
 
 
 

NOVEN FILES PATENT INFRINGEMENT LAWSUIT AGAINST ALVOGEN 
 

Miami, FL and Jersey City, NJ, November 07, 2017 -- Noven Pharmaceuticals, Inc. 
announced today that it has filed a lawsuit in the U.S. District Court of Delaware against 
Alvogen, Inc. and Alvogen Pine Brook, LLC. (collectively, “Alvogen”) for patent 
infringement.   
 
Alvogen is seeking approval to market and sell a generic version of Minivelle® (estradiol 
transdermal system) prior to the expiration of two of Noven’s Orange Book listed patents 
(U.S. Patent Nos. 9724310 and 9730900). The lawsuit reflects Noven’s commitment to 
vigorously enforce its intellectual property rights against infringement. 
 
Regarding this filing, Michael Greene, Noven’s General Counsel, stated, “Minivelle® is 
Noven’s premier commercialized product. We are confident in the strength of our patent 
position and it is our intent to aggressively protect Minivelle® and our intellectual property. 
Any launch by Alvogen of a generic version of Minivelle® prior to resolution of the patent 
litigation should be considered an “at-risk” launch, which could subject Alvogen to 
significant damages among other remedies.”  
 
 
About Noven  
 
Noven Pharmaceuticals, Inc. is a specialty pharmaceutical company engaged in the research, 
development, manufacturing, marketing and sale of prescription pharmaceutical products. 
Noven’s mission is to develop and offer pharmaceutical products that meaningfully benefit 
patients around the world, with a commitment to advancing patient care through transdermal 
drug delivery. Noven is a stand-alone operating subsidiary of Japan-based Hisamitsu 
Pharmaceutical Co., Inc., serving as Hisamitsu’s U.S. platform in prescription 
pharmaceuticals, and helping Hisamitsu bring the benefits of patch therapy to the world. For 
more information about Noven, visit www.noven.com. For information about Hisamitsu, 
visit www.hisamitsu.co.jp/english. 
 
Contact: 
Stephanie Lamenta 
Noven Pharmaceuticals, Inc. 
305-253-1916 
 
 



   

【参考資料】 
この資料はノーベン・ファーマシューティカル社（以下、ノーベン社）が、2017 年 11
月 7 日（米国東部時間）に発表したプレスリリースを日本語に翻訳したもので、内容お

よび解釈については英語が優先されます。 
 

ノーベン社が ALVOGEN に対する特許侵害訴訟を提起 
 

 
2017 年 11 月 7 日フロリダ州マイアミ及びニュージャージー州ジャージー・シティ—ノ

ーベン社は本日、Alvogen,Inc.および Alvogen Pine Brook,LLC.（以下、総称して

「Alvogen 社」）による特許侵害を主張し、Alvogen 社に対して、デラウェアの米国地

方裁判所に提訴したと発表しました。 
 
Alvogen 社は、オレンジブックに記載されているノーベン社の 2 件の特許（米国特許第

9724310 号および第 9730900 号）が満了する前に、Minivelle®（エストラジオール経皮

システム）のジェネリック版のマーケティングおよび販売の承認を求めています。訴訟

は、知的所有権を侵害から積極的に守ろうとする ノーベン社の決意を反映しています。 
  
この申請に関して、ノーベン社の General Councel である Michael Greene は、

「Minivelle®は、ノーベン社の主要製品です。当社は特許権の強さを確信しており、

Minivelle®と当社の知的財産を積極的に保護する意向です。特許訴訟の解決に先立って

Alvogen 社が Minvelle®のジェネリック版を発売することは、Alvogen 社に他の医薬品の

中でも大きな損害を与える可能性のある「リスクのある」行為とみなされるべきです。」

と述べています。 
 
ノーベン社について 
ノーベン社は、医療用医薬品の研究、開発、製造、マーケティング、販売に携わる製薬

会社です。ノーベン社のミッションは、経皮吸収型医薬品を通じて患者様の治療に貢献

することを誓い、世界中の患者様に有用性の高い医薬品を開発・提供する事です。ノー

ベン社は、日本に拠点を置く久光製薬株式会社の子会社であり、医療用医薬品の分野に

おける久光製薬の米国での成長の基盤となり、久光製薬が経皮吸収型医薬品の恩恵を世

界に届けることに貢献しています。ノーベン社についての詳細情報は www.noven.com 
をご覧ください。久光製薬についての詳細情報は www.hisamitsu.co.jp/english をご覧く

ださい。 
 
お問い合わせ先 
Stephanie Lamenta  
Noven Pharmaceuticals, Inc.  
電話：+1-305-253-1916 




