １，５４１，６００円
（１５４，１００円）※2

医療機器戦略相談※1、3 ８７４，０００円
（８７，４００円）※2

再生医療等製品戦略相談※1 ８７４，０００円
（８７，４００円）※2

再生医療等製品等の品質及び
安全性に係る相談※1、4

１，５４１，６００円
（１５４，１００円）※2

薬事開発計画等戦略相談※5 ７３，６００円

※1：1回当たりの相談時間は2時間程度
※2：別に定める要件を満たす大学・研究機関、ベンチャー企業の場合。
※3：体外診断用医薬品は、医療機器戦略相談にて対応。
※4：1申込で複数回の対面助言が可能。
※5：1回当たりの相談時間は30分程度。

対面助言の際の相談手数料等



対象となる相談者

国家戦略特別区域（国家戦略特別区域法（平成25年法律第107号）第2条第1項に

規定する国家戦略特別区域をいう。以下同じ。）内の臨床研究中核病院（医療法

（昭和23年法律第205号）第4条の3に規定する臨床研究中核病院をいう。以下同じ）

に所属する職員とします

特区医療機器薬事戦略相談の対象及び内容

対象となる案件

対象となる相談者が主体的に開発を行っている医療機器のうち、主として革新的か

つ医療上の必要性が極めて高いことが期待されるものに関する相談とします。

平成27年11月20日より導入



特区医療機器薬事戦略相談コンシェルジュによる助言等

特区医療機器薬事戦略相談の申込み後に、効果的な開発に資するよう、特区医療機器薬事戦略相談

コンシェルジュ又はその指示を受けた担当者（以下「特区コンシェルジュ等」という。）が、以下に掲げる

助言等を行います。

①特区医療機器薬事戦略相談実施の可否

②開発品目の進捗把握及び開発の進捗管理に係る助言

③厚生労働省及び機構の関係部署との調整

④出張による特区医療機器薬事戦略相談（出張面談）の実施の要否の判断

⑤機構が行うその他の対面助言（薬事戦略相談を含む。）の活用に関する助言

特区医療機器薬事戦略相談の対象及び内容

平成27年11月20日より導入



面談区分

特区医療機器薬事戦略相談の対象及び内容

面談の実施

面談時間：面談1回あたり30分程度（いずれの相談区分も無料で実施）

出張面談：相談者が希望した場合には、相談者の所属する臨床研究中核病院にお

いて面談を実施することも可能（ただし、出張面談に関する旅費等の必

要な経費は相談者負担）

平成27年11月20日より導入

特区事前面談 対面助言に向けて相談内容を適切に把握するための面談

特区フォローアップ面談 対面助言後の進捗等に関する面談



特区医療機器薬事戦略相談の対象及び内容

平成27年11月20日より導入

対面助言
（薬事戦略相談を含む）

特区フォロー
アップ面談

特区事前面談



薬事戦略相談に関する実施要綱

平成28年4月1日 改正版を参照ください。



特区医療機器薬事戦略相談実施要綱

平成28年4月1日 改正版を参照ください。







相談申込者（所属、氏名等） 被験物の一般的名称等 予定される性能及び使用目的（医療機器）又は効能・効果（医薬品）

京都府公立大学法人 京都府立医科大学 眼
科学教室 講師 外園千恵

再使用可能な視力補正用色付き
コンタクトレンズ

重症多型滲出性紅斑による眼後遺症の治療

株式会社CICS 代表取締役社長 今堀 良夫 未定 ホウ素中性子捕捉療法（BNCT）に使用する中性子線照射装置

独立行政法人国立循環器病研究センター
生体医工学部材料研究室 室長 中山 泰秀

カバードステント
経皮経カテーテル的に脳動脈の動脈瘤開口部位に留置することで動脈瘤内の
血流を遮断する一方、分岐血管は開存させる、脳動脈瘤閉塞治療用多孔化カ
バーステント

岩手医科大学 整形外科学講座 山崎 健准
教授

脊椎内固定器具
脊椎の強制および骨癒合、骨組織修復にいたるまでの一時的固定を補助する
固定用内副子として用いる

富山大学大学院医学薬学研究部 再生医学講
座 二階堂敏雄教授

ヒト乾燥羊膜 翼状片、角膜穿孔等眼表面疾患の修復材料

CYBERDYNE株式会社
ロボットスーツHAL医療用(仮称)、
および、その機能の一部を用い
た運動訓練装置

患者に装着させて運動を行う機器であり、使用目的や効能又は効果が異なる
複数のモデルを予定

熊本大学耳鼻咽喉科･頭頸部外科 讃岐 徹治
講師

甲状軟骨固定用ブリッジ
内転型痙攣性発声障害に対して甲状軟骨を正中切開し、切開部位を左右に開
大固定するためのブリッジ。

株式会社ビー・アイ・テック 代表取締役社長
板東 舜一

体内固定用プレート
橈骨遠位端における骨折及び変形治癒等に対する内固定及び再建術に使用
する

ノボキュア株式会社 代表取締役 島村 義樹 未定 成人患者の再発膠芽腫の治療に用いる装置

(独)国立がん研究センター中央病院 放射線治
療科 科長 伊丹 純

加速器中性子捕捉治療装置 加速中性子捕捉装置によるがん治療

公立大学法人横浜市立大学附属病院 泌尿器
科教授 窪田 吉信

結紮器及び縫合器 腹圧性尿失禁治療

浜松大学医学部解剖学講座 細胞生物学分野
教授 瀬藤 光利

質量顕微鏡 乳がんの層別化による適切な治療方法の選択

公立大学法人 福島県立医科大学会津医療セ
ンター 消化器内科学講座 入澤 篤志教授

未定 食道、胃疾患の診断を補助するための、食道、胃粘膜の撮像装置

京都大学医学部付属病院 耳鼻咽喉科
教授 伊藤 壽一

手術用ロボット手術ユニット
耳鼻咽喉科領域における内視鏡手術実施に際し、術者の内視鏡手術器具操作
を支援する

福島県立医科大学付属病院 歯科口腔外科
准教授 長谷川 博

非吸収性骨再生用材料 歯科骨欠損部の外科治療において、骨組織再生を図る目的で使用する

大阪大学大学院医学系研究科 村瀬剛講師
カスタムメイド上肢骨カッティング
ガイド及び接合プレート

矯正部の初期固定向上による早期の上肢機能改善、手術手技の簡便化、正確
性の向上

株式会社ニデック 代表取締役 小澤 索生 眼撮影装置
眼球内に挿入し、眼球内の観察、診断、撮影又は治療のための画像を提供す
る

埼玉医科大学 呼吸器内科 教授 荻原 弘一 コンパニオン診断システム（仮） 高速シーケンサーを用いた多数の薬剤関連遺伝子を同時に測定するシステム

※相談終了後に公開に同意頂いたもの

薬事戦略・対面助言実施例：医療機器・体外診断薬（18件）



ご静聴ありがとうございました

ご不明点があれば、ご質問ください。

時間の許す限り、お答えします。

相談の申込みなど、必要な情報は、
PMDAのウェブサイトをご参照下さい。

URL : http://www.pmda.go.jp/

ご不明点については、メールでもお問い
合わせください。

tomioka-yutaka@pmda.go.jp

http://www.pmda.go.jp/

